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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２８年度主要事業の見方

（単位：千円）

事業の内容 新継区分 地域区分
平成２８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

新市街地地区の良好な環境形成を図るため、平成２８年度中の供用開始を目指し、十太夫近隣公園（新市街地地区４号近隣公園）
を整備します。

継続 中部 74,632 55,260

運動公園周辺地区公園施設新設事業

みどりの課

「キッコーマン アリーナ（新体育館）」周辺の植栽などを整備します。 継続 東部 150,000 170,000

遊具施設等安全対策事業

みどりの課

公園利用者の利便性・安全性の向上を図るため、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などを対象
に補修、交換、補充などを行います。

継続 全域 50,130 36,630

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

事業の推進を図るため、造成工事や区画道路の整備などを実施し、事業費確保のための保留地販売を促進します。 継続 南部 697,494 619,859

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

事業の推進を図るため、造成工事、区画道路や既存家屋周辺の整備などを実施し、事業費確保のための保留地販売を促進します。 継続 南部 897,979 1,304,674

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

事業の推進を図るため、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国費対象事業費を負
担します。

継続
南部
東部

393,663 320,563

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

事業の推進を図るため、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国費対象事業費を負担します。 継続 南部 202,915 195,075

事業の名称

平成２８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２８年度当初の担当課名を記載しています。 

平成２８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」「新規・継続」の別を表記しています。 
新規 ： 平成２８年度から新たに実施する事業です。 

継続 ： 平成２７年度以前に実施している事業です。 

新規・継続 ： 平成２７年度以前からの継続ですが、新たに実施 

        する内容が含まれている事業です。 

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） 

平成２８年度当初予算額

を記載しています。  

平成２７年度当初予算額を記載しています。 

※事業費が０円の事業はマンパワーで実施していま

す。 

※ 原則として当初予算額を記載していますが、平

成２７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。 



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 事業の内容 新継区分 地域区分
平成２８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

新市街地地区の良好な環境形成を図るため、平成２８年度中の供用開始を目指し、十太夫近隣公
園（新市街地地区４号近隣公園）を整備します。

継続 中部 74,632 55,260

運動公園周辺地区公園施設新設事業

みどりの課

「キッコーマン アリーナ（新体育館）」周辺の植栽などを整備します。 継続 東部 150,000 170,000

遊具施設等安全対策事業

みどりの課

公園利用者の利便性・安全性の向上を図るため、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などを対象に補修、交換、補充などを行います。

継続 全域 50,130 36,630

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

事業の推進を図るため、造成工事や区画道路の整備などを実施し、事業費確保のための保留地販
売を促進します。

継続 南部 697,494 619,859

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

事業の推進を図るため、造成工事、区画道路や既存家屋周辺の整備などを実施し、事業費確保の
ための保留地販売を促進します。

継続 南部 897,979 1,304,674

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

事業の推進を図るため、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
理事業に係る国費対象事業費を負担します。

継続
南部
東部

393,663 320,563

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

事業の推進を図るため、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
る国費対象事業費を負担します。

継続 南部 202,915 195,075

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

事業の推進を図るため、都市再生機構施行の新市街地地区一体型特定土地区画整理事業について
費用の一部を負担します。

継続
中部
南部
東部

270,070 1,000,000

駅前広場・連絡通路整備事業

まちづくり推進課

流山おおたかの森駅西口駅前広場は、「森のまち」に相応しい緑あふれる広場として、利用者の
利便性と高質な公共空間を創出するため、植栽や屋根付きバス乗場、案内サイン、ベンチなどを
整備します。

継続 中部 170,729 517

流山おおたかの森駅前市有地活用事
業

誘致推進課

公募型プロポーザル方式により事業者を選定した結果、事業スキームが「等価交換及び一部定期
借地権方式」となったことから、平成２８年度は事業者による設計内容・積算について専門的な
見地による確認や指摘を行う設計アドバイザリー業務を行います。

