
令和４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 総合計画策定事業 11,206

成田市総合計画「ＮＡＲＩＴＡみらいプラン」第2
期基本計画の計画期間が令和5年度で終了すること
から，人口や財政推計等による現状の課題分析を行
うとともに，市民意識調査や市民ワークショップ等
を実施し，新たな基本施策や取組方針等を掲げた第
3期基本計画を策定する。

5,434
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

5,434

2 国家戦略特区推進課 国家戦略特区推進事業 504,886

国家戦略特区の規制緩和により開学した国際医療福
祉大学医学部の附属病院について，医師等の養成の
ための教育施設としての機能やその公共性・公益性
を考慮して，施設等に係る固定資産税相当額を同大
学に対して補助金として交付するほか，借り受けた
土地に係る賃料支払い等を行う。また，国家戦略特
区における規制緩和の活用について調査し，内閣府
に提案を行う。

491,281 〃 491,281

3 行政管理課 電子自治体推進事業 243,854

各種手続のデジタル化を簡単かつ効率的に進めるた
め，新たな電子申請システムを導入するほか，職員
のテレワークを本格導入するため，端末の確保及び
システムの構築を行う。また，業務上必要なビジネ
スチャットのライセンス数を追加する。

243,854 〃 243,854

4 危機管理課 防災啓発事業 24,866

災害に強いまちづくりを実現するため，防災意識の
高揚及び防災知識の普及・啓発を図る。令和4年度
は，最新の災害危険区域や避難所，避難情報，防災
対策等を掲載した防災マップを更新する。

24,866 〃 24,866

5 危機管理課 防災行政無線整備事業 328,035

災害時に防災関係情報を迅速に伝達し，市民の安
全・安心を確保するため，無線設備の整備及び保守
を行う。今後のアナログ波停波に伴い，令和4年度
は，騒音地域の方に無償貸与しているアナログ波対
応の戸別受信機をデジタル波対応に更新する。

170,159 〃 170,159

6 危機管理課 防災用品備蓄事業 18,400

地震等の大規模な災害が発生した場合を想定し，計
画的に備蓄品や災害時に必要となる資機材等を購入
する。令和4年度は，避難所における感染症対策と
して避難所用間仕切りテントを追加購入するほか，
計画に基づき様々なニーズに配慮した備蓄品の購入
を進める。

10,828 〃 10,828

7 空港地域振興課
航空機騒音地域補助事
業

179,522

騒特法防止地区及び防止特別地区内の土地，家屋並
びに成田国際空港に係る騒防法第一種区域の住家と
その宅地の固定資産税，都市計画税の50％相当額を
最大30万円まで補助する。

179,249 〃 179,249

8 空港対策課 共同利用施設整備事業 4,814

空港周辺の住民生活の安全と福祉活動の向上のた
め，防音集会所を整備する。令和4年度は，小泉地
区への防音集会所建設に向けて，実施設計及び地質
調査を行う。

4,814 〃 4,814

9 空港対策課
民家防音家屋等維持管
理費補助事業

725,230
成田国際空港に係る騒防法第一種区域及び第一種区
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。

725,230 〃 725,230

10 観光プロモーション課 観光に関する経費 69,516

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。令和4年度は，本市に
縁の深い歌舞伎を活用した成田伝統芸能まつり「春
の陣」を開催するほか，関東の山車人形展等を開催
するとともに，失効期限を迎える宿泊施設バリアフ
リー化改修補助金を延長する。

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）

69,516
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

69,516

12月8日までの状況 12月22日までの状況

番号 担当課 事業名

要求概要 11月25日までの状況
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令和４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8日までの状況 12月22日までの状況

番号 担当課 事業名

要求概要 11月25日までの状況

11 観光プロモーション課 観光ＰＲ事業 24,690

「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ほか，テレビ・ラジオ広告
等により広域的にＰＲを行う。令和4年度は，検索
連動型広告やＳＮＳ広告のほか，ふるさと納税サイ
トへの観光ＰＲ広告を活用する。

23,269
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

23,269

12 観光プロモーション課
成田ブランド推進戦略事
業

196,059

令和4年度は，ふるさと納税制度による本市の特産
品等を活用したＰＲのため，新たなポータルサイト
を追加する。また，成田市御案内人の市川海老蔵丈
に市内の大型イベントに出演していただくなど，観
光立市なりたとして更なる知名度の向上を図る。

