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　予　算　科　目

01 06

02 02

01 03

01 03

　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，騒音地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。

　平成29年度は，施設・整備費及び調査・設計費に対し補助を行った。

○負担金補助及び交付金 千円

・ケーブルテレビ施設整備費補助金

【ケーブルテレビ施設整備事業概要】

総事業費（予定） （単位：千円）

施設整備スケジュール（予定）

　ケーブルテレビ施設（伝送路等）の整備

平成28年度 施設整備に係る調査・設計

平成29年度 局舎，遠山地区，中郷地区，久住地区，八生地区

平成30年度 豊住地区，下総地区

平成31年度 大栄地区

特 定 財 源 の 内 訳

172,967172,967

主要な事業及び成果の概要

172,967

平成31年度

施設・整備費 533,238 0 206,398 186,918

実施計画計上額（千円） 172,967

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

最終予算額（千円） 172,967

情報の共有化によるまちづくりを推進する

目 一般管理費 　施　　策 ＩＣＴの利活用により市民の利便性を向上させます。

　基本施策

決算書ページ

事　業　名 30-20 ケーブルテレビ視聴エリア拡大事業 部課名 総務部 行政管理課

120

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 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）

款 総務費 　基本目標 経営的な視点に立った効率的なまちづくり

項 総務管理費

707

合計 557,754 10,370 217,008 189,747 140,629

調査・設計費 24,516 10,370 10,610 2,829

《一般会計》
第２款　総務費

110,429（うち市補助金） 445,563 10,370 172,967 151,797

139,922

事業費内訳 合　計 平成28年度 平成29年度 平成30年度
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　予　算　科　目

01 06

02 02

01 02

08 02

　本庁舎は，昭和63年の竣工から相当の期間が経過しており，経年劣化により更新が必要な空調・

電気設備等について，環境面等にも配慮した改修を行っている。

　平成29年度は，非常用発電設備修繕及び連絡通路改修工事を実施し，庁舎の長寿命化を図った。

【施設概要】

建築年月　　　：昭和63年9月　　　　延床面積　：　20,671.88㎡

　構    造 ：鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造，一部鉄骨造

【改修工事】

主な改修内容 ：平成25年度　　　　電気設備及び消防車庫内ダクト等改修工事

  平成26年度　　　　電気設備及び消火設備等改修工事

　平成27年度　　　　エレベーター改修工事

　平成28年度　　　　受変電設備開閉器改修工事

　平成29年度　　　　非常用発電設備修繕，連絡通路改修工事

○需用費 千円

・修繕料

　非常用発電設備修繕

○委託料 千円

・実施設計委託料 千円

・工事監理委託料  〃

・その他  〃

○工事請負費 千円

・連絡通路改修工事

○寄附金 ・ ふるさと納税寄附金 千円

1,900

1,234

27,432

特 定 財 源 の 内 訳

29

39,933

主要な事業及び成果の概要

7,992

4,538

1,404

39,962 29

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

目 財産管理費 　施　　策 市有財産の適切な管理と公共施設などの更新費用の最適化に取り組みます。

実施計画計上額（千円） 41,296 最終予算額（千円） 42,315

款 総務費 　基本目標 経営的な視点に立った効率的なまちづくり

項 総務管理費 　基本施策 効率的・効果的な行政運営に努める

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 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）

決算書ページ 131

事　業　名 15-05 庁舎改修事業 部課名 総務部 管財課
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　予　算　科　目

01 04

02 02

01 02

09 02

　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

市民の交通利便の向上を図った。

　平成29年度は，大室・小泉ルートにおける小泉地先の運行経路変更とバス停の新規設置を行うと

ともに，北須賀ルートの老朽化した車両を更新し，利便性の向上を図った。

○報償費 千円

・地域公共交通会議委員謝礼（13人）

○委託料 千円

・コミュニティバス運行委託料（債務負担行為分） 千円

遠山ルート 乗車人数 人 千円

大室・小泉ルート 〃  〃　

水掛ルート 〃  〃　

豊住ルート 〃  〃　

しもふさ循環ルート 〃  〃　

津富浦ルート 〃  〃　

北須賀ルート 〃  〃　

・バス停標識製作設置委託料 千円

・草刈委託料  〃　

○その他 千円

○寄附金 ・ ふるさと納税寄附金 千円

○雑入 ・ コミュニティバス乗車料金  〃

153,930

153,795

66,931 25,600

31,789 34,014

27,235 17,336

25,919 19,678

298

特 定 財 源 の 内 訳

277

121,237

主要な事業及び成果の概要

154,328 33,091

100

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

目 交通安全対策費 　施　　策 バス交通の利便性向上を図ります。

実施計画計上額（千円） 154,662 最終予算額（千円） 154,662

款 総務費 　基本目標 魅力ある機能的なまちづくり

項 総務管理費 　基本施策 道路ネットワークと交通環境を整える

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 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）

決算書ページ 134

事　業　名 51-01 コミュニティバス運行事業 部課名 市民生活部 交通防犯課

32,814

15,919 18,864

26,445 19,922

30,959 18,381

42

93
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　予　算　科　目

01 01

02 01

01 01

10 01

　地域防災体制及び防災対策を強化するため，防災関係法令の改正，国・県の被害想定及び関係指

針の改定並びに地域特性の経年変化等を踏まえて，地域防災計画の修正を行った。

○委託料 千円

・地域防災計画策定委託料（債務負担行為分）

【地域防災計画策定委託（平成28年度～29年度　総額18,360千円）】

平成28年度の主な実施内容

・防災アセスメント調査

平成29年度の主な実施内容

・地域防災計画修正方針の検討

・地域防災計画素案の作成

・パブリックコメント実施の支援

・地域防災計画修正案の作成

・地域防災計画資料編・様式集の作成

・地域防災計画概要版の作成

9,871

主要な事業及び成果の概要

9,871

特 定 財 源 の 内 訳

9,871

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

目 防災対策費 　施　　策 地域防災力の向上を図ります。

実施計画計上額（千円） 9,872 最終予算額（千円） 9,872

項 総務管理費 　基本施策 災害などに強いまちをつくる

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 安全・安心でうるおいのある生活環境をつくる（住環境）

事　業　名 10-30 地域防災計画策定事業 部課名 総務部 危機管理課

決算書ページ 136

款 総務費 　基本目標 安全・安心に暮らせるまちづくり
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　予　算　科　目

01 01

02 01

01 01

10 01

　災害時に行政自らも被災し，人，物，情報等に制約がある状況下において，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等をあらかじめ定めるため，他の自治体等か

らの応援や受入体制を整備するための受援計画とあわせて，業務継続計画を策定した。

○委託料 千円

・業務継続計画等策定委託料

【業務継続計画等策定委託】

主な実施内容

・非常時優先業務の選定支援

・非常時優先業務の実施における課題と対策の検討支援

・受援対象業務の選定支援

・受援業務の検討支援

・データベースの構築，提供

○寄附金 ・ ふるさと納税寄附金 千円

特 定 財 源 の 内 訳

58

8,650

主要な事業及び成果の概要

8,708

8,708 58

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

目 防災対策費 　施　　策 地域防災力の向上を図ります。

実施計画計上額（千円） 9,600 最終予算額（千円） 8,716

款 総務費 　基本目標 安全・安心に暮らせるまちづくり

項 総務管理費 　基本施策 災害などに強いまちをつくる

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 安全・安心でうるおいのある生活環境をつくる（住環境）
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事　業　名 10-45 業務継続計画策定事業 部課名 総務部 危機管理課

－39－



　予　算　科　目

01 01

02 01

01 01

10 02

　急傾斜地の崩壊による災害から市民の生命を守るため，危険箇所の整備を行った。

　急傾斜地崩壊危険区域指定64カ所のうち60カ所が整備済で，平成29年度は県施工1カ所，市施工

2カ所の計3カ所の工事を実施した。また，千葉県と合同で危険箇所の点検を行った。

【成田市施工　　　一坪田2，村田】

【千葉県施工  　　下福田2】

○需用費 千円

・修繕料

　急傾斜地修繕（成毛，花崎町 他）

○委託料 千円

・測量調査委託料

○工事請負費 千円

・急傾斜地崩壊対策工事（一坪田2，村田）

○負担金補助及び交付金 千円

・急傾斜地崩壊対策事業負担金（下福田2 他）

○その他 千円

（翌年度繰越額52,000千円　繰越明許費）

○分担金 ・ 急傾斜地崩壊対策事業分担金 千円

○県補助金 ・ 　　　　　 〃　　　 補助金  〃

○市債 ・ 　　　　　 〃　　　 債  〃

15

特 定 財 源 の 内 訳

2,405

10,000

24,700

32,411

36,937

8,000

43,020

主要な事業及び成果の概要

2,762

80,125 10,000 24,700 2,405

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

目 防災対策費 　施　　策 自然災害対策の推進を図ります。

実施計画計上額（千円） 130,911 最終予算額（千円） 148,511

款 総務費 　基本目標 安全・安心に暮らせるまちづくり

項 総務管理費 　基本施策 災害などに強いまちをつくる

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 安全・安心でうるおいのある生活環境をつくる（住環境）
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事　業　名 55-01 急傾斜地崩壊対策事業 部課名 土木部 土木課

－40－



　予　算　科　目

01 06

02 01

01 02

12 02

　地域コミュニティの形成と促進を図るため，地域住民が主体となる様々な地域活動や住民の相互

交流が活発化するようコミュニティセンターの管理運営事業を行った。

　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し，民間事業者等の管理運

営手法を活用することで，多様なサービスを提供し，利用者の満足度及び施設の効用を高めるとと

もに，効率的な施設の管理運営を行った。

○委託料 千円

・三里塚コミュニティセンター指定管理料（債務負担行為分） 千円

・公津の杜コミュニティセンター指定管理料（債務負担行為分）  〃

○その他 千円

○使用料 ・ 公津の杜コミュニティセンター駐車場使用料 千円

・ 行政財産使用料  〃

3,381

特 定 財 源 の 内 訳

3,286

96

82,791

主要な事業及び成果の概要

82,792

28,485

54,307

86,173 3,382

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

目 コミュニティ推進費 　施　　策 コミュニティ施設の利用促進を図ります。

実施計画計上額（千円） 86,176 最終予算額（千円） 86,176

款 総務費 　基本目標 市民が参加する協働のまちづくり

項 総務管理費 　基本施策 コミュニティ活動を活性化する

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 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）
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事　業　名 25-15 コミュニティセンター管理運営事業 部課名 市民生活部 市民協働課

－41－



　予　算　科　目

01 01

02 01

01 02

14 01

　小・中学校の通学路の安全確保のため，青色回転灯を装着したパトロール車による防犯広報啓発

活動を実施した。また，犯罪抑止対策を推進するため，ＪＲ成田駅参道口など犯罪抑止重点地区に

街頭防犯カメラを設置し，管理を行った。

・パトロール実績　 パトロール車 6台

活動日数 215日

活動時間  4月 ～9月 13時30分から19時30分まで

10月 ～3月 12時30分から18時30分まで

○委託料 千円

・通学路防犯広報啓発活動委託料 千円

・防犯カメラ保守点検委託料他  〃

○使用料及び賃借料 千円

・パトロール車借上料 千円

・防犯カメラ借上料  〃

○工事請負費 千円

・防犯カメラ設置工事

○その他 千円

○県補助金 ・ 防犯カメラ等設置事業補助金

4,546

3,958

2,431

特 定 財 源 の 内 訳

1,000 千円

17,445

14,964

2,481

6,818

2,272

40基

そ の 他
近隣公園

街区公園 他
40基 40基

犯罪抑止
重点地区

ＪＲ成田駅
参道口 他

35基
京成公津の杜駅

周辺　他
5基

29,652

主要な事業及び成果の概要

・防犯カメラ設置状況

～H28 H29 合計

30,652 1,000

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

目 防犯対策費 　施　　策 市内の防犯体制の強化に努めます。

実施計画計上額（千円） 31,181 最終予算額（千円） 31,358

款 総務費 　基本目標 安全・安心に暮らせるまちづくり

項 総務管理費 　基本施策 犯罪や事故などが起こりにくいまちをつくる

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 安全・安心でうるおいのある生活環境をつくる（住環境）

事　業　名 23-05 地域安全対策事業 部課名 市民生活部 交通防犯課
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　予　算　科　目

01 06

02 02

03 03

01 03

　社会保障，税，災害対策の分野で効率的に情報を管理するマイナンバー制度において，希望する

市民に対しマイナンバーカード（個人番号カード）の交付事務を行った。

　平成29年度　個人番号カード交付枚数：2,999枚（累計15,897枚）

　平成29年度末　個人番号カード交付率：12.01％

○需用費 千円

・消耗品費

○役務費 千円

・手数料

○負担金補助及び交付金 千円

・通知カード・個人番号カード関連事務委任等交付金

（翌年度繰越額12,744千円　繰越明許費）

○手数料 ・ 個人番号通知カード再交付手数料 千円

・ 個人番号カード再交付手数料  〃

○国庫補助金 ・ 　　　〃　　　交付事業費補助金  〃
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事　業　名 25-01 個人番号カード等交付事業 部課名 市民生活部 市民課

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 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）

