
平成２４年度予算審査特別委員会

（平成２５年度一般会計予算）

指摘・要望事項

流山市議会



No． 指摘要望事項

1
新市街地地区以外の市内の既存地区についても予算の配分をし、公平公正な市政運営に
努められたい。（流政会）

2
（仮称）新流山橋実現に向けて更なる推進を図り、平成３０年度に開通されたい。（流
政会）

3 （仮称）新流山橋の早期完成を目指されたい。（誠和会）

4
（仮称）平和台２号緑地の購入については金融機関との交渉をプロに委託することも検
討されたい。（流政会）

5
（仮称）平和台２号緑地については当初予定通りの価格で早期に取得されたい。（誠和
会）

6
平和台２号緑地など土地等の取得については、その費用対効果も考慮し、利用計画を描
いた上での取得とされたい。（みんな・一新）

7 名都借跨線橋道路拡幅改良事業の早期完成を目指されたい。（誠和会）

8
市民総合体育館の建替については、新川耕地への移転も検討するなど、その建設場所も
含め、根本的に見直しをされたい。（誠和会）

9
流山セントラルパーク駅前市有地活用計画はその収支改善策を検討されたい。（誠和
会）

10 街区公園の老木の植替えを促進されたい。（誠和会）

11 街区公園のベンチの補修を実施されたい。（誠和会）

12
木造住宅のみならず、集合住宅でも耐震診断補助が受けられることを周知されたい。
（誠和会）

13 より利用しやすいぐりーんバスの運行ルートを検討されたい。（誠和会）

14
「街づくり条例」や「景観条例」等,条例制定後の検証を定期的に行い、公表されたい。
（みんな・一新）

15
耐震診断及び耐震改修補助をマンション管理組合を通し、マンション居住者についても
拡大されたい。（みんな・一新）

16
市内のインフラ等の整備については地域差が出ないように配慮しつつ、早急に整備し、
そのスケジュールについては定期的に市民に公開説明されたい。（みんな・一新）

17
東部地区のぐりーんバス運行事業を再検討される際には、高齢者の意見だけでなく、全
世代の意見を吸い上げる努力をされたい。（みんな・一新）

18
流山おおたかの森駅及び流山セントラルパーク駅前整備については、地域住民（マン
ション在住の方に管理組合を通じて）意見を吸い上げて進められたい。（みんな・一
新）

19
マンション建設については１階部分に保育施設と商業施設を併設するよう開発業者に協
力依頼されたい。（みんな・一新）

●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）
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20
鰭ヶ崎・思井地区の緑の保全にかかる２億円については、地域の方々を交えて、効果的
なものとなるようその整備について考えられたい。（みんな・一新）

21
市道前ヶ崎・向小金１号道路拡幅事業については、用地買収が完了したところからでも
早急に事業を開始されたい。（みんな・一新）

22
道路の補修の補助については現行の古い査定要綱等を見直し、実態に合った内容に修正
されたい。（みんな・一新）

23
大量の剪定枝は資源ごみの回収時でもやむを得ないが、家の前の落ち葉等を清掃した際
の塵等については元の燃えるごみで搬出できるよう改善されたい。（みんな・一新）

24
県施行で行っている河川工事や土地区画整理については早急に進めるよう強く申し入れ
し、適宜、市民へも進捗状況を報告されたい。（みんな・一新）

25 向小金地区の公共下水道整備については、遅滞なく行われたい。（みんな・一新）

26
公園の活用については住民の希望に沿う公園を目指し、市民活動団体等との協働で再整
備されたい。（みんな・一新）

27
未活用の道路残地を整理すること等、遊休地のないよう、有効利用されたい。（みん
な・一新）

28
期限のある事業については期限内での完了を努力をされているが、期限がないものにつ
いて完了時期を安易に延ばしたり、予算を増額補正することが極力ないよう策定時点で
精査されたい。（みんな・一新）

