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No 件名 ページ

1 指定管理者で働く労働者の勤続年数、正規・非正規の人数等 1

2

流山おおたかの森駅の森のマルシェやクリスマス映像イベント（ファモリエ）及
び南流山駅前の屋台フェアの実施状況（委託主体（入札方法）、実施回数（映像
イベントに関しては上映回数）、支出詳細、参加人数）、出店店舗数及び市内業
者の割合【市予算計上分】

2

3 附属機関の委員の公募状況と委員委嘱の状況（女性委員の比率） 5

4 平成２４年度及び平成２５年度の組織体系図(各課の職員数含む） 7

5
顧問弁護士に依頼した法律相談件数と経費、弁護士免許を持つ市職員採用にかか
わる予算と弁護士免許を持つ市職員の業務相談件数、効果について

9

6
正規職員の年齢別モデル給与表及び臨時職員（一般事務・保育士）、嘱託職員の
賃金等（平成２５年４月１日予定）

10

7
正規職員と臨時職員（フルタイムの一般事務）の労働条件の比較について（年次
有給休暇、療養休暇、特別休暇）

11

8 土木及び建築の技術職員の配置状況、人数 13

9
臨時職員及び嘱託職員の任用状況（平成２４年６月１日現在）と直近５年間の推
移（全体）

14

10
市職員の課単位の男女別の人数（平成２５年２月１日現在）及び各種研修への参
加状況（平成２４年度）

15

11 管理職のうち女性職員が占める割合（平成２５年２月１日現在） 19

12
職員の退職者見通し及び新規採用職員計画（平成２５年度）
※平成２４年度退職者は理由別に

20

13 市職員の長期休職者と主な理由（平成２５年２月１日現在） 21

14
ＴＸ沿線整備に伴うＵＲ都市再生機構及び千葉県への派遣職員数と残業時間、休
暇取得日数及び人件費

22

15
平成２４年度（平成２５年１月末現在）に契約した工事委託事業・物品購入の件
数及び金額（契約種類別・割合）。その内、市内業者が占める割合（件数・金
額）

23

16
総合評価方式を活用した工事事業数、入札件数、一般競争入札と比較した市内事
業者への発注割合

23

17
国・県支出金・補助金の増減額比較表（平成２４年度・平成２５年度の当初予
算）

24

18 平成２５年度の政策的経費の内訳 31

19 平成２５年度補助金改正を行うもの（項目ごとに、その主な内容） 37

20 平成２５年度における予算額１件１０万円以上の補助金一覧表 43

平成２５年度予算審査資料要求一覧



平成２５年度予算審査資料要求一覧

21
一般会計、特別会計、水道事業会計における地方債、債務負担行為の総額（各会
計ごと、総額に対する市民一人当たりの額）。平成１５年度末と比較した場合の
増減額・市民一人当たりの額

46

22 市債の額と今後１０年間の償還計画 47

23 県施行（直轄）工事に対する地元負担金について（事業・工事ごとの額） 56

24

平成２４年度における税と保険料等の滞納状況について
①項目ごとの対応実績（納税猶予者数、分納件数、差押え件数、督促状の発行件
数）
②担当職員の配置状況（一人当たりの件数について近年の増減傾向が分かるよう
に）（平成２５年１月末現在）

57

25 税制の改正に伴う影響‐改正内容・影響人数・影響額（平成２５年度予算） 58

26

法人市民税について
①法人割納付企業数の推移（３年間比較）、②法人割を附則から条例文に基づき
引き下げた場合の影響額・影響法人数、③均等割における資本金・従業員数ごと
の法人数詳細（現年課税分・調定額ベース）

59

27 税制の改正に伴う影響‐改正内容・影響人数・影響額（平成２５年度予算） 欠番

28

法人市民税について
①法人割納付企業数の推移（３年間比較）、②法人割を附則から条例文にもとづ
き引き下げた場合の影響額・影響法人数、③均等割における資本金・従業員数ご
との法人数詳細（現年課税分・調定額ベース）