新規・継続 中部 6,044 8,444

都市計画マスタープラン進行管理事
業

都市計画課

TX沿線土地区画整理事業の進捗など、市内の土地利用の状況を鑑み、平成17年2月に策定された
現行の都市計画マスタープランの内容を見直します。

新規 全域 6,000 0

立地適正化計画策定事業

都市計画課

将来的な人口減少や高齢化などにより地域活力が低下していくことが懸念されることから、都市
機能誘導区域及び居住誘導区域を設定する立地適正化計画を策定します。

継続 全域 6,038 3,845

（単位：千円）
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事業の名称 事業の内容 新継区分 地域区分
平成２８年度
当初予算額

前年度
当初予算額

下水道事業経営戦略策定事業

経営業務課

平成２７年度から地方公営企業法を適用した下水道事業について、持続可能で中長期的な事業経
営を目指して下水道事業経営戦略を策定します。

新規 全域 9,148 0

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造成計画の進捗にあわせて汚水管を整備します。 継続
中部
南部
東部

483,912 716,700

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、向小金２・３・４丁目地先の公共
下水道を整備します。

継続 全域 698,733 519,000

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、駒木地先の公共下水道を整備します。 継続
中部
東部

231,147 231,400

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・平和台地区における地域間の道路交通の安全性や
利便性の向上を図るため、区画整理事業地区境の未整備区間を整備します。

継続 南部 113,038 111,584

名都借跨線橋道路拡幅改良事業

道路建設課

向小金地区と松ケ丘・名都借地区の安心安全な生活環境を図るため、名都借跨線橋について、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とするため、道路の拡幅改
良を進めます。

継続 東部 852,859 37,772

東小学校前通学路道路拡幅整備事業

道路建設課

児童の安全を確保するため、東小学校前の通学路について、歩道幅員を拡幅し、歩行者の通行に
配慮した道路を整備します。

継続 東部 57,075 64,983

道路維持補修事業

道路管理課

道路や道路付属施設を適切に維持管理し、道路利用者の安全性を高め、沿線住民の道路環境を保
全します。

継続 全域 187,784 150,983

三輪野山地区総合治水対策事業

河川課

和田堀都市下水路の機能を保持するため、堆積する土砂の浚渫を行うとともに、出水時の水位監
視や流山排水機場運転の連携により早期に水防活動を行います。また、浸水対策として、調整池
の検討と都市下水路の今上落しに対する影響調査を行います。

継続 南部 9,666 5,432

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事業の造成計画の進捗に併せて雨水管を整備します。 継続
中部
南部
東部

284,000 721,050

向小金雨水幹線整備事業

下水道建設課

向小金２・３・４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
備します。

継続 東部 352,890 183,589

（単位：千円）
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事業の名称 事業の内容 新継区分 地域区分
平成２８年度
当初予算額

前年度
当初予算額

調整池維持管理事業

河川課

ＴＸ沿線土地区画整理事業事業などにより築造された調整池や河川の機能を保持するため、草刈
や排水ポンプの保守、管理を行います。

継続 全域 33,140 27,978

ＴＸ沿線整備地区配水管拡張事業

水道工務課

ＴＸ沿線土地区画整理事業事業の造成計画の進捗にあわせて配水管拡張を実施します。 継続
中部
南部
東部

676,361 573,597

既設浄水場改修事業

水道工務課

西平井浄水場の老朽化した配水池などの改修・耐震化を行い計画的に更新します。 新規 南部 379,000 0

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に対して、耐震管へ計画的に更新します。 継続 全域 457,634 287,442

水道事業経営戦略策定事業

経営業務課

策定した水道事業経営戦略の進歩状況を確認していきます。 継続 全域 265 21,060

ＴＸ東京駅延伸促進事業

都市計画課

国が交通政策審議会に諮問している「東京圏における今後の都市鉄道のあり方について」の新た
な答申を踏まえ、ＴＸ沿線自治体などで東京駅延伸に向けた具体的調査に関する協定等の締結に
向けた協議を行います。

継続 全域 0 0

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を引き続き運
行し、市民の交通機関の確保及び利便性の向上を図ります。

継続 全域 43,000 43,072

（単位：千円）
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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）

事業の名称 事業の内容 新継区分 地域区分
平成２８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しま
す。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
車の普及を進めます。また、平成２８年度は前年度に着手した地球温暖化対策実行計画を改定し
ます。

