
各局予算要求に対する調整の状況

（１）　見積総額と予算（一般会計）

　　見積総額 ３，６６５億円

　　予算額 ３，３５０億円

　　調整額 　　３１５億円

（２）　局別予算（一般会計） （単位：百万円）

H21見積額 H21予算額 H20予算額
前年度比
増減額

増減率

総務局 1,268 1,220 1,103 117 10.4%

　 給与費 46,332 44,714 43,888 826 1.9%

企画調整局 2,302 2,273 3,560 △ 1,287 △36.2%

財政局 10,458 3,295 5,828 △ 2,533 △43.4%

　 公債費 56,873 56,226 51,620 4,606 8.9%

市民局 5,832 5,398 5,428 △ 30 △0.6%

保健福祉局 107,785 99,881 92,062 7,819 8.5%

環境局 11,882 11,239 11,159 80 0.7%

経済農政局 27,276 26,483 15,634 10,849 69.4%

都市局 14,418 12,077 14,597 △ 2,520 △17.3%

建設局 19,405 17,342 19,331 △ 1,989 △10.3%

下水道局 14,903 11,502 11,888 △ 386 △3.3%

消防局 2,667 2,545 2,317 228 9.8%

　 給与費 9,529 9,190 9,321 △ 131 △1.4%

教育委員会 23,530 19,896 22,139 △ 2,243 △10.1%

　 給与費 9,251 8,977 9,020 △ 43 △0.4%

会計室 85 84 97 △ 13 △13.7%

選挙管理委員会事務局 669 653 278 375 134.8%

　 給与費 88 92 86 6 6.9%

人事委員会事務局 34 33 36 △ 3 △8.3%

　 給与費 108 107 109 △ 2 △1.8%

監査委員事務局 34 30 36 △ 6 △16.6%

　 給与費 208 205 206 △ 1 △0.4%

農業委員会事務局 37 37 39 △ 2 △5.1%

　 給与費 180 181 184 △ 3 △1.6%

議会事務局 254 255 265 △ 10 △3.7%

　 給与費 1,061 1,065 1,069 △ 4 △0.3%

計 366,469 335,000 321,300 13,700 4.3%



（３）　特別会計の状況 （単位：百万円）

H21見積額 H21予算額 H20予算額 増減額 増減率

国民健康保険
事業特別会計

85,586 84,998 80,840 4,158 5.1%

老人保健医療
事業特別会計

433 181 6,247 △ 6,066 △97.1%

介護保険事業特別会計 40,258 39,662 37,709 1,953 5.2%

後期高齢者医療
事業特別会計

6,397 6,352 6,166 186 3.0%

母子寡婦福祉資金貸付
事業特別会計

260 239 291 △ 52 △18.1%

霊園事業特別会計 663 658 678 △ 20 △2.9%

農業集落排水
事業特別会計

471 466 455 11 2.4%

競輪事業特別会計 16,461 16,461 17,478 △ 1,017 △5.8%

中央卸売市場
事業特別会計

1,154 1,167 1,348 △ 181 △13.4%

都市計画土地区画整理
事業特別会計

517 510 766 △ 256 △33.4%

市街地再開発
事業特別会計

2,369 2,352 2,631 △ 279 △10.6%

動物公園事業特別会計 1,395 1,312 1,437 △ 125 △8.7%

公共用地取得
事業特別会計

4,800 3,416 986 2,430 246.5%

学校給食センター
事業特別会計

2,235 2,214 2,184 30 1.4%

公債管理特別会計 160,983 160,121 138,022 22,099 16.0%

計 323,982 320,109 297,238 22,871 7.7%

（４）　企業会計の状況 （単位：百万円）

H21見積額 H21予算額 H20予算額 増減額 増減率

病院事業会計 20,441 18,771 18,645 126 0.7%

下水道事業会計 47,868 46,955 48,035 △ 1,080 △2.2%

水道事業会計 4,378 4,279 4,361 △ 82 △1.9%

計 72,687 70,005 71,041 △ 1,036 △1.5%



（５）　主要事業の調整状況

　各局の見積に対しては、事業内容等を精査し調整を行った

①　一般会計 （単位：千円）
平成20年度

見積額 予算額 予算額

総務局 市長公室 国体推進課 第６５回国民体育大会 233,089         207,598 3,700             

279,138 236,272          国際交流課 新たな国際化推進基本計画の策定 3,183             184 -                  

総務部 職員研修所 研修所研修 27,580           27,580 33,432           

42,866            職員課 リワーク研修センター 15,286           9,538 7,041             

企画調整局 企画課 政策評価に係る市民意識調査 6,827             5,500 5,000             

1,651,046                  企画課 旧花見川第五小学校跡施設整備 15,674           7,244 -                  

政策調整課 フィルムコミッション運営 2,500             930 883               

政策調整課 弁天地区複合施設整備 1,626,045       1,603,974 -                  

財政局 財政部 財政課 公会計システムの導入 20,677           16,800 10,000           

294,322                    税務部 税制課 個人住民税公的年金特別徴収 252,653         209,699 93,552           

273,645          納税管理課 徴収嘱託員の増員 20,992           20,992 -                  

市民局 市民部 区政課 戸籍事務のコンピュータ化 3,035             2,000 -

327,274 292,309          区政課 ＫＩＯＳＫ端末(自動交付機)の整備 71,708           0 -                  次年度以降の実施について再検討を行うこととした

総合防災課 地域防災無線事業 217,566         211,000 200,000         

生活文化部 文化振興課
地域文化支援事業
（東京ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ交響楽団提携事業）

30,000           30,000 30,000           

34,965            男女共同参画課 配偶者暴力対策事業（ＤＶ防止基本計画策定） 2,338             0 - 他の計画との調整を行うこととした

消費生活センター 消費生活相談事業（週末テレフォン相談） 2,627             1,216 -

保健福祉局 4,451,018        保健福祉センター整備室 保健福祉センター整備 4,451,018       4,186,582 475,000         契約額の確定に基づき調整した

8,741,024                  健康部 健康企画課 がん検診事業 1,236,213       1,220,647 1,261,442       

2,073,678        健康医療課 感染症対策事業 47,540           34,000 1,083             

健康医療課 予防接種事業 789,925         758,609 719,629         

子ども家庭部 保育課 待機児童解消に向けた緊急３か年整備計画 755,730         725,310 -                  

1,744,369        子育て支援課 妊婦健康診査 961,901         792,154 239,218         契約単価などを調整した

子育て支援課 妊産婦歯科検診 26,738           18,911 -                  

高齢障害部 高齢施設課 社会福祉施設整備助成 364,006         297,726 114,584         新規施設についての年度割合を調整した

471,959          障害企画課 全国障害者スポーツ大会 52,811           50,434 26,339           

障害企画課 第２次障害者計画策定に係る実態調査 8,100             5,000 -                  

障害者自立支援課 こころの健康センター再整備 47,042           38,200 310,000         

環境局 環境管理部 環境総務課 ごみ１／３削減普及啓発 13,065           5,600 12,869           

1,122,417 104,298          資源循環推進課 ごみ減量キャンペーン 33,924           31,488 31,045           

資源循環推進課 ごみ減量化推進 57,309           46,170 45,081           

施設部 施設維持課 新港清掃工場長期責任型運営維持管理 13,737           0 9,340             実施内容を再検討することとした

1,003,425        施設維持課 新港清掃工場設備修繕 989,688         700,000 150,000         

環境保全部 環境調整課 環境基本計画の策定 5,884             4,200 -                  

14,694            環境調整課 地球温暖化防止実行計画の策定 6,400             4,900 -                  

環境保全推進課 谷津田の保全推進事業 2,410             2,410 2,831             

経済農政局 経済部 経済振興課 中小企業金融対策 24,632,397     23,976,584 13,060,701     

25,328,956 25,135,632      経済振興課 企業立地促進事業 469,619         467,975 321,616         

経済振興課 商店街活性化事業 33,616           29,214 38,066           

農政部 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ推進課 いずみグリーンビレッジ拠点施設の整備 170,268         134,219 237,370         

