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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

　【ちばしチェンジ宣言】

　　　新型コロナウイルス対策を契機として発出した「ちばしチェンジ宣言！」に関連している事業

※記載内容について

＜メモ＞新規・拡充事業件数推移
Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ３-Ｒ２

新規 72 68 35 △ 33
拡充 83 76 49 △ 27



＜総務局＞

千円

１　防災・減災対策 可搬型外部給電器の整備　【新規】 264

災害時において、電気自動車等から電気機器に電力供給するため 〔264〕

可搬型外部給電器を整備

整備台数　2台

防災行政無線（同報系）コミュニティＦＭ連携システム整備　【新規】 5,500

防災行政無線で発信する緊急情報を、FMラジオ上でも放送可能 〔5,500〕

とするシステムを整備

災害時要配慮者個別支援計画作成促進（モデル事業）　【新規】 2,896

災害時における要配慮者の支援体制構築を促進するため、ケアマ 〔2,892〕

ネジャーと連携した要配慮者の災害時個別支援計画作成事業を

モデル的に実施

　 個別支援計画作成

計画作成支援コーディネーター配置

避難所運営委員会の活動支援　 3,660

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 〔3,660〕

するため、避難所運営委員会の活動を支援

自主防災組織の結成促進 11,702

自主防災組織の結成や活動を促進するため、各種助成を実施 〔11,702〕

　設置助成、活動助成、資器材購入助成等

　　新規設置組織数　16組織

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 〔22,480〕

整備か所数　R2:121か所→R3:141か所

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源

－　1　－



千円

総合防災情報システムの構築 債務負担（500,000）

災害発生時の迅速な情報収集・発信を行うとともに、被害情報・対応

結果等を一元的に管理する総合防災情報システムを構築

R3～　システム構築

R5     新庁舎危機管理センターにおいて稼働開始予定

デジタルサイネージによる災害情報等の配信　【新規】 1,944

公民館の既設モニターに災害情報等の配信が可能となるデジタル 〔1,944〕

サイネージを導入

導入箇所　各区２箇所

２　職員研修の充実 職員の学習管理システム（ＬＭＳ）導入　【新規】【ちばしチェンジ宣言】 22,000

　 職員のリモートワーク環境下においても、eラーニングにより、必要な 〔0〕

研修の受講が可能となる学習管理システムを導入 債務負担（1,452）

３　国際化推進 地域日本語教育の推進 15,000

生活者としての外国人が身近な地域で日本語を学ぶことができる 〔7,500〕

体制を整備するため、地域日本語教育コーディネーターの配置

や日本語教育の人材育成研修などを実施

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　東京2020大会開催 延期となった東京2020大会開催に向け、大会開催機運の醸成や、大会 市全体　559,797

　　に向けた取組み を成功させるための取組みを推進するほか、パラスポーツの普及を促進

オリンピック・パラリンピック開催に向けた取組み 106,857

競技会場都市として、イベントやPR活動など、大会開催 〔106,857〕

機運の醸成や祝祭感の創出などの取組みを推進

オリンピック聖火リレー、パラリンピック聖火リレー

イベント（大会直前イベント、パブリックビューイング等）

ＰＲ活動（ラストマイル装飾、プロモーション動画放映等）

市民団体等への機運醸成等活動の支援

ボランティア体制の構築 118,000

都市ボランティアの育成及び大会期間中の運営を行うとともに、 〔118,000〕

大会終了後もボランティアを継続できるよう、チーム千葉ボラン

ティアネットワークにおいてボランティア活動や研修情報などを

発信し、活動を支援

都市ボランティアの育成・運営

チーム千葉ボランティアネットワークの運営

パラスポーツの推進　 27,039

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 〔27,039〕

スポーツ活動の参加を支援

障害者アスリートによる学校訪問

パラスポーツ振興補助金

２　市制100周年関連 本市の都市のあゆみを知り、未来について考え、行動する機会を

　　事業 創出するため、「市制100周年記念協議会」による記念事業の運営

や、学校と連携した本市の歴史を振り返る取組みを実施

市制100周年関連事業 73,899

実施期間　 〔73,899〕

　 記念期間:令和3年1月～12月

実施内容　

　 市制100周年記念協議会負担金(ちば 「まち博」の開催等)

　 市民参加イベント

各種ＰＲ活動　等

項　　　目
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

－　3　－



３　まちづくり スマートシティの推進 16,800

テクノロジーの活用などにより、市民生活の質の向上を図るとともに 〔16,800〕

持続可能なまちづくりを進めるため、本市が目指すスマートシティの

方向性を示す「（仮称）スマートシティ推進ビジョン」を策定

都市アイデンティティの確立 21,647

都市アイデンティティ確立に向けて、地域資源を活用した取組み 〔21,647〕

を実施するとともに戦略プランを改定する

第3回千葉氏サミットの開催

都市アイデンティティ戦略プランの改定

　

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 8,009,257

　　の確保 総合防災拠点となる新庁舎を整備 〔40,000〕

供用開始予定：令和5年度

令和3年度実施内容

新築工事

総合管理支援業務

新庁舎開庁準備支援業務

新庁舎ZEB実証事業活用支援業務

２　市民サービスの向上コード決済導入　【新規】【ちばしチェンジ宣言】 35,100

納税者の利便性向上のため、市税・保険料等納付書のバーコードを 〔23,081〕

スマホアプリで読み取り、コード決済を可能とするシステムを整備

対象料金等　市税、国民健康保険料、介護保険料、

　　　　　　　　 保育料等、自転車整理手数料

運用開始時期　令和3年度予定

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　市民自治の推進 地域運営委員会の設置促進 15,169