款 総務費 　基本目標 経営的な視点に立った効率的なまちづくり

項 戸籍住民基本台帳費 　基本施策 情報の共有化によるまちづくりを推進する

目 戸籍住民基本台帳費 　施　　策 ＩＣＴの利活用により市民の利便性を向上させます。

実施計画計上額（千円） 12,995 最終予算額（千円） 22,925

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

10,156

特 定 財 源 の 内 訳

402

38

9,716

10,168 9,716 440 12

主要な事業及び成果の概要

11

1
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　予　算　科　目

01 04

02 01

07 02

01 01

　地域の優れたスポーツ資源と，ツーリズム（旅行・観光）を融合させたスポーツツーリズムを推

進し，市民の意識醸成とスポーツを介した観光客の取り込みを図るため，2020年東京オリンピック

におけるアメリカ合衆国陸上チーム事前キャンプ受入れに向けた態勢の整備，同国を対象としたホ

ストタウン事業の実施，さらには，2019年ラグビーワールドカップの事前チームキャンプ誘致の継

続及び公認チームキャンプ地選定プロセスへの対応を行った。

　また，東京オリンピック・パラリンピックの機運醸成を図るため，パラテコンドー競技普及啓発

イベントの運営を行ったほか，第16回ＷＢＳＣ世界女子ソフトボール選手権大会の普及啓発イベン

トを開催した。

○委託料 千円

・スポーツツーリズム推進委託料

○負担金補助及び交付金 千円

・日本スポーツツーリズム推進機構負担金

○その他 千円

【スポーツツーリズム推進委託業務概要】

・アメリカ合衆国陸上競技連盟との関係事業の交渉

・アメリカ合衆国とのホストタウン事業の実施

・パラテコンドー競技普及啓発イベントの運営

・第16回ＷＢＳＣ世界女子ソフトボール選手権大会の普及啓発

（元女子ソフトボール日本代表選手の招聘）

○寄附金 ・ ふるさと納税寄附金 千円

特 定 財 源 の 内 訳

136

50

24

3,875

主要な事業及び成果の概要

3,937

4,011 136

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

目 企画総務費 　施　　策 スポーツツーリズムを推進します。

実施計画計上額（千円） 5,050 最終予算額（千円） 5,059

款 総務費 　基本目標 空港を生かした活気あふれるまちづくり

項 企画費 　基本施策 空港を活用し新たな成田の魅力を開発する

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 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）
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事　業　名 10-41 スポーツツーリズム推進事業 部課名
シティプロモーション部

スポーツ振興課

－44－



　予　算　科　目

01 02

02 03

07 02

01 02

　平成28年8月に国際医療福祉大学医学部の設置認可がなされたことにより，医学部新設に伴う医学

部校舎の整備に要する費用に対して補助を行った。

  また，医学部の附属施設である附属病院の用地の取得を行い，樹木伐採及び文化財調査等を委託

するとともに，附属病院を建設する（一社）成田国際医療都市機構に対して基金の拠出を行った。

○役務費 千円

・不動産鑑定手数料 千円

・その他  〃

○委託料 千円

・測量調査委託料 千円

・文化財調査委託料  〃

・樹木伐採委託料  〃

・その他  〃

○工事請負費 千円

・国際医療福祉大学医学部附属病院用地造成工事

○公有財産購入費 千円

・国際医療福祉大学医学部附属病院用地購入費（17,645.93㎡）

○負担金補助及び交付金 千円

・国際医療福祉大学建設費補助金（債務負担行為分）

○投資及び出資金 千円

・成田国際医療都市機構出資金

○その他 千円

（翌年度繰越額23,939千円　繰越明許費）

○市債 ・ 大学整備事業債 千円

特 定 財 源 の 内 訳

1,180,500

63,320

149,245

1,300,000

200,000

6,415

72,675

17,726

35,554

6,556

12,839

613,020

主要な事業及び成果の概要

1,865

784

1,081

1,793,520 1,180,500

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

目 企画総務費 　施　　策 医学部と附属病院の開設を支援します。

実施計画計上額（千円） 1,816,874 最終予算額（千円） 2,089,111

款 総務費 　基本目標 健康で笑顔あふれるまちづくり

項 企画費 　基本施策 地域医療体制の充実を図る

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 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）
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事　業　名 74-05 国家戦略特区推進事業 部課名 企画政策部 国家戦略特区推進課

－45－



　予　算　科　目

01 01

02 02

07 02

02 01

　成田空港圏自治体連絡協議会は，成田空港周辺9市町で構成され，成田空港周辺市町の振興を図る

ため，千葉県等関係機関とともに，成田空港建設の促進と併せ地域住民の生活環境の保全及び福祉

の向上に寄与することを目的として活動している。当該団体の取組として，成田空港周辺9市町のう

ち，成田ナンバーの表示地域である7市町で地方版図柄入りナンバープレートを導入するため，導入

に係る費用を負担金として支出した。

○負担金補助及び交付金 千円

・成田空港圏自治体連絡協議会負担金 千円

（負担金総額のうち，地方版図柄入りナンバープレート導入に係る経費：400千円）

・その他 千円

○その他 千円

【経過及び実施スケジュール】

　平成29年6月 地方版図柄入りナンバープレート導入に係る導入意向調査を実施

　　　〃　8月 国土交通大臣宛てに「導入意向表明書」を提出

　　　〃　9月 　　　〃　　宛てに「導入申込書」を提出

　　　〃 12月 　　　〃　　宛てに「図柄に関する提案書」を提出

　平成30年7月 国土交通省の視認性の検査，有識者会議による審査を経てデザインを決定

　　　〃　9月 地方版図柄入りナンバープレート事前申込開始

　　　〃 10月 　　　　　　　〃　　　　　　　交付開始

1,588

特 定 財 源 の 内 訳

目 空港対策費 　施　　策 地域の特性や資源を生かした地域振興策を進めます。

実施計画計上額（千円） 9,054 最終予算額（千円） 8,991

款 総務費 　基本目標 空港と共生し安心して暮らせるまちづくり

項 企画費 　基本施策 空港周辺地域の振興を図る

7,169

495

6,674

8,757

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

8,757

主要な事業及び成果の概要

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 安全・安心でうるおいのある生活環境をつくる（住環境）
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事　業　名 10-01 地域振興に関する経費 部課名 空港部 空港地域振興課
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　予　算　科　目

01 01

02 02

07 01

02 01

　騒特法に基づく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所有者に対し，それらに係る固

定資産税，都市計画税の50％相当額を補助した。

○負担金補助及び交付金 千円

・航空機騒音地域補助金

交付件数 4,490件

○その他 千円

特 定 財 源 の 内 訳

159,542

主要な事業及び成果の概要

155,167

4,375

159,542

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

目 空港対策費 　施　　策 航空機騒音対策の充実を図ります。

実施計画計上額（千円） 159,754 最終予算額（千円） 159,808

款 総務費 　基本目標 空港と共生し安心して暮らせるまちづくり

項 企画費 　基本施策 空港と共生する生活環境を整える

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 安全・安心でうるおいのある生活環境をつくる（住環境）
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事　業　名 10-05 航空機騒音地域補助事業 部課名 空港部 空港地域振興課
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　予　算　科　目

01 01

02 02

07 01

02 01

　Ａ滑走路及び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た。

○負担金補助及び交付金 千円

・民家防音家屋等維持管理費補助金

交付件数 民家防音家屋維持管理費 件 千円

1室・2室の防音家屋維持管理費 〃

空調施設維持管理費 〃

○その他 千円2,838

特 定 財 源 の 内 訳

128 1,805 〃

4,386 524,322 〃

669,119

主要な事業及び成果の概要

666,281

4,077 140,154

669,119

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

目 空港対策費 　施　　策 航空機騒音対策の充実を図ります。

実施計画計上額（千円） 682,283 最終予算額（千円） 682,310

款 総務費 　基本目標 空港と共生し安心して暮らせるまちづくり

項 企画費 　基本施策 空港と共生する生活環境を整える

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 安全・安心でうるおいのある生活環境をつくる（住環境）
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事　業　名 60-01 民家防音家屋等維持管理費補助事業 部課名 空港部 空港対策課
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　予　算　科　目

01 01

02 02

07 01

02 01

　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

に対して，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た。

　平成29年度は，中郷，久住，遠山地区において，平成28年度以前に整備された地区を除く世帯を

対象とした。

○負担金補助及び交付金 千円

・騒音地域ケーブルテレビ普及促進補助金

交付件数 117件

（中郷地区　40件，久住地区　39件，遠山地区38件）

【補助対象地区（予定）】

　事前申込みの期限は，幹線の整備が完了した日の属する年度の翌年度から起算して3年を経過する

年度の末日までとする。

　　　・平成29年度～平成32年度 中郷，久住，遠山地区（約2,700世帯）

　　　・平成30年度～平成33年度 豊住，下総地区（約2,500世帯）

　　　・平成31年度～平成34年度 大栄地区（約1,600世帯）

○基金繰入金 ・ 空港周辺対策事業基金繰入金 千円

特 定 財 源 の 内 訳

2,644

主要な事業及び成果の概要

2,644

2,644 2,644

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

目 空港対策費 　施　　策 航空機騒音対策の充実を図ります。

実施計画計上額（千円） 2,430 最終予算額（千円） 2,645

款 総務費 　基本目標 空港と共生し安心して暮らせるまちづくり

項 企画費 　基本施策 空港と共生する生活環境を整える

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 安全・安心でうるおいのある生活環境をつくる（住環境）
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事　業　名 69-01 騒音地域ケーブルテレビ普及促進補助事業 部課名 空港部 空港対策課
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　予　算　科　目

01 02

03 02

01 04

01 02

　生活困窮者自立支援法に基づき，生活困窮者の自立を促進するため，次の事業を実施した。

・必須事業

生活困窮者自立相談支援事業（相談受付数323人）

　 　　〃　　住居確保給付金の支給（延べ51人）

・任意事業

　　 就労準備支援事業（2人），家計相談支援事業（49人），学習支援事業（延べ82人）　

○報償費 千円

・学習支援事業 ボランティア講師謝礼

○委託料 千円

・生活困窮者自立支援事業委託料

○使用料及び賃借料 千円

・施設借上料

○扶助費 千円

・住居確保給付金

○その他 千円

○国庫負担金 ・ 自立相談支援事業費負担金 千円

○国庫補助金 ・ 就労準備支援事業費補助金  〃

・ 家計相談支援事業費補助金  〃

・ 子どもの学習支援事業費補助金  〃

1,720

201

5,088

12,471

実施計画計上額（千円） 38,769 最終予算額（千円） 38,022

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源

23

特 定 財 源 の 内 訳

14,506

4,918

46

32,641

2,398

項 社会福祉費 　基本施策 生活の安定を確保して自立・就労を支援する

目 社会福祉総務費 　施　　策 生活困窮者の生活安定・自立に向けた支援を充実します。

款 民生費 　基本目標 やさしさと思いやりに満ちた支え合いのまちづくり
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事　業　名 73-01 生活困窮者自立支援事業 部課名 福祉部 社会福祉課

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 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）

第３款　民生費

主要な事業及び成果の概要

一般財源

37,006 24,535
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　予　算　科　目

01 02

03 02

01 03

02 01

　障がい者等の福祉の増進を図るため，身体障がい者，知的障がい者及び精神障がい者には福祉手

当を，指定難病等の療養者には見舞金を支給した。

○扶助費 千円

・指定難病等見舞金 千円

　対象者数　　 人

・特別障害者手当等 千円

　対象者数　　 人

・重度知的障害者福祉手当 千円

　対象者数　　 人

・心身障害者・児福祉手当 千円

　対象者数　　重度身体障がい者 人

重度心身障がい児 〃

中度知的障がい者・児 〃

軽度       〃       〃

重度精神障がい者・児 〃

軽度       〃       〃

・特別障害者等介護者手当 千円

　対象者数　　 人

○その他 千円

○国庫負担金 ・ 特別障害者手当等給付費負担金 千円

○県補助金 ・ ねたきり身体障害者等福祉手当給付費補助金  〃

○寄附金 ・ ふるさと納税寄附金  〃

26,019

5,320

174

280

8,017

65

3,887

特 定 財 源 の 内 訳

1,245

62

208

301

731

34,787

156

17,611

120

296,713

372,037

主要な事業及び成果の概要

399,663

42,535

841

403,550 26,019 5,320 174

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

目 障害者福祉費 　施　　策 多様なニーズに対応した障がい福祉サービスを提供します。

実施計画計上額（千円） 401,512 最終予算額（千円） 406,356

款 民生費 　基本目標 やさしさと思いやりに満ちた支え合いのまちづくり

項 社会福祉費 　基本施策 障がいのある人の自立した生活を支援する

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 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）
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事　業　名 15-05 福祉手当・見舞金支給事業 部課名 福祉部 障がい者福祉課
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　予　算　科　目

01 02

03 02

01 03

02 01

　障がい者が地域で自立した生活を送れるよう，福祉サービスの提供や地域生活支援事業等により支援

を行った。

　平成29年度は，施設から地域生活への移行を進めるため，居住体験支援費助成事業を実施した。

○負担金補助及び交付金 千円

・精神障害者福祉ホーム運営費補助金 施設 千円

・短期入所特別支援事業補助金  〃  〃

○扶助費 千円

・居宅介護給付費 人 千円

・障害児通所等給付費 〃  〃

・共同生活援助等給付費 〃  〃

・身体障害者児補装具給付費 〃  〃

・心身障害者児日常生活用具給付費 〃  〃

・地域生活支援事業給付費 〃  〃

・居住体験支援費助成金 日  〃

・その他  〃

○その他 千円

○負担金 ・ 障害者配食サービス利用者負担金 千円

○国庫負担金 ・ 障害者総合支援給付費等負担金  〃

○国庫補助金 ・ 地域生活支援事業費補助金  〃

・ 障害者総合支援事業費補助金  〃

○県負担金 ・ 　　　〃　　　給付費等負担金  〃

○県補助金 ・ 地域生活支援事業費補助金他  〃

○財産運用収入 ・ ふるさと基金利子  〃

○雑入 ・ 居住体験事業利用者負担金他  〃8

24,378

194

146,529

17,850

2

94,766

8,889

特 定 財 源 の 内 訳

1,927

286,441

112 51,625

263 77,636

22 71

225 20,468

94 173,389

314 263,118

1 1,845

707,491

267 26,418

243,355

主要な事業及び成果の概要

4,304

2 2,459

720,684 311,013 164,379 1,937

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

目 障害者福祉費 　施　　策 多様なニーズに対応した障がい福祉サービスを提供します。

実施計画計上額（千円） 671,899 最終予算額（千円） 722,223

款 民生費 　基本目標 やさしさと思いやりに満ちた支え合いのまちづくり

項 社会福祉費 　基本施策 障がいのある人の自立した生活を支援する

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 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）

事　業　名 20-05 障害者地域生活支援事業 部課名 福祉部 障がい者福祉課
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　予　算　科　目

