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健康寿命(平均自立期間） 日常生活動作が自立している期間の平均 （千葉県健康福祉部資
料）※1 数値は2015年（H27)、2016年(H28)、2018年（H30）、
上段：65歳男性、下段：65歳女性
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まちの状態指標 指標の説明または出典元 R1実績 R2実績 R3実績 単位

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策と新型コロナワクチン接種の促進を図り、感染拡
大状況を鑑みながら市民の健康維持のための各種健（検）診事業の実施ができました。

長引く新型コロナウイルス感染症対策を継続する中でも、市民の健康の維持増進及び必要な各
種保健事業について、今年度は極力実施していきます。
また、新型コロナワクチン接種については、国から４回目接種の方針が示されたことから、円
滑な実施に向けた準備を行う必要があります。

・改善点 ・取組内容

施策 健康・医療 基本政策 生きがいをもって健康・長寿に暮らせるまち Ⅳ　施策分野別評価表

主管部局 健康福祉部 施策の目的 生涯を通じて心身ともに健やかに暮らせる市民の健康をつくる

↓

一般診療所の数 千葉県衛生統計年報 ※3 数値は2017年（H29）、2018(H30)年、
2019(R1)年

95(※3) 102(※3) 103(※3) - ↑

生活習慣病による死亡者数の割合 死亡者数全体のうち、悪性新生物（がん）、心疾患 （高血圧性
を除く）、脳血管疾患、高血圧性疾患、慢性閉塞性肺疾患
（COPD）、糖尿病による死亡者数の占める割合（千葉県衛生統
計年報）※2 数値は2017(H29)年、2018(H30)年、2019（R1）年

56.3(※2)

令和3年度の取組みと評価・改善点 令和4年度の現状・課題・取組み

・取組内容 ・現状
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、事業の中止や縮小等を行い各種保健事業
を実施してきました。新型コロナウイルス感染症対策として効果が期待される２回のワクチン
接種の実施にあたっては、医療機関での個別接種、常設集団接種、公共施設を使用した集団接
種を実施し希望する市民の方が速やかに接種できるよう、接種機会の確保に努めました。

新型コロナウイルス感染症の感染による影響が続く中、市民の健康の維持・増進を念頭に感染
予防に配慮しながら今年度もできる限り事業を実施します。
また、新型コロナワクチン４回目接種が示されたことから、引き続きワクチン接種を円滑に実
施できるよう、国の動向を注視しながら接種機会の確保に努めます。

健康づくり支援事業

第２次健康づくり支援計画（令和２～１１年度）に基づき、乳幼児期から高齢期までのすべての市民を対象とした健康づくり
を推進します。ヘルスアップ教室や健康づくり推進員活動、市民健康まつり、健康チェックコーナー等を通じて、健康的な生
活習慣を身につけるための機会の提供や健康情報の普及啓発、受動喫煙防止等のたばこ対策、保育所や学校等と連携した食育
の推進などを行います。

担当課 R3当初予算 R3決算見込 R3職員給与費(目安) R4当初予算 R4特定財源 R4一般財源

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響が続く中で、市民の健康維持のための各種健
（検）診事業を実施しましたが、健康教育や相談事業については縮小せざるをえませんでし
た。
今後は、健（検）診事業のみならず、市民の健康増進に役立つ健康教育や相談事業の再開に向
けた準備や検討を進めていく必要があります。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止及び新型コロナワクチン接種の促進を図りながら、
今後は、健（検）診事業のみならず、市民の健康増進に役立つ健康教育や相談事業の再開に向
けた準備や検討を進めていきます。

ライフステージに応じた市民の健康づくり 主管課：健康増進課、企画政策課

・評価 ・課題

3,294

主な活動指標 R2実績 R3実績 R4目標(予定) 主な成果指標 R2実績 R3実績 R4目標

健康増進課 4,453 1,511 1,274 4,104 810

令和3年度の取組みと評価・改善点 令和4年度の現状・課題・取組み
・取組 ・現状

新型コロナウイルス感染症の流行により、ヘルスアップ教室は上半期中止、市民健康まつりは
開催が中止となるなどの影響がありましたが、下半期には、感染防止対策の工夫を行い、ヘル
スアップ教室を開催しました。

新型コロナウイルス感染症が引き続き流行しており、感染防止対策を講じての実施や、感染し
た場合の重症化リスクが高い方が集まる事業の見送りなどの配慮が引き続き必要な状況です。

126 270

市民健康まつり参加者数（人） - - 1,000

ヘルスアップ教室開催回数（回） 50 50 120 ヘルスアップ教室参加者（人） 114

新型コロナウイルス感染症の流行により、様々な事業が中止となりました。感染の状況に応
じ、より市民の健康づくりを推進できるよう努めていく必要があります。

新型コロナウイルス感染症の流行下でもヘルスアップ教室に安心して参加できるよう感染症予
防対策に努め、密にならないよう参加定員を減らすなど市民の健康づくりを支援する取組みを
行っていきます。また、健康づくりのきっかけとなる情報提供に努めていきます。

ライフステージに応じた市民の健康づくり 主管課：健康増進課、企画政策課

・評価 ・課題

新型コロナウイルス感染症の流行により、感染対策を行いながらヘルスアップ教室を開催しま
した。外出自粛等により、運動機会が減り続ける中で、特定健診で保健指導の対象となった方
をヘルスアップ教室の参加につなげるなど、可能な運動機会等の提供を行うことができまし
た。

新型コロナウイルス感染症の流行により、健康づくりへのきっかけとなる講座等、人を集めて
の啓発が難しい状況です。

・課題に対する改善点 ・取組

母子健康診査事業

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、３～６か月児、９～１１か月児、３か月児、１歳６か月児、
３歳児を対象に、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。令和２年度から引き続
き、新型コロナウイルス感染症発生状況に応じて、健診の一部を個別委託し実施します。 また、令和３年度から新生児聴覚ス
クリーニング検査を実施しています。

担当課 R3当初予算 R3決算見込 R3職員給与費(目安) R4当初予算 R4特定財源 R4一般財源

384,334

主な活動指標 R2実績 R3実績 R4目標(予定) 主な成果指標 R2実績 R3実績 R4目標

健康増進課 346,235 356,219 101,036 389,326 4,992

92 95

3か月児、1歳6か月児、3歳児健診発送数
（通）

6,752 7,334 7,000 3か月児、1歳6か月児、3歳児健診受診率
（％）

96 93 95

妊娠届出数及び転入妊婦数（人） 2,301 1,883 2,000 妊婦一般健康診査受診率（％） 91

１歳６か月児、３歳児健康診査の実施方法を一部医療機関での個別健康診査に変更したことに
より、受診率の低下が見られたため未受診訪問を実施し、状況把握及び問診票を再交付するこ
とで受診勧奨を行いました。

親子保健係及び妊娠育児サポート係が連携し、妊産婦から乳幼児まで切れ目のない支援を実施
します。また、乳幼児健康診査においては、引き続き新型コロナウイルス感染状況を注視しな
がら、健康診査の実施方法や体制を検討し、受診率向上及び未受診者の把握に努めます。

・評価 ・課題

新型コロナウイルス感染予防に配慮しながら滞りなく各種健康診査を実施することができまし
たが、３か月児健診、１歳６か月児健診、３歳児健診については、受診率が低下しました。

コロナ禍における乳幼児健康診査の実施方法について、受診率の向上も考慮し、健康診査の実
施方法について更なる検討が必要です。また、令和３年度から実施している新生児聴覚スク
リーニング検査については、検査結果を確実に把握し、早期発見、早期療育につながるように
関係機関との連携に努めます。

・課題に対する改善点 ・取組

令和3年度の取組みと評価・改善点 令和4年度の現状・課題・取組み
・取組 ・現状

令和２年度から引き続き、新型コロナウイルス感染予防に配慮しながら、保護者が安心してお
子様にとって適切な月齢で各種健康診査を受診できるよう、市内協力医療機関で受診する個別
健診を含めた内容で実施しています。

令和４年度についても引き続き新型コロナウイルス感染予防に配慮し、引き続き適切な月齢で
各種健康診査を実施します。
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特定健診は、コロナ禍の影響は低減していくと想定されますが、状況に合わせて勧奨時期等を
柔軟に変更しながら受診勧奨を行います。また、国保新規加入者に対する受診券の送付は、申
請方式から自動的に送付する方式とし、未受診者とならないよう健診の機会を提供していきま
す。コロナ禍でも訪問件数が減少しないよう早期に訪問勧奨に取り組みます。

特定健診は、健診実施状況に合わせて勧奨時期等を柔軟に変更し、令和3年度に受診した不定
期受診者・初受診者への継続受診の強化を行います。また国保新規加入者へのアプローチ（受
診券の自動送付）を実施し、中長期的に継続受診者の増加に努めます。また、特定保健指導受
診率向上のため、訪問による受診勧奨を早期に実施します。

・評価 ・課題

特定健診の令和3年度の受診率はコロナ禍の影響を強く受けた昨年に比べて上昇しています
が、40～50歳代の受診率は30.6％とわずかに上昇しているものの、依然として低い位置を推移
しています。特定保健指導は40～60歳代の対象者に、訪問や電話勧奨を実施しましたが、接触
できる確率が低くアプローチ方法の検討が必要です。

特定健診は、コロナ禍の影響を受けた時期に比べ、受診率は上昇していますが、受診控えは
残っていると考えられます。40～50歳代の受診率は低い位置を推移しているため、受診勧奨が
必要です。若い世代に介入できるようニーズの把握に努め、早期に受診勧奨を行えるよう実施
方法を検討します。