193,324          農業振興課 新規就農の推進 8,092             7,370 13,000           

営農指導課 環境保全型農業推進 14,964           10,535 9,585             

都市局 都市部 西口再開発事務所 千葉駅西口地区市街地再開発 586,929         558,700 1,481,579       

4,660,830 3,013,970        交通政策課 公共交通網の整備 1,302,990       968,052 560,505         

モノレール桜木駅の一部をH20で実施するほか、JR
幕張駅の一部については区画整理事業による駅前
広場の整備にあわせて整備することにより先送りし
た

寒川土地区画事務所
東幕張土地区画事務所

土地区画整理 1,124,051       914,000 889,000         
寒川第一地区については、用地取得の一部を先送り
東幕張地区については、都市計画道路に係る部分
を重点的に調整した

建築部 住宅政策課 耐震診断・耐震改修助成事業 17,180           15,880 13,597           

737,076          住宅政策課 特定優良賃貸住宅家賃補助事業 332,567         332,567 307,332         

住宅整備課 宮野木町第１団地第一期建替事業 323,331         322,500 465,470         

住宅整備課 地上波デジタル化整備事業 63,998           60,000 -                  

公園緑地部
公園管理課
公園建設課

身近な公園の整備・再整備 160,473         76,105 261,112         

909,784          公園建設課 蘇我スポーツ公園の整備 687,000         184,000 822,000         
用地取得については、事業実施時期等を再検討す
ることとした

緑政課
中央・稲毛公園緑地事務所
緑公園緑地事務所

花のあふれるまちづくり推進 62,311           56,886 49,751           

課 特記事項
平成21年度

局 事業名部



①　一般会計 （単位：千円）
平成20年度

見積額 予算額 予算額
課 特記事項

平成21年度
局 事業名部

建設局 土木部 維持管理課 市民生活向上のための道路維持の充実 1,221,500       1,547,800 1,636,668       

7,176,953 1,781,012        維持管理課 緊急輸送道路等の橋梁整備 422,000         385,000 116,700         

自転車対策課 放置自転車対策の推進 137,512         38,600 239,066         
新規自転車駐車場整備（千葉駅東口・西口、土気
駅）については、関係機関との協議状況等を考慮し
先送りした

道路部 特定街路課 新港横戸町線 5,028,740       4,994,520 4,663,300       

5,395,941        特定街路課 誉田駅周辺地区 350,201         340,952 1,442,500       

道路計画課 自転車走行空間の確保 17,000           0 4,000             現在実施中の事業効果を検討することとした

下水道局 管理部・建設部 都市河川課 河川改修の推進 193,800         143,000 337,300         

268,800 268,800          都市河川課 崖崩れ対策の推進 75,000           71,300 79,900           

消防局 総務部 施設課 消防署の整備 109,460         99,564 24,000           

682,152 603,630          施設課 消防車両の整備 361,518         315,000 497,000         

総務課 消防団活動体制の充実 132,652         123,609 129,237         

警防部 救急救助課 救急体制の整備 63,304           40,076 22,402           

78,522            指令課 消防指令体制の整備 15,218           10,000 －

会計室 3,999             収納事務の電子化の推進 3,999             3,999 4,258             

教育委員会 教育総務部 学校財務課 教材教具充実 971,220         808,000 801,199         

3,648,311 3,167,106        学校施設課 校舎耐震補強 363,165         9,900 558,900         
国の2次補正に伴い、補強工事、実施設計、補強計
画策定を、20年度2月補正予算に前倒しで計上した

学校施設課 屋内運動場耐震補強 1,528,167       18,680 110,000         
国の2次補正に伴い、補強工事、耐震診断・補強実
施設計定を、20年度2月補正予算に前倒しで計上し
た

学校財務課 地上デジタル放送対応 304,554         48,157 -                  

学校教育部 指導課 適応指導教室設置 9,829             7,615 2,650             

47,269            教育センター 小学校校内LAN整備 30,345           0 -                  次年度以降の実施について再検討を行うこととした

教育センター 情報教育推進 7,095             0 1,830             次年度以降の実施について再検討を行うこととした

生涯学習部 生涯学習振興課 公民館の改修 21,867           12,202 89,241           

433,936          生涯学習振興課 公民館の改修（債務負担行為） (187,551) (104,000) (89,500)

生涯学習振興課 公民館の建設 302,030         301,820 -                  

生涯学習振興課 郷土博物館整備 96,780           60,000 -                  

生涯学習振興課 文化財保護 13,259           0 -                  調査内容を再検討することとした

選挙管理委員会事務局 千葉市長選挙 338,637         324,865 -                  

616,274                    衆議院議員選挙 277,637         277,493 -                  

人事委員会事務局 19,124            優秀な人材の確保 19,124           18,326 20,417           

農業委員会事務局 農業委員会だより発行 762               738 790               

802                          耕作放棄地対策 40                 40 -                  

議会事務局 調査課 ちば市議会だより発行事業 11,320           11,320 13,494           

15,176                      調査課 議会中継事業 3,856             3,856 4,025             

②　特別会計
平成20年度

見積額 予算額 予算額

国民健康保険事業 健康保険課 国民健康保険事業 85,585,875     84,998,060 80,840,140     

介護保険事業

高齢福祉課
高齢施設課
介護保険課
健康企画課

介護保険事業 40,257,836     39,661,726 37,708,836     

③　企業会計
平成20年度

見積額 予算額 予算額

病院事業会計 市立病院 20,441,070     18,770,822 18,645,184     

下水道事業会計
下水道施設建設課
下水道再整備課　他３課

雨水対策の推進（企業会計） 6,697,727       6,653,114 6,579,088       

10,872,643                 
下水道施設建設課
下水道再整備課　他１課

合流式下水道の改善の推進（企業会計） 619,460         617,860 601,471         

下水道施設建設課　他１課 高度処理化の推進（企業会計） 1,959,241       1,948,841 1,903,895       

下水道維持課
下水道再整備課
下水道施設建設課　他１課

適切な施設維持管理の推進（企業会計） 1,596,215       1,561,825 1,209,000       

水道事業会計 水道施設課 第３次拡張事業（企業会計） 1,368,248       1,359,248 1,446,275       

1,548,728                  水道施設課 既設配水管等改良事業（企業会計） 58,480           55,400 78,311           

水道施設課 鉛給水管改修事業（企業会計） 122,000         122,000 128,250         

平成21年度
特記事項

平成21年度
特記事項課 事業名会計

会計 課 事業名



○　職員一人一人が自らの能力を存分に発揮できるよう職場環境の整備に努めます。

○　社会情勢の変化や地方分権の進展に、柔軟かつ的確に対応できる人材の育成を図り、常に
　市民視点、納税者視点に立った市民サービスの提供を推進します。

○　広範な分野でグローバル化が進展している今日、国際都市にふさわしい魅力あるまちづく
　りを目指します。

○　平成22年度に千葉県で開催される第65回国民体育大会の開催に向けて、全庁を挙げて準備
　に取り組みます。

１ 第６５回国民体育大会（国体推進課） 【予算見積額　233,089千円】

　平成22年に開催される第65回国民体育大会「ゆめ半島千葉国体」の成功に向け、
千葉市開催競技種目の各競技別リハーサル大会を実施します。

千葉市開催競技種目と会場（リハーサル大会も同様）
　　○陸上競技　　　　千葉県総合スポーツセンター陸上競技場
　　○体操・新体操　　千葉ポートアリーナ
　　○セーリング　　　稲毛ヨットハーバー
　　○ボウリング　　　千葉リバーレーン
　　○ライフル射撃　　千葉県総合スポーツセンター射撃場他

