
令和２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 （空欄は，計上
　額未決）

1 企画政策課 まちづくり戦略推進事業 10,000

成田空港の更なる機能強化や国際医療福祉大学成田
病院の開院など，本市を取り巻く社会経済情勢が大
きく変貌を遂げようとしている中，新たなまちづく
りを推進するにあたり，（仮称）土屋駅及び（仮
称）吉倉駅の設置に向けて鉄道駅需要予測調査を実
施する。

7,200
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

7,200

2 国家戦略特区推進課 国家戦略特区推進事業 25,062

令和2年春に予定されている国際医療福祉大学成田
病院の開設に伴い，病院用地として無償貸与してい
る土地の測量調査を実施して登記関係の整理を行う
ほか，病院用地として借り受けた土地の賃料を支払
う。

24,305 〃 24,305

3 行政管理課
ケーブルテレビ視聴エリ
ア拡大事業

161,622

全市普及を目指し，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，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。

161,622 〃 161,622

4 危機管理課
国土強靭化地域計画策定
事業

9,900

大規模自然災害等に備え，事前防災・減災と迅速な
復旧復興に資する施策を，まちづくり政策や産業政
策も含めた総合的な取組として計画的に実施し，強
靭な国づくり・地域づくりを推進するため,国土強
靭化地域計画を策定する。

9,900 〃 9,900

5 〃
防災行政無線固定系更新
事業

93,701

現在使用している固定系防災行政無線の親局が推奨
使用期間を経過することから，更新を行う。また，
不具合の生じている子局及び自動起動装置パソコン
についても併せて更新を行う。

70,834 〃 70,834

6 〃 防災用品備蓄事業 12,661
地震災害や風水害等の大規模な災害が発生した場合
を想定し，液体ミルクなどの備蓄品や発電機などの
資機材を計画的に購入する。

8,195 〃 8,195

7 〃 災害復興支援事業 3,877

令和元年の台風等による災害の被災者に対し，災害
見舞金を支給するとともに，住宅再建のための融資
に係る利子補給金を交付する。また，東日本対震災
の被災者に応急仮設住宅の提供を行う。

3,877 〃 3,877

8 空港地域振興課 航空機騒音地域補助事業 207,569

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。

176,201 〃 176,201

9 空港対策課
民家防音家屋等維持管理
費補助事業

688,428

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。

688,428 〃 688,428

10 〃
騒音地域ケーブルテレビ
普及促進補助事業

5,960
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。

5,960 〃 5,960

11 観光プロモーション課 観光に関する経費 55,313

観光資源・施設の維持管理を行うほか，観光イベン
ト及び観光関連団体等へ負担金・補助金の交付を行
い，本市の観光振興を図る。また，共生社会の更な
る推進に寄与するため，市内宿泊施設が実施するバ
リアフリー化改修工事の費用の一部を補助する。

50,833 〃 50,833

12 〃
表参道銀行跡地利活用事
業

68,195

新たな観光客誘致や地域活性化を図るため，日本遺
産に認定された江戸情緒の残る門前町にふさわしい
観光拠点施設を整備する。令和2年度は，事業具体
化に向けた，基本構想を策定する。

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）

10,271
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

10,271

12月23日までの状況

番号 担当課 事業名

要求概要 11月29日までの状況 12月11日までの状況
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令和２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 （空欄は，計上
　額未決）

12月23日までの状況

番号 担当課 事業名

要求概要 11月29日までの状況 12月11日までの状況

13 観光プロモーション課 観光ＰＲ事業 40,602

「うなりくん」を活用し，各種イベント等で積極的
に観光情報の発信を行う。
令和2年度は，ＳＮＳを活用して本市のインバウン
ド向け広告を配信するとともに，観光ＰＲ動画をビ
ジネスホテル等で放映し，観光客の更なる誘致を図
る。

29,867
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

29,867

14 〃
成田ブランド推進戦略事
業

125,253

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
と寄附金制度のＰＲ力を活用し，地域ブランドの推
進を図る。令和2年度は，成田市御案内人市川海老
蔵丈が十三代目市川團十郎白猿を襲名するため，企
画展等を通じて成田ブランドを発信する。

