
○ 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）

（都市イメージ）

○ シティセールスの推進 (4,500)

都市ｲﾒｰｼﾞを確立し、千葉市ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ構築のための調査・懇話会

市民意識・都市ｲﾒｰｼﾞ調査

○ 地域観光振興計画の策定 (1,500)

外客誘致による国際観光振興を図るため、観光地の活性化に取組む民間を支援

旅フェア２００６出展 (4,000)

観光ＰＲﾌﾞｰｽ出展　　開催期間：H18.4.21～23（3日間）、会場：幕張ﾒｯｾ

○ 景観計画策定 (4,500)

地域の特性に応じた景観計画の策定

マリーンズ、ジェフのホームタウン推進 (3,153)

ﾏﾘｰﾝｽﾞ及びｼﾞｪﾌﾎｰﾑﾀｳﾝを推進するため、市民等により身近に感じてもらうｲﾍﾞﾝﾄの実施

【ﾏﾘｰﾝｽﾞ】ふれあいｷｬﾝﾌﾟ　　【ｼﾞｪﾌ】蘇我球技場で親子観戦ﾂｱｰ他　

千葉マリンスタジアム施設整備 (14,742)

(312,000)

屋根外壁塗装及びﾃﾞｼﾞﾀﾙﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝ対応のための改修

○ 花のあふれるまちづくり (198,000)

花いっぱい市民活動助成ほか29事業

【新規】３都心ﾌﾗﾜｰﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ、花の関連ｲﾍﾞﾝﾄ支援、街なか未利用地の花畑の促進

        花の美術館ｱﾄﾘｳﾑ改修、公園から発信するまちづくり（昭和の森）

【継続】手作りﾄﾋﾟｱﾘｰ、緑と花の地域ﾘｰﾀﾞｰ育成、花とひとのﾈｯﾜｰｸづくり　他22事業

債務負担

平成１８年度当初予算の主な施策

（まちづくりの大切な視点別）

１　 千葉市らしさの確立
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（歴史・文化）

☆ 市史編纂 (13,301)

「千葉市史 史料編 近現代」編纂のための資料収集

○ 文化育成交流 (3,100)

小中学生などを対象としたプロによる演奏指導・コンサート

○ 東京フィルハーモニー交響楽団提携 (43,700)

提携10周年記念演奏会を実施

（緑と水辺）

☆ 谷津田の保全推進 (7,182)

多様な生態系が残る谷津田の保全     H17　15か所  →  H18　18か所（3か所追加）

○ 谷津田いきものの里 (11,331)

市民が自然や生き物とふれあい学ぶ場    大草地区　約30ha  　　Ｈ18.5月供用開始

○ 街山づくりプログラム (4,000)

市民緑地を行政が整備し、市民団体が管理するﾓﾃﾞﾙ事業として実施

小倉市民緑地　5,400㎡　　　

○ 都川総合親水公園の整備 (1,237,069)

県が整備する都川多目的遊水池を活用し、総合公園を整備する県市共同事業

用地買収　14,975㎡　

○ 砂浜プロムナードの整備 (5,000)

いなげの浜、検見川の浜、幕張の浜の人工海浜の連続性を確保する

検見川の浜～幕張の浜間の測量・実施設計　他

○ 石橋記念公園の整備 (5,000)

旧石橋邸及び周辺を公園として利用するための基本・実施設計

☆ 身近な公園リフレッシュ (79,253)

（住区基幹公園の再整備）：仲よし公園（H18～H19）、幸町公園（H18～H19）

(90,000)

遊具交換（29基)、ﾃﾆｽｺｰﾄ改修(2基)､便所改修(2箇所)

○ 動物公園の整備 (38,586)

ﾚｯｻｰﾊﾟﾝﾀﾞ舎等の整備

昭和の森の再整備 (178,000)

土気東土地区画整理事業にあわせて公園再整備を実施

再整備基本設計､3号園路改修工事  他

債務負担
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（防　災）

○ 地震災害対策支援システムの整備 (26,000)

ﾏｽﾒﾃﾞｨｱを通じて、市内各区の震度が分かるように地震計を設置

基本設計・実施設計

○ 地域防災無線デジタル化 (8,200)

市組織間、防災関係機関、ﾗｲﾌﾗｲﾝ機関、避難所等間の災害時の緊急連絡用無線

ｱﾅﾛｸﾞ方式をﾃﾞｼﾞﾀﾙ方式に変更するための基本設計

○ 国民保護 (12,100)

武力攻撃事態等に備えた国民の保護に関する計画の策定

☆ 自主防災組織育成 (21,504)

活動助成、資機材購入助成　他　　35団体増（H18末  858団体）

○ コミュニティセンター耐震診断 (3,000)

幕張ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ体育館

○ 市営住宅火災警報器設置 (74,200)

消防法及び火災予防条例に基づき市営住宅に火災警報器を設置

H20.5月までに全戸設置　　H18  17団地（1,777戸）

市営住宅建替

仁戸名町団地 (754,000)

  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団地第一期 (473,800)

  継続費：H18～H20   現状101戸 → 114戸

○ 構造計算検証助成 (7,200)

分譲ﾏﾝｼｮﾝの構造計算書の検証費用を助成

対象：民間指定確認検査機関で建築確認を受けた分譲ﾏﾝｼｮﾝ

☆ 耐震診断助成 (15,290)

