
○ は新たに着手する事業（一部新規を含む）

☆ は内容を拡充する事業

（単位：千円）

☆ 地球温暖化防止キャンペーン (12,691)

環境家計簿による啓発活動 他

千葉テレビ，ＢaｙＦＭ，市政だよりを活用した普及啓発を追加

蘇我エコロジーパーク構想 (3,500)

エコロジーパーク推進のためのルールづくり調査・検討

☆ ＩＳＯ１４００１への取り組み (1,377)

区役所及びポートサイドタワー（教育委員会等）の認証取得拡大

☆ リサイクル推進 (50,317)

「ちばルール」推進のため，リサイクル推進基金の活用を拡大

資源ごみ集団回収未実施自治会のステーション回収　他2事業を追加

○ 谷津田いきものの里整備 (5,897)

「谷津田の自然」を保全し市民が自然や生き物とふれあい学ぶ場を整備（大草地区）

基本・実施設計（谷津田エリア，トイレ，駐車場他）

☆ 谷津田の保全 (6,944)

谷津田の自然保全地区の指定　　14か所（H16末　20か所）

☆ 里山の保全 (1,963)

いずみの森（富田町），ひらかの森（平川町）の保全

四季のイベント（稲作体験，観察会）　　里山シンポジウムの実施

平成１６年度当初予算の主な施策

Ⅰ　重点７分野に係る主要事業

１　 環 境 問 題 へ の 対 応
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○ 森林ボランティア活動拠点施設整備 (2,760)

資機材倉庫・休憩所，簡易トイレの整備

身近な水辺環境の整備 (4,748)

ビオトープ整備　　場所：坂月川上流　　面積：5,000㎡

☆ 化学物質対策（ＰＲＴＲ制度の推進等） (206)

化学物質対策専門委員会を設置し，化学物質の管理方策を検討

ディーゼル使用過程車対策 (1,900)

粒子状物質減少装置装着費助成　　市内路線バス１９台

天然ガス自動車導入補助 (1,500)

民間ゴミ収集事業者の天然ガス車導入費助成　　塵芥車２台

☆ 太陽光発電設備設置助成 (12,800)

住宅用太陽光発電設備費用の助成件数を拡大　　H15 30件 → H16 50件

○ 産業廃棄物処理指導計画 (10,000)

指導計画策定のための産業廃棄物実態調査　　H17計画策定予定

下田最終処分場 (450,600)

最終覆土工事等　３３ha　継続費：H16～H17 (900,000)

H17以降 市民ゴルフ場として整備の予定

新内陸最終処分場 (1,064,723)

市場谷津調整池整備　　継続費：H15～H16

北谷津清掃工場大規模修繕 (362,000)

機能維持のための修繕を計画的に実施

○ 溶融スラグ磨砕機設置 (35,000)

焼却灰の資源化と最終処分場の延命化を図るため，新港清掃工場に設置

○ 家畜ふん尿処理施設等整備助成 (598,848)

処理施設等を整備する畜産農家へ助成　　　対象：４６件

債務負担
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（子育て支援）

☆ 乳幼児医療費助成 (1,014,601)

入院・通院の助成対象年齢の拡大　H15  ３歳未満児　→　H16  ４歳未満児

☆ 児童手当 (3,496,450)

支給対象年齢の拡大　　H15  小学校就学前まで　→　H16  小学校第３学年修了まで

○ 次世代育成支援行動計画 (5,000)

「次世代育成支援対策推進法」に基づき，「生み育てやすい環境」を整備するための

行動計画を策定

地域子育て支援センター (36,441)

地域住民の子育てに関する相談等を保育所（園）で実施　５か所

☆ 子育てリラックス館 (22,715)

子育て親子の交流，子育てに関する相談・援助，情報提供など

H15 ３か所（中央区，美浜区，稲毛区）→ H16 ６か所（花見川区，若葉区，緑区を追加）

☆ エンゼルヘルパー (13,975)

妊娠中又は出産後間もない時期に，身の回りの世話や育児を援助

H15  出産後２か月以内 → H16  妊娠中又は出産後４か月以内

○ 育児支援家庭訪問 (4,645)

育児不安の強い家庭に対し，継続的に保健師が訪問指導

○ 不妊専門相談センター (241)

不妊治療に関する医学的な相談，情報提供を保健所で実施　月１回

○ おかあさんとおなかの中でコンサート (2,000)