・課題に対する改善点 ・取組

令和3年度の取組みと評価・改善点 令和4年度の現状・課題・取組み
・取組 ・現状

特定健診については、AIによる受診勧奨を行い健診未受診者及び40～50歳代への受診促進に努
めました。特定保健指導の受診率向上のため、医療機関と連携し受診勧奨を引き続き行いコロ
ナ禍では訪問に代えて電話勧奨を行いました。また40代の受診率向上のため、令和3年度より
希望者に対して、土日やオンラインによる保健指導を開始しました。

特定健診については、引き続きAIによる受診勧奨を行い、健診未受診者及び40～50歳代への受
診を促進します。また、医療機関と連携し、特定健診・保健指導の受診率の向上及び市民の健
康増進に努めます。

- 57

特定保健指導利用勧奨数（件） 534 169 500 特定保健指導利用率（％） 30 20 30

AI分析による特定健診受診勧奨通知（件） - 30,544 31,000 特定健診受診率（％）※ 43

0

主な活動指標 R2実績 R3実績 R4目標(予定) 主な成果指標 R2実績 R3実績 R4目標

健康増進課 149,596 127,640 42,235 155,352 155,352

特定健康診査等事業

国民健康保険被保険者を対象に特定健康診査や特定保健指導を実施します。生活習慣病の予防を図るため、流山市国民健康保
険データヘルス計画に基づき、令和２年度から開始した糖尿病性腎症重症化予防プログラムの対象者への更なる周知やＡＩに
よる特定健診受診勧奨を実施し、被保険者の健康と医療費の適正化を目指します。

担当課 R3当初予算 R3決算見込 R3職員給与費(目安) R4当初予算 R4特定財源 R4一般財源

引き続き、受診控えがないような検診体制の整備と更なる受診率向上に向けて、受診勧奨及
び、がん検診の重要性の啓発を行います。

受診率及び精密検査受診率の向上に向けて、個別通知や電話等により受診勧奨を行っていきま
す。また、健康教育の実施により、がんに対する正しい知識の啓発を図っていきます。

疾病の早期発見 主管課：健康増進課、保険年金課

・評価 ・課題

各種がん検診のうち、肺がん検診、大腸がん検診、乳がん検診においては前年度と比較して受
診率の上昇がみられました。子宮がん検診については前年度から低下したものの、感染症流行
前と比較して上昇がみられました。

新型コロナウイルス感染症流行下においても、受診率を維持することができていますが、例
年、国の目標値には届いていない状況が続いています。また、精密検査受診率が低く、疾病の
早期発見につながらないことが懸念されます。

・課題に対する改善点 ・取組

令和3年度の取組みと評価・改善点 令和4年度の現状・課題・取組み
・取組 ・現状

新型コロナウイルス感染症の流行下における、がん検診の受け控えが懸念される中、安心して
がん検診を受診できる体制づくりと周知、受診勧奨を行いました。具体的には、受診者の密集
を防ぐために検診開催日数を増やし、呼び出し時間を細分化しました。また、医療機関で実施
する検診については、極力受診回数を減らす工夫をしました。

令和３年度に引き続き、安心してがん検診を受診できる体制づくりと受診勧奨を行っていま
す。更に、実施を見合わせていた健康教育の再開に向けて準備をしています。

- 25がん検診精密検査受診率(精検受診者/要精検
者）(％)※

51 - 55 がん検診精密検査未把握率(％)※ 32

353,540

主な活動指標 R2実績 R3実績 R4目標(予定) 主な成果指標 R2実績 R3実績 R4目標

健康増進課 363,242 309,712 54,601 371,037 17,497

健康増進事業

健康増進法に基づき、健康に関する知識の向上、生活習慣の改善を図り、疾病の早期発見・早期治療のための健康診査や各種
がん検診を実施します。

担当課 R3当初予算 R3決算見込 R3職員給与費(目安) R4当初予算 R4特定財源 R4一般財源

・課題に対する改善点 ・取組

これまで、１歳６か月児健康診査の機会に、麻しん風しん混合ワクチン第１期（１歳）の接種
勧奨を対面で実施していましたが、新型コロナウイルス感染拡大により医療機関での個別健康
診査となったことから、直接勧奨をする機会が減ってしまったため、４年度事業を活用した接
種勧奨を検討します。

ヒトパピローマウイルス感染症予防接種とキャッチアップ接種の対象者へ個別通知を実施しま
す。風しんの抗体検査・風しん第５期予防接種の実施期間延長に伴い、未接種者への新規クー
ポン券の発行や、転入者への通知を行います。また、１歳６か月児健康診査の個別通知を利用
した接種勧奨を行い、接種率の向上を図ります。

疾病の早期発見 主管課：健康増進課、保険年金課

風しん抗体検査・風しん第５期予防接種は、時限措置最後の年として実施していたため、未接
種者への新規クーポン発行や転入者への通知、広報等での周知を行いました。その他の定期予
防接種についても、個別勧奨等で接種に関する周知を行いました。

令和４年度は、ヒトパピローマウイルス感染症予防接種の接種勧奨再開と積極的勧奨の差し控
えにより接種する機会を逃した方へのキャッチアップ接種を実施します。風しんの抗体検査・
風しん第５期予防接種については令和６年度まで３年間延長されます。

・評価 ・課題

風しん抗体検査を含め予防接種についても安全で適切な実施や接種率の確保のための接種勧奨
に努めました。麻しん風しん混合ワクチン第１期については、接種率の低下が見られました。

麻しん・風しん混合ワクチン第１期については、１歳６か月児健康診査を医療機関での個別受
診としたため、直接の接種勧奨機会が減ったことにより、接種率が低下しました。

96 95

令和3年度の取組みと評価・改善点 令和4年度の現状・課題・取組み
・取組 ・現状

麻しん風しん2期個別勧奨数（通） 2,325 2,462 2,422 麻しん風しん2期接種率（％） 97

R3実績 R4目標

麻しん風しん1期個別勧奨数（通） 2,272 2,213 2,213 麻しん風しん1期接種率（％） 99 92 95

主な活動指標 R2実績 R3実績 R4目標(予定) 主な成果指標 R2実績

疾病の早期発見 主管課：健康増進課、保険年金課

予防接種事業

感染症の発生及びまん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。

R4一般財源

健康増進課 658,177 677,738 24,528 747,819 7,600 740,219

担当課 R3当初予算 R3決算見込 R3職員給与費(目安) R4当初予算 R4特定財源
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引き続き、自然災害等への備えが必要であるとともに、さらに新型コロナウイルス感染症流行
下の発災への対策についても、災害医療対策会議で検討する必要があります。

災害医療対策会議を中心に、流山市医師会、流山市歯科医師会、流山市薬剤師会等の関係機関
と災害医療救護活動合同研修会を開催します。
災害医療対策会議で「医療救護活動マニュアル」の感染症対策について検討します。

・評価 ・課題

全ての救護所（５か所）の必要物品を確認しました。
救護所用の医薬品のランニング備蓄店舗数が５件増えました。

新型コロナウイルス感染症流行と自然災害等の同時発生への備えとして、「医療救護活動マ
ニュアル」を実践できるよう関係機関で情報共有が必要です。
また、マニュアルには、新型コロナウイルス感染症のみならず感染症全般への対策を追記する
必要があります。

・課題に対する改善点 ・取組

令和3年度の取組みと評価・改善点 令和4年度の現状・課題・取組み
・取組 ・現状

救護所における感染症対策に使用するため、パルスオキシメーターを追加購入しました。ま
た、救急医療バッグ内の器具を定期点検しました。

新型コロナウイルス感染症の流行下にあり、感染症対策に最前線で取り組んでいる関係機関と
の災害医療対策会議の開催が難しい状況が続いています。

37 42災害医療対策会議実施回数（回） - - 2 ランニング備蓄店舗数（件） 32

3,893

主な活動指標 R2実績 R3実績 R4目標(予定) 主な成果指標 R2実績 R3実績 R4目標

健康増進課 3,816 5,777 1,274 3,893 0

健康危機管理整備事業

県や関係機関との連携・協力のもと、災害や新型インフルエンザ等感染症など、市民の生命や健康を脅かす健康危機が発生し
た場合に備え、健康危機管理体制を構築します。災害発生時に備え、救護所用の医療資器材や医薬品の備蓄を実施するなど、
医療救護体制の整備を行うとともに、新型インフルエンザ等感染症の発生に備え、ワクチンの住民接種体制の整備、感染者に
接触する職員等の個人防護具や消毒薬等の備蓄など、新型インフルエンザ等感染症に対する対応体制等を構築します。

担当課 R3当初予算 R3決算見込 R3職員給与費(目安) R4当初予算 R4特定財源 R4一般財源

流山市平日夜間・休日診療所において、新型コロナウイルス感染症の流行下においても必要な
１次救急が提供されるよう、流山市医師会等と緊密な連携を図り、取り組みました。

流山市医師会等と緊密な連携を図り、引き続き医療体制の維持に努めていきます。

地域医療体制や健康危機管理体制づくり 主管課：健康増進課、消防防災課

・評価 ・課題

流山市医師会等の協力を得て、新型コロナウイルス感染症の流行下においても、必要な医療提
供体制の維持に努めました。

新型コロナウイルス感染症の流行下においても、引き続き医療提供体制を維持していく必要が
あります。

・課題に対する改善点 ・取組

令和3年度の取組みと評価・改善点 令和4年度の現状・課題・取組み
・取組 ・現状

流山市平日夜間・休日診療所及び夜間小児救急、２次救急など医療提供体制の維持のほか、院
内保育の助成、看護師等修学資金貸付により、医療人材の確保に取り組みました。

新型コロナウイルス感染症が引き続き流行している中でも、夜間・休日の医療提供体制を維持
しています。

2,309 2,300

看護師学校修学資金貸付金申請件数（件） 26 38 53

平日夜間・休日診療所開設日数（日） 365 365 365 平日夜間・休日診療所、夜間小児救急医療、
第２次救急医療利用者数（人）

1,366

93,856

主な活動指標 R2実績 R3実績 R4目標(予定) 主な成果指標 R2実績 R3実績 R4目標

健康増進課 93,258 89,733 1,911 96,974 3,118

医療体制整備・確保事業

平日夜間・休日診療所及び夜間小児救急における初期診療・応急処置（第１次救急）、市内３病院における第２次救急など、
流山市医師会・歯科医師会・薬剤師会の協力を得て、必要な医療提供体制の整備・確保を図ります。また、市内の病院等にお
ける看護師等の確保に資するよう、病院内保育を運営する病院に対する補助金制度のほか、看護学校等に在学中の方で、将来
市内の病院等施設で看護師等として働く意思のある方に対し、修学資金の貸付けを行います。

