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〇計画の体系
H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

〇施策の体系図

基本構想 (平成12～31年度)
後期基本計画 (平成22～31年度)
下期実施計画 (平成28～31年度)

1－1 生態系に配慮した公園・緑地・水辺等空間の整備・管理
1－2 地域特性に合った良好な市街地整備
1－3 個性ある公共空間・歴史環境の形成と保全
1－4 快適な生活環境を目指した下水道整備の推進
1－5 土地利用・生活環境に配慮した道路整備
1－6 安全性と快適性を兼ね備えた河川・排水路整備
1－7 水需要に応じた水道事業の展開
1－8 利便性と快適性を重視した公共交通機関の整備充実
2－1 豊かで美しい生活環境の創造
2－2 環境共生社会を目指す廃棄物循環型都市づくり
2－3 自然災害・都市災害への備えと予防
2－4 日常生活での安全性と快適性の確保
2－5 賢い消費者の育成
2－6 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
3－1 いつでも、どこでも、誰もができる生涯学習の推進
3－2 個性を生かす教育環境の基盤充実
3－3 次代を担う青少年を育てる地域環境づくり
3－4 ながれやま市民文化の継承と醸成
3－5 スポーツ活動の基盤づくり
3－6 国際社会への対応
4－1 安心して子どもが健やかに生まれ育つ環境づくり
4－2 高齢者や障害者がいきいき暮らせる社会づくり
4－3 誰もが安心して暮らすことのできる生活支援づくり
4－4 健康で明るい暮らしづくり
4－5 地域で支える福祉のまちづくり
4－6 バリアフリーのまちづくり
4－7 誰もが安心して利用できる社会サービス体制づくり
5－1 商業の拠点づくりと地域密着型サービスの強化
5－2 工業の強化と新たな産業の創造
5－3 誰もが安心して働ける環境・基盤づくり
5－4 多様な方面からの農業の振興
5－5 特色ある観光の育成と創設
6－1 市民参加の地域社会づくり
6－2 健全で効率的な行財政運営
6－3 地方分権・広域行政への取組
6－4 男女共同参画社会づくり
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平成３０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３０年度
当初予算額

前年度
当初予算額

運動公園周辺地区公園施設新設事業

みどりの課

総合運動公園に子育て世代に配慮した大型の複合遊具を設置するとともに、運動公園周辺地区一体型特定土地区画整理事業区域内
の１号街区公園の実施設計を行います。

継続 東部 35,400 0

既成市街地地区公園施設新設事業

みどりの課

東部近隣公園の複合遊具を修繕するとともに、江戸川台地区等の既成市街地にある公園に子育て世代に配慮した複合遊具を新設し
ます。

継続 全域 20,000 16,424

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年度末の事業完了に向けて、換地計画の策定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 179,668 346,509

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年度末の事業完了に向けて、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
東部

615,987 585,189

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、事業の推進を図り
ます。

継続 東部 450,975 461,175

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、事業の推進を図ります。 継続 南部 9,000 186,863

都市広場等管理事業

まちづくり推進課

つくばエクスプレスの各駅前周辺に、市内外からの来訪者向けの公共施設等への行き先案内サインを設置します。また、流山おお
たかの森駅北口都市広場を整備すると共に既存の都市広場を快適に利用できるよう適正に管理します。

継続
中部
東部
南部

54,055 18,983

事業の名称

平成３０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３０年度から新たに実施する事業です。

継続 ： 平成２９年度以前に実施している事業です。

一部新規：平成２９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３０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３０年度当初予算

額を記載しています。

平成２９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２８年度以前）に事業を実施しているもので

す。

平成３０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３０年度当初の担当課名を記載しています。



〇横断的な施策について ※　括弧内は事業掲載頁です。

・西平井・鰭ケ崎地区土地区画整理事業(P1)

・鰭ケ崎・思井地区土地区画整理事業(P1)

・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(P1)

・木地区一体型特定土地区画整理国費対象市負担事業(P1)

・ＴＸ沿線整備地区の字の区域の名称変更事業(P18)

・ＴＸ沿線整備住民記録及び戸籍簿等変更事業(P18)

・生産緑地に関する図書作成事業（P2)

・地区内汚水整備事業(P2)

・地区内雨水整備事業(P3)

・ＴＸ沿線整備地区配水管拡張事業(P4)

つくばエクスプレス沿線整備

・送迎保育ステーション事業(P11) ・学童クラブ施設整備事業(P12)

・乳幼児健康支援一時預かり事業(P11) ・民設学童クラブ運営委託事業(P12)

・小規模保育事業所整備補助事業(P11) ・保育士修学資金貸付事業(P11）

・認可外保育施設等保育料助成事業(P11) ・つばさ学園療育相談事業(P12)

・妊娠・出産・子育てサポート事業(P13) ・つばさ学園改修事業(P12)  

・既成市街地地区公園施設新設事業(P1) ・障害児通所支援事業(P12)

・私立保育所等運営補助・整備補助事業（P11)

・ファミリーサポートセンター支援事業(P12)

・子どもをみんなで育む計画推進事業(P15)

・生活困窮者自立支援事業(学習支援)(P14)

・おおたかの森子ども図書館資料充実事業(P9)

・運動公園周辺地区公園施設新設事業(P1)

・夏休みの学校開放による「子どもの居場所づくり」事業(P9)

子ども子育て環境の充実

・新設小・中学校建設事業(P10)

・学校用地(小学校)取得事業(P10)

・新設小学校建設関連道路整備事業(P3)

新設小・中学校の建設

・ふるさと納税市内特産品等贈呈事業(P16)