保留
（事業内容，事業費について検
討）

120,172
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

120,172

15 スポーツ振興課
スポーツツーリズム推進
事業

152,978

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。令和2年度は，東京2020オリンピック・パラ
リンピックの事前キャンプ受け入れを行うほか，都
市ボランティアの育成や運営，各種イベントの実施
などにより，大会の盛り上がりを演出する。

129,621
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

129,621

16 〃 各種競技大会誘致事業 27,850

外部団体の協力の下，トップレベルで競技する各種
競技大会等を誘致し，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。令和2年度
は，世界少年野球大会Girl's Baseball Clinics
2020 成田大会を開催するほか，市内で開催され
る，障がい者立位テニス世界大会などの運営を支援
する。

27,650 〃 27,650

17 〃
生涯スポーツマスタープ
ラン策定事業

5,170

第2次成田市生涯スポーツマスタープランの計画期
間が令和2年度で終了することから，新たなスポー
ツ振興の指針となる第3次成田市生涯スポーツマス
タープランを策定する。令和2年度は，令和元年度
に実施した市民意識調査の結果等を基に，計画の策
定を行う。

5,170 〃 5,170

18 文化国際課
国際文化会館施設整備事
業

71,151

国際文化会館は施設の老朽化が著しいことなどか
ら，将来的な再整備を検討する一方，設備等の改修
工事を実施することにより，機能維持を図る。令和
2年度は，利用者へ快適で安全な施設環境を提供す
るため，大ホールの空調設備等の改修工事に向けた
実施設計を行うほか，ホール棟トイレ洋式化工事を
実施する。

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）

71,151
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

71,151

19 〃
文化芸術センター管理運
営事業

133,378
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。

125,037
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

125,037

20 市民課他
キャッシュレス決済導入
に係る経費

1,879

手数料等の支払いについて，電子マネー等のキャッ
シュレス決済を導入する。導入予定窓口は市民課
（分室含む。），市民税課，資産税課，下総支所，
大栄支所，急病診療所。

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）

847
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

847

21 保険年金課
国民健康保険特別会計繰
出金

1,415,853 国民健康保険特別会計への繰出金 1,382,059
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

1,382,059

22 〃
後期高齢者医療特別会計
繰出金

202,739 後期高齢者医療特別会計への繰出金 220,364 〃 220,364

23 市民協働課
外国人に係る総合相談窓
口運営事業

2,732

平成31年4月に改正された「入国管理法」の施行等
により，さらなる増加が見込まれる外国人住民等を
支援するため，日常生活上の相談や情報伝達につい
て多言語で対応する窓口を開設する。

2,732 〃 2,732
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令和２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 （空欄は，計上
　額未決）

12月23日までの状況

番号 担当課 事業名

要求概要 11月29日までの状況 12月11日までの状況

24 市民協働課
集会施設等維持管理事業
（集会施設等補助金）

55,860
区や自治会等に対し，集会施設等の整備や維持管理
等に必要な経費を補助する。

55,860
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

55,860

25 〃
男女共同参画計画策定事
業

6,795

男女共同参画社会基本法に基づき，令和3年度を初
年度とする次期「成田市男女共同参画計画 成田市
DV対策基本計画」及び「成田市女性活躍推進計画」
の策定を行う。

6,097 〃 6,097

26 環境計画課
いずみ聖地公園拡張整備
事業

7,164

従来のような普通墓地や芝生墓地に限らず，市民
ニーズに合わせた墓地を計画的に供給するため，承
継を必要としない合葬式墓地の整備基本設計委託を
行う。

7,159 〃 7,159

27 〃 地球温暖化対策推進事業 17,665
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。

17,665 〃 17,665

28 〃
新清掃工場関連付帯施設
整備事業

235,450
新清掃工場の余熱等を利用した施設を整備するた
め，用地の取得等を行う。

保留
（事業内容，事業計画について検
討）

保留
（事業内容，事業計画について検
討）

221,678
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

221,678

29 〃 浄化センター整備事業 58,923
し尿処理施設の適正な維持管理に資するため，成田
浄化センターの再整備に向けて基本設計を行う。

〃 58,923
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

58,923

30 環境対策課 公害対策事業 25,258
大気汚染等の状況を的確に測定・監視するため，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う。

