
http://besshi.sakura.ne.jp/archives/1830/


Ⅰ

 

 

令和3年度当初予算（案）のポイント .............................................. 1 

予算規模 ........................................................................................... 3 

主要な事業の概要 ............................................................................. 4 

 

※    は、令和 3年度新規事業    

 

 

・認定こども園施設型給付事業費（子ども保育課） .................................................................................... 4 

・小中学校ICT環境整備推進事業費（学校教育課） ................................................................................ 4 

・小、中学校施設環境整備事業（学校教育課） ....................................................................................... 5 

・学校給食センター建設事業（学校教育課）     ................................................................................... 5 

・愛顔の子育て応援事業費（子育て支援課） ........................................................................................... 6 

・高校生等医療助成費（保健センター）     .......................................................................................... 6 

・子育て応援三世代同居促進事業費（子育て支援課） ............................................................................ 7 

フィールド 2 

・障がい児通所支援事業費（地域福祉課） .............................................................................................. 7 

・新型コロナウイルス感染症予防ワクチン接種費（保健センター）    ........................................................... 8 

・救急医療体制整備費（保健センター）  ................................................................................................. 8 

・総合福祉センター整備事業（地域福祉課）  .......................................................................................... 9 

・休日夜間急患センター建設事業（保健センター）     ........................................................................... 9 

・歯科衛生士確保奨学金貸付事業費（保健センター）    ......................................................................... 10 

 

目  次 



Ⅱ

 

経済活力  

 

・企業立地促進対策費（産業振興課） .................................................................................................. 10 

・雇用対策費（産業振興課） ................................................................................................................ 11 

・大島七福芋作付け拡大事業費（農林水産課） .................................................................................... 11 

・えひめさんさん物語スパイラルアップ事業費（運輸観光課） ....................................................................... 12 

・グリーンイノベーション振興費（産業振興課）     ................................................................................. 12 

 

 

 

・公営住宅建替推進事業（建築住宅課） .............................................................................................. 13 

・上部東西線改良事業（道路課） ......................................................................................................... 13 

・消防自動車整備事業（警防課） ......................................................................................................... 14 

・道路緊急舗装等事業（道路課）    .................................................................................................. 14 

・橋りょう長寿命化事業（道路課） ......................................................................................................... 14 

・滝の宮公園リニューアル事業（都市計画課） .......................................................................................... 15 

・新居浜駅開業100周年記念事業費（運輸観光課）     .................................................................... 15 

 

 

教育文化  

・端出場水力発電所整備事業（別子銅山文化遺産課） ......................................................................... 16 

・コミュニティ施設整備事業（地域コミュニティ課） ....................................................................................... 16 

・総合文化施設充実費（文化振興課） .................................................................................................. 17 

・新居浜市スポーツ未来創造事業費（スポーツ振興課）     .................................................................. 17 

・花いっぱいのまちづくり事業費（地域コミュニティ課） .................................................................................. 18 

・地域づくり促進事業費（地域コミュニティ課）     ................................................................................. 18 

 

 



Ⅲ

 

 

 

・清掃センター施設整備事業（環境施設課） ........................................................................................... 19 

・菊本最終処分場施設整備事業（環境施設課） .................................................................................... 19 

・斎場施設整備事業（環境保全課） ...................................................................................................... 20 

・ごみステーション適正管理推進事業費（ごみ減量課）    ....................................................................... 20 

・省エネ・新エネ設備導入支援事業（環境保全課） .................................................................................. 21 

 

自立協働  

・庁舎等整備事業（管財課） ................................................................................................................. 21 

・個人番号カード交付事業費（市民課） .................................................................................................. 22 

・移住定住応援推進費（地方創生推進課）    .................................................................................... 22 

・生涯活躍のまち拠点施設オープニング事業費（地方創生推進課）    .................................................... 23 

 

歳入（一般会計） ........................................................................... 24 

・市税 .................................................................................................................................................... 24 

・地方交付税・臨時財政対策債 ............................................................................................................... 25 

・市債 .................................................................................................................................................... 26 

歳出（一般会計） ........................................................................... 27 

・性質別歳出 .......................................................................................................................................... 27 

・経費別歳出 .......................................................................................................................................... 28 

特別会計 ......................................................................................... 29 

