
○ 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）

☆ シティセールス推進 (8,513)

ｼﾃｨｾｰﾙｽ推進協議会　H20.6設立予定

重点ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業：「ﾎｰﾑﾀｳﾝ」ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、「ﾌｨﾙﾑｺﾐｯｼｮﾝ」ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ事業（市内外におけるｷｬﾝﾍﾟｰﾝ活動の実施　他）

第６５回国民体育大会 (3,700)

ゆめ半島千葉国体千葉市実行委員会への負担金　他　　　H22国体開催

千葉マリンスタジアム施設整備 (6,333)

直流電源装置改修工事 (57,000)

動物公園整備 (44,000)

施設の充実：ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ整備（正門広場身障者ﾄｲﾚ新築他）、動物情報ｾﾝﾀｰﾘﾆｭｰｱﾙ工事　他

花のあふれるまちづくり推進 (98,000)

花いっぱい市民活動助成　他26事業

（歴　史）

市史編纂 (11,888)

「千葉市史 史料編 近現代」編纂のための資料収集

平成２０年度当初予算の主な施策

（まちづくりの大切な視点別）

債務負担

１　 千葉市らしさの確立
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（緑と水辺）

千葉中央港地区まちづくりの推進 (5,000)

海と陸の一体的なまちづくり計画策定　

☆ 谷津田の保全推進 (2,830)

多様な生態系が残る谷津田の保全区域拡大　H19 23か所→H20 24か所

砂浜プロムナードの整備 (37,000)

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

　検見川の浜：階段改修、入口整備　　いなげの浜：ｱﾌﾟﾛｰﾁ階段・ｽﾛｰﾌﾟ等整備

○ 都川総合親水公園の整備 (528,719)

県が整備する都川多目的遊水地を活用し、総合公園を整備する県市共同事業

　小川の広場・保全水田：実施設計

　湿生花園・野の花園：現況測量、基本設計

昭和の森の再整備 (59,000)

冒険広場再整備工事、展望広場改修工事、公園から発信するまちづくり

石橋記念公園の整備 (95,717)

建物整備：建物撤去・改修、便所・四阿新築

公園整備：園路・照明灯　他

○ 花の美術館前庭噴水設置 (40,000)

実施設計・工事

（防　災）

○ 地震ハザードマップ作成 (8,000)

市内の建物倒壊被害等の可能性などを市民に周知するﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの作成

○ 高齢者等の災害に対する支援 (8,000)

要援護者リストを作成し、災害時の安否確認や避難支援を行う体制の整備

○ 防災井戸用発電機整備 (950)

貸出用発電機を各区役所に配備　計10台

☆ 地震災害対策支援システムの整備 (16,967)

市内各区の震度情報をテレビ等で公表するため地震計を整備

　地震計ｼｽﾃﾑ整備、地震計設置（H19 3台→Ｈ20 6台）

２ 　安全・安心のまちづくり
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地域防災無線整備 (200,000)

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更新するための整備　Ｈ20一部運用開始

☆ 自主防災組織育成 (18,431)

活動助成、資機材購入助成、自主防災組織設置助成

H19末　868団体　→　H20末　903団体

☆ 防災井戸指定 (514)

H19末　115か所　→　H20末　125か所

密集住宅市街地の環境整備 (2,000)

まちづくり協議会活動への専門家派遣

一級河川勝田川改修 (337,300)

河道築造工事、用地買収　他

○ 二級河川坂月川改修 (19,000)

測量、環境調査

急傾斜地崩壊対策 (79,900)

工事：園生町、坂月町、加曽利町　　　事後測量：大草町

雨水対策 (6,287,187)

管渠整備：大森雨水20-1工区　他

貯留管整備：中央雨水１号貯留幹線　こてはし台雨水貯留管

ﾎﾟﾝﾌﾟ場整備 ：中央雨水ﾎﾟﾝﾌﾟ場

○ 中央雨水ポンプ場上部利用 (4,800)

ﾎﾟﾝﾌﾟ場上部を有効利用した合築施設建設のための契約支援

ポンプ場・処理場の再構築 (883,345)

ﾎﾟﾝﾌﾟ場：神明第2ﾎﾟﾝﾌﾟ場　H16～H21

処理場：汚泥輸送管布設（中央浄化センター～南部浄化センター）

排水施設整備 (616,002)

(682,000)

（耐震化の促進）

○ 市民センター耐震改修 (1,700)

犢橋市民ｾﾝﾀｰ耐震補強計画策定

債務負担雨水調整地（宇那谷調整池他）や幹線排水路・面的排水施設の整備
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○ コミュニティセンター耐震改修 (52,000)

幕張ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ構造改修工事

畑ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ体育館耐震補強計画策定

○ 市立保育所耐震対策 (120,000)

耐震性が著しく低い既設保育所（7施設）の解体及び仮設保育所設置

（蘇我・西小中台・花見川第１・幕張第１・幕張第２・あやめ台第１・坂月）

鉄道駅耐震補強 (80,000)

