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第４次総合計画実施計画（第１回改訂）の概要 

平成 24 年 2 月 佐倉市企画政策部企画政策課 
 

第１ 改定計画の概要                  

今回の改訂により、事業数は当初計画から 41 事業増（新規追加 51 事業増、10

事業削除※1）の 607事業、5年間の事業費総額は一般会計が 1,044億 7,329万 6千

円（当初計画比 10億 6,148万 3千円 1.0％増）、特別会計が 658億 7,904万 2千円

(当初計画比 27億 6,754万 3千円 4.4%増)となっています。 

主な改定の内容は、一般会計では、市民生活の安全安心の確保のため、学校施設

の耐震改修及び防災井戸整備の前倒し、防災無線ラジオの試験導入並びに災害時臨

時ＦＭ放送の設置など防災対策の強化が主なものです。その他放射性物質対策事業

の追加、企業誘致、民間保育園への施設整備助成の拡大、都市計画道路等必要性の

高い社会資本整備の追加などです。 

特別会計は、介護保険会計増加が主なものですが、その他、水道事業会計の浄水

場の施設整備（非常電源の強化）、下水道施設改修などを追加しています。 

実施計画（一般会計 ※2）                                  （単位千円） 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 合計 

当初計画 20,828,195 20,722,316 20,604,483 20,894,866 20,361,953 103,411,813 

改訂計画 21,032,275 21,225,699 20,824,312 20,936,228 20,454,782 104,473,296 

増減 204,080 503,383 219,829 41,362 92,829 1,061,483 

 
※1 施設等の整備で計画期間内に実施予定のないものは、今後計画された時点で掲載するとして、実施計画

から一旦除くこととした。 
※2 経常的経費として予算化される事務事業のうち、施策により事業費を増減することが難しいもの（維持

管理経費、法令に基づく事務経費等）は実施計画に計上していない。 
 

第２ 主な拡大事業・新規事業 ※金額は平成 23～27年度の事業費総額           

第１章 思いやりと希望にみちたまちづくり 

34. 民間保育園施設整備助成事業 264,898千円 

民間保育園の園舎建替え事業への補助 定員 15人増（現行 90人→105人） 

36. 学童保育所施設整備事業 13,165千円 

王子台小学校学童保育所を整備、定員 35 人増（総定員 1380 人）、臼井老幼の館
学童保育所の過密状態を解消、待機児童の減少を図る。 

573.〔新規〕人間ドック助成事業 33,688千円（国保特会）、574.〔新規〕後期
高齢者人間ドック助成事業 6,000千円  
平成 24 年度から国民健康保険被保険者、後期高齢者医療の加入者への人間ドッ
ク経費助成を実施 

第２章 快適で、安全・安心なまちづくり 

168. 防災施設整備事業 165,860千円 

平成 24 年度に防災井戸 13 か所を設置し、市内の 39 避難所全てに防災井戸を完



pg. 2 

備。ミレニアムセンター災害用井戸の整備。防災ラジオ５００台の試験導入 

189. 婚活支援事業 8,464千円 

平成 24年、25年度も婚活支援協議会を支援 

583.〔新規〕放射性物質対策事業 63,000 千円、576．〔新規〕放射性物質対策
事業（保育園分）6,096 千円、578．〔新規〕放射性物質対策事業（学校給食分）
3,598千円 

 放射線測定の実施、必要な場合除染等 この他平成 23年度の対策費を計上 

585.〔新規〕臨時災害ＦＭ放送事業 15,100千円 

大規模災害時に臨時災害ＦＭ放送局を立ち上げられるよう放送体制を整備 

第３章 心豊かな人づくり、まちづくり 

 224. 小学校施設改築・改造事業 3,959,204 千円、227．中学校施設改築・改
造事業 1,202,355千円 
学校施設の耐震化整備を 7件前倒、平成 27年度までに文部科学省基準である IS
値 0.7以下の校舎の改修を完了。平成 25年度に体育館屋根（小学校 6、中学校 6）
を点検改修 
耐震化前倒 平成 25年度→24年度＝中学校１（上志津中） 
平成 26年度→25年度＝小学校１（井野小） 
平成 27年度→26年度＝小学校１（佐倉東小） 
平成 28年度→27年度＝小学校４（志津小、南志津小、印南小、井野小） 

