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※ 新継区分について

新 規：平成３１年度から新たに実施する予定の事業です。
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〇計画の体系
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〇施策の体系図

次期総合計画

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

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

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

6－4 男女共同参画社会づくり

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

誰もが安心して利用できる社会サービス体制づくり

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

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

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

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

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

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

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

1－1 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

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)
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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)

２節

生活の豊かさを実感できる流山

(生活環境の整備)

３節

学び、受け継がれ、進展する流山

(教育・文化の充実向上)

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)

５節

賑わいと活気に満ちた流山

(産業の振興)

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)



〇複数の政策に関係する横断的な施策について ※　括弧内は事業掲載頁です。

1-5 名都借跨線橋道路拡幅改良事業（P2)

1-5 道路維持補修事業（P2)

1-6 三輪野山地区総合治水対策事業（P2)

1-6 大堀川１号雨水幹線整備事業（P2)

2-3 防災備蓄倉庫設置事業（P4)

2-3 自主防災組織防災資機材整備等事業（P4)

2-3 総合防災訓練（図上訓練）事業（P5)

2-3 耐震診断及び木造住宅耐震改修補助事業（P5)

2-3 ブロック塀等対策事業（P5)

2-3 はしご付消防ポンプ自動車整備事業（P5)

2-3 高規格救急自動車整備事業（P5)

2-3 消防指令業務共同運用事業（P5)

2-4 安心安全支援事業（P6)

安心・安全のまちづくり

1-1 既成市街地地区公園施設新設事業（P1)

3-1 おおたかの森こども図書館資料充実事業（P7)

3-1 夏休みの学校開放による「子どもの居場所づくり」事業（P7)

4-1 送迎保育ステーション事業（P11）

4-1 病児保育事業（P11）

4-1 保育所改修事業（P11）

4-1 私立保育所運営補助・整備補助事業（P11）

4-1 小規模保育事業所整備補助事業 （P11）

4-1 民設学童クラブ運営委託事業（P11）

4-1 学童クラブ施設整備事業（P11）

4-1 児童館・児童センター整備事業（P12）

4-1 子どもの遊び場整備事業（P12）

4-1 ひとり親家庭等生活向上事業 （P12）

4-2 つばさ学園療育相談事業（P12)

4-4 夜間小児救急医療確保事業（P13)

4-4 妊娠・出産・子育てサポート事業（P13)

4-2 障害児通所支援事業（P13)

4-4 母子健康診査事業（P14）

子育て環境の充実

1-5 新設小学校建設関連道路整備事業(P2)

1-6 雨水排水施設整備事業（P2)（一部）
3-2 学校用地（中学校）取得事業(P8)

3-2 新設小・中学校建設事業(P8.P9)

新設小・中学校（大畔地区）の建設

5-1 市のイメージ向上と企業・住民誘致の推進事業（P15)

5-1 ふるさと納税市内特産品等贈呈事業(P15)

5-5 利根運河記念イベント事業(P16)

5-5 外国人観光客誘致促進事業（P16)

5-5 流山本町・利根運河ツーリズム推進事業（P16)

5-5 流鉄イベント事業（P16)

魅力発信・賑わいの創出

1-2 グリーンチェーン推進・緑化啓発事業(P1)

1-1 既成市街地地区公園施設新設事業（P1)（再掲）

1-1 運動公園周辺地区公園施設新設事業（P1)

2-1 生物多様性地域戦略推進事業(P4)

緑の保全・創出

3-1 （仮称）南流山地域図書館整備事業(P7)

4-1 児童館・児童センター整備事業（P12)（再掲）

南流山地域の公共施設再編



平成３１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３１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

運動公園周辺地区に計画している２号街区公園の整備計画を進めます。また、総合運動公園の再整備として計画しているＤ５１形
蒸気機関車の改修やバーベキュー場などの整備について、サウンディング型市場調査を踏まえ進めていきます。

継続 中部 60,376 35,400

既成市街地地区公園施設新設事業

みどりの課

初石６号公園、平和台２号公園、南流山８号公園に、主に就学前児童を対象とした複合遊具を新設します。 継続 全域 20,000 20,000

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

千葉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を負担し、事業の推進を図
ります。

継続 南部 463,075 450,975

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等を開催
し、緑化の啓発に努めます。

継続 全域 644 627

広告物等推進事業

都市計画課

良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害を防止するため、広告物等について適正な規制と啓発に努めます。 新規 全域 4,458 ―

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 211,000 183,000

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丁目、美原３・４丁目、西初石５丁目、長崎１丁目地
先の下水道を整備します。

継続
北部
中部
東部

1,065,400 1,009,688

事業の名称

平成３１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３１年度から新たに実施する事業です。

継続 ： 平成３０年度以前に実施している事業です。

一部新規：平成３０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31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３１年度当初予算

