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平成２９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２９年度
当初予算額

前年度
当初予算額

西平井・鰭ケ崎地区公園施設新設事
業

みどりの課

市民が憩い安らげる場を提供するため、平成２９年度末の供用開始を目指し、西平井・鰭ケ崎地区の１号街区公園を整備します。 継続 南部 54,133 17,328

木地区公園施設新設事業

みどりの課

市民が憩い安らげる場を提供するため、平成２９年度末の供用開始を目指し、木地区の１号街区公園を整備します。 継続 南部 30,133 5,000

既成市街地地区公園施設新設事業

みどりの課

市民が憩い安らげる場を提供するため、東深井地区公園の遊具を改修します。また、大堀川沿いに桜並木を整備します。 継続
北部
中部

16,424 15,000

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を行い、老朽化や機能に不備のある遊具の補修、交換、
補充を行います。

継続 全域 55,124 50,130

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３０年度末の事業完成に向けて、換地計画の作成や土地の登記準備を進めます。また、事業費確保のための保留地販売を促進
します。

継続 南部 346,509 697,494

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３１年度末の事業完成に向けて、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 585,189 897,979

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 中部 461,175 393,663

事業の名称

平成２９年度に行う事業内容について記載し

ています。

事業の「新規」「継続」「一部新規」の別を表記しています。
新規 ： 平成２９年度から新たに実施する事業です。

継続 ： 平成２８年度以前に実施している事業です。

一部新規：平成２８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。

平成２９年度に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２９年度当初予算

額を記載しています。

平成２８年度当初予算額を記載しています。

※新規事業については、「―」で表記しています。

※事業費が０の事業は、職員により実施していたか、過

去（平成２７年度以前）に事業を実施しているものです。

平成２９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２９年度当初の担当課名を記載しています。



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）
（単位：千円）

事業の内容 新継区分 地域区分
平成29年度
当初予算額

前年度
当初予算額

西平井・鰭ケ崎地区公園施設新設事業

みどりの課

市民が憩い安らげる場を提供するため、平成２９年度末の供用開始を目指し、西平井・鰭ケ崎地区の１号
街区公園を整備します。

継続 南部 54,133 17,328

木地区公園施設新設事業

みどりの課

市民が憩い安らげる場を提供するため、平成２９年度末の供用開始を目指し、木地区の１号街区公園を整
備します。

継続 南部 30,133 5,000

既成市街地地区公園施設新設事業

みどりの課

市民が憩い安らげる場を提供するため、東深井地区公園の遊具を改修します。また、大堀川沿いに桜並木
を整備します。

継続
北部
中部

16,424 15,000

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を行い、老朽化や機能に不備の
ある遊具の補修、交換、補充を行います。

継続 全域 55,124 50,130

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３０年度末の事業完成に向けて、換地計画の作成や土地の登記準備を進めます。また、事業費確保の
ための保留地販売を促進します。

継続 南部 346,509 697,494

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３１年度末の事業完成に向けて、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 585,189 897,979

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 中部 461,175 393,663

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 186,863 202,915

流山おおたかの森駅前市有地活用事業

誘致推進課

市の新拠点にふさわしい交流空間を形成することを目的とし、音響効果に配慮した「多目的ホール」を始
め現在のおおたかの森出張所の機能を充実させた「（仮称）市民窓口センター」、さらには「ホテル」や
「商業・業務施設」、「集合住宅」からなる複合施設を民間事業で一体的に整備します。平成３１年春の
オープンを目指し、事業者との協議を進めます。

継続 中部
0

（職員による実施）
6,044

都市計画マスタープラン進行管理事業

都市計画課

次期総合計画の策定に併せ、整合性を図るために都市計画マスタープランの改定を行います。平成２９年
度は現計画の進捗状況の把握、課題整理等を行います。

継続 全域 0
（職員による実施）

6,000

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、中長期的な視点に立った経営戦略を策
定します。

継続 全域 7,625 9,148

地区内汚水整備事業

下水道建設課

新市街地地区、運動公園地区、木地区土地区画整理事業の造成計画の進捗状況に合わせ、汚水管を整備し
ます。

継続
中部
南部
東部

478,872 483,912

事業の名称
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（単位：千円）

事業の内容 新継区分 地域区分
平成29年度
当初予算額

前年度
当初予算額

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、美原地先の下水道
を整備します。

継続
北部
東部

1,000,253 698,733

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します。 継続 中部 158,868 231,147

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

地域住民の安全性、利便性の向上を図るため、西平井・鰭ケ崎地区と三輪野山・平和台地区を結ぶ路線を
整備します。

継続 南部 83,200 113,038

都市計画道路３・５・２３号江戸川台
駒木線道路改良事業

道路建設課

住宅促進の支援と交通の円滑化及び安全確保を図るため、新市街地地区土地区画整理事業区域外の接続箇
所を整備するにあたり、測量や設計を実施します。

新規 中部 7,074 ―

都市計画道路３・３・２号新川南流山
線立体交差事業

道路建設課

つくばエクスプレス沿線整備の西平井・鰭ケ崎地区と南流山地区の市街地を結ぶ幹線道路として、交通の
円滑化を確保し、周辺地域の利便性の向上を図るため、西平井・鰭ケ崎地区土地区画整理事業と一体的に
整備します。

