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　　所管局別の主要事業とともに、見直しを行った事業を記載しています。

　　事業名に附してある表記は、それぞれ以下の事業に該当することを表します。

　【新規】

　　　市民生活に影響のある新規施策または一部新規事業を含む事業

　【拡充】

　　　対象や数量など、内容を拡充した事業

　【２月補正対応】

　　　国の補正予算に対応するため、事業費の全部又は一部を２月補正予算で計上している事業

※記載内容について



＜総務局＞

千円

１　防災・減災対策 九都県市合同防災訓練 219,000

本市を中央会場として、第43回九都県市合同防災訓練を実施 〔219,000〕

　日時　令和4年9月1日（木）

　場所　千葉市蘇我スポーツ公園フクダ電子グラウンド　ほか

避難所運営動画作成　【新規】 2,500

避難所の感染症対策を含む開設・運営の手順を分かりやすく 〔0〕

解説する動画を制作

地域避難施設の運用体制整備　【拡充】 1,000

避難所への集中を緩和するため、災害時に町内自治会集会所等 〔0〕

に設置する地域避難施設の備蓄品として携帯トイレを新たに整備

既配備の備蓄品　食料・飲料（各1日分）

→新たに配備する備蓄品　携帯用トイレ

　 　　　　　　 （配備数： 1施設あたり100個程度（5個/日×20人））

デジタルサイネージによる災害情報の配信　【拡充】 4,308

災害時に避難所となる公民館において、緊急情報を配信するほか、 〔4,308〕

平常時には市政情報の配信を行うデジタルサイネージの設置箇所

を拡充

設置箇所　公民館　R3:12か所　→　R4:47か所（35台拡充）

防災ラジオの更新 　【拡充】 25,000

防災行政無線のデジタル化に伴い、町内自治会等へ配付した 〔0〕

防災ラジオが緊急情報を受信できなくなるため、コミュニティＦＭ

経由で緊急情報を受信し、自動起動するラジオを導入

配付箇所　町内自治会、自主防災組織、幼稚園

　　　　　　　民間保育施設

自主防災組織の活動支援　【拡充】 1,000

訓練メニューの拡充を図るため、新たに貸出資器材を整備 〔1,000〕

スタンドパイプ　5基

煙体験ハウス　 1セット

マンホールトイレ整備　【拡充】 29,000

　 避難所となる小・中学校等にマンホールトイレを計画的に整備 〔29,000〕

整備箇所数　20か所

　　　　　　（R3末:計140か所→R4末:計160か所）

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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千円

２　国際化推進 （仮称）多文化共生推進アクションプラン策定 【新規】 530

多文化共生社会の実現に向け、（仮称）多文化共生推進アクション 〔530〕

プランを策定

内容　ワークショップ開催、有識者への意見聴取

策定時期　令和5年2月

多言語対応タブレット端末の配置 【新規】 1,700

外国人市民への行政サービス向上のため、音声翻訳機能等 〔450〕

を備えたタブレット端末を配置

導入台数　17台

　　　　　　　（区役所市民相談窓口、保健福祉センター等に配置）

コミュニティ通訳・翻訳サポーター制度の導入　【新規】　 2,481

外国人市民の円滑な意思疎通や情報伝達を支援するため、 〔2,481〕

新たな通訳・翻訳ボランティア体制を構築

実施主体　国際交流協会

依頼分野　行政手続きに関すること

　　　　　　　医療・健康・福祉に関すること

　　　　　　　児童生徒の教育に関すること　等

ボランティア謝礼　通訳（対面）：2,000円/件

　 　　　　　　　　　　通訳（オンライン）：1,500円/件

　　                     翻訳：3,000円/件　　　　　　　　　　　

３　市民サービスの あなたが使える制度お知らせサービス 【拡充】 4,292

　　向上 　 市が保有する住民情報を基に、各種手当や健康診査など 〔4,292〕

利用できる行政サービスについてお知らせする「あなたが

使える制度お知らせサービス」の運用を行うほか、通知

対象となる制度を拡充

R3:乳児健診等23事業

→　R4:妊産婦歯科健診、一日人間ドック費用助成

　　　　　脳ドック費用助成の3制度追加

予　算　額
〔　　〕内は一般財源

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

－　2　－



＜総合政策局＞

千円

１　まちづくり 基本計画策定

中長期的な市政運営の基本方針として、基本計画を策定し、 11,000

計画書を作成 〔11,000〕

都市アイデンティティの確立 【拡充】 23,250

テレビ番組と連動した千葉氏のプロモーション等を新たに実施 〔23,250〕

するほか、本市固有の4資源を活用した各種ＰＲを実施

政令指定都市移行30周年記念事業　【新規】 4,000

令和4年4月に政令指定都市移行30周年を迎えるにあたり、 〔4,000〕

記念事業を実施

スマートシティの推進

スマートシティ実証補助　【新規】 10,000

スマートシティ推進ビジョンに基づき、民間企業等が行う 〔10,000〕

地域課題の解決に向けた取組みなどを支援

対象者　民間企業、大学、研究機関、その他団体

補助率　1/2

補助上限額　500万円

デジタルデバイド対策　【新規】 4,200

高齢者等のデジタル活用の不安解消に向けた取組みを推進 〔4,200〕

民間企業と連携したスマートフォン講座開催　

　（開催場所：公民館等）

スマートフォン相談員養成

項　　　目
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

－　3　－



国家戦略特区の推進 　【拡充】 63,000

国家戦略特区において、未来技術の実装に向けた取組みを追加 〔31,500〕

R3:3事業（ドローン宅配社会実装サポート事業等） 債務負担（20,000）

→R4：5事業（幕張新都心版MaaS・サービスロボット社会実装

　　　　　　　　　サポート事業の2事業を追加）

男子U23車いすバスケットボール世界選手権大会　【新規】 26,600

アジア圏初開催となる世代別（23歳以下男子）の車いす 〔26,600〕

バスケットボール世界選手権大会の開催を支援

開催期間　令和4年5月27日（金）～6月4日（土）9日間

会場　　　　千葉ポートアリーナ

　

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源

－　4　－



＜財政局＞

千円

１　災害時の安全・安心 新庁舎整備 12,699,713

　　の確保 総合防災拠点となる新庁舎を整備 〔116,248〕

竣工引渡し：令和5年1月末 債務負担（130,000）

令和4年度実施内容

新築工事、総合管理支援業務

開庁準備支援業務、什器・備品等の整備

什器等移転業務　等

新庁舎移転に関連した委託等を実施

令和4年度実施内容

庁舎管理関係委託等

千葉ポートサイドタワー原状回復修繕　等

２　公共施設の再整備 千葉中央コミュニティセンター再整備　【新規】 251,000

耐震性を確保した上で、引き続き公共公用利用するため、 〔146,000〕

千葉中央コミュニティセンターを再整備

基本設計、立退料算定調査　等

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源

－　5　－



＜市民局＞

千円

１　市民自治・市民協働 市民自治の推進　【拡充】 1,109

　　の推進 住民同士の助け合いと支え合いによる地域運営を持続可能なもの 〔1,109〕

とするため、多様な主体の連携を促進する取組みなどを実施

実施内容　若い世代を対象としたワークショップ（意見交換会）、

                町内自治会とNPOのマッチング　等

集会所建設等事業補助 48,963

町内自治会集会所の建設や修繕などに要する経費の一部を助成 〔48,963〕

補助対象　町内自治会（地域運営委員会を含む）

補助率・上限額等

新築・増改築等　補助率2/3　上限800万円

　災害時の分散避難先として活用する場合　加算額　400万円

修繕　補助率1/2　上限60万円　など

ちばレポ（ちば市民協働レポート）　【拡充】 4,400

ICTを活用し、まちの不具合を市民と行政の協働により解決するシス 〔4,400〕

テムである「ちばレポ」について、効率的な課題解決を促進するため、

LINEによるレポート機能を追加

運用開始時期　令和4年4月～

２　窓口サービス等の 区役所窓口混雑状況配信システム改修　【拡充】 6,600

　　向上 区役所窓口の混雑緩和のため、混雑状況のインターネット配信 〔0〕

等に加え、来所日時をオンライン予約できる機能を追加

運用開始時期　令和4年12月～

おくやみコーナー設置　【拡充】 31,999

死亡に伴う各種手続きに関する遺族の負担を軽減するため、申請 〔31,934〕

書代行作成等の支援を行う、ワンストップ窓口設置を拡充

設置場所　R3：緑区役所　→　R4：全区役所

設置時期　令和4年5月下旬～（予定）

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源

－　6　－



千円

市役所コールセンター運用　【拡充】 103,000

市ホームページにAIチャットボットを導入し、問い合わせに自動応答 〔103,000〕

する機能を追加し、利用の少ない時間帯の受付時間を変更 債務負担(522,000)