欠番

29
市民税の推移（平成２２年・平成２３年度決算、平成２４年度決算見込み、平成
２５年度予算ごとに、個人・法人の推移比較）（現年課税分・調定額ベース）

60

30

市民まつりについて①テント出店数（飲食・ボランティア団体など業種団体が分
かるもの）、②テント料金（出店内容別に）を含む全料金収入、③収支、④泉谷
しげる等のコンサートの収支、⑤実行員会の総括や各ボランティアまたは実行委
員会でお手伝いされた方々からの主な意見、⑥行政としてのかかわり方の課題

61

31 市内の犯罪件数と検挙率について、増加傾向にある犯罪 64

32

自治会等交付金の交付状況（平成２４年度決算見込み・平成２５年度予算）につ
いて
①交付している自治会数、世帯数、自治会ごとの配布世帯数及び交付金額、②予
算書に名目・金額が明記されている自治会数、予算書に名目・金額が明記されて
いない自治会数、③予算書に交付金以外の名目で明記されていた自治会数

65

33 市内自主防災組織の加入率・加盟団体数・自治会数 70



平成２５年度予算審査資料要求一覧

34

国民健康保険について
（１）平成２３年度の滞納者の区分―所得階層別、加入者数と滞納者数、地域
別、資格証発行件数について
（２）平成２４年度の分割納付世帯数
（３）平成２３年度の市から特別会計に対する法定外繰入金の保険料と国保加入
者一人当たりの額について、近隣市比較
（４）平成２４年度保険料の減免制度の申請状況（法定減免、市独自の減免制度
ごとに）
（５）限度額認定制度申請件数
（６）医療費一部負担金減免制度の申請者数
（７）平成２４年度中学生までに対する正規保険証発行をするため、資格証から
正規保険証に切り替えた件数、高校生及び障害者（児）に対する資格書発効状況
（８）平成２４年度被保険者の健診率・特定保健指導件数とその結果

70

35

生活保護について
（１）相談件数と申請、開始決定、却下件数（平成２４年１２月までの月別）
（２）申請から決定までの平均日数（平成２５年１月末現在）
（３）平成２３年度と平成２４年度までの一時扶助（項目別に）
（４）ケースワーカー一人に対する保護件数（平成２４年４月、平成２５年１
月)
（５）平成２４年度(平成２５年１月末日)の就労相談件数と就労となった件数
（６）世帯類計別の世帯数

72

36 扶助費ごとの世帯数・金額（平成２５年１月末現在） 74

37 特定疾病見舞金対象事業における慢性腎不全疾患の対象者数 74

38 各福祉会館まつりの実態（参加団体、参加人数）（平成２４年度実施分） 75

39
平成２４年度における福祉会館・公民館の改修費及び平成２５年度の改修予定に
ついて

76

40
平成２４年度（平成２５年１月末現在）における福祉会館、公民館、南流山セン
ター、生涯学習センター、リサイクルプラザ・プラザ館、コミュニティプラザの
各部屋ごとの稼働率について

78

41

後期高齢者医療制度について（平成２４年１２月末現在）
（１）徴収方法別の人数、資格証明書発行件数、分納件数（申請件数・実際の分
納件数）
（２）年度途中に加入した方の人数（平成２４年４月～１２月）
（３）休日納付相談件数
（４）窓口３割負担（現役並み）の件数について、基準収入により申請すれば窓
口負担１割に軽減できる被保険者数、周知徹底の取組、軽減の実績件数
（５）健診率（平成２２・２３年度）

84

42
高齢者等市内移動支援バス事業の利用状況（コースごとの利用者数に）【平成２
５年１月末現在】

86

43
あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう施設利用に対する助成事業の申請者
数、施設利用券交付枚数・利用枚数・利用率