継続 全域 364 2,030

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
フェスティバルなどのイベントで生物多様性の啓発を行います。また、平成２８年度は生物多様
性ながれやま戦略を改定します。

継続 全域 1,708 2,065

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・補助金を交付します。

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など
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し
ます。

継続 全域 1,078 1,206

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継続し、市内の空間放射線量の把握
に努めます。また、引き続き、東京電力（株）への損害賠償金の請求を粘り強く行い、市が負担
した放射能対策に係る費用の財源確保に向け最善を尽します。

継続 全域 5,515 5,663

ごみ焼却施設整備事業

クリーンセンター

ごみ焼却施設を安全で安定的に稼働していくため、各種法令及び施設整備計画に基づき、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行います。

継続 中部 367,758 406,214

クリーンセンター放射能対策事業

クリーンセンター

クリーンセンターごみ焼却施設の溶融飛灰から、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、国が設置する長期管理施設へ受け入れが行われるまでの間、指定
廃棄物を適正かつ安全に一時保管します。

継続 中部 56,178 420,204

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

草木等から放射性物質が検出され、クリーンセンターでは焼却できないことから、引き続き、森
のまちエコセンター内で一時仮置し、搬入された草木等の処理を適正に行います。

継続 北部 237,276 290,324

防災備蓄倉庫設置事業

防災危機管理課

流山北小学校及び県立流山高校の防災備蓄倉庫に備蓄する食糧や防災資機材を配備します。 継続
中部
南部

13,524 23,537

自主防災組織防災資機材整備等事業

防災危機管理課

市内の自主防災組織の防災活動を支援するため資機材整備、防災訓練、講演会、研修などに要す
る経費の一部を補助します。

継続 全域 3,700 3,700

地域防災計画修正事業

防災危機管理課

災害対策基本法の改正や千葉県地域防災計画の修正を踏まえ、地域防災計画を修正します。 新規・継続 全域 3,012 0

（単位：千円）
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事業の名称 事業の内容 新継区分 地域区分
平成２８年度
当初予算額

前年度
当初予算額

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補助します。

継続 全域 8,800 11,800

消防施設及び消防装備整備基金積立
事業

消防総務課

消防本部・中央消防署の移転に向けて、計画的に基金の積立てを行います。 新規・継続 全域 8,003 4

防火水槽整備事業

消防防災課

TX沿線整備区域に４０立法メートル級の耐震性貯水槽を２か所整備します。 継続
中部
南部

19,592 17,473

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、 松戸市・市川市・野田市・
浦安市・鎌ヶ谷市・流山市の６市が消防指令業務を共同で運用します。

継続 全域 64,957 63,397

消防団機械器具置場建設事業

消防総務課

消防団活動に資する環境整備を推進するため、第２分団（流山１丁目、流山２丁目、流山３丁
目、流山４丁目）及び第１５分団（谷、桐ケ谷、上貝塚、下花輪、大畔）の機械器具置場を改修
します。

継続
中部
南部

18,000 0

交通安全施設整備事業

道路管理課

道路通行時の危険性を回避及び軽減するため、市内全域の市道等における道路照明、道路反射
鏡、区画線等の設置、補修を実施します。

継続 全域 38,705 62,800

LED防犯灯一括整備・管理事業

コミュニティ課

自治会から移管を受け、ＬＥＤに交換した防犯灯の維持管理及び新規設置を省エネルギーサービ
ス（ＥＳＣＯ）で実施します。

継続 全域 36,542 0

安心安全支援事業

コミュニティ課

市民による自主防犯パトロール活動への支援、安心メールによる緊急情報の配信、防犯カメラの
設置等を行ない、防犯活動の活性化を図り、市民が安心して暮らせる街づくりを推進します。

継続 全域 8,241 4,620

消費者情報提供事業

コミュニティ課

悪質商法や特殊詐欺等の消費者被害を未然に防止するため、自治会や老人会などに啓発講座を実
施するとともに、若年層の消費者教育にも積極的に取り組みます。

継続 全域 12,382 12,647

自治会館建設費補助事業

コミュニティ課

自治会活動の拠点となる自治会館（東初石１丁目自治会）の建設に要する経費の一部を補助及び
貸付することにより、自治会の円滑な運営を支援します。

継続 中部 22,440 34,100

（単位：千円）
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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）