588.〔新規〕コミュニティカレッジ施設整備事業 14,072 千円、590．〔新規〕
コミュニティカレッジ活動事業 9,626千円 
千代田小学校特別教室を改修、平成 24年 10月から 2年制のコミュニティカレッ
ジを開設 

第４章 明日へつながるまちづくり 

300. 佐倉草ぶえの丘整備事業 38,058千円 
佐倉草ぶえの丘施設整備の更新 あわせて施設の今後のあり方について検討  

601.〔新規〕旧平井家保存整備事業 19,200千円 
旧平井家の整備検討・耐震診断・保存整備工事  

第５章 住環境が整備された住みよいまちづくり 

387. 勝田台・長熊線整備事業 1,086,109千円  
補償・補てん等の事務の進捗を勘案し、事業計画を前倒 

603．〔新規〕都市計画道路太田・高岡線外２路線道路改良事業 139,845千円 
都市計画道路太田高岡線、寺崎石川線、市道Ⅰ－30号線の整備 

第６章 ともに生き、支え合うまちづくり 

481. 人事給与厚生研修システム事業費 204,566千円 
人事給与システムを更新、平成 25年度から運用開始 

611．〔新規〕収納システム事業 44,237千円、612.〔新規〕収納システム事業（健
康保険税分） 12,775千円 
平成 24年度からデータ回線の LGWAN化による経費削減、平成 25年度から市税の
コンビニ収納を実施 
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■第4次佐倉市総合計画　実施計画（第１回改訂版）　　新規追加事業

掲載
ページ

計画
№ 会計区分 担当課 実施計画名称 区分 事業費

単位：(千円)
23 24 25 26 27

54頁 567 介護特会高齢者福祉課認知症高齢者等支援事業 臨時 6,284 ● ● ● ●
68頁 568 一般会計 障害福祉課 障害者自立支援振興事業 臨時 764 ●
75頁 569 一般会計 健康増進課 保健情報管理システム整備事業 臨時 1,425 ●

96頁 570 一般会計 介護保険課
小規模介護施設消火設備
整備補助事業

臨時 18,882 ●

96頁 571 介護特会 介護保険課 介護保険災害臨時特例措置事業 臨時 1,360 ●
96頁 616 介護特会 介護保険課 介護保険特別会計への臨時繰出経 臨時 62,896 ● ● ● ● ●
101頁 572 国保特会 健康保険課 保健指導事業 臨時 839 ●
102頁 573 国保特会 健康保険課 人間ドック助成事業 臨時 33,688 ● ● ● ●
102頁 574 一般会計 健康保険課 後期高齢者人間ドック助成事業 臨時 6,000 ● ● ● ●
105頁 575 一般会計 社会福祉課 県外被災者対策事業 臨時 81,785 ● ● ●
114頁 576 一般会計 子育て支援課 放射性物質対策事業(保育園分) 臨時 6,096 ● ● ● ● ●

114頁 577 一般会計 子育て支援課
放射性物質対策事業
(児童センター・学童保育所分)

臨時 9,413 ●

115頁 578 一般会計 指導課 放射性物質対策事業(学校給食分) 臨時 3,598 ● ● ● ● ●
115頁 579 一般会計 学務課 私立幼稚園放射性物質対策事業 臨時 2,423 ●
115頁 580 一般会計 教育総務課 放射性物質対策事業（小学校分） 臨時 26,964 ●
116頁 581 一般会計 教育総務課 放射性物質対策事業（中学校分） 臨時 7,497 ●
116頁 582 一般会計 公園緑地課 放射性物質対策事業（公園分） 臨時 24,325 ●
117頁 583 一般会計 環境保全課 放射性物質対策事業 臨時 63,000 ●
119頁 617 一般会計 環境保全課 住宅用太陽光発電設備導入促進事業 臨時 28,000 ● ● ● ●
142頁 584 一般会計 交通防災課 災害対策本部移設事業 臨時 82,163 ●
143頁 585 一般会計 広報課 臨時災害FM放送事業 臨時 15,100 ● ● ● ●

