
ずっと五泉。～次の一歩を、ともに未来へ～

■ 予算の規模

百万円未満四捨五入

※端数整理のため計数が一致しないことがあります。

全 体 予 算 の 規 模 40,859 百万円 △3,002 百万円 △6.8%

令和２年度繰越事業 431 百万円 （全8事業）

水 道 事 業 会 計 2,369 百万円 △549 百万円 △18.8%

下 水 道 事 業 会 計 3,260 百万円 △304 百万円 △8.5%

川 東 財 産 区 一 般 会 計 4 百万円 △0 百万円 △1.2%

後期高齢者医療特別会計 567 百万円 1 百万円 0.3%

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 5,229 百万円 △391 百万円 △7.0%

介 護 保 険 特 別 会 計 6,330 百万円 23 百万円 0.4%

　新型コロナウイルス感染症対策により、感染の拡大防止と地域経済の活
性化を図ります。
　さらに、令和3年10月オープン予定の交流拠点複合施設「ラポルテ五
泉」を核とした『人の流れ』と『賑わい』を生む取り組みに力を注ぎま
す。

令和3年度 前年度比増減額 増減率

一 般 会 計 の 予 算 規 模 23,100 百万円 △1,782 百万円 △7.2%

令和3年度当初予算案のポイント

ずっと五泉。
～次の一歩を、ともに未来へ～

（３つの柱）
○安全安心・心豊かに暮らせる“まち”づくり
○夢を育み未来のごせんを支える“ひと”づ く り
○ごせんに元気と潤いをもたらす“しごと”づくり

“住んでよかった 住みたいまち 五泉”
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借換債 1,852 百万円 2,120 百万円 △12.6%

※端数整理のため計数が一致しないことがあります。

建設事業 941 百万円 2,184 百万円 △56.9%

臨時財政対策債 854 百万円 513 百万円 66.5%

■令和3年度一般会計市債発行額

令和3年度 令和２年度 増減率

発行予定額 3,647 百万円 4,818 百万円 △24.3%

うち財政調整基金 3,365 百万円 150 百万円 4.7%

うち企業会計 20,580 百万円 △603 百万円 △2.8%

基　金　残　高 4,901 百万円 △22 百万円 △0.4%

うち一般会計 28,356 百万円 △655 百万円 △2.3%

うち臨時財政対策債 9,304 百万円 57 百万円 0.6%

令和3年度末見込額 前年度末比増減額 増減率

市　債　残　高 48,936 百万円 △1,258 百万円 △2.5%

（借換債控除後） 2,507 百万円 7 百万円 0.3%

■ 市債と基金の令和3年度末見込額

建 設 事 業 費 2,091 百万円 △1,486 百万円 △41.5%

公 債 費 4,359 百万円 △261 百万円 △5.7%

物 件 費 3,004 百万円 163 百万円 5.7%

補 助 費 等 2,998 百万円 24 百万円 0.8%

歳  出 人 件 費 4,281 百万円 34 百万円 0.8%

繰 入 金 172 百万円 △445 百万円 △72.1%

寄 附 金 130 百万円 10 百万円 8.3%

（借換債控除後） 1,795 百万円 △903 百万円 △33.5%

地 方 消 費 税 交 付 金 1,013 百万円 △12 百万円 △1.2%

地 方 交 付 税 7,523 百万円 165 百万円 2.2%

市 債 3,647 百万円 △1,171 百万円 △24.3%

歳  入 市 税 5,070 百万円 △143 百万円 △2.7%

■  一般会計予算の特徴

令和3年度 前年度比増減額 増減率
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（仮称）猿和田公園整備事業　12,000千円

