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施策の体系図

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
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） 



平成２７年度主要事業の見方

（単位：千円）

事業の名称 担当課名 事業の内容 新・継区分 地域区分
平成２７年度
当初予算額

前年度
当初予算額

新市街地地区公園施設新設事
業

みどりの課

新市街地地区土地区画整理事業区域内の4号近隣公園を整備する。
平成２７年度は公園（2.0ha）のうち一部整備工事を実施する。 継続 中部 55,260 48,254

運動公園周辺地区公園施設新
設事業

みどりの課

平成28年4月開館予定の市民総合体育館周辺の園路・広場等を整備する。 継続 東部 170,000 0

遊具施設等安全対策事業

みどりの課

市内各公園の遊具の点検作業を行い、老朽化や機能に不備のある遊具等を対象に補修、交換、補充施設等の
設置を行い、公園利用者の利便性・安全性の向上を図る。

継続 全域 36,630 34,584

西平井・鰭ケ崎地区土地区画
整理事業 西平井・鰭ケ崎地

区区画整理事務所

平成２８年度の事業完了を目指し、造成工事や区画道路の整備等を実施し、事業の推進を図る。 継続 南部 619,859 912,697

鰭ケ崎・思井地区土地区画整
理事業 西平井・鰭ケ崎地

区区画整理事務所

平成２８年度の事業完了を目指し、造成工事や鰭ケ崎調整池工事、区画道路の整備等を実施し、事業の推進
を図る。

継続 南部 1,304,674 1,041,494

運動公園周辺地区一体型特定
土地区画整理国費対象市負担
事業

まちづくり推進課

県との費用負担協定に基づき、運動公園周辺地区の土地区画整理事業に係る国費対象事業費を負担し、事業
の推進を図る。

継続
南部
東部

320,563 258,825

木地区一体型特定土地区画整
理国費対象市負担事業

まちづくり推進課

県との費用負担協定に基づき、木地区の土地区画整理事業に係る国費対象事業費を負担し、事業の推進を図
る。

継続 南部 195,075 188,360

平成２７年度に実施する事業のうち主なものについて、事

業の名称と担当課名を記載しています。なお、担当課につ

いては、平成２７年度当初の担当課名を記載しています。 

平成２７年度に行う事業内容、整備面積、延

長等について記載しています。 

事業の「新規」「継続」の別を表記しています。 

継続：平成２６年度以前から引き続き実施している事業 

新規：平成２７年度から新たに実施する事業 

事業を実施する地域を表記しています。 

（平成２２年に策定した後期基本計画策定時の中学校区で区分しています。） 

全域：市内全域を対象に実施 

北部：北部地域（北部中学校区・東深井中学校区） 

中部：中部地域（常盤松中学校区・西初石中学校区） 

南部：南部地域（南部中学校区・南流山中学校区） 

東部：東部地域（東部中学校区・八木中学校区） 

※ 施設等のハード整備については、その所在地で表記しています。 

平成２７年度当初予算額

を記載しています。  

平成２６年度当初予算額を記載しています。 

※ 原則として当初予算額を記載しています

が、平成２６年度補正予算からの新規事業等

については、補正予算額を記載しています。 



（単位：千円）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）

事業の名称 担当課名 事業の内容 新・継区分 地域区分
平成２７年度
当初予算額

前年度
当初予算額

新市街地地区公園施設新設事
業

みどりの課

新市街地地区土地区画整理事業区域内の4号近隣公園を整備する。
平成２７年度は公園（2.0ha）のうち一部整備工事を実施する。 継続 中部 55,260 48,254

運動公園周辺地区公園施設新
設事業

みどりの課

平成28年4月開館予定の市民総合体育館周辺の園路・広場等を整備する。 継続 東部 170,000 0

遊具施設等安全対策事業

みどりの課

市内各公園の遊具の点検作業を行い、老朽化や機能に不備のある遊具等を対象に補修、交換、補充施設等の
設置を行い、公園利用者の利便性・安全性の向上を図る。

継続 全域 36,630 34,584

西平井・鰭ケ崎地区土地区画
整理事業 西平井・鰭ケ崎地

区区画整理事務所

平成２８年度の事業完了を目指し、造成工事や区画道路の整備等を実施し、事業の推進を図る。 継続 南部 619,859 912,697

鰭ケ崎・思井地区土地区画整
理事業 西平井・鰭ケ崎地

区区画整理事務所

平成２８年度の事業完了を目指し、造成工事や鰭ケ崎調整池工事、区画道路の整備等を実施し、事業の推進
を図る。

継続 南部 1,304,674 1,041,494

運動公園周辺地区一体型特定
土地区画整理国費対象市負担
事業

まちづくり推進課

県との費用負担協定に基づき、運動公園周辺地区の土地区画整理事業に係る国費対象事業費を負担し、事業
の推進を図る。

継続
南部
東部

320,563 258,825

木地区一体型特定土地区画整
理国費対象市負担事業

まちづくり推進課

県との費用負担協定に基づき、木地区の土地区画整理事業に係る国費対象事業費を負担し、事業の推進を図
る。

継続 南部 195,075 188,360

新市街地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

UR都市機構との協定に基づき、新市街地地区の土地区画整理事業費の一部を負担し、事業の推進を図る。 新規 中部 1,000,000 -

流山おおたかの森駅前市有地
活用事業

誘致推進課

流山おおたかの森駅前市有地活用基本方針に基づき、開発事業者の公募、選定等に係る一連の業務及び事業
者の提案内容が適切に履行されているか等について確認する設計モニタリング業務を実施する。(平成26～
27年度継続事業)