妊婦夫婦を対象に胎教コンサートや子育て支援策の紹介を実施

○ 児童センター・子育て支援プラザ整備 (2,796,000)

H19 保留床取得（中央第六地区市街地再開発）

児童センター  4,313㎡      子育て支援プラザ　975㎡

債務負担

２　少 子 化 対 策
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乳幼児健康支援一時預かり (44,565)

就労等により家庭で保育できない病後児の一時預かりを実施　　６か所

○ ひとり親家庭自立促進計画 (1,680)

ひとり親家庭に対する施策を推進するための行動計画を策定

☆ 母子家庭就業・自立支援センター (8,575)

母子家庭の自立支援，就業促進のための相談事業や情報提供を実施

新たに就労に有利な資格を取得するためのパソコン講座を開設

（保育の充実）

☆ 保育ママ (24,972)

居宅で保育　　保育ママ H15  20人 → H16  24人　　児童数 H15　20人 → H16  24人

☆ 保育ルーム (207,408)

H15  36ルーム（5,844人） → H16  39ルーム（6,489人）

延長保育 (935,882)

88か所　　利用児童数 H15  8,750人 → H16  9,008人

☆ 私立保育園 (3,453,756)

２９園　　定員 H15　2,877人 → H16　2,921人

☆ 保育所地域活動 (34,645)

高齢者交流・異年齢児交流等を保育所（園）で実施　H15  88か所 → H16  90か所

☆ 私立幼稚園預かり保育

教材費助成の拡充　501人以上：H15  50,000円/園 → H16  75,000円/園 (5,400)

（健全育成）

☆ 子どもルーム (1,384,261)

新規開設6か所　H15  87ルーム　→　H16  93ルーム　　施設改善3か所

おじいちゃん・おばあちゃん家
  ち

開放モデル (567)

高齢者等の居宅を開放し，子どもの居場所の確保　　１か所　　平日週３日

☆ ふれあいパスポート (2,000)

千葉ﾏﾘﾝｽﾀｼﾞｱﾑプロ野球観戦の拡大　対象  H15  小学生のみ → H16  小・中学生

                                 試合数  H15  ３試合 → H16  １０試合
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○ 高齢者保健福祉推進計画 (8,000)

介護保険事業等の推進を図るための計画策定に向けた実態調査　　H17 計画策定予定

敬老事業 (640,261)

対象年齢　70歳以上　　敬老祝金　6,000円　　祝品　最高齢者及び百歳

敬老乗車券　H15 12,000円 → H16 8,000円　　　喜寿及び米寿の祝品の廃止

☆ 配食サービス (96,862)

ひとり暮らし等の在宅高齢者宅に食事を提供　H15 550食 → H16 600食

利用者に食生活のアドバイスをする「食の自立支援事業」を追加

☆ いきいきセンター整備 (33,000)

学校の空き教室を活用し高齢者の活動拠点を整備

H15末 ２か所（若葉区・花見川区） → H16　１か所追加（稲毛区）

☆ ミニデイ銭湯 (11,792)

H15末 ６か所（６区） → H16　３か所追加（中央区・稲毛区・美浜区）

☆ 介護老人保健施設整備助成 (40,700)

２か所　（純恵
  すみえ

の郷　山王シルバーケアセンター）

☆ 高齢者福祉施設整備助成 (1,526,086)

特別養護老人ホーム

 ５か所（ｾｲﾜ美浜　ときわ園　菜の花園　ﾎﾟｰﾄﾋﾟｱ千寿苑　恵光園）

ケアハウス

 １か所（ｾｲﾜ美浜）

デイサービスセンター

 ５か所（ｾｲﾜ美浜　ときわ園　ﾎﾟｰﾄﾋﾟｱ千寿苑　稲毛ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ　ｼｬﾛｰﾑ若葉ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）

グループホーム

 ５か所（ｾｲﾜ美浜　ﾎﾟｰﾄﾋﾟｱ千寿苑　稲毛ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ　ｼｬﾛｰﾑ若葉ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ　ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑかえで）

生活支援ハウス

 １か所（ｾｲﾜ美浜）

３　高齢社会への対応
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☆ シルバー人材センター (106,576)

センターの活動拠点として中央区弁天に作業所を開設

○ シルバーハウジング 仁戸名町団地全体 (217,658)

生活援助員の派遣や団らん室等を備えた住宅を市営住宅仁戸名町団地に整備　３０戸

高齢者住宅改修費支援サービス (129,023)

