
○ は新たに着手する事業（一部新規を含む）

☆ は内容を拡充する事業

＜　　　　：は２月補正へ前倒を行った事業＞

＜名称が決まっていない施設の（仮称）は省略＞

（単位：千円）

○ 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 (17,000)

廃棄物処理法に基づき、「循環型社会」の実現のための行動計画

H17　フレーム策定調査　H18　計画策定

○ 地球温暖化対策地域推進計画の推進 (2,000)

地球温暖化対策地域協議会による啓発活動

温室効果ガス排出量実態調査

地球温暖化防止キャンペーン (5,061)

環境家計簿による啓発活動 他

○ 環境教育推進 (500)

環境学習会等の開催、子どもエコクラブ活動支援

☆ リサイクル推進 (52,780)

ごみ減量化・再資源化を推進するため、ちばルール拠点回収を拡充

○ 地下水保全計画の策定 (1,300)

水質・水量の両面から総合的な地下水の保全に向けた計画を策定

谷津田いきものの里整備 (51,325)

「谷津田の自然」を保全し市民が自然や生き物とふれあい学ぶ場を整備（大草地区）

自然再生ゾーン、自然観察路、駐車場の整備　　　H18.4月開設予定

平成１７年度当初予算の主な施策

Ⅰ　重点７分野に係る主要事業

１　 環 境 問 題 へ の 対 応
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○ 市有林整備 (7,365)

とみだの森（富田町）　森林ボランティアの活動拠点として井戸・炭焼き窯などを設置

おぐらの森（小倉町）　市民開放に向けた森林整備などを実施

化学物質対策（ＰＲＴＲ制度の推進等） (5,069)

化学物質管理対策専門委員会による化学物質の管理方策を検討

太陽光発電設備設置助成 (6,800)

住宅用太陽光発電設備費用に助成　 H17 50件

産業廃棄物処理指導計画 (4,000)

第４次産業廃棄物処理指導計画策定　　

○ 旧新港清掃工場解体整備 (11,500)

溶融スラグのストックヤード整備のための旧工場の解体

H17　解体等実施設計　

下田最終処分場 (1,051,673)

最終覆土工事等　34.4ha　継続費：H16～H17

新内陸最終処分場 (196,789)

市場谷津調整池整備等　　継続費：H15～H17

○ 清掃工場長期責任型運営維持管理 (10,000)

財政負担の平準化・軽減などのため、運営維持管理手法の見直し

H17　管理手法及び契約方法の検討　　H18　事業者の決定・契約

北谷津清掃工場大規模修繕 (547,000)

機能維持のための修繕を計画的に実施

（子育て支援）

○ 母子生活支援施設改築助成 (359,856)

旭ヶ丘母子ホーム（旭ヶ丘保育園と合築：２か年継続事業）　定員　20世帯→40世帯

H18.10月開設予定

乳幼児医療費助成 (1,244,577)

対象年齢：入院・通院は４歳未満児　　７日以上の入院は就学前まで

２　少 子 化 対 策
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児童手当 (3,719,500)

対象年齢：小学校第３学年修了前まで

○ ぜんそく等小児指定疾患医療費助成 (174,880)

小児慢性特定疾患医療研究事業の見直しにより対象外となる人への対応

中程度の小児ぜんそく等の児童に対する医療費の助成及び相談業務　　

小児慢性特定疾患医療研究事業 (277,726)

国が指定する対象疾患に罹患している児童への医療費助成

制度見直しにより、重症者への重点化

☆ 地域子育て支援センター (36,003)

地域住民の子育てに関する相談等を保育所（園）で実施

H16　５か所　→　H17  ７か所（新たにちどり保育園、土気保育園に整備）

☆ 子育てリラックス館 (36,726)

子育て中の親子の交流、子育てに関する相談・援助、情報提供など

H16　６か所（各区１か所） → H17　７か所（花見川区に追加）

☆ 育児支援家庭訪問 (9,477)

育児不安の強い家庭に対し、継続的に保健師が訪問指導

各区保健師１名　　保健師訪問日数の増　２日/週→４日/週

○ 特定不妊治療費助成 (17,000)

不妊治療の経済的負担軽減のための助成

対象治療：体外受精、顕微授精　　　　助成額：10万円/年　通算２年間

☆ 不妊専門相談センター (480)

不妊治療に関する医学的な相談、情報提供を保健所で実施 

H16 ６回 → H17 12回

○ 児童センター・子育て支援プラザ整備（中央第六地区市街地再開発）

児童センターの可動式椅子等附帯設備の整備 (98,000)

H19.10月　開設予定

☆ 乳幼児健康支援一時預かり (49,953)