担当課 R3当初予算 R3決算見込 R3職員給与費(目安) R4当初予算 R4特定財源 R4一般財源

・課題に対する改善点 ・取組

予約においてインターネットを活用した予約が少ない傾向にあるためシステム入力について周
知を図っていき、当面問い合わせについて入力が不得手な方には職員が代行入力を行い受診予
約の支援を行います。

予約システムの利用を促進するため、受診者へシステムの入力方法の手順書を送付し周知を図
ります。システムの入力が不得手な方についても当面、職員の代行入力を引き続き行い受診率
向上を目指します。

地域医療体制や健康危機管理体制づくり 主管課：健康増進課、消防防災課

がん集団検診予約システムの運用を開始し、受診者予約状況を管理することで受診の集中化を
防ぎ新型コロナウイルス感染症対策を講じ市民の皆様に検診を受けていただけるよう取り組み
ました。

新型コロナウイルス感染症の感染リスクを考慮し、検診を控えたいと考えている市民が安心し
て受診できるよう、引き続き検診予約システムによる管理を続けます。

・評価 ・課題

検診予約システムの導入により、受診者の検診の場での密集を避けることができたため、感染
リスクを軽減した検診の場を提供することができましたが、システムの操作方法の周知が不足
し、受診者よりシステムの入力に関する問い合わせが多くあります。

受診者からの予約システムの操作に関する問い合わせが多いことから、入力方法について広報
等により周知を図る必要があります。受診者自身が予約をすることは、受診者の受診意識を高
めるとことにもつながると考えます。

令和3年度の取組みと評価・改善点 令和4年度の現状・課題・取組み
・取組 ・現状

R3実績 R4目標

集団検診登録者数（人） - 37,974 38,000 集団検診登録者数に対する予約者数の割合
（％）

- 61 65

主な活動指標 R2実績 R3実績 R4目標(予定) 主な成果指標 R2実績

疾病の早期発見 主管課：健康増進課、保険年金課

成人集団検診予約システム導入事業

成人集団検診に予約システムを導入し、２４時間検診の空き状況を確認しながらインターネット予約することで、人数制限に
よる密集を避けた安心安全な集団検診の場を提供します。

R4一般財源

健康増進課 671 671 12,740 1,320 0 1,320

担当課 R3当初予算 R3決算見込 R3職員給与費(目安) R4当初予算 R4特定財源
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引き続き新型コロナウイルスの影響が出ることが予想されるため、流山商工会議所と新たな事
業を模索する必要があります。

流山商工会議所の商業部会・工業部会の参加者とこれまで以上に連携を図ります。

・評価 ・課題

市資金融資制度を活用し、セーフティネット４号認定を受けた中小事業者等の利子及び信用保
証料の全額補給を行うとともに、テナント支援協力金事業、テイクアウト・デリバリー応援事
業など、市独自の事業を実施でき、参加者の満足度を得ることができたと考えます。

セーフティネット信用保証制度が６月に期限を迎えるものの、延長の可能性があるため、情報
収集を行います。

・課題に対する改善点 ・取組

令和3年度の取組みと評価・改善点 令和4年度の現状・課題・取組み
・取組 ・現状

新型コロナウイルスの感染拡大により市内経済が大きな影響を受ける中、流山商工会議所をは
じめとする関係機関と連携を図りながら市内商工業者に対する支援事業を実施しました。

コロナ禍により市内経済は大きな影響を受けていることから、引き続き関係機関と連携を図
り、市内事業者等に対する支援を行います。

72 15融資件数（件） 165

61,461

主な活動指標 R2実績 R3実績 R4目標(予定) 主な成果指標 R2実績 R3実績 R4目標

商工振興課 264,787 262,482 6,370 241,461 180,000

新型コロナウイルス感染症対策事業（商工振興課）

セーフティネット信用保証制度４号認定付きの市制度融資を受けた市内事業者に対し、融資に係る利子及び信用保証料を全額
補助します。

担当課 R3当初予算 R3決算見込 R3職員給与費(目安) R4当初予算 R4特定財源 R4一般財源

流山市医師会や保健所等と一層の連携を図り、流動的な感染状況に応じた感染拡大防止等に取
り組む必要があります。

感染症の流行状況により国や県が展開する施策を注視し、引き続き市民の不安を軽減する相談
業務等の施策に取り組んでいきます。

地域医療体制や健康危機管理体制づくり 主管課：健康増進課、消防防災課

・評価 ・課題

流山市医師会や保健所等と連携して、感染拡大防止、入院及び検査体制等の促進を図りまし
た。

流山市医師会や保健所等と一層の連携を図り、流動的な感染状況に応じた感染拡大防止等に取
り組む必要があります。

・課題に対する改善点 ・取組

令和3年度の取組みと評価・改善点 令和4年度の現状・課題・取組み
・取組 ・現状

流山市新型コロナウイルス相談専用ダイヤルによる健康相談、流山市ＰＣＲ検査センターの運
営、市内医療機関に対し流山市医療提供促進交付金の交付、高齢者施設への感染症認定看護師
等の派遣、感染者が確認された学校、保育園、学童や高齢者施設等においてＰＣＲ検査の実施
や抗原検査キットの配布等、感染拡大防止等に取り組みました。

未だ新型コロナウイルス感染症の流行は収束しておらず、感染予防対策に努めるとともに、引
き続き市民の不安を軽減する施策展開が必要な状況です。

11,584 -新型コロナウイルス相談専用ダイヤルへの問
い合わせ件数（件）

6,056 16,654 - 市内居住者新型コロナウイルス感染者（人） 890

235,632

主な活動指標 R2実績 R3実績 R4目標(予定) 主な成果指標 R2実績 R3実績 R4目標

健康増進課 120,747 509,365 29,025 257,997 22,365

新型コロナウイルス感染症対策事業（健康増進課）

流山市PCR検査センターの設置・運営により新型コロナウイルス感染症の検査体制の確保を図ります。また、流山市新型コロナ
ウイルス感染症対策医療提供促進交付金の交付により、市内の医療機関での新型コロナウイルス感染症患者（疑い含む）の入
院受入及び検査体制の促進を図ります。

担当課 R3当初予算 R3決算見込 R3職員給与費(目安) R4当初予算 R4特定財源 R4一般財源

・課題に対する改善点 ・取組

日頃の施設の維持管理に努め、長期的な利用に努めていく必要があります。 施設内の照明を蛍光灯からＬＥＤへの改修工事を行います。

地域医療体制や健康危機管理体制づくり 主管課：健康増進課、消防防災課

竣工時（昭和６２年）から設置され、経年劣化が進んでいたエレベーターの更新工事を行いま
した。

個別施設計画に基づき、計画的修繕を実施しています。

・評価 ・課題

個別施設計画による計画的な修繕により、施設の維持管理が図られています。 健（検）診、健康教育や相談事業等の各種保健事業のほか、平日夜間・休日診療所を併設し、
地域保健の拠点としての機能を担う保健センターを長期的に利用できるように整備していく必
要があります。

令和3年度の取組みと評価・改善点 令和4年度の現状・課題・取組み
・取組 ・現状

R3実績 R4目標主な活動指標 R2実績 R3実績 R4目標(予定) 主な成果指標 R2実績

地域医療体制や健康危機管理体制づくり 主管課：健康増進課、消防防災課

保健センター施設整備事業

母子や成人の健（検）診、健康相談・教室等の各種保健事業のほか、平日夜間・休日診療所を併設し、地域保健の拠点として
の機能を担う保健センター（昭和６２年３月竣工）について、計画的な改修整備を行い、施設設備の利便性の向上と長寿命化
を図ります。

R4一般財源

健康増進課 23,342 19,820 12,740 0 0 0

担当課 R3当初予算 R3決算見込 R3職員給与費(目安) R4当初予算 R4特定財源
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　引き続き消毒用アルコールの購入など、学校内で感染拡大しないよう感染予防対策をしてい
きます。

（令和３年度のみ主要事業）

・評価 ・課題

　抗原検査キットの購入など、学校での感染予防対策に努めました。 （令和３年度のみ主要事業）

・課題に対する改善点 ・取組

令和3年度の取組みと評価・改善点 令和4年度の現状・課題・取組み
・取組 ・現状

　消毒用アルコールや検温計などの保健用物資を購入しました。 （令和３年度のみ主要事業）

- -予算執行率（%） 99 78 - 学校内クラスター発生件数（件） -

19,000

主な活動指標 R2実績 R3実績 R4目標(予定) 主な成果指標 R2実績 R3実績 R4目標

学校教育課 29,495 30,995 1,689 19,000 0

新型コロナウイルス感染症対策事業
（学校教育課　保健衛生分）

　新型コロナウイルス感染症対策用として、市内公立小学校及び中学校で使用する継続的に必要な消毒用アルコールなどの保
健用物資を購入します。

担当課 R3当初予算 R3決算見込 R3職員給与費(目安) R4当初予算 R4特定財源 R4一般財源

テレワーク用パソコンを効率的に活用するため、平時における利用についても引き続き検討し
ていく必要があります。

－

地域医療体制や健康危機管理体制づくり 主管課：健康増進課、消防防災課

・評価 ・課題

令和3年3月下旬からの第4波、7月から第5波、令和4年1月からの第6波においても、必要に応
じ、テレワーク用パソコンを活用した在宅勤務やオンライン会議用アプリケーションを活用し
た打合せや研修等の実施により、業務に大きな支障をきたすことなく対応できました。