AIチャットボット　　市ホームページ上で24時間365日利用可能

受付時間　(平日）　R3　8：30～21：00　→　R4　8：30～18：00

               （休日）　R3　土・日・祝日・年末年始の8：30～17：00

                      →　R4　土・祝日・年末年始の8：30～17：00　

導入・変更時期　 令和4年12月～

３　防犯対策 繁華街客引き対策　【新規】 40,000

繁華街での客引き行為等を防止し、安全で安心なまちづくりのため、 〔39,903〕

「客引き行為等の防止に関する条例」の施行に合わせ、指導員による

巡回及び指導などを実施

対象区域　中央区富士見地区、JR海浜幕張駅地区

防犯カメラ設置　【拡充】 2,209

犯罪抑止効果を高め、安全で安心なまちづくりを推進するため、JR 〔2,209〕

駅周辺に防犯カメラを設置

設置台数　60台　→　68台（JR2駅周辺に計8台設置）

町内自治会等に対する防犯カメラ設置費助成　【拡充】 12,000

町内自治会等に対する設置費助成について、台数、補助率及び上限 〔6,000〕

額を拡大

補助台数　30台　→　40台

補助率　　 設置経費の1/2　→　3/4

上限額　　 20万円/台　→　30万円/台

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源

－　7　－



千円

４　文化振興 市民会館の再整備　【新規】

老朽化した市民会館の再整備に向けて基本設計等を実施 127,000

（令和9年度中供用開始予定） 〔127,000〕

R4：基本設計、運営手法検討

音楽団体等支援　【新規】 30,000

音楽団体等の活動を支援するため、演奏会等を実施する際の会場 〔0〕

利用料及び附帯設備使用料の一部を助成

対象者　①過去3年間に市内で不特定多数の者を対象とした

　　　　　音楽鑑賞事業を行った団体

        ②国又は地方公共団体が資本金等を出資している

           団体ではないこと　等

補助率　1/2

上限額　30万円/公演（1団体あたり最大5回/年）

５　スポーツの振興 （仮称）千葉公園体育館の整備 2,763,900

現千葉公園体育館､武道館､中央コミュニティセンターのスポーツ施設 〔14,624〕

を集約し､競輪場跡地に新体育館を整備(令和4年度中供用開始予定)

R4：本体工事、外構工事

パラスポーツの推進 32,471

パラスポーツや障害者への理解を深めるとともに、障害者のスポーツ 〔32,471〕

活動の参加を支援

ちばしパラスポーツコンシェルジュの運営

パラスポーツフェスタちばの開催

オープンボッチャ大会の開催

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源

－　8　－



千円

６　男女共同参画推進 LGBT専門相談　【拡充】 1,328

日常生活において、LGBT当事者や、家族など周囲の方が抱える悩 〔665〕

み等の相談に広く対応するため、相談受付日数を拡充するとともに

LINEによる相談を追加

相談受付日数　R3：月1回　→　R4：月2回

相談方法　R3：電話のみ　→　R4：電話・LINE

女性の活躍推進　【新規】 2,268

女性活躍推進法に基づく計画を策定する事業者を支援するため、 〔0〕

アドバイザーを派遣するとともに、セミナーを開催

女性のためのつながりサポート　【拡充】 15,000

コロナ下で困難・不安を抱える女性を支援するため、新たに相談会 〔0〕

等を実施

実施内容　R3：電話・LINE相談、アウトリーチ型支援、

                      居場所の提供　等

             →R4：上記に加え、電話相談フリーダイヤルの設置、

　             　　　女性による女性のための相談会を実施

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源

－　9　－



＜保健福祉局＞

千円

１　セーフティネット 生活保護世帯等に対する学習支援　【拡充】 71,500

申込者数が定員を超過している状況を踏まえ、定員を拡充 〔35,750〕

定員　R3：280人　→　R4：330人（50人増）

生活困窮者自立相談支援　【拡充】 195,472

生活困窮者の自立、就労等を支援するため、「生活自立･仕事相談 〔59,223〕

センター」を新たに美浜区に開設するとともに、相談件数の増加に

対応するため、支援員を増員

設置場所　　　　　　  R3：中央区､花見川区、稲毛区､若葉区、緑区

　　　　　　　　　　 →　R4：美浜区に開設し全区で実施

開設時期　　　　　　  令和4年9月予定

自立相談支援員　　 R3：29人　→　R4：31人（2人増）

アウトリーチ支援員　R3：4人　→　R4：6人（2人増）

２　地域福祉の推進 重層的・包括的相談支援体制の構築　【新規】 4,000

置かれた状況や年齢を問わず各種相談を包括的に受付け、適切な 〔4,000〕

支援に早期に繋げるため、民間事業者のノウハウを活用し、本市に

適した相談支援体制のあり方を検討

実施内容　庁内ワーキンググループでの検討、相談支援機関

　　　　　　　連絡会議　等

コミュニティソーシャルワーカーの配置強化　【拡充】 99,215

様々な困りごとを抱える方やその家族を支援するとともに、地域が 〔99,215〕

主体となり課題を解決する力を高めるため、千葉市社会福祉協議

会のコミュニティソーシャルワーカーを増員

R3：10人　→　R4：12人（2人増）

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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千円

３　医療・健康づくり 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施　【新規】 23,233

フレイルが疑われる高齢者に対する保健指導などの支援や、通いの 〔31〕

場等への積極的な関与を進めるため、各区保健福祉センターに医

療専門職（保健師等）を配置し、高齢者に対する保健事業と介護予

防を一体的に実施

配置場所　花見川区・若葉区　各3人

実施内容　高齢者に対する個別支援、通いの場等での普及啓発

禁煙の支援　【拡充】 10,500

喫煙及び受動喫煙による健康被害を防止するため、禁煙外来治療費 〔7,858〕

助成の対象者及び補助率を拡大するとともに、普及啓発を実施

対象者　現行：15歳以下の子どもまたは妊婦と同居する市民

　　　　→拡充：市内在住者

補助率　現行：1/2　→　拡充：10/10

上限額　1万円

ＨＰＶワクチン接種 967,000

子宮頚がんを予防するため、ＨＰＶワクチン接種勧奨を再開 〔967,000〕

対象者　①小学校6年生～高校1年生相当女子

            ②高校2年生相当～25歳女子　　　   

　　　　（接種勧奨差控えにより接種機会を逃した方）

自己負担　無料

４　妊産婦支援 妊産婦総合対策 43,850

新型コロナウイルス感染症により、不安や孤独を抱える妊産婦に対し、 〔0〕

総合的な支援を実施

出産前妊婦新型コロナウイルス検査費用助成

不安を抱える妊婦に対し、本人の希望により出産前にＰＣＲ

検査等を受ける場合の検査費用を助成

　 補助率　　　　10/10

　 補助上限額　2万円

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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千円

寄り添い型支援

新型コロナウイルスに感染した妊産婦に対し、不安や孤立感

解消のため、退院後に助産師や保健師による電話や訪問等

の相談支援を実施

オンライン保健指導等

感染症の不安を抱える妊産婦に対し、非接触での保健指導

や相談支援を実施

産後ケア　【拡充】 64,967

産後の母子のケアを充実するため、宿泊型・訪問型に加え、日帰り 〔32,467〕

型を導入

（日帰り型の内容）

支援内容   助産師による産婦及び乳児のケア等

対象者　　　産後4か月までの産婦及び乳児

場所          市内の産科医療機関、助産所

利用上限　 7回まで

自己負担　課税世帯：4,000円/回、　非課税世帯：2,000円/回、

　　　　　　　生活保護受給世帯：300円/回

５　高齢者施策 地域包括ケアシステム構築・強化の推進

あんしんケアセンターの充実　【拡充】 1,042,485

高齢者人口の増加に対応するため、あんしんケアセンターの出張 〔193,640〕

所を増設するとともに配置する包括3職種を増員

センター・出張所　R3：30か所 → R4：32か所（出張所2か所増）

包括3職種　　　　　R3：146人 → R4：149人（3人増）

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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若年性認知症支援　【新規】 3,660

若年性認知症の方やその家族への支援を新たに実施 〔1,835〕

支援内容　若年性認知症の方及びその家族への相談支援、

　　　　　　　 医療・福祉の関係者や企業などとの連携による

　　　　　　　 支援ネットワークの構築

病院勤務以外の看護師等認知症対応力向上研修　【新規】 756

高齢者と接する機会の多い、診療所や介護事業所等の医療従事 〔379〕

者に対し、認知症の人の状況に応じた適切な対応等について研修

を実施

在宅医療・介護連携推進　【拡充】 6,600

医療や介護サービスなどの情報をすぐに取得できるよう、医療・介 〔1,270〕

護資源の情報等をまとめて掲載したホームページを作成

掲載内容　医療・介護資源情報を一覧及びマップ化した情報、

　　　　　　　 対応可能なサービスごとに検索ができる情報　等

開設時期　令和4年10月（予定）

特別養護老人ホーム整備費助成 1,010,752

社会福祉法人等による特別養護老人ホームの整備に対し助成 〔2,002〕

特別養護老人ホーム　200床

　R3末：4,062床　→　R4：4,262床

併設ショートステイ　50床

　R3末：975床　→　R4：1,025床

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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千円

介護施設等の新規整備を条件に行う既存施設の大規模修繕等　【新規】 421,872

高齢者の増加に伴う受け皿の整備量拡大と、老朽化した施設の修 〔0〕

繕を同時に進めるため、介護施設等の新規整備を行った法人に対

し、他の施設の大規模修繕等に要する費用の一部を助成

補助要件　　 令和2年度以降に市内外を問わず介護施設等の

　　　　　　　　  新規整備を行っていること

補助対象　　 上記補助要件を満たす者が実施する、市内介護

                   施設等の大規模修繕等に要する費用

補助率　　　　10/10

補助上限額　112.8万円/定員

地域密着型サービス整備費助成 125,542

定期巡回・随時対応型訪問介護看護　2か所 〔0〕

R3末：8か所　→　R4：10か所

（看護）小規模多機能型居宅介護　2か所

R3末：31か所　→　R4：33か所

高齢者等階段昇降支援　【新規】 5,000

階段昇降が困難な高齢者等の外出支援や、在宅復帰、家族などの 〔5,000〕

介護負担軽減を図るため、階段昇降機を活用した支援を行う訪問

介護事業者等に、導入に要する費用等を助成

対象経費　①階段昇降機リース費用、②操作講習経費、

               ③維持管理経費

補助率　　 10/10

上限額　　 ①55.5万円/台・年、②2.8万円/事業所、③25万円/台

生涯現役応援センター運営　【拡充】 19,051

全市的な相談体制を確保するため、相談員を増員し、出張相談の 〔12,058〕

回数を増やして実施

相談員　　　　　 R3：2人　→　R4：3人

出張相談回数　R3：36回　→　R4：100回

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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千円

