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平成１４年度当初予算の主な施策

（ ）○は新規事業 一部新規を含む

☆は拡充事業

Ⅰ 重点７分野に係る主要事業

１ 環境問題への対応

○地球温暖化防止対策地域推進計画

行政・事業者・市民が取り組む地球温暖化防止に向けた行動計画の策定

○地球温暖化防止キャンペーン

環境家計簿や環境シンポジゥムの開催

○地球環境保全協定締結事業所との連携

「地球環境保全協定」締結事業者協議会の設置とセミナー開催

○谷津田の保全推進

市内全５６カ所のうち未調査３９カ所の谷津田の現況調査

○野生動物の生息状況フォローアップ調査

野生動植物生息状況の一斉調査

○自然保護ボランティアの育成

ネイチャーリーダー養成講座の開設 定員３０名 ８回

○天然ガス自動車導入補助

民間ごみ収集事業者の天然ガス車導入に新規補助 塵芥車７台予定

○身近な水辺モデル事業

坂月川上流にビオトープ整備のための基礎調査

☆河川浄化実践活動の推進

浄化推進員を３水域に拡充（１水域３名→３水域９名）
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○ごみ処理費用負担の適正化に関する調査

家庭ごみ有料化に向けた検討調査

○ちばルール策定

行政・事業者・市民が取り組むごみ減量リサイクルのための行動指針

エコロジーパーク構想推進

構想の実現化・具体化に向けた調査

○リサイクル推進基金運用

幼児用リサイクル教育図書，地域型生ゴミ処理機モデル事業（６基）等

９事業

○焼却灰無害化・資源化対策

清掃工場の焼却灰の一部をエコセメント化

新港新清掃工場建設（H14.12稼働）

処理能力405t/日

２月補正：事業費の前倒し計上を実施

新港新清掃工場新エネルギー供給

周辺２企業，県施設へ供給予定

広域発酵処理施設（ＰＦＩ）

家畜排泄物管理の適正化法によりH16.10までに対応が必要 PFI導入調査

２ 少子化対策

○私立保育園改築整備助成

○稲毛保育園

現S24 木造平屋650㎡ → S造2F 1,238㎡ 定員120名（変わらず）

地域子育て支援センター 一時保育を実施 H15.4開設予定

○今井保育園

現S26 木造2F 460㎡ → RC造3F 1,161㎡ 定員120名（変わらず）

一時保育を実施 H15.4開設予定
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○明 和 輝保育園（緑区）２月補正：
めいわかがやき

新設 RC造2F 881㎡ 定員90名 地域子育て支援センターを実施

H15.4開設予定

○保育ママ

居宅で保育 保育ﾏﾏ 12人，児童数 18人

○認可外保育施設助成

定員５人以上の１８施設(180人）を予定

助成額 3歳未満児 44,000円/月 3歳以上児 14,000円/月

☆延長保育

19時→20時 公立12カ所，私立26カ所

○エンゼルヘルパー

産後2か月以内の家庭への家事育児の援助 利用予定 440名

☆子どもルーム運営

新規開設6カ所，施設改善5カ所

H12末 60ﾙｰﾑ →H13末 66ﾙｰﾑ →H14末 79ﾙｰﾑ

☆乳幼児健康支援一時預かり

集団保育等が困難な児童を医療機関で預かる H13 3カ所→H14 4カ所

○ファミリー・サポート・センター運営

会員 H13 450人→H14 800人

☆障害児保育

障害児の受け入れ 軽中程度→重度 公立45カ所 民間5カ所

☆地域子育て支援センター

地域住民の子育てに関する相談等を保育所（園）で実施

H13 2カ所→H14 3カ所

○乳児院・児童養護施設整備助成

設備整備助成 乳児院（定員20名 ・児童養護施設（50名））

２月補正：施設整備助成

○パパママ子育て教習所

2歳児の親に講習会 6保健ｾﾝﾀｰ 18回
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○育児ストレス相談

