
1 各局予算要求の状況

　（１）見積総額（一般会計）

R２年度見積総額　　　 ４，８５４億円

対前年度予算増減　　　２４４億円増（+5.3％）

局別予算見積額（一般会計） （単位：百万円）

局 R2見積額 R1予算額 増減額 増減率

総務局 4,860 3,784 1,076 28.4%

　給与費 37,375 36,904 471 1.3%

総合政策局 1,177 2,090 △ 913 △43.7%

財政局 8,753 4,314 4,439 102.9%

　公債費 50,640 51,392 △ 752 △1.5%

市民局 7,997 10,004 △ 2,007 △20.1%

保健福祉局 123,024 113,423 9,601 8.5%

こども未来局 59,771 55,580 4,191 7.5%

環境局 14,096 13,905 191 1.4%

経済農政局 30,911 35,677 △ 4,766 △13.4%

都市局 22,100 18,497 3,603 19.5%

建設局 33,278 28,325 4,953 17.5%

中央区役所 12 12 0 0.0%

花見川区役所 11 11 0 0.0%

稲毛区役所 10 10 0 0.0%

若葉区役所 10 10 0 0.0%

緑区役所 9 9 0 0.0%

美浜区役所 10 10 0 0.0%

消防局 4,444 5,152 △ 708 △13.7%

　給与費 8,650 8,616 34 0.4%

会計室 296 224 72 32.1%

教育委員会 25,808 23,610 2,198 9.3%

　給与費 50,070 47,149 2,921 6.2%

選挙管理委員会事務局 294 510 △ 216 △42.4%

　給与費 97 96 1 1.0%

農業委員会事務局 33 41 △ 8 △19.5%

監査委員事務局 10 8 2 25.0%

　給与費 201 197 4 2.0%

人事委員会事務局 21 20 1 5.0%

　給与費 103 99 4 4.0%

議会事務局 238 244 △ 6 △2.5%

　給与費 1,082 1,077 5 0.5%

合計 485,391 461,000 24,391 5.3%

「見積額」とは

各事業の所管局長が、来年度の事業に必要

だと思われる経費を市長に要求した額です。

見積額はあくまでも概算額であるため、見積

内容などを精査していきます。



特別会計予算見積額 （単位：百万円）

R2見積額 R1予算額 増減額 増減率

国民健康保険
事業特別会計

82,656 88,173 △ 5,517 △6.3%

介護保険事業
特別会計

72,344 71,092 1,252 1.8%

後期高齢者医療
事業特別会計

12,339 11,840 499 4.2%

母子父子寡婦福祉資金
貸付事業特別会計

271 275 △ 4 △1.5%

霊園事業特別会計 879 794 85 10.7%

農業集落排水
事業特別会計

954 696 258 37.1%

競輪事業特別会計 10,487 10,511 △ 24 △0.2%

地方卸売市場
事業特別会計

1,501 949 552 58.2%

都市計画土地区画
整理事業特別会計

1,319 643 676 105.1%

市街地再開発
事業特別会計

1,087 1,504 △ 417 △27.7%

動物公園事業
特別会計

1,350 1,630 △ 280 △17.2%

公共用地取得
事業特別会計

880 4,618 △ 3,738 △80.9%

学校給食
事業特別会計

8,836 8,689 147 1.7%

公債管理特別会計 128,456 166,980 △ 38,524 △23.1%

計 323,359 368,394 △ 45,035 △12.2%

企業会計予算見積額 （単位：百万円）

R2見積額 R1予算額 増減額 増減率

病院事業会計 25,522 25,758 △ 236 △0.9%

下水道事業会計 60,948 53,779 7,169 13.3%

水道事業会計 3,763 3,762 1 0.0%

計 90,233 83,299 6,934 8.3%



課別内訳

各課の見積額等一覧

局 部 課 会計種別 R2見積額 R1予算額

総務局 市長公室 秘書課 一般会計 30 27

総務局 国際交流課 一般会計 125 123

総務局 危機管理 危機管理課 一般会計 20 9

総務局 防災対策課 一般会計 691 442

総務局 総務部 総務課 一般会計 163 63

総務局 政策法務課 一般会計 23 31

総務局 人事課 一般会計 41 93

総務局 給与課 一般会計 222 187

総務局 　　給与費 一般会計 37,375 36,904

総務局 人材育成課 一般会計 134 153

総務局 情報経営部 業務改革推進課 一般会計 85 50

総務局 情報システム課 一般会計 3,326 2,606

総合政策局 総合政策部 政策企画課 一般会計 546 86

総合政策局
都市アイデンティティ
推進課

一般会計 100 30

総合政策局 政策調整課 一般会計 64 1,654

総合政策局 政策調整課
公共用地取得
事業特別会計

11 1,606

総合政策局 幕張新都心課 一般会計 52 53

総合政策局 国家戦略特区推進課 一般会計 42 32

総合政策局 局課 東京事務所 一般会計 11 14

（単位：百万円）
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課別内訳

局 部 課 会計種別 R2見積額 R1予算額

（単位：百万円）

総合政策局
オリンピッ
ク・パラリン
ピック推進部

オリンピック・パラリン
ピック振興課

一般会計 143 124

総合政策局
オリンピッ
ク・パラリン
ピック推進部

オリンピック・パラリン
ピック調整課

一般会計 219 97

財政局 財政部 資金課 一般会計 1,143 1,035

財政局 財政部 　　公債費 一般会計 50,640 51,392

財政局 財政部 　　公債費 公債管理特別会計 128,456 166,980

財政局 財政部 財政課 一般会計 307 308

財政局 資産経営部 資産経営課 一般会計 7 10

財政局 資産経営部 管財課 一般会計 1,097 1,094

財政局 資産経営部 新庁舎整備課 一般会計 4,240 201

財政局 資産経営部 契約課 一般会計 25 24

財政局 税務部 税制課 一般会計 69 69

財政局 税務部 課税管理課 一般会計 530 615

財政局 税務部 納税管理課 一般会計 900 951

財政局 税務部 債権管理課 一般会計 435 7

市民局
市民自治推進
部

市民総務課 一般会計 1,235 727

市民局
市民自治推進
部

市民自治推進課 一般会計 227 228

市民局
市民自治推進
部

区政推進課 一般会計 2,617 2,147

市民局
市民自治推進
部

地域安全課 一般会計 291 268

市民局
市民自治推進
部

広報広聴課 一般会計 367 364

市民局
生活文化ス
ポーツ部

文化振興課 一般会計 1,469 3,547

市民局
生活文化ス
ポーツ部

スポーツ振興課 一般会計 1,557 2,468
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課別内訳

局 部 課 会計種別 R2見積額 R1予算額

（単位：百万円）

市民局
生活文化ス
ポーツ部

スポーツ振興課
公共用地取得
事業特別会計

7 1,267

市民局
生活文化ス
ポーツ部

男女共同参画課 一般会計 159 145

市民局
生活文化ス
ポーツ部

消費生活センター 一般会計 75 110

保健福祉局 局課 保健福祉総務課 一般会計 834 144

保健福祉局 局課 保健福祉総務課
国民健康保険
事業特別会計

176 0

保健福祉局 局課 保健福祉総務課
介護保険事業
特別会計

319 0

保健福祉局 局課 保健福祉総務課
後期高齢者医療
事業特別会計

15 0

保健福祉局 局課 保健福祉総務課 霊園事業特別会計 16 0

保健福祉局 局課 地域福祉課 一般会計 1,071 983

保健福祉局 局課 保護課 一般会計 37,284 36,446

保健福祉局 局課 地域包括ケア推進課 一般会計 85 81

保健福祉局 局課 地域包括ケア推進課
介護保険事業
特別会計

1,517 1,385

保健福祉局 健康部 健康企画課 一般会計 13,035 11,792

保健福祉局 健康部 健康支援課 一般会計 3,457 3,382

保健福祉局 健康部 健康支援課
介護保険事業
特別会計

11 60

保健福祉局 健康部 健康保険課 一般会計 16,941 16,358

保健福祉局 健康部 健康保険課
国民健康保険
事業特別会計

81,843 87,558

保健福祉局 健康部 　　給与費
国民健康保険
事業特別会計

637 615

保健福祉局 健康部 健康保険課
後期高齢者医療
事業特別会計

12,324 11,840

保健福祉局 健康部 生活衛生課 一般会計 2,990 1,962
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課別内訳

局 部 課 会計種別 R2見積額 R1予算額

（単位：百万円）

保健福祉局 健康部 生活衛生課 霊園事業特別会計 784 717

保健福祉局 健康部 　　給与費 霊園事業特別会計 66 65

保健福祉局 健康部 　　公債費 霊園事業特別会計 13 12

保健福祉局 健康部 生活衛生課
公共用地取得
事業特別会計

40 40

保健福祉局 高齢障害部 高齢福祉課 一般会計 1,681 1,709

保健福祉局 高齢障害部 高齢福祉課
介護保険事業
特別会計

238 291

保健福祉局 高齢障害部 介護保険管理課 一般会計 11,062 10,773

保健福祉局 高齢障害部 介護保険管理課
介護保険事業
特別会計

69,378 68,480

保健福祉局 高齢障害部 　　給与費
介護保険事業
特別会計

848 838

保健福祉局 高齢障害部 介護保険事業課 一般会計 2,048 1,563

保健福祉局 高齢障害部 介護保険事業課
介護保険事業
特別会計

33 37

保健福祉局 高齢障害部 障害者自立支援課 一般会計 5,588 5,389

保健福祉局 高齢障害部 障害福祉サービス課 一般会計 24,738 20,753

保健福祉局 高齢障害部 精神保健福祉課 一般会計 2,210 2,089

こども未来局 こども未来部 こども企画課 一般会計 16,898 17,054

こども未来局 こども未来部 こども企画課
母子父子寡婦福祉資
金貸付事業特別会計 1 0

こども未来局 こども未来部 健全育成課 一般会計 4,408 3,985

こども未来局 こども未来部 こども家庭支援課 一般会計 5,141 5,483

こども未来局 こども未来部 こども家庭支援課
母子父子寡婦福祉資
金貸付事業特別会計 270 275

こども未来局 こども未来部 幼保支援課 一般会計 5,475 4,737

こども未来局 こども未来部 幼保支援課
公共用地取得
事業特別会計

1 111

6 / 118 ページ



課別内訳

局 部 課 会計種別 R2見積額 R1予算額

（単位：百万円）

こども未来局 こども未来部 幼保運営課 一般会計 27,849 24,321

環境局 環境保全部 環境総務課 一般会計 97 11

環境局 環境保全部 環境保全課 一般会計 494 488

環境局 環境保全部 環境規制課 一般会計 164 162

環境局 資源循環部 廃棄物対策課 一般会計 1,560 1,610

環境局 資源循環部 収集業務課 一般会計 4,989 4,921

環境局 資源循環部 廃棄物施設維持課 一般会計 6,473 6,374

環境局 資源循環部 廃棄物施設整備課 一般会計 255 261

環境局 資源循環部 廃棄物施設課
公共用地取得
事業特別会計

49 42

環境局 資源循環部 産業廃棄物指導課 一般会計 64 78

経済農政局 経済部 経済企画課 一般会計 259 131

経済農政局 雇用推進課 一般会計 157 160

経済農政局 産業支援課 一般会計 23,048 27,900

経済農政局 企業立地課 一般会計 5,364 5,475

経済農政局 観光MICE企画課 一般会計 250 302

経済農政局 観光プロモーション課 一般会計 143 133

経済農政局 公営事業事務所 競輪事業特別会計 10,435 10,458

経済農政局 　　給与費 競輪事業特別会計 52 53

経済農政局 地方卸売市場
地方卸売市場
事業特別会計

1,212 656

経済農政局 　　給与費
地方卸売市場
事業特別会計

129 128

経済農政局 　　公債費
地方卸売市場
事業特別会計

160 165
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課別内訳

局 部 課 会計種別 R2見積額 R1予算額

（単位：百万円）

経済農政局 農政部 農政課 一般会計 1,032 799

経済農政局 農政部
農政センター
農業経営支援課

一般会計 176 135

経済農政局 農政部
農政センター
農業生産振興課

一般会計 437 619

経済農政局 農政部 農地活用推進課 一般会計 45 22

都市局 局課 都市総務課 一般会計 175 25

都市局 局課 都市総務課
都市計画土地区画
整理事業特別会計

2 0

都市局 局課 都市総務課
動物公園事業
特別会計

26 0

都市局 局課 海辺活性化推進課 一般会計 270 98

都市局 都市部 都市計画課 一般会計 71 96

都市局 都市部 交通政策課 一般会計 2,115 1,847

都市局 都市部 都心整備課 一般会計 1,863 1,861

都市局 都市部 都心整備課
市街地再開発
事業特別会計

26 408

都市局 都市部 　　給与費
市街地再開発
事業特別会計

30 30

都市局 都市部 　　公債費
市街地再開発
事業特別会計

1,031 1,067

都市局 都市部 都心整備課
公共用地取得
事業特別会計

221 964

都市局 都市部 市街地整備課 一般会計 1,328 1,634

都市局 都市部
検見川稲毛
土地区画整理事務所

一般会計 393 10

都市局 都市部
検見川稲毛
土地区画整理事務所

都市計画土地区画
整理事業特別会計

1,177 498

都市局 都市部 　　給与費
都市計画土地区画
整理事業特別会計

28 28

都市局 都市部 　　公債費
都市計画土地区画
整理事業特別会計

112 117

都市局 都市部
寒川
土地区画整理事務所

一般会計 333 320
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課別内訳

局 部 課 会計種別 R2見積額 R1予算額

（単位：百万円）

都市局 都市部
東幕張
土地区画整理事務所

一般会計 1,692 1,542

都市局 建築部 建築管理課 一般会計 2,593 3,153

都市局 建築部 住宅政策課 一般会計 44 40

都市局 建築部 住宅整備課 一般会計 1,828 1,332

都市局 建築部 建築指導課 一般会計 115 76

都市局 建築部 建築情報相談課 一般会計 58 25

都市局 建築部 営繕課 一般会計 5 3

都市局 建築部 建築設備課 一般会計 2 3

都市局 建築部 宅地課 一般会計 12 25

都市局 公園緑地部 緑政課 一般会計 1,608 1,067

都市局 公園緑地部 公園管理課 一般会計 3,934 2,621

都市局 公園緑地部 中央・稲毛公園緑地事務所一般会計 448 528

都市局 公園緑地部 花見川公園緑地事務所 一般会計 226 223

都市局 公園緑地部 若葉公園緑地事務所 一般会計 470 269

都市局 公園緑地部 緑公園緑地事務所 一般会計 543 353

都市局 公園緑地部 美浜公園緑地事務所 一般会計 550 459

都市局 公園緑地部 公園建設課 一般会計 1,424 885

都市局 公園緑地部 公園建設課
公共用地取得
事業特別会計

237 3

都市局 公園緑地部 動物公園
動物公園事業
特別会計

881 1,173

都市局 公園緑地部 　　給与費
動物公園事業
特別会計

344 357
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課別内訳

局 部 課 会計種別 R2見積額 R1予算額

（単位：百万円）

都市局 公園緑地部 　　公債費
動物公園事業
特別会計

99 101

建設局 局課 建設総務課 一般会計 59 4

建設局 土木部 土木管理課 一般会計 9,827 8,385

建設局 土木部 土木保全課 一般会計 1,165 856

建設局 土木部 路政課 一般会計 219 284

建設局 土木部 技術管理課 一般会計 87 121

建設局 道路部 道路計画課 一般会計 772 853

建設局 道路部 道路建設課 一般会計 2,930 2,047

建設局 道路部 街路建設課 一般会計 5,347 4,485

建設局 道路部 街路建設課
公共用地取得
事業特別会計

314 317

建設局 土木部 自転車対策課 一般会計 950 835

建設局 下水道管理部 下水道経営課 一般会計 9,326 9,127

建設局 下水道管理部 下水道経営課 下水道事業会計 39,115 38,578

建設局 下水道管理部 下水道経営課
農業集落排水
事業特別会計

30 15

建設局 下水道管理部 　　給与費
農業集落排水
事業特別会計

21 21

建設局 下水道管理部 　　公債費
農業集落排水
事業特別会計

353 352

建設局 下水道管理部 下水道営業課 下水道事業会計 3,607 3,253

建設局 下水道管理部 下水道営業課
農業集落排水
事業特別会計

5 6

建設局 下水道管理部 下水道維持課 一般会計 1,270 436

建設局 下水道管理部 下水道維持課 下水道事業会計 1,018 822

建設局 下水道管理部 中央浄化センター 下水道事業会計 1,161 1,060

建設局 下水道管理部 南部浄化センター 下水道事業会計 3,008 2,619
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課別内訳

局 部 課 会計種別 R2見積額 R1予算額

（単位：百万円）

建設局 下水道建設部 下水道計画課 下水道事業会計 339 147

建設局 下水道建設部 都市河川課 一般会計 1,326 892

建設局 下水道建設部 雨水対策課 下水道事業会計 2,965 1,560

建設局 下水道建設部 下水道整備課 下水道事業会計 5,554 2,361

建設局 下水道建設部 下水道整備課
農業集落排水
事業特別会計

545 302

建設局 下水道建設部 下水道施設建設課 下水道事業会計 4,181 3,379

中央区役所 局課 地域振興課 一般会計 12 12

花見川区役所 局課 地域振興課 一般会計 11 11

稲毛区役所 局課 地域振興課 一般会計 10 10

若葉区役所 局課 地域振興課 一般会計 10 10

緑区役所 局課 地域振興課 一般会計 9 9

美浜区役所 局課 地域振興課 一般会計 10 10

消防局 総務部 総務課 一般会計 4,444 5,152

消防局 総務部 　　給与費 一般会計 8,650 8,616

水道局 水道事業会計 3,763 3,762

病院局 経営管理部 病院事業会計 553 867

病院局 青葉病院 事務局 病院事業会計 14,042 13,958

病院局 海浜病院 事務局 病院事業会計 10,927 10,933

会計室 局課 一般会計 296 224

教育委員会 教育総務部 総務課 一般会計 2,179 2,440

教育委員会 教育総務部 企画課 一般会計 116 9
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課別内訳

局 部 課 会計種別 R2見積額 R1予算額

（単位：百万円）

教育委員会 教育総務部 教育職員課 一般会計 850 5

教育委員会 教育総務部 教育給与課 一般会計 112 635

教育委員会 教育総務部 　　給与費 一般会計 48,329 47,149

教育委員会 教育総務部 　　給与費
学校給食
事業特別会計

1,741 1,757

教育委員会 教育総務部 学校施設課 一般会計 9,672 8,122

教育委員会 学校教育部 学事課 一般会計 316 374

教育委員会 学校教育部 教育指導課 一般会計 1,636 1,058

教育委員会 学校教育部 教育支援課 一般会計 432 285

教育委員会 学校教育部 保健体育課 一般会計 5,997 5,971

教育委員会 学校教育部 保健体育課
学校給食
事業特別会計

7,095 6,932

教育委員会 学校教育部 教育センター 一般会計 1,231 611

教育委員会 生涯学習部 生涯学習振興課 一般会計 3,323 2,993

教育委員会 生涯学習部 生涯学習振興課
公共用地取得
事業特別会計

0 268

教育委員会 生涯学習部 文化財課 一般会計 806 347

教育委員会 生涯学習部 中央図書館 一般会計 879 760

選挙管理委員会事務局 局課 一般会計 294 510

選挙管理委員会事務局 局課 　　給与費 一般会計 97 96

人事委員会事務局 局課 一般会計 21 20

人事委員会事務局 局課 　　給与費 一般会計 103 99

監査委員事務局 局課 一般会計 10 8

監査委員事務局 局課 　　給与費 一般会計 201 197
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課別内訳

局 部 課 会計種別 R2見積額 R1予算額

（単位：百万円）

農業委員会事務局 局課 一般会計 33 41

議会事務局 局課 総務課 一般会計 198 198

議会事務局 局課 　　給与費 一般会計 1,082 1,077

議会事務局 局課 議事課 一般会計 16 16

議会事務局 局課 調査課 一般会計 24 30

898,983 912,693
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R2見積額 4,860 1,177 8,753 7,997 123,024 59,771 14,096 30,911 22,100 33,278 12 11 10 10 9 10 4,444 25,808 892

R1予算額 3,784 2,090 4,314 10,004 113,423 55,580 13,905 35,677 18,497 28,325 12 11 10 10 9 10 5,152 23,610 1,047

局別 予算・見積額（一般会計） ※給与費

公債費は除く（予算額・見積額：百万円）
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R2見積額 82,656 72,344 12,339 271 879 954 10,487 1,501 1,319 1,087 1,350 880 25,522 60,948 3,763

R1予算額 88,173 71,092 11,840 275 794 696 10,511 949 643 1,504 1,630 8,689 25,758 53,779 3,762

特別・企業会計別 予算・見積額 ※公債管理特別会計
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は除く

（予算額・見積額：百万円）



１　予算要求の基本的考え方
　○台風１５号、１９号、１０月２５日の大雨により、長期大規模停電や土砂災害などの被害を受け
　　たことを踏まえ、停電に対応した情報伝達の強化を図るとともに、土砂災害啓発チラシの配布や、

　　自主防災組織及び避難所運営委員会の活動支援などによる自助・共助の強化を促進するなど、
　　防災・減災対策に取り組み、災害に強いまちづくりをより一層推進します。
　〇東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会における国際交流ボランティアの活躍促進や、
　　姉妹・友好都市との交流、多文化共生に向けた取組みを積極的に推進します。
　○ＩＣＴに関する新たな技術を活用して、市民サービスの向上と業務の効率化によるコスト縮減を
　　図ります。
　○「千葉市人材育成・活用基本方針」に基づき､各種職員研修を実施し､職務の遂行に必要な知識､
　　技能、態度等を習得させ、職員の資質及び能力の向上を図ります。
２　重点化する事業
　①危機管理・防災対策の強化
　②国際化及び多文化共生の推進
　③ＩＣＴの活用
　④人材の育成

単位：百万円

②国際化及び多文化共生の推進
・ 外国人市民の地域日本語教育推進　【新規】
・ アスンシオン市との青少年交流
・ 国際交流ボランティアの活躍促進
・ 災害に強いまちづくり

● 外国人市民の地域日本語教育推進　【新規】 ●

　外国人市民の日本語教育の現状、ニーズ・ 　市制100周年と姉妹都市提携50周年を記念し、
課題等を把握し、多文化共生のための日本語 パラグアイ・アスンシオン市から青少年を招き、
学習体制整備に向けた計画を策定します。 サッカー交流等を行います。

【担当課：国際交流課　電話245-5019】 【担当課：国際交流課　電話245-5019】

● 国際交流ボランティアの活躍促進 ● 災害に強いまちづくり

　国際交流ボランティアの活躍促進のため、 　外国人市民に対する、災害時の情報収集
ボランティア活動の中心となるリーダーの 手段の周知や、防災知識の啓発を強化します。
育成を目的とした「国際交流ボランティア
・リーダー会議」を開催します。

【担当課：国際交流課　電話245-5019】 【担当課：国際交流課　電話245-5019】

＜事業概要＞

アスンシオン市との青少年交流

0.3 0.3
2 2

8 4 4
5 5

その他

総 務 局 一般会計見積額　4,860百万円
（対前年度予算　+28.4 ％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞

市 長 公 室

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債



単位：百万円

①危機管理・防災対策の推進
・ 地域防災無線（携帯無線）機器更新　【新規】
・ 千葉市被災者支援ナビ運用・保守　【新規】
・ 災害に強いまちづくり　【新規】
・ 防災備蓄品の整備　【拡充】
・ マンホールトイレの整備　【拡充】
・ 自主防災組織の結成促進と活動支援　【拡充】
・ 避難所運営委員会の活動支援　【拡充】
・ 帰宅困難者用備蓄品の整備　【拡充】
・ 防災行政無線の整備
・ 総合防災情報システムの構築

