
平成２９年度一般会計当初予算（主な事業の査定状況）
（単位　千円）

計上額

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 （空欄は，計上
　額未決）

1 企画政策課 鉄道施設等耐震化推進事業 233,508
鉄道事業者が行う高架橋等の鉄道施設の耐震補強工事
に対し，国，県と協調して補助する。

233,508
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

233,508

2 国家戦略特区推進課 国家戦略特区推進事業 1,816,874

本市において，医学部新設が国家戦略特区の特定事業
に認定されたことを受け，本特定事業を行う国際医療
福祉大学に対し，校舎建設費用の一部を補助する。ま
た，取得した医学部の附属病院用地について，造成工
事等を行うとともに，医学部附属病院の建設及び建物
管理を行う一般社団法人に出資する。

1,816,874 〃 1,816,874

3 広報課 インターネット広報事業 21,294

市のホームページを通して行政情報を提供する。総務
省が示すウェブアクセシビリティ方針やスマートフォ
ン表示に対応するため，市ホームページに新たなCMS
（コンテンツ・マネジメント・システム）を導入す
る。

21,294 〃 21,294

4 行政管理課
ケーブルテレビ視聴エリア
拡大事業

172,967

事業主体である成田ケーブルテレビ株式会社が実施す
る，騒音区域における視聴エリア拡大のための施設整
備事業に対し，整備費用の一部について補助金を交付
する。

172,967 〃 172,967

5 管財課 庁舎改修事業 41,296
市役所庁舎の計画的な改修を行う。市役所本庁舎・議
会棟連絡通路の屋根改修工事，非常用発電設備の修繕
等を行う。

41,296 〃 41,296

6 危機管理課 地域防災計画策定事業 9,872
平成28年度に実施した防災アセスメント調査の結果を
もとに，平成19年の策定後10年を迎える地域防災計画
を全面的に見直す。

9,872 〃 9,872

7 〃 業務継続計画策定事業 11,581

災害時に優先的に実施すべき業務を特定するととも
に，業務の執行体制や対応手順，継続に必要な資源の
確保等をあらかじめ定めるため，業務継続計画等を策
定する。

9,600 〃 9,600

8 空港地域振興課 航空機騒音地域補助事業 159,754

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。

159,754 〃 159,754

9 〃
成田空港周辺環境整備推進
事業

7,934

空港周辺地域の生活環境の改善に取り組むとともに，
地域の特性や資源を活かした地域振興策を進めるた
め，騒音地区の意向や課題を整理し，どのような地域
振興策を実施できるのかを調査する。

7,934 〃 7,934

10 空港対策課
共同利用施設等維持管理事
業

92,198
共同利用施設及び防音集会所の維持管理を行う。設置
または更新してから相当期間が経過した空調設備の機
能回復工事等を行う。

91,576 〃 91,576

11 〃
民家防音家屋等維持管理費
補助事業

682,283

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。

682,283 〃 682,283

12 〃
住宅防音家屋の空気調和機
器更新工事補助事業

8,829

Ａ滑走路及びＢ滑走路に係る騒防法第一種区域に挟ま
れた地域内の住宅の所有者等に対し，設置後10年を経
過し，かつ，所要の機能の低下した機器の更新工事に
係る費用の一部を補助する。基準日後住宅防音工事，
後継者住宅防音工事を実施した住宅を対象に追加する
とともに，更新工事（2回目）を実施した住宅を対象
とする更新工事（3回目）を新たに制度化する。

7,705 〃 7,705

12月27日までの状況

番号 担当課 事業名

要求概要 12月14日までの状況 12月20日までの状況
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13 空港対策課
航空機騒音測定システム事
業

23,743

航空機騒音の測定，データの収集及び分析を行い，騒
防法第一種区域の航空機騒音を監視するため，航空機
騒音固定局，表示板及び高度コース測定局の設置等を
行う。

保留
（今後の事業計画について検討）

23,696
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

23,696

14 〃
騒音地域ケーブルテレビ普
及促進補助事業

2,430
騒音地域で新たに視聴が可能となる世帯に対し，ケー
ブルテレビの加入の際に必要となる設置工事費の一部
を補助する。

保留
（事業内容，今後の事業計画につ
いて検討）

2,430 〃 2,430

15 観光プロモーション課

観光に関する経費
（成田山開基1080年祭記念
行事開催負担金）

8,000
成田山開基1080年祭記念大開帳に併せて開催する記念
行事等に係る費用の一部を負担する。

8,000
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

8,000

16 〃 表参道銀行跡地利活用事業 9,774

観光の振興に資する施設等の整備を見据えて，表参道
の千葉銀行跡地を整備計画が決定するまでの間，その
スペースをさまざまな用途で利用できるよう，舗装工
事及びフェンスの設置等を行う。