新たに構造計算検証により耐震診断の必要が生じたものを助成対象に追加

木造住宅 136戸　　分譲ﾏﾝｼｮﾝ 6棟（うち、構造計算検証分5棟）

耐震改修助成 (18,280)

木造住宅の耐震改修に助成　30戸

対象：耐震診断助成を利用し、総合評点が0.7未満の住宅  

２ 　安全・安心のまちづくり
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○ 密集住宅市街地環境整備 (580)

密集住宅市街地の地元市民の防災意識の啓発を図るための専門家派遣　他

橋りょう耐震補強 (430,800)

耐震補強工事：美浜大橋、稲毛陸橋、西の谷跨線橋、鵜の森歩道橋　　

急傾斜地崩壊対策 (148,600)

崩壊の恐れがある危険個所の整備　　　　　

工事：貝塚町、大草町　　実施設計等：五十土町、園生町

雨水対策 (6,928,636)

管渠整備：川崎第２雨水幹線、西小中台雨水　他

貯留幹線：中央雨水１号貯留幹線　他

ポンプ場・処理場の再構築 (3,002,320)

ﾎﾟﾝﾌﾟ場：神明第２ﾎﾟﾝﾌﾟ場、他

処理場：南部浄化ｾﾝﾀｰの高度処理施設化

排水施設整備 (1,182,946)

雨水調整地（高田排水路本線調整池ほか）や幹線排水路の整備を引き続き実施

(632,000)

校舎大規模改造（耐震補強） (338,800)

補強工事１校（中1）、実施設計９校（小7中2）、補強計画４校（小2中2）

　２月補正：小学校４校、中学校１校の補強工事　を前倒し

○ 花園中学校改築 (30,000)

　改築基本設計、耐力度測定調査　他　　　H22.4月 供用開始予定

○ 屋内運動場改築 (27,600)

老朽化した屋内運動場の耐力度測定　　4校（小3中1）

（防　犯）

○ 市民防犯活動支援 (400)

地域安全まちづくり講座、防犯ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣

○ 地域防犯ネットワークの推進 (900)

地域防犯連絡会を設置し、車両や事業所への防犯ｽﾃｯｶｰを作成

○ 市内防犯パトロール (19,590)

青色回転灯装着車によるﾊﾟﾄﾛｰﾙ

○ 防犯ウオーキング (2,940)

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱに帽子を配布し、ｳｫｰｷﾝｸﾞをしながらの防犯活動　各区500人×6区

債務負担
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☆ 防犯街灯設置助成 (22,600)

設置補助　H17　360灯　→　H18　630灯

☆ 防犯パトロール隊支援 (3,235)

腕章・ﾀｽｷ等の配布　　新規130団体　2年目120団体　　

防犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙ隊交流会　対象：防犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙ隊の代表者

☆ 路上喫煙防止 (22,693)

罰則適用地区における巡視員による指導活動

巡視員　H17　2班（4人）　→　H18　3班（6人）

禁止地区外路面表示設置　20駅

落書き消去活動支援 (960)

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

☆ 学校セーフティウォッチ (6,327)

各学校にﾈｯﾄﾗﾝﾁｬｰの配備及び防犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙ（学校ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動）の実施

☆ こども１１０番の家 (540)

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

　H17　7,000軒　→　H18　9,000軒

（消 防）

○ 消防署・所整備 (20,000)

幕張出張所建替

H18　地質調査、基本・実施設計　H19　建築工事

☆ 大型油圧救助器具整備 (15,000)

本署消防隊6隊に配備　　ﾊｲﾊﾟﾜｰｶｯﾀｰ(火花の出ないｶｯﾀｰ）　他

消防車両整備 (383,000)

はしご付消防車、水槽付消防ﾎﾟﾝﾌﾟ車、化学消防ﾎﾟﾝﾌﾟ車、防災普及啓発車　他　全9台更新

☆ 消防団活動体制充実 (41,354)

武石団器具置場改築　45㎡  鎌田団器具置場改築　45㎡　

小型動力ﾎﾟﾝﾌﾟ付積載車1台(鎌田団)　

☆ 救急救命士の養成 (26,533)

救急救命士5人　　　気管挿管のための研修21人　　　薬剤投与のための研修20人

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
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（医　療）

☆ エイズ対策 (11,428)

ｴｲｽﾞの効果的な予防・普及啓発を図るため、抗体検査を拡充

検査日数　H17　24日　→　H18　30日

○ 病院経営実態調査・分析 (8,000)

病院事業の経営健全化、患者ｻｰﾋﾞｽの向上を図るため、調査分析を実施

☆ 病院診療機能の強化・充実 (89,447)

卒後臨床研修医受入：H17　10人　→　H18　12人　

後期研修医受入：卒後臨床研修終了医師の研修（３年間）　H18　3人

☆ 青葉病院高度医療機器の整備 (210,000)

ｵｰﾌﾟﾝMRI等の導入

☆ 病院機能評価受審 (2,100)

質の高い医療ｻｰﾋﾞｽの提供を図るため第三者機関の評価を実施

H17　青葉病院受審　　H18　海浜病院受審

看護師養成施設整備 (2,280,752)

継続費：H17～18　RC一部SRC・S　3・4階建　6,590㎡

単年度事業費：外構植栽、初度調弁他　　　　H19.4月 開校予定

☆ 人間ドック、脳ドックの充実 (141,883)

一日人間ﾄﾞｯｸの検診費用の一部助成　　　定員　H17　5,000人　→　H18　5,500人

○ ＡＥＤ（自動体外式除細動器）設置 (21,074)

