
１　各局予算要求の状況

（１）見積総額（一般会計）

H３1見積総額　　　　　4,855億円

前年度予算対比　　　 　401億円（9.0％）

局別予算見積額（一般会計） （単位：百万円）

H31見積額 H30予算額 増減額 増減率

総務局 3,948 3,772 176 4.7%

　給与費 37,522 37,288 234 0.6%

総合政策局 2,157 322 1,835 569.9%

財政局 4,374 4,251 123 2.9%

　公債費 51,461 52,919 △ 1,458 △2.8%

市民局 10,503 7,161 3,342 46.7%

保健福祉局 116,820 110,229 6,591 6.0%

こども未来局 57,844 53,470 4,374 8.2%

環境局 14,128 13,450 678 5.0%

経済農政局 36,538 35,312 1,226 3.5%

都市局 21,233 19,825 1,408 7.1%

建設局 32,797 27,206 5,591 20.6%

中央区役所 12 12 0 0.0%

花見川区役所 11 11 0 0.0%

稲毛区役所 10 10 0 0.0%

若葉区役所 10 10 0 0.0%

緑区役所 9 9 0 0.0%

美浜区役所 10 10 0 0.0%

消防局 6,876 3,141 3,735 118.9%

　給与費 8,731 8,540 191 2.2%

会計室 159 169 △ 10 △5.9%

教育委員会 29,922 18,576 11,346 61.1%

　給与費 48,024 47,798 226 0.5%

選挙管理委員会事務局 532 116 416 358.6%

　給与費 130 88 42 47.7%

農業委員会事務局 42 33 9 27.3%

監査委員事務局 16 8 8 100.0%

　給与費 198 200 △ 2 △1.0%

人事委員会事務局 21 23 △ 2 △8.7%

　給与費 99 107 △ 8 △7.5%

議会事務局 1,048 1,052 △ 4 △0.4%

　給与費 279 282 △ 3 △1.1%

計 485,464 445,400 40,064 9.0%

「見積額」とは 

 各事業の所管局長が、来年

度の事業に必要だと思われる

経費を市長に要求した額です。 

 見積額はあくまでも概算額で

あるため、見積内容などを精

査していきます。 



特別会計予算見積額 （単位：百万円）

H31見積額 H30予算額 増減額 増減率

国民健康保険
事業特別会計

87,826 92,489 △ 4,663 95.0%

介護保険事業
特別会計

71,212 67,775 3,437 105.1%

後期高齢者医療
事業特別会計

11,730 11,284 446 104.0%

母子父子寡婦福祉資金
貸付事業特別会計

275 322 △ 47 85.4%

霊園事業特別会計 846 850 △ 4 99.5%

農業集落排水
事業特別会計

709 541 168 131.1%

競輪事業特別会計 10,511 11,082 △ 571 94.8%

地方卸売市場
事業特別会計

996 969 27 102.8%

都市計画土地区画
整理事業特別会計

658 666 △ 8 98.8%

市街地再開発
事業特別会計

1,512 1,307 205 115.7%

動物公園事業
特別会計

1,661 1,593 68 104.3%

公共用地取得
事業特別会計

3,774 1,251 2,523 301.7%

学校給食
事業特別会計

8,752 8,390 362 104.3%

公債管理特別会計 167,026 158,388 8,638 105.5%

計 367,488 356,907 10,581 103.0%

企業会計予算見積額 （単位：百万円）

H31見積額 H30予算額 増減額 増減率

病院事業会計 26,259 25,712 547 2.1%

下水道事業会計 57,477 56,756 721 1.3%

水道事業会計 3,816 5,442 △ 1,626 △29.9%

計 87,552 87,910 △ 358 △0.4%



0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

総務局 総合政

策局 

財政局 市民局 保健福

祉局 

こども

未来局 

環境局 経済農

政局 

都市局 建設局 区役所 消防局 委員

会・会

計室・

議会事

務局 

H31見積額 3,948 2,157 4,374 10,503 116,820 57,844 14,128 36,538 21,233 32,797 62 6,876 31,740

H30予算額 3,772 322 4,251 7,161 110,229 53,470 13,450 35,312 19,825 27,206 62 3,141 19,977

 局別 予算・見積額（一般会計）  ※給与費 

  公債費は除く （予算額・見積額：百万円） 
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H31見積額 87,826 71,212 11,730 275 846 709 10,511 996 658 1,512 1,661 8,752 26,259 57,477 3,816

H30予算額 92,489 67,775 11,284 322 850 541 11,082 969 666 1,307 1,593 8,390 25,712 56,756 5,442

 特別・企業会計別 予算・見積額  ※公債管理特別会計 

  公共用地取得事業特別会計 

     は除く 
（予算額・見積額：百万円） 



課別内訳

各課の見積額等一覧

局 部 課 会計種別 H31見積額 H30予算額

総務局 市長公室 秘書課 一般会計 26 27

総務局 国際交流課 一般会計 126 151

総務局 危機管理 危機管理課 一般会計 10 5

総務局 防災対策課 一般会計 477 324

総務局 総務部 総務課 一般会計 67 46

総務局 政策法務課 一般会計 31 30

総務局 人事課 一般会計 95 85

総務局 給与課 一般会計 243 211

総務局 　　給与費 一般会計 37,522 37,288

総務局 人材育成課 一般会計 180 139

総務局 情報経営部 業務改革推進課 一般会計 99 53

総務局 情報システム課 一般会計 2,594 2,701

総合政策局 総合政策部 政策企画課 一般会計 107 69

総合政策局 総合政策部 政策調整課 一般会計 1,660 59

総合政策局 総合政策部 政策調整課
公共用地取得
事業特別会計

1,606 22

総合政策局 総合政策部 都市ｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨ推進課 一般会計 36 28

総合政策局 総合政策部 幕張新都心課 一般会計 60 32

総合政策局 総合政策部 国家戦略特区推進課 一般会計 32 10

総合政策局 総合政策部 東京事務所 一般会計 14 13

（単位：百万円）



課別内訳

局 部 課 会計種別 H31見積額 H30予算額

（単位：百万円）

総合政策局
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗ
ﾘﾝﾋﾟｯｸ推進部

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ
調整課

一般会計 117 57

総合政策局
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗ
ﾘﾝﾋﾟｯｸ推進部

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ
振興課

一般会計 131 54

財政局 財政部 資金課 一般会計 1,034 1,045

財政局 財政部 　　公債費 一般会計 51,461 52,919

財政局 財政部 　　公債費 公債管理特別会計 167,026 158,388

財政局 財政部 財政課 一般会計 308 321

財政局 資産経営部 資産経営課 一般会計 11 17

財政局 資産経営部 管財課 一般会計 1,123 1,265

財政局 資産経営部 新庁舎整備課 一般会計 201 45

財政局 資産経営部 契約課 一般会計 24 20

財政局 税務部 税制課 一般会計 69 62

財政局 税務部 課税管理課 一般会計 631 508

財政局 税務部 納税管理課 一般会計 958 961

財政局 税務部 債権管理課 一般会計 15 7

市民局
市民自治推進
部

市民総務課 一般会計 756 1,219

市民局 市民自治推進部市民自治推進課 一般会計 264 228

市民局 市民自治推進部区政推進課 一般会計 2,617 2,272

市民局 市民自治推進部地域安全課 一般会計 272 291

市民局 市民自治推進部広報広聴課 一般会計 371 374

市民局
生活文化ス
ポーツ部

文化振興課 一般会計 3,337 1,430

市民局 生活文化スポーツ部 スポーツ振興課 一般会計 2,629 1,070



課別内訳

局 部 課 会計種別 H31見積額 H30予算額

（単位：百万円）

市民局
生活文化ス
ポーツ部

スポーツ振興課
公共用地取得
事業特別会計

24 28

市民局 生活文化スポーツ部 男女共同参画課 一般会計 146 142

市民局 生活文化スポーツ部 消費生活センター 一般会計 111 135

保健福祉局 局課 保健福祉総務課 一般会計 148 212

保健福祉局 局課 地域福祉課 一般会計 1,031 965

保健福祉局 局課 保護課 一般会計 36,889 36,344

保健福祉局 局課 地域包括ケア推進課 一般会計 83 71

保健福祉局 局課 地域包括ケア推進課
介護保険事業
特別会計

1,401 1,483

保健福祉局 健康部 健康企画課 一般会計 12,552 11,267

保健福祉局 健康部 健康支援課 一般会計 3,641 3,310

保健福祉局 健康部 健康支援課
介護保険事業
特別会計

60 60

保健福祉局 健康部 健康保険課 一般会計 16,675 15,757

保健福祉局 健康部 健康保険課
国民健康保険
事業特別会計

87,254 91,909

保健福祉局 健康部 　　給与費
国民健康保険
事業特別会計

572 580

保健福祉局 健康部 健康保険課
後期高齢者医療
事業特別会計

11,730 11,284

保健福祉局 健康部 生活衛生課 一般会計 2,324 1,995

保健福祉局 健康部 生活衛生課 霊園事業特別会計 767 765

保健福祉局 健康部 　　給与費 霊園事業特別会計 67 73

保健福祉局 健康部 　　公債費 霊園事業特別会計 12 12

保健福祉局 健康部 生活衛生課
公共用地取得
事業特別会計

40 29

保健福祉局 高齢障害部 高齢福祉課 一般会計 1,839 1,584

保健福祉局 高齢障害部 高齢福祉課
介護保険事業
特別会計

291 352



課別内訳

局 部 課 会計種別 H31見積額 H30予算額

（単位：百万円）

保健福祉局 高齢障害部 介護保険管理課 一般会計 10,541 9,991

保健福祉局 高齢障害部 介護保険管理課
介護保険事業
特別会計

68,585 65,011

保健福祉局 高齢障害部 　　給与費
介護保険事業
特別会計

837 833

保健福祉局 高齢障害部 介護保険事業課 一般会計 1,378 1,785

保健福祉局 高齢障害部 介護保険事業課
介護保険事業
特別会計

38 36

保健福祉局 高齢障害部 障害者自立支援課 一般会計 5,468 5,311

保健福祉局 高齢障害部 障害福祉サービス課 一般会計 22,090 19,564

保健福祉局 高齢障害部 精神保健福祉課 一般会計 2,161 2,072

こども未来局 こども未来部 こども企画課 一般会計 17,278 17,643

こども未来局 こども未来部 健全育成課 一般会計 4,254 4,033

こども未来局 こども未来部 こども家庭支援課 一般会計 5,762 4,656

こども未来局 こども未来部 こども家庭支援課
母子父子寡婦福祉資
金貸付事業特別会計

275 322

こども未来局 こども未来部 幼保支援課 一般会計 4,943 4,423

こども未来局 こども未来部 幼保支援課
公共用地取得
事業特別会計

112 0

こども未来局 こども未来部 幼保運営課 一般会計 25,607 22,714

環境局 環境保全部 環境総務課 一般会計 12 11

環境局 環境保全部 環境保全課 一般会計 490 495

環境局 環境保全部 環境規制課 一般会計 170 136

環境局 資源循環部 廃棄物対策課 一般会計 1,614 1,522

環境局 資源循環部 収集業務課 一般会計 5,025 4,667

環境局 資源循環部 廃棄物施設維持課 一般会計 6,447 6,344



課別内訳

局 部 課 会計種別 H31見積額 H30予算額

（単位：百万円）

環境局 資源循環部 廃棄物施設整備課 一般会計 274 202

環境局 資源循環部 廃棄物施設整備課
公共用地取得
事業特別会計

42 1

環境局 資源循環部 産業廃棄物指導課 一般会計 96 75

経済農政局 経済部 経済企画課 一般会計 171 130

経済農政局 経済部 雇用推進課 一般会計 168 170

経済農政局 経済部 産業支援課 一般会計 26,221 27,328

経済農政局 企業立地課 一般会計 7,846 6,203

経済農政局 経済部 観光MICE企画課 一般会計 313 367

経済農政局 経済部 観光プロモーション課 一般会計 161 138

経済農政局 経済部 公営事業事務所 競輪事業特別会計 10,454 11,024

経済農政局 経済部 　　給与費 競輪事業特別会計 57 58

経済農政局 地方卸売市場
地方卸売市場
事業特別会計

702 659

経済農政局 　　給与費
地方卸売市場
事業特別会計

129 125

経済農政局 　　公債費
地方卸売市場
事業特別会計

165 184

経済農政局 農政部 農政課 一般会計 787 550

経済農政局 農政部
農政センター
農業経営支援課

一般会計 203 213

経済農政局 農政部
農政センター
農業生産振興課

一般会計 653 213

経済農政局 農政部 農地活用推進課 一般会計 15 0

都市局 局課 都市総務課 一般会計 31 17

都市局 海辺活性化推進課 一般会計 263 82

都市局 都市部 都市計画課 一般会計 123 27



課別内訳

局 部 課 会計種別 H31見積額 H30予算額

（単位：百万円）

都市局 都市部 交通政策課 一般会計 1,979 979

都市局 都市部 都心整備課 一般会計 1,883 1,569

都市局 都市部 都心整備課
市街地再開発
事業特別会計

414 143

都市局 都市部 　　給与費
市街地再開発
事業特別会計

32 33

都市局 都市部 　　公債費
市街地再開発
事業特別会計

1,066 1,131

都市局 都市部 都心整備課
公共用地取得
事業特別会計

1,362 838

都市局 都市部 市街地整備課 一般会計 1,745 3,261

都市局 都市部
検見川稲毛
土地区画整理事務所

一般会計 11 3

都市局 都市部
検見川稲毛
土地区画整理事務所

都市計画土地区画
整理事業特別会計

512 506

都市局 都市部 　　給与費
都市計画土地区画
整理事業特別会計

30 32

都市局 都市部 　　公債費
都市計画土地区画
整理事業特別会計

116 128

都市局 都市部
寒川
土地区画整理事務所

一般会計 327 304

都市局 都市部
東幕張
土地区画整理事務所

一般会計 1,559 1,195

都市局 建築部 建築管理課 一般会計 3,168 1,736

都市局 建築部 住宅政策課 一般会計 131 87

都市局 建築部 住宅整備課 一般会計 2,175 3,102

都市局 建築部 建築指導課 一般会計 36 29

都市局 建築部 建築審査課 一般会計 44 27

都市局 建築部 営繕課 一般会計 4 3

都市局 建築部 建築設備課 一般会計 3 3

都市局 建築部 宅地課 一般会計 27 19



課別内訳

局 部 課 会計種別 H31見積額 H30予算額

（単位：百万円）

都市局 公園緑地部 緑政課 一般会計 1,168 2,501

都市局 公園緑地部 公園管理課 一般会計 3,780 2,483

都市局 公園緑地部
中央稲毛
公園緑地事務所

一般会計 549 380

都市局 公園緑地部
花見川
公園緑地事務所

一般会計 229 181

都市局 公園緑地部
若葉
公園緑地事務所

一般会計 296 268

都市局 公園緑地部
緑
公園緑地事務所

一般会計 343 302

都市局 公園緑地部
美浜
公園緑地事務所

一般会計 463 392

都市局 公園緑地部 公園建設課 一般会計 896 875

都市局 公園緑地部 公園建設課
公共用地取得
事業特別会計

3 3

都市局 公園緑地部 動物公園
動物公園事業
特別会計

1,215 1,126

都市局 公園緑地部 　　給与費
動物公園事業
特別会計

345 348

都市局 公園緑地部 　　公債費
動物公園事業
特別会計

101 119

建設局 局課 建設総務課 一般会計 17 4

建設局 土木部 土木管理課 一般会計 9,980 8,049

建設局 土木保全課 一般会計 1,138 863

建設局 土木部 技術管理課 一般会計 140 67

建設局 土木部 路政課 一般会計 328 208

建設局 道路部 道路計画課 一般会計 1,248 870

建設局 道路部 道路建設課 一般会計 2,524 3,840

建設局 道路部 街路建設課 一般会計 5,175 1,878

建設局 道路部 街路建設課
公共用地取得
事業特別会計

317 325



課別内訳

局 部 課 会計種別 H31見積額 H30予算額

（単位：百万円）

建設局 道路部 自転車政策課 一般会計 1,039 800

建設局 下水道管理部 下水道経営課 一般会計 9,221 9,074

建設局 下水道管理部 下水道経営課 下水道事業会計 38,331 38,464

建設局 下水道管理部 下水道経営課
農業集落排水
事業特別会計

334 157

建設局 下水道管理部 　　給与費
農業集落排水
事業特別会計

23 32

建設局 下水道管理部 　　公債費
農業集落排水
事業特別会計

352 352

建設局 下水道管理部 下水道営業課 下水道事業会計 3,270 3,312

建設局 下水道管理部 下水道維持課 一般会計 813 399

建設局 下水道管理部 下水道維持課 下水道事業会計 1,066 1,119

建設局 下水道管理部 中央浄化センター 下水道事業会計 1,111 967

建設局 下水道管理部 南部浄化センター 下水道事業会計 2,771 2,662

建設局 下水道建設部 下水道計画課 下水道事業会計 167 123

建設局 下水道建設部 雨水対策課 下水道事業会計 2,119 2,242

建設局 下水道建設部 下水道整備課 下水道事業会計 4,439 3,922

建設局 下水道建設部 下水道施設建設課 下水道事業会計 4,203 3,945

建設局 下水道建設部 都市河川課 一般会計 1,174 1,154

中央区役所 局課 地域振興課 一般会計 12 12

花見川区役所 局課 地域振興課 一般会計 11 11

稲毛区役所 局課 地域振興課 一般会計 10 10

若葉区役所 局課 地域振興課 一般会計 10 10

緑区役所 局課 地域振興課 一般会計 9 9

美浜区役所 局課 地域振興課 一般会計 10 10



課別内訳

局 部 課 会計種別 H31見積額 H30予算額

（単位：百万円）

消防局 総務部 総務課 一般会計 6,876 3,141

消防局 総務部 　　給与費 一般会計 8,731 8,540

水道局 水道事業会計 3,816 5,442

病院局 経営管理部 病院事業会計 868 854

病院局 青葉病院 事務局 病院事業会計 14,347 14,139

病院局 海浜病院 事務局 病院事業会計 11,044 10,719

会計室 局課 一般会計 159 169

教育委員会 教育総務部 総務課 一般会計 2,432 2,374

教育委員会 教育総務部 企画課 一般会計 5 8

教育委員会 教育総務部 教育職員課 一般会計 737 661

教育委員会 教育総務部 　　給与費 一般会計 48,024 47,799

教育委員会 教育総務部 　　給与費
学校給食
事業特別会計

1,789 1,756

教育委員会 教育総務部 学校施設課 一般会計 13,955 3,678

教育委員会 学校教育部 学事課 一般会計 408 355

教育委員会 教育指導課 一般会計 1,123 1,041

教育委員会 学校教育部 教育支援課 一般会計 336 213

教育委員会 学校教育部 保健体育課 一般会計 6,082 6,142

教育委員会 学校教育部 保健体育課
学校給食
事業特別会計

6,963 6,634

教育委員会 学校教育部 教育センター 一般会計 646 316

教育委員会 生涯学習部 生涯学習振興課 一般会計 3,036 2,726



課別内訳

局 部 課 会計種別 H31見積額 H30予算額

（単位：百万円）

教育委員会 生涯学習部 生涯学習振興課
公共用地取得
事業特別会計

268 4

教育委員会 生涯学習部 文化財課 一般会計 396 317

教育委員会 生涯学習部 中央図書館 一般会計 766 744

選挙管理委員会事務局 局課 一般会計 532 116

選挙管理委員会事務局 局課 　　給与費 一般会計 130 88

人事委員会事務局 局課 一般会計 21 23

人事委員会事務局 局課 　　給与費 一般会計 99 107

監査委員事務局 局課 一般会計 16 8

局課 　　給与費 一般会計 198 200

農業委員会事務局 局課 一般会計 42 33

議会事務局 局課 総務課 一般会計 1,003 1,006

議会事務局 局課 　　給与費 一般会計 279 282

議会事務局 局課 議事課 一般会計 19 19

議会事務局 局課 調査課 一般会計 26 27

940,504 890,215



１　予算要求の基本的考え方
　○姉妹・友好都市について、本市の活性化に寄与する交流を積極的に推進します。
　○首都直下地震等の大規模な災害に備えるため、帰宅困難者用を含む防災備蓄品の充実、マンホ
　　ールトイレの整備や、ブロック塀等の安全対策、災害時の情報伝達手段の整備等を進めるとと
　　もに、地域の防災力向上に向け、自主防災組織や避難所運営委員会の活動を支援する等、一層
　　の危機管理・防災対策の強化を図ります。
　○「千葉市人材育成・活用基本方針」に基づき､各種職員研修を実施し､職務の遂行に必要な知識､
　　技能、態度等を習得させ、職員の資質及び能力の向上を図ります。
　○ＩＣＴに関する新たな技術を活用して、庁内の情報システムの見直しや最適化を進め、市民サ
　　ービスの向上と業務の効率化によるコスト縮減を図ります。
２　重点化する事業
　①国際化の推進
　②危機管理・防災対策の強化
　③人材の育成
　④情報化の推進

単位：百万円

①国際化の推進
・ 姉妹・友好都市提携記念等

● 姉妹都市提携記念等

【担当課：国際交流課　電話245-5018】 提携45周年を記念してヒューストン市長を訪問

【H29.10】

＜事業概要＞

　姉妹都市提携50周年を迎えるパラグアイ・
アスンシオン市、カナダ・ノースバンクー
バー市との交流（公式訪問団の派遣・受入
等）を行い、友好関係のさらなる発展を図り
ます。

13 2 11

その他

総 務 局 一般会計見積額　3,948百万円
（対前年度予算　4.7 ％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞

市 長 公 室

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債



単位：百万円

②危機管理・防災対策の強化
・ 帰宅困難者用備蓄品の整備　【拡充】
・ 地震・風水害ハザードマップの作成　【新規】
・ 総合防災情報システムの構築　【新規】
・ 防災備蓄品の整備　【拡充】
・ マンホールトイレの整備　【拡充】
・ 自主防災組織の結成促進と活動支援　【拡充】
・ 避難所運営委員会の活動支援
・ 防災行政無線の整備
・ 危険ブロック塀等改善補助

● ●

【担当課：危機管理課　電話245-5151】 【担当課：危機管理課　電話245-5151】

● 総合防災情報システムの構築　【新規】 ● 防災備蓄品の整備　【拡充】

【担当課：防災対策課　電話245-5113】 【担当課：防災対策課　電話245-5113】

● マンホールトイレの整備　【拡充】

【担当課：防災対策課　電話245-5113】

　災害時におけるし尿処理体制を強化し、避
難所の衛生環境の向上を図るため、市立小学
校等への「マンホールトイレ」の整備を進め
ます。

組み立てたマンホールトイレ

＜事業概要＞

帰宅困難者用備蓄品の整備　【拡充】 地震・風水害ハザードマップの作成　【新規】

　新規指定予定の帰宅困難者一時滞在施設に
食料等の備蓄品を１日分整備するとともに、
新たに、全ての一時滞在施設に衛生管理上必
要となる衛生用品等の備蓄品を整備します。

　既存の地震ハザードマップ等の情報に加
え、新たに想定最大規模の気象条件に基づく
浸水想定区域の情報を盛り込んだ地震・風水
害ハザードマップ（WEB版）を作成します。

　正確な情報共有に基づく災害対策本部の的
確な意思決定や市民への迅速な防災情報の配
信を図るため、防災情報を一元的に管理した
総合防災情報システム構築のための基本設計
を実施します。

