
ビデオルポなりた収録内容一覧（1～36 号） 

 

１号(H3.4～3.9) 

市長あいさつ、成田空港駅開業式(3/19)、成田商工会議所開所式(4/1)、成田子ども広場

(4/14)、長谷川市長初登庁(5/1)、交通安全ﾊﾟﾚｰﾄﾞ(5/13)、咸陽市使節団来日(5/29)、成田

青年会議所 20周年記念式典(6/9)、街づくりｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ(6/20)、成田祇園祭(7/7～9)、ｻﾝﾌﾞﾙ

ｰﾉ使節団来日(7/6～17)、第 20回成田市民号(7/18～20)、第 22回全国家庭婦人ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大

会(8/1～4)、土屋地区盆踊り花火大会(8/17)、成田ﾆｭｰﾀｳﾝ祭り(8/24･25)、第 3回ｲﾝﾎﾟｰﾄﾌｪ

ｱ&ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(9/22･23) 

 

２号(H3.10～4.3)  

市場まつり(10/20)、さわやか健康展(10/27)、10 月から一般公開成田観光館に日本庭園、

成田ﾎﾟｯﾌﾟﾗﾝ大会(11/3)、第 11 回成田市産業まつり(11/16･17)、第 9 回暮らしと税金展

(11/13～17)、第 1回成田空港問題ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ (11/21)、国民文化祭ちば 91国際童謡ﾌｪｽﾃｨﾊﾞ

ﾙ(11/23)、平成 3年度観光ｷｬﾗﾊﾞﾝ(12/3)、市内大みそか風景(12/31)、新春航空安全祈願祭

(1/1)、新勝寺貫首年頭回礼(1/3)、成人式式典(1/15)、新勝寺節分会(2/3)、女性ふれあい

ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(2/9)、第 5回成田市青少年綱引き大会(2/23)、消費生活展(2/28･3/1) 

 

３号(H4. 4～4.9) 

県道成田安食線ﾊﾞｲﾊﾟｽ開通式(4/30)、成田市青少年海外友好使節団出発式(5/13)、水防演

習(5/26)、成田小学校ｸﾘｰﾝ大作戦(5/30)、軽ｽﾎﾟｰﾂの集い(6/14)、成田祇園祭(7/7～9)、ｻﾝ

ﾌﾞﾙｰﾉ市使節団市長表敬訪問 (7/8)、ｻﾝﾌﾞﾙｰﾉ市使節団歓迎夕食会(7/10)、京成成田駅東口

広場ﾃﾞｯｷ地下自由通路開通式(7/23)、根木名川ﾎﾀﾙの夕べ(7/31)、成田ふるさとまつり

(8/22･23)、錦こいの放流(8/28)、お待夜祭(9/2･3)、第 6回ﾐｽｴｱﾎﾟｰﾄ&ﾐｽ成田ｺﾝﾃｽﾄ (9/5)、

房総子どもｶﾙﾀ取り大会(9/12)、子どものｱﾄﾘｴ教室(9/12)、敬老会(9/13･15)、空の日ﾌｪｽﾃｨ

ﾊﾞﾙ(9/20)、第 1回成田百人委員会(9/21)  

 

４号(H4.10～5.3) 

市民運動会(10/10)、千葉県精神薄弱児者ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会(10/21)、成田山書道美術館開館式

(10/28)、成田市消防団航空機事故消化救難訓練(11/1)、市民農園収穫祭(11/1)、さわやか

ﾊｰﾄちばの集い(11/5)、千葉県更生保護研究大会(11/6)、成田市健康まつり(11/21･22)、八

富成田斎場完成記念式典(11/30)、成田空港第 2 ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ供用開始(12/6)、新春航空安全祈

願祭(1/1)、国際理解の集い(1/22)、成田空港新管制塔完成祝賀会(1/29)、都市計画道路 3･

3･6号大株線(2/17)、ｱﾗｽｶｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ VS成田北高ｻｯｶｰ部 (3/12) 



５号(H5. 4～5.9) 

本城小学校開校式と入学式(4/6)、ﾃﾚﾄﾋﾟｱ指定授与式(4/16)、文団連まつり(4/24･25)、い

きいき農業体験 (5/19)、第 38 回東部 5 市体育大会(5/30)、皇太子様雅子様ご結婚祝い山

車引き回し(6/9)、平成 5 年度千葉県まちづくりﾌｪｱ記念植樹祭(6/10)、成田国際高校留学

生お別れﾊﾟｰﾃｨ(7/17)、高校野球千葉大会決勝成田高校 VS 市立船橋(7/30)、利根川治水百

年記念行事(8/4)、第 19 回ﾗｲｵﾝｽﾞ杯争奪夏季少年野球大会(8/22)、第 1 回成田空港問題円

卓会議(9/20)、市内で 100歳のお祝い (9/21) 

