
施設および主なFM施策の一覧

（第５回）

施設用途 所属名称 口座名称 建物 土地  ESCO  包括委託  有料広告  屋根貸太陽光  指定管理者  貸付

庁舎 財産活用課 本庁舎 10817.89 9875.58 〇 〇 〇 〇

庁舎 財産活用課 第三庁舎 499.55 1027.17 〇 〇

庁舎 財産活用課 第五庁舎 192.85 196.3

庁舎 財産活用課 南流山三丁目庁舎 489.52 657

庁舎 健康増進課 保健センター及び休日診療所 2333.96 3338 〇 〇

消防 消防総務課 消防本部 1656.72 1666.98 〇

消防 消防総務課 第一分団機械器具置場 189.68 165.29

消防 消防総務課 第二分団機械器具置場 53.83 48.24

消防 消防総務課 第三分団機械器具置場 53.83 86.26

消防 消防総務課 第四分団機械器具置場 57.96 151.45

消防 消防総務課 第五分団機械器具置場 53.82

消防 消防総務課 第六分団機械器具置場 53.82 90

消防 消防総務課 第七分団機械器具置場 53.83 59.9

消防 消防総務課 第八分団機械器具置場 53.83

消防 消防総務課 第九分団機械器具置場 53.83

消防 消防総務課 第十分団機械器具置場 53.82

消防 消防総務課 第十一分団機械器具置場 54.82

消防 消防総務課 第十二分団機械器具置場 53.83 76

消防 消防総務課 第十三分団機械器具置場 53.83 304.1

消防 消防総務課 第十四分団機械器具置場 53.8

消防 消防総務課 第十五分団機械器具置場 53.83

消防 消防総務課 第十六分団機械器具置場 57.96

消防 消防総務課 第十八分団機械器具置場 53.82

消防 消防総務課 第十九分団機械器具置場 57.96 117.52

消防 消防総務課 第二十分団機械器具置場 57.96

消防 消防総務課 第二十一分団機械器具置場 57.96 109.55

消防 消防総務課 第二十二分団機械器具置場 57.96 158.85

消防 消防総務課 第二十三分団機械器具置場 59.8 85.63

消防 東消防署 東消防署 782 2747 〇

消防 南消防署 南消防署 1523.26 1163.9 〇

消防 北消防署 北消防署 838.09 3077.66 〇

消防 消防防災課 青田防火水槽 41 223.91

処理施設 クリーンセンター クリーンセンター 25647.67 42876.19 〇

処理施設 クリーンセンター 汚泥再生処理センター 2547.82 14507.87

処理施設 クリーンセンター 旧清美園 1136.77 33203.54

小中学校 学校施設課 流山小学校 6967.09 6658.43 〇 〇 〇

小中学校 学校施設課 新川小学校 5330.88 9395.98 〇 〇 〇

小中学校 学校施設課 八木南小学校 5344.12 17894 〇 〇 〇

小中学校 学校施設課 八木北小学校 6655.35 11241 〇 〇 〇

小中学校 学校施設課 江戸川台小学校 5251.23 16282.8 〇 〇 〇

小中学校 学校施設課 東小学校 6062.57 1814.71 〇 〇 〇

小中学校 学校施設課 東深井小学校 6280.85 15205.79 〇 〇 〇

小中学校 学校施設課 鰭ヶ崎小学校 5418.49 14074.33 〇 〇 〇

小中学校 学校施設課 西初石小学校 5093.79 18452 〇 〇 〇

小中学校 学校施設課 向小金小学校 5059.07 15827.86 〇 〇 〇

小中学校 学校施設課 ⾧崎小学校 5276.16 17426 〇 〇 〇

小中学校 学校施設課 流山北小学校 6260.78 16159.52 〇 〇 〇

小中学校 学校施設課 西深井小学校 4552.78 12246.66 〇 〇 〇

小中学校 学校施設課 南流山小学校 9065.92 20575.67 〇 〇 〇

小中学校 学校施設課 小山小学校 11688.01 19850.49 〇

小中学校 学校施設課 おおたかの森小・中学校 21715.27 32728.04 〇 〇

小中学校 学校施設課 南部中学校 8116.8 29078.6 〇 〇 〇

小中学校 学校施設課 常盤松中学校 6607.11 2033.78 〇 〇 〇

小中学校 学校施設課 北部中学校 7378.47 20146.78 〇 〇 〇

小中学校 学校施設課 東部中学校 8321.27 13253.56 〇 〇 〇

小中学校 学校施設課 東深井中学校 7141.07 17385 〇 〇 〇

小中学校 学校施設課 八木中学校 7635.48 21740 〇 〇 〇

小中学校 学校施設課 南流山中学校 8252.51 26857.99 〇 〇 〇

小中学校 学校施設課 西初石中学校 7397.56 21099.38 〇 〇 〇

幼稚園 保育課 幼児教育支援センター附属幼稚園 588.74 2170.02 〇

保育所 保育課 中野久木保育所 714.46 214.21 〇

保育所 保育課 平和台保育所 1138.64 1861.49 〇

保育所 保育課 江戸川台保育所 823.4 1325.38 〇

保育所 保育課 向小金保育所 841.25 1347 〇

保育所 保育課 東深井保育所 792.54 1763 〇

学童クラブ 教育総務課 あすなろ学童クラブ 595.74 〇

学童クラブ 教育総務課 あずま学童クラブ 163.14 〇

学童クラブ 教育総務課 おおぞら学童 244.12 315 〇

学童クラブ 教育総務課 ちびっこなかよし・ちびっこのびのびクラブ 263.33 997.53 〇

学童クラブ 教育総務課 どんぐり学童クラブ 121.23 〇
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学童クラブ 教育総務課 ひまわり学童クラブ 119.25 231.14 〇