継続 中部 8,444 3,680

市街化区域及び市街化調整区
域に関する都市計画見直し事
業

都市計画課

都市計画法第6条の規定による都市計画に関する基礎調査に基づき、千葉県が行う市街化区域及び市街化調
整区域等に関する都市計画の見直しの申出を行う。(平成26～27年度継続事業)

継続 全域 1,890 6,000

地区内汚水整備事業

下水道建設課

つくばエクスプレス沿線土地区画整理事業の進捗に合わせ、地区内の汚水管渠の整備を行う。
事業規模　平成２７年度は６２．６ha。

継続
中部
南部
東部

604,300 245,000

江戸川左岸流域関連公共下水
道整備事業

下水道建設課

既成市街地における良好な生活環境を提供するため、東深井及び向小金４丁目地先の下水道を整備する。 継続
北部
東部

512,000 348,700

－1－



（単位：千円）

事業の名称 担当課名 事業の内容 新・継区分 地域区分
平成２７年度
当初予算額

前年度
当初予算額

手賀沼流域関連公共下水道整
備事業

下水道建設課

既成市街地における良好な生活環境を提供するため、駒木地先の下水道を整備する。 継続 中部 227,600 187,500

都市計画道路３・３・２８号
中駒木線道路改良事業

道路建設課

つくばエクスプレス沿線土地区画整理事業区域内の流山おおたかの森駅・流山セントラルパーク駅と県道豊
四季停車場高田原線とを結ぶ幹線道路を整備し、地域間の円滑な交通の確保を図る。
事業内容　平成２７年度は、本体工事 延長 L=１４６m　幅員 W=１８ｍ

継続 中部 64,205 100,476

都市計画道路３・５・１６号
三輪野山西平井線道路改良事
業

道路建設課

西平井・鰭ケ崎区画整理事業地区と三輪野山・平和台地区を結ぶ補助幹線道路の区画整理事業地区境の未整
備区間を整備し、円滑な交通の確保を図る。
事業内容　平成２７年度は、用地取得 約１５２㎡　物件補償等 ６件

継続 南部 111,584 147,036

市道前ケ崎・向小金１号道路
拡幅事業

道路建設課

通学路の歩道未整備区間の解消及び整備区間の道路線形を改善し、地域住民に対し通行の安全及び生活の利
便性の向上を図る。
事業内容　平成２７年度は、本体工事 延長 L=1７０m　幅員 W=８ｍ

継続 東部 29,481 52,919

名都借跨線橋道路拡幅改良事
業

道路建設課

車両を交互通行とし、緊急時における大型車両の通行及び自転車や歩行者の安全な通行を可能にし、安心安
全な生活環境を図る。
事業内容　平成２７年度は、用地取得 約２９０㎡

継続 東部 37,772 303,239

道路維持補修事業

道路管理課

市道における道路の舗装劣化区間や破損個所等について、舗装補修等による適切な維持補修を実施し、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実施する。

継続 全域 150,983 158,446

三輪野山地区総合治水対策事
業

河川課

三輪野山地区の浸水被害解消を図るため、和田堀都市下水路流域に築造する調整池の基礎調査（土質・土壌
調査）を行う。

継続 中部 5,432 7,799

向小金雨水幹線整備事業

下水道建設課

向小金2、3丁目の浸水被害解消を図るため、公共下水道計画に基づき向小金雨水幹線を整備する。 継続 東部 183,589 136,330

調整池維持管理事業

河川課

道路冠水や家屋等への浸水被害を防ぐため、市管理の雨水調整池における草刈業務や排水ポンプの維持管理
を実施し、調整池容量の確保や適切な機能を確保する。

継続 全域 27,978 23,849

ＴＸ沿線整備地区配水管拡張
事業

水道工務課

つくばエクスプレス沿線土地区画整理事業の進捗に合わせ、配水管拡張を実施する。平成２７年度は、土地
区画整理事業５地区の配水管拡張工事（総延長１９，４９５ｍ）を行う。

継続
中部
南部
東部

573,597 448,045

主要配水管等耐震化事業

水道工務課

老朽化した主要配水管等を耐震管へ計画的な更新を実施する。平成２７年度は、西平井主要配水管改良工事
（口径７５～７００mm・延長３３４．８ｍ）、北部地域主要配水管改良工事（口径４００mm・延長３４
８．０ｍ）等を行う。