● ●

　防災関係機関等と相互に連絡を取るための 　災害に対する備えと支援制度をわかりやす
地域防災無線を、高い通信性能及び災害に く提供するためのＷＥＢサイト「千葉市被災
強い無線機に更新し、災害時における通信 者支援ナビ」を公開し、その運用・保守を
手段の信頼性向上を図ります。 行います。

【担当課：防災対策課　電話245-5113】 【担当課：防災対策課　電話245-5113】

● ● 防災備蓄品の整備　【拡充】

　台風15号、19号で明らかになった長期停電 　災害時の被災者支援体制を強化するため、

・断水・通信障害・高潮・土砂災害等の課題 備蓄品を拡充するとともに、避難所に備蓄

解決のために、防災・減災対策を進めます。 倉庫を整備します。

【担当課：防災対策課　電話245-5113】

● ●

　災害時におけるし尿処理体制を強化し、 　自主防災組織の結成や育成・強化を図る

避難所の衛生環境の向上を図るため、市立 ため、自主防災組織を結成した際の設置

小学校等への「マンホールトイレ」の整備 助成をはじめ、防災訓練に係る活動助成や

を進めます。 資機材等購入助成・再助成を行います。

【担当課：防災対策課　電話245-5113】 【担当課：防災対策課　電話245-5113】

＜事業概要＞

地域防災無線（携帯無線）機器更新　【新規】 千葉市被災者支援ナビ運用・保守　【新規】

災害に強いまちづくり　【新規】

【担当課：危機管理課・防災対策課　電話245-5151】

マンホールトイレの整備　【拡充】 自主防災組織の結成促進と活動支援　【拡充】

179 179 0
67 67 0

16 16
4 4
7 7

70 19 1 50
29 2 27

1 1 0
76 68 8

139 121 18

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債 その他

危 機 管 理



● 避難所運営委員会の活動支援　【拡充】 ● 帰宅困難者用備蓄品の整備　【拡充】

　大規模災害発生時に、避難所を円滑に開設 　新規指定予定の帰宅困難者一時滞在施設に
・運営する体制を整備するため、市民が主体 １日分の食料及び衛生用品等の備蓄品を整備
となった避難所運営委員会の活動を支援 します。
します。

【担当課：防災対策課　電話245-5113】 【担当課：危機管理課　電話245-5151】

● 防災行政無線の整備 ● 総合防災情報システムの構築

　災害発生時における緊急情報の伝達手段を 　正確な情報共有に基づく災害対策本部の
確保するため、防災行政無線のデジタル化を 的確な意思決定や市民への迅速な防災情報の
進めます。 発信を図るため、防災情報を一元的に管理

した総合防災情報システム構築のための
実施設計を実施します。

【担当課：防災対策課　電話245-5113】 【担当課：防災対策課　電話245-5113】

単位：百万円

④人材の育成
・ 職員研修

● 職員研修

　　職場研修（OJT）、職場外研修（Off-
JT）、自主研修を３つの柱として、市職員に
必要な知識、技能等を習得するための多様な
学習の機会を提供し、職員の能力開発やキャ
リア形成を支援します。

【担当課：人材育成課　電話245-5652】

＜事業概要＞

課長研修「ゴールボール体験」の様子

45 45

避難所運営会議の様子 避難所開設時に使用する掲示物等

総 務 部

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債 その他



単位：百万円

③ＩＣＴの活用
・ 「あなたにお知らせサービス」の導入　【新規】
・
⑤その他
・ オープンデータ・ビッグデータの活用

● ●

　サービスを受けられる可能性のある市民に 　台風１５号等への対応から得た教訓を踏ま
対し、確認や問合せ等をしなくても必要な え、被災状況把握の迅速化、避難所との情報
情報を個別にお知らせする「あなたにお知ら 共有体制の強化及び業務継続等に欠かせない
せサービス」を導入します。 通信の強靭化を図ります。

【担当課：情報システム課　電話245-5703】

●

　新たな市民サービスの創出を図るため、
公共データを一般公開するオープンデータを
推進するとともに、ビッグデータを活用しま
す。

【担当課：業務改革推進課　電話245-5112】

オープンデータの推進･ビッグデータの活用

【担当課：業務改革推進課　電話245-5797】

0.8 0.8

＜事業概要＞

「あなたにお知らせサービス」の導入　【新規】 災害に強いまちづくりに向けたＩＣＴ環境の強化

災害に強いまちづくりに向けたＩＣＴ環境の強化 32 32
22 22

情 報 経 営 部

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債 その他



１　予算要求の基本的考え方
　令和３年１月に迎える市制１００周年関連の記念事業等を推進するとともに、将来を見据えた中長
期的な市政運営の基本方針となる次期基本計画の素案づくりを市民参画のもとで進めます。
　また、街開きから３０年が経過した幕張新都心の「まち」の将来像や取組みの方向性を示す幕張新
都心将来ビジョン策定の検討や、国家戦略特区関連事業を引き続き推進します。
　また、競技会場都市として、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会を確実に成功さ
せるために必要な準備を進めるとともに、大会以降につながるボランティア文化の醸成やパラスポー
ツの推進に取り組みます。
２　重点化する事業
① 次期基本計画の策定
② 市制１００周年に向けた取組み
③ 東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた取組み

単位：百万円

① 次期基本計画の策定
・ スマートシティの推進　【新規】
・ 令和２年国勢調査
・ 地域ポイント制度
② 市制１００周年に向けた取組み
・ 都市アイデンティティの確立
・ 幕張新都心将来ビジョン策定
・ 幕張新都心冬季賑わい向上
・ 国家戦略特区の推進
・ シェアリングエコノミーの推進

● 次期基本計画の策定 ● スマートシティの推進　【新規】

　本市の中長期的な市政運営の基本方針であ 　AI、ICTなど飛躍的に発展する先端テクノロ
る次期基本計画について、社会構造の変化や、 ジーを活用した持続可能な都市経営の実現に
市が持つ特性などを的確に捉えながら、計画 向けて、千葉市の目指す方向性や具体的な取
の素案を作成するとともに、市民シンクタン 組みを検討します。
クの活用やシンポジウムの開催など、引き続
き多様な主体と連携しながら、策定に取組み
ます。

【担当課：政策企画課　電話245-5046】 【担当課：政策企画課　電話245-5053】

＜事業概要＞

15 8 7

10 10
26 13 13

19 19
14 14

35 35
81 81

10 10
492 492 0

その他
21 21

総 合 政 策 局 一般会計見積額　1,177百万円
（対前年度予算　△43.7 ％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞

総 合 政 策 部

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債



● 令和２年国勢調査 ●

　日本国内に住んでいるすべての人と世帯を 　市民活動や健康維持・増進活動等の促進の

対象とする国の最も重要な統計調査であり、 ために実施しているちばシティポイントの実

世帯の人数、男女の別、出生年月、国籍、就 証実験について、対象事業の拡充等により、

業状態などを調査し、国・県・市の人口・世 より多くの方が参加しやすい制度とし、更な

帯などの実態を把握することを目的として実 る普及を図ります。

施します。
　調査期日　　令和２年１０月１日

【担当課：政策企画課統計室　電話245-5714】 【担当課：政策調整課　電話245-5047】

● 市制１００周年に向けた取組み

　2021年に市制100周年を迎えるにあたり、
本市に関わる全ての人々が、都市としての歩
みを「知り」、未来について「考え」、「行
動」につなげられるよう、特色ある記念誌の
制作など効果的な情報発信を行うとともに、
絵画コンクールなど市民参加の機会を創出し
ます。

【担当課：都市ｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨ推進課　電話245-5660】

● 都市アイデンティティの確立 ● 幕張新都心将来ビジョン策定

　都市アイデンティティの確立に向けて、オ 　幕張新都心の将来を見据えたまちづくりを
リパラ開催に併せたPRや来街者への案内看板 進めるため、まちの将来像や取組みの方向性
充実を行うとともに、今後の施策展開を検討 を示す「幕張新都心将来ビジョン」の策定に
するため、意識調査を実施します。 向けた検討を進めます。

【担当課：都市ｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨ推進課　電話245-5660】 【担当課：幕張新都心課　電話274-8648】

● 幕張新都心冬季賑わい向上

　冬季の幕張新都心のシンボルとして、地域
経済団体等と連携し、ＪＲ海浜幕張駅前広場
でのイルミネーションを実施します。

【担当課：幕張新都心課　電話274-8648】
（幕張新都心イルミネーション2019/2020）

● 国家戦略特区の推進 ● シェアリングエコノミーの推進

　国家戦略特区の制度を活用した規制改革に 　東京２０２０大会に向けて、来街者に対す
よる取組みを推進するとともに、未来技術の る市民等によるおもてなしの一つの形態とし
社会実装を見据え、民間事業者によるドロー て、シェアリングエコノミーを活用したホー
ン宅配や自動運転モビリティ等の実証実験を ムシェアやガイドサービスを提供するととも
支援します。 に、市民等が保有する資産・スキル等を活か

した多様な分野のシェアリングエコノミーの
の活用を検討します。

【担当課：国家戦略特区推進課　電話245-5346】 【担当課：国家戦略特区推進課　電話245-5346】

地域ポイント制度（「ちばシティポイント」）実証実験



単位：百万円
＜ 主 要 事 業 ＞

・ 東京２０２０大会聖火リレー
・ 大会記録の作成
・ パラスポーツの推進　【拡充】
・ 障害者のスポーツ活動推進
・
・

●  東京２０２０大会聖火リレー ● 大会記録の作成

　７月３日（金）に市内で実施されるオリン 　東京２０２０大会が市内で開催された記録
ピック聖火リレーにおいて、沿道整理、盛り を後世に残すため、記録冊子を作成します。
上げイベントなどの運営支援を行います。
　また、８月１９日（水）に市内で実施され
るパラリンピック聖火リレーでは、走行ルー
トの安全確保対策などの運営支援を行うほか、
市の採火式を行います。

【担当課：ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ調整課　電話245-5048】 【担当課：ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ調整課　電話245-5048】

● パラスポーツの推進　【拡充】

　パラスポーツの体験会や競技大会の支援な
ど競技や障害者への理解を深める取組みを行
います。

【担当課：ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ調整課　電話245-5296】

● 障害者のスポーツ活動推進
障害者アスリート学校訪問

　身近な地域でより多くの障害者がスポーツ
活動に参加できる環境整備を行います。

【担当課：ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ調整課　電話245-5296】

● ボランティア体制構築

　東京2020大会に向けた都市ボランティアの
育成、大会本番での活動を行うとともに、大 都市ボランティア実地研修
会終了後も継続するボランティア文化の醸成
を図ります。

【担当課：ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ振興課　電話245-5295】

● 機運醸成イベント・PR

　JR海浜幕張駅から幕張メッセまでの観客動
線ルート周辺の装飾や、パブリックビューイ
ングなどを実施します。

【担当課：ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ振興課　電話245-5739】 ラストマイル装飾（イメージ）

＜事業概要＞

33 33

121
機運醸成イベント・PR 98 98

32 32
ボランティア体制構築 121

66 66
11 11

オリンピック・パラリンピック推進部

事業費
財源内訳

一般財源
使用料等 市債 その他



１　予算要求の基本的考え方

２　重点化する事業
　①新庁舎整備

単位：百万円

①新庁舎整備
・ 新庁舎整備工事
・ 新庁舎整備総合管理支援業務
・ 移転計画策定業務

● 新庁舎整備工事

　デザイン・ビルド方式で実施する新庁舎整
備工事について、実施設計を完了させ、新築
工事に着手します。

【担当課：新庁舎整備課　電話245-5044】

（新庁舎完成イメージ）

● 新庁舎整備総合管理支援業務 ● 移転計画策定業務

　新庁舎の実施設計業務や、工事監理業務の 　新庁舎の円滑な供用開始に向けて、必要と
実施状況をモニタリングする総合管理支援業 なる条件を整理した上で、移転計画を策定し
務を引き続き委託します。 ます。

【担当課：新庁舎整備課　電話245-5044】 【担当課：新庁舎整備課　電話245-5044】

＜事業概要＞

53 47 6 0
26 26

4,153 3,738 415 0

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債 その他

資 産 経 営 部

財 政 局 一般会計見積額　8,753百万円
（対前年度予算　+2.9 ％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞

・新庁舎整備基本構想に掲げた基本理念の実現に向け、市政運営の拠点として、また、総合防災拠
点として機能する新庁舎について、令和５年度の供用開始を目指し、整備を進めます。

・市税について、税負担の公平性及び歳入確保の観点から、課税客体の的確な把握と適正な課税に
努めるほか、徴収対策の強化を進め、徴収率の向上及び滞納額の縮減を図ります。



単位：百万円

・市制１００周年記念ナンバープレート等の交付 【新規】

● 市制１００周年記念ナンバープレート等
の交付　【新規】

　市制１００周年を記念し、原動機付自転車
の所有者にオリジナルナンバープレートを交
付します。
　また、記念ロゴマークを印字した用紙によ
り、所得証明等の各種税務証明書を交付しま
す。

【担当課：課税管理課　電話245-5120】

＜事業概要＞

一般財源
使用料等 市債 その他

5 0.4 5

＜主要事業＞
事業費

財源内訳

税 務 部



１　予算要求の基本的考え方

２　重点化する事業
① 市民主体のまちづくりを目指すために必要な市民自治の推進に関する事業
② 市民に身近な行政サービスの向上に資する取組み
③ 安全で安心して暮らせるまちの実現に向けた事業
④ 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした、市民のスポーツ・文化に
  対する意欲、関心を高めるための事業
⑤ 一人ひとりが個性と能力を発揮することができる多様性を尊重する社会の実現に向けた事業

単位：百万円

①市民主体のまちづくりを目指すために必要な市民自治の推進に関する事業
・ 市民自治の推進　【拡充】
・
② 市民に身近な行政サービスの向上に資する取組み
・ 個人番号カード交付　【拡充】
③ 安全で安心して暮らせるまちの実現に向けた事業
・ 防犯街灯補助金　【拡充】
・ ちばレポの運用
その他
・ 市制施行100周年記念誌の制作　【新規】

● 市民自治の推進　【拡充】 ●　町内自治会の育成と連絡調整　【拡充】

● 個人番号カード交付 ● 防犯街灯補助金　【拡充】

　個人番号カードの申請・交付を推進する 　管理費の補助対象を拡大するほか、補助事業
ための体制を整備するとともに、更なる普及 者として地区町内自治会連絡協議会を追加し、
促進を行います。 支援を強化します。

● ちばレポの運用 ● 市制施行100周年記念誌の制作　【新規】

　地域課題を、ICTを使って市民がレポートし、 　2021年に市制施行100周年を迎えることを
合理的、効率的に解決することを目指すしくみ 記念し、100年のあゆみを振り返るとともに、
である、ちばレポの運用を行います。 市の魅力をPRするため、記念誌を制作します。

【担当課：市民自治推進課　電話245-5138】

【担当課：市民自治推進課　電話245-5664】

【担当課：区政推進課　電話245-5134】 【担当課：地域安全課　電話245-5264】

【担当課：広報広聴課　電話245-5294】 【担当課：広報広聴課　電話245-5014】

＜事業概要＞

　地域に住む市民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する体制
づくりを進めるため、地域で活動する様々
な団体で構成される地域運営委員会の設立
や活動を支援します。
　また、千葉市市民自治によるまちづくり
条例に規定する「市民の自立的な活動の推
進」に取り組みます。

　複数の町内自治会が共同して行う場合の
集会所に関する補助についての対象を、新
築に加え、建替、増改築、買取、買替まで
拡充することなどにより、町内自治会活動
への支援を強化します。

6 6

7 7

1,256 19 0 1,192 45

105 105

18
町内自治会の育成と連絡調整　【拡充】 167 167

市債 その他

18

市 民 局 一般会計見積額　7,997百万円
（対前年度予算　△20.1 ％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞

　市民が主役のまちづくりを推進するとともに、すべての市民が快適に生活できるよう、行政サー
ビスの向上と安全な地域社会の形成を目指します。
 また、千葉市ならではの文化・芸術やスポーツ・レクリエーションを振興し、ゆとりと潤いを実
感できる健康で文化的な市民生活の実現を目指します。

市民自治推進部

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等



単位：百万円

④ 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした、市民のスポーツ・文化に対する
意欲、関心を高めるための事業

・ 千の葉の芸術祭の開催
・ チバリアフリーアートプロジェクト　
・ メディア芸術振興事業　
⑤ 一人ひとりが個性と能力を発揮することができる多様性を尊重する社会の実現に向けた事業
・ 男女共同参画推進
・ パートナーシップ宣誓制度の運用
・ ＬＧＢＴ電話相談の実施
その他
・ （仮称）千葉公園体育館の整備
・ 大規模音楽イベント出場支援
・ 消費者行政推進

● 千の葉の芸術祭の開催 ● チバリアフリーアートプロジェクト

　東京2020大会に向けた新たな文化プログラ 　東京2020大会に向けて、障害者と健常者が
ムとして、「千の葉の芸術祭」を開催します。 共に参加するファッションショーやダンスパ

フォーマンスなどのイベントを開催します。

● メディア芸術振興事業　 ● 男女共同参画推進

　メディア芸術などの新しい文化の振興のた 　ちば男女共同参画基本計画・第４次ハーモ
めのワークショップやイベントを開催します。 ニープランに基づき、講演会の開催、ハーモ

ニー専門相談、男女共同参画推進事業者支援
のほか、各種啓発を実施します。

● パートナーシップ宣誓制度の運用 ● ＬＧＢＴ電話相談の実施

　同性・異性を問わず、互いをパートナーと 　ＬＧＢＴに関する悩みについて、専門相談
する２者のパートナシップの宣誓を証明する 員による電話相談を実施します。
とともに、関係団体等へ制度の理解と配慮を
促します。

● （仮称）千葉公園体育館の整備

　千葉公園体育館整備のための本体工事を行
います。

● 大規模音楽イベント出場支援 ● 消費者行政推進

　市内で開催される大規模ロックフェスに、
若者が出演できる場を設け、本市ならではの
音楽文化の振興を目指します。

　国の消費者行政推進交付金を活用した県
の補助金により、高齢者等の消費者被害防
止を目的とした啓発物品の作成や児童及び
生徒に対する消費者教育に取り組みます。

【担当課：文化振興課　電話245-5961】
【担当課：消費生活センター　電話207-3602】

【担当課：文化振興課　電話245-5961】 【担当課：男女共同参画課　電話245-5060】

【担当課：男女共同参画課　電話245-5060】 【担当課：男女共同参画課　電話245-5060】

【担当課：スポーツ振興課　電話245-5969】
（（仮称）千葉公園体育館完成イメージ）

＜事業概要＞

【担当課：文化振興課　電話245-5961】 【担当課：文化振興課　電話245-5961】

0.6 0.6
24 24 0

567 562 5

0.4 0.4
0.6 0.6

1 1

8 3 5

142 142
6 6

生活文化スポーツ部

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債 その他



１　予算要求の基本的考え方
　　急速な高齢化などに伴い、今後も社会保障費が飛躍的に増加していくことが見込まれるため、
　引き続き、既存事業の見直しを行うほか、地域包括ケアシステムの構築・強化や生活困窮者対策
　など、持続可能な制度への再構築に積極的に取り組む。
　　また、受動喫煙防止など市民の健康づくりの推進に向けた取り組みを進めるとともに、
　高齢者の生きがいづくりと地域づくりの推進や介護基盤の整備に取り組むほか、障害者への相談
　支援や地域生活支援、ひきこもりの方への支援などの充実を図る。

２　重点化する事業
　①地域包括ケアシステムの構築・強化
　②生活困窮者対策
　③健康づくりの推進

単位：百万円

①地域包括ケアシステムの構築・強化
・ あんしんケアセンターの充実　【拡充】
・ 生活支援体制整備の推進　【拡充】
・ 認知症初期集中支援チーム運営　【拡充】
・ 訪問看護ステーション連携促進・増強　【新規】
②生活困窮者対策
・ 生活困窮家庭等の子どもへの学習・生活支援　【拡充】
・ 生活困窮者自立支援の促進　【拡充】

● あんしんケアセンターの充実　【拡充】

　高齢者の身近な相談窓口である「あんしん
ケアセンター」について、地域の中でよりき
め細かく相談などに対応することができるよ
う、高齢者人口に応じて必要な専門職員の増
員などを行います。

【担当課：地域包括ケア推進課　電話245-5266】

＜事業概要＞

【あんしんケアセンター】

181 129 52
53 26 27

41 9 24 8
5 1 3 1

955 246 532 177
133 30 77 26

その他

保 健 福 祉 局 一般会計見積額　123,188百万円
（対前年度予算　＋8.6％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞

局 課

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債



● 生活支援体制整備の推進　【拡充】 ● 認知症初期集中支援チーム運営　【拡充】

 支えあい活動の立ち上げ支援や情報提供など 　認知症になっても本人の意思が尊重され、
を行い、高齢者の日常生活や活動を支える できる限り住み慣れた地域で暮らし続けら
生活支援コーディネーターを増員し、高齢 れるために、認知症の方やその家族
者を地域で支える体制づくりを進めます。 に早期に関わる認知症初期集中支援チームを

増設します。
　５チーム　→　６チーム

【担当課：地域包括ケア推進課　電話245-5266】 【担当課：地域包括ケア推進課　電話245-5266】

● ● 生活困窮家庭等の子どもへの学習・生活支援　【拡充】

　在宅医療・介護連携において要となる訪問 　家庭環境によって学びが左右されない環境
看護ステーションを強化するため、研修や を整えるため、生活困窮家庭等の子どもへの
個別支援などを実施します。 学習支援や生活支援を実施するとともに、

定員を拡充します。
　１４０人　→　２４０人

【担当課：在宅医療・介護連携支援センター　電話305-5021】 【担当課：保護課　電話245-5108】

● 生活困窮者自立支援の促進　【拡充】

　さまざまな理由により生活に困りごとを抱
えている市民に寄り添い、生活立て直しに
向けて支援するための相談窓口である「生活
自立・仕事相談センター」を新たに花見川区
に増設します。
　中央・稲毛・若葉
　→中央・稲毛・若葉・花見川

【担当課：保護課　電話245-5108】

訪問看護ステーション連携促進・増強　【新規】



単位：百万円

③健康づくりの推進
・ １００年を生きる健やか未来都市の推進
・ 健康づくりの促進（運動イベント、ウオーキングの促進）

・ 受動喫煙対策の推進
・ ロタウイルスワクチン予防接種　【新規】
・
④その他
・ 母子健康包括支援センター運営　【拡充】
・ 不妊専門相談センター　【拡充】
・ 不育症・不妊症治療費等助成の拡充　【新規】
・ 平和公園拡張建設

● １００年を生きる健やか未来都市の推進 ● 健康づくりの促進（運動イベント、ウオーキングの促進）

　健康寿命を延伸し、高齢になっても元気に 　地域住民の生活習慣改善のきっかけとなる
活躍できる社会を実現するため、１００歳ま ような環境づくりとして、各区の特色に応じ
で生きることが珍しくない「人生１００年時 た運動イベントを開催します。また、無理な
代」の到来や、重点的に取り組む項目につい く取り組める運動として、ウォーキングを促
て、広報・啓発活動を行います。 進します。

【担当課：健康企画課　電話245-5203】 【担当課：健康支援課　電話238-9922】

● 受動喫煙対策の推進

　受動喫煙による健康被害の防止を図るため、
普及啓発を行うほか、公共の場所や職場等に
おける受動喫煙を防止する対策を推進します。

【担当課：健康企画課　電話245-5201】

● ロタウイルスワクチン予防接種　【新規】 ● 母子健康包括支援センター運営　【拡充】

　令和２年１０月からロタウイルスワクチン 　妊娠期から子育て期までの切れ目のない支
が定期接種化されるため、予防接種を実施し 援を行うため、相談体制を強化します。
ます。

