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1901 成田ブランド推進戦略事業 010101 観光プロモーション課

ロケ地誘致に向けた取組として、ロケー
ションジャパン誌に特集記事を掲載しロケ
地としての成田の魅力を発信した。また、
「海老蔵プロジェクト」を次年度繰越事業
として実施するために必要な予算を計上
し、契約を締結した。

10,167,429 拡大 維持継続 拡大 拡大

平成25年度から平成27年度までを計画
期間としたアクションプランはイベン
ト中心の事業展開であったが、平成28
年度以降は、メディア戦略を中心に事
業展開していく方針（案）として維持
継続。 また、平成27年度から平成29年
度まで海老蔵プロジェクト実施の為、
拡大となる。

0030 インターネット広報事業 010103 広報課
市ホームページを通して、市の施策等の行
政情報や観光情報などを提供し、迅速な情
報の更新に努めた。

6,755,088 拡大 維持継続 拡大 拡大

これからの本市の情報発信の中心とな
るホームページについては、スマート
フォン向けへの対応なども含め、更新
の必要性が認められる。

1197 住区基幹公園整備事業 010205 公園緑地課

橋賀台近隣公園及び橋ノ尻、提戸、新山、
玉造の4街区公園において、幅広い年齢層
の市民に公園を活用してもらえるよう健康
遊具等設置工事を行った。また、グリーン
ウォーターパークの魅力向上を図るため
に,、県道と市道の調整池を含めて公園敷
地を南側に拡張し、調整池の擁壁工事を
行った。

34,786,740 拡大 維持継続 維持継続 維持継続 拡大 拡大
平成28年度にスケートボードパークを
整備し、平成29年度にドッグランを整
備する。

0308 観光館管理運営事業 020101 観光プロモーション課

観光案内、観光情報の提供業務を（一社）
成田市観光協会に委託し、国際観光施設と
して国内外の観光客に対し情報提供する。
日本文化紹介のイベントを開催し、利用者
の利便を図る。

50,299,193 拡大 拡大 拡大

国内外の観光客への観光情報の提供を
行う観光拠点施設であり、維持継続す
る必要がある。 施設の老朽化に伴う設
備更新について、空調は故障次第予算
措置、エレベーターはメンテナンス契
約の保証期間が平成30年までなので長
寿命化工事1,000万円を計上する。

0326 観光に関する経費 020103 観光プロモーション課

首都圏自然歩道及び義民ロード等の観光資
源・施設の管理業務のほか、各観光関連団
体への補助金・負担金の交付を行うととも
に、被災地の復興支援及び本市の観光振興
を図るため、市民旅行「東北復興支援成田
市民号」を実施した。また、市制施行60周
年記念行事「日本のまつりinＮＡＲＩＴ
Ａ」やウォーキング大会「成田エアポート
ツーデーマーチ」の開催を支援し、地域経
済の活性化を図った。

67,319,403 拡大 維持継続 維持継続 拡大 拡大
地域伝統芸能を活用した観光活性化が
必要であるため拡大とする。

0321 観光活性化事業 020103 観光プロモーション課

(一社)成田市観光協会が観光振興として実
施する「成田太鼓祭」、「紫陽花まつ
り」、「うなぎまつり」、町並美化、観光
イベント案内マップ(祇園祭・梅まつり)及
びイベントチラシ作成、ウェブ環境の充
実、交通規制等の事業を補助する。

20,775,019 拡大 維持継続 拡大 拡大

平成27年度以降、交通規制を行う日程
を増やして実施している。 観光協会
1/3負担について半額（全体の1/6）を
市が負担していたが、交通規制にかか
る事業費大幅増のため、平成28年度以
降は市負担額1/2を認める。

0253 私立保育園運営費支援事業 030201 保育課
市内私立保育園8園に対し、成田市私立保
育園運営費等補助金交付規則に基づき補助
を実施した。

144,380,200 拡大 拡大 拡大

私立保育園の健全な運営を促進し、保
育内容の充実及び向上を図るととも
に、私立・公立保育園の格差解消（看
護師配置等）のため、今後も他市の状
況を調査し、必要に応じて補助の拡大
を図っていく。

1661 病児病後児保育事業 030201 子育て支援課

保育園や幼稚園に通園している乳幼児や小
学校低学年の児童が病気の回復期にあり集
団生活が困難で、保護者が就労等で対応で
きない場合、病児・病後児保育の提供を行
う事業の業務委託を行った。また、当該病
児・病後児保育事業を利用する保護者につ
いて市民税非課税世帯である場合に、保育
料の補助を免除し、事業者に対する利用料
の支払いを補助した。

8,699,500 維持継続 維持継続 拡大 拡大

現在「病児保育室ゼフィルス」１カ所
で対応しているが、平成28年度にもう1
カ所の設置を進め、整備補助金を交付
するとともに、平成29年度以降は2カ所
委託とするため拡大。
市独自の委託基準を定め、それに基づ
く委託とする。

1086 私立保育園施設整備費補助事業 030201 保育課
（社福）三成会が運営する三里塚第一保育
園の大規模改修工事に対し、安心こども基
金を活用し、補助を実施した。

212,319,000 維持継続 維持継続 維持継続 拡大 拡大

子ども・子育て支援事業計画に位置付
けられる、待機児童解消のために、私
立保育所・認定子ども園の設置につい
て、市の上乗せ補助金を交付する。県
単補助額の1／2から県単補助額と同額
を補助することとする。

1569 放課後子ども教室推進事業 040201 生涯学習課

放課後や週末等に小学校の余裕教室や校庭
等を活用して、子どもたちの安全・安心な
活動拠点（居場所）を設け、地域の参画を
得て、子どもたちとともに学習やスポー
ツ・文化活動、地域住民との交流活動等の
取組を実施するものである。