保健ｾﾝﾀｰで12回（心理士が対応）

○母子家庭自立支援連携モデル

ﾊﾛｰﾜｰｸと連携した相談，情報提供

○教育広報

０歳児～小学生までの保護者を対象に子育て支援情報を提供

○夢広がる学校づくり推進

新学習指導要領に基づく総合的学習などの展開

○小学校英語活動推進

外国人による小学校６年生の英語学習指導（全校週１回）

○公民館子ども向け講座

学校週５日制に対応した体験学習などの講座の開催

○子育て学習講座

幼稚園や小中学校で家庭教育講座を開催

３ 高齢社会への対応

福祉のまちづくり環境整備促進

鎌取駅エレベーター設置補助

駅構内に１基 補助率1/3

○ミニデイ銭湯

自立高齢者に対するﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 機能訓練・健康体操・健康指導

場所：銭湯（中央・花見川・稲毛区） ﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ（若葉・緑・美浜区）

配食サービス

身が不自由な高齢者のみの世帯で希望する世帯に，自宅に昼食を提供する

☆生きがい活動支援通所

閉じこもりがちな高齢者に，介護予防を目的としたﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（健康相談・指

導など）を提供 H13 7カ所 → H14 8カ所
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○徘徊高齢者位置情報システム

PHSを使った位置検索ｼｽﾃﾑ 利用者25名予定 自己負担1,400円/月

○訪問理美容サービス

身体の不自由な高齢者に理美容師派遣 利用者 280名予定

○世代間交流講座（ことぶき大学校）

生徒が小学生に専門学科の内容を指導，H14より2年制を実施

介護老人保健施設整備助成

4カ所（おゆみの,いずみ苑,鳳雄苑(H13-14)けやき園(H13-14)）

２月補正：新規 ２カ所 （おゆみの（H13-15) いずみ苑(H13-15)）

☆がん検診（乳ガン マンモグラフィー検診）

５０歳以上の女性を対象に，隔年でマンモグラフィー検診（Ｘ線検診）

老人医療費助成

対象：６８・６９歳

制度見直し：所得要件を導入＝本人市民税非課税者へ助成

高齢者福祉施設整備助成

特別養護老人ホーム

4カ所 （けやき園 清和園 赤井の郷 花見の里）

ケアハウス

３カ所（けやき園 赤井園 はつらつ浜野）

緑いきいきプラザ整備（H15.4開設予定）

継続費：H13～14 建設工事，単年度：外溝，植栽工事

☆バス活性化システム補助

ﾜﾝｽﾃｯﾌﾟﾊﾞｽ2台，ﾉﾝｽﾃｯﾌﾟﾊﾞｽ（1台→2台 ，バス共通カードシステム（40台））

○特定経路の道路改良

バリアフリー法に基づく重点整備地区の駅から公共施設までの間の

歩道等をバリアフリー化

☆駅前広場の機能充実

（ ）， （ ， ， ）ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ：1基 千葉みなと駅 ｼｪﾙﾀｰ：3カ所 稲毛駅 新検見川駅 都賀駅

歩道段差解消等

段差切り下げ 189カ所 誘導ブロック 2,750m
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○バス停の機能充実

ﾊﾞｽﾊﾞｰｽ：1カ所（千葉大網線，社会保険病院前 ，ﾊﾞｽ停上屋：12カ所）

○高齢者スポーツ広場整備２月補正：

誉田町 緑いきいきプラザ向かい ゲートボール場２面

○稲毛いきいきプラザ改修２月補正：

空調設備・屋上防水の改修

花のあふれるまちづくり４ 都市イメージの確立

○花のあふれるまちづくり推進

意見提案募集，ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

○区民ふれあい事業（各区における花のあふれるまちづくり）

１区百万円で 実施

都市景観市民フォーラム

中央公園を中心にオープンカフェ，ウォールバスケット

○中央公園花のフェスティバル

花いっぱい花壇コンテスト，花の講演会

○花のあふれる道づくり（フラワープランターとベンチ設置）

ＪＲ千葉駅など６駅にプランター１８０基，５駅にベンチ１０基

５ 地域経済活性化

○新港経済振興地区立地促進

操業環境改善のための補助，地区における企業協議会の支援

企業立地推進

先端産業の市内への誘致，説明会開催

○商業インキュベート

創業に際してのＰＲ経費の助成

○創業支援施設

東進ビルに業務系と商業系のインキュベート施設を設置
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中心市街地活性化対策