要介護等認定者に対し，浴室等の改修経費を助成

（地域活動）

☆ 花いっぱい市民活動助成 (35,000)

手づくり花壇（公園）　H15 80団体 → H16 110団体

街なかｵｰﾌﾟﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ作戦（街路樹枡）　H15 15団体 → H16 21団体

まちかど花いっぱい運動（民地宅前）　H15 70団体 → H16 100団体

☆ 間伐材利用促進 (6,000)

間伐材を利用したプランターを自治会に２セット配布　　H16 若葉区，美浜区

H15 小中養護学校に配布　　H16～H18全自治会へ配布

（学校活動）

☆ 手づくりトピアリー (46,000)

小学生が育てた花苗でトピアリー製作　30校（H16末 60校）

（人材育成）

○ 花のオブジェ製作講習会 (100)

自然木を利用した花を飾るオブジェの製作講習会　場所：各区公民館

（情報提供）

○ 花とひとのネットワークづくり (5,000)

ネットワークづくりに必要な条件等の検討及び市民活動団体の連携構築

（イベント）

○ 花文字畑製作 (3,500)

こじま公園隣接地で花文字畑を製作

花のあふれるまちづくり４　都市イメージの確立
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○ 子和清水地区花の植栽 (4,000)

残土を利用した土地造成後そばの種を播き，花の観賞及び実の採取

フラワーフェスティバル (13,000)

花いっぱい花壇コンテスト，花苗の販売，園芸相談　他

場所：中央公園・プロムナード　時期：４月～６月予定

（花の都・ちばの雰囲気づくり）

○ 花の都・ちば啓発推進 (9,600)

バス・モノレール・公用車のラッピング　　バス3台　　モノレール２両　　公用車47台

○ 花の美術館全体利用計画 (2,000)

美術館の前庭や裏庭の活用方法を検討し，全体の利用促進計画を策定

○ 花の立体花壇 (4,800)

ゴリラ・ゾウ・キリンのトピアリーを設置

☆ 花の名所づくりと花の歳時記 (5,500)

各区の拠点公園に花の名所づくり　 H16 花島公園のスイセン　（H15 千葉公園のボタン）

○ 商業振興指針 (5,000)

地域特性に応じた商業振興を図るため，具体的な支援策等を検討

○ 産業振興会館 (2,105,000)

H19 保留床取得（中央第六地区市街地再開発）　 3,992㎡

☆ 産業振興財団の充実 (314,940)

 ビジネスインキュベート施設入居者に対する外部評価（経営診断）を実施

 新製品開発の可能性や事業展開方法等の事業可能性調査を実施

企業立地促進 (27,258)

先端技術産業，成長産業や製造業の誘致・育成

新港経済振興地区立地促進 (2,300)

新港経済振興地区への各種産業集積を図る　「賃貸型立地促進助成」「操業環境改善助成」

債務負担

５　地域経済の活性化
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○ コミュニティビジネス支援 (653)

地域の課題をビジネス手法で解決するため，勉強会や起業化講座を開催

○ 一店逸品創出支援 (1,000)

地域の特性や文化的資源を活かし，独自性のある商品等を創出する商店街に対し助成

補助限度額 1,000千円（３年を限度）　　補助率1/2

地域商業連携強化支援 (4,000)

商店街が連携して開催するイベントへ助成（２地区）

わくわく商店街活性化 (10,240)

空き店舗対策，イベント，チャレンジ活動へ助成（１７商店街）

商店街共同施設 (37,150)

商店街の共同施設整備へ助成（整備 ９商店街　修繕 ４商店街）

中心市街地活性化対策 (10,300)

ＴＭＯ事業へ助成（イベント，ガイドマップ，クリーンアップ事業他）

☆ 中小企業資金融資制度 (9,519,533)

新たに県・地元金融機関との協調によりCLO（貸付債権の証券化による資金調達）を実施

☆ 消費生活相談 (27,878)

場所：消費生活センター　H15 ４人体制/日 → H16 ６人体制/日

○ 環境産業育成推進 (100)

環境産業を育成するうえでの課題について検討

○ いずみグリーンビレッジ (106,916)

(68,000)

富田地区：駐車場整備，拠点施設全体の基本設計，用地買収 他

下田地区：拠点施設等の基本設計

（勤労者・雇用対策）

中高年者・パートタイマー就職相談室 (12,945)

相談・紹介・求人開拓

蘇我勤労市民プラザ　火～金曜日　　若葉区役所及び美浜区役所への出張相談　月曜日

☆ 緊急地域雇用創出 (372,453)