2,822,979 拡大 拡大 拡大

放課後子ども総合プランでは、平成31
年度までに学童と放課後こども教室が
一体的に連携・運営参加できるように
することとしている。開設にあたり交
渉・調整などを行っている段階であ
り、事業費ベースは同額としたが、方
向性として拡大とする。

0456 小学校教育用コンピュータ整備事業 040202 教育総務課
情報通信技術を活用した効果的な教育を行
うために、小学校に教育用コンピュータを
整備した。

69,731,628 拡大 維持継続 維持継続 拡大 拡大

学校教育において児童の情報利活用能
力を高めることは必要不可欠である。
また、タブレット端末などの学校にお
けるＩＣＴ教育の環境整備が求められ
ているため拡大とする。

0461 中学校教育用コンピュータ整備事業 040202 教育総務課
情報通信技術を活用した効果的な教育を行
うために、中学校に教育用コンピュータを
整備した。

31,969,728 拡大 維持継続 維持継続 拡大 拡大

学校教育において児童の情報利活用能
力を高めることは必要不可欠である。
また、タブレット端末などの学校にお
けるＩＣＴ教育の環境整備が求められ
ているため拡大とする。

0463 中学校校内ＬＡＮ整備事業 040202 教育総務課
情報通信技術を活用し効果的な教育を行う
ため、また校務の効率化を図るため、中学
校に校内ＬＡＮを整備した。

27,339,154 拡大 維持継続 拡大 拡大

職員室や普通教室に整備されているＬ
ＡＮ環境を校長室や保健室等にも整備
することとする。新たな整備となるた
め拡大とする。

0457 小学校校内ＬＡＮ整備事業 040202 教育総務課
情報通信技術を活用し効果的な教育を行う
ため、また校務の効率化を図るため、小学
校に校内ＬＡＮを整備した。

45,630,286 拡大 維持継続 拡大 拡大

県内の市で、普通教室にＬＡＮ環境が
整備されていないのは、成田市だけで
あることから、ＩＣＴ環境の充実を図
るため、全小学校の普通教室に、段階
的にＬＡＮ環境を整備することとす
る。新たな整備となるため拡大とす
る。

0490 小学校施設維持整備事業 040202 学校施設課

良好な教育施設の提供を図るために、小学
校施設の整備を実施した。 小学校8校のト
イレを洋式化するとともに、小学校6校の
屋内運動場等の天井や照明器具等の耐震対
策工事を行った。その他81件の工事を実施
した。

262,125,474 拡大 維持継続 拡大 拡大
実施計画上には計上していなかった学
校施設の老朽化に伴う修繕工事を実施
する必要性が生じたため拡大とする。

0495 中学校施設維持整備事業 040202 学校施設課

良好な教育施設の提供を図るために、中学
校施設の整備を実施した。 中学校5校の屋
内運動場等の天井や照明器具等の耐震対策
工事を行った。その他27件の工事を実施し
た。

124,055,193 拡大 維持継続 拡大 拡大
実施計画上には計上していなかった学
校施設の老朽化に伴う修繕工事を実施
する必要性が生じたため拡大とする。

1229 小学校仮設校舎整備事業 040202 学校施設課

三里塚小学校にプレハブ校舎を建設するに
あたり、設計委託及び地質調査委託を行
い、仮設校舎（軽量鉄骨造　平屋建て　普
通教室３教室，トイレ，水飲み場，倉庫）
を建設した。

1,326,492 拡大 維持継続 拡大 拡大

教室不足が予測され、仮設プレハブ校
舎を建設することにより当面の教室不
足を解消する必要がある学校があるた
め、拡大とする。

0522 大会出場補助事業 040202 教育指導課
大会出場に要する交通費を補助する。
（郡・県大会までは2分の1の額，関東大会
以上は全額）

335,700 拡大 維持継続 維持継続 拡大 拡大

これまでの事業に加えて、各種文化部
活動大会（コンクール等）出場補助金
を半額補助から全額補助することで経
済的不安を取り除き、生徒の積極的な
部活動参加を促進する必要があるため
拡大とする。
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0527 小中学校体育活動事業 040202 教育指導課

成田市内小中学校児童生徒○小中ロード
レース大会(賞品メダル，参加賞，バス運
行費用)　○学校体育水泳指導員謝礼 ○学
校体育水泳指導委託料　○講師謝礼　○教
材用消耗品　○ミニバスケットボール大会
審判員謝礼 ○中学校部活動消耗品　○印
刷費　○スポーツ安全協会保険料　○バス
運行委託料 ○千葉県小中学校体育連盟印
旛支部負担金　○小中学校各種競技大会出
場補助金　○食事代

10,888,993 拡大 維持継続 維持継続 拡大 拡大

各種競技大会出場補助金の補助率を上
げることで、経済的不安を取り除き、
生徒の積極的な部活動参加を図る必要
があるため拡大とする。

0484 学校給食事業 040202 学校給食センタ－

市内小中学校35校（小学校25校中学校10
校）及び幼稚園1園の児童生徒等に対し給
食を提供した。 年間給食数日数：195日
年間給食数：本所・玉造分所1,553,633
食、下総分所90,042食、大栄分所195,565
食、公津の杜中学校学校給食共同調理場
135,047食、本城小学校学校給食共同調理
場237,655食

1,076,813,110 拡大 維持継続 拡大 拡大

昨年度計画していなかった下総分所の
劣化に基づく建物診断及び食材費高騰
に伴う給食費の値上げを行うため拡大
とする。

0635 運動公園等整備事業 040302 生涯スポーツ課

スポーツ施設の整備充実を図るため、中台
運動公園の修繕等を実施した。 　中台運
動公園体育館に空調設備の設置を目的とし
た、中台運動公園体育館改修工事（建築・
機械設備・電気設備）及び中台運動公園内
の老朽化した電気幹線の改修を目的とし
た、中台運動公園高圧・低圧幹線設備改修
工事を（平成25年11月～平成26年5月）行
なった。

