
平成３０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

1 企画政策課 まちづくり戦略推進事業 20,000

国家戦略特区を活用した医療関連産業の集積や成田
国際空港の機能強化等に伴う新たな開発需要や人口
増加に対応するため，まちづくりに関する基本調査
を実施する。

20,000
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

20,000

2 国家戦略特区推進課 国家戦略特区推進事業 769,628

国際医療福祉大学に対し，医学部校舎の整備に要す
る費用について補助する。また，取得した医学部の
附属病院用地の埋蔵文化財調査（整理・報告書刊
行）を行うとともに，借り受けた用地の賃料を支払
う。

729,910 〃 729,910

3 行政管理課
ケーブルテレビ視聴エリア
拡大事業

151,797

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。

151,797 〃 151,797

4 管財課 庁舎改修事業 61,378
市役所庁舎の計画的な改修を行う。耐用年数を超過
した受変電設備の変圧器等改修工事及び劣化した耐
火被覆材の改修工事を行う。

61,378 〃 61,378

5 危機管理課 防災行政無線整備事業 21,502
災害発生時における情報収集及び連絡体制の充実等
を図るため，通信機器等を整備する。

20,722 〃 20,722

6 空港地域振興課 航空機騒音地域補助事業 164,902

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。

164,902 〃 164,902

7 空港対策課
民家防音家屋等維持管理費
補助事業

787,837

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。

683,287

事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。空港の機能強化に
係るものについては，進捗を注視
し，決定後の対応とした。

683,287

8 〃
航空機騒音測定システム事
業

30,229
成田空港周辺の航空機騒音を監視するため，航空機
騒音等の測定及びデータ分析を行い，また，航空機
測定局の維持管理，更新，新設等を行う。

保留
（事業内容，今後の事業計画につ
いて検討）

28,101
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。一部の更新につい
ては，次年度以降とする。

28,101

9 〃
騒音地域ケーブルテレビ普
及促進補助事業

7,142
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。

7,142
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

7,142

10 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）

15,000
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。

15,000 〃 15,000

11 〃 観光ＰＲ事業 31,131

「ゆるキャラグランプリ2017」にてグランプリを獲
得した本市の観光キャラクター「うなりくん」を活
用した観光情報の発信や，観光客誘致のためのプロ
モーションなどを実施する。

31,131 〃 31,131

12 〃 成田ブランド推進戦略事業 86,384

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）寄附者への特産等の返礼品送付や
「めいぶつチョイス」での特産の販売を行い，地域
ブランドの推進を図る。

85,813 〃 85,813

12月22日までの状況

番号 担当課 事業名

要求概要 12月8日までの状況 12月15日までの状況
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平成３０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

12月22日までの状況

番号 担当課 事業名

要求概要 12月8日までの状況 12月15日までの状況

13 スポーツ振興課
スポーツツーリズム推進事
業

5,346

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，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。

5,156
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

5,156

14 〃 各種競技大会誘致事業 14,795
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，市民の観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。

保留
（事業内容，事業費について検
討）

13,840
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

13,840

15 文化国際課 国際文化会館施設整備事業 20,135
国際文化会館の非常用電源盤改修工事を行うほか，
トイレを洋式化するための実施設計を行う。

6,686
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

6,686

16 〃
文化芸術センター管理運営
事業

132,203
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。

129,923 〃 129,923

17 保険年金課
国民健康保険特別会計繰出
金

1,366,441 国民健康保険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）

保留
（今後の事業計画，事業費につい
て検討）

1,302,369
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

1,302,369

18 〃
後期高齢者医療特別会計繰
出金

200,904 後期高齢者医療特別会計への繰出金 215,849
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

215,849

19 市民協働課
集会施設等維持管理事業
（集会施設等補助金）

49,955
区や自治会等に対し，集会施設等の整備や維持管理
に必要な経費を補助する。

49,955 〃 49,955

20 〃 中郷小学校跡地整備事業 240,028

平成23年3月末に閉校となった中郷小学校について，
地域コミュニティ維持や地域活動支援のため，小学
校校舎を活用し，コミュニティ拠点として整備す
る。

235,545 〃 235,545

21 交通防犯課
鉄道駅バリアフリー化推進
事業

100,000
成田空港駅及び空港第2ビル駅において，成田空港高
速鉄道株式会社が実施する，ホームドア等の整備に
対して補助する。

100,000 〃 100,000

22 〃
防犯灯維持管理事業
（防犯灯ＬＥＤ照明導入調
査）

14,440
電気料金の削減や二酸化炭素の削減等が見込まれる
ＬＥＤ照明の導入を促進するため，平成30年度にＬ
ＥＤ照明導入にあたり必要な調査及び設計を行う。

9,969 〃 9,969

23 〃 地域安全対策事業 32,639
「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）を中心
に，街頭防犯カメラの増設，管理等を行う。