　（仮称）猿和田公園整備のため、測量・設計を行います。

　令和4年度から５か年を計画期間とする第4期男女共同参画推進計画を策定します。

拡充 （総合戦略）交流拠点複合施設管理運営事業　150,592千円

　ラポルテ五泉の令和3年10月のオープンに向けて、備品の調達や指定管理者による準備
を行います。また、オープン記念事業を行います。

交流拠点複合施設建設事業　440,580千円

新規 市営住宅建設事業　276,104千円

　南本町地内に市営住宅12戸（令和2年度と合わせて24戸）を建設します。

新規 男女共同参画推進事業　926千円

　国土交通省等と連携して総合水防演習を開催します。災害への意識を啓発し、地域防災
力の向上を図ります。

新規

　ラポルテ五泉の令和3年10月のオープンに向けて、外構工事等を行います。

　令和４年度から５か年を計画期間とする第２次総合計画の後期基本計画の策定を行いま
す。

第２次総合計画後期基本計画策定事業　8,324千円

新規 消防署車両機械器具整備事業　49,995千円

　自然災害等に備えるハザードマップの一部更新を行うとともに、防災に関する講習会等
を行います。

　第8期介護保険事業計画に基づき、小規模多機能型居宅介護サービスを行う事業者を募
集し、建設費等に対して支援を行います。

安全安心・心豊かに暮らせる“まち”づくり

　火災事案に対応するため、消防ポンプ車を更新します。

新規 介護基盤整備事業　82,302千円

継続

防災訓練事業　764千円

拡充 （総合戦略）防災関係業務　6,026千円

拡充

新規 芸術・文化鑑賞事業　2,744千円

　版画家の式場庶謳子氏から寄贈を受けた作品の企画展を、ラポルテ五泉で行います。

新規

主 要 な 事 業 （3つの柱）

※予算額は、各事業全体の直接事業費（職員人件費等を除く）で表示しています。
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拡充 （総合戦略）地域学校連携事業　3,406千円

継続

　全小中学校にコミュニティ・スクールを導入（学校運営協議会を設置）して、地域学校
協働活動推進員を核に、地域学校協働本部と両輪で地域と学校の連携・協働を推進しま
す。

（総合戦略）Uターン・Iターン等促進事業　1,492千円

新規

　特定不妊治療の回数制限をなくし、男性に対する不妊治療についても助成を行い、引き
続き妊娠を望む夫婦の経済的負担の軽減を行います。

消費者行政活性化事業　2,260千円

川東小学校屋内運動場長寿命化予防改修事業　40,590千円

（総合戦略）不妊治療助成事業　13,391千円

　川東中学校の長寿命化予防改修のための設計を行います。

　東京圏から移住し登録企業に就業した人を対象に、移住に要した費用を助成します。

　振り込め詐欺等の被害防止のため、高齢者世帯に対して通話録音機能等を備えた機器の
設置費用を助成します。

継続

継続

夢を育み未来のごせんを支える“ひと”づくり

　出産間近の妊婦に優先的にタクシーを配車する「出産サポートタクシー」の運賃等を市
が負担します。

子育て世代包括支援センター運営事業　4,698千円

川東中学校長寿命化予防改修事業　21,912千円新規

　川東小学校の屋内運動場の長寿命化予防改修工事を行います。

　令和2年度に1人1台配備したタブレット端末等のICT環境を、有効かつ円滑に学習活動
に活用するため、ICT支援員を配置します。

拡充 小中学校ICT機器等整備事業　61,580千円

継続

※予算額は、各事業全体の直接事業費（職員人件費等を除く）で表示しています。
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ごせんに元気と潤いをもたらす“しごと”づくり

　五泉ニット工業協同組合が実施する「五泉ニット地域ブランド化事業」を支援し、「五
泉といえばニット、ニットといえば日本の五泉」を目指します。

　農地の集積・集約化を図るため、実質的な「人・農地プラン」を策定した地区の中心経
営体に対して支援を行います。

　園芸作物生産拡大と環境負荷の低減のため、生分解性マルチの購入費に対して助成を行
います。

新規 担い手育成事業　31,450千円

　経営継承・発展等支援事業により実質的な「人・農地プラン」において、地域の中心経
営体等の後継者が経営を継承した場合の支援を行います。

　五泉商工会議所がラポルテ五泉の隣接地に新築する会館の建設費を助成します。

継続 （総合戦略）園芸作物振興事業　1,000千円

継続

継続 （総合戦略）五泉ニット地域ブランド化事業　5,000千円

（総合戦略）農地集積・集約加速化支援事業　250千円

新規 （総合戦略）経済活性化推進事業　96,547千円

　ラポルテ五泉開館記念として、「さといもまつり」や「農業まつり」の事業内容を拡充
します。

新規 （総合戦略）農福連携促進事業　150千円

　人手不足を課題としている農業分野と働く場の確保を求めている福祉分野との連携を推
進します。

拡充 農林特産品振興事業　24,736千円

※予算額は、各事業全体の直接事業費（職員人件費等を除く）で表示しています。
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　早期に接種が開始できるよう予め準備を進め、地元医師会等の協力を得て、必要な体制
の確保を図ります。