６　障害者施策 障害者の移動費用助成 309,641

障害者の移動費用に係る助成について、より支援が必要な障害者の 〔309,641〕

ニーズに対応するため、総合的な見直しを実施

通所交通費助成　【拡充】

拡充対象者：医療的ケアを必要とする者、強度行動障害を有する者

拡充内容 　：タクシーを追加

自動車燃料費助成　【拡充】

助成対象　R3：燃料費　→　R4：燃料費及び車両維持費

助成方法　R3：助成券（一括交付）　→　R4：現金給付（分割給付）

福祉タクシー

初回配布枚数         R3:60枚　→　R4:30枚

追加最大交付枚数　R3:250枚　→　R4:280枚

 ただし、生活保護受給者は、通院費が医療扶助から支給

されるため、追加交付対象から除外

発達障害への支援 30,377

発達障害のある方の早期発見・早期療育を行うため、支援体制を強化 〔15,523〕

療育センター運営　【拡充】

療育相談所における初診までの待機期間を短縮するため、通所

支援受給に必要な意見書を作成する心理判定員を増員

心理判定員　R3：4人　→　R4：6人

発達障害者支援センター運営　【拡充】

発達障害の可能性がある児童の早期発見・早期療育につなげる

ため、巡回相談員を増員

巡回相談員　R3：2人　→　R4：4人

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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千円

障害者基幹相談支援センター運営　【拡充】 222,660

障害者支援体制の基盤強化のため、障害者基幹相談支援センター 〔96,165〕

と地域生活支援拠点を統合するとともに、相談員を増員

相談員　R3：24人　→　R4：30人

重度障害者グループホーム等の整備　【拡充】 166,980

重度障害者の地域移行を促進するため、民間によるグループホー 〔15,160〕

ム等の整備や運営に係る費用を助成

対象経費　R3：施設整備費

          →　R4：施設整備費、設備整備費、初期運営費

整備予定　3か所

重度強度行動障害支援　【新規】 5,267

重度強度行動障害者の施設入所を促進し、本人と家族が必要な支 〔2,634〕

援を受けられる体制を整えるため、民間施設の受け入れに要する

費用を助成

対象経費　支援員加配に要する経費

補助単価　14,430円/日（1人当たり）

福祉講話・障害者作品展　【拡充】 1,848

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会により高まった共生社 〔189〕

会実現の機運を持続させ、更なる理解促進を図るため、実施規模を

拡充

福祉講話実施回数　　　  R3：40回/年　→　R4：60回/年

障害者作品展実施期間　R3：3日間　→　R4：7日間

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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千円

７　動物愛護の推進 飼い主のいない猫の不妊去勢手術　【拡充】 7,009

地域猫活動を推進するため、手術用医療機器を整備するとともに 〔3,009〕

手術募集頭数を拡充

募集頭数　300頭/年　→　360頭/年

８　その他 環境保健研究所移転整備 1,834,000

総合保健医療センターの大規模改修に伴い、移転による整備を実施 〔0〕

R4実施内容　工事等 債務負担(1,270,000)

整備予定地　大宮町第二団地跡地

◎見直しをする事業 障害者の移動費用助成　（再掲） 309,641

障害者の移動費用に係る助成について、より支援が必要な障害者の 〔309,641〕

ニーズに対応するため、総合的な見直しを実施 ※対前年度増減額

通所交通費助成　【拡充】 △4,250

拡充対象者：医療的ケアを必要とする者、強度行動障害を有する者 〔 △4,250〕

拡充内容 　：タクシーを追加

自動車燃料費助成　【拡充】

助成対象　R3：燃料費　→　R4：燃料費及び車両維持費

助成方法　R3：助成券（一括交付）　→　R4：現金給付（分割給付）

福祉タクシー

初回配布枚数　　　  R3:60枚　→　R4:30枚

追加最大交付枚数　R3:250枚　→　R4:280枚

 ただし、生活保護受給者は、通院費が医療扶助から支給

されるため、追加交付対象から除外

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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＜こども未来局＞

千円

１　待機児童の解消 民間保育園等整備　【拡充】 689,000

潜在的な保育需要に対応し、待機児童ゼロを継続するため、民間 〔24,269〕

保育園の整備や幼稚園の認定こども園への移行支援等を実施

整備箇所　　　　　 27か所

総定員数（予定）　R4.4月：19,177人

　　　　　　　 　 →　R5.4月：19,926人（749人増）

子どもルームの整備　【拡充】　 283,000

待機児童解消に向け、子どもルーム整備などを実施 〔8,932〕

R5開所　施設整備：3か所　受入枠：290人分

子どもルーム運営（夏季休業時拡大枠）　【新規】 8,844

待機児童解消に向け、特に利用希望の多い夏季休業期間に試行 〔6,851〕

的に受入拡大枠を設定

実施箇所　3か所

放課後児童健全育成事業補助等　【拡充】 132,342

放課後児童健全育成事業を実施する民間事業者に対し助成する 〔45,472〕

とともに、利用を促進する取組みを実施

①運営補助　　　　　R3：14事業者

     　　　　　　　 →　R4：15事業者（1事業者増）

②医療的ケア児受入補助（新設）　1事業者

③民間子どもルームの認知度・魅力向上

待機児童解消に向け、民間子どもルームの利用を促進する

ため、リーフレットを作成し、公設子どもルームの入所案内と

ともに配付

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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２　各種保育の充実 子どもルーム運営（土曜日開所時間延長）　【拡充】 47,222

保育需要に対応するため、土曜日の開所時間を延長 〔17,528〕

利用時間 　R3：8：00～16：30（延長利用　なし） 債務負担(15,250)

           →  R4：8：00～18：00（延長利用　19：00まで）

３　保育の質の向上 民間保育園等改築助成　【新規】 49,692

良好な保育環境の確保を促進し、施設面の保育の質向上を図る 〔564〕

ため、老朽化した民間保育園等の建替えに要する費用の一部を

助成

実施箇所　民間保育園2か所

補助率 　　3/4

民間保育園等巡回指導　【拡充】 4,934

民間保育園等の施設巡回栄養指導について、巡回指導員 〔4,926〕

（栄養士）を増員

R3：1人　→　R4：2人（1人増）

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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キッズゾーン整備・キッズガード配置　【新規】 23,120

交通事故を防止し児童の命を守るため、路面標示による注意喚起 〔7,730〕

を行うとともに、園庭の無い民間保育園の園外活動を見守るスタッフ

の雇用に係る費用の一部を助成

キッズゾーン整備箇所：13か所

キッズガード配置　　　：76園

　　　　　　　　　　　　　　補助率10/10（上限額：4万5千円/園）

４　要保護児童等の 里親制度の推進

　　支援の充実 里親養育包括支援　【拡充】 27,400

里親の心理的負担を軽減するため、心理訪問支援員による相談 〔13,700〕

支援を実施 債務負担(34,250)

心理訪問支援員：1人

里親サポーター制度　【新規】 3,850

里親の負担軽減を図るため、ヘルパー等を派遣 〔1,925〕

支援内容　①育児・家事支援、②学習支援

利用回数　①、②それぞれ週1回（2時間/回）

費用負担　無料

里親委託前養育等支援　【新規】 2,600

里親委託前の調整（マッチング）期間における里親候補者の経済 〔1,300〕

的負担を軽減するため、当該期間の生活費等を助成するとともに

里親や里親希望者の研修受講に係る交通費を助成

調整期間中の生活費：5,200円/日（定額）

研修参加交通費      ：3,490円/日（上限）

里子に起因する事故等に対応する賠償責任保険加入　【新規】 400

里親の負担や不安を軽減するため、市が一括して賠償責任保険 〔400〕

に加入

里親の保険料負担：なし

予　算　額
〔　　〕内は一般財源

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
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千円

子ども家庭総合支援拠点運営・整備　【新規】 1,643

子どもとその家庭、妊産婦等に対する支援を充実するため、各区に 〔1,235〕

子ども家庭総合支援拠点を整備

R4設置箇所：1か所（中央区）

子どもの貧困対策総合コーディネート　【拡充】 31,871

貧困家庭等の子どもやその家庭に対し､生活自立･仕事相談センター 〔14,371〕

と連携し､包括的な支援を行う「子どもナビゲーター」の配置を拡充

R3：4か所（中央区、花見川区、稲毛区、若葉区）

→ R4：5か所（緑区を追加）

学校外教育バウチャー　【拡充】 34,000

経済的な理由で学校外教育を受けられない児童に対する、習い事 〔0〕

等に利用可能なクーポンの支給について、ひとり親世帯に加え、ふ

たり親世帯の生活保護受給世帯を対象に追加

対象者　R3：ひとり親世帯かつ生活保護受給世帯又は

                 児童扶養手当全部支給世帯の小学校5・6年生

      →　R4：生活保護世帯又は児童扶養手当全部支給世帯

                 の小学校5・6年生

定員　　R3：200人　→　R4：230人

児童養護施設等体制強化　【拡充】 32,396

児童養護施設等の人材を確保し、支援体制を強化するため、児童 〔16,198〕

指導員等の補助者に係る雇用費用の助成を拡充

対象経費　R3：指導員資格取得希望者の雇用経費

         →　R4：夜間業務等の補助を行う者の雇用経費を追加

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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千円

ヤングケアラー支援体制強化　【新規】 234

ヤングケアラー支援体制を強化するため、関係機関の職員等がヤン 〔118〕

グケアラーについて学ぶための研修を実施

参加者　市内小・中学校、幼稚園・保育園等、児童家庭支援

　　　　　 センター職員　等

児童相談所2所化・新児童相談所基本計画策定　【新規】 10,000

増加、複雑・困難化する児童虐待に適切に対応するため、新たな 〔10,000〕

児童相談所開設に向け基本計画を策定

R4　現施設内で2所化体制開始、

　　 新たな児童相談所開設に向けた基本計画策定

５　児童生徒の ネットパトロール　【新規】 4,000

　　健全育成 児童生徒がインターネットやSNSなどを通じた犯罪等に遭わないた 〔4,000〕

めに、AIを用いたパトロールを実施するとともに、青少年サポートセ

ンターと学校が連携した指導等を実施

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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＜環境局＞