継続
北部
南部

287,442 180,124

水道事業経営戦略策定事業

経営業務課

水道事業の経営の更なる健全化に取り組むため、中長期的な視点に立った経営戦略を策定する。 新規 全域 21,060 -

－2－



（単位：千円）

事業の名称 担当課名 事業の内容 新・継区分 地域区分
平成２７年度
当初予算額

前年度
当初予算額

ぐりーんバス運行事業

都市計画課

駅への交通不便地域の解消を目的として、現在5路線で運行しているぐりーんバスについて、引き続き、市
民の交通機関の確保及び利便性向上に資するため、バスの運行を実施する。

継続 全域 43,072 49,383

立地適正化計画策定事業

都市計画課

つくばエクスプレス沿線区域における土地区画整理事業により、現在、人口は増加しているが、将来におい
ては人口減少・高齢化等により地域の活力が低下していくことが予想されることから、都市機能誘導区域及
び居住誘導区域等を設定する立地適正化計画を策定する。

新規 全域 3,845 -

－3－



（単位：千円）２節　生活の豊かさを実感できる流山（生活環境の整備）

事業の名称 担当課名 事業の内容 新・継区分 地域区分
平成２７年度
当初予算額

前年度
当初予算額

地球温暖化対策実行計画推進
事業 環境政策・

放射能対策課

地球温暖化対策実行計画に基づき、市役所や市域全体から発生する温室効果ガス削減を推進する。市役所及
び市域の温室効果ガス排出量を算定し検証するとともに、環境家計簿や公用自転車の普及を進める。また、
平成27年度は地球温暖化対策実行計画を改定する。

継続 全域 2,030 1,447

生物多様性地域戦略推進事業
環境政策・

放射能対策課

生物多様性ながれやま戦略に基づき、小中学校や公共施設での植樹を行うとともに、グリーンフェスティバ
ル等のイベントで生物多様性の啓発を行う。また、戦略の改定に向けて、新たな重点拠点・地区となる場所
について予備調査を行う。

継続 全域 2,065 1,869

地球温暖化対策奨励事業
環境政策・

放射能対策課

市域の二酸化炭素排出量の削減を図るため、住宅に市内事業者から太陽光発電設備並びに省エネルギー設備
を購入・設置した市民に対して奨励金・補助金を交付する。

継続 全域 23,700 23,700

緑のカーテン事業
環境政策・

放射能対策課

ゴーヤの種苗の配布や育て方講座、緑のカーテン写真コンテスト、ゴーヤレシピコンテストを開催し、市内
全域でより一層の緑のカーテンの普及を図り、二酸化炭素排出量の削減を推進する。

継続 全域 1,206 2,696

放射能対策事業
環境政策・

放射能対策課

子どもが多く利用する施設などの放射線量のモニタリングを引き続き行い、空間放射線量の把握に努める。
また、東京電力(株)への損害賠償金の請求を引き続き粘り強く行い、市が支出した放射能対策に係る費用の
財源確保に向け最善を尽くす。

継続 全域 5,663 5,677

リサイクル団体育成支援事業

クリーンセンター

ごみ減量・資源化施策の一環として、集団回収におけるリサイクル団体や業者との調整を行い、報償金・奨
励金等を支給し、地域のリサイクル活動を支援する。

継続 全域 201,852 212,156

ごみ焼却施設整備事業

クリーンセンター

施設整備計画に基づき、ごみ焼却施設を安全で安定的に稼働していくために必要な機器の保守点検整備等を
実施し、当該施設の維持管理を図る。

継続 中部 406,214 370,872

リサイクル館包括管理運営事
業

クリーンセンター

施設運営を包括管理委託することにより、リサイクル率の向上、施設運営の安定化、事務処理の効率化、支
出の平準化及び経費節減を図る。

継続 中部 208,365 208,494

クリーンセンター放射能対策
事業

クリーンセンター

クリーンセンター焼却場の溶融飛灰から、基準を超える高濃度の放射性物質が検出されたため、国との委託
契約により、指定廃棄物の一時保管を安全に行う。また、指定廃棄物以外の溶融飛灰についても、新たに
ボックスカルバートを設置し、安全に保管を行う。

継続 中部 420,204 91,768

森のまちエコセンター放射能
対策事業

クリーンセンター

剪定枝等から通常より高い放射性物質の数値が検出され、クリーンセンターで焼却できないことから、旧清
美園に一時仮置きして搬入される剪定枝等を適正に処理する。

継続 北部 290,324 292,959

防災備蓄倉庫設置事業

防災危機管理課

南部中学校及び北部中学校に防災備蓄倉庫を設置するとともに平成28年4月開館予定の新体育館に備え付け
の備蓄倉庫に備蓄品及び資機材の整備を図る。また、西初石小学校に備蓄倉庫提供業務委託として防災備蓄
倉庫を整備する。