街の賑わいを創出するイベント等を行うTMOへ補助を行う

○地域プラットフォーム（新事業創出支援）

産業振興財団を通じ，経営支援・人材育成・技術振興他

中小企業資金融資

融資枠総額 ４９５億円（前年度同額）

観光コンベンション計画

H13基礎調査を基に策定

いずみグリーンビレッジ構想

地区拠点実施計画策定，シンポジウム開催

最終処分場跡地周辺整備

（下田 仮称市民ゴルフ場基本設計）

43.1ha

（中田 スポーツ施設基本計画）

4.5ha

○農業公社設立推進

農業公社設立に向けた基本計画策定

○農業版ハローワーク

農業従事者の雇用調整のための制度構築，研修用資材の整備

○中高年・パートタイマー就職相談室

45歳以上の中高年者，パートタイマーを対象にハローワークと連携して

就職相談を実施（蘇我勤労市民プラザ）

○緊急地域雇用創出

歩道クリーン，雑居ビル違反是正指導ほか全１２事業 雇用効果 374名

６ 都市再生への取り組み

○中央第六地区再整備

再整備事業化推進業務，公共公益施設基本設計
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○都市再生総合整備

公共下水道認可図書作成，残存物件除去補助

○蘇我駅周辺地区整備

整備検討調査，懇談会開催

○蘇我臨海土地区画整理

認可図書作成，安全施設工事

○川崎町南北線整備

実施設計，土質調査他

２月補正：債務負担行為設定 限度額 41億円から国庫補助金を除いた額

○総合スポーツ公園整備

基本・実施設計

２月補正：債務負担行為設定 用地 限度額230億円から国庫補助金を除いた額

整備 限度額120億円から国庫補助金を除いた額〃

千葉駅西口地区市街地再開発

駅前広場・ペデストリアンデッキ設計，下水道工事，建物除去工事

千葉駅西口自由通路整備

耐震補強・屋根架設・北口エレベーター 各実施設計

千葉中央港土地区画整理

地盤改良工事，建物移転補償（社会保険事務所）他

情報ネットワーク都市７ 情報化の推進

庁内ネットワーク整備

本庁，区役所，学校，公民館等全庁をネットワーク化 全3,404台

２月補正：国２次補正を活用し，全庁を接続する整備工事等を実施

ＩＴ講習

市単独で４３公民館と南部青少年センターで初心者を対象に実施

定員2,040人

住民基本台帳ネットワークシステム構築

住民基本台帳法改正に伴いシステム化
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Ⅱ その他の分野の主要事業