継続 南部 77,484 121,938

名都借跨線橋道路拡幅改良事業

道路建設課

緊急時の大型車両通行や歩行者等の安全な通行を確保するため、車両の相互通行が可能となるよう拡幅改
良を行い、周辺地区における通行の円滑化と安全を提供します。

継続 東部 554,680 852,859

道路緑化事業

道路建設課

「都心から一番近い森のまち」に相応しい道路空間を形成し、都市緑化を推進するため市道２２６号線、
市道２９６号線、市道８００２０号線の道路緑化を整備します。

継続
南部
東部

27,750 17,000

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、東小学校の通学路の歩道幅員を拡幅し、歩行者の通行に配慮した道路を整備
します。

継続 東部 189,813 57,075

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 199,041 187,784

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排水機能を保持するため、堆積土砂の浚渫を行い、出水時は水位監視システムと流山
排水機場の運転を連携させ、早期に水防活動を行います。また、「（仮称）三郷流山橋」の建設に伴う都
市下水路の切回しを千葉県道路事業と連携し進めます。

継続 南部 45,816 9,666

地区内雨水整備事業

下水道建設課

新市街地地区、木地区、運動公園地区土地区画整理事業の造成計画の推進に合わせ、雨水管を整備しま
す。

継続
中部
南部

703,000 284,000

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します。 継続 東部 40,851 352,890

事業の名称
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（単位：千円）

事業の内容 新継区分 地域区分
平成29年度
当初予算額

前年度
当初予算額

雨水排水施設整備事業

河川課

浸水対策として、東深井地区の排水整備を実施し道路冠水を防ぎます。 継続 北部 110,916 102,543

調整池維持管理事業

河川課

民間開発やつくばエクスプレス沿線整備などにより築造された調整池や河川の雨水貯留機能と景観を保持
するため、排水ポンプの保守管理や草木の剪定を実施します。

継続 全域 25,895 33,140

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、配水管拡張を実施します。 継続
中部
南部
東部

620,258 676,361

江戸川台浄水場第２期更新事業

水道工務課

過年度耐震診断に基づき、配水池の内部及び浄水施設の改修を実施します。 継続 北部 596,592 16,956

主要配水管等耐震化事業

水道工務課

北部地域主要配水管、南部地域主要配水管、西平井主要配水管の耐震化を計画的に実施します。 継続
北部
中部
南部

414,587 457,634

流山おおたかの森駅自由通路エレベー
ター等整備事業

都市計画課

流山おおたかの森駅北口利用者の増加を見込み、平成３０年度の完成を目指し、駅自由通路の北口付近
に、駅自由通路と駅前広場を繋ぐエレベーターを設置します。

新規 中部 28,874 ―

ぐりーんバス運行事業

都市計画課

鉄道を主軸とした本市の公共交通体系に対応するため、駅と周辺住宅地を結ぶコミュニティバスを運行し
ています。 平成２９年４月からは新たに南流山・木ルートを開設し、全６路線を運行する予定です。

一部新規 全域 65,893 43,000

高齢社会対応既存交通補完研究事業

都市計画課

高齢社会の進展に対応し、既存の交通機関の利用のみでは十分な移動ができない地域における高齢者の移
動手段を検討するため、地域との勉強会を開催します。

新規 東部 120 ―

事業の名称
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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）
（単位：千円）

事業の内容 新継区分 地域区分
平成29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、市域全体や市役所から発生する温室効果ガス削減を推進します。市域
全体及び市役所の温室効果ガスの排出量を算定、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。

継続 全域 369 364

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。平成２９年度は生物多様性ながれやま戦略を改定す
るとともに、生物多様性シンポジウムを開催します。

継続 全域 2,552 1,708

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。また、平成２９年度から、新たに集合住
宅及び事業者の太陽光発電設備の設置についても交付対象とします。

一部新規 全域 15,410 23,700

緑のカーテン事業

環境政策・放射能対策課

二酸化炭素排出量の削減を図るため、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ます。

継続 全域 1,078 1,078

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を把握します。
また、引き続き、東京電力ホールディングス（株）へ損害賠償の請求を行い、市が負担した放射線対策に
かかる費用の返還に努めます。