9,774 〃 9,774

17 〃 成田ブランド推進戦略事業 88,337

日本の伝統芸能・文化と連動した本市の魅力発信を行
うなど戦略的な情報発信を行うとともに，ふるさと寄
附金（納税）の寄附者に特産等を返礼品として送付
し，地域ブランドの推進を図る。

88,337 〃 88,337

18 〃 観光活性化事業 18,234

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や多
言語観光・災害情報配信アプリの保守管理等に対して
補助する。

18,234 〃 18,234

19 スポーツ振興課
スポーツツーリズム推進事
業

5,050

地域の優れたスポーツ資源と，旅行，観光などのツー
リズムを融合させたスポーツツーリズムを推進するた
めの調査を実施し，戦略の構築を図るとともに，国際
的スポーツ大会におけるキャンプ誘致等に取り組む。

5,050 〃 5,050

20 〃 スポーツ広場等整備事業 32,505
久住第2スポーツ広場に設置されている簡易トイレの
改修工事を行うとともに，遠山スポーツ広場拡張のた
めの実施設計を行う。

18,832 〃 18,832

21 〃 運動公園等整備事業 555,374

中台運動公園において陸上競技場公認更新工事，体育
館アリーナ空調設置工事，野球場バックネット及び管
理室改修工事を行うほか，平成30年度以降に実施予定
の大谷津運動公園野球場改修工事等について，実施設
計を行う。

157,967
事業のスケジュールを精査すると
ともに，優先度を勘案して査定し
た。

157,967

22 〃
豊住ふれあい健康館整備事
業

9,990
豊住中学校跡地の施設整備について，現在の駐車場，
テニスコートにロータリーを造成し，校庭の一部に駐
車場を新たに設置する工事の実施設計を行う。

2,500
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

2,500

23 〃
豊住ふれあい健康館管理事
業

33,667
市民の健康づくりや高齢者の生きがいづくりの支援，
地域コミュニティの醸成，地域活性化に資する施設と
して整備した豊住ふれあい健康館の管理運営を行う。

27,215 〃 27,215

24 文化国際課 国際文化会館施設整備事業 86,649
国際文化会館大ホールの舞台照明設備の老朽化が著し
いため，照明設備主幹調光盤の改修工事を行う。

65,848 〃 65,848

25 〃
文化芸術センター管理運営
事業

144,560
文化芸術活動の発展に寄与するとともに，文化芸術の
振興となる事業を展開する文化芸術センターの良好な
管理運営を行う。

130,429 〃 130,429
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26 保険年金課
国民健康保険特別会計繰出
金

2,109,124 国民健康保険特別会計への繰出金 2,122,688
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

2,122,688

27 〃
後期高齢者医療特別会計繰
出金

193,801 後期高齢者医療特別会計への繰出金 207,953 〃 207,953

28 市民協働課
集会施設等維持管理事業
（集会施設等補助金）

68,882
区や自治会等に対し，集会施設等の整備費及び維持管
理費を補助する。

68,764 〃 68,764

29 〃
コミュニティセンター管理
運営事業

93,919

地域コミュニティの形成と促進を図るため，コミュニ
ティセンターの管理運営事業を行う。平成29年度は，
三里塚コミュニティセンターに指定管理者制度を導入
する。

86,176 〃 86,176

30 交通防犯課
路線バス運行支援事業
（三里塚多古本線バス運行
補助金）

5,409
路線バス廃止を防止し，地域沿線住民の交通の利便を
図るため，運行経費の一部を補助し生活バス路線の維
持継続を図る。

保留
（事業内容，事業費について検
討）

2,994
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

2,994

31 〃 コミュニティバス運行事業 154,677
路線バス廃止による市内の交通不便地域の解消を図る
ため，7ルートでコミュニティバスを運行し，交通の
利便性の向上を図る。