２ 新たな国際化推進基本計画の策定(国際交流課） 【予算見積額　3,183千円】

　「千葉市国際化推進基本計画」（グローバルリンクちばプラン２１）は、平成２２年度ま
での計画であるため、平成２３年度以降の新たな計画を策定します。

　今後増大する外国人市民に対しての対策、支援等の基本方針は必要であり、総務省からも
多文化共生の推進に係る指針・計画を策定するよう指導がありました。
　これを踏まえ、本市の実情に合わせた計画を策定します。

　　○計画策定　　平成21年度　　骨子案
　　　　　　　　　平成22年度　　原案、公表
　　○計画期間　　平成23年度から平成32年度までの10年間

総 務 局 一般会計見積額 1,268百万円
（対前年度予算  14.9 ％）

市 長 公 室

＜重点的に取り組みを行う主なもの＞

＜見積りに当っての基本的な考え方＞



１ 研修所研修（職員研修所） 【予算見積額　27,580千円】

　市政が直面している行政課題及び高度化・多様化する市民ニーズに、的確に対応する職員
の育成を目指し、危機管理能力や新規採用職員の指導者を養成する研修、２課程を新設し、
４１課程の研修を実施します。

　　○基本研修　　新規採用職員研修、課長研修など
　　○応用研修　　政策形成力養成研修、判断力養成研修など
　　○特別研修　　地方自治セミナー、公務員倫理研修など

２ リワーク研修センター（職員課） 【予算見積額　15,286千円】

　全国的に、うつ病などの精神疾患が増加している中で、職員に対してもメンタルヘルス対
策を講じ、職員の能力をフルに発揮させ、市民サービスの向上に努めます。

　　○予防のための知識の啓発
　　○復帰をフォローアップするための専門相談
　　○職場復帰訓練
　　○精神科医師との連携

総 務 部

＜重点的に取り組みを行う主なもの＞



○　本市の基本計画である「ちば・ビジョン２１」に定める９つの政策について、市民意識等
　に基づき達成度を評価するとともに、施策へのフィードバックを図ります。

○　学校統廃合の結果、廃校となった小学校跡施設について、地域と連携しながら有効活用を
　推進します。

○　映画などの撮影支援やロケ地情報の発信を行うことにより、本市の話題づくりやイメージ
　アップを図ります。

○　子育て支援、高齢者の生きがい活動支援、市民公益活動支援等の幅広い行政課題に取組む
　ための施設整備用地を確保します。

１ 政策評価に係る市民意識調査（企画課） 【予算見積額　6,827千円】

　政策評価の実施にあたり、政策に対する市民の満足度等を把握するためのアンケート調査
を行います。
　【対象者】市民10,000人（無作為抽出）
　【調査項目】政策評価指標（※）に関する質問　ほか

　※生活環境に対する市民の満足度や市民の行動に関する33項目の指標。

２ 旧花見川第五小学校跡施設整備（企画課） 【予算見積額　15,674千円】

　学校統廃合に伴い、地域利用を核とした旧花見川第五小学校跡施設の整備を行います。
平成21年度は、校舎の全体改修・耐震補強工事のための実施設計と、外構工事のための測量
を行います。

３ フィルムコミッション運営（政策調整課） 【予算見積額　2,500千円】

　千葉市の魅力あるロケ地や資源を活かし、映画やドラマのロケーション撮影を積極的に誘
致することにより、映像による効果的な情報発信に努めます。
　また、撮影で使用した場所を新たな観光スポットとしてPRするフィルムツーリズムを推進
 します。

4 弁天地区複合施設整備（政策調整課） 【予算見積額　1,626,045千円】

　次期実施計画の中で以下の機能を備えた複合施設を整備するために、土地開発公社経営健
全化計画の再取得予定年度に合わせ用地を再取得します。

【施設機能】子育て支援、高齢者の生きがい活動支援、市民公益活動の支援

所在：中央区弁天1丁目
面積：965㎡

企 画 調 整 局 一般会計見積額 2,302百万円
（対前年度予算 △35.3％）

＜見積りに当っての基本的な考え方＞

＜重点的に取り組みを行う主なもの＞



○　新行政改革推進計画や財政健全化プランに掲げた項目を、可能な限り予算に反映します。

○　将来の公債費負担を抑制するため、公債費負担適正化計画に的確に対応します。

○　都市整備公社については、公益法人制度改革への対応を含めて、今後の在り方について検
　討します。

○　市税は、市政運営の重要な財源であることから、課税の適正化及び納付機会充実に努め、
　納期内納付を促進します。

○　市民の税負担の公平性を確保するため、悪質な滞納者には、積極的な差押えを行い、徴収
　対策を強化し、税収の確保に努めます。

１ 新公会計システム導入（財政課） 【予算見積額　20,677千円】

　市の財政状況をわかりやすく公表していくため、国の作成基準に準拠し、発生主義の活用
や複式簿記の考え方を導入した財務書類の作成に取組みます。

１ 【予算見積額 252,653千円】

　前年中に公的年金等の支払を受け、４月１日現在で老齢基礎年金等を受給している６５歳
以上の方を対象に個人市・県民税を天引きすることにより、年金受給者の納税の利便性の向
上を図ります。

２ 【予算見積額 20,992千円】

　現年度分を中心とした滞納整理を補助することで、効率的・効果的な事務遂行の促進を図
ります。

（H20)　各区納税課、納税管理課各１名　計７名
　　　　　　　　　　　　↓
 (H21)　各区納税課、納税管理課各２名　計１４名

徴収嘱託員の増員（納税管理課）

財 政 局 一般会計見積額　10,458百万円
（対前年度予算　　79.4 ％）

財 政 部

＜重点的に取り組みを行う主なもの＞

＜見積りに当っての基本的な考え方＞

個人住民税公的年金特別徴収（税制課）

税 務 部

＜重点的に取り組みを行う主なもの＞



○　防犯・防災など安全・安心のまちづくりや、コミュニティの振興など参加と協働のまちづ
　くりを推進するとともに、市民に身近な行政サービスの向上を図ります。
　
○　新しい千葉文化の創造、男女共同参画社会の形成等に向けた施策を推進します。

１ 戸籍事務のコンピュータ化（区政課） 【予算見積額　3,035千円】

　届出から戸籍謄・抄本の交付までの期間を短縮するため、戸籍事務のコンピュータ化を進
めます。

基本計画作成業務委託

２ ＫＩＯＳＫ端末<自動交付機>の整備（区政課） 【予算見積額　71,708千円】

　住民票の写し・印鑑登録証明書・市県民税課税証明書の交付の利便性を向上させるため、
区役所等にＫＩＯＳＫ端末を整備します。

ＫＩＯＳＫ端末リース、管理委託、通信経費

３ 地域防災無線（総合防災課） 【予算見積額　217,566千円】

　災害時に災害対策本部と避難所やライフライン事業者などが通信する地域防災無線につい
て、電波法の改正により、デジタル化を進めます。（平成２２年度完了）

構築工事　　避難所（中学校及び公民館）

＜見積りに当っての基本的な考え方＞

市 民 局 一般会計見積額　5,832百万円
（対前年度予算　　7.4 ％）

市 民 部

＜重点的に取り組みを行う主なもの＞



１ 地域文化支援<東京ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ交響楽団提携>（文化振興課） 【予算見積額　30,000千円】

　千葉市と事業提携をしている、東京フィルハーモニー交響楽団による演奏会を開催します。

　１　定期演奏会
　２　親子クラッシック館
　３　特別演奏会
　４　フレンドシップミニコンサート

２ 配偶者暴力対策<ＤＶ防止基本計画策定>（男女共同参画課） 【予算見積額　2,338千円】

　「ＤＶ防止法」に基づき、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施
に関する基本的な計画を定めます。

