
○ 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

＜　　　　：は２月補正へ前倒しを行った事業＞

＜名称が決まっていない施設等の（仮称）は省略＞

（単位：千円）

（都市イメージ）

○ シティセールス戦略プランの策定 (2,600)

都市ｲﾒｰｼﾞの向上やﾌﾞﾗﾝﾄﾞ力を高めるための戦略ﾌﾟﾗﾝ

○ フィルムコミッション設立 (3,400)

ｼﾃｨｾｰﾙｽの一環としてﾛｹ地の誘致等を実施

仮称：千葉市ﾛｹｰｼｮﾝBOX  　H19末設立予定

○ 文化芸術振興計画の策定 (2,100)

文化施策の具体的行動計画の策定　

○ ２１世紀の船出プロジェクト (3,500)

東京湾や周辺の観光資源活用事業の試行的実施（首都圏八都県市連携事業）

旅フェア２００７出展 (4,000)

観光PRﾌﾞｰｽ出展　　開催期間：H19.4.19～22（4日間）、会場：幕張ﾒｯｾ

景観計画の策定 (3,000)

地域の特性に応じた景観計画の策定

千葉マリンスタジアム施設整備 (11,340)

2階内野観客通路床補修、外野ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ改修・ﾄｲﾚ段差改修 (240,000)債務負担

平成１９年度当初予算の主な施策

（まちづくりの大切な視点別）

１　 千葉市らしさの確立
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動物公園整備 (36,150)

動物購入：ｴｼﾞﾌﾟﾄﾊｹﾞﾜｼ　4羽

施設の充実：西口ｽﾛｰﾌﾟ手すり設置工事、動物情報ｾﾝﾀｰ展示ﾘﾆｭｰｱﾙ設計　他

○ 花のあふれるまちづくり推進 (140,000)

花いっぱい市民活動助成　他29事業

【新規】ｵｰﾌﾟﾝｶﾞｰﾃﾞﾝﾂｱｰ　他2事業

【継続】緑と花の地域ﾘｰﾀﾞｰ育成　他26事業

（歴　史）

○ 郷土博物館改修 (2,300)

平成21年度のﾘﾆｭｰｱﾙｵｰﾌﾟﾝに向けた実施設計

市史編纂 (12,733)

「千葉市史 史料編 近現代」編纂のための資料収集

（緑と水辺）

○ 千葉中央港地区まちづくり推進 (5,220)

ｳｫｰﾀｰﾌﾛﾝﾄｴﾘｱにおけるまちづくりﾌﾟﾗﾝを策定

　都市再生整備計画、拠点施設基本計画　他

☆ 谷津田の保全推進 (3,028)

多様な生態系が残る谷津田の保全区域拡大　H18 14か所→H19 17か所

都川総合親水公園の整備 (991,273)

県が整備する都川多目的遊水池を活用し、総合公園を整備する県市共同事業

　用地買収　13,018㎡、単独公園区域の現況測量・基本設計

○ 砂浜プロムナードの整備 (33,000)

いなげの浜、検見川の浜、幕張の浜の人工海浜の連続性を確保

　千葉臨海線と幕張の浜を接続するｽﾛｰﾌﾟ整備　他

身近な公園リフレッシュ (118,170)

住区基幹公園の再整備：仲よし公園(H18～H20)、幸町公園(H18～H20) 債務負担（90,000）

ｽﾎﾟｯﾄ型改修：遊具交換、ﾃﾆｽｺｰﾄ改修､便所改修

昭和の森の再整備 (216,500)

冒険広場再整備工事、運動施設ｴﾘｱ再整備実施設計

石橋記念公園の整備 (41,000)

居宅周辺を記念公園として整備　　　園地整備：造成・擁壁築造等
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（防　災）

○ 地震災害対策支援システムの整備 (40,500)

市内各区の震度を把握するためのｼｽﾃﾑ整備

　地震計ｼｽﾃﾑ整備、地震計設置（H19 3台設置）

地域防災無線デジタル化 (30,000)

市及び防災関係機関、ﾗｲﾌﾗｲﾝ機関等間の災害時の緊急連絡用無線

　ｱﾅﾛｸﾞ方式をﾃﾞｼﾞﾀﾙ方式に変更するための実施設計

☆ 自主防災組織育成 (19,592)

活動助成、資機材購入助成　　H18末　833団体　→　H19末　868団体

☆ 防災井戸指定 (738)

H18末　113か所　→　H19末　123か所

○ コミュニティセンター耐震改修 (2,500)

幕張ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ実施設計

○ 鉄道駅耐震補強 (70,000)

京成千葉線の高架橋の柱の補強（千葉ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ付近）

○ 耐震改修促進計画の策定 (5,000)

特定建築物・民間住宅・公共建築物等の耐震化促進に関する計画

市営住宅火災警報器設置 (112,520)

消防法及び火災予防条例に基づき市営住宅に火災警報器を設置

H20.5までに全戸設置　　H19  16団地（2,975戸）

○ 構造計算適合性判定事務 (18,594)

構造計算適合性の審査を指定機関に委託

耐震診断助成 (4,060)

木造住宅及びﾏﾝｼｮﾝの耐震診断に助成

　木造住宅 50戸　　分譲ﾏﾝｼｮﾝ 1棟

☆ 耐震改修助成 (9,610)

木造住宅の耐震改修に助成　16戸

　対象住宅の拡大：H18　総合評点0.7未満　→　H19　総合評点1.0未満 

２ 　安全・安心のまちづくり
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橋りょう耐震補強 (690,000)