市内公共施設247施設にAEDを設置

（アスベスト対策）

○ アスベスト対策助成（民間建築物） (45,300)

ｱｽﾍﾞｽﾄの分析調査や除去等に助成　　対象：住宅や多数の者が利用する建築物

○ アスベスト除去等（市有建築物） (390,391)

債務負担 (26,500)

ｱｽﾍﾞｽﾄの使用が確認された施設（市有）のｱｽﾍﾞｽﾄ除去・封じ込め　　10施設

　２月補正：9施設を前倒し
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（千葉都心の整備）

中央第六地区市街地再開発 (1,864,600)

市街地再開発事業補助（施設建築物整備 他）

○ 栄町都市再生まちづくり (6,000)

栄町のまちの活性化を推進するためのまちづくり推進計画策定

○ 千葉駅西口地区市街地再開発 (530,587)

駅前広場、道路、ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ等実施設計、仮設道路整備　他

○ 千葉駅西口自由通路整備 (155,000)

整備工事委託　他

千葉港黒砂台線整備 (555,000)

用地買収、側道整備工事　他

千葉中央港地区区画整理 (1,823,952)

宅地造成工事、建物補償

（蘇我副都心の育成・整備）

蘇我臨海土地区画整理 (427,500)

道路築造、公園整備 他

蘇我特定地区都市再生総合整備 (171,835)

上水道整備、下水道整備

蘇我スポーツ公園整備（防災公園） (538,000)

造成工事、駐車場整備、園路整備

２月補正：用地買収、施設除去工事　を前倒し

川崎町南北線整備 (261,000)

街路築造、橋りょう整備（水路） 

国道３５７号改良整備 (135,700)

用地買収､建物補償  他

蘇我駅西口駅前広場等整備 (55,000)

自由通路関連工事　他

○ 蘇我駅周辺地区まちづくり (12,000)

東口駅前広場基本計画（素案）作成　他

３　都心の育成・整備と暮らしやすい地域づくり
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（地域づくり）

誉田駅周辺まちづくり (1,996,622)

周辺道路の用地買収、北口駅前広場整備工事、 　他

自由通路及び橋上駅舎　H18年3月22日　供用開始

土地区画整理 (2,799,261)

土気東地区、寒川第一地区、東幕張地区、検見川稲毛地区　他

○ 緑農住区開発関連土地基盤整備の推進 (18,900)

住区の整備　古市場地区：換地設計業務委託

　　　　　　椎名崎地区：道路実施設計業務委託

（地域の拠点施設）

地区ホール整備

美浜区（保健福祉ｾﾝﾀｰとの複合施設） (1,807,670)

　継続費：H16～H18  単年度事業費：外構植栽、初度調弁　他　　H19.7月 開設予定  

　延床面積  4,000㎡　　中ﾎｰﾙ（354席）、小ﾎｰﾙ（152席）、ｽﾀｼﾞｵ他　　　

○ 花見川区 (550)

　基本計画

保健福祉センター整備

美浜区（地区ﾎｰﾙとの複合施設） (1,359,572)

　継続費：H16～H18　単年度事業費：外構植栽、初度調弁　他　　　H19.4月 開所予定

　延床面積　4,200㎡、保健ｾﾝﾀｰ・福祉事務所・地域活動ｽﾍﾟｰｽ等　

緑区 (1,881,190)

　継続費：H17～H18　単年度事業費：外構植栽、初度調弁　他　　　H19.4月 開所予定

　延床面積　4,218㎡、保健ｾﾝﾀｰ・福祉事務所・地域活動ｽﾍﾟｰｽ等　

中央区

　中央第６地区再開発事業で実施（H16～H19）

　延床面積　5,521㎡、保健ｾﾝﾀｰ・福祉事務所・地域活動ｽﾍﾟｰｽ等　H19.10月 開所予定

○ 花見川区基本設計 (26,000)

　延床面積　4,400㎡、保健ｾﾝﾀｰ・福祉事務所・地域活動ｽﾍﾟｰｽ等　H22 開所予定

○ 稲毛区基本設計 (24,000)

　延床面積　4,300㎡、保健ｾﾝﾀｰ・福祉事務所・地域活動ｽﾍﾟｰｽ等　H22 開所予定
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公民館整備 (413,400)

泉谷公民館

　継続費：H17～H18　RC2階建　1,098㎡　　H18.11月 開館予定

中田スポーツセンター整備 (236,790)

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

H18.10月 開設予定

○ 市民ゴルフ場整備（下田最終処分場跡地整備） (2,186,000)

継続費：H18～H19　

事業面積41.6ha、９ﾎｰﾙ、3,055ﾔｰﾄﾞ、ﾊﾟｰ36

（道路・街路）

道路整備 (5,858,331)

国道：126号（椿森陸橋）、国道直轄事業負担金

県道：浜野四街道長沼線、生実本納線　他

市道：越智町土気町線、仁戸名町古市場町線　他

街路整備 (7,453,011)

新港横戸町線、美浜長作町線、磯辺茂呂町線　他

(2,533,000)

（交　通）

○ 総合交通ビジョン策定 (6,000)

本市の総合的な交通施策の理念や方向性を示すﾋﾞｼﾞｮﾝの素案作成

H18 現状分析･素案作成  H19 ﾋﾞｼﾞｮﾝ策定

○ 千葉都市モノレール経営改善

　２月補正：千葉都市ﾓﾉﾚｰﾙ㈱経営再建のための支援策として貸付及び基金積立を実施

○ 都市モノレール整備 (50,000)