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、60本）

耐震診断助成 (3,984)

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 (9,613)

木造住宅の耐震改修に助成　16戸

　対象住宅：耐震診断結果（構造評点）1.0未満 

○ 橋りょう耐震補強 (116,700)

耐震補強工事：浜田陸橋、幸町１号橋、北寺口こ線人道橋

耐震設計：中野高架橋、小中台１・２号橋

橋りょう長寿命化修繕計画策定：H20点検結果の再評価等事前準備　H21策定

☆ 校舎大規模改造（耐震補強） (532,240)

補強工事1校（小1：新宿）、実施設計8校（小7中1）、補強計画3校（小3）

　2月補正：補強工事4校（小2：稲丘、幕張東、中2：花見川二、幸町一）

２階より上に設置された渡り廊下の耐震診断43校（小27中16）

○ 屋内運動場耐震補強 (110,000)

H21からの補強工事に向けた耐震診断及び補強計画（小11中3）、実施設計（小12中4）

学校校舎改築

○ 緑町小学校改築 (31,650)

基本設計

○ 松ヶ丘中学校改築 (38,350)

基本設計

○ 花園中学校改築 (313,600)

H20～22継続費　　H20改築工事　　H22.8供用開始予定
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（防　犯）

☆ 防犯街灯設置助成 (19,600)

設置補助：H20　550灯

☆ 防犯パトロール隊支援 (2,475)

腕章・ﾀｽｷ等の配布　　構成隊数：H19  584団体　→　H20  734団体　　

☆ 防犯ウォーキング (2,262)

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

　H19　各区 1,000人　→　H20　各区 1,500人

☆ ちばし安全・安心メール (2,490)

電子メールによる防犯・防災情報の配信、火災等情報の追加

市内防犯パトロール (38,000)

青色回転灯装着車によるﾊﾟﾄﾛｰﾙ　　実施台数　6台

市民防犯活動支援 (1,092)

地域安全まちづくり講座、防犯ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣、防犯パトロール隊交流会

路上喫煙防止 (28,473)

罰則適用地区における巡視員による指導活動

  巡視員：H20　4班（8人）   既設路面表示補修等：25枚

学校セーフティウォッチ (2,422)

地域・保護者による見守り活動　　　　　H19.11現在登録者数　15,011人

こども１１０番の家 (429)

登下校途中などにおける児童生徒の避難場所   H20　10,000軒

（消 防）

○ 消防署整備 (24,000)

若葉消防署新築実施設計　　　場所：若葉区金親町

○ 消防団活動体制充実 (24,570)

団器具置場改築：寒川

部新設：美浜方面隊に市内勤務者で構成される部を新設し、

　　　　小型動力ﾎﾟﾝﾌﾟ付積載車を1台配備

○ 携帯・IP位置情報受信装置 (2,600)

携帯電話・IP電話位置情報通知ｼｽﾃﾑの導入
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☆ 救急体制充実 (22,402)

救急救命士養成：H19末116人→H20末122人（6人増）　　　　

気管挿管研修　：H19末 40人→H20末 50人（10人増）

薬剤投与研修　：H19末 36人→H20末 56人（20人増）

消防車両整備 (497,000)

車両更新：9台（水槽付消防ﾎﾟﾝﾌﾟ車、高規格救急車　他）

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

（医療・保健衛生）

○ 医療クラーク導入 (94,384)

病院勤務医の負担軽減及び患者サービスの向上を図るため、医師の事務的な

作業を補助する医療クラークを配置

　Ｈ20　青葉病院　14人（病棟9人、外来5人）

　　　　海浜病院　14人（病棟7人、外来7人）

☆ 病院診療機能の強化・充実（研修医受入） (154,855)

卒後臨床研修医受入：H19　13人　→　H20　15人　

後期研修医受入：卒後臨床研修終了医師の研修（3年間）　Ｈ19　6人→H20　9人

青葉看護専門学校管理運営助成 (211,111)

(財)千葉市保健医療事業団への補助 

（生　活）

○ 要保護世帯長期生活支援資金 (20,056)

要保護の高齢者世帯に対する居住用不動産を担保にした長期生活支援資金貸付

　Ｈ20.4開始

○ 中国残留邦人支援 (275,530)

中国残留邦人等に対する老齢基礎年金の満額支給による対応を補完する支援給付

　Ｈ20.4開始

○ 自殺対策 (2,300)

自殺対策基本法施行等に伴う自殺対策計画（仮称）の策定
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（千葉都心の整備）

○ 中心市街地情報発信 (9,500)

　 中心市街地の活性化や市民生活の利便性向上を図るための情報発信　　H20.7稼動予定

栄町都市再生まちづくり (38,900)

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

○ 再開発促進 (6,000)

中心市街地の活性化につなげるための駐車場のあり方を検討

千葉駅西口地区市街地再開発 (2,020,890)

用地買収、建物移転補償、ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ基礎・桁架設　他

千葉駅西口自由通路整備 (372,000)

