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資料１－２



　　所管局別の主要事業とともに、見直しを行った事業を記載しています。

　　事業名に附してある表記は、それぞれ以下の事業に該当することを表します。

　【新規】

　　　新規施策または一部新規事業を含む事業

　【拡充】

　　　対象や数量など、内容を拡充した事業

　Ⓟ

　　　第2次実施計画に位置付けている事業

※記載内容について



＜総務局＞

千円

１　防災・減災対策 危機管理対策 6,479

国土強靱化地域計画の策定　【新規】 〔4,000〕

帰宅困難者用備蓄品の整備　【拡充】

自主防災組織の結成促進　【拡充】　Ⓟ　　　 13,836

防災資機材の供与、活動費助成、資機材購入助成等 〔13,836〕

新規　20団体

マンホールトイレ整備　【拡充】 4,600

非常用井戸のない小学校等について、プール水を活用した 〔1,867〕

マンホールトイレを試行的に整備

整備箇所　3か所

防災備蓄品の整備　【拡充】 23,200

食中毒等防止のための衛生用品等について、備蓄量の増強や 〔6,588〕

新たな備蓄を計画的に実施

増強　マスク、トイレットペーパー等

新規　ウェットティッシュ、手指消毒液等

避難所運営委員会活動支援　【拡充】 2,000

避難所運営委員会の自主的な訓練等の活動経費を助成 〔2,000〕

Ｈ28：2区　→　Ｈ29：全区

補助率　10/10（上限2万円）

２　国際交流の促進 東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた取組み　【拡充】 1,170

国際交流（通訳）ボランティア育成のための講座に加え、 〔1,170〕

ボランティアリーダーによる会議を実施

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源

－　1　－



＜総合政策局＞

千円

１　まちづくり 都市アイデンティティの確立　【拡充】　Ⓟ 12,400

都市アイデンティティ戦略プランに基づき、各種取組みを実施 〔12,400〕

都市アイデンティティ確立のための年代別アプローチ

地域資源PRのための各種プロモーション活動等

自転車を活用したまちづくり【拡充】 6,600

自転車を活用したまちづくりに関する取組みを実施 〔6,600〕

自転車リーダー育成講習会

シンポジウム等

サイクルツーリズム推進（経済農政局事業）

レンタサイクル実証実験

東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた取組み 【拡充】 42,200

多言語対応調査 〔42,200〕

主要駅から海浜幕張駅までの乗り換え、移動経路に係る歩行者

向け案内板の多言語対応策の検討

都市ボランティア育成

都市ボランティア体制構築

オリパラスポーツ普及イベント、PR等

障害者スポーツの推進 19,985

障害者スポーツの普及や振興に向けた取組みを実施 〔19,985〕

障害者を対象としたスポーツに関する意識調査　【拡充】

障害者を対象としたスポーツ体験会　【拡充】

障害の有無に関わらずスポーツに親しむスポーツ交流会　【拡充】

障害者アスリートによる学校訪問

パラスポーツ体験会

パラスポーツフェスタ等

項　　　目
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
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千円

政策立案に向けた基礎調査・データ分析プロジェクトの推進　【新規】 8,000

政策立案のための基礎調査 〔8,000〕

EBPに向けたデータ分析プロジェクト

ギャンブル等依存症に対する基礎調査 2,500

ギャンブル等依存症への対策を検討するため、市民を対象に 〔2,500〕

意識調査を実施

国家戦略特区指定に伴う取組みの推進 8,500

民間主導による近未来技術の実証実験及びその他国家戦略特区 〔8,500〕

を活用した規制緩和事業の推進

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源

－　3　－



＜財政局＞

千円

新庁舎整備　Ⓟ 81,400

基本設計（H28～29継続事業）、PFI等導入可能性調査 〔81,400〕

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源

－　4　－



＜市民局＞

千円

１　市民協働の推進 地域運営委員会の設置促進　Ⓟ 10,117

地域による主体的・継続的な地域課題の解決のため、地域運営 〔10,117〕

委員会の設立・活動を支援

補助金による支援

設立支援補助　補助率10/10　上限10万円（原則1年間）

活動支援補助　補助率10/10　上限10万円

地域運営交付金

地域運営委員会の構成団体が交付を受けていた

補助金のうち、統合分について金額を１割上乗せ

２　自転車安全対策 自転車安全利用普及啓発　【拡充】 1,750

自転車の安全利用を推進するため、普及啓発を実施すると 〔1,750〕

ともに、安全利用講習会の実施回数を拡充

安全利用講習会　全12回（2回/区）　→　全18回（3回/区）

３　市民サービス向上 ちば市政だより発行　【拡充】 145,815

　　・業務改革等 市政だよりの各家庭への到達率向上を図るため、H29.10から、発行 〔145,811〕

頻度の見直しやページ数の変更を行い、全戸ポスティングを開始 債務負担(150,000)