・流山ファンづくり事業(P16)

【受入基金】

健康福祉基金、ふるさと緑の基金、ふるさと２１まちづくり基金、

国際交流基金、教育、文化及びスポーツ振興基金、

消防施設及び消防装備整備基金、災害救助基金、

廃棄物処理施設整備等基金

ふるさと納税関係

・流山おおたかの森駅自由通路エレベーター等整備事業(P4)

・おおたかの森ホール整備事業(P8)

・おおたかの森ホール指定管理者事業(P8)

・おおたかの森ホール開館記念事業(P8)

・観光案内所設置事業(P17)

・おおたかの森市民窓口センター整備事業(P19)

流山おおたかの森駅北口市有地関係

・小学校大規模改造事業(P9)

・学校サポート教員派遣研究事業（P9）

・小学校英語活動推進事業（P9）

・八木北小学校校舎等建設事業（P9）

・東小学校前通学路道路拡幅整備事業（P3）

・中学校校舎等改修事業(P9)

・小中学校エアコン整備事業（P10)

教育環境の充実
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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）
（単位：千円）

事業の内容 新継区分 地域区分
平成30年度
当初予算額

前年度
当初予算額

運動公園周辺地区公園施設新設事業

みどりの課

総合運動公園に子育て世代に配慮した大型の複合遊具を設置するとともに、運動公園周辺地区一体型特定
土地区画整理事業区域内の１号街区公園の実施設計を行います。

継続 東部 35,400 0

既成市街地地区公園施設新設事業

みどりの課

東部近隣公園の複合遊具を修繕するとともに、江戸川台地区等の既成市街地にある公園に子育て世代に配
慮した複合遊具を新設します。

継続 全域 20,000 16,424

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年度末の事業完了に向けて、換地計画の策定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 179,668 346,509

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年度末の事業完了に向けて、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
東部

615,987 585,189

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、事業の推進を図ります。

継続 東部 450,975 461,175

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、事業
の推進を図ります。

継続 南部 9,000 186,863

都市広場等管理事業

まちづくり推進課

つくばエクスプレスの各駅前周辺に、市内外からの来訪者向けの公共施設等への行き先案内サインを設置
します。また、流山おおたかの森駅北口都市広場を整備すると共に既存の都市広場を快適に利用できるよ
う適正に管理します。

継続
中部
東部
南部

54,055 18,983

グリーンチェーン推進・緑化啓発事業

みどりの課

市全体の環境価値を高めるため、「流山グリーンチェーン戦略」に基づいた緑の創出を図るほか、緑化に
関する講習会を開催し、緑化の啓発に努めます。

継続 全域 627 615

事業の名称

都市計画道路中駒木線工事状況

（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）

東部近隣公園内の木製遊具

（既成市街地地区公園施設新設事業）

ホール棟

ホテル棟

北口

流山おおたかの森駅北口都市広場整備予定図

（都市広場等管理事業）
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（単位：千円）

事業の内容 新継区分 地域区分
平成30年度
当初予算額

前年度
当初予算額

景観形成推進事業

都市計画課

良好な景観形成のため、景観計画を改正するとともに、広告物条例の制定を目指します。また、良質なま
ちづくりの推進に向けた景観シンポジウムを開催し、景観計画の周知と意見交換を行います。

一部新規 全域 1,727 144

生産緑地に関する図書作成事業

都市計画課

新市街地地区、木地区、西平井・鰭ケ崎地区土地区画整理事業の換地処分により、生産緑地地区の地番変
更が生じることから、都市計画変更に必要な図書を作成します。

新規
中部
南部

2,900 －

都市計画マスタープラン進行管理事業
（都市計画マスタープランの改定）

都市計画課

次期総合計画の策定に合わせ、整合性を図るため都市計画マスタープランの改定を行います。 新規 全域 2,938 －

都市計画図修正業務事業

都市計画課

地形図情報が平成１７年度と古く現状と大きく乖離していることから地形図の更新を行います。 新規 全域 13,000 －

地区内汚水整備事業

下水道建設課

運動公園周辺地区、木地区一体型特定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 南部 183,000 459,000

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、西深井、向小金２・３・４丁目、美原３・４丁目、
西初石６丁目、前ケ崎地先の下水道を整備します。

継続
北部
中部
東部

1,009,688 1,000,253

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、十太夫、東初石６丁目地先の下水道を整備し
ます。

継続 中部 284,948 158,868

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

西平井・鰭ケ崎地区と南流山地区の市街地を結び、流鉄流山線との交差部分は立体交差として整備し、周
辺地域の利便性の向上を図ります。

継続 南部 90,635 77,484

事業の名称

（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）

木地区汚水整備

（地区内汚水整備事業）

流鉄流山線交差部橋梁架設箇所

（都市計画道路３ ・３ ・２号新川南流山線立体交差事業）

（都市広場等管理事業）
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（単位：千円）

事業の内容 新継区分 地域区分
平成30年度
当初予算額

前年度
当初予算額

名都借跨線橋道路拡幅改良事業

道路建設課

東部地域の安心・安全な生活環境の整備を図るため、ＪＲ常磐線に架かる名都借跨線橋を拡幅する道路整
備を行います。

継続 東部 14,637 554,680

東小学校前通学路道路拡幅整備事業

道路建設課

東小学校前の通学路の安全確保のため、歩道幅員を拡幅する道路整備を行います。 継続 東部 2,611 189,813

新設小学校建設関連道路整備事業

道路建設課

大畔地区の新設小・中学校建設に合わせ、周辺道路を整備します。 新規 中部 50,124 －

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、道路利用者の安全を確保します。 継続 全域 208,000 199,041