継続 全域 7,471 5,515

一般廃棄物処理基本計画策定事業

クリーンセンター

平成３１年から平成４０年までの一般廃棄物処理基本計画を新たに策定します。また、併せて災害時にお
ける災害廃棄物の円滑な処理を図るため、災害廃棄物処理計画を策定します。

一部新規 全域 3,500 465

ごみ処理施設管理事業

クリーンセンター

ごみ焼却施設の運転管理、良好な作業環境維持に必要な各業務委託と稼働に必要な各種薬品等を購入し、
施設の安全な管理運営を実施します。

継続 中部 553,800 548,917

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動していくため、施設整備に精通した業者へ委託し、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 420,000 367,758

リサイクル館包括管理運営事業

クリーンセンター

リサイクル館の包括的な管理運営を委託することにより、事務の効率化を図り、経費の削減とリサイクル
率の向上に努めます。

継続 中部 311,397 208,926

クリーンセンター放射能対策事業

クリーンセンター

国の基準を上回る放射性物質を含む溶融飛灰（指定廃棄物）が、国が設置する長期保管施設へ受け入れら
れるまでの間、適正かつ安全に一時保管します。

継続 中部 48,360 56,178

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、搬入された草木等を適正に処理します。

継続 北部 201,566 237,276

廃棄物処理施設建設基金積立事業

クリーンセンター

ごみ焼却施設は、稼動から１４年が経過し、施設の老朽化及び各機器類の経年劣化が見られることから、
施設の延命や建替えを見据え、計画的に基金を積み立てます。

継続 中部 25,010 21

事業の名称
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（単位：千円）

事業の内容 新継区分 地域区分
平成29年度
当初予算額

前年度
当初予算額

防災備蓄倉庫設置事業

防災危機管理課

長崎小学校及び鰭ケ崎小学校にアルミ製コンテナの防災備蓄倉庫を設置し、食糧や防災資機材を備蓄しま
す。

継続
東部
南部

22,397 13,524

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。また、平成２９年度から、新たに感震ブレーカーの購入を助成の対象とします。

一部新規 全域 3,700 3,700

総合防災訓練（図上訓練）事業

防災危機管理課

市職員の災害対応能力の向上を図るため、大規模な災害を想定した図上訓練を２年間の継続事業として段
階的に実施します。

新規 全域 1,000 ―

耐震診断及び木造住宅耐震改修補助事
業

建築住宅課

住宅の耐震化の促進を図るため、耐震診断、耐震改修を実施する市民に対し、補助金を交付します。 継続 全域 6,600 8,800

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・中央消防署の移転整備に向けて、計画的に基金を積み立てます。 継続 全域 12,451 8,003

中央消防署移転事業

消防総務課

消防本部・中央消防署の移転用地の確保に向けて、測量を実施します。 新規 中部 7,088 ―

高規格救急自動車整備事業

消防防災課

救急業務を適確に実施するため、経年劣化している南消防署及び東消防署の高規格救急自動車を更新整備
します。

継続
南部
東部

73,587 0

消防団小型動力ポンプ積載車整備事業

消防防災課

ＮＯｘ・ＰＭ法の規定により、使用できなくなる第４分団の消防ポンプ自動車を小型動力ポンプ付全自動
消防車に更新整備します。

継続 南部 9,075 0

消防団員用被服整備事業

消防総務課

平成２６年２月に消防団の服制基準が改正されたことから、平成２９年度から３か年で消防団員の活動服
を更新します。

新規 全域 1,723 ―

交通安全施設整備事業

道路管理課

道路の交通の安全を確保するため、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 45,072 38,705

LED防犯灯一括整備・管理事業

コミュニティ課

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 33,227 36,542

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 8,653 8,241

事業の名称
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（単位：千円）

事業の内容 新継区分 地域区分
平成29年度
当初予算額

前年度
当初予算額

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の建設に要する経費の一部に対し、補助及び貸付をすることにより、自
治会の円滑な運営を支援します。平成２９年度は、２自治会へ補助及び１自治会へ貸付を行う予定です。

継続 中部 31,700 22,440

コミュニティホーム改修事業

コミュニティ課

老朽化したコミュニティホームについては、地域の協議を踏まえ、第２コミュニティホームを建替え後、
第１コミュニティホームは廃止します。また、第３コミュニティホームについては、区画整理事業の進捗
状況を勘案しながら、事業終結までにこれまでの経過も踏まえて協議を継続していきます。平成２９年度
は、第２コミュニティホームの建替えに係る設計業務を行います。