　災害時の被災者支援体制を強化するため、
備蓄品を拡充するとともに、避難所に備蓄倉
庫を整備します。

34 13 21
171 171 0
9 5 4
17 17
31 17 14
56 4 52
15 15
4 4
1 1 0

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債 その他

危 機 管 理



● ● 避難所運営委員会の活動支援

【担当課：防災対策課　電話245-5147】 【担当課：防災対策課　電話245-5113】

● 防災行政無線の整備 ● 危険ブロック塀等改善補助

【担当課：防災対策課　電話245-5113】 【担当課：防災対策課　電話245-5113】

単位：百万円

③人材の育成
・ 職員研修

● 職員研修

【担当課：人材育成課　電話245-5652】

＜事業概要＞

　職場研修（OJT）、職場外研修（Off-
JT）、自主研修を３つの柱として、市職員に
必要な知識、技能等を習得するための多様な
学習の機会を提供し、職員の能力開発やキャ
リア形成を支援します。

課長研修「ゴールボール体験」の様子

56 56

総 務 部

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債 その他

自主防災組織の結成促進と活動支援　【拡充】

　自主防災組織の結成や育成・強化を図るた
め、自主防災組織を結成した際の設置助成を
はじめ、防災訓練に係る活動助成や資機材等
購入助成・再助成を行います。

　大規模災害発生時に、避難所を円滑に開
設・運営する体制を整備するため、避難所運
営委員会の活動を支援するほか、避難所の開
設・運営の手順を収録した動画を作成しま
す。

　災害発生時における緊急情報の伝達手段を
確保するため、防災行政無線のデジタル化を
進めます。

　通学路などに設置されている、倒壊の危険
性が高く、早急に撤去が必要なブロック塀等
の改善に係る費用の一部を助成します。



単位：百万円

④情報化の推進
・ 庁内ネットワークシステムの更新
⑤その他
・ オープンデータの推進・ビッグデータの活用

● 庁内ネットワークシステムの更新 ● オープンデータの推進･ビッグデータの活用

【担当課：情報システム課　電話245-5948】 【担当課：業務改革推進課　電話245-5797】

＜事業概要＞

　行政事務の効率化を図るため、庁内ネット
ワークシステムの更新を行います。

　新たな市民サービスの創出を図るため、公
共データを一般公開するオープンデータを推
進するとともに、ビッグデータを活用しま
す。

0.8 0.8

269 269

使用料等 市債 その他

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

情 報 経 営 部



１　予算要求の基本的考え方
　２０２１年１月に迎える市制１００周年を、本市の歴史や未来のあるべき姿を考える契機と捉え、
都市アイデンティティの確立を図ります。併せて、将来を見据えた中長期的な市政運営の基本方針と
なる次期基本計画の策定に向け、市民参加の取組みを実施します。
　また、１年後に開催が迫る東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会を見据えた取組み
を強化するほか、幕張新都心の更なる活性化に向けた新たな取組みを進めるとともに、国家戦略特区
関連事業を引き続き推進します。

２　重点化する事業
①市制１００周年に向けた取組み　　　②東京２０２０大会開催に向けた取組み

単位：百万円

① 市制１００周年に向けた取組み　【新規】
・ 次期基本計画の策定　【新規】
・ シェアサイクルの本格実施に向けた検討調査　【新規】

・
・ 幕張新都心冬季賑わい向上　【新規】
・ シェアリングエコノミーの推進　【拡充】
・
・ 国家戦略特区の推進　【拡充】

・ 都市アイデンティティの確立　

● 市制１００周年に向けた取組み　【新規】 ●

　２０２１年１月に迎える市制１００周年が、 　新基本計画の計画期間満了に伴う次期基本
市民をはじめ本市に関わりのある団体・企業 計画の策定に向けて、ワークショップの開催
にとって、本市の歴史を改めて認識し、未来 により市民意見を広く聴取したり、有識者へ
の千葉市のあるべき姿や進むべき方向性を考 のインタビューを行うなど、千葉市のこれか
える契機となるように、効果的な情報発信を らについて考える、さまざまな取組みを進め
行うとともに市民参加の機会を創出します。　 す。

【担当課：都市ｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨ推進課　電話245-5660】 【担当課：政策企画課　電話245-5046】

● シェアサイクルの本格実施に向けた検討　【新規】

　シェアサイクルの有効性を評価するため、
稼働状況や事業継続性の調査のほか、利用者
及び市民に対してＷＥＢアンケートを活用し
た利用意向調査を行うなど、シェアサイクル
の本格稼働に向けた調査・分析を実施します。

【担当課：国家戦略特区推進課　電話245-5347】 シェアサイクル実証実験

＜事業概要＞

次期基本計画策定に向けた取組み 【新規】

17 7 10
20 20

地域ポイント制度（「ちばシティポイント」）実証実験　【拡充】 42 42

10 10
11 6 5

幕張新都心のまちづくりに関する将来ビジョン検討調査　【新規】 20 20

22 22
3 3

その他
12 12

総 合 政 策 局 一般会計見積額　2,157百万円
（対前年度予算　 569.9％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞

総 合 政 策 部

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債



● 幕張新都心のまちづくりに関する将来ビジョン検討調査 ● 幕張新都心冬季賑わい向上　【新規】　

【新規】
　幕張新都心の将来を見据えたまちづくりを 　冬季の新たな幕張新都心のシンボルとして、
進める上で、現状や課題を整理し、将来像や 地域経済団体等と連携し、ＪＲ海浜幕張駅前
取組みの方向性を定めるための調査等を行い 広場等でのイルミネーションを実施します。
ます。

【担当課：幕張新都心課　電話274-8648】 【担当課：幕張新都心課　電話274-8648】

● シェアリングエコノミーの推進　【拡充】 ● 地域ポイント制度（「ちばシティポイント」）実証実験

【拡充】
　東京２０２０大会を契機に、来街者に対す 　市民公益活動や健康維持・増進活動等の促
る市民等によるおもてなしの一つの形態とし 進のために実施しているちばシティポイント
て、シェアリングエコノミーを活用した民泊 の実証実験について、対象事業の拡充等によ
やガイドサービスを提供するとともに、市民 り、より多くの方が参加しやすい制度とし、
等が保有する資産・スキル等を活かした多様 更なる普及を図ります。
な分野のシェアリングエコノミーの活用を検
討します。

【担当課：国家戦略特区推進課　電話245-5346】 【担当課：政策調整課　電話245-5047】

● 国家戦略特区の推進　【拡充】

　国家戦略特区の制度を活用した規制改革に
よる取組みを推進するとともに、近未来技術
の社会実装を見据え、民間事業者によるドロ
ーン宅配や自動運転モビリティ等の実証実験
を支援します。

【担当課：国家戦略特区推進課　電話245-5346】 ドローン実証実験

● 都市アイデンティティの確立　

　都市アイデンティティの確立に向けて、民
間団体等と連携し、引き続き効果的なＰＲを
行います。また、本市固有の地域資源である
「海辺」について、その歴史や特徴を紹介す
る副読本を制作し、小学５年生に配付します。

【担当課：都市ｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨ推進課　電話245-5660】 日本一長い人工海浜



単位：百万円

一般財源

② 東京２０２０大会開催に向けた取組み
・ 東京２０２０大会開催に向けた機運の醸成　【拡充】
・ 国際大会支援　【新規】
・ パラスポーツの推進　【拡充】
・ 東京２０２０大会開催に向けたボランティア体制の構築　【拡充】

● 東京２０２０大会開催に向けた機運の醸成
【拡充】

　東京２０２０大会に向け、千葉県等と連携
しイべントを実施するなど、大会機運の醸成
を図ります。

【担当課：ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ振興課　電話245-5739】

機運醸成イベントを開催

● 国際大会支援　【新規】

　幕張メッセ会場で実施される競技の機運を
盛り上げるため、市内で開催される、オリン
ピック競技のフェンシング、テコンドーや、
パラリンピック競技のゴールボール、車いす
フェンシングの国際大会を支援します。

【担当課：ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ調整課　電話245-5048】

ジャパンパラゴールボール競技大会

● パラスポーツの推進　【拡充】

  パラリンピックの成功に向けて、パラスポ
ーツの体験や大会観戦等を通じて障害者や競
技への理解を深める取組みを行い、共生社会
の実現を目指します。

【担当課：ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ調整課　電話245-5296】

障害者アスリート学校訪問

● 東京２０２０大会開催に向けたボランティア体制の構築

【拡充】
　都市ボランティアを育成し、東京2020大会
に向けたボランティア体制の構築を図ります。

【担当課：ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ振興課　電話245-5295】

都市ボランティアを育成

＜事業概要＞

37 37

55 55
42 42

0
90 90

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
使用料等 市債 その他

オリンピック・パラリンピック推進部



１　予算要求の基本的考え方
・新庁舎について、平成３５年度の供用開始を目指し、実施設計に着手します。　
・市税について、市民の税負担の公平性及び歳入確保の観点から、課税客体の的確な把握と適正
　な課税に努めるほか、市民の利便性を高めるため、納付機会の充実をさらに進めます。
２　重点化する事業
　①新庁舎整備

単位：百万円

①新庁舎整備
・ 新庁舎整備工事
・ 新庁舎整備総合管理支援業務

● 新庁舎整備工事

　デザイン・ビルド方式で実施する新庁舎整
備工事について、実施設計に着手します。

【担当課：新庁舎整備課　電話245-5044】

（新庁舎のイメージ）

● 新庁舎整備総合管理支援業務

　新庁舎の実施設計業務や、今後行う工事監
理業務の実施状況をモニタリングする総合管
理支援業務を委託します。

【担当課：新庁舎整備課　電話245-5044】

単位：百万円

・ 統一滞納管理システムの構築　【新規】
・ 地方税共通納税システムの導入　【新規】

● 統一滞納管理システムの構築　【新規】 ● 地方税共通納税システムの導入　【新規】

　効率的・効果的な滞納整理を推進するため、 　全ての地方公共団体が地方税共通納税シス
滞納額の多い６債権（市税・国民健康保険料 テムを導入することに伴い、千葉市のシステ
・介護保険料・後期高齢者医療保険料・保育 ムについても改修を行います。これにより、
料・下水道使用料）の滞納者を一元管理する 市県民税特別徴収・法人市民税・事業所税の
システムを新たに構築します。平成32年10月 ３税目について、電子納税が可能となります。
からの稼働に向け、その開発に着手します。 （平成31年10月から運用開始）
（事業費の支出は、平成32年度以降となりま
す。）

【担当課：債権管理課　電話245-5128】 【担当課：納税管理課　電話245-5125】

＜事業概要＞

5 5 0

一般財源
使用料等 市債 その他

0 0

＜事業概要＞

税 務 部

＜主要事業＞
事業費

財源内訳

143 143 0
54 54 0

その他

財 政 局 一般会計見積額　4,374百万円
（対前年度予算　＋2.9 ％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞

資 産 経 営 部

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債



１　予算要求の基本的考え方
　実施計画事業を中心に、市民一人ひとりが自己実現を図ることができる地域社会の形成に資する
事業を優先して予算計上します。このため、法令に基づく事務や施設の管理運営費等、性質上裁量
の余地がなく経常的に費用が発生する事業等を除き、主に次の①～⑤事業について事業選択・重点
化を行います。
２　重点化する事業
① 市民主体のまちづくりを目指すために必要な市民参加・協働の推進に関する事業
② 市民に身近な行政サービスの向上に資する取組み
③ 安全で安心して暮らせるまちの実現に向けた事業
④ 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした、市民のスポーツ・文化に
  対する意欲、関心を高めるための事業
⑤ 一人ひとりが個性と能力を発揮することができる多様性を尊重する社会の実現に向けた事業

単位：百万円

① 市民主体のまちづくりを目指すために必要な市民参加・協働の推進に関する事業
・ 地域運営委員会の設置の促進　【拡充】
・ 町内自治会の育成と連絡調整　【拡充】
・ 地域課題解決ソリューション管理運営
② 市民に身近な行政サービスの向上に資する取組み
・ 中央区役所移転整備
③ 安全で安心して暮らせるまちの実現に向けた事業
・ 防犯カメラ設置管理　【拡充】
・ 青色防犯パトロール実施団体へのドライブレコーダー

配付【拡充】
その他
・ 住居表示整備

● 地域運営委員会の設置の促進　【拡充】 ● 町内自治会の育成と連絡調整　【拡充】

【担当課：市民自治推進課　電話245-5664】 【担当課：市民自治推進課　電話245-5138】

● 地域課題解決ソリューション管理運営 ● 中央区役所移転整備

　東京大学が中心となってちばレポをベース 　中央区役所をきぼーるに移転し、中央保健
に研究・開発し、自治体等が共同利用する 福祉センターと一体化することで、市民の利
「マイシティレポート」を次期ちばレポとし 便性の向上を図ります。
て運用開始します。

【担当課：広報広聴課　電話245-5294】 【担当課：区政推進課　電話245-5381】

＜事業概要＞

　住民同士の助けあい、支えあいによる地域
運営が持続可能となる体制づくりを進めるた
め、地域の様々な団体で構成される地域運営
委員会の設立や活動を支援します。

　複数の町内自治会が共同して集会所の新築
等を行う場合の補助加算額を増額するほか、
集会所の建設等補助の対象として地域運営委
員会を追加することにより、地域活動の支援
を強化します。

35 35

4 1 3

129 21 108

11 11

178 178
9 9

その他

15 15

市 民 局 一般会計見積額　10,503百万円
（対前年度予算　＋46.7 ％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞

市民自治推進部

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債



● 防犯カメラ設置管理　【拡充】

ＪＲ主要駅周辺等に防犯カメラを設置し
ます。

４５基 → ６０基

【担当課：地域安全課　電話245-5264】
（防犯カメラ設置例）

● 青色防犯パトロール実施団体への
ドライブレコーダー配付　【拡充】

青色回転灯を装着した自動車による防犯
パトロール活動を行う団体に対し、ドライ
ブレコーダーを配付します。（５０台）

【担当課：地域安全課　電話245-5264】
(青色回転灯を装着した自動車）

● 住居表示整備

　住居表示を実施し、新たに町の区域をわか
りやすく区画し、規則的な住所にすることで、
住民生活の利便性の向上を図ります。

【担当課：区政推進課　電話245-5135】

写真等掲載など



単位：百万円

④ 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした、市民のスポーツ・文化に対する
意欲、関心を高めるための事業

・ チバリアフリーアートプロジェクト　【拡充】
・ メディア芸術振興事業　【拡充】
・ 新たな文化プログラムの実施　【新規】
⑤ 一人ひとりが個性と能力を発揮することができる多様性を尊重する社会の実現に向けた事業
・ 男女共同参画推進
・ パートナーシップ宣誓制度の創設　【新規】
・ ＬＧＢＴ専門相談の開設　【新規】
その他
・ 大規模音楽イベント出場支援
・ 美術館拡張整備
・ （仮称）千葉公園体育館の整備
・ 消費者行政推進

● チバリアフリーアートプロジェクト ● メディア芸術振興事業　【拡充】
【拡充】

　東京オリパラに向けて、障害者と健常者が 　メディア芸術などの新しい文化の振興のた
共に参加するファッションショーやダンスパ めのワークショップやイベントを開催します。
フォーマンスなどのイベントを開催します。

【担当課：文化振興課　電話245-5961】 【担当課：文化振興課　電話245-5961】

● 新たな文化プログラムの実施　【新規】 ● 男女共同参画推進

　東京2020大会に向けた新たな文化プログラ 　ちば男女共同参画基本計画・第４次ハーモ
ムを策定し、本市ならではの文化芸術事業を ニープランに基づき、講演会の開催、ハーモ
実施します。 ニー専門相談、男女共同参画推進事業者支援

のほか、各種啓発を実施します。

【担当課：文化振興課　電話245-5961】 【担当課：男女共同参画課　電話245-5060】

● パートナーシップ宣誓制度の創設　【新規】 ● ＬＧＢＴ専門相談の開設　【新規】

　同性・異性を問わず、互いをパートナーと 　カミングアウトできないなどＬＧＢＴに関
する二者のパートナーシップの宣誓を証明す する悩みについて、専門相談員による電話相
るとともに、関係団体等へ制度の理解と配慮 談を開設します。
を促します。

【担当課：男女共同参画課　電話245-5060】 【担当課：男女共同参画課　電話245-5060】

● 大規模音楽イベント出場支援 ● 美術館拡張整備

　市内で開催される大規模ロックフェスに、 　文化面からの千葉都心への集客を目指す美
若者が出演できる場を設け、本市ならではの 術館の拡張整備を計画的に進めるため、工事
音楽文化の振興を目指します。 を行います。

【担当課：文化振興課　電話245-5961】 【担当課：文化振興課　電話245-5262】

24 24 0

＜事業概要＞

1,364 1,364 0
107 100 7

2 2

1 1

7 3 4
0.8 0.8

7 7
14 14

一般財源
使用料等 市債 その他

7 7

生活文化スポーツ部

＜主要事業＞
事業費

財源内訳



● （仮称）千葉公園体育館の整備 ● 消費者行政推進

　千葉公園体育館整備のための実施設計を行
います。

【担当課：スポーツ振興課　電話245-5969】 【担当課：消費生活センター　電話207-3602】

　国の消費者行政推進交付金を活用した県の
補助金により、高齢者等の消費者被害防止を
目的とした啓発物品の作成や児童及び生徒に
対する消費者教育に取組みます。



１　予算要求の基本的考え方
　　急速な高齢化などに伴い、今後も社会保障費が飛躍的に増加していくことが見込まれるため、
　引き続き、既存事業の見直しを行うほか、地域包括ケアシステムの構築・強化や生活困窮者対策
　など、持続可能な制度への再構築に積極的に取り組む。
　　また、受動喫煙防止や風しん対策など市民の健康づくりの推進に向けた取り組みを進めるとと
　もに、高齢者の生きがいづくりと地域づくりの推進や介護基盤の整備に取り組むほか、障害者へ
　の相談支援や地域生活支援の充実を図る。

２　重点化する事業
　①地域包括ケアシステムの構築・強化
　②生活困窮者対策
　③健康づくりの推進

単位：百万円

①地域包括ケアシステムの構築・強化
・ あんしんケアセンターの充実　【拡充】
・ 認知症初期集中支援チームの増設　【拡充】
・ 在宅医療・介護に関する実態調査
②生活困窮者対策
・ 生活困窮家庭等の子どもへの学習・生活支援　【拡充】
・ 生活困窮者自立支援の促進　【拡充】

● あんしんケアセンターの充実　【拡充】

　高齢者の身近な相談窓口である「あんしん
ケアセンター」について、地域の中でよりき
め細かく相談などに対応することができるよ
う、高齢者人口に応じて必要な専門職員の増
員を行います。

【担当課：地域包括ケア推進課　電話245-5266】

● 認知症初期集中支援チームの増設　【拡充】 ● 在宅医療・介護に関する実態調査

　認知症になっても本人の意思が尊重され、 　在宅医療・介護連携推進の進捗状況を把握
できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられ するため、市内医療機関・介護事業所向けの
るために、認知症の方やその家族に早期に関 アンケート調査を実施するとともに、医療・
わる認知症初期集中支援チームを増設します。 介護レセプトの分析を実施します。
　４チーム　→　５チーム

【担当課：地域包括ケア推進課　電話245-5266】 【担当課：在宅医療・介護連携支援センター　電話305-5021】

＜事業概要＞

【あんしんケアセンター】

31 0 0 16 15
195 0 0 141 54

8 2 5 1

715 183 398 134
35 8 20 7

その他

保 健 福 祉 局 一般会計見積額　116,820百万円
（対前年度予算　＋6.0％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞

局 課

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債



● 生活困窮家庭等の子どもへの学習・生活支援　【拡充】 ● 生活困窮者自立支援の促進　【拡充】

　家庭環境によって学びが左右されない環境 　さまざまな理由により生活に困りごとを抱
を整えるため、生活困窮家庭等の子どもへの えている市民に寄り添い、経済的社会的な自
学習支援を拡充するとともに、生活支援を 立に向けて支援するための相談窓口として、
実施します。 「生活自立・仕事相談センター」を運営しま

す。

【担当課：保護課　電話245-5188】 【担当課：保護課　電話245-5188】



単位：百万円

③健康づくりの推進
・ １００年を生きる健やか未来都市の実現
・ 健康づくり（ウォーキングの促進）　【新規】
・ 受動喫煙対策の推進
・ 禁煙の支援　【拡充】
・ 風しん対策　【拡充】
・ 糖尿病性腎症重症化予防　【新規】
④その他
・ 母子健康包括支援センター運営　【拡充】
・ 不妊対策　【拡充】
・ 平和公園拡張建設

● １００年を生きる健やか未来都市の実現 ● 健康づくり（ウォーキングの促進）　【新規】

　高齢になっても健康で、地域や社会で活躍 　市民の健康づくりを促進するため、ウォー
できる社会を実現するため、市民の意識醸成 キングによる歩数測定及び健康づくり宣言を
を図り、主体的に健康づくりに取り組む市民 行った市民に「ちばシティポイント」を
を増やすことを目的に広報・啓発を行います。 付与します。

【担当課：健康企画課　電話245-5203】 【担当課：健康支援課　電話238-9922】

● 受動喫煙対策の推進

　受動喫煙による健康被害を防止するため、
市民や事業者へ制度周知を行うほか、飲食店
の禁煙化を促進するなど、対策を推進します。

【担当課：健康企画課　電話245-5203】

● 禁煙の支援　【拡充】

　妊婦や子どもの受動喫煙による健康被害を
防止するため、禁煙に挑戦しようとする市民
に対し、禁煙外来治療費の一部助成を行いま
す。

【担当課：健康支援課　電話238-9922】

● 風しん対策　【拡充】 ● 糖尿病性腎症重症化予防　【新規】

　風しんの感染を予防するため、風しん抗体 　国民健康保険加入者のうち、糖尿病性腎症
検査の費用を助成するとともに、検査の結果、 の発症・重症化のリスクが高い者に対し、保
抗体価が低かった方について、予防接種費用 健指導を実施します。
を助成します。

【担当課：健康企画課　電話245-5203】 【担当課：健康保険課　電話245-5142】

【九都県市共通受動喫煙防止ロゴマーク】

79 49 30

＜事業概要＞

47 31 16
198 99 99

8 8 0

3 1 2
174 54 120

7 3 4
131 27 104

8 8

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債 その他

健 康 部



● 母子健康包括支援センター運営　【拡充】 ● 不妊対策　【拡充】

　妊娠、出産、子育てに係る支援を充実させ 　より不妊治療が受けやすい環境を整備する
るため、相談体制を強化します。 ため、男性不妊の初回治療費に係る助成上限

額の引き上げを行います。

【担当課：健康支援課　電話238-9922】 【担当課：健康支援課　電話238-9922】

● 平和公園拡張建設

　墓地を安定的に供給するため、平和公園を拡張整備します。　

【担当課：生活衛生課斎園整備室　電話245-5220】



単位：百万円

④その他
・ 高齢者・障害者の移動支援　【新規】
・ ペット飼育継続が困難な高齢者への支援【新規】
・ 家具転倒防止対策　【拡充】
・ 介護人材の確保・定着　【新規】
・ 特別養護老人ホーム整備費助成
・ 地域密着型サービス事業所整備費等助成
・ 養護・軽費老人ホームの大規模修繕助成
・ 盲ろう者実態調査　【新規】
・ 障害者等用駐車区画の適正利用促進　【拡充】
・ 療育センター運営　【拡充】
・ 障害者グループホーム整備費等助成　【拡充】
・ 地域生活支援拠点の整備　【拡充】
・ 精神保健福祉相談　【拡充】
・ ひきこもりサポート　【新規】

● 高齢者・障害者の移動支援　【新規】 ●

　買い物・通院時などの高齢者及び障害者の 　高齢者の生きがいづくりのため、高齢者が
移動手段を確保するため、送迎を行う活動等 入院等でペットの世話ができなくなったとき
への助成をモデル的に実施します。 に、福祉施設がペットを引き取る場合、その