29
監査報告書の指摘事項にある、工程管理について管理表の基準の統一と見える化を図ら
れたい。（みんな・一新）

30
つくばエクスプレス沿線整備事業では、保留地販売を消費税値上げ前の「駆け込み需
要」を狙って準備を進められたい。（みんな・一新）

31
都市計画道路や主要道路の防犯灯整備や管理は市の責任で実施されたい。（みんな・一
新）

32 企業用地の販売を積極的に図られたい。（みんな・一新）

33
木地区における千葉県の保留地である大型街区内に保育園や学童保育を建設されるよう
開発事業者に要請されたい。（公明党）

34
つくばエクスプレス南流山駅の南流山４丁目の地下通路に下りエスカレーターの設置を
強く要望されたい。（公明党）

35
東武線初石駅東口の改札口用地は賃料が得られるよう有効活用を図られたい。（公明
党）

36
都市計画道路新川南流山線については、事業期間延長は県の責任であり、流山市の後期
基本計画上に財政的裏付けのない地元負担金増額の要求には応じないようにされたい。
（日本共産党）

37
都市計画道路新川南流山線の建設に伴う市道及び踏切の廃止等については、地元住民の
意見を取り入れ、周辺のまちづくりに支障をきたさないよう配慮されたい。（日本共産
党）

38
（仮称）新流山橋の建設に対する地元負担の要求には応じないようにされたい。（日本
共産党）
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39 都市軸道路建設に伴う周辺環境の維持にさらに寄与されたい。（日本共産党）

40
つくばエクスプレス沿線整備については、現計画内でも今後さらなる財政負担が思慮さ
れていることから、抜本的に見直しをされたい。（日本共産党）

41
流山おおたかの森駅西口ロータリーに対するダブルデッキやバスターミナル屋根の建設
等、今後必要性が高まる可能性がある公共施設整備については、充分に利用者及び議会
等の意見を聴取できるよう早期に計画を立てられたい。（日本共産党）

42
西平井・鰭ヶ崎地区の区画整理事業について、「現資金計画以上の市財政負担はしな
い。後期基本計画上も位置づけはしていない」との約束を最後まで必ず守られたい。
（日本共産党）

43

木地区の区画整理事業は再々延長をしており、地権者の生活や将来設計に大きな弊害と
なっている。県住宅公社の負債の回収を最優先するのではなく、保留地販売や地権者の
移転・使用収益開始こそ最優先とした事業展開をされたい。またこれ以上の市負担金の
増額要求には応じないようにされたい。（日本共産党）

44

区画整理地区内の公園整備については住民の要求に合致していない。既存市街地におけ
る公園配置状況や利用する子どもの年齢に応じた移動範囲等を考慮し、区画整理上に位
置づけられた公園以外に、一定規模以上の民間住宅開発事業者にもポケット公園等の整
備を求められたい。（日本共産党）

45
既成市街地等の公園は遊具の务化・樹木の剪定が地元住民の要望に追いついていない。
即時に対応できる体制及び財源を構築されたい。（日本共産党）

46
総合運動公園再整備計画を早期に明らかにし、事業内容や事業費など十分時間をかけて
計画を練り上げられるようにされたい。（日本共産党）

47
ぐりーんバスの目的を硬直化せず、市民の生活実態や要望に応じた内容へ柔軟に変更さ
れたい。（日本共産党）

48 市営住宅の増築計画を立てられたい。（日本共産党）

49
東武バスイースト（株）においても、精神障がい者への減額制度を早期に導入されるよ
う働きかけを強められたい。（日本共産党）
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No． 指摘要望事項

1
まちづくり協議会事業補助費の削除については、事業の振り返りのために報告書を作成
されたい。（流政会）

2 消防団員出勤手当の増額を検討されたい。（流政会）

3 都市計画道路における防犯灯の維持管理を自治会から市へ移管されたい。（誠和会）

4 ゴミの最終処分場が適切に管理されるよう、点検を実施されたい。（誠和会）

5 犬の散歩時における糞の始末を徹底させる方策を実施されたい。（誠和会）

6
消防団の運営をより円滑に行うため、その必要性や団員募集について行政サイドからも
積極的に市民への働きかけを行われたい。（誠和会）

7
市民まつりへの補助金を増額するとともに、運営委員の選出にあたってはその目的を理
解している方を人選するよう指導されたい。（誠和会）

8
防犯パトロールなどへの支給品については適切に利用されるよう点検されたい。（誠和
会）

9 防災訓練については避難体験等、実効性のある内容で行われたい。（みんな・一新）

10
マンションの防災についても管理組合とともに協議されたもので構築されたい。（みん
な・一新）

11
事業継続計画の各部で作成予定のマニュアルについては人員の不足が予想されるため、
市民の協力が必須である。よって、あらゆる局面での市民参加を検討されたい。（みん
な・一新）