事業の名称 事業の内容 新継区分 地域区分
平成２８年度
当初予算額

前年度
当初予算額

文化会館施設整備事業

公民館

老朽化した高圧変電設備の全面更新工事を行い、利用者に安全で快適な施設環境を提供します。 新規・継続 南部 54,882 0

初石公民館施設整備改修事業

公民館

老朽化したエレベーターの全面更新工事を行い、利用者に安全で快適な施設環境を提供します。 新規・継続 中部 18,347 0

森の図書館ＥＳＣＯ事業

図書・博物館

森の図書館の空調設備の劣化が進み、更新が必要となったことから、省エネルギーサービス（Ｅ
ＳＣＯ）事業により更新を行い、環境負荷の低減、更新コストや光熱水費の削減、利用者サービ
スの向上を図ります。

新規・継続 北部 6,168 0

学校サポート教員派遣研究事業

指導課

通常学級において特別な支援が必要な児童生徒に日常的に対応するため、サポート教員・サポー
ト指導員を増員します。

継続 全域 83,170 79,499

小学校英語活動推進事業

指導課

小学校英語教育の教科化を見据えて、小学校３・４年の外国語活動、５・６年の外国語を、それ
ぞれ週１時間実施できるように小学校英語活動指導員を配置し、ネイティブスピーカーである外
国語指導助手を増員します。

継続 全域 31,371 22,829

中学校ＡＬＴ配置事業

指導課

ネイティブスピーカーである外国語指導助手を全校に配置し、中学校における英語指導の補助を
中心に、日常的に外国語に接することができるような学習環境を整えます。

継続 全域 37,131 38,146

小学校校務用パソコン整備事業

学校教育課

小学校での個人情報漏洩問題、調査書の誤記載問題などを防ぎ、情報管理と事務の効率化を図る
ため、校内サーバの設置、ネットワークのセキュリティー強化、校務支援ソフトの導入、校務用
パソコンの計画的な更新を行います。

新規 全域 28,983 0

中学校校務用パソコン整備事業

学校教育課

中学校での個人情報漏洩問題、調査書の誤記載問題などを防ぎ、情報管理と事務の効率化を図る
ため、校内サーバの設置、ネットワークのセキュリティー強化、校務支援ソフトの導入、校務用
パソコンの計画的な更新を行います。

新規 全域 16,667 0

小学校楽器備品整備事業

学校教育課

小学校の音楽活動の充実を図るために、平成２８年度から２か年で市内全小学校の音楽楽器備品
を整備します。

新規 全域 8,900 0

中学校楽器備品整備事業

学校教育課

中学校の音楽活動の充実を図るために、平成２８年度から２か年で市内全中学校の音楽楽器備品
を整備します。

新規 全域 8,600 0

小学校校舎等建設事業

教育総務課

TX沿線整備事業により、児童数が増加している小山小学校と南流山小学校の校舎増築を行いま
す。小山小学校は平成２９年度、南流山小学校は平成３０年度に供用開始します。

継続
中部
南部

1,387,758 310,588

（単位：千円）
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事業の名称 事業の内容 新継区分 地域区分
平成２８年度
当初予算額

前年度
当初予算額

学校用地（小学校）取得事業

教育総務課

南流山小学校の児童数の増加に対応するため、小学校校舎及びグラウンド用地として学校南側の
土地を土地開発公社から買戻しします。

新規・継続 南部 254,735 5,013

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人の看護師を配置します。また、特別に看護を要する
生徒に対応するため１名の看護師を配置します。