ペットに係る予防接種費用等を助成します。

【担当課：高齢福祉課　電話245-5167】 【担当課：高齢福祉課　電話245-5167】

● 家具転倒防止対策　【拡充】

　家具転倒防止金具の取り付けが困難な高齢
者及び障害者等を対象とした取り付け費用の
助成について、上限額等の拡充を行います。
　上限額　7,500円　→　10,000円

【担当課：高齢福祉課　電話245-5167】

● 介護人材の確保・定着　【新規】

　介護人材の確保・定着のため、外国人介護人材確保のためのセミナーや若手職員を対象とした交
流会などを実施します。

【担当課：介護保険管理課　電話245-5063】

● 特別養護老人ホーム整備費助成 ● 地域密着型サービス事業所整備費等助成

　介護が必要な高齢者の増加に対応するため、 　高齢者の在宅生活を支援するため、平成31
平成31年度に選定する特別養護老人ホームの 年度に選定する定期巡回・随時対応サービス
整備等に対し助成します。 及び小規模多機能型居宅介護の整備等に対し

助成します。

【担当課：介護保険事業課　電話245-5254】 【担当課：介護保険事業課　電話245-5254】

ペット飼育継続が困難な高齢者への支援【新規】

0.3 0.2 0.1

＜事業概要＞

12 9 3
27 2 25

20 11 9
45 11 26 8

3 3 0
2 2 0

58 58 0
10 10

7 5 2
594 528 64 2

0.1 0.1
1 1

4 4

高 齢 障 害 部

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債 その他



● 養護・軽費老人ホームの大規模修繕助成 ● 盲ろう者実態調査　【新規】

　利用者の利便性低下を防ぐため、老朽化し 　盲ろう者への支援策の検討の基礎資料とす
た養護・軽費老人ホームの大規模修繕に対し るため、自宅等への訪問により盲ろう者の生
助成します。 活実態の調査を実施します。

【担当課：介護保険事業課　電話245-5254】 【担当課：障害者自立支援課　電話245-5172】

● 障害者等用駐車区画の適正利用促進　【拡充】 ● 療育センター運営　【拡充】

　障害者等用駐車区画の適正利用を促すため 　療育体制と相談支援の充実を図るため、療
のカラーコーンを、引き続き市有施設に設置 育センターの体制を強化します。
するとともに、東京2020オリンピック・パラ
リンピック競技大会に向けて幕張新都心の民
間施設へも新たに設置します。

【担当課：障害者自立支援課　電話245-5172】 【担当課：障害福祉サービス課　電話245-5253】

● 障害者グループホーム整備費等助成　【拡充】 ● 地域生活支援拠点の整備　【拡充】

　障害のある人の地域移行を促進するため、 　障害のある人が住み慣れた地域で安心して
障害のある人が、日常生活の援助や介護を受 生活できる環境をつくるため、地域生活支援
けながら共同生活を行うグループホームの整 拠点の整備を進めます。
備・運営に助成します。

【担当課：障害福祉サービス課　電話245-5253】 【担当課：障害福祉サービス課　電話245-5253】

● 精神保健福祉相談　【拡充】 ● ひきこもりサポート　【新規】

　精神障害者の地域生活を支援するため、対 　ひきこもりの方を社会につなげる「居場所」
象者の状態に応じて専門職が家庭等を訪問し、 の継続的な運営を支援するため、活動団体へ
指導や助言を行う支援体制を構築します。 経費の一部を補助します。

【担当課：精神保健福祉課　電話238-9980】 【担当課：精神保健福祉課　電話238-9980】



単位：百万円

◆ 国民健康保険事業特別会計

　被用者保険等に加入しない市民の方々を被保険者とし、被保険者の保険料と国・県・市な
どの負担によって、医療費の支給や健康の保持と増進のための事業を行います。

【担当課：健康保険課　電話245-5142】

◆ 介護保険事業特別会計

　40歳以上の方々を被保険者とし、被保険者の保険料と国・県・市などの負担によって、介
護を必要とする方々への各種の介護サービスなどの事業を行います。

【担当課：介護保険管理課　電話245-5063】

◆ 後期高齢者医療事業特別会計

　75歳（障害認定を受けた方は65歳）以上の方々を被保険者とする後期高齢者医療制度にお
いて、保険料の徴収や各種申請の受付などを行います。

【担当課：健康保険課　電話245-5142】

◆ 霊園事業特別会計

　墓地の供給・維持管理及び火葬施設の管理運営を行います。

【担当課：生活衛生課　電話245-5212】

846 485 1 360

総事業費
財源内訳

繰入金
使用料等 市債 その他

11,730 10,003 1,727

総事業費
財源内訳

繰入金
使用料等 市債 その他

71,212 0 0 60,481 10,731

総事業費
財源内訳

繰入金
使用料等 市債 その他

87,826 80,982 6,844

＜特別会計＞
総事業費

財源内訳
繰入金

使用料等 市債 その他



１　予算要求の基本的考え方

２　重点化する事業
①教育・保育の「量」の拡充と「人材・質」の確保
②多様な保育需要への対応
③子どもルーム整備・運営（民間事業者への補助等含む）
④子どもの貧困対策
⑤幼児教育・保育無償化への対応

単位：百万円

①教育・保育の「量」の拡充と「人材・質」の確保
・ 子ども・子育て支援新制度給付対象施設の整備　【拡充】

・ 幼児教育の推進体制構築
・ 保育の質の確保　【拡充】
・ 保育士等の確保　【拡充】
・ 私立幼稚園における2歳児預かり　【拡充】
②多様な保育需要への対応
・ 多様な保育サービスの提供　【拡充】
③子どもルーム整備・運営（民間事業者への補助等含む）
・ 子どもルーム整備・運営　【拡充】
・ 放課後児童健全育成事業補助　【拡充】

④子どもの貧困対策

・ 子どもの貧困対策総合コーディネート
⑤幼児教育・保育の無償化への対応

幼児教育・保育の無償化　【新規】
⑥その他

・ 学校外教育バウチャー【新規】

・ 男性保育士の活躍推進　【拡充】
・ 公立保育所への保育業務支援システム導入　【新規】
・ 公立保育所の建替え

・ 里親制度の推進

・ 児童相談所の体制強化　【拡充】

● 子ども・子育て支援新制度給付対象施設の
整備　【拡充】

　潜在的な保育需要に対応し、将来にわたり
待機児童ゼロを達成するため、子ども・子育
て支援事業計画等に基づき、以下の整備等に
要する費用を助成します。
・幼稚園の認定こども園移行
・認可外保育施設の認可化
・小規模保育事業の整備
・事業所内保育事業の整備
・民間保育園の整備

【担当課：幼保支援課　電話245-5977】

＜事業概要＞

26 13 13

33 16 16 1

14 14
28 28

9 9 0

33 27 6

1,819 詳細は未確定

14 7 7

112 74 38
3,221 786 82 916 1,437

459 24 253 182

1,270 402 868
56 37 19

1 1 0
75 37 38

1,079 165 865 49

市債 その他

こ ど も 未 来 局 一般会計見積額　57,844百万円
（対前年度予算　＋8.2 ％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞

　「こどもを産み育てたい、こどもがここで育ちたいと思うまち『ちば』の実現」を基本理念に、
こどもを巡る様々な課題に対して、総合的に取り組みます。
　幼児教育・保育無償化の実施により、さらなる保育需要の増加が見込まれること、子どもルーム
待機児童解消が喫緊の課題であること等を踏まえ、以下の事業を重点化して取り組みます。

こ ど も 未 来 部

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等



● 幼児教育の推進体制構築 ● 保育士等の確保　【拡充】

　幼稚園・保育所・認定こども園における幼 　引き続き増加する保育需要に対し、必要な
児教育と小学校教育とのつながりを強化する 保育士等を確保するため、保育士等給与の上
とともに、幼児教育の質の向上を図るため、 乗せに係る費用を助成するほか、保育士の宿
アプローチカリキュラムの作成・普及、保護 舎借り上げに係る費用等の助成、保育士修学
者への啓発等を行います。 資金貸付等を行います。

【担当課：幼保支援課　電話245-5100】 【担当課：幼保運営課　電話245-5729】

● 保育の質の確保　【拡充】 ● 多様な保育サービスの提供　【拡充】

　民間保育施設の増加に対応するため、巡回 　多様化する保育需要に対応するとともに、
を行う指導員の増員を図るとともに、医療的 より質の高い保育サービスを提供するため、
ケア児の受入拡充、ICT化及び事故防止のため 次の事業を拡充します。
の備品購入費用に対する助成の新設により、 ・病児・病後児保育　1か所増
保育の質の確保と向上を図ります。 ・一時預かり　4か所増
・巡回指導員　3名増

【担当課：幼保支援課　電話245-5105】
【担当課：幼保運営課　電話245-5727】 【担当課：幼保運営課　電話245-5729】

● 子どもルーム整備・運営　【拡充】 ● 事業名を記載

　就労等により昼間家庭に保護者がいない児 　事業内容を記載
童を対象に、授業後の遊びや生活の場を提供
し、児童の健全育成を図る子どもルームの運
営、待機児童解消に向けた施設整備を行いま
す。

【担当課：○○課　電話***-****】
【担当課：健全育成課　電話245-5177】

● 放課後児童健全育成事業補助　【拡充】 ● 子どもの貧困対策総合コーディネート
【拡充】

　放課後児童健全育成事業を実施する事業者
の安定的な運営を確保し、本市子どもルーム 　生活困窮家庭等の子どもの生活習慣の改善、
の待機児童の解消を図るため、新たに５事業 関係機関との連携など包括的な支援を行う
者に対して運営費用の一部を助成します。 子どもナビゲーターを１か所増設します。

【担当課：健全育成課　電話245-5177】 【担当課：こども家庭支援課　電話245-5179】

● 幼児教育・保育の無償化　【新規】 ● 私立幼稚園における２歳児預かり　【拡充】

　幼稚園、保育所、認定こども園等を利用す 　保育が必要な２歳児の受入を促進するため、
る３歳から５歳の全ての子どもたちの利用料 私立幼稚園が実施する２歳児預かり事業に要
を無償化します。（０歳から２歳の子どもは する費用を助成します。
住民税非課税世帯の方を対象に無償化。）

【担当課：幼保支援課　電話245-5100】 【担当課：幼保支援課　電話245-5105】
【担当課：幼保運営課　電話245-5729】

・保育所等業務効率化推進事業
・保育所等事故防止推進事業



● 男性保育士の活躍推進　【拡充】 ● 学校外教育バウチャー　【新規】

　公立保育所において、男性保育士等が働き 　市内のひとり親家庭のうち、生活保護受給
やすい執務環境を整えるための整備等を行い 世帯の児童に対してバウチャー（券）を提供
ます。 し、学習塾や習い事費用の助成を行います。

【担当課：幼保支援課　電話245-5728】 【担当課：こども家庭支援課　電話245-5179】

● 公立保育所への保育業務支援システムの ● 公立保育所の建替え
導入　【新規】

　良好な保育環境を確保するとともに、より
　保育士等の業務を効率化し、執務環境を改 多様な保育ニーズに対応するため、老朽化が
善することにより、保育の質の向上等を図る 著しい木造公立保育所の建替えを行います。
ため、公立保育所に保育業務支援システムを
導入します。

【担当課：幼保支援課　電話245-5728】 【担当課：幼保支援課　電話245-5728】

● 里親制度の推進　 ● 児童相談所の体制強化　 【拡充】

　社会的養護が必要な児童について、家庭的 　一時保護された幼児の定員増の対応と生活

な環境での養育を推進するため、民間団体と 環境の改善を図るため居室を整備します。ま

の協働により、里親の担い手を増やしていく た、特別な対応が必要な子どもを一時保護す

ための普及啓発を行うとともに、里親家庭に るための居室の改修を行います。

必要な支援を行います。

【担当課：児童相談所　電話277-8880】 【担当課：児童相談所　電話277-8880】

単位：百万円

◆ 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

　母子家庭・父子家庭及び寡婦の自立の促進と生活意欲の助長を図るため、各種資金の
貸し付けを行います。

【担当課：こども家庭支援課　電話245-5179】

275 3 269 3

＜特別会計＞
総事業費

財源内訳
繰入金

使用料等 市債 その他



１　予算要求の基本的考え方

２　重点化する事業
①地球温暖化対策
②自然保護対策
③大気汚染・水質汚濁防止対策
④廃棄物処理施設の整備推進
⑤ごみの減量・再資源化の推進

単位：百万円

① 地球温暖化対策
・ 再生可能エネルギー等設備設置費助成
・ 中小事業者向け省エネ設備導入促進
・ 「COOL CHOICE」の取組み促進によるCO2排出削減推進
② 自然保護対策
・ 谷津田の保全と活用の推進　【拡充】
・ 生物多様性の理解促進
③ 大気汚染・水質汚濁防止対策
・ 降下ばいじんデータ解析及び審議・検討　【拡充】
・ 大気・水質監視テレメータシステムの再整備
・ 上水道配水管布設及び浄水器設置費助成

その他
・ 航空機騒音問題への対応

● 再生可能エネルギー等設備設置費助成

 

【担当課：環境保全課　電話245-5199】

＜事業概要＞

　環境負荷の低減に役立つ再エネ・省エネ設備等の導入を推進するた
め、市民や事業者を対象に、当該設備の設置費用の一部を助成します。
　【助成対象】
    ・太陽光発電設備　　   　　・太陽熱利用給湯設備
    ・家庭用燃料電池設備　 　　・定置用リチウムイオン蓄電設備
    ・地中熱ヒートポンプ設備 　・事業用太陽熱利用給湯設備
　　・電気自動車　　　　 　　　・ゼロエネルギーハウス（ZEH）

ゼロエネルギーハウス
（ZEH）のイメージ

住宅の高断熱化や高効率設備
による省エネと太陽光発電等
による創エネで、年間に消費
する正味のエネルギー量が概
ねゼロとなる住宅

11 11

39 39

7 7
2 2

3 3
5 5

3 3
10 10 0

65 56 9

市債 その他

環 境 局 一般会計見積額　14,128百万円
（対前年度予算　＋5.0％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞

　環境への負荷の少ない持続可能な社会の実現を目指し、「千葉市地球温暖化対策実行計画」に基づ
く再生可能エネルギー導入等の地球温暖化対策、谷津田の保全、大気汚染・水質汚濁防止等の環境保
全対策を推進します。
　安定的かつ継続的なごみ処理体制を構築するため、「千葉市一般廃棄物処理施設基本計画」に基づ
き、清掃工場や塵芥汚水処理場等の整備を推進するとともに、「千葉市一般廃棄物（ごみ）処理基本
計画」に基づき、剪定枝等再資源化や生ごみの発生抑制の推進等、ごみ減量・再資源化に関する事業
を実施します。また、合併処理浄化槽設置に係る費用の助成を拡充します。

環 境 保 全 部

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等



● 中小事業者向け省エネ設備導入促進 ● 「COOL CHOICE」の取組み促進による
CO2排出削減推進

【担当課：環境保全課　電話245-5199】 【担当課：環境保全課　電話245-5199】

● 谷津田の保全と活用の推進　【拡充】 ● 生物多様性の理解促進

【担当課：環境保全課　電話245-5195】 【担当課：環境保全課　電話245-5195】

● 降下ばいじんデータ解析及び審議・検討　【拡充】

【担当課：環境規制課　電話245-5189】

降下ばいじん採取の様子

● 上水道配水管布設及び浄水器設置費助成

【担当課：環境規制課　電話245-5194】

浄水器

● 大気・水質監視テレメータシステムの再整備 ● 航空機騒音問題への対応

【担当課：環境規制課　電話238-9956】 【担当課：環境規制課　電話245-5191】

　大気環境や工場・事業場の排出ガスの汚染
状況を監視するテレメータシステムを再整備
します。

　航空機騒音を常時監視するとともに、
騒音計のデータ通信機能を利用し、市民
への情報提供を迅速に行います。

　中小事業者が導入する設備の省エネ化を促
進するため、高効率な省エネ機器の設置費用
の一部を助成します。
【助成対象】
　・高効率空調
　・高性能ボイラ
　・エネルギーマネジメントシステム　等

　地球温暖化対策のための国民運動「COOL
CHOICE」（賢い選択）として、市民や事業者
を主体とした地球温暖化対策の取組みを促進
するため、講演会や展示会の開催及びメディ
アの活用等による普及啓発を実施します。

　土地所有者やボランティアの皆様の協力を
得ながら、谷津田の保全と活用を進めます。
 
　谷津田の保全区域 3ha増

　子どもや市民ボランティアを含めた市民参
加型の生きもの調査を実施し、身近な生きも
のへの気づきの契機とするとともに、調査結
果を今後制作する「生き物マップ」として活
用します。

　降下ばいじんの主要な発生源を把握し、更なる効果
的な粉じん対策を推進するため、降下ばいじんデータ
の解析を行います。

　安全な飲料水の確保のため、地下水汚染が生じてい
る井戸を飲用している世帯に対し、上水道配水管布設
費及び浄水器設置費の助成を行います。



単位：百万円

④ 廃棄物処理施設の整備推進
・ 新清掃工場（北谷津用地）の整備
・ 塵芥汚水処理場の建替
⑤ ごみの減量・再資源化の推進
・ 剪定枝等の再資源化の推進
・ 生ごみの発生抑制の推進
・ ３Ｒ教育・学習の推進
・ 事業用生ごみ処理機設置費助成　【拡充】

その他
・ 合併処理浄化槽設置費助成　【拡充】

● 新清掃工場（北谷津用地）の整備

【担当課：廃棄物施設整備課　電話245-5243】

● 塵芥汚水処理場の建替 ● 剪定枝等の再資源化の推進

【担当課：廃棄物施設整備課　電話245-5423】 【担当課：収集業務課　電話245-5246】

● 生ごみの発生抑制の推進 ● 事業用生ごみ処理機設置費助成　【拡充】

【担当課：廃棄物対策課　電話245-5067】 【担当課：産業廃棄物指導課　電話245-5248】

● ３Ｒ教育・学習の推進 ● 合併処理浄化槽設置費助成　【拡充】

【担当課：収集業務課　電話245-5251】

【担当課：廃棄物対策課　電話245-5379】

　次期塵芥汚水処理場の発注仕様等を作成し
ます。

　家庭から排出される剪定枝等を収集し、燃
料チップや敷料に再資源化します。

　生ごみの減量のため、家庭用生ごみ減量処
理機等の購入費用の一部助成や、食品ロス削
減に向けた食べきりキャンペーン等を実施し
ます｡

　事業系食品廃棄物の更なる減量再資源化促
進を図るため､助成対象事業所数を増やしま
す｡
　２事業所→５事業所

　ごみの減量やリサイクル意識を定着させる
とともに、循環型社会についての理解を深め
るため、「ごみ分別スクール（小学生対
象）」等の体験学習を実施します。
　また、学校給食残渣再資源化事業を活用し
たごみ削減普及啓発を実施します。

　合併浄化槽への転換を促進するため、浄化
槽転換設置費用の助成に加え、新たに単独処
理浄化槽撤去に係る配管工事費用等の助成を
実施します。

＜事業概要＞

　新清掃工場建設に必要な環境影響評価（準備書手続
き）及び土壌汚染処理対策等の業務を行います。

（新清掃工場イメージ図）

6 1 5

6 6 0
10 10

354 354 0
7 7 0

83 79 4
177 64 47 66

資 源 循 環 部

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債 その他



１　予算要求の基本的考え方

２　重点化する事業

単位：百万円

① 夜間の経済・文化活動の振興

・

② 雇用・労働対策
・ 人材採用力向上支援　【拡充】
・ 産業人材育成　【拡充】
③ 中小企業支援施策
・ コーディネーター増員　【拡充】
・ サブコーディネーターの確保　【新規】
④ 企業立地の促進
・ 企業立地促進　
・ 企業立地促進融資
・ 産業用地整備支援
⑤ MICEの推進
・

・

・ 新制度によるMICEの誘致　【拡充】
⑥ グリーンツーリズムの推進
・ グリーンツーリズムの推進【拡充】
⑦ 農業の成長産業化
・ 農業法人立地促進事業【新規】 103 103

5 5

30 14 16

10
レセプション・アフターコンベンションツアー
開催支援

3 3

21 21

国際会議、大規模コンベンション開催補助 10

1,320 1,320
6,401 6,194 207

59 59
4 4

4 4
4 4

夜間の経済・文化活動の振興
（ナイトタイムエコノミー）【拡充】

24 0 0 0 24

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債 その他

経 済 農 政 局 一般会計見積額　36,538百万円
（対前年度予算　＋3.5％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞

　地域の「稼ぐ力」を向上させ、地域経済の発展を目指すことを目標に、下記重点化する分野を中
心に取り組みます。

①夜間の経済・文化活動の振興　②雇用・労働対策　③中小企業支援施策　④企業立地の促進　⑤
MICEの推進　⑥グリーンツーリズムの推進　⑦農業の成長産業化　⑧地産地消の推進　⑨農業経営
体の育成　⑩有害鳥獣対策の推進

経 済 部



●
（ナイトタイムエコノミー）【拡充】

【担当課：経済企画課　電話245-5273】  （宴タメ千葉２０１８　サイレントディスコの様子）

● 人材採用力向上支援　【拡充】 ● 産業人材育成　【拡充】

【担当課：雇用推進課　電話245-5278】 【担当課：雇用推進課　電話245-5278】

● コーディネーター増員　【拡充】 ● サブコーディネーターの確保　【新規】

【担当課：産業支援課　電話245-5284】 【担当課：産業支援課　電話245-5284】

● 企業立地促進 ● 企業立地促進融資

　雇用の促進と税源の涵養のため、本市に新 　企業立地促進事業補助金の交付対象と
たに立地又は追加投資を行った企業に対して なった施設を整備するための資金調達を支援
補助金を交付します。 し、その金利の一部を補助します。

【担当課：企業立地課　電話245-5279】 【担当課：企業立地課　電話245-5279】

● 産業用地整備支援 ● 農業法人立地促進事業【新規】
　民間活力により整備される産業用地の緑地
の維持管理や、企業進出による周辺交通への 　農業の成長産業化を図るため、大規模栽培
影響調査を行います。また、市内で慢性的に や高付加価値な農産物の生産ができる農業法
不足する産業用地確保のため、新たな候補地 人を誘致するための補助制度を創設します。
選定のための基礎調査を行います。

【担当課：企業立地課　電話245-5279】 【担当課：企業立地課　電話245-5279】

　産業振興財団では、それぞれの専門性を有
するコーディネーターを配置し、市内事業者
の経営支援に取り組んでいますが、IoTやAI
等の革新技術に精通する人員を新たに配置
し、相談体制の充実を図ります。

　既存のコーディネーターと異なる専門分野
を支援できる人材を、フルタイム勤務を求め
ない「サブコーディネーター（仮称）」とし
て産業振興財団が委託し、相談体制の充実を
図ります。

＜事業概要＞

夜間の経済・文化活動の振興

　外部調査結果に基づき、ナイトタイムエコ
ノミーを推進するための支援制度の創設及び
審議会の設立を行います。

　市内企業の生産性向上や働き方改革を通じ
た人材採用力の向上を目指すため、働き方改
革への取り組み方法や、多様な働き手の活用
に関する企業向けセミナーを開催します。

　高校生の企業選択に大きな影響を与えてい
る保護者に対し、人手不足の著しい技術系等
の職種への理解を促進し、職業選択の候補と
なるようセミナーや職場見学を実施します。