１ 生活環境の整備

（道路・橋りょう・交通安全施設）

国県市道の新設改良整備

電線共同溝整備１５カ所，道路新設改良等

橋りょう維持補修

有料道路等に係る橋りょう（20橋)に耐震補強を実施

千葉駅北口自転車駐車場整備

830㎡ ７００台 H15.1 開設

（住宅）

公営住宅建設

貝塚第２団地（仮称）

RC5F,2棟，100戸，H15.4供用開始予定（H13～14継続費）

市営住宅建替

星久喜町第２団地

30戸→32戸（H14～15継続費）

宮野木町第１団地

基本計画

○仁戸名町団地

基本設計

既設市営住宅改善

白旗団地

住戸改善 ５５戸→４０戸
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（上下水道）

若葉北部地区簡易水道

配水管布設他

公共下水道整備推進（○合流式下水道改善）

ｽｸﾘｰﾝ設置2カ所（稲毛，幸町）

〔下水道普及率 １４年度末見込み ９０．１％〕

H13年度末見込み87.9%

○私有道路における共同排水設備補助

所在不明者等のいる私道での排水設備整備に対する助成（補助率9/10）

☆合併処理浄化槽設置補助

単独浄化槽からの転換等へ補助

（公園緑地）

○樹林地保全調査

市街化区域内樹林地の現況調査

自然生態観察公園整備

実施設計

子供たちの森

基本設計

千葉マリンスタジアム

内外野 改良型人工芝張替

公園再整備

犢橋公園，小園公園他

地区公園整備

丹後堰公園，稲毛北公園

総合公園整備

花島公園：公園ｾﾝﾀｰ，球技場，野外活動ｿﾞｰﾝ他

都川総合親水公園：基本設計，用地取得他

都市緑地整備

柏井第一緑地 花見川農水残地緑地 作草部緑地 他
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○動物公園

オランウータン舎新築 RC平屋 210㎡ H15.3完成予定

（墓地・斎場）

○新形態墓地計画検討会設置

新たな墓地のあり方等の検討会設置

斎場建設

継続費：H14～16 新築工事，単年度：進入路橋梁築造他

平和公園拡張建設

Ｃ地区雨水調整池整備，Ｃ地区粗造成等

（消防・防災）

☆救急隊増隊

中心地区における出動態勢の充実のため１隊増隊

現２４隊→２５隊 中央署に配置

花見川消防署建替(H16.4開所予定）

現施設S43建設の建替 H14～15継続事業 RC2F 1,956㎡

○若葉消防署建替

基本設計 現 加曽利町 → 新 金親町

○消防艇更新

現まつかぜ35ｔ S59建造の更新→100t 基本実施設計

☆消防車両更新

増車 梯子消防車他 更新 高規格救急車他

☆救急救命士養成

１０名養成 現61名→71名

（消費者対策）

暮らしのプラザ建設(H14.9開設）

（消費者生活センター・計量検査所）

初度調弁費，運営経費
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２ 都市機能の充実

○JR稲毛駅東口周辺地区整備

駅前広場の渋滞改善策の検討

都市計画マスタープラン

全体構想の素案作成

☆「やってみようよまちづくり」支援

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣制度，まちづくり活動支援補助

○誉田駅南口周辺街なみ整備

街なみ整備方策の検討調査

誉田駅周辺まちづくり

誉田駅広(北口)予備設計，路線測量，千葉大網線（郵便局前）交差点改良

○狭あい道路拡幅整備

助成金70件（門，塀等の撤去費等の1/2助成）

奨励金25件（すみ切り用地の寄付）

土地区画整理事業

南部蘇我地区，土気東地区他

街路整備事業

新港横戸町線，蘇我町線，美浜長作町線他

○バス交通対策基本調査

道路運送法改正に伴う生活路線の維持確保策の検討調査

都市モノレール整備

県事業負担金（都市モノレールに関する調査等）
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３ 教育・文化

学校教育

○小学校新設校建設

鎌取第６小学校（仮称）

用地取得・造成 基本実施設計 エレベータを設置予定

校舎改築

轟町中学校改築

H14～16継続 H16.4 供用開始予定 エレベータと第２理科室を整備

○小中学校大規模改造（耐震補強，老朽化 （○第２理科室））

耐震１０校（小７中３ （うち草野中に第２理科室整備 ，老朽化３校） ）

２月補正：耐震 小学校２校を前倒し

○小中学校屋内運動場耐震診断

S46～S56建設の４校の耐震性能を測定し，方針を定める

小中学校快適トイレ改修

H13より事業化 ６校済 H14 設計・工事各６校（小４校・中２校）

☆スクールカウンセラー活用

H13 20名 → H14 29名

○適応指導教室

不登校児の学校復帰を支援（朝日ｹ丘小＝美浜区，花見川区を対象）

学校給食センター整備

大宮学校給食センター（仮称） H14設計調査 養護学校跡地

少年自然の家（仮称）整備（ＰＦＩ）

PFI=債務負担146億円=施設建設・管理運営 期間H14～31

H17.4開設予定 380人収容
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生涯学習

公民館建設

黒砂公民館

現公民館S61築RC造→RC2F 768㎡

H15.11開設予定 新港横戸町線関連で移転

○神明公民館

基本・実施設計

現公民館S44築木造→RC3F 1,200㎡(公民館750㎡＋ピロティ450㎡)