30,130 〃 30,130

24 大栄支所
大栄支所の施設管理に関す
る経費（大栄支所の移転に
関する経費）

4,770
平成31年1月より，大栄支所を，近接する保健福祉館
大栄分館へ移転するため，改修工事等を行う。

4,626 〃 4,626

25 環境計画課
いずみ聖地公園拡張整備事
業

196,729
市民の墓地需要に対応するため，第2期2工区の509基
を普通墓地から芝生墓地へ計画変更し，拡張整備工
事を行う。

131,166
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。

131,166

26 〃 地球温暖化対策推進事業 17,640
環境への負荷の低減を図り，地球温暖化の防止等環
境の保全に寄与することを目的とし，住宅用省エネ
ルギー設備の設置に要する費用の一部を補助する。

17,640
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

17,640
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（単位　千円）

計上額
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27 環境計画課
雨水貯留施設設置費補助事
業

1,600

水資源の有効な利用，雨水の流出抑制及び水質汚濁
の防止を図り，健全な水循環の保全に資することを
目的とし，雨水貯留施設の設置に要する費用の一部
を補助する。

800
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

800

28 〃
浄化センター施設計画基本
構想策定事業

7,030

し尿処理施設の適正な維持管理に資するため，成田
浄化センターの施設計画の基本構想を策定する。基
本構想においては，施設の長寿命化や再整備等の整
備方針を検討する。

7,000 〃 7,000

29 〃
新清掃工場関連付帯施設整
備事業

232,615
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。

保留
（事業内容，事業費について検
討）

232,615
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。

232,615

30 環境対策課 公害対策事業 22,658
大気汚染等の状況を的確に測定・監視するため，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。

21,516
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。

21,516

31 〃 廃棄物不法投棄対策事業 13,290

廃棄物の不法投棄を防止するため，不法投棄監視員
等によりパトロールを実施するとともに，監視カメ
ラを設置する。また，不法投棄された廃棄物を速や
かに撤去する。

13,290
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

13,290

32 クリーン推進課
成田富里いずみ清掃工場維
持管理事業

666,547

一般廃棄物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う。また，事業
系ごみを対象にした展開検査を実施し，ごみ処理量
の削減を図る。

649,524 〃 649,524

33 〃
リサイクルプラザ維持管理
運営事業

410,135

リサイクルプラザの維持管理を行うほか，施設の長
寿命化計画を策定する。また，成田富里いずみ清掃
工場から排出された溶融スラグを売却するととも
に，草木の再資源化処理を行い，廃棄物の有効利用
を図る。

保留
（事業内容，事業費について検
討）

391,544
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

391,544

34 〃
災害廃棄物処理計画策定事
業

5,000

大規模災害発生後に大量に発生する廃棄物の処理を
迅速かつ的確に行うため，災害廃棄物処理計画を策
定し，想定される災害廃棄物処理について，速やか
な対応をとるための体制を整備する。

5,000
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。

5,000

35 環境衛生課
合併処理浄化槽設置整備事
業

71,788

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に係る費用の一部を補助
する。平成30年度から転換補助を拡充するほか，高
度処理型(TN10)への補助を増額し，設置の促進を図
る。

71,788
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

71,788

36 〃 八富成田斎場管理運営事業 226,021

八富成田斎場の維持管理を行う。また，施設の長寿
命化計画を策定するとともに，火葬炉の交換工事に
係る設計を行うほか，シャワー室の設置工事を行
い，施設利用者の利便性向上を図る。

202,637 〃 202,637

37 社会福祉課 生活困窮者自立支援事業 39,859

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。

39,439 〃 39,439

38 〃 生活保護扶助費 2,190,952
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。

2,172,404 〃 2,172,404
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（単位　千円）

計上額
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要求概要 12月8日までの状況 12月15日までの状況

39 高齢者福祉課 独居高齢者見守り支援事業 7,199

独居高齢者の安否確認を行うとともに，健康の保持
増進及び孤独感を解消を図るため，「乳酸菌飲料配
布」を行う。平成30年度より，新規で「みまもりで
んわサービス」をメニューに加える。