継続 全域 23,537 24,583

自主防災組織防災資機材整備
等事業

防災危機管理課

自主防災組織の防災活動を支援するため資機材整備の経費の一部を補助する。また、平成27年度から防災訓
練、研修及び講演会の実施などにも補助金を交付する。

継続 全域 3,700 2,000
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（単位：千円）

事業の名称 担当課名 事業の内容 新・継区分 地域区分
平成２７年度
当初予算額

前年度
当初予算額

上新宿地区市有地防災広場整
備事業

防災危機管理課

上新宿地区の防災広場に防災備蓄倉庫の設置及び備蓄食糧、資機材の整備、避難所案内板を設置する。 継続 中部 7,727 1,350

耐震診断及び木造住宅耐震改
修補助事業

建築住宅課

昭和56年以前に建築された木造住宅及び分譲マンションの耐震診断に要する費用の一部並びに昭和56年以
前に建築された木造住宅の耐震改修に要する費用の一部を助成する。

継続 全域 11,800 17,500

防火水槽整備事業

消防防災課

つくばエクスプレス沿線土地区画整理事業区域内に40立方メートル級の耐震性貯水槽を整備する。
平成２７年度は、新市街地地区１１号街区公園及び西平井・鰭ヶ崎地区３号公園に耐震性貯水槽を整備す
る。

継続
中部
南部

17,473 0

消防指令業務共同運用事業

消防防災課

松戸市消防局内に設置された千葉北西部消防指令センターにおいて、消防指令業務を共同(松戸市・市川市・
野田市・浦安市・鎌ケ谷市・流山市の6市)で運用する。

継続 全域 63,397 59,560

消防団小型動力ポンプ積載車
整備事業

消防防災課

購入後15年が経過し、Nox・PM法により使用できなくなる第１９分団の小型動力ポンプ積載車を更新整備
する。

新規 中部 9,802 -

交通安全施設整備事業

道路管理課

市内の市道の交通安全対策として、特に交通事故多発地点や通学路等の安全確保のため、道路照明や道路反
射鏡、区画線、路面標示等を整備する。また、平成27年度は市内の道路照明灯の点検及び南流山７・８丁目
地先、野々下地先に「ゾーン30」規制に伴う整備工事を実施する。

継続 全域 62,800 25,626

LED防犯灯一括整備・管理事
業

コミュニティ課

平成28年度から、自治会が設置している防犯灯を市直営とし、その後の新規設置及び維持管理を民間による
省エネルギー化(ESCO)事業により行う。平成27年度は事業者の選定を行うとともに、LED灯に一斉交換す
る。

新規 全域 0 -

安心安全支援事業

コミュニティ課

自主防犯組織の支援を図るとともに、防犯防災上で危険のある空き家の所有者に対し改善などの措置を図
る。また、安心メールによる市民に関わる緊急情報の発信を行い、安心安全なまちづくりを推進する。

継続 全域 4,620 3,635

消費者情報提供事業

コミュニティ課

悪質商法やインターネット詐欺など近年多発している消費者トラブルについて、自治会や老人会、小中学校
等を対象に出前講座などの消費者教育を行い、トラブルを未然に防止し、被害の拡大防止を図る。

継続 全域 12,647 12,302

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の円滑な運営を支援するため、自治会館の維持管理費及び大規模修繕費の一
部（美原自治会他６自治会）を補助する。

継続 全域 22,964 24,136

自治会館建設費補助事業

コミュニティ課

建設計画のある自治会館(松ケ丘北、駒木台第1)建設に要する経費の一部の補助及び貸し付けにより、自治会
の円滑な運営を支援する。

継続
中部
東部

34,100 0

－5－



（単位：千円）３節　学び、受け継がれ、進展する流山（教育・文化の充実向上）

事業の名称 担当課名 事業の内容 新・継区分 地域区分
平成２７年度
当初予算額

前年度
当初予算額

南流山センター施設整備改修
事業

公民館

利用者に安全で快適な環境を提供するため、築34年が経過した建物の外壁タイル面改修工事を行う。 継続 南部 1,781 0

北部公民館施設整備改修事業

公民館

キュービクル式変電施設の経年劣化により、停電事故や近隣に波及事故を起こす恐れがあるため、設備の更
新を行い、施設の適切な維持管理を行う。

継続 北部 9,680 0

公民館備品等整備事業

公民館

多様な生涯学習活動を支援するため、各公民館等に貸出用のプロジェクターとスクリーンを設置する。 新規 全域 1,178 -

おおたかの森センター指定管
理者事業

公民館

平成27年4月におおたかの森小中学校内に開館するおおたかの森センターの管理運営について指定管理者制
度を導入する。

新規 中部 23,461 0

おおたかの森子ども図書館指
定管理者事業

図書・博物館

平成27年4月におおたかの森小中学校内に開館する子ども図書館の管理運営について指定管理者制度を導入
する。

新規 中部 9,075 -

学校サポート教員派遣研究事
業

指導課

サポート教員による個に応じたきめ細かな指導を実施し、児童生徒の学力の伸長及び学校教育の活性化を図
る。おおたかの森小中学校分を含め、特別な支援を要する児童生徒への対応にサポート教員等を増員する。

