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生態系に配慮した公園・緑地・水辺等空間の整備・管理
地域特性に合った良好な市街地整備
個性ある公共空間・歴史環境の形成と保全
快適な生活環境を目指した下水道整備の推進
土地利用・生活環境に配慮した道路整備
安全性と快適性を兼ね備えた河川・排水路整備
水需要に応じた水道事業の展開
利便性と快適性を重視した公共交通機関の整備充実
豊かで美しい生活環境の創造
環境共生社会を目指す廃棄物循環型都市づくり
自然災害・都市災害への備えと予防
日常生活での安全性と快適性の確保
賢い消費者の育成
市民の主体的連帯活動に支えられたコミュニティの推進
いつでも、どこでも、誰もができる生涯学習の推進
個性を生かす教育環境の基盤充実
次代を担う青少年を育てる地域環境づくり
ながれやま市民文化の継承と醸成
スポーツ活動の基盤づくり
国際社会への対応
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３節 学び、受け継がれ、進展する流山

（教育・文化の充実向上）

１節 整備・開発と自然環境のバランス

がとれた流山（都市基盤の整備）

２節 生活の豊かさを実感できる流山

（生活環境の整備）

国際社会への対応
安心して子どもが健やかに生まれ育つ環境づくり
高齢者や障害者がいきいき暮らせる社会づくり
誰もが安心して暮らすことのできる生活支援づくり
健康で明るい暮らしづくり
地域で支える福祉のまちづくり
バリアフリーのまちづくり
誰もが安心して利用できる社会サービス体制づくり
商業の拠点づくりと地域密着型サービスの強化
工業の強化と新たな産業の創造
誰もが安心して働ける環境・基盤づくり
多様な方面からの農業の振興
特色ある観光の育成と創設
市民参加の地域社会づくり
健全で効率的な行財政運営
地方分権・広域行政への取組
男女共同参画社会づくり
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３節 学び、受け継がれ、進展する流山

（教育・文化の充実向上）

１節 整備・開発と自然環境のバランス

がとれた流山（都市基盤の整備）

２節 生活の豊かさを実感できる流山

（生活環境の整備）

５節 賑わいと活気に満ちた流山

（産業の振興）

４節 誰もが充実した生涯をおくること

のできる流山（市民福祉の充実）

施策の推進方策

公・民パートナーシップによる構想

実現と効率的、効果的行財政運営

（行政の充実）
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１節　整備・開発と自然環境のバランスがとれた流山　（都市基盤の整備）

　１項　生態系に配慮した公園・緑地・水辺等空間の整備・管理
新継

区分

新市街地地区公園施設新設事業

みどりの課

新市街地地区の良好な環境形成に必要な公園面積の確保を図るため、法定面積を超える公園用地の取得相
当額を公共管理者負担金として負担する。

継続 中部 324,907 311,106

既成市街地地区公園施設新設事業

みどりの課

既成市街地の公園緑地の整備工事を実施する。平成２３年度は三輪野山４号公園のベンチ、擬木柵、土留
工、植栽等の整備を実施する。

継続 南部 10,000 10,000

遊具施設等安全対策事業

みどりの課

既設の公園緑地等の公園施設について補修改良、不足している施設等の補充及び施設の再整備を実施す
る。（運河浮橋改修工事等）

継続 全域 39,129 33,529

グリーンチェーン推進・緑化啓発事業

みどりの課

グリーンチェーン戦略等の推進により、市内の緑の保全と緑化の推進を図る。

継続 全域 3,798 4,954

　２項　地域特性に合った良好な市街地整備
新継

区分

事業名称 事業内容

事業名称 事業内容

地域区分 予算額
前年度

当初予算額

地域区分 予算額
前年度

当初予算額区分

流山セントラルパーク駅前市有地活用事業

誘致推進課

流山セントラルパーク駅前市有地の有効活用を図るため、事業者募集に必要な資料の作成、公募及び、契
約締結までの手続きに係る業務を委託する。

継続 東部 6,329 －

運動公園周辺地区一体型特定土地区画整理負担
事業

まちづくり推進課

県との費用負担協定に基づき、運動公園周辺地区一体型特定土地区画整理事業に係る事業費を負担し、事
業の推進を図る。

継続
南部
東部

441,839 463,576

木地区一体型特定土地区画整理負担事業

まちづくり推進課

県との費用負担協定に基づき、木地区一体型特定土地区画整理事業に係る事業費を負担し、事業の推進を
図る。

継続 南部 141,400 167,100

運河駅東口周辺市街地整備事業

まちづくり推進課

歩行者専用道路の用地を東武鉄道から取得するとともに、駅前広場、駅前道路及び雨水地下貯留施設の整
備を行う。

継続 北部 285,074 20,337

駅前センター地区まちづくり推進事業

まちづくり推進課

本市の中心核にふさわしいまちづくりを推進するため、流山おおたかの森駅センター地区の個別利用地権
者を対象に建築ルールづくりや共同化、まちづくりに関する勉強会を行い地権者組織の設立準備を進め
る。 継続 中部 5,000 5,000

西平井・鰭ヶ崎地区土地区画整理事業

西平井・鰭ヶ崎地区

区画整理事務所

西平井・鰭ヶ崎地区一体型特定土地区画整理事業の推進を図る。
【平成２３年度整備概要】
都市計画道路３・４・１２号西平井鰭ヶ崎線及び３・５・１６号三輪野山西平井線の開通に向けた築造工
事及び区画道路等の整備