放置自転車追放指導，歩道クリーン事業他全１９事業　　雇用効果　522人

債務負担
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都市再生総合整備 (1,587,460)

立体横断施設２か所，上水道整備他

総合スポーツ公園整備 (735,000)

外構・植栽工事（球技場敷地部分），用地買収

市民球技場整備 (3,985,720)

継続費：H15～H17　　収容人員：18,500人  H17.8月開設予定

蘇我臨海土地区画整理 (1,580,000)

街路築造，移転補償 他

川崎町南北線整備 (275,000)

街路築造，建物補償

○ 蘇我駅周辺地区整備 (828,720)

自由通路整備，西口駅前広場整備，駅前線整備，まちづくり事業化促進調査（東口・西口）

国道３５７号改良整備 (978,200)

横水路改修，交差点改良２か所（蘇我駅前線交差点，西千葉駅稲荷町線交差点）

中央第六地区市街地再開発 (1,156,890)

市街地再開発事業補助（建築設計，権利変換計画，建物除却，補償費 他）

千葉駅西口地区市街地再開発 (423,024)

施設建築物実施設計，駅前広場実施設計，用地買収，建物補償他

千葉中央港土地区画整理 (1,981,300)

建物移転，道路整備 他

情報ネットワーク都市

（市民サービスの向上）

○ 収納事務の電子化 (65,689)

マルチペイメントネットワークを活用した新たな電子収納システム構築

６　都市再生への取り組み

７　情報化の推進
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○ 地方税申告の電子化 (38,000)

地方税申告の電子化に伴うシステム開発負担金　負担先：地方税電子化協議会

○ 公的個人認証（H16.1月開始） (11,625)

公的個人認証（電子証明書）サービスの実施

（行政運営の効率化）

○ 電子納品の実現 (6,000)

建設CALS/EC（公共事業支援統合情報ｼｽﾃﾑ）導入のための基本設計

（情報ネットワーク都市の実現に向けて）

☆ 情報セキュリティ監査 (8,300)

外部からのアクセスについての技術的監査に加え，新たにシステムの運用について専門機関

による監査を実施

（バリアフリー化）

☆ 福祉のまちづくり環境整備 (60,757)

鉄道事業者が駅舎内に設置するエレベーターに助成

ＪＲ千葉駅５基，ＪＲ土気駅１基

交通バリアフリー

　特定経路の歩道段差等解消 (246,500)

  バリアフリー基本構想に基づき重点整備地区（4地区）の主要経路を整備

  歩道の段差切り下げ，透水性舗装，視覚障害者誘導用ブロックの整備 他

　中心市街地道路環境整備 (14,000)

  中心市街地の歩道段差切り下げ　　２１か所

Ⅱ　その他の分野の主要事業

１　安心・安全な環境づくり
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☆ 　駅前広場の機能充実 (89,500)

  エレベーター：ＪＲ土気駅　１基

  シェルター：（設計）ＪＲ稲毛駅東口，ＪＲ幕張本郷駅

            　（工事）ＪＲ千葉駅東口，ＪＲ稲毛駅東口

  駅広整備  ：（設計）ＪＲ土気駅，ＪＲ都賀駅，ＪＲ蘇我駅

            　（工事）ＪＲ土気駅，ＪＲ稲毛駅東口

☆ 　バス停の機能充実 (41,100)

  バス停上屋設置　25か所（H16末 54か所）　　　　　　バスバースの改良 １か所

☆ バリアフリー化対応バスの導入（バス活性化システム整備助成） (15,200)

低床ﾜﾝｽﾃｯﾌﾟﾊﾞｽ  2台（H16末 24台），超低床ﾉﾝｽﾃｯﾌﾟﾊﾞｽ  ４台（H16末 23台）

○ 泉自然公園バリアフリー化 (20,000)

手摺・スロープ・ベンチの設置，トイレの改修　他

（防 犯）

☆ 防犯街灯設置管理 (8,420)

町内自治会のない地域への防犯街灯設置　H15 30基 → H16 100基

○ 防犯パトロール隊支援 (2,600)

各地域で結成されている防犯パトロール隊にﾊﾟﾄﾛｰﾙﾍﾞｽﾄ及びのぼり旗を配布　　130団体

○ 落書き及び路上喫煙等防止 (22,254)

