
復活要望事業一覧

（単位：千円）

No. 局名 部名 課名 事業名 事業内容 会計種別 H31見積額 H31内示額
H31復活
要望額

復活理由 H31示達額 示達内容

1 総務局 市長公室 国際交流課
外国人総合相談窓口
の拡充

外国人市民との多文化共生を推進するため、国際交流
プラザの相談業務を拡充します。
・多文化共生コンシェルジュの配置
・労働関係専門相談の実施

一般会計 - - 5,770
平成３１年４月1日から新たな在留資格が創設されるのに伴
い、増加が見込まれる外国人市民に対応するため、国際交流プ
ラザの相談業務の拡充に係る所要の経費を要望します。

4,553 B

2 総合政策局
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

障害者のスポーツ参
加の促進

障害者がスポーツに参加するための事業を次のとおり
実施します。
・障害者とその家族を対象としたスポーツ体験会
・市民大会に向けたパラスポーツ講習会
・障害者と健常者のパラスポーツ交流会
・パラスポーツフェスタ

一般会計 6,836 保留 75,053

東京２０２０パラリンピックにおける4競技の会場都市とし
て、パラスポーツの普及・啓発を一層促進し、共生社会の実現
を目指すため、パラスポーツ窓口の設置やスポーツジム継続支
援など、障害者のスポーツ活動への参加促進に係る費用を要望
します。

24,000 B

3 総合政策局
オリンピック・
パラリンピック
推進部

オリンピック・パ
ラリンピック振興
課

東京オリンピック・
パラリンピック開催
に向けた取組み

千葉市行動計画に基づき、東京2020オリンピック・パ
ラリンピック競技大会に向けて、大会機運の醸成や大
会・競技への理解促進を図るべくイベントやＰＲを実
施します。

一般会計 81,621 保留 96,614

市民が主体的に東京2020大会とつながる行動を促す取組を推進
するため、各局の事業の積極的な活用や、市民活動の支援など
の所要の経費を要望します。

74,900 B

4 市民局 市民自治推進部 市民自治推進課
集会所建設等事業補
助金

　町内自治会活動の拠点となる集会所の建設などに対
し、事業費の一部を助成します。
　また、補助対象に地域運営委員会を追加するなど、
支援の拡充をします。

一般会計 40,390 保留 40,390
補助対象に地域運営委員会を追加するなど、支援の拡充を要望
します。

40,390 B

5 保健福祉局 局課 保護課
生活困窮者自立促進
支援

生活困窮者に対する包括的な支援を行うための窓口で
ある生活自立・仕事相談センターの相談支援員を増員
し、支援を強化します。

一般会計 19,712 保留 19,712
生活困窮者からの相談件数等が大幅に増加し、現状の相談支援
員数では、対応が困難になっていることから、人員体制を拡充
し、十分な人員を配置するための所要の経費を要望します。

19,712 A

6 保健福祉局 局課 保護課
生活保護業務の効率
化

生活保護業務の分業化（非常勤職員の配置、病状調査
業務の分業化）により、ケースワーカーの負担を軽減
することで、生活保護業務の適正化に繋げ、保護費を
削減する。

一般会計 28,339 保留 28,339
事業導入の効果として、訪問率の向上が見られ、就労支援を強
化する必要のある世帯に対し、重点的に訪問調査活動を実施す
ることが可能となるため、所要の経費を要望します。

12,183 B

7 こども未来局 こども未来部 幼保運営課 一時預かりの拡充
一時預かり事業実施施設を拡充します。
（民間３園、公立１か所）

一般会計 24,996 保留 24,996 一時預かりの需要に対応するため、所要の予算を要望します。 24,996 A

8 環境局 資源循環部 収集業務課 公衆トイレの改修
老朽化が進んでいる海浜幕張駅前公衆トイレを改修し
ます。

一般会計 96,800 保留 94,050

高齢者や障害者の方などが利用しやすく、かつ東京2020オリン
ピック・パラリンピック競技大会会場になっている幕張メッセ
の玄関口にふさわしい明るいトイレにするため、所要の経費を
要望します。