橋りょう補修事業

道路管理課

市が管理する１８１か所の橋梁の維持修繕及び適正管理を行い、通行の安全を確保します。 継続 全域 110,389 37,903

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水位を監視し、効率的な水防活動を行います。また、（仮称）三郷流山橋建設に伴う
和田堀都市下水路の切回しにより、都市下水路専用の樋管を一級河川今上落に新規築造します。

継続 中部 84,353 45,816

地区内雨水整備事業

下水道建設課

運動公園周辺地区一体型特定土地区画整理事業の造成計画の推進状況に合わせ、雨水管を整備します。 継続 南部 70,000 683,000

大堀川１号雨水幹線整備事業

下水道建設課

美田、東初石３・４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大堀川１号雨水幹線を整
備します。

継続 中部 260,982 125,658

事業の名称

和田堀都市下水路改修予定箇所

（三輪野山総合治水対策事業）

（地区内汚水整備事業）

名都借跨線橋側道整備箇所

（名都借跨線橋道路拡幅改良事業事業）

市道７１０６８号線歩道拡幅箇所

（東小学校前通学路道路拡幅整備事業）
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（単位：千円）

事業の内容 新継区分 地域区分
平成30年度
当初予算額

前年度
当初予算額

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

333,808 620,258

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、西初石５丁目配水管、下花輪駒木線配水管の耐震化を計画的に実施します。 継続
北部
中部

553,362 414,587

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前市有地の整備に合わせ、流山おおたかの森駅北口自由通路と１階を結ぶエレベー
ターを１基整備し、駅利用者の利便性向上を図ります。

継続 中部 40,378 28,874

ぐりーんバス運行事業

都市計画課

駅と周辺住宅地を結ぶコミュニティバスとして、市内全６ルートでぐりーんバスを運行します。 継続 全域 66,027 65,893

事業の名称

市内を循環するぐりーんバス

（ぐりーんバス運行事業）
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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30年度
当初予算額

前年度
当初予算額

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き、動植物等のモニタリング調査や植樹などを実施し、生物多様性の保
全・回復を行います。

一部新規 全域 2,525 2,552

地球温暖化対策奨励事業

環境政策課

地球温暖化の原因となっている二酸化炭素の排出量を削減するため、太陽光発電設備等の住宅用省エネル
ギー設備の設置に対して補助金を交付してその普及を図ります。

継続 全域 12,410 15,410

緑のカーテン事業

環境政策課

住宅等の室内温度上昇を抑制し、電気消費量の削減を図るため、ゴーヤの苗と種の無料配布を行い、緑の
カーテンの普及に努めます。また、緑のカーテンの作り方講座や写真コンテスト、ゴーヤを使った料理の
レシピコンテストなどを実施します。

継続 全域 1,078 1,078

路上喫煙等防止事業

環境政策課

歩行者の安全確保やきれいな街づくりの推進のため、路上喫煙等指導員によるパトロールを強化します。
なお、平成３０年度から直接罰方式を導入し、路上喫煙防止重点区域内における違反者から、その場で過
料を徴収します。

一部新規 全域 8,379 921

放射能対策事業

環境政策課

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、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、市が負担した放射能対策にかかる
費用の返還に努めます。

継続 全域 5,290 7,471

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年度からの１０年間の本市廃棄物処理行政の指針を示す一般廃棄物処理基本計画と、自然災害か
らの円滑な復興を担うための災害廃棄物処理計画を平成２９、３０年度の継続事業として策定します。

継続 全域 1,356 3,500

ごみ焼却施設整備事業

クリーンセンター

ごみ焼却施設の安全操業、適正な廃棄物処理を実施するため、定期的に設備の整備を実施します。定期整
備に当たっては、関連法令を担保するため、業務委託します。

継続 中部 421,465 420,000

クリーンセンター放射能対策事業

クリーンセンター

国が設置する長期保管施設へ移すまでの間、国に代わって指定廃棄物を安全に一時保管します。また、焼
却灰や排ガス等に含まれる放射性物質の測定は、国と契約し、モニタリングを継続し安全を確認します。

継続 中部 40,697 48,360

事業の名称

路上喫煙防止重点区域内啓発路面シール

（路上喫煙等防止事業）
グリーンウェイブによる植樹（東深井小学校）

（生物多様性地域戦略推進事業）

第10回緑のカーテン写真コンテスト小中学校部門

金賞 八木北小学校（緑のカーテン事業）
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（単位：千円）

事業の内容 新継区分 地域区分
平成30年度
当初予算額

前年度
当初予算額

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

搬入された草木等については、現在も放射性物質が検出されている。このことから、クリーンセンターで
は焼却できないため、引き続き森のまちエコセンター内で一時仮置し、適正に処理します。

継続 北部 256,765 201,566

廃棄物処理施設整備等基金積立事業

クリーンセンター

廃棄物処理施設の整備等に必要な資金を計画的に積み立てます。 継続 中部 104,493 25,010

全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲ
Ｔ）整備事業

防災危機管理課

全国瞬時警報システムの受信機を新型受信機に更新することにより、情報伝達の時間短縮を図ります。 一部新規 全域 2,981 0

防災備蓄倉庫設置事業

防災危機管理課

八木北小学校及び流山小学校にアルミ製コンテナの防災備蓄倉庫を設置します。また、既設の32か所の
防災備蓄倉庫に食糧や防災資機材を補充し、新たに設置するおおたかの森ホール内の防災備蓄倉庫に食糧
や防災資機材を備蓄します。