 

６号(H5.10～6.3) 

久住第二小学校祖父母学級(10/21)、全国ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾚｰｼｮﾝ大会(成田会場･女子ｿﾌﾄ/卓

球)(11/13～16)、子ども会まつり(12/5)、新妻の｢鯉切りおびしゃ｣(1/20)、第 1 回空港と

地域の共生をめぐる勉強会(2/1)、ｼﾝﾎﾞﾙﾏｰｸ･市の花選考委員会(2/9)、消防出初め式(2/11)、

成田ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟﾊﾟｰﾃｨ(2/13)、成田市ﾃﾚﾄﾋﾟｱ指定記念講演(出光ｹｲ氏)(2/19)、公津

小学校創立 120 周年記念式典(3/2)、本城小学校･ﾌﾟｰﾙの竣工式･校章と校歌の発表(3/11)、

京成成田駅東口土地区画整理事業完成記念式典(3/24)、三里塚消防署空港分署開署式

(3/30)、京成電鉄｢公津の杜｣駅竣工式と街びらき式典(3/31) 

 

７号(H6. 4～6.9) 

感動成田劇場(4/8～10)、平和大塔建立 10 周年記念式典(5/6)、大塔まつり(5/7)、世界の

料理講習会(5/12)、親子体験農業教室(5/22)、三里塚貴賓館改修竣工式(5/24)、成田市場

まつり(6/5)、南羽鳥遺跡発掘調査の見学会(6/19)、鈴木三重吉文学碑除幕式(6/26)、ﾐｭﾝﾍ

ﾝ空港視察団出発(6/27)、都市計画道路中台線の開通(6/30)、祇園まつり(成田地区)(6/30)、

祇園まつり(長沼地区)(7/16)、 東日本実業団相撲選手権大会(7/17)、自治宝くじ抽選

会(7/22)、夏休み子ども料理教室(8/6)、ﾐﾆ国体(関東ﾌﾞﾛｯｸ大会)(8/27～29)、昔のあそび

講習会(8/28)、空港圏駅伝大会(9/25) 

 

８号(H6.10～7.3) 

友好都市成田市民号咸陽市訪問(10/4～8)、市民運動会(10/10)、印旛沼ｸﾘｰﾝﾊｲｷﾝｸﾞ(10/23)、

全国戦没者追悼式(10/30)、長沼市民の森植樹祭(11/10)、市制施行 40周年記念式典(11/12)、

男の料理教室(老人ｸﾗﾌﾞ)(11/17)、産業まつり、南羽鳥遺跡見学会(11/19～20)、子どもま

つり(成田ふるさとかるた)(12/4)、通勤快速成田ｴｷｽﾌﾟﾚｽ出発式(12/5)、東和田･寺台土地

区画整理事業起工式(12/15)、空港と地域の共生を考える勉強会(12/21)、根木名川改修工

事完成記念式典(12/22)、成田空港地域共生委員会(1/10)、中学校音楽祭(1/21)、ﾍﾙｼﾝｷ合

唱団が成田に(2/1～8)、匈奴民俗芸能大会 (2/11～12) 

 

 



９号(H7. 4～7.9) 

JR 成田駅西口にﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ第 1 回(4/2)、廃棄物減量推進員の任命式(5/18)、成田山で薪能

(5/20)、長谷川市長退任式と小川新市長の初登庁(4/29.30)、市の花あじさいが見頃に

(6/20)、三里塚で手作り神輿が完成(7/23)、土屋土地区画整理組合の起工式(7/26)、飯田

町夏祭り(7/30)、夏休み親子施設見学会(8/2)、駅前ｸﾘｰﾝ運動が始まる第 1回(8/11)、戦後

50 年を記念し図書館で原爆写真展(8/20)、成田山みたま祭り(8/23)、八生公民館で被災体

験教室 (8/25)、久住第 2小にﾘﾝｺﾞ便(9/8)、三里塚ﾌｪｽﾀ 95第 1回(9/10) 

 

10号(H7.10～8.3) 

玉造保育所がｵｰﾌﾟﾝ(10/2)、甚兵衛公園にｺｽﾓｽ畑が出現(10/27)、参道で成田時代絵巻｢御利

生祭｣第 1 回 (11/4･5)、上町や吾妻で防災訓練(11/9･10)、成田市行政改革懇談会がｽﾀｰﾄ

(11/10)、長谷川録太郎氏など 8氏に叙勲･褒賞(3/27)、ﾘｻｲｸﾙ自転車を市が無料で貸し出し

(3/27)、3月定例市議会で小川市長が施政方針を表明(3/1)、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ朗読ｸﾞﾙｰﾌﾟ｢さくら草｣

が創立 10周年に(3/2)、長谷川録太郎氏が 4人目の名誉市民に(3/26) 

 

11号(H8.4～8.9) 

