
平成２７年度一般会計当初予算（主な事業の査定状況）
（単位　千円）

要求額 要求の内容 査定額 査定内容 査定額 査定内容 査定額 査定内容

1 企画政策課 総合計画策定事業 12,014

現行の総合計画の計画期間が平成27年度をもって終
了するため、平成26年度、27年度をかけて、新たに
平成28年度を初年度とする次期総合計画の策定を行
う。

12,038
事業内容を精査し、優先度を勘案
して査定した。

12,038

2 〃
赤坂センター地区複合施設
整備事業

1,000
総合的な子育て支援施設の整備を見据えて、赤坂セ
ンタービル跡地の隣接地約1haについて、土地開発公
社による先行取得を行う。

800 〃 800

3 〃 医科系大学誘致事業 1,500,066
平成28年4月1日の開校に向け、キャンパスの建設を
進めている「国際医療福祉大学」に対し、建設費の
一部を補助する。

1,500,053 〃 1,500,053

4 〃 国家戦略特区推進事業 12,300

本市が提案した「国際医療学園都市構想」と「エア
ポート都市構想」の両構想の実現を図るため、区域
計画案の策定や規制緩和内容の精査、事業の実施主
体や事業形態の検討などを行う。

24,360 〃 24,360

5 管財課 庁舎改修事業 443,210
庁舎の老朽化に伴い、計画的な改修を行う。エレ
ベーター等の改修工事を実施する。

保留
（事業費について検討）

385,033
事業内容を精査し、優先度を勘案
して査定した。

385,033

6 危機管理課 給水体制整備事業 6,489
既存の防災井戸の保守点検などを行うとともに、指
定避難場所として指定されている各小中学校の内、
防災井戸未設置校の受水槽に給水栓の整備を行う。

6,392
事業内容を精査し、優先度を勘案
して査定した。

6,392

7 〃 防災用品備蓄事業 19,037
災害発生時の被災者への応急対策として、食糧品、
生活必需品、資器材、医薬品等を備蓄するととも
に、避難所へ備蓄倉庫を順次設置する。

16,663 〃 16,663

8 〃 災害復興支援事業 31,990
住宅等に被害を受けた方に対し、生活再建の支援を
行い、災害復興の円滑化を図る。（災害復興資金利
子補給、被災者住宅再建支援、応急仮設住宅提供）

31,990 〃 31,990

9 空港地域振興課 航空機騒音地域補助事業 159,649

騒特法防止地区及び防止特別地区内の土地、家屋並
びにＡ滑走路及びＢ滑走路に係る騒防法第1種区域及
び第1種区域に挟まれた地域の住家と、その宅地の固
定資産税及び都市計画税の50%相当額を補助する。

159,625 〃 159,625

10 〃
成田空港周辺環境整備推進
事業

20,951

成田国際空港周辺の自然環境を保全・活用しなが
ら、計画的に土地利用を図り、騒音地域の地域振興
と生活環境の整備を推進する。平成27年度は、（仮
称）大室二区コミュニティ広場を整備し、地域コ
ミュニティの促進と地域と空港との共生を図る。

21,258 〃 21,258

11 空港対策課 共同利用施設整備事業 61,402

空港周辺の住民生活の安全と福祉活動の向上のた
め、共同利用施設を整備する。平成27年度は、山之
作地区に共同利用施設を整備するための建築工事な
どを行う。

60,274 〃 60,274

12 〃
民家防音家屋等維持管理費
補助事業

678,027

Ａ滑走路及びＢ滑走路に係る騒防法第1種区域、第1
種区域に挟まれた地域並びに第1種区域に隣接する区
域の防音家屋の所有者等に対し、家屋及び空調施設
の維持管理費の一部を補助する。

678,003 〃 678,003

13 保険年金課
国民健康保険特別会計繰出
金

2,021,352 国民健康保険特別会計への繰出金 2,070,702 〃 2,070,702

14 〃
後期高齢者医療特別会計繰
出金

163,243 後期高齢者医療特別会計への繰出金 180,104 〃 180,104

16 市民協働課
集会施設等維持管理事業
（集会施設等補助金）

31,928
区や自治会等に対し、集会施設等の整備費および維
持管理費を補助する。

30,683 〃 30,683

15 〃 男女共同参画計画策定事業 3,344
平成22年度に策定した第2次男女共同参画計画が平成
27年度で終了するため、平成28年度を初年度として
新たな「男女共同参画計画」を策定する。

