令和２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
に加え、
「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」、「新型コロナウイルス感染症対策に関する支援」を使途に定め、ふるさと納税寄附
金を募っており、令和２年度は、5,762 件

163,174,824 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 中小企業等緊急支援事業
（令和２年度事業費 1,818,880 千円

ふるさと納税寄附金充当額 52,415 千円）
新型コロナウイルス感染症の感染拡大
の影響により、市内の中小企業において
も、営業時間の短縮、感染予防対策のため
の経費の増加など、経営や雇用の確保に
大きな支障が生じました。ふるさと納税
寄附金は、成田市の独自支援策として実
施した中小企業等を対象とした給付金の
支給やプレミアム付商品券の発行に活用
し、中小企業等の経営の安定化と、地域経
済の活性化に役立てました。

② 保育園運営事業
（令和２年度事業費 840,702 千円

ふるさと納税寄附金充当額 15,045 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２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。
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③ 航空機騒音測定システム事業
（令和 2 年度事業費 26,819 千円

ふるさと納税寄附金充当額 7,934 千円）
成田空港では、滑走路の増設や延伸等
により、年間発着枠を 50 万回まで拡大
する、更なる機能強化の取り組みが進め
られています。
この機能強化は、地域経済の発展のみ
ならず、本市及び空港周辺地域の振興に
も寄与するものである一方、騒音影響の
変化に伴い、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いますが、
令和 2 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。

④ 子ども医療費助成事業
（令和 2 年度事業費 387,657 千円 ふるさと納税寄附金充当額 6,938 千円）
成田市では、市内に居住し、健康保険に加入している中学 3 年生までの児童の保
護者に対し、子どもの通院及び入院に要した医療費の一部の助成を行っています。
令和 2 年度においても、医療費の助成にふるさと納税寄附金を活用し、子育て家庭
への支援体制の充実に役立てました。
⑤ 救急・救助高度化推進事業
（令和 2 年度事業費 37,861 千円

ふるさと納税寄附金充当額 6,430 千円）
消防力強化のため、救急・救助の資機材
を整備するとともに、市民への応急手当
の普及啓発活動を実施しました。また、令
和 2 年度は、東京オリンピック・パラリ
ンピックの開催に伴い、成田国際空港等
における消防警戒体制を強化するため、
テロ対策に必要な資機材の整備も行いま
した。ふるさと納税寄附金は、救急・救助
活動で使用する資機材等の購入に活用し
安全・安心に暮らせるまちづくりの推進に役立てました。
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令和２年度実績（個人からの寄附 5,762件 163,174,824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
件数

寄附金額（円）

安全・安心に暮らせるまちづくり （防災・防犯）

264

6,831,000

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）

233

6,805,000

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）

安心して子供を産み育てられるまちづくり （子育て）

258

672

6,441,000

20,259,000

事業名
防災用品備蓄事業

2,316,703

救急・救助高度化推進事業

6,429,607

航空機騒音測定システム事業

7,934,348

成田空港周辺環境整備推進事業

154

5,518,920

リサイクルプラザ維持管理運営事業

2,728,040

子ども医療費助成事業

6,937,605

母子保健事業

2,437,666

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

85,279
4,506,962

健康で笑顔あふれるまちづくり （医療・健康づくり）

78

2,033,000

心豊かな人を育むまちづくり （義務教育）

92

2,353,000

学び、文化を育て、スポーツを楽しむまちづくり （地域文化）

36

1,032,000

空港を生かした活気あふれるまちづくり （空港活用）

22
164

588,000
4,248,000

魅力ある機能的なまちづくり （市街地・道路整備）

107

2,862,000

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）

128

4,678,000

元気な農林水産業を育むまちづくり （農業）
商工業が活力をもたらすまちづくり （商工業）

91
9

1,518,640
15,045,410

4,257,000 福祉手当・見舞金支給事業
生活困窮者自立支援事業

国際性豊かなまちづくり （国際理解・国際交流）

778,672

成田富里いずみ清掃工場維持管理事業

保育園運営事業
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）

充当額（円）

1,930,000
250,000

結核・がん検診事業
予防接種事業
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
英語科研究推進事業
日本語教育補助員配置事業

858,357
516,412
2,086,611
380,719
2,632,027
26,884
1,294,473
709,974
42,892

ケーブルテレビ視聴エリア拡大事業

3,439,075

成田ブランド推進戦略事業

2,000,000

コミュニティバス運行事業

3,330,173

吉倉地区周辺まちづくり事業

334,289

観光に関する経費

1,111,396

さくらの山管理事業

4,878,245

農業経営強化対策推進事業

137,529

水田農業構造改革対策事業

2,333,614

商工業振興に関する経費

184,872

雇用促進奨励金交付事業

135,224

男女共同参画センター運営事業

132,359

市政モニター事業

110,914

市民が参加する協働のまちづくり （市民協働）

8

190,000

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）

15

366,000 行政評価事業

468,621

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

6

201,000 スポーツツーリズム推進事業

257,357

なりた子育て応援給付金給付事業
地域医療対策事業
中小企業等緊急支援事業
障がい福祉サービス事業者等応援給付金給付事業
介護サービス事業者等応援給付金給付事業
高齢者支援商品券交付事業
新型コロナウイルス感染症対策に関する支援

2,160

62,118,000

なりた新生児応援給付金給付事業
なりたひとり親家庭応援給付金給付事業

合計

5,762

163,174,824

4,979,973
239,675
3,508,986
103,743
713,030

障がい福祉サービス従事者等慰労金給付事業

153,309

迎春対策事業
35,732,824

63,427
322,928

介護サービス従事者等慰労金給付事業

医療従事者等慰労金給付事業
1,265

5,763,490
52,415,486

農業者緊急支援事業

障がい者工賃応援金等給付事業

成田市におまかせ（※）

6,263,242

※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。

209,935
3,921,450
876,281
163,174,824