橋脚・屋根新設工事

千葉港黒砂台線整備 (1,109,579)

用地買収、建物移転補償、電線共同溝整備工事　他

（蘇我副都心の育成・整備）

蘇我スポーツ公園整備 (290,000)

2工区：駐車場整備、ﾃﾆｽｺｰﾄ基盤整備

蘇我駅西口駅前広場等整備 (20,000)

蘇我駅自由通路改修工事に伴う物件移転補償等

蘇我駅周辺地区まちづくり (10,000)

東口駅前広場基本設計作成

（幕張新都心）

○ 幕張インターナショナルスクール設置促進 (100,000)

出捐金を支出し設置を支援　　H21.4開校予定

（地域づくり）

誉田駅周辺地区まちづくり (618,800)

周辺道路の用地買収、誉田町野呂町線交差点改良工事　他

土地区画整理事業 (1,670,882)

寒川第一地区、東幕張地区、土気東地区、検見川・稲毛地区　他

３　都心の育成・整備と暮らしやすい地域づくり
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緑農住区開発関連土地基盤整備 (29,500)

古市場地区：道路拡幅

椎名崎地区：道路整備

（地域の拠点施設）

○ 国際交流プラザ移転 (11,856)

利用者の増に伴い、ｾﾝｼﾃｨ12階から文化ｾﾝﾀｰ8階に移転 債務負担 (44,400)

区役所等設備改修 (27,100)

○ 中央区役所・千葉市美術館

　空調・熱源設備等改修基本・実施設計

○ 若葉区役所

　熱源設備等改修実施設計

保健福祉センター整備

○ 花見川区 (226,000)

　継続費：H20～H21　  延床面積　4,400㎡ Ｈ22.4開設予定

○ 稲毛区 (249,000)

　継続費：H20～H21　  延床面積　4,300㎡ Ｈ22.4開設予定

市民ゴルフ場整備 (269,725)

継続費：H18～H20　   コース整備等 Ｈ20.10開設予定

事業面積41.6ha、9ﾎｰﾙ、3,055ﾔｰﾄﾞ、ﾊﾟｰ36

○ 桜木公民館図書室設置 (73,500)

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造平屋104.6㎡　H21.4供用開始

（住宅）

☆ 特定優良賃貸住宅家賃補助 (313,202)

中堅所得者に対する家賃対策補助　　34団地

中途入居者負担額差額補助　H19　20団地　→　H20　24団地（4団地追加）

☆ 借上げ公営住宅 (25,654)

特定優良賃貸住宅の有効活用のための公営住宅化

H19　3団地66戸　→　H20　3団地94戸（28戸追加）

宮野木町第１団地建替（第一期） (465,470)

  継続費：H18～H21   従前101戸 → 114戸

債務負担
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（公園）

身近な公園リフレッシュ (68,757)

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（59,000）

ｽﾎﾟｯﾄ型改修：遊具交換、ﾃﾆｽｺｰﾄ改修､便所改修

○ 稲毛海浜公園ヨットハーバーの改修 (157,050)

浚渫工事、構台・係留金具設置　他

（道路・街路）

道路整備 (3,638,604)

国道：国道直轄事業負担金

県道：浜野四街道長沼線、千葉鎌ヶ谷松戸線　他　

市道：越智町土気町線、仁戸名町古市場町線　他

街路整備 (6,238,418)

新港横戸町線、美浜長作町線、磯辺茂呂町線　他

（交　通）

○ 幕張新都心新しい交通システム調査 (5,000)

幕張地区における新しい交通ｼｽﾃﾑの必要性・方向性を検討

都市モノレール整備 (69,000)

延伸部（千葉大学南側ﾙｰﾄ）の比較設計　他

コミュニティバス運行 (40,120)

さらしなﾊﾞｽ、おまごﾊﾞｽ、いずみﾊﾞｽ

区役所バス運行補助 (55,000)

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 (100,000)

快速停車に必要なﾎｰﾑ延伸工事費用の一部を負担

放置自転車対策 (239,066)

○ JR千葉駅東口機械式地下自転車駐車場整備

　設計・工事　2基408台　　H21.4供用開始予定

☆ 自転車駐車場整備

　新設：JR幕張本郷駅（93台）、JR蘇我駅（360台）　　再整備：JR都賀駅（650台）　　　

H19末　114か所　→　H20末　117か所（3か所追加）
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○ 自転車走行環境の整備 (12,000)

社会実験2か所（稲毛海岸駅・検見川浜駅周辺）、自転車走行環境整備1か所（検見川浜駅周辺）

（下水道）

公共下水道整備 (875,523)

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    H20末普及率　97.2%

公共下水道整備（南部処理区処理場の増設） (1,915,200)

継続費：H19～H22　南部浄化ｾﾝﾀｰC系水処理施設土木工事

（墓地・斎場）

○ 合葬墓整備 (4,800)

桜木霊園内に設置する新形態墓地（合葬墓）の基本設計

平和公園拡張建設 (52,195)