3,344 〃 3,344

12月10日までの状況

計上額番号 担当課 事業名

要求概要 11月25日までの状況 12月2日までの状況
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平成２７年度一般会計当初予算（主な事業の査定状況）
（単位　千円）

要求額 要求の内容 査定額 査定内容 査定額 査定内容 査定額 査定内容

12月10日までの状況

計上額番号 担当課 事業名

要求概要 11月25日までの状況 12月2日までの状況

17 交通防犯課
地域安全対策事業（街頭防
犯カメラ・不審者対策防犯
カメラ）

9,473
犯罪抑止重点地区及び不審者情報多発地区に防犯カ
メラを設置する。

8,790
事業内容を精査し、優先度を勘案
して査定した。

8,790

18 環境計画課
生活排水対策推進計画策定
事業

3,647
生活排水対策推進計画の中間見直し業務を委託す
る。

2,300 〃 2,300

19 〃 地球温暖化対策推進事業 30,650
地球温暖化の防止等環境の保全に資することを目的
として、住宅用省エネルギー設備を設置した市民に
対し、補助金を交付する。

26,090

事業内容を精査し、優先度を勘案
して査定した。
市内業者設置における追加補助に
ついては、見送りとする。

26,090

20 〃
新清掃工場関連付帯施設整
備事業

218,155
新清掃工場の余熱等を利用した施設及び多目的広場
を整備するため、用地の取得等を行う。

214,045
事業内容を精査し、優先度を勘案
して査定した。

214,045

21 〃
いずみ清掃工場解体・ス
トックヤード整備事業

491,245
いずみ清掃工場を解体し、跡地利用としてストック
ヤードを整備するため、解体工事及びストックヤー
ド建設工事の実施設計等を実施する。

408,390 〃 408,390

22 環境対策課 公害対策事業 25,660
大気汚染等の状況を的確に測定・監視するために、
測定機器等を整備するとともに、地下水汚染箇所の
浄化対策等の各種汚染に係る対策を行う。

25,290 〃 25,290

23 〃 公害調査事業 30,099
大気、水質等の調査測定を行うほか、騒音に関する
実態調査等を実施し、公害の未然防止を図る。

25,707 〃 25,707

24 クリーン推進課
成田富里いずみ清掃工場維
持管理事業

524,397 成田富里いずみ清掃工場の維持管理を行う。 521,202 〃 521,202

25 〃
リサイクルプラザ維持管理
運営事業

404,952 リサイクルプラザの維持管理を行う。 321,260 〃 321,260

26 〃 ごみ収集事業 643,163
市内一般家庭から排出される一般廃棄物収集業務を
委託する。

636,998 〃 636,998

27 環境衛生課
合併処理浄化槽設置整備事
業

71,626

生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するた
め、合併処理浄化槽の設置者に対し補助を行う。ま
た、平成27年度からは放流先のない場合の処理装置
の設置に対しても補助を行う。

71,626 〃 71,626

28 〃
合併処理浄化槽維持管理事
業

97,328
合併処理浄化槽管理者の負担を軽減することによ
り、適正な維持管理の徹底を図るとともに、設置整
備を促進する。

97,328 〃 97,328

29 〃 八富成田斎場管理運営事業 193,368 八富成田斎場の適切な管理運営を行う。 191,031 〃 191,031

30 社会福祉課 社会福祉協議会支援事業 87,102
社会福祉法人成田市社会福祉協議会に対して補助を
行い、地域福祉の増進を図る。

80,080 〃 80,080

31 〃 生活困窮者自立支援事業 30,796

生活困窮者自立支援法に基づき、必須事業として生
活困窮者自立相談支援事業、生活困窮者住宅確保給
付金を、任意事業として就労準備支援事業、家計相
談支援事業、学習支援事業を実施し、生活困窮者の
自立を支援する。

32,734 〃 32,734

32 〃 避難行動要支援者支援事業 4,294
災害発生時の避難等において特に支援を要する方の
名簿の作成が義務付けられたことに伴い、平成27年
度中に名簿を作成し、支援活動の円滑化を図る。

5,520 〃 5,520
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平成２７年度一般会計当初予算（主な事業の査定状況）
（単位　千円）