01 02

03 02

01 03

02 01

　障がい者の自立した生活を支援するための施設入所及び通所サービスに対する介護給付等を行っ

た。

○負担金補助及び交付金 千円

・知的障害者生活ホーム運営事業補助金 千円

施設数 施設

・強度行動障害者支援事業補助金 千円

施設数 施設

○扶助費 千円

・施設入所等・通所等給付費 千円

施設数 施設

対象者数 人

・心身障害者福祉施設通所交通費助成金 千円

対象者数 人

○その他 千円

○国庫負担金 ・ 障害者総合支援給付費等負担金 千円

○県負担金 ・ 　　　　　　 〃  〃

○県補助金 ・ 知的障害者生活ホーム運営事業費補助金  〃

・ 強度行動障害加算事業補助金  〃

○寄附金 ・ ふるさと納税寄附金  〃

574,035

282,725

944

1,756

491

455

3,397

103

1,431

特 定 財 源 の 内 訳

3,511

2

1,134,299

1,130,902

108

281,178

主要な事業及び成果の概要

5,399

1,888

3

1,141,129 574,035 285,425 491

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

目 障害者福祉費 　施　　策 多様なニーズに対応した障がい福祉サービスを提供します。

実施計画計上額（千円） 1,083,934 最終予算額（千円） 1,150,746

款 民生費 　基本目標 やさしさと思いやりに満ちた支え合いのまちづくり

項 社会福祉費 　基本施策 障がいのある人の自立した生活を支援する

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 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）
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事　業　名 20-20 障害者施設利用支援事業 部課名 福祉部 障がい者福祉課
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　予　算　科　目

01 02

03 01

02 02

01 01

　放課後に留守家庭となる小学生を保育し，その健全育成を図るとともに，保護者の仕事と子育て

の両立を支援した。平成29年度は，久住第二児童ホーム及び本城第一・第二児童ホームを開設した。

定員総数 人

【児童ホーム別延べ利用者数及び運営費】

　中台 　豊住

　三里塚・三里塚第二 　神宮寺

　玉造 　向台・向台第二

　平成・平成第二 　吾妻第一・吾妻

　成田・成田第二 　第二・吾妻第三

　加良部・加良部第二 　新山第一・新山

　橋賀台 　第二

　川上 　遠山

　公津の杜・公津の杜 　下総

　第二・公津の杜第三 　八生

　美郷台 　公津

　久住・久住第二 　本城第一・本城

　津富浦 　第二

○使用料 ・ 児童ホーム保育料 千円

○国庫補助金 ・ 子ども・子育て支援交付金

○県補助金 ・ 　　　　〃　　　　補助金

○雑入 ・ 本人負担雇用保険料

67,561 〃

66,758 〃

416 〃

合計 16,984 278,413

特 定 財 源 の 内 訳

76,086

783 12,836 460 7,541

1,068 17,507
663 10,868

567 9,295

1,839 30,146
780 12,786

99 1,623

564 9,246

398 6,524 82 1,344

973 15,950

1,230 20,163

31,457

749 12,278

614 10,065 763 12,508

1,120 18,360

512 8,393 206 3,377

1,044 17,114 551 9,032

67,592

主要な事業及び成果の概要

1,410

児童ホーム名
延べ利用
者数(人)

運営費
(千円)

児童ホーム名
延べ利用
者数(人)

運営費
(千円)

278,413 67,561 66,758 76,502

1,919

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

目 児童福祉総務費 　施　　策 充実した保育サービスを提供します。

実施計画計上額（千円） 282,359 最終予算額（千円） 282,359

款 民生費 　基本目標 安心して子どもを産み育てられるまちづくり

項 児童福祉費 　基本施策 安定した子育てを支える基盤を整える

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 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）
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事　業　名 15-01 児童ホーム管理運営事業 部課名 健康こども部 保育課
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　予　算　科　目

01 02

03 01

02 02

01 01

　児童ホームの待機児童解消のため,本城第一・第二児童ホームを整備するとともに，豊住小学校の

大規模改修工事に併せて校舎内に児童ホームを整備した。また，橋賀台小学校に新たに建設する独

立型の児童ホームに係る実施設計等を行った。

【本城第一・第二児童ホーム 施設概要】

場　所：本城小学校　校庭　　　　　延床面積：260.89㎡

構　造：軽量鉄骨造　　　　　　　　定　　員：40人×2ルーム

【豊住児童ホーム 施設概要】

場　所：豊住小学校　校舎内　　　　延床面積：52.00㎡

構　造：鉄筋コンクリート造　　　　定　　員：15人

【橋賀台児童ホーム 設計概要】

場　所：橋賀台小学校　校庭　　　　延床面積：149.05㎡

構　造：軽量鉄骨造　　　　　　　　定　　員：40人

○委託料 千円

・橋賀台児童ホーム実施設計委託料他

○工事請負費 千円

・本城第一・第二児童ホーム建設工事，豊住児童ホーム整備工事他

○その他 千円

○国庫補助金 ・ 子ども・子育て支援交付金 千円

・ 　　　　〃　　　　整備交付金  〃

○県補助金 ・ 　　　　〃　　　　補助金  〃

・ 　　　　〃　　　　整備交付金  〃

○雑入 ・ 光熱水費等実費収入  〃

○市債 ・ 児童ホーム整備事業債  〃

142

12,740

9

59,500

121,957

495

特 定 財 源 の 内 訳

142

38,454

22,024

主要な事業及び成果の概要

10,559

133,011 38,596 12,882 59,500 9

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

目 児童福祉総務費 　施　　策 充実した保育サービスを提供します。

実施計画計上額（千円） 145,847 最終予算額（千円） 134,847

款 民生費 　基本目標 安心して子どもを産み育てられるまちづくり

項 児童福祉費 　基本施策 安定した子育てを支える基盤を整える

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 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）

決算書ページ 194

事　業　名 20-01 児童ホーム整備事業 部課名 健康こども部 保育課
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　予　算　科　目

01 02

03 01

02 01

01 02

　市内に居住し健康保険に加入している中学校3年生までの子どもの保護者に対し，子どもの通院及

び入院に要した医療費（保険診療分）から自己負担金（所得割課税世帯は200円，非課税世帯は0円）

を控除した額を助成し，子育て支援の充実を図った。

○役務費 千円

・通信運搬費 千円

・手数料（審査支払い事務手数料）  〃

○扶助費 千円

・子ども医療費

○その他 千円

○県補助金 ・ 子ども医療費助成事業補助金 千円

○寄附金 ・ ふるさと納税寄附金  〃

特 定 財 源 の 内 訳

162,061

1,012

調剤 108,596 135,805 148,701

6,036

入院 1,474 10,061 70,825

通院 172,802 237,340 268,721

488,247

区分 件数（件） 延べ日数（日） 金額（千円）

351,094

主要な事業及び成果の概要

19,884

757

19,127

514,167 162,061 1,012

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

実施計画計上額（千円） 529,439 最終予算額（千円） 529,413

款 民生費 　基本目標 安心して子どもを産み育てられるまちづくり

項 児童福祉費 　基本施策 子どもの健やかな成長を支援する

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 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）
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事　業　名 60-05 子ども医療費助成事業 部課名 健康こども部 子育て支援課

目 児童福祉総務費 　施　　策 子育て家庭への支援を充実します。
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　予　算　科　目

01 02

03 01

02 02

01 01

　子ども・子育て支援新制度における地域型保育事業を実施する事業者に対し，給付費の支給や運

営の支援を行い，地域型保育事業の実施を促進し，待機児童の解消に努めた。

○負担金補助及び交付金 千円

・地域型保育給付費 千円

・特定地域型保育事業所運営費補助金  〃

○国庫負担金 ・ 子どものための教育・保育給付費負担金 千円

○県負担金 ・ 　　　　　　　　　〃  〃

2,552

特 定 財 源 の 内 訳

124,716

62,358

合　　計 1,431 254,413

256,965

254,413

なかよし保育園 138 15,123

市外 全2園 9 1,389

わくわく保育園並木町園 165 29,025

おうちほいくわたぼうし 25 6,833

ことり保育園スカイタウン園 162 29,435

ことり保育園公津の杜園 124 20,711

市内

ハレルヤ保育園 179 22,892

こひつじくらぶ 129 28,121

ひまわり保育園 193 38,664

わくわく保育園成田園 136 26,841

キッズルームひまわり 171 35,379

69,891

主要な事業及び成果の概要

地域型保育給付対象事業所 延べ委託児童数（人） 運営費（千円）

256,965 124,716 62,358

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

目 児童福祉総務費 　施　　策 充実した保育サービスを提供します。

実施計画計上額（千円） 308,024 最終予算額（千円） 278,617

款 民生費 　基本目標 安心して子どもを産み育てられるまちづくり

項 児童福祉費 　基本施策 安定した子育てを支える基盤を整える

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 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）

事　業　名 70-01 地域型保育給付事業 部課名 健康こども部 保育課
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　予　算　科　目

01 02

03 01

02 01

02 02

　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た。

○扶助費 千円

・児童手当

【児童1人当たりの支給月額及び延べ児童数】

○その他 千円

○国庫負担金 ・ 児童手当交付金 千円

○県負担金 ・ 　 〃 　負担金  〃

特 定 財 源 の 内 訳

1,517,696

329,610

合　　　　計 200,231 2,165,330

11,509

中学生 10,000円 35,038 350,380

所得制限限度額を超
える世帯(特例給付)

5,000円 13,489 67,445

3歳未満 15,000円 33,975 509,625

3歳以上
第1・2子（10,000円） 105,611 1,056,110

第3子以降（15,000円） 12,118 181,770

329,533

主要な事業及び成果の概要

2,165,330

年齢等 児童1人当たりの支給月額 延べ児童数（人） 金額（千円）

2,176,839 1,517,696 329,610

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

目 児童措置費 　施　　策 子育て家庭への支援を充実します。

実施計画計上額（千円） 2,180,468 最終予算額（千円） 2,180,468

款 民生費 　基本目標 安心して子どもを産み育てられるまちづくり

項 児童福祉費 　基本施策 子どもの健やかな成長を支援する

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 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）
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事　業　名 05-01 児童手当支給事業 部課名 健康こども部 子育て支援課
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　予　算　科　目

01 02

03 01

02 02

02 02

　児童の健全な育成を図るため，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2カ所の認定こども園及び11カ所の私立保育園に保育を委託した。

　また，市外に保護者の勤務先があり送迎の都合による場合や，里帰り出産等の際に入園を希望す

る乳幼児を対象に市外49カ所の公立及び私立保育園等に保育を委託した。

○委託料 千円

・私立保育園運営委託料

○負担金補助及び交付金 千円

・認定こども園等給付費

○負担金 ・ 保育所運営費保護者負担金 千円

○国庫負担金 ・ 子どものための教育・保育給付費負担金  〃

○県負担金 ・ 　　　　　　　　 〃 　　　　　　　　  〃

月かげ保育園 708 64,443 三里塚みらい保育園 427 59,970

宗吾保育園 1,327 110,444 市外　全24園 421 39,589
認
定
こ
ど
も

園
他

成田国際こども園 870 76,513 市外認定こども園 全6園 65 3,807

ハレルヤこども園 1,135 81,072 市外公立保育園  全18園 267 15,764

市外私立幼稚園 全1園 12 873

私
立
保
育
園

127,763 三里塚第二保育園 1,637 130,168

つのぶえ保育園 746 81,362 公津の杜保育園 2,444 190,013

大室保育園 303 38,572 あい・あい保育園　本三里塚園 634 82,842

三里塚第一保育園 1,780 143,635 キートスチャイルドケア美郷台 558 72,348

成田保育園 1,481

特 定 財 源 の 内 訳

248,147

452,588

230,032

1,141,149

178,029

合計 14,815 1,319,178

388,411

主要な事業及び成果の概要

1,319,178 452,588 230,032 248,147

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

施設名 児童数(延べ) 運営費（千円） 施設名 児童数(延べ) 運営費（千円）

目 児童措置費 　施　　策 私立保育園の運営・保育サービスを支援します。

実施計画計上額（千円） 1,232,970 最終予算額（千円） 1,351,235

款 民生費 　基本目標 安心して子どもを産み育てられるまちづくり

項 児童福祉費 　基本施策 安定した子育てを支える基盤を整える

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 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）

事　業　名 10-01 私立保育園等運営委託事業 部課名 健康こども部 保育課
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　予　算　科　目

01 02

03 01

02 02

04 01

　市立保育園13園を適正に運営し，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の

保育を行い，子育て支援の向上を図った。平成29年度は玉造保育園の大規模改修工事に伴い，入所

児童は赤坂保育園において保育を実施した。

○保育園別定員及び延べ入所児童数（※（　）内は内受託数）

○賃金 千円

・保育士賃金他

○委託料 千円

・給食調理委託料（債務負担行為分）他

○その他 千円

○負担金 ・ 保育所運営費保護者負担金 千円

・ 時間外保育保護者負担金  〃

・ 年末保育保護者負担金  〃

・ 保育所運営費市町村負担金  〃

○使用料 ・ 行政財産使用料  〃

○県補助金 ・ 被災者支援総合交付金事業費補助金  〃

○寄附金 ・ ふるさと納税寄附金  〃

○雑入 ・ 保育園職員給食従業員給食費負担金他  〃

447

1,587

18,882

162,103

6,720

117

12,469

1,556

158,654

259,735

特 定 財 源 の 内 訳

1,425 15,942 (196)

401,145

新山 150 1,722 (15) 合　計

150 1,650 (32)

吾妻 156 1,795 (26) 赤坂 30 328 (24)

中台 174 2,048 (17) 中台第二

60 609 (4)

赤荻 50 657 (0) 大栄 170 1,863 (12)

橋賀台 165 1,894 (48) 小御門

150 1,560 (12)

松崎 40 401 (3) 高岡 90 928 (3)

長沼 40 487 (0) 玉造

615,653

主要な事業及び成果の概要

（単位：人）

保育園名 定員 入所児童数 保育園名 定員 入所児童数

819,534 447 203,434

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

目 保育所費 　施　　策 充実した保育サービスを提供します。

実施計画計上額（千円） 877,656 最終予算額（千円） 877,249

款 民生費 　基本目標 安心して子どもを産み育てられるまちづくり

項 児童福祉費 　基本施策 安定した子育てを支える基盤を整える

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 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）
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事　業　名 05-01 保育園運営事業 部課名 健康こども部 保育課
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　予　算　科　目