耐震補強工事：美浜大橋、稲毛陸橋、検見川陸橋、浜田陸橋、幸町1号橋、

　　　　　　　西の谷跨線橋、大森歩道橋

　2月補正：耐震補強工事：高品橋

○ 洪水ハザードマップの作成 (9,400)

都川沿線の避難場所・避難方法などを記載したﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの作成・公表

急傾斜地崩壊対策 (140,000)

工事：園生町、大草町、坂月町、加曽利町　　実施設計等：園生町　他

雨水対策

管渠整備：小倉雨水第１号幹線、誉田雨水第５号幹線　他 (7,223,577)

貯留幹線：中央雨水１号貯留幹線　他

ﾎﾟﾝﾌﾟ場 ：中央雨水ﾎﾟﾝﾌﾟ場

ポンプ場・処理場の再構築 (2,605,204)

ﾎﾟﾝﾌﾟ場：神明第2ﾎﾟﾝﾌﾟ場

処理場：汚泥輸送管布設

排水施設整備 (1,010,938)

雨水調整地（宇那谷調整池ほか）や幹線排水路の整備 (442,000)

校舎大規模改造（耐震補強） (419,000)

補強工事1校（小1）、実施設計7校（小7）、補強計画6校（小5中1）

　2月補正：補強工事5校（小5）

○ 校舎大規模改造（適正配置） (827,900)

花島小（旧花見川四小）の耐震補強、外部改修工事　他　　 H20.4供用開始予定

花園中学校改築 (126,000)

実施設計、武道場・ﾌﾟｰﾙ解体工事　他　　　H22.4 供用開始予定

（防　犯）

○ 地域防犯ネットワークの推進 (5,000)

防犯防災情報提供ｼｽﾃﾑ整備、住宅用防犯ｽﾃｯｶｰ作成

☆ 市内防犯パトロール (39,180)

青色回転灯装着車によるﾊﾟﾄﾛｰﾙ　H18　3台　→　H19　6台

☆ 防犯街灯設置助成 (15,000)

設置補助：H19　440灯

債務負担
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☆ 防犯パトロール隊支援 (2,938)

腕章・ﾀｽｷ等の配布　　構成隊数：H18  443団体　→　H19  560団体　　

市民防犯活動支援 (800)

地域安全まちづくり講座、防犯ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣

☆ 防犯ウォーキング (3,600)

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱに帽子を配布し、ｳｫｰｷﾝｸﾞをしながらの防犯活動

　H18　各区 500人　→　H19　各区 1,000人

☆ 路上喫煙防止 (29,337)

罰則適用地区における巡視員による指導活動

  巡視員：H18　3班（6人）　→　H19　4班（8人）   路面表示：20駅

○ 防犯カメラ設置 (9,000)

椿森陸橋交差点の歩道トンネル内　　10台

○ 地域ぐるみの学校安全体制整備促進 (5,993)

ﾓﾃﾞﾙ地区：加曽利中学校区（小学校4校、中学校1校）

　学校安全推進委員会開催、ｽｸｰﾙｶﾞｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰによる巡回指導　他

○ 学校防犯対策（防犯カメラ設置） (10,145)

不審者の侵入や犯罪発生の抑止力の向上　設置校数：36校（小18、中17、高1）

学校セーフティウォッチ (4,388)

地域・保護者による見守り活動　　　　　H18.4　10,637人

☆ こども１１０番の家 (465)

登下校途中などにおける児童生徒の避難場所   H18　9,000軒　→　H19　10,000軒

（消 防）

○ 消防署出張所整備 (320,600)

幕張出張所建替工事 H20.4供用開始

消防団活動体制充実 (25,650)

団器具置場改築：2か所

☆ 救急救命士の養成 (24,872)

救急救命士養成7人　　気管挿管研修10人　　薬剤投与研修20人

消防車両整備 (314,000)

車両更新：9台（水槽付消防ﾎﾟﾝﾌﾟ車、高規格救急車　他）
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救急指導医常駐 (46,000)

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

画像伝送システムの更新 (390,000)

ｾｰﾌﾃｨｰちばの無線設備のﾃﾞｼﾞﾀﾙ化工事　他

（医療・保健衛生）

○ 青葉看護専門学校管理運営助成 (200,000)

(財)千葉市保健医療事業団への補助  H19.4開校

○ 医療制度改革に伴うシステム改修 (607,000)

2月補正：国民健康保険ｵﾝﾗｲﾝｼｽﾃﾑ、介護保険ｵﾝﾗｲﾝｼｽﾃﾑ等の改修

☆ 病院診療機能の強化・充実（研修医受入） (116,106)

卒後臨床研修医受入：H18　12人　→　H19　13人　

後期研修医受入：卒後臨床研修終了医師の研修（3年間）　Ｈ18　3人→H19　6人

☆ 脳ドックの充実 (20,375)

脳ﾄﾞｯｸの検診費用の一部助成　　　定員：H18　900人　→　H19　1,000人

○ 食育推進計画の策定 (2,641)

○ 動物の適正飼養普及啓発 (250)

動物の適正飼養に関する意見交換会及びｷｬﾝﾍﾟｰﾝの実施

（千葉都心の整備）

中央第六地区市街地再開発 (1,586,740)