延伸部の基本設計

☆ コミュニティバス運行 (34,200)

さらしなﾊﾞｽ、おまごﾊﾞｽ運行（若葉区泉地区）

いずみ台ﾛｰｽﾞﾀｳﾝ等ヘ路線拡充

区役所バス運行補助 (55,900)

４区５路線　　　(花見川区2路線､若葉区､緑区､美浜区各1路線)

債務負担
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○ 浜野駅快速停車 (10,000)

快速電車停車に伴うﾎｰﾑ延伸設計  H19.11月 工事完了  12月 ﾀﾞｲﾔ改正予定

○ 放置自転車対策 (110,810)

自転車駐車場整備：千葉みなと駅、鎌取駅

自転車駐車用ﾗｯｸ整備：鎌取駅南口、新検見川駅、稲毛海岸駅

保管場整備：緑区越智町､千葉駅西口

（上下水道）

水道第３次拡張事業 (2,207,639)

いずみ台ﾛｰｽﾞﾀｳﾝ送配水管布設､高根団地送配水管布設

継続費：H17～18　　高根給水場整備  

公共下水道整備 (2,643,084)

下水道未普及地域の解消に向けて管渠布設を引き続き実施    H18末普及率　96.7%

農業集落排水施設整備 (904,574)

更科地区：処理場建設、管布設　H20.4月　全面供用開始予定

平山地区：管布設　　　　　　　H19.4月　全面供用開始予定

（墓地・斎場）

○ 桜木霊園再整備 (13,000)

再整備計画の策定に向けた現況測量　　返還墓地整備

平和公園拡張建設 (205,000)

Ｃ地区芝生・普通墓地造成工事他　　1,406区画

○ 斎場周辺整備 (246,350)

親水公園整備基本計画、周辺道路整備　他

（子育て支援）

☆ 乳幼児医療費助成 (1,551,693)

　対象年齢 H17 ４歳未満児（７日以上の入院は就学前まで）→H18　就学前児

　自己負担額：200円/1回　所得制限なし　H18.8.1実施　影響額366百万円(通年ﾍﾞｰｽ607百万円)

☆ 児童手当 (5,177,670)

　対象年齢　H17　小学校第３学年修了前まで→H18　小学校第６学年修了前まで

４　少子化への取り組み
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○ ひとり親家庭生活支援 (564)

　ひとり親を対象に土日夜間電話相談を実施

　実施施設：旭ヶ丘母子ﾎｰﾑ

☆ 地域子育て支援センター (43,503)

　地域住民の子育てに関する相談等を保育所（園）で実施

　H17　５か所　→　H18　７か所（花見川区、緑区に追加）

☆ 子育てリラックス館 (48,580)

　子育て親子の交流、子育てに関する相談・援助等

　H17　７か所　→　H18　８か所（美浜区に追加）

☆ 児童家庭支援センター (12,776)

　地域の児童の福祉に関する相談・助言、関係機関との連絡調整等

　H17  １か所　→　H18　２か所（若葉区に追加）

☆ 一時・特定保育 (82,471)

　親の育児疲れ解消や急病等に伴う一時的な保育、多様な就労形態に合わせた断続的な保育

　H17　16か所　→　H18　17か所（緑区に追加）

☆ ファミリー・サポート・センター (9,913)

　会員同士の子どもの預かり等の援助活動の円滑化を手助け

　新たに各区に１人ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰを配置

乳幼児健康支援一時預かり (54,844)

　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　７か所

☆ 子どもルーム (1,615,425)

　H17  97ﾙｰﾑ　→　H18  102ﾙｰﾑ　　改築１か所

母子生活支援施設改築助成

　２月補正：旭ヶ丘母子ﾎｰﾑ（旭ヶ丘保育園と合築）

　定員　20世帯→40世帯　H18.12月 開設予定　

○ 児童自立援助ホーム (6,007)

義務教育終了後、児童養護施設を退所し就職する児童に対し、日常生活上の援助等を実施

　１か所（花見川区）

（保育の充実）

民間保育園整備助成

　２月補正：（新築）おゆみ野地区保育園、打瀬地区保育園

　　　　　　（改築）ちどり保育園、旭ヶ丘保育園（母子ﾎｰﾑと合築）
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保育ママ (29,651)

　居宅で保育　　保育ﾏﾏ   24人　　児童数   24人

☆ 保育ルーム (330,406)

　45ﾙｰﾑ　児童数　H17　8,326人 → H18　9,743人

　第２子以降保育料軽減助成を創設　　　10,000円/月・人を助成  

　健康診断等助成を拡充　　　　　　　　 4,000円/年・職員１人を助成

延長保育 (908,851)

　88か所　　児童数　 H18  3,853人

☆ 私立保育園運営助成 (2,983,698)

　定員 H17　2,936人 → H18　3,107人（稲毛区 21人増、若葉区 30人増、緑区 120人増）

☆ 障害児保育 (132,992)

　全ての保育所（園）で障害児を受け入れ

（幼児教育支援）

☆ 私立幼稚園教材費助成 (85,728)

〔単価引上げ〕園　割　　H17　182,340円/年 → H18　490,000円/年

　　　　　　　園児割　　H17　1,140円/人 　→ H18　2,000円/人

○ 幼児教育支援センターの運営 (3,400)