要求額 要求の内容 査定額 査定内容 査定額 査定内容 査定額 査定内容

12月10日までの状況

計上額番号 担当課 事業名

要求概要 11月25日までの状況 12月2日までの状況

33 社会福祉課 生活保護扶助費 2,393,293
生活困窮者に、生活保護基準に基づいてそれぞれの
扶助をし、生活の安定を保障する。

2,393,057
事業内容を精査し、優先度を勘案
して査定した。

2,393,057

34 高齢者福祉課
オンデマンド交通高齢者移
送サービス事業

75,387
高齢者の通院や買い物のほか、気軽に外出する機会
を増やすための交通手段として、本格運行に向けた
オンデマンド交通の実験運行を引き続き行う。

72,776 〃 72,776

35 〃 高齢者教養講座開設事業 2,100

高齢者の健康増進、相互の交流、社会参加の促進を
図るため、教養講座を開催する。平成27年度より順
天堂大学と連携し、新規事業として（仮称）シニア
健康カレッジを開催し、高齢者の体力向上を図る。

1,947 〃 1,947

36 〃
赤坂ふれあいセンター管理
運営事業

43,945

高齢者の憩いの場及び教養講座の開催、老人クラブ
や高齢者サークルの活動の場として平成26年9月に
オープンした赤坂ふれあいセンターの管理運営を行
う。

40,864 〃 40,864

37 障がい者福祉課 福祉手当・見舞金支給事業 425,871
障がい者等の福祉の増進を図るため、特定疾患等に
よる療養者に対し見舞金を、また、身体・知的・精
神障がい者に手当を支給する。

418,016 〃 418,016

38 〃 障害者施設利用支援事業 1,042,910
障がい者の自立した生活を支援するため、施設入所
及び通所サービスの利用に対する介護給付等を行
う。

1,031,033 〃 1,031,033

39 〃
医療費等給付及び助成事業
（重度心身障害者児医療費
助成金）

175,555
重度心身障害者医療費助成金について、従来の償還
払いから、現物給付とすることにより、障がい者の
更なる経済的負担軽減を図る。

保留
（事業費について検討）

159,022
事業内容を精査し、優先度を勘案
して査定した。

159,022

40 介護保険課 介護保険特別会計繰出金 813,019 介護保険特別会計への繰出金 890,457
事業内容を精査し、優先度を勘案
して査定した。

890,457

41 子育て支援課 家庭的保育事業 9,876
自身の居宅等において0～2歳児を保育する家庭的保
育者のための研修を実施し、住宅の改修及び賃料の
一部を補助する。

9,873 〃 9,873

42 〃 子育て応援サイト運営事業 2,523
子育て家庭等が運営・企画に参加でき、行政情報を
はじめ、民間のサービスや地域情報を必要な時に手
軽に入手できるポータルサイトを運営する。

2,523 〃 2,523

43 〃
ファミリー・サポート・セ
ンター推進事業

2,725
会員数の増加を目指し研修などの充実を図る必要が
あることから、平成27年度から補助金を増額する。

2,718 〃 2,718

44 〃
地域型保育給付基盤整備事
業

57,803
賃借物件等による小規模保育事業所の設置及び改修
などに要する費用の一部を補助する。

57,803 〃 57,803

45 〃 病児・病後児保育事業 11,532
病児・病後児保育受託事業者「ゼフィルス」に対す
る委託料を見直し、増額する。

保留
（事業の継続性、委託料のあり方
の検討）

保留
（事業の継続性、委託料のあり方
の検討）

8,811
増額分については、事業推移を見
ながら補正予算等での対応とす
る。

8,811

46 保育課
児童ホーム管理運営事業
（成田第二児童ホーム等運
営経費）

14,913
余裕教室等を活用して、成田小、公津の杜小、吾妻
小で児童ホームを運営する。

保留
（余裕教室等の確保）

保留
（余裕教室等の確保）

14,913
事業内容を精査し、優先度を勘案
して査定した。

14,913

47 〃
児童ホーム整備事業
（三里塚第二及び吾妻第三
児童ホーム整備工事）

142,615
待機児童の解消を図るため、三里塚第二児童ホーム
と吾妻第三児童ホームを整備する。

保留
（建設地の検討）

保留
（建設地の検討）

142,615 〃 142,615

48 〃 地域型保育給付事業 156,367
小規模保育施設及び事業所内保育施設に対し、公定
価格による運営費を支給するとともに、運営に要す
る経費の一部を補助する。