154,662
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

154,662

32 〃 地域安全対策事業 33,070
「成田市防犯まちづくり推進計画」に基づき，犯罪抑
止重点地区（ＪＲ・京成成田駅周辺等）での街頭防犯
カメラの増設，管理等を行う。

31,181 〃 31,181

33 環境計画課
いずみ聖地公園拡張整備事
業

76,158
市民の墓地需要に対応するため，第2期（第2工区）の
拡張整備工事に向けて，実施設計等を行う。

10,595 〃 10,595

34 〃
環境保全率先実行計画推進
事業

4,000

成田市環境基本計画に定める環境配慮行動を率先して
実践していくため，平成30年度以降の目標や推進方策
等を示す第4次「成田市環境保全率先実行計画」を策
定する。

3,000 〃 3,000

35 〃
一般廃棄物処理基本計画策
定事業

9,720

市内の一般廃棄物の処理に関する事項を定める「一般
廃棄物処理基本計画」，広域的かつ総合的に廃棄物処
理等を整備し，循環型社会の形成を図ることを目的と
する「成田市地域循環型社会形成推進地域計画」の次
期計画を策定する。

6,000 〃 6,000

36 〃
新清掃工場関連付帯施設整
備事業

221,704
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。

221,704 〃 221,704

37 〃
いずみ清掃工場解体・ス
トックヤード整備事業

123,383
いずみ清掃工場の跡地利用としてストックヤードを整
備し，平成30年2月からの運用開始を目指す。

123,383 〃 123,383

38 環境対策課 公害対策事業 23,284
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。

20,388 〃 20,388

39 クリーン推進課
リサイクルプラザ維持管理
運営事業

405,872

リサイクルプラザの維持管理を行う。平成30年2月か
ら，ストックヤード維持管理業務を開始するととも
に，枝木処理委託を実施し，ごみの再資源化及び減量
化を図る。

319,794 〃 319,794
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40 環境衛生課

狂犬病予防及び動物愛護管
理事業
（飼い主のいない猫不妊手
術及び去勢手術費補助金）

415

飼い主のいない猫不妊手術及び去勢手術費補助金制度
を創設し，手術の実施を促進することで飼い主のいな
い猫の増加を抑制し，市民の良好な生活環境の保全及
び動物愛護精神の普及を図るとともに，猫の殺処分の
減少を図る。

310
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

310

41 〃 公衆便所管理事業 15,926

ＪＲ成田駅参道口駅前及び西口駅前，ＪＲ滑河駅ス
テーションホール，成田湯川駅前の公衆便所の維持管
理を行う。ＪＲ成田駅参道口駅前公衆便所の老朽化が
著しいため，改修に向けた基本設計等を行う。

15,756 〃 15,756

42 社会福祉課 生活保護扶助費 2,205,399
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。

2,105,723 〃 2,105,723

43 高齢者福祉課
赤坂ふれあいセンター管理
運営事業

35,233
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である赤坂ふれあいセン
ターの管理運営を行う。

33,811 〃 33,811

44 障がい者福祉課
障害者地域生活支援事業
（重症心身障害児者短期入
所特別支援事業補助金）

2,936

在宅において医療的ケアを必要とする障がい児者が，
介護者の休息のために短期入所を利用する場合，運営
費の一部を事業者に補助する。事業者を市内に誘致す
るため，体制整備に必要な経費の一部を補助する。

2,936
事業内容を精査するとともに，他
の事業を見直し，優先度を勘案し
て査定した。

2,936

45 〃
障害者地域生活支援事業
（地域生活支援事業給付費
（訪問入浴サービス））

14,196
訪問入浴サービス利用者の需要の高まりを受け，利用
回数の上限を原則週1回から週3回に拡大する。

13,050 〃 13,050

46 〃
障害者地域生活支援事業
（居住体験支援費助成事
業）

2,200

長期入院，施設入所または家族と同居中で将来ひとり
暮らし等の自立生活を目指す障がい者に，宿泊を伴う
単身生活の機会を提供し，課題の把握，評価等を通じ
て自立意欲の高揚及び生活能力の向上を図り，地域に
おける自立した生活の実現に繋げる。