86

44 在宅生活支援各種サービスの利用登録者数（事業ごとの人数） 86



平成２５年度予算審査資料要求一覧

45
住宅改造助成事業の件数、支出金額（市負担分及び個人負担分を含めた総事業
費）、市内事業者への発注割合・金額

87

46
緊急通報装置及び火災警報装置の支援制度の申請件数及び設置実績について【平
成２５年１月末現在】

87

47
シルバー人材センターに対する公的な仕事の発注額、会員数・就労割合・平均賃
金

88

48
シルバーコミュニティ銭湯事業の利用状況（３年間の推移・子ども・大人の区別
が分かるもの）

89

49

介護保険について
（１）平成２３年度及び平成２４年度の介護保険料区分別徴収方法別人数と滞納
者数（所得階層ごとに）及び平成２５年度予算における介護保険料区分別徴収方
法別人数
（２）分割納付件数
（３）介護保険料（第１期～５期事業計画）の区分別保険料
（４）平成２４年度介護認定状況（訪問調査人数・認定審査委員の人数、申請
数、介護度別認定数、訪問調査員一人当たりの申請者数）及び平成２５年度予算
における介護認定（申請、認定数見込み）
（５）平成２２年度～平成２４年度における介護サービス項目別計画に対する実
績
（６）平成２４年度介護サービス利用状況
（７）平成２５年１月現在の特別養護老人ホームの入所状況と待機者数（そのう
ち独居高齢者、老々介護、要介護４及び５の人数）
（８）軽度介護者に対する補助具等の利用状況（平成２４年度・平成２５年度予
算の比較）
（９）平成２４年度の地域包括支援センターの活動状況（施設ごとに、相談件数
や取組、職員体制、市補助金等負担額）と平成２５年度予算措置（センター別）
について
（１０）介護認定の審査会の開催状況、認定の遅延件数（内容別に）、認定後に
変更申請などが行われた件数（平成２４年度）
（１１）配食サービスの利用者数
（１２）介護保険改定に伴う苦情等、市民やケアマネジャー、ヘルパー等からの
意見について（主なもの、件数等が分かるように）

90

50 在宅高齢者家族介護用品支給事業（平成２４年度実績見込み、２５年度予算） 100

51
在宅高齢者家族介護用品の支給実績（件数・金額・要介護度ごとに）及び給付停
止（辞退）件数

100

52
要介護者の障害者認定の認定件数や申請件数、申請書送付件数、問い合わせ件数
について（平成２４年度）

100

53
つばさ学園の入所者数、自己負担（項目ごとに）、待機児数、配置職員数（職種
ごとに）、退所者数（理由ごとに）について

101

54
福祉タクシー券の利用率（平均利用率と人工透析者における発行人数・利用枚
数・利用率）

102

55 障害を持っている方が作業所等へ通う際の通勤手当の支給（件数や金額等） 102

56 自立支援サービス内容ごとの利用者数、金額 103

57
作業所等への国・県・市費負担の推移（項目、金額、平成２４年度・平成２５年
度予算で比較）

105



平成２５年度予算審査資料要求一覧

58 療育相談の件数、その後の対応（平成２３年度と平成２４年度現在まで） 106

59

保健センターについて
（１）保健師数（近隣市の人口比）及び産休等休暇取得者数と代替職員の配置状
況
（２）各種健診業務における専任職員配置数
（３）妊婦訪問や乳児家庭全戸訪問事業における配置職員数、訪問件数、相談件
数の配置状況
（４）特定健診の受診率及び健診項目（特定健診導入前と比較）
（５）高齢者へのインフルエンザ予防注射への補助制度の利用状況（平成２４年
度決算見込み、平成２５年度予算）

107

60
平日夜間・休日診療所の利用状況（診察件数、救急医療機関へ搬送したケース、
当診療所の対応で済んだケース、患者の年齢や受診に至った主な病気・症状）
（平成２５年１月現在）