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）

179,196
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

179,196

13 スポーツ振興課
スポーツツーリズム推進
事業

15,089

スポーツツーリズムの推進により観光客の取込み，
共生社会の推進を図る。令和4年度は，オリパラの
レガシーを活用し，ホストタウン等との交流を行う
とともに，アイルランドパラリンピック委員会と締
結したレガシー協定を踏まえ，共生社会ウィークを
設定し，パラスポーツ体験会，アイルランド関連イ
ベント等を開催する。

〃 〃 15,089 〃 15,089

14 スポーツ振興課 各種競技大会誘致事業 8,015

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4年度は，「宝くじスポーツ
フェア　ドリームベースボール」を開催するほか，
全日本女子硬式クラブ野球選手権大会，障がい者立
位テニス世界大会等の運営を支援する。

8,015
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

8,015

15 文化国際課
国際文化会館施設整備
事業

538,221

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
4年度は，空調設備や大ホールの特定天井等の改修
工事を行うほか，再整備に向けた基礎調査を行う。

481,764 〃 481,764

16 文化国際課
文化芸術センター管理運
営事業

122,513
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。

120,741 〃 120,741

17 保険年金課
国民健康保険特別会計
繰出金

1,720,170 国民健康保険特別会計への繰出金 1,530,290 〃 1,530,290

18 保険年金課
後期高齢者医療特別会
計繰出金

214,885 後期高齢者医療特別会計への繰出金 244,442 〃 244,442

19 市民協働課
集会施設等維持管理事
業（集会施設等補助金）

37,280
区・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。

37,255 〃 37,255

20 交通防犯課
運転免許証返納者支援
事業

4,165

高齢運転者の自主的な運転免許証の返納を促進し，
交通事故の防止に資するため，運転免許証を返納し
た70歳以上の市民を対象として，希望者に交通系Ｉ
Ｃカードを交付する。

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）

4,165
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

4,165

21 交通防犯課 防犯灯維持管理事業 97,863
防犯灯の維持管理を行うため，令和4年度からは，
令和3年度に選定したＥＳＣＯ事業者により，防犯
灯の一括管理を実施する。

94,484
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

94,484
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令和４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8日までの状況 12月22日までの状況

番号 担当課 事業名

要求概要 11月25日までの状況

22 環境計画課
いずみ聖地公園拡張整備
事業

22,042

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建設予定地の地質調
査，実施設計等を行う。

22,042
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

22,042

23 環境計画課 環境基本計画推進事業 14,402

平成29年度に策定した第三次成田市環境基本計画に
ついて，国による2050年までにカーボンニュートラ
ルを目指すとした宣言や，本市が表明したゼロカー
ボンシティ宣言など，地球温暖化を取りまく情勢は
以前と大きく変化していることから，計画の中間に
あたる令和4年度は，抜本的な見直しを行う。

6,102 〃 6,102

24 環境計画課
地球温暖化対策推進事
業

29,397

脱炭素社会に向けて，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等に要する
費用の一部を補助する。令和4年度は，新たに，電
気自動車及び電気自動車充放電設備の購入に要する
費用への補助を開始する。

22,100 〃 22,100

25 環境計画課
新清掃工場関連付帯施
設整備事業

32,285

新清掃工場の余熱等を利用した施設の整備に向け
て，事業区域を変更し，新たな整備方針を策定して
事業の推進を図る。令和4年度は，基本設計を行
う。

32,285 〃 32,285

26 環境計画課 浄化センター整備事業 300

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た基本設計等を行う。
令和4年度は，事業者選定・契約を行うにあたり，
継続費及び債務負担行為を設定する。

保留
（事業内容，事業費について検
討）

300
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

300

27 環境対策課 公害対策事業 31,572
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
対策等を行う。