継続 全域 13,057 12,889

特別企画展事業

生涯学習課

市制施行５０周年を記念して、本市在住の日本を代表する日本画家「後藤純男」さんの作品展を
開催し、市民の方々に優れた作品の鑑賞の機会を提供します。

新規 全域 9,049 0

市民総合体育館建替事業

みどりの課

「キッコーマン アリーナ（新体育館）」の竣工及び開館により、旧体育館を解体撤去します。
（平成27年度補正予算措置で、平成２８年度へ繰越し執行）

新規・継続 東部 236,274
平成27年度補正予算措置

3,166,865

市民総合体育館備品等整備事業

スポーツ振興課

「キッコーマン アリーナ（新体育館）」に、プロジェクター、スクリーンを購入し、利用環境を
整備します。

継続 東部 10,000 141,588

スポーツフィールド整備事業

スポーツ振興課

新川耕地スポーツフィールド移転整備のための実施設計や開発手続きを行い、建設工事に着手し
ます。

継続 中部 202,800 878,132

流山市民総合体育館指定管理者事業

スポーツ振興課

「キッコーマン アリーナ（新体育館）」の管理運営に、指定管理者制度を導入し、利用者サービ
スの向上と効率的な管理運営を進め、市民満足度の向上を図ります。

新規・継続 東部 68,622 0

東京五輪事前キャンプ地等誘致事業

企画政策課

「キッコーマン アリーナ（新体育館）」を活用した、２０２０年東京オリンピック・パラリン
ピックの事前キャンプを誘致するため、国内外の組織委員会や競技団体などと調整を進めます。

新規 全域 0 0

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、平和ポスター展の開催や千羽鶴の作成、ユニセフ平和教室の
開催、さらに公募小学生を平和大使として広島へ派遣します。

継続 全域 802 802

（単位：千円）
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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）

事業の名称 事業の内容 新継区分 地域区分
平成２８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の送迎保育ステーションから市内
各保育所へバスによる児童の送迎を行います。

継続 全域 74,165 76,841

私立保育所運営補助事業

保育課

私立保育所に対して運営事業に要する経費の一部を補助するとともに、市内の私立保育所の保育
士不足解消のため、平成２８年度から、賃貸住宅等の借上げ費用の一部を支援する「保育士宿舎
借り上げ支援事業」を実施します。

新規・継続 全域 610,417 714,851

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、新たに市内に私立保育所を整備する事業者に対して費用の一部を補
助します。

継続 全域 513,392 284,164

保育士修学資金貸付事業

保育課

保育士不足解消のため、保育士養成施設に在学する学生のうち、流山市に住民登録を有する方、
又は指定保育士養成施設（流山市と協定書を締結した施設）に在学する学生に対し、修学資金の
一部を貸付します。

継続 全域 5,400 5,400

小規模保育事業所整備補助事業

子ども家庭課

待機児童の解消を図るため、定員１９名以内の小規模保育事業所を新たに整備する事業者に対し
て費用の一部を補助します。

継続 全域 33,000 0

子育て支援員研修事業

子ども家庭課

地域における保育や子育て支援の担い手となる人材を確保するために「子育て支援員」を養成す
る研修事業を実施します。

新規 全域 1,635 0

学童クラブ施設整備事業

教育総務課

流山小学校区に新たに学童クラブを整備します。また、小山小学校に学童クラブを新設、南流山
小学校の学童クラブ増設（改修）に係る設計を委託しています。

新規・継続 全域 211,924 93,146

高齢者等市内移動支援バス事業

高齢者生きがい推進課

高齢者が積極的に外出できる環境づくりを支援するため、現行の４ルートに加え、平成２８年度
に流山セントラルパーク駅周辺の病院開業にあわせ、２ルートを新設します。

新規・継続 全域 604 451

高齢者ふれあいの家支援事業

高齢者生きがい推進課

平成２８年度は、未設置の小学校区（流山北小、八木南小、南流山小、小山小）、及び高齢者比
率の高い北部地区（江戸川台）、東部地区（松ケ丘）など６か所の開設により市内２３か所の設
置を目指します。

新規・継続 全域 5,839 3,315

つばさ学園療育相談事業

児童発達支援センター

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、早期発見と早期治療に努めます。

継続 全域 11,151 8,964

（単位：千円）
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事業の名称 事業の内容 新継区分 地域区分
平成２８年度
当初予算額

前年度
当初予算額

つばさ学園改修事業

児童発達支援センター

平成２７年度から児童発達支援センターとして組織を改編したことに伴い、分散している施設の
集約化を図るため、増改築工事を実施します。なお、工事については3期に分けて行い、平成29
年3月末に完了します。