継続 南部 1,661,842 1,523,148

－ 1 －



－ 2 －

新継

区分

統合型地図情報システム導入事業

建築住宅課

建築確認情報、開発行為による宅地及び道路の情報や資産税課の航空写真の情報等を共有した地図情報シ
ステムを導入する。

新規 全域 2,176 －

指定道路図及び指定道路調書作成事業

建築住宅課

建築基準法施行規則の規定による指定道路等に関する情報管理の適正化のための指定道路図及び指定道路
調書を作成する。

新規 全域 10,000 －

　３項　個性ある公共空間・歴史環境の形成と保全
新継

区分

つくばエクスプレス沿線地域の用途地域等の図
書作成事業

都市計画課

ＴＸ沿線区域の用途地域・高度地区・地区計画等の都市計画変更を行い、土地区画整理事業の円滑な推進
に寄与する。

継続 中部 5,565 2,783

景観形成推進事業

都市計画課

流山本町区域及び利根運河区域を景観重点区域として位置づけるため、景観計画及び景観条例の変更を行
う。また、景観計画の行為の制限に関する事項について、写真及びイラスト等を用いて、制限事項をわか
りやすく表現するとともに、建築行為や市民への啓発活動を行うことにより、良好な景観の形成の誘導を
図る。

継続 全域 4,700 431

都市計画に関する基礎調査事業

都市計画課

都市計画区域について概ね５年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところ
により、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、その他の事項に関する現況
及び将来の見通しについての調査を行い、良好な市街地環境の形成に寄与する。 新規 全域 3,500 －

地域区分事業内容事業名称

事業名称 事業内容 地域区分

予算額
前年度

当初予算額

予算額
前年度

当初予算額

　４項　快適な生活環境を目指した下水道整備の推進
新継

区分

江戸川左岸流域関連公共下水道整備事業

下水道建設課

既成市街地の下水道整備を推進することで、快適な生活環境を提供する。
【平成２３年度整備概要】整備区域（東深井、中野久木、西初石２丁目、野々下３丁目、長崎１丁目、西
松ヶ丘１丁目、向小金１丁目：３０.８ｈａ） 継続 全域 1,024,820 915,205

手賀沼流域関連公共下水道整備事業

下水道建設課

既成市街地の下水道整備を推進することで、快適な生活環境を提供する。
【平成２３年度整備概要】整備区域（東初石３丁目：６.４ｈａ）

継続 中部 272,000 371,350

地区内汚水整備事業

下水道建設課

ＴＸ沿線土地区画整理事業の進捗に合せ、地区内の汚水管渠整備を行う。
【平成２３年度整備概要】整備区域（新市街地地区、運動公園周辺地区、木地区：２８.１ｈａ）

継続
中部
南部 340,000 167,000

西平井・鰭ヶ崎地区汚水整備事業

下水道建設課

ＴＸ沿線土地区画整理事業の進捗に合せ、地区内の汚水管渠整備を行う。
【平成２３年度整備概要】整備区域（西平井・鰭ヶ崎地区：２.４ｈａ）

継続 南部 36,000 22,900

事業名称 事業内容 地域区分 予算額
前年度

当初予算額
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　５項　土地利用・生活環境に配慮した道路整備
新継

区分

都市計画道路の見直し事業

都市計画課

都市計画道路３・２・２５号下花輪駒木線（江戸川新橋道路）の構造変更による都市計画の変更を行い、
道路整備の円滑な推進を図る。

継続 南部 5,124 5,145

道路維持補修事業

道路管理課

市道における歩行者及び通行車両等、道路利用者の安全性と快適性の確保並びに道路交通環境の向上を図
るため、道路の舗装劣化区間や破損箇所等について舗装補修等による適切な維持補修を実施する。
【平成２３年度整備概要】１２路線、工事延長４,８９０ｍ 継続 全域 220,000 200,000

市道東深井・市野谷２号幹線道路新設事業

道路建設課

本市の南北を結ぶ道路網を整備することで、新市街地地区（流山おおたかの森駅）と江戸川台西地区を含
む北部地域のアクセスを改善する。事業期間：平成２０～２３年度、工事延長５２０ｍ
【平成２３年度整備概要】工事延長２００ｍ 継続 北部 164,457 178,217

東武野田線２０１号踏切拡幅事業

道路建設課

現在、当踏切の幅員は５ｍと狭いため、踏切を車両および歩行者・自転車が共に横断した場合、歩行ス
ペースの確保が難しい状況にある。このため、踏切幅を６．５ｍに拡幅し、歩行者の安全確保を図る。
(踏切内の施工は、東武鉄道に委託) 継続 北部 53,000 5,124

江戸川台駅西口広場改良事業

道路建設課

江戸川台駅西口広場（約６,０００㎡）の改修に向け、平成２０・２１年度に地元自治会等との懇談会、
平成２２年度に測量および実施設計を行っている。平成２３・２４年度の２か年継続事業で広場の改修整
備を実施する。 継続 北部 60,000 13,711

市道前ヶ崎・向小金１号道路拡幅事業 歩道が未整備の向小金福祉会館前から竹の子ルーム前までの約１７０ｍの区間について、通学路としての
安全を確保するため、幅員２．５ｍの歩道を整備し、歩行者の交通安全対策を図る。（予定期間：平成２
３～２７年度） 新規 東部 23,700 －

事業名称 事業内容 予算額地域区分
前年度

当初予算額

道路建設課
平成２３年度は、測量等の調査を実施する。

,

市道２２１号道路緑化事業

道路建設課

「都心から一番近い森のまち」にふさわしい道路空間の形成を図ることで、よりよい生活空間を提供する
ため、植栽桝を５４か所設置し、エンジュを植樹する。

新規 中部 10,000 －

　６項　安全性と快適性を兼ね備えた河川・排水路整備
新継

区分

坂川用水路跡地活用事業

河川課

坂川土地改良区から流山市へ移管された坂川用水路跡地を活用して緑地とし、既成市街地の緑地の増加を
図る。
【平成２３年度整備概要】工事延長９６０ｍ、用水路埋め戻し工１,９００㎥ 新規 南部 18,417 －