18,841
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

18,841

28 クリーン推進課
成田富里いずみ清掃工場
維持管理事業

829,634
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。

772,415 〃 772,415

29 クリーン推進課
リサイクルプラザ維持管
理運営事業

438,609

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。

382,906 〃 382,906

30 環境衛生課
八富成田斎場管理運営
事業

228,548

八富成田斎場の維持管理及び施設の長寿命化計画に
基づき，火葬炉設備の改修工事を行う。令和4年度
は，受変電設備改修工事実施設計を行うとともに，
新たな斎場管理システムを導入する。

221,830 〃 221,830

31 社会福祉課
生活困窮者自立支援事
業

71,193

生活困窮者自立支援法に基づき，生活困窮者自立相
談支援事業，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するとともに，生活困窮者
住居確保給付金を支給することにより，生活困窮者
の自立を支援する。

65,526 〃 65,526

32 社会福祉課 生活保護扶助費 2,330,948
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。

2,330,616 〃 2,330,616
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令和４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8日までの状況 12月22日までの状況

番号 担当課 事業名

要求概要 11月25日までの状況

33 高齢者福祉課
成年後見支援センター運
営事業

3,860

認知症などで判断能力が低下した高齢者や障がいに
より判断能力が十分でない方が，必要なときに成年
後見制度を利用できるように支援するため，令和4
年度から高齢者福祉課内に権利擁護支援の中核機関
となる成年後見支援センターを設置する。

1,272
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

1,272

34 高齢者福祉課 介護人材確保対策事業 13,860

少子高齢化の進行に伴い，介護サービスへの需要が
高まる中，全国的に介護人材の不足が深刻化するこ
とが予想されるため，介護職員の定着支援のための
補助や，介護資格取得のための費用補助を通じて，
市内の介護事業所における介護人材の確保を図る。

12,900 〃 12,900

35 高齢者福祉課
介護ロボット導入支援事
業

2,700

少子高齢化の進行に伴い，介護サービスへの需要が
高まる中，市内の介護事業所における介護人材の負
担軽減及び労働環境の改善を図るため，介護ロボッ
トの導入支援のための補助を行う。

2,700 〃 2,700

36 障がい者福祉課
障害者地域生活支援事
業

1,173,414
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。

1,173,304 〃 1,173,304

37 障がい者福祉課
障害者施設利用支援事
業

1,373,523
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。

1,373,523 〃 1,373,523

38 障がい者福祉課
医療費等給付及び助成事
業

382,848
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。

382,848 〃 382,848

39 障がい者福祉課
障害支援施設整備費補
助事業

61,640

障害者支援施設の移転新設費用の一部を補助するこ
とにより，施設の設備更新による入所者等の生活環
境の改善を行い，市内における障害福祉サービスの
充実を図る。

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）

50,000
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

50,000

40 介護保険課
介護保険特別会計繰出
金

1,203,389 介護保険特別会計への繰出金 1,200,168
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

1,200,168

41 子育て支援課 子ども医療費助成事業 452,138
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。

452,138 〃 452,138

42 子育て支援課
高校生等医療費助成事
業

39,040

現在，中学校3年生までの児童を対象としている
「子ども医療費助成事業」に加え，子どもの保健対
策の充実を図るとともに，子育て世帯の経済的負担
を軽減するため，令和4年度より，高校生相当年齢
の子どもを対象とする高校生等医療費助成制度を創
設する。

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）

39,040
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

39,040

43 子育て支援課 児童手当支給事業 1,949,300
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。

1,949,300
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

1,949,300

44 保育課 児童ホーム整備事業 32,625

待機児童の解消を図るため，(仮称)久住第三児童
ホームの整備にかかる地質調査を行うとともに，平
成児童ホームの増設にかかる実施設計を行う。ま
た，中台小学校校舎の大規模改修に併せて中台児童
ホームの改修工事を行う。

32,625 〃 32,625
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令和４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8日までの状況 12月22日までの状況

番号 担当課 事業名

要求概要 11月25日までの状況

45 保育課 地域型保育給付事業 518,998

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。

518,998
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

518,998

46 保育課
私立保育園等運営委託
事業

2,168,973
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，私立認定こども園等に
対しては，給付費を支給し，運営を支援する。

2,168,973 〃 2,168,973

47 保育課 保育園運営事業 1,086,780
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。令和4年度においては，保育の質の向上
を図るため，園務管理システムを導入する。