【担当課：健康企画課　電話245-5202】 【担当課：健康支援課　電話238-9922】

　【九都県市共通受動喫煙防止ロゴマーク】

522 521 1

＜事業概要＞

3 1 2
233 104 129

45 30 15

96 96

10 7 3
64 31 33

11 11

健 康 部

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債 その他



● 不妊専門相談センター　【拡充】 ● 不育症・不妊症治療費等助成の拡充　【新規】

　不妊・不育症等で悩む方への支援を充実さ 　子どもを望む夫婦の経済的負担の軽減を図る
せるため、夜間の相談および助産師による電 ため、国の特定不妊治療費助成に上乗せして
話相談を実施し、相談体制を強化します。 助成します。また、新たに不育症の検査費用の

一部を助成します。

【担当課：健康支援課　電話238-9922】 【担当課：健康支援課　電話238-9922】

● 平和公園拡張建設

　墓地を安定的に供給するため、平和公園を
拡張整備します。

【担当課：生活衛生課斎園整備室　電話245-5220】　



単位：百万円

④その他
・ 高齢者・障害者移動支援　【新規】
・ 地域人材育成　【新規】
・ 生涯現役応援センター運営　【拡充】
・ 外国人介護人材向けの日本語教室　【新規】
・ 特別養護老人ホーム整備費助成
・ 地域密着型サービス整備費等助成
・ 日常生活用具支給等　【拡充】
・ 障害者グループホームの整備　【拡充】
・ 地域生活支援拠点整備　【拡充】
・ 障害者相談支援体制の強化　【拡充】
・ 重度訪問介護利用者の大学修学支援　【新規】
・ ひきこもり地域支援センター運営　【拡充】

● 高齢者・障害者移動支援　【新規】 ●

　買い物・通院などが困難な高齢者、要介護 　ボランティアに関する知識や幅広い視野を
者、身体障害者等に対する移動支援を広げる 身につけ、地域で継続的に活躍できる地域福
ため、福祉有償運送事業者及び無償で買物支 祉活動のリーダーを養成する講座を実施しま
援サービスを実施する社会福祉法人に対して す。
支援を実施します。

【担当課：高齢福祉課　電話245-5167】 【担当課：高齢福祉課　電話245-5167】

● 生涯現役応援センター運営　【拡充】 ●

　シニア層に対し、就労やボランティアなどの 　提供されるサービスの質の向上及び離職防
情報提供・相談・紹介を行う、生涯現役応援 止・定着の促進を図るため、外国人介護人材
センターの出張相談を拡充します。 向けの日本語教室を行います。

【担当課：高齢福祉課　電話245-5167】 【担当課：介護保険管理課　電話245-5063】

● 特別養護老人ホーム整備費助成 ● 地域密着型サービス整備費等助成

　介護が必要な高齢者の増加に対応するため、 　高齢者の住宅生活を支援するため、定期
特別養護老人ホームの整備等に対し助成しま 巡回・随時対応サービス及び小規模多機能型
す。 居宅介護の整備等に対し助成します。

【担当課：介護保険事業課　電話245-5254】 【担当課：介護保険事業課　電話245-5254】

地域人材育成　【新規】

外国人介護人材向けの日本語教室　【新規】

30 11 19

＜事業概要＞

148 71 77
2 1 1

47 12 27 8
30 22 8

163 163 0
216 159 57

2 2 0
1,169 913 252 4

20 20
14 7 7

5 5

高 齢 障 害 部

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債 その他



● 日常生活用具支給等　【拡充】 ● 障害者グループホームの整備　【拡充】

　災害時の停電対策として、在宅の重度障害 　障害者の地域移行を促進するため、障害者
者等に対する日常生活用具購入費用の支給対 が日常生活の援助や介護を受けながら共同生
象品目に自家発電機・蓄電池等を追加します。 活を行うグループホームの整備・運営に助成

します。

【担当課：障害者自立支援課　電話245-5172】 【担当課：障害福祉サービス課　電話245-5253】

● 地域生活支援拠点整備　【拡充】 ● 障害者相談支援体制の強化　【拡充】

　障害者が住み慣れた地域で安心して生活で 　障害者相談支援体制の強化のため、既存の
きる環境をつくるため、地域生活支援拠点の 相談支援体制を見直し、基幹相談支援セン
整備を進めます。 ターの設置などを行います。

【担当課：障害福祉サービス課　電話245-5253】 【担当課：障害福祉サービス課　電話245-5253】

● 重度訪問介護利用者の大学修学支援　【新規】 ● ひきこもり地域支援センター運営　【拡充】

　重度障害者が大学等において修学するにあ 　相談数の増加及び長期化に対応するため、
たり、通学中及び大学等の敷地内における身体 相談員を増員し、相談・支援体制の強化を
介護等を提供します。 図ります。

　４人　→　６人

【担当課：障害福祉サービス課　電話245-5253】 【担当課：精神保健福祉課　電話238-9972】



単位：百万円

◆ 国民健康保険事業特別会計

　被用者保険等に加入しない市民の方々を被保険者とし、被保険者の保険料と国・県・市な
どの負担によって、医療費の支給や健康の保持と増進のための事業を行います。

【担当課：健康保険課　電話245-5142】

◆ 介護保険事業特別会計

　40歳以上の方々を被保険者とし、被保険者の保険料と国・県・市などの負担によって、介
護を必要とする方々への各種の介護サービスなどの事業を行います。

【担当課：介護保険管理課　電話245-5063】

◆ 後期高齢者医療事業特別会計

　75歳（障害認定を受けた方は65歳）以上の方々を被保険者とする後期高齢者医療制度にお
いて、保険料の徴収や各種申請の受付などを行います。

【担当課：健康保険課　電話245-5142】

◆ 霊園事業特別会計

　墓地の供給・維持管理及び火葬施設の管理運営を行います。

【担当課：生活衛生課　電話245-5212】

879 395 32 1 451

総事業費
財源内訳

繰入金
使用料等 市債 その他

12,339 10,386 1,953

総事業費
財源内訳

繰入金
使用料等 市債 その他

72,344 61,236 11,108

総事業費
財源内訳

繰入金
使用料等 市債 その他

82,656 76,123 6,533

＜特別会計＞
総事業費

財源内訳
繰入金

使用料等 市債 その他



１　予算要求の基本的考え方

２　重点化する事業
①教育・保育の「量」の拡充と「人材・質」の確保
②多様な保育需要への対応
③子どもルーム整備・運営（民間事業者への補助等含む）
④子どもの貧困対策
⑤児童虐待防止など要保護児童対策

・ 民間保育園等の整備　【拡充】
・ 保育士等の確保
・ 保育の質の確保　【拡充】
・ 幼児教育の推進体制構築
・ 保育の質に関する実態調査の実施及び検討会議の設置　【新規】

・ 多様な保育サービスの提供　【拡充】

・ 子どもルーム整備・運営　【拡充】
・ 放課後児童健全育成事業補助　【拡充】

・ 子どもの貧困対策総合コーディネート　【拡充】

・ 乳児院小規模化　【新規】
・ 児童養護施設一時保護専用施設整備　【新規】
・ 夜間電話相談員の配置　【拡充】

・ エンゼルヘルパー派遣　【拡充】
・ 男性保育士の活躍推進

● 民間保育園等の整備　【拡充】

　潜在的な保育需要に対応し、将来にわたり
待機児童ゼロを達成するため、子ども・子育
て支援事業計画等に基づき、以下の整備等に
要する費用を助成します。
・幼稚園の認定こども園移行
・認可外保育施設の認可化
・小規模保育事業の整備
・事業所内保育事業の整備
・民間保育園の整備

【担当課：幼保支援課　電話245-5977】

＜事業概要＞

13 13
22 17 5

10 10
⑥その他

103 34 68 1
44 9 27 8

21 5 16
⑤児童虐待防止など要保護児童対策

128 0 0 84 44
④子どもの貧困対策

③子どもルーム整備・運営（民間事業者への補助等含む）
3,951 910 267 1,262 1,512

②多様な保育需要への対応
1,395 495 900

1 1 0
7 7

1,398 466 932
86 31 55

こ ど も 未 来 局 一般会計見積額　59,771百万円
（対前年度予算　+7.5 ％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞

　「こどもを産み育てたい、こどもがここで育ちたいと思うまち『ちば』の実現」を基本理念に、
こどもを巡る様々な課題に対して、総合的に取り組みます。
　幼児教育・保育の無償化の実施により、さらなる保育需要の増加が見込まれること、子どもルー
ム待機児童解消が喫緊の課題であること等を踏まえ、以下の事業を重点化して取り組みます。

こ ど も 未 来 部
単位：百万円

①教育・保育の「量」の拡充と「人材・質」の確保
669 114 502 53

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債 その他



● 保育士等の確保 ● 幼児教育の推進体制構築

　保育士などを確保するため、保育士等給与 　幼稚園・保育所・認定こども園における幼
改善や宿舎借上げ、保育士就学資金等貸付、 児教育と小学校教育とのつながりを強化する
資格取得支援などに対する助成などを行いま とともに、幼児教育の質の向上を図るため、
す。 アプローチカリキュラムの作成・普及、保護
・保育士等給与改善 者への啓発等を行います。
・宿舎借上げ助成
・保育士就学資金等貸付 【担当課：幼保支援課　電話245-5100】
・保育士資格取得支援
・潜在保育士・看護師再就職支援
・保育士養成施設新卒者の確保 ● 保育の質に関する実態調査の実施及び検討
・問題解決相談員設置 会議の設置　【新規】

【担当課：幼保運営課　電話245-5729】 　保育者及び施設に対する実態調査と関係者
による検討会議を実施し、保育の質向上に向
けた新たな施策展開を検討します。

● 保育の質の確保　【拡充】
【担当課：幼保支援課　電話245-5323】

　特定の公立保育所において増加傾向にある
外国人児童の保護者に対応する職員を配置す
るとともに、各公立保育所において使用済み ● 多様な保育サービスの提供　【拡充】
紙おむつを廃棄することで、保護者及び保育
者の負担軽減を図ります。 　保護者の就労形態の多様化などに伴う保育
・外国人児童保護者対応職員配置【新規】 ニーズに合わせ、様々な保育メニューを提供
・公立保育所使用済み紙おむつ廃棄【新規】 します。

　新規開設園に対しICT化及び事故防止のた ・病児・病後児保育　　　　１か所増
めの備品購入費用助成を行うことにより、保 ・延長保育　　　　土曜日6か所開始
育の質の確保と向上を図ります。 ・一時預かり(一般型)　　　1か所増
　また、引き続き保育士養成校である市内三 ・休日保育　　　　　　　　2か所増
短期大学と連携し、各種研修を実施します。
・保育士資格巡回指導員 【担当課：幼保支援課　電話245-5105】
・保育所等業務効率化推進事業 【担当課：幼保運営課　電話245-5729】
・保育所等事故防止推進事業
・保育士等キャリアアップ研修
・サバティカル研修

【担当課：幼保運営課　電話245-5727】 ● 放課後児童健全育成事業補助　【拡充】
【担当課：幼保支援課　電話245-5728】

　放課後児童健全育成事業を実施する事業者
の安定的な運営を確保し、待機児童の解消を
図るため、新たに４事業者に対して運営費用

● 子どもルーム整備・運営　【拡充】 の一部を助成します。

　就労等により昼間家庭に保護者がいない児 【担当課：健全育成課　電話245-5177】
童を対象に、授業後の遊びや生活の場を提供
し、児童の健全育成を図る子どもルームの運
営、待機児童解消に向けた施設整備を行いま
す。

・指導員等処遇改善
・入退所管理システムの導入
・学校敷地外のルームへのＡＥＤの設置【新規】

【担当課：健全育成課　電話245-5177】



● ●

　生活困窮家庭等の子どもの生活習慣の改善、 　児童相談所の一時保護所の定員超過に対応
関係機関との連携など包括的な支援を行う するため、児童養護施設における一時保護専
子どもナビゲーターを１か所増設します。 用施設の整備費用の一部を助成します。

【担当課：こども家庭支援課　電話245-5179】 【担当課：こども家庭支援課　電話245-5608】

● 乳児院小規模化　【新規】 ● 夜間電話相談員の配置　【拡充】

　できる限り家庭的で良好な養育環境を整備 　夜間における児童虐待通告・相談の受付体制
するため、乳児院の小規模グループケアに を強化するため、夜間電話相談員を増員します。
係る改修工事費用の一部を助成します。 １人／日　→　２人／日

【担当課：こども家庭支援課　電話245-5608】 【担当課：児童相談所　電話277-8880】

● エンゼルヘルパー派遣　【拡充】 ● 男性保育士の活躍推進

　子育て世帯を対象に、市と契約を結んだヘ 　公立保育所において、男性保育士等が働き
ルパーを派遣し、家事及び育児に関するサー やすい執務環境を整えるための整備等を行い
ビスを提供します。 ます。
・利用回数の上限の引き上げ（20回→30回）
・利用期間の延長（妊娠中から産後6カ月未満 【担当課：幼保支援課　電話245-5728】
　→妊娠中から産後1年未満）
・対象者の拡大（父子のひとり親家庭、父親
が育児休業中の家庭及び祖父母が育児をする
場合についても利用可能）

【担当課：幼保支援課　電話245-5105】

単位：百万円

◆ 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

　母子家庭・父子家庭及び寡婦の自立の促進と生活意欲の助長を図るため、各種資金の
貸し付けを行います。

【担当課：こども家庭支援課　電話245-5179】

8
市債 その他

271 0 9 254

子どもの貧困対策総合コーディネート　【拡充】 児童養護施設一時保護専用施設整備　【新規】

＜特別会計＞
総事業費

財源内訳
繰入金

使用料等



１　予算要求の基本的考え方
・環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、次期「千葉市環境基本計
　画」の策定を進めるとともに、「千葉市地球温暖化対策実行計画」に基づく再生可能エネルギー
　導入等の地球温暖化対策や自然保護、大気汚染・水質汚濁防止等の環境保全対策を推進します。
・一般廃棄物処理施設基本計画で定めた整備スケジュールに従い、３清掃工場体制から３用地２清
　掃工場運用体制への移行を推進するとともに、塵芥汚水処理場の建替等、安定かつ的確なごみ処
　理を行うための各種事業を実施します。また、「千葉市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」に基
　づき、剪定枝等再資源化やプラスチックごみの削減の推進等、ごみ減量・再資源化に関する事業  
　を実施します。

２　重点化する事業
①千葉市環境基本計画の策定
②地球温暖化対策
③自然保護対策
④大気汚染・水質汚濁防止対策
⑤廃棄物処理施設の整備推進
⑥ごみの減量・再資源化の推進

単位：百万円

① 千葉市環境基本計画の策定
② 地球温暖化対策
・ 「COOL CHOICE」の取組み促進によるCO2排出削減推進
・ 再生可能エネルギー等設備設置費助成　【拡充】
③ 自然保護対策
・ 谷津田の保全と活用の推進　【拡充】
・ 生物多様性の理解促進
・ 森林環境譲与税を活用した谷津田・里山の森林整備等　【拡充】

④ 大気汚染・水質汚濁防止対策
・ 大気・水質監視テレメータシステムの再整備
・ 上水道配水管布設及び浄水器設置費助成
　 その他
・ 航空機騒音問題への対応

● 千葉市環境基本計画の策定 ● 「COOL CHOICE」の取組み促進によるCO2排出
削減推進

【担当課：環境総務課　電話245-5234】 【担当課：環境保全課　電話245-5199】

＜事業概要＞

　環境の保全及び創造に関する施策を切れ目
なく推進するため、環境基本計画の策定を進
めます。

　・環境基本計画(素案)の策定

　地球温暖化対策のための国民運動「COOL
CHOICE」（賢い選択）として、市民や事業者が
主体となった温暖化対策の取組みを促進するた
め、講演会や展示会の開催及びメディアの活用
等による普及啓発を実施します。

27 27

5 5

11 11 0

22 22

5 5
3 3 0

73 59 14
7 5 2

その他
5 5

環 境 局 一般会計見積額　14,096百万円
（対前年度予算　+1.4％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞

環 境 保 全 部

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債



● 再生可能エネルギー等設備設置費助成　【拡充】

【担当課：環境保全課　電話245-5199】

● 谷津田の保全と活用の推進　【拡充】 ● 生物多様性の理解促進

【担当課：環境保全課　電話245-5195】 【担当課：環境保全課　電話245-5195】

● 森林環境譲与税を活用した ● 大気・水質監視テレメータシステム
谷津田・里山の森林整備等　【拡充】

 

【担当課：環境保全課　電話245-5195】 【担当課：環境規制課　電話238-9956】

● 上水道配水管布設及び浄水器設置費助成 ● 航空機騒音問題への対応

【担当課：環境規制課　電話245-5194】 【担当課：環境規制課　電話245-5191】

　森林環境譲与税を活用し、大草等の谷津田
における森林整備、里山保全活動体験を通し
た環境教育等による普及啓発等を行います。

　
　大気環境や工場・事業場の排出ガスの汚染
状況を監視するテレメータシステムの再整備
が完了したため、引き続き運用します。

　安全な飲料水の確保のため、地下水汚染が
生じている井戸を飲用している世帯に対し、
上水道配水管布設費及び浄水器設置費の助成
を行います。

　航空機騒音を常時監視するとともに、
騒音計のデータ通信機能を利用し、市民
への情報提供を迅速に行います。

　環境負荷の低減に役立つ再エネ・省エネ設備等の導入を推進するため、
市民や事業者を対象に、当該設備の設置費用の一部を助成します。
　【助成対象】
    ・電気自動車（EV）用充電設備 【新規】
　　・充給電設備（V2H）【新規】 ・窓の断熱改修【新規】
　　・事業用太陽熱利用給湯設備及び蓄電設備 【拡充】
　　・太陽光発電設備　　        ・太陽熱利用給湯設備
    ・家庭用燃料電池設備　      ・定置用リチウムイオン蓄電設備
    ・中小企業向け省エネ設備　　・電気自動車（EV）
　　・ゼロエネルギーハウス（ZEH）

充給電設備（V2H）
のイメージ

太陽光発電設備等の発電設備
を設置している家庭では、余
剰電力等をEVに充電するこ
と、またEVに貯めた電気を家
庭で利用することができ、停
電が発生した際にも、EVに貯
まった電気を利用することが
可能

　土地所有者やボランティアの皆様の協力を
得ながら、谷津田の保全と活用を進めます。
 
　谷津田の保全区域 3ha増

　子どもや市民ボランティアを含めた市民参
加型の生きもの調査を実施し、身近な生きも
のへの気づきの契機とするとともに、調査結
果を今後制作する「生き物マップ」として活
用します。

の再整備

Home to Vehicle

Vehicle to Home



単位：百万円

⑤ 廃棄物処理施設の整備推進
・ 新清掃工場の整備
・ 塵芥汚水処理場の建替
⑥ごみの減量・再資源化の推進
・ ３Ｒ教育・学習の推進
・ 剪定枝等の再資源化の推進
・ 事業用生ごみ処理機設置費助成

その他
・ 合併処理浄化槽設置費助成　【拡充】

● 新清掃工場（北谷津用地）の整備

　新清掃工場建設に必要な環境影響評価（評価書
手続き）及び土壌汚染対策等の業務を行います。

【担当課：廃棄物施設整備課　電話245-5243】
（新清掃工場イメージ図）

● 塵芥汚水処理場の建替

　塵芥汚水処理場建替事業の発注手法を検討
します。

【担当課：廃棄物施設整備課　電話245-5423】

● ３Ｒ教育・学習の推進 ● 剪定枝等の再資源化の推進

　家庭から排出される剪定枝等を収集し、
燃料チップや敷料に再資源化します。

【担当課：廃棄物対策課　電話245-5379】 【担当課：収集業務課　電話245-5246】

● 事業用生ごみ処理機設置費助成 ● 合併処理浄化槽設置費助成　【拡充】

　事業系食品廃棄物の更なる減量再資源化 　合併浄化槽への転換を促進するため、浄化
促進を図るため、事業用生ごみ処理機を設置 槽転換設置費用の助成のうち、単独処理浄化
する費用の一部を助成します。 槽撤去に係る配管工事費用等の助成を拡充

します。
　上限　10万円→15万円

【担当課：産業廃棄物指導課　電話245-5248】 【担当課：収集業務課　電話245-5251】

＜事業概要＞

　ごみの減量やリサイクル意識を生活習慣と
して定着させるとともに、循環型社会につい
ての理解を深めるため、「へらそうくんルー
ム（未就学児対象）」、「ごみ分別スクール
（小学生対象）」等の体験学習を実施しま
す。

6 1 5

349 349 0
4 4

8 8

5 5 0

210 93 38 79

市債 その他

資 源 循 環 部

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等



１　予算要求の基本的考え方
地域の「稼ぐ力」を向上させ、地域経済の発展を目指すことを目標に、下記重点化する分野を中

心に取り組みます。

２　重点化する事業
①夜間経済・文化活動の振興　②雇用・労働対策　③中小企業支援施策　④企業立地の促進　
⑤MICEの推進　⑥グリーンツーリズムの推進　⑦インバウンドの推進　⑧市場機能の強化　
⑨農業の成長産業化　⑩「食のブランド化」推進事業　⑪乳牛育成牧場跡地整備事業　
⑫スマート農業推進事業　⑬農業経営体の育成　⑭有害鳥獣対策の推進　⑮新規就農の推進

単位：百万円

①

・

② 雇用・労働対策
・ 就職氷河期世代支援【新規】
・ 千葉市奨学金返還サポート制度【新規】
・ 技能職・技術職魅力啓発冊子作成【拡充】
③ 中小企業支援施策
・ 短期集中型創業者支援　【新規】
・ 新規事業創出支援　【新規】
④ 企業立地の促進
・ 企業立地促進
・ 企業間のマッチング支援【新規】
・ 産業用地整備支援
⑤ MICEの推進
・ MICEの推進（国際会議、大規模コンベンション開催補助）

MICEの推進
（レセプション・アフターコンベンションツアー開催支援）

・ MICEの推進（新制度によるMICEの誘致）
⑥ グリーンツーリズムの推進
⑦ インバウンドの推進

⑧ 市場機能の強化

28

587 521 66

・
外国人観光客向け情報発信・有料ツアーガイド施設の
設置運営【新規】

28

19 0.5 18.5

2

5 5

14 14

・ 2

0.5 0.5
0.6 0.6

19 19

1,167 1,167

24 24

0 0
5 2 3

3 3

夜間の経済・文化活動の振興
（ナイトタイムエコノミー）

17 17

その他
夜間の経済・文化活動の振興

経 済 農 政 局 一般会計見積額　30,911百万円
（対前年度予算　△13.4 ％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞

経 済 部

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債



● ● 就職氷河期世代支援　【新規】

【担当課：経済企画課　電話245-5273】 【担当課：雇用推進課　電話245-5279】

● ● 技能職・技術職魅力啓発冊子作成【拡充】
　
市

【担当課：雇用推進課　電話245-5278】 【担当課：雇用推進課　電話245-5278】

● 短期集中型創業者支援　【新規】 ● 新規事業創出支援　【新規】

　創業者の事業成長を促進するため、外部メ 　専門スキルを有するプロ人材を中小企業へ
ンターを活用した集中的な経営支援を行いま 派遣し、そのノウハウを活用した新商品や新
す。 サービスの事業化を支援します。

【担当課：産業支援課　電話245-5292】 【担当課：産業支援課　電話245-5292】

● 企業立地促進 ● 企業間のマッチング支援　【新規】

　雇用の促進と税源の涵養のため、本市に新 「ちば共創都市圏」の取り組みの一つとし
たに立地又は追加投資を行った企業に対して て、マッチングイベントを本市と隣接する自治
補助金を交付します。 体と共同で行い、既存企業の販路拡大等を図り
　また、農業の成長産業化を図るため、本市 ます。
に新たに農場の開設等を行った農業法人に対
して補助金を交付します。