市街地再開発事業補助、ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾎﾞｰﾄﾞ設置　他

中央第六地区市街地再開発ﾋﾞﾙ　名称：Qiball
　きぼーる

○ 栄町都市再生まちづくり (41,000)

栄町地区の活性化を推進するためのまちづくり社会実験

　おしゃれな楽市ｽﾄﾘｰﾄ　他

千葉駅西口地区市街地再開発 (2,670,000)

ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ整備　他

千葉駅西口自由通路整備 (55,800)

整備工事

2月補正：整備工事

３　都心の育成・整備と暮らしやすい地域づくり
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千葉港黒砂台線整備 (227,000)

用地買収、側道整備工事　他

（蘇我副都心の育成・整備）

蘇我特定地区都市再生総合整備 (537,000)

公園区域外の既存施設の除却費用に対する補助、上水道整備

蘇我スポーツ公園整備 (1,804,000)

2工区：多目的広場整備　　4工区：JFE第一製鋼工場の除却

川崎町南北線整備 (78,000)

電線共同溝工事、歩道舗装工事　他

国道３５７号改良整備 (55,000)

国道357号・川崎町南北線交差点改良工事

蘇我駅西口駅前広場等整備 (150,500)

自由通路改修工事、電線共同溝実施設計

2月補正：自由通路改修工事

蘇我駅周辺地区まちづくり (10,000)

東口駅前広場基本計画策定

（地域づくり）

☆ 誉田駅周辺地区まちづくり (1,844,000)

周辺道路の用地買収、誉田駅北口線整備工事、誉田駅南口駅前広場予備設計

○ 土地区画整理事業 (3,326,385)

古市場地区（新規）、土気東地区、寒川第一地区、東幕張地区、検見川・稲毛地区　他

☆ 緑農住区開発関連土地基盤整備 (8,800)

古市場地区：道路測量調査

椎名崎地区：道路実施設計

（地域の拠点施設）

○ 中央区役所・千葉市美術館外壁改修 (93,000)

外壁洗浄・ﾌｯ素ｺｰﾃｨﾝｸﾞ

○ 文化交流プラザ（旧ぱるるプラザ千葉）運営

管理運営　　H19.4開設

○ 美浜文化ホール運営 (156,219)

管理運営　　H19.7開設

債務負担

7



保健福祉センター整備

○ 中央区 (2,629,148)

　施設取得・整備、管理運営　　H19.10開設

　　中央第六地区市街地再開発ビル　11階～12階

　　保健ｾﾝﾀｰ・福祉事務所・地域活動ｽﾍﾟｰｽ等

○ 緑区 (65,750)

　管理運営　　H19.4開設

　  保健ｾﾝﾀｰ・福祉事務所・地域活動ｽﾍﾟｰｽ等　

○ 美浜区 (123,489)

　管理運営　　H19.4開設

　  保健ｾﾝﾀｰ・福祉事務所・地域活動ｽﾍﾟｰｽ等　

○ 花見川区実施設計 (59,640)

　  保健ｾﾝﾀｰ・福祉事務所・地域活動ｽﾍﾟｰｽ等　　H22 開設予定

○ 稲毛区実施設計 (45,920)

　  保健ｾﾝﾀｰ・福祉事務所・地域活動ｽﾍﾟｰｽ等　　H22 開設予定

○ 桜木公民館図書室増築 (133)

実施設計　　　増築面積：約100㎡　　H21供用開始予定 債務負担 (2,800)

市民ゴルフ場整備 (1,442,896)

継続費：H18～H20　    事業面積41.6ha、9ﾎｰﾙ、3,055ﾔｰﾄﾞ、ﾊﾟｰ36

（住宅）

○ 住宅マスタープラン（住生活基本計画）の策定 (2,800)

住宅政策の方針や地域特性に応じた目標を定めた計画

宮野木町第１団地建替（第一期） (1,098,337)

  継続費：H18～H20   現状101戸 → 114戸

（道路・街路）

○ 千葉外房有料道路利用促進 (1,200,000)

千葉大網線の渋滞緩和のため、誉田区間を無料化　　　H19.7無料化実施

道路整備 (4,948,200)

国道：126号（椿森陸橋）、国道直轄事業負担金

県道：浜野四街道長沼線、生実本納線　他

市道：越智町土気町線、土気町17号線　他

債務負担
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街路整備 (8,577,744)

新港横戸町線、美浜長作町線、磯辺茂呂町線　他

（交　通）

総合交通ビジョンの策定 (2,600)

総合的な交通施策の理念や方向性を示すﾋﾞｼﾞｮﾝ

都市モノレール整備 (285,000)

延伸部（千葉大学南側ﾙｰﾄ）の概略設計　他

○ コミュニティバス運行 (38,220)

新規ﾊﾞｽ：若葉区内（退出意向路線対応）、既存ﾊﾞｽ：さらしなﾊﾞｽ、おまごﾊﾞｽ

区役所バス運行補助 (55,900)

4区5路線　　　(花見川区2路線､若葉区､緑区､美浜区各1路線)

浜野駅快速停車 (120,000)

快速停車に必要なﾎｰﾑ延伸工事

○ 放置自転車対策 (93,810)

放置自転車追放業務：追放指導員27人　H18　3時間/日→H19　5時間/日（重点6駅）

放置禁止区域の指定：鎌取駅を追加（H19末指定地区　18地区）

各駅別自転車駐車場整備計画作成

自転車駐車場整備：（工事）ﾓﾉﾚｰﾙ栄町駅、（基本実施設計）千葉駅東口立体化

自転車等駐車用ﾗｯｸ整備：千葉駅北口、土気駅南口

自転車駐車場自動ｹﾞｰﾄ整備：海浜幕張駅、検見川浜駅

（下水道）

公共下水道整備 (1,646,080)

