
平成２４年度当初予算の概要／主要事業

（３）重点目標に係る主要事業

　①　世界との交流拠点として市民が誇れる都市をつくる

　②　市民がいきいき働く活力ある産業を育てる　

　③　市民一人ひとりの健康で生きがいを持った生活をささえる

　④　市民が地域文化を愛し、次代を担う心豊かな人材を育む

　⑤　市民が安全、安心、快適に暮らせる生活環境をつくる

　⑥　市民と行政が協働する効率的な自治体運営を行う

　１．世界との交流拠点として市民が誇れる都市をつくる

○コミュニティバス運行事業

1億2,636万円　市民の交通利便の充実を図るため、7ルートでコミュニティバス
を運行します。また、更なる利便性向上を目的に、ＩＣカードシ
ステムを導入します。

予算額

○土地利用方針策定事業【新規】

　空港周辺地域をはじめとした市街化調整区域の地域振興及び国
際競争力の確保を目指し、市街化調整区域の土地利用方針及びそ
の運用基準を策定します。

997万円

○成田ブランド構築事業

　新しい成田の魅力開発を行い、空港と地域が一体化した新たな
「成田ブランド」の構築に取り組みます。

　ＪＲ成田駅東口市街地再開発事業を推進し、再開発ビルの建設
及び駅前広場の整備を行います。

　市では、平成23年度を初年度とする総合計画の実現に向けて

の６つの基本方向に基づき、主要事業を中心に各種事業の緊急性、優先度を考慮し、
一層の経費節減を図るとともに、財政の健全性の確保と効率的な財政運営に留意しな
がら、平成24年度予算を編成しました。

　ここでは、今年度行う主要事業の内容につきまして、６つの重点目標ごとに紹介し
ます。

4,508万円

事業の名称及び内容

○幹線道路整備事業

○景観計画策定事業

5億7,622万円　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計
画的に整備します。

　本市の歴史や伝統、文化を活かした質の高い生活空間の持続的
発展を図るため、景観計画を策定します。

1,024万円

○ＪＲ・京成成田駅中央口地区整備事業

25億6,995万円



平成２４年度当初予算の概要／主要事業

　さくらの山に、市内観光へと誘導する拠点施設として、観光情
報・物産コーナーなどを備えた観光物産館を整備します。

○水田農業構造改革対策事業

1億1,357万円

○企業誘致事業【新規】

1億5,779万円　市内に企業誘致対象区域を設け奨励措置を講じることにより、
工場または事務所の新設を促進し、産業の振興及び雇用の創出を
図ります。

○観光に関する経費【一部新規】

○住区基幹公園整備事業

　２．市民がいきいき働く活力ある産業を育てる

　米の計画的生産を推進するとともに、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に応じた作付拡大を促
進します。

1,130万円

　地域住民のコミュニティの場として、街区・近隣・地区公園を
整備、活用するとともに、施設のバリアフリー化を進め、高齢者
や障がい者が利用しやすい公園づくりを目指します。

4,151万円

○国際観光振興事業【一部新規】

  観光施設の管理、観光関連事業の補助に加え、新たにウォーキ
ング大会「成田エアポートツーデーマーチ」を開催します。

1,620万円

  東日本大震災により被災された方々の雇用を確保するため、市
の非常勤職員として雇用します。

事業の名称及び内容 予算額

○緊急雇用創出事業

1,202万円　外国人観光客や各種コンベンションの誘致に加え、外国人団体
旅行を実施する旅行会社に補助を行い、観光客数の回復を目指し
ます。

○さくらの山観光物産館整備事業【新規】

1,940万円

○表参道整備事業

2億3,691万円

○ニュータウン中央線整備事業

　玉造地先から松崎地先までの約900ｍの区間（区間中央部付近で
北千葉道路に接続）を整備することにより、成田空港及び千葉
ニュータウン方面へのアクセスの強化を図ります。

5億6,300万円

　表参道の建物をセットバックすることにより、歩行者空間を確
保するとともに、建物のファサード整備を行うことで表参道に相
応しい街並みの景観形成を図ります。



平成２４年度当初予算の概要／主要事業

　３．市民一人ひとりの健康で生きがいを持った生活をささえる

○子どもショートステイ事業【新規】

8万円　保護者が病気等により、子の養育にあたれない場合、児童養護
施設等において一時預かりを行います。

10億7,604万円
　中小企業の資金調達の円滑化を図ります。

○排水路整備事業

事業の名称及び内容

○観光ＰＲ事業

○中小企業資金融資事業

　地域医療の円滑な推進を図るため、救急医療体制整備事業負担
金を交付するとともに、安全で安心な地域医療の確保のため、成
田赤十字病院が行う医療機器の整備に対して補助を行います。

○認可外保育施設利用補助事業【新規】

500万円　待機児童の解消や仕事と子育ての両立支援等を目的として、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の利用に
対して補助を行います。