1,399 〃 1,399

47 〃 障害者施設利用支援事業 1,116,968
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。

1,083,934
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

1,083,934

48 介護保険課 介護保険特別会計繰出金 1,032,889 介護保険特別会計への繰出金 1,029,522 〃 1,029,522

49 子育て支援課 家庭児童相談室運営事業 8,525

子どもの権利や自由を尊重し，子どもに対する保護と
援助，健全育成を促進するため，児童の各種相談業務
を行う。相談内容の複雑化・多様化により，増加する
困難な案件に対応するため，家庭児童相談員の勤務時
間の延長及びシステムの改修を行う。

8,525 〃 8,525

50 〃 子ども医療費助成事業 529,439
中学校修了前までの児童の保護者に対し，児童の入院
及び通院にかかる医療費を助成する。

529,439 〃 529,439

51 〃 児童手当支給事業 2,180,468
中学校修了前までの児童の保護者に対し，児童手当を
支給する。

2,180,468 〃 2,180,468

52 〃
病児・病後児保育施設整備
費補助事業

47,980
社会福祉法人等が設置する病児・病後児保育施設の整
備費用等に対して，補助を行う。

47,380 〃 47,380
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平成２９年度一般会計当初予算（主な事業の査定状況）
（単位　千円）

計上額

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 （空欄は，計上
　額未決）

12月27日までの状況

番号 担当課 事業名

要求概要 12月14日までの状況 12月20日までの状況

53 保育課 児童ホーム管理運営事業 325,391

保護者の就労等により放課後に留守家庭となる小学生
に対し，適切な遊び及び生活の場を与えて，その健全
な育成を図るとともに，保護者の仕事と子育ての両立
を支援する。

282,359
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

282,359

54 〃 児童ホーム整備事業 150,157

待機児童の解消を図るため，（仮称）本城第一・第二
児童ホーム及び（仮称）豊住第一児童ホームの建設工
事，（仮称）橋賀台第一児童ホームの実施設計等を行
う。

145,847 〃 145,847

55 〃 地域型保育給付事業 308,024

待機児童の解消を図り，地域の実情に応じた多様な保
育を提供するため，地域型保育事業所（小規模保育・
事業所内保育・家庭的保育）の運営を支援・補助し，
地域型保育事業の実施を促進する。

308,024 〃 308,024

56 〃 私立保育園等運営委託事業 1,258,174

保育基準を維持するため，市内外の私立保育園に対
し，保育の必要な児童の保育実施を委託するととも
に，市内の私立認定こども園等に対しては，施設型給
付費を支給する。

1,232,970 〃 1,232,970

57 〃 保育園運営事業 940,567
市立保育園13園を適正に運営し，乳幼児の健全な育成
を図る。

保留
（事業費について検討）

877,656
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

877,656

58 〃 保育園整備事業 213,266

玉造保育園の改修工事を平成29年度から2カ年度にわ
たり行う。また，今後の人口や保育需要の推移を分析
し，統廃合を含めた改修内容を検討するため，公立保
育園の施設整備計画を策定する。

210,174
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

210,174

59 〃
保育士確保・処遇改善促進
事業

37,300

市内の私立保育園等に勤務する保育士に対し，本市で
の勤務年数に応じて給与の上乗せ補助を行う保育士処
遇改善費補助金（通称「なりた手当」）を創設し，給
与面での処遇改善を行い市内で勤務する保育士の確保
及び定着を図る。

保留
（事業内容，事業費について検
討）

27,360
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

27,360

60 健康増進課
地域医療対策事業
（医療機器整備補助金）

90,720
地域医療体制の確保のため，成田赤十字病院に対して
高度医療機器の更新に要する費用の一部を補助する。

保留
（事業内容について検討）

保留
（事業内容について検討）

56,000
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

56,000

61 〃
地域医療対策事業
（看護師等修学資金貸付
金）

188,400
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。

188,400
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

188,400

62 〃 予防接種事業 415,534
予防接種法に基づく定期予防接種の委託，任意予防接
種の委託または費用助成を行う。

379,809 〃 379,809

63 〃 結核・がん検診事業 142,203

がんの早期発見，早期治療のため検診を実施する。乳
がん検診の充実を図るため，国の指針に基づき視触診
検診を廃止し，超音波検査の対象を拡大するとともに
マンモグラフィ検査の対象を変更する。