千円

１　地球温暖化対策 2050年脱炭素社会実現に向けた取組

温室効果ガス排出量実質ゼロの達成に向け、市民や事業者の意識

の醸成や行動を促すための取組を実施

＜市民（交通・住まい）に向けた取組＞

電気自動車（EV）セット購入費助成　【新規】 7,500

脱炭素化と防災力強化を同時に推進するため、EVと太陽光発電 〔0〕

設備・V2Hの同時購入に対し助成

3点セット（EV・太陽光・V2H）　補助額：15万円（10件）

2点セット（EV・太陽光）　　　　　補助額：10万円（60件）

電気自動車（EV）等購入費助成　【拡充】 5,900

2050年脱炭素社会実現に向け、電気自動車（EV）及びプラグイン 〔5,900〕

ハイブリッド車（PHV）の補助件数を拡充するとともに、水素自動車

（FCV）購入費用に係る助成を新設

補助件数　EV・PHV　50件　→　100件

　　　　　　　FCV　　　　3件

補助金額　EV・PHV　5万円

　　　　　　　FCV　　　　30万円

集合住宅向け電気自動車充電設備設置費助成　【新規】 3,000

電気自動車（EV）の普及促進を図るため、集合住宅におけるEV 〔3,000〕

充電設備の設置に係る費用の一部を助成

補助対象　集合住宅管理組合　等

補助件数　3件（1件あたり5基を上限とする）

補助率      1/2（上限20万円/基）

一般住宅用充給電設備（V2H）購入費助成　【拡充】 5,000

防災力強化のため、補助上限額を引上げ 〔0〕

上限額　　　R3：20万円　→　R4：25万円（補助率：1/10）

補助要件　 太陽光発電及びEVとの併設

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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家庭用燃料電池システム（エネファーム）購入費助成　【拡充】 21,000

防災力強化のため、停電時に発電電気を活用できる、自立運転 〔0〕

機能を有するエネファームを購入する際の補助上限額を引上げ

上限額　R3：5万円

       →　R4：自立運転機能を有する場合　10万円

                   上記以外　5万円

＜事業者に向けた取組＞

ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）普及促進　【新規】 1,000

ZEBの普及促進を図るため、市内事業者向けの相談会を開催 〔1,000〕

するとともに、ZEB化に向けたプランニング費用の一部を助成

補助件数　1件

補助金額　50万円

省エネ最適化診断支援　【新規】 495

温室効果ガスの削減を促進するため、「省エネ最適化診断」の 〔495〕

受診に要する費用を助成

対象者   　市内中小事業者・集合住宅管理組合

補助件数　30件

補助率　　 10/10

上限額　　 16,500円

事業者向け再生可能エネルギー設備導入支援

ニーズに的確に対応するため、助成制度を見直して実施

中小事業者向け省エネ設備導入費助成　【拡充】 5,000

近年の申請状況を踏まえ補助上限額を引き下げるとともに、 〔5,000〕

より多くの事業者へ補助を実施するため、補助件数を拡充

　上限額　　　R3：100万円　→　R4：50万円

　補助率　　　1/3

　補助件数　 R3：3件　→　R4：10件

太陽熱利用給湯システム等導入費助成 0

近年の申請状況を踏まえ、補助制度を廃止 〔0〕

　R3：1件　→　R4：0件（廃止）

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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２　廃棄物対策 新清掃工場整備 3,315,419

旧北谷津清掃工場の解体工事及び新清掃工場建築工事等を 〔48,859〕

実施（令和8年度供用開始予定）

次期最終処分場整備　【新規】 14,300

次期最終処分場の整備に向け、候補地の選定を実施 〔14,300〕

R4～R5　候補地選定 債務負担(22,000)

ごみ削減普及啓発　【拡充】 10,360

ごみのさらなる削減を推進するため、市民や事業者に向けたごみの 〔184〕

減量・再資源化の普及啓発を強化

拡充内容

食品ロスの削減推進のため、「エコレシピ」動画を作成し、家庭

科の教材として全市立中学校に配付

粗大ごみ自己搬入へのキャッシュレス決済導入　【拡充】 448

利便性向上のため、環境事業所への粗大ごみ自己搬入時の手数 〔0〕

料支払方法にキャッシュレス決済を導入

不法投棄監視カメラ設置　【拡充】 2,400

不法投棄の未然防止及び発生時の行為者特定のため、赤外線 〔2,400〕

監視カメラを増台

追加台数　2台

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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◎見直しをする事業 事業者向け再生可能エネルギー設備導入支援　（再掲）

ニーズに的確に対応するため、助成制度を見直して実施

中小事業者向け省エネ設備導入費助成　【拡充】 5,000

近年の申請状況を踏まえ補助上限額を引き下げるとともに、 〔5,000〕

より多くの事業者へ補助を実施するため、補助件数を拡充 ※対前年度増減額

　上限額　　　R3：100万円　→　R4：50万円 2,000

　補助率　　　1/3 〔2,000〕

　補助件数　 R3：3件　→　R4：10件

太陽熱利用給湯システム等導入費助成 0

近年の申請状況を踏まえ、補助制度を廃止 〔0〕

　R3：1件　→　R4：0件（廃止） ※対前年度増減額

△1,000

〔 △1,000〕

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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＜経済農政局＞

千円

１　コロナ禍を踏まえた 中小企業者事業継続支援金　【新規】 200,000

　　事業継続支援 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、売上減少が生じた 〔0〕

中小企業者等の支援のため、事業継続支援金を支給

対象者　中小企業者（ＮＰＯ法人も含む）

支給要件　以下①～③のいずれにも該当する者

　①市内に本店又は主たる事業所を有する者

　②今後も事業継続の意思のある者

　③令和3年11月から令和4年3月までの任意の月の売上が

　　平成30年から令和3年の同月比で20％以上30％未満

　　減少している者

　（対象外）　以下①～③のいずれかに該当する者

　　①国の事業復活支援金の対象者

　　イ　千葉県の営業時短要請に伴う協力金の対象でない者②令和3年11月から令和4年3月までの売上減少額の合計が

　　ウ　令和3年11月から令和4年3月までの売上減少額の合計が　20万円未満の者

　　　　20万円以上ある者③公共法人、宗教団体、政治団体　ほか

支給額　20万円/者

申請時期　令和4年5月中旬～7月中旬（予定）

テレワークプラン販売促進 100,000

コロナ禍での感染拡大防止や宿泊事業者支援のため、テレワーク 〔0〕

プラン利用者の利用料金に対し助成

対象者　千葉県内在住の方

上限額　3,000円/1回

　　　　　（最低自己負担額1,000円）

実施期間　令和4年4月から6月末まで（予定）

CHIBA-LABO（チバラボ）テレワーク利用対応　【新規】 5,000

産業振興財団が運営する起業家支援施設において、市内中小企業 〔0〕

従事者等のテレワーク推進を図るため、個室ブース等を設置

整備内容　個室ブース3台、パーティション

利用対象　チバラボ会員、市内中小企業在勤者

主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
項　　　目
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 千円

トライアル発注認定　【拡充】 13,988

商品の見本市や商談会のオンライン開催の増加を踏まえ、出展時に 〔10,688〕

必須となる商品動画を作成し、販路拡大を支援

内容　トライアル認定商品のＰＲ動画作成

　 用途　市公式YouTubeで公表、

　　　　産業交流展の出展ブースで掲載　等

新規市場開拓支援　【拡充】

商品のオンライン展示会の増加に対応するため、新規市場開拓支援 2,802

制度に係る対象経費を拡充 〔1,402〕

対象経費　出展料に加えて、映像コンテンツ制作経費を追加

補助率　　1/2　

上限額　　20万円

海外事業展開支援　【拡充】 3,000

市内企業の海外展開を促進するため、海外事業展開支援制度に係る 〔3,000〕

対象経費を拡充

対象経費　① 認証取得関連経費に加えて②グローバル展開経費

　　　　　　　　（マーケティング調査、越境ＥＣの利用料等） を追加

補助率 　　1/2

上限額 　　①150万円　②100万円

２　地域経済の回復 イベントツーリズム促進　【新規】 560,000

市内飲食店等への周遊促進を図るため、本市で開催されるプロスポー 〔0〕

ツや大規模音楽イベントの観客を対象として、開催地周辺の飲食店等

で利用可能なクーポンを販売

対象者　チケット購入者のうち希望する者

対象イベント　市内で開催されるプロスポーツ、大規模音楽イベント

特典付与方法　イベント参加者に対し、購入済チケットの提示を

　　　　　　　　　 条件に、開催地周辺で利用可能な3,000円分の

　　　　　　　　　 クーポンを500円で販売

利用可能店舗　施設や店舗内の感染対策がされていることを条件

　　　　　　　　　に市内の飲食店、小売店、ホテル、観光施設　など

実施時期　　　令和4年6月から令和5年2月（予定）

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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 千円

