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第１章 中間見直しに向けた考え方                       

 

１-１ 中間見直しの趣旨 

 成田市商工業振興計画は、商工業の発展が地域の活性化に果たす役割の重要性に鑑み、平成 20

年 3 月に制定した「成田市商工業の振興に関する条例」の理念を受けて、本市の有する地域特性

や優位性を活かした商工業の振興を図ることを目的として平成 25 年度に策定しました。 

 本計画では、本市の商工業に関する現状やポテンシャル、課題を踏まえ、本市が今後も持続的

に地域経済の活力を維持して発展していくため、「『住んでよし、働いてよし、訪れてよし』の成

田のまちづくり」を計画の基本理念として掲げ、基本理念を実現するための４つの基本目標を定

め、基本目標のもとに 10 の基本施策と 33 の個別施策を設け、施策の目指す方向を示しています。 

 計画期間については、平成 26 年度から平成 32 年度までの 7 年間とし、平成 28 年度までの 3

年間を前期に、平成 29 年度からの 4 年間を後期に区分し、社会経済環境の変化に応じて必要な見

直しを行うこととしています。 

 計画の推進については、事業者・商工団体等と市が連携協力して取り組んでいく必要があるこ

とから、推進体制として「成田市商工業振興計画推進会議」を設置し、計画の効果的な推進を図

るため、年度ごとに計画の進行管理として、各事業の評価・検証を行い、必要に応じて改善や見

直しを図っています。 

 平成 28 年度には、本計画の上位計画である「成田市総合計画『ＮＡＲＩＴＡみらいプラン』」

がスタートし、その整合を図る必要があります。 

 本計画の後期に向けた大きな社会経済環境の変化としましては、平成 26 年 5 月に本市が国家戦

略特区の指定を受け様々な取り組みを展開する中、平成 29 年度に医学部が設置され、その後に附

属病院も設置される状況にあります。また、卸売市場においては、農林水産物の輸出拠点機能を

有した再整備に取り組んでいる状況にあります。 

 こうしたことから、平成 29 年度からの後期 4 年間に向け、計画に関する必要な事項について調

査研究を行うために市内経済団体等で組織した「成田市商工業振興計画策定会議」及び「成田市

商工業振興計画策定会議幹事会」において、本計画の中間見直しを行います。 
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１-２ 計画の位置づけ 

 本計画は、「成田市総合計画『ＮＡＲＩＴＡみらいプラン』」を上位計画とする商工業分野の個

別計画であり、本市の商工業振興を計画的に推進するための方針を定めたものです。本計画の推

進にあたっては、中心市街地活性化基本計画や観光振興基本計画、都市計画マスタープランなど、

本市が定める各関連計画との整合・調整を図りながら推進します。 
  
 
 【計画の位置づけ】 
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第２章 中間見直しの視点                           

 

２-１ 本市の商工業を取り巻く状況 

 平成 30 年に開基 1080 年を迎える成田山新勝寺の門前町として発展してきている本市では、平

成 32 年の東京オリンピック・パラリンピックを契機に、今後も訪日外国人旅行者の増加傾向は続

くものと見込まれます。 

 また、国際観光振興において重要な要素である成田国際空港では、ＬＣＣの更なる拠点化へ向

けて第 3 ターミナルがオープンするとともに、今後も増大すると見込まれる航空需要に応えるた

めに、第 3 滑走路の整備をはじめとした様々な機能強化策の実現に向けた取り組みが進められて

います。 

 国内においては、直面する人口減少・少子高齢化という課題に取り組むため、各地で地方創生

の取り組みが展開されており、国の総合戦略の目標に、雇用創出、移住・定住促進、観光客誘致、

子育て支援、地域連携などが挙げられています。 

 全企業の 9 割以上を占める中小企業は、日本のエンジンとしてその役割を担ってきております

が、今後も継続した成長産業に発展していかなければなりません。そのため国では、経済を最優

先課題に捉え、平成 28 年 7 月に中小企業等経営強化法を制定し、政府による事業分野の特性に応

じた指針の策定や、中小企業・小規模事業者等による経営力向上に係る取り組みの支援を行うと

しています。 

 また、平成 29 年度の経済産業政策においては、「中小企業等による内外需要開拓と地域未来投

資」を重点項目の一つに挙げ、経営力強化と活力ある担い手の拡大による中小企業等の活性化、

地域中核企業の稼ぐ力の強化、農商工連携・輸出力強化、世界レベルの観光産業確立に向けた取

り組み強化により、中小企業等の生産性を高めるとしています。 

 このほか、国において働き方改革の実現に向けた議論が始まり、その方向性が注視されます。 

 本市の中小企業等においては、国内の動向や国などの施策の方向性を踏まえ、また、成田国際

空港の機能拡充や圏央道・北千葉道路などの交通ネットワークの整備、東京オリンピック・パラ

リンピックの開催など、今後の商工業を取り巻く環境が大きく変化していくことが予想されます。 
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２-２ 中間見直しにあたっての現状把握 