計画の推進 



1

【１】 第六次新居浜市長期総合計画の推進

令和３年度が初年度となる第六次新居浜市長期総合計画について、第2期新居浜市

総合戦略もふまえ、６つのまちづくりの目標それぞれで、着実な実行と計画の推進を目指し

ます。

●高校生等の医療費無料化（6p）

●愛顔の子育て応援事業費（6p）

●県外からの移住、定住の促進（22p） など

2-1

●消防自動車整備事業（14p）

●橋りょう長寿命化事業（14p） など

2-2

ICT・デジタル化の推進

●小中学校ICT教育の充実、環境整備（4p）

●個人番号カード(マイナンバーカード)交付の推進（22p） など

2-3

地域経済の活性化

●大島七福芋の作付け拡大（11p）

●グリーンイノベーション振興費（12p） など

2-4

コミュニティの活性化

●コミュニティ施設整備事業（16p）

●協議会型地域運営組織モデル事業（18p） など

2-5



活力とにぎわいにみち、魅力ある職場が生み出されるまちづくり

安全・安心・快適を実感できるまちづくり

2

●新型コロナウイルス感染症予防ワクチン接種費（8p）
●休日夜間急患センター建設事業（9p）
●歯科衛生士確保奨学金貸付事業費（10p） など

健康で、いきいきと暮らし、支えあうまちづくり目標２

未来を創り出す子どもが育つまちづくり

第六次新居浜市長期総合計画の推進

人と地域の力で豊かな心を育み、つながり、学び合うまちづくり

人と自然が調和した快適に生活できるまちづくり

計画の推進



令和３年度当初の予算規模は、一般会計が、500億600万円となり、対前年

度比は、 5億919万円、1.0％の減となっています。

また、特別会計は、286億8,125万1千円、企業会計は、115億988万8千円とな

り、全会計の合計では、901億9,713万9千円となっています。

令和3年度当初 令和2年度当初 増減額 増減率

一般会計 500億 600万 円 505億1,519万 円 △5億 919万 円 △1.0％

特別会計 286億8,125万1千円 290億2,784万9千円 △3億4,659万8千円 △1.2％

企業会計 115億 988万8千円 137億9,636万4千円 △22億8,647万6千円 △16.6％

合 計 901億9,713万9千円 933億3,940万3千円 △31億4,226万4千円 △3.4％

3
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事業費 国 県 一般財源

5億8,519万1千円 2億5,639万9千円 1億6,135万5千円 1億6,743万7千円

4

国のGIGAスクール構想に基づき令和2年度に整備した、小中学生１人に１台

のタブレット端末や、すでに導入している電子黒板などを活用し、学校のICT化を

推進します。

■事業内容 ・タブレット端末、電子黒板など使用料

■事業内容 ・ICT支援業務委託料（ICT支援員配置）

■事業内容 ・デジタル教科書及び授業支援ソフト導入 など

事業費 一般財源

3億6,987万9千円 3億6,987万9千円

未来を創り出す子どもが育つまちづくり



事業費 市債 繰入金 一般財源

1億6,028万6千円 9,390万円 850万9千円 5,787万7千円

5

事業費 国 市債 一般財源

5,464万4千円 643万４千円 3,390万円 1,431万円

未来を創り出す子どもが育つまちづくり



子育て世代を応援するために、県と連携して、第２子以降の出生時に5万円分

の紙おむつ（約1年分）が購入できる子育て応援券を、対象の保護者に配布し

ます。

令和3年度からは新たに、第1子に対しても3万円分の応援券を配布し、子育て

を支援します。

■事業内容 子育て応援券の配布及び助成

■事業内容 （配布見込）第1子 350人分、第2子以降 480人分

事業費 県 一般財源

3,798万1千円 1,376万1千円 2,422万円

6

未来を創り出す子どもが育つまちづくり

現在１５歳までの医療費を無償としていますが、令和３年１０月診療分から

１８歳（児童福祉法における児童に定義される年齢）以下の医療費についても

無償化します。

■スケジュール 令和3年6月 高校生等へ申請書を送付（約3,000人）

■スケジュール 令和3年9月 受給者証送付

■スケジュール ・高校生等＝新規、現受給資格者＝有効期限を延長

■スケジュール 令和3年10月 無料化開始（県外医療機関受診者は償還払）

事業費 一般財源

3,000万円 3,000万円
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子育て中の世帯が、祖父母世帯と同居・近居することで、子育てのしやすい環境