条例の施行に伴う周知・啓発 他

（落書きの防止に関する条例・路上喫煙等の防止に関する条例）

（消防・防災）

☆ 自主防災組織育成 (25,686)

活動助成，資機材購入助成　他　　50団体（H16末  823団体）

☆ 消防車両の整備 (261,100)

特殊災害対応車の導入，消防車両の更新（水槽付消防ポンプ自動車他５台）

☆ 住宅防火対策 (2,475)

住宅防火モデル地区に火災警報器を設置　200戸（H16末 600戸）

救急指導医常駐 (50,407)

指令センターに24時間体制で医師を常駐させ救急救命士に指示・助言
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☆ 救急救命

救急救命士９人を養成（H16末 93人） (24,822)

気管挿管研修の実施 (2,750)

○ 災害情報の提供 (1,250)

障害者へのﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ対策として，ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで災害情報を提供

橋りょう耐震補強 (348,000)

耐震補強工事　６橋

○ 密集住宅市街地判定調査 (10,000)

防災面や居住環境面で課題のある密集した市街地を特定するための調査

☆ 耐震診断助成 (4,425)

住宅の耐震診断助成　　木造住宅　H15 30戸 → H16 60戸

　　　　　　　　　　　分譲マンション １棟（40戸）

（道路・橋りょう・交通安全施設）

国県市道の新設改良

椿森陸橋の交差点改良 (257,000)

  継続費：H16～H17 交差点下歩行者通路工事　他

電線共同溝整備 (797,393)

  国道126号線椿森工区，東千葉停車場線他 全１７路線

舗装側溝新設改良 (3,485,993)

  生活に密着した未舗装道路や側溝未整備区間の整備・改良 (800,000)

交通安全施設整備 (1,172,270)

  歩道・交差点整備，安全施設整備（案内標識・道路照明他）

橋りょう新設改良 (1,802,140)

  土気跨線橋（H16.3月暫定供用），天戸大橋（H16.3月暫定供用），瑞穂橋，寿橋

○ 自転車駐車場基礎調査 (2,700)

収容能力が不足している駅の需要推計や対応策などを検討

○ コミュニティバス導入 (13,541)

交通不便地域へ対応するため，花見川区北部地域に導入　連絡駅：ﾓﾉﾚｰﾙ ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ駅

債務負担

２　生活環境の整備
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（住　宅）

市営住宅建替

仁戸名町団地 (217,658)

  継続費：H16～H18   地下1階地上7階建　117戸（うちｼﾙﾊﾞｰﾊｳｼﾞﾝｸﾞ30戸）

宮野木町第１団地 (114,000)

  実施設計，用地買収，移転補償他

○ 特定優良賃貸住宅の市営住宅化 (68,607)

入居率の低い３団地を実施　　入居対象：若年世帯を対象

☆ 住宅建築資金利子補給 (236,400)

住宅の建築・購入に対し利子の一部を助成 (190,085)

新たに耐震診断適用住宅についての追加利子補給を実施

○ 市営住宅申し込みの郵送受付 (2,069)

H16.上期から郵送受付を開始

（下 水 道）

公共下水道整備 (18,384,659)

〔下水道普及率　１６年度末見込み　９４．１％〕　　15年度末見込み92.1%

中央雨水ポンプ場建設 (1,959,400)

実施設計，用地買収（中央港区画整理地内）

○ 南部浄化センター水処理施設増設 (51,000)

高度処理施設を増設（Ｃ系列）するための基本設計

○ 高度処理水の活用 (57,000)

再生水圧送施設の実施設計（南部浄化センター～生実川，蘇我特定地区）

農業集落排水施設整備 (766,906)

富田地区：管布設，処理場建設　　更科地区・平山地区：管布設

谷当地区：H16.7月供用開始予定

☆ 浄化槽設置助成 (31,270)

合併処理浄化槽設置助成　45基　　　新たに蒸発拡散装置設置助成　10基

☆ 市民トイレモデル (1,270)

H15 ３か所 → H16 ６か所 駅前の民間店舗のトイレを市民に開放

債務負担
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（上 水 道）

○ 第３次拡張 (3,453,664)

(6,535,493)

水源の取得（霞ヶ浦開発事業負担金），高根給水場  用地買収・実施設計　他

☆ 鉛管改修 (156,398)

給水区域内の鉛管を計画的にポリエチレン管に改修　H15 300件 → H16 600件

（河　川）

一級河川勝田川改修 (891,884)

橋梁築造工事，用地買収　他

準用河川生実川改修 (222,200)