　１　専門委員会関係経費
　２　ＤＶ防止基本計画策定業務委託

女性に対する暴力根絶
のためのシンボルマーク

３ 消費生活相談（消費生活センター） 【予算見積額　2,627千円】

　複雑・多様化する消費生活相談に対応するため、相談体制の充実を図ります。

　１　毎月２回、土曜日に週末テレフォン相談を実施します。
　２　平日の相談体制を充実します。

＜重点的に取り組みを行う主なもの＞

生 活 文 化 部



○　すべての市民が安心して暮らせる”健康福祉のまち”をつくるため、保健・福祉の基礎
　を支える施設整備を進めます。

○　がん検診など、各種健診や予防接種の実施などを通じ健康づくりをサポートするととも
  に、市立病院の健全な経営や、国民健康保険制度の安定的な運営を図ります。

○　働きながら子育てができる環境づくりや、子どもと母親の健康づくりを進めるなど、子
  育て支援施策を一層充実させます。

○　高齢者が住み慣れた地域で、生きがいを持って健やかに暮らしていけるよう、介護予防
　施策を充実させるとともに、高齢者のニーズにあった事業を展開します。

○　障害者がそれぞれに持っている能力や適性に応じて、自立した日常生活や社会生活を営
  めるよう福祉サービスを充実させます。

１ 保健福祉センター整備（保健福祉センター整備室） 【予算見積額　4,451,018千円】

　地域保健福祉体制の拠点として、保健センターと福祉事務所を統合した保健福祉センター
を整備します。

　１　花見川区保健福祉センター（仮称）・・・平成２２年４月開設予定

　２　稲毛区保健福祉センター(仮称）　 ・・・平成２２年４月開設予定

保 健 福 祉 局 一般会計見積額　107,785百万円
（対前年度予算　　17.0 ％）

局 課

＜重点的に取り組みを行う主なもの＞

＜見積りに当っての基本的な考え方＞



１ がん検診（健康企画課） 【予算見積額 1,236,213千円】

　我が国の死亡原因の第一位である、がんの早期発見、早期治療を促進するため、胃がん、
肺がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、前立腺がん検診を実施します。

　○胃がん検診
　○肺がん検診
　○乳がん検診
　○子宮がん検診
　○大腸がん検診
　○前立腺がん検診

２ 感染症対策（健康医療課） 【予算見積額　47,540千円】

  感染症の発生の予防及びそのまん延の防止を図り、公衆衛生の向上及び増進を図ること
を目的に、感染症予防法に基づく防疫活動（患者への入院勧告・措置及び治療、消每方法
の施行、健康調査等 ）を実施するほか、新型インフルエンザ対策として、発熱外来従事
者や積極的疫学調査を実施する職員の個人防護具等の備蓄や市民用啓発リーフレットの作
成を行います。

【新型インフルエンザ対策】

　○防護服・マスク等　
　○市民用啓発リーフレット　

３ 予防接種（健康医療課） 【予算見積額　789,925千円】

　予防接種の実施により、伝染のおそれのある疾病の発生及びまん延を予防し公衆衛生の
向上を図ります。

　○ポリオ
　○ＢＣＧ
　○日本脳炎
　○三種混合
　○二種混合
　○麻しん風しん混合

健 康 部

＜重点的に取り組みを行う主なもの＞



１ 待機児童解消に向けた緊急３か年整備計画（保育課） 【予算見積額　755,730千円】

　待機児童解消に向けた緊急３か年整備計画に基づき、駅周辺地域（点在化する保育需要
に対応）や待機児童が多い地域で設置運営者を公募し、重点的な整備を行います。
　また、整備を行った保育園に対し、運営委託と、管理運営費等の助成を行います。

　１　新設保育園整備 ６か所（平成22年4月開園予定）
　２　新設保育園運営委託・助成 ６か所（平成21年4月開園予定）

2 妊婦健康診査（子育て支援課） 【予算見積額　961,901千円】

　安心して妊娠・出産するため、妊婦健康診査の公費負担回数を拡大します。

　 【公費負担回数】　　５回→１４回

3 妊産婦歯科検診（子育て支援課） 【予算見積額　26,738千円】

　妊娠中は、むし歯等にかかりやすく、進行すると早産・低体重児出産の割合が高まります。
　また、出産後は、子どもへのむし歯菌の母子感染を予防する必要もあり、歯科検診を新た
に実施します。

【公費負担回数】
　　　１ 　妊婦　１回
　　２ 　産婦　１回　　

子 ど も 家 庭 部

＜重点的に取り組みを行う主なもの＞



１ 社会福祉施設整備助成（高齢施設課） 【予算見積額　364,006千円】
　

　社会福祉法人が行う特別養護老人ホーム及びショートステイ用居室の整備に対し、助成
を行います。

　１　プラタナス 特別養護老人ホーム ５０床
　　（平成２０～２１年度事業） ショートステイ ２０床

　２　新規選定施設 特別養護老人ホーム ８０床
　　（平成２１～２２年度事業） ショートステイ ２０床

２ 障害者福祉

（１）全国障害者スポーツ大会（障害企画課） 【予算見積額　52,811千円】

　平成２２年に千葉県と共同で開催する第１０回全国障害者スポーツ大会千葉大会に向けた
準備を進めます。

　１　愛　　称　　ゆめ半島千葉大会
　２　開催期間　　平成２２年１０月２３（土）～２５日（月）３日間

(マスコットキャラクター　チーバくん）

（２）障害者計画策定（障害企画課） 【予算見積額　8,100千円】

　障害者計画の策定に必要なデータを収集するために、アンケート等による調査を行います。

　１　計画期間　　　 　平成２３年度～２７年度　（５か年）
　２　調査内容　　　　 障害者（児）等アンケート調査、障害福祉団体ヒアリング

（３）こころの健康センター再整備（障害者自立支援課） 【予算見積額　47,042千円】

　こころの健康センター再整備に係る外構工事、植栽工事及び外灯工事を行うほか、備品等
を購入します。

　１　整備場所　　　　美浜区高浜２丁目
　２　開所予定　　　　平成２１年１０月

高 齢 障 害 部

＜重点的に取り組みを行う主なもの＞



１ 国民健康保険制度（健康保険課） 【予算見積額　85,585,875千円】

（１）  国民健康保険では、病気やけがなどに備えて、加入者の保険料や国・県などがお金を
　　　出し合い、必要な医療費の給付や健康の保持と増進のための事業を行います。

　　１　保険事業（医療費の支払い及び出産育児一時金などの現金給付）
　　２　メタボリックシンドロームを中心とした生活習慣病対策のための
　　　　特定健康診査・特定保健指導の実施
　　３　人間ドック・脳ドックの費用助成　等

（２）  国民健康保険料については、引き上げの方向で検討中です。

１ 介護保険制度 【予算見積額　40,257,836千円】
（高齢福祉課・高齢施設課・介護保険課・健康企画課）

（１）　介護保険制度を円滑に運営するとともに、要介護状態等となることを予防するほか、
　　　介護が必要になっても地域で自立した日常生活が送れるよう各種事業に取り組みます。

　　１　保険事業（居宅サービス及び施設サービスの給付）
　　２　地域支援事業（介護予防事業やあんしんケアセンターの運営など）

（２）　介護保険料については、据え置きの方向で検討中です。

１ 病院事業 【予算見積額20,441,070千円】

　市民の複雑多様化する医療ニーズに応えるため、青葉病院及び海浜病院で引き続き臨床研
修医を受け入れるほか、海浜病院では病院情報システム（電子カルテ）を導入するなど、地
域の中核的な病院としての役割を果します。

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計
特別会計見積額　40,258百万円
（対前年度予算　　6.7 ％）

病 院 事 業 会 計
企業会計見積額　20,441百万円
（対前年度予算　　9.6 ％）

特別会計見積額　85,586百万円
（対前年度予算　　5.8 ％）

国民健康保険事業特別会計



○　循環型社会の構築をめざし、徹底したごみの減量・再資源化を図るとともに、焼却ごみ
　１／３削減に向けた様々な施策・事業を展開します。

○　清掃工場をはじめとする施設の安全かつ継続的な維持管理を行います。

○　環境への負荷の尐ない持続可能な社会の実現をめざし、地球温暖化の防止や谷津田の保
　全などの施策を推進します。

１ ごみ１／３削減普及啓発（環境総務課） 【予算見積額　13,065千円】

　焼却ごみの１／３にあたる１０万トンを削減し、２清掃工場体制を実現するためには、市
民・事業者との協力が不可欠で、積極的、効果的なＰＲを展開していく必要があることから
様々な普及啓発活動を行います。