継続 全域 79,499 68,936

特別支援教育推進事業

指導課

特別な支援を要する児童生徒への教育相談・検査等の充実及び支援・指導方法等について研修の充実を図
る。また、件数の増加に対応するため、カウンセラーを増員する。

継続 全域 4,891 3,375

姉妹都市自然体験交流事業

指導課

「姉妹都市・能登町へ行く自然体験ツアー」へ参加する児童に旅費の一部を助成する。 継続 全域 1,273 1,241

英語教育強化地域拠点事業

指導課

文部科学省から県を委託先とする事業の研究指定を受け、英語教育の目標内容の早期化、教科化にかかる英
語教育のあり方を研究する。

継続
中部
南部

2,180 2,122

いじめ防止対策推進事業

指導課

平成27年4月から施行される「いじめ防止対策推進条例」に基づき、「いじめ問題対策連絡協議会」及び
「いじめ対策調査会」を組織し運営する。また、いじめ防止について、他機関との連携を強化する。

新規 全域 288 -

小学校校舎等建設事業

教育総務課

つくばエクスプレス沿線土地区画整理事業により、児童数が増加している小山小学校の増築と南流山小学校
の校舎の設計を行う。小山小学校は平成29年度、南流山小学校は平成30年度に供用開始する。

継続
中部
南部

310,588 15,680

中学校大規模改造事業

教育総務課

西初石中学校校舎のトイレ改修工事を実施する。 継続 中部 99,233 6,459
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（単位：千円）

事業の名称 担当課名 事業の内容 新・継区分 地域区分
平成２７年度
当初予算額

前年度
当初予算額

学校建物ユニバーサルデザイ
ン化事業

教育総務課

小中学校校舎等のユニバーサルデザイン化を図り、教育環境の向上に努める。平成27年度は西初石中学校に
エレベーター設置工事を実施する。

継続 中部 105,027 6,740

小学校エアコン整備事業

教育総務課

小学校15校の普通教室、特別教室等にエアコンを設置する。 継続 全域 1,189,472 46,125

学校サポート看護師派遣事業

学校教育課

小中学校の児童生徒の健康管理及び保健教育の向上を図るため、市域を4地区に分け、各地区の小学校１
校、中学校１校へ1人ずつ、合計8人の看護師を配置する。また、特別に看護を要する児童に対応するため、
1名の看護師を配置する。

継続 全域 12,889 12,118

市民総合体育館建替事業

みどりの課

狭隘で老朽化が著しく耐震化に問題がある現在の市民総合体育館を建て替える。現状の屋内スポーツ施設と
あわせて、市民がスポーツをする施設の充実を図り、災害時の避難所としても活用できるよう整備する。

継続 東部 3,166,865 2,063,061

市民総合体育館太陽光発電設
備設置事業

みどりの課

建設中の市民総合体育館に太陽光発電設備を設置する。 新規 東部 42,228 -

市民総合体育館備品等整備事
業

生涯学習課

平成28年4月開館予定の市民総合体育館の備品等を整備する。 新規 東部 141,588 -

スポーツフィールド整備事業

生涯学習課

新川耕地スポーツフィールド移転先用地購入のための測量及び整備のための実施設計を行う。 継続 北部 878,132 10,000

平和施策事業

企画政策課

市民の平和意識の醸成を図るため、平和ポスター展、千羽鶴作成、ユニセフ平和教室等を実施するとともに
公募小学生を平和大使として広島へ派遣する。

継続 全域 802 797
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（単位：千円）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）

事業の名称 担当課名 事業の内容 新・継区分 地域区分
平成２７年度
当初予算額

前年度
当初予算額

送迎保育ステーション事業

保育課

待機児童解消のために、流山おおたかの森駅前及び南流山駅前に送迎ステーションを設置し、市内各保育所
へバスによる児童の送迎を行う。

継続 全域 76,841 107,442

私立保育所整備補助事業

子ども家庭課

待機児童の解消を図るため、新たに保育園の整備を行う。 継続 全域 284,164 642,944

学童クラブ（おおたかの森小
学校区学童クラブ）指定管理
者事業

子ども家庭課

平成27年4月に開校するおおたかの森小学校区の学童クラブの管理運営について指定管理者制度を導入す
る。

新規 中部 10,679 -

学童クラブ施設整備事業

子ども家庭課

入所児童の増加に伴い、鰭ヶ崎小学校区に新たに学童クラブを創設するとともに、平成２９年度に小山小学
校区及び平成３０年度に南流山小学校区に創設する学童クラブに係る設計を行う。

継続
中部
南部

93,146 66,142

敬老バス支援事業
高齢者生きがい

推進課

高齢者団体の相互の親睦やレクリエーション活動等を支援するため市が委託したバスを貸出しする。平成27
年度から大型バスに加え、中型バスを導入するとともに、利用人員の制限を30人以上から20人以上に引き
下げることで、参加者の少ない団体等でも利用できるよう規則を改正する。

継続 全域 9,648 10,069

高齢者ふれあいの家支援事業
高齢者生きがい

推進課

高齢者の生きがいや社会的孤独感の解消等を目的に、空き家になっている民家等を利用し「高齢者ふれあい
の家」の新規開設や継続的な運営を行う団体等に対し、支援するとともに開設準備に係る費用及び家賃等に
対する助成を行う。