【担当課：企業立地課　電話245-5276】 【担当課：企業立地課　電話245-5279】

● 産業用地整備支援

今年度実施している「産業用地確保に係る
基礎調査」の結果を受け、新たな産業用地の
適地、整備手法について、附属機関の「産業
用地整備支援事業審査会」に諮ります。

【担当課：企業立地課　電話245-5279】

　就職氷河期世代のものづくり企業等への就
労を支援するため、ポリテクセンター等と連
携した能力開発セミナーや、企業とのマッチ
ング会などを実施します。

　引き続きナイトタイムエコノミーを推進す
るため、支援制度による事業費補助、審議会
の運営及びプロモーションを行います。

千葉市奨学金返還サポート制度【新規】

　市内企業への就労促進を図るため、千葉職
業能力開発短期大学校の卒業生（貸与型奨学
金利用者）が市内企業に就職した場合、最大
３年間奨学金返還支援金を支給します。

　技能職・技術職を将来の就労先の一つとし
て認識してもらうための冊子を作成し、千葉
市他、近隣３市の中学２年生に配布します。

＜事業概要＞

夜間の経済・文化活動の振興
（ナイトタイムエコノミー）



● ＭＩＣＥの推進

　市内で開催される国際会議及び一定の大規模
コンベンション主催者に対し、開催に要する経
費の一部について補助金を交付します。

【担当課：観光MICE企画課　電話245-5282】 （国際小児呼吸器学会2019：幕張メッセ）

● ＭＩＣＥの推進 ● ＭＩＣＥの推進

　大規模国際会議等のレセプションでのアト 　既存補助制度では対象外となる会議やコン
ラクション提供やアフターコンベンションツ ベンション主催者に対し、開催に要する経費
アーの支援を行います。 の一部について補助金を交付します。

【担当課：観光MICE企画課　電話245-5282】 【担当課：観光MICE企画課　電話245-5282】

● グリーンツーリズムの推進

収穫体験（令和元年度実施モニターツアーの様子）

● ● 市場機能の強化

　経営戦略策定のための調査及び老朽化して
いる施設の改修等を行います。

【担当課：地方卸売市場　電話248-3200】

　オリンピック・パラリンピック開催期間を
中心に、外国人向けの観光情報発信及び有料
ツアーガイドを実施する施設を海浜幕張に設
置します。

【担当課：観光プロモーション課　電話245-5066】

（レセプション・アフターコンベンションツアー開催支援） （新制度によるMICEの誘致）

　「市内陸部はグリーンツーリズムが楽しめる
エリア」というイメージ付けを図るため、市内
大学・民間企業等との協働によりエリアのイ
メージ（名称・ロゴ等）を考案・決定し、市内
外へプロモーションを行います。

【担当課：観光プロモーション課　電話245-5066】

外国人観光客向け情報発信・有料ツアー
ガイド施設の設置運営【新規】

（国際会議開催補助、大規模ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ開催補助）



単位：百万円

⑨ 農業の成長産業化
・ 農地銀行補助制度
・ 農業生産力強化支援事業
⑩ 「食のブランド化」推進事業【拡充】
⑪ 乳牛育成牧場跡地整備事業
⑫ スマート農業推進事業
⑬ 農業経営体の育成
⑭ 有害鳥獣対策の推進
⑮ 新規就農の推進

● 農地銀行補助制度 ● 農業生産力強化支援事業

法人等の農業参入を促進するため、農地 　法人等の農業参入を促進するため、高収益
の提供者に協力金を支給するとともに、新たな な生産体制の確立に必要な機械の導入や施設
農業参入の候補地選定の基礎調査を行います。 の整備に対して支援を行います。

【担当課：農地活用推進課　電話245-5769】

● ● 乳牛育成牧場跡地整備事業

【担当課：農政課　電話245-5758】

● スマート農業推進事業 ● 農業経営体の育成

● 有害鳥獣対策の推進 ● 新規就農の推進

【担当課：農業生産振興課　電話228-6278】 【担当課：農業経営支援課　電話228-6273】

　高品質化や省力化を実現するスマート農業
推進のため、ICTやロボット技術を活用した
機器及び農業機械の導入を支援します。

　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を図る農業用機械や栽
培施設の整備に対して助成します。

【担当課：農業生産振興課　電話228-6278】 【担当課：農業生産振興課　電話228-6278】

　捕獲業務を担う千葉市猟友会員の巡回の負
担軽減や効率化を図るためにIoT罠通知シス
テムを導入します。

　多様な農業の担い手を確保・育成するため
農業技術等を学ぶ研修、国の農業次世代人材
投資資金の交付を行います。

＜事業概要＞

【担当課：農政課　電話245-5757】

「食のブランド化」推進事業【拡充】

　千葉市の「食のブランド」を確立するた
め、認定制度を立ち上げ、認定品のプロモー
ション、販路拡大支援（百貨店、量販店、飲
食店、機内食など）を行います。

　市内陸部の諸資源を活かした、観光誘客に
よるにぎわいを創出するため、民間活力を導
入して新たな拠点施設を整備します。

【担当課：農業生産振興課　電話228-6278】

4 4
44 37 7

6 6
7 7

22 22
283 108 70 105

29 29
63 63

一般財源
使用料等 市債 その他

農 政 部

＜主要事業＞
事業費

財源内訳



単位：百万円

◆ 競輪事業特別会計

　市民の健全なレジャーとして親しみ楽しんでいただくとともに、地方財政に貢献することを
目的として、市営競輪及び他の競輪場で開催されている場外競輪の車券を発売します。
 また、民間活力を導入し、自転車競技の国際規格を採用した多目的スポーツ施設を整備し、
新しい形の競輪である（仮）２５０競輪を開催します。

【担当課：経済企画課250競輪準備室　電話245-5318／公営事業事務所　電話251-7111】

◆ 地方卸売市場事業特別会計

　生鮮食料品等の需要を円滑にするとともに、適正な価格を決定し、生産者及び消費者の
利益を図ることを目的とした施設である地方卸売市場の管理運営を行います

【担当課：地方卸売市場　電話248-3200】

1,501 787 521 6 187

総事業費
財源内訳

繰入金
使用料等 市債 その他

10,487 276 279 9,932 0

＜特別会計＞
総事業費

財源内訳
繰入金

使用料等 市債 その他



１　予算要求の基本的考え方

２　重点化する事業

単位：百万円

① 都市の魅力向上
・
・ 千葉港整備事業負担金
・ 千葉中央港地区まちづくり推進
③その他
・

● 千葉港整備事業負担金

　千葉県が実施している港湾整備事業に対して負担金を支出し、千葉中央港地区においては
港湾緑地の整備を実施します。

● 千葉中央港地区まちづくり推進

　港湾に接する緑地を整備することにより、千葉みなと駅からの回遊性向上を図るとともに、
地区来訪者への適切な防災対応と旅客船の運航促進のための整備を実施します。

【担当課：海辺活性化推進課　電話245-5348】

●
●

【担当課：都市総務課　電話245-5333】
【担当課：都市総務課　電話245-5333】

　花見川の魅力を活かしたまちづくりを進め
るため、流域の公園・緑地と一体的に河川空
間を利活用する官民連携手法を調査します。

　次期基本計画の策定を見据え、都市計画マ
スタープランや景観計画などの見直しに着手
します。

＜事業概要＞

花見川利活用の官民連携手法検討調査
【新規】 都市計画の総合的な見直し

都市計画の総合的な見直し（R3～4：債務負担行為） 68 68

32 30 2
182 111 71

10花見川利活用の官民連携手法検討調査【新規】 19 9

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債 その他

都 市 局 一般会計見積額　22,100百万円
（対前年度予算　+19.5％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞

　中央公園・通町公園の連結強化や千葉駅東口の再開発事業などを推進して千葉駅周辺を活性化
し、都市の魅力向上を図ります。併せて、稲毛海浜公園リニューアルや千葉公園の再整備などによ
り緑と水辺を活かしたまちづくりに取り組みます。
　また、建物の耐震診断・改修、老朽化した公園施設の更新などを行い、安全・安心な環境整備に
資する事業に取り組みます。

①都市の魅力向上
②安全安心なまちづくり

局 課



単位：百万円

① 都市の魅力向上
・ 地域公共交通網形成計画の策定
・ バリアフリー基本構想の策定
・ 鉄道駅バリアフリー化の推進（R3～4:債務負担行為）　
・ 幕張新都心拡大地区新駅の整備
・ 公共交通利用促進事業　【新規】
・ 中央公園・通町公園の連結強化
・ エリアリノベーション
・ 新千葉２・３地区第一種市街地再開発事業　【新規】
・ 千葉駅東口地区第一種市街地再開発
・ JR蘇我駅東口駅前地区のまちづくり
・ JR稲毛駅東口周辺のまちづくり
・ 土地区画整理事業未施行地区における整備手法の検討
②
・ 都市モノレール施設更新改良
・ 市街地液状化対策の推進
・ 寒川第一地区土地区画整理
・ 東幕張地区土地区画整理
③
・ 都市計画各種地域等指定基準の策定

● 地域公共交通網形成計画の策定 ● バリアフリー基本構想の策定

　立地適正化計画と連携し、持続可能な公共 　バリアフリー法の改正を踏まえ、立地適正
交通ネットワークを形成するため、新たに地 化計画等の関連計画との連携を図るため、現
域公共交通網形成計画を策定します。 基本構想の見直しを行います。

【担当課：交通政策課　電話245-5351】 【担当課：交通政策課　電話245-5351】

● 鉄道駅バリアフリー化の推進 ● 公共交通利用促進事業　【新規】

　鉄道駅のバリアフリー化を進めるため、駅 　持続可能な公共交通実現のため、利用促進
のエレベーターや多機能トイレの整備を実施 策の一環として、停留所などのバス待ち環境
する事業者に対して経費の一部を助成します。 改善に資する整備費の一部を助成します。

【担当課：交通政策課　電話245-5351】 【担当課：交通政策課　電話245-5352】

● 幕張新都心拡大地区新駅の整備

　幕張新都心の都市機能の強化及び交通機能
の分散を図るため、新駅の整備を促進します。

【担当課：交通政策課　電話245-5351】

新駅イメージ図（鳥瞰図）

＜事業概要＞

その他
15 15

333 112 113 108
1,692 638 638 416

816 393 408 15
193 150 43

5 5
安全安心なまちづくり

11 11
14 14

290 145 145
445 60 183 202

214 138 54 22
10 10

251 23 228
15 15

21 5 16
23 23
53 53

都 市 部

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債 その他



● 中央公園・通町公園の連結強化

【担当課：都心整備課　電話245-5327】
通町公園再整備イメージ図（鳥瞰図）

● エリアリノベーション ●

【担当課：都心整備課　電話245-5328】 【担当課：都心整備課　電話245-5327】

● 千葉駅東口地区第一種市街地再開発

【担当課：市街地整備課　電話245-5325】
千葉駅東口地区第一種市街地再開発

● JR蘇我駅東口駅前地区のまちづくり ● JR稲毛駅東口周辺のまちづくり

【担当課：市街地整備課　電話245-5325】 【担当課：市街地整備課　電話245-5325】

● 土地区画整理事業未施行地区における
整備手法の検討

【担当課：市街地整備課　電話245-5326】

● 都市モノレール施設更新改良

　モノレールの安全で安定した運行を確保し
利用者の利便性の向上を図るため、経年劣化
に伴う施設や設備の更新を行います。

【担当課：交通政策課　電話245-5352】

殿台変電所設備

　遊休不動産を活用し、補助金に頼らない民
間主導のまちづくりを担う人材の持続的な排
出(ヒトづくり)と連続的な事業の創造(コト
づくり)を支援するスクール等を開催しま
す。

　千葉駅西口に近接する本地区の土地の高度
利用を図るため、民間主体の再開発事業に支
援を行います。

　市街地再開発事業に対し補助金の交付を行
うとともに、東口駅前広場の再整備を進めま
す。

　駅前広場と駅前商業地を一体的に再編し、
土地の高度利用や賑わいの創出を図るととも
に、都市基盤の整備を行うため再開発事業検
討を進めます。

　駅前広場と駅前商業地を一体的に再編し、
老朽化した既存建築物の機能更新や賑わいの
創出を図るとともに、都市基盤の整備を行う
ため再開発事業の検討を進めます。

　長期間事業化がされていない未施行地区に
ついて、社会情勢や周辺状況の変化等の実状
に合わせた整備手法の検討を進めます。

　千葉駅周辺の活性化グランドデザインの先
行整備プログラムに位置づけており、通町公
園の用地買収や整備に向けた既存施設の移設
等の検討を行います。

新千葉２・３地区第一種市街地再開発事
業　【新規】



● 市街地液状化対策の推進

● 東幕張地区土地区画整理

【担当課：市街地整備課　電話245-5336】

● 寒川第一地区土地区画整理 【担当課：東幕張土地区画整理事務所　電話276-0456】

● 都市計画各種地域等指定基準の策定

　都市計画マスタープラン等の見直しに合わ
せて、用途地域等の指定基準案などを策定し
ます。 東幕張土地区画整理事業区域周辺

【担当課：都市計画課　電話245-5305】

単位：百万円

●千葉駅西口地区第二種市街地再開発事業
◆ 市街地再開発事業特別会計

　Ｂ工区の再開発建物や公共施設の完成を受け事業計画の変更を行うとともに、ペデストリアン
デッキの供用開始に伴う交差点改良工事を実施します。

【担当課：都心整備課　電話245-5327】

検見川・稲毛地区土地区画整理
◆ 都市計画土地区画整理事業特別会計

　事業内容を記載
　都市基盤の整備による安全で安心なまちづくりを目指して土地区画整理事業を進めま
す。建物移転を進め、宅地造成や道路舗装等を行います。

【担当課：検見川稲毛土地区画整理事務所　電話276-3057】

1,319 2 635 92 590

総事業費
財源内訳

繰入金
使用料等 市債 その他

その他
1,087 54 1,033

　東日本大震災による地盤の液状化により著
しい被害を受けた地域において、再度災害の
発生を抑制するため、道路等の公共施設と宅
地との一体的な液状化対策を推進します。

　都市基盤の整備による安全で安心なまちづ
くりを目指して土地区画整理事業を進めま
す。ＪＲ幕張駅北口では駅前広場及び駅前線
の早期完成を目指します。

　都市基盤の整備による安全で安心なまちづ
くりを目指して土地区画整理事業を進めま
す。建物移転を進め、公共施設の整備改善を
行います。

【担当課：寒川土地区画整理事務所　電話266-0201】

＜特別会計＞
総事業費

財源内訳
繰入金

使用料等 市債



単位：百万円

②安全安心なまちづくり
・ 空家等対策
・ マンション再生支援
・ 市営住宅の整備
・ 耐震診断・改修助成　
・ 緊急輸送道路沿道建築物耐震助成
・ 狭あい道路拡幅整備　
・ 市有建築物の保全
③その他
・ 結婚新生活支援
・ 建築関連総合窓口整備　【新規】

● ●

● ●

●

阪神淡路大震災被害による道路閉塞の様子

【担当課：建築指導課　電話245-5836】

【担当課：住宅整備課　電話245-5852】 【担当課：建築指導課　電話245-5836】

緊急輸送道路沿道建築物耐震助成

　震災時の避難、救援復旧活動に使用するた
めに指定された緊急輸送道路の沿道建築物の
耐震化を促進するため、耐震改修等の費用の
一部を助成します。

市営住宅の整備 耐震診断・改修助成　

 千葉市営住宅長寿命化・再整備計画に基づ
き、市営住宅を計画的に修繕することで、建
物の適切な維持保全及び長寿命化を図りま
す。また、老朽化した市営住宅の解体を行
い、住環境の改善を図ります。

　「安全で災害に強いまちづくり」の実現に
向け、昭和56年5月以前の耐震基準により建
設された住宅の耐震性能の向上を図るため、
分譲マンション・木造戸建住宅の耐震診断や
耐震改修、耐震シェルター設置に要する費用
の一部を助成します。また、平成12年5月以
前の耐震基準により建設された住宅の耐震改
修に要する費用の一部を助成します。

　平成３０年７月策定の千葉市空家等対策計
画に基づき、空家等の流通活性化を促す取組
みとして「空家等情報提供制度」や地域課題
の解決等に関する空家や跡地活用の提案を募
集し、採択した提案に対して支援を行う「空
家等対策のモデル事業」等を実施します。

　高経年化した分譲マンションの建替えを促
進し、地域の居住環境の向上と地域コミュニ
ティの再生を図るため、マンション管理組合
等に対して、合意形成・計画策定に要する費
用の一部を助成します。

【担当課：住宅政策課　電話245-5896】 【担当課：住宅政策課　電話245-5809】

＜事業概要＞

空家等対策 マンション再生支援

33 33

2,568 2,232 1 335

9 4 5

24 13 11
3 3

683 175 335 137 36
69 34 35

14 5 9
2 1 1

建 築 部

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債 その他



● 狭あい道路拡幅整備　 ● 市有建築物の保全

● 建築関連総合窓口整備　【新規】

● 結婚新生活支援

【担当課：建築情報相談課　電話245-5839】

　若年世帯の人口流入及び少子化対策とし
て、低額所得者の婚姻に伴う新生活を支援す
るため、新婚世帯に対し、住居費及び引越し
費用などの一部を助成します。

【担当課：住宅政策課　電話245-5809】

狭あい道路拡幅整備事業　概要図

　災害時や消火救急活動時の安全確保及び日
照、通風などの生活環境の改善を図るため、
後退用地やすみ切り用地を寄付する市民に助
成金等の交付を行い、狭あい道路の拡幅を推
進します。

　市有建築物の施設保全に係る業務に関
し、中長期保全計画に基づいた効率的な
予算執行及び建物の適切な維持管理を図
ります。

【担当課：建築管理課　電話 245-5821】
【担当課：建築指導課　電話245-5856】

　建築関連総合窓口の更なる市民サービス向
上と事務の効率化を図るため、来庁者自らが
簡易な操作で建築計画概要書の検索や閲覧等
ができるシステムの開発などを行います。

すみ切り用地の設置

樹木の移植

後退用地の舗装

既存の建物

建て替え用地

２ ｍ

側溝の移設

２ ｍ

建て替え用地

門・塀等の撤去

後退用地の舗装

既存の建物

既存の建物

狭あい

道 路

既存の建物

道路中心線

４ ｍ未満

市 道

（助成金・奨励金）

（助成金）

（助成金）

３
ｍ

狭あい道路

幅員４ｍ以上の道路



単位：百万円

・ 稲毛海浜公園のリニューアル
・ 千葉公園の再整備
・ オオガハスの魅力発信
・ 特別緑地保全地区の推進
・ 青葉の森スポーツプラザ施設整備
・ 亥鼻公園サクラ再生
・ 身近な公園の整備
・ 蘇我スポーツ公園整備
・ 都川水の里公園整備
・ 花見川サイクリングコースの充実

・ 公園等・街路樹適正管理の推進（危険木伐採）【拡充】
・ 身近な公園のリフレッシュ推進
・ 花島公園の充実
・ 泉自然公園の魅力向上
・ 昭和の森の魅力向上

・ 次期「緑の基本計画」の策定　【新規】

● 稲毛海浜公園のリニューアル ● 千葉公園の再整備

● オオガハスの魅力発信　

● 特別緑地保全地区の推進

　市街地に残された良好な自然環境を将来に
渡り保全するため、特別緑地保全地区の用地
取得を行います。

【担当課：公園管理課　電話245-5776】

【担当課：緑政課　電話245-5789】 【担当課：緑政課　電話245-5789】

　市の花「オオガハス」を幅広く魅力発信す
るため、大賀ハスまつりの運営充実やＰＲな
どに取り組みます。

【担当課：緑政課　電話245-5753】

＜事業概要＞

　民間活力導入による施設リニューアルや管
理運営により、海辺の魅力向上や賑わい創出
を図ります。

　千葉公園のさらなる魅力向上や周辺地域の
活性化などを図るため、公園の再整備に係る
設計を行います。

＜重点的に取組みを行うもの＞

③その他
4 4

17 17 0

1 1
33 12 20 1

484 484
219 16 95 90 18

73 68 5
②安全安心なまちづくり

56 26 12 18
1,012 1,011 1

2 1 1
280 250 17 13

97 60 34 3
156 93 63

45 27 17 1
10 10

市債 その他
①都市の魅力向上

846 845 1

公 園 緑 地 部

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等

市の花「オオガハス」



● 青葉の森スポーツプラザ施設整備

● 亥鼻公園のサクラの再生 ● 身近な公園の整備

● 蘇我スポーツ公園の整備

● 都川水の里公園の整備 ● 花見川サイクリングコースの充実

● 公園等・街路樹適正管理の推進  【拡充】

【担当課：公園管理課　電話245-5779】

【担当課：公園建設課　電話245-5781】 【担当課：公園建設課　電話245-5784】

　市民の安全性・利便性を確保するため、公
園や街路樹の管理を充実させるほか、危険木
を伐採し、台風時の倒木被害を防ぎます。

【担当課：中央・稲毛公園緑地事務所　電話251-5103】 【担当課：公園建設課　電話245-5784】

　市民が「するスポーツ」「観るスポーツ」
を実現するための拠点施設となり、災害時に
は防災拠点として機能する大規模な運動公園
の整備を進めます。

【担当課：公園建設課　電話245-5781】

　都川多目的遊水地を有効活用し、緑と水辺
のふれあい拠点となる総合公園の用地取得を
行います。

　豊かな自然環境を楽しめるコースを本市の
魅力として生かすため、走行環境の改善を図
ります。

　安全で快適な利用環境を確保するため、老
朽化したスポーツ施設の修繕を行います。

【担当課：公園管理課　電話245-5780】

　サクラの名所である亥鼻公園のサクラを再
生し、本市の魅力ある景観を将来に渡って保
全します。

　日常的なレクリエーションの場となる市民
に最も身近な公園の整備を行います。

蘇我スポーツ公園

青葉の森スポーツプラザ 陸上競技場



● 身近な公園のリフレッシュ推進

● 花島公園の充実 ● 泉自然公園の魅力向上

● 昭和の森の魅力向上 ● 次期「緑の基本計画」の策定　【新規】

単位：百万円

◆ 動物公園事業特別会計

【担当課：動物公園　電話252-7566】

1,350 360 391 10 589

　市民に身近な動物園として、また、都市の活性
化につなげる集客観光施設として、平成２５年度
に策定した動物公園リスタート構想に基づき、
ハード・ソフトの両面から様々な事業を展開しま
す。

・動物公園の施設改修
・動物公園の広報活動の充実

＜特別会計＞
総事業費

財源内訳
繰入金

使用料等 市債 その他

【担当課：花見川公園緑地事務所　電話286-8740】 【担当課：若葉公園緑地事務所　電話228-0080】

　昭和の森の魅力向上のため、樹林地の再生
などを計画的に行い、安全かつ快適な利用環
境の確保します。

　次期「緑の基本計画」策定に向け、市内の
樹林地や耕作地、公園などの緑の分布状況を
把握するため、緑被率の調査を行います。

【担当課：緑公園緑地事務所　電話294-2884】 【担当課：緑政課　電話245-5773】

　公園の安全性・快適性の維持・向上を図る
ため、公園施設長寿命化計画の策定を行いま
す。また、老朽化の進んだ遊具等の施設の更
新や出入口等のバリアフリー化などを行いま
す。

【担当課：公園管理課　電話245-5779】

　花島公園の老朽化した施設の調査を行い、
快適な公園利用を確保します。

　泉自然公園の魅力向上による利用者の満足
度を高めるため、既存施設の改修により、安
全性や快適性を確保します。

身近な公園のリフレッシュ推進



ア　一般会計
１　予算要求の基本的考え方

　建設局では、地震や風水害等へ備えた防災・減災対策、地域力を支える社会インフラの効果的な
維持管理と次世代に向けた着実な整備、より安全な移動を確保するための施設整備を重点的に進め
る。これにより、「安全・安心なまち」、「生産性の向上による経済成長が期待できるまち」を目
指す。

２　重点化する事業
①防災対策

「橋梁の耐震化・架け替え（亥鼻橋・柏井橋）」
「無電柱化（千葉大網線）」「河川の改修（支川都川）」
「排水施設・都市下水路の整備（宇那谷２号排水路等・東寺山調整池）」
「急傾斜崩壊防止工事の推進」「災害に強いまちづくり」

