
３１3億3,000万円
　

(0.4%減：対前年度比)
阿南市財政事情の公表に関する条例第2条の規定に基づき、
令和2年度および令和3年度に係る財政事情を公表します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
令和3年4月1日　阿南市長　表原　立磨

★子どもたちの未来への投資
★まちの未来への投資
★行財政改革の推進

重点１

学びの環境の充実
　コロナ禍での移動制限など日常生活に制約がある幼
児、児童、生徒たちに学校等の生活の中でより楽しさ
を実感してもらうために、学びの機会を創出する取組を
実施します!

【拡大】
小・中学校図書充実事業	 11,509千円
　子どもたちに多種多様な本との出会いを通して、想
像力や読解力等を深めてもらうために図書購入費用を
拡充します。

【拡大】
公立保育所トイレ洋式化事業	 	2,695千円
　より多くの幼児が快適に保育所生活を送れるように
公立保育所のトイレの洋式化を加速させます。

【新規】
デジタルプラネタリウム投影機更新　	 		4,631千円
　科学センター(那賀川町)のプラネタリウム投影機を
更新し、臨場感あふれる星空と映像でセンター理科
学習をより充実させます。

重点２

子育て支援の充実
　安心して子育てができる環境づくりのためにさまざま
な支援を実施します!

【新規】　
1歳児の保育料等の無償化　　　　　
　保育料等の完全無償化に向け、2歳児の保育料
等の無償化(令和2年10月より)に引き続き、令和3
年10月から1歳児の保育料等を無償化します。

【新規】　
子育て世代包括支援センターの設置　	4,588千円
　晩産化・育児の孤立化などによる妊産婦・乳幼児
を取り巻く環境の変化により、子どもや家庭を巡る問
題が多様化・複雑化しています。このような問題に対
応するため、妊娠・出産・育児等に関する相談・支援
を切れ目なく行えるよう「子育て世代包括支援センター」
を保健センター内に設置します。

重点３　

市民の暮らしを守る災害への備え
　津波や内水被害などさまざまな災害から市民の皆さ
まを守るため防災対策を実施します!

【継続】　
辰巳派川那賀川樋門耐震改修	 30,000千円
　辰巳工業団地の地震・津波対策としてゲートの緊急
自動閉鎖化等に続き、樋門の耐震化を実施します。

【新規】　
冠水センサー実証実験　	 1,172千円
　羽ノ浦町山分地区において冠水センサーを設置し、
WEBシステムによる冠水状況の早期把握等を行える
ようにします。

【新規】　
那賀川北岸内水対策施設効果検討業務	 5,200千円
　那賀川北岸における内水氾濫状況を把握し、その
課題および問題点を抽出し検討します。

重点4　
地域資源を活用した
関係人口の創出・拡大
　本市の魅力を発信し、継続的に地域に関わっていた
だける関係人口を増加させる取組を実施します!

【新規】　
ふるさと納税関連経費	 100,100千円
　本市の魅力あふれる特産品等のPRや販売促進に
よる地域経済の活性化および財源確保を図るため、
本市へ寄附(ふるさと納税)をしていただいた市外にお
住まいの方へ返礼品を贈呈します。

（令和3年度歳入見込:約1億円）
【新規】　
SUPレースイベント企画・開催　	 1,500千円
　北の脇海水浴場にて、全国規模のSUPレースを開
催し、本市への誘客を図ります。

重点５　

魅力あるまちづくり
　魅力あるまちづくりを実現するため、市街地整備や
都市景観の形成を推進します！

【新規】　
阿南駅周辺整備事業	 5,230千円
　阿南駅周辺における公共施設の在り方を含めた新
たな拠点づくりの事業化方策を検討します。

　  令和３年度　

 一般会計当初予算

当初予算のポイント

議　会　費 3億1,472万円 （1.0 %）
総　務　費 31億4,726万円 （10.0%）
民　生　費 106億423万円 （33.9%）
衛　生　費 38億6,191万円 （12.3%）
労　働　費 2,549万円 （0.1 %）
農林水産業費 9億5,763万円 （3.1%）
商　工　費 2億8,678万円 （0.9 %）
土　木　費 18億5,135万円 （5.9 %）
消　防　費 12億2,240万円 （3.9 %）
教　育　費 34億8,577万円 （11.1 %）
災害復旧費 1,320万円 （0.0 %）
公　債　費 33億1,568万円 （10.6 %）
諸 支 出 金  22億1,358万円 （7.1 %）
予　備　費 3,000万円 （0.1 %）

人　件　費 84億5,050万円 （27.0 %）
物　件　費 42億8,794万円 （13.7 %）
維持補修費 3億1,605万円 （1.0 %）
扶　助　費 60億4,490万円 （19.3 %）
補 助 費 等  33億1,506万円 （10.6%）
普通建設事業費 

29億4,519万円 （9.4 %）
災害復旧費 1,320万円 （0.0 %）
公　債　費 33億1,568万円 （10.6 %）
積　立　金 5,289万円 （0.2 %）
貸　付　金 150万円 （0.0 %）
繰　出　金 25億5,709万円 （8.1 %）
予　備　費 3,000万円 （0.1 %）
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