 中間見直しの趣旨を踏まえ、本市の商工業に関する現状やポテンシャル、課題などを把握する

ため、関係団体の方々からアンケート調査とヒアリング調査を行ったところ、次の意見が寄せら

れました。 

・「北総四都市江戸紀行・江戸を感じる北総の町並み」が日本遺産の認定を受け、参道等の道路整 
 備が必要。 
・平成 37 年に団塊の世代が後期高齢者になる時代に、高齢者向けの宅配サービスや送迎タクシー 
 サービスといったものが必要。 
・足腰の不自由な高齢者や障がいのある人は、買い物弱者化している傾向がある。 
・東関東道、京葉道の２線から、圏央道の開通で、交通ネットワークが充実し、成田国際空港と 
 都心や地方がつながることにより、産業の拡大や振興が見込める。 
・成田国際空港や道路ネットワークを活かした産業の振興が必要。 
・病院等医療産業のニーズが高まってくる。 
・中小企業の生産性を上げるためには設備投資が必要。 
・工業団地の維持管理に対する支援が必要。 
・国や県などの中小企業に対する支援情報が周知され、実際に支援を受けることが必要。 
・知りたい情報をリアルタイムで配信してくれる支援が必要。 
・人材教育を充実させるため、新人のスキルアップセミナー等の研修会、勉強会、コミュニケー 
 ションの場を増やすことを望む。 
・育児休暇制度や介護休業制度はあるが、まずは、子どもを預かってくれる施設整備が必要。 

 

 結果概要 

 多くの事業者が圏央道や北千葉道路の整備等よる交通ネットワークの充実が産業の振興に与え

る影響を大きいものと考えており、今後更にネットワークが充実されることにより事業の拡大と

流通の効率化への期待が高まっています。 

 また、事業の生産性を高めるうえで設備投資を必要と考える事業者は多いものの、費用に対す

る回収見込みが不確定であることから積極的な投資に向かうよりも、人材の能力開発や技術力の

向上を図ることで生産性を高めていくことも必要であると考える事業者が見られました。 

 そのほか、事業展開にあたり知りたい情報がリアルタイムで得られるような支援を受けたいと

する事業者が見られました。 

 人材確保では、特に若い人材の確保が難しくなっていることから、ホームページの開設やホー

ムページ上に動画を載せることで企業ＰＲを工夫するなど、採用面で非常に苦労している事業者

が多く見られました。 

 また、女性が働きやすい環境整備に取り組む事業者がいる中、女性の更なる活躍を支援しよう

とする動向も見られました。 
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２-３ 中間見直しにあたっての視点 

 計画期間の後期 4 年間にあたり、本市の商工業を取り巻く状況や中間見直しにあたっての現状

把握を踏まえ、次の 4 つの視点から本計画を改訂し、持続的に地域経済を牽引し成長・発展して

いく中小企業を目指します。 

 なお、本計画における観光分野の中間見直しについては、関連計画である「第 2 次成田市観光

振興基本計画」策定後に整合・調整を図ります。 
 

 

 

視点１．誰にでも親しまれ魅力あるまちづくりの推進 

 

視点２．空・陸交通ネットワークを活かした産業振興と既存企業の競争力強化 

 

視点３．農林水産物の輸出力強化と中小企業の経営基盤の強化 

 

視点４．中小企業で働く人材の増強と女性の活躍推進 
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 （１）門前町の佇まいの魅力発信と更なる環境整備により集客力を強化します。 
 （２）大学のポテンシャルによるまちの活性化を図ります。 

  ◆主な基本施策 

  ・賑わいのあるまちづくりの推進 

 
 

 
 
 （１）国内最大級の人と物が往来する空港と圏央道等の交通ネットワークによる産業集積を 
    推進します。 
 （２）医療産業の集積と既存企業の再投資や競争力強化を促進します。 

  ◆主な基本施策 

  ・産業集積の推進 

  ・空港関連産業の振興 

 
 
 
 
 （１）空港の立地を活かした農林水産物の輸出拠点化を推進します。 
 （２）起業や創業の支援を充実させて新たなビジネスの創出を図るとともに、中小企業の 
    経営力向上を図るため商工団体などの活動を支援します。 

  ◆主な基本施策 

  ・総合的な産業振興体制の確立 

  ・中小企業の活性化支援 

 
 
 
 
 （１）様々な分野で起きている人材不足を背景に、人材の確保・育成・定着に有効となる施 
    策や事業を促進します。 
 （２）女性が働きやすい職場づくりを促進し、女性の活躍推進を図ります。 

  ◆主な基本施策 

  ・人材育成と雇用・就業の支援 

 

視点２ 空・陸交通ネットワークを活かした産業振興と既存企業の競争力強化 

視点３ 農林水産物の輸出力強化と中小企業の経営基盤の強化 

視点１ 誰にでも親しまれ魅力あるまちづくりの推進 

視点４ 中小企業で働く人材の増強と女性の活躍推進 
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第３章 基本施策と個別施策                          

 

３-１ 施策の体系 

 
 
  