111

61

院内保育施設について、①市補助額を支給している施設（対象病院、補助額、補
助額設定の基準（主なもの）、利用児童数の年齢ごとに、施設における年間総運
営費（市補助金が総運営費に対してどの程度の割合なのかが分かるもの））、②
支給していない施設について、利用児童数（年齢が分かるように）（平成２３年
度決算）

112

62 平日夜間の小児救急の利用状況（曜日別診察件数） 113

63
各児童館ごとの①利用児童数（職員一人当たりの人数）、②各施設ごとの幼児グ
ループ人数、③定員枠を超えたため入れなかった件数（平成２４年度分）

114

64

子ども医療費助成制度の①平成２４年度実績見込み（金額・人数）と平成２５年
度予算（通院・入院件数の見込み）、②市負担額・県負担額の増減が分かるよう
に、③現行窓口負担を維持し、中学卒業まで入院・通院を拡大した場合の市負担
額試算

115

65 児童手当の対象人数、影響額、国・県・市の負担額 116

66
ファミリーサポートセンターについて、利用件数（平成２４年度実績見込み、平
成２５年度予定件数）とひとり親家庭での利用件数（平成２４年度実績見込み）

116

67
児童虐待について、相談件数（対応件数）、児童相談所等へつないだケースなど
（平成２３年度と平成２４年度現在まで）

116

68
児童扶養手当の受給者数（平成２４年度分、母子・父子の違いが分かるように）
と主な支給停止理由、ひとり親家庭での医療費助成事業を利用世帯数、件数、月
ごとの支給額

117

69

学童保育について
（１）平成２４年度入園者数・定員に対する入所者数及び入所率（施設ごと）
（２）学童保育施設の修繕・改修実績（平成２４年度・各学童の要望内容等）に
ついて
（３）保育料滞納額及び保育料減免制度の活用状況について
（４）各施設における園庭について、独自（ほぼ独占しているものも含め）に
持っている施設数・共同利用（利用の有無を主体的に判断できる施設数・学校な
ど一定制約がある施設数
（５）指導員の継続勤務状況について（父母運営時代から移行できた人数と割
合）

118
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70

保育所（園）について
（１）各保育所（園）ごとの定員に対する実際の入所児童数（平成２４年４月、
１０月）、待機児童数
（２）延長保育について①延べ利用者数、②利用料金収入
（３）公立保育所での補修・改修事業項目と金額（施設ごとに平成２４年度見込
み、平成２５年度予算）について
（４）各保育所での保育士・調理師の正規職員・臨時職員の比率（臨時職員の市
内在住者の割合）【平成２５年１月３１日現在】
（５）私立保育園への運営等に対する県費補助の増減・項目の追加・廃止（項目
ごとに、金額）
（６）無認可保育園の市内の設置状況（開設、撤退が分かるように）
（７）私立保育園の保育士について①正規・臨時の割合、②園ごとの平均勤続年
数、③健診
（８）平成２４年度の新・増設園について①市補助金、②総事業に占める安心こ
ども基金の補助額、③市内事業者への発注額（下請も含む）、平成２５年度に計
画されている新設園の場所・定員・運営法人・安心こども基金の補助額（市補助
額が分かるもの）
（９）園庭における遊具の点検・交換等の実績
（１０）育児休暇取得における退所件数、児童数（年齢ごと）
（１１）栄養士の配置状況と独自献立表の有無、食品アレルギーへの対応状況
（１２）障害児受け入れ件数（保育園ごと）
（１３）保育所待機児の推移（３年間、年齢）について
（１４）所得階層別の保育料納付件数、滞納件数（率も）及び分納相談、分納件
数並びに減免制度の活用実績

123

71

保育所の入所について
（１）入所申請件数
（２）２月末までの入所決定通知発行数
（３）保留件数（４月入所不承諾分）
（４）その他不承諾となった理由（他市在住など）