925,974 〃 925,974

48 保育課 保育園整備事業 35,077
老朽化が進んでいる松崎保育園の再整備にかかる実
施設計と地質調査を実施する。また，再整備に伴
い，整備用地の既存施設の解体等の工事を行う。

30,233 〃 30,233

49 保育課
保育士確保・処遇改善促
進事業

98,534

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。

98,534 〃 98,534

50 保育課
大栄幼稚園管理運営事
業

207,108

大栄幼稚園の管理運営及び幼児の教育振興に必要な
事業の推進を図る。令和4年度は，施設の適正な維
持管理に資するため，耐用年数を経過した空調設備
の改修工事を行う。

201,690 〃 201,690

51 健康増進課
地域医療対策事業
（医療機器整備補助金）

236,316
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。

236,316 〃 236,316

52 健康増進課
地域医療対策事業
（看護師等修学資金貸付
金）

179,400
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。

179,400 〃 179,400

53 健康増進課 予防接種事業 552,328

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4年度より，子宮頸がんの原因となる感染を予
防するＨＰＶ（ヒトパピローマウイルス）ワクチン
の積極的勧奨を再開する。

477,333 〃 477,333

54 健康増進課 母子保健事業 150,720

妊娠，出産，子育ての各過程において，妊婦健診の
助成，乳児健康診査の実施，入院を必要とする未熟
児の医療費給付などを通して，子育て支援策の充実
を図る。
令和4年度は，こんにちは赤ちゃん事業において，
エジンバラ産後うつ病質問票を確認することで，産
婦の心理状態を把握し，支援を必要とする産婦の早
期発見及び早期支援を図る。

149,725 〃 149,725

55 健康増進課 健康増進計画策定事業 3,458

平成29年度から令和8年度までの10年計画となって
いる「健康増進計画」について，市民意識調査等に
よる指標の達成状況の確認及び国・県における計画
との整合性を図り，総合的に現状の課題を分析する
など，中間見直しを実施する。

1,943 〃 1,943
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令和４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8日までの状況 12月22日までの状況

番号 担当課 事業名

要求概要 11月25日までの状況

56 健康増進課 がん患者等支援事業 1,460

令和4年度より, がん患者への支援を目的として，
ウィッグの購入またはレンタル及び胸部補整具の購
入に要する費用を助成する。
また，骨髄移植その他の医療行為により，定期予防
接種で獲得していた免疫が低下または消失し，医師
から再接種が必要と判断された方に対して，免疫を
再獲得するためのワクチン接種に係る費用を助成す
る。

1,460
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

1,460

57 商工課
雇用促進奨励金交付事
業

5,369

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。

4,772 〃 4,772

58 商工課
中小企業等緊急支援事
業

380,391

令和2年度及び令和3年度に発行したプレミアム付商
品券の第3弾として，市内での消費を喚起し, 新型
コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少し
ている市内事業者を支援するため，地域応援プレミ
アム付商品券の発行を行う。

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）

380,391
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

380,391

59 商工課
商店街共同施設設置等
支援事業

33,268

市民や観光客に親しまれる魅力ある商店街づくりを
進めるため，市内で商業を営むものが組織する団体
が実施する商店街共同施設設置事業及び維持管理に
要する経費の一部を補助する。令和4年度から，新
たに団体が管理する装飾街路灯のＬＥＤ化に要する
経費の一部についても補助する。

〃 33,268
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

33,268

60 農政課
水田農業構造改革対策
事業

315,765

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。

〃 315,765 〃 315,765

61 農政課 有害鳥獣駆除事業 4,310

イノシシ・ハクビシン・カラス等による農作物被害
が大きな問題となっていることから，令和4年度
は，イノシシ等防護柵設置費補助金を新設し，防護
柵を設置する農業者に対し，設置費用の一部を補助
することにより，有害鳥獣による農作物被害の防
止・軽減を図る。

4,310
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

4,310

62 農政課 園芸振興対策推進事業 40,000

市内園芸出荷組合等の生産・流通活動を支援するた
め，経営規模の拡大・生産性の向上・経営の効率化
等に資する機械施設購入費等に補助を行い，本市園
芸農業の発展を図る。令和4年度は，新型コロナウ
イルス感染症の影響により農業収入が減少した事例
などを考慮し，園芸機械の導入に際し幅広く支援を
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）