基本理念 基本目標 基本施策 個別施策

① 中心市街地の活性化

② 駅周辺の賑わいの創出

③ 商店街の振興

① 生活支援型産業の振興

② 文化創造型産業の振興

③ スマートシティの形成

① 国際物流・産業集積基地としての充実

② 工業の振興

③ 企業誘致活動等の推進

④ 新産業の育成

① 空港関連産業の育成

② 空港活用の促進

① 観光拠点の整備と回遊性の確保

② 観光客誘致活動の推進 

③ 観光情報の提供

④ 集客イベントや集客プログラムの充実

⑤ 市ぐるみの「おもてなし」の展開

⑥ 東京オリンピックに関連した商工業の振興

① 観光産業の育成

② 観光による地域産業の活性化

③ コンベンションの推進　

① 成田ブランドの育成・地場産業の振興

② ６次産業化の推進

① 産業支援体制の充実

② シティプロモーションの推進

③ 卸売市場の再整備

① 中小企業の経営支援

② 起業・創業の支援

③ 公共調達（官公需）における中小企業の活用

④商工団体の活動に対する支援

① 人材の育成

② 雇用・就業の促進

③ 働きやすい環境づくり

（３）地域資源を活かした産業の振興

４ 内発型の商工業振興体制の充実

（１）総合的な産業振興体制の確立

（２）中小企業の活性化支援

（３）人材育成と雇用・就業の支援

「

住
ん
で
よ
し
、

働
い
て
よ
し
、

訪
れ
て
よ
し
」

の
成
田
の
ま
ち
づ
く
り

１ 賑わいの創出と地域経済の活性化

（１）賑わいのあるまちづくりの推進

（２）市民ニーズに応える産業の育成

２ 空港を活用した基幹産業の育成

（１）産業集積の推進

（２）空港関連産業の振興

３ 観光集客による多様な地域産業の振興

（１）魅力的な観光地づくりの推進

（２）観光関連産業の振興
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３-２ 基本目標１ 賑わいの創出と地域経済の活性化 

（１）賑わいのあるまちづくりの推進 

現行 改訂案 

①中心市街地の活性化 
JR・京成成田駅中央口地区や表参道を中心と

する本市の中心市街地は、中心市街地活性化基

本計画に基づき、商工団体等と連携して、商業

事業者や地域団体等とともに、一体的な活性化

を進めています。また、買い物環境の向上を目

指し、これまで進めてきた駐車場の確保やセッ

トバック事業による歩道整備などとあわせた商

業の活性化を推進します。 

①中心市街地の活性化 
 JR・京成成田駅参道口地区や表参道を中心と

する本市の中心市街地は、中心市街地活性化基

本計画に基づき、商工団体等と連携して、商業

事業者や地域団体等とともに、一体的な活性化

を進めています。また、江戸の風情を感じ門前

町の特徴を活かした街並み景観の形成を図るた

め表参道の車道を石畳風の舗装に改修するな

ど、人の回遊性や滞在性を高め、商業の活性化

を推進します。 

②駅周辺の賑わいの創出 
駅周辺については、各地域の生活拠点として、

便利で魅力ある買い物環境づくりを進めるた

め、複数の商店街が共同実施する大規模イベン

ト事業や、商工団体の事業と連携した集客事業

の支援を通じて、賑わいの創出を進めます。 
医療系大学の立地が予定されている公津の杜

駅周辺については、学生や教員で賑わうまちづ

くりを進めるため、関連事業の需要把握、事業

化セミナー開催等の支援など、関連ビジネスの

振興を図っていきます。 

②駅周辺の賑わいの創出 
駅周辺については、各地域の生活拠点として、

便利で魅力ある買い物環境づくりを進めるた

め、複数の商店街が共同実施する大規模イベン

ト事業や、商工団体の事業と連携した集客事業

の支援を通じて、賑わいの創出を進めます。 
 国際医療福祉大学成田キャンパスがある公津

の杜駅周辺については、学生や教員で賑わうま

ちづくりを進めるため、地元商店会等の関係機

関と衣・食・住におけるニーズ調査を行い、地

域住民や学生等を主体としたまちの活性化を支

援します。 

③商店街の振興 
 市民の生活に身近な商店街について、装飾街

路灯などによる華やぎの演出、商業活性化のた

めのイベント実施、商店会スタンプ事業の推進、

ユニバーサルデザイン化の促進など、誰もが地

元での買い物や交流に参加できるような環境づ

くりを進めます。 
 また、空き店舗を地域コミュニティの活性化

や、起業支援の場に活かすなど、地域課題の解

決や新たな市民ニーズに対応する商店街づくり

を支援していきます。 

③商店街の振興 
 【現行どおり】 
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（２）市民ニーズに応える産業の育成 

現行 改訂案 

①生活支援型産業の振興 
 少子・高齢化する社会に対応し、ヘルスケア

産業、介護・福祉・子育て支援サービスの育成、

安全・安心な住宅づくりをはじめ、市民ニーズ

にきめ細かく対応するサービス産業を振興し、

誰もが安心して住み続けることのできるまち

づくりを進めます。その中で、地域の中で互い

に課題を解決しあうようなコミュニティビジ

ネス、ソーシャルビジネスといった地域住民を

主体とするビジネスの育成、事業者の参入を推

進します。 

①生活支援型産業の振興 
 少子化や平成 37 年（2025 年）に団塊の世代

が後期高齢者となる超高齢社会に対応し、ヘル

スケア産業、介護・福祉・子育て支援サービス

の育成、安全・安心な住宅づくり、オンデマン

ド交通の利用促進をはじめ、市民ニーズにきめ

細かく対応するサービス産業を振興し、誰もが

安心して住み続けることのできるまちづくりを

進めます。その中で、地域の中で互いに課題を

解決しあうようなコミュニティビジネス、ソー

シャルビジネスといった地域住民を主体とする

ビジネスの育成、事業者の参入を推進します。 

②文化創造型産業の振興 
 北総の中核的な都市として住民の生活の質

を高めていくとともに、国際観光都市にふさわ

しい文化をつくっていくため、教育関連産業、

文化・教養サービス業、ギャラリーをはじめと

する様々なアート関連産業などを振興してい

きます。 

②文化創造型産業の振興 
 【現行どおり】 

③スマートシティの形成 
 太陽光発電をはじめとする再生可能エネル

ギーへの転換、ごみの減少・資源の再利用・再

生利用を進め、環境ビジネスや新エネルギー産

業の振興など、地球環境と健康にやさしい都市

づくりを推進します。 
 地球温暖化防止対策などの環境に配慮した

経営を行う事業者に対し、中小企業資金融資制

度（環境経営支援資金）などにより支援します。 

③スマートシティの形成 
 【現行どおり】 
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３-３ 基本目標２ 空港を活用した基幹産業の育成 