継続 全域 24,632 22,397

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、防災資機材の整備をはじめ、防災訓練、講演会、研修な
どの実施に要する経費の一部を補助します。

継続 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、平成２９年度からの２年
間の継続事業として段階的に実施します。平成３０年度は、前年度に実施した課題付与型図上訓練から発
展したロールプレーイング型図上訓練を実施します。

継続 全域 1,000 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

昭和５６年以前に建築された木造住宅の耐震診断（４０棟分）と分譲マンションの予備診断（１棟分）及
び木造住宅の耐震改修（１０棟分）にかかる費用の一部を補助します。

継続 全域 12,100 6,600

消防ポンプ自動車整備事業

消防防災課

東消防署の消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅱ型）を、より機動性の高いコンパクトな車両（ＣＤ－Ⅰ型）へ更
新整備します。

継続 東部 50,093 0

事業の名称

（生物多様性地域戦略推進事業） 金賞 八木北小学校（緑のカーテン事業）

高機動でコンパクトなＣＤ－Ⅰ型の車両（写真は北消防署車両）

（消防ポンプ自動車整備事業）
南部中学校に設置した防災備蓄倉庫

（防災備蓄倉庫設置事業）
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（単位：千円）

事業の内容 新継区分 地域区分
平成30年度
当初予算額

前年度
当初予算額

救助艇整備事業

消防防災課

河川等で発生した水災害に対応するため、南消防署の救助艇を更新整備します。 継続 南部 2,824 0

中央消防署移転事業

消防総務課

消防本部・中央消防署移転候補地の地盤調査等を実施します。 一部新規 中部 13,039 7,088

消防指令業務共同運用事業

消防防災課

平成２５年４月から松戸市、市川市、野田市、浦安市、鎌ケ谷市、流山市の６市で設置した千葉県北西部
消防指令センターの運営負担金及び市単独分による消防指令施設を稼動するための経費を負担します。

継続 全域 71,534 63,320

消防団小型動力ポンプ積載車整備事業

消防防災課

消防団第２０分団の小型動力ポンプ付積載車を更新整備します。 継続 北部 8,536 9,075

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 33,228 33,227

安心安全支援事業

コミュニティ課

自主防犯パトロール活動への支援をはじめ、安心メールによる緊急情報の配信や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 14,813 8,653

自治会館建設費補助事業

コミュニティ課

自治会の円滑な運営のために、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
及び貸付をします。平成３０年度は、宮園、西初石五丁目第一、東急団地、木、第一住宅初石団地の５自
治会へ補助及び貸付を行う予定です。

継続 全域 90,000 31,700

コミュニティホーム改修事業

コミュニティ課

平成３０年度は、第１コミュニティホームの廃止の手続きと、第２コミュニティホームは建替え工事を行
います。なお、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にあわせ協議を継続してい
きます。

継続 東部 55,510 5,976

事業の名称

（防災備蓄倉庫設置事業）

水災害で活動する南消防署の救助艇

（救助艇整備事業）

更新整備する第２０分団の車両（写真は第１９分団車両）

（消防団小型動力ポンプ積載車整備事業）
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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30年度
当初予算額

前年度
当初予算額

中央図書館及び博物館改修事業

図書・博物館

中央図書館・博物館の老朽化したエレベーターを更新します。また、博物館収蔵庫のハロゲン化物消火設
備の修繕を行います。

一部新規 南部 18,752 0

文化会館施設整備事業

公民館

文化会館の老朽化したエレベーターを更新します。 継続 南部 13,252 0

おおたかの森センター施設整備改修事
業（駐車場整備）

公民館

おおたかの森センター等の駐車場不足を解消するため、つくばエクスプレスの高架下に駐車場を整備しま
す。

新規 中部 8,889 －

杜のアトリエ黎明改修事業

図書・博物館

杜のアトリエ黎明で来館者に提供する飲食物充実のため、厨房設備改修及び備品購入を行います。また、
オープンテラスの活用促進のため可動式テントを設置します。

新規 南部 2,670 －

おおたかの森ホール開館記念事業

生涯学習課

おおたかの森ホールの開館に伴い、利用者等にホールをＰＲするとともに、演奏家や観客に音響性能を体
感していただくことを目的とした開館記念コンサートの準備を進めます。

新規 中部 500 －

おおたかの森ホール整備事業

生涯学習課

おおたかの森ホールの効率的かつ適切な使用に必要な備品を購入します。 新規 中部 104,114 －

南流山センター施設整備改修事業

公民館

南流山センター利用者の安全確保のために、外壁タイル落下防止のための改修工事を行います。 一部新規 南部 16,492 0

おおたかの森ホール指定管理者事業

生涯学習課

おおたかの森ホールの開館に合わせ、市民のニーズにより効果的、効率的に対応できるよう、指定管理者
制度を導入します。

新規 中部 20,729 －

事業の名称

（救助艇整備事業）

駐車場として整備するつくばエクスプレスの高架下

（おおたかの森センター施設整備改修事業）

（消防団小型動力ポンプ積載車整備事業）
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（単位：千円）

事業の内容 新継区分 地域区分
平成30年度
当初予算額

前年度
当初予算額

夏休みの学校開放による「子どもの居
場所づくり」事業

公民館

保護者等が昼間就労等により不在となる小学生（１年生から４年生までの児童）を対象に、学校施設の一
部を使用して「居場所」の提供を市内の学校３校（おおたかの森小学校、小山小学校、南流山小学校）で
行います。