ｶｳﾝｾﾗｰによる幼稚園巡回相談、幼児教育調査研究等を実施

（教育環境）

○ 中高一貫教育の推進 (28,221)

(60,200)

市立稲毛高等学校に附属中学校を併設　　H19.4月 開校予定

　既存校舎の改修：普通教室6室、CALL教室他、入学者選抜準備

○ 宮崎小学校校舎増築 (16,943)

(348,000)

　増築工事　9教室

債務負担

債務負担

５　若い力を生み出す取り組み
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千葉高等学校校舎改築 (1,500,427)

　継続費：H17～H20　　H18 校舎改築工事、旧幕張東高校賃借他　H20.4月 校舎供用開始

校舎大規模改造（老朽化） (122,200)

工事　中1校、実施設計　3校（小2中1）

教室改善対策 (6,682)

(11,000)

第二理科室　中4校　　（全中学校完了）

校庭整備 (2,529)

(54,600)

整備工事　3校（小2中1）

○ 小中学校トイレ改修 (993)

(21,000)

大規模小・中学校の２系統目ﾄｲﾚ改修を実施　　実施設計　17校（小11中6）

○ 新港学校給食センターの再編整備 (93,000)

H22再開に向け、解体工事、地質調査等を実施

○ 学校適正配置 (520)

第一次適正配置の成果と課題を踏まえ、第二次適正配置の基本的な考え方を作成

○ 学習支援員の配置（フレンドリーチューター） (570)

授業補助・放課後学習指導等を行うため、学習支援員を配置　各校2人・各区3校（小2中1）

○ 障害のある子どもの学校生活サポート (1,800)

通常学級の肢体不自由児等を支援するﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ派遣

　支援対象 30人、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 90人（3人1組）、年間活動日数 195日（65日/人）

○ 生徒指導推進協力員活用調査研究 (355)

子どもの非行防止、犯罪被害防止を支援する生徒指導推進協力員を配置

○ 学校評価システム調査研究 (8,011)

学校評価ｼｽﾃﾑｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに基づく学校評価の実践研究の実施

○ 学校組織運営に関する調査研究 (946)

教員業績評価のあり方についての調査を実施

☆ 小学校英語活動推進 (102,971)

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力向上を図るため、体験的英語活動の対象を6年生から5年生まで拡大

債務負担

債務負担

債務負担
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☆ 学校訪問相談員の派遣 (4,032)

学習障害や注意欠陥・多動性障害などの児童対応について、教職員に指導助言を実施

　H17　1人　→　H18　2人

（青少年の育成）

○ 青少年育成行動計画の策定 (3,000)

青少年育成行動計画策定のための実態調査を実施

こども科学館の運営 (11,316)

各ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟで活躍するﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成等　　H19.10月 開設予定

児童養護施設改築助成
　２月補正：房総双葉学園

　定員　30人→40人　H19.9月 開設予定　

☆ 一時保護所（児童相談所）増築 (3,000)

居室等増改築のための実施設計

（介　護）

地域支援事業

要支援・要介護状態になる前からの介護予防を推進

○ 包括的支援事業 (266,277)

　地域包括支援ｾﾝﾀｰ　各区２か所

○ 介護予防事業 (156,781)

　初級・標準・総合介護教室、高齢者運動機能向上教室　他10事業

○ 任意事業 (204,068)

　介護相談員派遣、徘徊高齢者位置情報ｼｽﾃﾑ　他10事業

☆ ちばし権利擁護センター (27,798)

福祉ｻｰﾋﾞｽの利用の援助、財産管理・財産保全等のｻｰﾋﾞｽ

成年後見業務を追加

○ 高齢者いきいき健康園芸 (900)

園芸を通じて高齢者の生きがいと健康増進を図る

☆ 高齢者スポーツ広場整備 (7,000)

高齢者の健康の維持増進及び相互交流の促進

H17　9か所　→　H18　10か所（美浜区に整備）

６　超高齢社会に向けた対応
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☆ 生きがい活動支援通所 (84,088)

元気な高齢者の生きがい対策　H17 10か所 → H18 11か所（H18.4月越智いきいきｾﾝﾀｰ開所）

シルバー健康入浴 (55,869)

ひとり暮らし高齢者に対する公衆浴場の無料入浴券の交付

ミニデイ銭湯 (16,238)

公衆浴場などを活用した健康相談・健康体操、入浴ｻｰﾋﾞｽ　　各区2か所

いきいき健康マージャン (1,140)

指先や頭脳を使うことによる認知症防止や仲間づくりを推進

高齢者住宅改修費支援サービス (100,095)

要介護等認定者に対し浴室等の改修経費を助成

☆ 高齢者福祉施設整備助成 (101,360)

特別養護老人ﾎｰﾑ、ｼｮｰﾄｽﾃｲ　　　小倉町いずみ苑（H18～H19継続事業）

（健　康）

☆ 基本健康診査 (1,736,338)

介護予防事業の実施に向け、新たに介護予防健診を実施

○ がん検診新手法調査研究 (1,000)

乳がん検診及び胃がん検診における新検査手法の調査研究

がん検診 (1,206,062)

集団検診において自己負担金を徴収（個別検診自己負担額の半額）

骨粗しょう症検診 (39,016)

　 40～70歳の5歳間隔の女性に対する骨密度測定

歯周疾患検診 (31,172)

40･50･60･70歳の男女に対する歯周組織の検査

訪問歯科診療 (12,197)

在宅の寝たきり高齢者等に対して歯科医療ｻｰﾋﾞｽを提供

（バリアフリー）

○ 市民センター自動ドア設置 (569)

