平成３０年度ふるさと納税寄附金の使途について（報告）
本市では、
「住んでよし

働いてよし 訪れてよしの生涯を完結できる空の港まち

な

りた」という将来都市像の実現に向け、成田市総合計画「NARITA みらいプラン」に基
づき、様々な施策を実施し、魅力のあるまちづくりに取り組んでおります。
このまちづくりの貴重な財源として活用するため、「NARITA みらいプラン」におい
て、基本目標として掲げる、
「安全・安心に暮らせるまちづくり」、
「空港と共生し安心し
て暮らせるまちづくり」、「安心して子どもを産み育てられるまちづくり」等の１６分野
に 使 途 を 定 め 、 ふ る さ と 納 税 寄 附 金 を 募 っ て お り 、 平 成 ３ ０ 年 度 は 、 1,372 件
38,066,000 円のご寄附をいただきました。
この度、寄附金の使途を取りまとめましたので、主な使途についてご報告いたします。
《主な使途》
① 消防庁舎整備事業
（平成３０年度事業費 228,704 千円

ふるさと納税寄附金充当額

10,541 千円）

本市では、４署４分署の消防署を整
備し、消防・救急活動を行っておりま
す。このうち、昭和４６年６月に開署し
た三里塚消防署については、庁舎の老
朽化が著しく、耐震性も低いことから、
平成２８年度から建替工事を実施し、
平成３０年６月に新庁舎の供用を開始
しました。
平成３０年度は、新庁舎の整備に伴
災害から市民を守り、安全で、安心して暮 う、消防用ホース洗浄機等の備品購入
らせるよう、消防・救急体制の充実を図るこ 費にふるさと納税寄附金を活用し、消
とが重要です。
防・救急体制の向上に役立てました。
② 保育園運営事業
（平成３０年度事業費 827,538 千円

ふるさと納税寄附金充当額 3,894 千円）
るため、本市では、公立保育園１３園を
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健全な

育成と、子育て支援の向上を図っており
ます。
平成３０年度は、保育園における離乳
食や食物アレルギー対応など、児童の発
育・発達に合わせたきめ細やかな給食の
提供に係る経費にふるさと納税寄附金
女性の社会進出などによる共働き世帯の を活用し、安心・安全な食事の提供と食
増加により、年々増加する保育需要に対応す 育の推進に役立てました。
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③ 航空機騒音測定システム事業
（平成３０年度事業費 27,581 千円

ふるさと納税寄附金充当額 3,686 千円）
成３０年３月に、「成田空港に関する四
者協議会」において、更なる機能強化に
ついて合意されました。この機能強化
は、我が国の成長や、本市はもとより、
空港周辺地域の振興に寄与する一方、騒
音地域にお住まいの方々の生活環境へ
の影響が懸念されます。
本市では、成田国際空港株式会社等と
ともに、航空機の騒音測定を行っており
成田空港では、日本の空の表玄関として、 ますが、平成３０年度は、騒音測定機器
航空機が年間 25.7 万回（平成３０年度実 の購入費用にふるさと納税寄附金を活
績）離着陸しておりますが、アジアの主要空 用し、騒音地域の生活環境の保全に役立
港との激しい空港間競争を勝ち抜くため、平 てました。
④ 成田ブランド推進戦略事業
（平成３０年度事業費 90,725 千円

ふるさと納税寄附金充当額 3,330 千円）
あります。
本市では、LCC 国内線利用者などの
国内はもとより、訪日外国人旅行者に向
けて、
「成田市観光基本戦略」に沿った、

様々な事業を実施しております。
平成３０年度は、成田空港の乗り継ぎ
旅行客を対象に、成田国際空港株式会社
や空港周辺市町とともに実施している、
空港周遊観光を提供するトランジット
成田空港の機能を最大限に生かし魅力的 ツアーに係る経費にふるさと納税寄附
な活気あふれる都市の実現に向け、「成田ブ 金を活用し、本市の観光ＰＲに役立てま
ランド」としての新たな地域資源を発掘し、 した。
本市の魅力を国内外に広く発信する必要が

※使途の詳細については、３頁の平成３０年度寄附実績一覧にてご確認ください。
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平成30年度実績（個人からの寄附 1,376件 38,346,000円）
１．ふるさと納税寄附金の充当内容
基本目標（寄附金の使途）

寄附
寄附金額（円）
件数

安全・安心に暮らせるまちづくり （防災・防犯）

303

空港と共生し安心して暮らせるまちづくり （空港周辺環境）

93

快適でうるおいのあるまちづくり （生活環境・衛生・動物愛護）

43

事業名

消防庁舎整備事業
防犯灯整備事業
航空機騒音測定システム事業
3,015,000
成田空港周辺環境整備推進事業
住生活基本計画推進事業
7,890,000

965,000

安心して子供を産み育てられるまちづくり （子育て）

189

5,175,000

やさしさと思いやりに満ちた支え合いのまちづくり （高齢者・障がい者・社会福祉）

62

2,600,000

健康で笑顔あふれるまちづくり （医療・健康づくり）

37

865,000

心豊かな人を育むまちづくり （義務教育）

16

390,000

学び、文化を育て、スポーツを楽しむまちづくり （地域文化）

23

531,000

国際性豊かなまちづくり （国際理解・国際交流）

18

510,000

空港を生かした活気あふれるまちづくり （空港活用）

91

2,610,000

魅力ある機能的なまちづくり （市街地・道路整備）

19

500,000

地域資源を活用したにぎわいのあるまちづくり （観光振興）

37

980,000

元気な農林水産業を育むまちづくり （農業）

32

810,000

商工業が活力をもたらすまちづくり （商工業）

9

225,000

市民が参加する協働のまちづくり （市民協働）

成田富里いずみ清掃工場維持管理事業

リサイクルプラザ維持管理運営事業
狂犬病予防及び動物愛護管理事業

母子保健事業
子ども医療費助成事業
保育園運営事業
保育士確保・処遇改善促進事業
独居高齢者見守り支援事業
福祉手当・見舞金支給事業
生活困窮者自立支援事業
地域医療対策事業
結核・がん検診事業
個性を生かす教育推進事業
学校給食事業
文化芸術振興事業
パークゴルフ場整備事業
英語科研究開発事業
日本語教育補助員配置事業
スポーツツーリズム推進事業
成田ブランド推進戦略事業
コミュニティバス運行事業
生活道路整備事業
さくらの山管理事業
観光に関する経費
農地・水保全管理事業
水田農業構造改革対策事業
企業誘致事業
雇用促進奨励金交付事業

充当額（円）
10,540,869
547,544
3,686,056
551,151
3,611
874,160
458,417
20,000
666,061
2,385,657
3,893,627
327,474
61,078
3,285,937
306,961
958,365
257,284
58,365
489,731
102,932
643,322
669,869
46,872
338,442
3,329,588
117,446
585,242
446,052
931,216
280,601
857,753
164,112
152,097
0
28,108

0
0
経営的な視点に立った効率的なまちづくり （市の行政運営）
1
20,000 行政評価事業
成田市におまかせ（※）
399
10,980,000
合計
1,372
38,066,000
38,066,000
※使途を成田市におまかせいただいた寄附については、寄附額の実績に応じて、各事業に按分して充当しています。
２．ふるさと納税寄附金以外の充当内容
寄附金の名称
教育総務費寄附金
一般寄附金
合計

寄附
寄附金の使途
寄附金額（円）
件数
1
100,000 問題を抱える子ども等の自立支援事業に充当
3
180,000 まちづくり全般に関する事業に充当
4
280,000
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