継続 全域 3,315 3,485

つばさ学園療育相談事業

障害者支援課

心身の成長や発達に心配のある乳幼児及び児童に対し、専門的かつ総合的な相談が行えるように相談室を設
置し、面接相談、診察、指導訓練により、障害の早期発見と早期治療に努める。

継続 全域 8,964 8,842

つばさ学園改修事業

障害者支援課

平成27年4月から「児童発達支援センター」として組織を充実し、新たに障害児相談支援事業、保育所等訪
問支援事業を開始する。また、現在のつばさ学園施設の改修及び増築に係る設計業務を委託するとともに、
平成28年度には、改修及び増築を行う。（延べ面積220㎡）

新規 中部 6,147 -

介護保険地域支援事業

介護支援課

高齢者が要介護（要支援）状態にならないよう予防するとともに、要介護状態等になった場合でも地域で自
立した生活が送れるように、要介護者や介護者に対する支援を行う。現行の介護保険給付のうち介護予防訪
問介護及び介護予防通所介護を利用している要支援認定者と二次予防対象相当者を対象とした「介護予防
サービス」と、全ての高齢者を対象とした「一般介護予防事業」を合わせて提供する介護予防・生活支援総
合事業を実施する。

継続 全域 284,211 172,526

障害者地域生活支援事業

障害者支援課

障害者が地域で自立した生活を送るために、日常生活の様々な相談支援、手話によるコミュニケーション支
援、介護用ベッド等の日常生活用具の給付、移動の際のヘルプサービス、地域活動支援センター等による支
援を行う。また、相談支援事業所を新たに1か所増やし、合わせて3か所の事業所が地域の障害者の多様な相
談に対応することにより、障害者に対する相談支援の充実を図る。

継続 全域 135,273 136,228

障害児通所支援事業

障害者支援課

障害児が地域で専門的な療育が受けられるように、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支
援等のサービスの給付による支援を行う。（市内にはつばさ学園の他、民間施設が4か所）また、平成27年
度から、児童発達支援等のサービスを利用するすべての障害児に対し、障害児支援利用計画（障害児版ケア
プラン）の作成を行い、障害児のニーズに対応したサービス提供を行う。

継続 全域 216,100 108,755

－8－



（単位：千円）

事業の名称 担当課名 事業の内容 新・継区分 地域区分
平成２７年度
当初予算額

前年度
当初予算額

介護保険給付事業

介護支援課

第6期介護保険事業計画に基づき、500人を超える特別養護老人ホーム入所待機者の解消に向け、平成27年
度中に特別養護老人ホームの整備支援、また建設を完了させる。平成27年4月1日より特別養護老人ホーム
に新たに入所する方について、原則要介護3以上に限定することとなるが、要介護1又は2の方の特例入所に
ついて市が適切な関与をする。

継続 全域 9,610,156 9,240,706

障害者自立支援給付事業

障害者支援課

障害者が地域で自立した生活を送るために、ホームヘルプ、施設入所、就労支援、車いすの費用支給、人工
透析の費用の支給等、国が定める介護、訓練、補装具、医療の給付を行う。また、平成27年度から、障害福
祉サービスを利用するすべての障害者に対し、サービス等利用計画(ケアプラン）の作成を行い、利用者の
ニーズに対応したサービス提供を進める。

継続 全域 1,455,147 1,213,052

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・教育・出産・生業・葬祭・介護・施設事務費）の適正
な実施に努める。就労支援プログラムの充実により自立支援に努めるとともに、適正な給付を図る。

継続 全域 2,482,700 2,462,768

市営住宅整備事業

建築住宅課

平成7年に建築された市営住宅大橋団地4号棟の経年劣化を防止するために必要な外装工事を行う。 継続 北部 26,000 20,000

応急仮設住宅借上事業

建築住宅課

東日本大震災の影響により、本市へ避難している被災者を支援するため、市が応急仮設住宅として民間賃貸
住宅を借上げ、被災者に転貸する。被災地の復興状況により、平成27年度まで延長措置が図られている。

継続 全域 35,109 35,350

災害医療対策事業

健康増進課

災害発生時に災害救護対策本部を保健センターに設置するとともに市内5か所に救護所を設置し、災害医療
コーディネーターの医師が救護所等に配置する医療関係者の調整を行う。平成27年度は必要な医薬材料や備
品等を購入し備蓄を行うとともに医療救護活動マニュアルに従い、実際的な訓練を行う。

継続 全域 5,437 288

予防接種事業

健康増進課

乳幼児から高齢者まで様々な予防接種を実施し病気の蔓延防止、健康の保持増進を図る。平成26年10月か
ら新たに水痘予防接種、高齢者肺炎球菌感染症予防接種が定期接種となり平成27年度以降も継続する。

継続 全域 435,636 377,269

高齢者肺炎球菌ワクチン接種
費用助成事業

健康増進課

肺炎球菌感染症予防のため平成26年10月から65歳以上の5歳刻み年齢の方が定期接種の対象となったが、
65歳以上で定期接種の対象とならない方にも接種費用の助成を継続する。