債務負担 (12,000)

松ケ丘、さつきが丘、幕張本郷、誉田市民ｾﾝﾀｰに自動ﾄﾞｱを設置

７　ﾕﾆﾊ゙ｰｻﾙﾃ゙ｻ゙ｲﾝによるまちづくり
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☆ 駅舎のエレベーター整備 (103,667)

鉄道事業者が駅舎内に設置するｴﾚﾍﾞｰﾀｰに助成　　

   ＪＲ西千葉駅（1基）、幕張本郷駅（1基）　京成千葉駅（2基）

ﾓﾉﾚｰﾙｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置：実施設計　千葉みなと駅、ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ駅、動物公園駅

☆ バス活性化システム整備助成 (26,250)

超低床ﾉﾝｽﾃｯﾌﾟﾊﾞｽ導入補助  6台（H18末 46台）

新たにﾊﾞｽＩＣｶｰﾄﾞｼｽﾃﾑ導入補助　75台

泉自然公園バリアフリー化 (12,000)

園路改修（700㎡）、野外卓・ﾍﾞﾝﾁの設置　他

交通バリアフリー

　駅前広場の機能充実 (264,220)

 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ ：（工事）JR東千葉駅市民会館側　　（設計）JR東千葉駅千葉公園側

 ｼｪﾙﾀｰ   ：（設計）JR鎌取駅  （工事）JR幕張本郷駅、JR土気駅南口、ﾓﾉﾚｰﾙ千城台駅

 駅広整備：（設計）JR幕張本郷駅  （工事）JR幕張本郷駅、ﾓﾉﾚｰﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ駅、千城台駅

　バス停の機能充実 (30,000)

  ﾊﾞｽ停上屋設置　13か所（H18末 60か所）

　歩道段差等解消 (96,700)

  歩道の段差切り下げ317か所、視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ2,000m

　電線共同溝整備 (588,045)

  国道126号（祐光２丁目地区）、幕張町弁天町線（小仲台1丁目）他 全13路線

　交通安全施設整備 (1,692,084)

  歩道・交差点整備、安全施設整備（案内標識10基・道路照明66基他）

（障害者支援）

○ 障害者自立支援 (5,897,822)

身体・知的・精神の３障害の施策を一元化

○ 障害福祉計画 (3,000)

障害者自立支援法に基づく福祉ｻｰﾋﾞｽ等の確保に関する計画

○ 障害児タイムケア (1,912)

知的障害の中高生を対象とした下校後等における活動の場の確保

実施施設　知的障害者更生施設
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○ 発達障害者支援体制整備 (715)

発達障害者支援体制整備検討委員会を設置

○ 障害者地域医療支援 (700)

発達障害・知的障害児（者）の医療受診の充実を図るための調査等

○ 障害者就労事業支援 (2,880)

千葉県障害者就労事業振興センターが実施する福祉的就労支援事業に参画

○ 桜木園管理運営 (680,407)

改築整備の完了に伴う入所定員の増及び通園事業の開始　　Ｈ18.4月　開所

定員：(入所)H17 40人 → H18 50人、(ｼｮｰﾄｽﾃｲ)H17 1人 → H18 5人、(通園)H18 15人

社会福祉施設（障害者）整備助成 (35,463)

知的障害者通所授産施設（まあるい広場　H17～H18継続事業）

知的障害者小規模通所授産施設（あやめ　H17～H18継続事業）

精神障害者社会復帰施設整備助成 (6,349)

精神障害者地域生活支援ｾﾝﾀｰ（まるめろ　H17～H18継続事業）

☆ グループホーム・生活ホーム整備 (8,440)

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ　  知的障害者　H17　15か所　→　H18　19か所（4か所増）

　　　　　　 精神障害者　H17　１か所　→　H18　 7か所（6か所増）

生活ﾎｰﾑ　 　 知的障害者　15か所

　　　　　　 精神障害者　 3か所

○ グループホーム・生活ホーム家賃助成 (31,230)

助成額　月額家賃の半額（上限15,000円/月）

☆ 校舎エレベーター設置 (187,500)

山王小、稲毛小、幸町第三小、真砂第五小、泉谷小、こてはし台中

特殊学級等施設の整備充実 (4,550)

(21,000)

特殊学級教室改修　小1校、備品整備　4校（小3中1）

債務負担
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（その他）

福祉手当 (1,016,047)

介護保険制度や支援費制度による高齢者・障害者サービスの充実に伴う見直し

　障害者：（現行）14,170円/月　→（改定）8,650円/月（経過措置としてH18は10,000円/月）

　　　12,980円/月（重度心身障害児者）

　高齢者：廃止　

　　　　　ただし、現受給者については手当て額を改定の上継続して支給

　　　　　（現行）12,000円/月　→（改定）8,650円/月

（環境保全）

○ 地球温暖化防止実行計画の策定 (1,300)

温室効果ｶﾞｽの削減及び吸収作用の保全・強化に関する計画

取組目標の検討、削減目標・計画素案の策定

○ ＥＳＣＯ事業導入方針策定調査 (7,500)

省ｴﾈｻｰﾋﾞｽ事業者を活用しての温室効果ｶﾞｽ及び光熱水費の節減

H18　導入方針策定調査　H19　導入施設選定、実施計画策定、公募　H20　事業実施

○ 有害大気汚染物質対策 (1,600)