● ＭＩＣＥの推進

市内で開催される国際会議及び一定の大規模
コンベンションに対し、開催に要する経費の
一部について補助金を交付します。

【担当課：観光MICE企画課　電話245-5282】
（JpGU-AGU Joint Meeting2017：幕張メッセ）

● ＭＩＣＥの推進 ● ＭＩＣＥの推進　【拡充】

大規模国際会議等のレセプションでのアトラ 既存補助制度では対象外となる会議やコンベ
クション提供やアフターコンベンションツア ンションに対し、補助金を交付できる制度を
ーの支援を行います。 新たに創設し、MICEの誘致を推進します。

【担当課：観光MICE企画課　電話245-5282】 【担当課：観光MICE企画課　電話245-5282】

● グリーンツーリズムの推進　【拡充】

【担当課：観光プロモーション課　電話245-5066】
（グリーンツーリズム収穫体験～イメージ～）

（国際会議開催補助、大規模コンベンション開催補助）

（レセプション・アフターコンベンションツアー開催支援） （新制度によるMICEの誘致）

　市内陸部の地域活性化を図るため、観光マーケ
ティング調査結果に基づき、市原市と連携しなが
ら、首都圏在住者をターゲットにしたプロモー
ションを行います。



単位：百万円

⑦ 農業の成長産業化
・ 農地銀行補助制度　【新規】
・ 参入企業等各種支援事業　【新規】
・ 小規模販売農家支援　【新規】
⑧ 地産地消の推進
・ 地産地消の推進
⑨ 農業経営体の育成
・ 農業経営体の育成
⑩ 有害鳥獣対策の推進
・ 有害鳥獣対策の推進　【拡充】

●

【担当課：農地活用推進課　電話245-5769】
（優良な農地をストックして提供する）

● 参入企業等各種支援事業　【新規】 ●

【担当課：農政課　電話245-5757】 【担当課：農業生産振興課　電話228‐6279】

●

【担当課：農政課　電話245-5758】
（地産地消推進店のマーク）

● 農業経営体の育成 ● 有害鳥獣対策の推進　【拡充】

　生産性の高い農業経営体を育成するため、
省力化機械の導入や高収益な作物への転換
に必要な栽培施設の整備に対し助成します。

【担当課：農業生産振興課　電話228-6279】 【担当課：農業生産振興課　電話228-6279】

　本市農業の理解の醸成を図るとともに、市
内産農畜産物の消費を推進するため、買える
場所、食べられる場所を見える化します。

　農作物被害を減らすため、捕獲や電気柵に
よる侵入防止、鳥獣の棲み家となる耕作放棄
地の草刈りなど総合的な対策を支援します。

小規模販売農家支援　【新規】

　農業参入を希望する企業を含めた意欲ある
担い手に、農業生産力の強化のために必要な
農業用機械の導入などに対し支援します。

　小規模販売農家や後継者のいない農家を支
援するため、営農実態や農地等の情報を集積
するとともに、農地の維持・管理作業を実施
します。

地産地消の推進

＜事業概要＞

農地銀行補助制度　【新規】

　企業等が農業参入する際の候補地となる農
地の提供者に、農業参入が成立した際に補助
を行います。

写真等掲載など

36 36

4 4
0

12 12

43 43
6 6

0

0
15 15

農 政 部

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債 その他



◆ 競輪事業特別会計

　市民の健全なレジャーとして親しみ楽しんでいただくとともに、地方財政に貢献することを
目的として、市営競輪及び他の競輪場で開催されている場外競輪の車券を発売します。
 また、事業者による（仮称）千葉公園ドームの整備に着手します。
（多目的スポーツ施設の供用開始予定　平成３２年度）

【担当課：経済企画課250競輪準備室　電話245-5318／公営事業事務所　電話251-7111】

◆ 地方卸売市場事業特別会計

【担当課：地方卸売市場　電話248-3200】

　生鮮食料品等の需給を円滑にするとともに、適正な価格を決定し、生産者及び消費者の
利益を図ることを目的とした施設である地方卸売市場の管理運営を行います。

996 779 75 5 137

0

総事業費
財源内訳

繰入金
使用料等 市債 その他

市債 その他
10,511 265 0 10,246

＜特別会計＞
総事業費

財源内訳
繰入金

使用料等



１　予算要求の基本的考え方
　中央公園・通町公園などの千葉駅周辺の活性化や稲毛海浜公園のリニューアルなどの魅力あるまちづくりに資
する事業に取り組みます。また、鉄道駅を中心としたバリアフリー化や建物の耐震診断・改修、身近な公園の施
設更新などの安全安心にかかわる事業に取り組み、 重点的に予算要求します。 
２　重点化する事業
　①都市の魅力向上
　②安全安心なまちづくり

単位：百万円

①都市の魅力向上
・ 千葉港整備事業負担金
・ 千葉中央港地区まちづくり推進
・ 海辺の活性化
③その他
・ 都市のスポンジ化対策検討調査
・ 住宅団地の活性化に向けた検討調査

● 千葉港整備事業負担金

千葉県実施の港湾整備事業に対し負担金を支出し、千葉中央港地区の港湾緑地を整備します。

● 千葉中央港地区まちづくり推進

地区の更なる賑わい創出に向け、旅客船の運航促進を図ると共に、来訪者へのサービス向上などの
ため、案内看板の設置や旅客船運航状況・イベント等の情報を発信する環境を整備します。

● 海辺の活性化

地域主体による海辺の活性化を促進するため、市民やまちづくり団体によるイベント開催などの
取組みに対し各種支援を行います。

【担当課：海辺活性化推進課　電話245－5348/5309】

● 都市のスポンジ化対策検討調査【新規】 ● 住宅団地の活性化に向けた検討調査【新規】

【担当課：都市総務課　電話245-5333】 【担当課：都市総務課　電話245-5333】

＜事業概要＞

　低未利用地がランダムに発生し市街地が低
密度化する「都市のスポンジ化」に対して、
本市としての具体施策を検討します。

　地域コミュニティの核としての役割を持
ち、持続的な維持が必要と考えられる住宅団
地の活性化に向けた具体施策を検討します。

11 5 6
12 6 6

2 0.2 2

155 89
46 0.1 37 9

その他

都 市 局 一般会計見積額　21,233百万円
（対前年度予算　+7.1％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞

局 課

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債



単位：百万円

①都市の魅力向上
・ 都市基本図の更新
・ 都市計画の見直し
・ バス活性化システムの整備
・ バスICカードシステムの整備
・ 地域参画型コミュニティバス導入の推進
・ 鉄道駅バリアフリー化の推進
・ 総合交通政策の策定に向けた検討
・ 新たなバリアフリー基本構想の策定
・ 中央公園・通町公園の連結強化
・ エリアリノベーション　【新規】
・ ＪＲ蘇我駅東口駅前地区のまちづくり
・ 千葉駅東口地区第一種市街地再開発
・ 土地区画整理事業未施行地区における整備手法の検討
②安全安心なまちづくり
・ モノレール施設の設備更新
・ モノレール駅トイレの改良
・ モノレール転落防止柵の設置　【新規】
・ 市街地液状化対策の推進
・ 寒川第一地区土地区画整理
・ 東幕張地区土地区画整理

● 都市基本図の更新 ● 都市計画の見直し

【担当課：都市計画課　電話245-5305】 【担当課：都市計画課　電話245-5305】

● バス活性化システムの整備

【担当課：交通政策課　電話245-5351】

＜事業概要＞

　都市計画決定・変更時の法定図書をはじめ
各種図面の基図、位置図にも使用されるな
ど、幅広く活用されている都市基本図の更新
を行います。

　都市計画に関する基礎調査の結果及び
社会経済情勢の変化を踏まえ、都市計画
の見直しや、変更案の検討を行います。

　バスの利便性の向上を図るため、バス事業
者が行うバスロケーションシステム（バス停
等で運行状況を利用者に知らせるシステム）
の整備に対して、経費の一部を助成します。

バスロケーションシステムの例

1,559 642 643 274

472 448 24
327 100 100 127

25 12 12 1
50 50 0

817 397 409 11

715 262 183 270
5 5

10 10
18 18

21 21
1,302 1,295 7

33 33
19 9 10

27 27
11 11

5 5
6 6

60 60

都 市 部

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債 その他



● バスICカードシステムの整備 ● 地域参画型コミュニティバス導入の推進

【担当課：交通政策課　電話245-5351】 【担当課：交通政策課　電話245-5352】

● 鉄道駅バリアフリー化の推進 ● 総合交通政策の策定に向けた検討

【担当課：交通政策課　電話245-5351】
【担当課：交通政策課　電話245-5351】

● 新たなバリアフリー基本構想の策定

【担当課：交通政策課　電話245-5351】

● 中央公園・通町公園の連結強化 ● エリアリノベーション　【新規】 

【担当課：都心整備課　電話245-5327】
【担当課：都心整備課　電話245-5327】

● ＪＲ蘇我駅東口駅前地区のまちづくり

【担当課：市街地整備課　電話245-5325】

通町公園再整備イメージ図(鳥瞰図)

　鉄道駅のバリアフリー化を進めるため、多
機能トイレの他、スロープを整備する鉄道事
業者に対し経費の一部を助成します。

　集約型の都市構造を目指す立地適正化計画
をもとに、地域公共交通網の形成などを担う
総合交通政策を見直し、新たな政策を策定し
ます。

　鉄道駅等を中心とした地区において、公共
交通機関、道路、建築物等の様々な事業主体
が一体的にバリアフリー化を推進するため、
現基本構想を見直し、新たな基本構想を策定
します。

　千葉駅周辺の活性化グランドデザインの先
行整備プログラムに位置づけており、通町公
園の用地買収及び一部暫定整備を行います。

　遊休不動産を活用し、補助金に頼らない民
間主導のまちづくりを担う人材の持続的な輩
出（ヒトづくり）と連続的な事業の創造（コ
トづくり）を支援するスクール等を開催しま
す。

　駅前広場と駅前商業地を一体的に再編し都
市基盤の整備を行うとともに、交通ネット
ワークの強化を図るため再開発事業の検討を
進めます。

　市内のバス事業者に全国相互利用可能なＩ
Ｃカードシステムの導入を補助し、地域住民
および観光客の利便性向上の促進を図りま
す。

　地域の生活交通の維持が困難な地域におい
て、地域の運営参画によるコミュニティバス
等の運行について、運行経費の一部に補助金
を交付し、地域の移動手段を確保します。



● 千葉駅東口地区第一種市街地再開発

【担当課：市街地整備課　電話245-5325】

●

【担当課：市街地整備課　電話245-5326】

● モノレール施設の設備更新

【担当課：交通政策課　電話245-5352】

● モノレール駅トイレの改良

【担当課：交通政策課　電話245-5352】 （写真等の説明）
　

● モノレール転落防止柵の設置　【新規】

【担当課：交通政策課　電話245-5352】

　モノレール千葉駅の利用者の事故防止や安
全性を確保するため同駅のホームに転落防止
柵を設置します。

転落防止柵のイメージ図

殿台変電所設備

　モノレール駅のバリアフリー化を進めるた
め、高齢者や障害者、子供連れなど多様な
方々が利用しやすいトイレにリニューアルし
ます。

写真等挿入予定

　市街地再開発事業に対し補助金の交付を行
うとともに、東口駅前広場の再整備を進めま
す。

千葉駅東口地区第一種市街地再開発

土地区画整理事業未施行地区における整
備手法の検討

　長期間事業化がされていない未施行地区に
ついて、社会情勢や周辺状況の変化等の実状
に合わせた整備手法の検討を進めます。

　モノレールの安全で安定した運行を確保し
利用者の利便性の向上を図るため、経年劣化
に伴う施設や設備の更新を行います。



● 市街地液状化対策の推進

【担当課：市街地整備課　電話245-5336】

● 寒川第一土地区画整理事業

【担当課：寒川土地区画整理事務所　電話266-0201】

● 東幕張土地区画整理事業　

単位：百万円

● 検見川・稲毛地区土地区画整理事業
◆ 都市計画土地区画整理事業特別会計

【担当課：検見川稲毛土地区画整理事務所　電話276-3057】

● 千葉駅西口地区第二種市街地再開発事業
◆ 市街地再開発事業特別会計

【担当課：都心整備課　電話245-5327】

　土地の高度利用及び都市機能の更新を図るため再開発区域内の公共施設の整備等を進め
ます。

1,512 241 74 1,197

　都市基盤の整備による安全で安心なまちづくりを目指して土地区画整理事業を進めま
す。建物移転を進め、宅地造成や道路舗装等を行います。

総事業費
財源内訳

繰入金
使用料等 市債 その他

658 2 112 101 443

【担当課：東幕張土地区画整理事務所　電話276-0457】

東幕張土地区画整理事業区域周辺

＜特別会計＞
総事業費

財源内訳
繰入金

使用料等 市債 その他

　東日本大震災による地盤の液状化により著
しい被害を受けた地域において、再度災害の
発生を抑制するため、道路等の公共施設と隣
接宅地との一体的な液状化対策を推進しま
す。

対策イメージ図

　都市基盤の整備による安全で安心なまちづ
くりを目指して土地区画整理事業を進めま
す。建物移転を進め、公共施設の整備改善を
行います。

　都市基盤の整備による安全で安心なまちづ
くりを目指して土地区画整理事業を進めま
す。ＪＲ幕張駅北口では駅前広場及び駅前線
の早期完成を目指します。



単位：百万円

②安全安心なまちづくり
・ 耐震診断・改修助成　【拡充】
・ 空家等対策　【新規】
・ 地域再生支援
・ 市営住宅の整備
・ 大規模盛土造成地の滑動崩落対策
・ 緊急輸送道路沿道建築物耐震助成　【拡充】
・ 狭あい道路拡幅整備
・ 市有建築物の保全
③その他
・ 結婚新生活支援

● ● 空家等対策　【新規】

● ●

● 大規模盛土造成地の滑動崩落対策の推進

【担当課：住宅政策課　電話245-5809】 【担当課：住宅整備課　電話245-5852】

　防災対策を推進するため、大規模地震時に
滑動崩落被害の恐れのある箇所を調査し、
「大規模盛土造成地マップ」を作成・公表し
ます。

【担当課：宅地課　電話245-5317】

【担当課：住宅政策課　電話245-5896】 【担当課：住宅政策課　電話245-5896】

地域再生支援 市営住宅の整備

　高経年化した分譲マンションの建替えを促
進し、地域の居住環境の向上と地域コミュニ
ティの再生を図るため、マンション管理組合
等に対して計画策定に要する費用の一部を補
助します。

千葉市営住宅長寿命化・再整備計画に基づ
き、市営住宅を計画的に修繕することで、建
物の適切な維持保全及び長寿命化を図りま
す。また、老朽化した市営住宅の解体を行
い、住環境の改善を図ります。

＜事業概要＞

耐震診断・改修助成　【拡充】

　「安全で災害に強いまちづくり」の実現に
向け、昭和56年5月以前の耐震基準により建
設された住宅の耐震性能の向上を図るため、
分譲マンション・木造戸建住宅の耐震診断や
耐震改修、耐震シェルター設置に要する費用
の一部を補助します。また、平成12年5月以
前の耐震基準により建設された住宅の耐震改
修に要する費用の一部を補助します。

　平成３０年７月策定の千葉市空家等対策計
画に基づき、空家等の流通活性化を促す取組
みとして「空家等情報提供制度」や地域課題
の解決等に関する空家や跡地活用の提案を募
集し、採択した提案に対して支援を行う「空
家等対策のモデル事業」等を実施します。

9 4 5

2 2
3,125 2,574 1 550

14 5 9
24 14 10

0.5 0.5
891 80 502 271 38

66 33 33
39 9 30

建 築 部

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債 その他



● ● 狭あい道路拡幅整備

● 市有建築物の保全

● 結婚新生活支援

　若年世帯の人口流入及び少子化対策とし
て、低額所得者の婚姻に伴う新生活を支援す
るため、新婚世帯に対し、住居費及び引越し
費用などの一部を補助します。

【担当課：住宅政策課　電話245-5809】

【担当課：建築指導課　電話245-5836】 【担当課：建築指導課　電話245-5856】

阪神淡路大震災被害による道路閉塞の様子

　市有建築物の施設保全に係る業務に関し、
中長期保全計画に基づいた効率的な予算執行
及び建物の適切な維持管理を図ります。

【担当課：建築管理課　電話 245-5821】 狭あい道路拡幅整備事業　概要図

緊急輸送道路沿道建築物耐震助成　【拡充】

　震災時の避難、救援復旧活動に使用するた
めに指定された緊急輸送道路の沿道建築物の
耐震化を促進するため、耐震改修等の費用の
一部を助成します。

　災害時や消火救急活動時の安全確保及び日
照、通風などの生活環境の改善を図るため、
後退用地やすみ切り用地を寄付する市民に助
成金等の交付を行い、狭あい道路の拡幅を推
進します。

すみ切り用地の設置

樹木の移植

後退用地の舗装

既存の建物

建て替え用地

２ ｍ

側溝の移設

２ ｍ

建て替え用地

門・塀等の撤去

後退用地の舗装

既存の建物

既存の建物

狭あい

道 路

既存の建物

道路中心線

４ ｍ未満

市 道

（助成金・奨励金）

（助成金）

（助成金）

３
ｍ

狭あい道路

幅員４ｍ以上の道路

  

  

  

  



単位：百万円

①都市の魅力向上
・ 幕張海浜公園の維持管理　【新規】
・ 千葉公園の再整備
・ 稲毛海浜公園のリニューアル
・ オオガハスの魅力発信
・ 特別緑地保全地区の推進
・ ZOZOマリンスタジアムの充実
・ フクダ電子アリーナの充実
・ 街路樹空間の適正化
・ 亥鼻公園のサクラの再生
・ 花見川サイクリングコースの充実
・ 蘇我スポーツ公園の整備
・ 都川水の里公園の整備
・ 身近な公園の整備
②安全安心なまちづくり
・ 身近な公園のリフレッシュ推進
・ 泉自然公園の魅力向上
・ 昭和の森の魅力向上
・ 花島公園の充実

● 幕張海浜公園の管理運営　【新規】

　幕張新都心のまちづくりを推進するため、
公園の一部区域において市が主体となった公
園の維持管理や賑わい創出に取り組みます。

【担当課：緑政課　電話245-5773】

＜事業概要＞

8 8

54 51 3
7 7 0

248 2 151 81 14

40 19 19 2
38 18 9 11

34 3 31
775 772 3

30 30 0
2 1 1

4 3 1
35 12 23

7 7
86 55 28 3

98 38 60
234 234 0

228 72 156

事業費
財源内訳

一般財源
使用料等 市債 その他

公 園 緑 地 部

＜主要事業＞



● 千葉公園の再整備 ● 稲毛海浜公園のリニューアル

● オオガハスの魅力発信　

● 特別緑地保全地区の推進

● ZOZOマリンスタジアムの充実

写真
（今年はフクアリにしますか？）

　スタジアムを計画的に修繕することで、安
全で快適な利用環境の確保及びスポーツレク
リエーションの推進を図ります。

【担当課：公園管理課　電話245-5780】

写真

　市の花「オオガハス」を幅広く魅力発信す
るため、大賀ハスまつりの運営充実やＰＲな
どに取り組みます。

【担当課：緑政課　電話245-5753】

写真

　市街地に残された良好な自然環境を将来に
渡り保全するため、特別緑地保全地区の用地
取得を行います。

【担当課：公園管理課　電話245-5776】

　千葉公園のさらなる魅力向上や周辺地域の
活性化などを図るため、公園の再整備に係る
設計を行います。

　民間活力導入による施設リニューアルや管
理運営により、海辺の魅力向上や賑わい創出
を図ります。

【担当課：緑政課　電話245-5789】 【担当課：緑政課　電話245-5789】

ZOZOマリンスタジアム 

市の花「オオガハス」 

縄文の森特別緑地保全地区 



● フクダ電子アリーナの充実 ● 街路樹空間の適正化

● 亥鼻公園のサクラの再生 ● 花見川サイクリングコースの充実

● 蘇我スポーツ公園の整備

● 都川水の里公園の整備 ● 身近な公園の整備

● 身近な公園のリフレッシュ推進

写真

　公園の安全性・快適性の維持・向上を図る
ため、公園施設長寿命化計画の策定を行いま
す。また、老朽化の進んだ遊具等の施設の更
新や出入口等のバリアフリー化などを行いま
す。

【担当課：公園管理課　電話245-5779】

　市民が「するスポーツ」「観るスポーツ」
を実現するための拠点施設となり、災害時に
は防災拠点として機能する大規模な運動公園
の整備を進めます。

【担当課：公園建設課　電話245-5781】

　都川多目的遊水地を有効活用し、緑と水辺
のふれあい拠点となる総合公園の用地取得を
行います。

　日常的なレクリエーションの場となる市民
に最も身近な公園の整備を行います。

【担当課：公園建設課　電話245-5781】 【担当課：公園建設課　電話245-5784】

【担当課：公園管理課　電話245-5780】 【担当課：公園管理課　電話245-5779】

　亥鼻公園の魅力向上を図るため、サクラの
再生と保全を進めます。

　安全で快適な走行環境づくりを進めるた
め、トイレや舗装の改修を行います。

【担当課：中央・稲毛公園緑地事務所　電話251-5103】 【担当課：公園建設課　電話245-5784】

　スタジアムの大型映像装置等を改修するこ
とで、快適な観戦環境の確保及びスポーツレ
クリエーションの推進を図ります。

 都市の景観形成や大気の浄化、緑陰形成な
ど、街路樹の持つ機能を最大限発揮できるよ
う、モデル路線で再整備を行います。

ZOZOマリンスタジアム 

蘇我スポーツ公園 

身近な公園のリフレッシュ推進 



● 泉自然公園の魅力向上

● 昭和の森の魅力向上 ● 花島公園の充実

単位：百万円

◆ 動物公園事業特別会計

【担当課：動物公園　電話252-7566】

　市民に身近な動物園として、また、都市の活性
化につなげる集客観光施設として、平成２５年度
に策定した動物公園リスタート構想に基づき、
ハード・ソフトの両面から様々な事業を展開しま
す。

・動物公園の展示のリニューアル
・動物公園の改修

写真

1,661 384 700 10 567

＜特別会計＞
総事業費

財源内訳
繰入金

使用料等 市債 その他

　昭和の森の魅力向上のため、樹林地の再生
やトイレ改修を計画的に行い、安全かつ快適
な利用環境を確保します。

　花島公園の老朽化した施設を計画的に修繕
し、安全で快適な公園利用を図ります。

【担当課：緑公園緑地事務所　電話294-2884】 【担当課：花見川公園緑地事務所　電話286-8740】

　泉自然公園の魅力向上による利用者の満足
度を高めるため、既存施設の改修により、安
全性や快適性を確保します。

【担当課：若葉公園緑地事務所　電話228-0080】



ア　一般会計
１　予算要求の基本的考え方

　建設局では、地震や風水害等へ備えた防災・減災対策、地域力を支える社会インフラの効果的な
維持管理と次世代に向けた着実な整備、オリンピック・パラリンピックの開催を視野に加え、より
安全な移動を確保するための施設整備を重点的に進める。これにより、「安全・安心なまち」、
「生産性の向上による経済成長が期待できるまち」を目指す。

２　重点化する事業
①防災対策

「橋梁の耐震化・架け替え（亥鼻橋・柏井橋）」
「無電柱化（千葉大網線）」「河川の改修（支川都川）」
「排水施設・都市下水路の整備（高田排水路東部支線等・東寺山調整池）」
「急傾斜崩壊防止工事の推進」