12
避難所には防災備蓄倉庫を作り、小山小学校に備品を集中保管させることのないように
配慮されたい。（みんな・一新）

13
独居高齢者の家具転倒等の診断・工事については特別の配慮で推進されたい。（みん
な・一新）

14 災害時要援護者名簿の作成、個人別支援計画の作成を急がれたい。（みんな・一新）

15 流山市民まつりの市の補助金を増額されたい。（みんな・一新）

16
市民まつりの補助金を増額するとともに、寄付団体の宣伝・周知が市民まつりの足かせ
となるような現在の取り組みは改められたい。（日本共産党）

17 わかりやすい除染マップを公表し、数値を示されたい。（みんな・一新）

18
放射能除染等に要した金額の賠償請求については市の負担が増えないよう、迅速な回収
に努められたい。（みんな・一新）

19
除染をする業者により除染方法や金額に差異がないかどうか、確認されたい。（みん
な・一新）

20 リサイクル品の持ち去り防止策を強化されたい。（みんな・一新）

21
「流山市自転車の安全利用に関する条例」の制定を踏まえ、自転車道路の整備や色分け
等、歩車分離で通行できるよう工夫を講じ、安全対策を進められたい。（みんな・一
新）

●生活の豊かさを実感できる流山（生活環境の整備）
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22
高齢者のゴミ出しを子どもたちが手伝えるような仕組みづくりを教育委員会とともに策
定されたい。（みんな・一新）

23
自主防災組織は作って終わりではなく、万一の時機能するように、きめ細かにフォロー
されたい。（みんな・一新）

24 災害用井戸の充実を図られたい。（みんな・一新）

25
流山おおたかの森駅近辺をはじめ、つくばエクスプレス沿線の夢のあるプロジェクトを
もっとＰＲされたい。（みんな・一新）

26 流山市自転車の安全利用に関する条例に基づいた新施策を講じられたい。（公明党）

27
学校教室の窓ガラス飛散防止を早期に実施されたい。また棚や掃除用具入れ等の転倒防
止対策を急がれたい。（日本共産党）

28
全小中学校は災害避難上の拠点であることから、かまどベンチ及び下水道直流型の災害
トイレの整備計画を立て、計画的な整備を早期に始められたい。（日本共産党）

29
全避難所への防災備蓄倉庫の整備を実施するとともに、水や食料、発電機等の備品整備
予算を抜本的に増額されたい。（日本共産党）

30
自主防災組織の組織率向上及び組織強化に向けた予算を増額し、地域の防災力向上を計
画的に図られたい。（日本共産党）

31

消防本部の移転建設事業は必要不可欠な事業であり、十分な議論が欠かせないことから
早期に計画及び財政的裏付けを明確にされたい。また特別目的基金への積立額を抜本的
に増やし、今後の消防関係の整備に支障をきたさないよう努められたい。（日本共産
党）

32
消防職員の定数条例を改正し、人口増や尐子高齢社会に合致した増員計画を策定し、計
画的増員を図られたい。（日本共産党）

33
消防備品等は安さより機動性や機能性を優先し、計画的な配置、整備を心がけられた
い。（日本共産党）

34
消防団員の増員及び現団員のやる気、団員の家族の気持ちを高める施策を全庁的に心が
けられたい。（日本共産党）

35
防犯パトロール隊として尽力いただいているボランティアが今後ますます活躍できるよ
う行政の支援を強化されたい。（日本共産党）

36
犯罪の検挙率が低下していることから、抜本的な改善を地元警察や関係部署へ求められ
たい。（日本共産党）

37
放射能対策を引き続き強化されたい。また東京電力（株）への賠償請求は広域的な取り
組みを心がけ、これまで以上に強く働きかけられたい。（日本共産党）

38
焼却炉の寿命や今後の建替え等に向けた計画策定を具体化されたい。また現クリーンセ
ンター建設時に必要となった基金は積み立てられるよう、特別目的基金として積み立て
を増額されたい。（日本共産党）