一部新規 東部 5,976 900

事業の名称
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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）
（単位：千円）

事業の内容 新継区分 地域区分
平成29年度
当初予算額

前年度
当初予算額

北部公民館施設整備改修事業

公民館

北部公民館の外壁・屋上の防水改修工事を行い、利用者に安全で快適な環境を提供します。 継続 北部 19,160 0

初石公民館施設整備改修事業

公民館

初石公民館の外壁・屋上の防水改修工事を行い、利用者に安全で快適な環境を提供します。 継続 中部 22,788 18,347

夏休みの学校開放による「子どもの居
場所づくり」試行事業

公民館

夏休み期間、保護者等が就労等により昼間家庭にいない小学生（４年生以上の児童）に対して、学校施設
の一部を使用して「居場所づくり」を、市内の学校３校で試行します。

新規
中部
南部

3,786 ―

おおたかの森こども図書館資料充実事
業

図書・博物館

「流山市子どもの読書活動推進計画」に基づき、おおたかの森こども図書館を拠点として、保育所、幼稚
園、児童館（センター）等の子育て支援施設へ乳幼児向けブックセットを配置します。

新規 全域 1,994 ―

学校サポート教員派遣研究事業

指導課

学校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
化を図ります。児童生徒の増加に伴い、特別な支援を要する児童生徒への対応に学校サポート教員等を３
名増員します。

継続 全域 90,437 83,170

小学校英語活動推進事業

指導課

英語を主言語とする外国人や、語学に堪能で、外国文化・習慣に精通した人材により、外国語の授業補助
を行います。また、将来的な英語の教科化に対応するために、流山市英語プログラム指導のための独自教
材を各学校に配布し、児童が英語に親しむ環境を整備します。

継続 全域 31,372 31,371

中学校ＡＬＴ配置事業

指導課

生徒が英語にふれる機会を増やし、英語によるコミュニケーション能力の向上を図るために、各中学校に
英語を主言語とする外国人を１名配置し、ネイティブスピーカーによる英語授業の充実を図ります。

継続 全域 37,131 37,131

小・中学校校務用パソコン整備事業

学校教育課

小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、
ネットワークのセキュリティー強化、校務支援ソフト及び校務用パソコンの計画的な更新を行います。

継続 全域 45,114 45,650

小・中学校楽器備品整備事業

学校教育課

小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か年で市内全小中学校の音楽楽器備品を整
備します。

継続 全域 16,500 17,500

小学校校舎等改修事業

教育総務課

学校施設の個別施設計画に基づき詳細診断を実施して、学校施設の長寿命化計画を策定します。また、児
童数の増加に伴い小山小学校職員室等改修工事、おおたかの森小学校教室改修工事等を実施します。

継続 全域 59,935 9,071

中学校校舎等改修事業

教育総務課

学校施設の個別施設計画に基づき詳細診断を実施して、学校施設の長寿命化計画を策定します。また、北
部中学校プール塗装改修工事等を実施します。

継続 全域 32,716 33,245

給食室等改修事業

教育総務課

児童数の増加に対応するため、小山小学校給食室改修工事を実施します。また、一部小学校の給食室につ
いて設備改修等を実施します。

継続
北部
中部
南部

64,513 6,729

事業の名称
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（単位：千円）

事業の内容 新継区分 地域区分
平成29年度
当初予算額

前年度
当初予算額

教育、文化及びスポーツ施設整備等基
金積立事業

教育総務課

教育、文化及びスポーツ施設の用地取得及び教育施設等の新設、改築等に必要な資金を積み立てます。 継続 全域 38,058 32

小学校校舎等建設事業

教育総務課

児童数が増加しているおおたかの森小学校と南流山小学校の校舎増築工事を実施し、平成３０年度から供
用を開始します。

一部新規 南部 1,317,502 1,387,758

八木北小学校校舎等建設事業

教育総務課

児童数が増加している新市街地地区の、通学区域の見直しに併せて、八木北小学校の校舎を増改築しま
す。平成２９、３０年度の継続事業として、基本及び実施設計を実施します。

新規 中部 58,578 ―

新設小学校建設事業

教育総務課

つくばエクスプレス沿線整備事業による、児童数増加に対応するために、新たに小学校を平成３３年４月
の開校を目途に建設します。平成２９年度は、新設校建設に伴う測量等業務委託を実施します。