　１　小学生によるごみ出しチェック
　２　大学生を対象としたＰＲの実施
　３　啓発用ラジオスポットＣＭの制作
　４　「焼却ごみ１／３削減」推進市民会議による
　　　市民・事業者の自発的な取組みの促進

２ ごみ減量キャンペーン（資源循環推進課） 【予算見積額　33,924千円】

　ごみ減量・再資源化について市民の意識啓発を図るため、ごみ減量キャンペーン事業を行
います。

　１　ごみ分別スクール　　　　　 　
　２　美しい街づくり活動支援　　
　３　マイバッグキャンペーン
　４　３Ｒ推進全国大会
　５　ＰＲ・意識啓発事業

３ ごみ減量化推進（資源循環推進課） 【予算見積額　57,309千円】

　生ごみ及び剪定枝の減量・再資源化を推進するため、ごみの減量化推進事業を行います。

　　
　１　剪定枝循環システム構築
　２　生ごみ分別収集モデル事業
　３　家庭用生ごみ減量処理機等購入費補助
　４　屋外型生ごみ処理機管理
　５　生ごみ資源化アドバイザー養成・派遣

環 境 局 一般会計見積額　11,882百万円
（対前年度予算　　6.4 ％）

＜見積りに当っての基本的な考え方＞

環 境 管 理 部

＜重点的に取り組みを行う主なもの＞

「焼却ごみ1/3削減」キャラクター

へらそうくん



１ 新港清掃工場長期責任型運営維持管理（施設維持課） 【予算見積額　13,737千円】

  新港清掃工場の運営維持管理について、民間活力を導入することによる業務の効率化や経
済性の向上を目的として、運転、定期点検、修繕等を複数年にわたり包括的に民間委託する
にあたり、事業内容の詳細検討や事業者選定に向けての準備業務を行います。

２ 新港清掃工場設備修繕（施設維持課） 【予算見積額989,688千円】

　清掃工場の機能維持のため、次の主要設備を計画的に修繕します。

　１　焼却設備
　２　ガスタービン設備
　３　灰溶融設備
　４　電気計装設備

＜重点的に取り組みを行う主なもの＞

施 設 部



１ 環境基本計画の策定（環境調整課） 【予算見積額　5,884千円】

　千葉市環境基本条例により策定が定められている「千葉市環境基本計画」は、平成７年度に

策定、１４年度に見直しを行い、平成２２年度を目標年度としています。このため、次期計画
がスタートする２３年度を目途に、平成２０年度から３カ年で新基本計画を策定しています。
２１年度は２年次目の作業を行います。

　平成２０年度　環境基本計画策定に係る基礎調査
　平成２１年度　環境基本計画(素案)の作成(地域特性の整理、基本目標・方針等の設定等)
　平成２２年度　環境審議会への諮問・答申
　　　　　　　　(市民懇談会での検討、パブリックコメントの実施)

２ 地球温暖化防止実行計画の策定（環境調整課） 【予算見積額　6,400千円】

　「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく本市の計画として、市の事務事業に関す
る「地球温暖化防止実行計画」及び、市域全体に関する「地球温暖化対策地域推進計画」が
ありますが、それぞれ平成２２年度を目標年度としています。
　このため、同法の改正や地球温暖化対策に関する情勢の変化を踏まえて、今後の本市の地
球温暖化対策に関する次期計画を平成２１年度、２２年度の２か年をかけ策定します。

　平成２１年度　地球温暖化防止実行計画（素案）の作成（基礎調査、方針等の設定）
　平成２２年度　環境審議会への諮問・答申、パブリックコメントの実施

３ 谷津田の保全推進（環境保全推進課） 【予算見積額　2,410千円】

　千葉市の原風景であり、多様な生態系を有する谷津田の自然は、水田や畑、雑木林、屋敷
林などの様々な要素によって構成され、多くの野生動植物が生息しています。
　千葉市では、平成１５年７月に「谷津田の自然の保全施策指針」を策定し、農家や市民の
皆様の御協力を得ながら保全区域の指定を行うなど全市的な谷津田の保全を推進しています。

環 境 保 全 部

＜重点的に取り組みを行う主なもの＞



○　厳しい経済情勢の市内の商工業や、にぎわいを生み出す観光などを振興し、地域経済の
　活性化を図ります。　

○　食料の安定供給という重要な役割を担う都市農林業を振興し、安全・安心な農産物の生
　産・供給や農業・農村の活性化を図ります。

１ 中小企業金融対策（経済振興課） 【予算見積額　24,632,397千円】

　景気が低迷する中、増え続ける市内中小企業者の資金需要に的確に対応するため、融資枞
の拡大を図ります。

　融資枞　　（H20）４９２億円　→　（H21）７０７億円

２ 企業立地促進（経済振興課） 【予算見積額　469,619千円】

　雇用機会の拡大や税源の涵養を図るため、製造業や先端技術産業などの企業立地を促進し
ます。

　１　企業立地促進助成　　　　継続　（H20）６社 → （H21）９社
　　　　　　　　　　　　　　　新規　（H20）３社 → （H21）８社
　２　企業誘致・ＰＲ活動

３ 商店街活性化対策（経済振興課） 【予算見積額　33,616千円】

　商店街の活性化を図るため、商店街が主体となって実施する各種事業に係る経費の一部を
助成します。

　１　商人（あきんど）にぎわい塾
　２　商店街プラン作成
　３　空き店舗対策
　４　商店街共同施設整備　　等

＜見積りに当っての基本的な考え方＞

経 済 農 政 局 一般会計見積額　27,276百万円
（対前年度予算　　74.5 ％）

経 済 部

＜重点的に取り組みを行う主なもの＞



１ いずみｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ拠点施設の整備（ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ推進課） 【予算見積額　170,268千円】

　農村地域の持つ豊かな自然環境等を活用して、都市住民との交流を促進し、農業・農村の
活性化を図ります。

　１　拠点施設整備　　中田地区拠点施設

２ 新規就農の推進（農業振興課） 【予算見積額　8,092千円】

　農業従事者の高齢化や後継者不足により農家数が減尐しているため、意欲的な新規就農希
望者を募集し、農業に必要な技術や経営方法等の研修を行い、円滑な就農を図ります。

　１　募集人数　　５名
　２　１年目　基礎研修　３ヶ月
　３　２年目　農家研修　１年間
　４　３年目　実地研修　１年間

３ 環境保全型農業推進（営農指導課） 【予算見積額14,964千円】

　環境への負荷の軽減に配慮した持続的な農業を実現するため、堆肥の活用など土づくりを
基本とした環境保全型農業を推進します。

　１　地力増強用機械施設整備　　トラクター
　２　生産流通対策（適正ラベル表示資材）
　３　線虫対抗植物・地力増進作物の導入
　４　園芸用廃プラスチック処理対策

農 政 部

＜重点的に取り組みを行う主なもの＞



○　魅力あるまちづくりのため、千葉都心の再生、蘇我副都心の育成・整備を進めるととも
　に、既成市街地の機能更新や良好な市街地の整備を進める。

○　安全で円滑な交通体系の確立を目指し、鉄道・都市モノレール・バスなどの公共交通網
　の整備を進める。

○　安全で災害に強いまちづくりの一環として、耐震診断や耐震改修への助成などを行うほ
　か、老朽化した市営住宅の建替えなどの住宅・住環境整備を推進する。

○　市民が安心して遊び・憩える公園を目指した整備・再整備を進めるとともに、緑地の保
　全等の各種施策を展開する。

○　「花の都・ちば」の都市イメージの確立を目指し、市民との協働により「花のあふれる
　まちづくり」を推進する。

１ 千葉駅西口地区市街地再開発（西口再開発事務所） 【予算見積額　586,929千円】

　千葉駅西口地区市街地再開発に伴う一体整備を進めます。

　１　千葉港黒砂台線の整備
　　　用地買収、電線共同溝引込等
　２　JR千葉駅西口自由通路の整備
　　　屋根等の新設、舗装等の改修

２ 公共交通網の整備（交通政策課） 【予算見積額　1,302,990千円】

　人口減尐社会や尐子・超高齢社会の到来、地球温暖化の進行などの社会情勢の変化に的確
に対応し、まちの魅力と活力の維持・向上、市民の足を確保するため、公共交通網を整備し
ます。

