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平成１５年度当初予算の主な施策

○は新たに着手する事業

（単位：千円）☆は内容を拡充する事業

Ⅰ 重点７分野に係る主要事業

１ 環境問題への対応

<5,880>☆地球温暖化防止キャンペーン

環境家計簿による啓発活動 各種団体への支援・啓発

<35,000>○地球温暖化防止行動計画（下水道施設）

下水道施設に係る温暖化防止実行計画の策定

<5,300>エコロジーパーク構想

エコタウンセンターの事業化に向けた検討調査

<901>☆ＩＳＯ１４００１への取り組み

中央コミュニティセンター（市役所）の認証取得拡大

<2,400>谷津田の保全推進

谷津田保全地区の指定 Ｈ15指定候補地２カ所（中央区，緑区）

<1,108>☆里山の保全

良好な自然緑地を里山として指定 １カ所 → ２カ所 緑区 約３ha

<1,000>身近な水辺モデル

ビオトープ整備実施設計 場所：坂月川上流

<4,000>○地下水飲用利用等調査

特定有害物質による汚染防止のための井戸利用状況調査
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<39,000>☆ディーゼル使用過程車対策

ＰＭ減少装置（ＤＰＦ，酸化触媒）装着補助 市内路線バス 265台

公用車装着 75台

<3,725>天然ガス自動車導入補助

民間ごみ収集事業者の天然ガス車導入に補助 塵芥車２台

<74,783>低公害車率先導入

公用車への低公害車導入 １３台

<23,756>☆祝日（月曜）収集運搬

祝日（月曜）可燃ごみ収集の実施 対象日 ７日 Ｈ15年７月より実施

<179,020>下田最終処分場跡地周辺整備

<700,000>最終覆土実施設計 33ha 環境影響評価 用地買収 債務負担

<438,556>新内陸最終処分場整備

防災調整池整備 継続費：平成15年度～16年度

<26,643>☆不法投棄等の監視体制強化

パトロール体制 ２班→４班

<1,340>○市民トイレモデル

駅前の民間店舗のトイレを市民に開放 利用実態調査 ３カ所

<62,600>○新港清掃工場余熱利用施設整備

基本・実施設計（企業庁負担）

施設内容：アイススケート場，温浴施設，集会施設

２ 少子化対策

（子育て支援）

<812,532>☆乳幼児医療費助成（現物給付化）

３歳未満児：入通院 ３歳以上小学校就学前：７日以上の入院

保護者負担：入院１日・通院１回につき200円

<10,193>○子育てリラックス館

大型小売店（１カ所） 商店街空き店舗（１カ所） 余裕教室（１カ所）

保育士等による子育て相談，情報提供，子育て親子の交流など
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<45,140>☆乳幼児健康支援一時預かり

集団保育等が困難な児童を医療機関で預かる H14 4カ所→H15 6カ所

<1,597>☆育児ストレス相談

６区保健ｾﾝﾀｰで月１回 → ６区保健ｾﾝﾀｰで月２回

<325>○児童虐待 ＭＣＧ（マザー＆チャイルドグループ）支援

虐待傾向や育児困難な母と子の自助グループの育成や支援

心理士・保育士各１名を配置 月２回 場所：保健所

<5,720>☆子育て学習講座

幼稚園（H14 30園→H15 97園） 公民館（H14 0→H15 12館） 全小中学校

<2,000>子育て広報

子育て支援情報紙「いきいき子育て」の発行

（保育需要）

<3,554,594>☆私立保育園助成

Ｈ14 26園 → Ｈ15 29園（３園増：稲毛区２園 緑区１園）

<23,939>☆保育ママ

居宅で保育 保育ママ １２人→２０人 児童数 １８人→２０人

<32,644>☆保育所地域活動

高齢者交流・異年齢児交流等を保育所（園）で実施 H14 86カ所→H15 88カ所

<37,188>☆地域子育て支援センター

地域住民の子育てに関する相談等を保育所（園）で実施 H14 3カ所→H15 5カ所

<83,807>☆一時保育

実施カ所 Ｈ14 14カ所 → Ｈ15 16カ所

<902,858>☆延長保育

実施カ所 Ｈ14 85カ所 → Ｈ15 88カ所

<185,394>☆保育ルーム（認可外保育所）

実施カ所 Ｈ14 18ルーム → Ｈ15 36ルーム

児童数 Ｈ14 180人 → H15 653人

<2,650>○私立幼稚園預かり保育支援

預かり保育を実施している幼稚園へ教材費を補助 対象：53園
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（健全育成）