成田西陵高校第 1 回入学式(4/10)、成田感動劇場第 5 幕(4/15)、成田市体育協会功労者表

彰式(4/17)、遠山地区公民館竣工式(4/29)、 ACI 太平洋地域部会(5/8~9)、成田市ｺﾞﾐｾﾞﾛ

運動(6/3)、新東京国際空港公団本社移転(7/3)、成田祇園祭にｻﾝﾌﾞﾙｰﾉ中学生(7/10)、咸陽

市青少年団(7/15)、芦田地区廃棄物問題･中郷地区住民集会 (8/5)、空の日のｲﾍﾞﾝﾄ(9 月)、

敬老会と満 110歳の大嶋さん訪問(9月)、ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ･西口･朝市･赤坂･三里塚(4/1～7/31) 

 

12号(H8.10～9.3) 

市政懇談会(10/7)、感動成田劇場(10/14)、三里塚ﾌｪｽﾀ 96'(10/16)、第 1 回成田福祉ﾌｫｰﾗﾑ

(10/25)、市民農園収穫祭･雇用促進住宅総合防災訓練(10/28)、中学生座談会(11/27)、老

人大学院学園祭(11/27)、戸籍事務ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ稼動式典(12/2)、ｴｱﾎﾟｰﾄ･ｸﾘｽﾏｽ(12/25)、市営第

3 駐車場ｵｰﾌﾟﾝ(12/30)、 JR 成田駅 100 周年記念(1/20)、成田市門前町ｻﾐｯﾄ(2/7)、三里塚

郵便局落成式(2/20)、長谷川録太郎さん肖像画(2/21)、中高層ﾎﾃﾙ火災予防訓練(2/26)、成

田山梅まつり(3/10) 

 

13号(H9.4～9.9) 

成田空港利用客 3億人突破(4/4)、外国人相談窓口ｵｰﾌﾟﾝ(4/11)、感動成田劇場第 7幕･門前

町ｻﾐｯﾄ(4/14)、成田市航空機災害訓練(4/25)、明治大学･成田社会人大学開校式(4/28)、ﾑｻ

ｻﾋﾞ型埴輪などの展示(5/7)、豊住中学校 50周年式典(5/14)、韓国仁川広域市中区訪問団が

表敬訪問(5/21)、NAA 北地域相談ｾﾝﾀｰ開設 (6/6)、 9 年度叙勲褒章受賞祝賀会(6/25)、成

田空港周辺地域共生財団設立発起人大会(6/27)、いきいき倶楽部(7/23)、芦田産業廃棄物



撤去開始(7/30)、公津地区市政懇談会(7/30)、成田空港横風用滑走路予定地内農家 2 戸移

転合意(8/20)、ふれあいるｰむ 21(9/3)、建設協力会環境美化運動(9/12) 

 

14号(H9.10～10.3) 

田町おもしろ市(10/6)、成田空港貨物取扱量 2、000 ﾄﾝ突破(10/15)、成田中学校創立 50周

年記念式典 (10/20)、印旛沼北部周辺探鳥会(10/29)、吾妻小学校創立 20 周年記念講演会

(10/31)、外国人と市長の対話(11/5)、車道と歩道の段差改良工事(11/12、11 月 24 日の表

参道の側溝整備工事と合わせて編集)、東京湾ｱｸｱﾗｲﾝ完成記念ｲﾍﾞﾝﾄで観光 PR(11/26)、航空

機騒音実体験予備調査(12/12)、明治大学･成田社会人大学閉校式(12/15)、芦田産廃撤去作

業完了･赤荻保育園｢青空ゆめひろば｣(12/19)、冬季長野ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ聖火到着式(12/24)、本城

区ふれあいﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(1/19)、芝山鉄道起工式(1/23)、商工会青年部ｻﾝﾌﾟﾙｰﾉ視察報告会(2/9)、

成田市天然ｶﾞｽ車導入(2/18)、久住地区市政懇談会､第 1回成田ｼﾃｨｸﾛｶﾝﾁｬﾘﾃｨｰﾚｰｽ(2/23) 

 

15号(H10.4～10.9) 

三里塚さくらの丘ｵｰﾌﾟﾝ(4/6)、全国門前町ｻﾐｯﾄ inNARITA･平成の成田詣(4/15)、のぞみの園

開園式(4/20)、奉祝市民代提灯行列(4/29)、市川団十郎･新之助の奉納舞踊､お練り(5/1)、

自然を生かした公津の杜の公演 (5/8)、成田市ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ完成記念式(5/20)、赤荻保育園

ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ(5/27)、利根川水防演習(6/1)、全日空客室乗務員が日赤でｽｽﾞﾗﾝ贈る(6/5)、印旛