111,934,872 拡大 維持継続 維持継続 維持継続 拡大 拡大

中台運動公園体育館、空調改修につい
ては、スポーツツーリズムを推奨する
点や市民要望を考慮して必要と判断
し、設置に向けた検討を行う。

0659 自主防災組織整備事業 050101 危機管理課

１　自主防災組織の育成促進：区、自冶
会、町内会等を基本単位として自主防災組
織の育成を推進する。また、地域の要請に
応じ自主防災組織に関して助言等を行っ
た。 ２　自主防災活動への支援及び助
成：自主防災組織づくりを積極的に推進す
るとともに既存の自主防災組織の強化を図
るとともに、成田市自主防災組織助成規則
に基づき、自主防災組織の活動に必要な防
災用資機材の整備のため、必要に応じて助
成を行った。

2,656,534 拡大 拡大 拡大
当該事業による助成対象を拡大するこ
とで、自主防災組織の新規結成及び活
動促進に寄与できるため。

0541 消防庁舎整備事業 050101 消防総務課
三里塚消防署の建替えに向けて基本設計を
実施した。

9,454,320 拡大 維持継続 拡大 拡大

三里塚消防庁舎の建て替えについて
は、計画通り進めていくが、資材や人
件費の高騰や、仮庁舎の期間延長等も
あり事業費が増大したため、拡大とす
る。

1710 地域安全対策事業 050102 交通防犯課

市内を6ブロックに分け、小中学校の下校
時間に安全パトロールを実施。 ○活動の
概要　　月曜日～金曜日 　4月～9月
13:30～19:30　 10月～3月　12:30～18:30

25,335,816 拡大 拡大 拡大

市民意識調査の結果からも防犯カメラ
の需要が高まっており、引き続き計画
的に防犯カメラを設置をしていく必要
がある。また、費用面や防犯対策のと
りやすさなどから借上から委託（購
入）とする必要性が認められる。

1897 地球温暖化対策推進事業 050301 環境計画課

環境への負荷の低減を図り，地球温暖化の
防止など環境の保全に寄与することを目的
として、住宅用省エネルギー設備を新たに
設置した市民に、その設置に要する費用の
一部を助成した。

28,953,000 拡大 維持継続 拡大 拡大

平成27年度までを予定していた、太陽
光発電システムの補助金について、平
成28年度以降も実施することとしたた
め拡大とする。 また、地熱利用システ
ムの設置費補助については、県の動向
や、周辺市町村の状況を見ながら実施
時期を判断する。

0411 下水道事業特別会計繰出金 050302 下水道課

繰出基準に基づき一般会計が負担する分及
び建設改良費において、国庫補助金、市
債、受益者負担金収入で不足する分を繰
出。

451,193,000 拡大 拡大 拡大

今後も継続して、繰出基準に基づき繰
出す必要がある。災害対策としての雨
水管の整備、公営企業会計移行のため
の費用を計上したため拡大とする。

1715 公衆便所管理事業 050302 環境衛生課

市内４か所の駅前公衆便所の維持管理を行
う。 （ＪＲ成田駅東口、西口、ＪＲ滑河
駅、成田新高速鉄道成田湯川駅前公衆便
所）

10,636,769 拡大 維持継続 拡大 拡大

ＪＲ成田駅東口駅前公衆便所につい
て、もともと洋式化だけする予定で
あったが、平成29年度に設計、平成30
年度に全面改修工事を行うこととした
め。

0398 道路等補修事業 050303 道路管理課
生活基盤となる道路及び歩道の安全確保の
ため、路面の修繕や道路施設の補修等を
行った。

338,819,098 拡大 維持継続 拡大 拡大
道路ストックの安全管理のため、平成
28年度に道路ストックの点検調査のた
めの委託料を計上し、拡大とする。

0399 橋りょう補修事業 050303 道路管理課
成田市が管理する橋梁の長寿命化修繕計画
に基づき、計画的かつ予防的な修繕工事を
実施した。

83,212,080 拡大 維持継続 拡大 拡大

橋りょう等の定期点検調査の義務が法
令化されたことに伴い、橋りょう点検
調査のための委託料を新たに計上し、
拡大とする。

0401 市道維持修繕事業 050303 道路管理課

損傷個所等の早期発見のために、職員や委
託業者による道路パトロールを実施した。
道路の損傷や、市民からの通報に迅速に対
応するため、市内を9工区に分け、緊急を
要する比較的小規模な応急処理作業等の日
常的維持修繕を行った。

141,674,400 拡大 維持継続 拡大 拡大

道路の安全性の確保は市民の安全・安
心を守るため必要であり、迅速な対応
と的確な措置が求められるため拡大と
する。

1277 成田富里いずみ清掃工場維持管理事業 050304 クリーン推進課
一般廃棄物の適正な焼却処理及びごみ焼却
処理施設の適切な維持管理

595,802,038 拡大 維持継続 維持継続 拡大 拡大

資源化率を向上させるために、畳、
草・枝木、ガラス・陶磁器などを新た
に再資源化するために外部委託するこ
とに加え、不燃残渣の最終処分につい
ても、一定期間外部委託で処理するた
め、拡大とする。

0159 リサイクルプラザ維持管理運営事業 050304 クリーン推進課
一般廃棄物の適正な処理と廃棄物の再資源
化、不燃物処理施設の維持管理

315,345,270 拡大 維持継続 維持継続 拡大 拡大

資源化率を向上させるために、畳、
草・枝木、ガラス・陶磁器などを新た
に再資源化するために外部委託するこ
とに加え、不燃残渣の最終処分につい
ても、一定期間外部委託で処理するた
め、拡大とする。