②維持修繕
「道路施設の維持修繕（長寿命化）」
「舗装側溝新設改良」

③交通安全
「交通安全施設の充実」「交差点の改良（越智はなみずき台入口交差点、誉田駅北口線）」
「歩道の改良・整備（天戸町横戸町線、中央星久喜町線）」

④道路・街路整備
「主要な放射・環状道路（磯辺茂呂町線、塩田町誉田町線）」
「早期供用開始予定の工事実施路線（幕張本郷松波線（弥生町地区）、南町宮崎町線）」
「企業立地促進関連事業（東寺山町山王町線）」
「直轄事業関連（国道３５７号湾岸千葉地区改良（蘇我地区））」

イ　特別会計（農業集落排水事業特別会計）
１　予算要求の基本的考え方

農業用用排水の水質の汚濁を防止し、農村地域の健全な水循環に資するため、施設の機能を保
全するとともに、将来にわたり農業集落排水の汚水処理機能を持続するための経済的・効果的な
再編を進める。

２　重点化する事業
①維持管理

「予防保全型の施設管理」
②老朽化対策

「事業計画に合わせた施設更新」
③施設再編

「合理的かつ経済的な再編計画の策定」

ウ　事業会計（下水道事業会計）
１　予算要求の基本的考え方

　市民の生命・財産を守り、安全・安心な生活を将来においても確保するため、局地的な大雨に対
する地域の状況に応じた効率的な雨水整備、首都直下地震に対する下水道施設の耐震化及び災害時
における衛生的なトイレ環境の整備、ストックマネジメント計画に基づく老朽化した下水道施設の
効率的な維持管理・改築、海辺の水質を改善するための高度処理施設の整備を行う。

２　重点化する事業
①防災対策　　 

「雨水対策の強化」「下水道施設の耐震化＜マンホールトイレ整備を含む＞」
②管理運営　　 　

「下水道施設の維持管理」
③老朽化対策  　 

「下水道施設の改築」
④水質改善

「高度処理施設の整備」 

建 設 局 一般会計見積額　33,278百万円
（対前年度予算　＋17.5 ％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞



単位：百万円

① 防災対策
・ 橋梁の耐震化
・ 無電柱化の推進
・ 災害に強いまちづくり　【新規】
② 維持修繕
・ 道路施設の長寿命化
・ 市民生活に密着した道路維持の充実
③ 交通安全
・ 交通安全施設の充実
・ 歩道の改良
④ その他
・ 狭あい道路の拡幅
・ 特殊車両通行許可の迅速化
・ 私道の整備助成
・ 建設工事の生産性向上　【新規】

● 橋梁の耐震化

【担当課：土木保全課　電話245-5386】

＜事業概要＞

　震災時における救命活動や物資輸送のため
の交通の確保と二次災害防止のため、橋梁の
耐震補強を行います。

28 28
2 2

15 7 7 1
5 5

170 139 31
471 432 36 3

1,902 1,177 477 248
3,437 3,380 57

20 20

455 235 215 5
274 100 124 50

その他

土 木 部

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債

【橋梁の耐震化 事例】

（浜田陸橋）

橋桁が落下しないようにチェーンで連結し

たり、橋脚の補強をするなど、橋梁の耐震

化を図っています。



● 無電柱化の推進

【担当課：土木保全課　電話245-5396】

● 災害に強いまちづくり　【新規】

【担当課：土木管理課　電話245-5389】

　安全で快適な歩行空間の確保及び防災機能
の向上を図り災害に強いまちづくりに必要な
道路環境を確保するため、無電柱化を推進し
ます。

　道路冠水による自動車の水没事故を防止す
るため、エアー遮断機を設置します。

【無電柱化の推進 事例】

（市道栄町１号線）

電線類を地中化し、電柱の撤去を進めて

います。

「エアー遮断機」のイメージ

「エアー遮断機」の設置により、ゲリラ豪

雨等により道路が冠水した際、職員に

よる通行止めを待たなくても、即時物理的

な通行止めの対応を可能とし、自動車の水

没事故を未然に防止します。



● 道路施設の長寿命化

【担当課：土木保全課　電話245-5386】

● 市民生活に密着した道路維持の充実

【担当課：土木管理課　電話245-5389】
【担当課：土木保全課　電話245-5386】

● 交通安全施設の充実

【担当課：土木保全課　電話245-5396】

● 歩道の改良

【担当課：土木保全課　電話245-5396】

　市民生活を支える最も重要な社会基盤であ
る『道路』を常に誰もが安全に安心して通行
できるよう舗装・側溝の新設や改良を行い、
交通事故の未然の防止や振動・騒音による沿
道への影響を少なくします。

　道路利用者の安全性、快適性の向上と交通
の円滑化を図るため、薄くなった区画線の引
き直しや、目的地を案内する標識等の設置を
行い、交通事故の未然の防止と利用しやすい
道づくりを進めます。また、通学路や未就学
児の移動経路の路肩を着色し、歩行者と車両
の通行区分を明確にすることで児童等の安全
確保を図ります。

　誰もが安全に安心して通行できるよう、歩
道の段差解消や視覚障害者誘導用ブロックを
設置し、歩道のバリアフリー化を行い、利用
者にやさしい歩道に改良します。

　道路施設の安全性を将来にわたり確保する
ため、長寿命化修繕計画に基づき、道路施設
の計画的な補修を図ります。

【道路施設の長寿命化事例】

（豊砂陸橋）

橋りょう等の補修（塗替え塗装等）を

実施しています。

【歩道の改良 事例】

（国道１２６号）

歩道の段差解消などを行い、利用者にやさ

しい歩道を整備しています。

【交通安全施設の充実 事例】

（市道宮野木町１５号線）

路肩をカラー化し、通学路の安全対策を

実施しています。



● 狭あい道路の拡幅

【担当課：土木管理課　電話245-5387】

● 特殊車両通行許可の迅速化

【担当課：土木管理課　電話245-5387】

● 私道の整備助成

【担当課：土木管理課　電話245-5387】

● 建設工事の生産性向上　【新規】

　建設工事の生産性向上を図るため、工事書
類の電子化（電子納品）や工事経験の浅い作
業員でも効率よく作業を行えるＩＣＴ活用工
事を推進し、これに対応した検査を行うため
の機器を導入します。

【担当課：技術管理課　電話245-5092】

　安全で良好な住環境の形成を図るため、寄
付される道路後退用地内の塀の撤去費などの
一部を助成するとともに、道路を整備しま
す。

　特殊車両の通行許可申請書の作成時間を短
縮させるため、道路情報データベースの整備
を進めます。

　道路利用者の安全と生活環境の向上を図る
ため、私道の舗装や排水施設の整備費の一部
を助成します。

通行申請書作成時間を短縮させ、スムーズ

な特殊車両の通行につなげます。

特殊車両のイメージ

【私道の整備助成の事例】

私道の舗装や排水施設の整備費の一部を

助成し、生活環境の向上につなげます。

【検査実施イメージ】

タブレット端末を用いた工事書類（電子

データ）と現地の整合確認



単位：百万円

① 防災対策
・ 花見川に架かる２橋の架け替え整備
③ 交通安全
・ 歩道の整備
・ 交差点の改良
④ 道路・街路整備
・ 都市計画道路「塩田町誉田町線」の整備
・ 都市計画道路「磯辺茂呂町線」の整備
・ 都市計画道路「村田町線」の整備
・ 都市計画道路「誉田駅前線」の整備
・ 都市計画道路「幕張本郷松波線」の整備
・ 都市計画道路「南町宮崎町線」の整備
・ 企業立地を促進するための道路整備
・ 生活道路の整備
⑥ その他
・ 自転車を活用したまちづくり
・ 国道直轄事業の促進（負担金）

● 花見川に架かる２橋の架け替え整備

● 歩道の整備

　花見川に架かる「柏井橋」・「亥鼻橋」は、幅員が狭くいずれも建設後５０年以上が経過した橋
梁であり、「千葉市橋梁長寿命化修繕計画」に基づき計画的な架け替えを行うもので、合わせて歩
車道を分離し、自動車や歩行者の安全確保も図ります。

【担当課：道路建設課　電話245-5258】

　通学路や歩行者の通行
が多い道路に歩道を設置
し、歩行者が安全に安心
して
通行できる歩行空間を創
設します。

【担当課：道路建設課　電話245-5383】

425 0 425 0 0

＜事業概要＞

950 714 130 75 31

679 0 658 0 21
707 0 619 0 88

256 0 127 70 59
209 0 147 60 2

340 0 162 162 16
468 0 230 230 8

1,263 0 565 637 61
1,252 0 612 612 28

119 0 86 0 33
1,193 0 603 451 139

526 0 385 120 21

道 路 部

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債 その他

（亥鼻橋の状況 （河口から約6ｋｍ））（柏井橋の状況 （河口から約9ｋｍ））

（歩行者が多く、歩行スペースが不足）

迂回道路

新橋架設位置

既設橋迂回道路

歩道の拡

幅が必要

歩道の設置

が必要



● 交差点の改良

● 都市計画道路「塩田町誉田町線」の整備

● 都市計画道路「磯辺茂呂町線」の整備

　国道３５７号から国道１６号を通過し誉田町に至る主要幹線道路で、国道１６号から千葉東南部団
地までが供用されています。
　現在､未整備区間の国道３５７号から国道１６号･京葉道路までの約０．８ｋｍ（塩田町地区）と、
千葉南警察署先の交差点から誉田駅前線までの約１．４ｋｍ（誉田町地区）の整備を行っています。
　この整備により、本市の東南部と臨海部との連絡強化などを図ります。

【担当課：街路建設課　電話245-5342】

　市内の放射道路をつなぐ環状道路である本路線は、起点である美浜区磯辺の千葉臨海線から国道３
５７号と交差し、(主)穴川天戸線の園生町交差点までの整備が完了しています。
　引続き､園生町交差点から京葉道路を跨ぎ、国道１６号を越え、愛生町の園生町１１１号線までの約
２．４ｋｍの整備を進め､都心部への通過交通の分散､狭隘道路の解消など、周辺交通の円滑化及び中心
市街地の渋滞緩和を図ります。

【担当課：街路建設課　電話245-5342】

　右折車線や左折車線を
設置するなど、交差点の
改良を行うことにより、
渋滞を緩和させ、交通
事故の減少と歩行者の
安全確保を図ります。

【担当課：道路建設課　電話245-5383】

（左折待ち車両が原因で、直進車が反対車線を走行）（右折待ち車両が原因で、渋滞が発生）

（国道16号付近供用区間）

左折車線の

設置が必要

右折車線の

設置が必要

（園生町交差点から京葉道路方面の事業区間） （並行する生活道路の状況）

（塩田町から京葉道路方面の事業区間）



● 都市計画道路「誉田駅前線」の整備

● 都市計画道路「幕張本郷松波線」の整備

● 都市計画道路「南町宮崎町線」沿道地区の整備 ● 都市計画道路「村田町線」沿道地区の整備

● 企業立地を促進するための道路事業

・東寺山町山王町線の拡幅

　長沼・六方地区の企業立地を促進するため、幅員が狭く、大型車通行規制がかかっている当該
路線の
道路を拡幅し、通行規制を解除することにより、当該地区へのアクセス向上を図ります。

【担当課：道路建設課　電話245-5383】

【担当課：街路建設課　電話245-5616】

　千葉都心部と幕張町地区を結び、国道１４号と
並行
に位置する幹線道路です。現在、弥生地区で整備
を、
幕張町地区で事業化に向けた調査を行っていま
す。
　弥生地区で進めている整備では、ＪＲ稲毛駅か
ら
西千葉駅までが連結され、地域拠点間の連携連絡
強化、
狭隘な道路の拡幅により、交通混雑の緩和や歩行
者の

【担当課：街路建設課　電話245-5344】

　JR蘇我駅を起点とし、国道１６号に至る幹線
道路で、当該事業区間の整備により、加曽利町
大森町線を経由し京成大森台駅に連絡され、地
域拠点間の
連絡強化及び交通処理の円滑化を図ります。

　国道１６号を起点とし、市原市都市計画道路
八幡椎津線に接続する主要幹線道路で、当該
事業区間の整備により、本市と市原市及び県南
方面を相互に連絡し、周辺都市との連絡強化を
図ります。
　また、接続する周辺生活道路を整備すること
により、地域住民の交通安全と生活向上を
図ります。

　　【担当課：街路建設課　電話245-5344】 　【担当課：街路建設課　電話245-5616】

　JR誉田駅の南口を起点とし、事業中の塩田町誉田町線
（誉田町地区）を結ぶ幹線道路です。
　当該事業区間の整備により、狭隘な現道を拡幅し利便
性・
安全性の向上を図るとともに、南口駅前広場の整備を行
い、
交通結節点の機能強化を図ります。

（東寺山町山王町線の拡幅）

Ｒ１６

東関東自動車道路

現道の拡幅

（幅員が狭く、歩道の分離も不十分）

（南口駅前広場の状況）

誉田駅舎

（放医研西側交差点から稲毛駅方面の事業区間）

計画幅員16ｍ



● 生活道路の整備

● 国道直轄事業の促進（負担金）

● 自転車を活用したまちづくり

【担当課：自転車政策課　電話245-5607】

　「自転車を活用したまちづくり条例」に基づき、
自転車の自発的な利用や交通安全への理解を深める
ためのイベントの開催や、安全で快適に通行できる
自転車走行環境の整備を進めています。
　また、自転車利用者が安全で使いやすく、安心
して駐車ができるよう駐輪場の整備を行うほか、
放置自転車の追放指導及び移動・保管をするなど
の放置自転車の対策を行っています。

　快適な生活環境づくりのため、市民が日常的に利用している身近な道路を､その地域の実情に
あわせ、
改良(拡幅､局部的な改良､待避所整備等)を行い､安全性や利便性の向上を図ります。

【担当課：道路建設課　電話245-5383】

　一般国道の新設・改築事業等に対して､道路法第５０条等に基づき､千葉市が負担金を
支出するものです。
　負担する主な事業は、交通の円滑化を目的とした、国道３５７号の６車線化などで、
平成２９年度に新規事業化された蘇我地区の６車線化を進めています。
　また、市内の直轄国道の交通事故対策等も実施されます。

【担当課：道路計画課　電話245-5290】

（稲荷交差点付近）

（車両がすれ違い出来ず、出合い頭に停止） （車両がすれ違い出来ず、歩行者の通行が困難）

待避所の設置が必

要

部分拡幅が必要

【放置自転車対策の推進 事例】

【自転車走行環境の整備 事例】

（自転車レーン等の整備）

【周知啓発イベント 事例】

（電磁ロック式ラック等の整備）（交通安全への理解等を深めるイベントの開催）

至 木更津

至 東京

主要渋滞箇所

至 東京

至 東京

蘇我陸橋

至 木更津

主要渋滞箇所

（蘇我陸橋南交差点付近）



単位：百万円

・ ①防災対策
・ 　河川の改修
・ 　排水施設の整備
・ 　都市下水路の整備
・ 　急傾斜地崩壊防止工事の推進
・ ②その他
・ 　排水路の改修
・ 　都市下水路の改修

● 河川の改修、排水施設・都市下水路の整備

（支川都川で溢水している様子） （大雨時の宇那谷２号排水路）

【担当課：都市河川課　電話245-5393】

● 急傾斜地崩壊防止工事の推進

　崩壊の危険性の高い崖地から市民の生命を守るため、急傾斜地崩壊危険区域の指定を受け、 
崩壊防止工事を行います。

（施工前） （施工後）

【担当課：都市河川課　電話245-5437】

＜事業概要＞

　大雨時における河川の氾濫や床上浸水などの被害軽減を図るため、河川改修や排水路・都市下
水路の整備を行います。

841 829 12
149 149 0

133 73 49 11
0

271 215 53 3
70 9 1 60

0
508 257 116 135

下水道管理部・建設部

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債 その他



単位：百万円

◆ 農業集落排水事業特別会計

　農業用用排水の水質保全と農村生活環境の改善を図り、併せて公共用水域の水質保全に
寄与します。

【担当課：下水道整備課　電話245-5762】

895 66 152 121 556

＜特別会計＞
総事業費

財源内訳
繰入金

使用料等 市債 その他



単位：百万円

◆ 下水道事業会計 ［ ］

【担当課：下水道経営課　電話245-5405】

 

● 浸水被害の軽減と対策の強化

【担当課：雨水対策課　電話245-5420】

● 地震時における下水道機能の確保
＜下水道施設の耐震化（管渠）＞

＜下水道施設の耐震化（処理場・ポンプ場）＞

【担当課：下水道整備課　電話245-5611】

　地震発生時の汚水の送水機能を確保するため、ポンプ場の耐震診断を行います。
　　ひび野ポンプ場

　市民の生命・財産を守り、安全・安心な生活を将来においても確保するため、局地的な大雨に対
する地域の状況に応じた効率的な雨水整備、首都直下地震に対する下水道施設の耐震化及び災害時
における衛生的なトイレ環境の整備、ストックマネジメント計画に基づく老朽化した下水道施設の
効率的な維持管理・改築、海辺の水質を改善するための高度処理施設の整備を行います。

＜事業概要＞

＜雨水管渠の整備＞
　局地的な大雨に対する地域の状況に応じた効率的な雨水管渠の整備を行います。
　【重点地区(65.1mm/h対応)】
  　　千葉駅東口再開発事業関連、宮崎、都町
　【重点地区以外(53.4mm/h対応)】
　　　幸町、亀岡、富士見、汐見丘

＜雨水浸透施設の整備＞
　雨水の流出抑制や地下水の涵養を図るため、雨水浸透施設の整備を行います。
　　千草台、稲毛東、みつわ台、千城台北、稲丘、弥生、稲毛台
＜防水板の設置（助成制度）＞
　局地的な大雨等による浸水被害を軽減するため、防水板などの設置工事費用を一部助成
します。

　地震発生時の下水道の流下機能を確保するため、下水道管渠の耐震化を行います。
　　轟町、弁天、末広、検見川、朝日ヶ丘、こてはし台、稲毛海岸、みつわ台、登戸外

＜下水道直結式マンホールトイレの設置＞
　避難所となる小学校などについて、災害時に使用可能なマン
ホールトイレの設置を行います。（20箇所）
  　生浜中、新宿中、宮崎小、西小中台小、さつきが丘西小、
　　花園小、花島小、小中台中、都賀中、緑町中、
　　市立養護学校、坂月小、みつわ台中、貝塚中、扇田小、
　　土気南中、磯辺第三小、打瀬中、稲浜中、真砂中

60,948 14,039 14,756 22,827 9,326 下水道経営課他8課

下水道管理部・下水道建設部（企業会計）

＜企業会計＞
総事業費

財源内訳
繰入金

使用料等 企業債 その他

【マンホールトイレ設置事例】

【防水板設置事例】【下水道管渠・雨水浸透施設イメージ図】 【防水板設置事例】【下水道管渠・雨水浸透施設イメージ図】



● ストックマネジメントの推進
＜下水道施設の改築（管渠等）＞

＜下水道施設の改築（処理場・ポンプ場）＞

【担当課：下水道施設建設課　電話245-5443】

● 下水道未普及地域の解消（汚水管渠の整備）

【担当課：下水道整備課　電話245-5611】

　下水道管渠の破損による道路陥没の発生等を未然に防止するため、老朽化した管渠の改
築やマンホール蓋の更新等を行います。
　　市場、千城台南、新港、大宮台、幸町、中央港、都賀の台、千城台外

【管渠　改築事例】

　処理場及びポンプ場の機械・電気設備の機能停止による重大な水質汚濁事故の発生を未
然に防止するため、老朽化した設備の改築を行います。
　【処理場】
　　 南部浄化センター　送風機、自家発電設備、汚泥脱水機
　【ポンプ場】
　　 長作、黒砂、高洲第一ポンプ場　機械・電気設備

【処理場・ポンプ場　改築事例】

　下水道の未普及箇所において、衛生的で快適な生活環境を整えるため、汚水管渠の整備
を行います。
  　塩田、大巌寺、仁戸名、大宮、古市場、大膳野、大金沢、誉田、椎名崎、長沼、
　　若松、幕張、横戸外

(更新前) (更新後)

(更新前）
(更新後：除塵機改築）

(更新前） （更新後：発電機改築）



● 管理・運営
＜施設の維持管理＞

＜包括的民間委託＞

＜下水道使用料徴収事務＞

【担当課：下水道経営課　電話245-5404】

● 海辺の水質保全（下水道高度処理施設の整備）

【担当課：下水道施設建設課　電話245-5443】

【赤潮・青潮発生事例】 【高度処理施設事例】

　安定的な下水道サービスを市民に提供するため、下水道施設の調査・点検、修繕等を行いま
す。
【調査・修繕】
　・管渠カメラ調査・点検、設備の修繕等

【包括的民間委託事例】

　水質の向上及び維持管
理コストの縮減のため、
浄化センターなどで平成
３１年度から、５年間の
第４期包括的民間委託を
引き続き行います。
【委託】
　・中央浄化センター、
　　南部浄化センター外

　下水道使用料を適正に賦課徴収するため、徴収事務
委託を引き続き行います。
【委託】
　・上下水道料金徴収事務委託
　・徴収一元化に伴う県水道局への委託外

　東京湾で発生する赤潮・青潮の発生要因の一つである窒素・リンを除去するため、処
理場において高度処理施設の整備を行います。
　　中央浄化センター

【調査・点検事例】

千葉市建設局(下水道)

ｲﾒｰｼﾞｷｬﾗｸﾀｰ

「ｶﾜｳｿ一家」

左　:アクア(ﾊﾟﾊﾟ)

右　:クリーン(ﾏﾏ)

中央:かわﾁｬﾝ(女の子)

【修繕事例】

（中央浄化センター：中央監視室）（南部浄化センター：点検整備）



農業委員、農地利用最適化推進委員の活動を支援し、
（１）農地制度の適正な運用
（２）農地等の利用の最適化の推進
（３）農業者への情報提供

を基本方針として、農業委員会活動を展開します。

単位：百万円

・ 農業委員会運営
・ 農地銀行活動　【拡充】
・ 農業委員会だより発行
・ 農地違反転用防止
・ 農地基本台帳整備

● 農業委員会運営
　農地の売買や貸借、農地転用について審査するほか、農地利用の最適化の推進に関わる施策の
　決定を行います。

● 農地銀行活動
　法人を含めた意欲ある農業の担い手に農地を集約し、農地の有効活用を図るため、農地の貸
　し手・借り手、売り手・買い手のマッチングや調整を行います。

● 農業委員会だより発行
農家に対し、農業施策や農地制度等の普及・啓発を図るため、農業委員会だよりを発行しま
す。

● 農地違反転用防止
農地パトロールにより、違反転用の早期発見、早期対応に努めます。

● 農地基本台帳整備
農地台帳と農地地図の情報の一元化を図り、インターネットによる公表を行うフェーズ２シス
テムの運用を開始すると共に、農地基本台帳システムの整備を行います。

【農業委員会事務局　電話245-5768】

　【農業委員会事務局　電話245-5759】

【農業委員会事務局　電話245-5769】

【農業委員会事務局　電話245-5768】

2 0.4

【農業委員会事務局　電話245-5769】

2

＜事業概要＞

0.5 0.5
0.5 0.5

3 3
0.9 0.9

農業委員会事務局 一般会計見積額　３３百万円
（対前年度予算　△19.5％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債 その他



１　予算要求の基本的考え方
　住民同士の支え合い、安全・安心のまちづくり、市民全体のまちづくりを推進するため、区の自主
性を発揮した区の独自の施策を展開していく。

２　重点化する事業
①地域活性化支援
②中央区ふるさとまつり

単位：百万円

・ 地域活性化支援
・ 中央区ふるさとまつり
・ 魅力再発見まち歩きツアー
・ 地域リーダー研修
・ くらし安心・自主防災マップ作成

● 地域活性化支援

　区民の主体的な取り組みに対し、活動資金等
の支援を行い、公益活動の推進と自立的、継続
的な活動の発展を目指します。

【担当課：中央区地域振興課　電話221-2105】
花壇づくりの様子

● 中央区ふるさとまつり

　区民相互の交流・ふれあいによる地域の活性
化と区民意識の醸成を図ることを目的に、「中
央区ふるさとまつり」を開催します。

【担当課：中央区地域振興課　電話221-2105】 中央区ふるさとまつりの様子

＜事業概要＞

写真等掲載など

写真等掲載など

0.8 1

0.2 0
0.1 0

4 4
4 4

中 央 区 一般会計見積額　１２百万円
（対前年度予算　±0.0％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債 その他