就労等により家庭で保育できない病後児の一時預かりを実施

H16　６か所　→　H17  ７か所（新たに若葉区で実施）

債務負担
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○ 母子家庭就業促進給付金 (10,180)

母子家庭の母親就業支援助成（自立支援教育訓練給付金、高等技術訓練促進費）

☆ ４ヶ月検診 (14,684)

4ヶ月検診の会場の拡充　H16　120か所 →　H17　160か所

○ 児童虐待相談体制整備 (5,734)

24時間365日　児童虐待相談体制　　場所：児童相談所

☆ 児童虐待　ＭＣＧ（マザー＆チャイルドグループ）支援 (543)

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　場所：保健所、新たに若葉保健福祉センターを追加

（保育の充実）

○ 民間保育園整備助成 (439,711)

新設：土気地区

改築：ちどり保育園、旭ヶ丘保育園（旭ヶ丘母子ホームと合築：２か年継続事業）

用地購入：おゆみ野地区保育園　　2,000㎡ (176,000)

保育ママ (25,257)

居宅で保育　　保育ママ   24人

☆ 保育ルーム (260,906)

39ルーム　利用児童数　H16　6,489人 → H17　8,326人

☆ 延長保育 (909,349)

88か所　　利用児童数 H16  9,008人 → H17  9,903人

☆ 市立・私立保育所（園） (4,974,689)

市立　　61所　　定員 H16　6,375人 → H17　6,615人　

民間　　29園　　定員 H16　2,921人 → H17　2,936人

☆ 私立幼稚園就園奨励費補助 (1,466,307)

市単独分補助単価の引き上げ　H16　32,000円／年　→　H17　33,000円／年

☆ 私立幼稚園教材費助成 (42,302)

通常分　H16　87園　→　H17　95園

預かり保育（延べ501人以上/年間）　H16　68園　→　H17　74園

債務負担

4



（健全育成）

☆ 子どもルーム (1,575,438)

新規開設４か所　H16  93ルーム　→　H17  97ルーム　　施設改善２か所

新規整備１か所（打瀬第三小隣接）　H18.4月開所予定

高齢者保健福祉推進計画 (7,000)

介護保険事業等推進のための計画策定

○ 高齢者虐待防止 (260)

高齢者虐待問題の啓発、防止策の検討を目的とした講演会

実施回数：6回（1回/各区）　　定員：50人/1回　　

○ 認知症（痴呆性）高齢者介護研修 (400)

介護方法の知識・技術の習得及び介護者同士の交流を行う研修

実施回数：４回/年　　定員：40人/1回

☆ ミニデイ銭湯 (16,239)

H16 ９か所 → H17　12か所（花見川区・若葉区・緑区に追加）

各区２か所で実施

☆ いきいきセンター整備 (6,800)

新たに緑区と都賀保健センター跡を活用し高齢者の活動拠点を整備

都賀保健センター跡　H17.10月開所予定　　緑区　H18.4月開所予定

H16 ３か所  →  H17　５か所（若葉区・緑区に追加）

☆ 生きがい活動支援通所 (56,783)

元気な高齢者の生きがい対策　　あやめ台・都賀いきいきセンターの開所に併せ実施

H16 ８か所 → H17　10か所（あやめ台・都賀を追加）

☆ 高齢者福祉施設整備助成 (1,025,626)

特別養護老人ホーム

 ４か所（ﾋﾟｱﾎﾟｰﾄ千寿苑  淑徳共生苑　萩の里　ｻﾝﾗｲｽﾞﾋﾞﾗ）

デイサービスセンター

 ５か所（ﾋﾟｱﾎﾟｰﾄ千寿苑　稲毛ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ　ｼｬﾛｰﾑ若葉ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ　淑徳共生苑　萩の里）

３　高齢社会への対応

5



グループホーム

 ４か所（ﾋﾟｱﾎﾟｰﾄ千寿苑　稲毛ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ　ｼｬﾛｰﾑ若葉ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ　ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑかえで）

ヘルパーステーション

 ２か所（淑徳共生苑　萩の里）

２月補正：恵光園整備助成　を前倒し

高齢者住宅改修費支援サービス (119,396)

要介護等認定者に対し、浴室等の改修経費を助成

介護保険システムの改修 (200,000)

介護保険制度改正に伴うシステムの改修

（地域活動）

☆ 花いっぱい市民活動助成 (36,000)

手づくり花壇（公園）　H16 110団体 → H17 150団体

街なかｵｰﾌﾟﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ作戦（街路樹枡）　H16 21団体 → H17 40団体

まちかど花いっぱい運動（民地宅前）　H16 100団体 → H17 120団体

間伐材利用促進（森林振興推進） (4,600)

間伐材を利用したプランターを自治会に２セット配布 H17 稲毛区、緑区

○ 水環境ふれあい (1,000)

