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0104
共同利用施設等維持管理
事業

010202 空港対策課
共同利用施設及び防音集会所の保守点検・修繕・
清掃・敷地管理等を実施し、施設の良好な維持管
理を行った。

86,944,530 維持継続 維持継続 拡大 拡大

空港の機能強化が目前に控えていることからも、騒
音地域の住民にとって身近な共同利用施設の修繕を
進めていく必要がある。修繕費の平準化を図るた
め、今後は各施設の実態調査を行い、優先順位をつ
けて計画的に修繕を行っていく。

0274 母子保健事業 020101 健康増進課

母親学級や赤ちゃん相談、幼児健康診査や歯科検
診など、母子保健に係る事業を妊娠期から幼児期
にかけて実施するとともに、併せて電話相談及び
訪問事業を実施した。また、子育て世代包括支援
センターの平成30年度開始に向けて、準備と関係
機関への周知を行った。

153,850,592 拡大 拡大 拡大 拡大

妊産婦に対して必要な支援を切れ目なく提供するた
め、子育て世代包括支援センターにおいて、平成31
年度から産後ケア事業である訪問型サービスを開始
し、平成32年度には宿泊型サービスを開始する。

0269 結核・がん検診事業 020301 健康増進課

平成29年度は、新たに子宮頸がん・乳がん検診の
対象となる年齢の者にクーポン券を配布し検診周
知と動機付けを行い、受診勧奨を行った。また、
受診率の向上を図るため、結核及び肺がん、大腸
がん、胃がん、子宮頸がん、乳がん検診の対象者
のうち、一定年齢で平成29年度未受診者へ郵送に
て受診勧奨を行った。さらに、視触診を廃止し、
超音波検査の対象を拡充した。

117,768,046 維持継続 拡大 拡大
受診者の拡大及び早期がんの発見を目指して、平成
31年度から新たに胃の内視鏡検診を導入し、受診率
の向上及び更なる健康寿命の延伸を図る。

1678
小学校スクールバス運行
事業

030101 教育指導課

学校適正配置により遠距離通学となった児童の安
全確保のため、久住・遠山・美郷台・下総地区に
おいて、児童の通学用スクールバス及びジャンボ
タクシーを運行した。

85,426,631 拡大 拡大 拡大

大栄地区小中学校の統合に伴い、遠距離通学となる
地域が増えることから、他の地域と同様にバスを運
行し、登下校時の児童の安全を確保する必要があ
る。

0635 運動公園等整備事業 030203 公園緑地課

スポーツ施設の機能拡充を図るため、中台運動公
園では、陸上競技場の第３種公認更新申請に向け
た改修工事や野球場バックネット及び管理室改築
工事を行うとともに、継続事業として体育館ア
リーナ空調設備の設置工事を進めた。
また、老朽化している大谷津運動公園野球場の観
覧席等の改修工事や、中台運動公園水泳プールに
おける管理棟の建替え及び50ｍプールの改修に向
けて設計委託を行った。

372,393,260 維持継続 維持継続 維持継続 維持継続 拡大 拡大

中台運動公園水泳プールについて、施設の老朽化に
対応するため、バリアフリー化を含めた全面的な改
修を行う。なお、50メートルプールについては、可
動床の導入に向けて夏季以外の期間の利用策を検討
するとともに、備品倉庫を整備する。

1988
スポーツツーリズム推進
事業

040102 スポーツ振興課

2020年東京オリンピック・パラリンピック以降も
持続可能なスポーツツーリズム推進の実現に向け
た「成田市スポーツツーリズム推進戦略」に則っ
た事業推進を行った。
特に、2019年に開催されるラグビーワールドカッ
プ日本大会における公認チームキャンプ地選定プ
ロセスやアメリカとのホストタウン事業、パラリ
ンピックの事前キャンプ誘致について、積極的に
取り組んだ。

4,010,845 拡大 拡大 拡大

2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催を
見据え、スポーツツーリズムを継続的に推進してい
く必要があり、さらにアメリカ陸上チームのみでは
なく、アイルランドパラリンピックチームの事前
キャンプ等の受け入れも決定したことで、今まで以
上の事業展開が求められることから拡大とする。

0314 観光ＰＲ事業 050101
観光プロモー
ション課

観光キャラクター「うなりくん」の活用により積
極的に各種イベントに参加し、観光ＰＲの強化を
図った。ゆるキャラグランプリに優勝したこと
で、成田市と観光キャラクターのさらなるＰＲに
成功した。