C地区造成森林部整備・植栽 他

☆ 斎園周辺環境整備 (131,538)

親水公園基本設計、周辺道路整備、上水道配水管敷設補助他

（子育て支援）

☆ 私立幼稚園教材費等助成 (85,351)

預かり保育加算の補助区分及び補助単価（年額）の拡充

　H19　200～500人：50,000円/園、501人以上：75,000円/園

　　→　H20 　200人～1,000人：150,000円/園、1,001人～1,700人：200,000円/園

　　　　　　1,701人～2,500人：250,000円/園、2,501人以上：300,000円/園

☆ 子どもルーム (1,828,785)

H19  105ﾙｰﾑ　→　H20　106ﾙｰﾑ（美浜区真砂第４小に追加）　他 施設改善2か所

☆ 子育てリラックス館 (69,436)

子育て親子の交流、子育てに関する相談・援助等

　H19　9か所　→　H20　10か所（中央区に追加）

　蘇我保健ｾﾝﾀｰ跡施設に開設予定

☆ 妊婦健康診査 (237,479)

公費負担回数　H19  2回　→　H20　5回

４　少子化への取り組み
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子ども交流館管理運営 (146,601)

子どもの交流と健全育成の場

　調理室・工房・音楽ｽﾀｼﾞｵ・ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ等

子育て支援館管理運営 (70,248)

親子の遊び場、交流の場

　ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ・ﾌﾟﾚｲﾎｰﾙ・乳児室・相談室・親子ｻﾛﾝ等

子育て短期支援 (5,928)

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

　H20　4か所

児童家庭支援センター (28,269)

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　H20　3か所

虐待予防（MCG） (1,448)

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

　H20　7か所（保健所、保健福祉ｾﾝﾀｰで実施）

児童手当 (6,198,720)

H19  延926,207人　→　H20　延935,943人

児童扶養手当 (2,785,517)

H19  延70,132人　→　H20　延71,769人

乳幼児医療費助成 (1,621,623)

H19  延619,502人　→　H20　延637,843人

ひとり親家庭生活支援 (1,702)

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 (49,015)

地域住民の子育てに関する相談等を保育所（園）で実施　　　H20　7か所

不妊対策 (24,553)

特定不妊治療費助成　治療１回につき上限10万円（年度2回まで）

（保育の充実）

○ 私立保育園整備助成 (114,129)

2月補正：（改築）院内保育園 定員　H19  83人 → H20　90人

☆ 私立保育園運営助成 (3,246,591)

H19  32か所 → H20　33か所 定員　H19  3,377人 → H20　3,527人
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○ かまとり保育園運営助成

　H20.4開設   定員 90名 　緑区おゆみ野（民間資金のみで整備）

市立保育所運営 (1,926,431)

60保育所　定員：H20　6,555人

☆ 保育ルーム (381,052)

H19　46か所 → H20　56か所

☆ 一時・特定保育 (86,690)

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

　H19　18か所　→　H20　19か所（中央区に追加）

延長保育 (769,859)

児童数　H20　延47,532人

休日保育 (2,898)

H20　3か所

保育所地域活動 (33,915)

全ての保育所（園）で実施

保育ママ (25,993)

居宅で保育　　保育ﾏﾏ  24人　　児童数  延251人

病児・病後児保育（乳幼児健康支援一時預かり） (54,354)

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　Ｈ20　7か所

障害児保育 (144,529)

全ての保育所（園）で障害児を受け入れ

（幼児教育支援）

☆ 私立幼稚園就園奨励費補助 (1,421,830)

第2子以降の同時就園条件を緩和し優遇措置を拡大　

　H19 小学1･2年に兄姉のいる園児　→　H20　小学1～3年に兄姉のいる園児

市単独事業分の補助単価の見直し

　H19　33,000円/年　

　　→　H20　市民税所得割額301,000円以下の世帯　33,000円/年

　　　　　　　　　　〃　　 301,001円以上の世帯　20,000円/年
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（教育環境）

○ 鎌取第三中学校新築 (2,537,705)

用地取得、造成・擁壁工事、校舎新設実施設計　他　　 債務負担 (66,900)

H23.4供用開始予定

千葉高等学校校舎改築 (382,452)

継続費：H17～H20　　H20 外構・植栽工事　他　H20.4供用開始

校舎大規模改造（老朽化） (20,000)

工事：小倉小学校

○ 新港学校給食センターの再整備 (1,900)

PFI手法による給食ｾﾝﾀｰ整備及び運営　　　H22.10供用開始予定 (8,888,000)

○ 稲毛高等学校附属中学校の外国人非常勤講師配置 (4,821)

ﾈｲﾃｨﾌﾞｽﾋﾟｰｶｰ講師による英語指導

☆ 学習支援員の配置（フレンドリーチューター） (900)

授業の補助や放課後の学習相談　H19　36人　→　H20　60人

理科支援員等配置 (28,606)

理科が得意な人材を小学校理科授業に活用　実施校：30校

☆ 外国人児童生徒指導協力員の配置 (25,696)