額を記載しています。

平成３０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３０年度以前）に事業を実施しているものです。

平成３１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３１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31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

運動公園周辺地区に計画している２号街区公園の整備を進めます。また、総合運動公園の再整備としてＤ
５１形蒸気機関車の改修やバーベキュー場などの整備を、サウンディング型市場調査を踏まえ進めていき
ます。

継続 中部 60,376 35,400

既成市街地地区公園施設新設事業

みどりの課

初石６号公園、平和台２号公園、南流山８号公園に、主に就学前児童を対象とした複合遊具を新設しま
す。

継続
中部
南部

20,000 20,000

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

千葉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 南部 463,075 450,975

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
関する講習会等を開催し、緑化の啓発に努めます。

継続 全域 644 627

広告物等推進事業

都市計画課

良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害を防止するため、広告物等について適正な規制と啓発
に努めます。

新規 全域 4,458 ―

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 211,000 183,000

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丁目、美原３・４丁目、西初
石５丁目、長崎１丁目地先の下水道を整備します。

継続
北部
中部
東部

1,065,400 1,009,688

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、十太夫、駒木台地先の下水道を整備します。 継続 中部 140,402 284,948

事業の名称

改修予定のＤ５1形蒸気機関車とキハ31形客車

（運動公園周辺地区公園施設新設事業）
都市計画道路3･4･9号南流山名都借線整備状況

（運動公園一体型土地区画整理事業）
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（単位：千円）

事業の内容 新継区分 地域区分
平成31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

緊急時の大型車両通行や歩行者等の安全かつ円滑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、拡幅改良します。平成３１年度はJR常磐線を跨ぐ歩道橋架設工事に着手します。（平成３４年度供用
開始予定）

継続 東部 282,732 14,637

新設小学校建設関連道路整備事業

道路建設課

つくばエクスプレス沿線整備による児童数の増加対応として、大畔地区に新設する小学校に伴う関連道路
の整備を進めます。平成３１年度は引き続き用地取得を進め、一部道路整備に着手します。

継続 中部 187,828 50,124

道路維持補修事業

道路管理課

舗装や側溝などの補修を進めるとともに、計画的な維持管理を行うために舗装維持管理計画を策定しま
す。

継続 全域 241,000 208,000

三輪野山地区総合治水対策事業

河川課

和田堀都市下水路に設置した水位監視システムを保守、更新し、多発するゲリラ豪雨や台風時において早
期に水防体制を整えます。また、（仮称）三郷流山橋建設に伴う都市下水路の切回しに合わせて、新樋管
築造工事を引続き行います。

継続
中部
南部

12,606 84,353

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 382,000 70,000

雨水排水施設整備事業

河川課

大雨時に道路冠水が発生している箇所の抜本的な排水対策を検討し、雨水排水施設の整備を行います。ま
た、新設学校建設に伴う関連道路整備に合わせて、雨水排水施設の整備を行います。

継続
中部
東部

55,990 43,000

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 432,335 260,982

初石駅施設整備事業

都市計画課

東武野田線初石駅の利用者の利便性向上を図るため、橋上駅舎及び自由通路の整備を進めます。平成３１
年度は基本調査、基本設計を実施します。（平成３５年度供用開始予定）

新規 中部 14,780 ―

事業の名称

事業完了イメージ

（名都借跨線橋道路拡幅改良事業）

和田堀都市下水路の新樋管築造工事予定箇所

（三輪野山地区総合治水対策事業）

東武野田線初石駅

（初石駅施設整備事業）
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（単位：千円）

事業の内容 新継区分 地域区分
平成31年度
当初予算額

前年度
当初予算額

初石駅施設整備基金積立事業

都市計画課

東武野田線初石駅の駅舎の整理に必要な財源を計画的に積立てます。
また、平成３１年度積立予定の１億円については、平成３０年度補正予算で積立てます。

新規 中部 3,009
―

（100,000）

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、配水管拡張事業を実施します。 継続
中部
南部
東部

262,188 333,808

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、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

305,855 553,362

ぐりーんバス運行事業

都市計画課

市内交通不便地域の解消を目的とし、駅と周辺住宅地を結ぶコミュニティバスを運行します。 継続 全域 77,385 66,027

事業の名称

（名都借跨線橋道路拡幅改良事業） （三輪野山地区総合治水対策事業） （初石駅施設整備事業）

流山ぐりーんバス

（ぐりーんバス運行事業）

※前年度当初予算額の欄の括弧書きの表示は、平成３０年度補正予算（平成３１年第１回定例会）で前倒して実施する金額です。
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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31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・回復を図ります。