発行頻度　　2回/月　　→　　1回/月

ページ数　　20ページ/月　→　24ページ/月

市役所コールセンターの機能拡充　【拡充】 90,253

市民サービスの向上や事務処理の効率化を図るため、直営で 〔90,253〕

実施しているイベント受付業務の一部や区役所代表電話交換

業務をコールセンターに統合

新コールセンター開設時期　H29.12

４　防犯対策 防犯カメラ設置補助　【新規】 8,000

町内自治会が防犯カメラを設置する際の経費に対して助成 〔4,000〕

補助上限額　20万円/台

補助率　設置経費の1/2

主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
項　　　目

債務負担(540,000)
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千円

５　文化振興 車椅子アートプロジェクト　【拡充】 3,000

文化芸術の視点から車椅子をテーマとしたイベント等を充実 〔3,000〕

ベイサイドジャズ　【拡充】 5,000

ベイサイドジャズ２０周年記念イベントの実施 〔5,000〕

６　障害者スポーツ 障害者スポーツ競技用具整備　【拡充】 2,800

　　の推進 車椅子バスケットボールなどのパラリンピック競技に係る用具を整備 〔0〕

◎見直した事業 男性インターネット相談 0

H28年度末で廃止とし、現行の男性電話相談で対応 〔0〕

※対前年度増減額

△60

〔 △60〕

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源

－　6　－



＜保健福祉局＞

千円

１　セーフティネット 生活困窮者対策　【拡充】　Ⓟ 170,832

生活困窮者の自立、就労等を促すため、「生活自立・仕事相談 〔49,679〕

センター」を新たに若葉区で開設

開設時期：Ｈ29年7月予定

２　災害時支援対策等 小規模自然災害における被災者生活再建支援金　【新規】 1,000

国や県の支援制度の対象とならない小規模自然災害による被災者 〔1,000〕

を支援するため、市単独による恒久的な支援制度を創設

支援金額

基礎支援金

　全壊:100万円、大規模半壊:50万円、半壊等解体:100万円

加算支援金

　建設・購入:200万円、補修:100万円、賃借:50万円

救急医療体制整備　【拡充】 1,000

災害時に医療救護活動を行う救護所へ迅速に医薬品を提供する 〔1,000〕

ため、市薬剤師会と連携し、医薬品の分散備蓄体制を構築

備蓄場所:6か所（各区1か所）

（各区保健福祉センター近隣の薬局を予定）

３　医療・健康づくり 性感染症検査　【拡充】 305

全国的に増加傾向の梅毒感染について、早期治療に結びつける 〔164〕

ため、希望者に対して無料で検査を実施

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源

－　7　－



骨髄移植ドナー支援　【新規】 1,250

骨髄提供者の負担を軽減し、骨髄移植件数の増加につなげるため、 〔1,250〕

提供者に対し助成

助成額　10万円

がん検診　Ⓟ 1,641,613

胃がん検診について、新たに胃がんリスク検査及び内視鏡検査を導 〔1,621,756〕

入するとともに、X線検査対象年齢を変更

対象年齢

リスク検査　:20、25、30、35～39歳（1回のみ）　【新規】

内視鏡検査:50歳以上（2年ごと）※X線と選択制　【新規】

X線検査 　 ：35歳以上 → 40歳以上

４　産前・産後支援 母子健康包括支援センター　【新規】 18,000

妊産婦を妊娠期から子育て期にわたり総合的に支援するため、 〔5,986〕

H29年4月より各区に母子健康包括支援センターを開設

開設場所：各区保健福祉センター健康課内

産後ケア　【新規】 7,700

育児における不安解消や支援体制の強化を図るため、産婦や乳児の 〔3,850〕

心身ケアや相談、実技指導等を行う訪問型サービスや宿泊が可能な

施設型サービスをH29年7月より提供

対象者 　:産後4か月までの産婦及び乳児

利用上限:訪問型7回まで、施設型7日まで

自己負担:訪問型3,600円/回、施設型7,500円/日

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源

債務負担(30,981)
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千円

５　高齢者施策 地域包括ケアシステム構築・強化の推進 2,344,755

特別養護老人ホーム整備費助成　【拡充】　Ⓟ 〔365,136〕

H28：50か所　→　H29：52か所

地域密着型サービス整備費助成　【拡充】　Ⓟ

定期巡回・随時対応サービス事業所　3か所

H28末：10か所　→　H29末：13か所

小規模多機能型居宅介護　6か所

H28末：16か所　→　H29末：22か所

認知症対応力向上研修（歯科医・薬剤師・看護職員）　【新規】

開業歯科医・開局薬剤師等を対象に、認知症の方の状況

に応じた適切な対応等について研修を実施

認知症初期集中支援チームの増設　【拡充】　Ⓟ

認知症の方やその家族に対して、初期の支援を包括的・集中的に

行う認知症初期集中支援チームを増設

2チーム　→　3チーム

生涯現役応援センター　【新規】

高齢者の社会参加を促進するため、ボランティア等の情報を一元

的に提供し、相談に応じるワンストップサービス窓口を開設