19,091,373 維持継続 維持継続 拡大 拡大

日本を旅行中の「旅ナカ」外国人向けに宿泊施設の
テレビで本市のＰＲ動画を流すなど、新たな観光PR
及び情報発信を行うとともに、昨年のゆるキャラグ
ランプリで優勝した「うなりくん」を積極的に活用
することで、インバウンドを含めた観光客の更なる
誘致を促進する。

最終評価結果が「拡大」となった事務事業一覧
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0371 農業用基盤施設保全事業 050201 農政課
農業用基盤施設の維持管理について、市の費用負
担分を拠出し、農業生産の向上を図った。

26,587,233 維持継続 拡大 拡大

農業経営の基盤となる施設の維持管理により、農業
生産性の向上と農地の保全を図るために必要な事業
であることから、拡大とする。成田土地改良区更新
事業は成田財特法の適用を受けて実施され、平成31
年度から10年間にわたり総額1億5千万円の市負担に
ついて計上する。

0380
公設地方卸売市場特別会
計繰出金

050301 卸売市場
市場・施設使用料や前年度からの繰越金、雑入等
による歳入の不足分として、一般会計からの繰入
を行った。

184,338,000 維持継続 維持継続 維持継続 拡大 拡大

新市場への円滑な移転を図るため、事業者の移転補
償に係る補助金として、「設備投資補助」「車両電
動化補助」「引越し費用補助」「原状回復・産廃処
分費補助」を導入することとした。
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0646
視聴覚備品等整備・貸出
事業

030201 図書館
視聴覚教材等の整備充実を図るとともに、学校
及び社会教育団体等へ貸出を行った。

2,702,956 縮小 縮小 縮小 縮小
視聴覚ライブラリーが廃止となることから、本事
業については図書館事業に引き継ぎ、事業規模を
縮小して実施していく。

0647 映画上映事業 030202 図書館
市民の芸術文化への関心を高めるため、各種映
画会を実施した。

3,609,964 縮小 縮小 縮小 縮小
視聴覚ライブラリーが廃止となることから、本事
業については図書館事業に引き継ぎ、事業規模を
縮小して実施していく。

最終評価結果が「縮小」となった事務事業一覧
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1897 地球温暖化対策推進事業 010304 環境計画課

環境への負荷の低減を図り、地球温暖化の防止
など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助成した。

19,675,000 維持継続 改善 改善 改善 改善

平成30年度までとしていた住宅用省エネルギー設
備設置費補助制度について、引き続き省エネル
ギー推進施策を実施していく必要があることか
ら、申請期限を延長し、３年後に改めて見直しを
検討することとした。
また、補助対象の基準について、縮小傾向にある
県との整合性を図って見直しを行う一方、太陽光
発電システム設置費補助については市独自の基準
を残し、補助を継続することとした。

最終評価結果が「改善」となった事務事業一覧
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0249 母子・父子家庭福祉事業 020204 子育て支援課
レクリエーション事業の一環として、母子・父
子家庭の親子217名を葛西臨海水族園に招待し
た。

854,176 廃止 廃止 廃止

ひとり親家庭の生活も子供の年齢や親の就業に合
わせ、ライフスタイルが多様化しているが、当事
業は実施日と行先が設定されており、現在のひと
り親家庭に適応した事業ではなくなっている。ま
た、国の方針ではひとり親家庭の自立支援に力を
入れていることから、今後は自立支援事業の強化
に向けていく。

0644
視聴覚ライブラリー運営
事業

030201 図書館
視聴覚ライブラリー運営委員会を開催した。ま
た、県視聴覚ライブラリー連絡協議会主催の会
議及びコンクールに参加した。

97,250 廃止 縮小 廃止 廃止

かつて高価だった視聴覚教材・機材が廉価となり
各学校に普及したことや、操作の容易な機材が増
えて研修等の必要がなくなったことなどから、視
聴覚ライブラリーの役割を終えたと判断し、事業
廃止とする。

0645 視聴覚教育研修事業 030201 図書館
視聴覚教育への理解を深めるために、各種講習
会を開催した。

164,949 廃止 縮小 廃止 廃止
視聴覚ライブラリーの廃止に伴い、本事業を廃止
とする。

1509
証明書自動交付機サービ
ス事業

060202 市民課

平成29年7月の自動交付機廃止までの間、市役所
市民課前、中央公民館、三里塚コミュニティセ
ンターの3ヵ所で印鑑カードにより住民票、印鑑
証明書の発行、また住民基本台帳カードで戸籍
謄抄本、戸籍の附票が交付された。

