
平成31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

○防犯灯維持管理事業

3億991万円
　市管理の防犯灯について、適正な維持管理を行うとともに、
区・自治会等が所有・管理する防犯灯の維持管理に係る経費の一
部を補助するほか、市所有の防犯灯の一括ＬＥＤ化工事を実施し
ます。

○航空機騒音地域補助事業

1億7,043万円
　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及び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。

　市では、平成28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31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。

事業の名称及び内容 予算額

　１．安全・安心でうるおいのある生活環境をつくる（住環境）

 ①　安全・安心でうるおいのある生活環境をつくる（住環境）

 ②　健康で笑顔あふれ，共に支え合う社会をつくる（保健・医療・福祉）

 ③　地域文化を生かし，未来を担う心豊かな人材を育む（教育・文化）

 ④　空港の機能を最大限に生かし，魅力的な活気あふれる都市をつくる（空港・都市基盤）

 ⑥　市民サービスを充実させ，持続可能な自治体運営を行う（自治体経営）

 ⑤　活力ある産業を育て，にぎわいや活気を生み出すまちをつくる（産業振興）

○災害医療対策事業【新規】

95万円　医師会などの関係機関で災害医療対策会議を設置し、災害時の
活動計画の策定をするほか、災害医療救護対策の活動に対し、関
係団体への補助を行います。

○浄化センター整備事業【新規】

1,641万円供用開始から30年以上が経過した成田浄化センターの再整備に向
けた検討を行い、基本計画を策定します。

○民家防音家屋等維持管理費補助事業

6億9,202万円　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、家屋及び空調施設の維持管理費の一部を補助します。



平成31年度当初予算の概要／主要事業

1,419万円団員の活動時の安全性確保及び士気向上を図るため、難燃生地使
用による機能性及び視認性の高い活動服に5年間で更新します。

　全市的な普及を目指しているケーブルテレビについて、新たに
騒音地域で視聴が可能となる世帯に対し、ケーブルテレビの加入
の際に必要となる工事費の一部を補助します。

ペット火葬場内に告別室兼収骨室を整備し、施設環境の改善を図
ります。

○八富成田斎場管理運営事業【一部新規】

2億876万円

○建築物耐震化促進事業【一部新規】

777万円　災害に強いまちづくりを促進するため、戸建住宅の耐震診断及
び改修、マンションの予備診断に対し補助するとともに、危険コ
ンクリートブロック塀等の除却工事費に対し補助します。

○リサイクルプラザ維持管理運営事業

○新清掃工場関連付帯施設整備事業

2億2,303万円　騒音下の土地利用に資するため、成田富里いずみ清掃工場から
発生する余熱等を利用した施設並びに多目的広場を整備します。

○消防車両・装備強化整備事業

○騒音地域ケーブルテレビ普及促進補助事業

945万円

○ペット火葬事業【一部新規】

1,949万円

3億8,693万円　リサイクルプラザにおける一般廃棄物の適正な処理と草木の再
資源化処理などを行い、廃棄物の有効利用を図ります。

平成30年度に策定した長寿命化計画に基づく火葬炉改修工事を行
うとともに、空調設備改修工事に向けた実施設計を行います。ま
た、臨時駐車場の舗装工事を実施します。

○成田富里いずみ清掃工場維持管理事業

1億8,244万円車両の維持管理のほか、長期車両整備計画に基づき更新を行い、
消防力の強化を図ります。

○消防団員被服貸与事業【一部新規】

6億6,296万円　一般廃棄物（可燃ごみ）を適正に処理するため、成田富里いず
み清掃工場の適切な運転維持管理を行います。
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予算額

　２．健康で笑顔あふれ，共に支え合う社会をつくる（保健・医療・福祉）

○オンデマンド交通高齢者移送サービス事業

　市内に住む70歳以上の高齢者を対象に、通院や買い物などの外
出時の交通手段として、時刻表や運行経路を定めない乗合型タク
シーによる移送サービスの実証実験を行います。