継続 北部 83,836 6,147

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、介護用ベッドなどの日常生活用具の給付、移動の際のヘルプサービス、地域生
活支援センターなどによる支援を行います。また、市内３か所の相談支援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ります。

継続 全域 135,498 135,273

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、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所
等訪問支援などのサービスの給付による支援を行います。また、全てのサービス利用者に障害児
相談支援を行います。

継続 全域 305,961 216,100

介護保険給付事業

介護支援課

介護保険法に基づき、要介護者に必要な在宅サービス及び施設サービスの保険給付を行います。 継続 全域 10,080,956 9,610,156

介護保険地域支援事業

介護支援課

介護予防・日常生活支援総合事業を実施し、訪問型、通所型のサービスの提供及び高齢者が積極
的に介護予防に取り組めるようにします。医療と介護の連携推進に取り組み認知症の理解の浸透
や、早期対応の体制整備を図ります。

継続 全域 422,978 284,211

介護保険認定事業

介護支援課

介護や支援が必要となった被保険者に係る要介護認定について、介護保険法に基づきその者の心
身の状態等に関して適正な認定調査を実施します。また、主治医に対し、その者の傷病の状況な
どについて、意見を求め、これらを根拠として、保健・医療・福祉の学識経験者を有する者で構
成する介護認定審査会において公平・公正な審査判定を実施します。

継続 全域 111,486 109,192

特別養護老人ホーム整備支援事業

介護支援課

特別養護老人ホームの入所待機者の解消に向け、第６期流山市高齢者支援計画に基づき、平成２
７年度に選定した特別養護老人ホームの整備を支援します。また、第７期計画策定に向け、整備
の必要な施設数の把握に努めます。

継続 全域 0 0

介護人材確保支援事業

介護支援課

介護人材確保を目的として、国、県、の介護人材確保事業と連携しながら、市内の介護施設、事
業所の就業者の確保を目的とした事業を実施します。

新規 全域 1,500 0

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、居宅介護（ホームヘルプ）、施設入所、就労支援、
車いす等の購入・修理費用、人工透析等医療費の支給等国が定める介護、訓練、補装具、医療の
給付による支援を行います。なお、全てのサービス利用者に計画相談支援を行います。また、小
児慢性特定疾病児童等に必要な日常生活用具の給付を行います。

継続 全域 1,553,477 1,455,147

生活保護法等に基づく扶助事業

社会福祉課

高齢化の進行や社会情勢の変化により増加している生活困窮者に、生活保護法に基づく各扶助事
業（生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭）を適正に実施します。また、就労支援
を始めとする自立支援プログラムの充実やハローワークとの連携により保護受給者の自立支援に
努めます。

継続 全域 2,578,463 2,482,700

災害医療対策事業

健康増進課

災害発生時に早急に災害救護対策本部、救護所を開設し救護活動を開始できるよう、平常時から
災害時の医療救護体制の整備に関する事項を検討します。平成２８年度は災害対策会議の開催と
薬剤の備蓄を実施します。

継続 全域 888 5,437

（単位：千円）
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事業の名称 事業の内容 新継区分 地域区分
平成２８年度
当初予算額

前年度
当初予算額

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ります。 継続 全域 450,755 435,636

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
象となりましたが、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行います。

継続 全域 1,098 2,912

健康増進事業

健康増進課

生活習慣病予防やがんの早期発見のため、健康診査や各種がん検診を実施します。 継続 全域 252,855 247,386

健康都市推進事業

企画政策課

健康都市を推進するために、第１２回健康都市連合日本支部大会を本市で開催し、基調講演や先
進事例の発表、パネルディスカッションを実施するとともに、市民団体相互の交流などを図る機
会を提供します。

新規・継続 全域 2,677 2,474

福祉会館整備事業

社会福祉課

市民の健康と福祉の増進を図るため、地域福祉活動の拠点としての福祉会館の改修を進めます。
平成２８年度は南福祉会館、名都借福祉会館、流山福祉会館の各トイレ、下花輪福祉会館の入浴
施設改修工事及び西深井福祉会館の駐車場屋外防犯灯改修工事を実施します。