01 02

03 01

02 02

04 01

　老朽化が著しいニュータウン内市立保育園の大規模改修を順次行うため，引き続き赤坂保育園の

園舎を借り上げ，吾妻保育園大規模改修工事及び玉造保育園大規模改修工事（継続事業）を行うと

ともに，老朽化が著しい郊外の市立保育園について，今後の整備に向けた調査等を実施した。

【吾妻保育園施設概要】

: 吾妻2丁目7番地 構造 : 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造2階建

: 1,089.77㎡（うち増築分156.88㎡） 定員 : 156人（6人増員）

【玉造保育園施設概要】（平成29～30年度継続事業　総事業費615,628千円）

: 玉造3丁目3番地 構造 : 鉄筋コンクリート造2階建

: 1,459.64㎡（うち増築分132.30㎡） 定員 : 190人（40人増員）

○委託料 千円

・吾妻保育園改修工事監理委託料 千円

・保育園整備計画策定支援委託料  〃

・その他  〃

○使用料及び賃借料 千円

・赤坂保育園園舎借上料（債務負担行為分）

○工事請負費 千円

・吾妻保育園改修工事 千円

・玉造保育園改修工事（継続費）  〃

○その他 千円

（翌年度繰越額94,254千円　継続費逓次繰越）

○市債 ・ 保育園整備事業債 千円

41,360

10,607

特 定 財 源 の 内 訳

330,900

57,788

411,412

370,052

162,860

主要な事業及び成果の概要

13,953

10,955

1,262

493,760 330,900

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

1,736

目 保育所費 　施　　策 充実した保育サービスを提供します。

実施計画計上額（千円） 210,174 最終予算額（千円） 593,215

款 民生費 　基本目標 安心して子どもを産み育てられるまちづくり

項 児童福祉費 　基本施策 安定した子育てを支える基盤を整える

延床面積

所 在 地

所 在 地

延床面積

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 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）

事　業　名 10-01 保育園整備事業 部課名 健康こども部 保育課
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　予　算　科　目

01 02

03 01

02 02

04 01

　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，市内の私立保育園等に対し，常勤保育士の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った。

○負担金補助及び交付金

・保育士処遇改善費補助金 千円

市内の私立保育園等で常勤の保育士として勤務した月数に応じ補助（上限20,000円/月）

（平成29年10月から開始）

対象者　222人 千円

市内の私立保育園等で常勤の保育士として勤務した年数に応じ補助

 1年以上 ～ 3年以下 年額 円

 4年以上 ～ 6年以下  〃 〃

 7年以上 ～ 9年以下  〃 〃

10年以上 ～12年以下  〃 〃

13年以上  〃 〃

対象者　186人 千円

○県補助金 ・ 保育士処遇改善事業費補助金 千円

○寄附金 ・ ふるさと納税寄附金  〃

特 定 財 源 の 内 訳

12,419

82

36,000

72,000

108,000

144,000

180,000

29,006

主要な事業及び成果の概要

41,507

41,507 12,419 82

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

目 保育所費 　施　　策 充実した保育サービスを提供します。

実施計画計上額（千円） 27,360 最終予算額（千円） 48,456

款 民生費 　基本目標 安心して子どもを産み育てられるまちづくり

項 児童福祉費 　基本施策 安定した子育てを支える基盤を整える

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 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）
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事　業　名 15-05 保育士確保・処遇改善促進事業 部課名 健康こども部 保育課

16,668

24,839
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　予　算　科　目

01 02

03 01

02 01

04 02

　成田市子ども・子育て支援事業計画に基づき，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整備するため，医療法人

等が設置，整備する病児保育施設に対し，整備費の補助を行った。

○負担金補助及び交付金 千円

・施設整備費補助金

【施設概要】

名　称：めだか病児保育室

設置者：医療法人社団　中島医院

所在地：中台6丁目2番地1　中島医院2階

開設日：平成30年3月31日

定　員：6人

○国庫補助金 ・ 子ども・子育て支援交付金 千円

・ 　　　　〃　　　　整備交付金  〃

○県補助金 ・ 　　　　〃　　　　補助金  〃

・ 　　　　〃　　　　整備補助金  〃

○寄附金 ・ ふるさと納税寄附金  〃

67

民生費 　基本目標 安心して子どもを産み育てられるまちづくり

項 児童福祉費 　基本施策 子どもの健やかな成長を支援する

10,441

969

10,441

67

特 定 財 源 の 内 訳

969

11,343

主要な事業及び成果の概要

34,230

34,230 11,410 11,410

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 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）
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事　業　名 60-12 病児・病後児保育施設整備費補助事業 部課名 健康こども部 子育て支援課

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

目 保育所費 　施　　策 子育て家庭への支援を充実します。

実施計画計上額（千円） 47,380 最終予算額（千円） 35,425

款

－63－



　予　算　科　目

01 02

03 02

03 04

02 02

　生活困窮者に，生活保護法に基づきそれぞれに必要な扶助を行い，生活の安定を保障した。

○扶助費 千円

(生活保護適用状況)

(扶助別内訳)

○国庫負担金 ・ 生活保護費負担金 千円

○県負担金 ・ 　　　 〃  〃

1,609,571

113,735

合　　　計 39,854 2,132,519 100.0

特 定 財 源 の 内 訳

施設事務費 147 26,821 1.3

小計 32,495 39,707 2,105,698 98.7

葬祭扶助 15 15 2,067 0.1

生業扶助 118 142 2,767 0.1

出産扶助 0 0 0 0.0

医療扶助 10,477 12,521 1,103,408 51.8

介護扶助 2,295 2,308 64,304 3.0

教育扶助 548 783 9,348 0.4

住宅扶助 9,160 11,555 302,472 14.2

生活扶助 9,882 12,383 621,332 29.1

区分 延べ世帯数 延べ人数(人) 給付額(千円) 構成比（％）

962

給付者数(人) 1,261 167 243 1,428 1,185

世帯数 995 119 152 1,114

409,213

主要な事業及び成果の概要

2,132,519

区分 28年度末 29年度開始 29年度廃止 実適用者 29年度末

2,132,519 1,609,571 113,735

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

目 扶助費 　施　　策 生活困窮者の生活安定・自立に向けた支援を充実します。

実施計画計上額（千円） 2,105,723 最終予算額（千円） 2,152,314

款 民生費 　基本目標 やさしさと思いやりに満ちた支え合いのまちづくり

項 生活保護費 　基本施策 生活の安定を確保して自立・就労を支援する

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 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）

事　業　名 10-01 生活保護扶助費 部課名 福祉部 社会福祉課
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－64－



　予　算　科　目

01 02

04 03

01 02

01 01

　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」等を交付し，現在の救急医

療体制を維持するとともに，安全で安心な地域医療の確保に資するため，成田赤十字病院に対し，

肺がん治療センター等に係る運営経費及び高度医療機器の整備に係る経費の一部を補助した。

　また，資質の高い看護師等の養成を目的として，市内の看護学校等に対し看護教員の研修にかか

る経費の一部を補助するとともに，看護師不足に対応するため，将来市内の病院に看護師等として

勤務を希望する学生に対し，無利子で修学資金の貸付を行い，市内における看護師等の確保及び地

域医療環境の充実を図った。

【看護師等修学資金貸付決定者数　78人】

【貸付決定者平成29年度卒業生の就職状況（卒業生51人）】

・成田市内（49人） 成田赤十字病院　17人，成田病院　28人，大栄病院　2人

聖マリア記念病院　1人，成田リハビリテーション病院　1人

・その他（2人）

○負担金補助及び交付金 千円

・第二次救急医療機関運営事業負担金 千円

・印旛市郡小児初期急病診療所運営費負担金  〃

・救急医療体制整備事業負担金  〃

・医療機器整備補助金  〃

・看護学校等運営費補助金  〃

・地域医療体制拡充補助金  〃

○貸付金 千円

・看護師等修学資金貸付金（債務負担行為分他）

○その他 千円

48,720

52,420

141,090

1,017

特 定 財 源 の 内 訳

470

一般財源

444,818 444,818

主要な事業及び成果の概要

302,711

7,665

442

192,994

実施計画計上額（千円） 467,915 最終予算額（千円） 467,286

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源

項 保健衛生費 　基本施策 地域医療体制の充実を図る

目 保健衛生総務費 　施　　策 地域医療サービスと救急医療体制の充実を図ります。

款 衛生費 　基本目標 健康で笑顔あふれるまちづくり
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事　業　名 20-01 地域医療対策事業 部課名 健康こども部 健康増進課

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 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）

第４款　衛生費

－65－



　予　算　科　目

01 01

04 03

01 03

01 02

　いずみ聖地公園を良好な公園機能を持つ墓園として整備しており，長期的な墓地需要に対応する

ため，第1期から第3期に分けて段階的に拡張整備を行っている。

　平成29年度は，市民の芝生墓地への需要に応えるため，普通墓地として拡張整備する予定であっ

た第2期2工区を計画変更し，芝生墓地として実施設計を行うとともに，法面崩壊対策についての地

質調査及び設計を行った。

○委託料 千円

・実施設計委託料 千円

・地質調査　〃  〃

【拡張整備概要】

拡張前敷地面積6.4ha→18.5haに拡張

拡張前墓地基数3,235基→5,735基に拡張（2,500基増）

・ 第1期（平成22年度724基募集開始　普通墓地493基，芝生墓地231基）

・ 第2期1工区（平成25年度388基募集開始　全て芝生墓地）

・ 第2期2工区（平成30年度普通墓地509基整備予定→全て芝生墓地に計画変更し整備予定）　

・ 第3期（879基整備予定　普通墓地493基，芝生墓地386基）

特 定 財 源 の 内 訳

9,850

主要な事業及び成果の概要

9,850

7,031

2,819

9,850

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

目 保健衛生総務費 　施　　策 環境衛生対策の充実を図ります。

実施計画計上額（千円） 10,595 最終予算額（千円） 10,098

款 衛生費 　基本目標 快適でうるおいのあるまちづくり

項 保健衛生費 　基本施策 ごみ処理の適正化と環境衛生の向上に努める

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 安全・安心でうるおいのある生活環境をつくる（住環境）
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事　業　名 70-01 いずみ聖地公園拡張整備事業 部課名 環境部 環境計画課

－66－



　予　算　科　目

01 02

04 03

01 01

02 02

　不活化ポリオワクチン等の定期予防接種を医療機関に委託して実施した。平成29年度は，高齢者

肺炎球菌ワクチンについて，年度内で65歳となる定期予防接種対象者に個別はがきによる接種の勧

奨を行った。

定期予防接種 （単位：人）

・高齢者インフルエンザは自己負担額1,500円

・高齢者肺炎球菌は4,000円を上限として助成

○委託料 千円

・予防接種委託料

○負担金補助及び交付金 千円

・予防接種事故補償負担金他

○ 千円

・風しんワクチン接種助成金

○その他 千円

○寄附金 ・ ふるさと納税寄附金 千円

2,627

特 定 財 源 の 内 訳

514

高齢者肺炎球菌 536

331,787

397

扶助費 806

107

任意予防接種

予防接種名 接種者数

高齢者肺炎球菌 1,114 高齢者インフルエンザ 15,097 問診のみ（見合わせ）

8

二種混合 952 水痘 2,129 Ｂ型肝炎 3,168

三種混合 0 ＢＣＧ 1,045 子宮頸がん予防

4,231

四種混合 4,246 麻しん・風しん 2,300 小児肺炎球菌 4,239

不活化ポリオ 86 日本脳炎 6,738 Ｈｉｂ（ヒブ）

335,103

主要な事業及び成果の概要

予防接種名 接種者数 予防接種名 接種者数 予防接種名 接種者数

335,617 514

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

目 予防費 　施　　策 感染症予防対策を推進します。

実施計画計上額（千円） 379,809 最終予算額（千円） 379,809

款 衛生費 　基本目標 健康で笑顔あふれるまちづくり

項 保健衛生費 　基本施策 子どもから高齢者までみんなの健康づくりを支援する

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 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）
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事　業　名 10-10 予防接種事業 部課名 健康こども部 健康増進課

－67－



　予　算　科　目

01 02

04 03

01 01

02 03

　日本人の死亡原因の第1位である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った。

　平成29年度は，対象者のうち一定年齢の未受診者に対して郵送で受診勧奨を行った。

　また，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

を拡大した。

・結核及び肺がん検診受診者数 人

・大腸がん検診受診者数 〃

・胃がん検診受診者数 〃

・子宮頸がん検診受診者数 〃（内，クーポン券受診者 人）

・乳がん検診受診者数 〃（内，クーポン券受診者 〃）

○委託料

・結核及び肺がん検診委託料

・大腸がん検診委託料

・胃がん検診委託料

・子宮頸がん検診委託料

・乳がん検診委託料

○その他

○国庫補助金 ・ 感染症予防事業費等補助金 千円

○寄附金 ・ ふるさと納税寄附金

目 予防費 　施　　策 健康づくりを推進します。

実施計画計上額（千円） 134,846 最終予算額（千円） 132,422

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

116,952

主要な事業及び成果の概要

12,172

10,447

4,365

12,971 〃

〃

款 衛生費 　基本目標 健康で笑顔あふれるまちづくり

項 保健衛生費 　基本施策 子どもから高齢者までみんなの健康づくりを支援する
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事　業　名 10-25 結核・がん検診事業 部課名 健康こども部 健康増進課

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 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）

1,967 千円

千円

〃

特 定 財 源 の 内 訳

636

30,136 〃

26,820 〃

180

26,536

117,768 636 180

4,696 41

5,360 222

115,801

19,338 千円

－68－



　予　算　科　目

01 02

04 01

01 01

03 02

　妊娠，出産，子育てに関して子どもや保護者などに，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を通して，子