152,944
事業内容を精査し、優先度を勘案
して査定した。

152,944
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平成２７年度一般会計当初予算（主な事業の査定状況）
（単位　千円）

要求額 要求の内容 査定額 査定内容 査定額 査定内容 査定額 査定内容

12月10日までの状況

計上額番号 担当課 事業名

要求概要 11月25日までの状況 12月2日までの状況

49 保育課
保育園整備事業
（中台保育園大規模改修工
事他）

464,367
平成27年度、28年度に中台保育園の改修工事を行
う。　また、平成28年度に予定している吾妻保育園
大規模改修工事の設計業務を行う。

437,917
事業内容を精査し、優先度を勘案
して査定した。

437,917

50 〃
私立幼稚園幼児教育振興支
援事業（施設整備費補助
金）

12,604
教育環境の整備及び幼児教育の振興を図るため、私
立幼稚園の設置者に費用の一部を補助する。

12,604 〃 12,604

51 健康増進課
地域医療対策事業（医療機
器整備補助金）

19,598
成田赤十字病院が行う医療機器の整備にかかる経費
の一部を補助する。当初計画より1年延長する。

19,598 〃 19,598

52 〃
地域医療対策事業（看護師
等修学資金貸付金）

115,320
看護学校等に在学し、将来市内の病院に看護師等と
して勤務する学生に対し、修学資金の無利子での貸
付（月50千円以内）を行う。

115,320 〃 115,320

53 〃
結核・がん検診事業
（胃がん検診、乳がん検診
予約業務委託料）

8,861
電話予約制を実施している胃がん検診と乳がん検診
において、混雑の解消を図るため、予約回線の増設
を行う。

4,711
事業内容を精査し、優先度を勘案
して査定した。ファックス予約導
入は見送りとする。

4,711

54 〃

結核・がん検診事業
（子宮頸がん及び乳がん検
診受診勧奨(コール・リ
コール)事業）

17,288
子宮頸がん及び乳がん検診の受診勧奨（コール・リ
コール）を行う。平成25年度に無料クーポンを送付
した人を対象とする。

10,597
事業内容を精査し、優先度を勘案
して査定した。

10,597

55 〃
特定不妊・不育治療助成事
業

10,700
特定不妊治療及び不育治療を受ける人に、その経済
的負担を軽減するために、経費の一部を助成する。

10,700 〃 10,700

56 〃 健康増進計画策定事業 5,049
市民、行政、企業及び関係機関等が一体となって取
り組むための健康増進に関する行動計画を平成27年
度・28年度で策定する。

4,539 〃 4,539

57 観光プロモーション課
観光に関する経費
（ＮＡＲＩＴＡ花火大会補
助金）

8,000
「NARITA花火大会in印旛沼」について、円滑な大会
運営を支援するとともに更なる観光客誘致及び地域
経済の活性化図る。

保留
（事業費について検討）

保留
（事業費について検討）

8,000
事業内容を精査し、優先度を勘案
して査定した。

8,000

58 〃
観光案内所運営事業
（観光案内所整備事業）

16,600
案内所を移設し、応対環境の改善を行うとともに
2020年開催のオリンピック・パラリンピックに伴う
観光客増加に対応する。

保留
（事業内容、事業費について検
討）

保留
（事業内容、事業費について検
討）

16,693 〃 16,693

59 〃 観光ＰＲ事業 36,300
観光キャラクター「うなりくん」の活用や、観光客
誘致対策事業として国内プロモーションなどを実施
する。

30,535
事業内容を精査し、優先度を勘案
して査定した。

30,535

60 〃 成田ブランド推進戦略事業 28,039

空港と地域の魅力が一体となった成田ブランドを推
進するため、ＬＣＣ利用者・外国人旅行者等に対
し、ＰＲイベントやメディアを活用した戦略的な情
報発信を行う。

保留
（事業内容、事業費について検
討）

保留
（事業内容、事業費について検
討）

30,040
事業内容を精査し、優先度を勘案
して査定した。

30,040

61 〃 観光活性化事業 25,159
観光客誘致及び地元観光産業の活性化を図るため、
観光協会が観光振興として実施するイベントの開催
等に対して補助する。

15,178
事業内容を精査し、優先度を勘案
して査定した。

15,178

62 〃 国際観光振興事業 16,558

国際空港を擁する立地条件を活かし、各種コンベン
ションの誘致や海外の旅行業者等へのプロモーショ
ン活動により、「観光のまち成田」の魅力をＰＲす
る。

16,025 〃 16,025

63 商工課
雇用促進事業
（就労サポート事業）

11,175

未就業で就労意欲がある市民を市の臨時職員として1
年間雇用し、その間、ハローワーク及び千葉北総地
域若者サポートステーションと連携を図り、仕事を
継続的にできるように就労支援を行う。