39
小中学校併設校の周辺では自治会の再編・移転宅地数の今後の推移等も含め、まちづく
り協議会という協議の場を真に必要としていると考える。住民要望に応じ、必要な経費
を確保されたい。（日本共産党）
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No． 指摘要望事項

1
教育、文化及びスポーツ施設整備等基金寄附金については３年間で２億円という目標額
の根拠とロードマップや中間目標を明確にされたい。（流政会）

2
小中学校併設校建設においては市の借金となる立替制度による債務負担行為が市民に報
告されていないなど、意図的な情報隠しが見られる。情報は隠さないようにされたい。
（誠和会）

3
小中学校併設校の建設に当たっては、市野谷の森の安全性を県に求めた上で、ハード面
のみならず、ソフト面の充実も考慮されたい。（みんな・一新）

4
小中学校併設校と既存の小中学校との均衡を図るため、既存の小中学校を計画的に整備
されたい。（公明党）

5
小中学校併設校計画については、無理な小中一体化や複合化をやめ、華美にはせず、今
後の人口増に柔軟に対応できる施設整備とされたい。（日本共産党）

6

小中学校併設校に複合化する児童図書館については、車による移動が必須であり、小さ
い子ども連れの生活実態や駐車場配置計画に無理がある。図書館初石分館の利活用が大
幅に増えていることを鑑み、流山おおたかの森駅北口市有地活用計画にこそ位置づけら
れたい。（日本共産党）

7
小中学校併設校に複合化する会議室等については、生涯学習センターの低稼働率を改め
るための施設改修を優先されたい。学校内への複合化よりも、各自治会の自治会館建設
用地の確保など、自治会活動の進展に寄与されたい。（日本共産党）

8
市民総合体育館建替事業及び小中学校併設校建設については、計画策定や財政規模等の
情報発信が遅れ、説明責任が大きく問われている。抜本的見直しに向けた環境整備を早
期に実施されたい。（日本共産党）

9
現在、市内小中学校全２３校に各１台配置されている電子黒板の導入の増加を検討され
たい。（流政会）

10
小学校消防設備改修事業については安全装置付の防火扉への切り替えを早急に実施され
たい。（流政会）

11
成人式実行委員会事業については、新成人の自主性を活かしつつ、イベント運営などの
プロを指南役とし、マンネリ化している企画についてはブレークスルー（打開）できる
よう努められたい。（流政会）

12
図書館の運営にあたっては国立国会図書館と提携を図り、より充実した運営に努められ
たい。（流政会）

13 電子書籍導入について、平成２６年度から実施できるよう検討されたい。（流政会）

14
小中学校併設校の建設にあたっては、不断なく事業費の削減及び地元業者への優先発注
に努められたい。（流政会）

15
新設の小中学校併設校と既存校との間で、施設面で大きな格差が生じることから、遅れ
ている既存校の改修を急ぐとともに必要な教室の建設などを実施されたい。（誠和会）