開設場所:稲毛区役所ふるさとハローワーク隣接

介護人材の確保

介護ロボットの普及促進　【新規】

介護職員の身体的負担を軽減し介護ロボットの普及拡大を

図るため、無償で貸出を実施

　台数：2台（貸出期間：4か月/台・事業所）

あんしんケアセンターの充実　【拡充】　Ⓟ

24か所　→　30か所

短期リハビリ型通所サービス　【新規】

身体状態の改善を図るため、リハビリ専門職による短期集中機能

訓練プログラムを実施

対象者：要支援となるリスクのある高齢者

　　　　　及び要支援認定者

期間：3か月（週1回×12週）

自己負担：2,400円/コース（200円/回×12週）

なお、当事業の開始に伴い、現行の「元気アップ教室」は廃止

住民主体による支援

地域支え合い型訪問・通所支援　【新規】

要支援認定者等への生活支援サービス等を提供する

地域団体に対して、活動費用を助成

　助成単価

　　訪問型：250円/人・回

　　通所型：350円/人・回

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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千円

エンディングプランサポート　【新規】 1,400

身寄りのないひとり暮らし高齢者の葬儀・遺骨埋葬などの問題 〔0〕

にかかる不安解消のため、葬儀等の生前契約を支援

６　障害者施策 手話通訳者夜間等派遣　【新規】 1,944

夜間・休日など聴覚障害者の緊急時に手話通訳者を派遣 〔486〕

障害者地域生活支援拠点整備　【新規】 8,000

障害児や障害者が住み慣れた地域で安心して暮らしていく 〔2,000〕

ための支援拠点を整備（1か所）

障害者グループホーム運営費補助等の拡充

福祉タクシー・自動車燃料費助成制度などの見直しにより

生じた財源を活用し、以下の事業を拡充

障害者グループホーム運営費助成　【拡充】 63,623

　 補助基準額を引上げ 〔63,623〕

　 一律73千円/月・人　→　60～215千円/月・人

障害者訪問入浴サービス　【拡充】 21,000

利用回数の拡充 〔5,250〕

1回/週　→　2回/週

対象者　寝たきりなど居宅で入浴が困難な障害者

ひきこもり地域支援センター運営　【拡充】 14,892

ひきこもりの早期支援に向け、相談者の年齢制限を撤廃するほか、 〔7,446〕

支援体制を強化するため、ひきこもりサポーター基礎研修に加え、

フォローアップ研修を実施

年齢制限：18歳以上 →　制限なし

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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千円

◎見直した事業 がん検診 59,675

胃がん検診について、胃がんリスク検査の導入に合わせ 〔59,196〕

X線検査対象年齢を見直し ※対前年度増減額

35歳以上　→　40歳以上 △65,734

国の制度変更に伴うもの 〔△59,871〕

無料クーポン事業対象者の見直し

大腸がん　45～60歳（5歳ごと）　→　廃止

子宮がん　20～40歳（5歳ごと）　→　20歳のみ

乳がん　 　40～60歳（5歳ごと）　→　40歳のみ

乳がん集団検診の視触診廃止

福祉タクシー・自動車燃料費助成 290,000

重度障害者に対するタクシー運賃や自動車燃料費の助成について、 〔290,000〕

H29年度より所得制限を導入 ※対前年度増減額

△7,227

〔 △7,227〕

更生訓練費支給 0

障害者の就労移行や自立訓練の際に使用する作業着代等の費用 〔0〕

支給について、H28年度末で廃止 ※対前年度増減額

△504

〔 △126〕

元気アップ教室 0

新たに開始する短期リハビリ型通所サービスへ事業統合 〔0〕

※対前年度増減額

△24,549

〔 △3,068〕

チャレンジシニア教室 5,990

介護保険制度の改正に伴い、1コースあたりの講座開催回数 〔748〕

を見直し ※対前年度増減額

講座開催回数　12回/コース　→　6回/コース △6,942

〔 △869〕

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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＜こども未来局＞

千円

１　待機児童の解消 子ども・子育て支援新制度給付対象施設の整備　【拡充】　Ⓟ 1,030,000

待機児童解消のため、子ども子育て支援事業計画に基づき、 〔26,857〕

民間保育園の整備や認定こども園への移行支援等を実施

整備箇所　43か所

定員数　1,188人

子どもルームの整備運営　【拡充】　Ⓟ　 2,638,470

待機児童解消のための子どもルーム整備を実施するとともに、 〔1,138,494〕

小学校6年生の受入れを開始 債務負担(112,000)

実施設計：5か所（H31開所）

増設整備：4箇所（H30開所）

施設改善：1箇所（H30開所）

H29.4：160か所　→　H30.4:164か所

指導員の確保のため、経験給を導入

放課後児童健全育成事業補助　【新規】 14,158

放課後児童健全育成事業を実施する民間事業者に対し助成 〔5,440〕

予定箇所：2か所

２　保育施設の改善 公立保育所の改築　Ⓟ 15,000

施設の老朽化に対応し施設改善を図るため、民設民営方式による 〔15,000〕

保育所の建替えを実施 債務負担(258,000)