0033 人事管理に関する経費 060202 人事課
職員の退職手当の支給や公務員災害時の補
償を受けるため、負担金額を負担した。職
員の勤続表彰、功績表彰を行った。

1,333,044,225 拡大 拡大 拡大

平成28年4月から給与への反映も含めた
人事評価制度の本格導入が見込まれて
いる中にあっては、評価結果の分析や
研修などについて、専門的な知識を有
するコンサルタントへの委託が必要と
判断し、拡大とする。

0086 固定資産評価事業 060202 資産税課

固定資産税は、地方税法に基づき固定資産
に対し、当該固定資産所在市町村において
課することとされている。このため、本市
に所在する土地、家屋、償却資産の状況を
調査し、固定資産評価基準に基づき適正に
評価を行い、価格等を決定後、固定資産課
税台帳に登録し、課税することとしてい
る。

123,101,027 拡大 拡大 拡大

土地について、法務局と連携し土地の
異動データを電子化する仕組みを導入
することで、課税の適正化と事務の効
率化が図られることとなるため拡大と
する。



最終評価結果が「拡大」となった事務事業一覧

絶対コード 事業名 施策コード 課名 H26年度事業内容
H26年度決算額

（円）
1次評価結果 2次評価結果 3次評価結果 4次評価結果 最終評価結果 最終確定評価 最終確定判断理由

1892 資産経営管理事業 060202 企画政策課
公共施設に関する全庁的な統一したシステ
ムを導入するため、システムの構築を行っ
た。

2,387,534 拡大 拡大 拡大

管財課において公有資産台帳、財政課
は固定資産台帳を有している。また、
総務省が地方公会計の整備促進をする
ため、平成27年度中に無償ソフトを配
付する予定である。各台帳との連携を
行い、事務の効率化を図るためのシス
テムの改修の必要性がある。

計35件



最終評価結果が「縮小」となった事務事業一覧

絶対コード 事業名 施策コード 課名 H26年度事業内容
H26年度決算額

（円）
1次評価結果 2次評価結果 3次評価結果 4次評価結果 最終評価結果 最終確定評価 最終確定判断理由

0387 幹線道路整備事業 010203 土木課
国道、県道及び公共施設等との連結的役割
を担う幹線道路を整備し、市内各地区の連
携機能の強化を図った。

478,934,715 維持継続 維持継続 維持継続 縮小 縮小

整備済みの道路の維持管理費が増大し
ている中で、今後の新規整備について
は生活道路整備事業と併せて事業規模
の縮小を図ることとする。

0366 農道整備事業 020201 農政課

舗装工事　長沼1-226号線　他22か所、修
繕　久井崎線　他48か所、管理委託　青山
線　他10か所、測量調査　北羽鳥1-206号
線他

113,470,369 維持継続 維持継続 縮小 縮小
全市的な財政需要に応じ、当面の間事
業費については縮小を図ることとす
る。

0367 排水路整備事業 020201 農政課

整備工事　長沼1-104号線　他18か所、修
繕　大栄十余三線　他20か所、管理委託
下方線　他 4か所、測量調査　北羽鳥1-86
号線

128,264,207 維持継続 維持継続 縮小 縮小
全市的な財政需要に応じ、当面の間事
業費については縮小を図ることとす
る。

1855 認可外保育施設利用者補助事業 030201 保育課

待機児童の解消や仕事と子育ての両立支援
及び保護者の負担軽減を目的として、成田
市の保育園入所基準を満たし、国が定める
認可外保育施設指導監督基準を満たす保育
施設を利用する市内在住の保護者に対して
補助を実施した。 また、認可外保育施設
に通う児童の処遇向上を目的とし、健康診
断等に対して補助を実施した。

4,888,641 維持継続 維持継続 縮小 縮小
認可保育施設等への転換施設が具体化
していることから、認可外施設の減少
が見込まれるため本事業は縮小する。

1906 子どもの居場所づくり推進事業 040201 生涯学習課

市内の小学生を対象に、子どもたちが遊び
や学習を通して交流できる場を提供し、幅
広い分野での体験活動を行うことを支援す
る。小学校区ごとに13地区で実施。

2,556,773 縮小 縮小 縮小

子どもセンターが平成27年度で終了す
ることから事業としては縮小となる
が、各地区において、地域の様々な人
との交流を図り、子どもたちの安心な
居場所をつくっている。

0386 生活道路整備事業 050303 土木課
日常生活で利用する生活道路を整備し、市
民の利便性及び安全性の向上を図った。

769,913,129 維持継続 維持継続 維持継続 縮小 縮小

整備済みの道路の維持管理費が増大し
ている中で、今後の新規整備について
は幹線道路整備事業と併せて事業規模
の縮小を図ることとする。

計6件



最終評価結果が「改善」となった事務事業一覧

絶対コード 事業名 施策コード 課名 H26年度事業内容
H26年度決算額

（円）
1次評価結果 2次評価結果 3次評価結果 4次評価結果 最終評価結果 最終確定評価 最終確定判断理由

1634 ＦＭ放送番組制作事業 010103 広報課

㈱ベイエフエムのコーナー番組「NARITA-
NATIVE(ナリタ-ネイティブ)」を毎週火曜
日午前8時57分～59分に放送し、文化財の
紹介や各種地域の行事を紹介し、市のＰＲ
に努めた。

