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２ 目標事業量の見直し 

 

（１）見直しの経緯 

①第１次実施計画の策定 

 「千葉市基本構想」（平成１１年１２月議決）で定める基本目標などの実現を目指し、市政運営の

中長期的な指針となる「千葉市新基本計画」（計画期間：平成２４～３３年度［１０年間］）を市議

会の議決を経て、平成２３年６月に策定した。 

 １次実施計画は、新基本計画に基づく最初の実施計画として策定されたものである。（計画期間：平

成２４～２６年度[３年間]） 

②第１次実施計画との連携 

 新たに策定された上位計画である「第１次実施計画」との整合を図るため、本計画において、目

標事業量の見直しを行う。 

 

（２）見直し状況の概要 

 次の２０事業の目標事業量の見直しを行う。 
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プラン

No 
事業名 所管課 現状（計画策定時） 

目標事業量 

変更前 変更後 

16 地域子育て支援拠点事業 保育支援課 

地域子育て支援センター７か

所、子育てリラックス館 10 か

所 

地域子育て支援センター（セン

タ‐型）と、子育てリラックス

館（ひろば型）を合わせて 24

か所に増やします。 

地域子育て支援センター7 か

所、子育てリラックス館 12 か

所 

30 特別教室開放推進事業 生涯学習振興課 
花見川区（瑞穂小）と緑区（扇

田小）で実施 
継続して実施 市内 5区で実施 

45 保育所(園)地域活動事業 保育運営課 

一部の小規模保育所を除く全

ての保育所（園）で実施（93

か所） 

一部の小規模保育所を除く全

ての保育所（園）で実施（102

か所） 

全ての保育所（園）で実施 

（H26年度：129か所） 

52 男女共同参画事業者登録制度 男女共同参画課 Ｈ22年度からの新規事業 
制度の周知及び登録事業者を

拡大 
75団体 

63 認可保育所の整備等 保育支援課 
入所児童数 10,906人 

※21年 4月 1日現在 
入所児童数 12,805人 

入所児童数 12,742人 

※26年 4月 1日現在 

64 休日保育事業 保育運営課 
民間保育園 3か所で実施（中央

区、緑区、美浜区） 
民間保育園 6か所で実施（全区） 6施設まで拡充 

65 一時預かり事業 保育運営課 市内 19保育所（園）で実施 市内 37保育所（園）で実施 34施設まで拡充 

66 特定保育事業 保育運営課 市内 19保育所（園）で実施 市内 26保育所（園）で実施 24施設まで拡充 

67 延長保育事業 保育運営課 市内 97保育所（園）で実施 市内 122保育所（園）で実施 127施設まで拡充 
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プラン

No 
事業名 所管課 現状（計画策定時） 

目標事業量 

変更前 変更後 

70 子どもルーム整備事業 健全育成課 
117か所（107小学校区） 

（H22.4.1現在） 

全小学校区に設置 

（H24.4.1現在 117小学校区） 

新規開設 3か所 

（計 110小学校区） 

増設   3か所  

移転   12か所  

72.2 グループ型小規模保育事業 保育運営課 2か所 7か所 6施設まで拡充 

74 保育ルーム助成事業 保育運営課 市内 59か所 

現行制度を継続して実施する

とともに、３歳未満児の受入れ

促進のための新たな制度を検

討、実施（新たな制度に基づく

施設 11か所）  

84施設まで拡充 

74.2 
先取りプロジェクト認定保育施

設事業 
保育運営課 2か所 27か所 84施設まで拡充 

152 特別支援学校教育振興事業 指導課 

高等部の生徒が就労に向けて

の現場実習を全員が 1 回行っ

た。円滑な受け入れが行われた 

継続して実施 
平成 25 年 4 月高等特別支援学

校の開校 

167.3 わかる授業推進事業 指導課 実施 継続して実施 
意識調査に加え、学力状況調査

を実施 
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プラン

No 
事業名 所管課 現状（計画策定時） 

目標事業量 

変更前 変更後 

207 交通安全施設整備 維持管理課 

（H18～H21の実績見込) 

道路案内標識  20基 

段差解消  764箇所 

道路照明灯  163基 

視 覚 障 害 者 誘 導 用 ﾌ ﾞ ﾛ ｯ ｸ  

11.7ｋｍ 

継続して実施 

段差解消 764か所 

（計 15,172か所） 

視覚障害者誘導用ブロック

35.99㎞（計 75.09㎞） 

208 
鉄道・モノレール駅舎のエレベー

ター等整備 
交通政策課 

段差解消駅 

・ＪＲ 17／18駅 

・京成 6／13駅 

・千葉モノ 14／18駅 

段差解消駅 

・ＪＲ 18／18駅 

・京成 国の制度改正等に合わせ

て継続して実施 

・千葉モノ 18／18駅 

京成電鉄の駅のバリアフリ

ー化１駅 

(利用客 3～5千人/日) 

※ＪＲ、千葉モノは 23年度

までに全て完了 

209 自転車駐車場事業 自転車対策課 整備箇所  123ヵ所 継続して実施 143ヵ所 

296 救命講習会の推進 救急課 

459回開催 

受講者数 8,443 人（H21 年度実

績） 

救命講習会 

毎年、400 回開催し 10,000 人の受

講者を目標とする 

救命講習会受講者数を毎年

8,000人とする 

298 
防犯対策事業（防犯街灯補助金交

付事業） 
市民サービス課 

町内自治会等が設置する防犯

街灯について、設置費や管理費

等の補助を行い、街灯の設置を

推進 

継続して実施 

・継続して実施 

・ＬＥＤ灯設置への助成 840 

灯 

 