市内観光バス活用促進　【新規】 459,000

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、利用が減少した市内観光 〔0〕

バスの稼働率向上を図り、市内経済を活性化するため、市内バス

事業者を活用した取組みを支援

１　イベント等活用型

　　対象者　市内観光バスを活用するイベント等主催者

　　対象経費　バス借上げ料

条件　　以下のア～ウいずれにも該当

　　　　　　ア　市内観光バス事業者が所有するバス（貸切）を

　　　　　　　　利用すること

　　　　　　イ　市内を発着地とすること

　　　　　　ウ　イベント参加、プロスポーツ観戦、企業の団体旅行・

　　　　　　　　研修などでの貸切バスを用いた移送であること　

　　補助率　1/2

　　上限額　1台当たり7.5万円/日

2　周遊プラン活用型

　　対象者　旅行業法における旅行業登録事業者

　　対象経費　周遊プランの催行料金

条件　　以下のア～エいずれにも該当

　　　　　ア　市内に事業所があること

　　　　　イ　発又は着場所を千葉市内とし、県内を周遊すること

　　　　　ウ　宿泊を伴う場合は、市内宿泊施設を利用すること

　　　　　エ　市内観光バス事業者を利用すること

　　補助率　1/2

　　上限額　1催行当たり50万円

３　雇用対策 就職氷河期世代就労支援 17,900

就職氷河期世代の雇用を促進するため、企業と求職者のミスマッチ 〔725〕

解消に向けた取組みを実施

就業支援セミナー等の開催

職場体験の実施　等

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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 千円

４　産業振興 （仮称）産業振興ビジョン策定  【新規】 6,500

本市経済の目指すべき姿や施策の方向性等を示し、事業を効果的・ 〔6,500〕

効率的に推進するため、（仮称）産業振興ビジョンを策定

策定時期　令和5年3月

企業立地促進　 841,469

市外企業の立地及び市内企業の追加投資に係る経費等を助成する 〔826,469〕

ほか、賃借型での企業誘致を促進するため、助成内容を追加　 債務負担（1,459,081）

助成件数　107社

所有型　　46社（新規16社、継続30社）

賃借型　　49社（新規13社、継続36社）

農業法人　12社（新規　6社、継続 6社）

企業立地促進事業補助金（賃借型）　【拡充】

　事業者ニーズを踏まえ以下の助成メニューを追加

　　対象者　　市内において新たに事務所や工場等を賃借する企業

　　助成内容 ①リモートワーク導入に係る経費

　 　　　　　　　②社員採用に係る経費

　　対象経費 ①パソコン・タブレット端末や周辺機器購入・リース

　　　　　　　　　　クラウドサービス利用料　等

　　　　　　　　②操業6か月前から操業開始の日から1年後までの

　　　　　　　　　間の、求人サイト掲載など人材募集にかかる経費

　　補助率等　①2/3（上限額：100万円、期間：3年）

　　  　　　　　　②1/2（上限額：50万円、1回限り）

ＭＩＣＥ推進 149,000

国際観光の振興、地域経済の活性化等を図るため、国際会議等を誘 〔98,000〕

致するほか、新たな方向性として、大規模イベント開催を支援

ハイブリッド型MICE開催促進補助

感染拡大防止対策が徹底されている市内施設で、

ハイブリッド型の会議・展示会等を開催する主催者を支援 　　　　　　　

Ｘ Ｇames開催に伴う負担金 【新規】

MICE推進の新たな方向性として、大規模イベントを支援

大規模イベント開催効果測定調査　【新規】　

大規模イベントの開催に伴う経済波及効果等を調査

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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千円

５　農業振興 農業継承者経営発展支援　【新規】 1,500

農業経営を継承した者が経営を発展させるために必要な経費の 〔1,500〕

一部を助成

１　専門家によるコンサルティング支援

対象者　以下を全て満たす者

　　　　　①補助金交付申請日以降1年以内に農業経営を移譲

　　　　　　する先代経営者

　　　　　②青色申告があり、経営耕地面積30a以上、または、

　　　　　　農産物販売金額が50万円以上

　　　　　③継承者が55歳以下

２　研修の受講、資器材の導入等支援

対象者　以下を全て満たす者

　　　　　①補助金交付申請日から遡って5年以内に農業経営

　　　　　　を継承した者

　　　　　②、③　上記②、③と同様

１、２における補助率等　認定農業者　10/10　（上限額100万円）

　　　　　 　　　　　　　　　上記以外　　　1/2　　（上限額50万円）

耕作放棄地整備　【拡充】 2,100

農地を意欲ある担い手に集積するため、耕作放棄地の再生に係る 〔2,100〕

助成額を引き上げ

補助上限額　現行　　　4.5万円/10a

                   拡充後　10.5万円/10a

次世代向け農育講座　【拡充】

将来の職業選択の一つとして農業への理解・関心を高めるため小中 4,700

学生を対象に、農業及びその周辺の自然科学などに関する講義、 〔4,700〕

実習を拡充

R3:単発講座　→　R4:単発講座及び連続講座

新規就農の推進 52,166

新規就農者を確保・育成するため、農業に必要な技術や経営方法 〔16,166〕

などの研修を行うとともに、円滑な就農と就農後の経営確立を図る 債務負担（5,500）

ため支援を実施

新規就農アドバンス研修、新規就農希望者研修

雇用就農希望者等研修　　　ほか

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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＜都市局＞

千円

１　地域資源を活用した 花見川を活かしたまちづくり　【新規】 4,000

　　まちづくり UR都市機構や民間企業などと連携し、花見川を活かしたまちづくりを 〔4,000〕

進めるため、河川空間と花島公園、花見川団地周辺の魅力創出の

ための社会実験を実施

カヤック発着場整備　ほか

２　都心・副都心の 千葉駅周辺の活性化推進

　　整備等 中央公園・通町公園の連結強化 32,400

公園整備基本設計修正 〔6,400〕

物件移転補償費算定　　等

    千葉駅周辺市街地再開発

   駅前の商業・業務機能を更新するとともに、新たな賑わいを創出

   するため、再開発ビルを整備する組合等に対し助成

    千葉駅東口地区市街地再開発 80,000

整備箇所　中央区富士見2丁目　ほか 〔40,000〕

H28～ 整備（令和4年11月竣工見込）

　　　再開発ビル建築

　　千葉駅東口西銀座Ｂ地区優良建築物等整備　【新規】 170,000

整備箇所　中央区富士見2丁目 〔85,000〕

R4～ 整備（令和7年度中竣工見込）

　　　再開発ビル建築

     新千葉2・3地区市街地再開発 411,600

整備箇所　中央区新千葉2丁目 〔205,800〕

R2～ 整備（令和4年度中竣工見込）

　　　再開発ビル建築

千葉駅周辺における官民連携まちづくり

千葉駅周辺におけるウォーカブル推進　【拡充】 14,000

千葉駅周辺のグランドデザインに位置付けた、居心地がよく 〔14,000〕

歩きたくなるまちなかの形成を目指し、各路線のひと中心の空間

創出に向けた取組みを新たに実施

　市道弁天31号線　合意形成支援、測量　等

　市道新千葉22号線　周辺交差点への影響検討　等  　

主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予算額

〔　　〕内は一般財源
項　　　目

－　32　－



千円

千葉駅周辺におけるリノベーションまちづくり　【拡充】 18,000

官民の遊休不動産等の既存資源を活用し、千葉駅周辺の 〔18,000〕

活性化や地域の課題を解決するため、リノベーションスクー

ルを引き続き実施するとともに、千葉駅周辺全体の官民連携

による地域経営戦略として、「（仮称）リノベーションまちづくり

構想」を新たに策定

　策定時期　令和4年度中

幕張新都心拡大地区新駅（幕張豊砂駅）設置 1,031,310

幕張新都心の都市機能の強化と交通機能の分散化を図るため、 〔1,031,310〕

新駅整備を促進

工事　等

開業時期　令和5年春予定

ＪＲ蘇我駅東口駅前地区のまちづくり 4,700

駅前広場基本計画検討 〔4,700〕

ＪＲ稲毛駅東口地区のまちづくり 16,000

駅前広場基本計画検討 〔16,000〕

３　都市基盤の整備 東幕張土地区画整理 1,184,000

建物移転補償、駅前広場整備、道路整備、下水道整備 〔248,500〕

寒川第一土地区画整理 477,500

建物移転補償、道路整備、下水道整備 〔74,000〕

検見川・稲毛地区土地区画整理 1,006,000

建物移転補償、道路整備、街区造成 〔287,447〕

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予算額

〔　　〕内は一般財源
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千円

４　交通施策の充実 地域公共交通実証実験

新たな地域公共交通導入に向けた社会実験　【新規】 13,025

千葉市地域公共交通計画（案）における公共交通不便地域におい 〔13,025〕

て、新たな地域交通の導入に向けた検討及び社会実験を実施 債務負担（19,165）

　 実施地区　緑区高津戸町北部エリア

グリーンスローモビリティ導入　【新規】 11,500

地域を主体とする持続可能な地域交通モデルを確立するため、 〔6,900〕

スポット的に公共交通へのアクセスが困難な地域において、

グリーンスローモビリティ導入の実証調査を実施

実施地区　若葉区桜木地区　ほか

５　住宅・住環境の整備 緊急輸送道路沿道建築物耐震助成 66,584

地震発生時の建物の倒壊による緊急輸送道路の閉塞を防ぐため、 〔18,750〕

沿道建築物の耐震改修等を促進

耐震診断　4棟

耐震改修　1棟

耐震診断・改修助成　【拡充】 36,696

住宅の耐震化を促進するため、木造住宅の耐震診断助成に係る 〔18,602〕

補助率等を引き上げ

木造住宅耐震診断助成

補助率　　2/3→4/5

上限額　　4万円 → 9.6万円

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予算額

〔　　〕内は一般財源
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千円

屋根耐風診断・改修助成　【新規】 17,190

強風による住宅屋根の被害を防止するため、耐風診断及び 〔8,595〕

耐風改修助成制度を新たに創設

屋根耐風診断助成

補助率　2/3

上限額　2.1万円

屋根耐風改修助成

補助率　23％

上限額　55.2万円

６　団地活性化 結婚新生活支援　【拡充】 9,000

高齢化が進む住宅団地の活性化や少子化対策を図るため、高経年の 〔4,500〕

住宅団地へ転居する新婚世帯への支援制度に係る転居要件等を

拡充

転居要件　前住居　市外　→　市外または市内（高経年団地外）

補助対象経費　新居の住居費・引越し費用に加え、リフォーム

　　　　　　　　　　費用を追加

７　公園・緑地の整備 千葉公園の再整備 2,517,000

千葉公園の魅力向上や周辺地域の活性化を図るため、 〔15,500〕

「人が集まり　まちを育てる　都心のオアシス」実現に向け

た整備を推進

広場整備、道路整備　等

街区公園整備 15,000

（仮称）椿森5丁目公園　　 施設整備　令和5年度中供用開始予定 〔0〕

公園トイレの快適化 312,100

身近な公園の便器洋式化　【拡充】 〔5,800〕

身近な公園　25公園各1箇所

大規模公園のトイレ建替え

大規模公園　3公園

身近な公園のトイレ建替え

稲毛公園

公園トイレの健全度調査 【拡充】

身近な公園トイレの長寿命化計画策定に係る健全度調査

主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予算額

〔　　〕内は一般財源
項　　　目
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身近な公園のリフレッシュ推進　【一部2月補正対応】 180,000