○障害者地域生活支援事業【一部新規】

8,944万円

○保健福祉館管理運営事業【一部新規】

7,323万円

3,461万円

　市民の疾病予防・健康の保持増進のため保健福祉館の管理運営
を行うとともに、空調の改修に向けた設計を含めた、施設の長寿
命化計画を策定します。

8億2,130万円

　平成32年度の国際医療福祉大学医学部附属病院の開院に向け、
取得した用地の埋蔵文化財調査などを行います。

○国家戦略特区推進事業

○障害者施設利用支援事業

12億2,811万円　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。

事業の名称及び内容

○児童ホーム整備事業

　児童ホームの待機児童解消などのため、大栄地区の小中学校の
統合に伴う校舎等の整備に併せて、平成33年度の開所を予定して
いる校舎一体型の児童ホームの整備を行います。

2億3,719万円　市内に私立保育園を新設する事業者に対し、整備費用の一部を
補助金として交付します。

　障がいのある方が自立した生活を送ることができるよう福祉
サービスの提供や補装具や日常生活用具等の給付を行います。平
成31年度からは障がい者デイサービスを実施する地域活動支援セ
ンター（Ⅱ型・Ⅲ型）を障がい児も利用できるように給付対象を
拡大します。

○私立保育園施設整備費補助事業【新規】

○総合保健福祉計画策定事業【一部新規】

890万円

　保健福祉関連施策を総合的かつ計画的に進めるため，平成33年
度から38年度を対象期間とする、次期「成田市総合保健福祉計
画」を2カ年で策定します。平成31年度は成田市総合保健福祉計
画、成田市障がい福祉計画、成田市介護保険事業計画について、
市民アンケート調査等を一括して実施します。

2,247万円
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○子ども医療費助成事業

　現在の救急医療体制を維持するとともに、安心できる地域医療
体制の確保を図ります。

○予防接種事業

○地域型保育給付事業【一部新規】

○地域医療対策事業

○児童手当支給事業

5億3,136万円　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。

3億2,272万円　地域型保育事業所（小規模保育・事業所内保育・家庭的保育）
の運営などを支援・補助します。

4億9,467万円

21億5,687万円　家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を
担う児童の健やかな成長に資するため、児童を養育している父母
等に手当を支給します。

7,037万円　市内の私立保育園などに対し、給与の上乗せ補助として、通称
「なりた手当」を交付し、保育士を確保しやすい環境を整え、待
機児童の解消を図ります。

○生活保護扶助費

20億7,791万円　生活保護法に基づき生活困窮者を保護し、被保護者に対してそ
れぞれ必要な扶助を行います。

3億7,117万円　定期予防接種を市内の医療機関等に委託します。また、高齢者
肺炎球菌ワクチンと風しんワクチンの接種費用の一部を助成しま
す。

○私立保育園等運営委託事業

14億5,083万円　保護者の就労・出産・疾病等により保育を必要とする乳幼児を
対象に、市内の私立保育園に保育を委託します。

○保育園運営事業

9億314万円　児童福祉法及び子ども・子育て支援法に基づき、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ります。

○保育士確保・処遇改善促進事業
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事業の名称及び内容

　長期的展望に立った新たなスポーツ振興の指針とするため、第3
次成田市生涯スポーツマスタープランを平成31年度から2か年で策
定します。また、策定に向けた市民アンケートを実施します。

○個性を生かす教育推進事業

○小中学校長寿命化改良事業【新規】

○文化財保存展示施設整備事業【新規】

○中学校特別教室空調設備整備事業【新規】

1,031万円

　３．地域文化を生かし，未来を担う心豊かな人材を育む（教育・文化）

予算額

1,759万円　学校施設の劣化状況等を適切に把握し、長寿命化計画を策定す
るとともに、近年の多様な学習内容等に対応した機能的な教育環
境を確保するなど学校施設の質的向上を図ります。