継続 全域 2,912 7,235

健康増進事業

健康増進課

生活習慣病予防のための健康診査、がんの早期発見のための各種がん検診を実施する。平成27年度は特定健
診充実事業の心電図検査対象者の見直しを行う。

継続 全域 247,386 228,533

国保人間ドック・脳ドック助
成事業

国保年金課

被保険者の健康の保持増進のため人間ドック・脳ドック受診者に助成を行う。平成27年度から脳ドック助成
を追加する。

継続 全域 44,554 41,314

後期高齢者人間ドック・脳
ドック助成事業 高齢者生きがい

推進課

被保険者の健康の保持増進のため人間ドック・脳ドック受診者に助成を行う。平成27年度から脳ドック助成
を追加する。

継続 全域 12,673 14,275

福祉会館整備事業

社会福祉課

経年劣化の著しい福祉会館を年次計画に基づき改修整備する。平成27年度は江戸川台・駒木台福祉会館の非
常用照明、思井・駒木台福祉会館のトイレ、南流山福祉会館の外壁を改修する。

継続 全域 7,962 17,528
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（単位：千円）

事業の名称 担当課名 事業の内容 新・継区分 地域区分
平成２７年度
当初予算額

前年度
当初予算額

駒木台福祉会館グラウンド整
備事業

社会福祉課

現在の駒木台福祉会館グラウンドにつばさ学園の不足する機能を増築するため、グラウンドの狭隘化解消に
向け、新たに周辺用地を借用して駒木台福祉会館グラウンドを整備する。整備面積：１，５５０㎡

継続 中部 16,126 18,979

高齢者住み替え支援事業

建築住宅課

高齢者の住み替えに関する情報発信及び相談体制、並びに中古住宅の再生及び流通の仕組みをつくることに
より、高齢者の住み替え及び子育て世代の市内への移住・定住を支援する。

新規 全域 0 -

地域支え合い活動推進事業

社会福祉課

一人暮らしの高齢者等が住み慣れた地域で孤立することなく、安心して暮らすことができるまちづくりの一
環として、平成26年10月施行の「地域支え合い活動推進条例」に基づき、活動に使用する支え合い活動対
象者名簿の整備を行い活動を推進する。

継続 全域 13,881 4,986

生活困窮者自立支援事業

社会福祉課

平成27年4月から施行される生活困窮者自立支援法に基づく事業を実施する。ＮＰＯ法人・社会福祉法人等
への委託方式により、「自立相談支援事業」「就労準備支援事業」などを実施し、多様な課題を抱える生活
困窮者の相談を受け、包括的な支援を行う。

新規 全域 33,257 0

子育て支援総合窓口事業

子ども家庭課

子育て中の保護者が幼稚園・保育所等の施設や、地域の子育て支援事業から適切なサービスを選択し利用で
きるよう、子育て支援の情報提供及び保護者の相談・援助を行う窓口を市役所内に設置する。

新規 全域 3,487 -

子どもをみんなで育む計画推
進事業

子ども家庭課

子ども・子育て支援新制度の開始に伴い、計画を着実に効果的に推進するとともに進捗状況について公表す
る。

継続 全域 371 2,757
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（単位：千円）５節　賑わいと活気に満ちた流山（産業の振興）

事業の名称 担当課名 事業の内容 新・継区分 地域区分
平成２７年度

当初予算
前年度

当初予算額

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

市の知名度とイメージアップ、交流人口の増大を図るため魅力あるイベントを企画・開催するとともに情報
発信を行う。また、あらゆるメディアと機会を活用して市のPR活動を推進し、定住人口の増加につなげる。

継続 全域 22,651 27,640

ふるさと納税市内特産品等贈
呈事業

商工課

産業の振興を図るため一定金額以上の寄付者に対し、限定醸造流山白味淋２００周年「白みりん」を贈呈す
る。

新規 全域 1,674 -

商工業育成・助成事業

商工課

産業の振興及び環境政策を図るため、街路灯の電気料を補助するとともに、LED化を行った商店会に対して
全額補助する。（３年間を期限とする。）

継続 全域 6,745 3,253

創業支援事業

商工課

国から認定された創業支援事業計画に基づき流山商工会議所と連携し、市内で新規の創業者及び創業後5年
未満の事業者を対象に経営基盤を安定させるためにセミナー等を開催する。

新規 全域 527 -

企業立地促進事業

誘致推進課

流山市企業立地の促進に関する条例及び同条例施行規則に基づき、該当業種企業に対し、企業立地促進奨励
金を交付する。

継続 全域 16,300 9,900

コミュニティプラザ改修事業

商工課

施設利用者の安全で快適な利用に供するため、コミュニティプラザのエレベーターの全面改修及び誘導標識
の面部変更を行う。

継続 中部 17,900 0

地域職業相談室運営事業

商工課

ハローワーク松戸と連携して、市民に対する職業相談及び求人情報の提供を行い、就労機会の拡大と雇用の
促進を図る。

継続 全域 1,364 1,368

就労支援セミナー企画運営事
業

商工課

ジョブサポート流山（地域職業相談室）において、各種就労支援セミナーの開催及び就職までの継続的な指
導を行う就職個別相談により未就労者を支援する。

継続 全域 8,025 0

農業生産法人設立支援事業

農政課

産業としての農業の自立を図るため、農業生産法人設立講習会の開催や、既に農業生産法人として活躍して
いる先進事例等を研究し、法人化を目指す本市の先導的な農業者を支援する。