（１）産業集積の推進 

現行 改訂案 

（１）産業集積の推進 
 空港周辺地域における企業立地や産業集積

等を推進するとともに、整備が進む圏央道イン

ターチェンジ、中心市街地の機能も活かして産

業集積を一層進め、物流産業をはじめ、世界と

つながる交流拠点にふさわしい基幹産業を育

成していきます。 

（１）産業集積の推進 
 空港周辺地域における企業立地や産業集積

等を推進するため、「成田空港・圏央道沿線地

域基本計画」に基づき、成田国際空港のポテン

シャル、圏央道や北千葉道路等の流通基盤を活

かした産業の振興を図ります。 
整備が進む圏央道インターチェンジ、中心市

街地の機能も活かして産業集積を一層進め、医

療産業や物流産業をはじめ、世界とつながる交

流拠点にふさわしい基幹産業を育成していき

ます。 

① 国際物流・産業集積基地としての充実 
 本市の産業を特徴づける国際物流拠点とし

ての機能を拡充・高度化していくため、「成田

国際空港周辺土地利用ビジョン」に基づく空港

周辺での土地利用の推進、インターチェンジ周

辺への産業集積エリアの形成を進めます。ま

た、空港やインターチェンジ周辺、中心市街地

を結ぶ業務ネットワークの形成を促進するな

ど、市内各地域の特性に応じた適切な産業配置

を進め、業務核都市として、全市域で産業集積

を受け止めていきます。 
 市場ニーズへの対応力の高い産業を育むた

めには、原材料調達から生産、消費までの流通

全体の最適化を図ることが重要となり、物流産

業の高度化（専門化、マーケティングや在庫管

理、一次加工機能などを含む総合的な機能の向

上）が求められています。本市も、時代の要請

に応える国際物流都市づくりを目指し、必要な

基盤整備を検討していくとともに、業種間連携

を促進するなど、物流産業クラスターの形成を

促進します。 

① 国際物流・産業集積基地としての充実 
 【現行どおり】 
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現行 改訂案 

② 工業の振興 
工業についても、空陸の交通ネットワークと

物流機能に恵まれている本市の立地優位性を

活かし、集積を進めていきます。必要な生産基

盤の整備を進めるとともに、各種産業支援機関

と連携しながら、既存事業の高度化・複合化、

新規事業の開発を促進します。 
また、市内４か所の工業団地からなる連絡協

議会の運営支援を通じて、企業間の交流、企業

と地域との関係づくり、企業活動の円滑化に関

わる共同事業などを促進します。 

② 工業の振興 
工業については、空陸の交通ネットワークと

物流機能に恵まれている本市の立地優位性を

活かし、集積を進めていきます。必要な生産基

盤の整備を進めるとともに、各種産業支援機関

と連携しながら、既存事業の高度化・複合化、

新規事業の開発を促進するとともに、企業の再

投資と競争力強化に対して支援します。 
また、市内４か所の工業団地からなる連絡協

議会の運営支援を通じて、企業間の交流、企業

と地域との関係づくり、企業活動の円滑化に関

わる共同事業などを促進するとともに、工業団

地の環境整備を支援します。 

③ 企業誘致活動等の推進 
 産業集積を進めるため、企業誘致制度の利用

を促進し、今後とも企業誘致に力を入れます。

既存の工業団地は分譲を完了していますが、

「市街化調整区域における土地利用基準及び

地区計画運用基準」などを活用し、空港周辺の

土地利用の推進を図るとともに遊休地・施設情

報の提供に努めます。また、立地後の企業活動

や従業者の生活についての相談を受け付ける

など、立地企業へのフォローアップ活動に力を

入れます。 
 これらを総合的に進めるため、市と民間の連

携により、企業向けワンストップ相談窓口を運

営し、利用を促進していきます。 

③ 企業誘致活動等の推進 
 千葉県が定める地域再生計画「県のポテンシ

ャルを最大限に生かした地域経済活性化計画」

に基づき、圏央道の整備効果を活用した企業立

地を促進するとともに、市全体としての産業集

積を進めるため、企業誘致制度の利用を促進

し、今後とも企業誘致に力を入れます。 
 既存の工業団地は分譲を完了していますが、

「市街化調整区域における土地利用基準及び

地区計画運用基準」などを活用し、空港周辺の

土地利用の推進を図るとともに遊休地・施設情

報の提供に努めます。 
 また、立地後の企業活動や従業者の生活につ

いての相談を受け付けるなど、立地企業へのフ

ォローアップ活動に力を入れます。 
 これらを総合的に進めるため、市と民間の連

携により、企業向けワンストップ相談窓口を運

営し、利用を促進していきます。 

④ 新産業の育成 
 スポーツを通じて新たな旅行の魅力を創り

出すスポーツツーリズム、国際物流関連産業、

観光産業、医療産業など、空港の立地を活かし

た新たな産業の育成を進めます。 

④ 新産業の育成 
【現行どおり】 
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（２）空港関連産業の振興 