継続 全域 32,228 7,962

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を支援します。

継続 全域 0 0

ひとり暮らし高齢者緊急通報装置給
付事業

高齢者生きがい推進課

発作性のある持病を持つおおむね６５歳以上のひとり暮らしの方に緊急通報装置を給付するほ
か、消防本部において２４時間体制で通報に対応し、緊急時の連絡手段を確保しています。平成
２８年度は、事業の見直しを検討します。

継続 全域 2,200 2,200

地域支え合い活動推進事業

社会福祉課

流山市地域支え合い活動推進条例に基づき、自治会などの協力と理解を図りながら、対象者の名
簿の提供及び支え合い事業の推進を図ります。

継続 全域 9,290 13,881

生活困窮者自立支援事業

社会福祉課

複合的な課題を抱える生活困窮者の相談に応じて、市の関係部門やハローワークなどの関係機
関、地域企業などと連携して支援します。支援事業として「自立相談支援事業」「住居確保給付
金支給事業」「就労準備支援事業」を行います。

継続 全域 28,496 33,257

健康福祉基金積立事業

社会福祉課

福祉の増進を図るために必要な財源を積み立てます。平成２８年度は、福祉手当削減相当分をグ
ループホーム整備等に充てるため、基金へ積み立てます。

新規・継続 全域 39,873 660

（単位：千円）
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５節　賑わいと活気に満ちた流山（産業の振興）

事業の名称 事業の内容 新継区分 地域区分
平成２８年度
当初予算額

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、交流人口の増加を図るため、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います。また、定住人口の増加につなげるため、あらゆるメディアと機会
を活用して市のPR活動を推進します。

継続 全域 23,486 22,651

ふるさと納税市内特産品等贈呈事業

商工振興課

市の魅力や市内特産品のＰＲ、歳入確保を図るため、１０，０００円以上の寄附者に対し、市内
特産品などを贈呈します。

継続 全域 2,804 1,674

商工業育成・助成事業

商工振興課

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
会に対して全額を補助します。(平成２７年１月～平成２９年１２月分）

継続 全域 5,875 6,745

商店街空き店舗有効活用事業

商工振興課

商店街の活性を図るために実施している商店街空き店舗有効活用事業について、新規創業者が活
用できるように補助対象者を見直しします。

新規 全域 1,840 0

中小企業資金融資事業

商工振興課

中小企業の振興を図るため、中小企業者や創業者に対し、金融機関を通じて事業資金等を融資し
ます。

継続 全域 130,018 130,028

中小企業資金融資利子補給事業

商工振興課

中小企業の育成や振興を図るため、金融機関から資金の融資を受けた中小企業者等に対し、予算
の範囲内で利子を補給します。

継続 全域 17,405 17,196

創業支援事業

商工振興課

創業予定者や創業後５年未満の事業者を対象に、起業や経営基盤の安定などを支援するために、
セミナーを開催します。

継続 全域 803 527

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
地奨励金を交付することにより、本市への進出を支援します。

継続 全域 18,300 16,300

就労支援セミナー企画運営事業

商工振興課

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や就職までの継
続的な指導を行う就職個別相談などにより、求職者を就職まで支援します。

継続 全域 7,288 8,025

地域職業相談室運営事業

商工振興課

就労機会の拡大と雇用の促進を図るため、ハローワーク松戸と連携してジョブサポート流山（地
域職業相談室）を設置し、市民に対する職業相談や求人情報の提供を行います。

継続 全域 1,364 1,364

青年就農給付金支援事業

農業振興課

新規認定就農者の農業意欲と農業所得の向上を図るため、「人・農地プラン」で中心となる経営
体として位置づけられた新規認定就農者に対し、青年就農給付金（経営開始型）を交付します。

新規 全域 3,000 0

（単位：千円）

12/15 平成28年度主要事業



事業の名称 事業の内容 新継区分 地域区分
平成２８年度
当初予算額

前年度
当初予算額

認定農業者支援事業

農業振興課

農業後継者不足解消を図り、効率的かつ安定的な農業経営を目指す意欲と能力のある農業者を重
点的に支援するため、本市農業の中心的な役割を担っている認定農業者が購入する環境配慮型農
業資材の費用の一部を補助します。