大巌寺橋下部工事及び河道築造，用地買収

流域貯留浸透 (31,000)

浸透施設設置　　１か所（鶴沢小学校）

（公園緑地）

○ 樹林等保全 (7,600)

市街地内の樹林地を保全するための新たな制度やバックアップ施策の検討

 街山づくりﾓﾃﾞﾙ地区 ：市街地内の樹林地や公園等の緑地を対象に緑の保全計画を策定

 市民緑地モデル事業 ：市民が主体となり市民の森などの樹林地の管理や運営手法を検討

○ 砂浜プロムナード (900)

いなげの浜，検見川の浜，幕張の浜のプロムナード化を検討

園生自然生態観察公園整備 (50,000)

自然の地形や樹林を活かし，自然観察ができる公園整備　計画面積：6.7ha

子どもたちの森整備 (113,500)

子どもたちと自然をテーマとした公園整備（源町）　　用地買収，施設整備

稲毛海浜公園プール再整備 (2,363)

実施設計 (50,000)

花島公園 (971,930)

公園センター　継続費：H14～H16　RC地下１階地上２階建　5,185㎡　H17.4月開設予定

コミュニティセンター機能を併設

債務負担

債務負担
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（斎場・墓地）

斎場建設 (7,456,380)

継続費：H14～H16　  RC地下1階地上2階建　  13,111㎡

単年度：火葬炉整備，周辺環境整備　他　　　H17.6月開設予定

平和公園拡張建設 (358,200)

(184,000)

Ｃ地区芝生・普通墓地造成工事他　　1,809区画

○ 総合交通ビジョン (6,000)

交通諸問題に総合的に対応するビジョン（原案）を策定

都市計画の見直し原案作成 (8,900)

県の都市計画見直し（H17）に向け，市の原案を作成

「やってみようよまちづくり」支援 (1,200)

まちづくり出前講座，アドバイザー派遣，まちづくり活動へ助成

○ ＪＲ稲毛駅東口駅前広場等改善 (30,400)

駅前の交通混雑改善のため，進入道路の車線区分変更やバス停の再配置などを実施

街路整備 (7,364,528)

新港横戸町線他 全１８路線

  幕張町弁天町線花園地区（東大グランド付近）　　H16.3月供用開始

  磯辺茂呂町線赤井地区（大網街道～おゆみ野）    H16.3月供用開始

  美浜長作町線幕張地区（国道14号～西税務署）  　H16.7月供用開始

土地区画整理 (2,195,582)

土気東地区，寒川第一地区，東幕張地区，検見川稲毛地区他

誉田駅周辺まちづくり (1,257,340)

駅舎の橋上化や南北自由通路工事，周辺の道路の用地買収，北口駅前広場公園の設計 他

都市モノレール整備 (836,095)

延伸事業化の具体的な検討調査        インフラ塗装に対する助成　他

債務負担

３　都市機能の充実
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（学校教育）

新設校建設

鎌取第六小学校 (217,193)

　建設工事（H15～H16）　教室数：１８教室　H17.4月開校予定

打瀬第三小学校 (3,243,000)

　建設工事（H16～H17）　教室数：２４教室　H18.4月開校予定

校舎改築

轟町中学校 (528,660)

　継続費：H14～H16　教室数：１７教室　H16.4月開校

千葉高等学校 (477,697)

　実施設計，旧幕張東高校改修工事他　　H21.4月開校予定

校舎増築

○宮崎小学校 (13,100)

　実施設計　　９教室

校舎大規模改造（耐震補強，老朽化） (2,729,180)

耐震：補強工事６校（小５中１），実施設計６校（小４中２），補強計画１０校（小７中３）

老朽化：工事２校（小１中１），実施設計２校（小１中１）

屋内運動場改築 (33,577)

 ２月補正：弁天小学校改築工事　を前倒し

○ 屋内運動場落下物対策 (3,710)

屋内運動場の非構造部材の落下を防止する工事を行うための調査 １４校（小１０中４）

教室改善対策 (43,419)

(132,910)

保健室：６校（小５中１）　コンピューター室：１校（小１）　特殊学級教室：２校（小２）

第二理科室：５校（中５）　カウンセリングルーム：３校（中３）

○ 学校教室等環境整備 (46,580)

(7,000)

小中学校，養護学校の全教室に扇風機を設置　　　職員室のエアコン設置調査・設計

債務負担

債務負担

債務負担

４　教育・文化
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快適トイレ改修 (184,000)