新規 中部 65,540 ―

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 13,092 13,057

地域による学校支援事業

指導課

学校運営に地域の教育力を生かすために設置している地域支援本部について、新たに東部中、常盤松中、
東深井中学校区に設置します。

一部新規
北部
中部
東部

4,692 1,737

千葉県青少年補導員連絡協議会運営事
業

生涯学習課

青少年の健全育成及び非行防止のための千葉県青少年補導員連絡協議会補導（委）員大会を本市で開催し
ます。

新規 中部 1,344 ―

げんき村キャンプ場（トイレ）改修事
業

生涯学習課

老朽化した既存のトイレを撤去し、新たに軽水洗付の簡易トイレ３台を設置するほか、障害者や幼児連れ
の親子が安心して利用できる多目的トイレを設置し、付帯設備の充実を図ります。

新規 東部 2,137 ―

市制施行５０周年記念第九演奏会事業

生涯学習課

市制施行５０周年記念事業の１つとして、「市民で第九を歌おう」と第九演奏会を企画します。参加者は
公募し、市民参加による実行委員会を組織して平成２９年１２月に「キッコーマン アリーナ」で開催し
ます。

新規 全域 1,000 ―

スポーツフィールド整備事業

スポーツ振興課

市民の多様なスポーツレクリエーションニーズに対応するため、平成３０年４月の供用開始に向けて、新
川耕地スポーツフィールドを移転整備します。

継続 中部 304,200 202,800

体育施設備品整備事業

スポーツ振興課

新川耕地スポーツフィールドの円滑な管理運営を図るため、サッカーゴール等の必要なスポーツ備品並び
に施設管理備品を購入します。

新規 中部 3,360 ―

東京五輪事前キャンプ地等誘致事業

企画政策課

千葉県とオランダオリンピック委員会との合意に基づき、各競技チームの事前キャンプを誘致するため、
組織委員会や各競技団体からの視察の受け入れや関係機関との協議等の準備を進めます。

新規 全域 71 ―

事業の名称
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（単位：千円）

事業の内容 新継区分 地域区分
平成29年度
当初予算額

前年度
当初予算額

平和施策事業

企画政策課

平和都市宣言に基づき、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

事業の名称
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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）
（単位：千円）

事業の内容 新継区分 地域区分
平成29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

保育需要の地域的偏差等により保育所間の入所者数の均衡を図るとともに、待機児童の解消及び児童の送
迎に係る保護者の負担軽減を図ります。平成２９年度は、新たに流山おおたかの森ステーションでバスを
１台増便します。

継続 全域 79,165 74,165

乳幼児健康支援一時預かり事業

保育課

現在２か所で実施している病後児保育事業について、平成２９年度から子ども・子育て支援交付金対象の
病児保育事業として行い、新たに病児対応型１か所、病後児対応型２か所で実施します。

一部新規
中部
南部

17,287 8,716

保育所改修事業

保育課

施設全体の屋根・防水の劣化が進行し早急な改修が必要な平和台保育所の屋上防水及び外壁塗装工事を実
施します。

継続 南部 10,682 15,000

公立保育所保育環境整備事業

保育課

老朽化した公立保育所の備品を平成２８年度から２か年で更新します。平成２９年度は、平和台・江戸川
台保育所の２か所の机・椅子・電子ピアノを更新します。

継続
北部
南部

11,165 13,100

私立保育所運営補助事業

保育課

私立保育所の運営に要する経費の一部に対し、私立保育所を設置経営する社会福祉法人等に補助金を交付
します。また、平成２９年度から、新たに保育士確保を図るため、特例保育士処遇改善事業と保育士就労
奨励金事業を実施します。さらに保育所のサービス向上、質の確保を図るため、第三者評価を実施した社
会福祉法人等に対して審査費用の一部を助成します。

一部新規 全域 718,500 610,417

私立保育所整備補助事業

子ども家庭課

待機児童解消を図るため、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 767,716 513,392

保育士修学資金貸付事業

保育課

保育士確保を図るため、保育士養成施設に在学する者かつ市内に住所を有する者、または指定施設（保育
士養成施設）に在学する者に修学資金を貸付けます。

継続 全域 3,600 5,400

小規模保育事業所整備補助事業

子ども家庭課

待機児童解消を図るため、市内に定員１９名以内の小規模保育事業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 412,286 33,000

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」を養成する研修を
実施します。

継続 全域 2,418 1,635

学童クラブ施設整備事業

教育総務課

南流山小学校区の児童数増加に対応するため、既存学童施設及び２階校舎部分の改修工事を実施します。
平成３０年度から２階部分も学童クラブとして供用開始する予定です。おおたかの森小学校区の児童数増
加に対応するため、新たに学童クラブを整備するための設計業務を行います。平成３０年度に整備し、平
成３１年度から供用開始する予定です。また、八木北小学校区学童クラブが使用する特別教室にエアコン
を設置します。

