
Ｎo 事務事業名 担当課等

1 文書管理事業 総務課

2 広報事業 秘書広報課

3 平和施策事業 秘書広報課

4 広聴事業 秘書広報課

5 庁用自動車管理事業 財政課

6 ふるさと応援基金事業 企画課

7 印旛広域水道事業 企画課

8 外国人支援事業 企画課

9 企画事業 企画課

10 空港関連事業 企画課

11 公共交通機関推進事業 企画課

12 行政改革推進事業 企画課

13 国際交流事業 企画課

14 情報システム管理事業 企画課

15 男女共同参画推進事業 企画課

16 地域情報化事業 企画課

17 統計調査総務事業 企画課

18 固定資産評価事業 課税課

19 固定資産評価替え事業 課税課

20 市税徴収事業 納税課

21 防災事業 防災課

22 防災行政無線事業 防災課

23 被災者住宅再建資金利子補給事業 防災課

24 社会福祉総務事業 社会福祉課

25 自立生活支援事業 社会福祉課

26 障害者福祉総務事業 社会福祉課

27 ことばの相談室運営事業 社会福祉課

28 障害者総合支援区分認定事業 社会福祉課

29 障害者総合支援介護・訓練等給付事業 社会福祉課
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30 障害者総合支援地域生活支援事業 社会福祉課