学童クラブ 教育総務課 ひまわり第2学童クラブ 145.74 〇

学童クラブ 教育総務課 ひよどり学童クラブ 382.08 2816 〇 〇

学童クラブ 教育総務課 もりのいえ第１，第２・第３学童クラブ 283.82 224.04 〇

学童クラブ 教育総務課 向小金小学校区第1・第2学童クラブ 223.55 〇

学童クラブ 教育総務課 江戸川台第１学童クラブ 180.52 358.04 〇

学童クラブ 教育総務課 江戸川台第２・第３学童クラブ 250.91 〇

学童クラブ 教育総務課 山びこルーム 139.94 1273.32 〇

学童クラブ 教育総務課 西初石子どもルーム 160.6 〇

学童クラブ 教育総務課 第１おおたかの森ルーム 205.08 〇

学童クラブ 教育総務課 第２おおぞら学童 188.57 128.93 〇

学童クラブ 教育総務課 第２おおたかの森ルーム 159.7 〇

学童クラブ 教育総務課 第３・第４おおたかの森ルーム 398.25 〇

市営住宅 建築住宅課 流山市営住宅運河団地 680.46 1872.99

市営住宅 建築住宅課 流山市営住宅若宮団地 3375.8 4281.92

市営住宅 建築住宅課 流山市営住宅大橋団地 7301.25 7735.61

市営住宅 建築住宅課 流山市営住宅第二運河団地 1190.64 2945.73

市営住宅 建築住宅課 流山市営住宅平方団地 3532.24 2778.93

市営住宅 建築住宅課 流山市営住宅柳田団地 7867.24 10905.66

文化施設 公民館 文化会館（中央公民館・市民会館） 3582.89 10882.27 〇

文化施設 公民館 北部公民館 1066.55 2493.01 〇

文化施設 公民館 東部公民館 1090.71 1611.5 〇 〇

文化施設 公民館 初石公民館 1404.2 2645 〇

文化施設 公民館 南流山センター 1958.76 3062.27 〇

文化施設 公民館 おおたかの森センター 802.36 1184.51 〇

文化施設 公民館 文化会館第二駐車場 14.4 2296.2

文化施設 コミュニティ課 八木南第一コミュニティホーム 268.67 2893.91

文化施設 コミュニティ課 八木南第二コミュニティホーム 340.6 1037.76

文化施設 コミュニティ課 八木南第三コミュニティホーム 226.43 660

文化施設 図書・博物館 一茶双樹記念館 263.04 1809.74 〇

文化施設 図書・博物館 図書館・博物館 3381 5735.78 〇 〇 〇

文化施設 図書・博物館 杜のアトリエ黎明 94.2 1146.27 〇

文化施設 図書・博物館 森の図書館 1864.79 〇 〇

文化施設 図書・博物館 木の図書館 835.39 492.28 〇

文化施設 図書・博物館 おおたかの森小・中学校こども図書館 138.59 30 〇

文化施設 生涯学習課 生涯学習センター 5848.81 19606 〇 〇 〇 〇