継続 全域 2,227 2,525

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、太陽光発電設備やエネファーム、蓄
電池などの住宅用省エネルギー設備の設置者に対して補助金を交付し、その普及を図ります。

継続 全域 11,200 12,410

路上喫煙等防止事業

環境政策課

パトロールや周知啓発により、路上喫煙、ポイ捨て等を防止し、歩行者等の安全の確保及びきれいな街づ
くりを推進します。

継続 全域 8,484 8,379

ごみ焼却施設整備事業

クリーンセンター

稼働から１６年目を迎え、経年劣化した機器等について、ごみ焼却施設整備計画に基づく定期点検整備等
を行い、施設の性能維持を図ります。

継続 中部 450,000 421,465

リサイクル館施設整備事業

クリーンセンター

稼働から１７年目を迎え、経年劣化した機器等について、包括管理運営業務委託契約の範囲外整備を行
い、施設の性能維持を図ります。

新規 中部 13,000 ―

廃棄物処理施設整備等基金積立事業

クリーンセンター

一般廃棄物処理施設の長寿命化に伴う改築、改修等に必要な財源を計画的に積立てます。
また、平成３１年度積立予定の１億円については、平成３０年度補正予算で積立てます。

継続 中部 2,913
104,493

（100,000）

防災備蓄倉庫設置事業

防災危機管理課

防災備蓄計画に基づき、食糧や防災資機材等の備蓄品を整備するとともに、新たに、南流山小学校、八木
南小学校及び流山おおたかの森高校に防災備蓄倉庫を整備します。

継続
中部
南部
東部

21,000 24,632

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、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３１年度から世帯区分を改め、限度額の拡充を図ります。

一部新規 全域 4,500 3,700

事業の名称

※前年度当初予算額の欄の括弧書きの表示は、平成３０年度補正予算（平成３１年第１回定例会）で前倒して実施する金額です。

路上喫煙防止重点区域内に設置した啓発看板

（路上喫煙等防止事業）
まちなか森づくりプロジェクトによる植樹

（生物多様性地域戦略推進事業）

リサイクル館手選別の様子

（リサイクル館施設整備事業）
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（単位：千円）

事業の内容 新継区分 地域区分
平成31年度
当初予算額

前年度
当初予算額

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災害対策本部の運営、情報収集、避難
所開設などのロールプレ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（３０棟）、分譲マンション予備診断（１棟）及び木造
住宅耐震改修（８棟）について、その費用の一部を補助します。

継続 全域 9,600 12,100

ブロック塀等対策事業

建築住宅課

地震発生時にブロック塀の倒壊を防ぐため、通学路沿いの危険なブロック塀の所有者に対し、除却費の一
部を補助します。

新規 全域 6,000 ―

はしご付消防ポンプ自動車整備事業

消防防災課

中央消防署に配備しているはしご付消防ポンプ自動車について、消防現場において機能・性能を発揮でき
るように、消防車両の安全基準に基づきオーバーホール（分解整備）を行います。なお、早急に修繕が必
要となったことからオーバーホールを同時に実施することにより、安価かつ整備期間を短縮できることか
ら、平成３０年度補正予算において事業を前倒しし、次年度に繰越をして効率化を図るものです。

継続 中部 0
0

（32,499）

消防施設及び消防装備整備基金積立事
業

消防総務課

中央消防署などの消防施設、消防装備の整備等に必要な財源を計画的に積立てます。
また、平成３１年度積立予定の１億円については、平成３０年度補正予算で積立てます。

継続 全域 3,028
1,947

（100,000）

高規格救急自動車整備事業

消防防災課

増加している救急出動件数の増加（平成２５年６，４１４件から平成３０年８，２８９件）に対応するた
め現在５隊の救急隊を６隊に増隊する予定で、これに伴い、北消防署に高規格救急自動車を新たに1台購
入し、配置します。

継続 北部 35,667 0

消防指令業務共同運用事業

消防防災課

消防指令業務の効率化や円滑な広域応援体制を図るため、千葉北西部消防指令センター（松戸市）におい
て、共同で消防指令業務を行います。なお、平成３２年度から現在の６市（松戸市、市川市、野田市、流
山市、鎌ケ谷市及び浦安市）に、習志野市、柏市、八千代市及び我孫子市が加わり１０市体制になる予定
です。

継続 全域 64,000 71,534

東葛飾支部消防操法大会開催事業

消防総務課

消防団員の日頃の訓練の成果を発表する（公財）千葉県消防協会主催の東葛飾支部消防操法大会を平成３
１年６月に本市で開催します。

新規 全域 7,462 ―

事業の名称

現在運用中のはしご付消防ポンプ自動車

（はしご付消防ポンプ自動車整備事業）

新たに整備予定の高規格救急自動車

（高規格救急自動車整備事業）

（生物多様性地域戦略推進事業） （リサイクル館施設整備事業）

市川市で開催された大会の様子

（東葛飾支部消防操法大会開催事業）

※前年度当初予算額の欄の括弧書きの表示は、平成３０年度補正予算（平成３１年第１回定例会）で前倒して実施する金額です。
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（単位：千円）