保留
（事業内容について検討）

0
他事業との優先度等を勘案し見送
りとする。

0

64 〃 中小企業資金融資事業 1,298,555
中小企業の健全で安定した成長を促進するため、資
金融資制度を活用し、資金調達の円滑化及び利子補
給を行う。

1,299,216
事業内容を精査し、優先度を勘案
して査定した。

1,299,216
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平成２７年度一般会計当初予算（主な事業の査定状況）
（単位　千円）

要求額 要求の内容 査定額 査定内容 査定額 査定内容 査定額 査定内容

12月10日までの状況

計上額番号 担当課 事業名

要求概要 11月25日までの状況 12月2日までの状況

65 商工課 企業誘致事業 44,270
市内に企業誘致対象区域を設け、奨励措置を講ずる
ことにより、産業の振興及び雇用の創出を図る。

44,270
事業内容を精査し、優先度を勘案
して査定した。

44,270

66 農政課 水田農業構造改革対策事業 129,286

水田を有効活用した主食用米以外の麦、大豆、新規
需要米等の需要のある作物の生産を振興するために
補助金を交付し、生産性の高い自立した水田農業の
実現を図る。

131,010 〃 131,010

67 〃 園芸振興対策推進事業 56,550

効率的な生産、持続的発展を目指し各園芸出荷組合
及び認定農業者に対し、利用する機械・施設購入費
用の補助を行い経営規模の拡大・生産性の向上・経
営の効率化を図る。

36,600 〃 36,600

68 〃
集団営農用機械施設整備事
業

60,077
安定的営農を目指す集落営農集団及び、認定農業者
に対し機械・施設整備の補助を行い、生産性の向上
並びに経営の効率化を図る。

40,000 〃 40,000

69 〃 農地集積・集約化対策事業 5,200

農地中間管理機構を活用して、まとまった農地を貸
し付けた地域や、農地を貸し付けて担い手への農地
集積・集約化に協力する農地の出し手に対して貸付
割合・貸付面積に応じた協力金を交付する。

5,200 〃 5,200

70 〃 農道整備事業 130,917
名古屋6-3号線外14路線（総延長5,720m）の農道舗装
工事及び農道の管理を行う。

130,717 〃 130,717

71 〃 排水路整備事業 153,675
西大須賀9-311号線外12路線（総延長3,125m）の排水
路整備工事及び排水路の管理を行う。

153,675 〃 153,675

72 土木課 急傾斜地崩壊対策事業 126,418
急傾斜地の崩壊による災害を防止するため、市内6カ
所において急傾斜地崩壊対策工事を行う。

126,411 〃 126,411

73 〃 崖地整備費補助事業 25,000
がけ崩れ等の災害に対応するために、崖地整備に要
する費用に対し、750万円を上限として2/3を補助す
る。

25,000 〃 25,000

74 〃 生活道路整備事業 728,204
日常生活で利用する生活道路を整備し、市民の利便
性及び安全性を向上させる。

保留
（事業の優先度を検討）

646,954
事業内容を精査し、優先度を勘案
して査定した。

646,954

75 〃 幹線道路整備事業 1,045,125
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
る。

保留
（事業の優先度を検討）

881,563 〃 881,563

76 〃 準用河川整備事業 86,504
市内の準用河川（10河川）の管理及び整備を行い、
災害に強いまちづくりの推進を図る。

84,498
事業内容を精査し、優先度を勘案
して査定した。

84,498

77 道路管理課 道路等補修事業 291,010
生活基盤となる道路の安全を維持するため、舗装の
修繕、歩道修繕等を行う。

231,010 〃 231,010

78 〃 橋りょう補修事業 317,500
平成24年度に策定した橋りょう長寿命化修繕計画に
基づき、老朽化した橋りょうの修繕工事を進める。

164,000 〃 164,000

79 〃 道路施設等管理事業 172,356

年間を通じ道路施設の維持管理に努める。平成27年
10月より京成東口下りエスカレーター、エレベー
ター、車いす用リフトの供用が開始されるため、運
行管理及び保守点検費用が追加となる。