１　予算要求の基本的考え方
花見川区では、「みんなの力で川と緑と笑顔が輝くまち」を実現するため、
（１）豊かな自然と文化が花ひらくまち
（２）こどもや高齢者の笑顔が花ひらくまち
（３）安全と安心が花ひらくまち
（４）心と心のつながりで花ひらくまち
（５）にぎわいと元気で花ひらくまち
を基本方針とし、各種の施策を総合的に推進します。
２　重点化する事業
①オオガハス文化伝承

単位：百万円

・ オオガハス文化伝承
・ 地域活性化支援
・ 地域リーダー研修【新規】
・ 区民対話会
・ 花見川区民まつり
・ 避難所運営委員会の支援
・ 排水栓を使用した初期消火活動の普及啓発
・ 花見川糖尿病０プロジェクト

＜事業概要＞

● オオガハス文化伝承

　オオガハス発祥の地に相応しいまちづくりを目
指し、地域住民が主体となってオオガハス文化の
伝承と普及活動に取組む団体を支援するほか、
オオガハスに接する機会を増やし、認知度を高め
ます。

【担当課：地域振興課　電話275-6203】
（ハスの花）

● 地域活性化支援

　地域団体や市民活動団体などによる地域課題解決や地域活性化のための自主的な取組みを
支援します。
【地域づくり活動支援】 地域づくり活動全般に対する支援
【区テーマ解決支援】 区が設定するテーマに沿った活動に対する支援

【担当課：地域振興課　電話275-6203】

2 2

0.2
0.1 0.1
0.2

0.1 0.1
4 4

0.2 0.2

その他
1 1
3 3

花 見 川 区 役 所 一般会計見積額　１１百万円
（対前年度予算　±0.0％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債



● 地域リーダー研修【新規】 ● 区民対話会

　地域のリーダーとなる担い手を育成する 　地域と行政の連携強化を図るため、
ため、町内自治会役員などを対象に研修 「区民対話会」を開催します。
会を開催します。

【担当課：地域振興課　電話275-6203】 【担当課：地域振興課　電話275-6203】

● 花見川区民まつり

　区内の各種団体の代表者等で組織された実行委
員会が、区民相互の交流・ふれあいによる地域の
活性化と区民意識を醸成するため「区民まつり」
を開催します。

【担当課：地域振興課　電話275-6203】
（花見川区民まつり）

● 避難所運営委員会の支援

　避難所運営委員会に対し、専門家による講演を
行うことで、活動内容の向上または充実を図るこ
とを目的とします。

【担当課：地域振興課　電話275-6224】

（講習会のイメージ）

● 排水栓を使用した初期消火活動の普及啓発

　地域の自主防災組織による排水栓を活用した
消火活動を促進するため、区で購入した資機材を
利用し、組織へ使用方法のデモンストレーション
や貸出を行います。

【担当課：地域振興課　電話275-6224】
（消火活動イメージ）

● 花見川糖尿病０プロジェクト

【担当課：健康課　電話275-6296】

　生活習慣病の一つである糖尿病の予防のた
め、テーマ別に作成したリーフレット等を活
用した知識の普及や、生活習慣改善のきっか
けづくりとなる運動講習会や料理教室等を実
施していくことで、区民に向けた効果的な周
知啓発を図ります。

（花見川糖尿病０プロジェクト運動講習会）



１　予算要求の基本的考え方
　稲毛区から笑顔を！を合言葉に、「思いやりと笑顔があふれ　人・地域・文化が交流する
文教のまち　稲毛区」を将来像に見据えて、
 （1）地域連携や絆づくり
 （2）文教のまちづくり
 （3）安全・安心のまちづくり
を基本方針とし、各種の施策を総合的に推進します。
２　重点化する事業
　①パラスポーツ交流を通した地域活性化

単位：百万円

①パラスポーツ交流を通した地域活性化
・ パラスポーツ交流を通した地域活性化
②その他
・ 地域活性化支援
・ 区民まつり
・ 地域における防災訓練環境の整備推進
・ ランチタイムコンサート
・ 「単位町内自治会」向けセミナー
・ 若者選挙プロジェクト
・ 健康づくりウオーキング

● パラスポーツ交流を通した地域活性化

　共生社会の形成と地域の活性化を推進する
ため、障害のある方もない方も、そして
子どもから高齢者まで共に楽しみ交流できる
パラスポーツイベントを実施します。
　2020東京オリンピックパラリンピック開催
を記念して、ボッチャ区民大会を実施します。

【担当課：地域振興課　電話284-6105】

● 地域活性化支援

区基本計画に定める方向性に沿ったまち
づくりを推進するため、地域における多様な
主体による地域活性化の視点に基づく取組み
を支援し、地域課題の解決と地域の活性化
を図ります。

【担当課：地域振興課　電話284-6105】

＜事業概要＞

（ボッチャ体験会　千葉経済大学祭にて）

（NPO法人Drops　地域交流拠点の様子）

0.1 0.1
0.4 0.4

0.4 0.4
0.7 0.7

4 4
0.3 0.3

0.3 0.3

3 3

稲 毛 区 役 所 一般会計見積額　10百万円
（対前年度予算　±0.0 ％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債 その他



● 区民まつり

地域団体で構成される実行委員会を主体に
区内大学の学生がサポーターとして協力し、
区民まつりを毎年１０月に開催しています。

総勢400人が参加する「区民おどり」など
の各種イベントを通じて、区民意識の醸成に
努めています。

【担当課：地域振興課　電話284-6105】

● 地域における防災訓練環境の整備推進 ● 若者選挙プロジェクト

　防災力の向上を図るため、訓練用具（ブルー 　若者の、投票率向上と地域活性化のため、
シート等）を貸し出すなど、区民が訓練に 「文教のまち　稲毛区」の特色を活かして、
取り組みやすくなるよう環境を整備します。 各高校等と連携のもと、「選挙を意識できる

環境」・「政治を考える場」を提供します。
【担当課：地域振興課　電話284-6107】

【担当課：地域振興課　電話284-6104】

● ランチタイムコンサート

区民の皆さんに芸術・文化を身近に感じて
いただくため、区役所ロビーを活用して月１回
程度ランチタイムコンサートを開催します。

【担当課：地域振興課　電話284-6105】

● 「単位町内自治会」向けセミナー　

新たに町内自治会長、役員となった方等を
対象に市の町内自治会支援関連業務を紹介し
たり、町内自治会の役員を対象に、先進事例
や市の地域関連事業、適切な役員引き継ぎ手
法等を紹介し、町内自治会における会長等役
員の円滑な交替や安定した運営を促進します。

【担当課：地域振興課　電話284-6105】

● 健康づくりウオーキング

　健康づくりスローガン「歩け稲毛あなたの
いっぽ」を推進するために、ウオーキングに
関する健康講座と実際にコースを歩いて楽し
く健康づくりを体験することで、運動習慣へ
のきっかけづくりと健康意識の向上を図りま
す。

【担当課：健康課　電話284-6494】

（区民まつり　区民おどりの様子）

（ランチタイムコンサートの様子）

（「単位町内自治会」向けセミナーの様子）

（健康づくりウオーキングの様子）



１　予算要求の基本的考え方
「豊かな自然環境と地域資源を生かし魅力と活力と誇りのあるまち　若葉区」を目指し、
（１）　区民一人ひとりが担うまちづくり
（２）　ともに支えあい、ともにはぐくむまちづくり
（３）　安心して便利に暮らせるまちづくり
（４）　愛着と誇りを持てるまちづくり
を基本方針とし、各種の施策を総合的に推進します。

単位：百万円

・ 地域活性化支援
・ 区民対話会 0
・ 自治会長セミナー　【新規】
・ 地域防犯力の向上
・ 地域防災力の向上
・ 高齢者の運転免許返納支援　【新規】
・ 若葉区の魅力発信
・ 若葉区民まつり
・ 花のあふれるまちづくり
・ ラジオ体操で健康づくりとまちづくり　【拡充】

● 地域活性化支援

【担当課：地域振興課　電話233-8122】

● 区民対話会

【担当課：地域振興課　電話233-8122】

　市政・区政に関する課題や問題点等について、区民
の意見やニーズを把握し施策の企画立案等に生かすと
ともに、区行政への関心を高めてもらうため、区長と
区民の対話会を開催します。

区民対話会の様子

＜事業概要＞

　地域課題に対応するため、地域における多様な主体
による地域活性化の視点に基づく自主的な取り組みを
支援します。
１.地域づくり活動支援
　 地域づくり活動全般に対する支援
２.若葉区テーマ解決支援
　 区長が定めるテーマに沿った活動に対する支援
３.地域拠点支援
　 地域づくり活動の拠点を整備・確保するための支
援 支援対象団体への研修の様子

0.4 0
0.7 1

0

3 3
0.7 1
0.1 0
0.2

0
0.2 0
0.2

4
0.0

若 葉 区 一般会計見積額　１０百万円
（対前年度予算　±0.0％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債 その他
4



● 自治会長セミナー【新規】

【担当課：地域振興課　電話233-8122】

● 地域防犯力の向上

【担当課：地域振興課　電話233-8124】
防犯交流会の様子

● 地域防災力の向上

【担当課：地域振興課　電話233-8122】

● 高齢者の運転免許返納支援【新規】 実技講習会の様子

【担当課：地域振興課　電話233-8124】

● 若葉区の魅力発信

【担当課：地域振興課　電話233-8122】

● 若葉区民まつり

【担当課：地域振興課　電話233-8122】

● 花のあふれるまちづくり

【担当課：地域振興課　電話233-8122】
     花づくり教室の様子

　新任の自治会長向けに運営の参考としてもらうた
め、自治会運営の基礎や会計についてのセミナーを開
催します。

　地域の防犯力強化のため、防犯ウォーキングボラン
ティア募集や防犯パトロール隊交流会を実施するな
ど、防犯活動に取り組んでいる団体等を支援します。

　防災意識向上のため、区内小中高等学校の児童・生
徒等を対象に防災講演会や実技講習会などを実施しま
す。

　区役所等において臨時に運転免許返納窓口を設置
し、高齢者の免許返納を支援します。

　若葉区の地域資源（加曽利貝塚等）の魅力を発信し
区の認知度向上を目指すとともに、区民に区の魅力を
再確認してもらうことで、地元に対する誇りや愛着の
醸成を図ります。

作成したカボチャランタン等の展示

　区内の各種団体の代表者等で組織された実行委員会
が、区民相互の交流・ふれあいによる地域の活性化と
区民意識を醸成するため「区民まつり」を開催しま
す。

若葉区民まつり

　区民の参加・協働意識を高め、地域などの花壇を自
主的に維持管理してもらうとともに、区民に潤いと安
らぎを感じてもらうため、花苗の配布や花づくり教室
を実施します。



● ラジオ体操で健康づくりとまちづくり　【拡充】

【担当課：健康課　電話233-8714 】

　　　ラジオ体操講習会の様子

　ラジオ体操人口（グループ）を増やすため、地域の
ラジオ体操会場を広く市民に周知し、また、グループ
への活動支援や専門講師による実技講習会、グループ
リーダー交流会などの普及啓発活動を行います。



１　予算要求の基本的考え方
緑区基本計画の将来像である「豊かな自然と地域の特性を活かし みんなが助けあい 

住み続けたいまち 緑区」を実現するため、
世代を超え、人々が交流し、助けあうまちづくり
緑を活かしたまちづくり
子育てのしやすいまちづくり
暮らしやすく、住み続けたいまちづくり
地域の特性を活かしたまちづくり

を基本方針とし、各種の施策を総合的に展開します。

単位：百万円

・ 避難所運営委員会育成
・ 緑区災害対応合同訓練
・ 緑区地域活性化支援
・ 緑区ふるさとまつり
・ まちカフェライブ
・ 緑区健康フェア

● 避難所運営委員会育成

● 緑区災害対応合同訓練

【担当課：地域振興課　電話292-8107】

【緑区災害対応合同訓練の様子】

【避難所運営委員会研修会の様子】

　警察署、消防署等の防災関係機関、民間企
業、地域防災組織と区役所が一体となった防
災訓練等を実施します。

　災害時に、迅速に避難所を開設し円滑な運
営を行うため、避難所運営委員会委員を対象
にした研修会を開催します。

【担当課：地域振興課　電話292-8107】

＜事業概要＞

0.8 0.8
0.8 0.8

4 4

0.1 0.1
3 3

（４）
（５）

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債 その他

緑 区 役 所 一般会計見積額　9百万円
（対前年度予算　±0.0 ％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞

（１）
（２）
（３）

0.3 0.3



● 緑区地域活性化支援

【担当課：地域振興課　電話292-8105】

● 緑区ふるさとまつり

【担当課：地域振興課　電話292-8105】

● まちカフェライブ

【担当課：地域振興課　電話292-8105】

● 緑区健康フェア

緑わくわく体操の様子

　芸術文化の交流を通じて、区民相互の交
流・ふれあいによる地域活性化と区民意識の
醸成を図るため、区民で構成する実行委員会
と協働で、お茶を飲みながら生の音楽を楽し
めるミニコンサート（まちカフェライブ）を
開催します。

【まちカフェライブ2018の様子】

 「みどりく みなおし」を合言葉に区民の生
活習慣病予防への取組みを応援するため、区
内企業や関係機関、地域の方々と連携し、健
康フェアを開催します。

【担当課：健康課　電話292-2600】

【緑区健康フェア】　

【みどりのかふぇ】

　区の特性を活かした魅力あるまちづくりの
ために必要な、区民相互の交流・ふれあいに
よる地域の活性化と区民意識の醸成を図るた
め、区内で活動する各種団体の代表者等を構
成員とする実行委員会主催の「ふるさとまつ
り」を開催します。

【第26回緑区ふるさとまつりの様子】

　区基本計画に定めるまちづくりを推進する
ため、地域における多様な主体による地域活
性化の自主的な取組を支援し、地域課題等へ
の対応を図ります。
　また、補助対象期間が終了した団体等の活
動が、発展的に継続するための支援として、
フォローアップ研修会を開催します。



１　予算要求の基本的考え方

単位：百万円

・ 地域活性化支援
・ 美浜区高校生連携会議
・ 美浜区の魅力創出・発信
・ 美浜区民フェスティバル
・ 美浜野菜フェスタ

● 地域活性化支援

「金曜ふれあい市運営委員会」の活動の様子

● 美浜区高校生連携会議

高校生連携会議の様子

【担当課：美浜区地域振興課　電話270-3122】

【担当課：美浜区地域振興課　電話270-3122】

　区内在学の高校生による連携会議を開催
し、高校生の自由な発想や行動力をまちづく
りに活かすことで、地域の活性化を図りま
す。

写真等掲載など

＜事業概要＞

　美浜区基本計画に定める「みんなで創るに
ぎわいと活力のあふれるまち」を目指し、地
域課題の解決や地域の活性化に向けた多様な
主体の自主的な取り組みを支援します。

写真等掲載など

3 3
1 1

0.2 0.2
0.9 0.9

その他
3 3

美 浜 区 役 所 一般会計見積額　１０百万円
（対前年度予算　±0.0 ％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞

「美しい浜辺と様々な交流のある　みんなで創るにぎわいと活力のあふれるまち」を実現するた
め、
(1)海辺を活かしたにぎわいのあるまちづくり
(2)魅力ある住み心地のよいまちづくり
(3)誰もがいきいきと安全・安心に暮らせるまちづくり
(4)世代や組織を超えた交流の盛んなまちづくり
を基本方針とし、各施策を展開します。

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債



● 美浜区の魅力創出・発信

「秋の七夕大作戦！～『うみはまキャンドル』を

　つくってかざろう～」R１．１１．１０

● 美浜区民フェスティバル

美浜区民フェスティバルの様子

● 美浜野菜フェスタ

（写真等の説明）

美浜野菜フェスタの様子

【担当課：美浜区健康課　電話270-2221】

【担当課：美浜区地域振興課　電話270-3122】

　生活習慣病予防や健康づくりに取り組む
きっかけとなるよう、１日あたりの野菜摂取
量３５０ｇ以上摂ることの必要性を普及啓発
するイベントを、年２回開催します。
　また、野菜摂取を啓発するリーフレットを
作成し配布します。

写真等掲載など

【担当課：美浜区地域振興課　電話270-3122】

　区民意識を醸成し区民の主体的な活動を促
進するため、各種団体等の代表者で組織され
た実行委員会による手づくりのフェスティバ
ルを１０月の第１日曜日に稲毛海浜公園で開
催します。

写真等掲載など

　区職員と学生により立ち上げたプロジェク
トチームのメンバーを中心として、地域活性
化に関心を持つ地域の団体・学生と共に、区
に愛着を持つきっかけづくりや地域活性化に
向けた取組みを企画立案・実施します。
　また、学生を中心に企画運営へ携わる団体
を増やし、さらなる地域団体間の交流の活性
化を図ります。

写真等掲載など



１　予算要求の基本的考え方

単位：百万円

・
・ 消防団活動体制の充実強化
・ 非常用発電設備の整備
・ 消防出張所の整備
・ 消防車両等の整備
・ 自動車整備体制の強化
・ 消防水利の整備
・ 消防学校教育の充実強化

●

【担当課：総務課　電話202-1725】

（競技会場の幕張メッセ）

● 消防団活動体制の充実強化

【担当課：総務課　電話202-1635】

　地域の防災力を担っている消防団の活動拠
点である器具置場１棟の改築及びトイレ・流
し等の増設を行います。
　また、消防団員に対する安全管理装備品や
風水害に備える装備（救命胴衣、救命浮環ほ
か）の充実強化を図ります。

（装備品のイメージ）

（消防団器具置場と車両）

＜事業概要＞

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会開催に伴う競技会場等の安全対策の推進

　幕張ﾒｯｾで開催される「東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ
競技大会」を成功に導くための競技会場等の安全対策を
図るため、消防警備に必要な体制を整備する。

写真等掲載など

10 10

102 93 9
39 37 2

384 280 104
773 749 19 5

239 63 24 152
113 111 2

使用料等 市債 その他
東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会開催に伴う競技会場等の安全対策の推進 18 18

消 防 局 一般会計見積額　4,444百万円
（対前年度予算　 △13.7％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞

　大規模災害や台風等による局地的な豪雨など、あらゆる事象に迅速かつ的確に対応できる消防体
制を確立するとともに、より質の高い消防行政サービスを提供し、「安全・安心のまち・千葉市」
の実現に向けて、各種災害に適切に対処する施策を総合的に推進します。

総 務 部

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源



● 非常用発電設備の整備

　消防庁舎の機能を適切に維持するため、非
常用発電設備を整備し、消防庁舎の機能維持
を図ります。

【担当課：施設課　電話202-1648】

● 消防出張所の整備

　地域における消防防災力の向上を図るため、
令和元年度から着工したあすみが丘出張所の
新築工事を継続して実施し、令和２年度中の
完成を目指します。

【担当課：施設課　電話202-1648】
（あすみが丘出張所の新築イメージ）

● 消防車両等の整備

【担当課：施設課　電話202-1649】

● 自動車整備体制の強化

【担当課：施設課　電話292-2421】

● 消防水利の整備　

　大規模地震により消火栓が使用できなくな
った場合でも、効果的な消火活動が実施でき
るよう、防火水槽の整備（新設）を図ります。

【担当課：施設課　電話202-1648】

　消防車両等が老朽化したことから、消防ポ
ンプ自動車や救急車など計１９台の車両更新
を行い消防力の充実強化を図ります。

（消防ポンプ自動車・救急車）

　自動車整備体制の強化及び安全確保を図る
ため、老朽化した自動車整備用リフトの更新
を行います。

（整備工場・自動車整備用リフト）

（消防水利のイメージ）

（非常用発電設備のイメージ）

写真等掲載など



● 消防学校教育の充実強化【新規】

　　一般的な住宅を想定した模擬火災訓練家屋
　を整備し、消防職団員の消火活動、救出活動
　等の対応力を高めます。

【担当課：消防学校　電話292-1190】

写真等掲載など

イメージ（参照：山梨県消防学校）



単位：百万円

・ 応急救護所エアーテントの更新
・ 風水害対策の充実（風水害対策資器材の増強）
・ 応急手当の普及啓発　
・ 次期救急情報共有システムの運用
・ 消防指令体制の充実（共同指令ｾﾝﾀｰ機器の更新）

・ 無線機器の更新
・ おおとり１号エンジン法定１５年点検
・ おおとり１号スピーカー修繕
・ パイロット及び整備士の訓練業務委託

● 応急救護所エアーテントの更新

【担当課：警防課　電話202-1658】
（応急救護所エアーテント）

●
【新規】

【担当課：警防課　電話202-1612】
（重機及び重機搬送車）

● 応急手当の普及啓発

　短時間で効果的な講習である「４５分救命

講習」の受講を推進するため、講習用資器材

の整備等を行います。

【担当課：救急課　電話202-1657】
（救命講習の様子）

写真等掲載など

風水害対策の充実（風水害対策資器材の増強）

　台風等による水害や土砂災害等の災害発生
時において、人命救助を迅速に行うととも
に、災害による被害を軽減するため、重機・
重機搬送車及び救命ボート等の風水害対策資
器材を増強します。

写真等掲載など

＜事業概要＞

　大規模な災害や事故の発生時による多数傷
病者の救護に備えるため、消防署に配置され
ている応急救護所用のエアーテントを更新し
ます。

3 3

313 29 284
22 22

63 51 12
18 18

2 2
24 24

5 5
107 72 35

警 防 部

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債 その他



● 次期救急情報共有システムの運用

　救急隊、医療機関及び指令センター間の情

報共有を効率化し、より迅速に傷病者を医療

機関へ搬送することで救命率向上を目的とし

たシステムの運用を開始します。

【担当課：救急課　電話202-1657】
（システムの概要）

● 消防指令体制の充実

（共同指令ｾﾝﾀｰ機器の更新）

【担当課：指令課　電話202-1673】
（ちば消防共同指令センター）

● 無線機器の更新

【担当課：指令課　電話202-1673】
（無線通信のイメージ）

● おおとり１号エンジン法定１５年点検

　ヘリコプターの機能を適切に維持するため、
法令に基づいたエンジンの法定１５年点検を
実施し、航空消防体制の充実強化を図ります。

【担当課：航空課　電話292-9186】

（おおとり１号の左側エンジン）

● おおとり１号スピーカー修繕

　ヘリコプターの機能を適切に維持するため、
スピーカーの修繕を実施し、航空消防体制の
充実強化を図ります。

【担当課：航空課　電話292-9186】

（おおとり１号スピーカー）

写真等掲載など

　老朽化により故障が増加している携帯型無
線機の更新を行い、消防活動時の通信体制の
確保を図ります。

写真等掲載など

写真等掲載など

　平成２５年４月から運用開始している「ち
ば消防共同指令センター」において、老朽化
している一部機器の部品交換を行います。

写真等掲載など



● パイロット及び整備士の訓練業務委託

　ヘリコプターの安全な運航を維持するため、
パイロット及び整備士に各種教育訓練を実施し
航空消防体制の充実強化を図ります。

【担当課：航空課　電話292-9186】

（訓練業務委託のイメージ）



単位：百万円

・
・ 感震ブレーカー等設置推進事業
・ 火災原因調査体制の充実
・ 査察体制の充実
・ 消防法等に係る指導業務体制の充実

●

●

● 火災原因調査体制の充実

【担当課：予防課　電話202-1663】

【担当課：予防課　電話202-1613】
（感震ブレーカー等設置推進事業）

「火災の原因及び損害の調査」・「火災統計
の作成」を行い、その結果を基に類似火災の
発生防止を図る等、各種消防行政に反映させ
るとともに、火災発生のメカニズムやその危
険性等について、市民へ広く予防広報しま
す。
　製品機器等から火災が発生した場合は分解
鑑識を行い、出火原因を究明し製品の安全性
が確保されるよう製造会社に働きかけ、再発
防止を図ります。