椎名小学校・地元と連携し、杉山堰にアジサイの植栽と花壇づくり

（学校活動）

☆ 手づくりトピアリー (50,000)

小学生が育てた花苗でトピアリー製作　30校（H17末 90校）

（情報提供）

花とひとのネットワークづくり (5,000)

市民団体・企業・生産者・行政によるネットワークづくりの実施

花のあふれるまちづくり４　都市イメージの確立
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（イベント）

フラワーフェスティバル (10,900)

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：４月～６月予定

（花の都・ちばの雰囲気づくり）

☆ 大型トピアリー製作 (9,000)

蘇我駅前に大型トピアリーを設置　１基（H17末　３基）

○ 千葉公園四季の花壇 (2,000)

綿打池周辺に四季の花がみれる花壇を設置　　ｶﾜｽﾞｻｸﾗ、ｱｼﾞｻｲ、ｱｻｶﾞｵ他

○ ヒマワリ畑の設置 (900)

動物公園内に「ヒマワリ」の花畑を設置　場所：草原ゾーン

☆ 花の名所づくりと花の歳時記 (5,000)

各区の拠点公園に花の名所づくり H17 稲毛海浜公園「ハマヒルガオ」

☆ 企業立地促進 (75,264)

先端技術産業や製造業の誘致・育成、企業誘致の専門家1人を配置

立地助成　H16  ２社　→　H17　５社

新港経済振興地区操業環境改善 (1,250)

操業環境改善等へ助成　　１社

☆ 地域商業連携強化支援 (5,500)

商店街が連携して開催するイベントへ助成　H16　２地区　→　H17　３地区

わくわく商店街活性化推進 (11,000)

各種活性化事業へ助成（イベント　10商店街、チャレンジ活動　1団体・3商店街）

○ 空き店舗対策支援 (4,840)

商店街の空き店舗活用に対し助成（家賃助成　３件、広告宣伝・改装助成　３件）

新たに商学連携空き店舗活用モデル事業を実施（学生による空き店舗活用に対し助成 １団体）

商店街共同施設整備助成 (31,700)

商店街の共同施設整備へ助成（整備 11商店街、修繕 12商店街）

中心市街地活性化対策 (11,750)

５　地域経済の活性化
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ＴＭＯ事業へ助成（イベント、ガイドマップ、クリーンアップ事業他）等

中小企業金融対策 (8,092,519)

資金融資制度による預託や利子補給等

○ ちばＹＯＳＡＫＯＩ２００５開催 (2,000)

開催経費に対し助成（開催期間：H17.10.29・30、会場：中央公園・千葉銀座通り他）

○ 全日本菊花連盟全国大会（千葉大会）開催 (7,000)

全国的な菊の展覧会開催経費へ助成（開催期間：H17.11.10・11、会場：千葉ﾎﾟｰﾄｱﾘｰﾅ）

○ 旅フェア２００５出展 (4,500)

観光ＰＲブースを出展（開催期間：H17.4.22～24（3日間）、会場：幕張メッセ）

産業振興会館（中央第六地区市街地再開発）

H19.10月　開設予定

いずみグリーンビレッジ (46,296)

(120,000)

富田地区：全体・拠点施設実施設計、用地買収他

下田地区：拠点施設・駐車場基本設計他

（勤労者・雇用対策）

就職相談室・無料職業紹介所 (18,418)

相談・紹介・求人開拓　など

蘇我勤労市民プラザ　火～金曜日　　若葉区役所及び美浜区役所への出張相談　月曜日

都市再生総合整備 (259,522)

上下水道整備、まちびらき式典

蘇我スポーツ公園整備 (270,000)

第２工区（陸上競技場、テニスコート）全体の実施設計　他

２月補正：用地買収　を前倒し

蘇我球技場開設（H17.10月） (2,958,317)

継続費：H15～H17　　収容人員：18,500人 

蘇我臨海土地区画整理 (240,500)

債務負担

６　都市再生への取り組み
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道路築造、移転補償 他

２月補正：都市計画道路工事の一部　を前倒し

川崎町南北線整備 (275,000)

街路築造、建物補償 他

蘇我駅周辺地区再編整備 (585,500)

自由通路整備、西口駅前広場付帯施設整備（公衆トイレ・駐輪場・バスシェルター他）

蘇我駅東口・西口まちづくり調査

国道３５７号改良整備 (27,000)

交差点改良詳細設計（国道357号・川崎町南北線交差点）

中央第六地区市街地再開発 (877,410)

市街地再開発事業補助（施設建築物整備、既存建物除却、補償費 他）

千葉駅西口地区市街地再開発 (466,494)

駅周辺の環境整備、区画道路整備　他

千葉中央港土地区画整理 (1,863,364)