沼にｺﾌﾞ白鳥の親子(6/8)、成田山開基 1060年記念奉納ちびっこ相撲大会(6/17)、  ふれあ

いいんば 98(6/22)、ｱﾒﾘｶｻﾝﾌﾞﾙｰﾉ市中学生遠山中訪問(7/15)、郷部で阿弥陀三尊来迎図発見

(7/31)、 

中村吉右衛門さん｢佐倉義民伝｣成功祈願に宗吾霊堂参拝(8/28)、ｼﾞｬﾝﾎﾞ機と綱引き(9/18)、

空港気象台見学会(9/20)、ｺﾞﾐ探検隊(9/26) 

 

16号(H10.10～11.3) 

第 1回国際こども絵画交流展(10/7)、げんきﾌｪｽﾀちば'98(10/19)、成田時代絵巻｢御利生祭｣

(11/9)、成田市咸陽市友好都市締結 10周年(11/11)、総合防災訓練(11/18)、ｴｱﾎﾟｰﾄ快速特

急がｽﾀｰﾄ(11/20)、成田市共生大綱発表(12/4)、ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞからｻﾝﾀが来日(12/4)、鷹女の像除

幕式(12/21)、成田市中学校吹奏楽祭(2/1)、節分会(成田山新勝寺･宗吾霊堂)(2/3)、二宮

尊徳ｻﾐｯﾄ(2/8)、門前町旅館お座敷ばなし(2/12)、青少年綱引き大会(2/15)、成田市環境基

本計画策定懇談会(2/26)、日本語教室修了･10周年ﾊﾟｰﾃｨｰ(3/14) 

 

17号(H11.4～11.9) 

感動成田劇場第 11幕(4/12)、小川市長初登庁(4/28)、在宅介護支援ｾﾝﾀｰｵｰﾌﾟﾝ(5/3)、 

春季県高校野球決勝･成田 VS専大松戸(5/5)、平行滑走路早期完成署名運輸省へ提出(5/12)、

成田空港消音施設実験(5/12)、成田空港暫定滑走路建設閣議決定(5/21)、成田市議会正･副



議長就任(5/21)、臨時成田市議会(5/24)、成田市国際交流協会総会(5/31)、なりた知っ得

出前講座(6/16)、周辺住民による成田空港問題ﾌｫｰﾗﾑ (6/30)、ﾍﾟﾙｰ移民 100 周年記念ｻｯｶｰ

大会(6/30)、成田市農業ｾﾝﾀｰ始動(7/21)、子どもｾﾝﾀｰｵｰﾌﾟﾝ(8/2)、平成児童ﾎｰﾑｵｰﾌﾟﾝ(8/4)、

書家浅見錦龍さん成田市に作品寄贈(8/25)、落花生掘り大会(9/15)、男と女のﾗｲﾌｶﾚｯｼﾞ

(9/25) 

 

18号(H11.10～12.3) 

ｵｸﾄｰﾊﾞｰﾌｪｽﾀ 99(10/11)、新東京国際空港の工事実施計画変更認可申請に関する公聴会(前

半)(10/18)、新東京国際空港の工事実施計画変更認可申請に関する公聴会(後半)(10/20)、

義民ﾌｫｰﾗﾑ(10/26)、外国人のための日本語学校(11/3)、中郷地区お年寄りを囲む会(11/8)、

あおぞら会ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(11/12)、沼田知事東峰訪問記者会見(11/26)、成田空港暫定滑走路着工

(12/3)、暫定滑走路工事始まる(12/6)、紙すき教室(12/6)、大室線に千葉交通の小型ﾊﾞｽ

(12/10)、ﾐﾚﾆｱﾑｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝｺﾝｻｰﾄ(1/1)、成田市円卓会議(1/19)、春節を祝う会(2/7)、空港前

景｢木の根･天浪の戦後開拓｣(2/16)、成田おたすけ隊ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ研修(3/1)、ﾌﾟﾚﾐｱﾑ付き商品

券(3/8)、国際交流講演会(ﾏﾘ･ｸﾘｽﾃｨｰﾇさん)(3/18)、ｻﾝﾌﾞﾙｰﾉへ出発 (3/29) 

 

19号(H12.4～12.9) 

さくらの山(+3 公園)開園式(4/3)､成田おたすけ隊 発会式(4/19)、大相撲成田場所(4/24)､

お田植祭(5/5)､空港周辺道路清掃(5/17)､成田にｷｬﾝﾌﾟ地を誘致する会 発会式(5/22)､永島

敏行と米づくり体験(5/24･9/23永島敏行と稲刈り)､雹の映像(5/24･5/26降雹被害状況とあ

わせて)､ｸﾞﾘｰﾝﾎﾟｰﾄ 2000(6/2)､成田市消防団ﾎﾟﾝﾌﾟ操法大会(6/14)､成田赤十字病院 新館ｵｰ

ﾌﾟﾝ(6/16)､芝山鉄道工事変更許可申請が認可(6/21)､咸陽に紙芝居を(6/28)､空港第 1 ﾋﾞﾙ第

2 ｻﾃﾗｲﾄ(7/21)､皆既月食(7/17)､｢若がえり隊｣保育園訪問(7/24)､日韓友好都市民間親善ｻｯｶ

ｰ大会(7/26)､  県道成田下総線 和田赤荻間開通(8/2)､放置自動車条例(8/16)､ｼﾄﾞﾆｰｵﾘﾝﾋﾟ

ｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ選手激励会(9/6) 