大堀川防災調節池河川環境用水整備事業

河川課

北千葉導水路の河川環境用水を一級河川大堀川の 上流まで分水して、河川の水量及び良好な水質等を保
持し、河川環境の改善を図る。
【平成２２・２３年度継続事業】全体整備延長１,４５０ｍ
【平成２３年度整備概要】管渠布設工（Φ５００～Φ６００）２５０ｍ、分水施設工

継続 中部 160,000 182,000

大堀川防災調節池修景整備事業

河川課

河川環境用水整備に併せ、調節池周囲及び調節池内の植栽や通路等の修景整備を行い、水辺活動やコミュ
ニティーの場としての利用に配慮した地域の核となる拠点整備を実施する。
【平成２２～２４年度継続事業】
【平成２３年度整備概要】園路工１,５００㎡、施設工（ベンチ等）、管理施設工（サイン等）、植栽工
（高木・中木・低木等）

継続 中部 134,000 76,000

事業名称 事業内容 地域区分 予算額
前年度

当初予算額
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新継

区分

三輪野山地区総合治水対策事業

河川課

平成２２年度に実施した三輪野山地区総合治水対策実施設計検討結果を踏まえ、平成２３年度では、和田
堀都市下水路（樋管）改良検討業務委託を発注し、浸水被害軽減に向けた構造検討を行う。
【平成２３年度委託概要】和田堀都市下水路基本設計業務委託 継続 中部 10,448 15,000

新東谷調整池整備事業

河川課

新東谷調整池周辺の環境整備を行う。
【平成２３年度整備概要】調整池底部施設整備工事、既存施設復旧及び外溝工事、周辺道路整備工事

継続 南部 87,990 211,790

野々下１号雨水幹線整備事業

河川課

野々下周辺地区の浸水被害の解消を図るため、公共下水道計画に基づき、野々下１号雨水幹線を整備す
る。平成２３年度より推進工法で施工するため、平成２３・２４年度の２か年継続事業にて実施する。
【整備概要】推進工（Φ１,２００）５００ｍ、管渠布設工（Φ１,０００）１０ｍ 継続 東部 113,800 234,400

向小金雨水幹線整備事業

河川課

向小金地区の浸水被害の解消を図るため、公共下水道計画に基づき、向小金雨水幹線を整備する。
【平成２３年度事業概要】ＪＲ常磐線軌道下実施設計業務委託、上水道管移設補償

新規 東部 62,000 －

地区内雨水整備事業

下水道建設課

ＴＸ沿線土地区画整理事業の進捗に合わせ、雨水管渠整備を行う。
【平成２３年度整備概要】 整備区域（新市街地地区、運動公園周辺地区、西平井・鰭ヶ崎地区、木地
区：８.３ｈａ） 継続

中部
南部 288,100 361,000

　７項　水需要に応じた水道事業の展開
新継

区分

配水管拡張事業 給水区域内の未給水地区の解消と普及率向上に努めるとともに、ＴＸ沿線整備事業区域内に安全な水を安

事業名称 事業内容 地域区分

事業名称 事業内容 地域区分

予算額
前年度

当初予算額

予算額
前年度

当初予算額

配水管拡張事業

工務課

給水区域内の未給水地区の解消 普及率向 努める も 、 沿線整備事業区域内 安全な水を安
定して供給するため、配水管拡張工事を実施する。
配水管拡張工事：３本、１，０６０ｍ
ＴＸ沿線事業４地区配水管拡張工事：１５本、１９，９３４ｍ
配水管実施設計委託：７，６９２ｍ

継続 全域 712,244 837,909

江戸川台浄水場更新事業

工務課

老朽化が進んでいる江戸川台浄水場の配水池、管理棟、電気機械設備などを更新する。（平成１９～２４
年度継続事業）
平成２３年度：管理棟及び電気機械設備更新工事（前払金） 継続 北部 120,000 812,645

　８項　利便性と快適性を重視した公共交通機関の整備充実
新継

区分

運河駅施設整備事業

都市計画課

東武野田線運河駅利用者の利便性を図るため、平成２４年度末の供用開始に向け、駅舎橋上化・自由通路
整備に着手する。

継続 北部 267,659 5,262

ぐりーんバス運行事業

都市計画課

交通機関の確保等、市民の利便性向上に資するため、ぐりーんバスを運行する。
現在、市内６ルートで運行している。

継続 全域 34,087 30,741

事業名称 事業内容 地域区分 予算額
前年度

当初予算額
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２節　生活の豊かさを実感できる流山　（生活環境の整備）

　１項　豊かで美しい生活環境の創造
新継

区分

生物多様性地域戦略推進事業

環境政策課

生物多様性ながれやま戦略に基づく施策・取組を推進するため、①生物多様性シンポジウムの開催、②モ
ニタリング調査の実施、③いきものジャパンサミットへの参加、④グリーンウェーブ（植樹事業）、⑤グ
リーンフェスティバルでの啓発、⑥（仮称）生物多様性ながれやま戦略市民会議の設置を行う。 継続 全域 4,261 3,399

地球温暖化対策実行計画推進事業

環境政策課

地球温暖化対策実行計画に基づき、民生部門のＣＯ２削減を目標に①啓発パンフレットの作成、②公用自
転車の普及促進、③環境家計簿コンテスト、④子どもエコ・チェックノートの作成、⑤（仮称）ながれや
ま地球温暖化対策地域協議会の設置を行う。 継続 全域 758 571

地球温暖化対策奨励事業

環境政策課

太陽光発電設備設置奨励事業の奨励金額の見直しを行い、新エネルギーでもっともＣＯ２削減の効果が見
込める太陽光発電設備設置の普及拡大を図り、家庭からのＣＯ２排出量の削減を図る。