　１　モノレールの整備　　    延伸区間調査及び設備更新
　２　エレベーターの整備　　  鉄道駅及びモノレール駅

　　　　　　　　　　　　　（３駅１２基）
　３　コミュニティバスの運行　３路線

３ 土地区画整理（寒川区画事務所・東幕張区画事務所） 【予算見積額 1,124,051千円】

　安全で安心なまちづくりを目指し、寒川第一土地区画整理事業や
東幕張土地区画整理事業を推進します。

　寒川第一土地区画整理 移転補償
区画道路整備他

　東幕張土地区画整理 移転補償
区画道路整備他

＜見積りに当っての基本的な考え方＞

都 市 局 一般会計見積額　14,418百万円
（対前年度予算　△ 1.2 ％）

都 市 部

＜重点的に取り組みを行う主なもの＞



１ 土地区画整理（検見川稲毛区画事務所） 【予算見積額 216,690千円】

　安全で安心なまちづくりを目指し、検見川・稲毛土地区画整理事業を推進します。

検見川・稲毛土地区画整理 移転補償
区画道路整備他

１ 千葉駅西口地区市街地再開発（西口再開発事務所） 【予算見積額　1,689,005千円】

千葉駅西口地区再開発ビルA3棟(仮称)建設に向けた整備等を実施します。

　用地買収・下水道排水施設工事他
　共同施設整備費補助

土地区画整理事業特別会計
特別会計見積額　517百万円

（対前年度予算 △ 32.5 ％）

市街地再開発事業特別会計
特別会計見積額　2,369百万円
（対前年度予算　△ 9.9 ％）



１ 耐震診断・耐震改修助成（住宅政策課） 【予算見積額　17,180千円】

　「安全で災害に強いまちづくり」の実現に向け、旧耐震基準（昭和５６年５月以前）によ
り建設された住宅の耐震性能の向上を図るため、耐震診断及び耐震改修に係る費用の一部を
補助します。

　１　耐震診断助成 木造住宅
マンション

　２　耐震改修助成 木造住宅

２ 特定優良賃貸住宅家賃補助（住宅政策課） 【予算見積額　332,567千円】

　中堅所得者向けの優良な賃貸住宅である特定優良賃貸住宅における家賃の一部を補助する
ことにより、市民の居住の安定を図ります。

　３４団地　１，１２７戸

３ 宮野木町第１団地第一期建替（住宅整備課） 【予算見積額　323,331千円】

　老朽化した市営住宅を建て替えます。

　鉄筋コンクリート造３階建３棟 １１４戸
　　　　　　　　一般世帯向住宅 １１０戸
　　　　　　　　車椅子対応住宅 　　４戸

４ 市営住宅の地上波デジタル化整備（住宅整備課） 【予算見積額　63,998千円】

　平成２３年のアナログ放送からデジタル放送への切り替えに伴い、平成２２年度までに、　
市営住宅へのデジタル放送を受信可能とするため改修を行う。

　平成２１年度対象団地　１７団地　１２５棟　２,９５３戸

建 築 部

＜重点的に取り組みを行う主なもの＞



１ 身近な公園の整備・再整備（公園管理課・公園建設課） 【予算見積額　160,473千円】

　老朽化した公園施設の機能回復を図るとともに、専門的な調査に基づく修繕計画を策定し、
遊具の履歴書を作成します。また、市民に身近な公園を整備します。
　
　１　身近な公園のリフレッシュ推進　遊具の更新　２５か所、入口の改修　１２か所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　公園施設調査、修繕計画の策定、遊具履歴書の作成
　２　街区公園整備（施設整備）　　　３公園

２ 蘇我スポーツ公園の整備（公園建設課） 【予算見積額　687,000千円】

　蘇我副都心に広域的な防災拠点機能を有した公園を整備します。

　整備する施設　　　　　庭球場エリア
　　　　　　　　　　　（平成２３年４月供用開始予定）

３ 花のあふれるまちづくり推進 【予算見積額　62,311千円】
（緑政課・中央・稲毛公園緑地事務所・緑公園緑地事務所）

　都市イメージ「花の都・ちば」の確立に向け、市民と協働し、各種事業を展開します。

　１　花いっぱい市民活動助成
　２　中央公園フラワーフェスティバル
　３　浜松モザイカルチャー世界博２００９出展他

１ 動物公園整備（動物公園管理課・動物公園飼育課） 【予算見積額　95,650千円】

　動物公園の充実を図るため、施設改修を行うとともに、展示動物の充実を図ります。

　１　中央監視設備改修
　２　汚水処理場改修
　３　動物購入（マレーバク）　他

公 園 緑 地 部

動 物 公 園 事 業 特 別 会 計
特別会計見積額　1,395百万円
（対前年度予算　△ 2.9 ％）

＜重点的に取り組みを行う主なもの＞



○　「人にやさしいまちづくり」、「人と車と地域が共生する道づくり」及び「地域の社会
　経済を支える道づくり」を基本スローガンとして、幹線道路ネットワークの構築や、渋滞
　対策を推進するとともに、歩行者や自転車に配慮した身近な生活道路整備を実施し、道路
　利用者の安全性の確保と利便性の向上を図ります。

１ 市民生活向上のための道路維持の充実（維持管理課） 【予算見積額　1,221,500千円】

　市民の生活に密着した道路の維持管理を充実させるとともに、歩道の段差解消やエレベー
ターの整備等を実施します。

　１　舗装・側溝の新設改良
　２　段差解消
　３　エレベーターの整備
　４　バスバースの整備 ほか

２ 緊急輸送道路等の橋梁整備（維持管理課） 【予算見積額　422,000千円】

　緊急輸送道路等に架かる橋梁の耐震補強等を実施するとともに、修繕計画を策定します。

　１　耐震補強工事
　２　橋梁長寿命化修繕計画策定

３ 放置自転車対策の推進（自転車対策課） 【予算見積額　137,512千円】

　「千葉市自転車等の駐車対策に関する総合計画」に基づき、自転車駐車場の整備を実施し
ます。

　１　自転車駐車場の整備

一般会計見積額19,405百万円
（対前年度予算　0.3 ％）

＜見積りに当っての基本的な考え方＞

建 設 局

土 木 部

＜重点的に取り組みを行う主なもの＞



１ 新港横戸町線（特定街路課） 【予算見積額　5,028,740千円】

　地域高規格道路である新港横戸町線及び関連生活道路並びに周辺緑地整備を推進し、
平成２２年に開催される国民体育大会に合わせて本線の供用を目指します。

　１　新港横戸町線　　　築造工事、用地買収
　２　関連生活道路　　　改築工事、用地買収
　３　緑化重点地区　　　緑地整備工事、用地買収　　　ほか

２ 誉田駅周辺地区（特定街路課） 【予算見積額　350,201千円】

　まちづくり交付金事業としてJR誉田駅周辺の整備を実施します。

　１　誉田町２１５号線ほか　　　交差点改良工事、用地買収　　　ほか

３ 自転車走行空間の確保（道路計画課） 【予算見積額　17,000千円】

　自転車も歩行者も安心して通行できる環境整備の取組みとして、ＪＲ検見川浜駅周辺地区
において、自転車歩行者道の試験的な整備とその効果・課題等について検証するための社会
実験を実施します。