 

20号(H12.10～13.3) 

ｻﾝﾌﾞﾙｰﾉ市訪問団来日･ｻﾝﾌﾞﾙｰﾉ市姉妹都市締結 10 周年記念式典･市民運動会(10/16)･ｻﾝﾌﾞﾙｰ

ﾉへ市民訪問団出発(10/25)成田ﾐｰﾂｻﾞﾜｰﾙﾄﾞｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ視察(11/10)外国人ともちつき大会

(11/10)、小学生と客室乗務員の交流会(1/22 三里塚小)、成田ﾐｰﾂｻﾞﾜｰﾙﾄﾞ終了式(3/3)、紅

葉まつり(11/13)､首都圏業務核都市首長会議(11/20)､YOU 遊ｽﾎﾟﾚｸ玉造(11/22)､山倉昭男さ

ん報告会(11/22･久住二小)､高橋尚子･宗吾霊堂にお参り(11/29)､放置自動車の撤去始まる 

(12/4)､西中新旧校舎見学会(12/6)､井邑市訪問団 市役所訪問(12/22)､とよすみ新春駅伝

大会(1/8)､ﾁｬﾚﾝｼﾞｼｮｯﾌﾟｵｰﾌﾟﾝ(1/26)､成田赤十字病院竣工式(2/7)､成田市郷土民俗芸能大

会(2/21)､耳の日まつり(3/4)､独居老人へ手作り弁当(3/16) 

 



21号(H13.4～13.9) 

おどり花見(4/4)、四季彩祭写真展(4/6)、赤坂交番竣工式(4/6)、堂本知事成田を訪問(4/9)、 

成田インターナショナルエアポートカップフットサル大会(4/23)、第 6 次総合 5 か年計画

(5/16)、「騒特法」による都市計画決定(5/18)、IT講習会(5/23)、W杯公認キャンプ地誘致

の視察団帰国報告会(6/13)、田町ガイドマップ(6/22)、ペルー南部地震の被災地へ子供服

贈る(7/11)、カウントダウンボード設置(7/25)、寺台屋台完成披露式（保目神社祭礼あわ

せて・7/27）、シートベルトリーダー(8/8)、大袋朝角力(8/29)、第 5回義民サミット(9/7)、

学校ミニ集会(9/19)、図書館の検索システム好評(9/19)、シルバーボランティア研修会

(9/26) 

 

22号(H13.10～14.3) 

ワガワガ高校生書道とピザ作り体験(10/3)、成田ゆかりの人物展オープニングセレモニー

（10/10）、暫定滑走路飛行実験(10/19・11/23の暫定滑走路竣工式・堂本知事騒音体験合わ

せて)、成田市民憲章制定 30 周年記念式典(11/14)、市民運動会写真展(11/19)、新宮様ご

誕生(12/3・12/10の敬宮愛子様ご誕生を祝い市内でイベント合わせて)、長谷川録太郎前市

長市民葬(12/17)、成田山断郊レース(12/26)、JR 西口乗降場新設(1/15)、韓国井邑市(チョ

ンウップ)訪問団出発(1/28)、成田小学校昔の遊び(2/8)、教育フォーラム(2/10)、日赤ヘ

リポート訓練(2/15)、ミシガン州教員市長を訪問(2/18)、ドクターヘリ訓練(3/5)、久住中

学校卒業式(3/12)、サッカー日本高校選抜合宿練習試合(3/23)、51号４車線供用開始(3/26) 

 

23号(H14.4～14.9) 

空の駅オープン(4/16)、暫定平行滑走路供用開始・一番機チャーターツアー合わせて(4/17)、

市内循環バス運用開始(4/22)、ドイツＵ―１５代表表敬訪問・練習試合(5/8.9)、堆肥土づ

くり実践館オープン(5/13)、駅づくりまちづくりフォーラム(5/19)、日中友好交流都市中

学生卓球大会(5/22)、ナイジェリア代表が成田入り(5/31・6/2Ｗ杯臨時列車運行・6/5ドイ

ツ代表成田入り)、子供雑誌の誌名・マスコット決定(6/20)、台方下平Ⅱ遺跡現地見学会

(7/3)、保健福祉館オープニングセレモニー(7/18)、咸陽市「希望の星」来成(7/18・7/19

表敬訪問・7/20「希望の星」と「少年の翼」交流会)、新高速鉄道地元説明会(7/18)、宗吾

様 350年祭記念フォーラム(7/20)、中学生訪問団井邑市へ出発(8/8)、新勝寺新貫首橋本照

稔大僧正に(9/14・9/18入山式)、卸売市場でマグロ解体(9/14) 