現行 改訂案 

① 空港関連産業の育成 
 成田国際空港の機能を支える各種サービス、

施設の整備やメンテナンス、機材提供・整備、

技術提供、備品・消耗品・食材等の提供、流通

サービス、情報処理や各種業務支援サービスな

ど、多岐にわたる関連事業の供給力を高め、空

港機能の向上と、日本を代表する玄関口として

の質の高い交流拠点づくりに貢献しながら、市

内に多様な業種・職種の事業所や人材を育み、

裾野の広い産業群を形成して育んでいきます。 

① 空港関連産業の育成 
【現行どおり】 

② 空港活用の促進 
 空港を、本市産業のＰＲ、商品販売の場とし

て積極的に活用するとともに、空港を介して国

内外の人、物、情報等を市内に誘導し、本市の

経済活性化を図ります。 
 また、空港自体の観光魅力に着目し、周辺の

関連施設とともに、本市ならではの産業観光の

推進拠点の一つとしていきます。 

② 空港活用の促進 
 【現行どおり】 
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３-４ 基本目標３ 観光集客による多様な地域産業の振興 

（１）魅力的な観光地づくりの推進 

現行 改訂案 

（１）魅力的な観光地づくりの推進 

 成田国際空港、成田山新勝寺という２大資源

を核に、観光拠点の形成とネットワーク化、観

光資源の充実、市ぐるみで来訪者をもてなす体

制をつくるとともに、これまで進めてきた観光

客誘致活動や観光情報提供を一層積極的に進

め、国際的な観光都市にふさわしいまちづくり

を進めます。 

（１）魅力的な観光地づくりの推進 

日本遺産に認定された成田山新勝寺や門前の

町並み、成田祇園祭、宗吾霊堂などの文化財を

擁する門前町の魅力や多くの訪日外国人で賑わ

う成田国際空港の立地条件と恵まれた自然や風

景などの地域資源を生かして、観光拠点の形成

とネットワーク化や観光資源の充実を図り、全

市的に来訪者をもてなす体制をつくります。 

また、これまで進めてきた観光客誘致活動や

観光情報提供を一層積極的に進め、国際的な観

光都市にふさわしいまちづくりを進めます。 

① 観光拠点の整備と回遊性の確保 

 成田国際空港、成田山新勝寺周辺の魅力向

上、集客・宿泊機能の拡充を進めるとともに、

甚兵衛公園、印旛沼、利根川をはじめ、多様な

観光拠点を形成して集客を促します。 

 各観光拠点の利用促進を図るため、成田国際

空港、主要駅、インターチェンジ等の玄関口機

能を高め、花の回廊づくり、観光拠点や商店街

拠点をめぐるルート開発などを進め、市内の循

環性を高めていきます。また、中心市街地や商

店街の整備を進めてまちなかの回遊性を高め、

散策する観光客の商店街への来訪及び消費を

促進します。 

① 観光拠点の整備と回遊性の確保 

 【現行どおり】 

② 観光客誘致活動の推進 

 国内外での観光客誘致活動、観光宣伝キャン

ペーンを、ターゲット層のニーズに即して効果

的に実施するとともに、空港利用者の市内への

誘導を強化します。 

 特に、「運気上昇のまち 成田」を国内外にア

ピールすることによる新たな来訪需要の喚起、

フィルムコミッション活動による市内地域の

ＰＲとロケ地観光の推進など、通年型の観光地

づくりに向けて戦略的な誘致活動を展開しま

す。 

② 観光客誘致活動の推進 

 国内外での観光客誘致活動、観光宣伝キャン

ペーンを、ターゲット層のニーズに即して効果

的に実施するとともに、空港利用者の市内への

誘導を強化します。 

 特に、「運気上昇のまち 成田」を国内外にア

ピールすることによる新たな来訪需要の喚起、

「市川海老蔵プロジェクト」などによる、日本

の文化や伝統芸能、歌舞伎を活用した観光の推

進など、通年型の観光地づくりに向けて戦略的

な誘致活動を展開します。 
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現行 改訂案 

③ 観光情報の提供 

 本市の魅力を伝え、来訪時の行動を支援する

観光情報の整備・提供を進めます。 

 地元事業者や市民によるご当地情報の提供、

店や商品を紹介する既存パンフレット類の更

新を進めるなど、魅力的な情報の整備を進める

とともに、多言語対応の地図やパンフレット、

インターネットを活用した情報提供など、多様

な情報媒体を確保し、わかりやすい提供が進む

よう図ります。 

 また、観光案内所機能の充実、標識・案内板

等のサイン整備、ＩＣＴを活用したナビゲーシ

ョン機能の充実、観光ガイド活動の振興などに

より来訪者の回遊性、滞留性を高め、市内での

消費を促進します。 

③ 観光情報の提供 

 【現行どおり】 

④ 集客イベントや集客プログラムの充実 

 産業イベントは、生産物の有効な販売機会で

あるだけでなく、地域の産業を事業者が直接ア

ピールし、消費者と交流する機会としても重要

です。表参道沿いの商店の魅力をアピールする

「うなぎ祭り」、伝統工芸や農産物など、本市

の産業を紹介する「成田市産業まつり」、大栄

地区において開催される「大栄ふるさとふれあ

いまつり」、下総地区において開催される「下

総ふるさとふれあい納涼まつり」、商店街イベ

ントなど、市内の商工関係イベントのＰＲや運

営を支援します。 

 また、空港利用者が日本最後の夜を楽しむラ

ストナイトツアー、航空機乗り継ぎの待ち時間

を活用して現地の観光を楽しむトランジット

ツアー、会議後の楽しみを提供するアフターコ

ンベンションや、スポーツを通じて新たな旅行

の魅力を創り出すスポーツツーリズムなど、本

市ならではの観光プログラムを育成し、集客機

会、消費機会の拡大を図ります。 

 