小学校２２校　中学校１０校　　H16末全小中学校の改修が終了

☆ 少人数学習指導教員配置 (68,315)

小学１・２年生で1学級３６人以上の学校に非常勤講師を配置

　H15 小学1年生　→ H16　小学１・２年生

○ わかる授業推進 (28,600)

小学３・５年生，中学２年生の市内同一学力調査

☆ スクールカウンセラー活用 (82,096)

生徒の悩みや相談を受けるカウンセラーを配置　　H15 38人 → H16 47人

☆ 外国青年招致 (112,252)

中学校へ外国語指導助手派遣（１８人）,新たに市立千葉高へ外国語指導助手を派遣(1人)

☆ 適応指導教室設置 (13,772)

新たにライトポート若葉を若松台小学校に設置　　H16.4月開設

夢広がる学校づくり推進 (133,764)

農山村での体験活動など特色ある教育活動を実施

○ 特別支援教育指導員等配置 (9,222)

注意欠陥多動性障害児等がいる学校に特別支援教育指導員を配置,また学校訪問相談員を派遣

☆ 青少年サポート (2,244)

青少年サポート指導員を補導センターに配置　　H15 １人 → H16 ３人

大宮学校給食センター整備 (66,383)

PFIアドバイザリー業務委託　　PFIによる施設整備　　　H17.4月開設予定

少年自然の家整備 (793,300)

継続費：H13～H16　外構植栽，修景工事他，PFIによる施設整備　　H17.4月開設予定

（生涯学習）

こども科学館整備 (98,150)

H19 保留床取得（中央第六地区市街地再開発）　12,510㎡ (6,597,000)

展示実施設計

債務負担
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公民館建設

神明公民館 (346,194)

　継続費：H15～H16　RC3階建 1,201㎡　H17.3月開設予定

白井公民館 (61,860)

　継続費：H16～H17　RC平屋 公民館750㎡　若葉図書館泉分館との複合施設

　H18.4月開設予定

○泉谷公民館 (9,500)

  実施設計

花見川図書館花見川団地分館・青少年補導センター北分室 (368,600)

継続費：H15～H16　　RC2階建　 図書館 801㎡　補導センター 153㎡

　　　　市民センターとの複合施設   H17.4月開設予定

若葉図書館泉分館 (55,280)

継続費：H16～H17　RC平屋 図書館 500㎡　白井公民館との複合施設　H18.4月開設予定

○ 生涯学習推進計画 (5,000)

生涯学習に対する市民意識調査，サークル等調査　H17計画策定予定

☆ 校庭夜間開放の推進 (5,525)

H15  6区6校 期間：3月～11月 →　H16  2区2校で冬期（12月～2月）についても開放

特別教室開放推進 (3,680)

子どもの居場所づくりとして，活動の場を提供　２校（瑞穂小・扇田小）

（文化創造）

○ 美浜区地区ホール整備 (228,050)

継続費：H16～H18  SRC,S地下1階地上5階建  4,000㎡  保健福祉ｾﾝﾀｰとの複合施設

H19.4月開設予定

○ 市民会館整備 (7,300)

会館脇に楽屋を増設　平屋　20㎡

（スポーツ・レクリェーション）

中田スポーツ施設整備 (899,045)

実施設計，用地買収　　施設内容：グラウンドゴルフ場他

○ ホームタウン推進（ジェフユナイテッド） (2,467)

親子観戦バスツアー，サッカー教室等のふれあい広場　他
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余熱利用施設整備 (635,717)

継続費：H16～H17　S,RC2階建　4,930㎡　

アイススケート場，温浴施設，多目的室　H17年10月開設予定

（国際化）

ノースバンクーバー市公式訪問団受入（提携３５周年記念） (3,000)

時期：H16.10月　　人数：１２名

国際文化フェスティバル (12,000)

ノースバンクーバー市文化芸能団招へい　H16.10月　場所：市民会館

（保健福祉基盤）

○ 地域福祉計画 (5,512)

区計画の中間報告等　　　　H17計画策定予定

保健福祉センター整備

若　葉　区 (1,773,884)

　継続費：H15～16　S,一部RC 地下1階地上4階建　4,231㎡　H17.4月開設予定

○美　浜　区 (226,600)

　継続費：H16～18　SRC,S 地下1階地上5階建　4,200㎡　地区ホールとの複合施設　

　H19.4月開設予定

緑　区 (54,000)