 

24号(H14.10～15.3) 

オクトーバーフェスタ in 宗吾(10/5・6 日奥の院落慶式、13 日宗吾様 350 年講演会、18 日

義民ロード開通式合わせて)、成田空港南側ゲート供用開始(10/16)、明治大学成田社会人

大学閉講式(11/9)、成田空港に関する四者協議会(11/25)、本城小学校創立 10 周年記念式

典(11/30)、整備が進む郷部線(12/17)、井邑市中学生訪問団来成(12/24)、久住中学校取り



壊し開始(1/13)、全国小中学校環境教育研究大会、堂本知事成田を視察合わせて(1/24)、

市政施行 50 周年記念行事実行委員会(2/7)、咸陽市教育視察団来成(2/24)、市町村合併法

廷協議会設置案否決、小川市長辞任表明(3/5・12/15 からの合併任意検討協議会、1/20 合

併説明会など、経緯を説明する)、Ｊ2 水戸 市内でキャンプ(3/5)、人権を考えるつどい

(3/9)、晋山式 (3/15・3/16晋山慶祝稚児行列)、小川市長退任式(3/24) 

 

25号(H15.4～15.9) 

南三里塚遊歩道供用開始(4/4)、小林攻市長初登庁・所信表明演説(5/2・23)、東小で新茶

摘み (5/7)、U-15オーストラリアフットサルチーム成田訪問(5/15)、成田空港 25周年記念

式典(5/20)、東部 5 市体育大会(5/25)、成田病院・藤立病院移転(6/21)、かくし芸をひと

つマスターする講座(6/29)、簡易マザーズホーム完成(7/11)、デンマークネストベズ市長

来成(7/14)、第 8回親善東西対抗少年野球大会 (8/2)、仁川親善サッカーチーム表敬訪問・

試合(8/8・9)、土屋地区の盆綱復活(8/14)、第一回タウン･ミーティング・公津公民館タウ

ン・ミーティング(8/19・22)、成田署が独居老人宅を訪問(9/22)、台方下平 I 遺跡説明会

(9/27) 

 

26号(H15.10～16.3) 

赤い羽根大臣メッセージを市長に(10/1)、Ⅴ＆Ｆエアポート初せり(10/1)、強風による被

害 (10/13・14)、久住地区の県道が供用開始(10/17)、シッティングバレーボール・アジア

予選(10/31)、成田三署合同消化訓練(11/8)、中学生座談会(11/11)、合併促進協議会公開

質問状提出・酒々井町の合併推進団体が陳情・市民アンケートの送付(11/12・13)、参道で

電柱を抜く作業始まる(12/17)、なのはな県民会議(12/23)、ミラフォレスタ・公津の杜駅

イベント(12/24・31)、合併首長会議(1/8)、玉造小学校で不審者緊急訓練・防犯ブザー配

布開始(1/28・2/18)、消防出初式(2/8)、千葉県老人クラブ芸能大会 (2/26)、保健福祉館

グランドオープン記念式典(3/25)、成田市制 50周年記念エコーはがき発売(3/31) 

 

27号(H16.4～16.9) 

海老蔵お練り行列(4/4)、市役所にフロアマネージャー(4/5)、成田太鼓祭(4/10)、成田山

新勝寺で第 62期将棋名人戦(4/13)、市制施行 50周年記念オープニング・山車まつり(4/18)、

プロ野球イースタンリーグ 巨人対ロッテ(4/25)、プロ野球ＯＢ少年野球教室(5/5)、栗山

公園でミニＳＬ運行開始(5/22)、表参道今昔写真展(6/9)、市制施行 50 周年記念缶ビール

発売(6/12)、成田中学校で祇園祭講座(6/29)、市営プールのプール開き(7/3)、サッカーＵ

-18パラグアイ代表訪問(7/12)、玉造公民館 20周年まつり (7/30)、第 6回印旛地区キャン

ポリー(8/14)、信徒会館取り壊し工事開始(8/19)、サッカー日本代表が成田で合宿(9/3)、

御待夜祭開催日が変更に(9/4)、ＮＨＫにっぽん愉快家族公開録画(9/12) 

 



28号(H16.10～17.3) 