下水道未普及地域の解消に向けて管渠布設を引き続き実施    H19末普及率　97.0%

農業集落排水施設整備 (331,222)

更科地区：管路・中継ﾎﾟﾝﾌﾟ整備　H20.4　全面供用開始予定

（墓地・斎場）

○ 桜木霊園再整備 (3,000)

新形態墓地（合葬墓）基本計画の策定　　Ｈ18基本計画　Ｈ19設計　Ｈ20整備

平和公園拡張建設 (73,602)

C地区造成森林部整備、進入路用地買収
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斎園周辺環境整備 (253,064)

周辺道路整備、上水道配水管敷設補助　他

（子育て支援）

○ 子ども交流館 (2,272,733)

施設取得・整備、管理運営　　H19.10開設

　中央第六地区市街地再開発ビル　3階～5階

　調理室・工房・音楽ｽﾀｼﾞｵ・ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ等

○ 子育て支援館 (515,988)

施設取得・整備、管理運営　　H19.10開設

　中央第六地区市街地再開発ビル　6階

　ﾌﾟﾚｲﾎｰﾙ・乳児室・相談室・親子ｻﾛﾝ等

☆ 子どもルーム (1,808,184)

H18  102ﾙｰﾑ　→　H19　105ﾙｰﾑ　　　　他 施設改善3か所

開設時間延長　通常授業日：H18  13:00-18:00 → H19　13:00-19:00

　            長期休業日：H18  8:30-18:00 → H19　8:00-19:00

☆ 子育て短期支援 (10,308)

保護者の疾病等により家庭での児童の養育が困難な場合の一定期間の支援

　H18　2か所　→　H19　4か所（稲毛区・若葉区に追加）

☆ 子育てリラックス館 (63,262)

子育て親子の交流、子育てに関する相談・援助等

　H18　8か所　→　H19　9か所（緑区に追加）

美浜区高洲地区　高洲保健ｾﾝﾀｰ跡施設へ移転予定

☆ 児童家庭支援センター (28,469)

地域の児童の福祉に関する相談・助言、関係機関との連絡調整等

　H18  2か所　→　H19　3か所（稲毛区に追加）

☆ 一時・特定保育 (89,434)

親の育児疲れ解消や急病等に伴う一時的な保育、多様な就労形態に合わせた断続的な保育

　H18　17か所　→　H19　18か所（美浜区に追加）

４　少子化への取り組み
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☆ 虐待予防（MCG） (1,452)

育児が困難な状況にある母親と子に対するｸﾞﾙｰﾌﾟﾐｰﾃｨﾝｸﾞや個別相談

　H18  2か所　→　H19　5か所（保健所、保健福祉ｾﾝﾀｰで実施）

☆ 児童手当 (5,981,340)

3歳未満児の第1子・第2子分の手当額引き上げ

　H18　5千円/月　→　H19  10千円/月

児童扶養手当 (2,754,974)

H18  延68,372人　→　H19　延70,132人

乳幼児医療費助成 (1,818,259)

　対象年齢：　就学前児　　自己負担額：200円/1回　　所得制限なし

ひとり親家庭生活支援 (1,705)

ひとり親を対象に土日夜間電話相談を実施　　実施施設：旭ヶ丘母子ﾎｰﾑ

地域子育て支援センター (51,176)

地域住民の子育てに関する相談等を保育所（園）で実施　　　H19　7か所

ファミリー・サポート・センター (6,522)

会員同士の子どもの預かり等の援助活動の円滑化を手助け(H19.10子育て支援館内に移転)

各区に1人ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰを配置

乳幼児健康支援一時預かり (54,742)

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　7か所

☆ 特定不妊治療費助成 (19,516)

H18  年上限10万円　→　H19  治療１回につき上限10万円（年2回まで）

（保育の充実）

○ 弁天保育所改築 (285,280)

一時保育室増築、所庭整備、用地買戻等

○ 民間保育園整備助成 (119,104)

2月補正：（移転改築）慈光保育園

☆ 保育ルーム (383,730)

49ﾙｰﾑ　児童数：H18　9,743人 → H19　11,751人

☆ 延長保育 (813,969)

児童数：H18  延46,236人 →　H19　延48,156人

☆ 休日保育 (3,213)

H18  1か所 →　H19　3か所（緑区・美浜区に追加）
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☆ 保育所地域活動 (35,460)

H18  90か所 →　H19　92か所（緑区・美浜区に追加）

保育ママ (29,550)

居宅で保育　　保育ﾏﾏ  24人　　児童数  24人

私立保育園運営助成 (3,112,443)

定員：H18　3,107人 → H19　3,377人（美浜区 120人増、緑区 150人増）

障害児保育 (145,208)

全ての保育所（園）で障害児を受け入れ

☆ 保育料の多子軽減拡大

→

→

（幼児教育支援）

☆ 私立幼稚園就園奨励費補助 (827,173)

優遇措置における第2子以降の同時就園要件の緩和　

　H18 小学1年に兄姉のいる園児　→　H19　小学1･2年に兄姉のいる園児

補助単価引き上げ

幼児教育支援センターの運営 (3,400)