育て支援対策の充実を図った。

　平成29年度から，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った。

○委託料 千円

・妊婦・乳児一般健康診査委託料 千円

・こんにちは赤ちゃん事業委託料

・その他

○扶助費 千円

・未熟児養育医療費 千円

・妊婦健康診査費用助成金

○その他 千円

○負担金 ・ 未熟児養育医療扶養義務者負担金 千円

○国庫負担金 ・ 未熟児養育医療費負担金

○国庫補助金 ・ 子ども・子育て支援交付金

○県負担金　 ・ 未熟児養育医療費負担金

○県補助金　 ・ 子ども・子育て支援補助金

○財産運用収入 ・ ふるさと基金利子

○寄附金 ・ ふるさと納税寄附金

1 〃

303 〃

1,519 〃

853 〃

1,303 〃

16,153

特 定 財 源 の 内 訳

798

1,706 〃

763 〃

18,326

4,204

14,122 〃

147,368

主要な事業及び成果の概要

119,372

114,618

3,991 〃

153,851 3,225 2,156 1,102

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

目 保健衛生普及費 　施　　策 子育て家庭への支援を充実します。

実施計画計上額（千円） 167,033 最終予算額（千円） 166,209

款 衛生費 　基本目標 安心して子どもを産み育てられるまちづくり

項 保健衛生費 　基本施策 子どもの健やかな成長を支援する

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 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）
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事　業　名 10-01 母子保健事業 部課名 健康こども部 健康増進課

－69－



　予　算　科　目

01 02

04 01

01 01

03 02

　少子化対策の充実を図ることを目的とし，特定不妊治療及び不育症の治療費の一部を助成するこ

とにより，不妊症や不育症に悩む夫婦の経済的負担の軽減を図った。

　平成29年度から，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

充を行った。

○扶助費 千円

・不妊治療助成金 千円

不妊治療：体外受精及び顕微授精

（延べ111件　うち男性不妊治療 4件　305千円）

・不育治療助成金 千円

不育治療：妊娠を継続するために治療が必要と医師が認めた治療

（延べ3件）

特 定 財 源 の 内 訳

9,487

主要な事業及び成果の概要

9,487

9,342

145

9,487

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

目 保健衛生普及費 　施　　策 子育て家庭への支援を充実します。

実施計画計上額（千円） 10,500 最終予算額（千円） 10,500

款 衛生費 　基本目標 安心して子どもを産み育てられるまちづくり

項 保健衛生費 　基本施策 子どもの健やかな成長を支援する

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 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）

事　業　名 10-06 特定不妊・不育治療費助成事業 部課名 健康こども部 健康増進課
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　予　算　科　目

01 02

04 03

01 01

03 03

　「成田市歯と口腔の健康づくり計画」に基づき，歯と口腔の疾患の予防，早期発見，早期治療に

取り組んだ。

　平成29年度から，幼児のむし歯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

た，フッ化物むし歯予防事業を実施した。

【フッ化物塗布・事業内容】

：公益社団法人 印旛郡市歯科医師会

：4歳

：200円

：77人

○報酬 千円

・嘱託歯科医師報酬51人分

○賃金 千円

・歯科衛生士賃金

○委託料 千円

・成人歯科検診委託料 千円

・訪問歯科診療事業委託料 〃

・フッ化物むし歯予防事業委託料 〃

・その他 〃

○その他 千円

○県補助金 ・ 健康増進事業費補助金 千円

1,839

特 定 財 源 の 内 訳

389

4,983

2,221

1,854

362

546

14,367

主要な事業及び成果の概要

2,970

4,964

14,756 389

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

委 託 先

対 象

自己負担額

受 診 者 数

目 保健衛生普及費 　施　　策 健康づくりを推進します。

実施計画計上額（千円） 19,475 最終予算額（千円） 19,247

款 衛生費 　基本目標 健康で笑顔あふれるまちづくり

項 保健衛生費 　基本施策 子どもから高齢者までみんなの健康づくりを支援する

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 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）
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　予　算　科　目

01 01

04 03

01 03

05 02

　狂犬病予防法に基づく登録申請，狂犬病予防注射の注射済票の交付申請等の受付を行った。ま

た，保健所，千葉県動物愛護センターと連携し，飼い主に対してペットの適正飼養に関する指導等

を行った。

　平成29年度から，飼い主のいない猫対策として，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，猫愛護員として登録した者による手術の実施を促進することで，飼い主のいない

猫の増加を抑え，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った。

○役務費 千円

・狂犬病予防集合注射通知郵送料

○負担金補助及び交付金 千円

・飼い主のいない猫不妊手術及び去勢手術費補助金

不妊手術費の補助限度額　10千円 交付件数　10匹 交付額　100千円

去勢手術費の　　〃　　　 6 〃 　 〃　　　5〃 　〃　　 30 〃

○その他 千円

○手数料 ・ 犬の登録手数料 千円

・ 狂犬病予防注射済票交付手数料  〃360

1,389

特 定 財 源 の 内 訳

1,371

130

主要な事業及び成果の概要

1,861 1,731

342

130

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

目 環境衛生費 　施　　策 環境衛生対策の充実を図ります。

実施計画計上額（千円） 2,107 最終予算額（千円） 2,107

款 衛生費 　基本目標 快適でうるおいのあるまちづくり

項 保健衛生費 　基本施策 ごみ処理の適正化と環境衛生の向上に努める

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 安全・安心でうるおいのある生活環境をつくる（住環境）

事　業　名 10-01 狂犬病予防及び動物愛護管理事業 部課名 環境部 環境衛生課
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　予　算　科　目

01 01

04 03

01 04

06 03

　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った。

　また，市民が所有する飲用井戸で確認された地下水汚染について，浄水器の新規設置をする場合

に，補助を行った。

○報償費 千円

・光化学スモッグ発令看板掲示謝礼

○委託料 千円

・大気汚染測定局保守管理委託料 千円

・テレメータシステム保守管理委託料  〃

・気象観測装置・酸性雨自動分析装置保守点検委託料  〃

・公害測定機器等廃棄処理委託料  〃

・地下水汚染除去対策事業委託料（債務負担行為分）  〃

・その他  〃

○備品購入費 千円

・窒素酸化物自動測定記録計 千円

・オキシダント自動測定記録計  〃

・酸性雨自動分析装置用転倒ます型雨量計  〃

○負担金補助及び交付金 千円

・地下水汚染に係る浄水器設置費補助金

○その他 千円

○県補助金 ・ 地下水汚染防止対策事業補助金 千円

○雑入 ・ 　　 〃 　対策事業負担金  〃

175

208

626

108

2,080

特 定 財 源 の 内 訳

4,063

253

3,431

1,620

1,185

9,346

4,104

432

454

40

14,598

主要な事業及び成果の概要

16

14,981 175 208

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

目 環境保全費 　施　　策 公害を防止し，生活環境を保全します。

実施計画計上額（千円） 20,388 最終予算額（千円） 19,996

款 衛生費 　基本目標 快適でうるおいのあるまちづくり

項 保健衛生費 　基本施策 地球環境にやさしいまちをつくる

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 安全・安心でうるおいのある生活環境をつくる（住環境）
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事　業　名 30-01 公害対策事業 部課名 環境部 環境対策課
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　予　算　科　目

01 01

04 03

01 03

06 01

　廃棄物等の不法投棄を未然に防止するため，廃棄物不法投棄監視員，環境保全指導員，環境保全

巡視員及び監視カメラによる監視並びに民間委託による夜間パトロールを実施した。

　また，不法投棄による廃棄物の回収・運搬及び処理を業者に委託し，不法投棄物を撤去した。

○報償費 千円

・廃棄物不法投棄監視員謝礼（153人） 千円

・廃棄物不法投棄監視員表彰記念品（3人）  〃

○委託料 千円

・不法投棄夜間監視業務委託料（債務負担行為分）（144日） 千円

・不法投棄物処理委託料  〃

（タイヤ12ｍ
3
・コンクリートガラ等3ｍ

3
他）

・不法投棄物回収運搬委託料（77回） 千円

○使用料及び賃借料 千円

・監視カメラ借上料（8基） 千円

・庁用車借上料（2台）  〃

○工事請負費 千円

・監視カメラ移設工事（1基）

○その他 千円

○県補助金 ・ 産業廃棄物不法投棄防止事業総合補助金 千円

1,688

151

1,681

特 定 財 源 の 内 訳

1,503

4

5,701

3,337

451

1,913

1,078

610

11,945

主要な事業及び成果の概要

4,227

4,223

13,448 1,503

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

目 環境保全費 　施　　策 ごみを減らすとともに，資源としての利用を進めます。

実施計画計上額（千円） 13,500 最終予算額（千円） 13,791

款 衛生費 　基本目標 快適でうるおいのあるまちづくり

項 保健衛生費 　基本施策 ごみ処理の適正化と環境衛生の向上に努める

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 安全・安心でうるおいのある生活環境をつくる（住環境）

事　業　名 45-01 廃棄物不法投棄対策事業 部課名 環境部 環境対策課
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　予　算　科　目

01 01

04 03

01 04

06 02

　成田市環境基本計画が平成29年度で終了するため，平成30年度からの10年間について環境保全施

策を総合的かつ計画的に推進するよう，平成28年度と平成29年度の2か年で新基本計画を策定した。

　平成29年度は，平成28年度に作成した計画の素案について環境審議会へ諮問し，その答申を経て

パブリックコメントを実施し，計画を策定した。

○委託料 千円

・環境基本計画策定委託料（債務負担行為分）

【環境基本計画策定委託概要】

平成28年度 2,336千円

・現況調査，市民意識調査の実施

・現行計画の評価，温室効果ガス排出量実態調査及び将来推計

・環境施策，環境指標，重点プロジェクト，進行管理手法の検討

・素案作成

平成29年度 2,413千円（債務負担行為分）

・市議会への報告，環境審議会への諮問・答申

・パブリックコメントの実施

・計画策定

2,413

主要な事業及び成果の概要

2,413

特 定 財 源 の 内 訳

2,413

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

目 環境保全費 　施　　策 環境負荷低減への取組みを進めます。

実施計画計上額（千円） 2,413 最終予算額（千円） 2,413

款 衛生費 　基本目標 快適でうるおいのあるまちづくり

項 保健衛生費 　基本施策 地球環境にやさしいまちをつくる

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 安全・安心でうるおいのある生活環境をつくる（住環境）
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事　業　名 60-01 環境基本計画推進事業 部課名 環境部 環境計画課
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　予　算　科　目

01 01

04 03

01 04

06 02

　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て，住宅

用省エネルギー設備を新たに設置した市民に，その設置に要する費用の一部を補助した。

○負担金補助及び交付金 千円

住宅用省エネルギー設備設置費補助金

・太陽光発電システム 千円

（出力1kW当たり3万円，上限額12万円） 補助件数 件

合計最大出力 kW

・燃料電池コージェネレーションシステム（エネファーム） 千円

（1設備当たり上限額10万円） 補助件数 件

・定置用リチウムイオン蓄電池 千円

（1設備当たり上限額10万円） 補助件数 件

・エネルギー管理システム機器（ＨＥＭＳ) 千円

（1設備当たり上限額1万円） 補助件数 件

・太陽熱利用システム 千円

（1設備当たり上限額5万円） 補助件数 件

・地中熱利用システム 千円

（1設備当たり上限額10万円） 補助件数 件

○県補助金 ・ 住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金 千円

2

特 定 財 源 の 内 訳

4,160

310

31

200

4

200

674.85

2,300

23

2,500

25

15,515

主要な事業及び成果の概要

19,675

14,165

124

19,675 4,160

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

目 環境保全費 　施　　策 環境負荷低減への取組みを進めます。

実施計画計上額（千円） 23,140 最終予算額（千円） 23,140

款 衛生費 　基本目標 快適でうるおいのあるまちづくり

項 保健衛生費 　基本施策 地球環境にやさしいまちをつくる

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 安全・安心でうるおいのある生活環境をつくる（住環境）

事　業　名 60-25 地球温暖化対策推進事業 部課名 環境部 環境計画課
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　予　算　科　目

01 01

04 03

01 03

07 02

　吉倉管理組合を指定管理者として斎場の適正な管理運営を行い，成田市，八街市及び富里市の住

民利用に供した。

　また，利用者の利便性を図るため，平成29年度はシャワー室設置工事に係る実施設計を行った。

件 件

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

○報酬 千円

・八富成田斎場管理運営連絡協議会委員報酬 7人分

○委託料 千円

・八富成田斎場指定管理料（債務負担行為分） 千円

・シャワー室設置工事実施設計委託料  〃

・その他  〃

○その他 千円

○負担金 ・ 八富成田斎場維持管理費負担金 千円

○使用料 ・ 八富成田斎場使用料  〃

・ 行政財産使用料  〃

○手数料 ・ 火葬証明手数料  〃

・ 分骨証明手数料  〃

○雑入 ・ 光熱水費等実費収入  〃

その他 136 その他 4

計 2,381 計 813

1

10

2

58,272

特 定 財 源 の 内 訳

52,524

50,993

78

54

106,990

94,011

1,171

11,808

八街市 680 八街市 67

富里市 466 富里市 145

61,708

主要な事業及び成果の概要

火葬件数 式場利用件数

成田市 1,099 成田市 597

165,316 103,608

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

目 斎場管理費 　施　　策 環境衛生対策の充実を図ります。

実施計画計上額（千円） 168,757 最終予算額（千円） 168,757

款 衛生費 　基本目標 快適でうるおいのあるまちづくり

項 保健衛生費 　基本施策 ごみ処理の適正化と環境衛生の向上に努める

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 安全・安心でうるおいのある生活環境をつくる（住環境）

事　業　名 10-01 八富成田斎場管理運営事業 部課名 環境部 環境衛生課

決算書ページ 229

－77－



　予　算　科　目

01 01

04 03

02 03

02 01

　市民が快適に暮らせる身近な生活環境を確保するため，市内全域の可燃性ごみを溶融方式により，

適正に処理した。

　・清掃工場における処理量 ｔ （臨時焼却委託分を除く）

　　内訳　成田市相当分 〃 （　　　　 　％）

　　　　　富里市相当分 〃 （　　 　　〃）

○需用費 千円

・消耗品費（薬品等） 千円

・印刷製本費（受付票等）  〃

・修繕料  〃

○委託料 千円

・運転維持管理委託料（債務負担行為分他） 千円

・スラグ等搬出物積出し委託料  〃

・一般廃棄物臨時償却委託料  〃

・その他  〃

○公課費 千円

・汚染負荷量賦課金

○その他 千円

○負担金 ・ 成田富里いずみ清掃工場維持管理費負担金 千円

○使用料 ・ 行政財産使用料  〃

○手数料 ・ ごみ処理手数料  〃

○寄附金 ・ ふるさと納税寄附金  〃

○雑入 ・ 成田富里いずみ清掃工場売電収入  〃

・ 本人負担雇用保険料  〃

354

1

12,906.17 23.42

13,778

12,587

345

846

747,233

554,918

6,804

176,213

9,298

1,788

126

特 定 財 源 の 内 訳

216,099

324

316,793

762,941

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

762,925 580,055 182,870

主要な事業及び成果の概要

55,107.46

42,201.29 76.58

233

事　業　名 15-01 成田富里いずみ清掃工場維持管理事業 部課名 環境部 クリーン推進課

款 衛生費 　基本目標 快適でうるおいのあるまちづくり

項 清掃費 　基本施策 ごみ処理の適正化と環境衛生の向上に努める

目 塵芥処理費 　施　　策 ごみを減らすとともに，資源としての利用を進めます。

実施計画計上額（千円） 746,658 最終予算額（千円）

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 安全・安心でうるおいのある生活環境をつくる（住環境）

46,484

決算書ページ

－78－



　予　算　科　目

01 01

04 03

02 03

02 01

　資源循環型社会の構築に向けて，不燃性一般廃棄物の適正な処理と再資源化及び自転車・家具の

再生に取り組むため，不燃物処理施設等の維持管理を行った。

　また，平成29年12月にストックヤードの一部を供用開始し，成田富里いずみ清掃工場から排出さ

れた溶融スラグを平成29年度実績で約205ｔ売却し，廃棄物の再資源化及び減量化を図った。

【有価物等の選別処理】

・資源回収協同組合にごみの選別及び資源の回収業務を委託し，減量化及び再資源化を図った。

　 　