福祉施設 介護支援課 流山市北部地域包括支援センター 145.8 〇

福祉施設 高齢者支援課 地域福祉センター 1893.41 1415.17 〇 〇

福祉施設 高齢者支援課 高齢者福祉センター森の倶楽部 982.22 4778.6 〇

福祉施設 高齢者支援課 南部高齢者趣味の家 131.49 292.63 〇

福祉施設 高齢者支援課 東部高齢者趣味の家 121.43 〇

福祉施設 社会福祉課 江戸川台福祉会館 786.14 1664.33 〇 〇

福祉施設 社会福祉課 思井福祉会館 839.2 1368 〇 〇

福祉施設 社会福祉課 駒木台福祉会館 1000.63 5015 〇 〇

福祉施設 社会福祉課 下花輪福祉会館 806.15 22119 〇

福祉施設 社会福祉課 十太夫福祉会館 706.6 〇

福祉施設 社会福祉課 流山福祉会館 822.47 620.4 〇

福祉施設 社会福祉課 赤城福祉会館 946.85 1464 〇 〇

福祉施設 社会福祉課 名都借福祉会館 287.67 1222 〇

福祉施設 社会福祉課 西深井福祉会館 270.78 1368 〇

福祉施設 社会福祉課 野々下福祉会館 752.48 1624 〇

福祉施設 社会福祉課 東深井福祉会館 781 1500 〇

福祉施設 社会福祉課 平和台福祉会館 247.88 610.14 〇

福祉施設 社会福祉課 南福祉会館 268.4 1000 〇

福祉施設 社会福祉課 南流山福祉会館 939.76 741.95 〇

福祉施設 社会福祉課 向小金福祉会館 801.8 1373.58 〇 〇

福祉施設 障害者支援課 いろいろやハーモニー 88.66 523.08 〇

福祉施設 障害者支援課 地域生活支援センターまほろば 172.19 〇

福祉施設 児童発達支援センター つばさ学園療育相談室 221.89

福祉施設 児童発達支援センター 児童デイつばさ 210.87 〇

体育施設 商工振興課 コミュニティプラザ 3046.19 18184.97 〇 〇

体育施設 スポーツ振興課 おおたかの森スポーツフィールド 12.51 〇

体育施設 スポーツ振興課 市民総合体育館 10648.04 〇

体育施設 スポーツ振興課 北部市民プール 293 〇

体育施設 スポーツ振興課 北部柔道場 134.17 〇

体育施設 スポーツ振興課 流山スポーツフィールド 72.89 53373 〇

体育施設 スポーツ振興課 東部市民プール 290.53 2190 〇

体育施設 スポーツ振興課 南部柔道場 138.25 685.24 〇

体育施設 スポーツ振興課 流山市民プール 205.32 1268.62 〇

その他 財産活用課 作業員詰所 159.16 341

その他 財産活用課 公用車駐車場 976.5 1956.57

その他 財産活用課 旧江戸川台分遣所 124.74 352.5 〇
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その他 財産活用課 旧保健センター 403.59 947 〇