（製品機器の分解鑑識）

（住宅防火対策の普及啓発）

感震ブレーカー等設置推進事業

　地震による電気火災対策に効果的とされる
感震ブレーカー等の普及促進を図ります。

　住宅火災による死傷者及び損害の軽減を図
るため、住宅用防災警報器など、住宅用防災
機器の設置及び適切な維持管理を推進しま
す。
　また各世代に住宅防火対策の普及啓発を実
施し、地域防火対策を推進する人材を育成し
ます。

【担当課：予防課　電話202‐1613】

＜事業概要＞

火災予防体制の充実強化

4 4 0
1 1 0

2 2
5 5

火災予防体制の充実強化 4 3 1

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債 その他

予 防 部



● 査察体制の充実

【担当課：予防課　電話202-1663】

● 消防法等に係る指導業務体制の充実

（立入検査）

　危険物や消防用設備の消防法に係る指導業
務とあわせ、新たに千葉県から委譲された火
薬類取締法及び高圧ガス保安法に係る指導業
務について、専門知識を有する関係機関との
連携やＩＣＴの活用などを図ることで、書類
審査や現地検査がより円滑に行える体制を構
築します。

【担当課：指導課　電話202-1667】
（地下タンク貯蔵所の埋設時現地検査）

　防火対象物における防火・防災管理体制の
充実強化を図ります。
　火災の危険性が高い防火対象物に対する査
察を強化するとともに、事業所における消防
法令違反の是正指導を推進し、防火安全対策
の普及啓発を図ります。



１　予算要求の基本的考え方
市立病院では、以下２点を使命として令和２年度予算を計上していきます。
　１　市民が必要とする安全・安心な医療を一人でも多くの市民に提供する。
　２　健全な病院経営を確立し、市立病院を持続発展させる。

　令和２年度予算では、患者受入数の増や施設老朽化対策などを目的とした修繕・改修経費を
はじめ、安全・安心な医療の提供や健全な病院経営を確立するための経費を、必要性・必要量を
精査した上で計上することとしました。

単位：百万円

・ 市立病院の運営
・ 経営改善支援
・

● 市立病院の運営
　地域の中核的な病院として良質な医療を継続して提供していくために、より効率的な病院運営を
行い、医療の質を上げて医業収益を拡大し、収支の改善を図ります。

（青葉病院） （海浜病院）

● 経営改善支援
　市立病院の課題を正確に把握し、第４期千葉市立病院改革プラン（平成３０～３２年度）の
実行をより確実なものとするため、債務負担行為により経営改善支援委託事業を実施し、病院
経営の改善を図ります。
　令和２年度は、引き続き費用の削減や収益の向上などに向けた取り組みを行います。

＜事業概要＞

5,945
23 0 0 0 0

25,499 0 818 18,736

病 院 局 一般会計見積額　25,522百万円
（対前年度予算　 △0.9％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債 その他



１　予算要求の基本的考え方

２　重点化する事業

単位：百万円

①
・
②
・
③
・

●

●

●

＜事業概要＞
【担当課：水道事業事務所　電話291-5461】

下田町配水管の増径改良・新設

　若葉区下田町の配水管を増径改良し、水圧
不足を解消します。

大野台送水ポンプ場外機械・電気設備改
築実施設計

　平川浄水場へ供給水源の２系統化を図るた
め、大野台送水ポンプ場外機械・電気設備の
実施設計を行います。

非常用給水栓、作業用車両の購入

　災害時等に、迅速・安定的な給水活動を行
うため、非常用給水栓及び作業用の車両を購
入します。

非常用備品、車両の購入
非常用給水栓、作業用車両の購入 3 1 2 0

送水管の耐震化（供給水源の２系統化）
大野台送水ポンプ場外機械・電気設備改築実施設計 21 21 0

配水管の増径改良・新設
下田町配水管の増径改良・新設 68 64 4 0

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債 その他

水 道 局 水道事業会計見積額　3,763百万円
（対前年度予算　±0.0 ％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞

・若葉区下田町の水圧不足を解消するため、配水管の増径改良等を実施します。
・地震発生時の安定給水を確保するため、水道施設の耐震化に向け、実施設計を行います。
・災害発生時に必要な備品等を購入します。

①配水管の増径改良・新設
②送水管の耐震化（供給水源の２系統化）
③非常用備品、車両の購入

管布設工事

非常用給水栓



１　予算要求の基本的考え方

単位：百万円

・ 出納関係
・ 物品関係

● 出納関係事業 ● 物品管理事業

【担当課：会計室　電話245-5454】 【担当課：会計室　電話245-5455】

＜事業概要＞

　コンビニ及びマルチペイメントネットワー
ク等、多様な公金納付を推進し、市民サービ
スの向上を図ります。

　庁内で使用する共通物品を一括購入し、経
費の削減と調達事務の効率化を推進します。

196 196

その他
100 100

会 計 室 一般会計見積額　296百万円
（対前年度予算　 32.1％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞

　市の会計事務を統括する会計管理者の補助組織として、適正かつ効率的で安定した会計事務の執
行に努めます。
　そのため、多様な公金の収納方法による市民サービスの向上を図るとともに、庁内で使用する共
通物品の一括購入による経費削減等を図るなど会計事務の効率化を推進します。

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債



１　予算要求の基本的考え方
　子どもたちのよさや可能性を大切にする「人間尊重の教育」を基本理念に掲げている。
　（１）自ら考え、自ら学び、自ら行動できる力をはぐくむ 　
　（２）学びを通して地域がつながるまち　千葉市
　の２つを目標とし、学校教育の更なる充実、市民の学びが生きる地域づくりを進める各種施策を
　展開するとともに、新たな課題等に適切に対応します。

２　重点化する事業
・学校教育の振興
　①学校教育の充実　②学校における働き方改革　③学校の環境整備
・生涯学習の推進
　④生涯学習の推進

単位：百万円

① 学校教育の充実
・ 教育活動推進
・ オリンピック・パラリンピック教育の推進　【拡充】
・ 新設校建設基本計画の策定【新規】
② 学校における働き方改革
・ 小学校における専科教員の配置　【拡充】
・ スクール・サポート・スタッフの配置　【拡充】
③ 学校の環境整備
・ 学校施設の環境整備
・ 学校適正配置に伴う施設改修
・ 校舎等解体
・ 校舎増築
・ 各種改修
・ エレベータ設置

● 教育活動推進

各学校の実情に応じて児童生徒の教育に
必要な物品を整備します。

【担当課：総務課　電話245-5905】

＜事業概要＞

351 289 48 14

15 0 15
1,748 1,668 40 40

1,702 1,058 326 318
229 173 56

62 16 46

3,374 2,613 609 152

10 10

167 29 138

1,179 14 1,165
95 10 85

教育委員会事務局 一般会計見積額　28,089百万円
（対前年度予算　＋3.8％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞

教 育 総 務 部

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債 その他



● ●

　
児

【担当課：企画課　　　電話245-5911】
【担当課：企画課　電話245-5908】 学校施設課　電話245-5918】

● 小学校における専科教員の配置　【拡充】

　小学校に図工、家庭、体育の専科教員を
新たに配置します。

【担当課：教育職員課　電話245-5931】
（小学校の授業の様子）

● ｽｸｰﾙ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｽﾀｯﾌの配置　【拡充】

３人　→　３０人
（スタッフが教員に代わり印刷業務を行う）

【担当課：教育職員課　電話245-5940】

　働き方改革プランの目標達成に向け、印
刷・成績入力・生徒指導などの業務を行うス
タッフを学校の実情に応じ派遣します。

オリンピック・パラリンピック教育の推
進　【拡充】

新設校建設基本計画の策定　【新規】

　住宅開発が進む幕張新都心若葉住宅地区に
おける良好な教育環境の確保のため、新設校
建設の検討を進め、基本計画を策定します。

　児童生徒のパラスポーツへの理解促進と関
心の向上を図るため、パラスポーツの授業等
を実施するとともに、市内で開催されるパラ
リンピックの試合を観戦します。また、パラ
スポーツを通じて多様性理解の促進を図るた
め、近隣校や特別支援学校とのパラスポーツ
交流会を開催します。



● 学校施設の環境整備

　安心安全な教育環境を確保するとともに、
建物の長寿命化を図るため、老朽化した学校
の大規模改造やエアコン整備等を実施します。

大規模改造
　実施設計5校　工事7校
防水改修 (改修前）
　工事4校
外壁改修
　実施設計9校
トイレ改修
　実施設計16校
エアコン整備
　工事12校

【担当課：学校施設課　電話245-5921】

● 学校適正配置に伴う施設改修

　統合校として使用する学校施設について、
校舎等の大規模改修を行います。 (改修後）

大規模改造
　工事2校
校舎修繕2校

【担当課：学校施設課　電話245-5918】



● 校舎等解体 ● 校舎増築

　学校統廃合により廃校となった学校の跡施 　児童・生徒の増加に伴う教室不足に対応する
設利用等のために、校舎等を解体します。 ため、校舎設置及び教室改修を行います。

　工事2校 　教室内部改修 7校

【担当課：学校施設課　電話245-5918】 【担当課：学校施設課　電話245-5918】

● 各種改修 ● エレベータ設置

　施設整備の老朽化等による諸機能の低下や 　階段昇降に困難を伴う児童生徒の学校生活
危険性を排除し、本来有している機能の回復 の向上や、児童生徒・保護者・学校関係者の
を図るとともに、良好な学習環境を確保する 負担軽減のため、校舎にエレベータを設置し
ため、各種改修を行います。 ます。

消火設備改修 　実施設計 3校
　実施設計4校、工事3校 　設置工事 5校
屋上防水改修
　工事4校
校庭整備 【担当課：学校施設課　電話245-5918】
　実施設計6校、工事2校
ほか

【担当課：学校施設課　電話245-5917】



単位：百万円

① 学校教育の充実
・ 夜間中学設置に向けたニーズ調査　【新規】
・ 不登校児童生徒の学習支援とフリースクールとの連携　【拡充】

・ 小学校教科書等購入
・ デジタル教科書整備　
・ 基礎学力定着に向けた学習支援体制の整備　【拡充】
・ スクールカウンセラー活用　【拡充】
・ スクールソーシャルワーカー活用　【拡充】
・ 学校問題解決推進　【拡充】
・ 小学校体育活動推進　【拡充】
・ プログラミング教育用教材整備
② 学校における働き方改革
・ 部活動指導員配置　【拡充】
③ 学校の環境整備
・ 給食室空調設備整備　

● 夜間中学設置に向けたニーズ調査　【新規】 ●

【担当課：学事課　電話245-5928】
【担当課：学事課　電話245-5928】

● 小学校教科書等購入 ● デジタル教科書整備　

　小学校教科書の改訂に伴い、教員がより深 　新たに教科化される小学校英語の学習効果
い教材研究を行い、「わかる授業」を推進す を高めるため、デジタル教科書を整備します。
るため、教師用教科書及び指導書を購入しま
す。

【担当課：教育指導課　電話245-5936】
【担当課：教育指導課　電話245-5936】

● 基礎学力定着に向けた学習支援体制の整備 ● スクールカウンセラー活用　【拡充】
【拡充】

　小学校のうち大規模校に配置するスクール
　児童の基礎学力定着に向けた学習支援体制 カウンセラーの勤務時間数を拡充することに
を整備するため、学習支援のモデル事業を実 より、いじめや不登校などの諸問題に対する
施します。 教育相談体制の充実を図ります。
千城台地区→千城台地区、花見川地区へ拡充 年間105時間→140時間（大規模校42校）

【担当課：教育指導課　電話245-5936】 【担当課：教育支援課　電話245-5935】

＜事業概要＞

不登校児童生徒の学習支援とフリース
クールとの連携　【拡充】

　夜間中学設置に向けて、対象となる義務教
育未終了の学齢超過者や、外国人等で日本語
の学習を希望する方のニーズを調査します。

　フリースクールと連携し、実践活動を取り
入れた学習支援を実施するとともに、フリー
スクール等へ通う児童生徒に対する経済的支
援を行います。

34 34

23 8 15

27 27

26 26

22 7 15
4 0 4

7 7
178 59 119

268 268
18 18

0.4 0.4
6 0.8 5.2

学 校 教 育 部

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債 その他



● スクールソーシャルワーカー活用　【拡充】 ● 学校問題解決推進　【拡充】

　教育分野や社会福祉等の専門的な知識を用 　学校が抱える多様な課題や要望に対し、法
いて、児童生徒の置かれた様々な環境に働き 的根拠にもとづく適切な判断や迅速な対応を
かけて支援を行うスクールソーシャルワーカ 行うため、弁護士による、教職員を対象とし
ーを増員し、教育相談体制の充実を図ります。 た研修の実施や、学校からの法律的な相談体

8人→10人 制の整備を行います。

【担当課：教育支援課　電話245-5935】 【担当課：教育支援課　電話245-5935】

● 小学校体育活動推進　【拡充】

　児童の泳力の向上、教員の負担軽減及び学校
プール施設の維持管理費用削減等の効果を引き
続き検証します。次年度は中規模校にも対象を
拡大するとともに、近隣にスイミングスクール
がない学校にインストラクターを派遣します。

・スイミングスクールへの委託 ２校→７校
・インストラクターの派遣 　　０校→２校

（スイミングスクールへの委託の様子）
【担当課：保健体育課　電話245-5947】

● 部活動指導員配置　【拡充】

　専門的な指導力を備えた指導者を必要とする
学校に対し、部活動指導員を配置することで、
部活動の充実を図ります。
　　１０人　→　５５人

【担当課：保健体育課　電話245-5947】
（部活動指導員配置の部活動の様子）

● 給食室空調設備整備 ● プログラミング教育用教材整備

　学校給食施設の適正な衛生管理及び作業環 　令和２年４月から全面実施となる小学校学習
境を整えるため、エアコンが未設置でドライ 指導要領において、プログラミング教育が必
方式である給食室の小学校１１校について、 修化されることに伴い、教材の整備を行います。
エアコンを整備します。 　教員研修用33ｾｯﾄ → 児童用2,034ｾｯﾄ

【担当課：保健体育課　電話245-5945】 【担当課：教育センター　電話285-0900】

単位：百万円

◆ 学校給食事業特別会計

　成長期にある児童・生徒に、安全・安心でおいしくバランスのとれた栄養豊かな
学校給食を提供します。

【担当課：保健体育課　電話245-5945】

8,836 26 4,244 4,566

＜特別会計＞
総事業費

財源内訳
繰入金

使用料等 市債 その他



単位：百万円

④ 生涯学習の推進
・ 科学館リニューアル　【新規】
・ アフタースクール　【拡充】
・ 加曽利貝塚の魅力向上（史跡整備）　【拡充】
・ 縄文貝塚文化研究の推進
・
・
・
・ 地域情報サービス提供　【新規】
・ 図書館サービスポイントの設置　【新規】

● 科学館リニューアル　【新規】

【担当課：生涯学習振興課　電話245-5958】

● アフタースクール　【拡充】

【担当課：生涯学習振興課　電話245-5957】
（アフタースクール事業の活動の様子）

●

【担当課：文化財課　電話245-5960】
（完成予想図　新博物館上空から加曽利貝塚を望む）

加曽利貝塚の魅力向上（史跡整備）　【拡充】

　団体利用者が休憩できる便益施設や歩きや
すい園路の整備を進めるとともに、新博物館
の整備基本計画を策定します。

＜事業概要＞

　開館から１０年以上経過し、展示物の劣化及び
陳腐化が進んでいるため、展示物リニューアルの
設計を行います。

　希望する全ての子どもたちに、安全・安心な居
場所と多様な体験機会を提供するアフタースクー
ル事業を、より多くの学校で実施します。　6校
→　12校

2 2

9

6
歴史読本『千葉市の歴史（仮称）』の編集　【新規】 4 4

3 3

『千葉市史史料編近現代』の刊行 6

交通系ＩＣカード等による図書館利用カードの発行　【新規】 9

380 156 181 43
44 14 30

27 27
382 106 76 200

生 涯 学 習 部

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債 その他



● 縄文貝塚文化研究の推進

【担当課：文化財課　電話245-5960】
（発掘調査現地説明会の様子）

● 『千葉市史史料編近現代』の刊行　 ●

【担当課：郷土博物館　電話222-8231】 【担当課：郷土博物館　電話222-8231】

● ● 地域情報サービス提供　【新規】

【担当課：中央図書館管理課　電話287-4081】 【担当課：中央図書館管理課　電話287-4081】

● 図書館サービスポイントの設置　【新規】

【担当課：中央図書館管理課　電話287-4081】

　交通系ICカード（Suica、PASMO等）やス
マートフォンを図書館利用カードとして使用
できることで、利用者に手続きに要する時間
を返し、利便性の向上を図ります。

　地域情報を幅広く収集するため、ボラン
ティア組織を編成するとともに、来館しなく
ても地域情報の収集が可能なデジタルアーカ
イブシステムを構築します。

　予約本の受取りや返却等を行うサービスポ
イントを設置することで、利便性の向上を図
ります。

　加曽利貝塚の解明に向け、新たな発掘調査
に着手するなど調査研究を進め、その成果を
広く発信します。

歴史読本『千葉市の歴史（仮称）』の編集　【新規】

　本市の近現代の歩みを示す代表的な史料を
集めた『千葉市史史料編近現代（第１巻）』
を刊行します。（全３巻を予定）

　市制施行100年を記念し、本市の歴史を手
軽に学べるブックレットを編集します。（令
和３年度に刊行予定）

交通系ＩＣカード等による図書館利用
カードの発行　【新規】



１　予算要求の基本的考え方

単位：百万円

・ 千葉県知事選挙

● 千葉県知事選挙

【担当課：選挙管理委員会事務局　電話245-5866】

＜事業概要＞

任期満了による千葉県知事選挙を管理・執行
します。
　・任期満了日　　　令和３年４月４日
　・選挙運動期間　　１７日間

その他
270 270 0

選挙管理委員会事務局
一般会計見積額　391百万円

（対前年度予算　△42.4 ％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞

○　任期満了による千葉県知事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。

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債



１　予算要求の基本的考え方

２　重点化する事業

単位：百万円

・ 優秀な人材の確保

● 優秀な人材の確保

　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。

【担当課：人事委員会事務局任用班 電話245-5870】

（職員採用説明会）

＜事業概要＞

12

人事委員会事務局 一般会計見積額　21百万円
（対前年度予算　5.0 ％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞

  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、市政の担い手となる優秀な人材を確保
するとともに、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。

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債 その他
12



１　予算要求の基本的考え方
・より一層の議会改革に取り組み、二元代表制の一翼を担う機関として、議会の役割が十分に発揮
できるよう努めます。
・議会の活動状況に関する情報を広く市民に提供し、議会への関心と理解を高めるために、親しま
れ、わかりやすい議会広報の充実に努めます。

単位：百万円

・ ちば市議会だより発行
・ 議会中継

● ちば市議会だより発行

【担当課：調査課　電話245-5472】
（ちば市議会だより）

● 議会中継

【担当課：調査課　電話245-5472】 （市議会ホームページ議会中継のページ）

＜事業概要＞

　本会議での主な質疑・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に提供するた
め、議員が広報委員として編集する「ちば市
議会だより」を、各定例会後に発行します。 写真等掲載など

　議会の傍聴に訪れることのできない市民に
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で生中継・録画放映
を行います。パソコンだけでなく、スマート
フォンやタブレット型携帯端末向けにも配信
します。