ｔ

　

・再利用可能な木製家具類の回収及び再生，不用自転車の再生，ペットボトルの店頭回収等の

業務を小泉管理組合に委託し，ごみの減量化及び再資源化を図った。

　・再生自転車　445台　　・再生家具類　783台　　・ペットボトル店頭回収量　15ｔ

○需用費（修繕料他） 千円

○委託料  〃

・粗大ごみ等処理委託料 千円

・ストックヤード維持管理委託料  〃

・その他  〃

○その他 千円

○使用料 ・ 行政財産使用料 千円

○手数料 ・ ごみ処理手数料  〃

○雑入 ・ 有価物，資源物等売払収入  〃

　　 ・ ペットボトル売払収入  〃

　 ・ 光熱水費等実費収入他  〃

有価物選別量(ｔ) 区分 有価物選別量(ｔ)

スチール缶 180 生きびん 6

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

目 塵芥処理費 　施　　策 ごみを減らすとともに，資源としての利用を進めます。

実施計画計上額（千円） 319,794

区分

　

　

124,563

主要な事業及び成果の概要

305,789 181,226

アルミ缶 255 カレット 770

鉄くず 496 その他 105 合計 1,812

2,478

174
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事　業　名 20-01 リサイクルプラザ維持管理運営事業 部課名 環境部 クリーン推進課

特 定 財 源 の 内 訳

13

90,774

76,462

13,803

【不用品の再生】

45,172

258,369

150,951

104,940

2,248

　基本目標 快適でうるおいのあるまちづくり

項 清掃費 　基本施策 ごみ処理の適正化と環境衛生の向上に努める

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 安全・安心でうるおいのある生活環境をつくる（住環境）

最終予算額（千円） 318,284

款 衛生費

－79－



　予　算　科　目

01 01

04 03

02 03

02 01

　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するもので，

平成29年度は用地購入に向けた地権者との用地交渉のほか，地元及び関係機関との協議を行った。

（平成26～33年度継続事業　総事業費　4,105,015千円）

○報償費 千円

・小泉地区対策委員会報償費（継続費外）

○その他 千円

【施設概要】

建設予定地：成田富里いずみ清掃工場から北側約250ｍの山林

敷地面積　：約9.1ha

施設内容　：温水プール（25ｍ×5コース，ジャグジー，子供用プール，寝湯等）

　　　　　　浴室，露天風呂，多目的広場，遊歩道，休憩施設

（翌年度繰越額865千円　継続費逓次繰越）

1,397

主要な事業及び成果の概要

1,300

97

特 定 財 源 の 内 訳

1,397

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

目 塵芥処理費 　施　　策 ごみを減らすとともに，資源としての利用を進めます。

実施計画計上額（千円） 221,704 最終予算額（千円） 2,396

款 衛生費 　基本目標 快適でうるおいのあるまちづくり

項 清掃費 　基本施策 ごみ処理の適正化と環境衛生の向上に努める

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 安全・安心でうるおいのある生活環境をつくる（住環境）

事　業　名 75-05 新清掃工場関連付帯施設整備事業 部課名 環境部 環境計画課
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　予　算　科　目

01 01

04 03

02 03

02 01

　平成24年度に完成した成田富里いずみ清掃工場の供用開始に伴い，いずみ清掃工場を解体し，跡

地利用として隣接するリサイクルプラザ等のストックヤードを整備する。

　平成29年度は，引き続き建設工事を実施するとともに，外構工事を行った。また，平成29年12月

に一部供用を開始し，成田富里いずみ清掃工場から排出された溶融スラグの有効活用を図った。

　（平成26～29年度継続事業　総事業費　804,204千円）

○委託料 千円

・実施設計委託料 千円

・工事監理委託料  〃

・草刈委託料  〃

○工事請負費 千円

・建設工事 千円

・外構工事  〃

・防犯カメラ設置工事  〃

○その他 千円

【施設概要】

延床面積：1,035.82㎡

構　　造：鉄骨造一部鉄筋コンクリート造，平屋建

○国庫補助金 ・ 循環型社会形成推進交付金 千円

○寄附金 ・ ふるさと納税寄附金  〃

○市債 ・ いずみ清掃工場解体・ストックヤード整備事業債

188

767

607

特 定 財 源 の 内 訳

28,892

204,300 〃

149

397,894

336,096

61,031

170,800

主要な事業及び成果の概要

5,679

292

5,238

404,180 28,892 204,300 188

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

目 塵芥処理費 　施　　策 ごみを減らすとともに，資源としての利用を進めます。

実施計画計上額（千円） 123,383 最終予算額（千円） 507,008

款 衛生費 　基本目標 快適でうるおいのあるまちづくり

項 清掃費 　基本施策 ごみ処理の適正化と環境衛生の向上に努める

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 安全・安心でうるおいのある生活環境をつくる（住環境）
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事　業　名 75-10 いずみ清掃工場解体・ストックヤード整備事業 部課名 環境部 環境計画課

－81－



　予　算　科　目

01 05

05 03

01 02

01 01

　高年齢者や障がい者，母子家庭の母等の比較的就職が困難な人の雇用機会の拡大を図るため，対

象者を雇用した事業主に対して，その賃金の一部を奨励金として交付した。

対象者 ①高年齢者（55歳～65歳未満）

②障がい者・重度障がい者

③母子・父子家庭の父母

④心身障がいで労働能力がない夫の配偶者

⑤定年後再雇用者

※①～④：職業安定所の紹介で雇用した者

※⑤：就業規則等により，退職年齢が60歳以上である事業所で10年以上勤務した者

交付期間 12カ月（重度障がい者は18カ月）

交付金額 月17,000円（重度障がい者は22,000円）

○負担金補助及び交付金 千円

・雇用促進奨励金

事業者数：29事業者（59人分）

○寄附金 ・ ふるさと納税寄附金 千円9

第５款　労働費

特 定 財 源 の 内 訳

7,450

主要な事業及び成果の概要

7,459 9

7,459

実施計画計上額（千円） 8,330 最終予算額（千円） 7,459

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

項 労働諸費 　基本施策 市民が快適に働くことのできる労働環境を整える

目 労働諸費 　施　　策 働きたい人が働くことのできる環境をつくります。

款 労働費 　基本目標 商工業が活力をもたらすまちづくり
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事　業　名 10-10 雇用促進奨励金交付事業 部課名 経済部 商工課

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 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）

－82－



　予　算　科　目

01 05

06 02

01 01

01 01

　農業委員会等に関する法律の一部が改正され，平成28年4月1日から，農業委員の選出方法が，選

挙制と選任制の併用から市長の任命制に改められたとともに，各区域で担い手への農地利用の集積

・集約化や遊休農地の発生防止・解消などに取り組む農地利用最適化推進委員が新設されたため，

農業委員の任期満了後の平成29年7月20日から22人に委嘱した。

　また，農地利用最適化推進委員の新設に合わせて，農業委員の定数を29人から19人に変更した。

○ 報酬 千円

・ 農業委員会委員報酬 千円

・ 農地利用最適化推進委員報酬  〃

○負担金補助及び交付金 千円

・ 千葉県農業会議負担金 千円

・ 印旛郡市農業委員会連合会負担金  〃

○その他 千円

○手数料 ・ 農家証明手数料 千円

○県負担金 ・ 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金  〃

○県補助金 ・ 農業委員会費補助金  〃

○雑入 ・ コピー料  〃1

30,593最終予算額（千円）

28,435 1,080 28 27,327

実施計画計上額（千円） 30,607

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

決算書ページ

事　業　名 10-01 農業委員会運営費 部課名 農業委員会事務局

245第６款　農林水産業費

　施　策　の　体　系

29人

66,000円

農地利用最適化
推進委員

19人 22人

40,000円

会計 一般会計 　基本方向 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）

款 農林水産業費 　基本目標 元気な農林水産業を育むまちづくり

項 農業費 豊かな農林水産資源を次世代に引き継ぐ　基本施策

農業委員会費 　施　　策 優良農地を確保し，生産基盤を整備します。目

主要な事業及び成果の概要

会長報酬（月額）

委員報酬（月額）

農業委員

66,000円

51,000円

平成29年7月20日
以降

委員数

1,040

21,031

27

40

13,650

7,381

624

599

25

6,780

特 定 財 源 の 内 訳

51,000円

平成29年7月19日
以前

委員数

会長報酬（月額）

委員報酬（月額）

農業委員
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　予　算　科　目

01 05

06 02

01 02

02 03

　農業再生協議会が策定した地域水田農業ビジョン及び生産性の高い自立した水田農業の実現を図

るため支援した。水田を有効活用した主食用米以外の麦，大豆，新規需要米等の作物の生産を振興

するために，取組み面積等に応じて補助金を交付した。

○負担金補助及び交付金 千円

一般作物

ＷＣＳ

大豆，麦

特例作物等

加工用米補助 加工用米

一括管理

区分管理

その他　

担い手水田利活用高度化対策型

飼料用米等生産支援型

対象事業費の1/2（騒音下地域は3/4）以内

2,255戸×700円

○その他 千円

○県補助金 ・ 飼料用米等拡大支援事業補助金 千円

・ 経営所得安定対策等推進事業費交付金  〃

○寄附金 ・ ふるさと納税寄附金  〃

15,405

8,463

819

合　計 178,633

1,590

特 定 財 源 の 内 訳

乾田化事業補助金 3,022

水田農業対策協議会補助金 1,579

経営所得安定対策等
推進事業費補助金

6,938

　1,353,118㎡×14.5円/㎡

1,453,756㎡×15円/㎡

10,756

飼料用米等拡大支
援事業補助金

15,405
6,873

8,532

水田農業構造改革
対策補助金

151,689

42,068 作物別補助

68,212㎡×15円/㎡

1,491,945㎡×15円/㎡

706,477㎡×18円/㎡

437,918㎡×10円/㎡

しめ縄用青刈り 7,412㎡× 5円/㎡

米粉用米 102,189㎡×15円/㎡

57,438 35,898.5俵×1,600円

41,427 飼料用米補助

155,536

主要な事業及び成果の概要

178,633

補助金名 金額（千円） 内訳・根拠等

180,223 23,868 819

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

目 農業総務費 　施　　策 農畜産物の生産を振興し，産地化を支援します。

実施計画計上額（千円） 169,824 最終予算額（千円） 181,456

元気な農林水産業を育むまちづくり

項 農業費 　基本施策 安定した農業経営を支援する
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事　業　名 11-10 水田農業構造改革対策事業 部課名 経済部 農政課

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 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）

款 農林水産業費 　基本目標

－84－



　予　算　科　目

01 05

06 02

01 02

02 02

　農業を取り巻く環境が大きく変化する中，市内園芸出荷組合等の生産・流通活動を支援するため，

経営規模の拡大・生産性の向上・経営の効率化等に資する機械施設購入費等に補助を行い，本市園

芸農業の発展を図った。

○負担金補助及び交付金 千円

・園芸振興対策推進事業補助金

　補助対象者 ： 園芸出荷組合等（26件）

　補助対象事業費 ： 78,988千円

　補助金 ： 36,563 〃 （補助対象事業費×50％以内）

36,563 36,563

主要な事業及び成果の概要

36,563

特 定 財 源 の 内 訳

実施計画計上額（千円） 36,600 最終予算額（千円） 36,600

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

　基本目標 元気な農林水産業を育むまちづくり

項 農業費 　基本施策 安定した農業経営を支援する

目 農業総務費 　施　　策 農地集積の推進と効率的な農業経営を支援します。
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事　業　名 20-08 園芸振興対策推進事業 部課名 経済部 農政課

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 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）

款 農林水産業費

－85－



　予　算　科　目

01 05

06 02

01 02

02 02

　機械施設の共同利用等を行い稲作のコスト低減を図るため，機械施設の導入について，営農集団

及び認定農業者に対して補助した。

○負担金補助及び交付金 千円

・集団営農用機械施設整備事業補助金

　補助対象者 ： 生産者組合(4件)

　補助対象事業費 ： 32,727千円

　補助金 ： 16,362 〃　(補助対象事業費×50％以内)

　補助対象者 ： 認定農業者(5件)

　補助対象事業費 ： 36,825千円

補助金 ： 14,729 〃　(補助対象事業費×40％以内)

【対象事業費限度額】

　15ha経営以上　　　　　　　　　　　　　　　：　　10,000千円

　20ha経営以上　　　　　　　　　　　　　　　：　　20,000 〃

　20ha経営以上かつ地域型のライスセンター　　：　　30,000 〃

（翌年度繰越額8,796千円　事故繰越し）

特 定 財 源 の 内 訳

31,091 31,091

主要な事業及び成果の概要

31,091

実施計画計上額（千円） 40,000 最終予算額（千円） 40,000

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

款 農林水産業費 　基本目標 元気な農林水産業を育むまちづくり

項 農業費 　基本施策 安定した農業経営を支援する

目 農業総務費 　施　　策 農地集積の推進と効率的な農業経営を支援します。
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事　業　名 20-14 集団営農用機械施設整備事業 部課名 経済部 農政課