づくりを支援するため、三世代同居のための住宅取得と住宅リフォームに対して補

助します。

■事業内容 住宅取得：三世代同居 50万円、近居 20万円

■事業内容 リフォーム ：20万円

事業費 一般財源

750万円 750万円

未来を創り出す子どもが育つまちづくり

児童福祉法に基づき、障がい児の通所（児童発達支援、放課後等デイサービ
スなど）及び障がい児相談支援などにかかる給付費を支給します。

■事業内容 障がい児通所給付費

■事業内容 （児童発達支援 10か所→11か所、放課後等デイサービス 19か所→20か所）

■事業内容 障がい児相談支援給付費 など

事業費 国 県 一般財源

7億1,316万8千円 3億5,558万5千円 1億7,779万2千円 1億7,979万1千円

健康で、いきいきと暮らし、支えあうまちづくり目標２
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事業費 国

4億551万7千円 4億551万7千円

健康で、いきいきと暮らし、支えあうまちづくり目標２

事業費 一財

8,111万5千円 8,111万5千円

医師会協議

医療機関従事者等接種

高齢者へのクーポン送付

高齢者接種

一般へのクーポン送付(予定)

一般接種(基礎疾患優先）

6月～1月 2月 3月 4月 5月 当
初
予
算
対
応
部
分
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総合福祉センター本館（平成8年）及び別子山分館（平成5年）について、

計画的に施設修繕を実施することで、施設の長寿命化を図ります。

■事業内容 本館 火災受信装置等更新

■事業内容 本館 弱電設備、空調設備更新

事業費 市債 一財

7,136万8千円 6,420万円 716万8千円

健康で、いきいきと暮らし、支えあうまちづくり目標２

事業費 市債 一財

1,716万4千円 1,280万円 436万4千円



10

市内の歯科衛生士不足解消による地域医療の充実と、高校卒業後の新たな選

択肢による若年層の転出抑制・定住促進を図るため、歯科衛生士就学支援制度

を創設し、就学上必要な資金を助成します。

■事業内容 【対象者】 河原医療大学校新居浜校(仮称)歯科衛生学科に入学する

市内在住の方

■事業内容 【助成額】 2万円/月（年間24万円×3年間 72万円）

■事業内容 ※返還免除 次の要件を満たす場合、助成金の返還を全額免除します。

■事業内容 【対象者】①卒業の年に国家資格試験に合格し、歯科衛生士免許を取得

■事業内容 【対象者】②新居浜市歯科医師会会員の診療所に3年間以上勤務

事業費 一財

120万円 120万円

健康で、いきいきと暮らし、支えあうまちづくり目標２

活力とにぎわいにみち、魅力ある職場が生み出されるまちづくり

事業費 国 一財

3億1,195万1千円 20万円 3億1,175万1千円
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活力とにぎわいにみち、魅力ある職場が生み出されるまちづくり

事業費 繰入金 一財

1,364万円 990万円 374万円

事業費 一財

982万5千円 982万5千円
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活力とにぎわいにみち、魅力ある職場が生み出されるまちづくり

新居浜市、西条市、四国中央市からなる東予東部圏域において開催した東予

東部圏域振興イベント「えひめさんさん物語」の取組を一過性に終わらせることなく、

圏域内外に継続的に発信することにより、知名度向上と交流人口の拡大及び移

住・定住を促進します。

■事業内容 えひめさんさん物語スパイラルアップ協議会負担金150万円

■事業内容 ゆらぎの森リレーマラソン委託料、天空の音楽祭

※県及び東予東部3市で構成する協議会の事業

チャレンジプログラム支援事業、オープンファクトリー支援事業、

石鎚山脈魅力発信事業 ほか事務費 合計600万円

事業費 繰入金

772万1千円 772万1千円

事業費 一財

623万3千円 623万3千円
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安全・安心・快適を実感できるまちづくり