対象保育所：大森保育所、緑町保育所

３　各種保育の充実 病児・病後児保育　【拡充】　Ⓟ　 145,984

病児・病後児保育を実施する事業者に対し整備助成を行い、 〔60,246〕

実施施設を増設

H28：9か所　→　H29：10か所

一時預かり施設の増設　【拡充】　Ⓟ　　 184,405

一時預かりニーズに対応するため、実施施設を増設するほか、 〔85,137〕

施設に対する運営補助金を市単独により増額

実施施設数　H28末:41か所 → H29末:44か所

予　算　額
〔　　〕内は一般財源

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
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私立幼稚園等未就園児預かり事業補助　【拡充】 10,000

モデル事業として実施している保育所等を利用しない2歳児等の 〔0〕

預かり事業を本格実施

実施予定園数　20園

民間保育園等巡回指導　【拡充】 3,072

保育の質の向上を図るため、指導員を増員し、巡回指導体制を強化 〔1,527〕

民間保育園等整備賃借料補助　【新規】 18,000

保育所等の整備を促進するため、賃借料が高く保育ニーズが多い 〔18,000〕

地域で施設整備をする際に、賃借料に対し助成

予定箇所：4か所

休日保育補助　【新規】 3,399

休日保育事業を安定的に運用するため、支援を必要とする 〔3,399〕

施設に対する助成制度を市単独で創設

４　要援護児童等の 里親制度の推進　Ⓟ　 4,300

　　支援の充実 NPO等と協働し、里親制度の普及啓発を実施するとともに、 〔2,150〕

里親支援関係団体の育成等を実施

地域小規模児童養護施設整備　【新規】　Ⓟ 89,595

家庭的な養護環境の整備を推進するため、児童養護施設の分園化 〔865〕

を実施

箇所数：3か所

予　算　額
〔　　〕内は一般財源

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
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千円

児童養護施設等防犯対策　【新規】 6,900

防犯体制の強化を図るため、児童相談所や児童養護施設に 〔600〕

防犯カメラなどを設置

箇所数：3か所

５　こどもの参画推進 （仮称）こども・若者市役所の立ち上げ　【新規】 1,500

「こども・若者選挙」を発展的に解消し、（仮称）「こども・若者市役所」 〔1,500〕

を立ち上げ、新たなスキームにより、こどもの社会参画を推進

６　発達・学びの促進 幼児教育の推進体制構築　【拡充】 3,295

子どもの発達や学びの連続性を確保するとともに、幼児教育の質の 〔0〕

向上を図るため、認定こども園、幼稚園、保育所と小学校との連携・

接続を強化する取組みを実施

アプローチカリキュラムの作成・普及

家庭と保護者に対する啓発・支援　など

７　青少年の健全育成 成人向け雑誌の陳列対策　【新規】 392

青少年の健全育成や市のイメージアップのため、コンビニ内の 〔392〕

成人向け雑誌の陳列対策をモデル的に実施

実施予定箇所　12か所（各区2か所）

◎見直した事業 民間保育園退職手当共済掛金補助 0

民間保育園が加入する退職手当共済事業の掛金に対する助成 〔0〕

についてH28年度末で廃止 ※対前年度増減額

 （段階的に縮小　H26:1/3→H27:1/4→H28:1/5→H28末で廃止） △7,823

〔 △7,823〕

私立幼稚園長時間預かり保育事業補助 53,424

認定こども園への移行を促進するため、H30年度末で補助を廃止 〔26,982〕

※対前年度増減額

△17,236

〔 △17,648〕

予　算　額
〔　　〕内は一般財源

主　　要　　施　　策　　の　　概　　要項　　　目
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＜環境局＞

千円

１　環境保全対策 中小企業向け省エネルギー設備導入促進　【新規】 3,000

中小企業の省エネ機器導入を促進するため、導入経費に対し 〔3,000〕

助成

助成限度額　100万円

助成率　1/3

「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」の取組み推進によるCO2削減　【新規】 10,000

地球温暖化対策である国民運動「COOL CHOICE」を促進するため、 〔0〕

普及啓発に係る取組みを実施

２　騒音対策 航空機騒音測定体制の充実　【拡充】 4,100

測定装置にデータ通信機能を追加し、監視体制を強化 〔4,100〕

３　廃棄物対策 剪定枝等再資源化　【新規】 196,000

家庭から排出される剪定枝等の再資源化を全市域で実施 〔0〕

収集回数　月2回

開始時期　

　H29.4～　中央区

　H29.9～　若葉区、緑区

　H30.2～　花見川区、稲毛区、美浜区

２清掃工場運用体制に向けた対策 52,633

H28年度末で北谷津清掃工場が稼働停止し、2工場運用体制へ 〔0〕

移行するため、家庭ごみの収集運搬体制を強化

収集車両数:95台 → 98台

防鳥ネット等貸付　【新規】 21,259

ごみステーションのカラス被害対策や美化活動を支援するため、 〔0〕

ステーションを管理する団体に対し、防鳥ネットなどを貸付

貸付物品：防鳥ネット、ほうき、ちりとり

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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＜経済農政局＞