5,750,304 維持継続 改善 改善

タイトルを変更するとともに、発信す
る情報内容について市外への情報発信
という役割も十分意識することとし、
改善とする。

0314 観光ＰＲ事業 020103 観光プロモーション課

年型観光地として四季折々に幅広く観光客
の誘致を図るため、観光番組の放送及び各
種観光キャンペーンへ参加し、成田の観光
をＰＲするとともに、観光キャラクター
「うなりくん」を活用した国内外に向けた
プロモーション活動を展開し、話題性を高
めるとともに、本市の観光振興とイメージ
アップを行った。 また、札幌において観
光プロモーション活動を行い、ＬＣＣを活
用した観光客誘致活動を実施した。

30,670,500 拡大 維持継続 改善 改善
観光PR委託は内容を精査することで、
より効果的な事業展開を図ることとす
る。

1567 都市・農村交流促進事業 020203 農政課

産業まつりにおける「うまい米・食味コン
テスト」の審査及び市内農産物直売所等関
係者との意見交換、並びに成田市生涯大学
院公開講座（生涯学習講演会）に講師とし
て出演し、成田市の農業と成田市産農産物
のＰＲを行った。
成田国際空港周辺農産物輸出協議会とし
て、香港、マカオ及び中国本土における空
港周辺市町の農産品等のＰＲと、農産物の
輸出規制解除に向けた取組として、マカオ
にて開催された「ジャパンフーズ＆プロダ
クツフェア2014インマカオ」に職員を派遣
し、農産物等の輸出促進及び調査を行っ
た。

1,600,000 改善 改善 改善

平成28年度の農業大使の委嘱期間満了
をもって、農業大使事業を廃止する。
農業大使事業に代わる新たなPR事業に
ついては今後の検討課題である。

0293 就業技術援助事業 020303 商工課
パソコン研修（エクセル資格取得）及び介
護職員初任者研修講習会を２回開催して、
資格を取得して修行条件の向上を図った。

5,759,006 改善 改善 改善

雇用機会を拡大するためにも、資格取
得を目的とした本事業は継続実施とす
る。平成28年度以降、必要に応じてカ
リキュラムを組めるよう講習日数を40
日に増やすこととするが、経常経費の
枠の中で実施していく。

0221 福祉手当・見舞金支給事業 030103 障がい者福祉課

指定難病見舞い金　特別障害者手当　経過
的福祉手当（国）、障害児福祉手当（国、
ねたきり障害者福祉手当 （県）、重度知
的障害者福祉手当（県）、重度身体障害者
福祉手当（市）、重度心身障害児福祉手当
（市）、中度知的障害者児福祉手当
（市）、軽度知的障害者児福祉手当
（市）、特別障害者等介護者手当（市）
、重度精神障害者児福祉手当（市）、軽度
精神障害者児福祉手当（市）

393,256,642 改善 改善 改善

指定難病等見舞金と福祉手当の重複受
給、就業に伴い所得のある手帳所持者
への助成、医療費助成制度により医療
費負担がない者等への助成等、過剰な
給付になる場合が考えられるため、対
象要件の見直し等、制度の改善をする
必要がある。

0240 家庭児童相談室運営事業 030201 子育て支援課

家庭児童相談員兼母子・父子自立支援員を
月～金で常時２人以上の体制で、電話相談
や家庭訪問、所内面接等を行い、適正な児
童養育の向上を図るための相談指導業務を
行った。又、子どもを守る地域ネットワー
ク会議（代表者会議、実務者会議、個別支
援会議）を開催し、虐待等の要保護児童と
その保護者を支えていくために、情報の共
有化を図り、問題意識、目的意識を明確に
し、それぞれの役割で活動できるよう努め
た。

4,473,699 拡大 維持継続 改善 改善

虐待防止に有効な施策である「どなら
ない子育て講座」は、実績のある団体
への委託事業とし、相談員は、相談及
び訪問の業務に注力することとする。

0245 児童手当支給事業 030201 子育て支援課

平成24年4月分以降から児童手当法により
児童手当を支給している。また、平成24年
6月分以降は特例給付が適用され、所得制
限対象世帯の児童１人につき、一律5,000
円を支給している。

2,263,477,792 維持継続 維持継続 改善 改善

児童手当現況届の受付について郵送に
よる方法を推奨することとする。郵送
料については受取人払により対応する
が、経常経費の枠の中で実施すること
とする。

0188 社会福祉協議会支援事業 030301 社会福祉課

地域コミュニティづくり推進支援事業助成
金 ボランティアセンター運営費助成金 慰
霊塔護持会助成金 心配ごと相談所運営費
助成金 日常生活自立支援事業助成金

81,092,801 拡大 維持継続 維持継続 改善 改善
負担金のあり方について、人件費も含
めて今後見直しを検討していく。

1908 文化財等維持管理事業 040102 生涯学習課

市内数か所の文化財倉庫において保管して
いる文化財資料を良好な状態で保存し、ま
た、指定文化財の修理や管理，伊能歌舞伎
支援の為の経費を助成した。

8,337,729 維持継続 維持継続 維持継続 改善 改善

伊能歌舞伎保存会において後継者育成
と自助努力を行ってもらうことを前提
に、3年間の時限で補助を行い、結果の
検証も行う。

1905 青少年健全育成事業 040201 生涯学習課
活動の活性化のため、青少年健全育成団体
6団体に補助を実施。

9,441,665 改善 改善 改善

事業の見直しを行い、公民館事業（成
田冒険塾）にジュニアリーダー養成の
機能を持たせ、事業を統合して開催す
る。

0471 教師用教科書指導書購入に係る経費 040202 学務課

小学校は、学級増等で不足した学校に教科
書指導書を購入した。ただし、学校統廃合
により廃校になった学校から教科書等が不
足している学校に教科書等を移動したた
め、計画よりも少ない冊数の購入で済ん
だ。中学校は、非常勤講師用の教科書を購
入した。