継続 全域 5,000 5,000

駒木台廃タイヤ撤去事業

環境政策課

平成６年当時から駒木台に不法投棄されている廃タイヤを撤去する。

新規 中部 15,698 －

まちをきれいに志隊事業

環境政策課

「流山市路上喫煙の防止及びまちをきれいにする条例」の施行に伴い、飼い犬のふんの放置、ポイ捨て及
び路上喫煙、不法投棄の防止、資源物の持ち去り防止等のパトロールを委託し、街の美化を推進する。

新規 全域 12,224 －

地域区分事業名称 事業内容 予算額
前年度

当初予算額

　２項　環境共生社会を目指す廃棄物循環型都市づくり
新継

区分

レジ袋削減啓発事業

リサイクル推進課

流山商業協同組合による全市共通のポイントカードシステムの構築に合わせて、レジ袋辞退者へのポイン
ト付与を通じ、レジ袋削減を図る。

継続 全域 750 500（当初予算額）

-(12月補正予算減額後)

大型生ごみ処理機設置事業

リサイクル推進課

大型生ごみ処理機を小・中学校に設置し、生ごみの減量・資源化の推進を図るとともに、ごみが資源に生
まれ変わることを実感できる重要な環境教育の手段として役立てる。

新規 全域 15,413 －

剪定枝資源化施設運営事業

リサイクル推進課

平成２２年度から稼働した「森のまちエコセンター」において、市内で発生する剪定枝を資源化し、みど
りのリサイクルを進め、循環型社会の形成を図る。（堆肥について平成２３年度から有料販売する。）

継続 全域 6,975 7,000

ごみ焼却施設整備事業

クリーン推進課

ごみ焼却施設について、長期整備計画に基づき、安全で安定的に操業していく上で必要な機器の保守点検
整備を実施し、当該施設の延命化を図る。

継続 全域 400,000 155,172

リサイクル館施設整備事業

クリーン推進課

リサイクル館施設について、平成１５年度から稼動し機器が経年劣化していることから、安全で安定的に
操業する上で必要な機器の保守点検整備を実施し、当該施設の延命化を図る。

継続 全域 80,000 44,110

前年度
当初予算額事業内容 地域区分事業名称 予算額
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　３項　自然災害・都市災害への備えと予防
新継

区分

防災行政無線更新事業

安心安全課

防災行政無線の老朽化により、災害時の情報連絡体制に支障が生じる恐れがあることから、防災行政無線
の親局の更新を図るとともに既存の子局について随時、デジタル化を視野に入れ更新を図る。

継続 全域 26,796 26,250

防災行政無線子局増設事業

安心安全課

災害時の情報連絡体制を確保するため、防災行政無線の子局未設置区域に新たに設置する。
平成２３年度は西平井・鰭ヶ崎地区、八木南小学校の２か所に設置予定。

継続
南部
東部

6,451 6,451

防災備蓄倉庫設置事業

安心安全課

防災体制の一層の充実を図るため、防災用備蓄品を収納する倉庫を設置するもので、地域性を考慮しなが
ら避難場所である小中学校を中心に分散配備し、備蓄品の購入と併せて防災備蓄倉庫を年次計画により設
置する。
平成２３年度は東部地域図書館に設置予定。

継続 東部 6,000 5,926

東谷地区市有地防災広場整備事業

安心安全課

大規模地震等による災害発生時に、地域住民等の被害軽減及び応急復旧等の活動を遂行するための拠点と
なる広場を整備する。

新規 南部 10,000 －

南消防署建設事業

消防総務課

昭和５７年に建設し経年による老朽化の激しい南消防署を解体し、同敷地に新たに建設するもので、平成
２３年度は、建設に係る基本設計及び実施設計を行う。

新規 南部 50,000 －

消防団機械器具置場建設事業 昭和５３年に建設され経年による老朽化の激しい第２０分団機械器具置場を解体し、新たに建設する。

継続 北部 14,000 25,153

予算額
前年度

当初予算額事業名称 事業内容 地域区分

消防総務課

,

防火水槽整備事業

消防防災課

新市街地地区区画整理事業地内及び西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事業地内に耐震性貯水槽を各１基整備す
るとともに、木造住宅が密集する加岸地域の防災対策として耐震性貯水槽を１基整備する。

継続 全域 21,983 14,658

消防救急無線デジタル化県域共同整備事業

消防防災課

平成２５年４月の運用開始に向け、平成２３年度からの県域整備の工事着工に伴う県下３１消防本部の一
括共同事務処理団体の千葉県市町村総合事務組合に負担金として支払う。

継続 全域 67,084 2,140

高規格救急自動車整備事業

消防防災課

平成１５年１２月に配備された北消防署の高規格救急車は、走行距離が１５４，０００ｋｍ（平成２２年
１２月現在）を超え老朽化が著しいことから更新整備を行う。

継続 全域 33,160 －

化学消防ポンプ自動車整備事業

消防防災課

平成４年１月に配備された中央消防署の化学消防ポンプ自動車は、老朽化が著しいこと及びＮＯＸ・ＰＭ
法の規制により平成２４年１月１８日以降の走行が不可能であるため更新整備を行う。

継続 全域 57,341 －
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　４項　日常生活での安全性と快適性の確保
新継

区分

防犯灯設置費補助事業

安心安全課

自治会が設置及び交換する防犯灯の費用の一部を補助することにより、夜間における市民の安全確保と犯
罪発生の防止を図る。平成２３年度からは、ＬＥＤ防犯灯を補助対象とするとともに、防犯灯の球・点滅
器の交換費用の一部を補助する。 継続 全域 22,500 13,020