千円

１　雇用対策 ふるさとハローワーク運営　【拡充】 18,000

民間ノウハウの活用による就職率の向上を図るため、ふるさと 〔18,000〕

ハローワークや求職セミナー等について、一括で民間委託

対象：ふるさとハローワーク、求職者向けセミナー等

　　　　就業ポータルサイト

２　産業振興 産業振興財団等を活用した中小企業支援 20,280

中小企業金融対策における融資制度の見直しにより生じた財源 〔20,280〕

を活用し、企業の成長等のための支援へ重点化

商業者創業支援　【新規】

店舗で創業する際の賃料や改装費を助成

賃料　　補助率　1年目1/2、2年目1/3、3年目1/4　

　 　　　　　補助上限　10万円/月

改装費　補助率　1/2　補助上限　100万円

無店舗開業・WEB販売を目指す創業者向けセミナー開催

レンタルオフィス賃料助成　【新規】

レンタルオフィスに入居して創業する際の賃料を助成

補助率　1/2　　補助上限　4万円/月

トライアル発注　【拡充】　Ⓟ　

優れた新製品等の認定及び販路開拓支援を引き続き実施

するほか、試験的な庁内利用について対象を拡大

庁内利用対象　H28：消耗品・備品　→　H29：役務を追加

産学共同研究促進　【拡充】

共同研究費助成件数　　3件　→　5件

企業立地促進　Ⓟ 859,042

市外企業の立地及び市内企業の追加投資に係る経費等を助成 〔859,042〕

助成件数　98社

所有型　48社（新規21社、継続27社）

賃借型　50社（新規22社、継続28社）

産業用地整備支援　【新規】 14,000

民間活力による産業用地整備にあわせ、周辺インフラを整備 〔14,000〕

H29～H30　産業用地、周辺インフラ整備 債務負担(1,000,000)

主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
項　　　目
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観光プロモーション　【拡充】　Ⓟ 49,500

市内への集客力向上のため各種事業を引き続き実施するとともに、 〔47,563〕

都市アイデンティティの推進につながるイベント等を実施

ＭＩＣＥ推進 119,702

コンベンション等補助金　Ⓟ 〔119,702〕

市内で大型コンベンションを開催する主催者に対し、開催に

要する経費の一部を補助

国際会議開催補助金　Ⓟ

市内で国際会議を開催する主催者に対し、開催に要する経費

の一部を補助

大規模MICE開催支援　【新規】

主催者のニーズに合わせたMICEの開催支援を実施

各種誘致活動　

国際会議等の各種誘致活動を実施

Red Bull Air Race Chiba 2017開催に伴う賑わい創出等

３　農業振興 産地パワーアップ　【拡充】 323,528

農業者が高収益な作物・栽培体系への転換を図るための取組み 〔0〕

に必要な施設整備等費用を助成

助成対象　H28：施設整備費

　　　　　　  H29：施設整備費、リース用機械導入費

助成率　　 1/2

有害鳥獣対策　【拡充】　 1,653

有害鳥獣による農作物被害を軽減するため、被害防止対策 〔811〕

に係る助成内容を拡大

カラス：追い払い費用に加え、捕獲費用を追加

イノシシ：捕獲費用に加え、電気柵設置費用を追加

助成率：1/2（電気柵設置は10/10）

項　　　目
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
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千円

家畜伝染病防疫対策　【新規】 500

家畜伝染性疾病を伝播する昆虫等の侵入防止対策に要する費用 〔0〕

を助成

対象経費：昆虫等の侵入防止対策に必要な資材

助成率：1/2

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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＜都市局＞