新規 咲花宿泊キャンペーン支援事業　27,600千円

新規

店舗応援事業　9,000千円

市内誘客促進事業　3,900千円

繰越 新型コロナウイルスワクチン接種事業　277,698千円

　早期に接種が開始できるよう予め準備を進め、地元医師会等の協力を得て、必要な体制
の確保を図ります。

　市内店舗等の回遊を増やし、売り上げの回復を図るため、「ごせんてくてくラリー事
業」に助成を行います。

新規 応援します！ごせん消費回復事業　5,000千円

　商店街等の団体が自ら企画し運営を行う、消費喚起や誘客を目的とした事業に対し支援
を行います。

　本庁舎及び支所庁舎の各入口に顔認証型サーマルカメラの設置等を行います。

【令和２年度事業の主な繰越事業】

　メディアシップで五泉マルシェ（仮称）を開催するなど、市内への誘客を促進します。

新規

繰越 新型コロナウイルスワクチン接種事業【再掲】　277,698千円

　咲花温泉旅館協同組合が行う、宿泊キャンペーンに対し支援を行います。

新規 公共施設安全・安心確保事業　3,641千円

新型コロナウイルス対応事業

継続 緊急雇用事業　5,935千円

　感染症の影響で内定取消、失業等した人を会計年度任用職員として任用し、雇用の維持
に努めます。

※予算額は、各事業全体の直接事業費（職員人件費等を除く）で表示しています。
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（主要な事業の再掲があります。）

～ 笑顔あふれる　いきいきのまち ～

体育施設管理運営事業　83,185千円

　版画家の式場庶謳子氏から寄贈を受けた作品の企画展を、ラポルテ五泉で行います。

　教員が子どもと向き合う時間の確保と学校教育の充実を目指し、教員の意識改革や子ども
たちの自己肯定感向上のための取り組みを進めます。

（総合戦略）合宿誘致促進事業　3,321千円

　山王体育館の照明をLED器具に更新します。また、村松プールの配管改修工事を行います。

新規 川東中学校長寿命化予防改修事業　21,912千円【再掲】

　川東中学校の長寿命化予防改修のための設計を行います。

新規

新規 芸術・文化鑑賞事業　2,744千円【再掲】

　県内外の大学等の部活動合宿を誘致し、その団体に対し支援を行います。

学校現場における業務改善事業　1,288千円継続

　全小中学校にコミュニティ・スクールを導入（学校運営協議会を設置）して、地域学校協
働活動推進員を核に、地域学校協働本部と両輪で地域と学校の連携・協働を推進します。

新規 川東小学校屋内運動場長寿命化予防改修事業　40,590千円【再掲】

　川東小学校の屋内運動場の長寿命化予防改修工事を行います。

拡充 小中学校ICT機器等整備事業　61,580千円【再掲】

拡充 （総合戦略）地域学校連携事業　3,406千円【再掲】

継続

　令和2年度に1人1台配備したタブレット端末等のICT環境を、有効かつ円滑に学習活動に
活用するため、ICT支援員を配置します。

令 和 3 年 度 当 初 予 算 案 の 概 要

誰もが生きがいをもち、いきいきと暮らすことができるよう、一人ひとりの自主性や個性を
尊重し、たくましく生きる力を育む環境づくりや、いつでもどこでも学習や運動のできる機会
を充実し、笑顔のあふれるまちづくりを進めます。

※予算額は、各事業全体の直接事業費（職員人件費等を除く）で表示しています。
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～ 信頼あふれる  安心のまち ～