180,742 改善 改善 改善

平成28年度予定していた小学校教師用
教科書や初任者分教科書等の購入につ
いて内容や数を見直すこととし、新規
に購入するデジタル教科書に、見直し
た財源をあてることとする。財源を必
要性の高い内容に充当し、事業執行の
効果を高めることから改善とする。

0515 教育センター運営事業 040202 教育指導課

１．研修事業　教育センター講座、教育相
談講座、情報教育担当者研修会、小中英語
研修会、特別支援教育研修会、リズム運動
研修会、学級経営研修会等 ２．支援事業
学校支援ボランティア派遣事業、相談活
動、教育情報の収集、学習指導案収集提
供、教育図書の貸し出し、特別支援教育巡
回指導員等の派遣事業等

38,933,265 改善 改善 改善

教育センターで計上されている非常勤
職員賃金をニーズの高い言語指導に対
応できる特別支援教育巡回指導員と学
校情報システム相談員の雇用に充てる
こととする。勤務体系を見直すことに
より現状の事業費をニーズの高い非常
勤職員に充て、事業の効率化を図るた
め改善とする。

0479 私立幼稚園就園奨励費補助事業 040203 保育課

施設型給付に移行しない私立幼稚園の園児
の保護者に対して、世帯の課税状況に応じ
入園料及び保育料の一部を補助する。
また、低所得世帯や多子世帯は保護者負担
が大きいことを考慮し、特に手厚く補助す
る。なお、在園月数に応じ補助額を算定す
ることにより保護者間の公平を保つ。

241,219,600 改善 改善 改善

新制度スタート後も9園すべてが「施設
型給付」に移行しないため、毎年幼稚
園側の意向を把握する必要がある。施
設型給付では、応能負担のため当初か
ら減免保育料となるが、本事業は年度
末に幼稚園を経由した後に保護者に支
給している。保護者への経済的負担軽
減を図るため、事業を見直す必要があ
る。

0560 消防水利整備事業 050101 消防本部警防課

防火水槽及び消火栓の維持管理等。耐震性
貯水槽新設工事（ＪＲ成田駅前100ｔ、前
林40ｔ、新田40ｔ）・防火水槽取壊し4か
所（名古屋×2、西大須賀、小野） 耐震性
貯水槽新設工事に係る測量及び地質調査。
外記林団地内防火水槽災害復旧に係る測量
及び地質調査。 市水道部の消火栓設置負
担金及び修理負担金・千葉県水道局の消火
栓修理負担金。

43,695,878 改善 改善 改善

地図システムの導入により、毎年購入
していた市内の地図の購入頻度を下げ
ることができ、かつ、作業に膨大な時
間を費やしていた水利の確認や地図情
報の確認がインターネット端末ででき
るようになるため。



最終評価結果が「改善」となった事務事業一覧

絶対コード 事業名 施策コード 課名 H26年度事業内容
H26年度決算額

（円）
1次評価結果 2次評価結果 3次評価結果 4次評価結果 最終評価結果 最終確定評価 最終確定判断理由

1172
いずみ清掃工場解体・ストックヤード

整備事業
050304 環境計画課

平成24年度に完成した成田富里いずみ清掃
工場の供用開始に伴い、いずみ清掃工場を
解体し､跡地利用として隣接するリサイク
ルプラザ等のストックヤードとして整備す
るもので、平成26年度は解体撤去工事及び
ストックヤードの実施設計等に着手してい
る。 平成26～28年度継続事業（総事業費
848,758千円）

52,274,112 改善 改善 改善

溶融スラグの磨砕処理を条件とされて
おり、ストックヤード内に磨砕機設置
を計画していたが、清掃工場内に設置
済の溶融スラグ破砕機の運転方法改善
により、磨砕機設置は不要と判断され
たため。

0158 焼却灰処理事業 050304 クリーン推進課

・成田富里いずみ清掃工場
溶融飛灰：埋立てによる最終処分（2社へ
委託）　1,124.34ｔ
溶融スラグ：溶融固化による再資源化（1
社へ委託）673.32ｔ
埋立てによる最終処分（2社へ委託）
2,217.99ｔ

224,867,583 改善 改善 改善

ストックヤードが完成することによ
り、公共事業等にスラグを利用するこ
とができるようになり、最終処分の委
託料が減少するため、改善とする。

1188 行政評価事業 060201 企画政策課

全政策17本を対象とした政策評価、52施策
を対象とした施策評価、約650の事務事業
を対象とした事務事業評価を実施した。ま
た、今後の施策の方向性を検討する上での
重要な基礎データとして活用することを目
的として、市民2,000人を対象とした「市
民満足度調査」を実施し、施策の成果及び
計画に対する満足度を把握した。

2,589,600 改善 改善 改善

平成24年度から実施計画のローリング
と行政評価の一体的運用を実施してい
るが、実施計画のローリングについて
は、一定の効果を挙げているものの、
行政評価については、形骸化している
側面が否めない。 より実効性の上がる
制度への改善を行うこととする。

0330 一般管理に関する経費 060202 農政課
農業総務ならびに水田営農対策、地域農政
推進事業等の事務事業を執行するための一
般管理経費

8,276,465 改善 維持継続 改善 改善

近年の農政事務は補助メニューの対象
要件が複雑化しており、各担当者が個
別に把握している農業経営体の情報を
総合的に管理・閲覧するシステムの導
入は事務を円滑に進めるために必要で
ある。 導入により、事務サービスの改
善や職員の時間外勤務の削減が期待で
きる。

1124 庁舎改修事業 060202 管財課
中央監視装置借上、空調機借上、防犯設備
等借上、電気設備及び消防設備更新工事

188,900,250 改善 維持継続 維持継続 維持継続 改善 改善

庁舎大規模改修に係る基本構想の策定
結果について、来庁車駐車場の拡張や
工事中の移転先の検討を含め、限られ
た財源と事業の優先度を鑑みながら十
分な検討を行い、平成31年度以降に設
計を実施する。