○白井公民館

基本設計

現公民館S48築木造→RC平屋 1,250㎡（公民館750㎡＋図書館分館500㎡）

○生涯学習センター駐車場整備

駐車場混雑解消のため民間駐車場70台分借り上げ，併せて２時間超は有料化

文化創造

美浜区地区ホール整備

保健福祉センターと合築 基本設計，ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ選定委員会開催経費

○芸術文化奨励

（松井前市長寄付を原資）千葉文化を担う人づくり推進のため若手芸術家を奨励

市民会館改修（H14.11開設）

音響・照明設備，椅子改修

スポーツ・レクリエーション

○総合型地域スポーツクラブ育成モデル

地域におけるスポーツクラブ設立のためのモデル事業を実施

若葉区球技場整備

サッカー場整備 H15.10供用開始予定

花島公園球技場（H14.8開設）

多目的球技場（野球・サッカー・ラグビーが可能）

ＦＩＦＡワールドカップキャンプ支援

ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ，場内警備，実行委員会への助成
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国際化

国際文化フェスティバル

姉妹都市交流のためケソン市文化芸能団招へい

○国際交流・国際協力活動支援

（ ， ）国際交流活動等を行う市民団体への助成 8団体 補助率1/2 限度額200千円

４ 保健福祉・健康づくり

保健福祉基盤

保健福祉センター整備

○美浜区

基本設計，地区ホールと合築

若葉区

実施設計 駐車場用地取得

緑区

現況測量

○看護師養成施設整備

看護師養成施設のための用地を取得

健康づくり

青葉病院整備（H15.5開院予定）

H11～14継続 病院棟新築，情報ｼｽﾃﾑ開発，駐車場棟他

単年度事業：医療機器整備等

○脳ドック費用助成（国民健康保険事業）

定員 900人 40歳以上の被保険者（5歳間隔）

☆１日人間ドック費用助成（国民健康保険事業）

定員 2,000人→4,500人, 年齢制限 68歳未満→制限撤廃

○ヘルスサポーター２１

地域の健康づくりのリーダーを育成 H14 目標 720名

☆結核対策

寝たきり高齢者へ訪問結核検診，婦人検診会場（増進センター）で結核検診
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☆健康診査

検査項目にBC型肝炎を追加

障害者支援

大宮学園整備（H16.4開設予定）

知的障害児通園施設 改築工事H14～15継続 定員 40名（変わらず）

新規 肢体不自由児 20名 デイサービス 10名

☆知的障害者デイサービス（２カ所）

3カ所→5カ所

桜木園整備

重症心身障害児施設 改築実施設計

定員 入所40名→50名 新規 ショートステイ 5名 通園 15名

○心身障害者福祉施設整備助成２月補正：

３カ所（身体障害者療護施設 ハピネス浜野）

（知的障害者更生施設 しいのみ，高根学園）

○療育センター改修２月補正：

外壁改修

５ 参加と協働

市民公益活動

○市民公益活動サポートセンター整備（H14.10開設）

場所：中央ＣＣ1階 300㎡

稲毛長沼コミュニティセンター（仮称）整備

用地取得 基本設計

花見川区コミュニティセンター整備（花島公園センター）

H14～16継続 公園センター 5,178㎡ うちコミュニティーC 1,069㎡

市民センター整備

○泉

実施設計 現S37木造 550㎡ → 約400㎡
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花見川

実施設計 図書館，青少年補導ｾﾝﾀｰとの複合整備

男女共同参画

☆女性センター運営

講座：4分野37講座→5分野50講座