<1,280,706>☆子どもルーム

新規開設8カ所，施設改善4カ所，H14 79ﾙｰﾑ → H15 87ﾙｰﾑ

指導員報酬の引上げ

<358>○おじいちゃん・おばあちゃん家開放モデル
ち

高齢者の居宅を開放し子どもと交流 １カ所

<893>○子どもホームページ開設

子どもの，子どもによる，子どものためのホームページ作成

<2,700>○子ども読書活動推進計画

子どもの読書活動を推進するための具体的施策を策定

<2,000>☆ふれあいパスポート

利用対象施設にマリンスタジアムを追加 動物公園他９施設→11施設

（児童援護）

<127,989>○児童養護施設・乳児院（H15.4月開所）

ほうゆう・キッズホーム エンジェルホーム

<9,951>○児童家庭支援センター助成

家庭からの相談事業を行う子ども「未来サポートセンターほうゆう」に助成

<115>○トワイライトステイ

夜間に保護者が不在の児童を児童養護施設で預かり生活指導を実施

<6,690>○サテライト型母子生活支援施設

民間アパート等を借上げた母子生活支援施設 対象：早期自立可能者

<29,866>☆里親制度の充実

専門里親（虐待経験を有する児童）による措置 里親養育相談事業を創設

<6,835>○母子家庭就業・自立支援センター

母子家庭の自立支援，就業促進のための相談事業や情報提供を実施

３ 高齢社会への対応

<194,839>☆通所介護サービス

いきいきプラザで実施している介護サービスを月曜・祝日も実施
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<69,985>○ 緑いきいきプラザ（H15.4月開所）

H14 ５カ所 → H15 ６カ所 場所：緑区誉田町 床面積：1,364㎡

<1,140>○いきいき健康マージャン

仲間づくりや呆け防止を図るためいきいき健康マージャンを実施

<1,542>☆成年後見人制度利用支援

成年後見制度を利用する者に対し申立費用等を援助

<91,400>☆介護老人保健施設整備助成

4カ所（おゆみの いずみ苑リハビリセンター 純恵の郷

山王ｼﾙﾊﾞｰｹｱセンター）

<2,348,669>☆高齢者福祉施設整備助成

特別養護老人ホーム

５カ所 （けやき園 清和園 ｾｲﾜ美浜 ときわ園 菜の花園）

ケアハウス

３カ所 （けやき園 ｾｲﾜ美浜 赤井園）

グループホーム

３カ所 （ｾｲﾜ美浜 赤井園 まくはり生活福祉センター）

<236,918>２月補正：けやき園整備助成の一部 を前倒し

<76,930>福祉のまちづくり環境整備推進

鉄道事業者が設置するバリアフリー化設備に対する補助

エレベーター：ＪＲ蘇我駅 ３基 京成幕張本郷駅 １基

交通バリアフリー

<302,500>（特定経路の歩道段差等解消）

バリアフリー基本構想に基づき重点整備地区（16地区)内の主要経路を整備

<95,500>（駅前広場の機能充実）

エレベーター：ＪＲ土気駅（北口 ，ＪＲ東千葉駅の設計）

シェルター：ＪＲ幕張本郷駅（南口）設置，ＪＲ千葉駅東口身障者用設計

<42,000>（☆バス停の機能充実）

バス停上屋設置 ２１カ所 （H14:１２カ所）

<21,000>バス活性化システム補助

ﾜﾝｽﾃｯﾌﾟﾊﾞｽ2台，ﾉﾝｽﾃｯﾌﾟﾊﾞｽ2台，バス共通カードシステム（40台）
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花のあふれるまちづくり４ 都市イメージの確立

（地域活動）

<54,000>○花いっぱい市民活動助成

各地域での花の活動に対し助成

（手づくり花壇・街なかオープンガーデン作戦・まちかど花いっぱい運動）

<1,000>○美しい村づくりの推進

遊休農地を活用した農村景観を創出

花の種子 ７地区 ＰＲ用幟の支給 ３地区

<2,000>○千本桜推進

河川空間を活用した桜並木を創出するための全体構想策定

<7,900>○間伐材利用促進

台風被害木・間伐材を利用したプランターキットを小中養護学校へ配布

（学校活動）

<30,450>○手づくりトピアリー

小学生が育てた花苗を花のトピアリーに飾る ３０校

（情報提供）

<1,200>○緑と花の情報館

花に関する情報提供（花の美術館）

イベントポスターや花の名所などのパンフレット作成

（イベント）

<1,500>○世界最大級の花文字畑設置推進

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの開催 テーマ：こんな場所にこんな花文字があったらいいな