　実施設計

○中　央　区 (2,795,000)

　H19 保留床取得（中央第六地区市街地再開発）　 5,307㎡

○ 海浜病院医療情報システム (6,000)

医療情報システムの導入に向けた基礎調査

看護師養成施設整備 (231,600)

実施設計　造成工事　　RC3・4階建　 H19．4月開校予定

債務負担

５　保健福祉・健康づくり
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○ 高額療養費支給事務（国民健康保険） (6,771)

高額療養費の支給方法を口座振込みに変更

（健康づくり）

○ 保健医療計画 (11,000)

市民・医療機関等に対してアンケート調査を実施　 H17 計画策定予定

○ 医療安全相談窓口の設置 (940)

医療に関する患者やその家族等からの相談に迅速に対応するための相談窓口を保健所に設置

H16.7月開設

○ 糖尿病対策ネットワーク (6,200)

医療機関・健康増進施設等・行政が予防から治療までの情報を共有するネットワークを形成

健康増進施設実態調査　 H17 糖尿病対策マニュアルを作成予定

☆ 結核対策 (183,823)

治療の中断を防ぐため看護師が訪問により服薬状況の確認を実施

☆ 感染症対策 (4,677)

ＳＡＲＳ・天然痘対策のため保健所の防疫活動に必要となるアイソレーター等を整備

☆ １日人間ドック費用助成 (127,174)

対象　35歳以上　　H15  4,500人→H16  5,000人

☆ 環境衛生指導 (15,232)

レジオネラ対策のため公衆浴場等への立入検査時に必要な検査機器・試薬等を整備

○ 女性専用外来 (1,000)

女性医師による女性専用外来を青葉病院に設置　週１回　予約制　H16.10開設

○ 卒後臨床研修医受入 (23,296)

医師法の改正により国家試験合格者の臨床研修医を青葉・海浜病院で受入

（障害者支援）

支援費制度 (4,224,371)

障害者福祉サービスの向上を図るために，施設訓練・居宅介護等を支援

○ 障害者保健福祉推進計画 (4,000)

障害者に対するサービスの利用意向などの実態調査　　　H17計画策定予定
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○ 身体障害者訪問理美容サービス (200)

在宅の重度肢体不自由者で理美容サービスを受けることが困難な人の自宅に理美容師を派遣

○ 補助犬の普及啓発 (300)

盲導犬，介助犬，聴導犬の同伴可ステッカーを市内飲食店等に配布

☆ 障害者施設整備助成 (194,711)

知的障害者通所授産施設（あさひの丘）　　　　知的障害者通所更生施設（さいわい）

知的障害者小規模通所授産施設（あやめ）

☆ 精神障害者社会復帰施設整備助成 (10,516)

地域生活支援センター（かりん）　　小規模通所授産施設（あすなろ）

○ 大宮学園 (217,254)

知的障害児通園　　　新たに肢体不自由児通園，デイサービスを実施  H16.4開設

☆ 療育センター (829,125)

療育相談所，肢体不自由児通園，難聴幼児通園等　　新たにデイサービスを実施

桜木園整備 (207,496)

継続費：H16～H17　　重症心身障害児施設　RC2階建  3,896㎡　　H18.4月開設予定

コミュニティセンター整備

花島公園公園センター (14,929)

　継続費：H14～H16　コミュニティセンター部分1,074㎡　H17.4月開設予定　

稲毛区長沼コミュニティセンター (169,510)

　継続費：H16～H17　RC3階建　2,665㎡　H18.4月開設予定

市民センター整備

花見川市民センター (68,130)

　継続費：H15～H16　  RC２階建     195㎡ 

　図書館・青少年補導ｾﾝﾀｰとの複合施設　  H17.4月開設予定

山王・六方市民センター (10,000)

　木造２階建 137㎡ 場所：山王公民館敷地内 H17.4月開設予定 (57,000)債務負担

６　参加と協働
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○ 次期５か年計画 (13,787)

計画のフレームに関する調査，市民意識調査，有識者等の意見聴取を実施

政策評価 (4,200)

市民に分りやすい政策評価指標設定と運用指針の策定

男女共同参画基本計画 (4,896)

男女共同参画ハーモニー条例の規定に基づき，市が取り組むべき施策を検討

女性センター運営 (22,764)

男女共同参画社会の形成のため，各種講座・啓発事業等を実施

※なお，名称が決まっていない施設の（仮称）は省略してある。
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