ｶｳﾝｾﾗｰによる幼稚園巡回相談、幼児教育調査研究等を実施

（教育環境）

○ 中高一貫教育の推進 (37,700)

稲毛高校附属中学校の特別教室棟を設置　H20.4供用開始予定

　軽量鉄骨造　1階：給食受取室、多目的室　2階：小講義室、ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞﾙｰﾑ　他

○ 鎌取第三中学校新築 (1,276)

基本設計 債務負担 (27,000)

○ おゆみ野南小学校校舎増築 (1,531)

増築工事（普通教室2教室）　　　　　H20.4 供用開始予定 (32,400)

千葉高等学校校舎改築 (3,916,800)

継続費：H17～H20　　H19 校舎改築工事、旧幕張東高校賃借他　H20.4 供用開始予定

校舎大規模改造（老朽化） (179,430)

工事：若松中学校

最年長児を基準額とし、年齢
の高い順に1/2、1/10に軽減

幼稚園利用児童を含める
Ｈ18 Ｈ19
保育所入所児童

軽減方法の変更（前年所得税額
 72,000円(Ｄ5階層)以上の世帯）

最年少児を基準額とし、年齢
の低い順に1/2、1/10に軽減

軽減算定対象の拡大

債務負担

５　若い力を生み出す取り組み
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校庭整備 (2,637)

工事：3校（小2中1） (57,000)

○ 小中学校トイレ改修（２系統目） (9,140)

大規模小・中学校の2系統目ﾄｲﾚ改修工事：17校（小11中6） (193,400)

○ 新港学校給食センターの再整備 (15,000)

PFI手法による給食ｾﾝﾀｰ整備及び運営　　　H22給食再開予定 (8,888,000)

○ 学校教育推進計画の策定 (3,540)

学校教育の目指すべき方向性と施策等を定めた計画　H19意識調査・懇話会　H20策定

○ いじめ相談２４時間体制整備 (11,100)

夜間・休日の電話相談

☆ スクールカウンセラー活用 (93,871)

緊急時対応やｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰに対する指導助言を行なうため、ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰを派遣

○ 放課後子ども教室推進 (20,603)

子どもの居場所づくり　実施校：小学校120校

○ 理科支援員等配置 (19,781)

理科が得意な人材を小学校理科授業に活用　実施校：30校

小学校英語活動推進 (101,346)

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力向上を図るための体験的英語活動　　対象：小学校5年生・6年生

学校適正配置 (338)

第二次適正配置の基本方針を作成

☆ 心身障害児教育相談 (7,823)

障害があると思われる児童生徒等からの相談を実施

養護教育ｾﾝﾀｰ相談員：H18 6人　→　H19 7人

学校訪問相談員の派遣 (3,944)

学習障害や注意欠陥などの児童対応について、教職員に指導助言を実施　H19 2人

（青少年の育成）

○ 科学館整備 (8,873,700)

施設取得、初度調弁、管理運営等　　　　H19.10開館

中央第六地区市街地再開発ﾋﾞﾙ　7階から10階

常設展示室、企画展示室、ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ（直径23ｍ、200席）

債務負担

債務負担

債務負担
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青少年育成行動計画の策定 (1,700)

青少年問題に対する方向性と施策を定めた行動計画の策定

○ 児童相談所一時保護所改築 (72,380)

2月補正：居室の増改築

（介　護）

地域支援事業

要支援・要介護状態になる前からの介護予防を推進

包括的支援事業 (282,262)

　地域包括支援ｾﾝﾀｰ　各区2か所

介護予防事業 (267,602)

　介護予防教室、高齢者運動機能向上教室　他12事業

○ 任意事業 (219,494)

　介護相談員派遣、徘徊高齢者位置情報ｼｽﾃﾑ　他13事業

　シルバーハウジング生活援助創設

　　　ｼﾙﾊﾞｰﾊｳｼﾞﾝｸﾞへの生活援助員の派遣

○ 千葉県後期高齢者医療広域連合負担金 (116,002)

後期高齢者医療制度の保険者として設立される広域連合に対する負担金

☆ ことぶき大学校運営 (68,609)

定員：H18　100人　→　H19　158人

　園芸学科（定員30人）新設

　福祉健康学科（定員：H18　46人　→　H19　58人　　　12人増）

　美術学科　　（定員：H18　30人　→　H19　34人　　　 4人増）

　陶芸学科　　（定員：H18　24人　→　H19　36人　　　12人増）

☆ 高齢者いきいき健康園芸 (2,211)

園芸を通じて高齢者の生きがいと健康増進を図る

H18　1か所　→　H19　2か所（花見川区に追加）

６　超高齢社会に向けた対応
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☆ いきいきプラザ・センター等整備 (26,371)

美浜区：美浜いきいきﾌﾟﾗｻﾞ分室（高洲保健ｾﾝﾀｰ跡施設）　H20.1 開設　

中央区：蘇我いきいきｾﾝﾀｰ（蘇我保健ｾﾝﾀｰ跡施設）　H20.4 開設　

緑　区：高齢者活動支援施設（鎌取保健ｾﾝﾀｰ跡施設）　H19.7 開設　

ミニデイ銭湯 (17,011)

公衆浴場などを活用した健康相談・健康体操、入浴ｻｰﾋﾞｽ　　各区2か所

いきいき健康マージャン (1,140)

指先や頭脳を使うことによる認知症防止や仲間づくりを推進

高齢者住宅改修費支援サービス (89,206)

要介護等認定者に対し浴室等の改修経費を助成

高齢者福祉施設整備助成 (199,196)