7,148
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

7,148

40 〃
オンデマンド交通高齢者移
送サービス事業

72,717
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。

72,711 〃 72,711

41 〃 シルバー就業対策支援事業 28,053
公益社団法人 成田市シルバー人材センターの運営費
の一部を補助し，センターの円滑な運営を図ること
により，高齢者の就業機会を確保する。

保留
（今後の事業計画，事業費につい
て検討）

24,098

事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。非常勤職員の増員
に対する補助については，見送り
とする。

24,098

42 〃
赤坂ふれあいセンター管理
運営事業

33,845
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。

33,821
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

33,821

43 障がい者福祉課 福祉手当・見舞金支給事業 438,092
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。

408,923 〃 408,923

44 〃 障害者施設利用支援事業 1,224,707
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。

1,170,606 〃 1,170,606

45 〃 障がい者雇用推進事業 9,018
民間企業等に就職する意向がある障がい者を事務員
として雇用し，一般事務に必要な技能を身に着ける
ための就労訓練を行う。

7,879 〃 7,879

46 介護保険課 介護保険特別会計繰出金 1,047,860 介護保険特別会計への繰出金 1,051,919 〃 1,051,919

47 子育て支援課
子ども・子育て支援事業計
画策定事業

3,078
子ども・子育て支援法に基づき，平成32年度を初年
度とする次期成田市子ども・子育て支援事業計画を
策定するため，ニーズ調査を行う。

2,995 〃 2,995

48 〃 子ども医療費助成事業 538,196
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。

523,520 〃 523,520

49 〃 児童手当支給事業 2,176,824
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。

2,176,814 〃 2,176,814

50 〃 病児・病後児保育事業 42,600

子どもが病気または病気の回復期に，保護者が就労
等により家庭での保育が困難な場合に，安心して子
育てができる環境を提供するため，既存の2施設に加
え，成田ニュータウン内で新たに開設される病児保
育施設の運営を，医療法人社団等に委託する。

38,347 〃 38,347

51 保育課 児童ホーム整備事業 95,152
待機児童の解消を図るため，（仮称）橋賀台第一児
童ホームの測量調査及び建設工事を行う。

91,334 〃 91,334

52 〃 地域型保育給付事業 344,245

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。

338,384 〃 338,384
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平成３０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

12月22日までの状況

番号 担当課 事業名

要求概要 12月8日までの状況 12月15日までの状況

53 保育課 私立保育園等運営委託事業 1,478,823

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。

1,453,784
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

1,453,784

54 〃 保育園運営事業 1,080,392
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。

881,192 〃 881,192

55 〃 保育園整備事業 495,907

市立保育園の施設・設備等の整備を行う。平成30年
度は，平成29年度からの継続事業である玉造保育園
の改修工事を引き続き行う。また，赤坂保育園を運
営していくため，受入児童の年齢に応じた保育環境
を整備する必要があることから，保育室等の改修工
事等を実施する。

482,624 〃 482,624

56 〃
保育士確保・処遇改善促進
事業

76,896

全国的に課題となっている保育士確保への対応と保
育士の処遇改善を図るため，千葉県の保育士処遇改
善費補助事業を活用し，市内の私立保育園などに対
し，給与の上乗せ補助を行い，保育士を確保しやす
い環境を整え，待機児童の解消を図る。

76,896 〃 76,896

57 健康増進課
地域医療対策事業
（医療機器整備補助金）

38,376
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）

38,376
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

38,376

58 〃
地域医療対策事業
（看護師等修学資金貸付
金）

199,440
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。

190,440
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

190,440

59 〃 骨髄移植ドナー支援事業 420

骨髄等移植ドナー及びドナーを雇用する事業者でド
ナー休暇の制度を設けているものに対し，骨髄等移
植ドナー等助成金を交付することにより，骨髄等を
提供しやすい環境を整備し，骨髄等の移植の推進と
ドナー候補者の登録の推進を図る。

420 〃 420

60 〃 予防接種事業 373,602
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。

372,947 〃 372,947

61 〃 母子保健事業 164,882

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。妊娠期から子育て期まで，母子や
その家族に寄り添った，継続した支援を提供するた
め，子育て世代包括支援センターを設置する。

159,215 〃 159,215

62 商工課 就業技術援助事業 5,089
求職者の雇用機会の拡大と就業条件の向上を図り，
就業・再就業を支援するため，資格取得等を目指し
た講習会を実施する。

5,089 〃 5,089

63 〃 商工業振興に関する経費 8,391

市内経済団体が実施する事業に対して支援する。
平成30年度は，本市の地域特性を生かして雇用や設
備投資等の高い付加価値を創出し，地域の事業者に
対する経済的波及効果を及ぼす地域経済牽引事業を
推進するため，地域未来投資促進法に基づく基本計
画を策定する。