24,097
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

24,097

31 〃 廃棄物不法投棄対策事業 14,334

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。

13,528 〃 13,528

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

788,498
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。

770,556 〃 770,556

33 〃
リサイクルプラザ維持管
理運営事業

408,634

リサイクルプラザの維持管理を行う。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。

387,440 〃 387,440

34 〃 ごみ収集事業 803,260

家庭から排出される一般廃棄物を収集する。また，
プラスチック製容器包装の収集回収を月2回から週1
回に変更し，市民サービスの向上とごみの減量及び
資源化を図る。

789,813 〃 789,813

35 環境衛生課
八富成田斎場管理運営事
業

411,650
八富成田斎場の維持管理を行う。また，施設の長寿
命化計画に基づく火葬炉改修工事や空調設備改修工
事を行う。

408,470 〃 408,470

36 社会福祉課
総合保健福祉計画策定事
業

3,468

保健福祉関連施策を総合的かつ計画的に進めるた
め，令和3年度から8年度を対象期間とする，次期
「成田市総合保健福祉計画」を2カ年（平成31年度
～令和2年度）で策定する。

3,441 〃 3,441

37 〃 生活困窮者自立支援事業 49,356

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，家計改
善支援事業，学習支援事業を実施し，生活困窮者の
自立を支援する。

保留
（事業費について検討）

49,356
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

49,356

38 〃 生活保護扶助費 2,044,479
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。

2,044,479
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

2,044,479

39 高齢者福祉課 介護施設等整備事業 73,447
介護施設等の整備をしようとする事業者に対して，
整備に要する費用の一部を補助する。

73,447 〃 73,447
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令和２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 （空欄は，計上
　額未決）

12月23日までの状況

番号 担当課 事業名

要求概要 11月29日までの状況 12月11日までの状況

40 高齢者福祉課
オンデマンド交通高齢者
移送サービス事業

74,286
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。

74,286
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

74,286

41 〃
赤坂ふれあいセンター管
理運営事業

39,721
高齢者の憩いの場及び教養講座の開催，高齢者クラ
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。

36,807 〃 36,807

42 障がい者福祉課
福祉手当・見舞金支給事
業

422,666
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。

420,687 〃 420,687

43 〃 障害者地域生活支援事業 1,113,220
障がい者の自立の促進及び生活の質の向上を図るた
め，障がい者デイサービスの利用に要した費用の一
部を助成する。

1,016,384 〃 1,016,384

44 〃 障害者施設利用支援事業 1,242,147
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。

1,242,102 〃 1,242,102

45 〃
医療費等給付及び助成事
業

404,801
更生医療，育成医療，通院医療費及び重度心身障害
者の医療費等の一部を助成することにより，障がい
者の生活の安定に寄与する等，福祉の増進を図る。

388,831 〃 388,831

46 〃
障害者福祉施設等整備費
補助事業

33,272
障害者福祉施設の新設，大規模修繕，改築等を行う
社会福祉法人に対して，施設整備費の一部を補助す
る。

33,272 〃 33,272

47 介護保険課 介護保険特別会計繰出金 1,220,812 介護保険特別会計への繰出金 1,191,040 〃 1,191,040

48 子育て支援課 家庭児童相談室運営事業 13,154

家庭及び児童の各種相談業務を行うとともに，児童
虐待の早期発見，対応，支援を行う。令和2年度よ
り，家庭児童相談室内に「子ども家庭総合支援拠
点」を設置する。

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）

13,154
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

13,154

49 〃 子ども医療費助成事業 517,712
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。

501,704
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

501,704

50 〃 地域型保育基盤整備事業 25,804

子育て支援員研修を実施し，子育て支援の担い手の
養成を図るとともに，地域型保育事業所の開設支援
を行う。令和2年度は，小規模保育事業所の開設を
希望する事業者に対し，改修費の補助を行う。

25,802 〃 25,802

51 〃 児童手当支給事業 2,077,106
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。

2,077,056 〃 2,077,056

52 保育課 児童ホーム整備事業 88,334

待機児童の解消を図るため，大栄地区の小中学校の
統合に伴う校舎等の整備に併せて実施している，
（仮称）大栄第一・第二児童ホームの建設工事を引
き続き実施するとともに，（仮称）八生児童ホーム
の実施設計を行う。

82,002 〃 82,002

53 〃
保育所等入所世帯支援事
業

10,595

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所を利
用している保護者のうち，低所得で生計が困難な世
帯に対し，日用品費等の購入に要する費用の一部を
補助する。また，新制度未移行の幼稚園を利用して
いる保護者のうち，低所得で生計が困難な世帯に対
し，副食費に係る費用の一部を補助する。