②維持修繕
「道路施設の維持修繕（長寿命化）」
「舗装改良」

③交通安全
「交通安全施設の充実」
「歩道の改良・整備（中央星久喜町線）」

④道路・街路整備
「主要な放射・環状道路（磯辺茂呂町線、塩田町誉田町線）」
「早期供用開始予定の工事実施路線（幕張本郷松波線（弥生町地区）、南町宮崎町線）」
「企業立地促進関連事業（東寺山町山王町線）」
「直轄事業関連（国道３５７号湾岸千葉地区改良（蘇我地区））」

⑤オリンピック・パラリンピック関連
　　「オリンピック・パラリンピックバリアフリー整備」

イ　特別会計（農業集落排水事業特別会計）
１　予算要求の基本的考え方

農業用用排水の水質の汚濁を防止し、農村地域の健全な水循環に資するため、施設の機能を保
全するとともに、将来にわたり農業集落排水の汚水処理機能を持続するための経済的・効果的な
再編を進める。

２　重点化する事業
①老朽化対策

「施設の改修」
②管理運営

「施設の維持管理」

ウ　事業会計（下水道事業会計）
１　予算要求の基本的考え方

　市民の生命・財産を守り、安全・安心な生活を将来においても確保するため、局地的な大雨に対
する地域の状況に応じた効率的な雨水整備、首都直下地震に対する下水道施設の耐震化及び災害時
における衛生的なトイレ環境の整備、ストックマネジメント計画に基づく老朽化した下水道施設の
効率的な維持管理・改築、海辺の水質を改善するための高度処理施設の整備を行う。

２　重点化する事業
①防災対策　　 

「雨水対策の強化」「下水道施設の耐震化＜マンホールトイレ整備を含む＞」
②管理運営　　 　

「下水道施設の維持管理」「下水道使用料賦課徴収事務」
③老朽化対策  　 

「下水道施設の改築」
④水質改善

「高度処理施設の整備」 

建 設 局 一般会計見積額　32,797百万円
（対前年度予算　＋20.6％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞



単位：百万円

①　防災対策
・ 橋梁の耐震化
・ 無電柱化の推進
② 維持修繕
・ 道路施設の長寿命化
・ 市民生活に密着した道路維持の充実
③ 交通安全
・ 交通安全施設の充実
・ 歩道の改良
・ 踏切道の安全対策
⑤ オリンピック・パラリンピック関連
・ オリンピック・パラリンピックバリアフリー整備 
⑥ その他
・ 狭あい道路の拡幅
・ 特殊車両通行許可の迅速化
・ 私道の整備助成
・ 災害対応設備の充実　【新規】
・ 建設工事の生産性向上　【新規】
・ 道路境界確定情報一元管理　【拡充】

● 橋梁の耐震化

【担当課：土木保全課　電話245-5386】

　震災時における救命活動や物資輸送のため
の交通の確保と二次災害防止のため、橋梁の
耐震補強を行います。

31 31

＜事業概要＞

15 4 11
0.4 0.4

5 5
24 24

15 7 7 1

275 273 2

142 141 1
210 96 110 4

233 190 36 7

1,792 1,115 498 179
3,055 3,035 20

108 48 59 1

その他

518 245 272 1

土 木 部

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債

     【橋梁の耐震化 事例】 

 橋桁が落下しないようにチェーンで連結し

たり、橋脚の補強をするなど、橋りょうの耐

震化を図っています。（浜田陸橋） 



● 無電柱化の推進

【担当課：土木保全課　電話245-5396】

● 道路施設の長寿命化

【担当課：土木保全課　電話245-5386】

● 市民生活に密着した道路維持の充実

【担当課：土木管理課　電話245-5389】
【担当課：土木保全課　電話245-5386】

　安全で快適な歩行空間の確保及び防災機能
の向上を図り災害に強いまちづくりに必要な
道路環境を確保するため、無電柱化を推進し
ます。

　道路施設の安全性を将来にわたり確保する
ため、長寿命化修繕計画に基づき、道路施設
の計画的な補修を図ります。

　市民生活を支える最も重要な社会基盤であ
る『道路』を常に誰もが安全に安心して通行
できるよう舗装・側溝の新設や改良を行い、
交通事故の未然の防止や振動・騒音による沿
道への影響を少なくします。

 【無電柱化の推進 事例】 

 電線類を地中化し、電柱の撤去を進めて 

います。（市道栄町１号線） 

      【道路施設の長寿命化事例】 

 橋りょう等の補修（塗替え塗装等）を

実施しています。（豊砂陸橋） 



● 交通安全施設の充実

【担当課：土木保全課　電話245-5396】

● 歩道の改良

【担当課：土木保全課　電話245-5396】

● 踏切道の安全対策

【担当課：土木保全課　電話245-5396】

　歩行者が安全に安心して通行できるよう
踏切内に歩道を設置し、重大な事故を未然
に防止します。

　道路利用者の安全性、快適性の向上と交通
の円滑化を図るため、薄くなった区画線の引
き直しや、目的地を案内する標識等の設置を
行い、交通事故の未然の防止と利用しやすい
道づくりを進めます。また、通学路の路肩を
緑色で着色し、歩行者と車両の通行区分を明
確にすることで児童の安全確保を図ります。

　誰もが安全に安心して通行できるよう、歩
道の段差解消や視覚障害者誘導用ブロックを
設置し、歩道のバリアフリー化を行い、利用
者にやさしい歩道に改良します。

     【歩道の改良 事例】 

 利用者にやさしい歩道になりま

す。 

     【交通安全施設の充実 事例】 

 路肩をカラー化し、通学路の安全対策を

実施しています。（市道宮野木町１５号線） 

【踏切道の安全対策 事例】 

 歩行者の安全対策として、踏切内の歩道 

設置を進めています。 （大網街道踏切） 



● オリンピック・パラリンピックバリアフリー整備

【担当課：土木保全課　電話245-5396】

● 狭あい道路の拡幅

【担当課：土木管理課　電話245-5387】

４ｍ未満の市道に接する後退用地を寄付いただき、塀の撤去
費の助成や道路の整備を行います。

　2020年東京オリンピック・パラリン
ピックの会場都市として、海浜幕張地区に
おいて、会場周辺やＪＲ海浜幕張駅と会場
を結ぶアクセスルートのバリアフリー化や
エレベータ等の設置を行います。

　安全で良好な住環境の形成を図るため、寄
付される道路後退用地内の塀の撤去費などの
一部を助成するとともに、道路を整備しま
す。

すみ切り用地の設置

樹木の移植

後退用地の舗装

既存の建物

建て替え用地

２ ｍ

側溝の移設

２ ｍ

建て替え用地

門・塀等の撤去

後退用地の舗装

既存の建物

既存の建物

狭あい

道 路

既存の建物

道路中心線

４ ｍ未満

市 道

（助成金・奨励金）

（助成金）

（助成金）

３
ｍ

狭あい道路

幅員４ｍ以上の道路

道路境界線 

     狭あい道路の拡幅のイメージ 



● 特殊車両通行許可の迅速化

【担当課：土木管理課　電話245-5387】

● 私道の整備助成
整備前

【担当課：土木管理課　電話245-5387】

整備後

　私道の舗装や排水施設の整備費の一部を
助成し、生活環境の向上につなげます。

　道路利用者の安全と生活環境の向上を図る
ため、私道の舗装や排水施設の整備費の一部
を助成します。

　特殊車両の通行許可申請書の作成時間を短
縮させるため、道路情報データベースの整備
を進めます。

    通行申請書作成時間を短縮させ、スムーズな特殊車両の通行につなげます。 

     特殊車両のイメージ 

 【私道の整備助成の事例】 



● 災害対応設備の充実　【新規】

【担当課：土木管理課　電話245-5389】

● 建設工事の生産性向上　【新規】

　建設工事の生産性向上を図るため、工事書
類の電子化（電子納品）を推進し、これに対
応した検査を行うための機器を導入します。

【担当課：技術管理課　電話245-5092】

● 道路境界確定情報一元管理　【拡充】

【担当課：路政課　電話245-5374】

　市民サービスの向上を図るため、道路境界
の確定箇所が一目で分かるよう地図情報シス
テムの改修を行うとともに、本庁及び各土木
事務所いずれでも情報提供できるよう、道路
境界確定図面などの電子化に着手します。

　道路の防災対応力の強化を図るため、エ
アー遮断機の設置等、災害時の対応に必要な
設備や機材の充実を図ります。

　ゲリラ豪雨で道路が冠水した時、「エ
アー遮断機」の設置により、職員による通
行止めを待たなくても、即時物理的な通行
止めを対応を可能とし、自動車の水没事故
を未然に防止します。

【検査実施イメージ】

　タブレット端末を用いた工
事書類（電子データ）と現地
の整合確認

     「エアー遮断機」のイメージ 

【道路境界確定箇所の公開イメージ】 



単位：百万円

① 防災対策
・ 花見川に架かる２橋の架け替え整備
③ 交通安全
・ 歩道の整備
・ 交差点の改良
・ 自転車走行環境の整備
④ 道路・街路整備
・ 都市計画道路「磯辺茂呂町線」の整備
・ 都市計画道路「塩田町誉田町線」の整備
・ 都市計画道路「誉田駅前線」の整備
・ 都市計画道路「幕張本郷松波線」の整備
・ 都市計画道路「村田町線」沿道地区の整備
・ 都市計画道路「南町宮崎町線」沿道地区の整備
・ 企業立地を促進するための道路整備
・ 生活道路の整備
⑥ その他
・ 国道直轄事業の促進（負担金）
・ 放置自転車対策の推進

● 花見川に架かる２橋の架け替え整備

● 歩道の整備

＜事業概要＞

　花見川に架かる「柏井橋」・「亥鼻橋」は、幅員が狭くいずれも建設後５０年以上が経過した
橋梁であり、「千葉市橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、計画的に架け替えを行うもので、歩車
道を分離し、自動車や歩行者の安全確保を図ります。

【担当課：道路建設課　電話245-5258】

　通学路や歩行者の
通行が多い道路に歩
道を設置し、歩行者
が安全に安心して通
行できる歩行空間を
創設します。

【担当課：道路建設課　電話245-5383】

510 510 0
73 58 15

248 236 12
688 615 73

539 198 336 5
323 190 124 9

458 225 225 8
274 148 105 21

1,266 663 571 32
1,004 455 517 32

157 137 0 20
177 93 73 11

585 439 133 13

1,245 678 490 77

道　　路　　部

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債 その他

（亥鼻橋の現況 （河口から約6ｋｍ）） 

（歩行者が多く、歩行スペースが不足） 

（柏井橋の施工状況 （河口から約9ｋｍ）） 



● 交差点の改良

● 自転車走行環境の整備

【担当課：自転車政策課　電話245-5607】

● 都市計画道路「磯辺茂呂町線」の整備

● 都市計画道路「塩田町誉田町線」の整備

【担当課：道路建設課　電話245-5383】

　「自転車を活用したまちづくり条例」に基
づき、安全かつ快適な自転車が走行する環境
の整備を推進します。

　市内の放射道路をつなぐ環状道路で、起点で
ある美浜区磯辺の千葉臨海線から国道３５７号
と交差し、(主)穴川天戸線の園生町交差点まで
の整備が完了しています。
　引続き､園生町交差点から京葉道路を跨ぎ、国
道１６号までの整備を進め､都心部への通過交通
を分散させ､周辺交通の円滑化及び中心市街地の
渋滞解消を図ります。

【担当課：街路建設課　電話245-5342】

　国道３５７号から国道１６号を通過し誉田町に至る主
要幹線道路で、国道１６号から千葉東南部団地までが供
用されています。
　現在､未整備区間の国道３５７号から国道１６号･京葉
道路までの約０．８ｋｍ（塩田地区）と、千葉南警察署
先の交差点から誉田駅前線までの約１．４ｋｍ（誉田地
区）の整備を行っています。この整備により、本市の東
南部と臨海部との連絡強化等を図ります。

【担当課：街路建設課　電話245-5342】

　右折車線や左折車線の
設置などによる交差点の
改良を行うことにより、
渋滞を緩和し、交通事故
の減少と歩行者の安全確
保を図ります。

（左折待ち車両が原因で、直進車が反対車線を走行） 

（園生町交差点から美浜区方面の供用区間） 

（右折待ち車両が原因で、渋滞が発生） 

     【自転車走行環境の整備 事例】 

 自転車レーン等の整備を進めています。 

（市道穴川犢橋町線） 

（国道１６号付近供用区間） 



● 都市計画道路「誉田駅前線」の整備

● 都市計画道路「幕張本郷松波線」の整備

● 都市計画道路「村田町線」沿道地区の整備 ● 都市計画道路「南町宮崎町線」沿道地区の整備

● 企業立地を促進するための道路事業

・東寺山町山王町線他１路線の拡幅

　長沼・六方地区の工業地域に位置する当該路線は、幅員が狭く、大型車通行規制がかかってい
るため、道路拡幅することにより通行規制の解除を可能とし、当地域へのアクセス向上を図りま
す。この整備により、当該地区の企業立地が促進されます。

【担当課：道路建設課　電話245-5383】

　村田町線は、国道１６号を起点とし、市原市
都市計画道路八幡椎津線に接続する主要幹線道
路で、当該事業区間の整備により、本市と市原
市及び県南方面を相互に連絡し、周辺都市との
連絡強化を図ります。また、接続する周辺生活
道路を整備することにより、地域住民の交通安
全と生活環境の向上を図ります。

　南町宮崎町線は、JR蘇我駅を起点とし、国道
１６号に至る幹線道路で、当該事業区間の整備
により、加曽利町大森町線を経由し京成大森台
駅に連絡され、地域拠点間の連絡強化及び交通
処理の円滑化を図ります。

　【担当課：街路建設課　電話245-5616】 　　【担当課：街路建設課　電話245-5344】

　JR誉田駅の南口を起点とし、事業中の塩田町
誉田町線（誉田地区）を結ぶ幹線道路で、当該
事業区間の整備により、狭隘な現道を拡幅し利
便性・安全性の向上を図るとともに、南口駅前
広場の整備を行い、交通結節点の機能強化を図
ります。

【担当課：街路建設課　電話245-5616】

　千葉都心部と幕張町地区を結び、国道１４号
と平行に位置する幹線道路で、幕張町地区で設
計検討、弥生町地区で整備を進めています。
　現在、弥生町地区で進めている整備により、
JR稲毛駅から西千葉駅までが連結され、地域拠
点間の連携連絡強化、狭隘な道路の交通混雑の
解消と歩行者の安全を図ります。

【担当課：街路建設課　電話245-5344】

東寺山町山王町線他１路線の拡幅 （幅員が狭く、歩道の分離も不十分） 

（南口駅前広場（現況）） 

（放医研西側交差点から稲毛駅方面の事業区間） 



● 生活道路の整備

● 国道直轄事業の促進（負担金）

● 放置自転車対策の推進

【担当課：自転車政策課　電話245-5607】

　「自転車を活用したまちづくり条例」に基
づき、自転車駐車場利用者の利便性向上と適
正な管理運営を行うため、電磁ロック式ラッ
ク等の整備を推進します。

　市民が日常的に利用している身近な道路を､その地域の実情にあわせ、改良(拡幅､局部的な改
良､待避所等)を行い､安全性や利便性の向上を図り､快適な生活環境づくりに努めます。

【担当課：道路建設課　電話245-5383】

　一般国道の新設・改築事業等に対して､道路法第５０条等に基づき､千葉市が負担金を支出する
ものです。負担する主な事業としては、湾岸千葉地区の交通渋滞の緩和と物流の効率化を目的と
した千葉市中央区塩田町から同区問屋町までの延長５．０ｋｍの現道拡幅事業となります。ま
た、市内の直轄国道の交通事故対策等も実施されます。

【担当課：道路計画課　電話245-5290】

（車両がすれ違い出来ず、出合い頭に停止） （車両がすれ違い出来ず、歩行者の通行が困難） 

・国道３５７号湾岸千葉地区改良（蘇我地区） 

蘇我陸橋部の交通状況 

【標準断面図（蘇我陸橋部）】 
（単位：ｍ） 

都市計画幅員 W=43.0m～50.0m 

     【放置自転車対策の推進 事例】 

電磁ロック式ラック等の整備を進めています。 

（浜野駅第１自転車駐車場） 

浜野駅第１に写真変更 



単位：百万円

① 防災対策
・ 河川の改修
・ 排水施設の整備
・ 都市下水路の整備
・ 急傾斜地崩壊防止工事の推進
⑥ その他
・ 排水路の改修
・ 都市下水路の改修

● 河川の改修 ● 排水施設・都市下水路の整備

（支川都川で溢水している様子） （高田排水路東部支線）
【担当課：都市河川課　電話245-5393】 【担当課：都市河川課　電話245-5437】

● 急傾斜地崩壊防止工事の推進

（施工前） （施工後）
【担当課：都市河川課　電話245-5437】

　崩壊の危険性の高い崖地から市民の生命を守るため、急傾斜地崩壊危険区域の指定を受け、崩
壊防止工事を行います。

　　・長作町等

＜事業概要＞

　流域の雨水流出量の増大に伴う浸水被害や
河川の氾濫を防ぐため、河川改修等を行いま
す。

　・二級河川支川都川実施設計
　・二級河川坂月川樋管統廃合整備等

　老朽化が激しく、隣接する民地の崩壊が危
惧されるなど、危険な状態となっている水路
を緊急的に整備します。

　・高田排水路東部支線整備等
　・東寺山調整池等

268 223 45
142 141 1

103 65 36 2

410 327 81 2
85 19 6 60

235 108 54 73

下水道管理部・建設部

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債 その他



単位：百万円

◆ 農業集落排水事業特別会計

農業用用排水の水質保全と農村生活環境の改善を図り、併せて公共用水域の水質保全に
寄与します。

【担当課：下水道経営課　電話245-5407】

709 65 80 72 492

＜特別会計＞
総事業費

財源内訳
繰入金

使用料等 市債 その他



単位：百万円

◆ 下水道事業会計 ［ ］

【担当課：下水道経営課　電話245-5405】

 

● 浸水被害の軽減と対策の強化

【担当課：雨水対策課　電話245-5420】

● 地震時における下水道機能の確保
＜下水道施設の耐震化（管渠）＞

＜下水道施設の耐震化（処理場・ポンプ場）＞

【担当課：下水道整備課　電話245-5611】

　地震発生時の下水道の処理機能を確保するため、処理場の耐震化を行います。
　　南部浄化センター（放流渠）

　市民の生命・財産を守り、安全・安心な生活を将来においても確保するため、局地的な大雨に対す
る地域の状況に応じた効率的な雨水整備、首都直下地震に対する下水道施設の耐震化及び災害時にお
ける衛生的なトイレ環境の整備、ストックマネジメント計画に基づく老朽化した下水道施設の効率的
な維持管理・改築、海辺の水質を改善するための高度処理施設の整備を行います。

＜事業概要＞

＜雨水管渠の整備＞
　局地的な大雨に対する地域の状況に応じた効率的な雨水管渠の整備を行います。
　【重点地区(65.1mm/h対応)】
  　　千葉駅東口再開発事業関連
　【重点地区以外(53.4mm/h対応)】
　　　南町、轟町、柏井、亀岡町、汐見丘町外

＜雨水浸透施設の整備＞
　雨水の流出抑制や地下水の涵養を図るため、雨水浸透施設の整備を行います。
　　弥生町、稲毛台町、三角町
＜防水板の設置（助成制度）＞
　局地的な大雨等による浸水被害を軽減するため、防水板などの設置工事費用を一部助成
します。

　地震発生時の下水道の流下機能を確保するため、下水道管渠の耐震化を行います。
　　幸町、稲毛海岸、磯辺、幕張、検見川、浜野、稲毛、中央、黒砂外

＜下水道直結式マンホールトイレの設置＞
　避難所となる小学校などについて、災害時に使用可能なマン
ホールトイレの設置を行います。（20箇所）
  　生浜小、弁天小、星久喜中、仁戸名小、こてはし台小、
　　瑞穂小、柏井小、幕張南小、幕張本郷中、小中台南小、
　　あやめ台小、千城台西中、千城台南中、みつわ台北小、
　　若松中、有吉中、小谷小、土気中、海浜打瀬小、幸町第一中

57,477 13,595 13,067 21,594 9,221 下水道経営課他8課

下水道管理部・下水道建設部（企業会計）

＜企業会計＞
総事業費

財源内訳
繰入金

使用料等 企業債 その他

【マンホールトイレ設置事例】 

【防水板設置事例】 【下水道管渠・雨水浸透施設イメージ図】 



● ストックマネジメントの推進
＜下水道施設の改築（管渠等）＞

＜下水道施設の改築（処理場・ポンプ場）＞

【担当課：下水道施設建設課　電話245-5443】

● 下水道未普及地域の解消（汚水管渠の整備）

【担当課：下水道整備課　電話245-5611】

　下水道管渠の破損による道路陥没の発生等を未然に防止するため、老朽化した管渠の改
築やマンホール蓋の更新等を行います。
　　道場南、東本町、亀井、中央港、都賀の台、千城台西、千城台北、千城台東、大宮台
外

【管渠　改築事例】

　処理場及びポンプ場の機械・電気設備の機能停止による重大な水質汚濁事故の発生を未
然に防止するため、老朽化した設備の改築を行います。
　【処理場】
　　 中央浄化センター　用水機械・電気設備、塩素混和地機械・電気設備
　　 南部浄化センター　送風機４号設備
　【ポンプ場】
　　 大椎、村田雨水、都、出洲ポンプ場　機械・電気設備

【処理場・ポンプ場　改築事例】

　下水道の未普及箇所において、衛生的で快適な生活環境を整えるため、汚水管渠の整備
を行います。
  　千城台東、蘇我、生実、椎名崎、鎌取、辺田、誉田、小深、山王、天台、犢橋、
　　土気、六方、稲毛外

(更新前) (更新後) 

（更新前：監視操作卓） 

(更新前） (更新前） (更新後：除塵機改築） 

(更新前） （更新後：発電機改築） 



● 管理・運営
＜施設の維持管理＞

＜包括的民間委託＞

＜下水道使用料徴収事務＞

【担当課：下水道経営課　電話245-5405】

● 海辺の水質保全（下水道高度処理施設の整備）

【担当課：下水道施設建設課　電話245-5443】

　安定的な下水道サービスを市民に提供するため、下水道施設の調査・点検、修繕等を行いま
す。
【調査・修繕】
　・管渠カメラ調査・点検、設備の修繕等

　水質の向上及び維持管理
コストの縮減のため、浄化
センターなどで平成３１年
度から、５年間の第４期包
括的民間委託を引き続き行
います。
【委託】
　・中央浄化センター、
　　南部浄化センター外

【包括的民間委託事例】

　下水道使用料を適正に賦課徴収するため、徴収事務
委託を引き続き行います。
【委託】
　・上下水道料金徴収事務委託
　・徴収一元化に伴う県水道局への委託外

　東京湾で発生する赤潮・青潮の発生要因の一つである窒素・リンを除去するため、処
理場において高度処理施設の整備を行います。
　　中央浄化センター

【赤潮・青潮発生事例】 【高度処理施設事例】

【調査・点検事例】 

千葉市建設局(下水道)

ｲﾒｰｼﾞｷｬﾗｸﾀｰ

「ｶﾜｳｿ一家」

左　:アクア(ﾊﾟﾊﾟ)

右　:クリーン(ﾏﾏ)

中央:かわﾁｬﾝ(女の子)