子育て世代包括支援センター運営事業　4,698千円【再掲】

新規 介護基盤整備事業　82,302千円【再掲】

　第8期介護保険事業計画に基づき、小規模多機能型居宅介護サービスを行う事業者を募集
し、建設費等に対して支援を行います。

拡充 私立保育園支援事業　798,496千円

　不育症に対する検査・治療に要する費用について、引き続き助成を行います。

　特定不妊治療の回数制限をなくし、男性に対する不妊治療についても助成を行い、引き続
き妊娠を望む夫婦の経済的負担の軽減を行います。

　今後の保育サービスの充実や、効率的・効果的な運営を進めるため、保育園等運営計画の
策定を行います。

（総合戦略）妊産婦医療費助成事業　10,642千円

（総合戦略）不妊治療助成事業　13,391千円【再掲】

継続

新規

新規

新規

　自然災害等に備えるハザードマップの一部更新を行うとともに、防災に関する講習会等を
行います。

防災訓練事業　764千円【再掲】

保育園等運営計画策定事業　308千円

継続

継続

　出産間近の妊婦に優先的にタクシーを配車する「出産サポートタクシー」の運賃等を市が
負担します。

　私立保育園の施設改修に対し、補助を行います。

　火災事案に対応するため、消防ポンプ車を更新します。

　国土交通省等と連携して総合水防演習を開催します。災害への意識を啓発し、地域防災力
の向上を図ります。

拡充 （総合戦略）防災関係業務　6,026千円【再掲】

消防署車両機械器具整備事業　49,995千円【再掲】

誰もが不安なく、安心して暮らすことができるよう、子育て支援の充実や心身の健康を守る
ための環境づくりを進めるとともに、防犯・防災に努め、万一の場合でも迅速に対応し、安全
な生活を守ることのできる、信頼のあふれたまちづくりを進めます。

※予算額は、各事業全体の直接事業費（職員人件費等を除く）で表示しています。
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～ 交流あふれる　ふれあい豊かなまち ～　

　悩みを持つ青少年等の相談に応じ、助言や援助を行い、青少年を取り巻く環境の整備や啓
発活動を推進します。

（総合戦略）病児保育運営事業　16,762千円

（総合戦略）健康ポイントわくわくキャンペーン事業　362千円

車載型映像記録装置整備事業　1,436千円

　市民の健康意識の向上を図るため、健診を受けたり健康に関するイベント等に参加してポ
イントを集めることで、賞品が抽選で当たるキャンペーンを行います。

地域中核病院支援事業　100,000千円

　五泉中央病院の敷地内で病児保育を行い、子育てと就労の両立を支援します。

継続

青少年相談事業　2,526千円

継続

継続

　地域医療の充実を図り、市民が安心して医療が受けられるように、五泉中央病院に平成30
年度から5年間、総額10億円を支援します。

継続

継続

継続

（総合戦略）防犯等対策事業　1,147千円

　地域の防犯力の向上を図るため、町内会等が設置する防犯カメラの費用を助成します。

　計画的に全公用車にドライブレコーダーを配備し、防犯に役立てます。

　振り込め詐欺等の被害防止のため、高齢者世帯に対して通話録音機能等を備えた機器の設
置費用を助成します。

消費者行政活性化事業　2,260千円【再掲】継続

誰もがともに支えあい、ふれあい豊かに暮らすことができるよう、地域ぐるみで青少年を育
み、障がい者などが地域の中で自立した生活を送ることのできる環境づくりを進めるとともに、
多様な文化ともふれあえる、交流のあふれたまちづくりを進めます。

※予算額は、各事業全体の直接事業費（職員人件費等を除く）で表示しています。
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～ 賑わいあふれる　活気あるまち ～　