市政施行 50 周年記念オータムジャンボ抽選会(10/15)、新潟中越地震被災者に支援物資

(10/26)、インターハイ引継ぎ式(10/27)、市政施行 50 周年記念式典(11/13)、橋賀台小創

立 30周年記念式典(11/20)、アテネオリンピック出場選手報告会(11/20)、第 4サテライト

供用開始(11/26)、成田山弾額奉納 (11/28)、大野屋旅館が登録有形文化財に指定(12/8)、

西中学校で順天堂大学体操部が演技披露(12/20)、青色回転灯パトカーが登場(12/24)、駅

前暫定歩道開通(12/28)、里山遊歩道開通式(1/18)、科学お楽しみ広場(1/29)、中学生議会

(2/1)、成田市子ども館オープン(2/1)、合併協議会と調印式(3/15)、あじさいの苗を無料

配布(3/28)、低温卸売場竣工式(3/28) 

 

29号（H17.4～9） 

市役所総合案内所が閉鎖（4/1）、コミュニティバスが実証運行開始（4/1）、太鼓まつり

（4/9.10）、災害時応急生活物資供給に関する協定（4/26）、北羽鳥多目的広場開場式（5/3）、

防犯指導員委嘱状交付式（5/9）、航空機事故消化救難合同訓練（5/12）、安心なまちづくり

大会 ＪＳＬ発足（5/20）、成田市場まつり（5/22）、成田幼稚園 100 周年（6/1）、文化財

保護デー消防訓練（6/18）、助役就任式（6/22）、社会福祉協議会合併調印式（6/29）、三里

塚コミセン開所式典（7/1）、成田空港暫定平行滑走路北側延伸決定（8/ 3）、成田でインタ

ーハイ開催(ソフトボール・柔道・卓球・裏方インタビュー)（8 月）、交通安全全国キャラ

バン隊（9/2）、青少年セーフティー宣言コンサート（9/27）、地震発生時の職員初動対応訓

練（9/29）、ノムラカップ・アマチュアゴルフ選手権（9/19）、秋季県高校野球 成田高校

が優勝（9月） 

 

30号（H17.10～18.3） 

上町が都市景観賞受賞（10/ 4）、市消防本部 40周年記念講演会（10/16）、秋季関東地区高

等学校野球大会成田高校野球部初優勝～市長訪問～センバツ出場決定（11月）、千葉ロッテ

マリーンズ野球教室（11/23）、ふれあいセダン特区成田 認定証授与式（12/ 6）、JR 成田

駅西口イルミネーション点灯式（12/15）、NHK｢商店街の達人｣公開生放送（12/18）、森田健

作野球チームが成田で選考会（12/18）、学校情報配信システム説明会（1/16）、市内小・中

学生が折り鶴プレゼント（1/20）、成田新高速鉄道・北千葉道路着工式（2/4）、成田山新勝

寺総門建立地鎮祭（2/19）、成田高校ダンスドリル部が全米チアダンス大会出場（3月）、成

田高校野球部春のセンバツ初出場（3/17）、平成小学校お別れ式（3/23）、下総町・大栄町

閉町式（3/22・23）、成田市開庁式（3/27）、新ナンバープレートの交付開始（3/27）、成田

市が ISOを取得（3/29） 

 

 

 



31号（H18.4～9） 

都市計画道路 郷部線が開通（4/ 1）、コミュニティバス正式運行開始（4/1）、公津の杜小

学校で開校式と入学式（4/5・10）、合併後初の市議会開会（4/12）、小倉宗衛「能面の世界

作品展」（4/15）、人口当てクイズ（4/13）、伊能のおあそび（4/23）、成田市・下総町・大

栄町 合併記念フェスティバル（4/29）、成田で社会人野球クラブ対抗試合（4/29）、成田

はなのき台 街開き式（5/14）、成田空港第 1旅客ターミナルグランドオープン記念式典 南

ウイング供用開始（5/29・6/2）、紫陽花まつり（6/4）、成田山開基 1070年祭記念行事実行

委員会（6/27）、第１回成田市国民保護協議会（6/29）、暫定平行滑走路の飛行場変更許可・

申請 北伸延伸工事着工（7/10）、金属板で折り鶴を（７/21）、成田北高校女子サッカー部

が表敬訪問（７/21）、合併の日に生まれた赤ちゃんをお祝い（7/23）、ふるさとふれあい納

涼まつり（8/16）、鹿島アントラーズ フレンドリータウンデイズ成田市の日（8/26）、加

良部小児童が通学合宿（9/10・13）、通学路防犯パトロール車出発式（9/15 ほか）、リトル

JSLが発足（9/25） 

 