7,558 〃 7,558
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平成３０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

12月22日までの状況

番号 担当課 事業名

要求概要 12月8日までの状況 12月15日までの状況

64 農政課 水田農業構造改革対策事業 170,221

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。

170,221
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

170,221

65 〃 農産物輸出支援事業 140

近年の欧米をはじめとする農産物の輸出先の取扱事
業者から，取引要件としてグローバルＧＡＰ等の国
際水準の認証の取得を求められていることから，市
内農業者等に対して，ＧＡＰ制度の周知を図る手段
として講習会や先進地の取り組み状況の視察研修を
実施する。

140 〃 140

66 〃
排水機場管理事業
（現況調査委託等）

16,367

新滑川排水機場は，近年の集中豪雨により排水機場
の排水能力を超え，湛水被害が度々，生じている。
このため改修事業の実施にあたり，国の事業採択を
受ける必要があるための事前準備である，排水計画
策定等を実施する。

16,367 〃 16,367

67 〃
土地改良区振興事業
（松崎第二排水機場改修事
業負担金）

123,448

松崎第二排水機場は老朽化が顕著であることから，
改修事業の実施にあたり，国の事業採択を受ける必
要があるため，松崎第二排水機場改修事業推進協議
会が行う施設規模等の事前調査に対し，負担金を支
出する。

123,448 〃 123,448

68 〃 農地・水保全管理事業 65,452
農地・農業用水等の適切な保全管理活動及び，農業
用用排水路等の長寿命化のための補修・更新等の取
り組みをしている活動組織を助成する。

65,452 〃 65,452

69 〃
農業集落排水事業特別会計
繰出金

138,308 農業集落排水事業特別会計への繰出金 139,767 〃 139,767

70 卸売市場
公設地方卸売市場特別会計
繰出金

174,548 公設地方卸売市場特別会計への繰出金 176,633 〃 176,633

71 土木課 急傾斜地崩壊対策事業 134,411
急傾斜地の崩壊による災害を防止するため，市内4カ
所において急傾斜地崩壊対策工事を行う。

125,411 〃 125,411

72 〃 生活道路整備事業 984,066

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。

984,066 〃 984,066

73 〃 幹線道路整備事業 666,156
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。

550,907 〃 550,907

74 〃 準用河川整備事業 142,399
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。

129,883 〃 129,883

75 道路管理課 道路等補修事業 258,940

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。舗装修繕計画に基づき舗
装修繕工事を実施するとともに，点検調査に基づく
道路附属物修繕計画を策定する。

231,408 〃 231,408
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平成３０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

12月22日までの状況

番号 担当課 事業名

要求概要 12月8日までの状況 12月15日までの状況

76 道路管理課 橋りょう補修事業 667,200

市が管理する232橋について，近接目視を基本とした
定期点検を実施し，橋りょうの健全度を診断すると
ともに，長寿命化修繕計画に基づく修繕工事を実施
する。郷部大橋の橋桁について補修工事を実施す
る。

642,200
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

642,200

77 〃 道路施設等管理事業 181,129

市が管理する道路施設等について，路面の清掃をは
じめ，道路照明や駅自由通路の管理を行うことによ
り，良好な施設の維持に努める。平成30年度は，街
路灯のＬＥＤ照明化を推進するため，導入調査設計
を行う。

170,902 〃 170,902

78 建築住宅課 空家等対策推進事業 628

空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき，空
き家全般に関する施策を総合的かつ計画的に推進し
ていく。平成30年度は，空き家の利活用の促進を図
るため，空き家バンクを設置する。

628 〃 628

79 〃 住生活基本計画推進事業 4,849

良質な住宅の供給，良好な住環境の形成，居住の安
定的な確保など，住生活基本法に掲げられた基本理
念を実現するため，「成田市住生活基本計画」を策
定する。

3,840 〃 3,840

80 〃 市営住宅維持管理事業 36,078

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
借上げを行う。

35,632 〃 35,632

81 都市計画課 都市計画策定事業 7,420

公共交通の利便性の向上と効率的な交通ネットワー
クの形成を図るため，「地域公共交通網形成計画」
の策定に取り組み，魅力あるまちづくりを推進す
る。

7,336 〃 7,336

82 市街地整備課 表参道整備事業 203,950

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，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。

185,925 〃 185,925

83 公園緑地課 住区基幹公園整備事業 55,300
継続して整備を進めているグリーンウォーターパー
クの拡張工事を行うとともに，三里塚第一公園にお
いて老朽化したトイレの改修工事を行う。