10,595 〃 10,595

54 〃 地域型保育給付事業 417,707

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。

411,417 〃 411,417
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令和２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 （空欄は，計上
　額未決）

12月23日までの状況

番号 担当課 事業名

要求概要 11月29日までの状況 12月11日までの状況

55 保育課
子ども・子育て支援施設
等利用給付事業

521,765

3歳以上の児童及び0から2歳までの住民税非課税世
帯の児童を対象に，子ども・子育て支援新制度に移
行していない幼稚園，幼稚園の預かり保育及び認可
外保育施設等の利用料を給付する。

511,680
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

511,680

56 〃
私立保育園等運営委託事
業

1,772,788

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。

1,626,153 〃 1,626,153

57 〃 保育園運営事業 979,277
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。

936,517 〃 936,517

58 〃
私立保育園等施設整備費
補助事業

196,762
認定こども園を新設しようとする民間事業者に対
し，国の補助事業を活用し，整備費の一部を補助す
る。

177,084 〃 177,084

59 〃
保育士確保・処遇改善促
進事業

85,132

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。

84,916 〃 84,916

60 健康増進課 災害医療対策事業 2,928

災害発生時に医療救護活動の中心的な役割を担うこ
ととなる医師会，歯科医師会，薬剤師会及び災害拠
点病院等の関係機関で構成する災害医療対策会議に
より，災害医療救護マニュアルの見直しや救所の運
営方法等について協議を行い，救護活動に必要な備
蓄品等の整備を行う。

1,959 〃 1,959

61 〃 保健福祉館管理運営事業 84,047

総合的な福祉の増進及び市民の疾病予防・健康の保
持増進等を目的として，保健福祉館の管理運営を行
う。令和2年度は，本館の空調設備改修のための実
施設計を行うほか，備品等を保管するための倉庫を
新たに設置する。

84,047 〃 84,047

62 〃
地域医療対策事業
（医療機器整備補助金）

17,739
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。

17,739 〃 17,739

63 〃
地域医療対策事業
（看護師等修学資金貸付
金）

200,760
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。

200,760 〃 200,760

64 〃 予防接種事業 436,339

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。
令和2年10月より，ロタウイルスワクチンの定期接
種を開始する。

415,924 〃 415,924

65 〃 結核・がん検診事業 154,292
がんの早期発見，早期治療のため検診を実施する。
令和2年度も受診率の向上を図るため，一定年齢の
未受診者に対し個別通知による受診勧奨を行う。

136,807 〃 136,807

66 〃 母子保健事業 165,033

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。また，家族等から十分な家事及び
育児支援が受けられない産婦や乳児を対象として実
施している産後ケア事業において，新たに産後の休
息を目的とした宿泊型での支援を実施する。

163,466 〃 163,466

67 商工課 雇用促進奨励金交付事業 7,259

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，その賃金の一部を奨励金と
して交付する。

7,259 〃 7,259
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令和２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 （空欄は，計上
　額未決）

12月23日までの状況

番号 担当課 事業名

要求概要 11月29日までの状況 12月11日までの状況

68 商工課 商工業振興に関する経費 7,596

市内中小企業団体の活動に対して支援し, 商工業の
活性化を図る。また，昨年度に引き続き，令和3年
度から概ね7年後を見据えた次期商工業振興計画を
策定し, 商工業の基盤の安定及び強化並びに健全な
発展を図る。

7,563
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

7,563

69 農政課
水田農業構造改革対策事
業

177,613

米の需給と価格の安定を図るため，需要に応じた主
食用米の生産を進めるとともに，生産調整により生
じた余剰水田を有効活用した大豆，麦，加工用米，
飼料用米などの取組に対して補助金を交付する。

171,241 〃 171,241

70 〃
強い農業づくり支援対策
事業

166,036

産地戦略などを策定した産地が取り組む高品質・安
定的な生産販売体制の整備を推進するため，認定農
業者が実施する機械・施設の整備に対して補助す
る。
令和2年度は昨年度実施予定であったものの，台風
15号等の影響により事業を実施できなかったイチゴ
栽培ハウスの整備事業に対し，補助金を交付する。