安心安全支援事業

安心安全課

安心安全に暮らせる地域社会づくりのため、自主防犯意識の普及高揚を図り、地域で活動している自主防
犯パトロール隊（５４団体６８自治会）及び市民安全パトロール隊（８０名）への支援を行うともに、安
心メールにより、市民に災害や火災、防犯に関する情報を提供する。
平成２３年度は制服の貸与年数が５年を経過するため、買替えを行う。

継続 全域 5,976 4,295

　６項　市民の主体的連帯活動に支えられたコミュニティの推進
新継

区分

全市コミュニティ推進事業

コミュニティ課

全市コミュニティ推進委員会において、新たな地域コミュニティの形成を図る「地域まちづくり協議会」
の設立を目指す地域への支援やコミュニティに関する調査、啓発活動など、全市的なコミュニティ施策の
推進を図る。 継続 全域 1,039 360

自治会活動助成事業

コミュニティ課

自治会活動の拠点となる自治会館の維持管理費及び宮園自治会、西初石１・２丁目自治会ほか、９自治会
の自治会館大規模修繕費の一部を補助することにより自治会の円滑な運営を支援する。

継続 全域 21,728 22,082

予算額
前年度

当初予算額

予算額
前年度

当初予算額

事業名称 事業内容 地域区分

事業名称 事業内容 地域区分
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３節　学び、受け継がれ、進展する流山　（教育・文化の充実向上）

　１項　いつでも、どこでも、誰もができる生涯学習の推進
新継

区分

生涯学習センター景観整備事業

生涯学習課

生涯学習センター内の調整池跡地を有効活用し、同センター北側に整備される道路の緩衝帯として整備
し、あわせて総合運動公園周辺の自然景観を借景し、一体化した景観を整備する。

新規 東部 6,195 －

公民館及び生涯学習センター施設備品（机・椅
子）更新事業

生涯学習課

生涯学習センターや各公民館などの生涯学習施設の会議室等の机・椅子で老朽化と破損の著しいものを更
新し、市民満足度の向上を図る。

新規 全域 5,044 －

文化会館耐震改修事業

公民館

平成２２・２３年度の２か年継続事業として、耐震改修工事のほか、老朽化した空調設備についても省エ
ネ型のものに改修し、施設利用者の安全確保及び設備の省エネ化など、施設環境の整備を図る。

継続 南部 443,518 62,699

南流山センター施設改修事業

公民館

昭和５６年３月開設時に設置し老朽化した空調設備を省エネ型の個別空調に更新し、施設環境の整備を図
る。

新規 南部 26,000 －

文化会館舞台設備改修事業

公民館

施設利用者の利便性の向上及び安全性の確保から経年劣化したホール舞台の吊り物装置を更新する。

継続 南部 60,000 1,000

書 事 東部 館 あ 狭隘な東部 館 わ 東部 書館を新 建 す 施 東部 を併

前年度
当初予算額予算額事業名称 事業内容 地域区分

東部地域図書館建設事業

図書・博物館

東部公民館内にある狭隘な東部分館に代わる東部地域図書館を新たに建設する。施設には東部出張所を併
設する。木造２階建て、延床面積約８２０㎡で今年度建設工事を実施し、平成２４年度当初に開館を予定
している。 継続 東部 306,032 10,290

　２項　個性を生かす教育環境の基盤充実
新継

区分

（仮称）新市街地地区小中学校併設校建設事業

教育総務課

新市街地地区内にて小中併設校を建設する。
平成２７年度開校に向け、平成２３年度は基本計画を策定し、基本設計を実施する。

新規 中部 36,644 －

小中学校学校建物耐震改修事業

教育総務課

耐震診断の結果、耐震補強を必要とする屋内運動場の耐震化を図り、大地震において児童の安全性を確保
し、快適な教育環境を整えるとともに、地域の緊急避難場所としての役割を確保する。
小学校　改修６校（西初石小、八木北小、長崎小、流山北小、向小金小、鰭ヶ崎小）解体１校（東小）
中学校　改修１校（八木中）
前年度予算額のうち、工事費（改修７校分）967,620千円については、平成２３年度に繰越す。

継続 全域 37,322 2,960,248
(1月補正予算額を含む)

幼稚園園舎等改築事業

教育総務課

耐震改修が困難な江戸川台幼稚園の園舎を改築し、園児の安全確保とより充実した教育環境の整備を図
る。平成２２・２３年度の２か年継続事業。

継続 北部 174,953 36,144
(12月補正予算額)

予算額
前年度

当初予算額事業名称 事業内容 地域区分
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新継

区分

学校サポート教員派遣研究事業

指導課

児童・生徒の個に応じた、きめ細かい指導の充実を図ることを目的とし、小・中学校に学習サポート教
員、学習サポート指導員、算数・数学学習指導員を派遣することにより、市内小中学校児童生徒の学力の
更なる伸長および学校教育の活性化を図る。平成２３年度はサポート教員を２名増員する。 継続 全域 59,685 53,424

小学校英語活動推進事業

指導課

小学校における英語教育の充実及び国際理解教育の推進を目的とし、語学に堪能で外国文化に精通した人
材を小学校に派遣することにより教育内容の充実を図る。また、英語指導員スーパーバイザーを１名増員
し、３名を雇用することにより、英語活動レベルの更なる向上を図る。 継続 全域 16,461 12,417

（仮称）幼児教育支援センター運営事業

指導課

幼児教育全般にわたり充実を図り、幼保小の連携を推進する。幼保小連携の課題等について、研究協議、
情報交換等を行い、流山市における幼保小連携活動の推進、保護者への子育て支援を図る。（幼稚園協議
会諮問中） 新規 北部 1,226 －

中学校ＡＬＴ配置事業

指導課

中学校にＡＬＴ（外国語指導助手）を配置し、外国人による英語の授業を増やすとともに、日常生活にお
いても子どもたちが英語に触れる機会を増やし、英語による聞くこと、話すことを中心としたコミニュ
ケーション能力の向上を図る。平成２３年度はＡＬＴを１名増員し、４名を雇用する。 継続 全域 16,177 8,100