31,300 〃 31,300

84 〃 スポーツ広場等整備事業 128,915
遠山スポーツ広場を拡張するため，樹木の伐採や文
化財調査等を行うほか，老朽化したトイレの建て替
えを行う。

68,054 〃 68,054

85 〃 運動公園等整備事業 1,311,240
大谷津運動公園野球場の改修工事を行うほか，中台
運動公園体育館アリーナの空調設置工事，水泳プー
ル・管理棟の改修工事を行う。

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）

1,161,117
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

1,161,117

86 〃 パークゴルフ場整備事業 29,776
東小学校跡地等を活用し，公式大会が開催できる公
認コースとなるパークゴルフ場の整備に向けて，測
量調査等を実施する。

〃 23,000
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

23,000
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平成３０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

12月22日までの状況

番号 担当課 事業名

要求概要 12月8日までの状況 12月15日までの状況

87 学校施設課 小学校大規模改造事業 703,360

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30年度は，橋賀台小学校東棟の改
修工事を行うほか，工事期間中の仮設校舎を借上げ
る。

677,870
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

677,870

88 〃
小学校バリアフリー整備事
業

93,630

身体に障がいのある児童の学習環境の改善を図り，
地域コミュニティの拠点として，学校施設のバリア
フリー化を推進する。神宮寺小学校においてエレ
ベーター等の設置工事及び本城小学校において多目
的トイレ設置工事を行う。

80,830 〃 80,830

89 〃 本城小学校増築事業 370,336
本城小学校区の児童数が増加しており，今後普通教
室の不足が見込まれることから，校舎増築工事を行
う。

329,386 〃 329,386

90 〃
大栄地区小中一体型校舎建
設事業（小中学校費）

185,238

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。平成30年
度は，平成33年4月の開校を目指し，校舎建設箇所の
造成工事及び体育倉庫等の建築工事を行う。

147,056 〃 147,056

91 学務課 学校支援地域本部事業 4,897

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8校（成田小，八生小，
下総みどり学園，神宮寺小，久住小，本城小，川上
小，玉造中）から，16校に拡大して実施する。

2,384 〃 2,384

92 〃 個性を生かす教育推進事業 176,417

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。

176,417 〃 176,417

93 教育指導課 養護補助員配置事業 102,474
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。

100,008 〃 100,008

94 〃 英語科研究開発事業 185,455

全小中学校及び義務教育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
童生徒の英語によるコミュニケーション能力の育成
を図る。

184,683 〃 184,683

95 学校給食センター 学校給食事業 1,303,674
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。

1,249,362 〃 1,249,362

96 〃 学校給食施設整備事業 161,928
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，美郷台小に学校給食共同調理場を
整備する。

161,928 〃 161,928

97 図書館 図書館事業 122,395

地域を支える情報拠点として，市民の生活，仕事，
学校，産業など各分野の課題解決を支援する相談・
情報提供機能を強化し，生涯学習の中心的施設とし
て市民が活用できるようにする。平成30年度は，使
用開始から6年が経過した図書館システムを更新す
る。

116,982 〃 116,982
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平成３０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

12月22日までの状況

番号 担当課 事業名

要求概要 12月8日までの状況 12月15日までの状況

98 消防総務課 消防庁舎整備事業 238,406
常備消防体制の充実強化を図るため，平成30年6月の
新庁舎開署を目指し，三里塚消防署の建替工事を行
う。

238,404
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

238,404

99 〃 消防団に関する経費 116,088

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。また，デジタル簡易無線機の
アンテナ等を設置し，災害時の通信体制の強化を図
る。

116,088 〃 116,088

100 〃 消防団拠点施設整備事業 24,070
消防団拠点施設整備事業計画に基づき，第7分団第5
部（大清水）の消防団器具庫の建替工事を行う。

12,697
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。

12,697

101 警防課
消防車両・装備強化整備事
業

253,719
車両整備計画に基づき，消防車両の更新を行い，消
防力の強化に努める。

244,415
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

244,415

102 〃 消防水利整備事業 35,722
耐震性貯水槽及び消火栓を計画的に整備するととも
に，既存の貯水槽の維持管理を行う。

35,722 〃 35,722

103 指揮指令課 共同指令センター運用事業 52,080

平成25年4月1日より運用を開始した，ちば消防共同
指令センターにおいて，消防指令業務を広域的に共
同運用する。同センターの整備時に導入した関係機
器の更新整備を行う。

52,080 〃 52,080
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