継続
中部
南部

3,300 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」に基づいたブックスタート関連事業として、おおたかの森こども図
書館により、子育て関連施設（３０施設）に乳幼児向けのブックセットを設置します。

継続 全域 2,191 1,994

学校サポート教員派遣研究事業

指導課

学校サポート教員を配置し、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。通常学級に在籍する特別な支援を要する児童生徒の増加に伴い、学校サポート教員を
３名増員します。

継続 全域 100,718 90,437

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、語学に堪能で外国の生活・文化に精通した人材を小学校へ派遣し、外国語
の授業補助を行い、教育内容の充実と向上を図ります。

継続 全域 45,528 31,372

中学校校舎等改修事業

学校施設課

東部中学校と南流山中学校において、地震時に武道場の吊天井が落下しないよう改修工事を実施します。 継続
東部
南部

68,807 32,716

八木北小学校校舎等建設事業

学校施設課

児童数が増加している八木北小学校の校舎を増築し、平成３２年度中に供用を開始します。 継続 中部 207,662 58,578

小学校照明ＥＳＣＯ事業
中学校照明ＥＳＣＯ事業

学校施設課

ＦＭ施策の一環として、ＥＳＣＯ事業による小中学校の照明をＬＥＤ化します。 新規 全域 0 －

小学校大規模改造事業

学校施設課

八木南小学校屋内運動場の老朽化によって機能が劣化している設備等を改修します。 継続 東部 200,000 3,675

事業の名称

（おおたかの森センター施設整備改修事業）

体験学習カリキュラムの様子

（夏休みの学校開放による「子どもの居場所づくり」事業）
届いた絵本を楽しむ子どもたち

（おおたかの森こども図書館資料充実事業）

小学校の外国語活動の授業の様子

（小学校英語活動推進事業）
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（単位：千円）

事業の内容 新継区分 地域区分
平成30年度
当初予算額

前年度
当初予算額

小学校エアコン整備事業
中学校エアコン整備事業

学校施設課

おおたかの森小・中学校において、児童生徒の安全で快適な教育環境を整えるため、エアコンを設置しま
す。

継続 中部 210,000 3,478

学校用地（小学校）取得事業

学校施設課

児童数の増加に対応するため、大畔地区の新設小学校の用地を取得します。 新規 中部 935,643 1,068

新設小学校建設事業

学校施設課

児童数の増加に対応するため、大畔地区に新たに小学校を建設します。平成３０年度は、設計業務委託及
び造成工事を実施し、平成３３年４月の開校を予定しています。

継続 中部 281,286 65,540

新設中学校建設事業

学校施設課

生徒数の増加に対応するため、新たに中学校を建設します。平成３０年度は、設計業務委託を実施し、平
成３４年度の開校を予定しています。

新規 中部 29,237 －

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２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児童生徒に対応するため１人の看護師を配置し
ます。

継続 全域 14,192 13,092

スポーツフィールド整備事業

スポーツ振興課

スポーツ・レクリエーションニーズに対応するため、流山スポーツフィールドの開設に引き続き、北千葉
広域水道企業団浄水場用地内の「おおたかの森スポーツフィールド」の拡張・整備に向けて、設計等を進
めていきます。

継続 中部 10,000 304,200

東京オリンピック・パラリンピック事
前キャンプ地等誘致事業

スポーツ振興課

２０２０年東京オリンピック・パラリンピックにおけるオランダ代表チームの事前キャンプ受入れに向け
て、関係機関と協議を進めるとともに、スポーツの側面から市民の機運醸成を図ります。

一部新規 全域 1,957 71

平和施策事業

企画政策課

平和都市宣言に基づき、次世代に平和への想いを繋ぐための活動として、平和を願う折り鶴の募集、平和
ポスター展、平和大使の広島派遣、ユニセフ平和教室等の事業を引き続き実施します。

継続 全域 812 802

事業の名称

拡張箇所

おおたかの森

スポーツフィールド

（夏休みの学校開放による「子どもの居場所づくり」事業） （おおたかの森こども図書館資料充実事業）

おおたかの森スポーツフィールド拡張箇所

（スポーツフィールド整備事業）

（小学校英語活動推進事業）

トップアスリートと子どもたちとの交流

（東京オリンピック・パラリンピック事前キャンプ地等誘致事業）
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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30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

流山おおたかの森駅前と南流山駅前の２か所の送迎保育ステーションから市内全域の保育所へ園児を送迎
し、待機児童の解消と保護者の負担軽減を図ります。

継続 全域 82,610 79,165

乳幼児健康支援一時預かり事業

保育課

保育所等に通所中の児童が、病気中・病気回復期において集団保育が困難な時に、当該児童を一時的に預
かります。「病児対応型」を南流山地区に１箇所、「病後児対応型」を加地区と西初石地区の２箇所で実
施します。

継続 全域 24,287 17,287

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、早急に改修が必要な東深井保育所の屋上防水及び外壁塗装工事を
実施します。

継続 北部 22,000 10,682

私立保育所等運営補助事業

保育課

私立保育所等の運営に要する経費の一部に対し、私立保育所等を設置経営する社会福祉法人等に補助金を
交付します。平成３０年度から、小規模保育事業所にも一部の補助金を交付するとともに、更なる保育士
確保のために「特例保育士処遇改善事業」を拡充します。

一部新規 全域 1,315,580 718,500

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、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
中部
南部

607,414 767,716

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）に在学する者のうち、将来市内の保育施設で就労を目指す者を対象に修学資金を貸し付けま
す。