事業の内容 新継区分 地域区分
平成31年度
当初予算額

前年度
当初予算額

安心安全支援事業

コミュニティ課

自主防犯パトロール隊及び市民安全パトロール隊を支援し、地域の防犯活動の活性化を図るとともに、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により、市民の安心安全の向上を図ります。

継続 全域 18,622 14,813

事業の名称

地域をパトロールする自主防犯パトロール隊の皆さん

（安心安全支援事業）
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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31年度
当初予算額

前年度
当初予算額

東部公民館施設整備改修事業

公民館

東部公民館に設置するエレベーターの設計業務を委託します。 一部新規 東部 4,364 0

文化会館施設整備事業

公民館

文化会館ホワイエの女子トイレの和式６基を利用頻度の高い洋式３基に改修します。 一部新規 南部 3,000 13,252

（仮称）南流山地域図書館整備事業

図書・博物館

利用者の増加により狭あいする南流山分館に代わり、南流山地区に新たに整備する子育て支援施設（１２
ページ記載）に複合する地域図書館の整備を進めます。

新規 南部 31,167 ―

おおたかの森ホール開館記念事業

生涯学習課

スターツおおたかの森ホールの開館を記念して、市民等への良質な音楽の提供と施設の知名度向上を目的
として、１年を通した事業として開館記念コンサートを開催します。

継続 中部 27,728 500

おおたかの森ホール指定管理者事業

生涯学習課

平成３１年４月に開館する施設の管理運営を指定管理者に委託し、管理運営の効率化と市民サービスの向
上を図ります。

継続 中部 96,626 20,729

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

夏休み期間に保護者が日中働いている等の理由により不在となる家庭の小学生（１年生から４年生までの
児童）の「居場所」を確保するため、市内３校（おおたかの森小学校、小山小学校、南流山小学校）で体
験学習プログラムなどを行います。

継続 全域 4,069 3,300

おおたかの森こども図書館資料充実事
業

図書・博物館

幼い頃から本に親しみ、生涯を通じた読書活動のステップとするため、子どもの読書活動推進計画に基づ
く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から市内子育て関連施設に「乳幼児向け
ブックセット」を設置します。

継続 全域 1,633 2,191

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。また、児童生徒増に伴い、通常学級における特別な支援を要する児童生徒への対応に学校
サポート教員を増員します。

継続 全域 114,717 100,718

事業の名称

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）

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）
開館記念コンサートを開催する音楽ホール

（おおたかの森ホール開館記念事業）
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（単位：千円）

事業の内容 新継区分 地域区分
平成31年度
当初予算額

前年度
当初予算額

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ＡＬＴや、語学に堪能で、外国文化・習慣に精通した人材（英語活動指導員）
により、外国語の授業補助を行います。

継続 全域 48,206 45,528

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、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

流山市部活動支援事業

指導課

「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」をもとに、モデル校に部活動指導員を試験的に新
たに配置し、部活動の更なる活性化と教職員の働き方改革を図ります。

新規 全域 4,000 ―

ＩＣＴ学習空間整備事業

指導課

コンピュータ端末のリース切れに伴い、小学校１５校、中学校４校にタブレット端末としても使用可能な
端末を導入します。また、コンピュータ室の端末台数を３５台から４０台に増設して、台数の確保を行
い、児童生徒の情報活用能力の育成を図ります。

一部新規 全域 85,596 61,581

八木北小学校校舎等建設事業

学校施設課

新市街地地区の土地区画整理事業による児童数の増加に対応するため、平成３０年度から平成３２年度で
校舎増築を、平成３１年度及び平成３２年度で既存校舎等の改修を行います。

継続 中部 637,724 207,662

給食室等改修事業

学校施設課

鰭ケ崎小学校のクラス数増加により、衛生面に配慮した配膳が難しくなってきていることから、配膳室を
拡張します。また、夏季における調理室の調理職員の熱中症予防対策として、南流山小学校及び北部中学
校の調理室にエアコンを設置して、執務環境の改善を図ります。