④ 集客イベントや集客プログラムの充実 

【現行どおり】 
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現行 改訂案 

⑤ 市ぐるみの「おもてなし」の展開 

 観光地としての安全対策、環境保全対策、ユ

ニバーサルデザイン化、医療や生活支援サービ

スをはじめ、様々な分野での外国語対応の推進

など、国際観光地にふさわしいまちづくりを推

進します。また、本市のＰＲ情報の充実、沿道

の美化や景観づくり、ガイド、通訳等の活動や

あいさつ運動などを通じて、事業者、市民、行

政が一体となって来訪者をあたたかく迎える

まちづくりを進めます。 

 そのため、観光産業を担う専門人材をはじ

め、ガイドボランティアや通訳ボランティアな

ど、国際観光地としてのおもてなしを担う幅広

い人材を育成していきます。 

⑤ 市ぐるみの「おもてなし」の展開 

 【現行どおり】 

⑥ 東京オリンピックに関連した商工業の振興 

 本市は、日本の玄関口として、平成 32 年の

東京オリンピック・パラリンピック開催に向

け、周辺都市と連携しながら適切な受入準備を

進め、これに伴って発生する様々な交流に対応

し、本市への来訪の拡大を図っていきます。 

 また、スポーツツーリズムを推進する取り組

みを支援するなど、これを機にスポーツ交流の

活性化を図ります。 

⑥ 東京オリンピックに関連した商工業の振興 

 【現行どおり】 
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（２）観光関連産業の振興 

現行 改訂案 

① 観光産業の育成 
 国際観光地として集客力を高め、滞在型の観

光地づくりを進める中で、宿泊業、飲食業、土

産物の製造・販売業、レジャー産業をはじめ、

運輸業、小売業、各種関連サービス業等の関連

産業を育成します。 

① 観光産業の育成 
 【現行どおり】 

② 観光による地域産業の活性化 
 本市の市域には、農業や製造業、伝統工芸か

ら先端産業まで、様々な産業の広がりがありま

す。これらを観光と結びつけ、多様な事業者の

参加によって、名産品や土産の開発、体験型観

光などを充実し、本市の観光の魅力化を図って

いきます。これにより、来訪者の回遊性・滞在

性を高めて市内での消費機会を拡大し、観光産

業とその他の産業分野の相乗的な発展を図り、

地域経済全体への波及を高めます。 

② 観光による地域産業の活性化 
 【現行どおり】 

③ コンベンションの推進 
 国際交流拠点としての資質を活かした滞在

型の観光地づくりを進めるとともに、市内産業

の高度化に資する情報や人材の交流を促進す

るため、県と連携してコンベンションの推進を

図るとともに、民間事業者を中心とするＭＩＣ

Ｅの誘致・開催を支援していきます。 

③ コンベンションの推進  
 【現行どおり】 
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（３）地域資源を活かした産業の振興 

現行 改訂案 

① 成田ブランドの育成・地場産業の振興 
 本市には、正二郎鋏などの伝統工芸品、鉄砲

漬などの観光土産、特産品のサツマイモやブラ

ンド米などがあります。 
 その魅力を広く国内外に伝え消費拡大を図

るため、人材育成による技術の継承、ブランド

認定制度の確立や新たな商品開発などの取り

組みを支援していきます。 
 本市では、市としてのイメージ形成と、その

魅力を広く発信するシティプロモーションと

して「成田ブランド」の形成に取り組んでおり、

従来からの「うなぎ」に加えて「成田ソラあん

ぱん」など、本市のイメージをＰＲする商品の

開発・販売を進めています。 
 今後とも、このような取り組みを促進すると

ともに、市内の特色ある生産物、製造品等を、

「成田ブランド」として認定していくなど、本

市のプロモーションと地域産業の振興を一体

的に進めていきます。 

① 成田ブランドの育成・地場産業の振興 
 本市には、正二郎鋏などの伝統工芸品、鉄砲

漬などの観光土産、特産品のサツマイモやブラ

ンド米などがあります。 
 その魅力を広く国内外に伝え消費拡大を図る

ため、人材育成による技術の継承や新たな商品

開発などの取り組みを支援していきます。 
 本市では、市としてのイメージ形成と、その

魅力を広く発信するシティプロモーションとし

て「成田ブランド」の推進に取り組んでおり、

既存資源の更なる磨き上げを行うほか、ふるさ

と寄附金制度を活用し、返礼品として本市の特

産品を扱うなど、本市のプロモーションと地域

産業の振興を一体的に進めていきます。 

② ６次産業化の推進 
 本市の農漁業は、季節とともにある食文化、

特産品の形成、緑と水の環境を支える貴重な産

業として、観光関連産業等との連携を高めなが

ら振興していきます。 
 特産品の広域流通のみならず、市内の観光施

設や商店街や流通業との連携、学校や地域での

食育の推進など地産地消の推進、加工やレスト

ラン事業、体験型観光への展開など、６次産業

化による高付加価値化を進めます。 

② ６次産業化の推進 
 【現行どおり】 
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３-５ 基本目標４ 内発型の商工業振興体制の充実 