40,000
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

40,000

63 農政課
集団営農用機械施設整
備事業

70,000

機械施設の共同利用等を行い稲作のコスト低減を図
るため，機械施設の導入について，営農集団及び認
定農業者に対して補助する。令和4年度は，新型コ
ロナウイルス感染症の影響により農業収入が減少し
た事例を踏まえ，機械施設導入に際し幅広く支援を
行う。

〃 〃 70,000 〃 70,000

64 農政課
強い農業づくり支援対策
事業

44,645

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
業者等が実施する機械・施設の整備に対して補助す
る。

44,401
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

44,401

65 農政課 森林保全事業 43,661

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4年度は，昨年度に引き続き，道路や電線など
の重要インフラ施設付近の森林について整備を行
い，台風により発生する風倒木等の被害の未然防止
を図る。

43,661 〃 43,661
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令和４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8日までの状況 12月22日までの状況

番号 担当課 事業名

要求概要 11月25日までの状況

66 農政課 畜産振興事業 10,623

畜産農家の継続的，安定的な経営に資するため，家
畜伝染病予防法に基づく予防接種等の費用の一部等
を助成し，家畜防疫の推進，生産性の向上を支援す
ることにより畜産業の振興を図る。

8,734
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

8,734

67 農政課
農業集落排水事業特別
会計繰出金

168,091 農業集落排水事業特別会計への繰出金 160,283 〃 160,283

68 卸売市場
公設地方卸売市場特別
会計繰出金

243,152 公設地方卸売市場特別会計への繰出金 206,815 〃 206,815

69 土木課 急傾斜地崩壊対策事業 215,600
急傾斜地の崩壊による災害を防止するため，市内8
カ所において急傾斜地崩壊対策工事を行う。

206,600 〃 206,600

70 土木課 崖地整備費補助事業 60,000
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。

30,000 〃 30,000

71 土木課 生活道路整備事業 444,655
日常生活で利用する生活道路について，利便性，安
全性の向上を目的とした整備を行うとともに，歩道
整備等による通学路の安全対策を推進する。

324,869 〃 324,869

72 土木課 幹線道路整備事業 885,225

国道，県道及び公共施設等との連結的役割を担う幹
線道路について，市内外のアクセス性，利便性の向
上，通学路の安全対策などを目的とし，成田市幹線
道路網整備計画に基づき計画的に整備する。

585,160 〃 585,160

73 土木課
東関東自動車道スマート
インターチェンジ連絡道路
整備事業

151,750

吉倉地区周辺における新たなまちづくりなどに伴
う，将来の交通需要の増加に適切に対応するため，
国道51号から県道成田小見川鹿島港線を連絡する市
道東町吉倉線及び大学病院と構想駅方面を連絡する
市道吉倉川栗2号線を整備し，円滑な交通網を確保
する。また，東町吉倉線では，国による設置を構想
する（仮称）成田（東関道）スマートインターチェ
ンジを連絡し，広域道路ネットワークの強化を図
る。

137,450 〃 137,450

74 土木課 準用河川整備事業 152,175

水害に備えるとともに，良好な水辺環境を維持する
ため，準用河川（10河川）の管理を適切に行い，老
朽化の進行等を踏まえて河川改修及び護岸工事を実
施する。

127,591 〃 127,591

75 道路管理課 道路等補修事業 383,307

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。令和4年度は，舗装修繕計画，法
面・擁壁修繕計画等に基づき修繕工事を実施すると
ともに，視覚障害者誘導用ブロックの設置工事を実
施する。

324,098 〃 324,098

76 道路管理課 橋りょう補修事業 463,692
橋りょう長寿命化計画に基づき，計画的かつ予防的
に修繕工事を実施する。

440,820 〃 440,820
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令和４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8日までの状況 12月22日までの状況

番号 担当課 事業名

要求概要 11月25日までの状況

77 建築住宅課 建築物耐震化促進事業 4,975

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。

4,975
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

4,975

78 建築住宅課 市営住宅維持管理事業 67,502

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4年度は，用途廃止した木造戸建て住宅の
解体工事を行うほか，経年による劣化が著しい空き
部屋の室内大規模修繕を実施する。