外国人児童生徒に日本語及び学校適応指導を行う協力員を配置

H19　9人　→　H20　11人（韓国・朝鮮語1人、ﾌｨﾘﾋﾟﾉ語1人を追加）

小学校英語活動推進 (85,035)

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・6年生

○ 新教育システム開発推進 (486)

学校支援のための人材を派遣するNPO「ちば教育夢工房」の設立に向けた研究

○ 全国学力・学習状況調査を活用した学校改善推進 (1,994)

学力状況調査の結果を踏まえた課題の改善等

○ 地域スポーツ人材の活用実践支援 (7,900)

小学校5･6年生の体育授業及び中学校の部活動に地域ｽﾎﾟｰﾂ人材を派遣

○ 子どもの健康を育む総合食育推進 (2,000)

学校関係者、保護者、地域の代表者と検討委員会を設置し、ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑを開催

債務負担

５　若い力を生み出す取り組み
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○ 子どもの体力向上地域連携強化 (1,600)

学校・家庭・ｽﾎﾟｰﾂ団体との連携による子どもの体力ﾁｪｯｸやｽﾎﾟｰﾂ体験教室を実施

○ 子どもの健康を守る地域専門家総合連携 (780)

専門医や関係部局と連携した児童生徒の健康管理の充実

☆ 適応指導教室設置 (29,587)

ﾗｲﾄﾎﾟｰﾄ美浜を設置　　H19　3箇所　→　H20　4箇所

いじめ相談２４時間体制整備 (12,004)

夜間・休日の電話相談

スクールカウンセラー活用 (93,870)

全中学校５７校に配置　スーパーバイザー３人配置

☆ 特別支援教育指導員の配置 (18,352)

通常学級に在籍するADHD児等を支援

H19　16人　→　H20　20人

学校訪問相談員の派遣 (3,925)

学習障害や注意欠陥などの児童生徒の対応について、教職員に指導助言を実施　H20　3人

放課後子どもプラン推進 (20,525)

放課後の子どもの居場所づくり　実施校：小学校120校

（青少年の育成）

○ 南部青少年センター大規模改修 (22,000)

冷房用冷凍機改修　他

○ 日・韓・中ジュニア交流競技会 (5,000)

日本・中国・韓国３か国で毎年持ち回りで開催される競技会　高校生11種目　H20.8開催

○ ユースリーダーの養成 (475)

地域における青少年の活動を推進していく上で中心となるリーダーを養成する研修

○ 高原千葉村青少年自然の家改修 債務負担（20,000）

宿泊棟トイレ改修

（豊かな心）

○ 動物愛護専門施設整備 (1,500)

基本構想 花見川区犢橋町に整備予定
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（介　護）

○ 高齢者保健福祉推進計画（介護保険事業計画）の策定 (4,000)

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

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 (318,851)

　地域包括支援ｾﾝﾀｰ　各区2か所

介護予防事業 (382,516)

　介護予防教室、高齢者運動機能向上教室　他13事業

任意事業 (353,440)

　介護相談員派遣、徘徊高齢者位置情報ｼｽﾃﾑ　他13事業

☆ 介護保険料激変緩和措置の延長

１号被保険者のうち、税制改正により保険料が大幅に上昇する方に対する

Ｈ18年度及びＨ19年度に講じた激変緩和措置をＨ20年度に継続

☆ ことぶき大学校運営 (79,734)

定員：H19　258人　→　H20　366人

　福祉健康学科（定員：H19 104人(2学年2ｸﾗｽ）→H20 116人（2学年2ｸﾗｽ）　12人増）

　美術学科　　（定員：H19 64人（2学年2ｸﾗｽ）→H20 94人（2学年3ｸﾗｽ）　30人増）

　陶芸学科　　（定員：H19 60人（2学年2ｸﾗｽ）→H20 96人（2学年3ｸﾗｽ）　36人増）

　園芸学科　　（定員：H19 30人（1学年1ｸﾗｽ）→H20 60人（2学年2ｸﾗｽ）　30人増）

☆ 高齢者いきいき健康園芸 (2,056)

園芸を通じて高齢者の生きがいと健康増進を図る

H19　2か所(花見川区千種町・若葉区富田町)　→　H20　3か所（中央区都町に追加）

定員：H19　130人　→　H20　220人　90人増

☆ いきいきセンター整備 (25,931)

H19　5か所 → H20　8か所（中央区、花見川区、美浜区に追加）

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　

花見川区：さつきが丘いきいきｾﾝﾀｰ（消防職員寮跡地）　H21.1 開設　

美浜区  ：真砂いきいきｾﾝﾀｰ　H21.1 開設　

６　超高齢社会に向けた対応
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ミニデイ銭湯 (16,957)

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 (332)

指先や頭脳を使うことによる認知症予防や仲間づくりを推進

高齢者住宅改修費支援サービス (67,055)

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 (114,584)