千円

１　都心・副都心の整備 JR千葉駅周辺の整備 40,000

ＪＲ千葉駅駅舎・駅ビルの建替えに合わせ、千葉駅東口と西口 〔0〕

を連絡する市道について歩道等を整備

整備箇所：市道新千葉22号線・23号線

都市モノレール千葉駅舎改修　Ⓟ　 249,800

モノレール千葉駅からタクシー乗場への連絡施設（エレベーター）を 〔12,800〕

整備するほか、駅舎の天井落下防止対策を実施

千葉駅西口地区市街地再開発　Ⓟ 41,000

B工区管理処分計画等作成 〔30,000〕

ペデストリアンデッキ実施設計等

千葉駅東口地区市街地再開発　Ⓟ　 489,000

再開発ビル等を整備する組合に対する助成 〔13,500〕

整備箇所　中央区富士見町2丁目

H28～ 整備（H34年度竣工見込）

クリスタルドーム撤去、バスシェルター整備・藤棚撤去等

千葉駅周辺の活性化推進　Ⓟ 139,000

千葉駅周辺の活性化グランドデザインに基づき、先行的実施が 〔24,000〕

必要な事業を実施

西銀座周辺再開発

導入機能等検討調査

共同荷捌き場社会実験

中央公園・通町公園連結強化

公園等活用検討業務

中央公園周辺循環バス運行助成　【新規】

予　算　額
〔　　〕内は一般財源

主　　要　　施　　策　　の　　概　　要項　　　目
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千円

蘇我駅東口駅前広場再整備　Ⓟ 5,000

事業化予備調査 〔5,000〕

２　都市基盤の整備 東幕張土地区画整理　Ⓟ　　 1,344,000

建物移転補償、道路整備 〔316,845〕

寒川第一土地区画整理　Ⓟ　 210,000

建物移転補償、道路整備 〔76,545〕

検見川・稲毛地区土地区画整理　Ⓟ　　 279,000

建物移転補償、街区整備工事 〔117,917〕

３　防災対策 液状化対策推進　Ⓟ　　　 3,384,000

道路等の公共施設と隣接宅地等の一体的な液状化対策 〔846,750〕

補償、工事等　　　　

　対象　磯辺4丁目、磯辺3丁目

４　海辺の活性化 千葉中央港地区まちづくり推進　Ⓟ　　　 25,900

みなと活性化支援助成 〔5,900〕

さん橋を利用した企画クルーズに対し船の回航に係る経費を助成

　補助率1/2　補助上限15万円（1企画あたり）

旅客船運航実証実験　【新規】

インバウンドの推進及びみなとの賑わい創出のため、訪日外国人

旅行客を対象に千葉みなと～羽田空港間の旅客船運航実験を

実施

みなとイベント

海辺の活性化　Ⓟ　 22,500

海辺の活性化支援 〔0〕

海辺の活性化に向けた市民・企業等の参画促進のための

仕組みづくり

幕張海浜公園官民連携事業化調査　【新規】

県立幕張海浜公園における賑わい施設について、官民連携

事業としての事業化調査を実施

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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千円

５　交通施策の充実 バス活性化システムの整備　Ⓟ　　 9,100

バスロケーションシステム導入補助 〔9,100〕

６　住宅・住環境の整備 市営住宅整備　Ⓟ 1,757,192

宮野木町第２団地建替 〔8,672〕

建築工事　ほか

建替前　55戸　→　建替後　74戸(予定)

小倉台団地建替

建築工事　ほか

建替前　145戸　→　建替後　99戸(予定)

耐震診断・改修助成　【拡充】　Ⓟ 41,947

昭和56年以前の木造住宅改修について助成上限を拡充 〔21,142〕

密集住宅市街地以外の木造住宅改修工事（設計を含む）

市民税非課税 　　　　85万円/戸　→　100万円/戸

所得600万円以下　　60万円/戸　→　75万円/戸

所得600万円超　　 　35万円/戸　→　50万円/戸

（密集住宅市街地については、さらに15万円/戸を上乗せ）

空家等実態調査　【新規】 21,000

空家対策を推進するため、市内空家の実態を調査 〔11,000〕

建築基準法指定道路図公開システム　【拡充】 2,300

建築基準法に基づく指定道路図についてインターネット公開 〔1,300〕

サービスを導入

建築関連総合窓口整備　【新規】 1,000

市民・事業者のニーズに対応した案内と行政運営の効率化を 〔1,000〕

図るため、建築関連総合窓口を試行的に開設

７　公園・緑地の整備 街区公園整備　Ⓟ 173,900

（仮称）轟町1丁目公園　　用地取得、設計 〔3,900〕

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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千円

身近な公園のリフレッシュ推進　Ⓟ 96,800

遊具交換　　55公園　64基 〔8,400〕

公園長寿命化計画策定（遊具以外）　　35公園

バリアフリー化改修　　12公園

屋上壁面緑化助成　【拡充】 1,000

対象建築物要件を緩和するほか、助成上限を拡充 〔0〕

対象建築物　　500㎡以上の敷地　→　撤廃

助成上限　　　50万円/件　→　100万円/件

千葉公園レストハウス改修 17,000

綿打池隣接レストハウスデッキ整備 〔0〕

フクダ電子アリーナ天然芝張替　Ⓟ　　

フィールド利用者の安全性・快適性向上のため、アリーナ

天然芝を張替

H29～H30　　芝張替施工　　　H31.2月末　竣工予定

ZOZOマリンスタジアム施設整備　Ⓟ　　 186,254

人工芝改修、夜間照明施設改修　ほか 〔186,254〕

動物公園の充実（リスタート構想関連事業）　Ⓟ 79,000

アフリカ平原ゾーン実施設計 〔8,000〕

ミーアキャット展示場整備

債務負担(120,000)

債務負担(1,818,000)

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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＜建設局＞

千円

１　道路・街路の整備 道路整備　Ⓟ　　　 684,700

県道　…千葉鎌ケ谷松戸線、浜野四街道長沼線（大井戸工区） 〔65,700〕

市道　…東寺山町山王町線（長沼・六方地区工業地域）　ほか

交差点改良　Ⓟ　 96,000

千葉大網線（誉田IC入口交差点、松ヶ丘交差点） 〔5,000〕

浜野四街道長沼線（生実池交差点）　ほか

街路整備　Ⓟ　 1,886,800

磯辺茂呂町線(園生地区）、南町宮崎町線、村田町沿道地区 〔72,575〕

塩田町誉田町線　ほか

電線共同溝整備　Ⓟ　　 131,500

栄町1号線（栄町地区） 〔1,500〕

橋りょう整備　Ⓟ　

橋りょう耐震補強 466,000

工事　鉄砲塚跨線橋ほか9橋 〔1,700〕

橋りょう補修 798,500

工事　畑大橋ほか22橋 〔2,325〕

橋りょう架替 493,000

柏井橋　　橋りょう下部工 〔14,518〕

亥鼻橋　　既設橋撤去工事　

道路工事情報公開　【新規】 3,000

市民サービスの向上と行政運営の効率化を図るため、インター 〔3,000〕

ネット上で市内道路工事情報を公開

主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
項　　　目
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千円