遊具交換　  　   　    　　　  　　  49基 〔5,899〕

遊具以外施設更新　　　　　　　　2施設

バリアフリー化改修（出入口等） 2公園

ハザード除去・塗装

オオガハスの魅力発信　【拡充】 30,400

オオガハスの開花70周年を迎え、情報発信の強化やイベント 〔0〕

の充実を図り、都市アイデンティティとしての魅力を広く発信

開花70周年記念フォーラム開催

蓮華亭常設展示リニューアル　等

ＺＯＺＯマリンスタジアム今後のあり方検討基礎調査　【新規】 30,000

老朽化の進むスタジアムの今後のあり方を検討するため、 〔30,000〕

基礎調査を実施

動物公園リスタート構想の推進 187,000

リスタート構想に基づき、再整備等を実施 〔0〕

動物科学館学習施設改修実施設計

トイレの洋式化　工事2箇所、設計2箇所

動物公園入園券オンライン決済等導入　【新規】 3,130

動物公園の魅力・集客力向上を図るとともに、入園券購入時等の 〔0〕

三密回避のため、オンラインサービスを充実

入園券、ベビーカー貸出

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予算額

〔　　〕内は一般財源
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＜建設局＞

千円

１　道路・街路の整備 広域道路ネットワークの形成

    道路整備 1,426,448

   東寺山町山王町線（長沼・六方地区工業地域）　ほか 〔233,448〕

    街路整備【一部2月補正対応】 4,432,400

   塩田町誉田町線、磯辺茂呂町線(園生町地区）、誉田駅前線、 〔221,522〕

   幕張本郷松波線、南町宮崎町線　ほか

   （仮称）検見川・真砂スマートＩＣ整備 66,000

   東関東自動車道に接続する東京方面への新たなインターチェンジ 〔36,000〕

   を整備

　    詳細設計　等

電線共同溝整備 【一部2月補正対応】 532,000

本体工事、支障物件移設　千葉大網線、中央星久喜町線　ほか 〔29,900〕

橋りょう整備

橋りょう耐震補強 36,000

工事　鉄砲塚跨線橋 〔0〕

橋りょう補修【一部2月補正対応】 1,086,000

工事　根崎橋ほか13橋 〔1,350〕

橋りょう架替 455,600

柏井橋　　護岸工・仮橋撤去 〔3,045〕

亥鼻橋　　橋りょう下部工

２　交通安全施設整備 歩道の整備　【一部2月補正対応】 1,188,000

千葉川上八街線、穴川天戸線、千葉大網線（土気駅北口）　 〔80,320〕

仁戸名平山町線、中広踏切　ほか

交差点改良 130,500

千葉臼井印西線（四街道入口交差点） 〔31,500〕

生実本納線（平山大橋交差点）　ほか

主　　要　　施　　策　　の　　概　　要項　　　目
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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千円

通学路安全対策　　 50,000

学校・警察・道路管理者合同点検結果に応じた対策工事 〔1,500〕

自転車走行環境の整備【一部2月補正対応】 110,700

国道357号　ほか 〔10,700〕

３　放置自転車対策 自転車駐車場整備 130,500

監視カメラ導入　稲毛海岸駅 〔6,500〕

電磁ロック式自転車ラック更新　蘇我駅第11、千葉駅北口第5、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鎌取駅第2

サイクルゲート更新　海浜幕張駅第1、検見川浜駅第1

４　浸水・冠水対策 河川整備　【一部2月補正対応】 584,000

二級河川支川都川　地盤改良工事　等 〔0〕

二級河川坂月川　　 堤防補強工事　等

二級河川生実川・準用河川生実川　　 河道築造実施設計　等　

排水施設・都市下水路整備 482,000

排水施設工事　L=200m 〔12,280〕

水路・調整池浚渫工事　等

雨水貯留槽設置 1,854,000

周辺地域の浸水被害を軽減するため、雨水貯留槽を新設 〔0〕

宮崎雨水貯留槽(JR蘇我駅東口周辺)

設置場所：菰池公園　

スケジュール：R2～4　工事　

みつわ台雨水貯留槽

設置場所：みつわ台第二公園

スケジュール：R2～4　工事　

弁天雨水貯留槽

設置場所：千葉公園

スケジュール：R4～6　工事　

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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千円

公共下水道管渠布設（雨水）【一部2月補正対応】 2,393,500

雨水対策重点地区の浸水対策を強化するとともに、浸水被害 〔0〕

発生箇所への雨水管布設等を実施

重点地区　都町、弁天

一般地区　浜野町、千城台南　ほか

５　下水道事業の推進 公共下水道管渠布設（汚水） 264,612

稲荷町、宮野木台、稲毛町、東寺山町、土気町　ほか 〔0〕

普及率　R4末(見込） 97.5％

下水道管渠の改築・耐震化　【一部2月補正対応】 3,912,600

更新工事　　　 L=14.0㎞ 〔0〕

耐震化工事　　L=9.3km

ポンプ場・処理場の建設・改築　【一部2月補正対応】 4,406,000

南部浄化センター　汚泥濃縮機械・電気設備改築（R3～R4継続） 〔0〕

　　　　　　　　　　　　　ほか老朽化対策等 債務負担（20,000,000）

　　　　　　　　　　　　　汚泥固形燃料化施設事業者選定

中央浄化センター　監視制御設備改築工事　ほか老朽化対策等

ポンプ場　　　　　　　機械・電気設備老朽化対策等

　　　　　　　　　　　　　（村田雨水（R3～R4継続）、都（R4～R5継続）等）

６　急傾斜地崩壊対策 急傾斜地崩壊対策 267,000

工事　長作町、仁戸名町、宮崎町　ほか 〔3,800〕

設計　長作町　ほか

主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
項　　　目
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＜消防局＞

千円

１　消防団活動の充実 消防団資器材の充実強化 10,500

消防団の装備増強のため、各種資器材等を計画的に配備するほか、 〔6,500〕

拠点強化のための消防団器具置場建替えに伴う解体工事を実施

消防団器具置場改築

解体　生実（3分団1部）

消防団員の処遇改善　【拡充】 70,084

消防団員の処遇を改善するため、報酬単価を引き上げるとともに新た 〔70,084〕

に出動報酬を創設

報酬

年額報酬の引上げ（団長、分団長を除く）　

　引上額:1,000円/年～5,500円/年

出動報酬（新設）

　災害出動：8,000円/日、警戒・訓練その他：3,500円/日

費用弁償　出動に係る交通費実費相当額を支給

２　防災・減災対策 非常用電源の整備 68,000

大規模災害による停電時においても消防機能を維持するため、 〔0〕

消防庁舎の非常用発電機を更新

更新　稲毛消防署

感震ブレーカー等設置推進 1,200

大規模地震時の電気火災を防止するため、要改善市街地を対象 〔1,200〕

に感震ブレーカーの設置を促進

助成対象数　400世帯

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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＜水道局＞

千円

第3次拡張事業 301,000

配水管延伸（高根町・更科町－北谷津町） 〔68,993〕

＜病院局＞

千円

医療機器整備　【拡充】 849,000

医療の質の向上のため、青葉・海浜病院の医療機器を更新 〔0〕

新病院整備 4,774,636

海浜病院に代わる新病院の整備に向けて実施設計及び用地取得 〔35,318〕

などを実施

項　　　目
予　算　額

〔　　〕内は一般財源

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源

主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
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＜教育委員会＞

千円

１　教育環境の整備 若葉住宅地区小学校新設 113,000

住宅開発が進む幕張新都心若葉住宅地区において、居住の見込ま 〔60,000〕

れる児童の良好な教育環境を確保するため、新たに小学校を建設

内容　　　　基本設計・実施設計（R4～R5継続）　等

開校時期　令和8年4月（予定）

学校施設の環境整備 【一部2月補正対応】 6,746,860

学校施設の計画保全及び機能改善を実施 〔69,326〕

大規模改造　   工事　 小学校5校、中学校3校

   　　　　　　　　  設計　中学校1校

屋上防水改修  工事　小学校1校、中学校2校、特別支援学校1校

外壁改修  　　  工事　 小学校1校、中学校2校、特別支援学校1校

　　　　 　　  　　  設計　小学校8校、中学校3校

トイレ改修        工事　小学校10校、中学校5校、特別支援学校2校

　　　　　 　　      設計　小学校20校、中学校6校

給食室空調整備 92,000

給食従事職員の熱中症対策として、給食室に冷暖房設備を整備 〔10,000〕

設置箇所　小学校8校、特別支援学校2校 債務負担（206,908）

設計　　　　小学校10校

中等教育学校整備 117,000

令和4年4月に開校する市立稲毛国際中等教育学校（現市立稲毛高 〔29,000〕

等学校・附属中学校）の校舎等大規模改造工事に向けて実施設計等 債務負担（600,000）

を実施

内容　　　　実施設計

　　　　　　　エレベータ設置に係る土質調査

供用開始　令和7年1月（予定）

エレベータ設置 66,000

円滑な移動等に配慮が必要な児童・生徒等のため、校舎にエレベータ 〔3,000〕

を設置

設計　小学校5校

学校防犯対策　【拡充】 710

学校敷地内への不審者などの侵入を抑止するため、防犯カメラを設置 〔710〕

　設置校数　R3：110校　→　R4:120校（10校設置）

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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千円