31 福祉センター管理運営事業 社会福祉課

32 生活保護総務事業 社会福祉課

33 生活保護事業 社会福祉課

34 児童福祉総務事業 子育て支援課

35 保育総務事業 子育て支援課

36 私立保育園運営助成事業 子育て支援課

37 放課後児童健全育成運営事業 子育て支援課

38 ファミリーサポートセンター事業 子育て支援課

39 子ども・子育て支援事業 子育て支援課

40 病児・病後児保育事業 子育て支援課

41 利用者支援事業 子育て支援課

42 こども館管理運営事業 子育て支援課

43 子どものための教育・保育給付事業 子育て支援課

44 ひとり親等福祉総務事業 子育て支援課

45 児童遊園管理事業 子育て支援課

46 こども園維持管理事業 子育て支援課

47 こども園運営事業 子育て支援課

48 幼稚園施設維持管理事業 子育て支援課

49 幼稚園振興事業 子育て支援課

50 私立幼稚園就園奨励費補助事業 子育て支援課

51 医療費適正化特別対策事業 国保年金課

52 一般被保険者医療給付費納付事業 国保年金課

53 一般被保険者後期高齢者支援金等納付事業 国保年金課

54 介護納付金納付事業 国保年金課

55 後期高齢者医療一般管理事業 国保年金課

56 後期高齢者医療広域連合負担事業 国保年金課

57 後期高齢者医療事業 国保年金課

58 後期高齢者健康診査受託事業 国保年金課

59 国保事務電算処理事業 国保年金課

60 国民年金事業 国保年金課

61 趣旨普及事業 国保年金課

62 退職被保険者等医療給付費納付事業 国保年金課



63 退職被保険者等後期高齢者支援金等納付事業 国保年金課

64 徴収事業 国保年金課

65 賦課徴収事業 国保年金課

66 保健事業 国保年金課

67 特定健康診査等事業 国保年金課

68 一般介護予防事業 高齢者福祉課

69 家族介護支援事業 高齢者福祉課

70 介護保険一般管理事業 高齢者福祉課

71 介護保険事務電算処理事業 高齢者福祉課

72 介護予防・生活支援サービス事業 高齢者福祉課

73 介護予防ケアマネジメント事業 高齢者福祉課

74 基幹型地域包括支援センター運営事業 高齢者福祉課

75 高齢者地域コミュニティ形成事業 高齢者福祉課

76 在宅医療・介護連携推進事業 高齢者福祉課

77 審査支払事業 高齢者福祉課

78 認知症施策推進事業 高齢者福祉課

79 賦課徴収事業 高齢者福祉課

80 包括的支援事業 高齢者福祉課

81 その他事業 高齢者福祉課

82 筋力アップのための健康づくり教室事業 健康推進課（運営）・高齢者福祉課（予算）

83 印旛市郡小児初期急病診療所運営事業 健康推進課

84 成田市急病診療所運営事業 健康推進課

85 成田赤十字病院医療機器整備補助事業 健康推進課

86 すいかの里生産支援事業 農政課

87 経営所得安定対策推進事業 農政課

88 経営体育成支援事業 農政課

89 県営畑地帯総合整備事業 農政課

90 産業まつり開催事業 農政課

91 森林整備活用事業 農政課

92 多面的機能支払交付金事業 農政課

93 農業用水路整備事業 農政課

94 北総中央用水事業 農政課

95 有害鳥獣被害防止総合対策事業 農政課



96 観光推進事業 商工観光課

97 岩崎家ゆかりの地広域連携事業 商工観光課

98 企業誘致事業 商工観光課

99 産業振興推進事業 商工観光課

100 商工振興事業 商工観光課

101 消費生活支援事業 商工観光課

102 制度資金事業 商工観光課

103 シルバー人材センター支援事業 商工観光課

104 地球温暖化対策事業 環境課

105 清掃総務事業 環境課

106 ごみ減量事業 環境課

107 八富成田斎場維持管理事業 環境課

108 戸籍住民基本台帳事業 市民課

109 日吉台出張所事業 市民課

110 協働のまちづくり推進事業 市民活動推進課

111 コミュニティセンター事業 市民活動推進課

112 コミュニティ施設整備事業 市民活動推進課

113 コミュニティ事業 市民活動推進課

114 交通安全対策事業 市民活動推進課

115 市民活動サポートセンター事業 市民活動推進課

116 防犯対策事業 市民活動推進課

117 防犯灯事業 市民活動推進課

118 道路維持管理事業 建設課

119 道路維持補修事業 建設課

120 道路改良事業 建設課

121 道路登記事業 建設課

122 成田財特路線整備事業 建設課

123 交通安全施設整備事業 建設課

124 排水対策事業 建設課

125 街路整備推進事業 都市計画課

126 七栄新木戸地区土地区画整理事業 都市計画課

127 空家等対策事業 都市計画課

128 公園緑地管理事業 都市計画課



129 都市計画策定事業 都市計画課

130 木造住宅耐震補助事業 都市計画課

131 新水道ビジョン・経営戦略策定事業 上下水道課

132 水道施設台帳作成事業 上下水道課

133 水道事業所施設整備事業 上下水道課

134 石綿管更新事業 上下水道課

135 下水道整備事業 上下水道課

136 農地調整事業 農業委員会事務局

137 小学校施設空調機設置事業 教育総務課

138 中学校施設空調機設置事業 教育総務課

139 英語教育推進事業 学校教育課

140 教育センター事業 学校教育課

141 教育指導事業 学校教育課

142 個別指導補助員配置事業 学校教育課

143 小学校教育振興事業 学校教育課

144 中学校教育振興事業 学校教育課

145 給食事業 学校教育課

146 生涯学習事業 生涯学習課

147 公民館管理事業 生涯学習課

148 文化財事業 生涯学習課

149 旧岩崎家末廣別邸保存活用事業 生涯学習課

150 郷土資料館整備事業 生涯学習課

151 保健体育総務事業 生涯学習課

152 体育運営事業 生涯学習課

153 スイカロードレース大会事業 生涯学習課

154 社会体育館管理運営事業 生涯学習課

155 運動場管理事業 生涯学習課

156 放課後子ども教室推進事業 生涯学習課

157 社会教育総務事業 生涯学習課

158 ブックスタート事業 図書館

159 学校開放型図書室活用事業 図書館

160 資料整備事業 図書館

161 図書館施設管理事業 図書館



162 図書館電算事業 図書館

163 消防団活動事業 消防総務課

164 消防団総務事業 消防総務課

165 消防本部庁舎改修事業 消防総務課

166 消防業務事業 消防署

167 消防通信管理事業 消防署

168 消防北分署庁舎管理事業 消防署