　１　社会実験
　２　自転車歩行者道整備

道 路 部

＜重点的に取り組みを行う主なもの＞



○　安全・安心のまちづくり実現に向け、浸水対策を進めます。

○　治水と環境の観点から、河川の改修を実施します。

○　市内に点在する崩壊の危険性が高い崖地の崩壊防止工事を行います。

○　公共用水域の水質汚濁対策のため、施設の整備を進めます。

○　快適な生活環境を整えるため、高度処理施設の整備を進めます。

○　安全で快適な市民生活を維持するため、施設の更新改良と耐震化を行います。

１ 河川改修の推進（都市河川課） 【予算見積額　193,800千円】

　流域内の雨水流出量の増大に対応するため、河川改修を行います。

　１　一級河川勝田川河道築造

平成２５年度事業完了予定

２ 崖崩れ対策の推進（都市河川課） 【予算見積額　75,000千円】

　崩壊の危険性が高い崖地を急傾斜地崩壊危険区域に指定し、崩壊防止工事を行います。

加曽利町・園生町

＜見積りに当っての基本的な考え方＞

下 水 道 局 一般会計見積額　14,903百万円
（対前年度予算　　25.3％）

管 理 部 ・ 建 設 部

＜重点的に取り組みを行う主なもの＞



１ 雨水対策の推進 【予算見積額　6,697,727千円】
（下水道施設建設課・下水道再整備課・他３課）

　千葉都心部の浸水被害の軽減に向けて、ポンプ場及び貯留管の整備を行います。

　１　中央雨水ポンプ場建設
　　　平成２３年度供用開始予定
　２　中央雨水貯留幹線整備
　　　平成２３年度供用開始予定

２ 合流式下水道の改善の推進 【予算見積額　619,460千円】
（下水道施設建設課・下水道再整備課・他１課）

　雨天時の越流水による水質汚濁対策のため、ポンプ場及び貯留管線の整備を行います。

　１　稲毛黒砂貯留管整備
　　　平成２２年度供用開始予定
　２　中央雨水ポンプ場雨水滞水池整備
　　　平成２３年度供用開始予定

３ 高度処理化の推進（下水道施設建設課・他１課） 【予算見積額　1,959,241千円】

　閉鎖水域である東京湾の水質保全のため、高度処理施設の整備を行います。

　１　南部浄化センター水処理施設整備
　　　平成２４年度供用開始予定

４ 適切な施設維持管理の推進 【予算見積額　1,596,215千円】
（下水道維持課・下水道再整備課・下水道施設建設課・他１課）

　下水道施設の老朽化等に対応するため、更新改良を行うとともに耐震化を図ります。

　１　下水管の更新・改良
　　　松波3・4丁目、弁天3・4丁目等

　２　ポンプ場・処理場の更新・改良
　　　ひび野ポンプ場・若葉ポンプ場等

下 水 道 事 業 会 計
企業会計見積額　47,868百万円
（対前年度予算　△　0.3 ％）

＜重点的に取り組みを行う主なもの＞

老朽化した下水管 更新後の下水管

高度処理フロー図

稲毛黒砂貯留管

中央雨水ポンプ場完成イメージ図

微生物により、汚れ・窒素・りんを除去

反応タンク

最初沈殿池 最終沈殿池嫌気

タンク
無酸素

タンク

好気

タンク



○　近年、大規模災害や異常気象による自然災害が発生し、各地に甚大な被害をもたらして
　おり、また、テロ災害も懸念されるなど、社会情勢の変化に伴い、災害は複雑多様化の傾
　向を強めています。
　　このような状況により、市民の生命や財産を災害から保護するため、更なる消防体制の
　充実強化を図り、安全・安心のまちづくりに取り組みます。

１ 消防署の整備（施設課） 【予算見積額　109,460千円】

　災害時に消防活動拠点となる消防庁舎の施設機能の充実と勤務環境改善を図るため、
老朽施設である若葉消防署の移転建替えを実施します。

２ 消防車両の整備（施設課） 【予算見積額　361,518千円】

　消防車両の老朽化や、自動車NOX・ＰＭ法の規制により、水槽付消防ポンプ自動車を
はじめ、計９台の車両更新を行い、消防力の充実強化を図ります。

３ 消防団活動体制の充実（総務課） 【予算見積額　132,652千円】

　地域実情に精通し、地域の防災力を担っている消防団の運営と併せ、環境整備の充実を
図るため、老朽した器具置場１棟の改築工事を実施するとともに、小型動力ポンプ付積載
車１台を整備します。

１ 救急体制の整備（救急救助課） 【予算見積額　63,304千円】

　救急業務の高度化推進により、救急救命士６名を新規養成するとともに、処置範囲拡大
により気管挿管・薬剤投与にかかる研修等を充実させるほか、自動体外式除細動器取扱い
による救命講習を行い、自主的な救護体制が図れるよう応急手当の普及啓発を推進します。
　また、近年において、人への感染が懸念されている新型インフルエンザが発生した場合
は、大流行（パンデミック）により救急需要の増大が想定されることから、適切な救急搬
送の確立を図るため、感染防止対策用資器材の整備を行います。

２ 消防指令体制の整備（指令課） 【予算見積額　15,218千円】

　電波法関係審査基準の改正により、消防救急無線のデジタル化による広域化・共同化
に伴う実施設計を行うとともに、併せて、運用にかかる北東部・南部ブロック代表として、
共同指令センターの整備にかかる基本設計を行います。

消 防 局 一般会計見積額　2,667百万円
（対前年度予算　15.1 ％）

総 務 部

＜重点的に取り組みを行う主なもの＞

＜見積りに当っての基本的な考え方＞

警 防 部

＜重点的に取り組みを行う主なもの＞



○　未給水区域の解消に向け、配水管網の布設を行うなど第３次拡張事業を推進するととも
　に、安全な水を安定して供給するため、引き続き、既設配水管等の改良や鉛給水管の改修
　を行います。

１ 第３次拡張（水道施設課） 【予算見積額　1,368,248千円】

　未給水区域に配水管布設工事などを行います。

　　配水管布設工事
　　配水管実施設計
　　霞ヶ浦開発事業負担金
　　房総導水路建設事業負担金

２ 既設配水管等改良（水道施設課） 【予算見積額　58,480千円】

　既設配水管の改良工事などを行います。

３ 鉛給水管改修（水道施設課） 【予算見積額  122,000千円】

　水質基準強化に対応するため、鉛給水管の改修を行います。

＜見積りに当っての基本的な考え方＞

水 道 局 企業会計見積額　4,378百万円
（対前年度予算　　0.3　％）

＜重点的に取り組みを行う主なもの＞



○　会計事務の執行にあたっては、安全かつ適正な出納事務に努めます。

１ 収納事務の電子化の推進 【予算見積額　3,999千円】

　市民サービスの向上を図るため、個人市民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険
料等について、電子収納（マルチペイメントネットワークを利用）やコンビニエンススト
アによる収納を推進します。

会 計 室 一般会計見積額　85百万円
（対前年度予算　△12.3 ％）

＜重点的に取り組みを行う主なもの＞

＜見積りに当っての基本的な考え方＞



○　第２次５か年計画をはじめ、確かな学力の向上、各学校の特色ある教育活動、子育て支
　援、子どもの居場所づくり、家庭の教育力向上、青尐年の健全育成など喫緊の課題に対す
　る諸施策を果断に実行することを中心に、予算を編成します。