継続
中部
南部

71,625 211,924

ファミリーサポートセンター支援事業

子ども家庭課

利用会員（育児の援助が必要な人）と提供会員（育児の援助ができる人）からなる会員組織の運営を行っ
ています。平成２８年１１月に、新たにおおたかの森ファミリーサポートセンターを開設したことから、
提供会員の増員を図り、育児に関する環境整備を行います。

継続 全域 16,380 6,317

母子家庭等就労促進費用助成事業

子ども家庭課

ひとり親家庭の経済的自立と就労を支援するため、自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金及
び高等職業訓練修了支援給付金を支給します。平成２９年度から、新たに、ひとり親家庭高等学校卒業程
度認定試験合格支援事業給付金を追加して支給します。

一部新規 全域 6,460 6,220

事業の名称
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（単位：千円）

事業の内容 新継区分 地域区分
平成29年度
当初予算額

前年度
当初予算額

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、病院の送迎バスの空席に、無料で乗車できる事
業です。現在、５病院７ルートを設定し、引き続き新規ルートの開設に努めます。

継続 全域 722 604

敬老バス支援事業

高齢者生きがい推進課

高齢者の教養、レクリエーション等を実施するにあたって、市内の高齢者団体にバスを貸し出します。 継続 全域 31,238 9,648

高齢者ふれあいの家支援事業

高齢者生きがい推進課

高齢者の閉じこもりの防止や積極的な社会参加を目的としたふれあいの家について、平成２９年度は、高
齢者比率の高い地域を中心に設置を目指します。

継続 全域 5,206 5,839

高齢者趣味の家施設整備事業

高齢者生きがい推進課

東部高齢者趣味の家を建て替えます。合わせて、劣化が著しい陶芸用電気炉１基を更新します。 新規 東部 31,993 ―

障害者グループホーム等施設整備費補
助事業

障害者支援課

第５次障害者計画・第４期障害福祉計画に位置づけた、障害者が入居できるグループホームを整備するこ
とにより、「親亡き後」の安心した体制づくりを図ります。また、消防法の改正により市内で運営してい
る知的障害者のグループホームにスプリンクラーを設置する費用の一部を助成します。

新規
北部
東部

137,708 ―

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 12,571 11,151

つばさ学園改修事業

児童発達支援センター

利用者の緊急時の通路確保、また、幼児ことばの相談室、療育相談室、理学療法利用各保護者や児童デイ
つばさ母子通園保護者の利便性を考慮し、駐車場及び外構を整備します。

継続 北部 4,499 83,836

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の相談支援、手話によるコミュニケーション支援、日常生活用具
の給付、移動ヘルプサービス、地域活動支援センター等による支援を行います。また、地域福祉センター
内に防音室を整備し、音訳グループの活動を支援します。

継続 全域 136,611 135,498

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、車いすの費用の支給、
人工透析の費用の支給等、国が定める介護、訓練、補装具、医療の給付による支援を行います。また、全
てのサービス利用者に計画相談支援を行います。

継続 全域 1,666,187 1,553,477

障害児通所支援事業

障害者支援課

障害児の専門的な療育のため、つばさ学園の他、民間８か所において、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 383,161 305,961

介護人材確保支援事業

介護支援課

今後さらに増す介護需要に対し、不足が予想される介護人材の確保のため、「介護職員初任者研修」また
は「実務者研修」の受講者のうち、市内の介護施設等に勤務する方を対象として研修費用の一部を補助し
ます。

継続 全域 2,000 1,500

生活保護法等に基づく扶助事業

社会福祉課

高齢化の進行や非正規就労者の増加など社会情勢の変化により増加している生活保護受給者に各種扶助
（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 2,648,087 2,578,463

事業の名称
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（単位：千円）

事業の内容 新継区分 地域区分
平成29年度
当初予算額

前年度
当初予算額

市営住宅平方団地借上事業

建築住宅課

借地期限が到来するため、平方団地用地を返還することに伴い、居住者の転居、建物の解体、用地の整地
等を実施します。

新規 北部 5,089 ―

夜間小児救急医療確保事業

健康増進課

平日夜間の小児救急医療を確保するため、事業を実施している病院に対して負担金を支出します。事業を
安定的に実施するため、負担金の見直しを行います。

継続 全域 9,440 8,260

妊娠・出産・子育てサポート事業

健康増進課

核家族化・地域のつながりの希薄化や家族等から家事・育児の援助が十分に受けられないなどの理由によ
り、不安を持つ妊産婦等による妊娠期や育児についての相談が増えていることから、保健センターを拠点
として、安心して妊娠・出産・子育て出来る妊娠期からの切れ目のない支援体制を構築します。