２　交通安全施設整備 歩道の整備　Ⓟ　　　 1,088,000

天戸町横戸町線、千葉大網線（土気駅北口）　ほか 〔45,400〕

通学路安全対策　Ⓟ　　 60,000

区画線、カラー舗装等安全対策工事 〔0〕

踏切道の安全対策　Ⓟ　 30,000

西雷踏切（浜野町）他 〔13,000〕

海浜幕張地区アクセシブルルート等整備 110,000

駅前広場バリアフリー設計、国際大通りバリアフリー整備 〔0〕

自転車走行環境の整備　Ⓟ　　　 17,600

自転車レーン等の整備　 〔1,360〕

おゆみ野東南部5号線

３　放置自転車対策 自転車駐車場整備　Ⓟ 107,700

千葉駅西口自転車駐車場 〔21,700〕

西口地区市街地再開発に伴い第1自転車駐車場撤去

　→近接民有地に暫定整備

鎌取駅第5自転車駐車場

借地返還に伴う代替自転車駐車場の設計

電磁ロック式ラック導入

浜野駅、誉田駅

４　浸水対策 河川改修　Ⓟ　　 123,950

二級河川坂月川 〔7,945〕

公共下水道管渠布設（雨水）　Ⓟ　 1,205,600

塩田、南生実、幸、寒川、稲毛　ほか 〔0〕

排水施設整備　Ⓟ　　 114,000

高田排水路東部支線　ほか 〔3,780〕

項　　　目
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
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千円

５　下水道事業の推進 公共下水道管渠布設（汚水）　Ⓟ　　 499,112

宮崎、みつわ台、穴川、誉田、鎌取、南生実　ほか 〔0〕

普及率　H28末97.4%　→　H29末(見込） 97.5％

下水道管渠の耐震化・更新　Ⓟ　　　 3,665,000

耐震化工事　　L=9.3km 〔0〕

更新工事　　　 L=8.1㎞

マンホールトイレ設置 11,000

非常用井戸のない小学校等について、プール水を活用した 〔0〕

マンホールトイレを試行的に整備

整備箇所　3か所

ポンプ場・処理場の建設・更新・改良　Ⓟ　 5,491,600

中央浄化センター水処理施設建設（H27～H30継続）　 〔0〕

南部浄化センター消化タンク建設（H28～H29継続）

南部浄化センター消化タンク機械設備（H29～H30継続）　ほか

遊歩道照明灯LED化　【新規】 2,026

草野水のみち、ろっぽう水のみち等　504灯 〔1,161〕

６　急傾斜地崩壊対策 急傾斜地崩壊対策　Ⓟ　　 69,000

工事　宮崎町、園生町、大椎町 〔0〕

主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源

債務負担(73,124)

項　　　目
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＜消防局＞

千円

１　消防庁舎の充実 あすみが丘出張所整備　Ⓟ 25,000

H29:実施設計 〔0〕

２　消防団活動の充実 消防団資機材の充実強化　Ⓟ 7,587

消防団の装備増強のため、各種資機材等を配備 〔7,587〕

消防団員の処遇改善　【拡充】 6,105

報酬単価等を引き上げ 〔6,105〕

報酬

対象:全団員

引上額:4,000円/年～10,000円/年

費用弁償

引上額:200円/回～400円/回

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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＜水道局＞