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と 〔15,169〕

する体制づくりを進めるため、地域運営委員会の設立・活動を支援

補助金による支援

設立支援補助　補助率10/10　上限10万円（原則1年間）

活動支援補助　補助率10/10　上限20万円

地域運営交付金

地域運営委員会の構成団体が交付を受けていた

補助金のうち、統合分について金額を１割上乗せ

集会所建設等事業補助　【拡充】 39,089

町内自治会集会所の建設・修繕等費用助成の助成内容を拡充 〔39,089〕

新築・建替等　補助上限額への加算及び補助対象経費の追加

補助上限額　　 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

補助対象経費　建替えのための建物解体費用等を追加

修繕　補助上限額の引き上げ及び前回補助からの経過年数要件

　　　　の緩和

補助上限額　 　　 50万円　→　60万円

経過年数の緩和　5年　→　3年

耐震診断　補助上限額の引き上げ

4万円　→　10万円

耐震改修　補助上限額の引き上げ

60万円　→　120万円

２　市民サービスの おくやみコーナー設置　【新規】 4,782

　　向上 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、申請書 〔4,773〕

代行作成等の遺族の支援を行うワンストップ窓口を緑区役所にモデル

設置

設置時期　令和3年5月～

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源

－　6　－



千円

３　文化振興 千の葉の芸術祭 71,500

東京2020大会の開催期間中に、本市の資源や魅力ある文化力を 〔71,500〕

内外に広く発信するため、新たな文化プログラムとして、千の葉の

芸術祭を開催

チバリアフリーアートプロジェクト 3,600

東京2020大会を契機として、ファッションやデザイン等を通じ、 〔3,600〕

障害のある人もない人もともに参加できるイベントを実施

４　スポーツの振興 スポーツ実施率向上　【新規】 4,290

スポーツ実施率の向上を図るため、運動能力・経験、年齢、性別、 〔0〕

障害の有無に関係なく楽しめる「ゆるスポーツ」の普及に係る取組み

を実施

実施内容　ゆるスポーツ体験会、

　　　　　　　ワークショップ（こども向け運動メニューの開発等）、

　　　　　　　運動メニューの実証実験・動画配信

（仮称）幕張西スポーツ広場の整備　【新規】 9,000

地域の身近な日常的スポーツ活動の場を提供するため、暫定利用中 〔4,000〕

の幕張西運動広場をスポーツ広場として整備

R3：測量、土質調査、外構設計

パラスポーツの推進 35,538

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 〔34,055〕

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

－　7　－



千円

５　体育館再整備 （仮称）千葉公園体育館の整備 2,678,600

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 〔1,600〕

を集約し､競輪場跡地に新体育館を整備（R4年度中供用開始予定）

R3：本体工事、擁壁工事

６　消費者対策 迷惑電話等防止機器設置助成　【新規】 5,042

「電話de詐欺」等の消費者被害を未然に防止するため、65歳以上 〔5,042〕

の高齢者世帯に対し、通話録音装置等の設置費用の一部を助成

対象機器　　 固定電話に取り付ける通話録音装置･着信拒否装置､

　　　　 　　 　 通話録音又は着信拒否機能付き固定電話機

補助率　　　　3/4

補助上限額　1万円（1世帯1回1台限り）

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源

－　8　－



＜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】 59,000

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 〔32,150〕

定員　R2：240人　→　R3：280人（40人増）

生活困窮者自立相談支援　【拡充】 169,456

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 〔37,420〕

センター」を新たに緑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　　　　　　  R2：中央区､花見川区、稲毛区､若葉区

　　　　　　　　　　 →　R3：中央区､花見川区、稲毛区､若葉区、緑区

開設時期　　　　　　  R3年9月予定

自立相談支援員　　 R2：23人　→　R3：29人（6人増）

アウトリーチ支援員　R2：3人　→　R3：4人（1人増）

２　地域福祉の推進 日常生活自立支援事業補助　【拡充】 55,110

判断能力が不十分な高齢者等に対して福祉サービス利用等の援助 〔27,555〕

を行う千葉市社会福祉協議会の日常生活自立支援事業について、

利用者の増加に対応するため、専門員を増員

R2：5人　→　R3：7人（2人増）

コミュニティソーシャルワーカーの配置強化　【拡充】 87,231

コミュニティソーシャルワーク機能を強化するため、千葉市社会福祉 〔87,231〕

協議会のコミュニティソーシャルワーカーを増員

R2：8人　→　R3：10人（2人増）

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源

－　9　－



千円

３　医療・健康づくり 特定不妊治療費助成　【拡充】 280,215

特定不妊治療の経済的負担を軽減し、治療を後押しするため、 〔0〕

所得制限を撤廃するほか､助成額､助成回数､助成対象者を拡充

所得制限　730万円未満（夫婦合算の所得）　→　撤廃

助成額

採卵を伴う治療

　　　　　　　　　　　   →　R3：30万円/回　 凍結胚移植　15万円（初回及び以降のいずれか1回30万円）

　　　　　　 その他　　　　R2：15万円/回（いずれか1回は25万円）　　　　　　　 →　30万円

　　　　　　　　　　　   →　R3：30万円/回　 その他　15万円（初回30万円・以降のいずれか1回25万円）

　　　   →　30万円

採卵を伴わない治療　7.5万円　→　10万円

助成回数　通算最大6回　→　子ども1人につき最大6回

対象者 　　法律婚の夫婦のみ　→　事実婚の夫婦を追加

受動喫煙対策 57,575

市民の健康増進を図るため、受動喫煙の防止に係る取組みを実施 〔32,666〕

制度周知・啓発、相談・指導、効果検証（市民・飲食店への

アンケート調査）

子どもの受動喫煙による健康被害を防止するため、受動喫煙状況の

評価が可能な尿中コチニン値測定を実施

対象　花見川区及び若葉区の小学校4年生

集団がん検診への時間予約制の導入　【拡充】　【ちばしチェンジ宣言】 12,000

定員超過による受診断りや混雑による待ち時間を解消し、受診者の 〔12,000〕

利便性向上を図るため、集団がん検診に時間予約制を導入

受診時間　乳がん　R2：受診日は予約制、時間は当日先着順

　　　　　　　　　  →　R3：完全予約制

　　　　　　　その他　R2：当日先着順　→　R3：完全予約制

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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千円

新生児聴覚検査費用助成　【新規】 15,990

先天性難聴の早期発見・早期療育につなげるため、新生児の聴覚 〔15,990〕

検査に要する費用を助成

対象検査　　 生後50日以内に初めて受ける聴覚検査

補助率　　　　10/10

補助上限額　3,000円

救急医療外国人対応サポート 4,000

東京2020大会による訪日外国人の増加に備え、救急医療が必要 〔4,000〕

となった際、安心して医療を受けられるようにするため、医療通訳

オペレーターサービスを実施

実施期間　3か月

環境保健研究所移転整備 86,000

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〕

R3実施内容　実施設計等 債務負担(2,526,500)

整備予定地　大宮町第二団地跡地

４　妊産婦支援 妊産婦総合対策 39,667

新型コロナウイルス感染症の流行により、里帰り出産が困難となる等 〔0〕

の状況の中で、不安や孤独を抱える妊産婦に対し、総合的な支援を

実施

出産前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

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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千円

妊婦健康診査支援　【拡充】 656,338

単胎妊娠より受診回数が多い多胎妊娠の経済的負担を軽減する 〔655,388〕

ため、妊婦健康診査費用の助成回数を拡充

助成回数　現行　14回まで

　　　　　　  拡充　多胎妊娠の場合、最大5回分を追加

助成上限額　4,500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】 983,625

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に配置 〔182,707〕

する包括３職種を増員　　

包括3職種　R2：144人 → R3：146人（2人増）

生活支援コーディネーターの配置強化　【拡充】 158,810

区単位の配置に加え、4区で実施しているあんしんケアセンター 〔30,571〕

単位の配置を全区に拡充

R2：19センター（中央区、稲毛区、若葉区、美浜区）

→ R3：28センター（全区）

シニアリーダー活動の推進　【拡充】 1,320

シニアリーダーに対する高齢者向け体操教室の運営経費助成に 〔165〕

ついて､参加者数の増加に対応するため､補助上限額を引き上げ

補助上限額　R2：20万円/区・年　→　R3：22万円/区・年

介護予防に関する情報提供の強化　【新規】 3,965

要介護状態等となることを未然に防止するため、健康診査の 〔496〕

結果等から把握した健康課題のある高齢者に対し、介護予防

事業の案内を送付

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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千円