165,401 〃 165,401

71 〃 森林保全事業 9,685

森林造成を計画的，効果的に推進し，資源としての
森林の整備をすることにより，森林の有する多面的
機能の高度発揮と地域社会の健全な発展を図る。
令和2年度も，森林クラウドシステムによって県・
市町村・林業事業体間における森林情報の一元管理
及びリアルタイム更新・連携を行う。また，森林環
境譲与税について，森林整備や木材利用の促進等に
資するため，基金に積み立てる。

9,685 〃 9,685

72 〃
農業経営強化対策推進事
業

11,060

法律改正により農地利用集積円滑化事業が農地中間
管理事業に統合されることに伴い，農地利用集積円
滑化団体を通じた農地の貸し借りを補助の対象とし
ている農地流動化促進等活動事業補助金が廃止とな
る。
令和2年度は，農地中間管理機構を通じた農地の貸
し借りを補助の対象とする農地集積促進事業補助金
を新設し，担い手への農地集積を支援し，農業の競
争力強化のために不可欠な農業構造の改革及び生産
コストの削減を図る。

11,060 〃 11,060

73 〃 畜産振興事業 14,708

畜産農家の継続的，安定的な経営に資するため，畜
産農家及び畜産農家で構成する組合の行う事業費・
運営費等を助成し，畜産業の振興を図る。
令和2年度は，隣県まで拡大しているCSF及び県内北
東部で発生しているPEDについて，入退場時の消毒
を効果的，効率的に行う施設を新たに設置するため
に，既存のシャワー室等の解体を行う。

14,174 〃 14,174

74 〃
農業集落排水事業特別会
計繰出金

177,374 農業集落排水事業特別会計への繰出金 160,357 〃 160,357

75 卸売市場
公設地方卸売市場特別会
計繰出金

314,189 公設地方卸売市場特別会計への繰出金 325,760 〃 325,760

76 土木課 急傾斜地崩壊対策事業 149,800
急傾斜地の崩壊による災害を防止するため，市内6
カ所において急傾斜地崩壊対策工事を行う。

141,800 〃 141,800

77 〃 崖地整備費補助事業 56,250
崖崩れ等の災害から，市民の生命・財産を守るた
め，個人が行う崖地整備に対し，工事費の一部を補
助する。

56,250 〃 56,250

78 〃 生活道路整備事業 615,974
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，排水管路等を整備する。

452,275 〃 452,275
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令和２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 （空欄は，計上
　額未決）

12月23日までの状況

番号 担当課 事業名

要求概要 11月29日までの状況 12月11日までの状況

79 土木課 幹線道路整備事業 811,929
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。また，自転車通行帯等の整備を行う。

811,929
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

811,929

80 〃 準用河川整備事業 206,074

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。天昌寺川の橋
梁整備工事を実施するとともに，浚渫をはじめとす
る4河川の改修工事を行う。

182,035 〃 182,035

81 道路管理課 道路等補修事業 530,023

生活基盤となる道路の安全を維持するため，道路施
設の修繕を行う。
舗装修繕計画，道路標識修繕計画及び法面・擁壁修
繕計画に基づき，修繕工事を行うとともに，定期点
検結果を基にトンネル・門型標識の修繕計画を策定
する。また，令和元年度に引き続き，ＬＥＤ照明へ
街路灯の更新工事を行う。

495,990 〃 495,990

82 〃 橋りょう補修事業 330,000
令和元年度に見直しを行った，橋りょう長寿命化計
画に基づき，本市が管理する232橋について，計画
的かつ予防的に修繕工事を実施する。

330,000 〃 330,000

83 建築住宅課 建築指導に関する経費 6,840

健全な都市の発展，良好な居住環境の形成等を目指
し，地域に密着したきめ細やかな建築行政を進め
る。
令和2年度から特定行政庁に移行し，基準の指定・
運用・実行，建築基準法による確認，検査，許認可
及び違反指導等の全ての建築行政の業務を市で所管
し，市民サービスの向上と手続きの迅速化を図る。

6,728 〃 6,728

84 〃 建築物耐震化促進事業 7,586

既存建築物の耐震化を図り，災害に強いまちづくり
を促進するため，住宅無料耐震相談会を実施するほ
か，戸建住宅等の耐震診断及び改修，マンションの
予備診断に対し補助する。
また，災害に強いまちづくりを更に促進するため，
引き続き，危険コンクリートブロック塀等の除却工
事費に対し補助する。