<13,000>フラワーフェスティバル

花いっぱい花壇コンテスト，花苗の販売，園芸相談 他

場所：中央公園・プロムナード 時期：５月下旬～（２週間程度）

（「花の都・ちば」の雰囲気作り）

<5,000>○ロゴ・キャラクター制作

「花のあふれるまちづくり」を推進するためのロゴ・キャラクター制作



- 7 -

<15,000>○トピアリー設置

大型のトピアリーを駅前に設置 ２カ所

<20,000>○花の門整備

花の美術館正門を花の門として整備

<5,000>○花の名所づくりと花の歳時記

各区の拠点公園に花の名所づくり 千葉公園：ぼたん園

５ 地域経済の活性化

産業振興財団の充実

<30,000>○地域コンソーシアム事業費貸付

産学官連携による共同研究を促進し新事業の創出を図る

<6,790>☆ＩＳＯ認証取得支援

認証を取得しようとする中小企業を対象に専門家を派遣

<2,804>○空き店舗活性化

中心市街地の空き店舗を廉価で出店希望者に提供

<37,743>☆企業立地促進

先端技術産業や成長産業の誘致・育成

対象業種に製造業を追加 会社設立５年以上→３年以上

外資系企業スタートアップセンター支援を追加

<4,800>☆新港経済振興地区立地促進

新港経済振興地区への各種産業集積を図る

対象業種にIT関連事業を追加 「賃貸型立地促進助成」を追加

<1,500>商業インキュベート

商業創業者へのＰＲ経費を助成（３件を予定）

<5,500>地域商業連携強化支援

商店街が連携して開催するイベントへの助成（２地区を予定）

<10,240>わくわく商店街活性化

空き店舗家賃・イベント・チャレンジ活動へ助成
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<1,000>○大道芸まつり

中心市街地で大道芸人によるまつりを開催し，まちの賑わいを創出

<18,350>中心市街地活性化対策

ＴＭＯ事業へ補助（ハンギングバスケット他）

<34,880>いずみグリーンビレッジ構想

地区拠点実施計画策定，用地買収（富田町）他

<559>○家畜ふん尿処理施設整備

ふん尿処理新技術対応モデル施設導入調査他

<187,500>☆千葉競輪新賭式導入

債務負担<1,312,500>３連単等を追加

（勤労者・雇用対策）

<145,568>○勤労者福祉施設取得

勤労者総合福祉センター 勤労者体育センター

<13,833>☆中高年者・パートタイマー就職相談室

Ｈ14 蘇我勤労市民プラザ・若葉区役所 Ｈ15 美浜区役所を追加

<281,304>緊急地域雇用創出

歩道クリーン，雑居ビル違反是正指導ほか全１３事業 雇用効果 428名

６ 都市再生への取り組み

<1,318,910>○市民球技場（仮称）整備

継続費：平成15～17年度 建設工事 収容人員：約18,000人

<770,000>総合スポーツ公園整備

用地買収，地盤改良他

<3,007,000>２月補正：用地買収（球技場整備区域他）

<907,500>○都市再生総合整備

立体横断施設建設，既存施設の除却他

<2,410,000>蘇我臨海土地区画整理

整地工事，地盤改良，建物補償11棟他
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<233,000>川崎町南北線整備

建物補償（球技場隣接部分）

<342,000>２月補正：用地買収（球技場隣接部分）

<40,200>○蘇我駅周辺地区整備

自由通路・駅広実施設計，再編整備検討調査，懇談会開催

<600,000>○国道１６号改良

横水路の改修工事，国道16号交差点改良実施設計

<252,790>中央第六地区再開発

再開発事業化推進業務委託（事業者選定・組合設立支援）

市街地再開発事業補助（基本設計・実施設計他）

<1,655,628>千葉駅西口地区市街地再開発

用地買収，駅前広場・ペデストリアンデッキ実施設計，下水道工事 他

<50,000>ＪＲ千葉駅西口自由通路整備

耐震補強・屋根架設・北口エレベーター 各実施設計

<1,644,016>千葉中央港土地区画整理

債務負担<2,630,000>地盤改良工事，建物移転補償他

情報ネットワーク都市７ 情報化の推進

（市民サービスの向上）

<11,655>○電子申請・届出等受付システム

インターネットを介して本人確認を必要としない申請・届出ができるシステム

<17,000>○電子調達システム

契約にかかる一連業務を電子化するためのシステム開発基本設計

<2,604>○議会中継のＩＴ化

区役所ロビーのモニター中継及びインターネットによる一般家庭向け中継

<18,170>○歳入・歳出手続きの電子化

公金の電子納付及び公共料金の一括払いをするためのシステム開発実施設計
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（電子市役所の基盤整備）