道路整備、宅地造成 他

○ 千葉みなと駅前緑地護岸整備（県事業負担金）　

２月補正：基本設計　　H17 実施設計、H18～H21 工事

情報ネットワーク都市

（市民サービスの向上）

☆ 収納事務の電子化 (254,884)

マルチペイメントネットワークやコンビニを活用した電子収納システムの開発

　市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険料　　H18年度稼動予定

地方税申告の電子化 (62,000)

地方税申告の電子化に伴うシステム開発負担金及びサーバー等を導入　H18.1月稼動予定

○ 校庭夜間開放抽選予約システム (1,400)

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ及び電話による予約、自動抽選等が可能となるシステムを導入　H17.10月稼動予定

○ インターネット粗大ごみ受付 (340)

７　情報化の推進
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インターネットによる粗大ごみ受付（２４時間対応）　H17.10月稼動予定

○ 市役所コールセンター (2,500)

基本調査（必要性・導入効果などの検討）

○ 都市計画情報 (4,000)

都市計画情報をインターネットで提供　H18.4月開設予定

（行政運営の効率化）

○ 電子調達システム構築 (147,000)

インターネットを利用した入札を実施するため、電子入札及び業者管理システムを構築

H18.4月試験稼動

○ 市有建築物保全計画システム (12,500)

市有建築物施設等のデータ整備（H17～H19）　　H20～本格稼動予定

（情報ネットワーク都市の実現に向けて）

情報セキュリティ監査 (8,300)

外部からのアクセスについての技術的監査及び専門機関による運用監査

（防 犯）

○ 防犯啓発 (5,000)

防犯対策についてのパンフレットを全戸配布

☆ 防犯街灯設置 (4,370)

町内自治会のない地域への防犯街灯設置　H17 100基（H17末 230基）

☆ 防犯パトロール隊支援 (3,135)

各地域で結成されている防犯パトロール隊に腕章・タスキ等を配布　　

　H16　130団体　→　H17　190団体　　　対象品目に帽子・笛を追加

落書き防止 (1,000)

Ⅱ　その他の分野の主要事業

１　安全・安心のまちづくり
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落書きの防止に関する条例に基く、消去活動に対する助成

☆ 路上喫煙防止 (16,399)

路上喫煙等防止に関する条例の啓発及び罰則適用地区の拡大

罰則適用地区　H16 １地区（JR千葉駅） → H17 ３地区（JR千葉駅・稲毛駅・海浜幕張駅）

○ 学校セーフティウォッチ (3,627)

学校安全ボランティア活動として防犯パトロールの実施及び各学校に防犯用さす股を配備

☆ こども１１０番の家 (490)

地域住民の協力により、児童生徒の登下校途中などの緊急避難場所を各中学校区に確保

　H16　6,600軒　→　H17　7,000軒

（防 災）

○ 八都県市合同防災訓練 (110,000)

八都県市合同防災訓練中央会場としての大規模な訓練

H17.9.1 実施　　場所：蘇我スポーツ公園予定地　　参加者：約10,000人

☆ 自主防災組織育成 (23,890)

活動助成、資機材購入助成　他　　50団体（H17末  840団体）

○ 危機管理マニュアル (600)

テロ、細菌災害等の危機発生に対応するマニュアルの作成

校舎大規模改造（耐震補強） (1,840,309)

耐震：補強工事５校（小4中1）、実施設計４校（小3中1）、補強計画１０校（小7中3）

２月補正：補強工事３校（小2中1）　を前倒し

○ 屋内運動場落下物対策 (23,060)

(488,000)

児童生徒の安全確保を図るため全校の窓ガラスを強化ガラスに交換

小・中・養護・高等学校　全174校

橋りょう耐震補強 (303,100)

耐震補強工事　７橋　　耐震補強設計　２橋

２月補正：耐震補強工事の一部（原陸橋）　を前倒し

○ 下水道施設耐震補強 (20,000)

債務負担
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南部浄化センター沈砂池機械室棟の耐震補強工事

○ 耐震改修助成 (10,000)

住宅の耐震改修に助成　　木造住宅　16戸

対象：耐震診断助成を利用し、評価が0.7未満の住宅  補助率：1/3   限度額：600千円

耐震診断助成 (4,304)

住宅の耐震診断助成　　木造住宅　 60戸

　　　　　　　　　　　分譲マンション １棟（40戸）

（消 防）

○ 救急医療体制整備 (1,400)

自動体外式除細動器（AED）の設置　　７か所

○ 自動体外式除細動器（AED）講習 (2,620)

「普通救命講習会」で自動体外式除細動器（AED）の使用方法を講習　　講習会：年250回程度

救急指導医常駐 (46,000)

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

☆ 救急救命 (18,581)