継続 全域 2,160 3,600

認可外保育施設等保育料助成事業

保育課

認可保育園と無認可保育園等との間に通所する場合に生じる保育料の格差の解消を図るため、月額最大５
万円まで保育料の助成をします。

継続 全域 9,000 3,600

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
中部
南部
東部

210,640 412,286

事業の名称

（スポーツフィールド整備事業） （東京オリンピック・パラリンピック事前キャンプ地等誘致事業）

送迎保育ステーションを利用する子ども達

（送迎保育ステーション事業）

老朽化が進んだ東深井保育所の建物全景（正面玄関）

（保育所改修事業）
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（単位：千円）

事業の内容 新継区分 地域区分
平成30年度
当初予算額

前年度
当初予算額

民設学童クラブ運営委託事業

教育総務課

小山小学校区の児童数と需要の増加に対応するため、平成３０年度から社会福祉法人が定員８０人（２単
位）規模で設置する予定の「（仮称）えどがわ学童クラブ」について、入所基準や保育料・開設日・開設
時間などを公設学童クラブと同じ条件で運営を委託します。

新規 中部 9,000 －

学童クラブ施設整備事業

教育総務課

おおたかの森小学校区に定員４００人規模（１０単位）、西初石小学校区に定員１２０人規模（３単位）
の学童クラブ施設を整備し、平成３１年度から開設します。平成３０年度から旧子育て支援センターゆう
ゆう部分を転用し、ひよどり学童クラブ（長崎小学校区）を定員１００人規模（２単位）に増設するのに
合わせて、トイレ等の改修を行います。

一部新規
中部
東部

621,105 71,625

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）からなる会員組織によって育児
の援助活動を行います。また、ひとり親家庭等に対するファミリーサポートセンター利用料助成につい
て、平成３０年度からひとり親でなくても新たに未就学児３人以上の多子世帯を対象に加えます。

一部新規 全域 17,423 16,380

敬老バス支援事業

高齢者支援課

市内の高齢者団体にバスを貸し出し、教養やレクリエーション活動等を支援します。平成３０年度から、
車両をリース契約するとともに運行については業務委託とし、事業費の軽減を図ります。

継続 全域 11,720 31,238

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、面接相談や診察、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 15,682 12,571

つばさ学園改修事業

児童発達支援センター

医療的ケアが必要な児童や体温調節の苦手な児童が多くなってきているため、つばさ学園利用園児の健康
面等を考慮し、平成３０年度は、４つの教室にガス温水式床暖房機能を設置します。

継続 中部 3,100 4,499

障害者地域生活支援事業

障害者支援課

障害者等が地域で自立した生活を送ることができるように、相談支援をはじめ手話等による意思疎通支
援、日常生活用具の給付、訪問入浴サービス、地域活動支援センター等による支援を行います。

継続 全域 132,539 136,611

障害児通所支援事業

障害者支援課

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を行う１６の民間施設及びつばさ
学園に対して、障害児福祉サービスに係る給付を行います。また、すべ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 528,958 383,161

事業の名称

（送迎保育ステーション事業）

おおたかの森学童クラブのパース図

（学童クラブ施設整備事業）

おおたかの森ファミリーサポートセンターでの相談業務の様子

（ファミリーサポートセンター支援事業）

つばさ学園療育相談事業における療育相談の様子

（つばさ学園療育相談事業）
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（単位：千円）

事業の内容 新継区分 地域区分
平成30年度
当初予算額

前年度
当初予算額

介護人材確保支援事業

介護支援課

増加する介護需要に対応するために、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
部を助成します。

継続 全域 2,450 2,000

障害者自立支援給付事業

障害者支援課

障害者等が自立した日常生活及び社会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、人工透析の費用の支給等、国が定める介護、訓練、補装具、医療の給付を行います。また、すべての
サービス利用者に計画相談支援を行います。

継続 全域 1,679,816 1,666,187

生活保護法等に基づく扶助事業

社会福祉課

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 2,748,318 2,648,087

市営住宅借上事業

建築住宅課

市営住宅の不足分を民間の賃貸物件を借り上げることで確保します。平成３０年度は、三輪野山団地４３
戸、西初石団地５１戸、既存借上型市営住宅５０戸を借上げします。

継続 全域 118,720 119,163

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、流山市医師会及び夜間診療を実施している医療機関に負担金を
支出します。平成３０年度は、事業を安定的に実施するため、負担金を増額します。

継続 全域 14,650 9,440

骨髄移植ドナー支援事業

健康増進課

骨髄移植等を必要とする患者を救うために、骨髄・末梢血幹細胞提供者（ドナー）及びドナーが勤務する
事業所に対して助成金を交付します。

新規 全域 700 －

母子健康診査事業

健康増進課

対象者の増加に伴い、乳幼児の集団健診（１歳６か月・３歳児健康診査）における医師、歯科医師の配置
数等を拡充し、健診体制の充実を図ります。

継続 全域 276,403 234,588

妊娠・出産・子育てサポート事業

健康増進課

安心して妊娠・出産・子育てができるように、保健センターに開設した妊婦専用相談スペースでの相談業
務を強化し、妊娠期からの切れ目のない支援の構築を図ります。また、出産後の母子のケア、育児サポー
ト等を行う「産後ケア」を医療機関等に委託し実施します。

継続 全域 13,922 11,497

事業の名称

保健師による子育ての不安や困りごとなどの相談対応の様子

（妊娠・出産・子育てサポート事業）
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（単位：千円）

事業の内容 新継区分 地域区分
平成30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

感染症の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 543,688 508,764

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等を実施します。 継続 全域 280,640 271,080