137

72 統合保育の利用者数、保育料総額と一人あたりの平均額【直近のもの】 138

73

送迎保育ステーションについて
（１）申請件数・年齢・児童数が分かるもの（ルートごと・保育所・園ごと）
（２）利用料収入
（３）事業の委託料（運営主体ごとに）
（４）バス乗車の 長時間（届け先）・ 短時間（届け先）
（５）チャイルドシートの設置数、利用児童数
（６）ルートごとの保育士乗車数、経験年数
（７）急な発熱など送迎利用ができない諸条件、その場合の対応

139

74 市内生鮮三品目の取扱い事業所数について（市内４地域別に） 143

75
平成１４・１５年と平成２２年度実施した事業所の実態アンケートの結果の比較
（事業者数の増減、商店街の加入数、商工会議所への加盟店数の増減）

143

76 市内商店会ごとの加盟店舗数 143

77
商工会議所の会員数（平成２４年４月時点）の推移、平成２４年度の加盟数及び
法定脱会数（年度末の見込み）

144
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78
流山市内におけるポイントカード（ながぽんやふれあいカード等）の取扱い店数
（各カード比較で、導入経費の比較）

144

79
地域職業相談室の利用状況、就職率（正社員･パート）、職業相談室等を活用し
た就職案内の実施回数、就職者数（正規・パート別）

145

80
商店街の街路灯について、①市補助対象の件数（商店街ごとの本数、補助額）、
②ＬＥＤ化のこれまでの実施件数・本数（１本あたりの事業費、市補助額）、③
ＬＥＤへ変更が可能な街路灯数と必要経費

146

81 国の緊急保証制度の利用状況（相談数、申請数、認定数、金額）について 147

82
平成２２年農林業センサスの結果（耕作放棄地面積、農業就業者数、販売農家件
数を前回と比較して）

147

83 新規就農者数及び年齢別就農者数（販売農家） 147

84 市民農園の利用状況 148

85 市内の主な農産品、イチゴやブルーベリーの生産農家件数・主な販売ルート 148

86 市内農産物直売所の件数 149

87

平成２４年度における放射能対策費用
（１）放射線・放射能測定器の保有台数（購入の場合はその台数及び費用）
（２）除染に要した費用（学校、保育園、幼稚園、通学路、公園など各分野別内
訳）
（３）放射能廃棄物の処理に要した費用（総額と内訳）

150

88

資源物回収の実績資料について（平成２４年４月から現在まで）
（１）１２月現在のリサイクル団体等の数、内訳
（２）回収業者別の回収量及び奨励金額（単価・総額）
（３）リサイクル団体等に対する報償金交付額（単価・総額）
（４）回収総量
（５）ごみ処理経費（平成２３年度）【人件費・車両等購入費・委託料・その他
（その内訳）総処理量(トン）・１トン当たりの経費（円）】

152

89 我孫子市や秋田県小坂町への焼却灰等の搬送計画 154

90
焼却施設に勤務する労働者の健康調査状況（検査者数、要検査の件数割合、放射
能被曝に関する調査結果等）

154

91
市内焼却施設に保管されている焼却灰の量及び放射能濃度の推移、森のまちエコ
センターにおける剪定枝等の状況（チップ化した量の推移、保管量の推移、搬出
量の推移）

155

92 家庭ごみ収集におけるパッカー車の人員体制（法律上の人数、実際業務の人数） 157

93

夜間休日運転業務について、①委託事業者変更に伴う経費（修理代や代わりの作
業員確保にかかる市職員の人件費等も含め、再入札に伴う経費及び人件費、損害
賠償にかかる経費等）、②賠償に関する裁判のこれまでの経過・現時点での確認
事項等、③今後の運転業務運営で改善すべき事項