16
巨額の市債及び債務負担行為を設定して行われる小中学校併設校の建設はその設計を徹
底して見直し、建設費の縮減を図られたい。（誠和会）

17
生涯学習センターのロビーが雑然としており開催中のイベントなどが分からない。開催
中のイベントを表示するパネルやディスプレイの設置を検討されたい。（誠和会）

●学び、受け継がれ、進展する流山（教育・文化の充実向上）

5



18
公共施設については、ギャラリー用のいす、テーブルや展示用ワイヤーなどを整備し、
有償施設として相応しいものとされたい。（誠和会）

19
公共施設予約システムの運用においては公平な利用機会の担保に努められたい。（誠和
会）

20 幼児教育支援センターを中心とし、幼保連携を推進されたい。（みんな・一新）

21
流山市子ども・子育て会議が充実した会議になるよう委員構成について充分考慮された
い。（みんな・一新）

22
既存の学校が新設校に务らないように補修修繕費を十分に確保されたい。（みんな・一
新）

23
塾に頼ることなく、公立学校の教育で進学できるよう、受験を念頭に進学指導された
い。（みんな・一新）

24 いじめ・体罰についての実態調査を積極的に行い、公表されたい。（みんな・一新）

25
放課後の教室等を利用して地域の住民とともに、放課後教室を推進されたい。（みん
な・一新）

26 挨拶等礼節が自然にできる教育を推進されたい。（みんな・一新）

27 教育コーチングの導入を検討されたい。（みんな・一新）

28 ユネスコスクールへの参加を検討されたい。（みんな・一新）

29 市内の伝統文化に触れる機会を小中学校と連携して進められたい。（みんな・一新）

30
小学校の英語教育では「外国人との触れ合い」のチャンスを増やされたい。（みんな・
一新）

31 麗澤大学の留学生の活用を積極的に検討されたい。（みんな・一新）

32 ゆうゆう大学は内容の一層の充実につとめられたい。（みんな・一新）

33 既存校舎の建物の補修、整備や建替計画を遅滞なく進められたい。（みんな・一新）

34 日陰が得られない学校校舎にはエアコンを整備されたい。（みんな・一新）

35 芸術・文化振興条例の制定を図られたい。（公明党）

36
図書館指定管理者については地域文化や教養を高めるため、継続性や専門性を鑑み、直
営方式を検討されたい。（日本共産党）

37
既存校における校舎改修計画を前倒しし、各年度における改修校舎を明示されたい。
（日本共産党）

38
各学校の環境の違いを考慮し、無理に一貫教育の在り方を求めないようにされたい。
（日本共産党）

39
「中１ギャップ」などの教育的課題には、数値的根拠及び人間の生理学的な根拠を把
握・検証しながら、真の対応策を実践されたい。（日本共産党）

40
学校配当予算を抜本的に引き上げ、各学校で不足している備品や更新が必要となってい
る備品の整備が計画的に行えるようにされたい。（日本共産党）

41
固定型の特別支援学級については、全小中学校への早期整備に向け、取り組みを強化さ
れたい。（日本共産党）
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42 就学援助制度を抜本的に拡充されたい。（日本共産党）

43
既存小中学校の建替等に向けた特別目的基金の積立を抜本的に増額されたい。（日本共
産党）

44 市内小中学校全校の全教室にエアコンを設置されたい。（日本共産党）
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No． 指摘要望事項

1 保育所入所待機児童ゼロに向けて、なお一層の努力をされたい。（流政会）

2
流山おおたかの森駅に一番近いおおたかの森ナーサリースクールの利用者が多いこと
は、送迎保育ステーション事業の目的である入所待機児童解消と合致しない。早急に解
消されたい。（誠和会）

3
就学前児童のうち、幼稚園・保育園に通っていない子どもの安否確認を確実に実施され
たい。（誠和会）

4 児童虐待を見過ごすことのないよう監視をされたい。（誠和会）

5
ニーズと比較して利用の尐ない病後児保育をより利用しやすい制度となるよう改められ
たい。（誠和会）

6
生活保護法等に基づく扶助事業（医療・住宅）を適切に実施するよう努められたい。
（誠和会）

7 チャイルドシート貸出事業を行政が行う必要はない。早期に廃止されたい。（誠和会）

8
シルバー人材センターにおける仕事が公平に配分されていない可能性がある。仕事を公
平に配分するよう指導されたい。（誠和会）

9
老人福祉センターの名称については、公募をしておきながら市長が独断で命名するなど
問題がある。施設の性格にそぐわないため改称を実施されたい。（誠和会）

10
近隣市との連携を図り、福祉施設を広域で横断的に使用できるよう調整されたい。（み
んな・一新）

11
福祉会館や児童センター、学童クラブなどと自治会等で交流事業を多くとり、世代間交
流を推進されたい。（みんな・一新）

12
病児保育の充実を図るにあたって、利用者負担軽減策を講じられたい。（みんな・一
新）

13 男女共同参画プランを目標値に向けて推進されたい。（みんな・一新）

14
高齢者が利用する施設（特別養護老人ホームなど）の概要や利用料金などがわかる一覧
表を作成されたい。（みんな・一新）

15 市民後見人の養成を推進し、認知症対応を進められたい。（みんな・一新）

16
高齢者ふれあいの家は、選挙ポスターなどが貼られるなど、政治的に使わないよう徹底
されたい。（みんな・一新）

17
送迎保育バスは幼児が長時間バスに乗らないよう、運行に配慮されたい。（みんな・一
新）

18 特別支援学級への配慮を厚くされたい。（みんな・一新）

19 母子や子どもの食育研修を市民にも広げられたい。（みんな・一新）

20
保育所入所待機児童ゼロを目指し、さらなる保育所整備を進められたい。（みんな・一
新）

●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）
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21
学童クラブの定員は安全・安心の観点からも適正人数の確保に努められたい。（みん
な・一新）