保健センター施設整備事業

健康増進課

保健センターの老朽化に伴い、外壁を全面改修するほか、受変電設備の更新工事を実施します。また、隣
接駐車場の賃貸台数の拡充に伴い、保健センターと駐車場の境界部分の整備工事を実施します。

一部新規 中部 72,387 2,862

福祉会館整備事業

社会福祉課

平成３０年度は、年度計画に基づき東深井及び野々下福祉会館のトイレを改修します。また、下花輪福祉
会館浴室増設工事及び南流山福祉会館空調設備工事を実施します。

一部新規 全域 183,735 3,551

高齢者住み替え支援相談事業

建築住宅課

シニア世代や子育て世代が安心して住み替えできるための相談会を開催します。 継続 全域 33 39

地域支え合い活動推進事業

社会福祉課

孤独死防止や災害時の支援に向けた地域の日常的見守りや支え合いについて、要支援者の名簿提供や活動
事例の共有など自治会や関係機関等との協力・連携を図りながら推進していきます。

継続 全域 6,168 6,386

生活困窮者自立支援事業

社会福祉課

生活困窮者に対して自立に向けた包括的・継続的な支援を行います。平成３０年度から、新たに「学習支
援事業」の実施します。

一部新規 全域 47,231 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。 継続 全域 182,030 129,158

事業の名称

老朽化によりヒビが見られるタイル

（保健センター施設整備事業）

下花輪福祉会館の浴槽

（福祉会館整備事業）

高齢者で集まり体操する様子（流山9丁目自治会）

（地域支え合い活動推進事業）
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（単位：千円）

事業の内容 新継区分 地域区分
平成30年度
当初予算額

前年度
当初予算額

子どもをみんなで育む計画推進事業

子ども家庭課

平成３２年度からの第２期子どもをみんなで育む計画～流山市子ども・子育て支援総合計画～の策定に向
けて、子ども・子育て会議を開催するとともに、就学前児童及び小学生の保護者を対象にニーズ調査を実
施します。

一部新規 全域 3,922 1,002

特別養護老人ホーム整備支援事業

介護支援課

第７期流山市高齢者支援計画期間中（平成３０年度～３２年度）に、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進めます。

継続 北部 0 0

事業の名称

高齢者の住み替え相談会の様子

（高齢者住み替え支援相談事業）
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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30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、都市ブランド確立を目指す活動を行うとともに、シビックプライドの醸成にも注力して
いきます。

継続 全域 26,452 29,977

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及び、産業の振興を図るため、一定金額以上のふるさと納税者に対し、魅力
ある市内特産品を贈呈します。また、前年度より農業、鉄道事業の市内産業の体験も返礼品として拡充し
ています。

継続 全域 12,619 3,850

流山ファンづくり事業
（ふるさと納税）

マーケティング課

百貨店のふるさと納税返礼品カタログに本市のページを設けＰＲ活動を行うことで、本市へのふるさと納
税寄附金額の増加、並びに本市の知名度と都市イメージの向上を図ります。

継続 全域 11,000 16,000

商店街街路灯管理事業

商工振興課

商店街の負担軽減を図るため、平成３０年度に商店街が管理する街路灯を市に移管し、防犯灯や道路照明
として維持管理を行います。

新規 全域 2,706 －

商店街空き店舗有効活用事業

商工振興課

商店街の活性化と賑わいの創出を図るため、商業団体等が実施する空き店舗の賃料補助及び商業活性化ア
ドバイザー派遣事業などの事業費用を助成します。また、空き店舗を活用して開業する新規創業者に賃料
を補助します。

継続 全域 3,652 4,508

創業支援事業

商工振興課

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図るため、千葉県信用保証協会や流山商工
会議所と連携し、市内で新規に創業及び創業後５年未満の事業者を対象とした「ワンストップ窓口相談」
を実施しています。また、創業に関心のある女性向けの創業スクールを開催します。

継続 全域 1,094 986

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 13,600 13,600

就労支援セミナー企画運営事業

商工振興課

求職者を支援するため、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等を実施します。また、平成３０年度から新たにテレワー
クセミナーを開催します。

一部新規 全域 7,432 7,288

事業の名称

ふるさと納税返礼品ファンケルSセット

（ふるさと納税市内特産品等贈呈事業）

商店街街路灯

（商店街街路灯管理事業）
「子育てお母さん就職支援セミナー」での課題演習シーン

（就労支援セミナー企画運営事業）
「森のマルシェ」の開催（流山おおたかの森駅南口都市広場）

（市のイメージ向上と企業・住民誘致の推進事業）
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（単位：千円）

事業の内容 新継区分 地域区分
平成30年度
当初予算額

前年度
当初予算額

青年就農給付金支援事業

農業振興課

「人・農地プラン」で中心となる経営体として位置付けられた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、農業次世代人材投資事業交付金（国庫補助金：経営開始型）を交付します。

継続 全域 3,000 3,000

農業振興資金融資及び利子補給事業

農業振興課

農業後継者や新たに農業を営む者等に、融資機関を通じて農業振興資金を貸し付けるとともに、利子の一
部を補給します。

継続 全域 5,262 5,232

学校給食地産地消推進事業

農業振興課

流山市産の米と野菜を市内小中学校及び保育所の給食に提供することで、地産地消を推進します。なお、
JA等米買取業者価格と一般流通米価格との差額の一部を生産者に補填します。

継続 全域 13,800 11,960

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

利根運河交流館での利根運河関連資料の展示や朝市などのイベントの開催、レンタサイクルなどにより観
光振興を図ります。また、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 5,500