134,846 〃 134,846

64 〃 母子保健事業 167,033

妊婦健診の助成，入院を必要とする未熟児の保護者な
どに対する医療費の給付を通して，子育て支援対策の
充実を図る。平成29年度からは，出産のリスクが高く
必要な健康診査の回数が増える傾向にある多胎妊婦に
対する健診費用の助成拡充を行う。

167,033 〃 167,033

65 〃
特定不妊・不育治療費助成
事業

11,300

特定不妊治療および不育症の治療費の一部を助成する
ことで，不妊症や不育症に悩む夫婦の経済的負担の軽
減を図る。平成29年度からは，県の助成制度と同様に
特定不妊治療のうち，男性不妊治療に対する助成の拡
充を行う。

10,500 〃 10,500
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平成２９年度一般会計当初予算（主な事業の査定状況）
（単位　千円）

計上額
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66 健康増進課
歯と口腔の健康づくり推進
事業

21,114

「成田市歯と口腔の健康づくり計画」により，ライフ
ステージごとの歯と口腔の健康づくり事業を計画的に
進める。幼児のむし歯のり患率の低減及びかかりつけ
歯科医の推進を図ることを目的として，むし歯予防に
効果があるフッ化物塗布を4歳6カ月児に行う。

19,475
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

19,475

67 商工課 中小企業資金融資事業 1,303,825
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。

1,303,825 〃 1,303,825

68 〃
中小企業若手人材確保支援
事業

5,000
主に県内の大学生や専門学校生を対象とした市内立地
企業による合同説明会の開催等により，マッチングの
機会を創出し，若手人材確保の支援を行う。

5,000 〃 5,000

69 〃 消費生活センター運営事業 13,067

消費者被害が多様化・複雑化する中，5名の消費生活
相談員が各種苦情・問い合わせ等の相談に応じ，解決
のためのあっせん等を行い，消費者被害の未然防止，
拡大防止に努める。消費生活相談員の資格が国家資格
化したことを踏まえ，処遇改善を図る。

8,669 〃 8,669

70 農政課 水田農業構造改革対策事業 193,712

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。

169,824 〃 169,824

71 〃
農産物品質及び生産性向上
事業

11,364

畑作における連作障害の回避，地力の増進並びに春先
の砂塵対策を図るため，冬季における麦類等の緑肥作
物作付を推進する。市内全地域の農地を対象に，専作
化，作付単一化，化学肥料の偏重等による地力の低下
や連作障害を防ぎ，土壌改良資材の共同購入等を行う
団体に対し，費用の一部を補助する。

11,097 〃 11,097

72 〃 食育推進事業 3,902
国の第3次食育推進基本計画及び県の第2次千葉県食育
推進計画の内容に沿って，次期「成田市食育推進計
画」を策定する。

2,623 〃 2,623

73 〃 農地・水保全管理事業 58,130
農業資源の適切な保全・管理を行うため，農地・農業
用用排水路等の長寿命化のための補修等に取り組む活
動組織を助成する。

58,130 〃 58,130

74 〃
農業集落排水事業特別会計
繰出金

144,185 農業集落排水事業特別会計への繰出金 137,811 〃 137,811

75 卸売市場
公設地方卸売市場特別会計
繰出金

130,854 公設地方卸売市場特別会計への繰出金
保留
（今後の事業計画，事業費につい
て検討）

130,854
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

130,854

76 土木課 急傾斜地崩壊対策事業 130,911
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。

130,911
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

130,911

77 〃 生活道路整備事業 875,240

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。並木町大久保台市道流末排
水整備事業として，調整池及び排水管路等を整備す
る。

875,240 〃 875,240
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平成２９年度一般会計当初予算（主な事業の査定状況）
（単位　千円）
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78 土木課 幹線道路整備事業 782,830

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。
市道西三里塚大清水線第二工区に着手するほか，医学
部附属病院建設予定地内の市道川栗畑ケ田線の整備を
行う。