<1,601>○情報セキュリティ監査

庁内ネットワークの不正アクセス対策として外部セキュリティ診断を実施

<4,316>○職員認証基盤の整備

庁内ネットワークで運用する各種システムの職員認証を効率化

<13,700>○母子寡婦福祉資金貸付事務電算システム

貸付事務のオンライン化（本庁・区役所）

<24,000>○学校事務オンラインシステム

学齢簿管理・就学援助のシステム整備

Ⅱ その他の分野の主要事業

１ 生活環境の整備

（道路・橋りょう・交通安全施設）

国県市道の新設改良整備

<806,500>○椿森陸橋交差点改良

用地買収 217㎡ エレベーター設計

<777,746>（電線共同溝整備）

国道16号線椿森工区，本千葉停車場線他６カ所

<87,000>２月補正：稲毛停車場穴川線他３路線 を前倒し

<3,897,755>（舗装新設改良）

債務負担<1,000,000>

生活に密着した未舗装道路や側溝未整備区間の整備・改良

<787,960>（交通安全施設整備）

歩道・交差点整備，安全施設整備（案内標識・道路照明他）

<2,594,463>（橋りょう新設改良）

債務負担<20,000>千葉大網線土気跨線橋 他３橋
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<400,000>橋りょう耐震補強

耐震補強工事１６橋（道路公団委託）

<11,438>自転車駐車場整備（○土気駅第３自転車駐車場）

231㎡ 180台 H15.10 開設

（住宅）

市営住宅建替

<384,420>星久喜町第２団地

30戸→32戸 継続費：H14年～15年

<27,100>○宮野木町第１団地

基本設計

<39,540>仁戸名町団地

実施設計

<3,676>○耐震診断助成

建築士の研修 住宅の耐震診断助成

木造住宅 30戸 分譲マンション １棟（40戸）

（上下水道）

<19,080,527>公共下水道整備推進

〔下水道普及率 １５年度末見込み ９２．１％〕

H14年度末見込み90.1%

<500,000>２月補正：管渠布設，処理場建設の一部 を前倒し

<60,000>○中央雨水ポンプ場建設

基本設計 場所：中央港区画整理地内

<77,000>☆鉛管改修

市水道局給水区域内の鉛管を計画的にポリエチレン管に改修

H14 200件 → H15 300件

（公園緑地）

<2,500>樹林地保全調査

樹林地保全施策の検討

<71,000>園生自然生態観察公園整備

全体面積 6.7ha のうち0.8haを整備
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<14,400>子供たちの森整備

実施設計 ３ha

<9,450>千葉マリンスタジアム

債務負担<200,000>屋根外壁塗装 中央監視システム改修

<20,000>○稲毛海浜公園プール再整備

基本設計

<145,342>動物公園（○新型遊戯施設レディバード設置）

<766,558>花島総合公園

公園ｾﾝﾀｰ 継続費：Ｈ14年～16年 ＲＣ造 地上２階地下１階

<400,000>２月補正：公園センター建築工事 を前倒し

（墓地・斎場）

<1,494,192>斎場建設

継続費：H14年～16年 新築工事，単年度：上水道配水管布設補助他

<560,369>平和公園拡張建設

債務負担<226,000>Ｃ地区芝生・普通墓地造成工事他 1,197区画

（消防・防災）

<35,094>○救急指導医常駐体制整備

指令センターに24時間体制で医師を常駐させ救急救命士に指示・助言

<374,517>☆消防指令体制の充実

初動体制強化のため，５消防署へ映像情報を配信

<25,878>☆救急救命士養成（１０名）

現71名→81名

<15,475>☆応急手当普及啓発

応急手当の講習 防災普及公社に常設会場を新設

<854,812>花見川消防署建替(H16.4開所予定）

継続費：H14年～15年 RC2F 1,956㎡

<1,251,000>２月補正：新消防艇建造

現まつかぜ35ｔ S59建造の更新→100t級 浮桟橋他
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（防犯）