２　学校教育等の充実 第3子以降の学校給食費無償化 394,181

子育ての経済的負担が大きい多子世帯の負担軽減 〔394,181〕

を図るため、引き続き第3子以降の学校給食費を無償化

小学校における専科指導のための非常勤講師の配置　【拡充】 269,820

専門性の高い指導を実施するとともに、学級担任が児童と向き合う 〔239,997〕

時間を確保するため、専科非常勤講師を増員

専科科目　音楽、図工、家庭、体育

配置人数　R3：84人　→　R4：98人（14人増）

小学校の水泳学習における民間活用　【拡充】 28,700

児童の泳力向上、教職員の負担軽減などのため、民間スイミング 〔28,700〕

を活用した水泳事業を実施

スイミングスクールでの水泳指導　R3:7校　→　R4:9校

スクールインストラクター派遣による水泳指導　2校

アフタースクール運営　【拡充】 780,259

児童の放課後における安全・安心な居場所の提供と学びの 〔269,144〕

きっかけづくりのため、導入校を拡大するとともに、土曜日の 債務負担（2,326,349）

開所時間を延長

導入済校　R3：18校　→　R4：24校

開設準備　10校（R5導入校）

土曜日開所時間延長　

利用時間　R3:8:00～16：30

　　　　　→ R4:8:00～19：00

公立夜間中学設置 68,000

義務教育を修了しないまま学齢期を経過した者や、様々な事情により 〔34,000〕

十分な教育を受けられないまま中学校を卒業した者に対応する夜間

中学を設置

内容　　　　施設整備　等

設置場所　教育複合施設「まさご夢スクール」の4階

　　　　　　　（旧真砂第二小学校校舎）

開校時期　令和5年4月（予定）

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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３　いじめ・不登校等 不登校対策　【拡充】 97,876

　　への取組み 不登校児童生徒の増加等に対応するため、教育支援センター 〔69,501〕

「ライトポート」に小学生専用の教室を開設するなど支援体制を強化

開設箇所　3か所

指導員増員　各小学生専用教室に2人配置

家庭訪問カウンセラー新規配置　2人

リモート教育相談実施

スクールカウンセラー活用　【拡充】　 89,742

いじめや不登校などに対応するスクールカウンセラーの配置体制 〔59,830〕

を充実

小学校大規模校　（42校）

R3：148時間/校 → R4：160時間/校（12時間増）

小学校通常校　（66校）

R3：111時間/校 → R4：120時間/校（9時間増）

総括スーパーバイザー（1人）

R3：340時間　→ R4：380時間

ライトポート新規配置　280時間（1箇所）

スクールソーシャルワーカー活用　【拡充】 46,202

不登校や家庭環境の問題などに対応するスクールソーシャル 〔31,020〕

ワーカーの配置体制を拡充

R3:10人　→　R4:12人

学校における性暴力対策 4,245

子どもを性暴力から守るため、発生の防止・早期発見、発見後の 〔1,245〕

対応に係る取組みを実施

生命の安全教育推進　【新規】

子どもの発達段階に応じた性の人権教育をモデル的に実施

性暴力事案発生時の危機対応チーム設置　【新規】

学校での性暴力事案発生時には、速やかに加害教職員へ

聞取りなどを行う弁護士等で構成する危機対応チームを

教育委員会内に設置

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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 千円

４　生涯学習の推進 特別史跡加曽利貝塚史跡等の整備　【拡充】 242,000

縄文文化とSDGsを学ぶことができる博物館を目指し、新博物館の整備 〔73,250〕

を推進するとともに、来場者の利便性向上のための史跡整備を実施 債務負担（35,500）

便益施設新築（多機能トイレ等）　工事

復元住居茅葺　等

新博物館整備運営事業者選定アドバイザリー業務 【拡充】

整備用地現況測量　【拡充】　等

科学館展示リニューアル 170,500

展示物の老朽化、陳腐化に対応するため、リニューアルを実施 〔500〕

令和4年9月末にリニューアル完了予定　（閉館せず施工）

電子書籍サービス　【拡充】 8,998

図書館に来館することなく自宅などで読書が可能となる電子書籍に 〔0〕

ついて、利用者サービス向上のため、蔵書数を拡充

R3:300冊　→　R4：1,910冊（1,610冊拡充）

花見川図書館とこてはし台公民館の複合化　【新規】 522,530

効率的な施設運営及び市民の利便性向上を図るため、 〔45,530〕

花見川図書館とこてはし台公民館を複合化

供用開始時期　令和5年4月（予定）

◎見直しをする事業 英語教育支援員配置 0

令和2年度からの小学校英語の教科化への対応として配置していた 〔0〕

英語教育支援員について、教科化への対応が十分行われたことから、 ※対前年度増減額

配置を終了 △15,632

　 H30～R3:各区2名配置　→　R4:配置を終了 〔 △10,516〕

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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＜新型コロナウイルス感染症対策＞

千円

新型コロナウイルス感染症への対応として、感染拡大防止や 市全体　6,763,414

経済の回復、市民生活の支援に向けた取組みを推進 ※拡充事業は、拡充
　 額を記載

１　感染者等への対応 ＜保健福祉局＞

軽症者等の宿泊療養施設の確保 1,184,778

重症患者を優先し、限られた医療資源を有効活用するため、 〔0〕

軽症患者・無症状感染者の療養施設を確保

軽症者等の自宅療養支援 1,053,975

軽症患者・無症状感染者の自宅療養を支援 〔0〕

支援内容　パルスオキシメーターの貸出し・配食サービス、健康

　　　　　　　観察センター運営、医療提供支援、調剤・服薬

　　　　　　　指導　等

ＰＣＲ等検査体制の確保 304,046

必要な検査需要に対応できるよう､医療機関に加え保健所において 〔159,650〕

検体採取を行うとともに､環境保健研究所で検査を行うほか、医療

機関で実施する検査についても、医療保険適用検査に係る患者

自己負担分を公費で負担

感染症入院医療費公費負担 177,684

新型コロナウイルス感染症による入院費用について、医療保険が適 〔44,508〕

用される患者自己負担分を公費で負担

ＰＣＲ検査等協力支援金 3,000

ＰＣＲ検査等の検体採取により、医師が新型コロナウイルスに感染し、 〔0〕

診療所を休止した場合に、再開のための支援金を支給

支給額　100万円/診療所

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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千円

発熱等救急患者受入支援金 50,000

発熱等の症状がある救急患者を受け入れたことで、医師等が新型 〔0〕

コロナウイルスに感染し、業務休止に至った場合に、再開のための

支援金を支給

支給額　100万円/床

転院受入協力金 15,000

病床ひっ迫時に新型コロナウイルス感染症患者の転院を受け入れ 〔0〕

た医療機関に対し協力金を支給

支給額　25万円/患者

保健所の体制確保 422,726

新型コロナウイルス感染症流行に伴う業務の増大に対応するため、 〔63,938〕

引き続き、外部委託等を活用し、保健所の体制を確保

内容　相談対応、検体配送、患者搬送、患者等調査　等

２　感染拡大防止対策 ＜総務局＞

避難所運営動画作成　【新規】 （再掲） 2,500

避難所の感染症対策を含む開設・運営の手順を分かりやすく 〔0〕

解説する動画を制作

地域避難施設の運用体制整備　【拡充】（再掲） 1,000

避難所への集中を緩和するため、災害時に町内自治会集会所等に 〔0〕

設置する地域避難施設の備蓄品として携帯トイレを新たに整備

既配備の備蓄品　食料・飲料（各1日分）

→新たに配備する備蓄品　携帯用トイレ

　　　　　　 （配備数： 1施設あたり100個程度（5個/日×20人））

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源

－　47　－



千円

＜市民局＞

区役所窓口混雑状況配信システム改修　【拡充】 （再掲） 6,600

区役所窓口の混雑緩和のため、混雑状況のインターネット配信 〔0〕

等に加え、来所日時をオンライン予約できる機能を追加

運用開始時期　令和4年12月～

＜保健福祉局＞

高齢者施設等PCR検査 341,000

感染リスクが高い高齢者施設等における感染拡大を防止するため、 〔170,000〕

従事者に対するPCR検査を実施するとともに、新規入所者の検査に

要する費用を助成

介護施設等における感染拡大防止対策支援　【拡充】 56,960

施設での感染症拡大を防止するため、簡易陰圧装置の設置や、 〔0〕

家族との面会室整備に加え、生活空間等の区分け（ゾーニング）に

要する費用の一部を助成

（ゾーニング費用助成の内容）

対象　　　　　 特別養護老人ホーム　 2施設　3か所

　　　　　　　　 介護老人保健施設　　 1施設　2か所

補助率　　　　10/10

補助上限額　600万円/か所

＜都市局＞

地域公共交通における感染防止対策支援 7,650

路線バスやタクシー等の公共交通事業者に対し、車内の感染防止 〔0〕

対策に要する経費を助成

対象者　　路線バス・タクシー・モノレール事業者

実施内容 車内の抗菌コーティング　等

補助率　1/2

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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動物公園入園券オンライン決済等導入　【新規】　（再掲） 3,130