特別養護老人ホーム整備費助成 948,918

特別養護老人ホーム　180床 〔3,338〕

R2末：3,722床　→　R3：3,902床

併設ショートステイ　40床

R2末：895床　→　R3：935床

特別養護老人ホーム多床室のプライバシー保護改修費助成　【新規】 64,592

居住環境の質向上のため、特別養護老人ホーム及び併設される 〔0〕

ショートステイ用居室の多床室のプライバシー保護改修に要する

費用を助成

補助率　　　　10/10

補助上限額　73.4万円/床

地域密着型サービス整備費助成 62,771

定期巡回・随時対応型訪問介護看護　1か所 〔0〕

R2末：10か所　→　R3：11か所

（看護）小規模多機能型居宅介護　1か所

R2末：29か所　→　R3：30か所

介護人材の確保

介護職員研修受講者支援　【拡充】 7,540

より質の高い介護人材確保のため、介護職員初任者研修に 〔1,915〕

加え、介護福祉士実務者研修についても受講費用を助成

　助成要件　 　実務者研修を修了し、介護施設等に介護職

　　　　　　　　　 として就労している者

　補助率　 　　 1/2

　補助上限額　10万円

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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千円

大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット･ＩＣＴ導入支援 【新規】 42,000

介護現場の業務効率化及び従事者の負担軽減を図るため、 〔0〕

介護施設等に対し、大規模修繕の際にあわせて行う介護

ロボット･ＩＣＴの導入に要する費用を助成

　補助率　　　　10/10

　補助上限額　42万円/床

介護職員の宿舎施設整備費助成　【新規】 46,200

多様な介護人材を確保するため、介護施設等に対し、介護 〔0〕

職員用宿舎の整備に要する費用を助成

　 補助率　　 1/3

　 補助要件　33㎡/介護職員

６　障害者施策 発達障害者支援センター運営　【拡充】　【ちばしチェンジ宣言】 43,101

新型コロナウイルス感染拡大等により、対面相談が困難な場合 〔21,551〕

に対応するため、現行の対面・電話・訪問相談に加え、新たに

オンライン相談を追加

施設受入体制の強化　【新規】 6,600

人工呼吸器を装着した重症心身障害児の受入体制を整備する 〔6,600〕

ため、桜木園に、レントゲン技師不在時でも病室で画像を確認

できる携帯型エックス線撮影装置を導入

７　動物愛護の推進 動物保護指導センターのあり方検討 341

動物保護指導センターの再整備に向け、あり方を検討するため、 〔341〕

有識者等との意見交換会及び先進事例の視察を実施

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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千円

動物愛護施策の推進　【新規】 2,000

ボランティアとの協働による動物愛護施策を推進するため、 〔2,000〕

ボランティアに対し、収容動物の世話に必要な物資の支援

を実施

◎見直しをする事業 老人センター管理運営 55

大規模団地対策として設置された幸老人センターについて、所期の 〔55〕

役割を終えたことから、R2年度末で廃止 ※対前年度増減額

△480

〔 △480〕

介護ロボット普及促進 0

移乗介助ロボットの介護老人福祉施設等への試用貸出について、 〔0〕

介護ロボット導入検討の支援としての所期の目的を果たしたことから、 ※対前年度増減額

導入費用の助成に切り替え △2,568

R3：大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ＩＣＴ導入支援 〔 0〕

短期リハビリ型通所サービス 0

利用者が少なく、既存事業で代替可能な状況を踏まえ、R2年度末 〔0〕

で廃止 ※対前年度増減額

△16,713

〔 △2,089〕

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】 677,000

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 〔51,493〕

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　　　　　 31か所

総定員数（予定）　R3.4月：19,028人

　　　　　　　 　 →　R4.4月：19,778人（750人増）

子どもルームの整備・環境改善　【拡充】　 540,500

待機児童解消に向け、子どもルーム整備などを実施 〔20,334〕

R4開所　施設整備：8か所　受入枠拡大数：450人

　　　　　 環境改善：1か所　

R5開所　実施設計：2か所　受入枠拡大数：240人

放課後児童健全育成事業補助　【拡充】 120,655

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 〔40,951〕

運営補助　　　　　R2：11事業者

  　　　　　　　 →　R3：14事業者（3事業者増）

２　各種保育の充実 医療的ケア児支援

医療的ケアが必要な児童の保育需要に対応するため、受入体制を

整備

居宅訪問型保育　【新規】 8,831

現行の保育所等保育に加え、新たに子ども・子育て支援新制度 〔2,120〕

の枠組みを活用した認可事業者による居宅訪問保育を実施

　 対象　医療的ケアが必要で集団保育が困難な3歳未満の児童

　 定員　3人

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源

－　16　－



千円

医療的ケア児受入体制整備　【拡充】 17,080

医療的ケアを行う看護師を増員し、受入施設数を拡充 〔8,468〕

　 公立保育所　R2：2か所　→　R3：4か所（2か所増）

公立保育所の建替え　【拡充】 債務負担(440,000)

民設民営方式による保育所の建替えにあたり、円滑な移行のため、

市と共同で行う保育期間を延長するとともに、良好な保育環境整備

のため、遊具等の整備に要する費用を追加で助成

建設補助対象　遊具及び駐車場の整備費を追加

共同保育期間　4か月　→　12か月

対象保育所　　 小深保育所、小倉台保育所

供用開始　　　　令和5年4月～

幼稚園型一時預かり　【拡充】 44,431

多様な保育ニーズに対応した保育の受け皿を拡大するため、通常 〔14,811〕

教育時間の前後等に預かり保育を実施する幼稚園に対する補助

制度を拡充

保育体制充実加算　約144万円/園

要件　年間延利用児童数2千人以上、職員全て有資格者等

就労支援型施設加算　約138万円/園

要件　小規模保育等の連携施設、事務職員の配置等

特別支援加算　4,000円/日・児童

要件　障害児等を受け入れる幼稚園

私立幼稚園等未就園児預かり事業補助　【拡充】 14,484

教育の質向上を図るため、認可保育所の市配置基準にあわせ 〔0〕

保育士等を加配する場合の補助単価を創設

職員配置　現行　児童6人に対し保育士等1人

　　　　　　  拡充　児童5人に対し保育士等1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

３　保育の質の向上 民間保育園等巡回指導　【拡充】 5,657

障害児受入施設数の増加への対応や子どもルームの障害児保育 〔5,644〕

巡回指導をモデル実施するため、指導員を増員

R2：1人　→　R3：2人（1人増）

４　要保護児童等の 里親養育包括支援 25,000

　　支援の充実 里親委託率の向上を目指し、里親候補者のリクルートから委託後 〔12,500〕

までの包括的な支援を実施 債務負担(56,250)