特別養護老人ﾎｰﾑ、ｼｮｰﾄｽﾃｲ　　　星久喜白山荘（中央区星久喜町）

　　　　　　　　　　　　　　　　特養50床　H19～H20継続事業

　　　　　　　　　　　　　　　プラタナス（稲毛区園生町）

　　　　　　　　　　　　　　　　特養50床・ｼｮｰﾄｽﾃｲ20床　H20～H21継続事業

敬老事業の見直し

　 敬老祝金 Ｈ19　70歳以上に支給（敬老乗車券と選択制）　→

Ｈ20　77・88・99歳の節目支給（77歳 1万円・88歳 3万円・99歳 5万円）

敬老乗車券、数え年百歳者への祝品　→廃止

（健　康）

○ 医療制度改革

後期高齢者医療の創設

特定健康診査等の保険者への義務付け

医療費負担割合の見直し

○ 予防接種（麻しん補足的接種） (117,100)

麻しんの２回目の予防接種を受ける機会を設ける

　対象　中学１年生及び高校３年生に相当する年齢者

☆ 健康増進対策（健康増進センター） (133,073)

健康度測定（総合ｺｰｽ・標準ｺｰｽ）

ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸ予防ｺｰｽ、女性健康ｺｰｽ、特定健康診査、特定保健指導を新設

婦人健康診査と簡易ｺｰｽを廃止

☆ 人間ドック費用助成 (118,765)

35歳以上の国民健康保険被保険者を対象に健診費用の一部を助成

　対象：Ｈ20　75歳以上を市民に拡大

　定員：Ｈ19　5,500人　→　Ｈ20　6,000人　
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☆ 脳ドック費用助成 (21,475)

40歳以上(5歳ごと)の国民健康保険被保険者を対象に健診費用の一部を助成

　対象：Ｈ20　75歳以上を市民に拡大

　定員：Ｈ19　1,000人　→　Ｈ20　1,050人　

☆ はり・きゅう・マッサージ施設利用助成 (121,318)

施設利用費用の一部を助成

　対象：Ｈ19　60歳以上の国民健康保険被保険者　→　Ｈ20　65歳以上の市民　

ワクワク健康づくりプロジェクト (1,250)

壮年・中年期からの健康づくりの普及啓発

がん検診 (1,261,442)

胃・大腸・子宮・乳・肺・前立腺がん検診

健康診査 (140,254)

40歳以上の生活保護受給者に対する健康診査

骨粗しょう症検診 (55,559)

　 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 (44,667)

40･50･60･70歳の男女に対する歯周組織の検査

（バリアフリー）

バリアフリー基本構想策定 (2,000)

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ新法の成立に伴う交通ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ基本構想の見直し

　H20.7　基本構想策定予定

バス活性化システム整備助成 (25,000)

ﾉﾝｽﾃｯﾌﾟﾊﾞｽ導入補助：6台

ﾊﾞｽICｶｰﾄﾞｼｽﾃﾑ導入補助：57台

泉自然公園バリアフリー化 (6,000)

園路改修（手すり設置96m）、施設改修（案内板交換、ﾍﾞﾝﾁ設置　他）

交通バリアフリー

☆ 駅前広場の機能充実 (110,000)

  ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ ：（工事）ﾓﾉﾚｰﾙ穴川駅  　　[設置済駅]H19末 7駅→H20末 8駅

  ｼｪﾙﾀｰ：（工事）JR鎌取駅南口自由通路　[設置済駅]H19末 8駅11か所→H20末 8駅12か所

７　ﾕﾆﾊ゙ｰｻﾙﾃ゙ｻ゙ｲﾝによるまちづくり

17



☆ 駅舎のエレベーター整備 (321,385)

　鉄道：（工事）JR新検見川駅、JR東千葉駅　[設置済駅]H19末 19駅→H20末 21駅

　　　　（ｽﾛｰﾌﾟ設置）京成幕張駅

　ﾓﾉﾚｰﾙ：（工事）穴川駅、千葉みなと駅　　[設置済駅]H19末 8駅→H20末 10駅

　　　　 （設計）作草部駅、桜木駅

☆ バス停の機能充実 (37,668)

  ﾊﾞｽ停上屋設置：3か所

　ﾊﾞｽﾍﾞｲ整備：千葉大網線2か所

☆ 歩道段差等解消 (180,000)

  歩道の段差切り下げ：350か所

電線共同溝整備 (396,600)

  （工事）本千葉停車場線　他5工区

交通安全施設整備 (438,496)

  歩道・交差点整備、安全施設整備（案内標識2基・道路照明39基他）

（障害者支援）

障害者自立支援 (8,312,053)

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

☆ 障害者自立支援法等に係る緊急措置 (103,242)

　事業者の経営基盤の強化　Ｈ20.4実施

　　通所ｻｰﾋﾞｽに係る単価引上げ

　利用者負担の更なる軽減　Ｈ20.7実施

　　低所得世帯を中心とした利用者負担の軽減など

○ オストメイト対応トイレ整備 (16,992)

区役所、ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰなど一定規模以上の公共施設に整備　　Ｈ20　16施設