－

・課題に対する改善点 ・取組

令和3年度の取組みと評価・改善点 令和4年度の現状・課題・取組み
・取組 ・現状

令和2年度に導入したテレワーク用パソコン及びオンライン会議用アプリケーションを引き続
き活用しました。また、働き方改革等による生産性の向上を図るため、試行要領を定め、一部
のテレワーク用パソコンについて庁外での研修や会議等でも利用しました。

本事業については、活用等について検討していくものの経常的な要素が強いことから令和4年
度からは「全庁LAN整備事業」に統合しました。

100 100

オンライン会議用有料アカウント数（アカウ
ント)

10 10 10 オンライン会議用アカウント利用依頼に対す
る充足割合（％）

100 100 100

利用可能テレワーク用パソコン台数(台) 50 50 50 テレワーク用パソコン利用依頼に対する充足
割合（％）

100

0

主な活動指標 R2実績 R3実績 R4目標(予定) 主な成果指標 R2実績 R3実績 R4目標

情報政策・改革改善課 5,746 5,722 637 0 0

新型コロナウイルス感染症対策事業
（情報政策・改革改善課）

テレワーク中においても職場と同等の環境で業務ができるように構築したネットワーク環境を、緊急時にも直ちに活用できる
よう引き続き維持します。

担当課 R3当初予算 R3決算見込 R3職員給与費(目安) R4当初予算 R4特定財源 R4一般財源

・課題に対する改善点 ・取組

保育施設の感染拡大を防ぐために施設の衛生面の向上に取り組みます。 新型コロナウイルス感染拡大防止として、保育所等が消耗品や備品購入等に係る費用に対して
補助金の交付をします。
公立保育所の新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ICT化及び手洗い場の自動水栓化工事
を行います。

地域医療体制や健康危機管理体制づくり 主管課：健康増進課、消防防災課

市内保育施設における新型コロナウイルス感染症対策に係る補助金の交付を実施しました。 市内保育施設において新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に係る情報共有や補助金交付を
実施しています。

・評価 ・課題

市内保育施設に補助金を交付したことで、保育施設の新型コロナウイルス感染症対策に寄与で
きました。

感染拡大を防ぐために継続的な市内保育施設の新型コロナウイルス感染拡大防止対策が必要で
す。

令和3年度の取組みと評価・改善点 令和4年度の現状・課題・取組み
・取組 ・現状

R3実績 R4目標

補助施設数（件） 83 80 80

主な活動指標 R2実績 R3実績 R4目標(予定) 主な成果指標 R2実績

地域医療体制や健康危機管理体制づくり 主管課：健康増進課、消防防災課

新型コロナウイルス感染症対策事業
（保育課）

保育所等に必要なアルコール消毒液などの購入に補助金を交付します。また公立保育所ではICTを活用した業務支援システム導
入と手洗い場の自動水栓化により保育士の業務負担軽減及び接触機会低減による衛生面の向上を図ります。

R4一般財源

保育課 47,000 39,882 1,482 63,742 27,100 36,642

担当課 R3当初予算 R3決算見込 R3職員給与費(目安) R4当初予算 R4特定財源
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新型コロナウイルス感染症の対策として、陰圧装置そのものが普及しておらず、効果が不透明
です。

・評価 ・課題

陰圧装置の効果について、金額と利用頻度から総合的に考えると、日常生活に必要性を感じる
ことができなかったと思われます。

・課題に対する改善点 ・取組

令和3年度の取組みと評価・改善点 令和4年度の現状・課題・取組み
・取組 ・現状

県補助金要綱が定まらない時期に先行して、事業所から聞き取りのみで予算措置をしたとこ
ろ、寸法の不一致、入札要件、その他条件が後から加味されたため撤退されました。

対象事業所が設置を検討していないため終了とします。

設置台数（台） - - -

0

主な活動指標 R2実績 R3実績 R4目標(予定) 主な成果指標 R2実績 R3実績 R4目標

高齢者支援課 8,640 1,139 0 0 0

新型コロナウイルス感染症対策事業
（高齢者支援課　高齢者施設分）

新型コロナウイルス感染症対策のため、市内のサービス付き高齢者向け住宅等を対象に居室に簡易陰圧装置を設置する際に、
県の地域医療介護総合確保基金を活用し補助します。

担当課 R3当初予算 R3決算見込 R3職員給与費(目安) R4当初予算 R4特定財源 R4一般財源

適切な感染対策や活動後のＰＣＲ検査の徹底により、職員の二次感染によるクラスターの発生
を防ぎます。

ワクチン接種３回目実施が普及したことまた、出動時の感染対策の徹底により、職員の不安及
びストレスの軽減が図られたため、ＰＣＲ検査は中止とします。引き続き、救急医療廃棄物等
の適切な廃棄に努めます。

地域医療体制や健康危機管理体制づくり 主管課：健康増進課、消防防災課

・評価 ・課題

職員の二次感染によるクラスターの発生防止及び職員のストレス軽減に繋がりました。 感染者が増加することにより、クラスターの発生確率が増え、職員の不安・ストレスが強くな
ります。

・課題に対する改善点 ・取組

令和3年度の取組みと評価・改善点 令和4年度の現状・課題・取組み
・取組 ・現状

新型コロナウイルス感染症の陽性傷病者を取り扱った職員の二次感染によるクラスターの発生
防止と、職員の不安及びストレスを取り除くためにＰＣＲ検査を行いました。また、救急業務
等の活動を実施した職員が使用した感染防護衣、マスク等について適切な廃棄を行います。

未だ、終息の兆しが見えない新型コロナウィルス感染症に対し、適切な感染対策により、職員
の二次感染防止と職員の不安・ストレスを取り除く必要があります。

救急医療廃棄物廃棄率 - 100 100

PCR検査実施率（％） - 100 -

850

主な活動指標 R2実績 R3実績 R4目標(予定) 主な成果指標 R2実績 R3実績 R4目標

中央消防署 792 6,688 12,665 850 0

新型コロナウイルス感染症対策事業
（中央消防署）

新型コロナウイルス感染症の陽性傷病者を取り扱った職員の二次感染によるクラスターの発生防止と、職員の不安及びストレ
スを取り除くためにＰＣＲ検査を行います。また、救急医療廃棄物等の適切な廃棄を行います。

担当課 R3当初予算 R3決算見込 R3職員給与費(目安) R4当初予算 R4特定財源 R4一般財源

・課題に対する改善点 ・取組

執行率１００％を目指しましたが、９８％でした。 （令和３年度のみ主要事業）

地域医療体制や健康危機管理体制づくり 主管課：健康増進課、消防防災課

新型コロナウイルス感染症として、フレンドステーションに通級する児童生徒や教育相談のた
めに来室する保護者の感染症拡大防止のため、消毒用アルコールなどの保健用消耗品を購入し
ました。

（令和３年度のみ主要事業）

・評価 ・課題

継続的に使用することができました。 （令和３年度のみ主要事業）

令和3年度の取組みと評価・改善点 令和4年度の現状・課題・取組み
・取組 ・現状

R3実績 R4目標

予算執行率（％） 100 98 100

主な活動指標 R2実績 R3実績 R4目標(予定) 主な成果指標 R2実績

地域医療体制や健康危機管理体制づくり 主管課：健康増進課、消防防災課

新型コロナウイルス感染症対策事業
（指導課）

新型コロナウイルス感染症対策として、教育企画研究室やフレンドステーションで使用する継続的に必要な消毒用アルコール
などの保健用消耗品を購入します。

R4一般財源

指導課 171 167 6,370 171 0 171

担当課 R3当初予算 R3決算見込 R3職員給与費(目安) R4当初予算 R4特定財源
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（令和４年度のみ主要事業） 流山商工会議所などを通じて、事業の周知を図ります。

・評価 ・課題

（令和４年度のみ主要事業） 補助する事業については、新型コロナウイルスの感染状況にも配慮する必要があります。

・課題に対する改善点 ・取組

令和3年度の取組みと評価・改善点 令和4年度の現状・課題・取組み
・取組 ・現状

（令和４年度のみ主要事業） 多くのグループの提案を得られるよう事業の周知活動を行います。

- 3応募件数（件） - - 6 補助金交付件数（件） -

6,022

主な活動指標 R2実績 R3実績 R4目標(予定) 主な成果指標 R2実績 R3実績 R4目標

商工振興課 0 0 6,370 6,022 0

新型コロナウイルス感染症対策事業
（商工振興課　グループ提案型　売上
アップ・プロジェクト

新型コロナウイルス感染拡大により影響を受けた市内事業者の売上回復と市内経済の活性化の促進するため、グループ提案型
売り上げアップ事業にかかる経費の一部を補助する事業です。

担当課 R3当初予算 R3決算見込 R3職員給与費(目安) R4当初予算 R4特定財源 R4一般財源

・課題に対する改善点 ・取組

1・2回目接種時には高齢者の対象時期にコールセンターがつながりにくくなったことから、追
加接種の際には接種券の郵送時期を調節し、一時期に予約が集中しないようにするとともに
コールセンターの回線の増設、予約サポート窓口の設置を行い、予約が取りやすくなるよう取
り組みました。