継続
北部
南部

33,681 0

学校用地（中学校）取得事業

学校施設課

大畔地区に新設する中学校建設のための用地を取得します。 継続 中部 809,490 10,000

新設小学校建設事業

学校施設課

新市街地地区の土地区画整理事業による児童数の増加に対応するため、平成３３年４月の開校に向けて、
大畔地区に小学校を新設します。

継続 中部 2,222,428 281,286

事業の名称

（夏休みの学校開放による「子どもの居場所づくり」事業）

八木北小学校増築等完成イメージ図

（八木北小学校校舎等建設事業）

（おおたかの森ホール開館記念事業）

小学校教員を対象とした小学校外国語研修会の様子

（小学校英語活動推進事業）
新設小学校完成イメージ図

（新設小学校建設事業）
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（単位：千円）

事業の内容 新継区分 地域区分
平成31年度
当初予算額

前年度
当初予算額

新設中学校建設事業

学校施設課

新市街地地区の土地区画整理事業による生徒数の増加に対応するため、平成３４年４月の開校に向けて、
大畔地区に中学校を新設します。

継続 中部 270,318 29,237

教育、文化及びスポーツ振興基金積立
事業

教育総務課

教育・文化・スポーツ施設等の用地取得及び建物等の新設、改築等に必要な財源を計画的に積立てます。
また、平成３１年度積立予定の７千５百万円については、平成３０年度補正予算で積立てます。

継続 全域 14,584
269,948

（75,000）

学校給食公会計化事業

学校教育課

これまで学校ごとに管理していた給食費を市で一括管理することにより、学校現場の負担軽減や保護者の
利便性向上を図ります。

新規 全域 6,520 ―

学校サポート看護師派遣事業

学校教育課

看護師を９人配置し、小中学校養護教諭が保健室に不在になる時も児童生徒が安心して学校生活を送れる
よう努めます。

継続 全域 13,490 14,192

青少年相談事業

生涯学習課

青少年の健全育成のため青少年専門相談の充実の一環として、新たに青少年ネット被害防止対策業務ネッ
トパトロールを開始し、相談事業の充実を図ります。

一部新規 全域 6,010 4,702

指定等文化財保存活用整備事業

図書・博物館

市内に残る文化財の保存・整備を行い、活用を図ります。平成３１年度は、国登録有形文化財「秋元家住
宅土蔵」の整備工事に係る基本設計と、市指定有形文化財「鰭ヶ崎三本松古墳古塚碑」の整備工事を行い
ます。

新規 南部 7,000 ―

スポーツフィールド整備事業

スポーツ振興課

おおたかの森スポーツフィールドを拡張し、少年野球・ソフトボールなどの球技を目的とした多目的グラ
ウンド１面を整備するとともに、東側道路を挟んだ向かい側に駐車場を整備します。

継続 中部 155,710 10,000

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

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会におけるオランダ代表チームの事前キャンプ誘致に
向けて、関係機関と協議を進めるとともに、平成３１年度に開催される国際大会に向けて、女子バレー
ボールと女子車いすバスケットボールオランダ代表チームの事前キャンプを実施します。

一部新規 全域 11,445 1,957

事業の名称

（八木北小学校校舎等建設事業） （新設小学校建設事業）

秋元家住宅土蔵

（指定等文化財保存活用整備事業）

おおたかの森スポーツフィールドの拡張予定場所

（スポーツフィールド整備事業）
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）

※前年度当初予算額の欄の括弧書きの表示は、平成３０年度補正予算（平成３１年第１回定例会）で前倒して実施する金額です。

9/18 平成３１年度主要事業



（単位：千円）

事業の内容 新継区分 地域区分
平成31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、次世代に平和への想いを繋ぐための活動として、折り鶴の募集、平和ポスター
展、平和大使（小学生）の広島派遣、ユニセフ平和教室等を実施します。平和大使については、児童数の
増加を踏まえ定員を増加するほか、新たに生活保護受給世帯及び就学援助受給世帯に対し、参加費用の負
担を要しない制度を設けます。

一部新規 全域 1,727 812

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31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児童を送迎
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 83,124 82,610

病児保育事業

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」を南流山地区と西初石地区に２箇所、「病後児対応型」を加地区の１箇所で実
施します。

継続 全域 30,890 24,287

保育所改修事業

保育課

平和台保育所について、老朽化に伴う木造棟調査業務委託と空調機更新工事を実施します。また、向小金
保育所の下水道本管接続工事等を実施します。

継続
南部
東部

13,961 22,000

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を、社会福祉法人等に補助します。 継続 全域 1,414,856 1,315,580

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 全域 1,082,521 607,414

小規模保育事業所整備補助事業

子ども家庭課

多様な保育ニーズにきめ細かく対応するため、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 48,640 210,640