（１）総合的な産業振興体制の確立 

現行 改訂案 

① 産業支援体制の充実 
 市と商工団体（成田商工会議所、成田市東商

工会）の連携・協働体制を基礎に、総合的な産

業支援体制を強化し、「成田ブランド」事業の

推進、「創業塾」の開催など、地域特性を活か

した産業のまちづくりを進めます。 
 産業の複合化・高度化、共同化、新産業育成

などについても、異業種間の交流や産学官連携

を促進するなど、様々な機関との連携により、

支援体制を強化していきます。 

① 産業支援体制の充実 
【現行どおり】  

② シティプロモーションの推進 
 本市では、市のイメージを形成し、産業や地

域の魅力を広くアピールするため、ロケ地誘致

と本市の観光キャラクター「うなりくん」を活

用したシティプロモーション活動を展開して

います。 
 今後とも、インターネットを活用した国内外

への情報発信、空港や駅、インターチェンジな

どを活用したＰＲのほか、様々なＰＲイベント

の開催、グルメ開発、ロケ地観光、回遊性の創

出、訪日外国人の来成促進に取り組むなど、

様々な機会をとらえて地域としての魅力を国

内外へ発信するシティプロモーションを総合

的に推進し、成田市としてのイメージ形成、競

争力アップに努めます。 
 

② シティプロモーションの推進 
市と観光協会の連携のもと、市のイメージを

形成し、産業や地域の魅力を広くアピールする

ため、「市川海老蔵プロジェクト」や本市の観光

キャラクター「うなりくん」を活用したシティ

プロモーション活動を展開しています。 
 今後とも、インターネットを活用した国内外

への情報発信、空港や駅、高速道路のサービス

エリアなどでのプロモーションのほか、様々な

ＰＲイベントの開催、回遊性の創出、訪日外国

人の来成促進に取り組むなど、様々な機会をと

らえて地域としての魅力を国内外へ発信するシ

ティプロモーションを総合的に推進し、成田市

としてのイメージ形成、競争力アップに努めま

す。 
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現行 改訂案 

③ 卸売市場の充実 

本市の卸売市場は、生鮮食料品の流通を円滑

に行うことで市民の安定した消費生活を支え

ていますが、施設の老朽化や耐震化への対応が

求められており、また流通事情の変化による取

扱量の減少など課題を有しています。 

今後の卸売市場のあり方や施設再整備につ

いて検討を行い、地産地消のルート確立や農業

生産者に対する販路提供、新鮮な食材を提供す

る常設販売、業務用市の開催、空港の立地を活

かした農林水産品の輸出拠点化など、地域経済

の活力を高める卸売市場の充実を図ります。 

③ 卸売市場の再整備 

本市の卸売市場は、生鮮食料品の流通を円滑

に行うことで市民の安定した消費生活を支えて

いますが、施設の老朽化や耐震化への対応が求

められており、また流通事情の変化による取扱

量の減少など課題を有しています。 

今後、卸売市場については、日本最大の国際

航空ネットワークを有する成田国際空港や、東

関道・圏央道・北千葉道路などの主要幹線道路

のアクセスを活用するため、成田国際空港隣接

地の千葉県花植木センター跡地を移転候補地と

し、東日本各地から集荷した農林水産物の輸出

拠点機能を有した市場として再整備していきま

す。 

 

 

（２）中小企業の活性化支援 

現行 改訂案 

① 中小企業の経営支援 

中小企業資金融資制度や利子補給制度の運

用などを通じて、中小企業の経営安定を支援す

るとともに、中小企業退職金共済掛金補助金に

より中小企業の福利厚生や雇用安定に取り組

んでまいります。 

また、商工団体の支援を通じて、総合相談、

各種講習・研修会の開催、同業種間・異業種間

の交流、イベント支援や共同事業の推進、各種

支援制度の活用などを進めていきます。 

① 中小企業の経営支援 

中小企業資金融資制度や拡充した利子補給制

度などを通じて、中小企業の経営安定を支援す

るとともに、中小企業退職金共済掛金補助金に

より中小企業の福利厚生や雇用安定に取り組ん

でまいります。 

また、商工団体の支援を通じて、総合相談、

各種講習・研修会の開催、同業種間・異業種間

の交流、イベント支援や共同事業の推進、各種

支援制度の活用などを進めていきます。 

さらに、中小企業の売上拡大や経営改善する

ため、本市にサテライト相談所として開設され

た千葉県よろず支援拠点と連携して中小企業の

経営を支援していきます。 
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現行 改訂案 

② 起業・創業の支援 

起業・創業の支援については、商工団体の支

援を通じて、相談、研修、各種支援制度の活用

を進めるとともに、中小企業資金融資制度の創

業支援資金を周知し、利用促進を図るととも

に、商工団体等と連携して、資金や経営ノウハ

ウの提供、相談対応などを充実し、就業機会の

拡大、新しいビジネスの育成を促進します。 

② 起業・創業の支援 

起業・創業の支援については、商工団体の支

援を通じて、相談、研修、各種支援制度の活用

を進めます。 

また、中小企業資金融資制度の創業支援資金

や創業支援補助金を周知し、利用促進を図ると

ともに、商工団体等と連携して、資金や経営ノ

ウハウの提供、相談対応などを充実し、就業機

会の拡大、新しいビジネスの育成を促進します。 

③ 公共調達（官公需）における中小企業の活

用 

 公共調達に関する各種法令等を遵守し、公平

性、透明性を確保しながら、公共調達における

市内中小企業の活用に努めます。 

③ 公共調達（官公需）における中小企業の活用 

 【現行どおり】 

④ 商工団体の活動に対する支援 

商工団体は、中小企業の経営改善や強化支

援、金融や経営相談など、商工業振興のための

活動のほか、地域の社会的、文化的振興におい

ても大きな役割を果たしています。成田弦まつ

りなど、自ら企画提案し地域経済の活性化を図

る商工団体の活動を支援していきます。 

 