32号（H18.10～19.3） 

成田ナンバー出発式（10/10）、NARITA花火大会 in印旛沼（10/14）、ラ・フェスタ ミッレ

ミリア 2006(10/17)、公津みらい 2006 公和祭（10/22）、NHKのど自慢 公開生放送（10/22）、

成田市航空機災害図上訓練（11/ 9）、成田市にコウノトリが飛来（11/11）、土・くらし・

空港展（11/25）、坂田ヶ池で外来魚の捕獲（11/27）、下総・大栄商工会合併調印式（11/30）、

小林市長収賄容疑で逮捕（12/2 ほか）、小泉一成新成田市長誕生（1/ 21 ほか）、特急開運

号が 34年ぶり 1日復活（1/ 28）、ちばデスティネーションキャンペーン（2/  1）、住民票・

印鑑登録証明書自動交付機スタート（3/  1）、公津の杜小学校 校歌校章制定式（3/  6）、

「七星剣」特別展示（3/ 11）、成田市観光循環バス出発式（3/ 14）、成田高校 2 年連続春

の選抜大会出場（3/26）、市民の日フェスティバル（3/ 27） 

 

33号(H19.4～9) 

キッズアントレプレナー（4/1）、美郷台小学校開校式・久住中学校新校舎落成披露式（4/5・

7）、成田空港の機能拡充と地域経済の活性化を実現する会設立総会（4/27）、消防団協力事

業所表示証交付式（5/15）、ウィスコンシン州女性の翼一行が市内小中学校を訪問（5/16）、

生涯大学校開校式（5/18）、うなぎ祭り（6/13ほか）、土屋の山車がお披露目（6/17）、下総

里山ハイキング（6/23）、ＮＡＡ森中新社長着任（6/25）、前林小学校で稲作実習（7/2ほか）、

サッカー国際親善試合（7/13）、成田市まちづくり茶論（7/26）、成田ＹＯＳＡＫＯＩ祭り

（8/4）、ラテンフィエスタ（8/5）、千葉県観光の夢を語る会（8/8）、西中学校陸上部優勝

報告会（8/28）、ゆめ半島千葉国体成田市実行委員会設立総会（8/28）、成田羊羹資料館 15

万人来館記念セレモニー（9/8）、成田近代文学館成田分館が開館（9/15）、日中 21 世紀交

流事業（9/19） 



34号(H19.10～20.3) 

滑川・高岡地区簡易水道事業通水式（10/2）、高校生ドラフトで成田高校唐川選手が１巡目

指名（10/3）、圏央道建設促進街頭キャンペーン（11/１）、飛び出す映像立体ハイビジョン

（11/26）上映会、総門落慶入仏法要・古式砲術演武（11/28）、三和会の新しい山車がお披

露目（12/2）、高速道路料金所強盗模擬訓練（12/12）、空港周辺団体が知事に提言書を提出

（12/21）、桜田の大火（12/22）、成田国際空港都市づくり協議会第 1回会合が中止（12/26）、

西中柔道部が AED講習会（12/28）、馬に乗って初詣（1/2）、サツマイモを使った新商品（1 

5）、成田国際空港都市づくり推進会議（1/30）、美郷台小学校校歌校章制定式（2/5）、新勝

寺１０７０年祭実行委員会（2/15）、 

下総鬼瓦贈呈式（2/29）、滑川駐在所竣工式（3/6）、成田山開基１０７０年祭記念奉祝歌発

表会（3/22） 

 

35号(H20.1～6) 

振り込め詐欺防止で感謝状（2/27）、下総鬼瓦贈呈式（2/29）、成田市オープンソフトボー

ル大会（3/9）、滑河駅前に花壇設置（3/13）、千葉ロッテ唐川選手がオープン戦で 1軍デビ

ュー（3/16）、駅前番所開所式（4/1）、暴力団排除に関する協定調印式（4/2）、貴賓館の一

般公開（4/6）、成田山開基 1070 年祭記念 市川団十郎丈・海老蔵丈奉祝参拝（4/27）、図

書館ボランティアが文部科学大臣賞受賞（4/23）、開白大法会＆奉祝市民提灯行列（4/28）、

成田空港 30周年（5/18）、千葉ロッテマリーンズ成田デー（6/12） 

 

36号（H20.7～12） 

十余三パークゴルフ場オープン（7/23）、成田スカイシリーズ（7/30）、千葉ロッテ 2 軍を

誘致する会（8/19）、成田 SSSが優勝報告（8/22）、八都県市合同防災訓練（8/30）、市内経

済団体が市長に合併要望書提出（9/2）、住民票の写しと印鑑登録証明書の自動交付機（中

央公民館）（9/2）、表参道入口モニュメント除幕式（9/27）、永島敏行さんを農業大使に（9/27）、

三里塚記念公園防空壕調査（10/21）、大須賀小学校創立 100 周年記念式典（10/31）、ボン

ネットバス運行開始（11/9）、船形手黒遺跡現地説明会（11/15）、久住第一小学校創立 100

周年記念式典（11/23）、唐川選手がマリーンズ・ルーキーオブザ・イヤーに（12/14）、防

犯かけこみ 110番の店に関する覚書調印式（12/16） 

 