○ こころの健康センター再整備 (310,000)

老朽化に伴う相談室、多目的室等の再整備（美浜区高浜）　　Ｈ21.10 開設予定

　鉄骨造平屋建　1,025㎡

☆ グループホーム・生活ホーム等整備助成 (7,860)

H19　48か所　→　H20　53か所

グループホーム等家賃助成 (41,943)

助成額：月額家賃の半額（上限15,000円/月）
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全国障害者スポーツ大会 (26,339)

千葉県実行委員会運営経費の負担金

　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

校舎エレベーター設置 (79,400)

H19 18校 →H20 20校（園生小、幕張南小に設置）

特別支援学級等施設の整備充実 (14,000)

教室改修：小1校

備品整備：（特別支援学級）小5校・中3校（通級指導教室）小1校

（環境保全）

地球温暖化防止キャンペーン (3,646)

環境家計簿による啓発活動 他

太陽光発電設備設置助成 (4,620)

住宅用太陽光発電設備費用に助成　 H20　34件

☆ 水辺の再生 (93,100)

こてはし台調整池多自然型整備工事

中溝水路（旭地区）実施設計

合流式下水道の改善 (601,471)

稲毛黒砂貯留管、中央雨水ﾎﾟﾝﾌﾟ場雨水滞水池

農地・水・環境保全向上対策 (2,512)

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）

○ 剪定枝循環システム構築 (2,900)

家庭から排出される剪定枝の発生量調査等

☆ 生ごみ分別収集モデル事業 (27,398)

分別収集した生ごみを発酵処理し、メタンガスを抽出

H19　1地区　→　H20　3地区

　大椎台地区、加曽利・新大宮地区、幸町地区で実施予定

８　環境との共生
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☆ 古紙リサイクル回収拠点設置 (900)

H19　15か所　→　H20　18か所

☆ ごみ減量キャンペーン (31,045)

ごみ分別スクール H19　40校　→　H20　80校

美しい街づくり活動支援 H19　80団体　→　H20　100団体

ごみ1/3削減啓発 (12,869)

ごみ処理基本計画の推進に向けた、市民・事業者向けPR活動等

集団回収補助 (150,545)

集団回収の実施団体に対する資源回収促進奨励補助　3円/kg、回収月数×500円　

回収事業者に対する資源回収事業育成補助　品目により1.2円/kg～9.3円/kg

古紙・布類分別収集 (46,633)

古紙・布類回収事業者に対する補助　品目により2.1円/kg～11.3円/kg

新港清掃工場長期責任型運営維持管理 (9,340)

運転、維持管理等を含めた包括的な運営管理委託の導入に向けた検討・準備

○ 溶融スラグストックヤード整備 (137,000)

旧新港清掃工場跡地に整備　　鉄骨造平屋建 762㎡　　保管容量 約1,400�

（地域経済振興）

☆ 商業活動活性化の促進 (17,287)

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： H20　7団体

○ 実践!元気商店街手引書作成

　千葉市商業振興指針に基づいた実践的で具体的な事例集の作成

☆ 中心市街地活性化の推進 (16,688)

中心市街地まちづくり協議会が実施する中心市街地活性化事業へ助成

　中央公園ｽﾃｰｼﾞ設置(H19 3回→H20 5回)、ｲﾍﾞﾝﾄ事業（H19 9回→H20 11回）

　歩行者通行動態調査、Qiball
きぼーる

ｱﾄﾘｳﾑを活用したｲﾍﾞﾝﾄの実施　他

☆ 企業立地促進 (321,616)

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　→　Ｈ20　9社

９　産業の再生・雇用の促進
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ビジネス支援センター管理運営 (211,203)

産業支援の中核的施設

　ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾄ室・商談室・会議室・情報ｾﾝﾀｰ等

商店街環境の整備 (20,779)

商店街の共同施設整備へ助成

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：H20  1社

○ 団塊世代等コミュニティビジネス支援 (500)

団塊世代等が退職後、ｺﾐｭﾆﾃｨﾋﾞｼﾞﾈｽを起業する際に助成

　助成額　20万円（対象経費の1/2）

（中小企業支援）

大学連携型起業家育成施設支援 (47,102)

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 (13,859)

環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ等取得支援、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 (10,555)

産学官の交流支援

☆ 中小企業金融対策 (13,060,701)

資金融資制度による預託や利子補給等

融資枠の拡大：H19　428億円　→　Ｈ20　492億円

（農林水産業）

☆ いずみグリーンビレッジ (237,370)

富田地区：地域農業活動拠点施設（研修室、農産加工室等）、遊歩道 他

　　　　　　Ｈ20　花園、草地芝生、草地ビオトープ等整備、原田池浚渫 他

下田地区：ふれあい交流施設（直売所、農家レストラン等） 他 Ｈ20.10 開設予定

　　　　　　Ｈ20　多目的広場整備

中田地区：市民農園、野ばら園 他

　　　　　　Ｈ20　管理棟、進入路等整備

21



☆ 新規就農の推進 (13,000)