22
学童クラブの児童数動向を把握し、待機児童が発生しないように計画的に整備された
い。（みんな・一新）

23
子どもの医療費助成制度の拡充については中学校３年生まで通院費も拡大されたい。
（公明党）

24
高齢者福祉センターの利用料については利用状況を見て市外利用者も無料とされたい。
（公明党）

25 下花輪福祉会館の浴室を増築されたい。（公明党）

26 地区社会福祉協議会への補助金を増額されたい。（公明党）

27 福祉会館のバリアフリー化事業を継続事業として早急に整備されたい。（公明党）

28
福祉の特別目的基金を経常的な経費で取り崩しているが、今後の各施設整備を念頭に入
れ、計画的な積立とされたい。（日本共産党）

29
つばさ学園の増築計画は、利用者増加数の想定や利用者の声が反映できるような施設整
備とされたい。（日本共産党）

30
保育所や学童クラブ、児童館等、小中学生の増加推計に即した子どもの福祉施設整備計
画を明らかにされたい。（日本共産党）

31 子どもの医療費助成は通院費も早期に中学校３年生まで拡大されたい。（日本共産党）

32
健康福祉部における制度の変更による要望の高まりから人員体制を大幅に増員された
い。（日本共産党）

33 人口の増加や高齢化社会に即し、計画的に保健師を増員されたい。（日本共産党）

34
生活保護については、真に必要な方への漏給がおきないよう、申請書を提示する窓口対
応業務のルールを確立されたい。（日本共産党）
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No． 指摘要望事項

1
ながぽんの運営については、商工会議所と商工課の温度差を無くし、民間の成功事例を
ベンチマーキングして、事業の成功に向けて不退転の決意で臨まれたい。（流政会）

2
「ながぽん対策」については、Ｔポイントカードとの連携も視野に入れ、市民アイデア
を募集するなど、再構築されたい。（みんな・一新）

3
ポイントカード「ながぽん」については、Ｔポイントカードなどとの乗り入れを図り収
益の改善に努められたい。（公明党）

4
多額の協賛金を集めている花火大会の収支報告を確実に実施するよう主催者に対し指導
されたい。（誠和会）

5 利根運河周辺地区の観光振興のため、駐車場の確保を進められたい。（誠和会）

6
おおたかの森ショッピングセンターの入居テナントに対する商工会議所加入を促進され
たい。（誠和会）

7 空き店舗、空き家対策を、市民参加で対策を採られたい。（みんな・一新）

8 地産地消のＰＲに、より一層努力をされたい。（みんな・一新）

9
流鉄流山線誕生１００周年に向け、流鉄線の活性化をはじめとした地域商業の活性化を
図られたい。（みんな・一新）

10
マーケティング課、商工課、商工会議所等と連携して事業を共同で進められたい。（み
んな・一新）

11 新鮮食味を市内の公園等や神社仏閣を利用して全域に拡大されたい。（みんな・一新）

12 「農業生産法人」の新規設立を推進されたい。（みんな・一新）

13 新川耕地対策の抜本的な検討をされたい。（みんな・一新）

14 「ふるさと産品」は流山の自慢になる商品を開発されたい。（みんな・一新）

15
外人向け英語の案内チラシを作り、浅草で観光ガイドの方々に配付してもらう仕組みを
考えられたい。（みんな・一新）

16 企業誘致をさらに進められたい。（みんな・一新）

17 流山おおたかの森駅通路における商工関係の販売を早急に実施されたい。（公明党）

18 商工会議所への補助金は収益性の高い事業のみとされたい。（公明党）

19
農業技師を市職員として確保し、「儲かる農業」の具現化に取り組まれたい。（日本共
産党）

●賑わいと活気に満ちた流山（産業の振興）
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20
放射能における風評被害への賠償が早期に実現できるよう取り組みを強化されたい。ま
た今後の災害・風評被害等への賠償に活かすべき課題を整理し、農家とともに共有でき
るよう取り組みを強化されたい。（日本共産党）