○地域医療対策事業【一部新規】

○保育園整備事業【一部新規】

8,240万円　市立保育園の維持にかかる各種修繕及び工事を行うとともに、
老朽化した保育園の大規模改修に必要な仮設園舎の設計業務を行
います。

2,223万円  雑誌、新聞等を活用した観光情報の掲載や、観光キャラクター
「うなりくん」を活用した各種事業の参加等、観光地成田のＰＲ
強化を図ります。

7,953万円  放課後留守家庭となる児童の生活の場として、また児童の健全
育成を図るため、児童ホームの整備を行います。

○農道整備事業

1億3,306万円　農道の舗装整備を行い、農業生産や流通の効率を上げるととも
に農村環境の整備を図ります。

1億5,761万円　農業用排水路の整備を行い、農作業の効率を上げるとともに農
村環境の整備を図ります。

1億9,841万円

　特に支援が認められる家庭等にヘルパーを派遣し、当該家庭の
養育環境の整備を行うことで、児童の健全育成を図ります。

予算額

○養育支援訪問事業【新規】

19万円

○児童ホーム整備事業【一部新規】



平成２４年度当初予算の概要／主要事業

22億7,561万円　次代を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、中学校修了
前の子どもを養育している父母等に手当を支給します。

○予防接種事業

○福祉手当・見舞金支給事業

3億4,905万円　障がい者等の福祉の増進を図るため、障がいのある方には福祉
手当を、特定疾患等の療養者には見舞金を支給します。

4億4,017万円　子育て支援体制の充実を図るため、健康保険に加入している中
学3年生までの児童の保護者に対し、児童にかかる医療費から自己
負担金を控除した額を助成します。

8億7,471万円　障がいのある方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並びに通所施設利用者に対
して交通費を助成します。

○オンデマンド交通高齢者移送サービス事業

3,258万円　高齢者の通院や買物のほか、気軽に外出できる機会を増やすた
めの交通手段として、時刻表や決まった通行経路のないデマンド
型の公共交通導入に向け、実証実験を行います。

○こども発達支援センター整備事業

○子ども医療費助成事業

○子どものための手当・子ども手当支給事業【新規】

  集団療育と併行して、一人ひとりの障がい特性に応じた個別訓
練を実施するための訓練室等の増築を行います。

　定期予防接種及び任意予防接種である子宮頸がん予防ワクチン
やヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの接種費用の全額助成
に加え、高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用の一部を助成します。

○母子保健事業【一部新規】

　乳幼児健康診査事業等に加え、5歳相当児について健診や保護者
への問診を実施し、各種相談事業と連携していくことで、幼児期
から青少年期までの一貫した子育て支援対策の充実に努めます。

9,500万円

1億7,270万円

○障害者施設利用支援事業

3億1,195万円



平成２４年度当初予算の概要／主要事業

　４．市民が地域文化を愛し、次代を担う心豊かな人材を育む

○公民館大規模改修事業

　施設の老朽化に伴い、計画的に大規模改修を実施し、市民に安
全な施設を提供します。

　私立幼稚園に在籍する園児の保護者に対して、世帯の課税状況
に応じ保育料等の一部を補助します。

○吾妻小学校増築事業【新規】

2,150万円　はなのき台の開発に伴い児童が増加しており、保有教室数を超
えることが明らかであることから、増築工事を行います。

予算額

○図書整備事業

1億7,623万円　市民の読書・学習活動等を支援するため、多様化する資料要求
に配慮しながら資料及び情報を収集し提供します。

1億6,593万円

430万円

○下総小学校建設事業

4億1,017万円　下総地区の学校規模適正化を図るため、地区内4校の統合小学校
を整備します。

○公津の杜中学校建設事業

○英語科研究開発事業

　教育課程特例校として小中学校英語教育の推進を図り、外国人
英語講師による児童生徒の実践的コミュニケーション能力の基礎
育成を目指します。

25億4,315万円　西中学校の生徒数増加による教室不足を解消するとともに、学
校規模の適正化、通学区域の再編を図るため、公津の杜中学校の
整備を行います。

○私立幼稚園就園奨励費補助事業

1億6,508万円

○個性を生かす教育推進事業

1億6,138万円　個々の能力・適性に応じた教育を推進するために少人数学習推
進教員を配置し、きめ細かな学習・生活指導を行うとともに、健
康推進教員を配置し、心身両面から児童生徒を支援します。

事業の名称及び内容

○医科系大学誘致事業

　高等教育の推進や地域医療の充実を図るため、市内への医科系
大学の誘致、医療サービス産業の集積に関する可能性について、
調査研究を実施します。

3,000万円

○小中学校連携教育推進事業

78万円　下総地区の統合小学校が中学校に併設されるため、小中連携教
育推進委員会を設立し、平成26年4月の開校に向けて、教育活動の
展開に必要な具体的事項を様々な側面から検討します。