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・基礎研修、2年目：農家研修、3年目：実地研修

　H18開始分（3年目）　研修奨励金（2人分）、農家ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ料、貸出用農業機械

　H19開始分（2年目）　研修奨励金（5人分）、研修生受入委託

　H20開始分（1年目）　募集、選考、基礎研修

○ 定年帰農者等研修 (383)

団塊世代が定年退職を迎える中で、農業後継者としての定年退職者等を対象とした研修

地産地消の推進 (1,028)

地産地消シンボルマーク登録、千葉市産農産物生産者認証

都市農業の推進 (1,360)

市民農園の設置補助、フラワーディスプレイ

環境保全型農業の推進 (9,585)

農産物適正表示出荷資材経費補助

農作業受託組織の育成 (3,500)

稲作機械・設備導入補助（ｺﾝﾊﾞｲﾝ・乾燥機）

農業生産団地の育成 (21,329)

生産農家の機械・設備等整備補助（ﾎｳﾚﾝｿｳ栽培ﾊｳｽ、ｼｸﾗﾒﾝ省ｴﾈﾙｷﾞｰ施設他）

野菜価格安定の推進 (32,805)

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

○ 受精卵移植の活性化（供卵牛導入） (7,000)

優秀な供卵牛（３頭）を導入し、市内酪農家に受精卵移植を活用し普及

（雇用対策）

☆ 若者の就職支援 (2,000)

若者に対する個別カウンセリングや就労支援セミナーなどを実施

新たに、企業の求人情報を提供

障害者職業能力開発プロモート (7,703)

障害者職業能力開発ﾌﾟﾛﾓｰﾀｰの配置等、障害者の能力開発を支援

障害者就労支援パソコン講座 (1,134)

知的障害者の一般就労を支援するためのﾊﾟｿｺﾝ講座
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障害者就労事業振興センター (2,828)

福祉的就労支援事業を行う千葉県障害者就労事業振興ｾﾝﾀｰの運営に参画

就職相談室・無料職業紹介所 (18,362)

相談、紹介、求人開拓等　　　蘇我勤労市民プラザ内に設置

母子家庭就業・自立支援センター (7,952)

就業相談、ﾊﾟｿｺﾝ講習会 各区保健福祉ｾﾝﾀｰ及び福祉事務所内に設置

（市民サービスの向上）

○ 電子申請システム (21,400)

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを介して24時間いつでも申請・届出が可能

指定自転車駐車場利用申請　他31手続　H20.8運用開始予定

市役所コールセンター「ちはなちゃんコールちば」 (54,550)

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

地方税申告の電子化 (47,730)

法人市民税、固定資産税（償却資産）、個人市民税（給与支払報告書）

収納事務の電子化 (84,865)

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

海浜病院情報システムの構築 (72,000)

電子ｶﾙﾃ導入のための院内ﾈｯﾄﾜｰｸ構築他　H21.5稼動予定

青葉病院第２次病院情報システム整備 (53,000)

財務会計ｼｽﾃﾑ、新物品管理システムなどの導入

○ クレジットカード決済の導入 (2,391)

青葉病院、海浜病院において導入 　H20.10運用開始予定

（行政運営の効率化）

○ 公会計制度 (10,000)

新たな公会計制度を整備するために必要なｼｽﾃﾑの導入

H21.9末までに貸借対照表、行政ｺｽﾄ計算書、資金収支計算書、純資産変動計算書を公表

10　高度情報化への対応
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インターネット公売 (11,570)

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

☆ 電子入札 (60,318)

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

　H20 すべての建設工事等に導入

市有建築物保全情報システム整備 (10,000)

市有建築物のﾃﾞｰﾀ整備

（情報ネットワーク都市の実現に向けて）

文書管理システム (70,000)

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

　H20.7運用開始予定

統合連携基盤運用・整備 (61,420)

各情報ｼｽﾃﾑ間のﾃﾞｰﾀ連携と情報資産の集約化　H20連携機能開発

○ 小学校における情報セキュリティ対策の推進 (1,830)

小学校（120校）職員室に校務用ﾊﾟｿｺﾝを配備し、児童の個人情報等の管理を強化

○ 市民参加協働推進 (968)

　 市民参加と協働の取り組みを推進するため、市民と職員の地域課題学習会、

人材養成講座等を実施

○ 地域福祉推進モデル (1,800)

各区地域福祉計画に位置付けられた事業の中で、推進体制の整備に資する事業を

行う団体等に対する補助

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 (460)

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 (848)

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

11　協働のまちづくり
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区民ふれあい事業 (33,468)

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 (40,800)

町内自治会集会所の建設や修繕に対する補助　　建設5件、修繕19件

市民公益活動促進 (11,532)

市民公益活動を促進するため、情報提供、支援等を実施

○ 旧花見川第五小学校跡施設整備 (4,300)

跡施設の地域開放に向けた整備　屋内運動場耐震補強実施設計
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