特別養護老人ﾎｰﾑ、ｼｮｰﾄｽﾃｲ　　　小倉町いずみ苑（H18～H19継続事業）

　　　　　　　　　　　　　　　星久喜苑（H19～H20継続事業）

（健　康）

○ 地域保健・職域保健連携推進 (1,500)

「地域保健」と「職域保健」が連携し、生涯を通じた継続した健康管理を実施

　連携推進協議会設置、研修会開催

○ 高齢者保健福祉推進計画（介護保険事業計画）の策定 (5,500)

介護保険事業計画と老人保健福祉計画を一体として策定する計画

○ かかりつけ医認知症対応力向上研修 (834)

かかりつけ医に対する認知症診断の知識、技術等習得のための研修委託

ワクワク健康づくりプロジェクト (3,000)

壮年・中年期からの健康づくりの普及啓発

☆ がん検診 (1,179,199)

新たに、30歳代偶数歳の女性に対する乳がん超音波検診・視触診を実施

基本健康診査 (1,728,833)

40歳以上の男女に対する基本健康診査

骨粗しょう症検診 (46,592)

　 40～70歳の5歳間隔の女性に対する骨密度測定

歯周疾患検診 (35,987)

40･50･60･70歳の男女に対する歯周組織の検査

　H19実態調査、ﾃﾞｰﾀ分析　H20ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ、策定
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訪問歯科診療 (11,894)

在宅の寝たきり高齢者等に対して歯科医療ｻｰﾋﾞｽを提供

老人医療費助成の見直し

68・69歳の市町村民税非課税者の医療費自己負担分を3割から1割にする市単独助成

を図るためH19.8.1をもって廃止、ただし、H20.3.31までの経過措置を設ける

（バリアフリー）

○ バリアフリー基本構想策定 (4,700)

交通ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ基本構想の見直し案の作成　

　H19　重点整備地区検討調査・見直し案作成

バス活性化システム整備助成 (22,695)

ﾉﾝｽﾃｯﾌﾟﾊﾞｽ導入補助：6台（H19末 61台）

ﾊﾞｽICｶｰﾄﾞｼｽﾃﾑ導入補助：75台

泉自然公園バリアフリー化 (13,000)

園路改修（900㎡）、手すり（120ｍ）、野外卓・ﾍﾞﾝﾁの設置　他

交通バリアフリー

駅前広場の機能充実 (252,060)

  ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ ：（工事）JR東千葉駅北口、ﾓﾉﾚｰﾙ天台駅（設計）ﾓﾉﾚｰﾙ穴川駅

  ｼｪﾙﾀｰ   ：（工事）JR鎌取駅南口自由通路、JR土気駅南口、ﾓﾉﾚｰﾙ千城台駅

駅舎のエレベーター整備 (398,400)

　JR：（工事）検見川浜駅、千葉みなと駅、本千葉駅

　ﾓﾉﾚｰﾙ：（工事）動物公園駅、天台駅　（設計）千葉みなと駅、みつわ台駅、穴川駅

バス停の機能充実 (26,000)

  ﾊﾞｽ停上屋設置：13か所（H19末68か所）

歩道段差等解消 (113,000)

  歩道の段差切り下げ：249か所

電線共同溝整備 (771,600)

  （工事）稲毛停車場穴川線（園生町地区）他 全7路線

　（設計）穴川天戸線（穴川町地区）

H20.4から70～75歳の自己負担が1割から2割に引き上げられるため、世代間の均衡

７　ﾕﾆﾊ゙ｰｻﾙﾃ゙ｻ゙ｲﾝによるまちづくり
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交通安全施設整備 (784,800)

  歩道・交差点整備、安全施設整備（案内標識7基・道路照明43基他）

○ 松ヶ丘公民館エレベーター設置 (1,512)

　 設計・工事　　　　H20.4供用開始予定 債務負担 (32,000)

（障害者支援）

障害者自立支援 (7,958,407)

利用者負担の更なる軽減を含む障害者の自立した地域生活への支援

☆ 障害者自立支援法円滑施行特別対策（国制度）

　利用者負担の上限額の引き下げ

　通所事業所の送迎ｻｰﾋﾞｽに対する助成　等

利用者負担激変緩和（市単制度）

　国の軽減策の対象外となる利用者の負担軽減措置

○ 第２期障害福祉計画の策定 (4,500)

障害者自立支援法に基づく福祉ｻｰﾋﾞｽ等の確保に関する計画

○ 全国障害者スポーツ大会 (2,500)

運営に対する千葉県実行委員会への負担金

　大会期間:H22.10.23～25（3日間）、会場:県ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ陸上競技場他

○ 世界知的障害者卓球選手権大会補助 (2,000)

運営に対する補助

　大会期間:H19.10.29～19.11.4（7日間）、会場:千葉ﾎﾟｰﾄｱﾘｰﾅ

○ 発達障害者支援センター設置・運営 (7,619)

発達障害者及びその家族等に対する支援　　Ｈ20.1開設

  設置場所：療育ｾﾝﾀｰ内

○ こころの健康センター改築 (26,350)

こころの健康ｾﾝﾀｰ老朽化に伴う基本実施設計

☆ グループホーム・生活ホーム等整備助成 (8,124)

H18　44か所　→　H19　51か所

グループホーム等家賃助成 (33,413)

助成額：月額家賃の半額（上限15,000円/月）

　H19基礎調査、ﾃﾞｰﾀ分析　H20ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ、策定
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校舎エレベーター設置 (68,200)