民設学童クラブ運営委託事業

教育総務課

児童数と需要の増加に対応するため、平成３０年度からえどがわ学童クラブを運営する社会福祉法人喜働
会に管理及び運営を引き続き委託します。

継続 中部 14,000 9,000

学童クラブ施設整備事業

教育総務課

児童数と需要の増加に対応するため、平成３３年４月に開校する新設小学校の校舎内に新たに６単位の学
童クラブを、また八木北小学校の増築に合わせ７単位の学童クラブを平成３１年度及び平成３２年度の継
続事業として整備を進めます。また、平成３１年７月に開設予定の鰭ケ崎小学校区及び東小学校区の学童
クラブに、備品を搬入し利用する児童の環境を整えます。

継続
中部
南部
東部

179,220 621,105

事業の名称

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）

えどがわ学童クラブの育成支援の様子

（民設学童クラブ運営委託事業）
工事が進む西初石小学校区第２西初石子どもルーム

（学童クラブ施設整備事業）
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（単位：千円）

事業の内容 新継区分 地域区分
平成31年度
当初予算額

前年度
当初予算額

おおたかの森地区の児童センター整備
（児童館・児童センター整備事業）

子ども家庭課

児童の健全な遊び場を提供するため、おおたかの森地区に新たに児童センターと子育て支援施設を整備し
ます。

新規 中部 7,227 ―

南流山地区の児童センター整備
（児童館・児童センター整備事業）

子ども家庭課

児童の健全な遊び場を提供するため、南流山地区に新たに児童センターと子育て支援施設を整備します。
なお、同施設には、地域図書館（７ページ記載）を併設します。

新規 南部 62,334 ―

子どもの遊び場整備事業

子ども家庭課

前ケ崎子どもの遊び場の廃止に伴い、新たに前ケ崎地区に子どもの遊び場を整備します。 一部新規 東部 14,279 0

ひとり親家庭等生活向上事業

子ども家庭課

子どもの貧困の連鎖を防止するため、生活困窮者世帯の中学校３年生の子どもが学習塾へ通えるよう支援
します。

新規 全域 24,659 ―

敬老バス支援事業

高齢者支援課

高齢者の生きがい増進を図るため、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。

継続 全域 13,301 11,720

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 20,855 15,682

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 133,160 132,539

生活保護業務電子化事業

社会福祉課

生活保護世帯のケースファイルを電子化し、事務の効率化と相談業務の迅速化を図ります。平成３2年度
からの導入に向けて、平成31年度は、紙ベースの書類を電子化するなどの準備業務を行います。

新規 全域 5,863 ―

事業の名称

敬老バス「さつき号」

（敬老バス支援事業）
妊婦さんとの面接

（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31年度
当初予算額

前年度
当初予算額

夜間小児救急医療確保事業

健康増進課

夜間の小児救急医療を確保するため、流山市医師会及び実施医療機関と協定を締結し、流山市医師会に負
担金を支出しています。平成３１年度は、平日夜間・休日診療所終了後２１時から翌朝８時までの小児の
急病に対応する第１次救急（初期診療・応急手当）を安定的に確保していくため、当該事業を休日にも拡
大するとともに、市負担金を増額します。

一部新規 全域 26,840 14,650

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、これまでの保健センターに加え、平成３１年３月からは市
民窓口センター、１０月からは南流山センターでも、母子手帳交付時に保健師等専門職による面接を実施
します。また、母子手帳を補完し、予防接種のスケジューリングや成長記録、情報収集などに役立つよ
う、新たに電子母子手帳を導入します。

一部新規 全域 28,851 13,922

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整備を進めます。平成３１
年度は、南流山福祉会館のトイレ改修工事、東深井及び南流山福祉会館の屋上防水改修、下花輪福祉会館
の浴室増築を進めます。

継続
北部
中部
南部

46,461 183,735

高齢者住み替え支援相談事業

建築住宅課

シニア世帯の住み替え支援と子育て世帯の転入促進を図るため、相談会などを実施します。なお、子育て
世代が積極的に相談会へ参加するために幼児の一時預かりを行います。

継続 全域 183 33

地域支え合い活動推進事業

社会福祉課

孤立死防止と災害時の支援のために地域での日常からの支え合い・見守りを推進します。平成３１年度か
らは、これまで協定の初年度のみ支給していた報償費を継続的に支給します。

一部新規 全域 6,272 6,168

生活困窮者自立支援事業

社会福祉課

生活困窮者を対象に、自立に向けた包括的・継続的な支援を行います。 継続 全域 31,014 47,231

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２１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 662,184 528,958

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 1,842,609 1,679,816

事業の名称

（敬老バス支援事業） （妊娠・出産・子育てサポート事業）

南流山福祉会館トイレ改修工事

（福祉会館整備事業）

高齢者だけでなく、地域・子供の安全も（北自治会）

（地域支え合い活動推進事業）

放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ地域生活支援ｾﾝﾀｰまほろばの様子

（障害児通所支援事業）
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（単位：千円）

事業の内容 新継区分 地域区分
平成31年度
当初予算額

前年度
当初予算額

母子健康診査事業

健康増進課

母子保健法に基づき、母子の健康の保持増進を目的とし、妊婦・乳児一般健康診査、３か月児・１歳６か
月児・３歳児健康診査を実施します。出生数や転入者の増加などにより対象者が増加していることから、
集団健診の回数を増やします。