児童養護施設分園型グループケア整備　【拡充】 36,000

家庭的環境での養育を推進するため、児童養護施設の小規模 〔0〕

グループケアに係る改修費用を助成

箇所数　1か所

児童自立生活援助　【拡充】 18,700

委託児童数の増加に対応するため、自立援助ホームの新規開設 〔9,403〕

に伴い、市内措置委託先を拡充

R2：3か所　→　R3：4か所

子どもの貧困対策総合コーディネート　【拡充】 24,400

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 〔19,400〕

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

R2：3か所（中央区、稲毛区、若葉区）

→ R3：4か所（中央区、花見川区、稲毛区、若葉区）

予　算　額
〔　　〕内は一般財源

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
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千円

児童相談システムの刷新　【拡充】　 債務負担(59,700)

国が構築する要保護児童等に関する情報共有システムと連携する

ため、児童相談システムを刷新

稼働開始　令和4年4月

５　子育て支援の充実 子育て短期支援　【拡充】 13,000

保護者の疾病等の理由により家庭での養育が困難な児童を、児童 〔8,406〕

養護施設等で一時的に預かるショートステイ及びトワイライトステイ

について、委託契約の内容を見直し、受入体制を強化

R2：利用回数に応じた委託料

→ R3：専任職員の配置に要する費用

　　 ＋ 一定数以上の利用回数に応じた委託料

養育費に関する支援　【拡充】　 2,500

ひとり親家庭の生活の安定を図るため、養育費の相談から取決め・ 〔1,250〕

履行の確保までの包括的な支援を実施

相談等支援

養育費に関する講習会　【新設】

弁護士による養育費相談

養育費の取決めに係る支援　【新設】

調停等費用助成　補助率10/10　上限50,000円

公正証書作成手数料助成　補助率10/10　上限43,000円

養育費の履行確保に係る支援　【拡充】

養育費保証料助成　補助率10/10　上限50,000円

　 所得制限　児童扶養手当受給水準　→　撤廃

　　　　　　　　　　　　　　　　　 

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　環境保全対策 再生可能エネルギー等設備設置費助成　【拡充】 71,150

一般住宅用充給電設備（Ｖ2Ｈ）の設置ニーズに対応するため、 〔12,500〕

太陽熱利用給湯システム設置費助成等の見直しにより生じる

財源を活用し、Ｖ2Ｈの設置費用に係る助成件数を拡充

補助件数　　 R2：5件　→　R3：20件

補助上限額　20万円

ちばし気候危機行動キャンペーン　【新規】 7,430

将来世代も安心して暮らせる持続可能なまちを目指し、市民の気候 〔0〕

危機の意識共有と行動変容を促すためのキャンペーンを実施

デジタルサイネージを活用した周知啓発

温暖化防止に資する行動へのちばシティポイント付与

木育おもちゃを活用した環境教育の推進　【新規】 3,000

幼少期から木に親しめるように、森林環境譲与税を活用し、間伐材を 〔0〕

活用した木育おもちゃを製作し、公立保育所・認定こども園に配布

配布箇所　20か所

２　廃棄物対策 新清掃工場整備 1,623,148

新清掃工場建設に向け、旧北谷津清掃工場の解体工事及び土壌 〔98,113〕

汚染対策を実施 債務負担(22,516)

粗大ごみ処理手数料支払のオンライン化　【拡充】【ちばしチェンジ宣言】 104,038

粗大ごみ処分手続の利便性向上のため、インターネット申込の 〔94,979〕

支払方法に、電子決済を導入し、申込から支払までの一連の

手続をオンライン化

支払方法　現行　納付券取扱店舗支払

　　　　　　　拡充　電子決済

開始時期　令和3年6月～

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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ごみ削減普及啓発　【拡充】 7,956

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 〔0〕

減量・再資源化の普及啓発を強化

拡充内容

プラスチックごみや食品ロスの削減に関する高校生・大学生向け

ワークショップ、へらそうくんフェスタでのごみ処理年表の展示等

次期最終処分場整備 4,000

次期最終処分場の整備に向けて、条件整理のための基礎調査を 〔4,000〕

実施

◎見直しをする事業 再生可能エネルギー等設備設置費助成

利用実態を踏まえ、補助上限額を見直し

太陽熱利用給湯システム設置費助成 250

利用者がいないため、県制度に上乗せしている市独自補助を 〔0〕

廃止 ※対前年度増減額

　 10万円　→　5万円 △250

〔 △250〕

電気自動車等・Ｖ2Ｈ購入費助成 0

単独購入が多い状況を踏まえ、同時申請に係る上乗せ補助を 〔0〕

廃止 ※対前年度増減額

　 電気自動車等とＶ2Ｈの同時申請：30万円 △1,500

  →　電気自動車等：5万円、Ｖ2Ｈ：20万円 〔 △1,500〕

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　中小企業支援の 事業活動変革促進　【新規】 5,000

　　充実 市内中小企業等のアフターコロナの環境変化に適応する事業変革 〔5,000〕

の取組みを支援

対象経費　業態転換・新分野進出に係る設備導入費　等

　 補助率　1/2　

補助上限額　100万円

ＩＣＴ活用変革促進　【新規】【ちばしチェンジ宣言】

市内中小企業等の生産性向上に向けたICT化を促進する取組み 22,000

を支援 〔22,000〕

対象経費　機器購入費、機器等のリース料　等

補助率　2/3　（ＰＣ等の機器購入費は1/3）

補助上限額　50万円～300万円

創業者支援　【新規】 6,000

創業者のニーズを踏まえ、既存事業を見直し、新たな創業者支援制度 〔6,000〕

を創設　

対象者　　創業者向けセミナーなどの特定創業支援等事業の全日

　　　　　　 程を受講した創業者　（業種の特定なし）

対象経費　開業費、広報費、改修費　等

補助率　　　1/2

補助上限額　30万円

２　雇用対策 運送業就労支援　【新規】 8,000

人手不足が生じている運送業への人材移行を促すため、転職者等 〔8,000〕

の第一種大型運転免許等の取得費助成等を実施

転職者免許取得支援

　　　対象者　第一種大型運転免許もしくは、第一種中型運転免許

　　　　　　　　を取得し、かつ市内運送業に就職するもの

　　　補助率　1/2

　　　上限額　20万円

運転体験会・企業マッチング会

運転体験イベント等及び市内

企業とのマッチング会を実施

主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
項　　　目
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千円