155,328 〃 155,328

80 建築住宅課 建築物耐震化促進事業 8,335

既存建築物の耐震化を促進し、災害に強いまちづく
りを進めるため、住宅の耐震診断及び改修に対し補
助するほか、無料耐震相談を実施するなど耐震化促
進の啓発を行う。

4,521 〃 4,521

5



平成２７年度一般会計当初予算（主な事業の査定状況）
（単位　千円）

要求額 要求の内容 査定額 査定内容 査定額 査定内容 査定額 査定内容

12月10日までの状況

計上額番号 担当課 事業名

要求概要 11月25日までの状況 12月2日までの状況

81 建築住宅課
民間建築物吹付けアスベス
ト対策事業

1,450
吹付けアスベストが使用されているおそれがある建
築物の所有者に対し、分析調査及び除去に要する費
用の一部を補助する。

1,450
事業内容を精査し、優先度を勘案
して査定した。

1,450

82 〃 市営住宅維持管理事業 41,997

市営住宅への入退居や修繕など、適正な管理を行
う。また、「成田市市営住宅長寿命化計画」に基づ
き、老朽化が進む市営住宅を改修し、施設の長寿命
化を図る。

22,297 〃 22,297

83 市街地整備課
ＪＲ・京成成田駅中央口地
区整備事業

467,305
再開発ビル建設、ＪＲ成田駅東口駅前広場整備、京
成成田駅東口バリアフリー化工事を実施する。

保留
（事業の優先度および今後の工程
について検討）

395,713
事業内容を精査し、優先度を勘案
して査定した。

395,713

84 〃
ＪＲ成田駅東口再開発ビル
維持管理事業

24,959
ＪＲ成田駅東口再開発ビルにおける公益施設利用者
の利便性を保持するために、管理組合が実施する再
開発ビル維持管理費用の一部を負担する。

保留
（事業の優先度および費用の妥当
性について検討）

24,959 〃 24,959

85 〃 表参道整備事業 247,493

表参道のセットバック事業を推進し、歩行者空間の
確保を図るとともに、建物のファサード整備を行
い、成田山新勝寺の参道に相応しい一体的な街並み
の景観形成を図る。

保留
（事業の優先度および今後の工程
について検討）

182,618 〃 182,618

86 公園緑地課 住区基幹公園整備事業 112,000

幼児から高齢者まで、地域住民が利用しやすい公園
を目指し、バリアフリー化等の整備を進めるととも
に、公園長寿命化計画に基づき計画的な修繕を行
う。

保留
（事業の優先度および今後の工程
について検討）

62,000 〃 62,000

87 街路課 赤坂台方線整備事業 128,068
赤坂を起点として台方地先国道464号線に至る延長
2,210ｍのうち、未整備となっているはなのき台から
国道464号線までの1,300ｍを整備する。

127,900
事業内容を精査し、優先度を勘案
して査定した。

127,900

88 〃 大袋線整備事業 79,063
飯田町を起点として宗吾に至る延長約2,180ｍのう
ち、未整備となっている終点側389ｍを整備する。

78,224 〃 78,224

89 〃
ニュータウン中央線整備事
業

1,029,120
並木町を起点として松崎に至る延長5,440ｍのうち、
未整備となっている玉造から松崎までの900ｍを整備
する。

1,029,120 〃 1,029,120

90 教育総務課
学校教育振興基本計画策定
事業

7,185
学校教育長期ビジョンについて、平成26年度から27
年度の2か年で見直しを行い、平成27年度末に新たな
学校教育振興基本計画を策定する。

7,185 〃 7,185

91 学校施設課
小学校管理事業
（機械警備委託料のうち警
備連動鍵収納箱分）

3,796
学校体育施設開放の利便性の向上を図るため、全て
の学校において統一的なセキュリティ方式による施
設の管理を行う。

1,814 〃 1,814

92 〃 小学校施設維持整備事業 329,034

近年の生活様式の変化に対応するため、学校のトイ
レの洋式化を進める。また、天井、バスケットゴー
ル、照明等について、平成27年度までに落下防止対
策を完了する。

420,062 〃 596,062
今年度契約が不調となった工事等
について、平成27年度に計上し
た。

596,062

93 〃 小学校大規模改造事業 992,037
建築後30年を目処に老朽化した学校施設の大規模な
改修を行う。平成27年度は吾妻小（東棟）及び新山
小（南棟）の大規模改造工事等を行う。