動物公園の魅力・集客力向上を図るとともに、入園券購入時等の 〔0〕

三密回避のため、オンラインサービスを充実

入園券、ベビーカー貸出

＜教育委員会＞

電子書籍サービス　【拡充】　（再掲） 8,998

図書館に来館することなく自宅などで読書が可能となる電子書籍に 〔0〕

ついて、利用者サービス向上のため、蔵書数を拡充

R3:300冊　→　R4：1,910冊（1,610冊拡充）

３　経済の回復、 ＜経済農政局＞

　　事業継続支援 中小企業者事業継続支援金 【新規】（再掲） 200,000

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、売上減少が生じた 〔0〕

中小企業者等の支援のため、事業継続支援金を支給

対象者　中小企業者（ＮＰＯ法人も含む）

支給要件　以下①～③のいずれにも該当する者

　①市内に本店又は主たる事業所を有する者

　②今後も事業継続の意思のある者

　③令和3年11月から令和4年3月までの任意の月の売上が

　　平成30年から令和3年の同月比で20％以上30％未満

　　減少している者

　（対象外）　以下①～③のいずれかに該当する者

　　①国の事業復活支援金の対象者

　　イ　千葉県の営業時短要請に伴う協力金の対象でない者②令和3年11月から令和4年3月までの売上減少額の合計が

　　ウ　令和3年11月から令和4年3月までの売上減少額の合計が　20万円未満の者

　　　　20万円以上ある者③公共法人、宗教団体、政治団体　ほか

支給額　20万円/者

申請時期　令和4年5月中旬～7月中旬（予定）

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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テレワークプラン販売促進（再掲） 100,000

コロナ禍での感染拡大防止や宿泊事業者支援のため、テレワーク 〔0〕

プラン利用者の利用料金に対し助成

対象者　千葉県内在住の方

上限額　3,000円/1回

　　　　　（最低自己負担額1,000円）

実施期間　令和4年4月から6月末まで（予定）

CHIBA-LABO（チバラボ）テレワーク利用対応　【新規】(再掲） 5,000

産業振興財団が運営する起業家支援施設において、市内中小企業 〔0〕

従事者等のテレワーク推進を図るため、個室ブース等を設置

整備内容　個室ブース3台、パーティション

利用対象　チバラボ会員、市内中小企業在勤者

トライアル発注認定　【拡充】（再掲） 3,300

商品の見本市や商談会のオンライン開催の増加を踏まえ、出展時に 〔0〕

必須となる商品動画を作成し、販路拡大を支援

内容　トライアル認定商品のＰＲ動画作成

　 用途　市公式YouTubeで公表、

　　　　産業交流展の市出展ブースで掲載　等

新規市場開拓支援　【拡充】（再掲）

商品のオンライン展示会の増加に対応するため、新規市場開拓支援 1,400

制度に係る対象経費を拡充 〔0〕

対象経費　出展料に加えて、映像コンテンツ制作経費を追加

補助率　　1/2　

上限額　　20万円

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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イベントツーリズム促進　【新規】（再掲） 560,000

市内飲食店等への周遊促進を図るため、本市で開催されるプロスポー 〔0〕

ツや大規模音楽イベントの観客を対象として、開催地周辺の飲食店等

で利用可能なクーポンを販売

対象者　チケット購入者のうち希望する者

対象イベント　市内で開催されるプロスポーツ、大規模音楽イベント

特典付与方法　イベント参加者に対し、購入済チケットの提示を

　　　　　　　　　 条件に、開催地周辺で利用可能な3,000円分の

　　　　　　　　　 クーポンを500円で販売

利用可能店舗　施設や店舗内の感染対策がされていることを条件

　　　　　　　　　に市内の飲食店、小売店、ホテル、観光施設　など

実施時期　　　令和4年6月から令和5年2月（予定）

市内観光バス活用促進　【新規】（再掲） 459,000

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、利用が減少した市内観光 〔0〕

バスの稼働率向上を図り、市内経済を活性化するため、市内バス

事業者を活用した取組みを支援

１　イベント等活用型

　　対象者　市内観光バスを活用するイベント等主催者

　　対象経費　バス借上げ料

条件　　以下のア～ウいずれにも該当

　　　　　　ア　市内観光バス事業者が所有するバス（貸切）を

　　　　　　　　利用すること

　　　　　　イ　市内を発着地とすること

　　　　　　ウ　イベント参加、プロスポーツ観戦、企業の団体旅行・

　　　　　　　　研修などでの貸切バスを用いた移送であること　

　　補助率　1/2

　　上限額　1台当たり7.5万円/日

2　周遊プラン活用型

　　対象者　旅行業法における旅行業登録事業者

　　対象経費　周遊プランの催行料金

条件　　以下のア～エいずれにも該当

　　　　　ア　市内に事業所があること

　　　　　イ　発又は着場所を千葉市内とし、県内を周遊すること

　　　　　ウ　宿泊を伴う場合は、市内宿泊施設を利用すること

　　　　　エ　市内観光バス事業者を利用すること

　　補助率　1/2

　　上限額　1催行当たり50万円

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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就職氷河期世代就労支援　（再掲） 17,900

コロナの影響による職種変更を希望する者などの就職氷河期世代 〔725〕

の雇用を促進するため、企業と求職者のミスマッチ解消に向けた

取組みを実施

就業支援セミナー等の開催

職場体験の実施　等

企業立地促進事業補助金（賃借型）　【拡充】　（再掲） 15,000

　事業者ニーズを踏まえ以下の助成メニューを追加 〔0〕

　　対象者　　市内において新たに事務所や工場等を賃借する企業

　　助成内容 ①リモートワーク導入に係る経費

　 　　　　　　　②社員採用に係る経費

　　対象経費 ①パソコン・タブレット端末や周辺機器購入・リース

　　　　　　　　　　クラウドサービス利用料　等

　　　　　　　　②操業6か月前から操業開始の日から1年後までの

　　　　　　　　　間の、求人サイト掲載など人材募集にかかる経費

　　補助率等　①2/3（上限額：100万円、期間：3年）

　　  　　　　　　②1/2（上限額：50万円、1回限り）

ハイブリッド型MICE開催促進補助　（再掲） 51,000

感染拡大防止対策が徹底されている市内施設で、 〔0〕

ハイブリッド型の会議・展示会等を開催する主催者を支援

　　　　　　　

＜都市局＞

地域公共交通支援 107,020

利用者の減少により大きな影響が生じている公共交通事業者に対し、 〔0〕

事業継続のための取組みを実施

①支援金の支給

　　　　　タクシー4万円/台（ただし、個人タクシー2万円/台）対象業種　路線バス、タクシー、個人タクシー、モノレール

　　　　　モノレール1,000万円/編成支給額　   バス5万円/台

　    　　　　タクシー4万円/台（ただし、個人タクシー2万円/台）

　    　　　　モノレール1,000万円/編成

②運転手養成支援

　　　　　タクシー4万円/台（ただし、個人タクシー2万円/台）対象業種　路線バス、タクシー

　　　　　モノレール1,000万円/編成補助率等　事業者が負担する免許取得に係る教習費用の1/2

　　　　　　　（上限額30万/人）

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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４　市民生活の支援・ ＜市民局＞

　　地域コミュニティの 市民自治の推進　【拡充】　（再掲） 1,109

　　回復 住民同士の助け合いと支え合いによる地域運営を持続可能なもの 〔1,109〕

とするため、多様な主体の連携を促進する取組みなどを実施

実施内容　若い世代を対象としたワークショップ（意見交換会）、

                町内自治会とNPOのマッチング　等

女性のためのつながりサポート　【拡充】　（再掲） 15,000

コロナ下で困難・不安を抱える女性を支援するため、新たに相談会 〔0〕

等を実施

実施内容　R3：電話・LINE相談、アウトリーチ型支援、

                      居場所の提供　等

             →R4：上記に加え、電話相談フリーダイヤルの設置、

　             　　　女性による女性のための相談会を実施

＜保健福祉局＞

コミュニティソーシャルワーカーの配置強化　【拡充】　（再掲） 99,215

様々な困りごとを抱える方やその家族を支援するとともに、地域が 〔99,215〕

主体となり課題を解決する力を高めるため、千葉市社会福祉協議

会のコミュニティソーシャルワーカーを増員

R3：10人　→　R4：12人（2人増）

生活困窮者自立相談支援　【拡充】　（再掲） 195,472

生活困窮者の自立、就労等を支援するため、「生活自立･仕事相談 〔59,223〕

センター」を新たに美浜区に開設するとともに、相談件数の増加に

対応するため、支援員を増員

設置場所　　　　　　  R3：中央区､花見川区、稲毛区､若葉区、緑区

　　　　　　　　　　 →　R4：美浜区に開設し全区で実施

開設時期　　　　　　  令和4年9月予定

自立相談支援員　　 R3：29人　→　R4：31人（2人増）

アウトリーチ支援員　R3：4人　→　R4：6人（2人増）

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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妊産婦総合対策　（再掲） 43,850

新型コロナウイルス感染症により、不安や孤独を抱える妊産婦に対し、 〔0〕

総合的な支援を実施

出産前妊婦新型コロナウイルス検査費用助成

不安を抱える妊婦に対し、本人の希望により出産前にＰＣＲ

検査等を受ける場合の検査費用を助成

　 補助率　　　　10/10

　 補助上限額　2万円

寄り添い型支援

新型コロナウイルスに感染した妊産婦に対し、不安や孤立感

解消のため、退院後に助産師や保健師による電話や訪問等

の相談支援を実施

オンライン保健指導等

感染症の不安を抱える妊産婦に対し、非接触での保健指導

や相談支援を実施

在宅高齢者・障害者へのサービス継続支援 14,917

新型コロナウイルス陰性の濃厚接触者への在宅サービス継続を 〔0〕

支援するため、訪問サービス等を提供した事業所等に対し、支援金

を支給

支援内容　訪問サービス等提供支援、新規利用に対するケア

　　　　　　　マネジメントへの支援、支給限度額を超えたサービ

　　　　　　　ス提供への支援

心のケア相談 43,662

新型コロナウイルス感染症の影響による心のケアに関する相談に 〔0〕

対応するため、夜間休日の電話・ＳＮＳによる相談体制を引き続き

確保

平日17～21時、土日祝日13～17時

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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