平成２４年度当初予算の概要／主要事業

　５．市民が安全、安心、快適に暮らせる生活環境をつくる

○運動公園等整備事業

4億9,882万円　市民生活に潤いを与えるスポーツ施設である中台運動公園及び
大谷津運動公園の整備を行います。

94万円　市役所ロビーや議場を会場にふれあいコンサートを開催し、来
庁者に憩いと安らぎの場を提供するとともに、文化芸術の発展と
振興を図ります。

事業の名称及び内容 予算額

　学校給食施設整備実施計画に基づき、調理場をはじめとした給
食施設の整備を行います。

○学校給食施設整備事業

3,043万円

○空気調和機器更新工事補助事業【一部新規】

○スポーツ広場等整備事業

1億7,748万円　公津地区にスポーツ広場を整備するため、造成工事等を行いま
す。また、中郷スポーツ広場のトイレ改修工事を行います。

○ふれあいコンサート開催事業

○民間建築物吹付けアスベスト対策事業【新規】

○防災用品備蓄事業【一部新規】

1,036万円　大規模な災害が発生した場合を想定し、必要とされる食糧その
他の物資について、あらかじめ備蓄・調整体制を整備します。

290万円　アスベストの飛散による健康被害を予防するとともに、生活環
境の保全を図るため、アスベストの分析調査及び除去等に要する
経費の一部を補助します。

3,274万円　騒防法第一種区域において民家防音工事の際に設置した空気調
和機について、更新工事費を補助します。

○災害復興支援事業

○小学校太陽光発電導入事業【新規】

8,657万円　東日本大震災により、住宅等に被害を受けた方々に対し、生活
再建の支援を行い、災害復興の円滑化を図ります。

5,690万円　節電意識の高まりとあわせて、発電の仕組みや原理、地球温暖
化などの教材として活用できることから、小学校への太陽光発電
パネルの整備を行います。

○地域安全対策事業

2,219万円　安全かつ安心して暮らせる地域社会の実現を図るため、青色回
転灯パトロール車による巡回や防犯カメラの設置等を行い、犯罪
抑止対策を推進します。



平成２４年度当初予算の概要／主要事業

9,600万円　墓地需要に対応するため、第2期拡張整備の実施設計を行いま
す。

○新清掃工場整備事業

28億1,451万円　いずみ清掃工場に代わる新たなごみ焼却施設（新清掃工場）を
富里市と共同で整備します。

○共同指令センター運用事業

2億8,098万円　消防救急デジタル無線整備及び共同消防指令センター整備に伴
い、関係機器の新規整備等を行います。

○公害調査事業

4,157万円

○航空機騒音地域補助事業

1億6,165万円　騒特法防止地区、防止特別地区の土地、家屋並びにＡ・Ｂ滑走
路に係る騒防法第一種区域、第一種区域に挟まれた地域の住家と
その宅地の固定資産税、都市計画税の50％相当額を補助します。

　ＪＲ成田駅西口に「駅前番所」を設置し、立番と巡回による犯
罪の未然防止と、事件・事故発生時の被害拡大の防止、警察署と
の連絡調整を行います。

　Ａ・Ｂ滑走路に係る騒防法第一種区域、第一種区域に挟まれた
地域並びに第一種区域に隣接する区域の防音家屋の所有者等に対
し、家屋等の維持管理費の一部を補助します。

○駅前番所事業

2,862万円

○民家防音家屋等維持管理費補助事業

6億4,504万円

○新清掃工場関連付帯施設整備事業

2,013万円　新清掃工場で発生する余熱の有効利用による温浴施設や屋外多
目的広場等を整備するため、建設予定地の測量調査及び埋蔵文化
財調査等を実施します。

○いずみ聖地公園拡張整備事業

　大気、水質、悪臭等の調査測定を実施し、実態の把握、公害防
止対策の指導を行うことにより、公害の未然防止を図ります。

○消防庁舎整備事業

6億5,440万円　老朽化した赤坂消防署について、平成25年4月運用開始に向け
て、解体及び新庁舎の建設を行います。

○生活道路整備事業

6億6,411万円　日常生活で利用する生活道路において、車道幅員を確保するな
ど、利便性、安全性を向上させるための整備を行います。
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　６．市民と行政が協働する効率的な自治体運営を行う

○まちづくり推進調査事業

494万円　健康寿命延伸の実現と予防を重視した施策展開を目的に、まち
づくりの一環である健康づくりを市民と行政の共同で推進するた
めの具体的な行動計画について調査研究を行います。

　公津の杜地区に、コミュニティセンター、子育て支援センター
及び図書館分館を有する複合施設を整備するため、建設工事を実
施します。

事業の名称及び内容 予算額

○庁舎改修事業

1億2,754万円　庁舎の老朽化に伴い、計画的な改修を図り、市行政の基幹施設
として機能低下しないように予防措置を講じます。

○公共施設白書作成事業

1,000万円　公共施設の老朽化に伴う改修経費などの増大に対応するため、
施設の現状を把握、分析したうえで、効率的な施設運用を目指し
た方針を示す公共施設白書を作成します。

○公津の杜複合施設整備事業

20億8,854万円