【修繕事例】 

（中央浄化センター：中央監視（南部浄化センター：点検整備） 



１　予算要求の基本的考え方
住民同士の支え合い、安全・安心のまちづくり、市民全体のまちづくりを推進するため、区の自主性を
発揮した区の独自の施策を展開していく。

２　重点化する事業
①地域活性化支援事業
②くらし安心・自主防災マップ作成事業

単位：百万円

・ 地域活性化支援
・ 中央区ふるさとまつり
・ 魅力再発見まち歩きツアー
・ 地域リーダー研修
・ くらし安心・自主防災マップ作成
・ ご近所防犯

● 地域活性化支援

　区民の主体的な取り組みに対し、活動資金等
の支援を行い、公益活動の推進と自立的、継続
的な活動の発展を目指します。

【担当課：中央区地域振興課　電話221-2105】
徘徊模擬訓練の様子

● 中央区ふるさとまつり

　区民相互の交流・ふれあいによる地域の活性
化と区民意識の醸成を図ることを目的に、「中
央区ふるさとまつり」を開催します。

【担当課：中央区地域振興課　電話221-2105】 「中央区ふるさとまつり」の様子

写真等掲載など

＜事業概要＞

写真等掲載など

0.6 0.6

0.1 0.1
1 1

4 4
0.1 0.1

その他
5 5

中 央 区 一般会計見積額　１２百万円
（対前年度予算　±0.0 ％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債



● 魅力再発見まち歩きツアー　【拡充】 ● 地域リーダー研修

　中央区の史跡や名所を紹介し、地域の魅力を 　町内自治会役員等を対象とした研修会を行
再発見してもらうツアーを実施し、中心市街地 い、地域のまちづくりを担うリーダーを育成し
への来訪者の増加等を目指します。 ます。

【担当課：中央区地域振興課　電話221-2105】 【担当課：中央区地域振興課　電話221-2105】

● くらし安心・自主防災マップ作成 ● ご近所防犯

　大規模災害発生時に、区民が安全かつ迅速に 　地域の防犯意識醸成を目的とし、町内自治会
避難できるよう、自治会等と協力して自主防災 や防犯パトロール隊に対し支援を実施します。
マップを作成します。

【担当課：中央区地域振興課　電話221-2169】 【担当課：中央区地域振興課　電話221-2169】



１　予算要求の基本的考え方
花見川区では、「みんなの力で川と緑と笑顔が輝くまち」を実現するため、
（１）豊かな自然と文化が花ひらくまち
（２）こどもや高齢者の笑顔が花ひらくまち
（３）安全と安心が花ひらくまち
（４）心と心のつながりで花ひらくまち
（５）にぎわいと元気で花ひらくまち
を基本方針とし、各種の施策を総合的に推進します。
２　重点化する事業
①オオガハス文化伝承
②花見川糖尿病０プロジェクト

単位：百万円

・ オオガハス文化伝承
・ 排水栓を使用した初期消火活動の普及啓発
・ 地域活性化支援
・ 区民交流
・ 花見川区民まつり
・ 避難所運営委員会の支援
・ 花見川糖尿病０プロジェクト

● オオガハス文化伝承

　オオガハス発祥の地に相応しいまちづくりを目
指し、地域住民が主体となってオオガハス文化の
伝承と普及活動に取組む団体を支援するほか、
オオガハスに接する機会を増やし、認知度を高め
ます。

【担当課：地域振興課　電話275-6203】
（ハスの花）

● 花見川糖尿病０プロジェクト

【担当課：健康課　電話275-6296】 （親子チャレンジ教室）

＜事業概要＞

　生活習慣病の一つである糖尿病の予防のた
め、テーマ別に作成したリーフレット等によ
る知識の普及や、生活習慣改善のきっかけづ
くりとなる講習会やイベントを実施していく
ことで、区民に向けた効果的な周知啓発を図
ります。

0.2 0.2
2 2

0.4 0.4
4 4

0.1 0.1
3 3

その他
1 1

花 見 川 区 役 所 一般会計見積額　１１百万円
（対前年度予算　±0.0％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債



● 地域活性化支援

　地域団体や市民活動団体などによる地域課題解決や地域活性化のための自主的な取組みを
支援します。
【地域づくり活動支援】 地域づくり活動全般に対する支援
【区テーマ解決支援】 区が設定するテーマに沿った活動に対する支援

【担当課：地域振興課　電話275-6203】

● 区民交流

　区民が気軽に集える憩いの場として開催して
いる「朝市＆花カフェ」を実施するほか、地域
と行政の連携強化を図るため、「区民対話会」
を開催していきます。

【担当課：地域振興課　電話275-6203】
（朝市&花カフェ）

● 花見川区民まつり

　区内の各種団体の代表者等で組織された実行委
員会が、区民相互の交流・ふれあいによる地域の
活性化と区民意識を醸成するため「区民まつり」
を開催します。

【担当課：地域振興課　電話275-6203】

（花見川区民まつり）

● 避難所運営委員会の支援

　避難所運営委員会に対し、専門家による講演を
行うことで、活動内容の向上または充実を図るこ
とを目的とします。

【担当課：地域振興課　電話275-6224】

（講習会のイメージ）

● 排水栓を使用した初期消火活動の普及啓発

　地域の自主防災組織による排水栓を活用した
消火活動を促進するため、区で購入した資機材を
利用し、組織へ使用方法のデモンストレーション
や貸出を行います。

【担当課：地域振興課　電話275-6224】
（消火活動イメージ）



１　予算要求の基本的考え方
　稲毛区から笑顔を！を合言葉に、「思いやりと笑顔があふれ　人・地域・文化が交流する
文教のまち　稲毛区」を将来像に見据えて、
 （1）地域連携や絆づくり
 （2）文教のまちづくり
 （3）安全・安心のまちづくり
を基本方針とし、各種の施策を総合的に推進します。
２　重点化する事業
  ①「単位町内自治会」向けセミナー　
　②パラスポーツ交流を通した地域活性化

単位：百万円

・ 地域活性化支援
・ 区民まつり
・ 地域における防災訓練環境の整備推進
・ ランチタイムコンサート
・ 「単位町内自治会」向けセミナー　【新規】
・ 若者選挙プロジェクト
・ パラスポーツ交流を通した地域活性化
・ 健康づくりウオーキング

● 地域活性化支援

　区基本計画に定める方向性に沿ったまち
づくりを推進するため、地域における多様な
主体による地域活性化の視点に基づく取組み
を支援し、地域課題の解決と地域の活性化
を図ります。

【担当課：地域振興課　電話284-6105】
（中間報告会の様子）

● 区民まつり

　地域団体や、区内大学の学生により構成さ
れる実行委員会が主体になり、区民まつりを
毎年１０月に開催しています。
　総勢500人が参加する「稲毛区民おどり」
などの各種イベントを通じて、区民意識の醸
成に努めています。

【担当課：地域振興課　電話284-6105】
（区民まつり稲毛区民音頭総踊りの様子）

＜事業概要＞

0.4 0.4
0.4 0.4

0.6 0.6
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0.3 0.3
0.4 0.4

3 3
4 4

稲 毛 区 役 所 一般会計見積額　10百万円
（対前年度予算　±0.0 ％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債 その他



● 地域における防災訓練環境の整備推進

　防災力の向上を図るため、訓練用具（ブルー
シート等）を貸し出すなど、区民が訓練に取り
組みやすくなるよう環境を整備します。

【担当課：地域振興課　電話284-6107】
（避難所開設訓練の様子）

● ランチタイムコンサート

　区民の皆さんに芸術・文化を身近に感じて
いただくため、区役所ロビーを活用して月１
回程度ランチタイムコンサートを開催します。

【担当課：地域振興課　電話284-6105】
（ランチタイムコンサートの様子）

● 「単位町内自治会」向けセミナー　【新規】 ● 若者選挙プロジェクト

　新たに町内自治会長となった方を対象に、 　若者の投票率の向上と地域活性化のため、
市の町内自治会支援関連業務を紹介したり、 「文教のまち　稲毛区」の特色を活かして、
町内自治会の役員を対象に、先進事例や市の 各高校等と連携のもと、「選挙を意識できる
地域関連事業、適切な役員引き継ぎ手法等を 環境」・「政治を考える場」を提供します。
紹介し、町内自治会における会長等役員の
円滑な交替や安定した運営を促進します。

【担当課：地域振興課　電話284-6105】 【担当課：地域振興課　電話284-6104】

● パラスポーツ交流を通した地域活性化

　共生社会の形成と地域の活性化を推進する
ため、障害のある方もない方も、そして
子どもから高齢者まで共に楽しみ交流できる
障害者スポーツイベントを実施します。

【担当課：地域振興課　電話284-6105】
（パラスポーツボッチャ体験会の様子）

● 健康づくりウオーキング

　健康づくりスローガン「歩け稲毛あなたの
いっぽ」を推進するために、ウオーキングに
関する健康講座と実際にコースを歩いて楽し
く健康づくりを体験することで、運動習慣へ
のきっかけづくりと健康意識の向上を図りま
す。

【担当課：健康課　電話284-6494】
（健康づくりウオーキングの様子）



１　予算要求の基本的考え方
「豊かな自然環境と地域資源を生かし魅力と活力と誇りのあるまち　若葉区」を目指し、
（１）　区民一人ひとりが担うまちづくり
（２）　ともに支えあい、ともにはぐくむまちづくり
（３）　安心して便利に暮らせるまちづくり
（４）　愛着と誇りを持てるまちづくり
を基本方針とし、各種の施策を総合的に推進します。

単位：百万円

・ 地域活性化支援
・ 区民対話会
・ 地域防犯力の向上
・ 地域防災力の向上
・ 若葉区の魅力発信　【拡充】
・ 区民まつり
・ 花のあふれるまちづくり
・ ラジオ体操で健康づくりとまちづくり　【拡充】

● 地域活性化支援

写真等掲載など

【担当課：地域振興課　電話233-8122】

● 区民対話会

写真等掲載など

【担当課：地域振興課　電話233-8122】

　市政・区政に関する課題や問題点等について、区民
の意見やニーズを把握し施策の企画立案等に生かすと
ともに、区行政への関心を高めてもらうため、区長と
区民の対話会を開催します。

区民対話会の様子

＜事業概要＞

　地域における多様な主体による地域活性化の視点に
基づく自主的な取り組みを支援し、地域課題への対応
を図ります。
１.地域づくり活動支援
　 地域づくり活動全般に対する支援
２.テーマ解決支援
　 区長が定めるテーマに沿った活動に対する支援
３.地域拠点支援
　 地域づくり活動の拠点を整備・確保するための支
援 フォローアップ研修の様子

0.4 0
0.6 1

0.9 1
3 3

0.3 0
0.3 0

4 4
0.0 0

若 葉 区 一般会計見積額　10百万円
（対前年度予算　±0.0％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債 その他



● 地域防犯力の向上

【担当課：地域振興課　電話233-8124】
防犯交流会の様子

● 地域防災力の向上

【担当課：地域振興課　電話233-8124】

実技講習会の様子

● 若葉区の魅力発信　【拡充】

【担当課：地域振興課　電話233-8122】

富田さとにわ耕園でのキャンドルづくりの様子

● 区民まつり

写真等掲載など

【担当課：地域振興課　電話233-8124】

● 花のあふれるまちづくり

写真等掲載など

【担当課：地域振興課　電話233-8122】

● ラジオ体操で健康づくりとまちづくり　【拡充】

【担当課：健康課　電話233-8714 】

ラジオ体操講習会の様子

　ラジオ体操人口（グループ）を増やすため、地域の
ラジオ体操会場を広く周知し、また専門講師による実
技講習会を開催します。

　若葉区内の地域資源（加曽利貝塚等）の魅力を発信
し区の認知度向上を目指すとともに、区民に区の魅力
を再確認してもらうことで、地元に対する誇りや愛着
の醸成を図ります。

　若葉区内各種団体の代表者により組織された実行委
員会が、区の特性を生かしたイベント(産直市、フ
リーマーケット、スポーツ大会、区民手作りの区民音
頭等)を区民一体となり実施します。

若葉区民まつり(ラジオ体操)

　区民の参加・共同意識を高め、地域などの花壇を自
主的に維持管理してもらうとともに、区民に潤いと安
らぎを感じてもらうため、花苗の配布や花づくり教室
を実施します。

     花づくり教室の様子

　区内小中学校の児童・生徒等を対象に防災講演会や
実技講習会などを実施し防災意識を高めます。

＜事業概要＞

　地域の防犯力強化のため、防犯ウォーキングボラン
ティア募集のほか、防犯パトロール隊交流会を実施す
るなど、防犯活動に取り組んでいる団体等を支援しま
す。



１　予算要求の基本的考え方
緑区基本計画の将来像である「豊かな自然と地域の特性を活かし みんなが助けあい 

住み続けたいまち 緑区」を実現するため、
世代を超え、人々が交流し、助けあうまちづくり
緑を活かしたまちづくり
子育てのしやすいまちづくり
暮らしやすく、住み続けたいまちづくり
地域の特性を活かしたまちづくり

を基本方針とし、各種の施策を総合的に展開します。

単位：百万円

・ 緑区健康フェア
・ 地域活性化支援
・ 緑区災害対応合同訓練
・ 緑区ふるさとまつり
・ まちカフェライブ
・ 避難所運営委員会育成

● 緑区健康フェア

（写真等の説明）

● 地域活性化支援

【担当課：地域振興課　電話292-8105】 （写真等の説明）

【みずき・かつら街自治会お助け隊】

【担当課：健康課　電話292-2600】

【平成30年度緑区健康フェア】　

ちばしいきいき体操の様子

　区基本計画に定めるまちづくりを推進する
ため、地域における多様な主体による地域活
性化の自主的な取組を支援し、地域課題等へ
の対応を図ります。
　また、補助対象期間が終了した団体等の活
動が、発展的に継続するための支援として、
フォローアップ研修会を開催します。

写真等掲載など

＜事業概要＞

 「みどりく みなおし」を合言葉に区民の生
活習慣病予防への取組みを応援するため、区
内企業や関係機関、地域の方々と連携し、健
康フェアを開催します。

写真等掲載など

0.5 0.5
0.3 0.3

0.1 0.1
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（４）
（５）

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債 その他

緑 区 役 所 一般会計見積額　9百万円
（対前年度予算　±0.0 ％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞

（１）
（２）
（３）



● 緑区災害対応合同訓練

【担当課：地域振興課　電話292-8107】

● 緑区ふるさとまつり

【担当課：地域振興課　電話292-8105】

● まちカフェライブ

【担当課：地域振興課　電話292-8105】

● 避難所運営委員会育成

【担当課：地域振興課　電話292-8107】

【避難所運営委員会研修会の様子】

【第26回緑区ふるさとまつりの様子】

　芸術文化の交流を通じて、区民相互の交
流・ふれあいによる地域活性化と区民意識の
醸成を図るため、区民で構成する実行委員会
と協働で、お茶を飲みながら生の音楽を楽し
めるミニコンサート（まちカフェライブ）を
開催します。

【まちカフェライブ2018の様子】

　災害時に、迅速に避難所を開設し円滑な運
営を行うため、避難所運営委員会委員を対象
にした研修会を開催します。

　警察署、消防署等の防災関係機関、民間企
業、地域防災組織と区役所が一体となった防
災訓練等を実施します。

【緑区災害対応合同訓練の様子】

　区の特性を活かした魅力あるまちづくりの
ために必要な、区民相互の交流・ふれあいに
よる地域活性化と区民意識の醸成を図るた
め、区内で活動する各種団体の代表者等を構
成員とする実行委員会主催の「ふるさとまつ
り」を開催します。



１　予算要求の基本的考え方

単位：百万円

・ 地域活性化支援
・ 美浜区高校生連携会議
・ 美浜区の魅力創出・発信
・ 美浜区民フェスティバル
・ 美浜野菜フェスタ

● 地域活性化支援

「教育ボランティアサークルＩris」の活動の様子

● 美浜区高校生連携会議

（写真等の説明）

高校生連携会議の様子

【担当課：美浜区地域振興課　電話270-3122】

　区内在学の高校生による連携会議を開催
し、高校生の自由な発想や行動力をまちづく
りに活かすことで、地域の活性化を図りま
す。

写真等掲載など

＜事業概要＞

　美浜区基本計画に定める「みんなで創るに
ぎわいと活力のあふれるまち」を目指し、地
域課題の解決や地域の活性化に向けた多様な
主体の自主的な取り組みを支援します。

写真等掲載など

【担当課：美浜区地域振興課　電話270-3122】

1 1

0.9 0.9
3 3

3
0.2 0.2

市債 その他
3

美 浜 区 役 所 一般会計見積額　１０百万円
（対前年度予算 ±0.0 ％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞

「美しい浜辺と様々な交流のある　みんなで創るにぎわいと活力のあふれるまち」を実現するため、
(1)海辺を活かしたにぎわいのあるまちづくり
(2)魅力ある住み心地のよいまちづくり
(3)誰もがいきいきと安全・安心に暮らせるまちづくり
(4)世代や組織を超えた交流の盛んなまちづくり
を基本方針とし、各施策を展開します。

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等



● 美浜区の魅力創出・発信

（写真等の説明）

【担当課：美浜区地域振興課　電話270-3122】 「秋の七夕大作戦！～『うみはまキャンドル』を

　つくってかざろう～」Ｈ３０．１１．１１

● 美浜区民フェスティバル

（写真等の説明）

美浜区民フェスティバルの様子

● 美浜野菜フェスタ

（写真等の説明）

「簡単野菜レシピ」の実演
【担当課：美浜区健康課　電話270-2221】

【担当課：美浜区地域振興課　電話270-3122】

　一日に必要な野菜摂取量が350gであること
及び野菜摂取による効果を周知するため、季
節の野菜を使った「簡単野菜レシピ」の実演
と「咀嚼（そしゃく）の大切さ」を周知する
美浜野菜フェスタを４回実施します。
　また、季節ごとの「簡単野菜レシピ」の実
演ビデオを作成し、区HPにて配信します。

写真等掲載など

　区民意識を醸成し区民の主体的な活動を促
進するため、各種団体等の代表者で組織され
た実行委員会による手づくりのフェスティバ
ルを１０月の第１日曜日に稲毛海浜公園で開
催します。

写真等掲載など

　区職員と学生により立ち上げたプロジェク
トチームのメンバーを中心として、地域活性
化に関心を持つ地域の団体・学生と共に、区
に愛着を持つきっかけづくりや地域活性化に
向けた取組みを企画立案・実施します。
　また、学生を中心に企画運営へ携わる団体
を増やし、さらなる地域団体間の交流の活性
化を図ります。

写真等掲載など



１　予算要求の基本的考え方

単位：百万円

・
・ 消防団体制の充実強化
・ 非常用発電設備等の整備
・ 消防出張所整備（あすみが丘出張所の新築）
・ 消防車両等整備
・ 自動車整備体制の強化
・ 消防水利の整備
・ 花見川消防署訓練施設の新設
・ 消防学校教育の充実強化

●

【担当課：総務課　電話202-1725】
（競技会場の幕張メッセ）

● 消防団活動体制の充実強化

【担当課：総務課　電話202-1635】

　地域の防災力を担っている消防団の活動拠
点である器具置場１棟の改築及びトイレ・流
し等の増設を行います。
　また、消防団員に対する安全管理装備品や
風水害に備える装備（救命胴衣、救命浮環ほ
か）の充実強化を図ります。

（装備品のイメージ）

（消防団器具置場と車両）

＜事業概要＞

東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会開催
に伴う競技会場等の安全対策の推進

　幕張ﾒｯｾで開催される「東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・
ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会」を成功に導くための競
技会場等の安全対策を図るため、消防警備に
必要な体制を整備する。

10 10
124 118 6
24 19 3 2
51 43 8

1,429 1,270 149 10
281 276 5
395 394 1

63
198 65 133

市債 その他
東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会開催に伴う競技会場等の安全対策の推進 206 143

消 防 局 一般会計見積額　6,876百万円
（対前年度予算　118.9 ％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞

　大規模災害や台風等による局地的な豪雨など、あらゆる事象に迅速かつ的確に対応できる消防体
制を確立するとともに、より質の高い消防行政サービスを提供し、「安全・安心のまち・千葉市」
の実現に向けて、各種災害に適切に対処する施策を総合的に推進します。

総 務 部

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等



● 非常用発電設備等の整備

　消防庁舎の機能を適切に維持するため、非常
用発電設備等を整備し、消防庁舎の機能維持を
図ります。

【担当課：施設課　電話202-1648】

（非常用発電設備のイメージ）

● 消防出張所整備

地域における消防防災力の向上を図るため、
あすみが丘出張所の新築工事を実施します。

【担当課：施設課　電話202-1648】
（消防出張所の新築イメージ）

● 消防車両等整備

【担当課：施設課　電話202-1649】

● 自動車整備体制の強化

【担当課：施設課　電話292-2421】 （整備工場・検査機器）

● 消防水利の整備　

　大規模地震により消火栓が使用できなくなっ
た場合でも、効果的な消火活動が実施できるよ
う、防火水槽の整備（新設）を図ります。

【担当課：施設課　電話202-1648】
（消防水利のイメージ）

　消防車両等が老朽化したことから、消防ポ
ンプ自動車や救急車など２６台の車両更新を
行うとともに、新たに３台の車両を購入する
ことにより消防力の充実強化を図ります。

（消防ポンプ自動車・救急車）

　自動車整備体制の強化及び安全確保を図る
ため、老朽化した各種検査機器等の更新を行
います。



● 花見川消防署訓練施設の新設

【担当課：施設課　電話202-1648】

（花見川消防署訓練施設新設イメージ）

● 消防学校教育の充実強化

　　一般的な住宅を想定した模擬火災訓練家屋
　を整備し、消防職団員の消火活動、救出活動
　等の対応力を高めます。

【担当課：消防学校　電話292-1190】
イメージ（参照：山梨県消防学校）

　複雑多様化する災害から市民の安心・安全
を守るため、訓練施設を新設し各種訓練を実
施することにより、災害対応能力の向上を図
ります。



単位：百万円

・ 可搬型小型動力ﾎﾟﾝﾌﾟにおける消防ﾎｰｽの更新

・ 応急救護所用ｴｱｰﾃﾝﾄの更新
・ 応急手当の普及啓発
・ 救急救命士の養成
・ 消防指令体制の充実（共同指令ｾﾝﾀｰ機器の更新）
・ 消防指令体制の充実（無線機器の更新）
・ Net119緊急通報ｼｽﾃﾑの導入

● 可搬型小型動力ポンプにおける消防ホースの更新

　大規模地震による火災発生時に、自主防災組
織が効果的な消火活動を実施出来るよう、可搬
型小型動力ポンプ用の消防ホースを更新します。

【担当課：警防課　電話202-1653】
（可搬型小型動力ポンプイメージ）

● 応急救護所用エアーテントの更新

　大規模な災害や事故の発生時による多数傷病
者の救護に備えるため、消防署に配置されてい
る応急救護所用のエアーテントを更新します。

【担当課：警防課　電話202-1658】 （写真等の説明）
（エアーテントイメージ）

● 応急手当の普及啓発【拡充】

　市民が救命講習を受講しやすい環境を整備
するために、４５分間の救命講習を導入しま
す。

【担当課：救急課　電話202-1657】
（写真等の説明）

● 救急救命士の養成

　突然倒れた人などを救命するため、高度な処
置を行える救急救命士を養成します。

【担当課：救急課　電話202-1657】
（写真等の説明）

写真等掲載など

写真等掲載など

写真等掲載など

＜事業概要＞

写真等掲載など

4 2 2

1,387 297 1,072 18
14 14

2 2
2 2

12
5 5

市債 その他
12

警 防 部

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等



● 消防指令体制の充実（共同指令ｾﾝﾀｰ機器の更新）

【担当課：指令課　電話202-1673】
（ちば消防共同指令センター）

● 消防指令体制の充実（無線機器の更新）

【担当課：指令課　電話202-1673】 （写真等の説明）
（無線通信のイメージ）

● Net119緊急通報システムの導入

【担当課：指令課　電話202-1673】 （写真等の説明）

（Net119緊急通報システムのイメージ）

　聴覚や言語等の障害により音声による１１
９番通報が困難な市民が、円滑に通報できる
ようにNet119緊急通報システムを導入しま
す。

写真等掲載など

　老朽化により故障が増加している携帯型無
線機の更新を行い、消防活動時の通信体制の
確保を図ります。

写真等掲載など

　平成２５年４月から運用開始している「ち
ば消防共同指令センター」において、老朽化
している一部機器の更新等を行います。

写真等掲載など



単位：百万円

・
・ 感震ﾌﾞﾚｰｶｰ等設置推進事業
・ 火災原因調査体制の充実
・ 査察体制の充実
・ 地域における建物の防火安全性の向上
・ 保安業務体制の充実

●

● 感震ブレーカー等設置推進事業

（感震ブレーカー等設置推進事業）

● 火災原因調査体制の充実

【担当課：予防課　電話202-1663】
（製品機器の分解鑑識）

【担当課：予防課　電話202-1613】

「火災の原因及び損害の調査」・「火災統計
の作成」を行い、その結果を基に類似火災の
発生防止を図る等、各種消防行政に反映させ
るとともに、火災発生のメカニズムやその危
険性等について、市民へ広く予防広報しま
す。
　製品機器等から火災が発生した場合は分解
鑑識を行い、出火原因を究明し製品の安全性
が確保されるよう製造会社に働きかけ、再発
防止を図ります。