158
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94

市営住宅について
（１）募集と応募状況、倍率（平成２４年度、団地別）
（２）市内の地域別（北部・中部・東部・南部）の応募者数（平成２４年度実
績）

160

95 市内における住宅新築戸数（平成２０年度から平成２３年度） 160

（１）つくばエクスプレス関連支出額（平成２４年度決算見込み、平成２５年度
予算）（項目別支出額と総額・財源内訳）

161

（２）下水道の進捗率（面積、金額、うち市負担額（平成２５年度単年度と、今
後負担すべき額見込み）

162

（３）各区画整理事業における平成２５年度の各種事業名について 163

（４）各区画整理事業の進捗率（平成２４年度末と平成２５年度末の見込み）
（事業費ベースと整備面積ベース）

163

（５）平成２４年度使用収益開始面積について 164

（６）使用収益開始区域における新築件数について 164

（７）土地区画整理事業地区内における都市軸道路の整備進捗について。新市街
地地区における都市計画道路中駒木線の整備経過（東武線アンダーパス部分の経
緯・年度で経過が把握でき、都市軸道路と比較検討できるように）

164

（８）（９）地区ごとの保留地販売実績（全体計画面積及び金額、販売実績面積
及び金額）

164

（１０）市が実施している都市計画道路中駒木線の事業の進捗状況について 166

97 市内各公園における遊具の改善・改修結果（件数） 167

98 市内各公園の維持管理に関する要望件数と決算見込み、平成２４年度決算見込み 167

99

自転車駐車場について
（１）各駐車場における駐車種別の使用料見込額
（２）市内つくばエクスプレス各駅、東武野田線各駅、流鉄流山線各駅における
台数推移と登録待ちの状況、放置自転車置場の確保の有無について
（平成２４年９月１日、平成２５年２月１日、平成２５年３月末見込み）

168

100 信号機設置要望数と実績について（平成２５年１月末現在） 170

101 道路補修における要望件数、対応件数、未対応件数 170

102
都市計画道路３・３・２号線の事業計画変更に伴う事業費内訳（年度ごとに、市
負担額がわかるように）（直近３年分）

171

つくばエクスプレス関連事業について

96
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103
都市計画道路３・２・２５号線の進捗状況（大畔駒木線道路改良事業、下花輪駒
木線道路改良事業の総事業費と進捗率）

171

104
下水道の平成２４年度における滞納の理由・督促件数、生活保護受給者による減
免申請件数（過去５年）

172

105

市内各投票所について、①有権者数（上位１０位）、②投票者数（上位１０
位）、③投票率（上位５位、下位５位）、④投票所の面積（上位５位、下位５
位）、⑤記載台数（上位５位、下位５位）、⑥投票者数が多い所で駐車場がな
い、又は駐車場が遠い投票所

173

106
期日前投票について、各施設ごとの投票率・投票件数、スペース比較・記載台比
較

177

107
小山小学校校舎建設等ＰＦＩ事業について
（１）平成２４年度内の苦情や改善相談件数、改善項目

177

108

各小中学校の配当予算について
（１）平成２４年度決算見込額と平成２５年度予算額
（２）児童生徒一人当りの平成２５年度配当予算基準（項目ごと、平成２４年度
と比較して）
（３）予算見込み段階での各小中学校各学年ごとの児童生徒数及び教室数の増減
について

179

109

小中学校併設校計画について
（１）事業規模を決定するうえでの生徒児童数の試算根拠
（２）建設を取りやめた武道場の建設費及びプールの屋根の事業費
（３）地域交流スペースの内容及び複合化したことによる事業費
（４）常盤松中学校学区の一部を併設校の一部に変更したことについて、㋐通学
路の距離の変化、㋑新設中学校の生徒数
（５）用地費
（６）事業費・事業内容の詳細見積もり（小山小学校ＰＦＩ事業でも示された詳
細と同等の内容で）
（７）分離型で計画していた時の事業費（用地費・建設費の詳細）

182

110 各小中学校へのエレベーター設置に向けた計画（中期実施計画等） 185

111 平成２４年度における各小中学校からの小破修繕、改修の要望件数及び対応実績 185

112 小山小学校について、ＰＦＩ事業における校舎維持管理清掃業務の内容と事業費 186

113 平成２４年度末における学校図書の蔵書（児童生徒一人当たり） 186

114 児童生徒に対する各種学校健診で再検査・要治療の要請をした数（科目ごとに） 186

115 中学校における免許外教員の状況（直近のもの）（学校別・教科別） 187

116 学校サポート看護師派遣事業における実績（内容）（平成２４年度） 187

117 学校職員の健康診断等の結果状況（平成２４年度） 188
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118 平成２４年度における教師の長期休暇及び代替教員の配置数と未配置数 188

