令和元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 、 令 和 元 年 度 は 、 2,822 件
86,072,500 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 保育園運営事業
（令和元年度事業費

837,191 千円

ふるさと納税寄附金充当額 11,681 千円）
女性の社会進出などによる共働き世帯
の増加により、年々増加する保育需要に
対応するため、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。
令和元年度においても、保育園におけ
る離乳食や食物アレルギー対応など、き
め細かな給食の提供に係る経費にふるさ

と納税寄附金を活用し、安心・安全な食事の提供と食育の推進に役立てました。

② 航空機騒音測定システム事業
（令和元年度事業費 26,151 千円

ふるさと納税寄附金充当額 7,640 千円）
成田空港では、日本の空の表玄関とし
て、航空機が年間 25.8 万回（令和元年
度実績）離着陸しておりますが、アジア
の主要空港との激しい空港間競争を勝
ち抜くため、平成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ます
が、令和元年度は、騒音測定機器の保守点検費用にふるさと納税寄附金を活用し、騒
音地域の生活環境の保全に役立てました。
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③ 富里いずみ清掃工場維持管理事業
（令和元年度事業費 764,113 千円

ふるさと納税寄附金充当額

5,268 千円）

平成 24 年 10 月から、成田富里いず
み清掃工場が稼働し、本市及び富里市の
一般廃棄物を処理しております。
本施設は、ガス化溶融炉方式を採用し、
ごみを高温で溶融することにより、土木
資材等へ再利用できるスラグを生成する
ほか、ごみを溶融する際に発生する余熱
を利用した発電を行い、施設に必要な電
力を賄うなど、資源循環型の施設となっ
ております。
令和元年度は、清掃工場の運転管理委託料にふるさと納税寄附金を活用し、ごみの
減量・資源化、廃棄物の適正な処理に役立てました。

④ 防犯灯整備事業
（令和元年度事業費

23,321 千円

ふるさと納税寄附金充当額 4,544 千円）
本市では、通学路、住宅道路、農村地域
の生活道路などに防犯灯を設置する区・
自治会等に対し、設置費の一部を補助す
ることにより、生活環境の整備及び犯罪
の防止を図っております。

令和元年度は、防犯灯設置費補助金に
ふるさと納税寄附金を活用し、安全・安心
に暮らせるまちづくりの推進に役立てま
した。特に、令和元年の台風第 15 号、
19 号及び 10 月 25 日の大雨による被害を受けた防犯灯について、補助割合を 10 割
とすることで、区・自治会の負担軽減を図りました。

⑤ 福祉手当・見舞金支給事業
（令和元年度事業費 414,753 千円

ふるさと納税寄附金充当額

6,772 千円）

「住みなれた地域で安心して暮らせる交流（ふれあい）のまち成田」を基本理念に、
様々な保健福祉施策を行っております。
本市では、障がい者福祉の増進のため、障がいのある方や難病を患う方で、障がい
の程度など一定の要件を満たす方を対象に手当又は見舞金を支給しております。
令和元年度は、福祉手当及び見舞金の支給にふるさと納税寄附金を活用し、豊かな
生活を支える福祉の充実に役立てました。
※使途の詳細については、3 頁の令和元年度寄附実績一覧にてご確認ください。
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令和元年度実績（個人からの寄附 2,822件 86,072,500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）

394

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）

196

事業名

交通安全啓発事業
防災行政無線整備事業
11,066,000 防災用品備蓄事業
防犯灯整備事業
救急・救助高度化推進事業
航空機騒音測定システム事業
6,060,000

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
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）

193

5,658,000

安心して子供を産み育てられるまちづくり （子育て）

499

15,359,000

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）

146

5,473,000

健康で笑顔あふれるまちづくり （医療・健康づくり）

49

1,165,000

心豊かな人を育むまちづくり （義務教育）

68

2,275,000

学び、文化を育て、スポーツを楽しむまちづくり （地域文化）

41

1,300,000

国際性豊かなまちづくり （国際理解・国際交流）

31

925,000

空港を生かした活気あふれるまちづくり （空港活用）

149

4,744,500

魅力ある機能的なまちづくり （市街地・道路整備）

104

2,831,000

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）

86

2,735,000

元気な農林水産業を育むまちづくり （農業）

57

1,635,000

商工業が活力をもたらすまちづくり （商工業）

9

325,000

市民が参加する協働のまちづくり （市民協働）

6

125,000

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
スポーツ広場等管理事業
英語科研究開発事業
日本語教育補助員配置事業
成田ブランド推進戦略事業
スポーツツーリズム推進事業
各種競技大会誘致事業
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
市政モニター事業
男女共同参画センター運営事業
行政評価事業

充当額（円）
1,313,534
3,246,911
2,219,427
4,544,272
4,077,783
7,640,064
794,391
23,563
5,267,678
2,569,871
13,829
1,892,136
6,805,351
11,681,242
998,301
123,929
6,772,044
721,481
1,276,972
344,503
367,989
2,798,411
121,806
1,687,566
1,202,978
84,459
4,000,000
1,721,806
881,704
720,869
3,219,385
1,411,427
2,395,212
681,607
1,594,026
273,247
179,096
79,084
94,894
229,651
0

6
165,000
0
0
成田市におまかせ（※）
788
24,231,000
合計
2,822
86,072,500
86,072,500
※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。
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）

2020東京オリンピック・パラリンピックを通じた交流と共生社会のまちづくり

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
児童福祉費寄附金
災害復旧費寄附金
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
1
150,000 まちづくり全般に関する事業に充当
1
50,000 子育て応援サイト運営事業に充当
137
2,790,400 令和元年台風第15号等の災害復旧全般に充当
140
3,090,400
３