700,475
事業の内容及びスケジュールを精
査し，優先度を勘案して査定し
た。

700,475

79 〃 準用河川整備事業 115,150
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。

104,150
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

104,150

80 道路管理課 道路等補修事業 318,010
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。市街地においての道路舗装修
繕を行う際に，その事前調査として空洞調査を行う。

230,522 〃 230,522

81 〃 橋りょう補修事業 437,100

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。ま
た，郷部大橋について，平成24年11月の火災によって
損傷した箇所の修繕工事を2カ年度にわたり行う。

354,100 〃 354,100

82 建築住宅課 建築物耐震化促進事業 5,533

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。住宅の耐震診断及
び改修の補助については，非木造住宅を対象に加える
とともに，共同住宅等の予備診断補助を行う。

5,427 〃 5,427

83 〃 市営住宅維持管理事業 26,045

市営住宅への入退居や修繕など，適正な管理を行う。
空家となっている5戸の木造住宅を解体する一方，市
営住宅の戸数減少の対応策として，ＵＲ賃貸住宅の借
上を行う。

26,045 〃 26,045

84 市街地整備課
ＪＲ・京成成田駅参道口地
区整備事業

40,239
ＪＲ・京成成田駅参道口地区の道路整備に必要な用地
買収等を進める。

39,149 〃 39,149

85 〃 表参道整備事業 408,406

成田山新勝寺の参道に相応しい一体的な街並みの景観
形成を図るため，表参道のセットバック事業，建物の
ファサード整備を行うとともに，仲町地区の表参道の
車道部を，景観に配慮した石畳風の舗装に打ち替え
る。

330,272 〃 330,272

86 〃
ニュータウン中央線整備事
業

1,899,388
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。

1,899,388 〃 1,899,388

87 公園緑地課 住区基幹公園整備事業 107,000
公園長寿命化計画に基づき計画的な修繕等を行う。ウ
イング土屋地先でドッグランを整備するとともに，グ
リーンウォーターパークの整備を実施する。

58,500 〃 58,500

88 農業委員会事務局

農業委員会運営費
（農業委員・農地利用最適
化推進委員報酬）

22,380
農業委員の定員を見直すとともに，農地法の改正に伴
い，各地域で農地利用の集積・集約化等に取り組む農
地利用最適化推進委員を新設する。

保留
（農地利用最適化推進委員の定数
及び報酬額について検討）

21,032
農地面積等の状況や，他市におけ
る委員の定員及び報酬額を勘案
し，査定した。

21,032

89 教育総務課
小学校教育用コンピュータ
整備事業

75,593

情報通信技術（ＩＣＴ）教育の推進を図るため，小学
校に教育用コンピュータを配置する。教育用コン
ピュータの更新時期に合わせて順次タブレット端末を
導入する。

75,394
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

75,394

90 〃 小学校校内ＬＡＮ整備事業 61,644

情報通信技術（ＩＣＴ）教育や校務の情報化を推進す
るため，小学校内の情報通信ネットワーク（ＬＡＮ）
を整備する。校務の負担軽減を図り，教育の質の向上
と学校運営の改善に資するため，校務支援システムを
導入する。

61,644 〃 61,644
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91 教育総務課
中学校教育用コンピュータ
整備事業

30,848

情報通信技術（ＩＣＴ）教育の推進を図るため，中学
校に教育用コンピュータを配置する。教育用コン
ピュータの更新時期に合わせて順次タブレット端末を
導入する。

29,827
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

29,827

92 〃 中学校校内ＬＡＮ整備事業 27,054

情報通信技術（ＩＣＴ）教育や校務の情報化を推進す
るため，中学校内の情報通信ネットワーク（ＬＡＮ）
を整備する。校務の負担軽減を図り，教育の質の向上
と学校運営の改善に資するため，校務支援システムを
導入する。

27,054 〃 27,054

93 学校施設課 小学校大規模改造事業 232,226

建築後30年を目処に老朽化した学校施設の大規模な改
修を行うため，工事期間中の仮設校舎を借上げるほ
か，平成30年度以降に実施予定の橋賀台小学校改修工
事の基本・実施設計を行う。

127,172 〃 127,172

94 〃
小学校空調設備機能回復事
業

136,050

成田国際空港騒音区域内にある小学校の良好な教育環
境の整備を図るため，遠山小学校において設置後25年
が経過している空調設備の機能回復工事を，2カ年度
にわたり行う。