【担当課：予防課　電話202‐1613】 （住宅防火対策の普及啓発）

　地震による電気火災対策に有効とされる感
震ブレーカー等の設置・普及及び地震火災被
害の軽減を図ります。

＜事業概要＞

火災予防体制の充実強化

　住宅用火災警報器の設置・維持管理の推
進、防炎品や住宅用消火器等の普及促進を実
施し、住宅火災による死傷者及び損害の軽減
を図ります。
　関係機関と連携し放火火災対策を行いま
す。
　各世代に住宅防火対策の普及啓発を実施
し、地域防火対策を推進する人材を育成しま
す。

6 6

4 4
1 1

6 6
2 2

火災予防体制の充実強化 4 4

予 防 部

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債 その他



● 立入検査体制の充実

【担当課：予防課　電話202-1663】

● 地域における建物の防火安全性の向上

●

【担当課：指導課　電話202-1667】
（高圧ガス施設の一部）

（地域における建物の防火安全性の向上）

保安業務体制の充実強化

 平成３０年４月１日から指導課内に
保安係を新設し、火薬類取締法及び高
圧ガス保安法に係る業務を開始しまし
た。
 今後も円滑に業務が行えるよう、事
業所管理システムなどの環境整備を図
ります。

　防火対象物における防火・防災管理体制の
充実強化を図ります。
　火災の危険性が高い防火対象物に対する査
察を強化するとともに、事業所における消防
法令違反の是正指導を推進し、防火安全対策
の普及啓発を図ります。

（立入検査）

 市民の方が安全に建物を利用していただけ
るよう、繁華街の建物の防火安全性の向上を
目指し、新たに協働事業提案制度の中で、地
域ぐるみの取組みによる消防法令違反の解消
を促進するモデル事業を行います。

（協働事業提案制度とは、市民団体や企業な
どが持つ多様な知識や経験を活かした事業提
案を頂き、市と協働で実施することで、事業
の改善や市民サービスの向上につなげる制
度）

【担当課：予防課　電話202－1776】

行政機関 
（消防局） 

地域 
（中央地区商店街 



１　予算要求の基本的考え方

２　重点化する事業

単位：百万円

①
・
②
・
③
・
④
・

● ●

●

　若葉区下田町の配水管を増径改良し、水圧
不足を解消します。

　災害時等に迅速・安定的な応急給水活動を
行うため、新たに給水車を１台購入します。

御殿町配水管整備

　若葉区御殿町の配水管整備及び舗装復旧を
行います。

給水車※写真は現在保有している車両

＜事業概要＞
【担当課：水道事業事務所　電話291-5461】

下田町配水管増径改良 給水車の購入　【拡充】

水道施設の整備
御殿町配水管整備 67 31 35 1

水道施設の更新
平川浄水場電気・機械設備更新 55 55 0

固定資産の購入
給水車の購入 14 14 0

配水管の増径改良
下田町配水管増径改良 43 43 0

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債 その他

水 道 局 水道事業会計見積額　3,816百万円
（対前年度予算　△29.9 ％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞

・若葉区下田町の水圧不足を解消するため配水管の増径改良を実施します。
・災害時等に必要な給水車を購入します。
・水道事業中期経営計画に基づき、水道施設の更新を行います。
・新たな水需要に対応するため水道施設の整備を行います。

①配水管の増径改良
②固定資産の購入
③水道施設の更新
④水道施設の整備



●

　平川浄水場の中央分電盤、充電池盤等の更
新を行います。

中央分電盤 充電池盤、充電器盤、インバータ盤

平川浄水場電気・機械設備更新



１　予算要求の基本的考え方
市立病院では、以下２点を使命として平成３１年度予算を計上していきます。
　１　市民が必要とする安全・安心な医療を一人でも多くの市民に提供する。
　２　健全な病院経営を確立し、市立病院を持続発展させる。

　平成３１年度予算では、患者受入数の増や施設老朽化対策などを目的とした修繕・改修経費を
はじめ、安全・安心な医療の提供や健全な病院経営を確立するための経費を、必要性・必要量を
精査した上で計上することとしました。

単位：百万円

・ 市立病院の運営
・ 経営改善支援
・ 病院事業のあり方検討支援

● 市立病院の運営
　地域の中核的な病院として良質な医療を継続して提供していくために、より効率的な病院運営を
行い、医療の質を上げて医業収益を拡大し、収支の改善を図ります。

（青葉病院） （海浜病院）

● 経営改善支援
　市立病院の課題を正確に把握し、第４期千葉市立病院改革プラン（平成３０～３２年度）の
実行をより確実なものとするため、債務負担行為により経営改善支援委託事業を実施し、病院
経営の改善を図ります。
　平成３１年度は、引き続き費用の削減や収益の向上などに向けた取り組みを行います。

● 病院事業のあり方検討支援
　今後の市立病院のあり方を検討するため、調査・検討等を行います。

＜事業概要＞

22 0 0 22

26,200 1,133 17,762 7,305
37 0 0 37

病 院 局 企業会計見積額　26,259百万円
（対前年度予算　+2.1 ％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債 その他



１　予算要求の基本的考え方

単位：百万円

・ 出納関係
・ 物品関係

● 出納関係事業 ● 物品管理事業

【担当課：会計室　電話245-5454】 【担当課：会計室　電話245-5455】

＜事業概要＞

　コンビニ及びマルチペイメントネットワー
ク等、多様な公金納付を推進し、市民サービ
スの向上を図ります。

　庁内で使用する共通物品を一括購入し、経
費の削減と調達事務の効率化を推進します。

83 83

その他
79 79

会 計 室 一般会計見積額　159百万円
（対前年度予算　 △5.9％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞

　市の会計事務を統括する会計管理者の補助組織として、適正かつ効率的で安定した会計事務の執行
に努めます。
　そのため、多様な公金の収納方法による市民サービスの向上を図るとともに、庁内で使用する共通
物品の一括購入による経費削減等を図るなど会計事務の効率化を推進します。

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債



１　予算要求の基本的考え方
　子ども達のよさや可能性を大切にする「人間尊重の教育」を基調に、
　（１）未来を担う人材を育成する 　
　（２）生涯を通じた学びを支える
　の２つを目標とし、「豊かな心が育ち、新たな価値が生まれるまちづくり」が一層広がるよう、
　学校教育の更なる充実、市民の学びが生きる地域づくりを進める各種施策を展開するとともに、
　新たな課題等に適切に対応します。
２　重点化する事業
・学校教育の振興
　①学校生活・学習支援　②学校の環境整備
・生涯学習の推進
　③生涯学習の推進

単位：百万円

① 学校生活・学習支援
・ 教育活動推進
② 学校の環境整備
・ 学校施設の環境整備
・ 学校適正配置に伴う施設改修
・ 校舎等解体
・ 校舎増築
・ 各種改修
・ エレベーター設置

● 教育活動推進

各学校の実情に応じて児童生徒の教育に
必要な物品を整備します。

【担当課：総務課　電話245-5905】

● 学校適正配置に伴う施設改修

　統合校として使用する学校施設について、
校舎等の大規模改修を行います。

大規模改造
　実施設計1校、工事1校
グラウンド改修
　工事1校

【担当課：学校施設課　電話245-5918】
　　　（グランド改修後の様子）

＜事業概要＞

1,196 1,045 40 111
498 433 57 8

306 293 13
152 111 41

9,441 7,144 1,870 427
716 543 143 30

1,178 15 1,163

その他

教 育 委 員 会 一般会計見積額　29,922百万円
（対前年度予算　+61.6 ％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞

教 育 総 務 部

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債



● 学校施設の環境整備

　安心安全な教育環境を確保するとともに、
建物の長寿命化を図るため、老朽化した学校
の大規模改造やエアコン整備等を実施します。

大規模改造
　工事13校 （改 修 前）

外壁改修
　実施設計4校、工事4校

トイレ改修
　実施設計12校、工事14校

エアコン整備（普通教室等）
　工事62校、リース42校

【担当課：学校施設課　電話245-5921】 （改 修 後）

● 校舎等解体 ● 校舎増築

　学校統廃合により廃校となった学校の跡施 　児童・生徒の増加に伴う教室不足に対応する
設利用等のために、校舎等を解体します。 ため、校舎設置及び教室改修を行います。

　実施設計1校　工事1校 　校舎棟（賃貸借） 3校
　教室内部改修 6校
　既存校舎増築 1校

【担当課：学校施設課　電話245-5918】
【担当課：学校施設課　電話245-5918】

● 各種改修 ● エレベーター設置

　施設整備の老朽化等による諸機能の低下や 　階段昇降に困難を伴う児童生徒の学校生活
危険性を排除し、本来有している機能の回復 の向上や、児童生徒・保護者・学校関係者の
を図るとともに、良好な学習環境を確保する 負担軽減のため、校舎にエレベーターを設置
ため、各種改修を行います。 します。
消火設備改修　　
　　実施設計3校、工事1校 　実施設計 5校
受変電設備改修 　設置工事 7校
　　工事1校
屋上防水改修
　　工事2校 【担当課：学校施設課　電話245-5918】
ほか

【担当課：学校施設課　電話245-5917】



単位：百万円

①学校生活・学習支援
・ 不登校児童生徒の学習支援とフリースクールとの連携　【新規】

・ 学校地域連携協働　【拡充】
・
・ 帰国・外国人児童生徒教育の推進　【拡充】
・ スクールカウンセラー活用　【拡充】
・ スクールソーシャルワーカー活用　【拡充】
・ ＳＮＳを活用した教育相談
・ 小学校水泳の学習における民間スイミングスクールの活用　【新規】

・ いのちを守る教育推進　【拡充】
・ 給食費改定
・ プログラミング教育用教材整備

● 不登校児童生徒の学習支援とフリースクール ● 学校地域連携協働　【拡充】
との連携　【新規】

【担当課：学事課　電話245-5928】 【担当課：学事課　電話245-5928】

● スクールメディカルサポート　【拡充】 ● 帰国・外国人児童生徒教育の推進【拡充】

　小学校に在籍する医療的ケアを必要とする 　帰国・外国人児童生徒の日本語習得を支援
児童に対し、看護師を派遣します。 するため、外国人児童生徒指導協力員の配置

４人→６人 を拡充するとともに、日本語指導通級教室を
増設します。

【担当課：養護教育センター　電話277-0101】
【担当課：教育指導課　電話245-5936】

● スクールカウンセラー活用　【拡充】 ● スクールソーシャルワーカー活用【拡充】

　全ての市立小学校にスクールカウンセラー 　教育分野に関する知識に加え、社会福祉等
を配置することにより，教育相談体制を充実 の専門的な知識を用いて、児童生徒の置かれ
させ、低年齢化・複雑化・長期化する諸問題 た様々な環境に働きかけて支援を行うスクー
に適切に対応します。 ルソーシャルワーカーを増員し、教育相談体
　小学校巡回配置　72校 制の充実を図ります。
　　→小学校全校配置　111校 　６人→８人

【担当課：教育支援課　電話245-5935】 【担当課：教育支援課　電話245-5935】

＜事業概要＞

　地域ぐるみで子どもたちを育てるため
に、学校が地域にボランティアとしての協
力・支援を求めます。
　２６校→３６校

　フリースクールに通う不登校児童生徒の学
習支援に、民間教育機関のIT学習を活用し、
その効果を検証します。

306 285 21
34 34

7 7
0.3 0.3

17 5 12
9 9 0

51 51
193 64 129

スクールメディカルサポート　【拡充】 20 5 15

3 3
3 0.9 2.1

学 校 教 育 部

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債 その他



● ＳＮＳを活用した教育相談 ● 小学校水泳の学習における民間スイミング
スクールの活用　【新規】

　いじめや不登校をはじめとする様々な悩み
を持つ市立中学校・高等学校の生徒の相談し 　民間のスイミングスクールでインストラク
たいという思いに応えるため、ＳＮＳを活用し ターとともに水泳の授業を実施することで、
た教育相談を行います。 児童の泳力の向上、教員の負担軽減及び学校

プール施設の維持管理費用削減等の効果を検
【担当課：教育支援課　電話245-5935】 証します。

【担当課：保健体育課　電話245-5944】

● 給食費改定

　食材価格が上昇していることなどから、安
全・安心で魅力ある学校給食を維持していく
ために小学校、中学校及び高等特別支援学校
の給食費を改定（値上げ）します。

【担当課：保健体育課　電話245-5942】

（ＳＮＳを活用した教育相談スマートフォン画面）

● いのちを守る教育推進　【拡充】 ● プログラミング教育用教材整備

　小中学校で実施する救急救命講習の実施校 　2020年４月から全面実施となる小学校学習
をさらに増やすと共に、内容を充実させるた 指導要領において、プログラミング教育が必
め必要となるＡＥＤトレーナーを購入します。 修化されることに伴い、教材の整備を行います。

２０台　→　２３台
【担当課：教育センター　電話285-0900】

【担当課：保健体育課　電話245-5943】

（救急救命講習の様子）

単位：百万円

◆ 学校給食事業特別会計

　成長期にある児童・生徒に、安全・安心でおいしくバランスのとれた栄養豊かな
学校給食を提供します。

【担当課：保健体育課　電話245-5942】

8,752 4,291 4,461

＜特別会計＞
総事業費

財源内訳
繰入金

使用料等 市債 その他



単位：百万円

③生涯学習の推進
・ 放課後子ども教室・子どもルーム一体型運営　【拡充】
・ 加曽利貝塚特別史跡推進
・ 新たな図書館計画の策定

● 放課後子ども教室・子どもルーム一体型運営　【拡充】

希望する全ての子どもたちに、安全・安心な居場所
と多様な体験機会を提供する一体型モデル事業を、より
多くの学校で実施します。　　1校　→　6校

【担当課：生涯学習振興課　電話245-5957】
　　　　（一体型モデル事業の活動の様子）

● 加曽利貝塚特別史跡推進

　博物館の移転を見据えた整備や利便性の向
上に向けた短期的整備を行うとともに、加曽
利貝塚の解明に向けた発掘調査を実施します。

【担当課：文化財課　電話245-5960】

（集客イベントの様子）

● 新たな図書館計画の策定

特長のある図書館づくり、持続的に発展す
る図書館づくりを総合的に進めるため、新た
な図書館計画を策定します。

【担当課：中央図書館　電話287-4081】
　　　　（みずほハスの花図書館入口の様子）

＜事業概要＞

150 26 124
5 5

197 40 54 103

生 涯 学 習 部

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債 その他



１　予算要求の基本的考え方

　

単位：百万円

・ 統一地方選挙
・ 参議院議員選挙

● 統一地方選挙

● 参議院議員選挙

任期満了による参議院議員選挙を管理・執行
します。
・任期満了日：平成３１年７月２８日
・選挙運動期間：１６日間

【担当課：選挙管理委員会事務局　電話245-5866】

【担当課：選挙管理委員会事務局　電話245-5866】

＜事業概要＞

任期満了による千葉市議会議員選挙・千葉県
議会議員選挙を管理・執行します。
・任期満了日
　千葉市議会議員：平成３１年４月３０日
　千葉県議会議員：平成３１年４月２９日
※臨時特例法の成立により、期日を統一して
　選挙が行われます。
・選挙運動期間：９日間

165
270 270 0

市債 その他
275 110

選挙管理委員会事務局 一般会計見積額　532百万円
（対前年度予算　358.6 ％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞

○　任期満了による統一地方選挙（千葉市議会議員選挙・千葉県議会議員選挙）及び、参議院議員選
　挙が行われる予定ですので、万全の体制で管理執行に臨みます。

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等



農業委員、農地利用最適化推進委員の活動を支援し、
（１）農地制度の適正な運用
（２）農地等の利用の最適化の推進
（３）農業者への情報提供

を基本方針として、農業委員会活動を展開します。

単位：百万円

・ 農業委員会運営
・ 遊休農地調査・指導
・ 農業委員会だより発行
・ 農地違反転用防止
・ 農地基本台帳整備　【拡充】

● 農業委員会運営
　農地の売買や貸借、農地転用について審査するほか、農地利用の最適化の推進に関わる施策の
　決定を行います。

● 遊休農地調査・指導
　農地の利用状況を把握し、担い手への利用集積など農地の利用促進を図るとともに、農地中間
　管理機構等を活用し、遊休農地の解消に努めます。

● 農業委員会だより発行
農家に対し、農業施策や農地制度等の普及・啓発を図るため、農業委員会だよりを発行しま
す。

● 農地違反転用防止
農地パトロールにより、違反転用の早期発見、早期対応に努めます。

● 農地基本台帳整備　【拡充】
農地台帳と農地地図の情報の一元化を図り、インターネットによる公表を行うフェーズ２シス
テムへの移行に向けて、農地基本台帳システムの整備を行います。

【農業委員会事務局　電話245-5766】

【農業委員会事務局　電話245-5766】

　【農業委員会事務局　電話245-5766】

【農業委員会事務局　電話245-5766】

【農業委員会事務局　電話245-5766】

10 0.2 10

＜事業概要＞

0.7 0.7
5 5

2 2
0.3 0.3 0

農業委員会事務局 一般会計見積額　42百万円
（対前年度予算　＋27.3％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債 その他



１　予算要求の基本的考え方

単位：百万円

・ 監査事務

＜事業概要＞

●監査事務

　市には、４名の監査委員がおり、市の事務事業が適正かつ効率的に実施されているか
等について、監査等を実施しています。監査委員事務局は、監査委員の指示により資料
収集や必要な調査を実施するなど、監査委員が行う監査等を補助しています。

＜監査委員が行う監査等（主なもの）＞
（１）定期監査（事務事業監査、工事監査）
（平成２９年度からは、２８年度までの「財務監査」と「行政監査」を合わせて、「事
務事業監査」として実施しています。）
（２）財政援助団体等監査
（３）現金出納検査
（４）一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査
（５）公営企業会計決算審査（病院・下水道・水道事業会計）
（６）健全化判断比率等審査
（７）住民監査請求に基づく監査

【担当課:行政監査課　電話245-5495】

16
市債 その他

16

監査委員事務局 一般会計見積額　16百万円
（対前年度予算　+100.0 ％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞

　地方分権改革に伴い、自主性・自立性を高めた市政運営が今まで以上に求められており、行政経費
を負担する市民の行政に対する関心も高まっていることから、一層の透明性の向上や説明責任の充足
を図ることが重要となっています。
　このような状況の中で、監査委員は、地方自治法により設置された独立の執行機関として、住民の
負託を受けて、適正で効率的な行財政運営を確保するために、公正不偏の立場から監査を行います。
　監査等の充実強化を図るため、３１年度は、外部の会計の専門的知識を活用するための費用を予算
要望しています。

監査委員事務局

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等



１　予算要求の基本的考え方

単位：百万円

・ 優秀な人材の確保

● 優秀な人材の確保

　優秀な人材の確保を図るため、職員採用
試験を実施するとともに、職員募集のＰＲ
活動に努めます。

【担当課：人事委員会事務局任用班 電話245-5870】

（職員採用説明会）

写真等掲載など

＜事業概要＞

その他
12 12

人事委員会事務局 一般会計見積額　21百万円
（対前年度予算　△8.7 ％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞

  大都市における人事行政の中立的かつ専門的機関として、市政の担い手となる優秀な人材を確保す
るとともに、職員給与等の適正化を図るため、民間給与実態調査等を実施し、給与の報告及び勧告を
行います。

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債



１　予算要求の基本的考え方
・より一層の議会改革に取り組み、二元代表制の一翼を担う機関として、議会の役割が十分に発揮
できるよう努めます。
・議会の活動状況に関する情報を広く市民に提供し、議会への関心と理解を高めるために、親しま
れ、わかりやすい議会広報の充実に努めます。

単位：百万円

・ ちば市議会だより発行
・ 議会中継

● ちば市議会だより発行

【担当課：調査課　電話245-5472】
（ちば市議会だより）

● 議会中継

【担当課：調査課　電話245-5472】 （市議会ホームページ議会中継のページ）

　議会の傍聴に訪れることのできない市民に
向け、本会議及び予算・決算審査特別委員会
の模様をインターネットで生中継・録画放映
を行います。パソコンだけでなく、スマート
フォンやタブレット型携帯端末向けにも配信
します。

写真等掲載など

＜事業概要＞

　本会議での主な質疑・質問とその答弁、各
委員会の審議内容や議決結果など、議会の活
動状況に関する情報を広く市民に提供するた
め、議員が広報委員として編集する「ちば市
議会だより」を、各定例会後に発行します。 写真等掲載など

14 14
3 3

議 会 事 務 局 一般会計見積額　1,048百万円
（対前年度予算　-0.4％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債 その他