継続 全域 307,402 276,403

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、感染症による疾病の予防及び公衆衛生の向上を
図ります。風しんの抗体保有率の低い昭和３７年４月２日から昭和５４年４月１日生まれの男性に対し抗
体検査を行い、抗体価の低かった方に対し、風しん第５期予防接種を定期接種として実施します。

一部新規 全域 599,011 543,688

健康増進事業

健康増進課

健康増進法に基づき、がんの早期発見のための各種がん検診、健康診査等を実施します。特に、若い世代
の受診率の向上を目指して積極的な受診勧奨を行います。

継続 全域 286,308 280,640

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、保護受給者の経
済的自立の支援を図ります。

継続 全域 2,826,200 2,748,318

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し、不足が予想される介護人材を確保するため、「介護職員初任者研修」、「実務
者研修」、「生活援助従事者研修」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 2,800 2,450

特別養護老人ホーム整備支援事業

介護支援課

入所希望者の解消を図るため高齢者支援計画に基づき、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
中部

― ―

事業の名称

がん検診前のガイダンス

（健康増進事業）
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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31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向上を図るための情報発信を行い、住民誘致の促進を行います。また、「第Ⅱ期シ
ティセールスプラン」に基づき、都市ブランドの確立の活動とＰＲ活動の両輪を進め、シビックプライド
の醸成に注力していきます。

継続 全域 24,365 26,452

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、市内特
産品や市内体験を返礼品として贈り、ふるさと納税の増加を図ります。

継続 全域 20,262 12,619

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、商業団体が空き店舗を利用する際の賃料、商業活性化アドバ
イザー派遣事業の費用及び創業者が空き店舗を活用して開業する資金の一部を補助します。

継続 全域 3,937 3,652

創業支援事業

商工振興課

流山商工会議所や千葉県信用保証協会と連携し、創業者（５年未満）を対象としたワンストップ窓口相談
及び創業に関心のある女性向けの創業スクールを実施します。

継続 全域 1,213 1,094

企業立地促進事業

商工振興課

地域産業の発展と市民の雇用機会の拡充、市の財政の安定、まちの活性化のため、立地奨励金や新たに立
地協力金を交付することにより、本市への企業などの進出を支援します。

一部新規 全域 3,830 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を実施します。

継続 全域 7,439 7,432

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づ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 5,300 5,262

事業の名称

ふるさと納税返礼品「森のあかり」（コシヒカリ）

と「森のかおり」（ミルキークイーン）

（ふるさと納税市内特産品等贈呈事業）

新たに創業した焼き菓子屋

（商店街空き店舗有効活用事業）

女性向け創業スクールの様子

（創業支援事業）

自分を知るためのセミナー

「苦手な人でも上手くいく面接とは？」

（就労支援セミナー企画運営事業）
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（単位：千円）

事業の内容 新継区分 地域区分
平成31年度
当初予算額

前年度
当初予算額

学校給食地産地消推進事業

農業振興課

流山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、Ｊ
Ａ等米買取業者価格と学校給食供給価格との差額の一部を生産者に補填します。

継続 全域 14,950 13,800

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

利根運河地域の更なる知名度向上と、交流人口及び経済効果の増加を図るため、２代目利根運河ビリケン
さんのお披露目イベントを実施します。

新規 北部 2,000 ―

赤城山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

流山本町への来訪者の利便性を図る目的で、赤城山公園の既存トイレを改修し、観光公衆トイレとして整
備します。

新規 南部 19,719 ―

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

増加している訪日外国人を本市へ誘客するために、都内人気観光施設での訪日外国人を対象とした観光情
報をPRするプロモーションを行います。また、ＪＥＴプログラム（語学指導等を行う外国青年招致事
業）を活用し、国際交流員（ＣＩＲ）を任用します。

一部新規 全域 5,501 3,100

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
を創出すること、観光情報誌への掲載などにより、来訪者の増加を図ります。

継続
北部
南部

3,851 8,325

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、流鉄株式会社等と連携してイベントを開催します。

継続 南部 1,000 1,750

観光情報センターの運営
（観光案内所運営事業）

流山本町・利根運河
ツーリズム推進課

スターツおおたかの森ホール内に観光情報センターを開設し、流山本町及び利根運河の観光情報を発信し
ます。また、同センターでは、外国人観光客の観光情報収集の拠点も担います。