揮発性有機化合物の排出量を調査し、排出抑制指導の基礎資料とする

○ ISO14001認証取得の拡大 (9,400)

清掃工場、浄化ｾﾝﾀｰ

化学物質対策（ＰＲＴＲ制度の推進等） (4,689)

化学物質対策専門委員会による化学物質の管理方策を検討

地球温暖化防止キャンペーン (4,804)

環境家計簿による啓発活動 他

太陽光発電設備設置助成 (6,720)

住宅用太陽光発電設備費用に助成　 H18 50件

○ 水辺の再生（中溝水路） (18,300)

中溝水路にせせらぎ水路、遊歩道、植栽の設置　　Ｈ18 実施設計

８　環境との共生

18



（ごみ処理）

☆ リサイクル推進 (80,000)

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

古紙・布類ｽﾃｰｼｮﾝ回収　　H17　中央区　→　H18　全区

ごみ処理基本計画の策定 (12,000)

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

○ 北清掃工場長期責任型運営維持管理 (7,400)

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 債務負担 (16,898,000)

H18　公募手続き、事業者の選定・契約

○ 旧新港清掃工場解体整備 (120,000)

溶融ｽﾗｸﾞのｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ整備のための旧工場の解体　　　継続費：H18～H19

北谷津清掃工場大規模修繕 (493,000)

機能維持のための修繕を計画的に実施

（地域経済振興）

○ 商業活動活性化の促進 (20,478)

商店街活動に対する助成；地域連携活動事業、一店逸品創出事業など

　〔新規〕商人
あきんど

にぎわい塾、商店街ﾌﾟﾗﾝ策定事業

　〔拡充〕商学連携空き店舗活用事業（補助期間；1年 → 最大3年）

☆ 中心市街地活性化の推進 (14,883)

ＴＭＯ事業へ助成（ｲﾍﾞﾝﾄ、ｶﾞｲﾄﾞﾏｯﾌﾟ、ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ事業他）等

　〔新規〕ｾｰﾌﾃｨｶﾞｰﾄﾞ、隠れ美味発見、ﾃﾞｨｽｶﾊﾞｰﾀｳﾝ事業等を追加

☆ 商店街環境の整備 (22,892)

商店街の共同施設整備へ助成（整備 ６商店街、修繕 ８商店街）

　〔拡充〕街路灯等修繕に対する助成　　　  1/10 → 1/2

　　　　　電灯料に対する助成　（限度額）20万円 → 限度なし

☆ 企業立地促進 (48,000)

先端技術産業や製造業の誘致・育成、企業誘致活動の推進、立地助成制度の拡充

大規模投資・本社立地助成　限度額 1億円/年 → 5億円/年、助成期間 3年間 → 5年間

９　産業の再生・雇用の促進
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☆ 新港経済振興地区操業環境改善 (4,490)

操業環境改善等へ助成　　〔拡充〕駐車場整備に対する助成

コミュニティビジネス支援 (605)

ｺﾐｭﾆﾃｨﾋﾞｼﾞﾈｽの普及啓発、活動人材育成、地域勉強会・起業化講座開催

（中小企業支援）

○ 大学連携型起業家育成施設支援 (10,526)

千葉大学等の技術・情報を活用した医工連携による新事業創出拠点施設

H18　開設準備（ﾏﾈｰｼﾞｬｰ派遣）、H19～入居開始（入居者家賃補助、ﾏﾈｰｼﾞｬｰ派遣）

○ 経営革新支援の充実 (25,143)

ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰﾏｰｸ取得支援、企業支援隊創設、商業アドバイザー派遣等

☆ 新事業創出の促進 (10,887)

販路拡大、産学官の交流支援等　〔拡充〕異業種（分野）間の交流支援を追加

中小企業金融対策 (8,044,710)

資金融資制度による預託や利子補給等

（農　林　業）

○ 遊休農地対策の推進 (6,700)

農業従事者の高齢化・後継者不足により増加する遊休農地の実態調査を実施

○ 集落営農組織の育成 (2,000)

集落営農の育成・法人化を推進するため、集落営農組織の立上げに向け意向調査を実施

いずみグリーンビレッジ (353,600)

富田地区：拠点施設整備、親水護岸・ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ等工事、用地買戻し等　H19.4月 一部開設予定

下田地区：ふれあい交流施設・外構実施設計　　H20 開設予定

中田地区：地形測量、地質調査等　　H21 開設予定

拠点施設管理運営組織の調査・検討　他

○ 新規就農の推進 (731)

新規就農希望者を対象とした、農業に必要な技術・経営方法等を習得する機会の提供

　 1年目：募集・選考、農政ｾﾝﾀｰ研修､2年目：農家研修、3年目：実地研修、4年目：就農開始

　H18～募集開始　毎年5人受入れ、2･3年目：研修奨励金 1人50千円/月支給

☆ サンブスギ溝腐病特別対策 (7,056)

溝腐病被害木の伐倒駆除等に係る経費を補助（県補助対象；植林等経費を追加）
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○ 地産地消の推進 (1,254)

地産地消推進指針の策定、各種ＰＲを兼ねたｷｬﾝﾍﾟｰﾝ活動による普及啓発

○ 都市農業の推進 (1,200)

観光農園の整備助成（身障者ﾄｲﾚの設置；花見川区　1箇所）

市民農園の設置補助（花見川区、稲毛区）

環境保全型農業の推進 (19,011)

地力増強用機械の導入及び生産物適正表示出荷資材経費に補助し、農家の経営安定を確保

農作業受託組織の育成 (8,200)