101,100 〃 101,100

95 〃 本城小学校増築事業 212,560
本城小学校区の児童数の増加による教室不足を解消す
るため，校舎の増築を行う。

保留
（今後の事業計画，事業費につい
て検討）

62,404
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

62,404

96 〃
大栄地区小中一体型校舎建
設事業（小中学校費合算）

385,169

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。メイングラウ
ンド整備，体育倉庫等の建築工事等を2カ年度にわた
り行う。

〃
保留
（今後の事業計画，事業費につい
て検討）

331,938
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

331,938

97 〃 久住中学校増築事業 392,261
久住中央地区の生徒数の増加による教室不足を解消す
るため，平成30年度当初の供用開始に向けて，校舎の
増築を行う。

390,799
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

390,799

98 学務課 学校支援地域本部事業 1,267

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。既に実施している4校（下総みどり学園，神宮寺
小，久住小，本城小）に加え，新たに4校で実施す
る。

1,267 〃 1,267

99 〃 個性を生かす教育推進事業 189,360

学力の向上を目指した少人数学習を中心とした指導方
法の工夫改善に努めるとともに，教育相談・生徒指導
面におけるきめ細かな指導体制を強化するため，学校
サポート教員及び健康推進教員を配置する。

178,980
配置状況を精査し，優先度を勘案
して査定した。

178,980

100 教育指導課 養護補助員配置事業 118,339
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。

100,054 〃 100,054

101 〃 英語科研究開発事業 181,884
全小・中学校を教育課程特例校として英語科を設置
し，外国人英語講師を配置して，児童生徒の実践的コ
ミュニケーション能力の基礎の育成を目指す。

181,798 〃 181,798

102 〃 児童生徒等健康診断事業 55,125
児童生徒及び教職員の健康診断を実施し，疾病の早期
発見と予防に努める。

53,235
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

53,235

103 学校給食センター 学校給食事業 1,276,423
バランスのとれた栄養豊かな食事の提供と，安全衛生
を重視した学校給食の運営に関する事業を実施する。

1,251,314 〃 1,251,314
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平成２９年度一般会計当初予算（主な事業の査定状況）
（単位　千円）

計上額

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 （空欄は，計上
　額未決）

12月27日までの状況

番号 担当課 事業名

要求概要 12月14日までの状況 12月20日までの状況

104 学校給食センター 学校給食施設整備事業 34,026

平成27年3月に策定した学校給食施設整備実施計画変
更計画に基づき，美郷台小学校の敷地内に学校給食共
同調理場を平成30年度以降に整備するため，実施設計
を行う。

0
事業のスケジュールを精査し，当
初予算への計上は見送とする。

0

105 公民館 公民館大規模改修事業 373,363
平成3年開館の大栄公民館は設備の老朽化が著しいこ
とから，ホールの大規模改修工事を行う。

353,892
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

353,892

106 図書館 図書館施設維持管理事業 153,341
図書館の管理・運営を行う。開館から30年を経過した
図書館本館の受変電設備の改修工事を行う。

149,940 〃 149,940

107 消防総務課 消防庁舎整備事業 729,488
常備消防体制の充実強化を図るため，平成30年度の新
庁舎開署を目指し，三里塚消防署の建替工事を行う。

648,561 〃 648,561

108 〃 消防団に関する経費 119,390

地域防災の中核を担う消防団活動を支え，災害による
被害の軽減を図る。平成29年度からは，火災出動手当
の単価を3,000円とし，消防団活動に対する報酬の適
正化を図るとともに，更なる防災意識の向上を目指
す。

保留
（火災出動手当の適正な単価につ
いて検討）

117,969
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

117,969

109 〃 消防団拠点施設整備事業 47,139

消防団拠点施設整備事業計画に基づき，各部の器具庫
等を整備する。第7分団第6部（三里塚）の建て替えを
実施するとともに，廃止となる3カ部（南三里塚，米
野，芦田）の器具庫等の解体工事を行う。

31,556
事業計画を精査し，優先度を勘案
して査定した。

31,556

110 警防課
消防車両・装備強化整備事
業

242,042
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。

229,348 〃 229,348
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