6,561 〃 6,561

85 〃 市営住宅維持管理事業 53,905

市営住宅への入退去や修繕など，適正な管理を行
う。また，老朽化に伴い用途廃止が進む木造戸建て
住宅の補填を図るため，ＵＲ賃貸住宅の借上げを行
う。
令和2年度は，建替え用の仮住宅である加良部仮住
宅（12戸）を，高齢者世帯，障がい者世帯，子育て
世帯を対象とした，地域優良賃貸住宅として新たに
供用開始する。また，平成23年度から令和2年度を
計画期間とした現行の市営住宅長寿命化計画の計画
期間の終了に伴い，令和3年度から10年後を見据え
た次期長寿命化計画を策定し，今後の需要の見通し
に基づく管理戸数，点検・計画修繕等の実施方針の
検討等を行う。

53,905 〃 53,905

86 下水道課
下水道事業会計負担金
下水道事業会計出資金

485,862 下水道事業会計への負担金および出資金 442,546 〃 442,546
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令和２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 （空欄は，計上
　額未決）

12月23日までの状況

番号 担当課 事業名

要求概要 11月29日までの状況 12月11日までの状況

87 都市計画課 都市計画策定事業 3,843

都市計画マスタープランで目指す将来都市像の実現
のため，必要に応じ都市計画の見直しを行い，適切
な土地利用を図る。
令和2年度は，昨年度に引き続き，千葉県の定める
航空機騒音障害防止地区等の変更内容を踏まえ，変
更により影響を受ける区域に係る用途地域や地区計
画に関する都市計画の見直しを進める。また，非線
引きの都市計画区域である下総・大栄都市計画区域
を統合し，一体的な区域とするための手続きを進め
る。

3,213
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

3,213

88 〃 公共交通計画策定事業 7,187

安心して暮らせる生活環境の実現や，持続可能な都
市経営を確保するため，公共交通全体のマスタープ
ランとなる地域公共交通網形成計画を策定する。
交通網形成計画に位置付ける施策や事業の検討を進
めるとともに，目標達成に係る評価手法を確立する
など，計画のとりまとめを行う。

6,496 〃 6,496

89 市街地整備課
ＪＲ・京成成田駅参道口
地区整備事業

6,600

成田都市計画都市再開発の方針において定めた京成
成田駅参道口地区2.2ヘクタールの誘導地区につい
て，市街地環境の改善や防災性の向上を目指した，
土地の高度利用や都市施設の更新に向けて事業を推
進する。
令和元年度に策定した基本構想についての説明会を
開催するとともに，権利者の意向調査を行う。

6,600 〃 6,600

90 〃
吉倉地区周辺まちづくり
事業

23,540

成田空港の更なる機能強化や大学病院を核とした医
療関連産業の集積等に伴う，新たな開発需要や人口
増加に適切に対応していくための都市機能や住環境
の整備が図られるよう，吉倉地区周辺のまちづくり
事業の実施に向けて業務を推進する。
事業化に向けて区画整理概略設計を行い，事業フ
レームを検討するとともに，公共下水道による汚水
処理の基本計画を策定する。

23,540 〃 23,540

91 公園緑地課 住区基幹公園整備事業 44,268

市民の身近な都市公園として，住区基幹公園（街
区・近隣・地区公園）が児童の遊戯，幅広い年齢層
の運動，憩いの場及び地域のコミュニティの拠点と
して活用されるよう整備を行う。
継続して進めているグリーンウォーターパークの整
備工事を行うとともに，老朽化した外小代地区公園
及び引地近隣公園の遊具の更新工事を行う。

42,168 〃 42,168

92 〃 スポーツ広場等整備事業 111,413

市民の健康増進及びスポーツ活動の促進を図るた
め，遠山スポーツ広場の拡張工事を行うとともに，
老朽化している北羽鳥多目的広場のトイレの改修工
事を行う。

107,669 〃 107,669

93 〃 運動公園等整備事業 172,777

スポーツ施設の整備充実を図るため，引き続き中台
運動公園水泳プールの改修工事を行う。
また，老朽化している大谷津運動公園のトイレの改
修工事を行う。

172,777 〃 172,777

94 〃
（仮称）東小学校パーク
ゴルフ場整備事業

440,392

スポーツツーリズムの推進及び市民の健康増進を図
るため，東小学校跡地等を活用し，公益社団法人日
本パークゴルフ協会が公認するパークゴルフ場の整
備を行う。

406,963

事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。
樹木伐採委託料については，次年
度以降とする。

406,963

95 教育総務課 学校適正配置事業 40,000

学校適正配置により閉校となる大須賀小学校，桜田
小学校，前林小学校，津富浦小学校及び川上小学校
の閉校記念事業を実施するに当たり，その実行組織
に対して，閉校記念事業負担金を支出する。