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 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）
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　予　算　科　目

01 05

06 02

01 02

02 03

　市内農業者等が行う機械施設の整備を支援することによって，強い農業づくりの推進を図った。

○負担金補助及び交付金 千円

・新「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業補助金 千円

　補助対象者 ： 認定農業者（2件）

　補助対象事業費 ： 28,387千円

　補助金 ： 11,354 〃 （補助対象事業費×40％以内）

　補助対象施設　 ： さつまいも用貯蔵庫（1件），ポインセチア用ハウス（1件）

・被災農業者向け経営体育成支援事業補助金 千円

　補助対象者 ： 平成28年台風第9号により被災した農業者（26件）

　補助対象事業費 ： 44,966千円

　補助金 ： 29,546 〃 （補助対象事業費×70％以内）

　補助対象施設　 ： 平成28年台風第9号により被災した農業用施設（102件）

・産地パワーアップ事業補助金 千円

　補助対象者 ： 農業者の組織する団体（1件）

　補助対象事業費 ： 800,938千円

　補助金 ： 524,048 〃 （補助対象事業費×75％以内）

　補助対象施設　 ： 米集出荷貯蔵施設（自動ラック式低温倉庫）（1件）

○県補助金 ・ 新「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業補助金 千円

・ 被災農業者向け経営体育成支援事業補助金  〃

・ 産地パワーアップ事業補助金  〃

20,711

29,546

特 定 財 源 の 内 訳

7,096

343,838

193,303

主要な事業及び成果の概要

564,948

11,354

524,048

564,948 371,645

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

目 農業総務費 　施　　策 農畜産物の生産を振興し，産地化を支援します。

実施計画計上額（千円） 28,079 最終予算額（千円） 577,872

款 農林水産業費 　基本目標 元気な農林水産業を育むまちづくり

項 農業費 　基本施策 安定した農業経営を支援する

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 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）

事　業　名 20-49 強い農業づくり支援対策事業 部課名 経済部 農政課
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　予　算　科　目

01 05

06 02

01 02

02 03

　生産基盤である農用地は，経営の専作化，作付単一化，化学肥料偏重等から地力の低下，連作障

害，表土の飛散等，その環境は悪化しており，農作物の長期安定的な生産性及び品質の向上に大き

な障害をきたしていることから，冬季における麦類などの緑肥作物の種子代や土壌改良資材費に対

して補助金を交付し，農業経営の安定を図った。

○委託料 千円

・甘しょ系統試験委託料

○負担金補助及び交付金 千円

・地力増進対策事業補助金

　冬季における麦類などの緑肥作物の種子代

　受益面積 ： 14ha

　補助金 ： 336千円

　土壌改良資材費

　受益面積 ： 319ha

　補助金 ： 14,179千円

特 定 財 源 の 内 訳

14,545

主要な事業及び成果の概要

30

14,515

14,545

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

目 農業総務費 　施　　策 農畜産物の生産を振興し，産地化を支援します。

実施計画計上額（千円） 11,097 最終予算額（千円） 14,546

款 農林水産業費 　基本目標 元気な農林水産業を育むまちづくり

項 農業費 　基本施策 安定した農業経営を支援する

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 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）

決算書ページ 249

事　業　名 20-51 農産物品質及び生産性向上事業 部課名 経済部 農政課
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　予　算　科　目

01 05

06 02

01 01

02 03

主
要

　平成23年度に策定した第1次成田市食育推進計画の計画期間が終了したことから，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に沿い，第2次成田市食育推進計画を策定し，市民

・家庭・地域を中心とした食育の推進を図った。

○委託料 千円

・食育推進計画策定委託料

○その他 千円

【第2次成田市食育推進計画　策定プロセス】

平成28年度

・食育に関するアンケート（1回）

市民，市内小中・義務教育学校の児童生徒を対象に実施

平成29年度

・ワーキングチーム打合せ会議（5回）

食育に関するアンケートの集計結果等に基づく，事業・取り組みの検討及び計画の素案作成

・策定委員会（4回）

ワーキングチームにおいて作成した，事業・取り組み・計画の素案の検討及び審議

・ワークショップ（1回）　

国際医療福祉大学の学生から意見を聴取

・パブリックコメント（平成29年12月21日～平成30年1月19日）

素案を基に実施

○寄附金 ・ ふるさと納税寄附金 千円

10

特 定 財 源 の 内 訳

2,610 12

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

目 農業総務費 　施　　策 都市と農村の交流活動を推進します。

実施計画計上額（千円）

12

2,598

2,600

2,623 最終予算額（千円） 2,633

款 農林水産業費 　基本目標 元気な農林水産業を育むまちづくり

項 農業費 　基本施策 豊かな農林水産資源を次世代に引き継ぐ

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 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）
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事　業　名 40-75 食育推進事業 部課名 経済部 農政課
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　予　算　科　目

01 05

06 02

01 02

02 02

　農地中間管理機構に対し農地を貸し付けた地域及び個人を支援することにより，機構を活用した

担い手への農地集積・集約化を促進することを目的に，人・農地プランに基づき機構にまとまった

農地を貸し付けた地域や，農地を貸し付けて担い手への農地集積・集約化に協力する農地の出し手

○負担金補助及び交付金 千円

・千葉県園芸協会負担金 千円

・農地集積・集約化対策事業補助金  〃

　地域集積協力金交付事業（国庫事業）

　　補助対象：赤荻地区

　　補助金　：3,888千円

　経営転換協力金交付事業（国庫事業）

　　補助対象：貸し手（5戸）

　　補助金　：1,680千円

　耕作者集積協力金交付事業（国庫事業）

　　補助対象：貸し手（4人）

　　補助金　：  290千円

○県補助金 ・ 農地集積・集約化対策事業補助金 千円

5,858

特 定 財 源 の 内 訳

5,858

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

目 農業総務費 　施　　策 農地集積の推進と効率的な農業経営を支援します。

実施計画計上額（千円）

76

主要な事業及び成果の概要

に対して貸付割合・貸付面積に応じた協力金を交付した。

5,934

76

5,934 5,858

16,777 最終予算額（千円） 16,777

款 農林水産業費 　基本目標 元気な農林水産業を育むまちづくり

項 農業費 　基本施策 安定した農業経営を支援する

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 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）

事　業　名 50-09 農地集積・集約化対策事業 部課名 経済部 農政課
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　予　算　科　目

01 05

06 02

01 01

04 01

　農道を舗装することにより，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った。

・農道延長 km

・舗装済延長 〃

・舗装率 ％

○需用費 千円

・修繕料 東和田線 他19路線

○委託料 千円

・管理委託料 芝線 他22路線 千円

・測量調査委託料 北羽鳥1-208号線 他18路線

○工事請負費 千円

・舗装工事 堀籠8-10号線 他18路線 m

○原材料費 千円

・補修用原材料 砕石等 20件

○　その他 千円

64,191

3,879

1,758

117

特 定 財 源 の 内 訳

主要な事業及び成果の概要

651

437

67.1

7,479

8,452

7,512

940  〃

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

81,997 81,997

豊かな農林水産資源を次世代に引き継ぐ

目 農地費 　施　　策 優良農地を確保し，生産基盤を整備します。

実施計画計上額（千円） 100,000 最終予算額（千円） 85,616
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事　業　名 10-05 農道整備事業 部課名 経済部 農政課

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 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）

款 農林水産業費 　基本目標 元気な農林水産業を育むまちづくり

項 農業費 　基本施策
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　予　算　科　目

01 05

06 02

01 01

04 01

　農業用排水路を整備することにより，乾田化の促進や農作業の効率を上げるとともに，農村環境

の整備を図った。

・排水路延長 km

・整備済延長 〃

・整備率 ％

○需用費 千円

・修繕料 吉岡線 他16路線

○委託料 千円

・管理委託料 畑ケ田線 他4路線 千円

・測量調査委託料 北羽鳥1-84号線 他14路線  〃

○工事請負費 千円

・整備工事 新川9-285号線 他9路線 m

○原材料費 千円

・補修用原材料 水路資材等 8件

○　その他 千円5

特 定 財 源 の 内 訳

82.0

5,212

3,401

1,965

1,436

102,525

1,911

1,069

112,212 112,212

主要な事業及び成果の概要

532

436

実施計画計上額（千円） 100,000 最終予算額（千円） 114,384

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

款 農林水産業費 　基本目標 元気な農林水産業を育むまちづくり

項 農業費 　基本施策 豊かな農林水産資源を次世代に引き継ぐ

目 農地費 　施　　策 優良農地を確保し，生産基盤を整備します。

事　業　名 15-01 排水路整備事業 部課名 経済部 農政課

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 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）
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　予　算　科　目

01 05

06 02

01 01

04 02

　農業者や地域住民の参画を得て，資源（農地・農道・農業用水路等）の適切な保全管理を行うた

めに地域共同で行う取組に対し，交付金を交付することにより活動を促進し，良好な農村環境の保

全を図った。

　平成29年度は，新たに事業を開始した6組織を含め，19組織に対し交付した。

○委託料 千円

・現地確認調査委託料

（現地確認）

対象組織：19組織　対象農用地面積：1,095.66ha　施設延長：366.20㎞

（確認野帳，確認用図面作成）

対象組織：12組織　対象農用地面積：416.05ha　 施設延長：142.00㎞

○負担金補助及び交付金 千円

・多面的機能支払交付金

対象組織：19組織　対象農用地面積：1,095.66ha　施設延長：366.20㎞

○県補助金 ・ 多面的機能支払交付金 千円

・ 　　　〃　　　推進交付金  〃

53,562

特 定 財 源 の 内 訳

40,171

689

14,678

主要な事業及び成果の概要

1,976

55,538 40,860

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

目 農地費 　施　　策 森林や農村環境を保全し，多面的機能の発揮を図ります。

実施計画計上額（千円） 58,130 最終予算額（千円） 58,130

款 農林水産業費 　基本目標 元気な農林水産業を育むまちづくり

項 農業費 　基本施策 豊かな農林水産資源を次世代に引き継ぐ

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 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）

事　業　名 25-01 農地・水保全管理事業 部課名 経済部 農政課
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　予　算　科　目

01 05

07 03

01 01

02 02

　市内で1年以上継続して事業を営んでいる中小企業者や新たに事業を行おうとする創業者に対し，

中小企業信用保険法及び千葉県信用保証協会の信用保証に基づき，金融機関から資金の融資を行う

とともに，制度を利用し融資を受けた中小企業者に対し，利子補給を行った。

　平成29年度は，日本政策金融公庫から融資を受けた中小企業者に対して，利子補給を行った。

【中小企業資金融資件数及び金額】

○負担金補助及び交付金 千円

・中小企業資金融資利子補給補助金 件 千円

・小規模事業者経営改善資金等利子補給補助金 〃  〃

○貸付金 千円

・中小企業資金融資預託金

○その他 千円

○貸付金元利収入 ・ 中小企業融資貸付預託金元金収入 千円

設備 中小企業者が事業の経
営上必要とする資金

3,000万円 10年以内

項 商工観光費 　基本施策 商工業の活性化を図る

目 商工業振興費 　施　　策 地域経済を支える中小企業の経営を支援します。

実施計画計上額（千円） 1,303,825 最終予算額（千円） 1,290,426

22 177,880

運転 1,500万円 5年以内 135 1,048,500

決 算 額
（千円）

資金の種類 用途 融資限度額 融資期間 件数 金額（千円）

一般事業資金

款 商工費 　基本目標 商工業が活力をもたらすまちづくり

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

86,567

主要な事業及び成果の概要

1,286,567 1,200,000
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事　業　名 15-05 中小企業資金融資事業 部課名 経済部 商工課

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 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）

第７款　商工費

4 12,000

小口零細企業保証
制度事業資金

設備 小規模企業者が事業の
経営上必要とする資金

750万円 10年以内 4 12,725

運転 750万円 5年以内 14 38,300

季節資金
中小企業者が季節商品の仕
入れ等に要する資金

300万円 6カ月以内

0 0

運転 1,500万円 5年以内 36 404,000
環境経営支援資金

設備 環境の保全に取り組む中小企
業者が事業の経営上必要とす
る資金

3,000万円 10年以内

0 0

運転 750万円 5年以内 0 0
事業転換資金

設備 中小企業者が事業の転換又は
多角化を行うために必要とす
る資金

1,500万円 7年以内

4,312

1,200,000

合　　　計 219 1,724,905

82,255

1,200,000

2 21,000

運転 750万円 5年以内 2 10,500
創業支援資金

設備 創業者が事業の開始に必要と
する資金又は新規中小企業者
が経営上必要とする資金

1,500万円 7年以内

1,121

21

81,969

286

特 定 財 源 の 内 訳

－94－



　予　算　科　目

01 05

07 03

01 01

02 04

　市内に進出する企業に対して奨励措置を講じることにより，工場又は事業所の新設を促進し，産

業の振興及び雇用の創出を図った。

【誘致奨励金（投資型）】

補助対象：市内に工場又は事務所を新たに設置する企業

補助内容：対象施設の土地，家屋及び償却資産に係る固定資産税納税額に相当する額を限度

　　　　　として，3年間誘致奨励金を交付する。

【雇用奨励金（雇用型）】

補助対象：新たに本市に本社を設置する常用雇用者100人以上の企業（中小企業は50人以上）

補助内容：市民常用雇用者の数に応じて3年間雇用奨励金を交付する。

○負担金補助及び交付金 千円

・誘致奨励金 2 件 千円

・雇用奨励金 1 〃  〃

○寄附金 ・ ふるさと納税寄附金 千円

1,200

特 定 財 源 の 内 訳

20

16,264 20 16,244

主要な事業及び成果の概要

16,264

15,064

実施計画計上額（千円） 25,768 最終予算額（千円） 25,768

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

款 商工費 　基本目標 商工業が活力をもたらすまちづくり

項 商工観光費 　基本施策 商工業の活性化を図る

目 商工業振興費 　施　　策 新たな産業育成と工業振興・企業誘致を図ります。
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事　業　名 20-10 企業誘致事業 部課名 経済部 商工課