119
平成２４年度介添員配置の実績（介添員一人当たりの児童・生徒数、派遣の要請
がある学校数）及び介添員の時給単価

189

120 今後の特別支援学級の配備計画について 190

121

公立幼稚園の状況について
（１）平成２４年度の入園希望者と入園実績について。平成２５年度における流
山市幼児教育支援センター附属幼稚園に入園を希望している児童のうち南部地域
や東部地域から通う児童数

191

122

就学援助について（平成２５年１月現在）
（１）申請者数と受給者数の割合、全児童生徒に対する割合について
（２）就学援助不認定数及び辞退件数
（３）ＰＴＡ会費を支給した場合の予算（平成２４年度実績）
（４）生徒会費を支給した場合の予算（平成２４年度実績）
（５）部活動を支給した場合の予算（平成２４年度実績）

191

123

学校給食について
（１）平成２４年度決算見込みの中学校の給食民間委託にかかわる費用明細（人
件費など）と直営の場合の比較、納入食材の内容の変化。就労者数及び市内在住
者数
（２）調理師の基本給与平均（正規・臨時別に、直営・民間別に）
（３）給食費滞納の状況

193

124 学校及び保育所における給食の市内農産物及び加工品の利用状況 198

125
市単独での配置教員の近隣市比較（市単独配置教員の人数、市単独配置教員１人
当たりの児童生徒数）（平成２４年度）

199

126
県に提出する学校基本調査速報値（直近のもの）（理由別長期欠席児童・生徒数
について）

200

127 平成２４年度学校別スクールカウンセラーの利用状況について 201

128
ことばの教室の利用状況（平成２４年度）、送迎手段（家族、親族、ファミサポ
利用など）、ひとり親家庭等ため送迎困難児の有無、教員の継続年数

203

129

小中一貫教育について
（１）小中一貫教育を推進していくための予算について
（２）教員の業務過重を防止する方策について
（３）学校移動に伴う方法及び安全対策について
（４）一貫教育となる小中学校の区割り

204
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130

市民総合体育館建替え計画について
（１）利用見込み
（２）稼働率
（３）収入見込み
（４）維持管理試算（人件費を含む）
（５）駐車場台数
（６）成人式を開催した場合の必要経費（文化会館と比較して・行政上の収支増
減）
（７）観客席があふれる場合がある開催種目・その件数・利用者数
（８）体育館が狭いために開催を市外へ移動した市内競技団体、種目、件数、競
技者数
（９）耐震上、危険な状況だと分かった時期やその検査結果
（１０）教育や文化・スポーツ等の基金残高

205

131

消防関連について
（１）常備消防及び救急の装備や人員体制について（消防力の基準比較、定数比
較、人口比で比較した場合の近隣市比較）
（２）１隊平均、１日平均の救急隊の出動件数（過去３年間）
（３）県消防学校の初任科教育課程を受講せずに消防活動に参加した件数・人数
（４）消防団の定数に対する現人員体制（分団ごとの不足人数・平均年齢）、受
け皿となる世帯数、出動手当等の近隣市比較

213

132
市内救急病院の救急患者受入れ件数（年齢区分、市内市外が分かるように）、小
児救急の受入れ件数

218

（１）道路新設改良事業 220

（２）都市計画道路整備事業 223

（３）普通河川整備事業 225

（４）準用河川整備事業 225

（５）大堀川防災調節池整備事業 225

（６）一般排水整備事業 225

（７）調整池整備事業 225

（８）公園緑地整備事業 227

133

下記事業の実施予定位置図並びに事業名及び事業内容の一覧表
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