３　産業振興 企業立地促進 848,703

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 〔848,703〕

助成件数　103社

所有型　　47社（新規17社、継続30社）

賃借型　　47社（新規12社、継続35社）

農業法人　9社（新規　2社、継続 7社）

ＭＩＣＥ推進 15,550

国際観光の振興、地域経済の活性化等を図るため、国際会議の誘致 〔15,550〕

等の取組みを推進

国際会議開催補助

大規模コンベンション開催補助

MICE開催補助

東京2020大会を活用したおもてなし

観光情報拡充【新規】 6,000

民間WEBサイトを活用し、公共施設等の観光情報発信力強化に 〔6,000〕

向けた取組みを実施

観光コンテンツ造成　【新規】 6,000

市内3つの観光エリア（ブルーエリア・都心部エリア・グリーンエリア） 〔6,000〕

の連携体制構築と観光コンテンツを充実

内容　創造戦略委員会運営支援

　　　　来訪者の行動データの収集・分析

　　　　や交通インフラの検証　ほか

ちばアントレプレナーシップ教育コンソーシアム設立・運営　【拡充】 5,500

　 小・中・高校生向けの起業家精神教育や普及啓発などを一体的に 〔5,500〕

展開する産官学のコンソーシアムを設立

コンソーシアム運営

小・中・高校生向けの講座・イベント等の実施　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

夜間の経済・文化活動の振興 17,600

夜間における経済・文化活動の振興を促進し、消費活動を促すため 〔17,600〕

の取組みを推進

民間事業者等が実施する取組みへの支援

審議会運営、制度・事例周知

４　競輪事業 （仮称）千葉公園ドーム整備・250競輪開催 36,750

民間活力を導入した国際規格の自転車競技の走路を有する多目的 〔0〕

スポーツ施設を整備するため、現競輪場施設を除却

R3.7月～　250競輪開催

５　農林業振興 農業経営体の育成　【拡充】 12,000

生産性の高い農業経営体を育成するため、作業の効率化や省力化 〔12,000〕

を図る農業用機械施設の整備に対して助成

対象経費

　 現行　　　　機械・施設の導入に要する経費

拡充内容　機械・施設の更新・改修に要する経費

家畜伝染病予防対策　【拡充】 2,040

重大な家畜伝染病の発生を予防するため、家畜に対する各種伝染病 〔2,040〕

の検査及び予防接種等に要する経費を助成

対象経費（補助率）

　 現行　　　　予防検査・接種又はワクチン投与に要する経費

　　　　　　　　　　　　　 （2/10）

拡充内容　予防のための衛生資材の購入に要する経費　

                                                                           　（2/10）

森林等の安全対策　【拡充】 24,158

自然災害に伴う倒木等による被害の未然防止及び、被害を受けた 〔0〕

森林等を整備

災害に強い森づくりの市単制度創設

国制度の対象とならない森林を対象に整備を実施

　（送配電施設に限定されない重要インフラに近接している

　　森林　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

◎見直しをする事業 商学連携型商品開発 0

本市にゆかりのある食品を活用し、商業団体と大学等との「商学連携」 〔0〕

による商品開発支援について、支援ニーズを踏まえ、補助制度をR2 ※対前年度増減額

年度末で廃止 △200

〔 △200〕

創業者に関する支援 2,450

創業ニーズに対応するため、以下の事業の新規募集を停止し、新た 〔2,450〕

に意欲のある創業者向けの初期費用支援に切り替え

商業者創業支援 ※対前年度増減額

業種　小売業、飲食サービス業 △4,810

補助対象経費　賃料、改修費　 〔 △4,810〕

民間創業支援施設入居支援

業種　限定無し

補助対象経費　賃料

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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＜都市局＞

千円

１　都心・副都心の整備 千葉駅周辺の活性化推進

中央公園・通町公園の連結強化 411,055

用地取得、建物移転補償　等 〔30,055〕

債務負担（561,000）

    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、再開発ビル等を整備する組合に対し助成

    千葉駅東口地区市街地再開発 365,000

整備箇所　中央区富士見2丁目　ほか 〔182,500〕

H28～ 整備（R4年度竣工見込）

　　　再開発ビル建築

     新千葉2・3地区市街地再開発 273,000

整備箇所　中央区新千葉2丁目 〔136,500〕

R2～ 整備（R4年度竣工見込）

　　　再開発ビル建築

幕張新都心拡大地区新駅設置 358,600

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、 〔358,600〕

新駅整備を促進

詳細設計、工事　等

開業時期　令和5年春予定

ＪＲ海浜幕張駅改札口新設 【新規】 37,000

交通結節機能の強化や駅利用者の利便性向上を目的として、海浜幕 〔34,000〕

張駅の改札口を新設するとともに、バス停留所等を整備 債務負担（587,000）

海浜幕張駅改札口設計・工事負担金、バス停留所等整備設計

主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予算額

〔　　〕内は一般財源
項　　　目
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千円

ＪＲ蘇我駅東口駅前地区のまちづくり 6,500

基本計画検討 〔6,500〕

ＪＲ稲毛駅東口地区のまちづくり 6,500

基本計画検討 〔6,500〕

２　都市基盤の整備 東幕張土地区画整理 【一部2月補正対応】 1,118,863

建物移転補償、道路整備 〔271,363〕

寒川第一土地区画整理 305,290

建物移転補償、道路整備 〔136,010〕

検見川・稲毛地区土地区画整理 958,474

建物移転補償、道路整備 〔254,020〕

３　海辺の活性化 稲毛海浜公園のリニューアル 808,009

民間活力を導入して、海辺を活かした稲毛海浜公園施設の 〔9〕

リニューアルを推進

海へ延びるウッドデッキ整備、ビーチ整備

基盤整備（電気・給排水等）等

４　交通施策の充実 都市モノレール駅トイレの改修 51,000

利用者の利便性向上を図るため、トイレの洋式化や段差解消等 〔0〕

を実施(2駅)

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　住宅・住環境の整備 緊急輸送道路沿道建築物耐震助成 39,000

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　1棟

耐震改修　1棟

耐震診断・改修助成　【拡充】 36,546

住宅の耐震化を促進するため、分譲マンションの耐震改修助成に 〔18,407〕

係る補助率等の一部引き上げを行うほか、木造・非木造住宅の除却

費助成制度を新たに創設

分譲マンション耐震改修等助成

補助率　（設計費）　1/2→2/3

　　　　　 （工事費及び監理費）15.2％→1/3

木造・非木造住宅除却費助成

補助率　23％

上限額　20万円（密集市街地の場合、30万円）

６　まちづくり 結婚新生活支援 9,000

市内の団地の再生を図るため新婚世帯の新生活に係る住居費助成 〔4,500〕

の要件を変更

年齢　34歳以下　→　39歳以下

世帯所得　340万未満　→　400万未満

転居要件　（市外→市内）　→　（市外→市内団地内）

７　公園・緑地の整備 千葉公園の再整備 110,000

千葉公園の魅力向上や周辺地域の活性化のため、千葉公園再整備 〔10,000〕

マスタープランに基づき、整備を推進 債務負担（674,300）

道路擁壁工事　等

主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予算額

〔　　〕内は一般財源
項　　　目
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千円

街区公園等整備 165,582

（仮称）椿森5丁目公園　　 施設整備　R4年3月供用開始予定 〔1,582〕

あすみが丘東4丁目黒ハギ公園　設計

旧磯辺第二小学校跡地　用地取得

身近な公園のリフレッシュ推進　【一部２月補正対応】 140,000

遊具交換　　　  　　  68基 〔8,142〕

バリアフリー化改修  　1公園

公園施設塗装　　　　86施設

公園施設改修　    　　2施設

オオガハスの魅力発信　 15,100

都市アイデンティティの地域資源であるオオガハスの魅力を広く 〔7,800〕

発信

蓮華亭常設展示リニューアル

開花70周年ＰＲ

大賀ハスまつりの充実

動物公園リスタート構想の推進 140,000

動物公園リスタート構想に基づくリニューアル整備等 〔0〕

利便性向上や魅力向上のための取組み

トイレ改修

　