接種対象者の多い時期には集団接種を計画するとともに、医師会と連携し、接種を希望する市
民が希望の時期・場所で接種を受けることができる体制を引き続き維持していきます。

地域医療体制や健康危機管理体制づくり 主管課：健康増進課、消防防災課

医療機関での個別接種、市内3か所の常設集団接種会場を開設したほか、公共施設を使用した
集団接種を実施し、希望する市民が接種を受けることができるよう努めました。

1～3回目接種を引き続き進めるとともに、4回目の接種が開始される見込みです。

・評価 ・課題

1・2回目は対象者の約90％、3回目は重症化リスクの高い高齢者の84％が接種を受けており、
希望する市民の接種は進んでいます。

追加接種の接種間隔の変更があった場合にも、希望する市民が速やかに接種を受けることがで
きるよう、接種体制を整えます。

令和3年度の取組みと評価・改善点 令和4年度の現状・課題・取組み
・取組 ・現状

R3実績 R4目標

市内新型コロナワクチン接種施設数 - 68 68 新型コロナワクチン接種実施回数 - 358,690 115,500

主な活動指標 R2実績 R3実績 R4目標(予定) 主な成果指標 R2実績

地域医療体制や健康危機管理体制づくり 主管課：健康増進課、消防防災課

新型コロナウイルス感染症対策事業
（健康増進課　ワクチン接種分）

流山市医師会の協力のもと、新型コロナウイルスワクチンの円滑な接種を実施します。

R4一般財源

健康増進課 865,496 2,323,716 91,706 1,112,341 1,112,341 0

担当課 R3当初予算 R3決算見込 R3職員給与費(目安) R4当初予算 R4特定財源

28



新型コロナウイルスの感染防止対策として、自宅でも読書を楽しめる電子書籍の利用を促進す
るため、料理、手芸、育児等の実用書や児童書等も購入して電子書籍を拡充しました。

資料の利用状況をきめ細かく把握しながら計画的に購入します。

・評価 ・課題

図書、雑誌、視聴覚資料、電子書籍のバランスを取りながら、幅広い分野の資料を購入しまし
た。

新型コロナウイルスの影響により図書館に来館できない人も多いことから、自宅でも読書を楽
しめる電子書籍の所蔵点数を増やしていく必要があります。「第２次流山市子どもの読書活動
推進計画」に基づき、児童書の充実を図ります。

・課題に対する改善点 ・取組

令和3年度の取組みと評価・改善点 令和4年度の現状・課題・取組み
・取組 ・現状

「流山市立図書館資料収集方針」のほか、「流山市子どもの読書活動推進計画」に基づき、資
料を購入しました。

引き続き計画的に資料を購入します。

520,950 535,983

視聴覚資料購入点数（点） 486 502 387 貸出点数（月平均）（点） 78,767 97,865 117,438

図書購入冊数（冊） 14,299 26,054 15,033 蔵書冊数（冊） 500,446

39,320

主な活動指標 R2実績 R3実績 R4目標(予定) 主な成果指標 R2実績 R3実績 R4目標

図書館 36,320 36,319 49,342 39,320 0

図書館資料購入事業

図書をはじめ、電子書籍・雑誌・新聞・視聴覚資料などの図書館として必要な資料を購入します。

担当課 R3当初予算 R3決算見込 R3職員給与費(目安) R4当初予算 R4特定財源 R4一般財源

コロナ禍の実施のため、消毒や換気等の徹底や活動場所も制限される中での実施となり、参加
児童の家族も含め体調管理に協力を求めて実施します。

引き続き夏休みの宿題や読書の時間の他、多彩なイベントを実施し幅広い学習プログラムを実
施します。

多様な生涯学習機会の充実 主管課：公民館、生涯学習課、図書館、博物館

・評価 ・課題

子ども達からは、沢山のイベントがあってとても楽しく、友達が出来ました等の感想があり、
保護者からも子供が毎日楽しそうと大変好評でした。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の対応を取りつつ、事業を実施します。

・課題に対する改善点 ・取組

令和3年度の取組みと評価・改善点 令和4年度の現状・課題・取組み
・取組 ・現状

夏休みの宿題や読書の時間の他、紙芝居や科学実験等のイベントを各校１７回組み込み、幅広
い学習プログラムを実施しました。

「夏休み子ども教室」事業を７月２１日から８月３０日まで（土日・祝日・お盆８月１２日・
１５日を除く）の２６日間、小山小学校と南流山小学校の２校で、各校５０人の定員募集で実
施します。

97 100

イベント回数（件） - 34 40

募集定員（人） - 100 100 参加延べ人数（人） -

988

主な活動指標 R2実績 R3実績 R4目標(予定) 主な成果指標 R2実績 R3実績 R4目標

公民館 2,902 2,792 3,987 3,228 2,240

夏休みの学校開放による「夏休み子ども教室」事業

夏休み期間中、保護者が日中働いている小学生に対して、学校施設の一部を使用して体験学習などを行います。

担当課 R3当初予算 R3決算見込 R3職員給与費(目安) R4当初予算 R4特定財源 R4一般財源

「第２次流山市子どもの読書活動推進計画」を策定し、子どもの豊かな心を育む読書習慣を形
成するための具体的な方策をまとめました。おおたかの森図書ピックアップセンターでは、従
来から行っていた予約資料の貸出、返却のほか、図書館で行っているサービスが概ね受けられ
るようになりました。また、北部公民館の施設のバリアフリー化の推進に努めました。

「第２次流山市子どもの読書活動推進計画」に基づき、子どもの読書環境の充実に努めます。
子育て施設との複合施設である南流山地域図書館の整備を進めます。また、南流山センター内
の図書分館が移動するため、内装改修工事を行い健康増進課の相談室や会議室の整備を進めま
す。さらに屋上防水及びタイル以外の外壁改修工事を行います。

多様な生涯学習機会の充実 主管課：公民館、生涯学習課、図書館、博物館

・評価 ・課題
「第２次流山市子どもの読書活動推進計画」については、市民の皆様から多くの意見をいただ
き十分な審議を重ねることができました。おおたかの森図書ピックアップセンターにおいて
は、おおたかの森市民窓口センターから独立したことで利用者の利便性を高めることができ、
利用者数及び貸出点数が増えました。また、北部公民館のエレベーター設置工事中は、施工業
者が安全対策及び感染症対策に努めました。

長期化するコロナ禍で各事業の実施が困難な場合もあります。感染状況を注視しながら企画、
運営していく必要があります。さらに施設の維持管理を適正に行うために、改修や整備を計画
的に進めるように努めます。

・改善点 ・取組内容

令和3年度の取組みと評価・改善点 令和4年度の現状・課題・取組み

・取組内容 ・現状
「第２次流山市子どもの読書活動推進計画」を策定しました。子育て施設との複合施設である
南流山地域図書館の整備を進めました。スターツおおたかの森ホールの一画に、おおたかの森
図書ピックアップセンターを開設しました。また、施設のバリアフリー化を推進するため、北
部公民館に新たにエレベーターを設置しました。

子どもの年齢が上がるにつれて読書離れが進む傾向が見られる中、読書への関心を高めるた
め、「第２次流山市子どもの読書活動推進計画」に基づき、子どもの発達段階に応じた取組を
推進していく必要があります。南流山地域図書館の整備に伴い、南流山センター内の図書分館
が移動するため、空きスペースの整備を進めます。

↑学びたい時に学べる環境（生涯学習のプログラムや施設）が
整っていると思う市民の割合

「学びたいときに学べる環境が整っていると思うか」に「整っ
ている」「どちらかといえば整っている」と回答した割合（ま
ちづくり達成度アンケート）

- 56.2 53.4 ％

目指す
方向

日頃から何らかの生涯学習活動を行っている市民の割合 「日ごろから何らかの学習活動（生涯学習）を行っています
か」に「はい」と回答した割合 （まちづくり達成度アンケー
ト）

47.1 36.7 36.8 ％ ↑

まちの状態指標 指標の説明または出典元 R1実績 R2実績 R3実績 単位

施策 生涯学習 基本政策 生きがいをもって健康・長寿に暮らせるまち Ⅳ　施策分野別評価表

主管部局 生涯学習部 施策の目的 生涯を通じて心身ともに健やかに暮らせる市民の健康をつくる
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新規事業のため該当はありません ホール特定天井の脱落防止のため、改修に伴う設計業務委託を実施します。

・評価 ・課題

新規事業のため該当はありません ホール特定天井の脱落防止のため、改修に伴う設計業務を行う必要があります。

・課題に対する改善点 ・取組

令和3年度の取組みと評価・改善点 令和4年度の現状・課題・取組み
・取組 ・現状

新規事業のため該当はありません 文化会館ホール特定天井を建築基準法施行令第３９条第３項の規定に基づき大臣が定める技術
基準に従って脱落対策をすることが求められています。

50 40

利用者アンケート調査の総合満足度４段階評
価の最高４の割合（％）

48 44 50

工事進捗率（特定天井改修設計業務委託）
（％）

- - 100 稼働率（市民会館）（％）利用日数／開館日
数

29

0

主な活動指標 R2実績 R3実績 R4目標(予定) 主な成果指標 R2実績 R3実績 R4目標

公民館 0 0 0 2,800 2,800

文化会館施設整備事業

利用者に安全で快適な環境を提供するために、文化会館ホールの改修を行います。

担当課 R3当初予算 R3決算見込 R3職員給与費(目安) R4当初予算 R4特定財源 R4一般財源

南流山中学校の各種行事への影響を限りなく少なく出来るよう協議を重ねました。 工事監理者及びファシリティマネジメント室と連携し、工事の進捗管理を行います。南流山中
学校と協議を行い学校行事への影響を最小限に抑えます。