64,052 〃 64,052

79 下水道課
下水道事業会計負担金
下水道事業会計出資金

445,371 下水道事業会計への負担金および出資金 416,011 〃 416,011

80 都市計画課 都市計画策定事業 8,404

社会経済情勢の変化に対応し，計画的な土地利用の
検討，適切な都市計画の推進を図る。令和4年度
は，引き続き，都市の将来のあるべき姿や都市づく
りの方向性を定める「成田市都市計画マスタープラ
ン」について，千葉県が策定した「都市計画区域の
整備，開発及び保全の方針」に即して見直しを進め
る。

5,464 〃 5,464

81 市街地整備課
（仮称）東和田南部土地
区画整理事業

11,385

東和田地先にて設置を構想している（仮称）成田
（東関道）スマートインターチェンジを活用した物
流機能の強化や，空港周辺における産業促進に向け
た土地利用を図るため，組合施行の土地区画整理事
業により，新たな都市基盤を整備する。
令和4年度は，空港や大学病院との近接性を活かし
て，物流や医療関連の企業を中心に東和田南部地区
への進出見込みや企業ニーズについて調査するとと
もに，分析結果をもとに，組合設立準備会が検討を
進める土地利用計画と整合を図りながら，造成計画
や排水計画などの公共公益施設の整備方針を検討す
るため，産業用地可能性調査を実施する。

11,385 〃 11,385

82 公園緑地課 都市公園管理事業 380,548

市民にやすらぎや潤いをもたらす憩いの空間とし
て，都市公園の適切な維持管理を行う。令和4年度
は，老朽化している坂田ケ池総合公園の木道改修工
事を実施する。

378,861 〃 378,861

83 公園緑地課 住区基幹公園整備事業 65,593

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
して利用されるよう整備する。令和4年度は，グ
リーンウォーターパークの雨水排水設備の整備工事
を行うとともに，令和3年度に撤去した公津の杜公
園のアスレチック機能を有する大型複合遊具の更新
工事を実施する。

61,072 〃 61,072

84 公園緑地課 運動公園等整備事業 144,661

スポーツ施設の充実を図るため，運動公園その他の
運動施設の整備を行う。令和4年度は，令和5年5月
に期限を迎える中台運動公園陸上競技場の第3種の
公認更新のため，現行の規格に適合する走路幅への
変更など必要となる改修工事を実施する。

137,412 〃 137,412
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令和４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8日までの状況 12月22日までの状況

番号 担当課 事業名

要求概要 11月25日までの状況

85 公園緑地課
東小学校跡地パークゴル
フ場・複合施設整備事業

820,299

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。また，複合施設として，クラブハウスの
ほか，体育館，会議室，コミュニティスペース及び
防災倉庫など，地域の集会施設や運動施設，避難所
の機能を有する施設を一体的に整備する。
令和4年度は，複合施設建設工事及び雨水貯留槽築
造工事に着手する。

405,185
事業スケジュール及び事業内容を
精査し，優先度を勘案して査定し
た。

405,185

86 学校施設課
小学校長寿命化改良事
業

1,449,449

令和2年度に策定した学校施設長寿命化計画に基づ
き，玉造小学校及び中台小学校の長寿命化改修工事
を進める。また，老朽化が進んでいる成田小学校の
校舎改築にかかる基本計画を策定する。

1,388,991
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

1,388,991

87 学校施設課
小学校仮設校舎整備事
業

384
久住小学校区の児童数の増加による一時的な教室不
足に対応するため，仮設校舎を借り上げる。令和4
年度は，仮設校舎の整備にかかる地質調査を行う。

384 〃 384

88 学校施設課
大栄地区小中一体型校
舎建設事業（小中学校
費）

504,829

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4年度は，令和3年度に引き続き旧大栄中
学校校舎及び体育館の解体工事を進めるとともに，
テニスコート及び防火水槽2基の整備を行う。ま
た，多目的グラウンドの整備に着手する。

194,689 〃 194,689

89 学校施設課 本城小学校増築事業 30,852
本城小学校区の児童数の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4年度は，校舎
増築の基本・実施設計及び地質調査等を行う。