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予算額

〔　　〕内は一般財源
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＜建設局＞

千円

１　道路・街路の整備 道路整備 1,730,400

東寺山町山王町線（長沼・六方地区工業地域）　ほか 〔111,400〕

街路整備　【一部２月補正対応】 4,158,000

塩田町誉田町線、磯辺茂呂町線(園生町地区）、誉田駅前線、 〔130,750〕

幕張本郷松波線、南町宮崎町線　ほか

電線共同溝整備　【一部２月補正対応】 317,000

本体工事、支障物件移設　千葉大網線　ほか 〔8,990〕

橋りょう整備

橋りょう耐震補強 213,000

工事　西の谷跨線橋 〔750〕

橋りょう補修 【一部２月補正対応】 747,000

工事　幕張橋ほか15橋 〔1,000〕

橋りょう架替 460,500

柏井橋　　道路整備 〔18,246〕

亥鼻橋　　橋りょう下部工

（仮称）検見川・真砂スマートＩＣ整備 70,000

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 〔35,000〕

を整備

　 詳細設計　等

２　交通安全施設整備 歩道の整備　【一部２月補正対応】 569,800

仁戸名町平山町線、中央星久喜町線、三角町柏井町線、 〔42,700〕

千葉川上八街線、穴川天戸線、千葉大網線（土気駅北口）　ほか

交差点改良 209,900

誉田駅北口線、千葉大網線（越智はなみずき台入口交差点）、 〔21,900〕

松波新港線（登戸4丁目交差点）、黒砂橋交差点　ほか

通学路安全対策　　 85,000

区画線・カラー舗装等安全対策工事 〔1,250〕

主　　要　　施　　策　　の　　概　　要項　　　目
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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千円

ベンチの設置 13,320

道路にベンチを設置 〔320〕

道路：60基

自転車走行環境の整備　【一部２月補正対応】 77,900

新港穴川線　ほか 〔1,515〕

３　放置自転車対策 自転車駐車場整備 33,500

監視カメラ導入　検見川浜駅 〔5,500〕

電磁ロック式自転車ラック導入　千葉駅北口（駅前広場内）

電磁ロック式自転車ラック更新　西千葉駅第3

４　浸水・冠水対策 河川整備　【一部2月補正対応】 493,329

二級河川支川都川　河道築造工事、実施設計　等 〔9,329〕

二級河川坂月川　　 堤防補強工事　　　等

二級河川生実川　基本設計、実施設計　

排水施設・都市下水路整備 347,982

排水路工事　L=920m 〔21,845〕

排水施設実施設計

水路・調整池浚渫工事　等

雨水貯留槽設置【一部2月補正対応】 1,468,000

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：R3～4　工事　

調整池の対策

大雨による周辺家屋の浸水被害を軽減するための対策を実施 307,000

実施箇所　　坂月第2調整池 〔0〕

実施内容　　調整池容量の拡大　など

公共下水道管渠布設（雨水）　【一部２月補正対応】 1,478,000

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　寒川、蘇我　ほか

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　下水道事業の推進 公共下水道管渠布設（汚水） 305,000

生実町、畑町、小中台町、加曽利町、椎名崎町　ほか 〔0〕

普及率　R3末(見込） 97.4％

下水道管渠の改築・耐震化　【一部２月補正対応】 4,561,000

更新工事　　　 L=16.2㎞ 〔0〕

耐震化工事　　L=10.2km

ポンプ場・処理場の建設・改築　【一部２月補正対応】 3,910,000

南部浄化センター　自家発電設備等（R2～R3継続） 〔0〕

ポンプ場　機械・電気設備（村田雨水（R3～R4継続）、都、ひび野等）

ポンプ場の統廃合　基本設計等

６　急傾斜地崩壊対策 急傾斜地崩壊対策 246,000

工事　仁戸名町、宮崎町、長作町、作草部町、千城台南4丁目　ほか 〔7,400〕

設計　稲毛町5丁目、北谷津町、加曽利町、上大和田町

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 70,780

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、 〔29,366〕

消防団の拠点強化のため、消防団器具置場を改築

消防団器具置場改築

工事　幕張（4分団5部）

設計　生実（3分団1部）

２　防災・減災対策 非常用電源の整備 66,000

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　美浜消防署

設計　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防止を図るため、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 100,000

配水管整備（下田町-御殿町） 〔6,640〕

＜病院局＞

千円

医療機器整備　 517,000

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 259,650

海浜病院に代わる新病院の整備に向けて基本計画及び基本設計 〔259,650〕

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 学校施設の環境整備 【一部２月補正対応】 2,059,132

学校施設の計画保全及び機能改善を実施 〔45,122〕

大規模改造　   工事　  小学校7校、中学校1校

   　　　　　　　　  設計　　小学校2校、中学校2校

屋上防水改修  工事　　小学校6校、中学校3校

外壁改修  　　  設計　　小学校1校、中学校2校、特別支援学校1校

トイレ改修        設計　　小学校8校、中学校3校、特別支援学校2校

耐震改修  　　　工事　　小学校3校、中学校1校

小学校給食室冷暖房設備設置 10,500

学校給食の衛生管理及び従事者の作業環境を整えるため、 〔10,500〕

冷暖房設備を設置 債務負担(250,000)

設置箇所　小学校10校

学校適正配置 318,772

学校統廃合に伴い、旧花見川第二小学校跡地を隣接する中学校の 〔37,772〕

グラウンドとして改修

花見川中学校

　

エレベータ設置 301,000

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 〔2,345〕

を設置

工事　小学校2校、中学校1校

設計　小学校5校、中学校1校

学校防犯対策　【拡充】 13,612

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 〔13,612〕

　設置校数　R2：100校　→　R3:110校（10校設置）

特別支援学校スクールバス増便　【拡充】 46,870

スクールバス登校における新型コロナウイルス感染症対策として、 〔29,798〕

スクールバス増便を実施

対象校　市立養護学校

　R2：5台　→　R3:7台

増便期間　令和3年4月～令和4年3月末まで（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

２　学校教育の充実 小学校における専科指導のための講師の配置　【拡充】 230,999

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 〔194,005〕

時間を確保するため、図工・家庭・体育の専科講師を増員

専科科目　音楽、図工、家庭、体育

配置人数　R2：60人　→　R3：84人（24人増）

スクール・サポート・スタッフの配置　【拡充】 292,169

教員の負担軽減を図るため、データ入力等を教員に代わって 〔0〕

行うサポートスタッフを増員

配置数　R2：中学校18人 

　　  　→ R3:全市立小・中・高・特別支援学校　計228人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（210人増）