救急救命士９人を養成（H17末 104人）

気管挿管研修のため青葉病院他３病院へ派遣　15人

新たに薬剤投与の研修のため救急振興財団へ派遣　１人

☆ １１９番通報受信体制の強化 (13,300)

携帯電話からの直接受信移行に伴い、発番号表示・強制取得履歴の改修

☆ 消防ヘリコプター

２月補正：１号機の更新　を前倒し

☆ 消防団活動 (21,660)

土気中央団器具置場改築　45㎡

下泉団消防小型動力ポンプ付積載車　1台

（バリアフリー化）

福祉のまちづくり環境整備 (21,728)

鉄道事業者が駅舎内に設置するエレベーターに助成

ＪＲ稲毛駅２基　　ＪＲ稲毛海岸駅２基

交通バリアフリー
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　駅前広場の機能充実 (169,800)

  エレベーター：（設計）JR東千葉駅千葉公園側

  シェルター：　（工事）JR稲毛駅東口、JR幕張本郷駅、JR土気駅北口

  駅広整備  ：　（設計）ﾓﾉﾚｰﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ駅

            　　（工事）ﾓﾉﾚｰﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ駅、JR都賀駅ﾓﾉﾚｰﾙ側、JR土気駅北口

　バス停の機能充実 (30,000)

  バス停上屋設置　20か所（H17末 60か所）

　歩道段差等解消 (71,380)

  歩道の段差切り下げ134か所、視覚障害者誘導用ブロック1,500m

　電線共同溝整備 (862,989)

  国道126号（祐光２丁目地区）、東千葉停車場線他 全９路線

　交通安全施設整備 (980,215)

  歩道・交差点整備、安全施設整備（案内標識15基・道路照明102基他）

バリアフリー化対応バスの導入（バス活性化システム整備助成） (15,200)

低床ﾜﾝｽﾃｯﾌﾟﾊﾞｽ  2台（H17末 28台）、超低床ﾉﾝｽﾃｯﾌﾟﾊﾞｽ  4台（H17末 36台）

泉自然公園バリアフリー化 (20,000)

ベンチの設置、トイレの新設　他

（道路・橋りょう）

国県市道の新設改良

椿森陸橋の交差点改良 (596,000)

  継続費：H16～H17 交差点下歩行者通路工事　他

舗装側溝新設改良 (3,033,082)

  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 (444,000)

橋りょう新設改良 (512,261)

  瑞穂橋（H18末供用開始予定　H17末歩行者通行可能）、寿橋（H19末供用開始予定）

（住　宅）

債務負担

２　生活環境の整備
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市営住宅建替

仁戸名町団地 (1,115,872)

  継続費：H16～H18   117戸（うちｼﾙﾊﾞｰﾊｳｼﾞﾝｸﾞ30戸、身障者向け4戸）

宮野木町第１団地 (11,444)

  移転補償

特定優良賃貸住宅の市営住宅化 (91,739)

入居率の低い３団地を実施

市営住宅改善（白旗団地） (147,762)

改善前　416戸　→　改善後　305戸（うち高齢者向け104戸）　H17終了

○ 分譲マンション実態調査 (7,000)

今後のマンション施策のあり方を検討するための実態調査

（下 水 道）

公共下水道整備 (11,831,209)

〔下水道普及率　17年度末見込み　96％〕　　16年度末見込み94.1%

○ 中央雨水ポンプ場建設 (623,500)

継続費：H17～H20     躯体築造　他　　　場所：中央港土地区画整理事業地内

○ 中央雨水１号貯留幹線２工区 (300,000)

継続費：H17～H20  シールド１次覆工　場所：中央港土地区画整理事業地内～都川公園

○ 合流式下水道緊急改善 (610,000)

継続費：H17～H18   北部第２貯留管（幸ポンプ場～千葉ガーデンタウン）

継続費：H17～H19   稲毛黒砂貯留管（黒砂ポンプ場～中央浄化センター）

雨水施設計画 (81,500)

浸水対策として７地区の施設計画を策定

○ 中央浄化センター再構築計画 (12,000)

高度処理施設、合流改善施設の整備にむけた再構築計画を策定

農業集落排水施設整備 (597,198)

更科地区：処理場建設、管布設

平山地区：管布設　　H17.4月一部供用開始予定

富田地区：H17.7月供用開始予定

（上 水 道）
14



第３次拡張 (5,126,420)

(6,328,635)

水源の取得（霞ヶ浦開発負担金・房総導水路負担金）、高根給水場築造　他

鉛管改修 (156,233)

給水区域内の鉛管を計画的にポリエチレン管に改修　 600件

（河　川）

一級河川勝田川改修 (594,434)

橋梁築造工事、用地買収　他

準用河川生実川改修 (209,560)