千円

第3次拡張事業　Ⓟ　　 45,000

配水管整備 〔1,500〕

御殿町　ほか

（仮称）水道事業長期施設整備計画策定　【新規】 20,500

水道事業を維持するうえで、今後30年間における戦略的な取組み 〔20,500〕

として、施設の規模、重要度、老朽度、耐震性、水道事業経営を

考慮し、適切な時期に施設を更新・整備していくための計画を策定

H29～H30　計画策定業務

＜病院局＞

千円

医療機器整備　Ⓟ　 800,000

医療の質の向上のため、青葉・海浜病院の医療機器を更新 〔0〕

海浜病院ＮＩＣＵ病床の増床　【拡充】 29,208

ＮＩＣＵ病床　15床 → 18床（3床増床） 〔208〕

予　算　額
〔　　〕内は一般財源

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
項　　　目

債務負担(19,500)
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＜教育委員会＞

千円

１　教育環境の整備 学校施設の環境整備　Ⓟ 1,485,130

学校施設の計画保全及び機能改善を実施 〔96,612〕

大規模改造　 工事　小学校2校、中学校1校（H28～29継続事業）

　　　　　　　　　　　 　小学校5校（H28～30継続事業）

　 　　　　　　　 設計　小学校4校、中学校1校

外壁改修 　    設計　小学校5校、中学校1校　

トイレ改修      設計　小学校6校、中学校5校

エアコン整備　設計　小学校29校（音楽室、特別支援学級）

エレベーター設置 14,500

実施設計　小学校2校、中学校1校 〔1,500〕

学校防犯対策　【拡充】　Ⓟ 13,054

防犯カメラシステムの設置 〔13,054〕

設置校数　H28　67校　→　H29　70校　（3校増）

２　学校教育の充実 学校支援地域本部推進　【拡充】　Ⓟ 1,031

学校・家庭・地域が一体となって地域ぐるみで学校を支援する体制を 〔690〕

構築

実施校　　H28： 小学校4校、中学校2校

　　　　　　 H29： 小学校10校、中学校6校

情報教育の推進　【新規】 1,180

千葉工業大学との包括連携協定に基づき提供されるタブレット 〔1,180〕

PCを用いて効果的な活用方法を検討

整備場所：通級指導教室、市立千葉高校、市立稲毛高校

オリンピック・パラリンピック教育の推進　【新規】 7,395

多様性理解や国際理解の力をはぐくむための教育を推進 〔7,395〕

オリンピック・パラリンピック教育

障害者スポーツの授業化

国際理解教育推進等

スクールカウンセラー活用　【拡充】 101,778

配置数　H28:62人　→　H29：65人（3人増） 〔67,930〕

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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千円

スクールソーシャルワーカー活用　【拡充】　Ⓟ 12,883

配置数　H28：4人　→　H29：6人（2人増） 〔8,597〕

スクールメディカルサポート　【拡充】 13,183

医療的ケアを必要とする児童の支援のため、看護師を派遣 〔10,341〕

配置数　H28：3人　→　H29：4人（1人増）

要保護・準要保護就学援助　【拡充】 201,632

新入学児童生徒の学用品費等について、支給額を増額 〔197,761〕

小学校　H28：20,470円　→　H29：40,600円

中学校　H28：23,550円　→　H29：47,400円

28,453

会計事務の透明性や学校業務の効率化、保護者の利便性向上 〔9,853〕

等を図るため、学校給食費の公会計化に向け、給食費等を一括

徴収管理するシステムを導入

H29：システム調達　　

H30.4月～：公会計化、システム運用開始

３　生涯学習の推進 加曽利貝塚特別史跡化推進　Ⓟ　　　 94,241

特別史跡の指定にあわせ、史跡内外を整備するほか集客力 〔76,741〕

向上に向けた取組みを実施

史跡整備基本計画策定

収蔵庫解体撤去

シンポジウム、集客プロモーション等

放課後子ども教室推進　【拡充】　Ⓟ 54,331

放課後子ども教室・子どもルーム一体型モデル事業を実施する 〔38,906〕

とともに、大学・企業など教育資源の提供者との連携等を担うコー

ディネーターを配置するモデル校において、登録児童数の多い

5校を重点校として選定し、コーディネーターによる支援を強化

重点校支援　　H28：1日/週　→　H29：3日/週

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源

学校給食費の公会計化及び公金・準公金一括徴収システム導入　【新規】
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千円

４　県費負担教職員 県費負担教職員の給与負担等の移譲 43,455,870

　　給与負担等移譲 平成29年4月から小・中・特別支援学校教職員の給与負担事務 〔33,692,755〕

が県から移譲されることにあわせ、独自の学級編制及び教員配置

を実施するほか、より効果的・効率的な非常勤講師等を配置

独自の学級編制基準（少人数学級の拡充）

現行　　　小1～小2：35人　小3～小6：38人

　　　　　　中1：35人　中2～中3：38人

新基準 　小1～小4　35人　小5～中3：38人

※配置された教員は学校の実情に応じ、少人数指導担当として

　活用するか選択

権限移譲を活用した非常勤講師等の配置

権限移譲により、教職員定数が国から直接配当されることに

より見込まれる定数増を活用し、既存の非常勤講師等配置

事業を国庫負担対象事業として再編するとともに、新たな非

常勤講師等を配置

学校運営充実非常勤講師配置　【新規】

生徒指導や基礎学力の定着のために配置している「きめ

細かな指導のための非常勤講師（県制度）」と「少人数指

導教員（市制度）」を統合　　配置数：65人

※従来の市制度分を含め国庫負担対象事業として実施

学校経営支援非常勤職員配置　【新規】

様々な要因により学校運営が困難になる状況を未然に

防止するとともに、問題事案の解決を図る支援員を配置

　配置数：6人

音楽教育充実非常勤講師配置　【新規】

専門性が高い音楽教員について、学級数が12学級以

下の小学校に音楽専科の非常勤講師を配置

　配置数：20人

理数教育充実非常勤講師配置　【拡充】

算数の授業を支援する学力向上サポーターの配置に

ついて、理科の授業支援を含めたサポーター配置に

再編するとともに、配置人数を増員

　配置数　H28：35人　→　H29：70人

予　算　額
〔　　〕内は一般財源

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
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