128万円

　特別教室（理科室，家庭科室等）に空調設備が整備されていな
い中学校に空調設備を整備し、教育環境の改善を図ります。

3,872万円　経済的理由により就学が困難な児童の保護者に対し、学校生活
に必要な物品や給食費等を支給することで義務教育の円滑な実施
を図ります。

1億7,582万円　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。

○母子保健事業【一部新規】

1億6,316万円
　健やかな成長への健康の確保及び増進への支援や妊婦健診の助
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
等を通して、子育て支援対策の充実を図ります。平成31年度は新
たに産後ケア事業を開始します。

○結核・がん検診事業【一部新規】

1億4,672万円

　がんを早期に発見し早期治療を可能とするため、がん検診を実
施するとともに、正しい健康知識の普及啓発を図ります。平成31
年度は50歳以上の偶数年齢を対象に内視鏡検査を個別健診で導入
するとともに、集団検診の胃がん及び乳がん検診について、新た
にインターネットでの予約を開始します。

1,570万円　旧滑河小学校の校舎について、埋蔵文化財資料や民俗資料など
の文化財を集約して保管する文化財保存展示施設として整備する
ため、基本・実施設計を行います。

○生涯スポーツマスタープラン策定事業【新規】

○小学校就学援助費支給事業
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　経済的理由により就学が困難な生徒の保護者に対し、学校生活
に必要な物品や給食費等を支給することで義務教育の円滑な実施
を図ります。

○JR成田駅西口市有地活用推進事業【新規】

　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
学校給食の運営を実施します。

○大栄地区小中一体型校舎建設事業

　スポーツ施設の整備充実を図るため、中台運動公園水泳プール
の改修工事を行うとともに、利用者の安全に配慮し、中台運動公
園野球場の外野フェンスに防護マットを設置します。

○小学校大規模改造事業

予算額

　４．空港の機能を最大限に生かし，魅力的な活気あふれる都市をつくる（空港・都市基盤）

○学校給食事業

　安心して暮らせる生活環境の実現や、持続可能な都市経営を確
保するため、公共交通全体のマスタープランとなる地域公共交通
網形成計画の策定に向け、基本方針を取りまとめます。

○学校給食施設整備事業

9億2,093万円
　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
づいて、美郷台小学校内に学校給食共同調理場を整備するととも
に、平成小学校内に学校給食共同調理場を整備するための実施設
計を行います。

4,269万円

事業の名称及び内容

12億9,031万円

○公共交通計画策定事業【新規】

635万円

1,000万円
　ＪＲ成田駅西口の市有地の有効活用及び駅利用者の利便性向上
を図るため、官民連携による土地の高度利用等を推進し、駅前に
ふさわしい、にぎわいと魅力ある施設を整備するとともに、駅周
辺のバリアフリー化を推進します。

○運動公園等整備事業

13億7,724万円

17億5,450万円　大栄地区は児童数が減少傾向にあることから、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します。

4億6,358万円　老朽化した橋賀台小学校西棟の改修工事を行います。また、三
里塚小学校（中央棟・増築棟）改修工事の実施設計を行います。

○中学校就学援助費支給事業
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○スポーツツーリズム推進事業【一部新規】

○生活道路整備事業

　生活基盤となる道路の安全を維持するため、道路施設の修繕を
行うとともに、街路灯のＬＥＤ化更新工事を実施します。

○橋りょう補修事業

3億3,000万円　本市が管理する橋りょうについて、定期点検の結果を基に修繕
計画を見直し、計画的かつ予防的に修繕工事を行います。

○吉倉地区周辺まちづくり事業【新規】

1,250万円
　成田空港の更なる機能強化や大学病院を核とした医療関連産業
の集積等に伴う、新たな開発需要や人口増加に適切に対応するた
め、吉倉地区周辺のまちづくり事業に取り組み、都市機能や住環
境の整備を図ります。

○コミュニティバス運行事業

1億5,632万円　路線バス廃止による市内の交通不便地域を解消するため、7ルー
トでコミュニティバスを運行し、市民の交通利便向上を図りま
す。

6億1,526万円　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。

○幹線道路整備事業

8億3,765万円　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。

○JR・京成成田駅参道口地区整備事業【一部新規】

1,247万円　市街地環境の改善や防災性の向上を目指し、京成成田駅参道口
地区の街づくり方針を検討するとともに、公共施設の配置計画等
に関する基本構想を策定します。