継続 全域 110 110

米飯給食における地産地消推
進事業

農政課

JA買取価格と自主流通米価格との差額の一部を生産者に補填し、農業所得の向上による水田農業の保全を図
る。また、市内の小中学校の給食に流山産米を供給し、地産地消を推進する。

継続 全域 11,040 11,040

農産物直売所設置推進事業

農政課

流山市農産物直売所「新鮮食味」に庇を増設し、販売野菜等の陳列スペースを確保するとともに、施設PRを
行い、売り上げの増加を図る。

継続 中部 2,075 681

農地台帳管理事業

農業委員会事務局

農地台帳システムの導入により、農地、農家の情報を一元管理し、優良農地の保全及び有効活用の推進を図
る。

継続 全域 1,096 2,548
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（単位：千円）

事業の名称 担当課名 事業の内容 新・継区分 地域区分
平成２７年度
当初予算額

前年度
当初予算額

流山本町・利根運河ツーリズ
ム推進事業

商工課

流山本町・利根運河ツーリズム推進事業補助金を活用した観光交流拠点となり得る店舗等をオープンさせる
ことにより、流山本町の魅力度を向上させ、交流人口の増加と地域の活性化を図る。

継続
北部
南部

8,036 7,956

流鉄流山線開通１００周年記
念事業

商工課

流鉄流山線が開通100周年を迎えることから、流鉄（株）と松戸市・流山市と共同で、記念イベントを開催
する。

新規 南部 2,000 -

利根運河記念イベント事業

商工課

利根運河通水１２５周年を記念しイベントを実施する。本イベントを契機に利根運河の認知度を高め、観光
交流人口の増加につなげる。

新規 北部 2,000 -

運河水辺公園トイレ整備事業

商工課

流山市の観光スポットである利根運河の運河水辺公園内にあるトイレの整備を行う。 新規 北部 15,000 -
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（単位：千円）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）

事業の名称 担当課名 事業の内容 新・継区分 地域区分
平成２７年度
当初予算額

前年度
当初予算額

ＮＰＯ活動推進事業

コミュニティ課

市民活動団体への公益事業補助金を交付するとともに、市民活動団体を活用することにより市民活動推進セ
ンターを運営し、市民活動団体の活動の充実を図る。

継続 全域 17,912 18,805

基本計画・実施計画進行管理
事業

企画政策課

総合計画の適正な進行管理を図るために、次期下期実施計画（平成28～平成31年度）を策定する。また、
併せてまち・ひと・しごと創生法に基づく地方版総合戦略を策定する。

継続 全域 0 0

国統計調査事業

企画政策課

平成27年10月1日を基準日として、国勢調査が実施される。今回から、インターネットを活用したオンラ
イン回答が可能となる。

継続 全域 67,581 10,529

ファシリティマネジメント推
進事業

財産活用課

個別プロジェクトや森の図書館の民間による省エネルギー化（ESCO）事業などの各種ファシリティマネジ
メント施策（市が保有、賃借する施設の総合的な経営管理活動）を実施する。また、平成27年度は公共施設
等総合管理計画を策定する。

継続 全域 2,547 9,152

ＴＸ沿線整備地区の字の区域
の名称変更事業

総務課

西平井・鰭ケ崎地区及び鰭ケ崎・思井地区の字の区域及び名称の変更にあたり、変更図書作成業務を委託す
る。平成27年度は変更図や旧新・新旧地番対照表を作成する。

継続
中部
南部

2,743 605

住民基本台帳ネットワーク事
業

市民課

マイナンバー法の施行により、平成27年10月に番号通知カードの発送を行い、平成28年1月から個人番号
カードの交付事務を実施する。

継続 全域 79,205 13,054

インターネット議会中継シス
テム事業

議会事務局

流山市議会のホームページ上で本会議の映像を公開し、市民等がいつでも視聴できるようにし、市民等に対
する情報の共有化を図る。

継続 全域 2,183 1,961

職員研修事業

人材育成課

職員1人ひとりの資質の向上や専門知識の習得を図るため、担当部門や勤続年数に応じた研修の機会と研修
助成制度を設け、意欲ある職員を育成する。

継続 全域 15,980 17,367

政策法務推進事業

総務課

職員の政策法務能力の向上を図るため、各課等に政策法務主任を設置するとともに組織的、計画的、体系的
な政策法務研修を実施する。

新規 全域 2,387 -

男女共同参画社会づくり事業

企画政策課

第3次男女共同参画プランに基づき、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
の向上を図るため各種啓発事業を展開するとともに、各種研修会に参加し、知識の習得を図る。

継続 全域 2,215 2,392
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