計19件



最終評価結果が「廃止」となった事務事業一覧

絶対コード 事業名 施策コード 課名 H26年度事業内容
H26年度決算額

（円）
1次評価結果 2次評価結果 3次評価結果 4次評価結果 最終評価結果 最終確定評価 最終確定判断理由

1189 地方分権推進事業 060103 企画政策課
ワークショップ「未来を語るトークスペー
ス」を実施した。

318,043 廃止 廃止 廃止

パブリックコメントの制度化など、市
民参画へ向けた個々の施策は既に実施
に至ったことから、自治基本条例の制
定を目指した事業としては、一旦廃止
とし、新たな視点から市政への市民参
画を促す事業として、再構築する。

1509 証明書自動交付機サービス事業 060202 市民課

市役所市民課前、中央公民館、三里塚コ
ミュニティセンターの３カ所で住民票の写
しと印鑑登録証明書の自動交付機を稼働さ
せ、市民サービスの向上と窓口の混雑緩和
を図る。平成24年7月に住基法の一部改正
に対応した自動交付機へ入替を行い、外国
人の住民票が自動交付機で交付できるよう
になった。平成25年3月より住基カードを
利用した交付が可能となった。平成25年7
月より戸籍謄抄本、戸籍の附票の交付が追
加された。

6,386,169 維持継続 維持継続 廃止 廃止

個人番号カードの発行が平成28年1月か
ら開始されることから、今後は個人番
号カードの取得の促進とコンビニ交付
の周知を図ることとし、本事業は自動
交付機のリース期間が終了する平成29
年7月末をもって廃止する。

1881 東日本大震災復興基金積立金 060202 企画政策課
「がんばろう！千葉」市町村復興基金交付
金の利子を積み立てる。

1,374 廃止 廃止 廃止
平成27年度末をもって、基金残高を0と
して、同基金を廃止する。

計3件



最終評価結果が「休止・終了」となった事務事業一覧

絶対コード 事業名 施策コード 課名 H26年度事業内容
H26年度決算額

（円）
1次評価結果 2次評価結果 3次評価結果 4次評価結果 最終評価結果 最終確定評価 最終確定判断理由

0580 ＩＴリーダー育成事業 010103 生涯学習課

1講座あたり12時間を1単位とし、2講座を
実施。 （パワーポイント応用、エクセル
応用） 市内随一の施設・教諭陣をもつ成
田国際福祉専門学校に委託して講座を実施

586,000 終了 終了 終了
受講生も減少傾向であり、また商工会
議所主催の同様な事業もあるため平成
26年度で終了した。

1862 土地利用方針策定事業 010201 都市計画課

首都圏中央連絡自動車道のインターチェン
ジが計画される、下総・大栄地区の非線引
き都市計画区域の秩序ある土地利用の誘導
を目指し、新たに土地利用方針を策定し
た。

3,988,440 終了 終了 終了 計画どおり事業を遂行し、終了した。

0313 いこいの広場管理事業 020101 観光プロモーション課
表参道に訪れる観光客や市民の憩いの場と
して活用する。

3,455,349 終了 終了 終了
平成26年度いっぱいで地権者との土地
賃貸借契約が終了となり、原状復帰を
行って返還した。

1700 緊急雇用創出事業 020303 商工課

景気は緩やかに回復しつつあるものの、依
然として厳しい雇用情勢にあることから、
求職中の市民を市の非常勤職員として採用
し、雇用の創出を図った。

10,397,671 終了 終了 終了
一定の役割を果たしたため平成26年度
で終了した。

0217 老人福祉センター管理運営事業 030101 高齢者福祉課
市老人福祉センターを管理運営する。

4,496,418 終了 終了 終了
平成26年度中に閉館、解体されたた
め。

1462 指定介護予防支援事業 030102 高齢者福祉課
12月31日まで過誤請求が発生した場合の対
応

131,000 終了 終了 終了

直営地域包括支援センターの終了から2
か年が経過し、過誤業務が終了した
が、介護保険制度改正が控えており、
移行のための検証データとして活用す
るのに必要な電算経費のみ計上をして
いた。これも完了したため、平成27年
度をもって事業を終了する。

0205 高齢者日常生活支援事業 030102 高齢者福祉課

介護保険サービスを利用することができな
い在宅の高齢者に対して、日常生活を支援
するサービスを提供することにより高齢者
の要介護状態への進行を予防する。

171,172 終了 終了 終了

介護保険に該当とならないが支援が必
要な高齢者へのサービスであるが、平
成28年度以降利用の見込みがないた
め、事業を終了する。

1910 子ども・子育て支援事業計画策定事業 030201 子育て支援課
子ども・子育て支援事業計画の策定を行っ
た。

3,318,600 終了 終了 終了 計画の策定が終了したため。

1942 子育て世帯臨時特例給付金給付事業 030201 子育て支援課

消費税率引き上げに際し、子育て世帯への
影響を緩和するとともに、子育て世帯の消
費の下支えを図る観点から臨時的な給付措
置を行った。児童手当の上乗せではなく、
臨時福祉給付金（簡素な給付措置）と類似
の給付金として、併給調整を行い支給し
た。平成26年1月1日現在の平成26年1月分
の児童手当受給者の内、その前年の所得が
児童手当の所得制限に満たないもので臨時
福祉給付金の支給対象者及び生活保護受給
者を除いた児童を対象とし、児童1人につ
き10,000円を支給した。