70,000 A

9 経済農政局 経済部 産業支援課
プレミアム付き商品
券事業

平成31年10月に予定される消費税率引き上げの影響緩
和のため、低所得者・子育て世帯向けのプレミアム付
き商品券を発行します。

一般会計 - 保留 1,940,000

平成30年12月21日に閣議決定された国の平成30年度二次補正予
算案及び平成31年度予算案により、プレミアム付き商品券事業
の実施が本格化されたことを受けて、所要の経費を要望しま
す。

1,940,000 A

10 経済農政局 経済部 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）

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。

一般会計 23,512 保留 20,552
夜間における経済活動や文化活動の振興を図るため、一部経費
や制度等の見直しを行った上で、支援制度の創設及び審議会等
の所要の経費を要望します。

15,552 B

市長の復活査定が行われ、その結果を各所管局に通知（示達）しました。

査定区分 示達内容

A 要望どおり、事業を実施します。

B 要望の一部を精査し、事業を実施します。

C 事業の再精査が必要なため、実施を先送りします。



（単位：千円）

No. 局名 部名 課名 事業名 事業内容 会計種別 H31見積額 H31内示額
H31復活
要望額

復活理由 H31示達額 示達内容

11 経済農政局 経済部
観光ＭＩＣＥ企画
課

ＭＩＣＥの推進 大規模イベント開催に合わせた賑わいを創出する。 一般会計 98,500 保留 98,500
大規模イベント開催に合わせた賑わいを創出し、市のＰＲなど
を行うため、復活を要望します。

98,500 A

12 経済農政局 農政部 農政課
農業生産力強化支援
事業

市内農業産出額の増大と農業者の所得向上のため、農
業参入を希望する企業を含めた意欲ある担い手に、高
収益な生産体制を確立させるため、必要な施設・機械
設備等の整備に助成します。

一般会計 36,600 保留 36,600

意欲ある担い手に対し、高収益な生産体制を確立するために必
要な設備等への補助は、既存の２補助事業（産地パワーアップ
事業、農業生産団地育成事業）があるが、既存支援策では対象
外となっている企業等が活用できるメニューを用意すること
で、これまで以上に幅広く、意欲ある担い手の支援、および新
規参入を図ることができるため、所要の経費を要望します。

36,600 A

13 都市局 都市部 交通政策課
幕張新都心拡大地区
新駅の整備

幕張新都心の都市機能の強化や交通機能の分散化を図
るため、幕張新都心拡大地区新駅の整備を促進しま
す。

一般会計 - 保留
23

債務負担行為
（2,118,400）

新駅整備に係る整備費用が東日本旅客鉄道（株）より提示され
たため、費用負担割合に基づき所要の経費を要望します。

23
債務負担行為
（2,118,400）

A

14 教育委員会 教育総務部 学校施設課 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。

一般会計 9,440,924 7,700,000 356,346
大規模改造工事対象校の振替及び外壁改修・トイレ改修の国費
を有効活用するため、所要の経費を要望します。

355,940 A

15 教育委員会 学校教育部 教育支援課
スクールカウンセ
ラー活用

いじめや不登校などに対応するスクールカウンセラー
を全小学校に配置します。

一般会計 100,677
382

一部保留
77,589

国では平成31年度までに全公立小中学校にスクールカウンセ
ラーを配置することを目指しています。本市でも低年齢化、長
期化する子どもたちの抱える諸問題に対応するスクールカウン
セラーの体制を充実させるため、全ての小学校への配置を要望
します。

74,753 B

16 教育委員会 生涯学習部 生涯学習振興課
幸町公民館昇降設備
設置工事実施設計

幸町公民館にエレベーターを設置するため、その設置
工事の実施設計を行います。

一般会計 3,527 0 3,527

幸町公民館は、市内公民館47館のうち、貸出諸室が2階にしか
ない唯一の公民館であり、足の不自由な方、車いす利用者の施
設利用を可能とするため、エレベーターの設置にかかる実施設
計に要する経費を要望します。

3,000 A