ICT支援員配置　【拡充】 326,700

GIGAスクール構想の実現により整備された児童生徒用端末などの 〔163,350〕

ICT機器の活用を推進するため、支援員を増員

配置数　R2:2校　→　R3:165校（163校増）

中学校等英語外国語指導助手の派遣　【拡充】 110,534

中学校への年間を通しての配置を実現するとともに、令和4年4月の 〔110,534〕

中等教育学校設置に伴う教育課程充実のため、外国語指導助手を 債務負担（110,534）

を増員

配置数　R2:19人　→　R3:29人（10人増）

年間授業時間　 R2:13時間　→　R3:35時間

外国人児童生徒指導協力員配置　【拡充】 46,567

増加する外国人児童生徒の適切な指導回数を確保するため、 〔31,084〕

協力員を増員

配置数　R2:13人　→　R3:15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

地域部活動推進　【新規】 1,675

学校の働き方改革を踏まえ、学校部活動を地域の活動として 〔0〕

実施できる環境を整備するため、中学校において実践研究を

実施

学校支援地域本部の設置　【拡充】 2,527

学校・家庭・地域が一体となって地域ぐるみで学校を支援する体制を 〔1,686〕

整備するため、学校支援地域本部を設置

　 設置校　R2:46校　→　R3:56校（10校増）

オリンピック・パラリンピック教育の推進　【拡充】 71,088

児童生徒のパラスポーツへの理解を促進し、関心を高めるとともに、 〔63,207〕

多様性理解や国際理解の力をはぐくむ教育を推進

パラスポーツ体験授業【拡充】

ボッチャセット購入　R2:全市立小中学校1セット　→　R3:2セット

車いす体験授業　R2:市立小中学校132校　

　　　　　　　　　　　 →　R3:全市立小中学校162校

パラリンピックの試合観戦

パラスポーツ交流会の実施

日本語指導通級教室通所費助成　【新規】 496

経済的理由により日本語指導通級教室へ通級できない外国人 〔496〕

生徒（準要保護）に対し、通級にかかる交通費を助成

スクールカウンセラー活用　【拡充】　 178,518

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 〔119,073〕

を充実

小学校大規模校等　（44校）

R2：140時間/校 → R3：148時間/校（8時間増）

小学校通常校　（64校）

R2：105時間/校 → R3：111時間/校（6時間増）

特別支援学校（3校）

R2：105時間/校 → R3：120時間/校（15時間増）

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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千円

フリースクールとの連携　【拡充】 2,500

不登校児童生徒を支援するため、フリースクールと学校の連携に 〔2,500〕

向けた取組みを強化

R2：インターネットの活用及び実践活動を取り入れた学習支援

→R３：新たに進路学習支援を追加

子どもへの性犯罪・性暴力初期対応研修　【新規】 363

性犯罪・性暴力被害を受けた児童生徒への対応力を高めるための 〔363〕

研修を実施

対象者　養護教諭、教育相談担当教諭

公立夜間中学設置に向けたニーズ調査 588

義務教育を修了しないまま学齢期を経過した者や、様々な事業により 〔392〕

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ため

の夜間中学の設置に向け、学習ニーズ調査などを実施

学習ニーズ調査

市民説明会などの実施

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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千円

３　生涯学習の推進 特別史跡加曽利貝塚 史跡等の整備 226,000

来場者の利便性向上を図るために施設整備を進めるとともに、博物館 〔20,000〕

の将来的な移転・撤去に向けた取組みを推進

便益施設新築（休憩室・多目的トイレ）　工事

復元住居製作設置（1棟）

新博物館整備・運営手法等検討調査　等

文化財保存活用地域計画基礎調査　【新規】 1,500

市内文化財の保存・活用に関する中長期的な基本方針と具体的な 〔1,500〕

事業等を定める文化財保存活用地域計画の策定に向け、既存の

調査資料の再整理・分析及び課題抽出などを実施

「（仮称）千葉市の歴史読本」の刊行　【新規】 5,500

本市の原始古代から現代までの歴史が手軽に学べる歴史読本を、 〔5,041〕

市制100周年を迎える令和3年に刊行

放課後子ども教室 586,104

アフタースクール運営　【拡充】　 〔237,227〕

導入校拡大に向けて、開設準備等を実施

R2～：12校 → R3～：18校 → R4：24校

放課後子ども教室活動支援

総合コーディネーターによる支援を実施

R3：17校

科学館展示リニューアル　【新規】 174,000

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 〔0〕

R3：展示リニューアル施工

リニューアルオープン時期　令和4年10月（予定）

債務負担(1,205,000)

債務負担(175,000)

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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千円

電子書籍整備　【新規】【ちばしチェンジ宣言】 3,000

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を 〔3,000〕

導入

稼働時期　令和3年7月（予定）

花見川図書館とこてはし台公民館の複合化　【新規】 20,000

共に老朽化した2つの施設について、効率的な施設運営及び市民の 〔3,000〕

利便性向上を図るため、花見川図書館とこてはし台公民館を複合化

R3:実施設計　等

供用開始時期　令和5年4月（予定）

◎見直しをする事業 学校・家庭・地域連携まちづくり推進事業 0

市内中学校区ごとの学校・家庭・地域の三者が連携したまちづくり 〔0〕

推進事業について、学校・家庭・地域の理解も高まり、地域に根付 ※対前年度増減額

いた事業となっており、まちづくり（地域づくり）の基盤形成の役割 △635

は果たしたとして、R2年度末で廃止 〔 △635〕

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　3,680,871

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＞

病床確保 204,400

新型コロナウイルス感染症患者の受け入れを行う病床を市内の 〔0〕

一般医療機関で確保

病床数　10床

軽症者等の宿泊療養施設の確保 874,910

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

軽症者等の在宅療養支援 14,710

宿泊療養が困難な場合に行う軽症患者・無症状感染者の在宅療養 〔0〕

について、宿泊療養と同様に支援

支援内容　配食、日用品配送、看護師による健康確認

ＰＣＲ検査体制の確保 193,141

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 〔98,327〕

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

保健所の体制確保 622,597

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、 〔128,246〕

R2年度に引き続き、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

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源

－　41　－



千円

ＰＣＲ検査等協力支援金 3,000

ＰＣＲ検査の検体採取により、医師が新型コロナウイルスに感染し、 〔3,000〕

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

２　感染拡大防止対策 ＜総務局＞

デジタルサイネージによる災害情報等の配信　【新規】（再掲） 1,944

公民館の既設モニターに災害情報等の配信が可能となるデジタル 〔1,944〕

サイネージを導入

導入箇所　各区２箇所

職員の学習管理システム（ＬＭＳ）導入　 22,000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【新規】【ちばしチェンジ宣言】（再掲） 〔0〕