954,235 〃 954,235

94 〃
大栄地区小中一体型校舎建
設事業

218,380
大栄地区は児童数が減少傾向にあり、学校規模の適
正化を図るため、地区内小学校5校を統合するととも
に中学校との一体型校舎として建設する。

82,409 〃 82,409

95 〃
中学校管理事業
（機械警備委託料のうち警
備連動鍵収納箱分）

236
学校体育施設開放の利便性の向上を図るため、全て
の学校において統一的なセキュリティ方式による施
設の管理を行う。

234 〃 234

96 〃 中学校施設維持整備事業 128,523
天井、バスケットゴール、照明等について、平成27
年度までに落下防止対策を完了する。

125,700 〃 170,800
今年度契約が不調となった工事等
について、平成27年度に計上し
た。

170,800
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平成２７年度一般会計当初予算（主な事業の査定状況）
（単位　千円）

要求額 要求の内容 査定額 査定内容 査定額 査定内容 査定額 査定内容

12月10日までの状況

計上額番号 担当課 事業名

要求概要 11月25日までの状況 12月2日までの状況

97 学校施設課 中学校大規模改造事業 746,725
建築後30年を目処に老朽化した学校施設の大規模な
改修を行う。平成27年度は吾妻中（東棟）の大規模
改造工事等を行う。

708,423
事業内容を精査し、優先度を勘案
して査定した。

708,423

98 学務課
教師用教科書指導書購入に
係る経費

45,686

小学校において4年ごとの教科書改訂年となるため、
教師用教科書、指導書等を購入する。また、教師用
指導教材備品について、掛図に代わりデジタル教科
書を導入する。

45,220 〃 45,220

99 〃 学校支援地域本部事業 649

地域が参画するボランティア活動について、より効
果的に学校の支援を図るため、各学校に地域コー
ディネーターを配置し、学校とボランティア間の調
整を行う。平成27年度は、効果を検証するため、4校
で実施する。

649 〃 649

100 教育指導課 養護補助員配置事業 98,683
特別支援学級等に在籍する児童生徒の個別指導の充
実及び安全な学校生活確保のため養護補助員を配置
する。

94,804 〃 94,804

101 〃
特別支援教育支援員配置事
業

67,631
通常学級に在籍する肢体不自由や発達障害の児童生
徒を支援するため支援員を配置する。

62,157 〃 62,157

102 〃
小学校スクールバス運行事
業

105,373
学校適正配置による小学校統合に伴い、遠距離通学
となる児童のためスクールバスを運行する。

100,725 〃 100,725

103 〃
中学校スクールバス運行事
業

32,244
学校適正配置による中学校統合に伴い、遠距離通学
となる児童のためスクールバスを運行する。

31,949 〃 31,949

104 学校給食センター
学校給食施設整備事業
（公津の杜小学校学校給食
共同調理場増築工事）

870,962
学校給食施設整備実施計画に基づき平成26年度から
27年度で公津の杜小に学校給食共同調理場を増築す
る。

767,799 〃 767,799

105 〃

学校給食施設整備事業
（美郷台小学校給食共同調
理場増築工事実施設計委託
料）

21,754
学校給食施設整備実施計画に基づき美郷台小に学校
給食共同調理場を増築する。平成27年度は、実施設
計を行う。

21,619 〃 21,619

106 生涯学習課
社会教育振興に関する経費
（成田ユネスコ協会補助
金）

840
成田ユネスコ協会補助金について、創立40周年記念
事業分を増額する。

840 〃 840

107 〃
青少年健全育成事業
（ボーイスカウト補助金）

340
ボーイスカウト補助金について、創立50周年記念事
業分を増額する。

340 〃 340

108 〃 放課後子ども教室推進事業 4,474
平成26年度は5校で実施した事業を、新たに1校増や
し6校で実施する。

4,474 〃 4,474

109 〃
文化財等維持管理事業
（指定文化財保存修理費補
助金）

10,630
成田山新勝寺が行う重要文化財・額堂の耐震補強工
事に対して、費用の一部を補助する。

10,612 〃 10,612

110 〃
文化芸術センター管理運営
事業

244,596
平成27年7月オープン予定の、文化芸術センターの良
好な管理運営を行う。

221,039 〃 221,039

111 生涯スポーツ課 各種競技大会誘致事業 18,140
外部団体の協力の下、トップレベルで競技する各種
競技大会を誘致し、市民の見るスポーツの楽しみや
スポーツに対する意識の高揚を図る。