新規 全域 11,497 ―

予防接種事業

健康増進課

感染症の感染・発生及び蔓延を予防するための予防接種を行い、公衆衛生の向上及び増進を図ります。 継続 全域 508,764 450,755

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します。肝炎ウイルス検
診は、これまで４０歳のみに個別受診勧奨を実施していましたが、平成２９年度から、新たに年齢制限を
設けず５歳刻みで個別受診勧奨を行います。また、３０歳代の女性に対し、千葉県乳がんガイドラインで
推奨されている乳がん超音波検診を、集団検診で実施します。

一部新規 全域 271,080 252,855

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２９
年度は平和台及び赤城福祉会館のトイレ改修工事を実施します。

継続 南部 3,551 32,228

高齢者住み替え支援事業

建築住宅課

高齢者が安心して住み替えができるようにするとともに、土地、建物を有効活用して子育て世代の市内移
住を促進します。

継続 全域 39 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

発作性のある病気を持つひとり暮らしの高齢者の方に緊急通報装置を給付し、消防本部において２４時間
体制で緊急通報に対応します。

継続 全域 1,935 2,200

地域支え合い活動推進事業

社会福祉課

地域支え合い活動推進条例に基づき、自治会等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 6,386 9,290

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世帯の相談に応じて、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世帯の自立を促します。また、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」を実施します。

継続 全域 28,496 28,496

健康福祉基金積立事業

社会福祉課

市民の健康と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年度から引き続き、平成２９
年度においても福祉手当削減相当分をグループホーム整備費に充てるため、基金を積み立てます。

継続 全域 129,158 39,873

特別養護老人ホーム整備支援事業

介護支援課

平成２９年度に策定する、平成３０年度から３２年度を計画期間とした第７期流山市高齢者計画の策定と
併せて、ユニット型個室と多床室併設型の特別養護老人ホームの整備を検討します。

継続 全域 0
（職員による実施）

0

事業の名称
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５節　賑わいと活気に満ちた流山（産業の振興）
（単位：千円）

事業の内容 新継区分 地域区分
平成29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の向上を図るための情報発信を行い、住民誘致の促進と、市民満足度を高める活動
を行います。また、平成２９年度は、市制施行５０周年記念事業の１つとして、公開放送を実施します。

一部新規 全域 29,977 23,486

ふるさと納税市内特産品等贈呈事業

商工振興課

流山を応援したいという皆さんの寄附金（ふるさと納税）を受け入れています。市内産業の活性化をはじ
め、市の魅力や市内特産品のＰＲ、歳入確保を図るため、１０,０００円以上の寄付者に対し、魅力ある市
内特産品を贈呈します。

継続 全域 3,850 2,804

流山ファンづくり事業

マーケティング課

全国に展開する国内トップクラスの百貨店が、全国の顧客宛てに発行しているふるさと納税返礼品カタロ
グに本市のページを設けＰＲ活動を行い、本市の知名度と都市イメージの向上を図るとともに、本市への
ふるさと納税寄附金額の増加と寄附を通じて流山ファンづくりを推進します。

新規 全域 16,000 ―

商店街空き店舗有効活用事業

商工振興課

商店街（会）及び地域経済の活性化を図るため、商業団体が実施する商店街空き店舗有効活用事業に対
し、補助金等交付規則に基づき助成します。また、当該事業を活用し、創業を目指す者に対し、空き店舗
を有効的に活用してもらうことにより、商店街（会）の活性化を推進します。

継続 全域 4,508 1,840

創業支援事業

商工振興課

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、新規創業者や創業後５年未満の
事業者を対象に、「ワンストップ窓口相談」を設置し、情報提供や協力機関への紹介などを行います。ま
た、主に子育て中の母親をターゲットに、「女性向け創業スクール」などを開催することで、市内におけ
る創業の気運を高めるとともに創業による地域経済の活性化を推進します。

継続 全域 986 803

企業立地促進事業

誘致推進課

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 13,600 18,300

コミュニティプラザ改修事業

商工振興課

施設利用者の安全で快適な利用に供するため、老朽化している流山コミュニティプラザを計画的に改修し
ます。平成２９年度は、プール棟（屋内テニスコート）の屋根改修工事を行います。

継続 中部 54,671 0

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。

継続 全域 3,000 3,000

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。

継続 全域 2,500 2,250

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。

継続 全域 5,232 5,074

学校給食地産地消推進事業

農業振興課

地産地消の普及、推進を目的に、流山産米を市内小中学校及び保育所の給食に提供するため、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ます。また、学校給食への地元野菜の提供を拡げて
いきます。