生涯学習の環境整備 主管課：公民館、生涯学習課、図書館、博物館

・評価 ・課題

完成に向け、必要な変更を行い、計画通りに工事が進みました。 南流山地域図書館を完成させ１２月から開館する必要があります。また、南流山中学校の各種
行事への影響を最小限にした工事を実施しなければなりません。

・課題に対する改善点 ・取組

令和3年度の取組みと評価・改善点 令和4年度の現状・課題・取組み
・取組 ・現状

建設工事と外構に係る設計を実施しました。 工事の進捗に合わせながら開館準備を進めています。１２月開館に向け事故等が無いよう進捗
管理をしています。

工事進捗率（％） 1 67 100

20,678

主な活動指標 R2実績 R3実績 R4目標(予定) 主な成果指標 R2実績 R3実績 R4目標

図書館 641,000 112,949 21,187 324,015 303,337

南流山地域図書館整備事業

令和４年度開館に向けて、南流山中学校敷地内に整備する子育て支援施設（子育て世代活動支援センター及び児童センター）
との複合施設として、（仮称）南流山地域図書館を整備します。

担当課 R3当初予算 R3決算見込 R3職員給与費(目安) R4当初予算 R4特定財源 R4一般財源

・課題に対する改善点 ・取組

今後の事業のあり方を検討するため、ブックセットを既に設置した子育て関連施設を対象にア
ンケートを実施し、ブックセットの利用状況や要望について調査しました。

子どもの読書活動を推進し、子どもを取り巻く読書環境の整備を継続的に支援していくため、
ニーズに合った長期的な事業のあり方について検討します。

生涯学習の環境整備 主管課：公民館、生涯学習課、図書館、博物館

手作りのケースに絵本６６冊を入れたブックセットを製作し、市内に新設された子育て関連施
設に設置しました。

子育て関連施設が毎年増加するため、ブックセットを設置済みの子育て関連施設に絵本を追加
して贈ることは見直すこととし、市内に新設された子育て関連施設を対象にブックセットを設
置していきます。

・評価 ・課題

市内に新設された保育園、児童センターにブックセットを設置し、子どもの読書活動について
の理解・関心を深め、子どもがいろいろな絵本に親しめる環境づくりを支援することができま
した。

ブックセットを設置済みの子育て関連施設に対する支援をどのように継続していくかが課題で
す。

令和3年度の取組みと評価・改善点 令和4年度の現状・課題・取組み
・取組 ・現状

ブックセット設置冊数（冊数） 1,935 924 922

R3実績 R4目標

ブックセット設置施設数（施設） 95 14 14 図書館全館（７館）乳幼児（６歳まで）の利
用者数　（人）

11,641 15,648 21,907

主な活動指標 R2実績 R3実績 R4目標(予定) 主な成果指標 R2実績

多様な生涯学習機会の充実 主管課：公民館、生涯学習課、図書館、博物館

おおたかの森こども図書館資料充実事業

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、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。

R4一般財源

図書館 1,045 1,000 15,116 1,050 0 1,050

担当課 R3当初予算 R3決算見込 R3職員給与費(目安) R4当初予算 R4特定財源

30



施設のバリアフリー化推進に努めました。 設置したエレベーター管理を適切に行い、利用者に安全で快適な環境を提供します。

・評価 ・課題

感染症対策や安全対策を徹底して工事を実施しました。 前年度で事業が完了しました。

・課題に対する改善点 ・取組

令和3年度の取組みと評価・改善点 令和4年度の現状・課題・取組み
・取組 ・現状

エレベーター設置工事を実施しました。工事は令和３年１２月６日に完了しました。 前年度で事業が完了しました。

61 65

利用者数（人）行政報告より 29,602 42,156 44,000 利用者満足度調査の総合満足度４段階評価の
最高４の割合（％）

70 68 70

団体及び公民館事業による利用回数（回）行
政報告より

2,697 3,676 3,700 稼働率（％）利用日数/開館日数 55

0

主な活動指標 R2実績 R3実績 R4目標(予定) 主な成果指標 R2実績 R3実績 R4目標

公民館 71,000 68,772 4,535 0 0

北部公民館施設整備改修事業

利用者に安全で快適な環境を提供するために、北部公民館のエレベーターを整備します。

担当課 R3当初予算 R3決算見込 R3職員給与費(目安) R4当初予算 R4特定財源 R4一般財源

計画的に事業を進めるため、徹底したスケジュール管理を行います。 令和３年度の設計を基に南流山センター内装改修を実施します。【関連事業：施策２－３　文
化・芸術　南流山図書館整備事業】改装に伴い、一部の備品を更新します。また、屋上防水及
び外壁改修工事を実施します。

生涯学習の環境整備 主管課：公民館、生涯学習課、図書館、博物館

・評価 ・課題

設計業務委託を年度内に完了することができました。 工事期間中の施設使用者の安全対策を行う必要があります。また、施工業者が安全対策及び感
染症対策を徹底するよう指導する必要があります。

・課題に対する改善点 ・取組

令和3年度の取組みと評価・改善点 令和4年度の現状・課題・取組み
・取組 ・現状

関係課と協議を行った上で、工事設計書を作成するための設計業務委託を行いました。 令和３年度の設計業務委託に基づき、内装改修を進めます。

74 70

工事進捗率（内装改修、屋上防水及び外壁改
修）（％）

- - 100 利用者満足度調査の総合満足度４段階評価の
最高４の割合（％）

56 57 58

工事進捗率（設計業務委託）（％） - 100 - 稼働率（％）利用日数／開館日数 67

14,706

主な活動指標 R2実績 R3実績 R4目標(予定) 主な成果指標 R2実績 R3実績 R4目標

公民館 2,650 3,388 4,535 70,106 55,400

南流山センター施設整備改修事業

（仮称）南流山地域図書館の整備により、南流山センター内の図書館分館が移動することから、センター内の空きスペースの
改装を実施します。

担当課 R3当初予算 R3決算見込 R3職員給与費(目安) R4当初予算 R4特定財源 R4一般財源

・課題に対する改善点 ・取組

出入口の利用制限を最小限に抑え改修作業を実施しました。 緊急性のあるものを優先し、計画的な修繕及び改修を実施します。自動火災報知設備及び非常
用放送設備の改修を進めます。

生涯学習の環境整備 主管課：公民館、生涯学習課、図書館、博物館

１階出入口ドアの改修作業を実施しました。 開館して４４年経過しており建築物や設備が老朽化しています。

・評価 ・課題

出入口ドアを改修したことにより利用者の安全を確保することができました。 老朽化した建築物や設備を竣工時の状態に戻すだけでなく、その機能や性能を現在求められて
いる水準まで引き上げる必要があります。

令和3年度の取組みと評価・改善点 令和4年度の現状・課題・取組み
・取組 ・現状

工事進捗率（出入口ドア改修）（％） - 100 -

R3実績 R4目標

工事進捗率（設計業務）（％） - - 100

主な活動指標 R2実績 R3実績 R4目標(予定) 主な成果指標 R2実績

生涯学習の環境整備 主管課：公民館、生涯学習課、図書館、博物館

中央図書館改修事業

利用者に安全で快適な環境を提供するために、老朽化した中央図書館を改修します。

R4一般財源

図書館 396 396 14,817 1,550 1,300 250

担当課 R3当初予算 R3決算見込 R3職員給与費(目安) R4当初予算 R4特定財源
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おおたかの森図書ピックアップセンターでは、従来から行っていた予約資料の貸出、返却のほ
か、利用者登録、新刊図書の購入希望の受付、他市町村立図書館からの資料の取り寄せ等の図
書館サービスを開始しました。

おおたかの森図書ピックアップセンターの整備が完了したため、事業を終了しました。業務委
託料のみ、北部分館、初石分館、南流山分館と合わせて中央図書館分館業務委託料として計上
しています。

・評価 ・課題

おおたかの森図書ピックアップセンター開設以後、おおたかの森市民窓口センターで提供して
いたピックアップサービスに比較すると、利用者数、貸出点数とも大幅に増加しています。

利用者数とともに予約資料数も増加し続けていることから、今後、おおたかの森図書ピック
アップセンター内の書架に資料が収まりきらなくなる懸念があります。

・課題に対する改善点 ・取組

令和3年度の取組みと評価・改善点 令和4年度の現状・課題・取組み
・取組 ・現状

令和３年８月１日におおたかの森図書ピックアップセンターを開設しました。 おおたかの森図書ピックアップセンターの整備は完了し、図書館で行っているのと概ね同等の
サービスを提供しています。

おおたかの森市民窓口センターの貸出点数
（点）

30,424 58,996 88,494

おおたかの森市民窓口センターの利用者数
（人）

12,542 24,740 37,110

0

主な活動指標 R2実績 R3実績 R4目標(予定) 主な成果指標 R2実績 R3実績 R4目標

図書館 8,000 7,487 23,264 0 0

おおたかの森図書ピックアップサービス拡充事業

おおたかの森市民窓口センターから独立した図書館カウンターをスターツおおたかの森ホールの一画に新設し、図書館サービ
スを実施します。令和３年８月１日に「おおたかの森図書ピックアップセンター」を開設しました。