事業費 国 市債 一般財源

7億4,835万4千円 2億1,910万2千円 5億2,920万円 52万円

令和6年度の供用開始を目標に、萩生・大生院双方から街路事業、地方道事

業として進めます。

街路事業 萩生出口本線～岸の下東旦の上線（1,212m）

地方道事業 渦井橋大野山線～岸の下東旦の上線（775m）

■事業内容 土地購入費 4,010万円

■事業内容 補償費 1億590万円 など

事業費 国 市債 一般財源

2億700万円 1億1,192万5千円 8,230万円 1,277万5千円
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安全・安心・快適を実感できるまちづくり

消防自動車整備計画により配備している車両について、更新整備します。

■事業内容 多目的消防ポンプ自動車（１４ｍ屈折ブーム付）：（南消防署）

■事業内容 消防指揮車（支援車Ⅳ型）：（消防本部）

■事業内容 消防ポンプ自動車：（金子中分団、垣生分団）

事業費 市債 一般財源

1億5,583万5千円 1億2,080万円 3,503万5千円

事業費 一般財源

1億円 1億円

橋りょう長寿命化計画及び耐震計画に基づき予防保全をおこなうことにより、橋

りょう等の長寿命化とそれにかかる費用の縮減を図り、道路網の安全性・信頼性を

確保します。

■事業内容 橋りょう点検49橋、横断歩道橋1橋点検

■事業内容 三軒屋橋・沢津橋 橋りょう補修 など

事業費 国 市債 一般財源

4,800万円 2,175万円 630万円 1,995万円
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安全・安心・快適を実感できるまちづくり

事業費 国 市債 一般財源

6,940万円 3,380万円 3,200万円 360万円

事業費 繰入金

550万円 550万円
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人と地域の力で豊かな心を育み、つながり、学び合うまちづくり

旧端出場水力発電所保存活用計画に基づき、平成30年度から令和4年度の

予定で、耐震補強等の工事を進めます。

■事業内容 本体耐震工事及び周辺整備工事

■事業内容 ・周辺整備（張出歩道、見学デッキ、休憩施設など）

事業費 国 市債 繰入金

3億461万2千円 1億4,449万1千円 1億3,000万円 3,012万1千円

地域コミュニティの活動を活性化させる活動拠点としての自治会館等の修繕や、掲示

板・放送施設等の修繕や改修に対して補助するとともに、自治会館の建設（新築・改

築）に対して補助します。

■事業内容 ①瀬戸・寿自治会館建設補助（事業費の3/5 上限1,500万円）

■事業内容 ②修繕・改修補助

■事業内容 ・集会所施設、放送設備、掲示板 など

事業費 諸収入 一般財源

2,500万円 1,500万円 1,000万円
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昨年7月に開館5周年を迎えたあかがねミュージアムにおいて、新居浜市美術館

特別企画展や、市民創作活動推進特別プログラムなどを開催します。

■事業内容 ①企画展

写真家日和佐初太郎の見た山・浜・島 －記憶 昭和の新居浜ー

■事業内容 ②市民創作活動推進特別プログラム 特別記念展

寺坂公雄展 煌めきーその光と風ー（仮）

■事業内容 ③（仮）きかんしゃトーマス展（SDGｓの観点から） など

事業費 使用料 諸収入 繰入金

2,492万1千円 20万円 172万3千円 2,299万8千円

人と地域の力で豊かな心を育み、つながり、学び合うまちづくり

事業費 一般財源

1,246万3千円 1,246万3千円
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地域コミュニティ活性化のため、地域で暮らす人々が中心となり、地域の課題解

決に向けた取り組みを継続的に実践する地域運営組織を形成し、その拠点として

公民館のコミュニティーセンター化を図ります。

令和3年度から、2年程度で地域運営組織を立ち上げるためのモデル地区を2地

区選定します。

■事業内容 ・協議会型地域運営組織モデル事業交付金

■事業内容 ・モデル地区支援アドバイザーへの謝金、事務費 など

事業費 一般財源

216万4千円 216万4千円

人と地域の力で豊かな心を育み、つながり、学び合うまちづくり

住んでいる人も訪れる人も楽しめる景観を創出するため、花いっぱいのまちづくりを

推進します。現在、泉川（新居浜東港線）、船木（新居浜インター周辺）の２

地区で実施していますが、令和３年度より、駅前シンボルロードでも実施します。

■事業内容 ・花いっぱいのまちづくり交付金（３地区）

■事業内容 ・ 散水栓の設置、水道使用料など

事業費 諸収入 一般財源

835万5千円 50万円 785万5千円
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旧清掃センターに設置しているペットボトル選別圧縮設備は、供用開始から14