継続 全域 11,960 10,197

利根運河観光振興事業
流山本町・利根運河

ツーリズム推進課

利根運河交流館において、利根運河に関する資料展示、朝市などの観光資源を活用したイベントの開催や
レンタサイクルなどにより観光振興を図ります。また、東武アーバンパークライン運河駅に設置している
運河駅ギャラリーを活用して観光情報を配信します。

継続 北部 5,500 5,143

事業の名称
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（単位：千円）

事業の内容 新継区分 地域区分
平成29年度
当初予算額

前年度
当初予算額

利根運河記念イベント事業
流山本町・利根運河

ツーリズム推進課

平成２８年度に寄贈を受けた「ビリケン像」を活用し、祠（ほこら）のお披露目をはじめ、「ビリケン」
を今後の利根運河の観光振興の目玉とするべく、観光協会とタイアップしたイベントを実施します。

新規 北部 1,000 ―

外国人観光客誘致促進事業
流山本町・利根運河

ツーリズム推進課

外国人観光客の誘客によるインバウンド効果を図るため、外国人観光客がよく利用する観光情報サイトな
どへの掲載をはじめ、各種ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）を活用し、流山市の魅力
を積極的に情報発信します。

一部新規 全域 1,000 233

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

流山本町及び利根運河地域の活性化や街並みの保存を図るため、両地域に点在する歴史的建造物を活用
し、ギャラリーや飲食店、観光情報の発信等を行う拠点を創出します。また、プロモーション活動を推進
するため、観光関連雑誌への掲載を実施します。

継続
北部
南部

8,202 7,129

流山本町見世蔵プロジェクト事業
流山本町・利根運河

ツーリズム推進課

国登録有形文化財の旧寺田園店舗を活用し、物産品、民芸品等の展示販売を行う万華鏡ギャラリー寺田園
茶舗「見世蔵」の管理運営を事業者に委託し、流山本町における観光資源として観光客の集客を図りま
す。

継続 南部 5,928 5,143

流山本町観光集客・地域促進事業
流山本町・利根運河

ツーリズム推進課

流山本町の歴史や地域資源を活用した長時間滞在型の回遊イベント（流山本町を舞台とする宝探しイベン
ト）を約２か月間実施し、来訪者の誘客による経済効果及び観光交流人口のさらなる増加を図ります。

新規 南部 5,000 ―

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効果を図るため、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 500 500

事業の名称
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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）
（単位：千円）

事業の内容 新継区分 地域区分
平成29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

市民活動の拠点である市民活動推進センターの運営を委託し、市民活動団体の支援機能の充実を図りま
す。また、市民活動団体公益事業補助金交付事業により、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 15,191 15,345

市民投票条例策定事業

企画政策課

市民自治の更なる推進に向け、自治基本条例第１７条に規定されている市民投票条例を策定し、市民投票
の請求や実施の方法について定めます。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 204 736

基本計画・実施計画進行管理事業

企画政策課

平成１２年度からスタートした現総合計画が平成３１年度に終了することから、平成２９年度から３か年
継続事業で次期総合計画の策定を進めます。平成２９年度は、次期総合計画の策定にあたり、基礎調査の
１つとして、「将来人口推計」を行います。

新規 全域 2,916 ―

ファシリティマネジメント推進事業

財産活用課

本市が保有する約２００施設を財産と捉え、戦略的に活用するファシリティマネジメント（ＦＭ）につい
て、事業者提案制度等の民間との連携による有益な事業を進めるなど独自財源による歳入確保に努め、ま
た新たな課題に取り組み歳出減等成果を生み出します。

継続 全域 1,485 1,822

ＴＸ沿線整備地区の字の区域の名称変
更事業

総務課

つくばエクスプレス沿線整備地区の字の区域及び名称変更に伴う業務を進めます。なお、本事業は土地区
画整理事業の進捗により時期が変わる可能性があります。

継続 南部 2,272 10,286

ＧＩＳ統合整備事業

情報政策・改革改善課

庁内で活用している個別型ＧＩＳシステムを、段階的に共通基盤に集約するとともに、統合型ＧＩＳを導
入し、情報の共有化を図り、事務効率の向上とオープンデータ化による市民利用の拡大を図ります。

新規 全域 20,595 ―

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 17,392 18,758

政策法務推進事業

総務課

政策法務推進計画に基づき、研修の実施等の人材の育成、政策法務主任の設置等の組織の充実、法令の情
報の入手を容易にする環境の整備、行政リーガル・ドック事業等の予防法務の実施により政策法務を推進
します。

継続 全域 3,681 3,691

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の啓発事業を実施します。また、新たに、女性が抱える諸問題を解決するための相談
業務を展開します。

一部新規 全域 3,259 2,261

事業の名称
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