担当課 R3当初予算 R3決算見込 R3職員給与費(目安) R4当初予算 R4特定財源 R4一般財源

更新手段について、検討を進めていきます。

生涯学習の環境整備 主管課：公民館、生涯学習課、図書館、博物館

・評価 ・課題

自動火災設備及び非常用放送設備について、更新を検討します。

・課題に対する改善点 ・取組

令和3年度の取組みと評価・改善点 令和4年度の現状・課題・取組み
・取組 ・現状

令和３年度は実施事業はありませんでした。 開館して４４年経過しており、施設の老朽化が進んでいます。

250

主な活動指標 R2実績 R3実績 R4目標(予定) 主な成果指標 R2実績 R3実績 R4目標

博物館 0 0 0 1,550 1,300

博物館改修事業

利用者に安全で快適な環境を提供するために、老朽化した施設の改修を進めます。

担当課 R3当初予算 R3決算見込 R3職員給与費(目安) R4当初予算 R4特定財源 R4一般財源

・課題に対する改善点 ・取組

今後も施設の維持管理を行い、利用者に安全で快適な施設の提供に努めます。 必要に応じた改修を行い、施設の維持管理に努めます。

生涯学習の環境整備 主管課：公民館、生涯学習課、図書館、博物館

外壁タイル部分が老朽化により、はく落したため、はく落防止の改修工事を行いました。 老朽化した施設を適切に管理する必要があります。

・評価 ・課題

タイルのはく落発生から、いち早く現場に赴き、利用者の安全確保に努めました。早急に予算
化し、同年度内に工事を完了することができました。

老朽化した施設を適切に管理する必要があります。

62 65

令和3年度の取組みと評価・改善点 令和4年度の現状・課題・取組み
・取組 ・現状

利用者満足度調査の総合満足度４段階評価の
最高４の割合（％）

59

R3実績 R4目標

工事進捗率（％） - 100 - 稼働率（％）※利用日数／開館日数 39 55 60

主な活動指標 R2実績 R3実績 R4目標(予定) 主な成果指標 R2実績

生涯学習の環境整備 主管課：公民館、生涯学習課、図書館、博物館

東部公民館施設整備改修事業

利用者に安全で快適な環境を提供するために、老朽化した外壁レンガの改修工事を実施します。

R4一般財源

公民館 0 3,509 3,660 0 0 0

担当課 R3当初予算 R3決算見込 R3職員給与費(目安) R4当初予算 R4特定財源
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保管していたすべての高濃度ＰＣＢ廃棄物を適正に処分しました。 前年度で事業は終了しました。

・評価 ・課題

高濃度ＰＣＢ廃棄物の廃棄期限までに処分が完了しました。 前年度で事業は終了しました。

・課題に対する改善点 ・取組

令和3年度の取組みと評価・改善点 令和4年度の現状・課題・取組み
・取組 ・現状

高濃度ＰＣＢ廃棄物を専門業者に運搬してもらい、処分を行いました。 前年度で事業は終了しました。

廃棄物処分進捗率（％） - 100 -

0

主な活動指標 R2実績 R3実績 R4目標(予定) 主な成果指標 R2実績 R3実績 R4目標

公民館 16,054 15,955 4,535 0 0

文化会館及び北部公民館高濃度ＰＣＢ
廃棄物処理事業

ポリ塩化ビフェニール廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づき、文化会館及び北部公民館で保管している高濃
度PCB廃棄物を処理します。

担当課 R3当初予算 R3決算見込 R3職員給与費(目安) R4当初予算 R4特定財源 R4一般財源

・課題に対する改善点 ・取組

計画的に事業を進めるため、徹底したスケジュール管理を行います。 非常用予備発電装置の更新工事及び工事監理業務を実施します。

生涯学習の環境整備 主管課：公民館、生涯学習課、図書館、博物館

非常用発電装置の更新に向けて、設計業務委託を実施しました。 非常用予備発電装置の整備を進めます。

・評価 ・課題

設計業務委託を年度内に完了することができました。 施工業者が安全対策及び感染症対策を徹底するように指導する必要があります。

44 50

令和3年度の取組みと評価・改善点 令和4年度の現状・課題・取組み
・取組 ・現状

工事進捗率（更新）（％） - - 100 利用者アンケート調査の総合満足度４段階評
価の最高４の割合（％）

48

R3実績 R4目標

工事進捗率（設計業務）（％） - 100 - 稼働率（市民会館）（％）利用日数／開館日
数

29 50 40

主な活動指標 R2実績 R3実績 R4目標(予定) 主な成果指標 R2実績

生涯学習の環境整備 主管課：公民館、生涯学習課、図書館、博物館

文化会館非常用発電装置更新事業

発電機の回転整流器の絶縁不良があったため、設備の更新工事等を行います。

R4一般財源

公民館 2,000 1,815 4,535 46,084 34,500 11,584

担当課 R3当初予算 R3決算見込 R3職員給与費(目安) R4当初予算 R4特定財源
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施設の修繕を進めました。 車椅子利用者に配慮した改修を行います。

・評価 ・課題

杜のアトリエ黎明空調機修繕を行いました。
一茶双樹記念館の展示ケース修繕、解説パネルの更新、夏障子の修繕を行いました。

車椅子利用者が中庭まで入れないため、改修を検討する。

・課題に対する改善点 ・取組

令和3年度の取組みと評価・改善点 令和4年度の現状・課題・取組み
・取組 ・現状

利用者に安全で快適な環境を提供するために、一茶双樹記念館・杜のアトリエ黎明の改修を進
めました。

利用者に安全で快適な環境を提供するために、一茶双樹記念館・杜のアトリエ黎明の改修を進
めます。

1,492

主な活動指標 R2実績 R3実績 R4目標(予定) 主な成果指標 R2実績 R3実績 R4目標

博物館 1,867 1,623 6,370 1,492 0

一茶双樹記念館及び杜のアトリエ黎明改修事業

利用者に安全で快適な環境を提供するために、老朽化した一茶双樹記念館・杜のアトリエ黎明の改修を進めます。令和３年度
障子、襖修繕（双樹亭）等・令和４年度　経年補修工事（一茶庵、杜のアトリエ黎明）

担当課 R3当初予算 R3決算見込 R3職員給与費(目安) R4当初予算 R4特定財源 R4一般財源

オープニングセレモニー・イベントでは、たまたま立ち寄った方など、流山市文化祭を知らな
い方にも参加していただき、新たな客層へ文化祭を周知することができたと考えます。文化祭
の延べ観覧者数については、新型コロナウイルス感染症の影響により中止したイベントもあっ
たため、例年と比較して減少しました。

各団体の企画に、若い世代の一般の方が参加可能か提案していきます。

優れた文化芸術に親しめる機会の充実 主管課：生涯学習課、公民館

・評価 ・課題

文化祭の認知度や集客数の低さを改善するため、今年度からオープニングセレモニー・イベン
トの会場を文化会館から、スターツおおたかの森ホールに移して実施しました。

演者（実行委員会）の高齢化が課題です。

・課題に対する改善点 ・取組

令和3年度の取組みと評価・改善点 令和4年度の現状・課題・取組み
・取組 ・現状

流山市文化祭は、１０月２３日に開催したオープニングセレモニー・イベントをはじめ、公民
館や生涯学習センターを会場に１１月２８日まで各団体による展示や発表を実施しました。

オープニングセレモニー・イベントは、引き続き、スターツおおたかの森ホールで開催するこ
とに加え、団体の発表の一部も同ホールで開催します。

3,471 5,000イベント実施数（回） - 17 25 延べ観覧者数（人） -

1,300

主な活動指標 R2実績 R3実績 R4目標(予定) 主な成果指標 R2実績 R3実績 R4目標

生涯学習課 1,300 1,300 1,911 1,300 0

文化祭開催事業

市民の文化芸術活動の発表の場であり、市内の代表的な文化の祭典として、流山市文化祭実行委員会が開催する文化祭の事業
費の一部を補助します。

担当課 R3当初予算 R3決算見込 R3職員給与費(目安) R4当初予算 R4特定財源 R4一般財源

文化祭オープニングセレモニー・イベントでは、会場や事業プログラムの見直しにより、新た
な世代の参加やにぎわい創出に繋げることが出来ました。市指定有形文化財については、利根
運河関連で初の文化財指定になりました。

流山市文化祭については、オープニングセレモニー・イベントに加え、団体発表の一部をス
ターツおおたかの森ホールで開催し、更なるＰＲと観覧者数の増加を目指します。質の高い音
楽鑑賞の機会を提供するため、スターツおおたかの森ホールで開催される「ＮＡＧＡＲＥＹＡ
ＭＡ国際室内楽音楽祭２０２２」を共催します。国登録有形文化財「秋元家住宅土蔵」の保存
修復工事を進めます。指定文化財候補の掘り起こしを進めます。

市民主体の文化芸術活動の促進 主管課：生涯学習課

・評価 ・課題
前年度は中止となった事業が多数ありましたが、感染症対策の徹底及び事業プログラムの見直
し等により、文化芸術事業に多くの市民参加を促すことができました。詳細な調査により、文
化財指定範囲を確定することができました。

新型コロナウイルスの感染状況等を注視しながら、文化芸術活動を推進する必要があります。
文化財の指定に至るまでの調査期間が長くなる傾向について、改善の必要があります。

・改善点 ・取組内容

令和3年度の取組みと評価・改善点 令和4年度の現状・課題・取組み

・取組内容 ・現状
流山市文化祭のオープニングセレモニー・イベントは、今年度からスターツおおたかの森ホー
ルに会場を移して実施しました。新型コロナウイルス感染症の影響を受け、前年度に引き続き
「国際室内楽音楽祭」が中止となりました。旧割烹新川屋本館を新たに市指定有形文化財に指
定しました。

長引くコロナ禍において、市民の文化芸術活動を推進します。新たな文化財の指定、文化財の
保存修復を進めます。

↑市内の指定文化財等の数 国登録、県・市指定文化財の数 （博物館） 51 51 52 件

目指す
方向

過去１年間に文化芸術活動を行ったことがある市民の割合 「日ごろから学習活動を行っている市民の対象分野」における
「教養（語学・歴史・文学等）」「文化芸術（音楽・絵画
等）」の割合 （まちづくり達成度アンケート）