171,396,573 終了 終了 終了

平成26年度に臨時特例的な給付として1
回限りの予定で実施した。平成27年度
においても支給額を児童1人あたり
3,000円へ減額して実施することとなっ
たが、平成27年度で事業終了する。

1936 民生施設災害復旧費 030301 社会福祉課
平成２５年１０月の台風２６号により発生
した法面崩落箇所及び、流入した土砂によ
り生じた施設損傷箇所の修繕を実施した。

18,113,430 終了 終了 終了
復旧工事が完了したため事業終了とす
る。

1753 介護基盤緊急整備特別対策事業 030301 介護保険課
既設グループホーム１棟にスプリンクラー
整備を行った。

3,765,000 終了 終了 終了
平成26年度で終了。新設の事業により
補助は継続される。

1941 臨時福祉給付金給付事業 030303 社会福祉課
支給人数（10,000円）　6,440人 （15,000
円） 8,039人 合計 14,479人

206,012,588 終了 終了 終了

複数税率等の低所得者対策が実施され
るまでの臨時的、暫定的な国による施
策であるが、平成27年度をもって終了
となるため事業終了とする。

1331 学校教育振興基本計画策定事業 040201 教育総務課

平成13年3月に策定した「成田市学校教育
長期ビジョン」の計画期間が平成27年度に
終了することから、平成26、27年度の2カ
年で見直しを行い、新たに教育基本法第17
条第2項に規定する「地方公共団体が策定
する教育の振興のための施策に関する基本
的な計画」として、「成田市学校教育振興
基本計画」（計画期間10カ年）を策定す
る。

5,698,944 終了 終了 終了
学校教育振興基本計画が平成27年度で
完成するため、終了とする。

1687 下総小学校建設事業 040202 学校施設課 下総小学校の外構等を整備した。 68,653,440 終了 終了 終了
平成26年度をもって事業が完了したた
め終了とする。

1830 公立学校施設災害復旧費 040202 学校施設課

児童生徒等の安全確保のため災害復旧を実
施した。 ・大須賀小学校災害復旧工事実
施設計業務委託他 ・名木小学校被災法面
復旧工事

13,437,398 休止 休止 休止
必要な災害復旧が完了したため休止と
する。

1934 公立学校施設災害復旧費 040203 保育課 大栄幼稚園のバス乗降所を復旧した。 2,667,600 休止 休止 休止

大栄幼稚園内のカーポートが台風被害
により破損したため、工事を行ったも
のであるが、工事完了に伴い休止とす
る。

0617 国際文化会館施設整備事業 040301 生涯学習課

開館から多年が経過した成田国際文化会館
の適切な維持管理のため，昨年から引き続
き電気設備や機械設備等の施設の基幹部分
を含む改修工事を実施した。（平成25～26
年度継続事業）

390,535,893 維持継続 休止 休止

平成25年度・平成26年度に改修を行っ
たばかりであり、当面は引き続き使用
する。計上されている経費の借り上げ
料や建築物定期調査委託については、
管理運営事業に一体化した。また、い
ましばらく経費が発生しないことから
休止とした。

1754 全国高等学校総合体育大会 040302 生涯スポーツ課

平成２６年度全国高等学校総合体育大会柔
道競技大会：来場者21,122名 平成２６年
度全国高等学校総合体育大会少林寺拳法競
技大会：来場者7,126名

30,537,225 終了 終了 終了 平成26年度において事業終了。

1613
（仮称）畑ヶ田多目的スポーツ広場整

備事業
040302 生涯スポーツ課 広場用地及び調整池の草刈を行なった。 2,913,840 休止 休止 休止

特区構想に伴う、医学部の新設が認め
られ、更に、附属病院の開設が認めら
れた場合の候補地となっているため、
休止とする。

1937 その他公共施設・公用施設災害復旧費 050101 警防課
平成25年に補正予算で15,000千円計上した
が、繰越明許となる。

9,504,000 終了 終了 終了 復旧が終了したため事業終了となる。

0136 いずみ聖地公園拡張整備事業 050302 環境計画課
いずみ聖地公園拡張整備事業の用地の一部
について、買収完了に伴い用地維持管理に
必要な境界杭の埋設を行った。

2,070,120 休止 休止 休止

平成24年度に第2期（第1工区）拡張工
事を行い、新たに芝生墓地388基を整備
したが、依然として市民からの需要は
高い。第2期（第2工区）以降の整備ス
ケジュールは、一般墓地の今後の販売
状況等により判断する必要があり、一
旦休止とする。

1826 公園災害復旧費 050303 公園緑地課
平成25年10月16日接近した台風26号により
災害があった箇所について災害復旧工事を
行った。

72,916,200 休止 休止 休止
台風26号による災害復旧工事が完了
し、事業を休止する。

1752 市制施行60周年記念事業 060202 企画政策課

平成26年3月に市制施行60周年を迎えたこ
とから、実行委員会に対し負担金を支出
し、市民と共に祝う記念事業や記念式典を
開催した。

14,595,207 終了 終了 終了
平成26年12月をもって、記念事業は終
了となったため。

1940 社会福祉施設解体事業 060202 社会福祉課

普通財産移管のための測量業務委託の実
施。施設の解体に着手も、工程の途中でア
スベストが露見したため、対策を施した。
このため、残存部分の解体及び整地等につ
いては、平成２７年度に事業を繰り越すこ
とになった。

38,876,840 終了 終了 終了

建物に残存するアスベストの露見によ
り、解体工事及び跡地の整地等につい
ては平成27年度に繰越しとなったが、
今年度で工事が完了するため事業終了
とする。

1834 その他公共施設・公用施設災害復旧費 060202 管財課
被災した土地の現状回復のため、測量及び
復旧工事を実施した。

15,703,200 終了 終了 終了 災害復旧工事は完了した。

計25件