40,000
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

40,000
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令和２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 （空欄は，計上
　額未決）

12月23日までの状況

番号 担当課 事業名

要求概要 11月29日までの状況 12月11日までの状況

96 教育総務課
小学校校内ＬＡＮ整備事
業

77,798

普通教室へのＬＡＮが未整備の久住小学校ほか2校
にＬＡＮの整備を行うほか，遠山小学校ほか7校に
おいて機器の更新を行う。また，小学校におけるプ
ログラミング教育の必修化に併せ，学校ネットワー
ク回線の各小学校専用部分及び小中学校共有部分の
増速を行う。

75,024
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

75,024

97 〃
中学校校内ＬＡＮ整備事
業

32,447

遠山中学校において機器の更新を行う。また，小学
校におけるプログラミング教育の必修化に併せ，学
校ネットワーク回線の小中学校共用部分の増速を行
う。

32,447 〃 32,447

98 学校施設課 小学校大規模改造事業 209,358
八生小学校改修工事及び公津小学校改修工事の実施
設計を進めるとともに，橋賀台小学校及び三里塚小
学校の仮設校舎の借上げを行う。

209,358 〃 209,358

99 〃

小学校太陽光発電導入事
業
中学校太陽光発電導入事
業

3,417
太陽光発電設備のみが整備済みの小学校2校，中学
校1校の蓄電池設置工事の実施設計を行う。

3,417 〃 3,417

100 〃
小学校特別教室空調設備
整備事業

22,854

特別教室（理科室，家庭科室等）に空調設備が整備
されていない小学校に空調設備を整備し教育環境の
向上を図る。令和2年度は，小学校15校の空調設備
整備工事の実施設計を行う。

22,854 〃 22,854

101 〃
小中学校長寿命化改良事
業（小中学校費）

10,359

学校施設の劣化状況等を適切に把握し，長寿命化計
画を策定するとともに，近年の多様な学習内容等に
対応した機能的な教育環境を確保するなど，学校施
設の質的向上を図る。令和2年度は，令和元年度に
引き続き小中学校長寿命化計画の策定を行う。

9,359 〃 9,359

102 〃 平成小学校増築事業 18,891
平成小学校区の児童数増加による教室不足に対応す
るため，校舎の増築を行う。令和2年度は，増築工
事の基本・実施設計に着手する。

18,891 〃 18,891

103 〃
大栄地区小中一体型校舎
建設事業（小中学校費）

4,171,996

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。令和2年度は，令和元年度に引き続き校舎及
び体育館の建築工事を行うとともに，大栄中学校校
舎及び体育館解体工事の実施設計を行う。

3,998,812 〃 3,998,812

104 〃
中学校特別教室空調設備
整備事業

187,534

特別教室（理科室，家庭科室等）に空調設備が整備
されていない中学校に空調設備を整備し教育環境の
向上を図る。令和2年度は，中学校6校の空調設備整
備工事を行う。

187,534 〃 187,534

105 学務課
教師用教科書指導書購入
に係る経費

61,447

小学校の学習指導要領が改訂され，それに伴い教科
書が新たに発行されることから，小学校用教師用教
科書を新規に購入する。また，以前購入していた指
導用教材に代わり，指導者用デジタル教科書を導入
する。なお，中学校は学級増等に伴う不足分教科書
等のみ購入する。

60,992 〃 60,992

106 〃
個性を生かす教育推進事
業

184,673

子どもの『生きる力』を育み，個性の伸長を目指す
ために，学校サポート教員及び健康推進教員を配置
し，一人ひとりの子どもに応じたきめ細かな指導を
行うことを目的に，基礎・基本の徹底を図るととも
に，教育相談・生徒指導面における細かな指導体制
を強化し，児童生徒一人ひとりのニーズや個性に応
じた教育の一層の実現を推進する。