小中一貫教育推進事業

指導課

各中学校区にある小中学校で、それぞれの特性を生かし、教職員の連携や児童生徒の交流を充実させ、地
域と一体になった連携型の小中一貫教育を進める。

新規 全域 2,300 －

子どもたちの米づくり体験モデル事業

指導課

「このまちごはんプロジェクト」の一環として、米づくりを通し、生産者の工夫や苦心を知り、流山の農
業への関心を高めるとともに、食べ物を大切にする心を育成するため、モデル校として小学校５校を選定
し体験活動を行っていく。 継続 全域 200 200

５項 スポ ツ活動の基盤づくり

予算額
前年度

当初予算額事業名称 事業内容 地域区分

　５項　スポーツ活動の基盤づくり
新継

区分

体育館建替事業

生涯学習課

耐震性の不足や老朽化が進む市民総合体育館の建替えに向け、基本計画及び基本設計を実施する。

新規 東部 29,000 －

スポーツフィールド整備事業

生涯学習課

おおたかの森スポーツフィールドの管理委託、東部スポーツフィールドの管理委託及び土地を県と交換す
るための測量等並びに上耕地運動場の改修整備を行い、市民の健康増進のための施設整備を推進する。

継続

中部
東部
北部

40,000 5,089

　６項　国際社会への対応
新継

区分

国際交流事業

企画政策課

流山市国際交流協会の自立に向け、事務局の移管のため、当協会への補助金を交付する。また、姉妹都市
締結に向け、オランダ大使館等を通じて、オランダと友好関係を築くとともに、市民に対し、オランダの
文化について理解を深めるＰＲ活動を実施する。 継続 全域 1,358 1,087

予算額
前年度

当初予算額

予算額
前年度

当初予算額地域区分

地域区分事業名称 事業内容

事業名称 事業内容
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４節　誰もが充実した生涯をおくることのできる流山　（市民福祉の充実）

　１項　安心して子どもが健やかに生まれ育つ環境づくり
新継

区分

子ども医療費助成事業

子ども家庭課

乳幼児及び児童の医療費を助成する。
通院：小学校３年生までの乳幼児（所得制限なし）・児童（所得制限あり）
入院：小学校６年生までの乳幼児・児童（所得制限なし） 継続 全域 374,830 287,844

私立保育所整備補助事業

保育課

待機児童の解消を図るため、県の安心こども基金を活用し、おおたかの森地区南西部及び南東部の民設民
営保育所の新設と、おおたかの森ナーサリースクール及び送迎保育ステーションの増改築に対して建設費
の一部を補助する。 継続 中部 198,502 339,440

送迎保育ステーション事業

保育課

待機児童の解消を図るため、社会福祉法人に委託し、おおたかの森駅前と南流山駅前の２か所のステー
ションを拠点として、市内全域の保育所へ送迎を行う。
需要の増加に対応し、平成２３年度は、おおたかの森送迎保育ステーションの拡張及びバス１台を増車す
る。

継続
中部
南部

34,000 28,000

保育所施設耐震改修事業

保育課

中野久木保育所の耐震補強工事を実施する。

継続 北部 50,000 3,837

　２項　高齢者や障害者がいきいき暮らせる社会づくり
新継

区分

予算額
前年度

当初予算額

予算額
前年度

当初予算額事業名称 事業内容

地域区分事業名称 事業内容

地域区分
区分

老人福祉センター建替事業

高齢者生きがい
推進課

施設の耐震補強工事を計画していたが、近い将来施設老朽化に伴う全面改修が必要となる可能性が高いこ
とから、施設を建て替えることに計画を変更する。
平成２３年度に工事設計業務を委託し、平成２４・２５年度に建替工事を実施する。 新規 北部 28,564 －

高齢者ふれあいの家支援事業

高齢者生きがい
推進課

高齢者のひきこもりや孤立を防止するため、民家等を利用し、地域の高齢者が自由に集まり、趣味や教養
講座を開催する団体等を支援する。現在６か所で実施しているが、市内全域に配置できるよう「ふれあい
の家」を開設しようとする団体等の支援を図っていく。平成２３年度には新たに２か所の設置を予定して
いる。

継続 全域 1,250 725

南部陶芸場設置事業

高齢者生きがい
推進課

需要の高まりに対応し、高齢者の交流と生きがいのある生活を支援するため、既存の北部地域、東部地域
に加え南部地域に陶芸場を新設する。

新規 南部 25,000 －

介護保険事業

介護支援課

介護認定に関する調査・審査、介護（予防）サービス受給者への給付及び地域支援事業の運営を行う。
平成２３年４月から特別養護老人ホーム流山こまぎ安心館（定員１００名、ショートステイ１０名）が開
設され、市内の特別養護老人ホームの定員が４４７名に拡充される。
また、平成２３年度は、認知症高齢者の増加に対応した介護基盤の緊急整備を図るため、新たにグループ
ホーム３施設の整備に対する補助を行い、市内のグループホームを現在の８施設１０ユニット（定員８７
名）から９施設１３ユニット（定員１１４名）に拡充させる。

継続 全域 7,901,318 7,025,953

障害者地域生活支援事業

障害者支援課

障害者が地域での自立した生活を支援するための福祉サービスとして、相談支援、日中一時支援、移動支
援、日常生活給付、コミュニケーション支援などを実施する。
なお、平成２３年度は新たに窓口対応手話通訳奉仕員を週２日配置する。 継続 全域 142,829 107,502
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新継