その他 コミュニティ課 流山市民安全パトロール隊東部詰所 9.75 〇

その他 コミュニティ課 流山市民安全パトロール隊北部詰所 10.74 〇

その他 コミュニティ課 流山市民安全パトロール隊流山詰所 12.01 〇

その他 みどりの課 コミュニティ第一児童公園 4.41

その他 みどりの課 コミュニティ第二児童公園 3.56 2003

その他 みどりの課 におどり公園 6.5 16678.39

その他 みどりの課 加岸児童公園 1.78 3013

その他 みどりの課 江戸川台七号公園 2.6 5731.17

その他 みどりの課 三輪野山近隣公園 3.1 27557.41

その他 みどりの課 松ヶ丘ふるさと公園 8.1

その他 みどりの課 赤城山公園 6.25

その他 みどりの課 総合運動公園 103.38 147685.49

その他 みどりの課 東深井地区公園 25.52 56902.05

その他 みどりの課 東部近隣公園 21.6 10580.41

その他 みどりの課 南流山一号公園 4 1582

その他 みどりの課 南流山二号公園 4 2685

その他 みどりの課 南流山三号公園 6.48 5011

その他 みどりの課 南流山六号公園 4 2146

その他 みどりの課 南流山八号公園 6.56 3140

その他 みどりの課 南流山九号公園 22.18 3756

その他 みどりの課 南流山中央公園 7.6 12155

その他 みどりの課 美原一号公園 0.9

その他 みどりの課 平和台一号公園 6.48 6504

その他 みどりの課 野々下水辺公園 2.55

その他 みどりの課 流山三号公園 2.6 2849

その他 みどりの課 こんぴら緑地 1.98

その他 みどりの課 ながれやま文学の散歩道 3.64

その他 道路管理課 流山おおたかの森駅自由通路 2415.46 〇 〇

その他 道路管理課 運河駅自由通路 767.5 〇 〇

その他 道路管理課 運河駅第一自転車駐車場 4.32 〇

その他 道路管理課 江戸川台駅西口自転車駐車場 721.46 〇

その他 道路管理課 江戸川台駅西口整理員待機室 9.33 〇

その他 道路管理課 江戸川台駅東口自転車駐車場 695.48 〇

その他 道路管理課 江戸川台駅東口整理員待機室 9.23 〇

その他 道路管理課 江戸川台東放置自転車対策業務係員詰所 3.53 〇

その他 道路管理課 初石駅東側第一自転車駐車場 8.64 〇

その他 道路管理課 初石駅東側第二自転車駐車場 3.24 〇

その他 道路管理課 南流山駅自転車駐車場放置自転車管理室 6.48 〇

その他 道路管理課 南流山駅南口第三自転車駐車場 6.72 〇

その他 道路管理課 鰭ヶ崎放置自転車保管場所 6 〇

その他 道路管理課 平方放置自転車保管場所 9.97 〇

その他 道路管理課 平和台駅第一自転車駐車場 5.76 〇

その他 道路管理課 流山おおたかの森駅一時保管場所 3.53 〇

その他 道路管理課 流山駅西側第二自転車駐車場 3.24 〇

その他 防災危機管理課 （仮称）上新宿防災広場 14.4 5658

その他 防災危機管理課 おおたかの森小・中学校防災備蓄倉庫 121.6 84.01

その他 防災危機管理課 新東谷防災広場 14.4 6598.71

その他 防災危機管理課 東消防署防災備蓄倉庫 13.8

その他 防災危機管理課 北消防署防災備蓄倉庫 13.8

その他 防災危機管理課 千葉県立流山高等学校防災備蓄倉庫 14.4

その他 防災危機管理課 流山北小学校防災備蓄倉庫 14.4

その他 環境政策課 若葉台測定局 8.75

その他 環境政策課 西初石測定局 7.5

その他 環境政策課 青田測定局 7.5

その他 環境政策課 東初石測定局 7.5

その他 環境政策課 平和台測定局 40

その他 図書・博物館 埋蔵文化財整理室収蔵庫 340.2

その他 図書・博物館 埋蔵文化財文化会館収蔵庫 165

その他 図書・博物館 古間木収蔵庫 260.43 324.9 〇

その他 図書・博物館 南流山埋蔵文化財収蔵庫 215.15 514.16

その他 総務課 加六丁目文書保管倉庫 402.46

その他 農業振興課 農機具格納庫 99.76 231

その他 西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所区画整理事業倉庫 246 364.9

その他 河川課 流山揚水機場 120

その他 河川課 新東谷調整池 11.21

その他 生涯学習課 げんき村キャンプ場 4.47

その他 流山本町・利根運河ツーリズム推進課運河水辺公園 17.76