<2,769>○防犯街灯設置管理

町内自治会のない地域への防犯街灯設置 30基

<4,516>○防犯カメラ設置

富士見地区 10基

２ 都市機能の充実

<5,500>将来都市構造における土地利用方針

土地利用の具体的な方針策定

<5,000>都市計画マスタープラン

全体構想の素案に対する市民意見の聴取

<1,470>「やってみようよまちづくり」支援

まちづくり出前講座，ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣制度，まちづくり活動支援補助

<8,614,863>街路整備

債務負担<35,000>新港横戸町線他１７路線

<1,056,000>２月補正：新港横戸町線，磯辺茂呂町線の一部 を前倒し

<1,126,900>○誉田駅周辺まちづくり

誉田駅南北自由通路詳細設計，駅前広場・周辺幹線道路用地買収，

橋上駅舎詳細設計他

<110,000>２月補正：誉田駅南口自転車駐車場整備 を前倒し

<1,000>○ＪＲ浜野駅利用予測調査

浜野駅周辺地域の利用動向を調査し快速停車の事業効果を把握

都市モノレール整備

<12,500>会社経営の改善や延伸事業化の評価等を検討するための調査

<100,000>インフラ塗装に対する道路管理者負担金及び補助金
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３ 教育・文化

（学校教育）

小学校新設校建設

債務負担<2,628,000>○鎌取第六小学校（仮称）

建設工事 Ｈ17年度開校予定

<28,776>○打瀬第三小学校（仮称）

債務負担<626,000>基本・実施設計 Ｈ18年度開校予定

校舎改築

<1,532,908>轟町中学校改築

継続費：Ｈ14年～16年 エレベータと第２理科室を整備

<78,826>○市立千葉高等学校改築

基本設計，地質調査他

<849,192>校舎大規模改造（耐震補強，老朽化）

（ ）， （ ）， （ ）耐震：補強工事１校 小 実施設計10校 小7中3 補強計画10校 小7中3

老朽化：工事2校（小1中1 ，実施設計2校（小1中1））

<3,799,400>２月補正：耐震 小学校６校，中学校３校 を前倒し

<184,000>☆快適トイレ改修

小学校２３校 中学校１１校 Ｈ16までに全て改修予定

<287,500>２月補正：小学校４校，中学校２校 を前倒し

<26,000>○大宮給食センター（仮称）整備（ＰＦＩ）

債務負担<10,538,000>ＰＦＩアドバイザリー業務委託

Ｈ17.４月供用開始予定

ＰＦＩ導入に伴う債務負担行為：期間H15～Ｈ31（17年間）

<149,383>少年自然の家（仮称）整備（ＰＦＩ）

継続費：Ｈ13～16年 外構植栽工事他 ＰＦＩによる施設建設

H17.4開設予定 380人収容

<136,900>☆夢広がる学校づくり推進

農山村での体験活動 対象学年：６年生 参加予定数：H14 400人→H15 800人
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<11,400>○学校・家庭・地域連携まちづくり推進

「まちづくり推進会議（仮称 」設置 ５６中学校区）

<1,635>☆教職員研修

中学校英語教員の英語力強化 指導力不足教員に対する研修

<66,318>☆スクールカウンセラー活用

生徒の悩みや相談を受けるカウンセラーを配置 H14 29人 →H15 38人

（生涯学習）

<74,800>○こども科学館（仮称）整備（中央第六地区）

展示基本設計

公民館建設

<367,670>黒砂公民館

継続費：Ｈ14年～Ｈ15年 RC2F 768㎡ H15.11月開設予定

<716,775>○神明公民館

継続費：Ｈ15年～Ｈ16年 RC3F 1,194㎡ H17.３月開設予定

<18,500>○白井公民館（実施設計）

現公民館S48築木造→RC平屋 1,250㎡（公民館750㎡＋図書館分館500㎡）

<118,400>○南部児童文化センター

用地取得 848㎡ 場所：南部蘇我土地区画整理区域内

<103,083>○花見川図書館花見川団地分館

継続費：Ｈ15年～Ｈ16年 RC２階 図書館801㎡

補導センター159㎡ 市民センターとの複合施設

<2,400>○生涯学習ボランティアの育成・活用

公民館・博物館・図書館等の講師として育成・活用

<663>○小学校特別教室開放推進

地域活動や生涯学習活動の場を提供 モデル校 ２校（瑞穂小・扇田小）

（文化創造）

地区ホール整備

<38,000>○美浜区（実施設計）

保健福祉センターと合築 床面積：4,000㎡
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<540,843>稲毛区