泉谷中、第二養護学校

特別支援学級等施設の整備充実 (5,211)

特別支援学級教室改修：小1校、通級指導教室改修：小1校、備品整備 債務負担 (35,800)

○ メール１１９番通報受信システム整備 (93)

聴覚及び言語機能に障害を有する方からのﾒｰﾙによる119番通報の受付

（環境保全）

○ 化学物質対策（ＰＲＴＲ制度の推進等） (5,815)

PRTR法に基づく届出物質に関する環境ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査を開始

地球温暖化防止キャンペーン (4,124)

環境家計簿による啓発活動 他

太陽光発電設備設置助成 (4,610)

住宅用太陽光発電設備費用に助成　 H19 34件

○ 風力発電施設整備 (8,000)

大型風力発電施設の整備に伴う風況調査

○ 水辺の再生 (139,000)

中溝水路：せせらぎ緑道（水辺）整備工事

こてはし台調整池：多自然型調整池整備工事

○ 農地・水・環境保全向上対策 (3,000)

ﾗｲｽｾﾝﾀｰ等が実施する共同活動（地域住民等が参加）への支援

　支援内容：農地や周辺水路、農道などの保全管理に対する補助

（ごみ処理）

○ ごみ1/3削減啓発 (13,000)

新ごみ処理基本計画開始に伴う市民、事業者向けのPR活動

○ 剪定枝循環利用実証事業 (2,700)

剪定枝のﾁｯﾌﾟ・堆肥化及び利活用

○ 生ごみ分別収集モデル事業 (8,487)

モデル地区（1地区）での生ごみ分別収集

８　環境との共生
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☆ 古紙リサイクル回収拠点設置 (1,800)

H18　9か所　→　H19　15か所

☆ 剪定枝チップ機貸し出し (250)

H18　9台　→　H19　10台

☆ ごみ減量キャンペーン (34,256)

美しい街づくり活動支援 H18　70団体　→　H19　80団体

ごみ分別スクール H18　20校　→　H19　40校

☆ 資源物集団回収補助 (176,380)

（団体分）回収量1kg 3円に加え、回収月あたり500円の助成を追加

　　　　　回収の補助対象に小規模事業所の古紙類を追加

○ 新港清掃工場長期責任型運営維持管理 (2,700)

導入可能性調査　　H22運営開始予定

北清掃工場長期責任型運営維持管理 (902,816)

北清掃工場の運転、維持管理、補修及び更新を含めた包括的な運営管理

委託期間：H19～H33

○ 新港清掃工場設備修繕 (197,300)

機能維持のための修繕を計画的に実施

旧新港清掃工場解体整備 (54,736)

溶融ｽﾗｸﾞのｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ整備のための旧工場の解体　　　　　　継続費：H18～H19

（地域経済振興）

○ ビジネス支援センター (2,088,310)

施設取得・整備、管理運営　H19.10開設

　中央第六地区市街地再開発ビル　13階～15階

　ｲﾝｷｭベート室・商談室・会議室・情報ｾﾝﾀｰ等

☆ 商業活動活性化の促進 (19,074)

商店街活動に対する助成；地域連携活動事業、一店逸品創出事業など

　空き店舗活用事業： H18　4団体　→　H19　7団体

中心市街地活性化の推進 (13,458)

TMO事業へ助成（ｲﾍﾞﾝﾄ、ｶﾞｲﾄﾞﾏｯﾌﾟ、ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ事業他）等

９　産業の再生・雇用の促進
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商店街環境の整備 (22,240)

商店街の共同施設整備へ助成

企業立地促進 (328,495)

先端技術産業や製造業の誘致・育成、企業誘致活動の推進

企業立地促進助成：H19　6社、賃貸型企業立地助成：H19  1社

新港経済振興地区操業環境改善 (3,750)

操業環境改善等へ助成：H19  1社

コミュニティビジネス支援 (565)

ｺﾐｭﾆﾃｨﾋﾞｼﾞﾈｽの普及啓発、活動人材育成、地域勉強会・起業化講座開催

（中小企業支援）

☆ 大学連携型起業家育成施設支援 (46,280)

千葉大学等の技術・情報を活用した医工連携による新事業創出拠点施設

H19～入居開始（入居者家賃補助、ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝﾏﾈｰｼﾞｬｰ派遣）

経営革新支援の充実 (21,672)

ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰﾏｰｸ取得支援、企業支援隊、商業ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣等

新事業創出の促進 (10,347)

産学官の交流支援

☆ 中小企業金融対策 (11,376,000)

資金融資枠の拡大　   融資枠: H18  300億円 → H19  428億円

○ 日本商工会議所青年部全国大会 (3,000)

開催に対する支援　　開催期間:H19.11.15～18（4日間）、会場:幕張ﾒｯｾ他

（農林水産業）

☆ いずみグリーンビレッジ (452,991)

富田地区：既存林、景観林、花木整備等　　H19.4 都市農業交流ｾﾝﾀｰ開設

下田地区：ふれあい交流施設、外構整備　　H20 開設予定

中田地区：市民農園、野ばら園基本実施設計　　H21 開設予定

○ 新規就農の推進 (9,800)

新規就農希望者を対象とした、農業に必要な技術・経営方法等を習得する機会の提供

　1年目：募集・選考、2年目：農家研修、3年目：実地研修、4年目：就農開始

　H18開始分　農家研修受入委託、研修報償金（5人分　1人50千円/月支給）

　H19開始分　募集、選考、農政ｾﾝﾀｰ研修
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☆ 地産地消の推進 (1,786)