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 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）

－95－



　予　算　科　目

01 05

07 03

01 01

02 02

　市内に立地する中小企業は若い世代の労働力を必要としていることから，企業の経営者や人事担

当者を対象とした採用等について学ぶ人事セミナーや，企業と県内外の学生等の若者との雇用マッ

チングイベントを開催することにより，市内中小企業における若手人材の確保を支援し，経営の安

定を図った。

○委託料 千円

・中小企業若手人材確保支援業務委託料

【事業概要】

平成30年2月 市内中小企業の経営者や人事担当者を対象とした，採用や働き方等に関する人事

セミナーを開催。（参加企業数：21社）

　　　　3月 市内中小企業と県内の大学生や専門学校生等の雇用マッチングイベントを開催。

（参加企業数：30社　参加求職者数：161人）

【採用実績等】

平成28年度 採用や働き方等に関する人事セミナー：参加企業数23社

雇用マッチングイベント：参加企業数25社，参加求職者数216人

採用実績：5社，5人

主要な事業及び成果の概要

5,000

特 定 財 源 の 内 訳

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

5,000 5,000

項 商工観光費 　基本施策 商工業の活性化を図る

目 商工業振興費 　施　　策 地域経済を支える中小企業の経営を支援します。

実施計画計上額（千円） 5,000 最終予算額（千円） 5,000

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 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）

款 商工費 　基本目標 商工業が活力をもたらすまちづくり
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事　業　名 50-05 中小企業若手人材確保支援事業 部課名 経済部 商工課

－96－



　予　算　科　目

01 05

07 01

01 01

03 02

　首都圏自然歩道及び義民ロード等の観光資源・施設の管理業務のほか，「成田伝統芸能まつり」

を開催した。また，「ＮＡＲＩＴＡ花火大会」，ウォーキング大会「成田エアポートツーデーマー

　平成29年度は，成田山開基１０８０年祭記念行事に係る負担金を交付し，観光振興を図った。

○旅費 千円

・門前町サミット(福岡県福津市)

○委託料 千円

・草刈委託料 千円

・首都圏自然歩道管理委託料  〃

・薬師堂前石庭移動委託料  〃

・その他  〃

○負担金補助及び交付金 千円

・成田エアポートツーデーマーチ負担金（参加者 2,218人（2日間）） 千円

・成田伝統芸能まつり開催負担金（来場者 約92,000人（2日間））  〃

・成田山開基１０８０年祭記念行事実行委員会負担金  〃

・ＮＡＲＩＴＡ花火大会補助金（来場者 約110,000人）  〃

・その他  〃

○その他 千円

○県委託金 ・ 首都圏自然歩道管理委託金 千円

○寄附金 ・ ふるさと納税寄附金  〃

○雑入 ・ バス利用料金  〃4

47,886

3,500

26,984

8,000

8,000

1,402

1,450

特 定 財 源 の 内 訳

678

580

主要な事業及び成果の概要

チ」等，各観光関連団体が実施する事業に対し支援を行い，地域経済の活性化を図った。

42

2,448

299

324

241

1,584

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

51,826 678 584 50,564

項 商工観光費 　基本施策 成田特有の観光資源の更なる活用を図る

目 観光費 　施　　策 新たな観光資源を発掘し観光客誘致に活用します。

実施計画計上額（千円） 52,036 最終予算額（千円） 53,177

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 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）

款 商工費 　基本目標 地域資源を活用したにぎわいのあるまちづくり
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事　業　名 06-01 観光に関する経費 部課名
シティプロモーション部
観光プロモーション課

－97－



　予　算　科　目

01 05

07 01

01 01

03 01

　表参道の銀行跡地を暫定的な広場として整備し，成田を訪れる観光客の憩いの場やイベント会場

等として活用した。

○委託料 千円

・プランター管理委託料 千円

・施設開閉業務委託料  〃

○工事請負費 千円

・整備工事

○備品購入費 千円

・ベンチ

【施設概要】

所在地：花崎町535番1

面　積：1,481.13㎡

○寄附金 ・ ふるさと納税寄附金 千円

目

8,602

227

特 定 財 源 の 内 訳

99

8,765

主要な事業及び成果の概要

35

27

8

8,864
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事　業　名 11-15 表参道銀行跡地利活用事業 部課名
シティプロモーション部
観光プロモーション課

款 商工費 　基本目標 地域資源を活用したにぎわいのあるまちづくり

項 商工観光費 　基本施策 成田特有の観光資源の更なる活用を図る

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 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）

一般財源

99

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源

観光費 　施　　策 既存の観光資源の更なる活用を図ります。

実施計画計上額（千円） 9,774 最終予算額（千円） 8,866

－98－



　予　算　科　目

01 05

07 01

01 01

03 01

　通年型観光地として，四季折々に幅広く観光客の誘致を図るため，観光番組の放送及び各種観光

キャンペーンへの参加を通じて，成田の観光をＰＲするとともに，観光キャラクター「うなりくん」

を活用したプロモーション活動を展開し，本市の観光振興とイメージアップを行った。

　平成29年度は，「ゆるきゃらグランプリ2017」の開催に当たり，官民一体となった選挙対策本部

を立ち上げ，啓発を強化したことにより，805,328票を獲得し，ご当地キャラ部門681体中の第1位に

輝いた。

○賃金 千円

・非常勤職員賃金（3人分）

○委託料 千円

・観光ＰＲ委託料 千円

投票啓発，ゆるきゃらグランプリ決戦投票イベント参加

千葉県秋の観光キャンペーン

・観光情報掲載委託料 千円

・観光番組放送委託料  〃

・バス運行委託料  〃

○その他 千円

○雑入 ・ 観光キャラクターグッズ販売料 千円

・ 　　　 〃 　　　主題歌使用料分配金  〃

・ 本人負担雇用保険料  〃

6

15

4,672

2,009

2,873

64

4,747

特 定 財 源 の 内 訳

187

19,091 208 18,883

主要な事業及び成果の概要

4,726

9,618

実施計画計上額（千円） 23,175 最終予算額（千円） 22,549

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

款 商工費 　基本目標 地域資源を活用したにぎわいのあるまちづくり

項 商工観光費 　基本施策 成田特有の観光資源の更なる活用を図る

目 観光費 　施　　策 既存の観光資源の更なる活用を図ります。

事　業　名 15-05 観光ＰＲ事業 部課名
シティプロモーション部
観光プロモーション課

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 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）
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－99－



　予　算　科　目

01 04

07 01

01 02

03 02

　成田市御案内人　市川海老蔵丈のブランド力を活かし，日本の伝統芸能・文化と連動した本市の

魅力を発信するとともに，市川海老蔵公演や歌舞伎講座など，直接誘客につながる事業を実施した。

　また，東京オリンピック・パラリンピックの開催に向け，国や千葉県，空港周辺自治体等と連携

し，トランジットツアーの運営・プロモーションを実施するなど，観光地としての知名度の向上を

図ったほか，地域ブランドの推進を図るため，ふるさと寄附金（納税）制度のＰＲ力を活用し，寄

附者に対し本市の特産品等を返礼品として送付した。

【市川海老蔵プロジェクト実績】

歌舞伎講座参加者数：570人（全5回）

市川海老蔵公演観覧者数：2,089人

【ふるさと寄附金実績】

寄附件数：620件，寄附金額：16,395千円

○委託料 千円

・成田ブランド推進戦略事業委託料 千円

・成田市御案内人市川海老蔵プロジェクト委託料  〃

（債務負担行為分他）

・ふるさと納税推進業務委託料 千円

・バス運行委託料  〃

○負担金補助及び交付金 千円

・トランジットツアー運営事業負担金 千円

・地域発信型成田ブランドＰＲイベント支援事業補助金  〃

○その他 千円

○寄附金 ・ ふるさと納税寄附金 千円

○雑入 ・ 市川海老蔵公演入場料  〃15,298

2,676

4,639

4,000

639

871

特 定 財 源 の 内 訳
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事　業　名 18-20 成田ブランド推進戦略事業 部課名
シティプロモーション部
観光プロモーション課

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 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）

款 商工費 　基本目標 空港を生かした活気あふれるまちづくり

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源

408

一般財源

79,206 17,974 61,232

主要な事業及び成果の概要

73,696

162

65,327

7,799

項 商工観光費 　基本施策 空港を活用し新たな成田の魅力を開発する

目 観光費 　施　　策 国内外での成田の知名度向上を図ります。

実施計画計上額（千円） 88,337 最終予算額（千円） 88,424

－100－



　予　算　科　目

01 05

07 01

01 01

03 01

　（一社）成田市観光協会が観光の振興を図るため実施する「成田太鼓祭」等のイベントの開催や

観光案内マップの作成，観光客の増加に伴う安全対策としての表参道交通規制のほか，多言語観光・

災害情報配信システムの保守等に対し，事業費の補助を行った。

○負担金及び補助金 千円

観光活性化事業補助金

・成田太鼓祭開催事業補助金 千円

来場者　約240,000人（2日間）

・町並美化事業補助金 千円

プランターの設置（薬師堂，表参道等）

・観光イベント案内マップ作成補助金 千円

成田祇園祭マップ28,000部，梅まつりポスター1,160枚他

・うなぎ祭り開催補助金 千円

うなぎマップ100,000部，ポスター1,900枚，スタンプカード50,000枚

・成田山公園紅葉まつり開催補助金 千円

・宗吾霊堂紫陽花まつり開催補助金  〃

・成田市観光協会オフィシャルサイト「ＦＥＥＬ成田」運営補助金  〃

・表参道交通規制補助金  〃

・多言語観光・災害情報配信システム保守補助金  〃

・その他  〃2,940

特 定 財 源 の 内 訳

700

862

603

602

1,000

2,483

1,396

648

18,234 18,234

主要な事業及び成果の概要

18,234

7,000

実施計画計上額（千円） 18,234 最終予算額（千円） 18,234

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

款 商工費 　基本目標 地域資源を活用したにぎわいのあるまちづくり

項 商工観光費 　基本施策 成田特有の観光資源の更なる活用を図る

目 観光費 　施　　策 既存の観光資源の更なる活用を図ります。
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事　業　名 20-10 観光活性化事業 部課名
シティプロモーション部
観光プロモーション課

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 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）

－101－



　予　算　科　目

01 05

07 01

01 02

03 02

　各種コンベンションを誘致するとともに，成田空港周辺地域国際観光推進協議会が派遣するミッ

ション団に参加し，千葉県が主催する「タイ王国商談会」において本市のプロモーションを実施し

たほか，成田空港への直行便就航により，来日者数が増加しているベトナムにおいて開催された

「ダナン越日文化交流フェスティバル」に参加し，プロモーションを実施した。

　また，関東観光広域連携事業推進協議会に参画し，関東各都県と連携した広域観光周遊ルートの

形成や情報発信を行うことにより，訪日外国人旅行者の誘致を促進した。

○旅費 千円

・ダナン越日文化交流フェスティバル

○需用費 千円

・印刷製本費

成田市観光マップ印刷費（日本語・英語・中国語（繁体字・簡体字）・韓国語・タイ語）

○委託料 千円

・観光情報掲載委託料 千円

・ビジットジャパン地方連携事業委託料  〃

○負担金補助及び交付金 千円

・国際観光振興機構負担金 千円

・成田空港周辺地域国際観光推進協議会負担金  〃

・千葉県国際観光推進協議会負担金  〃

・関東観光広域連携事業推進協議会負担金  〃

・観光商談会参加負担金  〃

・コンベンション開催事業補助金　補助件数3件  〃

80

100

20

761

特 定 財 源 の 内 訳

主要な事業及び成果の概要

631

2,264

2,746

1,296

1,450

3,001

1,600

440

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

8,642 8,642

項 商工観光費 　基本施策 魅力ある国際性豊かな観光地づくりを推進する

目 観光費 　施　　策 国際観光の振興を図ります。

実施計画計上額（千円） 11,005 最終予算額（千円） 10,824

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 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）

款 商工費 　基本目標 地域資源を活用したにぎわいのあるまちづくり
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事　業　名 25-10 国際観光振興事業 部課名
シティプロモーション部
観光プロモーション課

－102－



　予　算　科　目

01 01

07 01

01 02

04 02

　5人の消費生活相談員が，消費生活に関する各種苦情や問い合わせ等の相談に対して，解決のため

のあっせん等を行い，消費者被害の未然防止や拡大防止を図った。

　平成29年度から，近隣団体の状況を考慮し，消費生活相談員の報酬を増額することにより，処遇

の改善を図った。

【主な相談内容と件数】

架空請求・不審な電話など(商品一般)

アダルトサイト・出会い系サイトなど(放送・コンテンツ等)

賃貸アパートなど(レンタル・リース・賃貸)

プロバイダー・光回線(インターネット通信サービス)

中古自動車・コインパーキングなど

その他

相談者を年齢別に見ると40歳代が最も多く，次いで60歳代，50歳代の順であった。

○報酬 千円

・消費生活相談員(5人分)

○報償費 千円

・講師謝礼

○負担金補助及び交付金 千円

・千葉県消費生活センター連絡協議会負担金 千円

・消費生活相談研修負担金  〃

○その他 千円

○県補助金 ・ 消費者行政推進事業補助金 千円

11

127

特 定 財 源 の 内 訳

668

5 30〃

6 533〃

983〃

7,737

120

19

8

合　計

主要な事業及び成果の概要

1 177件

2 160〃

3 47〃

4 36〃

決 算 額
（千円）

財　源　内　訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他財源 一般財源

8,003 668 7,335

項 商工観光費 　基本施策 犯罪や事故などが起こりにくいまちをつくる

目 消費者行政推進費 　施　　策 消費生活における被害防止対策を推進します。

実施計画計上額（千円） 8,669 最終予算額（千円） 8,669

　施　策　の　体　系

会計 一般会計 　基本方向 安全・安心でうるおいのある生活環境をつくる（住環境）

款 商工費 　基本目標 安全・安心に暮らせるまちづくり
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事　業　名 10-05 消費生活センター運営事業 部課名 経済部 商工課
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