新規 中部 15,272 ―

事業の名称

（ふるさと納税市内特産品等贈呈事業）

流山産米の収穫風景

（学校給食地産地消推進事業）
修復した利根運河ビリケンさんが大阪訪問

（利根運河記念イベント事業）

流山本町の街並み

（流山本町・利根運河ツーリズム推進事業）

流山おおたかの森駅前

観光情報センターを開設

（観光案内所運営事業）
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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31年度
当初予算額

前年度
当初予算額

次期総合計画の策定
（基本計画・実施計画進行管理事業）

企画政策課

市民意識調査などの基礎調査や総合計画審議会からの答申を踏まえ、基本構想・基本計画の策定を進めま
す。平成３１年９月にパブリックコメント、第４回定例会に議案の上程を予定しています。

継続 全域 7,512 11,829

ファシリティマネジメント推進事業

財産活用課

公共施設の計画的保全、光熱水費等の経費の抑制、市が保有している土地建物を財産としてとらえ、戦略
的に活用する各種のFM施策を展開することで、財務・品質・供給の最適化・調和を図った自治体経営を
推進します。

継続 全域 1,319 2,410

ＴＸ沿線整備地区の字の区域の名称変
更事業

総務課

平成３１年度以降に換地処分が予定されている、新市街地地区、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実施します。

継続
中部
南部

35,582 65,601

保育事務管理事業

保育課

保育所の安全な運営を維持し、保育所入所児童の健全な育成を図ります。平成３１年度は、現在人の手に
より行っている保育所入所選考について、AIを活用したシステムを導入し、事務効率と入所申請者の満足
度の向上を図ります。

一部新規 全域 30,022 21,353

全庁ＬＡＮ整備事業

情報政策･改革改善課

パソコン配備やインターネット環境の構築等、情報通信基盤である全庁ＬＡＮ環境を維持管理するもので
す。Windows７のサポート切れに伴い、平成３０年度からの２か年でWindows１０へ移行させます。ま
た、平成３０年度国の第2次補正予算における革新的ビッグデータ処理技術導入推進事業を利用し、次年
度繰越をして業務自動化システム（ＲＰＡ）を導入し、事務の軽減を図ります。

一部新規 全域 73,496 68,982

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て、いつでも視聴できるようにして市民などに対す
る情報の共有化を図ります。平成３１年度は、議場設備の老朽化に伴い設備の更新を図ります。

一部新規 全域 6,111 2,276

証明書コンビニ交付事業

市民課

マイナンバーカードを活用し、全国の主要コンビニエンスストアなどで住民票、印鑑証明、戸籍事項証
明、税証明等の交付が受けられるコンビニ交付サービスを導入し、市民の利便性向上を図ります。

新規 全域 23,000 ―

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スタートに伴い、市民の個人情報等の安全管理を徹底するために情報セキュリティ対
策を実施します。特に、平成２７年１２月に示された総務省の方針に基づき３系統化を図った庁内ネット
ワークを対象として、情報セキュリティ外部監査を実施します。

継続 全域 100,809 98,765

事業の名称

流山の将来について住民同士話し合う様子

「流山の明日を語ろう～トーキング・カフェ～」

（基本計画・実施計画進行管理事業）

本会議の模様を生中継及び録画で配信

（インターネット議会中継システム事業）
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（単位：千円）

事業の内容 新継区分 地域区分
平成31年度
当初予算額

前年度
当初予算額

本庁舎の駐車場拡充
（本庁舎施設管理計画事業）

財産活用課

市役所駐車場の混雑を緩和するため、新たな駐車場のための用地取得や整備工事を進めます。また、第１
庁舎の和式トイレを洋式トイレにする改修工事と事務室移転に伴う修繕等を実施します。

一部新規 南部 32,196 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、意欲のある職員を育成します。

継続 全域 17,327 17,354

政策法務推進事業

総務課

「政策法務推進計画」に基づき、政策法務研修計画に基づく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・判例の解説等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 4,047 3,775

北上市との姉妹都市締結
（姉妹都市締結事業）

企画政策課

友好都市の岩手県北上市との間で、将来にわたり文化交流や親善を深めることとし、姉妹都市の盟約を交
わします。平成３２年１月２９日に調印式典及び締結祝賀会を開催します。

新規 全域 933 ―

男女共同参画社会づくり事業

企画政策課

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。また、平成３１年度は平成３２年
度からスタートする第４次プランを策定します。

一部新規 全域 3,912 3,307

事業の名称

（基本計画・実施計画進行管理事業）

キャリア形成支援講座

「わたし再発見！～″これからの私″のためのライフ・プランニング～」

（男女共同参画社会づくり事業）

能登町との姉妹都市締結調印式の様子

（姉妹都市締結事業）
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