１ 教材教具充実（学校財務課） 【予算見積額　971,220千円】

　教育の根幹となる教材教具の充実を図り、教育水準の向上と公私費負担区分の適正化を

推進するとともに、各学校の創意工夫を生かした「特色ある学校づくり推進事業」のため
の教育活動を支援します。

２ 校舎・屋内運動場耐震補強（学校施設課）

（１）校舎耐震補強 【予算見積額　363,165千円】
　児童生徒の安全を確保するため、校舎の耐震補強を行います。

　・補強計画策定 １２校（小学校 １０校、中学校 ２校）
　・実施設計　 　１校（小学校 １校）
　・補強工事 　２校（小学校 ２校）

（２）屋内運動場耐震補強 【予算見積額　1,528,167千円】
　児童生徒の安全を確保するとともに、災害時の避難所としての機能を向上させるため
屋内運動場の耐震補強を行います。

　・耐震診断及び補強計画策定 ３０校（小学校 ２１校、中学校 ９校）
　・実施設計 ２９校（小学校 ２０校、中学校 ９校）
　・補強工事　 ２１校（小学校 １６校、中学校 ５校）

３ 地上デジタル放送対応（学校財務課） 【予算見積額　304,554千円】

　平成２３年７月の地上デジタル放送への完全移行に向け、小・中・特別支援学校のテレビ
のデジタル化を計画的に推進します。
　平成２１年度は、小学校（低学年）と特別支援学校について整備を行います。

教 育 委 員 会 一般会計見積額　23,530百万円
（対前年度予算　　6.2 ％）

教 育 総 務 部

＜重点的に取り組みを行う主なもの＞

＜見積りに当っての基本的な考え方＞



１ 適応指導教室設置（指導課） 【予算見積額　9,829千円】

　不登校児童生徒の不安や悩みを解消して、学校生活への復帰を支援する適応指導教室を
設置します。

　・既存の適応指導教室：ライトポート花見川・若葉・中央（３か所）
　・２１年４月開設予定の適応指導教室：
　　千葉市立真砂第三小学校内に「ライトポート美浜」として開設予定

２ 小学校校内ＬＡＮ整備（教育センター） 【予算見積額　30,345千円】

　児童の「情報活用能力」を育成するため、全ての教室、教科等でコンピュータやネット
ワークを活用した学習ができるように小学校校内LANを整備します。

　・整備校数　小学校・特別支援学校　６２校

３ 情報教育推進（教育センター） 【予算見積額　7,095千円】

　児童の個人情報を保護するため、小学校校内ＬＡＮで整備するコンピュータへ校務用で
も使用できるようにセキュリティ対策を実施します。

　・セキュリティ対策用システムリース料

学 校 教 育 部

＜重点的に取り組みを行う主なもの＞



１ 公民館の改修（生涯学習振興課） 【予算見積額　21,867千円】
（他に都市整備公社 187,551千円）

　耐用年数を超え老朽化した空調機の改修を行い、より使いやすい公民館を目指します。
また、人に優しい公民館を目指し、稲浜公民館に昇降機を設置します。

　１　冷暖房設備改修実施設計 　　　４館
　２　冷暖房設備改修工事　　 　　　７館
　３　稲浜公民館昇降機設置工事　　 １館

２ 公民館の建設〈特別会計〉（生涯学習振興課） 【予算見積額　302,030千円】

　公民館の未設置地区を解消するため、公民館の整備用地を取得します。

　仮称真砂公民館の整備用地取得　　　　　1,270㎡

　仮称おゆみ野第２公民館の整備用地取得　1,999㎡

３ 郷土博物館整備（生涯学習振興課） 【予算見積額　96,780千円】

　郷土博物館４階のプラネタリウム室
を展示室に改修するとともに、千葉市
の通史を展示する歴史・民族博物館
に整備します。

４ 文化財保護（生涯学習振興課） 【予算見積額　13,259千円】

　旧検見川無線送信所建物の状況を調査し、今後の保存整備活用を図るための基礎調
査とするため、送信所建物の現況調査・構造調査などを実施します。

　鉄筋コンクリート造２階建 延床面積　約1,440㎡  築： 83年
 

＜重点的に取り組みを行う主なもの＞

生 涯 学 習 部

【 郷土博物館整備の概要 】

（ 改修後 ） （ 改修前 ）

５階 現代の千葉・展望 展望室

４階 近代の千葉・体験学習 プラネタリウム

３階 千葉市の中世・近世 千葉氏と妙見信仰

２階 企画展室 武器・武具・古星図

１階 千葉市の原始・古代 江戸～現代



○　任期満了による千葉市長選挙及び衆議院議員選挙が行われる予定ですので、万全の体制
　で管理執行に臨みます。

○　選挙が適正に執行されるよう政治意識の向上を図り、明るい選挙の推進運動を強力に展
　開します。

１ 千葉市長選挙 【予算見積額　338,637千円】

　任期満了による千葉市長選挙を管理・執行します。

　１　任期満了日　　　　平成２１年７月９日

　　　※公職選挙法第３３条第１項に基づき、任期満了前３０日以内に選挙が行われます。

　２　選挙運動期間　　　１４日間

２ 衆議院議員選挙 【予算見積額　277,637千円】

　任期満了による衆議院議員選挙を管理・執行します。

　１　任期満了日　　　 平成２１年９月１０日

　　　※公職選挙法第３１条に基づき、任期満了前３０日以内に選挙が行われます。

　２　選挙運動期間　　　１２日間

選挙管理委員会事務局
一般会計見積額　669百万円
（対前年度予算　140.7 ％）

＜見積りに当っての基本的な考え方＞

＜重点的に取り組みを行う主なもの＞



○　大都市における人事行政の中立的かつ専門的機関として、市政の担い手である優秀な人
　材の確保を図るとともに、職員給与等の適正化を図るため、民間給与実態調査等を実施し、
　給与の報告及び勧告を行います。

１ 優秀な人材の確保 【予算見積額　19,124千円】

　優秀な人材の確保を図るため、職員採用試験を実施するとともに、職員募集のＰＲ活動
に努めます。

人事委員会事務局 一般会計見積額　34百万円
（対前年度予算　△ 5.5 ％）

＜重点的に取り組みを行う主なもの＞

＜見積りに当っての基本的な考え方＞



○　農業の持続的発展のため、農業生産の基盤となる優良農地を守り有効活用を促進します。

○　農業者の方々の公的代表機関として地域農業の振興をより一層図るため、関係機関と密
　接な連携をとり、各種施策を積極的に推進します。

１ 農業委員会だより発行 【予算見積額　762千円】

　農業者の方々に、農業に関する各種施策や営農情報を提供するとともに貴重な農地を守る
ための取扱いなどについて、情報提供を図ります。

　１　発行回数　年４回（７月、１１月、１月、４月）
　２　発行部数　６，０００部

２ 耕作放棄地対策 【予算見積額　40千円】

　農地所有者等が、市の策定する耕作放棄地解消計画に基づく取り組みを行わない場合に、
同計画に基づく取り組みを実施するよう指導いたします。

農業委員会事務局 一般会計見積額　37百万円
（対前年度予算　△ 5.1 ％）

＜重点的に取り組みを行う主なもの＞

＜見積りに当っての基本的な考え方＞



○　民主的な議会運営と議会活動及び議会機能の強化を図ります。

○　市民の方々への情報提供を一層向上させるため、広報の充実や議会改革に資する事項に
　ついて積極的な情報提供に努めるとともに、事務事業の一層の推進を図ります。

１ ちば市議会だより発行（調査課） 【予算見積額　11,320千円】

　本会議における主な質疑・質問とその答弁、各委員会の審議内容や議決結果など、議会
の活動状況に関する情報を広く市民の方々に提供するため、各定例会後に「ちば市議会だ
より」を発行します。

２ 議会中継（調査課） 【予算見積額　 3,856千円】

　議会の傍聴に訪れることのできない市民の方々に向け、本会議及び予算・決算審査特別
委員会の模様をインターネットを経由して、生中継・録画放映を行います。

議 会 事 務 局 一般会計見積額　254百万円
（対前年度予算　△　4.1 ％）

＜見積りに当っての基本的な考え方＞

＜重点的に取り組みを行う主なもの＞