18,140 〃 18,140

112 〃
総合型地域スポーツクラブ
育成事業

200
中台運動公園を拠点とした、総合型地域スポーツク
ラブを設立するための設立準備委員会を立ち上げる
にあたり、運営資金を補助する。

0
他事業との優先度等を勘案し、見
送りとする。

0
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平成２７年度一般会計当初予算（主な事業の査定状況）
（単位　千円）

要求額 要求の内容 査定額 査定内容 査定額 査定内容 査定額 査定内容

12月10日までの状況

計上額番号 担当課 事業名

要求概要 11月25日までの状況 12月2日までの状況

113 生涯スポーツ課 スポーツ広場等整備事業 243,913
遠山スポーツ広場の拡張整備に向け、測量調査を行
うとともに、豊住第2スポーツ広場の駐車場整備工事
を実施する。

保留
（事業内容、事業費について検
討）

62,507
事業内容を精査し、優先度を勘案
して査定した。

62,507

114 〃
地区運動施設管理運営事業
（十余三運動施設体育館雨
水配管改修工事）

1,188 十余三運動施設体育館の雨水管改修工事を行う。 1,188
事業内容を精査し、優先度を勘案
して査定した。

1,188

115 〃 運動公園等整備事業 471,949

中台運動公園陸上競技場観覧席の改修工事に向けた
実施設計を行うとともに、野球場のスコアボード改
修工事を実施する。また、昨年度に引き続き体育館
の空調設備の更新及び新設を行う。（平成26・27年
度継続事業）

463,679 〃 463,679

116 〃 豊住中学校跡地整備事業 20,212
豊住中学校の跡地について、全市的な行政需要や地
区の意見等を踏まえた施設整備を行う。（平成27・
28年度継続事業）

保留
（事業内容、事業費について検
討）

保留
（事業内容、事業費について検
討）

20,212
事業内容を精査し、優先度を勘案
して査定した。

20,212

117 公民館 公民館大規模改修事業 9,519 大栄公民館改修工事の実施設計を行う。 9,500
事業内容を精査し、優先度を勘案
して査定した。

9,500

118 図書館
図書館施設維持管理事業
（受変電設備改修工事調
査）

5,110
図書館本館の受変電設備について、改修工事に向け
た調査を行う。

5,110 〃 5,110

119 消防総務課 職員被服貸与事業 32,705

成田市消防吏員被服貸与規程に基づき、消防吏員に
対して被服を貸与する。平成27年度からは、活動服
等の一般被服の貸与に点数制を導入するとともに、
防火服一式を5年リースにより借上げる。

23,222 〃 23,222

120 〃 消防庁舎整備事業 96,063
常備消防体制の充実強化を図るため、三里塚消防署
建替工事の実施設計を行う。

39,237 〃 39,237

121 〃 消防団車両整備事業 31,006
消防団車両の計画的な更新のため、およそ20年を目
安として車両更新を図る。

30,443 〃 30,443

122 〃 消防団拠点施設整備事業 41,434
消防団各部の拠点である器具庫及び待機所の施設等
を整備する。

25,750 〃 25,750

123 警防課
消防車両・装備強化整備事
業

219,267
車両整備計画に基づき、消防・救急車両の更新を行
い、消防力の強化に努める。

207,572 〃 207,572

124 〃 消防水利整備事業 61,941
低充足率地域へ計画的な適正配置を行い、消防力の
充実強化を図る。

43,528 〃 43,528

125 指揮指令課 共同指令センター運用事業 45,183

千葉県北東部・南部ブロックの119番通報を共同処理
する「ちば消防共同指令センター」の運営経費や、
県全域で共同整備した消防救急デジタル無線設備の
維持管理費を負担する。

45,028 〃 45,028
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