30,852 〃 30,852

90 学校施設課 平成小学校増築事業 870,886

平成小学校区の児童数の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4年度は，令和3
年度に引き続き校舎の増築工事を進めるとともに，
防火水槽の整備及び既存仮設校舎解体工事の設計を
行う。

701,169 〃 701,169

91 教育指導課 英語科研究推進事業 199,310

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。

198,418 〃 198,418

92 教育指導課

小学校教育情報化推進
事業
中学校教育情報化推進
事業

317,230

児童生徒1人1台の学習用端末を，授業や家庭学習で
効果的に活用するとともに，教員が授業を円滑に行
うためのサポートと負担軽減を図るため，指導主事
や専門的な知識を有するＩＣＴ支援員による学校支
援を行う。

268,373 〃 268,373

93 教育指導課
小学校スクールバス運行
事業

207,098
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，スクールバスを運行する。

207,098 〃 207,098

94 学校給食センター 学校給食事業 1,401,489

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4年度からは，多子世帯における子育てに対す
る経済的負担の軽減を図るため，22歳以下である子
を3人以上扶養し，かつ就学させている保護者を対
象に，成田市立小中義務教育学校に通う第3子以降
の学校給食費の無償化を新たに実施する。

1,366,900 〃 1,366,900

9



令和４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8日までの状況 12月22日までの状況

番号 担当課 事業名

要求概要 11月25日までの状況

95 学校給食センター 学校給食施設整備事業 70,048

現在の学校給食センターは，本所が建築後47年，玉
造分所が建築後42年を経過し，老朽化が進んでいる
ことから，学校給食施設整備計画及び学校給食セン
ター本所・玉造分所再整備基本計画に基づき，本所
を愛光園跡地へ移転・再整備するとともに，玉造分
所の屋上屋根防水等の改修及び耐震補強工事をする
ために，基本及び実施設計業務等を実施する。

70,048
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

70,048

96 生涯学習課 学校支援地域本部事業 3,032

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4年度は，実施校を16校から18校へ
拡大し，学校教育及び地域の教育力の更なる充実を
図る。

2,613 〃 2,613

97 生涯学習課
文化財保存展示施設管
理運営事業

6,240

平成26年3月末に閉校となった旧滑河小学校及び旧
高岡小学校の校舎を活用し，埋蔵文化財資料や民俗
資料等の文化財を集約して保管する。令和4年度
は，旧滑河小学校を滑河文化財保存展示施設として
供用を開始し，閉校となった下総地区4小学校の歴
史や文化財資料の展示などを行う。

6,107 〃 6,107

98 公民館
公民館施設維持管理事
業

225,907

公民館施設を安全・快適に利用できるよう，維持・
管理を行う。令和4年度は，遠山公民館の空調設備
改修工事のほか，大栄公民館の受変電設備改修工事
実施設計を行う。また，受益者負担の適正化等の観
点から，印刷機の有料化を行うとともに，有料コ
ピー機を設置する。

221,730 〃 221,730

99 図書館
図書館施設維持管理事
業

114,439

図書館を安全で快適に利用できるよう，適切な維持
管理を行う。令和4年度は，本館の空調設備改修工
事と雨水排水管改修工事を行うほか，昇降機改修工
事の実施設計を行う。

110,511 〃 110,511

100 消防総務課 消防団に関する経費 141,880

地域防災の中核を担う消防団活動を支え，災害によ
る被害の軽減を図る。令和4年度は，国からの通知
を受け，消防団員の年額報酬及び出動報酬を引き上
げる。

保留
（事業内容，事業費について検
討）

141,486
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

141,486

101 消防総務課
消防団拠点施設整備事
業

32,901
消防団拠点施設整備計画に基づき，第7分団第3部
（川栗），第11分団第7部（新田）の消防器具庫の
建設工事等を行う。

32,901
事業内容を精査し，優先度を勘案
して査定した。

32,901

102 警防課
消防車両・装備強化整備
事業

144,542
消防車両等の維持管理のほか，消防計画に基づき消
防車両等の更新を行い，消防力の強化を図る。

126,937 〃 126,937

103 警防課 消防水利整備事業 26,221
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。

24,826 〃 24,826
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