稲作機械･設備導入補助（田植機、コンバイン、乾燥機）

農業生産団地の育成 (27,321)

野菜生産農家の機械・施設等整備補助（ｲﾁｺﾞ高設栽培機械、ｲﾁｺﾞ栽培用ﾊｳｽ他）

☆ 野菜価格安定の推進 (48,434)

野菜価格安定対策事業の補償対象品目追加に伴う共済準備金の積み立て

小食土地区土地改良の促進 (5,250)

幹線農道の整備（舗装　L=1,200m）、県事業に係る地元負担分の一部を補助

畑地帯総合土地改良の促進 (21,418)

北総中央用水土地改良事業に係る建設費・維持管理費の一部を補助

（雇用対策）

○ 若者の就職支援 (1,000)

ﾆｰﾄやﾌﾘｰﾀｰ対策として若者の就職を支援するため保護者向け啓蒙講座を開催

○ 障害者就労支援パソコン講座 (1,134)

知的障害者の社会参加及び一般就労を支援するためのﾊﾟｿｺﾝ講座

定員１０人　実施回数　１回/年

就職相談室・無料職業紹介所 (18,398)

相談、紹介、求人開拓等

○ 被保護世帯就労支援相談 (6,041)

就労支援専門員を配置　　２人（中央区、若葉区）

母子家庭就業自立支援センター (8,084)

就業相談、ﾊﾟｿｺﾝ講習会

○ 民間企業等職務経験者採用試験 (2,503)

受験資格：民間企業等職務経験6年以上
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（市民サービスの向上）

○ 市役所コールセンター設置 (8,400)

市民からの行政ｻｰﾋﾞｽやｲﾍﾞﾝﾄなどに関する問い合わせの窓口の一元化

基本設計　　Ｈ19.10月運用開始予定

☆ 収納事務の電子化 (81,004)

ﾏﾙﾁﾍﾟｲﾒﾝﾄﾈｯﾄﾜｰｸやｺﾝﾋﾞﾆを活用した電子収納システムの運用　　H18.4月　稼動予定

4月 固定資産税、5月 軽自動車税、6月 市県民税・国民健康保険料、9月 下水道使用料

☆ 地方税申告の電子化 (35,451)

地方税電子化協議会負担金・機器賃借料　　H18.1月　法人市民税・償却資産申告受付開始

☆ 図書館システムの充実 (375,667)

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等からの図書の予約、貸出情報照会等を開始　　H19.4月　稼動予定

○ 保健福祉Webサイトサービス (1,100)

相談予約受付、申請書ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ、各種相談事例をﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで公開　H19.4月　稼動予定

○ 病院情報システムの構築 (46,000)

海浜病院：医療情報ｼｽﾃﾑ導入のためのﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ設計等　H21稼動予定

青葉病院：CT、MRI等読影システム改修

（行政運営の効率化）

☆ 電子入札システム導入 (87,000)

電子入札及び業者管理ｼｽﾃﾑを導入し、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄによる入札を実施

H18.10月　建設工事案件 一部開始　

市有建築物保全情報システム整備 (26,000)

市有建築物施設等のﾃﾞｰﾀ整備（H17～H19）　　H20～本格稼動予定

☆ 建設総合情報システム整備 (49,400)

土木積算ｼｽﾃﾑの再構築    Ｈ19.4月稼動予定

（情報ネットワーク都市の実現に向けて）

○ 公共施設地図情報インターネット配信 (5,903)

病院・学校・避難場所などの公共施設の地図情報などをｲﾝﾀｰﾈｯﾄで配信

○ 情報システムの見直し (26,000)

業務系ﾈｯﾜｰｸの統合及び端末の共用化計画の策定

10　高度情報化への対応
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○ 統合連携基盤の整備 (15,000)

各情報ｼｽﾃﾑ間を連携する基盤ｼｽﾃﾑの構築に向けた基本設計

○ 情報セキュリティ対策の推進 (1,938)

校内LAN普通教室用ﾊﾟｿｺﾝに情報ｾｷｭﾘﾃｨ対策を施し校務用端末として活用

○ 市民参加懇話会 (1,170)

市民参加条例の制定に向け、市民参加のあり方を検討

○ 市政出前講座 (1,000)

市民への情報提供と対話の一環としての市職員による出前講座

区民ふれあい事業 (42,768)

区民意識の醸成及び地域の活性化を推進するための区の特色ある事業を実施

集会所建設補助 (63,960)

町内自治会集会所の建設や修繕に対する補助

建設　7件、修繕17件

市民公益活動促進 (11,391)

市民活動ｾﾝﾀｰにおいてﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動やNPO活動等の市民公益活動を支援

女性センター運営 (18,595)

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

○ 男性専用相談 (751)

男性をとりまくあらゆる悩みについて、男性相談員による男性専用の電話相談

○ 事業所研修支援 (2,500)

職場における男女共同参画を推進するための啓発資料作成や研修講師の派遣

○ 地域福祉計画推進協議会 (2,400)

地域福祉計画の推進を図るため、協議会を設置

○ 地域福祉パイロット事業 (6,000)

新しいｺﾐｭﾆﾃｨづくりを促進するため、先進性と模範性のある活動に対し助成

○ 都市計画マスタープラン地域別構想作成 (1,800)

地域別構想をﾓﾃﾞﾙ地区（中学校区程度）を公募・選定し作成

11　協働のまちづくり
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