大巌寺橋上部工事及び河道築造　他

流域貯留浸透 (31,000)

流域浸透施設設置　　１か所（貝塚中学校）

（公園緑地）

○ 石橋記念公園 (9,000)

基本計画　　居宅建物調査 他

樹林等保全 (5,700)

市街地内の樹林地を保全するためモデル事業を実施

：市街地内の樹林地や公園等の緑地を対象に緑の保全計画を策定

：市民が主体となり市民の森などの樹林地の管理や運営手法を検討

砂浜プロムナード (8,000)

いなげの浜、検見川の浜、幕張の浜のプロムナード化についての基本計画・基本設計

園生自然生態観察公園 (40,000)

自然の地形や樹林を活かし、自然観察ができる公園として整備　　H17:園路整備

子どもたちの森 (72,500)

子どもたちと自然をテーマとした公園整備（源町）　　H17:ﾌﾟﾚｰﾘｰﾀﾞｰﾊｳｽ、便所 他

○ 稲毛海浜公園プール再整備 (1,489,000)

既存プールを活かした再整備（H17～H18継続） 新規施設：川下りスライダー、子供遊具

○ 昭和の森 (131,000)

 街山づくりﾓﾃﾞﾙ地区
（松ヶ丘中学校区）

 市民緑地ﾓﾃﾞﾙ事業
（小倉町市民緑地）

債務負担

債務負担
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進入路等の実施設計

開園30周年に合わせ新規の遊戯施設（大型ローラーすべり台他）を整備

花島公園 (371,819)

テニスコート２面整備（H17末 ４面）、第1駐車場102台整備（H17末 235台）、用地買収

公園センター（コミュニティセンター機能を併設）　H17.4月開設

○ みんなでつくる樹木の名札 (400)

小学生が間伐材を活用した樹名板を作成し身近な公園に設置　小学校６校　１２公園

（斎場・墓地）

斎場開設（Ｈ17.6月） (307,122)

指定管理者による管理・運営　　　火葬炉　16炉　　式場４室他

平和公園拡張建設 (243,000)

(84,000)

Ｃ地区芝生・普通墓地造成工事他　　1,634区画

○ 都市計画道路見直し調査 (6,000)

長期未着手路線等の評価・検証

「やってみようよまちづくり」支援 (1,290)

まちづくり出前講座、アドバイザー派遣、まちづくり活動へ助成

街路整備 (9,199,149)

新港横戸町線他 全18路線

土地区画整理 (2,913,406)

土気東地区、寒川第一地区、東幕張地区、検見川・稲毛地区　他

誉田駅周辺まちづくり (2,735,250)

駅舎の橋上化や南北自由通路工事 　　H18年3月末供用開始予定

周辺の道路の用地買収、北口駅前広場公園の実施設計、南口駅前広場の詳細設計 　他

都市モノレール整備 (773,656)

単線を導入した場合の設置基準等について検討    インフラ塗装に対する助成　他

☆ コミュニティバス導入 (36,200)

債務負担

３　都市機能の充実
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交通不便地域へ対応するため、若葉区泉地区に導入

新規１路線、さらしなバス１路線（再編） １台 → ２台

☆ 区役所バス運行補助 (53,400)

４区５路線　　　H17 若葉区役所バス：千葉市斎場、JR鎌取駅へ延伸

（学校教育）

新設校建設

打瀬第三小学校 (171,500)

開校に伴う備品　他　　教室数：24教室　　H18.4月開校予定

○ 校舎改築

千葉高等学校 (850,650)

継続費：H17～H20　　H17 旧校舎解体、旧幕張東高校賃借他

H20.3月　新校舎移転予定（一部供用開始）　H21.4月　全面供用開始予定

○ 校舎増築 (15,530)

(160,000)

打瀬中学校

増築工事　６教室

校舎大規模改造（老朽化） (161,800)

老朽化：工事１校（中１）、実施設計２校（小１中１）

○ 校舎エレベータ設置 (109,000)

障害児童生徒等の負担軽減を図るため、小中学校にエレベータを設置

院内小学校、こてはし台小学校、大椎中学校

屋内運動場改築
２月補正：千城小学校屋内運動場改築工事　を前倒し

☆ 教室改善対策 (4,962)

(98,000)

保健室：小５校　特殊学級教室：小１校　第二理科室：中５校　適応指導教室：小１校　　

○ 学校教室等環境整備 (6,571)

(139,000)

小学校、中学校、養護学校の各職員室にエアコンを設置

☆ 少人数学習指導教員配置 (71,731)

小学校に非常勤講師を配置　　H16　1・2学年　→　H17　1～3学年

校庭整備 (8,292)

債務負担

債務負担

債務負担

４　教育・文化
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(181,000)