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

外国人観光客に人気の浅草等からの誘客を目的に、外国人に人気の情報サイトへの掲載やSNS等での情報
発信、並びに外国人目線に立ったプロモーションを行うことにより流山への来訪につなげます。

継続 全域 3,100 1,000

観光案内所設置事業
流山本町・利根運河

ツーリズム推進課

平成３１年度に開館予定のおおたかの森ホール内に観光案内所を設置し、流山本町や利根運河地域などの
観光情報の提供を行います。

新規 中部 20,317 －

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への来訪者による活性化を図るため、街並みや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、観光関連雑誌への掲載などプロモー
ション活動を推進します。

継続
南部
北部

8,325 8,202

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、物品、民芸品等の展示販売を行う万華鏡ギャラリー寺田園
「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 5,901 5,928

流鉄イベント事業
流山本町・利根運河

ツーリズム推進課

流鉄流山線を活用し、地域の活性化や交流人口の増加、流山本町界隈への回遊による地域経済への波及効
果を目指したイベントを開催します。

継続 南部 1,750 500

事業の名称

チーバくん大使モニターツアー

（外国人観光客誘致促進事業）
地元流山産の１等米コシヒカリを使った学校給食

（学校給食地産地消推進事業）

古民家リノベーション（カフェ＋ギャラリー灯環）

（流山本町・利根運河ツーリズム推進事業）

（市のイメージ向上と企業・住民誘致の推進事業）
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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30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

市民活動団体の支援機能の充実を図るため、市民活動の拠点である市民活動推進センターを民間委託によ
り運営します。また、市民活動団体の自発的な活動の促進を図るため、市民活動団体公益事業補助金を交
付します。

継続 全域 15,345 15,191

市税等納付コールセンター事業
（特別会計を含む）

税制課

市税や保険料など、納期限後も納付の確認が取れない方に、電話にて納付の催告を行うコールセンターを
新たに設置します。なお、運営にあたっては民間委託します。

新規 全域 10,972 －

基本計画・実施計画進行管理事業
（次期総合計画の策定）

企画政策課

次期総合計画の策定にあたり、基本構想・基本計画の素案づくりのため、現状分析等の基礎調査のほか、
市民意識調査、市民会議、総合計画審議会等の市民参加手続を実施し、基本構想・基本計画（案）の策定
を進めます。

継続 全域 11,829 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については、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るととも
に、新たな課題にも取り組み歳出抑制を図ります。

継続 全域 2,410 1,485

ＴＸ沿線整備地区の字の区域の名称変
更事業

総務課

平成３０年度末に換地処分が予定されている新市街地地区及び西平井・鰭ケ崎地区について、地域住民の
住所変更通知書の作成、街区表示板等の設置など、字の区域及び名称の変更に伴う業務を平成３０年度・
３１年度の継続事業として実施します。

継続
中部
南部

65,601 2,272

ＴＸ沿線整備住民記録及び戸籍簿等変
更事業

市民課

平成３０年度末に換地処分が予定されている新市街地地区及び西平井・鰭ケ崎地区について、字名称の変
更に伴う戸籍簿及び住民記録について土地の名称及び地番のデータの変更を実施します。

継続
中部
南部

14,644 0

情報セキュリティ対策事業

情報政策・改革改善課

マイナンバー制度の開始に伴い、各地方自治体及び国・県と接続しているネットワークに係る自治体情報
セキュリティ対策の強化を施すとともに、新たな脅威に対する情報収集に努め、個人情報等の安全管理を
徹底します。

継続 全域 98,765 99,632

土地取得事業

財産活用課

江戸川台東地区を主とした北部地域のまちづくりの重要敷地として、旧ジェトロ江戸川台職員住宅跡地等
の取得に向けて、不動産鑑定を実施します。

一部新規 北部 3,583 41,184

事業の名称

（外国人観光客誘致促進事業）（学校給食地産地消推進事業）

市有地活用の太陽光発電設備設置のイメージ

（ファシリティマネジメント事業）
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（単位：千円）

事業の内容 新継区分 地域区分
平成30年度
当初予算額

前年度
当初予算額

おおたかの森出張所維持管理事業

市民課

人口が増加している新市街地地区内にあるおおたかの森出張所の、混雑時の待ち時間の減少を図り、今後
の利用者の増加に対応できるよう処理力を向上させるため、出張所の窓口業務の一部を業務委託します。

一部新規 中部 203,846 109,648

おおたかの森市民窓口センター整備事
業

市民課

平成３１年３月におおたかの森出張所を、流山おおたかの森駅北口に建設中のおおたかの森ホール内に移
転し、おおたかの森市民窓口センターとして開所するため、備品等の購入及び利用者の利便性を考慮した
駐車場の整備を実施します。

新規 中部 8,459 －

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、意欲のある職員を育成します。

継続 全域 17,354 17,392

政策法務推進事業

総務課

政策法務推進計画に基づき、研修実施等の人材育成をはじめ、政策法務主任設置等の組織の充実や法令・
判例の解説等の入手を容易にする環境整備、更には行政リーガル・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 3,775 3,681

男女共同参画社会づくり事業

企画政策課

市民及び職員の男女共同参画意識の向上を図るための各種の啓発講座を実施するとともに、様々な悩みを
抱える女性を対象に自らが問題を解決できるよう相談業務を実施します。

継続 全域 3,307 3,259

事業の名称

（ファシリティマネジメント事業）

女性のためのキャリア支援講座の様子

（男女共同参画社会づくり事業）

おおたかの森市民窓口センターのイメージ

（おおたかの森市民窓口センター整備事業）
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