主要事業の見積額等一覧

局 部 課 事業名 会計種別 H31見積額 H30予算額

総務局 市長公室 国際交流課
姉妹・友好都市提携記念
等

一般会計 13 0

危機管理 危機管理課
帰宅困難者用備蓄品の整
備　【拡充】

一般会計 1 2

地震・風水害ハザード
マップの作成　【新規】

一般会計 4 0

防災対策課
総合防災情報システムの
構築　【新規】

一般会計 15 0

防災備蓄品の整備　【拡
充】

一般会計 56 84

マンホールトイレの整備
【拡充】

一般会計 31 31

自主防災組織の結成促進
と活動支援　【拡充】

一般会計 17 17

避難所運営委員会の活動
支援

一般会計 9 3

防災行政無線の整備 一般会計 171 80

危険ブロック塀等改善補
助

一般会計 34 7

総務部 人材育成課 職員研修 一般会計 56 56

情報経営部 業務改革推進課
オープンデータの推進・
ビッグデータの活用

一般会計 0.8 0.8

情報システム課
庁内ネットワークシステ
ムの更新

一般会計 269 0.1

政策企画課
次期基本計画の策定
【新規】

一般会計 22 -

政策調整課
地域ポイント制度（「ち
ばシティポイント」）実
証実験　【拡充】

一般会計 42 25

都市アイデンティティの
確立

一般会計 20 26

市制１００周年に向けた
取組み　【新規】

一般会計 12 -

幕張新都心のまちづくり
に関する将来ビジョン検
討調査　【新規】

一般会計 20 -

幕張新都心冬季賑わい向
上　【新規】

一般会計 10 -

国家戦略特区推進
課

国家戦略特区の推進
【拡充】

一般会計 17 9

（単位：百万円）

総合政策
局

総合政策部

都市アイデンティ
ティ推進課

幕張新都心課



局 部 課 事業名 会計種別 H31見積額 H30予算額

シェアリングエコノミー
の推進　【拡充】

一般会計 11 0

シェアサイクルの本格実
施に向けた検討調査委託
【新規】

一般会計 3 -

国際大会支援　【新規】 一般会計 55 -

パラスポーツの推進
【拡充】

一般会計 42 43

東京２０２０大会開催に
向けた機運の醸成　【拡
充】

一般会計 81 28

東京２０２０大会開催に
向けたボランティア体制
の構築　【拡充】

一般会計 37 26

新庁舎整備工事 一般会計 143 0

新庁舎整備総合管理支援
業務

一般会計 54 0

納税管理課
地方税共通納税システム
の導入　【新規】

一般会計 5 42

債権管理課
統一滞納管理システムの
構築　【新規】

一般会計 0 0

市民局
地域運営委員会の設置の
促進　【拡充】

一般会計 15 12

町内自治会の育成と連絡
調整　【拡充】

一般会計 178 174

中央区役所移転整備 一般会計 129 130

住居表示整備 一般会計 35 0

青色防犯パトロール実施
団体へのドライブレコー
ダー配付　【拡充】

一般会計 4 3

防犯カメラ設置管理
【拡充】

一般会計 11 5

広報広聴課
地域課題解決ソリュー
ション管理運営

一般会計 9 15

チバリアフリーアートプ
ロジェクト【拡充】

一般会計 7 5

メディア芸術振興事業
【拡充】

一般会計 7 5

新たな文化プログラムの
実施【新規】

一般会計 14 0

大規模音楽イベント出場
支援

一般会計 1 1

美術館拡張整備 一般会計 1,364 50

生活文化ス
ポーツ部

文化振興課

オリンピック・パ
ラリンピック振興
課

財政局 資産経営部 新庁舎整備課

税務部

市民自治推
進部

市民自治推進課

区政推進課

地域安全課

総合政策
局

総合政策部 国家戦略特区推進
課

オリンピッ
ク・パラリ
ンピック推
進部

オリンピック・パ
ラリンピック調整
課



局 部 課 事業名 会計種別 H31見積額 H30予算額

スポーツ振興課
（仮称）千葉公園体育館
の整備

一般会計 107 44

男女共同参画推進 一般会計 7 4

パートナーシップ宣誓制
度の創設　【新規】

一般会計 0.8 0

ＬＧＢＴ専門相談の開設
【新規】

一般会計 2 0

消費生活センター 消費者行政推進 一般会計 24 27

生活困窮家庭等の子どもへ
の学習・生活支援　【拡
充】

一般会計 31 11

生活困窮者自立支援の促
進　【拡充】

一般会計 195 162

あんしんケアセンターの
充実　【拡充】

介護保険事業
特別会計

715 705

認知症初期集中支援チー
ムの増設　【拡充】

介護保険事業
特別会計

35 28

在宅医療・介護に関する
実態調査

介護保険事業
特別会計

8 0

１００年を生きる健やか
未来都市の実現

一般会計 8 3

受動喫煙対策の推進 一般会計 131 6

風しん対策　【拡充】 一般会計 174 7

健康づくり（ウォーキン
グの促進）　【新規】

一般会計 7 0

禁煙の支援　【拡充】 一般会計 3 3

母子健康包括支援セン
ター運営　【拡充】

一般会計 47 23

不妊対策　【拡充】 一般会計 198 167

健康保険課
糖尿病性腎症重症化予防
【新規】

国民健康保険
事業特別会計

8 0

生活衛生課
斎園整備室

平和公園拡張建設 一般会計 79 18

高齢福祉課
障害者自立支援課

高齢者・障害者の移動支
援　【新規】

一般会計 4 0

高齢福祉課
ペット飼育継続が困難な高
齢者への支援　【新規】

一般会計 0.1 0

高齢福祉課
障害者自立支援課

家具転倒防止対策
【拡充】

一般会計 1 0.1

介護保険管理課
介護人材の確保・定着
【新規】

一般会計 7 10

介護保険事業課
特別養護老人ホーム整備
費助成

一般会計 594 762

健康企画課

健康支援課

高齢障害部

市民局 生活文化ス
ポーツ部

男女共同参画課

保健福祉
局

局課 保護課

地域包括ケア推進
課

健康部



局 部 課 事業名 会計種別 H31見積額 H30予算額

地域密着型サービス事業
所整備費等助成

一般会計 58 70

養護・軽費老人ホームの
大規模修繕助成

一般会計 10 10

盲ろう者実態調査
【新規】

一般会計 3 0

障害者等用駐車区画の適正
利用促進　【拡充】

一般会計 2 0.9

療育センター運営
【拡充】

一般会計 20 0

障害者グループホーム整
備費等助成　【拡充】

一般会計 45 45

地域生活支援拠点の整備
【拡充】

一般会計 12 5

精神保健福祉相談
【拡充】

一般会計 27 24

ひきこもりサポート
【新規】

一般会計 0.3 0

子どもルーム整備・運営
【拡充】

一般会計 3,221 3,063

放課後児童健全育成事業
補助　【拡充】

一般会計 112 27

子どもの貧困対策総合
コーディネート　【拡
充】

一般会計 14 7

学校外教育バウチャー
【新規】

一般会計 9 0

子ども・子育て支援新制
度給付対象施設の整備
【拡充】

一般会計 1,079 1,000

幼児教育の推進体制構築 一般会計 1 3

私立幼稚園における2歳
児預かり　【拡充】

一般会計 56 0

公立保育所への保育業務
支援システム導入　【新
規】

一般会計 14 0

男性保育士の活躍推進
【拡充】

一般会計 33 7

公立保育所の建替え 一般会計 28 608

幼児教育・保育の無償化
【新規】

一般会計 1,819 0

多様な保育サービスの提
供　【拡充】

一般会計 447 428

保育士等の確保　【拡
充】

一般会計 1,270 886

保育の質の確保　【拡
充】

一般会計 75 39

こども未
来局

こども未来
部

健全育成課

こども家庭支援課

幼保支援課

幼保支援課
幼保運営課

幼保運営課

保健福祉
局

高齢障害部 介護保険事業課

障害者自立支援課

障害福祉サービス
課

精神保健福祉課



局 部 課 事業名 会計種別 H31見積額 H30予算額

児童相談所 里親制度の推進 一般会計 26 20

児童相談所の体制強化 一般会計 33 3

再生可能エネルギー等設
備設置費助成

一般会計 65 68

中小事業者向け省エネ設
備導入促進

一般会計 3 3

「COOL CHOICE」の取組
み促進によるCO2排出削
減推進

一般会計 10 10

谷津田の保全と活用の推
進　【拡充】

一般会計 5 4

生物多様性の理解促進 一般会計 3 0.7

航空機騒音問題への対応 一般会計 11 4

降下ばいじんデータ解析
及び審議・検討　【拡
充】

一般会計 7 4

大気・水質監視テレメー
タシステムの再整備

一般会計 2 2

上水道配水管布設及び浄
水器設置費助成

一般会計 39 4

生ごみの発生抑制の推進 一般会計 7 6

３Ｒ教育・学習の推進 一般会計 6 4

剪定枝等の再資源化の推
進

一般会計 354 359

合併処理浄化槽設置費助
成　【拡充】

一般会計 6 5

新清掃工場（北谷津用
地）の整備

一般会計 177 137

塵芥汚水処理場の建替 一般会計 83 28

産業廃棄物指導課
事業用生ごみ処理機設置
費助成　【拡充】

一般会計 10 4

経済農政
局

経済企画課
夜間の経済・文化活動の
振興（ナイトタイムエコ
ノミー）【拡充】

一般会計 24 20

人材採用力向上支援
【拡充】

一般会計 4 9

産業人材育成　【拡充】 一般会計 4 2

産業支援課
コーディネーター増員
【拡充】

一般会計 59 51

経済部

雇用推進課

こども未
来局

こども未来
部

環境局 環境保全部 環境保全課

環境規制課

資源循環部 廃棄物対策課

収集業務課

廃棄物施設整備課



局 部 課 事業名 会計種別 H31見積額 H30予算額

産業支援課
サブコーディネーターの
確保　【新規】

一般会計 4 0

企業立地課 企業立地促進 一般会計 1,320 1,098

企業立地促進融資 一般会計 6,401 4,102

産業用地整備支援 一般会計 21 1,000

農業法人立地促進事業
【新規】

一般会計 103 0

ＭＩＣＥの推進（国際会
議、大規模コンベンショ
ン開催補助）

一般会計 10 7

ＭＩＣＥの推進（レセプ
ション・アフターコンベ
ンションツアー開催支
援）

一般会計 3 3

ＭＩＣＥの推進（新制度
によるMICEの誘致）
【拡充】

一般会計 5 0

観光プロモーショ
ン課

グリーンツーリズムの推
進【拡充】

一般会計 30 19

参入企業等各種支援
【新規】

一般会計 43 0

地産地消の推進 一般会計 4 2

小規模販売農家支援
【新規】

一般会計 6 0

農業経営体の育成 一般会計 12 13

有害鳥獣対策の推進
【拡充】

一般会計 36 6

農地活用推進課
農地銀行補助制度
【新規】

一般会計 15 0

都市局
都市のスポンジ化対策検
討調査　【新規】

一般 11 0

住宅団地の活性化に向け
た検討調査　【新規】

一般 12 0

千葉港整備事業負担金 一般会計 155 0

千葉中央港地区まちづく
り推進

一般会計 46 24

海辺の活性化 一般会計 2 7

都市部 都市基本図の更新 一般会計 60 0

都市計画の見直し 一般会計 5 5

局課 都市総務課

海辺活性化推進課

都市計画課

経済農政
局

経済部

観光MICE企画課

農政部 農政課

農業生産振興課



局 部 課 事業名 会計種別 H31見積額 H30予算額

バス活性化システムの整
備

一般会計 6 6

バスICカードシステムの
整備

一般会計 27 0

地域参画型コミュニティ
バス導入の推進

一般会計 11 0

鉄道駅バリアフリー化の
推進

一般会計 33 56

総合交通政策の策定に向
けた検討

一般会計 19 0

新たなバリアフリー基本
構想の策定

一般会計 21 0

モノレール施設の設備更
新

一般会計 817 392

モノレール駅トイレの改
良

一般会計 25 18

モノレール転落防止柵
の設置【新規】

一般会計 50 0

中央公園・通町公園の連
結強化

一般会計 164 44

エリアリノベーション
【新規】

一般会計 10 0

中央公園・通町公園の連
結強化

公共用地取得
事業特別特会

1,138 616

千葉駅西口地区第二種市
街地再開発事業（Ｂ工
区）

市街地再開発
事業特別会計

1,512 1,307

ＪＲ蘇我駅東口駅前地区
のまちづくり

一般会計 18 11

千葉駅東口地区第一種市
街地再開発

一般会計 715 294

土地区画整理事業未施行
地区における整備手法の
検討

一般会計 5 4

市街地液状化対策の推進 一般会計 472 2,504

寒川土地区画整理
事務所

寒川第一地区土地区画整
理事業

一般会計 327 304

東幕張土地区画整
理事務所

東幕張地区土地区画整理
事業

一般会計 1,559 1,195

検見川稲毛土地区
画整理事務所

検見川・稲毛土地区画整
理事業

都市計画土地
区画整理事業
特別会計

658 666

建築部 建築管理課 市有建築物の保全 一般会計 3125 1716

住宅政策課
耐震診断・改修助成
【拡充】

一般会計 66 48

地域再生支援 一般会計 0.5 0.5

都市局 都市部 交通政策課

都心整備課

市街地整備課



局 部 課 事業名 会計種別 H31見積額 H30予算額

建築部 住宅政策課 空家等対策　【新規】 一般会計 39 0.4

結婚新生活支援 一般会計 9 9

住宅整備課 市営住宅の整備 一般会計 891 2166

宅地課
大規模盛土造成地の滑動
崩落対策の推進

一般会計 14 5

建築指導課
緊急輸送道路沿道建築物
耐震助成　【拡充】

一般会計 24 21

建築指導課 狭あい道路拡幅整備 一般会計 2 1

幕張海浜公園の維持管理
【新規】

一般会計 228 －

千葉公園の再整備 一般会計 98 18

稲毛海浜公園のリニュー
アル

一般会計 234 1,880

オオガハスの魅力発信 一般会計 7 8

特別緑地保全地区の推進 一般会計 86 86

ZOZOマリンスタジアムの
充実

一般会計 4 3

フクダ電子アリーナの充
実

一般会計 35 -

街路樹空間の適正化 一般会計 30 -

身近な公園のリフレッ
シュ推進

一般会計 248 172

中央・稲毛公園緑
地事務所

亥鼻公園のサクラの再生 一般会計 2 2

花見川公園緑事務
所

花島公園の充実 一般会計 8 46

若葉公園緑地事務
所

泉自然公園の魅力向上 一般会計 54 58

緑公園緑地事務所 昭和の森の魅力向上 一般会計 7 4

花見川サイクリングコー
スの充実

一般会計 34 11

蘇我スポーツ公園の整備 一般会計 775 775

都川水の里公園の整備 一般会計 38 11

身近な公園の整備 一般会計 40 39

都市局

公園緑地部 緑政課

公園管理課

公園建設課



局 部 課 事業名 会計種別 H31見積額 H30予算額

橋梁の耐震化 一般会計 518 553

無電柱化の推進 一般会計 108 72

道路施設の長寿命化 一般会計 1,792 1,185

市民生活に密着した道路
維持の充実

一般会計 3,055 2,246

交通安全施設の充実 一般会計 233 189

歩道の改良 一般会計 142 113

踏切道の安全対策 一般会計 210 223

オリンピック・パラリン
ピックバリアフリー整備

一般会計 275 608

狭あい道路の拡幅 一般会計 15 15

特殊車両通行許可の迅速
化

一般会計 5 5

私道の整備助成 一般会計 24 10

災害対応設備の充実
【新規】

一般会計 15 0

技術管理課
建設工事の生産性向上
【新規】

一般会計 0.4 0

路政課
道路境界確定情報一元管
理　【拡充】

一般会計 31 3

道路計画課
国道直轄事業の促進（負
担金）

一般会計 510 720

歩道の整備 一般会計 1,245 1,612

交差点の改良 一般会計 157 192

生活道路の整備 一般会計 688 456

花見川に架かる２橋の架
け替え整備

一般会計 585 493

企業立地を促進するため
の道路整備

一般会計 248 816

都市計画道路「磯辺茂呂
町線」の整備

一般会計 1,266 249

都市計画道路「幕張本郷
松波線」の整備

一般会計 274 219

都市計画道路「塩田町誉
田町線」の整備

一般会計 1,004 448

土木管理課

道路部

道路建設課外１

道路建設課

街路建設課

建設局 土木部 土木管理課
土木保全課



局 部 課 事業名 会計種別 H31見積額 H30予算額

建設局 道路部 街路建設課
都市計画道路「誉田駅前
線」の整備

一般会計 458 185

都市計画道路「南町宮崎
町線」沿道地区の整備

一般会計 323 208

都市計画道路「村田町
線」沿道地区の整備

一般会計 539 4

自転車走行環境の整備 一般会計 177 90

放置自転車対策の推進 一般会計 73 52

農業集落排水施設の改修
農業集落排水
事業特別会計

183 28

農業集落排水施設の再編
計画

農業集落排水
事業特別会計

10 7

下水道経営課他４
課

管理・運営
下水道事業会
計

8,715 8,331

排水路の改修 一般会計 268 89

都市下水路の改修 一般会計 142 28

下水道管理部
下水道建設部

下水道整備課他２
課

ストックマネジメントの
推進

下水道事業会
計

2,967 3,285

下水道計画課

下水道における資源・エ
ネルギー循環の形成（下
水道再生可能エネルギー
導入）

下水道事業会
計

43 9

雨水対策課他１課
浸水被害の軽減と対策の
強化

下水道事業会
計

2,131 2,245

雨水対策課他２課
下水道未普及地域の解消
（汚水管渠の整備）

下水道事業会
計

605 526

下水道整備課他１
課

地震時における下水道機
能の確保

下水道事業会
計

2,306 2,232

下水道施設建設課
海辺の水質保全（下水道
高度処理施設の整備）

下水道事業会
計

2,882 1,942

河川の改修 一般会計 235 180

排水施設の整備 一般会計 410 117

都市下水路の整備 一般会計 85 33

急傾斜地崩壊防止工事の
推進

一般会計 103 69

地域活性化支援 一般会計 5 5

中央区ふるさとまつり 一般会計 4 4

中央区役所 地域振興課

自転車政策課

下水道管理
部

下水道経営課

下水道維持課

下水道建設
部

都市河川課



局 部 課 事業名 会計種別 H31見積額 H30予算額

魅力再発見まち歩き
ツアー　【拡充】

一般会計 0.1 0.1

地域リーダー研修 一般会計 0.1 0.1

くらし安心・自主防災
マップ作成

一般会計 1 1

ご近所防犯 一般会計 0.6 1

オオガハス文化伝承 一般会計 1 1

排水栓を使用した初期消
火活動の普及啓発

一般会計 0.1 0.1

地域活性化支援 一般会計 3 3

区民交流 一般会計 0.4 0.3

花見川区民まつり 一般会計 4 4

避難所運営委員会の支援 一般会計 0.2 0.1

健康課
花見川糖尿病０プロジェ
クト

一般会計 2 2

地域活性化支援 一般会計 3 3

区民まつり 一般会計 4 4

地域における防災訓練環
境の整備推進

一般会計 0.3 0.3

ランチタイムコンサート 一般会計 0.4 0.3

「単位町内自治会」向け
セミナー　【新規】

一般会計 0.6 0

若者選挙プロジェクト 一般会計 0.1 0.1

パラスポーツ交流を通し
た地域活性化

一般会計 0.4 0.3

健康課 健康づくりウオーキング 一般会計 0.4 0.3

地域振興課 地域活性化支援 一般会計 4 4

区民対話会 一般会計 0.0 0.1

地域防犯力の向上 一般会計 0.3 0.5

地域防災力の向上 一般会計 0.3 0.1

稲毛区役所 地域振興課

若葉区役所

中央区役所 地域振興課

花見川区役所 地域振興課



局 部 課 事業名 会計種別 H31見積額 H30予算額

地域振興課
若葉区の魅力発信　【拡
充】

一般会計 0.9 0.8

区民まつり 一般会計 3 3

花のあふれるまちづくり 一般会計 0.4 0.4

健康課
ラジオ体操で健康づくり
とまちづくり　【拡充】

一般会計 0.6 0.4

地域活性化支援 一般会計 3 3

避難所運営委員会育成 一般会計 0.3 0.3

緑区災害対応合同訓練 一般会計 0.1 0.1

緑区ふるさとまつり 一般会計 4 4

まちカフェライブ 一般会計 0.5 0.4

健康課 緑区健康フェア 一般会計 0.8 0.8

地域活性化支援 一般会計 3 3

美浜区高校生連携会議 一般会計 0.2 0.2

美浜区の魅力創出・発信 一般会計 0.9 1

美浜区民フェスティバル 一般会計 3 3

健康課 美浜野菜フェスタ 一般会計 1 1

東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝ
ﾋﾟｯｸ競技大会開催に伴う
競技会場等の安全対策の
推進

一般会計 206 0

消防団体制の充実強化 一般会計 198 180

非常用発電設備等の整備 一般会計 395 10

消防出張所整備（あすみ
が丘出張所の新築）

一般会計 281 150

消防車両等整備 一般会計 1,429 397

自動車整備体制の強化 一般会計 51 3

消防水利の整備 一般会計 24 11

花見川消防署訓練施設の
新設

一般会計 124 14

緑区役所 地域振興課

緑区役所

美浜区役所 地域振興課

消防局 総務部 総務課

施設課

若葉区役所



局 部 課 事業名 会計種別 H31見積額 H30予算額

消防局 総務部 消防学校 消防学校教育の充実強化 一般会計 10 0

可搬型小型動力ﾎﾟﾝﾌﾟに
おける消防ﾎｰｽの更新

一般会計 12 2

応急救護所用ｴｱｰﾃﾝﾄの更
新

一般会計 5 5

応急手当の普及啓発 一般会計 2 2

救急救命士の養成 一般会計 2 2

消防指令体制の充実（共
同指令ｾﾝﾀｰ機器の更新）

一般会計 1,387 190

消防指令体制の充実（無
線機器の更新）

一般会計 14 10

Net119緊急通報ｼｽﾃﾑの導
入

一般会計 4 0

火災予防体制の充実強化 一般会計 4 2

感震ﾌﾞﾚｰｶｰ等設置推進事
業

一般会計 6 5

火災原因調査体制の充実 一般会計 2 2

査察体制の充実 一般会計 4 4

地域における建物の防火
安全性の向上

一般会計 1 1

指導課 保安業務体制の充実 一般会計 6 2

下田町配水管増径改良 水道事業会計 43 17

給水車の購入　【拡充】 水道事業会計 14 0

平川浄水場電気・機械設
備更新

水道事業会計 55 145

御殿町配水管整備 水道事業会計 67 16

市立病院の運営 病院事業会計 26,200 25,641

経営改善支援 病院事業会計 37 41

病院事業のあり方検討 病院事業会計 22 30

出納関係 一般会計 79 88

物品管理 一般会計 83 81

会計室

予防課

水道局 水道事業事務所

病院局

経営企画課

警防部 警防課

救急課

指令課

予防部 予防課



局 部 課 事業名 会計種別 H31見積額 H30予算額

総務課 教育活動推進 一般会計 1,178 1,122

学校施設の環境整備 一般会計 9,441 1,369

学校適正配置に伴う施設
改修

一般会計 716 104

校舎等解体 一般会計 306 12

校舎増築 一般会計 152 62

各種改修 一般会計 1,196 659

エレベーター設置 一般会計 498 37

不登校児童生徒の学習支
援とフリースクールとの
連携　【新規】

一般会計 3 0

学校地域連携協働　【拡
充】

一般会計 3 1.8

養護教育センター
スクールメディカルサ
ポート　【拡充】

一般会計 20 14

教育指導課
帰国・外国人児童生徒教
育の推進　【拡充】

一般会計 51 38

スクールカウンセラー活
用　【拡充】

一般会計 193 111

スクールソーシャルワー
カー活用　【拡充】

一般会計 17 13

ＳＮＳを活用した教育相
談

一般会計 9 7

小学校水泳の学習におけ
る民間スイミングスクー
ルの活用　【新規】

一般会計 7 0

いのちを守る教育推進
【拡充】

一般会計 0.3 0

給食費改定 一般会計他 306 0

教育センター
プログラミング教育用教
材整備

一般会計 34 0

生涯学習振興課
放課後子ども教室・子ど
もルーム一体型運営
【拡充】

一般会計 197 52

文化財課 加曽利貝塚特別史跡推進 一般会計 150 134

中央図書館 新たな図書館計画の策定 一般会計 5 1

統一地方選挙 一般会計 275 92

参議院議員選挙 一般会計 270 0

教育支援課

保健体育課

生涯学習部

選挙管理委員会事務局

教育委員
会

教育総務部

学校施設課

学校教育部 学事課



局 部 課 事業名 会計種別 H31見積額 H30予算額

農業委員会運営 一般会計 2 2

遊休農地調査・指導 一般会計 0.3 0.3

農業委員会だより発行 一般会計 0.7 0.4

農地違反転用防止 一般会計 5 5

農地基本台帳整備
【拡充】

一般会計 10 4

行政監査課 監査事務 一般会計 16 8

優秀な人材の確保 一般会計 12 15

ちば市議会だより発行 一般会計 14 18

議会中継 一般会計 3 3

農業委員会事務局

監査委員事務局

人事委員会事務局

議会事務局 調査課