165頁 586 一般会計 中央公民館
緊急雇用創出事業
〔中央公民館緑地整備事業〕

臨時 10,722 ●

165頁 587 一般会計 中央公民館
緊急雇用創出事業
〔視聴覚ライブラリー資料整理事業〕

臨時 6,129 ●

166頁 588 一般会計 社会教育課 コミュニティカレッジ施設整備事業 臨時 14,072 ● ● ● ●
166頁 589 一般会計 志津図書館 志津図書館改修事業 臨時 525 ●
170頁 590 一般会計 社会教育課 コミュニティカレッジ活動事業 臨時 9,626 ● ● ● ●
170頁 591 一般会計 社会教育課 人間の記録館システム整備事業 臨時 47,650 ○ ● ● ●
180頁 592 一般会計 指導課 児童生徒教育相談施設整備事業 臨時 3,140 ●
202頁 593 一般会計 指導課 学校給食食物アレルギー対策事業 臨時 178 ● ○ ○ ○
224頁 594 一般会計 農政課 農村集会施設整備事業 臨時 1,730 ● ● ●
231頁 595 一般会計 産業振興課 地域通貨調査研究事業 臨時 877 ○ ○ ○
234頁 596 一般会計 産業振興課 工業団地案内看板環境整備事業 臨時 2,000 ○ ○ ●
236頁 597 一般会計 産業振興課 技術の伝承・技能の向上への支援事業 臨時 0 ○
236頁 598 一般会計 産業振興課 中小企業資金融資基金事業 臨時 0 ○

248頁 599 一般会計 産業振興課
緊急雇用創出事業
〔野鳥の森等整備事業〕

臨時 8,585 ●

248頁 600 一般会計 産業振興課 観光施設整備事業 臨時 8,400 ● ○ ○ ○ ○
265頁 601 一般会計 文化課 旧平井家保存整備事業 臨時 19,200 ○ ○ ● ● ●
265頁 602 一般会計 文化課 旧川崎銀行佐倉支店保存整備事業 臨時 24,449 ● ● ● ●
291頁 603 一般会計 道路建設課 太田・高岡線外2路線道路改良事業 臨時 139,845 ● ● ● ●
292頁 604 一般会計 道路建設課 上座・青菅線道路改良事業 臨時 93,400 ● ● ● ●
292頁 605 一般会計 道路管理課 道路維持車両整備事業 臨時 10,155 ● ● ●
297頁 606 一般会計 環境保全課 専用・簡易専用水道管理事業 経常 3,160 ○ ● ● ●

327頁 607 一般会計 産業振興課
行政提案型事業
（観光おもてなしガーデン事業）

臨時 500 ●

357頁 608 一般会計 秘書課 市政60周年記念式典事業 臨時 1,670 ○ ○ ●

375頁 609 一般会計 財政課
緊急雇用創出事業
〔公会計資産台帳作成業務支援事業〕

臨時 9,716 ●

376頁 610 一般会計 企画政策課 総合計画推進事業 臨時 22,987 ● ● ●
384頁 611 一般会計 収税課 収納システム事業 臨時 44,237 ○ ○ ● ● ●
385頁 612 国保特会 収税課 収納システム事業（健康保険分） 臨時 12,775 ○ ○ ● ● ●
391頁 613 一般会計 資産管理経営室 庁舎設備改修事業 臨時 14,291 ● ●
400頁 614 一般会計 自治人権推進課 志津コミュニティセンター整備事業 臨時 3,864 ●
413頁 615 一般会計 議会事務局 議会公用車管理事業 臨時 7,116 ● ● ● ●

実施年度　※

※○は準備又は成果確認、●は実施
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