年が経過し、不具合等も発生していることから、リサイクル推進施設にペットボトル

選別圧縮設備を整備します。

■事業内容 ペットボトル選別圧縮機械設備等工事 1億9,068万9千円

■事業内容 清掃センター定期点検整備工事 ほか 2億9,303万1千円

事業費 国 市債 諸収入 一般財源

4億8,372万円 6,356万3千円 1億1,440万円 3,234万円 2億7,341万7千円

人と自然が調和した快適に生活できるまちづくり

現在継続費を設定して進めている、菊本最終処分場延命化工事に加えて、焼

却灰を搬入することで浸出水のＰＨ値が下水道排除基準の上限を上回ることが

常態化していることから、放流する前にＰＨ値を調整する設備を建設します。

■事業内容 菊本最終処分場延命化工事 2億円（継続費）

■事業内容 菊本最終処分場浸出水処理施設建設工事 ほか

事業費 国 市債 一般財源

2億7,604万5千円 2,420万円 2億4,420万円 764万5千円
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各単位自治会が管理しているごみステーションについて、その管理等について苦

慮しているケースが多いため、単位自治会が管理する全てのごみステーションに対し

て、ステーションの管理に関する新たな交付金制度を創設し、ごみステーションの適

正管理を推進します。

■事業内容 ①ごみステーション適正管理推進交付金 合計2,000万円

■事業内容 ②ごみ収集ボックス設置補助金 @10万円

■事業内容 ③監視カメラ設置補助金 @3万円

事業費 一般財源

2,708万円 2,708万円

人と自然が調和した快適に生活できるまちづくり

昭和59年から供用を開始し老朽化が進んでいる、火葬炉8炉の大型炉への改

修を実施するとともに、建物本体の屋上防水工事などをおこないます。

■事業内容 （火葬炉）大型炉への入替（平成30年度～令和3年度）

■事業内容 （建物）屋上防水工事、備品購入 ほか

事業費 市債 一般財源

1億3,543万1千円 1億170万円 3,373万1千円



21

昭和55年の市庁舎建設から40年以上経過し、施設・設備の老朽化が進んで

いるため、計画的なバリアフリー化、省エネルギー化に重点をおいた維持修繕を実

施し、市庁舎の現状機能を確保します。

■事業内容 ・エアハンドリングユニット更新工事（2台/全14台）

■事業内容 ・庁舎外壁（西側）改修工事

■事業内容 ・本庁舎LED改修工事 など

事業費 市債 繰入金・諸収入 一般財源

3億1,884万5千円 1億7,110万円 1億2,869万4千円 1,905万1千円

人と自然が調和した快適に生活できるまちづくり

省エネルギー機器や高効率機器の普及促進を図るため、自宅に省エネ・新エネ

設備導入する際に、補助金を支給します。

■事業内容 省エネ・新エネ設備導入支援事業補助金

・家庭用蓄電池 ＠10万円

■事業内容 ・ZEH（ゼロ・エネルギーハウス) ＠20万円※県内中小企業のみ

事業費 県 繰入金

1,000万円 262万5千円 737万5千円

計画の推進
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事業費 一般財源

1,500万円 1,500万円

計画の推進

事業費 国 使用料・手数料 一般財源

1億779万3千円 1億318万1千円 12万円 449万2千円
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計画の推進

令和3年4月に供用開始する「生涯活躍のまち拠点施設（ワクリエ新居浜）」

を周知し、市民の積極的な活用を促すため、オープニング事業を実施します。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況を注視しながら、講演・講座などのリ