1,691万円　2020東京オリンピック・パラリンピックにおける事前キャンプ
の受け入れ体制を整備し、ホストタウン事業を実施します。ま
た、本市で活動する都市ボランティアの選考などを行います。

○成田ブランド推進戦略事業

8,369万円　日本の伝統芸能・文化と連動した本市の魅力発信を行うととも
に、ふるさと寄附金（納税）制度のＰＲ力を活用し、成田ブラン
ドの推進を図ります。

○道路等補修事業

5億304万円
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　５．活力ある産業を育て，にぎわいや活気を生み出すまちをつくる（産業振興）

○水田農業構造改革対策事業

○畜産振興事業【一部新規】

1億7,587万円　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作付拡大を促進しま
す。

　市民農園や本市の農産物を紹介するパンフレットの配布等の取
組により、市内外に本市の農産物の魅力を広く発信し、都市住民
と生産者の距離を縮め、本市農業の振興を図ります。平成31年度
は、東京駅で行われる青空市場マルシェにおいて本市の農産物を
配布するなどのPR活動を行います。

1,582万円

3,179万円

768万円

○農業用基盤施設保全事業【一部新規】

　畜産農家の継続的、安定的な経営に資するため、畜産農家及び
畜産農家で構成する組合の行う事業費・運営費等を助成し、畜産
業の振興を図ります。

○商工業振興に関する経費【一部新規】

　市内中小企業団体の活動に対して支援し、商工業の活性化を図
ります。

○都市・農村交流促進事業【一部新規】

　森林造成を計画的、効果的に推進し、資源としての森林の整備
を行い、森林の有する多面的機能の高度発揮と地域社会の健全な
発展を図ります。

　高品質・安定的な生産販売体制の整備を推進するため、認定農
業者等が実施する機械・施設の整備に対して補助します。

○森林保全事業【一部新規】

○強い農業づくり支援対策事業【一部新規】

予算額

446万円

　農業用用水路等をはじめとした農業経営の基盤となる施設の維
持管理費及び改修費等に対し負担金・補助金の交付を行い、農業
生産性の向上と農地の保全を図ります。

2,089万円

2億4,202万円

事業の名称及び内容

○各種競技大会誘致事業【一部新規】

455万円
　観るスポーツを推奨する観点から、トップレベルの各種競技大
会などを誘致し、スポーツに対する意識の高揚を図ります。平成
31年度はサッカー元日本代表選手との親善試合をはじめ、指導者
クリニックや少年少女サッカー教室などを行います。



平成31年度当初予算の概要／主要事業

○ケーブルテレビ視聴エリア拡大事業

1億1,145万円　騒音区域における視聴エリア拡大のため、成田ケーブルテレビ
株式会社が行う施設整備などの事業に対し、支援を行います。

○中郷ふるさと交流館管理運営事業【新規】

2,028万円　地域コミュニティの醸成などの場として整備した中郷ふるさと
交流館の管理運営を行います。

事業の名称及び内容 予算額

3,258万円　観光キャラクター「うなりくん」を活用し、各種イベントで観
光情報の発信を行います。また、本市の観光ＰＲ動画を全国のホ
テルなどで放映し、訪日外国人旅行者の更なる誘致を図ります。

　６．市民サービスを充実させ，持続可能な自治体運営を行う（自治体経営）

○観光PR事業【一部新規】

○総合計画策定事業【一部新規】

1,489万円

　「ＮＡＲＩＴＡみらいプラン」第1期基本計画の計画期間が平成
31年度で終了することに伴い、基本構想に掲げた将来都市像を実
現するため、本市の現状と課題の分析や市民意識調査等を行い、
市民の声を反映した実効性のある計画として、平成32年度からの4
年間の新たな基本施策や取組方針等を示した第2期基本計画を策定
します。