- 46.4 30.3 ％ ↑

まちの状態指標 指標の説明または出典元 R1実績 R2実績 R3実績 単位

施策 文化芸術・歴史 基本政策 生きがいをもって健康・長寿に暮らせるまち Ⅳ　施策分野別評価表

主管部局 生涯学習部 施策の目的 文化芸術や歴史に親しむ機会を創出するとともに、歴史的文化的遺産を次世代へ伝える
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・鰭ケ崎三本松古墳の調査成果を公開できるように進める。 ・国登録有形文化財「秋元家住宅土蔵」の保存修復工事を行いながら、工事過程での見学会を
実施します。

・評価 ・課題

・鰭ケ崎三本松古墳のあった地へ古墳を戻すことにより、古墳の存在や文化財の保存・公開が
図られました。

・解体・修復時に修理箇所の追加が発生する可能性があります。

・課題に対する改善点 ・取組

令和3年度の取組みと評価・改善点 令和4年度の現状・課題・取組み
・取組 ・現状

・市指定文化財「鰭ヶ崎三本松古墳古塚碑」を鰭ケ崎4号公園内に設置し、一般公開ができる
ようになりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
国登録有形文化財「秋元家住宅土蔵」保存修復工事は、修復工事内容を再検討する必要が生じ
たため、工事開始を令和4年度からに変更することにしました。

・国登録有形文化財「秋元家住宅土蔵」の保存修復工事を進めるとともに、公開に向けた準備
を進めます。

- 50現地見学会の参加人数(人) -

4,642

主な活動指標 R2実績 R3実績 R4目標(予定) 主な成果指標 R2実績 R3実績 R4目標

博物館 62,466 4,290 6,370 46,642 42,000

指定等文化財保存活用整備事業

市内に残る文化財の保存・整備を行い、活用を図ります。

担当課 R3当初予算 R3決算見込 R3職員給与費(目安) R4当初予算 R4特定財源 R4一般財源

・課題に対する改善点 ・取組

スペシャルイベントはコロナ禍で開催されましたが、多くの方に音楽鑑賞の機会を提供できた
と考えます。

スターツおおたかの森ホール指定管理者主催の「NAGAREYAMA国際室内楽音楽祭２０２２」を共
催し、事業費の一部を負担します。

歴史的文化的遺産の保存・活用 主管課：図書館、博物館

新型コロナウイルス感染症の影響により令和３年度の国際室内楽音楽祭は中止となりました
が、次年度の開催に向けスターツおおたかの森ホール指定管理者が１０月３１日に開催したス
ペシャルイベント（プレ音楽祭）を共催し、事業費の一部を負担しました。

５月３日から５日までの３日間、スターツおおたかの森ホールで開催される「NAGAREYAMA国際
室内楽音楽祭２０２２」を共催します。

・評価 ・課題

コロナ禍でのイベント開催となるため、感染状況により中止となる可能性があります。

- 1,000

令和3年度の取組みと評価・改善点 令和4年度の現状・課題・取組み
・取組 ・現状

3日間の延べ来場者数（人） -

R3実績 R4目標

スペシャルイベント来場者数（人） - 312 -

主な活動指標 R2実績 R3実績 R4目標(予定) 主な成果指標 R2実績

優れた文化芸術に親しめる機会の充実 主管課：生涯学習課、公民館

国際室内楽音楽祭共催事業

スターツおおたかの森ホールで開催される「NAGAREYAMA国際室内楽音楽祭２０２１」を共催します。

R4一般財源

生涯学習課 3,000 1,000 637 3,000 1,500 1,500

担当課 R3当初予算 R3決算見込 R3職員給与費(目安) R4当初予算 R4特定財源
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　利用者の意見等を考慮しながら、コロナ禍において一層の安全・安心のスポーツ施設を運営
し、提供します。

　滞りなく、計画通りに工事等が進捗するよう各関係者と調整を図り、スポーツ施設の市民
サービス向上に努めます。

・評価 ・課題

　「するスポーツ」「みるスポーツ」「ささえるスポーツ」を実現できるよう運営し、工事に
おける設計業務等も計画通り進捗させることができました。

　新型コロナウイルス感染症対策を取りながら、施設の改修・整備を計画的に進め、安全・安
心なスポーツ施設を運営し、提供します。

・課題に対する改善点 ・取組

令和3年度の取組みと評価・改善点 令和4年度の現状・課題・取組み
・取組 ・現状

　新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、安全・安心のスポーツ施設を運営し、市民
サービスの向上に取組みました。

　総合運動公園野球場観覧席・バックネット等改修工事、総合運動公園庭球場増設設計等を実
施すべく、検討を重ねています。また、より快適な施設運営のため、指定管理者や受託事業者
と連絡調整を図っています。

630,432 710,000屋内外体育施設利用者実数（人） 625,646

27,467

主な活動指標 R2実績 R3実績 R4目標(予定) 主な成果指標 R2実績 R3実績 R4目標

スポーツ振興課 17,241 16,542 23,550 308,254 280,787

体育施設改修・整備事業

総合運動公園野球場観覧席・バックネット等改修工事、総合運動公園庭球場増設設計等を実施し、スポーツ施設の利用者の安
全性・快適性・利便性の確保を図ります。

担当課 R3当初予算 R3決算見込 R3職員給与費(目安) R4当初予算 R4特定財源 R4一般財源

コロナ禍により、事前キャンプでは、市民と選手との直接の接触ができないなか、市内小中学
校の児童生徒による贈り物、オンラインを活用した歓迎式典および女子ハンドボール練習試合
の公開など、可能な交流事業を工夫して実施しました。

本市ゆかりのオリンピアン・パラリンピアンと市民との交流を継続し、今後の長期的なスポー
ツ振興を図っていきます。

スポーツ環境の整備 主管課：スポーツ振興課

・評価 ・課題

コロナ禍による未曽有の危機の中、１人の感染者も出すことなく事前キャンプを終え、交流事
業においても一定の成果を挙げることができたことは高く評価できます。

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として醸成されたスポーツ振興の
機運を、長期的なスポーツ振興につなげていくことが課題です。

・課題に対する改善点 ・取組

令和3年度の取組みと評価・改善点 令和4年度の現状・課題・取組み
・取組 ・現状

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会に際し、女子ハンドボール、卓球及びパ
ラ卓球オランダ代表の事前キャンプを実施しました。

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会に際しての事前キャンプを実施し、コロ
ナ禍にも拘らず市民のスポーツ実施の意欲は強い状態にあります。

500 500交流事業の参加者数（人） -

1,000

主な活動指標 R2実績 R3実績 R4目標(予定) 主な成果指標 R2実績 R3実績 R4目標

スポーツ振興課 43,303 40,772 23,550 1,000 0

トップアスリート交流事業

令和３年度に延期された東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会にあたり、女子ハンドボールやパラ卓球をはじ
めとするオランダ代表チームの事前キャンプを受け入れました。事前キャンプにあたっては、新型コロナウイルス感染症対策
を取りながら、実施可能な交流事業を工夫して実施しました。令和４年度以降についても、トップアスリートとの交流を継続
し、息の長いスポーツ振興に努めていきます。

担当課 R3当初予算 R3決算見込 R3職員給与費(目安) R4当初予算 R4特定財源 R4一般財源

　スポーツ行事実施時には、その時点で最新の新型コロナウイルス感染症対策を講じ、安全・
安心を最優先とし、コロナ禍でもスポーツの振興を推進できる体制を整えます。

　令和４年度についても、新型コロナウイルス感染症対策を取りながら、前年度に実施された
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の機運を生かしながら、スポーツイベントを
実施するとともに、アフターコロナを見据えたスポーツ施設整備に努めていきます。

スポーツ活動の促進 主管課：スポーツ振興課

・評価 ・課題
　コロナ禍の中、第２９回流山ロードレース大会はオンラインで実施する等の工夫をし、市民
のスポーツ振興に努めることができました。スポーツ施設の整備についても計画通り進捗しま
した。

　流山ロードレース大会はコロナ禍により２年連続で集合形式では開催されていませんが、令
和４年度は地域の感染状況を注視しながら、３年ぶりに集合形式での大会実施を目指します。
また、スポーツ施設は引き続き、十分な感染症対策を講じながら運営していきます。

・改善点 ・取組内容

令和3年度の取組みと評価・改善点 令和4年度の現状・課題・取組み

・取組内容 ・現状
　新型コロナウイルス感染症のまん延が長期化し、多くのスポーツ行事が中止や規模縮小を余
儀なくされました。そのなかでも、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会における
オランダ代表選手団を迎え入れ、オンラインを活用しつつ児童・生徒を含む市民との交流事業
を実施しました。また、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、キッコーマン アリー
ナを千葉県の臨時医療施設として提供しました。

　令和４年度も長期化するコロナ禍でのスポーツ行事の実施、スポーツ施設の整備・運営業務
を進めていきます。令和４年度の大きな事業のひとつである、総合運動公園野球場の観覧席・
バックネット等改修や総合運動公園庭球場増設の設計等、大規模な施設整備について、計画的
に事業を進めます。

↑スポーツ施設の利用者数 利用者数（スポーツ振興課） 1,405,139 1,013,333 1,397,357 人

目指す
方向

スポーツで健康体力の維持・増進を行っている市民の割合 「健康維持のために日ごろから行っていること」における「汗
をかく程度の運動を週１、２回程度習慣的に行っている」の割
合（まちづくり達成度アンケート）

37.5 35.5 33.7 ％ ↑

まちの状態指標 指標の説明または出典元 R1実績 R2実績 R3実績 単位

施策 スポーツ 基本政策 生きがいをもって健康・長寿に暮らせるまち Ⅳ　施策分野別評価表

主管部局 生涯学習部 施策の目的 スポーツを通じた市民の健康と体力の維持・増進を図る
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