　 職員のリモートワーク環境下においても、eラーニングにより、必要な 債務負担（1,452）

研修の受講が可能となる学習管理システムを導入

＜総合政策局＞

スマートシティの推進（再掲） 16,800

テクノロジーの活用などにより、市民生活の質の向上を図るとともに 〔16,800〕

持続可能なまちづくりを進めるため、本市が目指すスマートシティの

方向性を示す「（仮称）スマートシティ推進ビジョン」を策定

＜財政局ほか＞

コード決済導入　【新規】【ちばしチェンジ宣言】　（再掲） 35,100

納税者の利便性向上のため、市税・保険料等納付書のバーコードを 〔23,081〕

スマホアプリで読み取り、コード決済を可能とするシステムを整備

対象料金等　市税、国民健康保険料、介護保険料、

　　　　　　　　 保育料等、自転車整理手数料

運用開始時期　令和3年度予定

＜保健福祉局＞

社会福祉施設簡易陰圧装置設置助成 103,680

新型コロナウイルス感染者等が発生した場合に、施設内での感染 〔0〕

拡大を防止するため、社会福祉施設に対し、簡易陰圧装置の設置

に係る経費を助成

対象　　　　　 特別養護老人ホーム　18か所

　　　　　　　　 介護老人保健施設　　 6か所

補助率　　　　10/10

補助上限額　432万円/台（1台/か所）

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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発達障害者支援センター運営 【拡充】【ちばしチェンジ宣言】（一部再掲） 1,000

新型コロナウイルス感染拡大等により、対面相談が困難な場合 〔500〕

に対応するため、現行の対面・電話・訪問相談に加え、新たに

オンライン相談を追加

＜保健福祉局・こども未来局・教育委員会＞

社会福祉施設等の感染拡大防止対策　【２月補正対応】 330,300

社会福祉施設等に対し、マスクや消毒液等の購入に係る経費を 〔0〕

助成するほか、感染症対策を徹底した上での事業継続に必要な

研修受講等に係る経費を助成

対象　子どもルーム、アフタースクール、児童養護施設、

　　　　病児・病後児保育施設、子育てリラックス館、

　　　　子育て支援館、地域子育て支援センター、保育施設、

　　　　児童相談所、産後ケア実施施設　等

＜環境局＞

粗大ごみ処理手数料支払のオンライン化　 9,059

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【拡充】【ちばしチェンジ宣言】（一部再掲） 〔0〕

粗大ごみ処分手続の利便性向上のため、インターネット申込の

支払方法に、電子決済を導入し、申込から支払までの一連の

手続をオンライン化

支払方法　現行　納付券取扱店舗支払

　　　　　　　拡充　電子決済

開始時期　令和3年6月～

＜都市局＞

地域公共交通支援 36,000

　 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するほか、事業継続に向けた運転手の養

成支援を実施

①感染防止対策

　 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　ほか

補助率　 　1/2

②運転手養成支援

対象業種　路線バス、タクシー

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30万円/人）

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額
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＜教育委員会＞

スクール・サポート・スタッフの配置　【拡充】（一部再掲） 252,482

教員の負担軽減を図るため、データ入力等を教員に代わって 〔0〕

行うサポートスタッフを増員

配置数　R2：中学校18人 

　　  　→ R3:全市立小・中・高・特別支援学校　計228人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（210人増）

特別支援学校スクールバス増便　【拡充】（一部再掲） 17,072

スクールバス登校における新型コロナウイルス感染症対策として、 〔0〕

スクールバス増便を実施

対象校　市立養護学校

　R2：5台　→　R3:7台　(2台増）

増便期間　令和3年4月～令和4年3月末まで（予定）

電子書籍整備　【新規】【ちばしチェンジ宣言】（再掲） 3,000

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を 〔3,000〕

導入

稼働時期　令和3年7月（予定）

主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
項　　　目
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３　経済の回復 ＜経済農政局＞

夜間の経済・文化活動の振興　（再掲） 17,600

夜間における経済・文化活動の振興を促進し、消費活動を促すため 〔17,600〕

の取組みを推進

民間事業者等が実施する取組みへの支援

審議会運営、制度・事例周知

運送業就労支援　【新規】（再掲）

人手不足が生じている運送業への人材移行を促すため、転職者等 8,000

の第一種大型運転免許等の取得費助成等を実施 〔8,000〕

転職者免許取得支援

　　　対象者　第一種大型運転免許もしくは、第一種中型運転免許

　　　　　　　　を取得し、かつ市内運送業業に就職するもの

　　　補助率　1/2

　　　上限額　20万円

運転体験会・企業マッチング会

運転体験イベント等及び市内

企業とのマッチング会を実施

事業活動変革促進　【新規】　（再掲） 5,000

市内中小企業等のアフターコロナの環境変化に適応する事業変革の 〔5,000〕

取組みを支援

対象経費　業態転換・新分野進出に係る設備導入費　等

　 補助率　1/2　

補助上限額　100万円

ＩＣＴ活用変革促進　【新規】【ちばしチェンジ宣言】　（再掲）

市内中小企業等の生産性向上に向けたICT化を促進する取組み 22,000

を支援 〔22,000〕

対象経費　機器購入費、機器等のリース料　等

補助率　2/3　（ＰＣ等の機器購入費は1/3）

補助上限額　50万円～300万円

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 ＜保健福祉局＞

生活困窮者自立相談支援　【拡充】　（一部再掲） 29,753

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 〔7,672〕

センター」を新たに緑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　　　　　　  R2：中央区､花見川区、稲毛区､若葉区

　　　　　　　　　　 →　R3：中央区､花見川区、稲毛区､若葉区、緑区

開設時期　　　　　　  R3年9月予定

自立相談支援員　　 R2：23人　→　R3：29人（6人増）

アウトリーチ支援員　R2：3人　→　R3：4人（1人増）

妊産婦総合対策　（再掲） 39,667

新型コロナウイルス感染症の流行により、里帰り出産が困難となる等 〔0〕

の状況の中で、不安や孤独を抱える妊産婦に対し、総合的な支援を

実施

出産前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

検診未受診者の受診機会の確保 14,811

新型コロナウイルス感染症の影響による検診未受診者への対応 〔13,356〕

として、次回まで期間があいてしまう節目検診の受診機会を確保

対象検診　胃がん（内視鏡）、子宮がん、乳がん、前立腺がん、

　　　　　　  骨粗しょう症、歯周病、脳ドック

対象者　　 R2年度助成対象者（脳ドックはR2年度助成承認者）

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額

〔　　〕内は一般財源
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在宅高齢者・障害者へのサービス継続支援 24,200

在宅サービス継続支援 〔0〕

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

訪問サービス　基本額　15万円（1回限り）

　　　　　　　　　 加算額　9千円/回（1日3回を上限）

ケアプラン等作成　　　  2万円/件

介護保険の支給限度額等を超えたサービス提供への支援

家族介助者の新型コロナウイルス感染等に伴い濃厚接触者

となった者が、24時間の見守りが必要である等により、支給

限度額内のサービスだけでは生活が維持できない場合の

限度額超過に係る自己負担相当額を支給

夜間・休日心のケア相談 48,000

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R2年度

に引き続き確保

平日17～21時、土日祝日13～17時

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要
予　算　額
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