184,391 〃 184,391

107 教育指導課 英語科研究推進事業 206,491

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。

203,180 〃 203,180
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令和２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 （空欄は，計上
　額未決）

12月23日までの状況

番号 担当課 事業名

要求概要 11月29日までの状況 12月11日までの状況

108 教育指導課
教育支援センター運営事
業

17,533

学校不適応等により登校できない児童生徒の社会的
自立を目的として，「ふれあいるーむ21」を開設
し，不登校児童生徒の学校復帰等の支援や教育相談
を行う。教育支援センターには，指導員7人，巡回
指導員1人を配置してきたが，令和2年度は，更なる
支援の充実を図るため，指導員を1人増員する。

15,596
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

15,596

109 〃
小学校スクールバス運行
事業

96,812

学校適正配置による小学校の統合に伴い，遠距離通
学となる児童に対して，通学時の安全と利便性を確
保するため，スクールバス等を運行する。令和2年
度は，令和3年度の大栄みらい学園開校に併せて，
新たにスクールバスを運行するため，入札により委
託事業者を選定する。

96,812 〃 96,812

110 生涯学習課 学校支援地域本部事業 3,047

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。令和2年度は，実施校を14校から20校へ
拡大することを目指し，学校教育及び地域の教育力
の更なる充実を図る。

3,047 〃 3,047

111 〃
文化財保存展示施設整備
事業

166,483

市内6か所の文化財倉庫の老朽化が著しいことか
ら，学校跡地を利活用し，文化財を集約する。令和
2年度は，旧滑河小学校の校舎を文化財保存展示施
設として整備するため，改修工事を行う。また，旧
高岡小学校の校舎を文化財保存施設として整備する
ため，実施設計を行う。

166,483 〃 166,483

112 学校給食センター 学校給食事業 1,329,419

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。令和2年度は，安全で安定的かつ効率的な食物
アレルギー対応や各調理場間のシステムの統一化を
図ることを目的として，新しい給食献立システムを
導入する。

1,307,823 〃 1,307,823

113 〃 学校給食施設整備事業 175,925

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，平成小学校の敷地内に学校給食
共同調理場を整備するため，令和元年度から引き続
き実施設計業務を行うとともに，平成小学校学校給
食共同調理場建設工事を実施する。また，玉造給食
センターを再整備するため，基本計画を策定する。

保留
（事業内容，事業費について検
討）

119,464
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

119,464

114 公民館 公民館施設維持管理事業 298,608

市民の学習意欲とその充実に努めるとともに，安
全・快適に利用できる施設として公民館の維持・管
理を行う。令和2年度は，成田公民館のエレベー
ター改修工事を実施するほか，中央公民館のトイレ
洋式化工事を行う。

238,369
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

238,369

115 図書館 図書館施設維持管理事業 66,098

図書館を安全で快適に利用できるように適切な維持
管理を行う。また，開館から35年が経過し，施設の
老朽化が進行している状況であるため，計画的に改
修を行う。

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）

46,787

事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。
大規模改修に向けた調査，実施設
計の実施については，次年度以降
とする。

46,787

116 消防総務課 消防団員被服貸与事業 32,856

消防団員に活動服・アポロキャップ・安全装備品等
を貸与する。団員の活動時の安全確保及び士気向上
を図るため，活動服の更新整備を継続するととも
に，風水害活動時に着用する雨衣を全団員に貸与す
る。

保留
（事業内容について検討）

保留
（事業内容について検討）

32,856
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

32,856

117 〃 消防団拠点施設整備事業 108,567
消防団拠点施設整備計画に基づき，第5分団第1部
（芝）の消防器具庫の建替工事等を行う。

保留
（事業内容，事業計画について検
討）

38,438
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

38,438
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令和２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 （空欄は，計上
　額未決）

12月23日までの状況

番号 担当課 事業名

要求概要 11月29日までの状況 12月11日までの状況

118 警防課
救急・救助高度化推進事
業

39,426
消防力強化のため，救急・救助・NBCテロ災害の資
機材を整備するとともに，市民へ応急手当の普及啓
発活動を実施し，救命率の向上を図る。

39,426
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

39,426

119 〃
消防車両・装備強化整備
事業

135,498
車両の維持管理のほか，長期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。

132,818 〃 132,818

120 〃 消防水利整備事業 32,593
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。

29,917 〃 29,917
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