モート開催なども検討します。

■事業概要 １）オープニング文化・学習事業

①著名文化人講演会（5月予定）

②著名文化人による文化講座（5月予定）

③クッキングスタジオPRのためのクッキングライブ（10月予定）など

■事業概要 ２）オープニング親子ふれあい事業

①ものづくりイベント事業（7月~8月夏休み期間中予定）

②夏まつりイベント事業（8月予定）

③木育イベント事業（5月、7月予定）など

事業費 繰入金

603万9千円 603万9千円



令和3年度当初 令和2年度当初 増減額 増減率

市民税 69億5,203万6千円 75億4,201万3千円 △5億8,997万7千円 △7.8％

個人 55億5,822万6千円 58億1,758万 1千円 △2億5,935万5千円 △4.5％

法人 13億9,381万 円 17億2,443万2千円 △3億3,062万2千円 △19.2％

固定資産税 92億2,387万6千円 93億9,036万9千円 △1億6,649万3千円 △1.8％

都市計画税 12億 768万2千円 12億2,900万 円 △2,131万8千円 △1.7％

その他 12億4,805万3千円 11億6,567万5千円 8,237万8千円 7.1％

合 計 186億3,164万7千円 193億2,705万7千円 △6億9,541万 円 △3.6％
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令和3年度当初 令和2年度当初 増減額 増減率

地方交付税 54億5,000万円 56億7,000万円 △2億2,000万円 △3.9％

普通 48億 円 50億2,000万円 △2億2,000万円 △4.4％

特別 6億5,000万円 6億5,000万円 円 0％

臨時財政対策債 25億 円 16億1,000万円 8億9,000万円 55.3％

合 計 79億5,000万円 72億8,000万円 6億7,000万円 9.2％
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※ 臨時財政対策債‥交付税総額が不足する場合、その不足額を国と地方で折半し、地方分について各団体で
地方債を発行して補てんしており、その地方債のことを臨時財政対策債と言います。
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令和3年度当初 令和2年度当初 増減額 増減率

市 債 53億 620万円 48億6,030万円 4億4,590万円 9.2％
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令和3年度当初
令和2年度当初 増減額 増減率

構成比

人件費 89億3,656万2千円 17.9％ 89億6,411万6千円 △2,755万4千円 △0.3％

物件費 74億4,022万 円 14.9％ 71億4,793万7千円 2億9,228万3千円 4.1％

扶助費 130億2,971万1千円 26.1％ 129億7,386万6千円 5,584万5千円 0.4％

繰出金 40億2,541万7千円 8.0％ 39億1,223万 円 1億1,318万7千円 2.9％

公債費 45億7,974万2千円 9.2％ 44億4,018万3千円 1億3,955万9千円 3.1％

投資的経費 54億7,915万9千円 10.9％ 65億5,036万7千円 △10億7,120万8千円 △16.4％

補助 27億1,231万3千円 5.4％ 29億4,485万9千円 △2億3,254万6千円 △7.9％

単独 27億6,684万6千円 5.5％ 36億0,550万8千円 △8億3,866万2千円 △23.3％

その他 65億1,518万9千円 13.0％ 65億2,649万1千円 △1,130万2千円 △0.2％

合 計 500億 600万 円 100％ 505億1,519万 円 △5億 919万 円 △1.0％

27
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令和3年度当初
令和2年度当初 増減額 増減率

構成比

経 常 336億6,873万5千円 67.3％ 340億1,205万5千円 △3億4,332万 円 △1.0％

施 策 108億5,810万6千円 21.7％ 99億5,276万8千円 9億 533万8千円 9.1％

公 共 27億1,231万3千円 5.4％ 26億7,485万9千円 3,745万4千円 1.4％

単 独 27億3,684万6千円 5.5％ 35億7,550万8千円 △8億3,866万2千円 △23.5％

災害復旧 3,000万 円 0.1％ 3億 円 △2億7,000万 円 △90.0％

合 計 500億 600万 円 100％ 505億1,519万 円 △5億 919万 円 △1.0％



令和3年度当初 令和2年度当初 増減額 増減率

渡海船事業 1億9,405万4千円 2億7,068万2千円 △7,662万8千円 △28.3％

住宅新築資金等
貸付事業

― 488万7千円 △488万7千円 皆減

平尾墓園事業 3,402万6千円 2,735万8千円 666万8千円 24.4％

国民健康保険
事業

124億7,736万3千円 128億3,573万4千円 △3億5,837万1千円 △2.8％

介護保険事業 139億5,381万8千円 139億4,893万3千円 488万5千円 0.0％

後期高齢者
医療事業

18億4,355万6千円 18億1,266万3千円 3,089万3千円 1.7％

工業用地
造成事業

1億7,843万4千円 1億2,759万2千円 5,084万2千円 39.8％

合 計 286億8,125万1千円 290億2,784万9千円 △3億4,659万8千円 △1.2％
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