新規 全域 2,250 0

農業振興資金融資及び利子補給事業

農業振興課

農業後継者及び新たに農業を営む者、経営の安定化と近代化を目指す者に融資機関を通じて農業
振興資金を貸し付け、利子補給を行います。

新規 全域 5,074 0

学校給食地産地消推進事業

農業振興課

地産地消を推進し、流山産米を市内小中学校の学校給食に提供するため、共撰米価格と自主流通
米価格との差額の一部を生産者に補填します。また、新たに平成28年度から、八木北小に地元野
菜の提供を始めます。

新規・継続 全域 10,197 11,040

運河水辺公園トイレ整備事業
流山本町・利根運河ツー
リズム推進課

利根運河地域の来訪者に対し、きれいなトイレでおもてなしするため、運河水辺公園内にある既
存のトイレを建替え、新たに観光公衆トイレを整備します

新規 北部 27,914 ※15,000

流山本町・利根運河ツーリズム推進
事業 流山本町・利根運河ツー

リズム推進課

流山本町地域と利根運河地域の魅力度を向上させ、交流人口の増加や街並み保存を図るため、流
山本町・利根運河ツーリズム推進事業補助金を活用し店舗の開設を支援します。平成２８年度は
１店舗の開設を目指します。

継続
北部
南部

7,129 8,036

流鉄イベント事業
流山本町・利根運河ツー
リズム推進課

流鉄流山線の活性化や交流人口の増加、流山本町地域の回遊による地域経済への波及を図るた
め、流鉄株式会社と連携してイベントを開催します。

継続 南部 500 2,000

流山本町ツーリズム環境整備事業
流山本町・利根運河ツー
リズム推進課

流山本町地域内にある閻魔堂前道路を地域の景観に配慮した観光的な道路として整備します。 新規 南部 20,000 0

※前年度当初予算では計上していましたが、3月補
正で皆減しています。

（単位：千円）
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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）

事業の名称 事業の内容 新継区分 地域区分
平成２８年度
当初予算額

前年度
当初予算額

市制施行５０周年記念式典等実施事
業

秘書広報課

平成２９年１月で市制施行５０周年を迎えることから、記念式典を開催します。市民の皆様と市
制施行５０周年を祝うとともに、改めてふるさと意識の醸成を図る機会とします。

新規 全域 3,456 0

ＮＰＯ活動推進事業

コミュニティ課

市民活動の拠点である市民活動推進センターを委託し、市民活動団体の中間支援としての機能の
充実を図ります。また、補助金制度により、市民活動団体が自発的に行う事業を支援します。

継続 全域 15,345 17,912

市民投票条例策定事業

企画政策課

自治基本条例第１７条に規定されている市民投票条例について、先進市の事例などを調査研究
し、平成２９年度の制定を目指します。条例の制定にあたっては、市民や議会の意見を踏まえつ
つ、慎重に進めます。

継続 全域 736 0

ＴＸ沿線整備地区の字の区域の名称
変更事業

総務課

新市街地地区の土地区画整理事業の換地処分が平成２８年度末に実施予定であることから、平成
２８年度・２９年度の継続事業として字の区域及び名称の変更に伴う各種業務委託を行います。
また、木地区の字の区域及び名称の変更にあたり、変更調書や関係図面を作成するため、平成２
８年度・２９年度の継続事業として、変更図書類作成業務委託を行います。

継続
中部
南部

10,286 2,743

ＴＸ沿線整備住民記録及び戸籍簿等
変更事業

市民課

新市街地地区の土地区画整理事業の換地処分が平成２８年度末に実施予定であることから、戸籍
簿及び住民登録データの変更作業を行います。

新規 中部 38,632 0

職員研修事業

人材育成課

職員一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します。

継続 全域 18,758 15,980

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に策定した政策法務研修計画に基づき、体系的な研修を実
施します。平成２８年度は、新たに行政リーガルドック制度を導入し、行政手続法に照らし、各
課等の業務について法律的に問題などが無いかのチェック体制を構築します。

継続 全域 3,691 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、市民や市職員などの男女共
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
得を図ります。

継続 全域 2,261 2,215

（単位：千円） 
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