区分

つばさ学園児童デイサービス運営事業

障害者支援課

平成２３年度中に児童デイサービス施設を開設し、障害を持つ児童を対象とした通園による療育指導や訓
練などの支援を行う。（定員１０名）

新規 中部 5,744 －

つばさ学園児童デイサービス施設建設事業

障害者支援課

つばさ学園への入園希望者の増加に対応するため、障害者自立支援法に基づく児童デイサービスを実施す
るための施設を建設する。
設備内容：指導訓練室、遊戯室、医務室、事務室等。 新規 中部 38,801 －

身体障害者福祉センター指定管理者事業

障害者支援課

平成２３年度から指定管理者制度を導入し、利用者へのサービス向上や運営の効率化を図る。

新規 北部 15,755 －

　３項　誰もが安心して暮らすことのできる生活支援づくり
新継

区分

生活保護法等に基づく扶助事業

社会福祉課

生活保護法に基づく各種扶助事業（生活・住宅・医療等）
平成２２年１２月１日現在：８８５世帯、１，３３１人（８.１１パーミル）

継続 全域 2,287,628 1,825,577

　４項　健康で明るい暮らしづくり
新継

区分

前年度
当初予算額

予算額
前年度

当初予算額

予算額
前年度

当初予算額事業名称 事業内容

事業名称 事業内容

地域区分

事業名称 事業内容 地域区分 予算額

地域区分

区分

子宮頸がんワクチン接種費用助成事業

健康増進課

子宮頸がんワクチンの接種を国１/２、市１/２の助成により無料で実施する。平成２３年度からは、対象
を中学校２年生の女子から、中学校１年生から高校１年生までの女子に拡大して実施する。

継続 全域 26,012 3,466
(12月補正予算額)

ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン接種費
用助成事業

健康増進課

ヒブ菌（ｂ型インフルエンザ菌）と小児用肺炎球菌の感染予防や重症化を防ぐため、予防接種を０歳から
４歳児を対象に国１/２、市１/２の助成により無料で実施する。

新規 全域 56,013 －

健康増進事業

健康増進課

市民の生活習慣病の早期発見と健康保持のため、「特定健診充実事業」、「各種がん検診」、「女性特有
のがん検診」を実施する。また、健康保持のための教育、相談、指導を実施する。

継続 全域 244,534 235,348

夜間小児救急医療確保事業

健康増進課

医師会が市内２病院で実施する事業費の一部を負担し、平日夜間・休日診療所終了後２１時から翌朝８時
までの小児救急医療を確保する。

新規 全域 6,357 －
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新継

区分

中高年ヘルスアップ事業

健康増進課

国保加入者以外の３０歳から６４歳までの市民を対象に、科学的根拠に基づいた個別の運動、栄養プログ
ラムを実施し、生活習慣の改善やメタボリックシンドロームを予防するとともに体力年齢の若返りを図
り、市民の健康づくりを目指す。 継続 全域 6,356 7,010

国保ヘルスアップ事業

国保年金課

３０歳以上の国保加入者を対象に、科学的根拠に基づいた個別の運動、栄養プログラムを実施し、生活習
慣の改善やメタボリックシンドロームを予防するとともに体力年齢の若返りを図り、市民の健康づくりを
目指す。 継続 全域 9,102 10,040

高齢者ヘルスアップ事業

高齢者生きがい
推進課

国保加入者以外の６５歳以上の市民を対象に、科学的根拠に基づいた個別の運動、栄養プログラムを実施
し、生活習慣の改善やメタボリックシンドロームを予防するとともに体力年齢の若返りを図り、高齢者の
健康づくりを目指す。 継続 全域 1,719 1,896

　５項　地域で支える福祉のまちづくり
新継

区分

東深井地域ふれあいセンター指定管理者事業

社会福祉課

平成２３年度から指定管理者制度を導入し、利用者へのサービス向上や運営の効率化を図る。

新規 北部 28,345 －

　６項　バリアフリーのまちづくり
新継

区分
事業名称 事業内容

事業名称 事業内容

地域区分

地域区分

事業名称 事業内容 地域区分 予算額
前年度

当初予算額

予算額
前年度

当初予算額

予算額
前年度

当初予算額

オストメイト対応トイレ設備整備事業

障害者支援課

オストメイトの方に配慮したトイレを北部地域図書館及び東部公民館に整備し、内部障害者の施設利用を
支援する。

継続
北部
東部

1,890 1,759

　７項　誰もが安心して利用できる社会サービス体制づくり
新継

区分

高齢者総合計画策定事業

社会福祉課

第５期介護保険事業計画（計画期間：平成２４～２６年度）の策定に併せ、高齢者総合計画を策定する。

新規 全域 5,000 －

予算額
前年度

当初予算額事業名称 事業内容 地域区分
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５節　賑わいと活気に満ちた流山　（産業の振興）

　１項　商業の拠点づくりと地域密着型サービスの強化
新継

区分

市のイメージ向上と企業・住民誘致の推進事業

マーケティング課

首都圏駅ＰＲ広告をはじめ、デジタルサイネージ（ディスプレイ画面を使った電子看板）やインターネッ
トなどの新しい媒体を含め、様々な手法を用いて市内外及び沿線周辺住民に市を広くＰＲする。また、交
流人口を増加させ、住民誘致につながるシティーセールス活動を行うとともに、既存イベントの見直しを
行い「森のマルシェ」などを中心にイベントを充実・拡充することで市のＰＲ活動を行っていく。

継続 全域 30,703 27,563

ポイントカードシステム支援事業

商工課

市内産業等の振興及び商圏の確保・確立を図るとともに、消費者の利便性向上に資するため、流山商業協
同組合が実施する全市共通のポイントカードシステム構築を支援する。

継続 全域 20,000 20,000(当初予算額)

-(12月補正予算減額後)