写真等掲載など

3

その他
13
3

13

議 会 事 務 局 一般会計見積額　238百万円
（対前年度予算　△2.5％）

＜要求に当っての基本的な考え方＞

＜主要事業＞
事業費

財源内訳
一般財源

使用料等 市債



主要事業の見積額等一覧

No 局 部 課 事業名 会計種別 R2見積額 R1予算額

1 総務局 市長公室 国際交流課
外国人市民の地域日本語
教育推進　【新規】

一般会計 8 -

2
アスンシオン市との青少
年交流

一般会計 5 -

3
国際交流ボランティアの
活躍促進

一般会計 0.3 0.4

4 災害に強いまちづくり 一般会計 2 0

5 危機管理 危機管理課
災害に強いまちづくり
【新規】

一般会計 6 -

6
帰宅困難者用備蓄品の整
備　【拡充】

一般会計 7 0.6

7 防災対策課
災害に強いまちづくり
【新規】

一般会計 70 -

8
地域防災無線（携帯無
線）機器更新　【新規】

一般会計 139 -

9
千葉市被災者支援ナビ運
用・保守　【新規】

一般会計 1 -

10
防災備蓄品の整備　【拡
充】

一般会計 70 43

11
マンホールトイレの整備
【拡充】

一般会計 29 29

12
自主防災組織の結成促進
と活動支援　【拡充】

一般会計 16 14

13
避難所運営委員会の活動
支援　【拡充】

一般会計 4 6

14 防災行政無線の整備 一般会計 179 171

15
総合防災情報システムの
構築

一般会計 67 14

16 総務部 人材育成課 職員研修 一般会計 45 60

17 情報経営部 業務改革推進課
「あなたにお知らせサー
ビス」の導入　【新規】

一般会計 22 -

18
オープンデータの推進・
ビッグデータの活用

一般会計 0.8 0.8

19 情報システム課
災害に強いまちづくりに
向けたＩＣＴ環境の強化

一般会計 32 -

20
総合政策
局

総合政策部 政策企画課 次期基本計画の策定 一般会計 21 19

（単位：百万円）



主要事業の見積額等一覧

No 局 部 課 事業名 会計種別 R2見積額 R1予算額

（単位：百万円）

21
総合政策
局

総合政策部 政策企画課
スマートシティの推進
【新規】

一般会計 10 -

22 政策企画課統計室 令和２年国勢調査 一般会計 492 0

23 政策調整課
地域ポイント制度（「ちば
シティポイント」）実証実
験

一般会計 35 34

24
都市アイデンティ
ティ推進課

市制１００周年に向けた
取組み

一般会計 81 18

25
都市アイデンティティの
確立

一般会計 19 10

26 幕張新都心課
幕張新都心将来ビジョン
策定

一般会計 14 16

27
幕張新都心冬季賑わい向
上

一般会計 10 10

28
国家戦略特区推進
課

国家戦略特区の推進 一般会計 26 17

29
シェアリングエコノミー
の推進

一般会計 15 11

30
総合政策
局

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘ
ﾝﾋﾟｯｸ推進部

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯ
ｸ調整課

東京２０２０大会聖火リ
レー

一般会計 66 0

31 大会記録の作成 一般会計 11 0

32
パラスポーツの推進　【拡
充】

一般会計 33 45

33
障害者のスポーツ活動推
進

一般会計 32 24

34
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯ
ｸ振興課

ボランティア体制構築 一般会計 121 30

35 機運醸成イベント・PR 一般会計 98 66

36 財政局 資産経営部 新庁舎整備課 新庁舎整備工事 一般会計 4,153 143

37
新庁舎整備総合管理支援
業務

一般会計 53 54

38 移転計画策定業務 一般会計 26 0

39 税務部 課税管理課
市制１００周年記念ナン
バープレート等の交付
【新規】

一般会計 5 -

40 市民局
市民自治推
進部

市民自治推進課
市民自治の推進　【拡
充】

一般 18 13

41
町内自治会の育成と連絡
調整　【拡充】

一般 167 175



主要事業の見積額等一覧

No 局 部 課 事業名 会計種別 R2見積額 R1予算額

（単位：百万円）

42 市民局
市民自治推
進部

区政推進課 個人番号カード交付 一般会計 1,256 200

43 地域安全課
防犯街灯補助金　【拡
充】

一般会計 105 106

44 広報広聴課
市制施行100周年記念誌
の制作　【新規】

一般 7 -

45 ちばレポの運用 一般 6 9

46
生活文化ス
ポーツ部

文化振興課
チバリアフリーアートプ
ロジェクト

一般会計 6 6

47 メディア芸術振興事業 一般会計 1 6

48
大規模音楽イベント出場
支援

一般会計 0.6 0.5

49 千の葉の芸術祭の開催 一般会計 142 6

50 スポーツ振興課
（仮称）千葉公園体育館
の整備

一般会計 567 101

51 男女共同参画課 男女共同参画推進 一般会計 8 8

52
パートナーシップ宣誓制
度の運用

一般会計 0.4 0.4

53 ＬＧＢＴ電話相談の実施 一般会計 0.6 0.6

54 消費生活センター 消費者行政推進 一般会計 24 23

55 保健福祉局 局課 保護課
生活困窮家庭等の子ども
への学習・生活支援
【拡充】

一般会計 53 25

56 保護課
生活困窮者自立支援の促
進　【拡充】

一般会計 181 190

57
地域包括ケア推進
課

あんしんケアセンターの
充実　【拡充】

介護保険事業
特別会計

955 921

58
生活支援体制整備の推進
【拡充】

介護保険事業
特別会計

133 51

59
認知症初期集中支援チー
ム運営　【拡充】

介護保険事業
特別会計

41 35

60
在宅医療・介護連
携支援センター

訪問看護ステーション連
携促進・増強　【新規】

介護保険事業
特別会計

5 -

61 保健福祉局 健康部 健康企画課
１００年を生きる健やか
未来都市の推進

一般会計 11 5



主要事業の見積額等一覧

No 局 部 課 事業名 会計種別 R2見積額 R1予算額

（単位：百万円）

62 保健福祉局 健康部 健康企画課 受動喫煙対策の推進 一般会計 64 90

63
ロタウイルスワクチン予
防接種　【新規】

一般会計 96 0

64
健康づくりの促進（運動
イベント、ウオーキング
の促進）

一般会計 10 9

65
母子健康包括支援セン
ター運営　【拡充】

一般会計 45 33

66
不妊専門相談センター
【拡充】

一般会計 3 0.7

67
不育症・不妊症治療費等
助成の拡充　【新規】

一般会計 233 186

68
生活衛生課
斎園整備室

平和公園拡張建設 一般会計 522 70

69 高齢障害部 高齢福祉課
高齢者・障害者移動支援
【新規】

一般会計 5 -

70 地域人材育成　【新規】 一般会計 20 -

71
生涯現役応援センター運
営　【拡充】

一般会計 14 11

72 介護保険管理課
外国人介護人材向けの日
本語教室　【新規】

一般会計 2 -

73
特別養護老人ホーム整備
費助成

一般会計 1,169 793

74
地域密着型サービス整備
費等助成

一般会計 163 58

75 障害者自立支援課
日常生活用具支給等
【拡充】

一般会計 216 210

76
障害福祉サービス
課

障害者グループホームの
整備　【拡充】

一般会計 47 45

77
地域生活支援拠点整備
【拡充】

一般会計 30 20

78
障害者相談支援体制の強
化　【拡充】

一般会計 148 77

79
重度訪問介護利用者の大
学修学支援　【新規】

一般会計 2 -

80 精神保健福祉課
ひきこもり地域支援セン
ター設置運営　【拡充】

一般会計 30 20

81
こども未
来局

こども未来
部

健全育成課
子どもルーム整備・運営
【拡充】

一般会計 3,951 2,958

82
放課後児童健全育成事業
補助　【拡充】

一般会計 128 107



主要事業の見積額等一覧

No 局 部 課 事業名 会計種別 R2見積額 R1予算額

（単位：百万円）

83
こども未
来局

こども未来
部

こども家庭支援課
子どもの貧困対策総合
コーディネート　【拡
充】

一般会計 21 14

84
乳児院小規模化　【新
規】

一般会計 103 -

85
児童養護施設一時保護専
用施設整備　【新規】

一般会計 44 -

86 幼保支援課
民間保育園等の整備
【拡充】

一般会計 669 1,065

87 幼児教育の推進体制構築 一般会計 1 1

88
エンゼルヘルパー派遣
【拡充】

一般会計 10 4

89 男性保育士の活躍推進 一般会計 22 31

90
保育の質に関する実態調
査の実施及び検討会議の
設置　【新規】

一般会計 7 -

91
幼保支援課
幼保運営課

多様な保育サービスの提
供

一般会計 1,395 1,235

92 幼保運営課 保育士等の確保 一般会計 1,398 1,106

93 保育の質の確保 一般会計 86 100

94 児童相談所 夜間電話相談員の配置 一般会計 14 5

95 環境局 環境保全部 環境総務課
千葉市環境基本計画の策
定

一般会計 5 -

96 環境保全課
「COOL CHOICE」の取組
み促進によるCO2排出削
減推進

一般会計 7 10

97
再生可能エネルギー等設
備設置費助成　【拡充】

一般会計 73 68

98
谷津田の保全と活用の推
進　【拡充】

一般会計 5 5

99 生物多様性の理解促進 一般会計 3 3

100
森林環境譲与税を活用し
た谷津田・里山の森林整
備等　【拡充】

一般会計 11 0

101 環境規制課
大気・水質監視テレメー
タシステムの再整備

一般会計 22 2

102
上水道配水管布設及び浄
水器設置費助成

一般会計 27 34



主要事業の見積額等一覧

No 局 部 課 事業名 会計種別 R2見積額 R1予算額

（単位：百万円）

103 環境局 環境保全部 環境規制課 航空機騒音問題への対応 一般会計 5 11

104 資源循環部 廃棄物対策課 ３Ｒ教育・学習の推進 一般会計 5 6

105 収集業務課
剪定枝等の再資源化の推
進

一般会計 349 354

106
合併処理浄化槽設置助成
【拡充】

一般会計 6 6

107 廃棄物施設整備課
新清掃工場（北谷津用
地）の整備

一般会計 210 166

108 塵芥汚水処理場の建替 一般会計 8 81

109
事業用生ごみ処理機設置
費助成

一般会計 4 4

110
経済農政
局

経済部 経済企画課
夜間の経済・文化活動の振興
（ナイトタイムエコノミー） 一般会計 17 16

111 雇用推進課
就職氷河期世代支援
【新規】

一般会計 3 -

112
千葉市奨学金返還サポー
ト制度【新規】

一般会計 0 -

113
技能職・技術職魅力啓発
冊子作成

一般会計 5 2

114 産業支援課
短期集中型創業者支援
【新規】

一般会計 24 -

115
新規事業創出支援
【新規】

一般会計 19 -

116 企業立地課 企業立地促進 一般会計 1,167 1,106

117 産業用地整備支援 一般会計 0.6 20

118
企業間のマッチング支援
【新規】

一般会計 0.5 -

119 観光MICE企画課
ＭＩＣＥの推進（国際会議、
大規模コンベンション開催補
助）

一般会計 14 10

120
ＭＩＣＥの推進（レセプショ
ン・アフターコンベンション
ツアー開催支援）

一般会計 2 3

121
ＭＩＣＥの推進（新制度
によるMICEの誘致）

一般会計 5 5

122
観光プロモーショ
ン課

グリーンツーリズムの推
進

一般会計 19 18

123
外国人観光客向け情報発信・
有料ツアーガイド施設の設置
運営　【新規】

一般会計 28 -



主要事業の見積額等一覧

No 局 部 課 事業名 会計種別 R2見積額 R1予算額

（単位：百万円）

124
経済農政
局

経済部 地方卸売市場 市場機能の強化 特別会計 587 80

125 農政部 農地活用推進課 農地銀行補助制度 一般会計 29 9

126 農政課 農業生産力強化支援事業 一般会計 63 37

127
「食のブランド化」推進
事業【拡充】

一般会計 22 9

128 農業生産振興課
乳牛育成牧場跡地整備事
業

一般会計 283 0

129 スマート農業推進事業 一般会計 6 0

130 農業経営体の育成 一般会計 7 7

131 有害鳥獣対策の推進 一般会計 4 34

132 農業経営支援課 新規就農の推進 一般会計 44 46

133 都市局 局課 都市総務課
花見川利活用の官民連携
手法検討調査【新規】

一般会計 19 -

134
都市計画の総合的な見直
し

一般会計 68 0

135 海辺活性化推進課 千葉港整備事業負担金 一般会計 182 0

136
千葉中央港地区まちづく
り推進

一般会計 32 39

137 都市部 都市計画課
都市計画各種地域等指定
基準の策定

一般会計 15 0

138 交通政策課
地域公共交通網形成計画
の策定

一般会計 21 17

139
バリアフリー基本構想の
策定

一般会計 23 19

140
鉄道駅バリアフリー化の
推進

一般会計 53 33

141
幕張新都心拡大地区新駅
の整備

一般会計 251 0

142
公共交通利用促進事業
【新規】

一般会計 15 6

143 モノレール施設更新改良 一般会計 816 734

144 都心整備課
中央公園・通町公園の連
結強化

一般会計 214 897



主要事業の見積額等一覧

No 局 部 課 事業名 会計種別 R2見積額 R1予算額

（単位：百万円）

145 都市局 都市部 都心整備課 エリアリノベーション 一般会計 10 10

146
新千葉２・３地区第一種
市街地再開発事業　【新
規】

一般会計 290 -

147
千葉駅西口地区第二種市
街地再開発事業（Ｂ工
区）

市街地再開発
事業特別会計

1,087 1,505

148 市街地整備課
千葉駅東口地区第一種市
街地再開発

一般会計 445 715

149
JR蘇我駅東口駅前地区の
まちづくり

一般会計 11 16

150
ＪＲ稲毛駅東口周辺のま
ちづくり

一般会計 14 19

151
土地区画整理事業未施行
地区における整備手法の
検討

一般会計 5 5

152 市街地液状化対策の推進 一般会計 193 469

153
寒川土地区画整理
事務所

寒川第一地区土地区画整
理

一般会計 333 320

154
東幕張土地区画整
理事務所

東幕張土地区画整理 一般会計 1,692 1,543

155
検見川稲毛土地区
画整理事務所

検見川・稲毛土地区画整
理

都市計画区画
整理事業特別
会計

1,319 643

156 都市局 建築部 建築管理課 市有建築物の保全 一般会計 2,568 3,110

157 住宅政策課 空家等対策 一般会計 14 18

158 マンション再生支援 一般会計 2 2

159 結婚新生活支援 一般会計 9 9

160 市営住宅の整備 一般会計 683 414

161 建築指導課 耐震診断・改修助成 一般会計 69 41

162
緊急輸送道路沿道建築物
耐震助成

一般会計 24 24

163 狭あい道路拡幅整備 一般会計 3 1



主要事業の見積額等一覧

No 局 部 課 事業名 会計種別 R2見積額 R1予算額

（単位：百万円）

164 都市局 建築部 建築情報相談課
建築関連総合窓口整備
【新規】

一般会計 33 -

165 公園緑地部 緑政課
次期「緑の基本計画」の
策定

一般会計 4 0

166
稲毛海浜公園のリニュー
アル

一般会計 846 234

167 千葉公園再整備 一般会計 45 47

168 オオガハスの魅力発信 一般会計 10 0.8

169 公園管理課
公園等・街路樹適正管理
の推進（危険木伐採）
【拡充】

一般会計 484 0

170
身近な公園のリフレッ
シュ

一般会計 219 11

171 特別緑地保全地区の推進 一般会計 97 85

172
青葉の森スポーツプラザ
施設整備

一般会計 156 0

173
中央・稲毛公園緑
地事務所

亥鼻公園サクラ再生 一般会計 2 2

174
花見川公園緑地事
務所

花島公園の充実 一般会計 1 7

175
若葉公園緑地事務
所

泉自然公園の魅力向上 一般会計 33 21

176 緑公園緑地事務所 昭和の森の魅力向上 一般会計 17 14

177 公園建設課 身近な公園の整備 一般会計 280 40

178 蘇我スポーツ公園整備 一般会計 1012 775

179 都川水の里公園整備 一般会計 56 33

180
花見川サイクリングコー
スの充実

一般会計 73 30

181 動物公園 動物公園事業
動物公園事業
特別会計

1,350 1631



主要事業の見積額等一覧

No 局 部 課 事業名 会計種別 R2見積額 R1予算額

（単位：百万円）

182 建設局 土木部
土木管理課
土木保全課

橋りょうの耐震化 一般会計 455 427

183 無電柱化の推進 一般会計 274 100

184
災害に強いまちづくり
【新規】

一般会計 20 -

185 道路施設の長寿命化 一般会計 1,902 1,430

186
市民生活に密着した道路
維持の充実

一般会計 3,437 3,025

187 交通安全施設の充実 一般会計 471 232

188 歩道の改良 一般会計 170 112

189 土木管理課 狭あい道路の拡幅 一般会計 15 15

190
特殊車両通行許可の迅速
化

一般会計 5 0

191 私道の整備助成 一般会計 28 10

192 技術管理課
建設工事の生産性向上
【新規】

一般会計 2 0

193 道路部 道路計画課
国道直轄事業の促進（負
担金）

一般会計 425 510

194
花見川に架かる２橋の架
け替え整備

一般会計 526 524

195
企業立地を促進するため
の道路整備

一般会計 679 235

196 道路建設課外１ 歩道の整備 一般会計 1,193 882

197 道路建設課外１ 交差点の改良 一般会計 119 133

198 道路建設課外２ 生活道路の整備 一般会計 707 502

199 街路建設課
都市計画道路「塩田町誉
田町線」の整備

一般会計 1,263 998

200
都市計画道路「磯辺茂呂
町線」の整備

一般会計 1,252 674

201
都市計画道路「村田町
線」沿道地区の整備

一般会計 340 538

202
都市計画道路「誉田駅前
線」の整備

一般会計 468 456

道路建設課



主要事業の見積額等一覧

No 局 部 課 事業名 会計種別 R2見積額 R1予算額

（単位：百万円）

203 建設局 道路部 街路建設課
都市計画道路「南町宮崎
町線」沿道地区の整備

一般会計 209 288

204 街路建設課外１
都市計画道路「幕張本郷
松波線」の整備

一般会計 256 253

205 自転車政策課
自転車を活用したまちづ
くり【新規】

一般会計 950 835

206 建設局 排水路の改修 一般会計 841 87

207 都市下水路の改修 一般会計 149 61

208 農業集落排水施設の改修
農業集落排水
事業特別会計

344 173

209
農業集落排水施設の再編
計画

農業集落排水
事業特別会計

14 9

210 雨水対策課外２
浸水被害の軽減と対策の
強化

下水道事業会
計

2,904 1,570

211 下水道整備課外１
地震時における下水道機
能の確保

下水道事業会
計

3,125 204

212
下水道管理部
下水道建設部

下水道整備課外２
ストックマネジメントの
推進

下水道事業会
計

4,472 2,229

213 下水道整備課外１
下水道未普及地域の解消
（汚水管渠の整備）

下水道事業会
計

696 543

214 下水道経営課外４ 管理・運営
下水道事業会
計

9,401 8,449

215 下水道施設建設課
海辺の水質保全（下水道
高度処理施設の整備）

下水道事業会
計

1,710 2,881

216 下水道計画課

下水道における資源・エ
ネルギー循環の形成（下
水道再生可能エネルギー
導入）

下水道事業会
計

35 28

217 河川の改修 一般会計 508 237

218 排水施設の整備 一般会計 271 236

219 都市下水路の整備 一般会計 70 25

220
急傾斜地崩壊
防止工事の推進

一般会計 133 72

下水道建設部

都市河川課

下水道管理
部

下水道維持課

下水道建設
部

下水道整備課



主要事業の見積額等一覧

No 局 部 課 事業名 会計種別 R2見積額 R1予算額

（単位：百万円）

221 地域振興課 オオガハス文化伝承 一般会計 1 1

222
排水栓を使用した初期消
火活動の普及啓発

一般会計 0.1 0.1

223 花見川区地域活性化支援 一般会計 3 3

224 区民交流 一般会計 0.1 0.4

225
地域リーダー研修【新
規】

一般会計 0.2 -

226 花見川区民まつり 一般会計 4 4

227 避難所運営委員会の支援 一般会計 0.5 0.2

228 健康課
花見川糖尿病０プロジェ
クト

一般会計 2 2

229 地域振興課
パラスポーツ交流を通し
た地域活性化

一般会計 0.3 0.4

230 地域活性化支援 一般会計 3 3

231 区民まつり 一般会計 4 4

232
地域における防災訓練環
境の整備推進

一般会計 0.3 0.3

233 ランチタイムコンサート 一般会計 0.4 0.4

234
「単位町内自治会」向け
セミナー

一般会計 0.7 0.6

235 若者選挙プロジェクト 一般会計 0.1 0.1

236 健康課 健康づくりウオーキング 一般会計 0.4 0.4

237 地域振興課 若葉区地域活性化支援 一般会計 4 4

238 若葉区区民対話会 一般会計 0.0 0.0

239
自治会長セミナー　【新
規】

一般会計 0.2 -

240
若葉区の地域防犯力の向
上

一般会計 0.2 0.3

241
若葉区の地域防災力の向
上

一般会計 0.2 0.3

花見川区役所

稲毛区役所

若葉区役所



主要事業の見積額等一覧

No 局 部 課 事業名 会計種別 R2見積額 R1予算額

（単位：百万円）

242
若葉区役
所

地域振興課
高齢者の運転免許返納支
援　【新規】

一般会計 0.1 -

243 若葉区の魅力発信 一般会計 0.7 0.9

244 若葉区民まつり 一般会計 3 3

245 花のあふれるまちづくり 一般会計 0.4 0.4

246
ラジオ体操で健康づくり
とまちづくり　【拡充】

一般会計 0.7 0.6

247 地域振興課 避難所運営委員会育成 一般会計 0.3 0.3

248 緑区災害対応合同訓練 一般会計 0.1 0.1

249 緑区地域活性化支援 一般会計 3 3

250 緑区ふるさとまつり 一般会計 4 4

251 まちカフェライブ 一般会計 0.8 0.5

252 健康課 緑区健康フェア 一般会計 0.8 0.8

253 地域振興課 地域活性化支援 一般会計 3 3

254 美浜区高校生連携会議 一般会計 0.2 0.2

255 美浜区の魅力創出・発信 一般会計 0.9 0.9

256 美浜区民フェスティバル 一般会計 3 3

257 健康課 美浜野菜フェスタ 一般会計 1 1

258 消防局 総務部 総務課

東京２０２０オリンピッ
ク・パラリンピック競技
大会開催に伴う競技会場
等の安全対策の推進

一般 18 8

259
消防団活動体制の充実強
化

一般 239 179

260 施設課 非常用発電設備の整備 一般 113 340

261 消防出張所の整備 一般 384 157

緑区役所

美浜区役所



主要事業の見積額等一覧

No 局 部 課 事業名 会計種別 R2見積額 R1予算額

（単位：百万円）

262 消防局 総務部 施設課 消防車両等の整備 一般 773 853

263 自動車整備体制の強化 一般 102 46

264 消防水利の整備 一般 39 11

265 消防学校
消防学校教育の充実強化
【新規】

一般 10 0

266 警防部 警防課
応急救護所エアーテント
の更新

一般 5 5

267
風水害対策の充実（風水
害対策資器材の増強）
【新規】

一般 107 0

268 救急課 応急手当の普及啓発 一般 2 2

269
次期救急情報共有システ
ムの運用

一般 24 10

270 指令課
消防指令体制の充実（共
同指令ｾﾝﾀｰ機器の更新）

一般 63 1,387

271 無線機器の更新 一般 18 13

272 航空課
おおとり１号エンジン法
定１５年点検

一般 313 0

273
おおとり１号スピーカー
修繕

一般 22 0

274
パイロット及び整備士の
訓練業務委託

一般 3 0

275 消防局 予防部 予防課 火災予防体制の充実強化 一般 4 3

276
感震ブレーカー等設置推
進事業

一般 2 5

277 火災原因調査体制の充実 一般 5 2

278 査察体制の充実 一般 4 4

279 指導課
消防法等に係る指導業務
体制の充実

一般 1 0.3

280 水道局 水道事業事務所 配水管の増径改良・新設 水道事業会計 68 41

281
送水管の耐震化（供給水
源の２系統化）

水道事業会計 21 0



主要事業の見積額等一覧

No 局 部 課 事業名 会計種別 R2見積額 R1予算額

（単位：百万円）

282 水道局 水道事業事務所 非常用備品、車両の購入 水道事業会計 3 14

283 病院局 市立病院の運営 病院事業会計 0 26,194

284 経営企画課 経営改善支援 病院事業会計 0 37

285 会計室 出納関係 一般会計 100 86

286 物品関係 一般会計 196 138

287
教育委員
会

教育総務部 総務課 教育活動推進 一般会計 1,179 1,178

288 企画課
オリンピック・パラリン
ピック教育の推進　【拡
充】

一般会計 95 11

289
企画課
学校施設課

新設校建設基本計画の策
定【新規】

一般会計 10 -

290 教育職員課
小学校における専科教員
の配置　【拡充】

一般会計 167 45

291
スクール・サポート・ス
タッフの配置　【拡充】

一般会計 62 5

292 学校施設課 学校施設の環境整備 一般会計 3,374 4,391

293
学校適正配置に伴う施設
改修

一般会計 1,702 705

294 校舎等解体 一般会計 230 302

295 校舎増築 一般会計 94 146

296 各種改修 一般会計 1,748 652

297 エレベータ設置 一般会計 342 476

298
教育委員
会

学校教育部 学事課
不登校児童生徒の学習支
援とフリースクールとの
連携　【拡充】

一般会計 6 2

299
夜間中学設置に向けた
ニーズ調査　【新規】

一般会計 0.4 -

300 教育指導課 デジタル教科書整備 一般会計 18 0

301 小学校教科書等購入 一般会計 268 0



主要事業の見積額等一覧

No 局 部 課 事業名 会計種別 R2見積額 R1予算額

（単位：百万円）

302
教育委員
会

学校教育部 教育指導課
基礎学力定着に向けた学
習支援体制の整備　【拡
充】

一般会計 7 0.1

303 教育支援課
スクールカウンセラー活
用　【拡充】

一般会計 178 168

304
スクールソーシャルワー
カー活用　【拡充】

一般会計 22 17

305
学校問題解決推進　【拡
充】

一般会計 4 2

306 保健体育課
小学校体育活動推進
【拡充】

一般会計 27 7

307
部活動指導員配置　【拡
充】

一般会計 23 4

308 給食室空調設備整備 一般会計 26 0

309 教育センター
プログラミング教育用教
材整備

一般会計 34 0.5

310 生涯学習部 生涯学習振興課
科学館リニューアル
【新規】

一般会計 27 -

311 生涯学習振興課
アフタースクール　【拡
充】

一般会計 382 180

312 文化財課
加曽利貝塚の魅力向上
（史跡整備）　【拡充】

一般会計 380 60

313 縄文貝塚文化研究の推進 一般会計 44 48

314 郷土博物館
『千葉市史史料編近現
代』の刊行

一般会計 6 2

315
歴史読本『千葉市の歴史
（仮称）』の編集　【新
規】

一般会計 4 -

316 中央図書館管理課
交通系ＩＣカード等によ
る図書館利用カードの発
行　【新規】

一般会計 9 -

317
地域情報サービス提供
【新規】

一般会計 3 -

318
図書館サービスポイント
の設置　【新規】

一般会計 2 -



主要事業の見積額等一覧

No 局 部 課 事業名 会計種別 R2見積額 R1予算額

（単位：百万円）

319 千葉県知事選挙 一般会計 270 0

320 農業委員会運営 一般会計 3 2

321 農地銀行活動　【拡充】 一般会計 0.9 0.2

322 農業委員会だより発行 一般会計 0.5 0.7

323 農地違反転用防止 一般会計 0.5 5

324 農地基本台帳整備 一般会計 2 10

325 行政監査課 監査事務 一般会計 10 8

326 優秀な人材の確保 一般会計 12 12

327 調査課 ちば市議会だより発行 一般会計 13 14

328 議会中継 一般会計 3 7

議会事務局

選挙管理委員会事務局

農業委員会事務局

監査委員事務局

人事委員会事務局