整備工事10校（小8中2）、実施設計７校（小6中1）

○ 中学校校内ＬＡＮ整備 (30,524)

各学校の教室にＬＡＮ配線を整備、パソコン　12台、プロジェクター　3台を配置　

☆ スクールカウンセラー活用 (97,681)

生徒の悩みや相談を受けるカウンセラーを配置　　H16 47校 → H17 56校（全校配置完了）

○ 子どもと親の相談員活用 (700)

不登校等問題行動の早期解決のための生徒、保護者、教員からの相談を実施

○ 子どもの体力向上 (3,000)

体力向上、生活習慣改善のためのプログラム実践（打瀬小、海浜打瀬小）

☆ 適応指導教室設置 (15,122)

新たに適応指導教室を中央区に設置　　　H16 2校　→　H17 3校

☆ 特別支援教育指導員配置 (14,416)

注意欠陥多動性障害児等がいる学校に特別支援教育指導員を配置

　特別支援教育指導員　H16　8人　→　H17　16人

☆ 青少年サポート (3,813)

青少年サポート指導員を補導センターに配置　　H16 3人 → H17 5人

○ 少年自然の家宿泊体験活動 (4,870)

特殊学級等の児童生徒を対象に実施

　げんきキャンプ、ハッピーキャンプ、ジョイントキャンプ

（生涯学習）

○ こども科学館整備（中央第六地区市街地再開発） (2,230)

(2,760,000)

展示工事・展示物制作（展示ﾌﾞｰｽ構築・装置類ほか）

中核ボランティア育成他

H19.10月開設予定

公民館建設

白井公民館 (371,786)

　継続費：H16～H17　RC平屋 公民館750㎡　若葉図書館泉分館との複合施設

　H18.4月開設予定

債務負担

債務負担
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○ 泉谷公民館 (427,020)

　継続費：H17～H18　RC2階建　1,098㎡　先行取得用地買戻し　2,000㎡

　H19.3月末開設予定

若葉図書館泉分館 (278,512)

　継続費：H16～H17　RC平屋 図書館 500㎡　白井公民館との複合施設

　H18.4月開設予定

☆ 公民館大規模改修 (68,549)

(164,000)

冷暖房設備改修　実施設計（10館）、改修工事（6館）

小中台公民館エレベータ設置工事、花見川公民館男女共用トイレ改修

○ 生涯学習推進計画 (2,500)

生涯学習振興における施策を推進するための行動計画を策定

☆ 校庭夜間開放の推進 (5,840)

H16　3月～11月：6区6校

　　12月～ 2月：2区2校　→　H17　3区3校　（1区1校増）

（文化創造）

地区ホール

美浜区整備 (863,249)

　継続費：H16～H18  SRC,S地下1階地上5階建  4,000㎡  保健福祉ｾﾝﾀｰとの複合施設

　中ホール（354席）、小ホール（152席）、スタジオ他　　　H19.4月開設予定

（スポーツ・レクリェーション）

○ 中田スポーツ施設整備 (1,270,140)

継続費：H17～H18　　施設内容：ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ場、野球場、庭球場、多目的運動場

H18.10月開設予定

下田最終処分場跡地整備 (67,100)

市民ゴルフ場実施設計　　施設概要　９ホール、3,055ヤード、パー36

○ 全国高等学校総合体育大会 (165,740)

開催期間：H17.8.2～8.13（12日間）

開催競技：陸上、体操、新体操、ヨット（3競技、4種目）

○ ちはな旗争奪第1回全国学童軟式野球選手権大会 (5,000)

債務負担

19



千葉マリンスタジアム他５会場　　32チーム参加　　H17.8月開催予定

☆ ホームタウン推進（ジェフユナイテッド千葉） (8,491)

新たに、蘇我球技場で親子観戦ツアーを実施

オープニングイベント　H17.10月

○ 千葉マリンスタジアム (12,758)

(270,000)

新たに、フィールドシート（ファールグラウンド内にせり出した席）を設置　約1,000席

千葉アイススケート場開設（H17.10月） (1,414,951)

継続費：H16～H17　SRC2階建　4,968㎡　

アイススケート場、温浴施設、多目的室

（国際化）

アスンシオン市提携３５周年記念 (1,500)

消防車を寄贈

国際文化フェスティバル (15,000)

アスンシオン市文化芸能団招へい　H17.10月　場所：市民会館

（保健福祉基盤）

地域福祉計画 (7,544)

地域福祉の推進のための計画策定

保健福祉センター　

若　葉　区　開　設（Ｈ17.4月） (80,044)

　福祉事務所　保健センター　ボランティア活動室等　　延べ床　4,231㎡

美　浜　区　整　備 (804,586)