3,290,370 廃止 廃止 廃止
自動交付機のリース期間が終了する平成29年7月末
で廃止となった。今後は、個人番号カードによる
証明書コンビニ交付の周知を図る。

1115
下総土地改良区総代選挙
に関する経費

060202
選挙管理委員会
事務局

任期満了に伴う選挙を執行したが、全ての選挙
区において、立候補者が定数を超えないため無
投票当選となった。

128,540 廃止 廃止 廃止
土地改良法の改正により、選挙管理委員会による
管理が廃止となった。

0575
根木名川土地改良区総代
選挙に関する経費

060202
選挙管理委員会
事務局

任期満了に伴う選挙を執行したが、全ての選挙
区において、立候補者が定数を超えないため無
投票当選となった。

345,336 廃止 廃止 廃止
土地改良法の改正により、選挙管理委員会による
管理が廃止となった。

最終評価結果が「廃止」となった事務事業一覧
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1214 地域防災計画策定事業 010101 危機管理課

市、関係機関等の平常時からの災害に対する備
えと、災害発生時の対応を定めた「成田市地域
防災計画」について、最新の国・県の計画、各
種法令及び防災関連調査等との整合性を図ると
ともに、近年の各種災害の教訓等を踏まえた実
効性のある計画とするための修正を行った。

9,871,200 休止 休止 休止

平成29年度に地域防災計画の大幅な修正が完了し
たことから、事業を一旦休止とする。今後は、計
画内容の更新を随時行いながら、計画に定める各
種施策を推進していく。

2021 業務継続計画策定事業 010101 危機管理課

大規模な地震発生時にも適切な業務執行体制を
作るため、非常時優先業務を特定するととも
に、業務継続に必要な資源の配分や業務開始目
標時間を定めるなど、事前策を策定した。ま
た、業務体制の維持にあたっては、他自治体や
民間事業者等からの人的・物的支援を円滑に受
け入れることが不可欠であるため、応援要請や
応援受入の体制、手順、受援対象業務を定めた
計画を策定した。

8,708,272 休止 休止 休止

平成30年3月に業務継続計画及び受援計画を策定し
たため、事業を一旦休止とする。今後は、計画内
容の更新を随時行いながら、計画に定める各種施
策を推進していく。

1172
いずみ清掃工場解体・ス
トックヤード整備事業

010303 環境計画課
ストックヤードの建設に係る工事(建築、電気設
備、外構)等を実施した。

404,179,720 終了 終了 終了

本事業は、いずみ清掃工場の跡地利用としてリサ
イクルプラザ等のストックヤードを整備する目的
で、平成26年度から継続事業として進めてきた
が、平成29年10月にストックヤードの建設工事が
完了し、平成30年3月に外構工事が完了したことか
ら、平成29年度をもって完了となった。

2030
病児・病後児保育施設整
備費補助事業

020101 子育て支援課
市内で3施設目の病児保育施設となる「めだか病
児保育室」の整備に係る補助を実施し、平成30
年度から利用開始となった。

34,230,000 休止 休止 休止

これまでに3施設の整備が完了し、病児保育に係る
需要を一定程度満たしたと考えられることから、
事業を休止とする。今後の整備方針については引
き続き、次期子育て支援事業計画で検討してい
く。

1941 臨時福祉給付金給付事業 020204 社会福祉課
臨時福祉給付金（経済対策分）を2,803人に対し
て支給し、平成28年度からの支給総数は13,786
人となった。

51,950,033 終了 終了 終了
臨時的・暫定的な国による施策であり、平成29年5
月31日で受付期間を終えたことから、事業を終了
とする。

1998 久住中学校増築事業 030101 学校施設課
久住中学校増築棟4級併行防音工事（建築・電気
設備・機械設備工事）等を実施した。

532,671,367 終了 終了 終了
平成29年度末をもって工事が完了したことから、
事業は終了とする。

1501
印旛地区教育委員会連絡
協議会研究指定校事業

030101 教育指導課
印旛地区教育委員会連絡協議会研究指定校事業
の公開研究会を実施した。

16,030 終了 終了 終了
平成28・29年度の2年間をかけて研究を推し進め、
平成29年度の公開研究会における成果の発表を以
て、指定校事業を終了した。

最終評価結果が「休止・終了」となった事務事業一覧