用地買収 2,352㎡

<1,496>芸術文化奨励

千葉文化を担う人づくり推進のため若手芸術家を奨励

（スポーツ・レクリエーション）

<13,686>○全国中学校駅伝大会

Ｈ15年～17年の12月 場所：昭和の森

<5,329>☆国体・高校総体準備

高校総体実行委員会を設置 H22 国体 H17 高校総体 開催

<8,400>○中田スポーツ施設（仮称）

基本設計 4.5ha （グランドゴルフ場，テニスコート，野球場他）

<53,285>○若葉球技場（H15.10開設）

球技場（サッカー・ラグビー ，多目的運動場（ﾌｯﾄｻﾙ他））

（国際化）

<1,276>○第１３回日米草の根交流サミット千葉大会

ヒューストン合唱団の公演 10月頃

<15,000>国際文化フェスティバル

モントルー市民芸能団招へい 10月中旬 場所：市民会館

４ 保健福祉・健康づくり

（保健福祉基盤）

<435,857>○夜間外科系救急医療体制

午後６時～午前６時 初期診療体制 病院群の輪番

後方支援体制 市立２病院・協力病院

保健福祉センター整備

<380,900>○若葉区

継続費：Ｈ15年～16年 RC地上４階地下１階 Ｈ17.4月開所予定

<39,600>○美浜区（実施設計）

地区ホールと合築 延床面積：4,200㎡
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<19,000>○緑区（基本設計）

<585,914>稲毛区

用地取得 2,547㎡

<23,583>○看護師養成施設整備

基本設計 延床面積：6,540㎡

（健康づくり）

<9,750,916>○青葉病院開院（H15.5開院）

病床数 380床 診療科目 18科 救急部設置 ICU15床

<1,475,222>☆基本健康診査

尿酸検査を追加 対象：40歳以上

<1,277>○女性健康相談窓口

女性医師による相談 月/２回 場所：保健所

<2,247>○健康づくり応援店

市民の食生活改善を応援するため，飲食店での栄養成分表示を推進

<252>○糖尿病対策

糖尿病対策ガイドラインの作成 対策専門委員会設置

<34,016>☆食品衛生指導

食中毒の早期原因究明のため新たに検査機器を整備

（障害者支援）

○支援費制度（Ｈ１５ .４月実施）

障害者福祉サービスにおける支援費制度導入

<164,053>○精神障害者社会復帰施設

精神障害者の社会復帰を促進する施設に助成

建設費助成 ３カ所 運営費助成 １カ所

<25,823>☆障害者生活支援

支援費制度導入に伴い，在宅の身体障害者に対する福祉サービスの利用援助

１カ所→２カ所

<18,851>☆障害児（者）地域療育等支援

支援費制度導入に伴い，在宅の身体障害児(者)に対する福祉サービスの

利用援助 １カ所
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<876,673>大宮学園整備（H16.4開設予定）

知的障害児通園施設 継続費：H14年～15年

<131,708>○桜木園整備

債務負担<115,000>重症心身障害児施設 仮入居施設改修

５ 参加と協働

（市民公益活動）

拡充分☆コミュニティセンター等通年開館

<46,405>（コミュニティセンター １２施設）

<104,793>（公民館・南部児童文化センター ４７施設）

<29,655>（いきいきプラザ・いきいきセンター ８施設）

月曜・祝日の開館

花見川区コミュニティセンター整備（花島公園センター）

継続費：H14年～16年 公園センター 5,178㎡ うちコミュニティーC 1,069㎡

市民センター整備

<19,792>○花見川市民センター

継続費：H15年～16年 RC２階 図書館・青少年補導ｾﾝﾀｰとの複合施設

<3,234>○泉市民センター

債務負担<235,000>木造平屋 床面積：348㎡ H15年：建設

<189>○山王・六方市民センター（実施設計）

債務負担<4,000>木造２階 床面積：200㎡

<10,006>市民活動センター運営

ＮＰＯ活動を支援する施設 場所：中央コミュニティセンター１階

（男女共同参画）

<9,090>○男女共同参画ハーモニー条例

苦情処理委員，審議会の設置 男女共同参画週間及び表彰の実施

<4,000>○男女共同参画基本計画

アンケート調査 対象：男女各2,000人
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<226,043>☆女性センター運営

女性フォーラム参加対象者の拡大 （市内在住・在勤・在学の制限なし）

<2,493>☆ドメスティックバイオレンス対策

ハーモニー相談 月４回 → 月６回

（合併）

<15,000>○千葉市・四街道市合併協議会負担金

新市建設計画作成，合併協議会の運営