新規

農業基盤維持管理事業　306,３77千円

　ラポルテ五泉の令和3年10月のオープンに向けて、備品の調達や指定管理者による準備を
行います。また、オープン記念事業を行います。

新規 林道等整備・維持管理事業　83,404千円

継続

（総合戦略）経済活性化推進事業　96,547千円【再掲】

（総合戦略）園芸作物振興事業　1,000千円【再掲】

　釜ノ鍔橋の改修工事を行います。

担い手育成事業　31,450千円【再掲】

　経営継承・発展等支援事業により実質的な「人・農地プラン」において、地域の中心経営
体等の後継者が経営を継承した場合の支援を行います。

　園芸作物生産拡大と環境負荷の低減のため、生分解性マルチの購入費に対して助成を行い
ます。

　人手不足を課題としている農業分野と働く場の確保を求めている福祉分野との連携を推進
します。

農林特産品振興事業　24,736千円【再掲】

　現在農業用として使われていないため池の廃止に向けて基本計画を策定します。

　ラポルテ五泉の令和3年10月のオープンに向けて、外構工事等を行います。

　五泉商工会議所がラポルテ五泉の隣接地に新築する会館の建設費を助成します。

継続

新規

新規

拡充

拡充

新規

　ラポルテ五泉開館記念として、「さといもまつり」や「農業まつり」の事業内容を拡充し
ます。

交流拠点複合施設建設事業　440,580千円【再掲】

（総合戦略）農福連携促進事業　150千円【再掲】

（総合戦略）交流拠点複合施設管理運営事業　150,592千円【再掲】

拡充 （総合戦略）地域活動サポート事業　5,495千円

　地域おこし協力隊を新たに1名募集し、地域の活性化に取り組みます。

誰もが活力に満ち、活気がある暮らしができるよう、地域の産業を支え、担い手となる人材
を育成し、新たな産業育成を図るとともに、魅力ある産業や観光などによって市内外から人が
集まる、賑わいのあふれたまちづくりを進めます。

※予算額は、各事業全体の直接事業費（職員人件費等を除く）で表示しています。
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～ 潤いあふれる　快適なまち ～　

　新婚世帯（二世代以上同居）や子育て世帯（三世代以上同居）を対象に、住宅取得経費や
改修費の一部を助成します。

　五泉ニット工業協同組合が実施する「五泉ニット地域ブランド化事業」を支援し、「五泉
といえばニット、ニットといえば日本の五泉」を目指します。

継続

市営住宅建設事業　276,104千円【再掲】

　赤海地内の交差点改良のため、用地購入等を行います。

（総合戦略）地域公共交通活性化・再生総合事業　65,127千円

新規

　市外から転入した新婚世帯や子育て世帯を対象に、住宅取得経費の一部を助成します。

継続

　南本町地内に市営住宅12戸（令和2年度と合わせて24戸）を建設します。

新規

新規

（仮称）猿和田公園整備事業　12,000千円【再掲】

　（仮称）猿和田公園整備のため、測量・設計を行います。

　東公園内のぼたん園のライトアップのため、LED照明灯を新設します。

公園等の維持管理事業　15,745千円

　都市公園の長寿命化計画に基づき、老朽化した遊具の更新等を行います。

　ダイヤ・運行経路の見直しを行い、新たにオープンするラポルテ五泉へ、ふれあいバスの
乗り入れを行います。

継続

（総合戦略）農地集積・集約加速化支援事業　250千円【再掲】

（総合戦略）五泉ニット地域ブランド化事業　5,000千円【再掲】

拡充

継続 公園維持管理事業　49,717千円

東南環状線整備事業　54,300千円

（総合戦略）グランドファミリー住まいる事業　15,800千円

　農地の集積・集約化を図るため、実質的な「人・農地プラン」を策定した地区の中心経営
体に対して支援を行います。

継続

（総合戦略）Uターン・Iターン等促進事業　1,492千円【再掲】

（総合戦略）ウェルカムファミリー住まいる事業　27,390千円継続

　東京圏から移住し登録企業に就業した人を対象に、移住に要した費用を助成します。

継続

誰もが不自由なく、快適に暮らすことができるよう、居住環境や公共交通網などの整備によ
り日常生活における利便性の向上を図るとともに、地球環境に配慮した循環型社会の構築を進
め、潤いのあふれたまちづくりを進めます。

※予算額は、各事業全体の直接事業費（職員人件費等を除く）で表示しています。
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～ 市民協働と信頼による自立したまち ～

　郵送用封筒（角２）に市内の名所等をカラー印刷し、市をPRします。

　戦争のない平和な未来を築く心を育むため、中学生8名を広島平和記念式典へ派遣します。

　個人番号カードの交付を推進するため、夜間臨時窓口の開設や各所での申請サポート等を
行います。

継続

拡充

新規 情報システム管理事業　144,504千円

拡充

第２次総合計画後期基本計画策定事業　8,324千円【再掲】

拡充 会計事業　5,773千円

広島平和記念式典中学生派遣事業　1,087千円

拡充

　令和４年度から５か年を計画期間とする第２次総合計画の後期基本計画の策定を行いま
す。

個人番号カード交付事業　30,530千円

本庁舎等管理業務　75,270千円

　議会運営に必要な議会中継システムの更新を行います。

　令和4年度から５か年を計画期間とする第4期男女共同参画推進計画を策定します。

　公共施設予約システムを導入し、体育施設や文化施設の利用申し込みをオンラインで申請
できるよう運用を開始します。

新規 男女共同参画推進事業　926千円【再掲】

※予算額は、各事業全体の直接事業費（職員人件費等を除く）で表示しています。
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