　継続費：H16～18　SRC・S　地下1階地上5階建　4,200㎡　地区ホールとの複合施設　

　H19.4月開設予定

債務負担

５　保健福祉・健康づくり
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○ 緑　区　整　備 (818,846)

　継続費：H17～18　S一部RC 地下1階地上2階建　4,200㎡

　H19.4月開設予定

中　央　区　整　備（中央第六地区市街地再開発）

　H19.10月開設予定

○ 病院機能評価取得 (2,100)

質の高い医療サービスの提供を図るため第三者機関の評価を実施（青葉病院）

○ 海浜病院電子カルテ導入調査 (1,000)

電子カルテの導入に向けた調査

○ 看護師養成施設整備 (2,378,200)

　継続費：H17～18　RC一部SRC・S　3・4階建　6,590㎡

　H19.4月開校予定

（健康づくり）

○ 前立腺がん検診 (18,427)

50歳以上5歳間隔の男性を対象に実施

☆ 乳がん検診 (150,785)

40歳代の検診にマンモグラフィーを追加し、30歳代の視触診の廃止

☆ 子宮がん検診 (226,165)

対象年齢の拡充　H16　30歳以上　毎年　→H17　20歳以上　隔年

☆ 骨粗しょう症検診 (39,701)

対象年齢の拡充　H16　40・50歳の女性　→H17　40～70歳の5歳間隔の女性

☆ 歯周疾患検診 (31,420)

対象年齢の拡充　H16　40・50歳の男女　→H17　40・50・60・70歳の男女

☆ 訪問歯科診療 (11,515)

在宅の寝たきり高齢者等に対して歯科医療サービスを提供

対象年齢の拡充　H16　60歳以上　→H17　40歳以上

保健医療計画 (8,200)

保健・医療にかかる人・施設等の整備のための計画策定

☆ 医療安全相談窓口 (3,474)
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医療に関する患者やその家族等からの相談に迅速に対応するための相談窓口を保健所に設置

電話相談窓口に専任の看護師を配置

糖尿病対策ネットワーク (4,400)

医療機関・健康増進施設等・行政が予防から治療までの情報を共有するネットワークを形成

糖尿病予防プログラム策定　　

☆ 結核対策 (171,487)

ﾂﾍﾞﾙｸﾘﾝ反応検査を廃止し生後6ヶ月までにBCGを直接接種

接種会場の拡充　H16　120か所　→　H17　160か所

☆ 女性専用外来 (3,842)

女性医師による女性専用外来を青葉病院に設置　週１回　予約制　

予約受付に専任の看護師配置

☆ 卒後臨床研修医受入 (58,411)

卒後臨床医の受入れを協力型に加え青葉病院において管理型を追加

H16　協力型　4名　→　H17　協力型　8名　管理型　2名

○ 国民健康保険被保険者証のカード化 (17,000)

被保険者証をカード化し、１人１枚交付　　

H17～18　システム改修　　H18.8月　交付予定

難病疾患見舞金支給 (561,146)

小児慢性特定疾患治療研究事業の制度改正にあわせ対象者の見直し

重症者への重点化と対象年齢を20歳未満に設定

（障害者支援）

○ 障害者就業支援キャリアセンター (10,000)

NPO法人が実施する障害者の一般就労支援事業の運営に参画

○ 福祉施設製品等PR (1,800)

市内の福祉施設(65か所)で生産される製品等のPRカタログ作成助成

支援費 (4,691,571)

障害者福祉サービスの向上を図るため，施設訓練・居宅介護等を支援

障害者保健福祉推進計画 (6,000)
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障害者施策推進のための計画策定

☆ 障害者福祉施設整備助成 (95,271)

知的障害者通所授産施設（あさひの丘、まあるい広場）

知的障害者小規模通所授産施設（あやめ）

☆ 精神障害者社会復帰施設整備助成 (72,851)

地域生活支援センター（まるめろ）　　通所授産施設（スピリッツ未来）

桜木園整備 (420,039)

継続費：H16～H17　　重症心身障害児施設　RC・S2階建  4,044㎡　　H18.４月開設予定

２月補正：整備費の一部　を前倒し

コミュニティセンター整備

稲毛区長沼コミュニティセンター (922,126)

継続費：H16～H17　RC・S3階建　2,654㎡　　会議室・集会室・体育館等　

H18.4月開設予定

花島公園センター開設（H17.4月） (11,928)

体育館、トレーニング室、多目的室、音楽室　他

市民センター開設（H17.4月） (7,977)

花見川市民センター及び山王市民センター

第２次５か年計画策定 (8,702)

市民、有識者等の意見聴取、計画書等作成　　　

女性センター運営 (23,009)

男女共同参画社会の形成のため，各種講座・啓発事業等を実施

６　参加と協働
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