農産物認証制度創設、各種PRを兼ねたｷｬﾝﾍﾟｰﾝ活動による普及啓発

都市農業の推進 (1,000)

市民農園の設置補助（花見川区、若葉区）

環境保全型農業の推進 (13,845)

地力増強用機械の導入及び生産物適正表示出荷資材経費に補助し、農家の経営安定を確保

農作業受託組織の育成 (5,210)

稲作機械・設備導入補助（ｺﾝﾊﾞｲﾝ）

農業生産団地の育成 (26,744)

野菜生産農家の機械・設備等整備補助（ｲﾁｺﾞ栽培用ﾊｳｽ、野菜苗他生産ﾊｳｽ）

野菜価格安定の推進 (40,447)

野菜価格安定対策事業の補償対象品目について共済準備金の積み立て

○ 朝揚げ水産物推進 (2,000)

高鮮度の水産物を消費者に届けるための消費者へのPR及び漁業者との調整

（雇用対策）

☆ 若者の就職支援 (2,800)

ﾆｰﾄ、ﾌﾘｰﾀｰに対する就労支援ｾﾐﾅｰや面接ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞなどを実施

○ 障害者職業能力開発プロモート (7,500)

障害者職業能力開発ﾌﾟﾛﾓｰﾀｰの配置等、障害者の職業的自立を支援

障害者就労支援パソコン講座 (1,134)

知的障害者の社会参加及び一般就労を支援するためのﾊﾟｿｺﾝ講座

定員10人　実施回数　1回/年

障害者就労事業振興センター (2,772)

千葉県障害者就労事業振興ｾﾝﾀｰが行う福祉的就労支援事業に参画

就職相談室・無料職業紹介所 (18,386)

相談、紹介、求人開拓等

母子家庭就業自立支援センター (7,982)

就業相談、ﾊﾟｿｺﾝ講習会
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（市民サービスの向上）

○ 市役所コールセンター (40,400)

市民からの行政ｻｰﾋﾞｽやｲﾍﾞﾝﾄなどに関する問い合わせの窓口の一元化

　ｼｽﾃﾑ構築、ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ研修　　H19.10運用開始予定

○ 区役所窓口の日曜開庁 (1,000)

3月最終週      H19.3から実施

☆ 地方税申告の電子化 (57,845)

給与支払報告書の電子申告の受付を開始　　H20.1　稼動予定

収納事務の電子化 (62,208)

ﾏﾙﾁﾍﾟｲﾒﾝﾄﾈｯﾄﾜｰｸやｺﾝﾋﾞﾆを活用した電子収納ｼｽﾃﾑの運用

　固定資産税、軽自動車税、市県民税・国民健康保険料、下水道使用料

☆ 病院情報システムの構築 (117,000)

海浜病院：電子ｶﾙﾃ導入のための院内ﾈｯﾄﾜｰｸ整備他　H21稼動予定

○ 第２次病院情報システム整備（DPC導入準備） (41,800)

青葉病院の更なる収益性の向上のため、DPC（診断群分類）による包括評価

制度導入のための関連ｼｽﾃﾑ改修

（行政運営の効率化）

○ インターネット公売 (3,690)

市税滞納者の差押財産をｲﾝﾀｰﾈｯﾄを利用して公売

電子調達システム運営 (73,337)

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄによる入札手続きを実施するための電子入札及び業者管理ｼｽﾃﾑの運用

　H18 建設工事案件 一部開始　  H19 物品調達案件 一部開始

市有建築物保全情報システム整備 (13,000)

市有建築物施設等のﾃﾞｰﾀ整備（H17～H20）

（情報ネットワーク都市の実現に向けて）

情報システムの見直し (40,000)

業務系ﾈｯﾜｰｸの統合及び端末の共用化の詳細設計

10　高度情報化への対応
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○ 文書管理システム (72,000)

文書を電子化し、収受から起案、決裁、施行、保存、廃棄までを一元的に管理

　H20.4運用開始予定

統合連携基盤の整備 (88,600)

各情報ｼｽﾃﾑ間を連携する基盤ｼｽﾃﾑの構築に向けた詳細設計・開発

○ ボランティアズカフェ (4,000)

　 気軽に立ち寄れるﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ情報発信拠点の設置

設置場所：文化交流ﾌﾟﾗｻﾞ内　　H19.7開設　　

○ インターネットモニター (2,800)

　 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを活用したｱﾝｹｰﾄ実施に伴うｼｽﾃﾑ開発

○ 団塊世代地域活動支援 (250)

団塊世代を対象に、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動等の地域活動を支援するためのｾﾐﾅｰの実施

○ 空き教室地域開放 (1,900)

住民の地域活動や交流の場としての空き教室等の開放（ﾓﾃﾞﾙ事業 2か所）

市政出前講座 (1,000)

市民への情報提供と対話の一環としての市職員による出前講座

区民ふれあい事業 (39,228)

区民意識の醸成及び地域の活性化を推進するための区の特色ある事業を実施

集会所建設補助 (57,321)

町内自治会集会所の建設や修繕に対する補助　　建設7件、修繕19件

市民公益活動促進 (11,331)

市民活動ｾﾝﾀｰにおいてﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動やNPO活動等の市民公益活動を支援

11　協働のまちづくり
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