④商工団体の活動に対する支援 

商工団体は、中小企業の経営改善や強化支援、

金融や経営相談など、商工業振興のための活動

のほか、地域の社会的、文化的振興においても

大きな役割を果たしています。 

事業者のニーズを把握し、事業者が知りたい

情報の発信や事業者が策定する経営力向上計画

サポートなど、事業者の経営力向上や地域経済

の活性化を図る商工団体の活動を支援していき

ます。 

 また、商工団体の会員増加に向けて、組織力

強化の活動に対して支援していきます。 

 
  



 

21 
 

（３）人材育成と雇用・就業の支援 

現行 改訂案 

① 人材の育成 

就業支援機関や商工団体等と連携して、求職

者、従業者などが、必要な技能・技術・知識を

獲得していくための機会を確保していきます。 

また、学校、事業者、研究機関等と連携して、

職業体験やインターンシップなど、青少年や若

者のキャリア教育を進めるとともに、高度な知

識・技術・技能を持つ専門人材の育成を支援し

ます。 

① 人材の育成 

就業支援機関や商工団体等と連携して、セミ

ナーや講習会を通じて、求職者や従業者などが

必要とする技能・技術・知識の獲得を促進しま

す。 

また、学校、事業者、研究機関等と連携して、

職業体験やインターンシップなど、青少年や若

者のキャリア教育を進めるとともに、高度な知

識・技術・技能を持つ専門人材の育成を支援し

ます。 

② 雇用・就業の促進 
 就業支援機関と連携して、市民が自分にあっ

た仕事に就き、雇用・就業を安定的に継続でき

るような環境づくりを進めます。 
 県や市、就業支援機関などが行う情報サービ

スの利用促進、就職説明会・相談会、求人・求

職マッチングイベントへの参加促進を進める

とともに、事業者による障がい者雇用の促進、

市による障害者優先調達推進法の運用などを

進めます。 

② 雇用・就業の促進 
 【現行どおり】 

③ 働きやすい環境づくり 

市民のワーク・ライフ・バランスを支える事

業者の育児・介護休業制度導入などの取り組み

を促進し、また、中小企業の従業員福利厚生な

ど、働く人々の福祉向上に資する取り組みを支

援します。 

 

③ 働きやすい環境づくり 

市民のワーク・ライフ・バランスを支える事

業者の育児休暇制度や介護休業制度導入など

の取り組みを促進するとともに、企業主導型保

育事業などにより従業員の多様な働き方を促

進します。 

また、女性の社会進出の増進を図る中、子育

てお母さんの再就職支援セミナーを通じた支

援を行うなど、女性の活躍を推進します。 
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第４章 計画の推進                              

 

４-１ 関係主体の役割 

商工業の振興は、事業者自らが創意工夫及び自助努力を重ねるとともに、事業者及び商工団体、

市民、市が連携協力し、推進することが重要です。 
  

〇 事業者は、事業者自らの創意工夫により経営基盤の安定及び強化、経営の革新、人材の育成、

従業員の福利厚生の充実等に努め、事業を通じて地域の発展に貢献していく主体です。各事業

者には、市の支援制度等を有効に活用し、また、業界団体や商工団体に積極的に参加し、経営

環境の変化への対応力を高めるとともに、市民や市と協働して、業界および地域経済の進歩・

発展に前向きに取り組んでいくことが求められます。  
 
〇 商工団体は、市や県などと連携しながら、経営指導員などによる金融・税務・労務等に関す

る相談指導を行い、商店街の近代化や地域活性化イベントの開催など、地域経済の活性化のた

めに、様々な取り組みを進めています。地域経済団体として、事業者や市と連携を図りながら、

賑わいと魅力にあふれる地域づくりに取り組んでいくことが求められます。  
 
〇 市民は、地元商工業の発展が、自らの生活環境の向上及び地域社会の活性化に寄与すること

を認識し、地元で買い物をしたり、地域イベントに積極的に参加するなど、消費者として地元

商工業の振興に協力していくことが求められます。  
 
〇 市は、事業者の経営基盤を安定させるための施策、商店街の活性化のための施策、地域工業

の活性化のための施策など、商工業の振興に必要な制度を整備し、各施策を有効に実施してい

く役割を担います。施策の展開にあたっては、商工団体との緊密な連携を基本に、その他の市

内関係機関・団体および、国、県、周辺自治体との連携･協力を図りながら円滑かつ効果的に進

めていきます。 
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４-２ 計画の推進体制 

本計画は、民間と行政の協働体制のもと、各主体がそれぞれの業務や活動の中で基本施策の推

進に積極的に取り組みながら進めていきます。 
各主体は、計画の実施を通じて課題の把握に努め、相互に情報共有しながら、課題解決の方策

を検討・推進していきます。  
 
 
◆計画の推進体制  

 
 

 
◆PDCA サイクルによる計画の進行管理  

 

協 働

事業者

地域経済の主体

商工団体等

活動支援・連携

行 政

施策の推進・支援

市 民

理解者・協力者

基本施策の推進

「住んでよし、働いてよし、訪れてよし」の成田のまちづくり

Check

評価・検証

Action

改善・見直し

Plan

計画

Do

実施