　３項　誰もが安心して働ける環境・基盤づくり
新継

区分

若年者総合就労支援事業

商工課

新規未就職者や失業中の若年者を対象として、就職に対する自己課題を論理的に解決していく手法や企業
への応募書類の作成方法、面接方法など総合的な就労支援を行う。子育て女性の講座参加を促進するた
め、幼児の一時預かり制度も取り入れる。

継続 全域 1,088 1,016

就労支援セミナー企画運営事業

商工課

国の緊急雇用対策として、千葉県「緊急雇用創出事業補助金」を活用し、ジョブサポート流山(地域職業
相談室)利用者の総合案内や年齢層に即した就労支援セミナー等を開催し、雇用の促進を図る。

継続 全域 2,187 2,135

　４項　多様な方面からの農業の振興

前年度
当初予算額事業名称 事業内容

事業名称 事業内容 地域区分

地域区分

予算額
前年度

当初予算額

予算額

　４項　多様な方面からの農業の振興
新継

区分

農産物直売所設置推進事業

農政課

市内で生産された新鮮で安心安全な農産物を市民に提供することにより「地産地消」を促進し、農家の生
産意欲並びに活力の向上を図る。

新規 全域 4,087 －

米飯給食における地産地消推進事業

農政課

「このまちごはんプロジェクト」の一環として、地産地消の普及・定着をめざし、学校給食に市内の生産
農家米を供給して、児童生徒の「食への関心」を深めるとともに、水田農業の保全並びに活性化を図る。

継続 全域 11,040 20,000

　５項　特色ある観光の育成と創設
新継

区分

流山本町・利根運河ツーリズム推進事業

商工課

通称流山本町に存在する歴史的価値のある建造物を利用し、ギャラリーや飲食店などの市民交流の場を創
設し、建造物の改修費・賃借料の一部を助成する。また、商工課内に流山本町・利根運河ツーリズム推進
室を新たに設置する。

新規
北部
南部

9,455 －

流山本町見世蔵プロジェクト事業

商工課

ふるさと雇用再生特別交付金（県補助）を活用し、見世蔵の運営業務をＮＰＯ等に委託する。歴史的建造
物を活用し、万華鏡ギャラリーや手芸品の展示販売、市民交流の場を創設し、地域の活性化を図る。旧流
山本町界隈に存在する希少価値の建造物を保全し後世に伝えるとともに、これを観光資源として活用し交
流人口の増加を図り、当該地域の活性化を促進する。

継続 南部 6,266 5,028

利根運河交流館運営業務委託事業

商工課

ふるさと雇用再生特別交付金（県補助）を活用し、利根運河交流館の管理運営業務をＮＰＯ等に委託す
る。利根運河の資料収集及び展示を行うとともに展示物の説明等により交流館の普及に努めるほか、利根
運河周辺の観光資源を活用した市民交流事業の創出、地域の観光振興に努める。

継続 北部 10,068 10,068

予算額
前年度

当初予算額

予算額地域区分

事業名称 事業内容 地域区分

前年度
当初予算額事業名称 事業内容
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施策の推進方策　公・民パートナーシップによる構想実現と効率的、効果的行財政運営　(行政の充実)

　１項　市民参加の地域社会づくり
新継

区分

人権啓発活動活性化事業

秘書広報課

人権啓発事業として講演と映画の集いを催すもので、人権尊重思想の普及高揚を図り市民の人権問題に関
する認識を高める。

新規 全域 1,579 －

ホームページリニューアル事業

行政改革推進課

平成２４年度中にホームページの新たなシステムの構築とデザイン等の刷新を行う。このため、平成２３
年度は、有識者の意見及び民間の先進的なノウハウを取り入れるため会議を開催するなどリニューアルに
向けた準備を行う。 新規 全域 58 －

市民参加条例策定事業

コミュニティ課

流山市自治基本条例の制定に伴い、市民等の市政への参加を保障するための条例を制定する。

継続 全域 344 369

　２項　健全で効率的な行財政運営
新継

区分

行政評価推進事業

行政改革推進課

平成２２・２３年度の２か年継続事業として、行政評価システムの見直しを行い、予算編成への活用及び
部局長のマネジメントの一助となる仕組みを構築する。

継続 全域 6,090 6,783

予算額
前年度

当初予算額

予算額
前年度

当初予算額事業名称 事業内容 地域区分

事業名称 事業内容 地域区分

行政改革推進課

ＴＸ沿線整備地区の字の区域の名称変更事業

総務課

ＴＸ沿線地区で進められている土地区画整理事業の換地処分に合わせて、当該事業施行区域の字の区域及
び名称の変更を行うことで、行政区域の整備及び市民生活の利便性向上を図る。

継続
中部
南部

3,588 288

東部出張所建設事業

市民課

老朽化及び狭隘な現東部出張所の移転（東部地域図書館併設）に伴う必要な備品を購入し、市民サービス
の向上を図る。

新規 東部 2,271 －

議会ＩＣＴ推進事業

議会事務局

ＩＣＴを推進することにより、情報を早く市民へ提供し、議会活動の透明化を図る。
具体的には、無線ＬＡＮ設備、Ｕｓｔｒｅａｍ（ユーストリーム）用機材、傍聴用モニターなどの整備を
行う。 新規 全域 1,303 －

　４項　男女共同参画社会づくり
新継

区分

男女共同参画社会づくり事業

企画政策課

男女共同参画社会の形成に向け、市民及び職員等の男女共同参画意識の向上を図るための各種啓発事業を
展開する。また、子育て中の市の審議会委員等が会議に出席する際に子どもを預かるシステムの構築と合
わせ、市が開催する説明会や講演会等の開催にあたり一時保育を実施し、保育ボランティアを派遣するこ
とにより、子どもを持つ親の社会参加を促進する。

継続 全域 1,753 1,753

予算額
前年度

当初予算額事業名称 事業内容 地域区分

－ 14 －
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