21
商店街街路灯の電気代全額補助を復活させ、電気利用料金値上げによる負担増の解消と
ともに、太陽光発電の導入やＬＥＤ化への更新を積極的に図られたい。（日本共産党）

22 市内事業者の育成・振興に向けた取り組みを強化されたい。（日本共産党）

23
農商工の技術交流等を促進し、流山市の魅力発見、活性化に取り組まれたい。（日本共
産党）

24
観光ツーリズムの成功には、市内に点在するすべての蔵を景観上だけでも活かす取り組
みや市内事業者による発案、アジサイ通り等の魅力的財産との連携が欠かせない。体制
の強化とともに、業務の重点の置き方を再考されたい。（日本共産党）

25
緊急経済対策は地元事業者の仕事確保や雇用確保等に最大限つながるような施策へ抜本
的に改められたい。（日本共産党）

26
資本金１億円以下の中小零細事業者に対しては、法人税の割合を条例本則に戻された
い。（日本共産党）
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No． 指摘要望事項

1
平成２６年度以降の自動車借上料については、前年度の視察受入れ件数から見込み、送
迎用のマイクロバスのレンタカー代もしくはリース代を算出し計上されたい。（流政
会）

2
流山市役所等ＥＳＣＯ事業については、ＬＥＤ電灯のチラつきや空調などに不具合があ
るため、再確認をされたい。（流政会）

3
シティプロモーションの推進に留まらず、市民やターゲット層の声を聴くことに注力
し、政策マーケティングの実践をされたい。（流政会）

4
岐阜県関市「選挙パスポート」のベンチマーキングや「ながぽん」との連携などを視野
に入れ、２０代を中心とした若年層の有権者に向けて新たな施策に取り組まれたい。
（流政会）

5 今後も公債費比率などを重視した起債発行を心掛けられたい。（流政会）

6
マーケティング課のイベント設営の業務委託先が固定化しており、入札が適切に実施さ
れていない可能性が極めて高い。入札のあり方について徹底して検証されたい。（誠和
会）

7
マーケティング課における流山おおたかの森駅前のイベントを大幅に削減されたい。
（誠和会）

8 マーケティング課が所管する事業は精査されたい。（公明党）

9
流山市体育協会、市民助け合いネットなどＮＰＯ法人への業務委託費がその実態とかい
離している。これら団体への業務委託及び指定管理者事業の見直しを実施されたい。
（誠和会）

10
企業誘致にあたっては、スポーツ団体などの誘致も視野に入れて誘致活動をされたい。
（みんな・一新）

11
市民の政策提案制度の推進を図るとともに、職員による提案制度も推進されたい。（み
んな・一新）

12
特定の課だけで発信しているフェイスブック等ＳＮＳを他の課へも拡大していくよう推
進されたい。（みんな・一新）

13
ＵＲ都市再生機構や県施行の事業をチェックできる専門性のある職員を任用されたい。
（みんな・一新）

14
ウイングホールのキャパシテイアップのため、早めに関係市と調整されたい。（みん
な・一新）

15
国際交流協会と学校教育を連携させ、市内の外国人や近郊の留学生との交流を図られた
い。（みんな・一新）

16
国家公務員の給与削減に合わせた市の職員の給与削減は行なわないようにされたい。
（公明党）

17
職員の事務負担軽減や人材育成、行政経験の継承の観点から退職者の再任用の枞を拡大
されたい。（公明党）

18 教育委員は、市長の人脈によらず人格・識見のある人物を推薦されたい。（公明党）

●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）
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19
４月１日号の市の広報に新総合体育館建設については市議会との合意をもって着手する
とした記事を掲載されたい。（公明党）

20
新総合体育館建設のために寄付金の募集は建設計画に関し市議会との協議が確定するま
で休止されたい。（公明党）

21 市民投票条例の提案については慎重にされたい。（公明党）

22 指定管理業務や業務委託は特定の団体に偏らないよう配慮されたい。（公明党）

23 随意契約は極力抑制されたい。（公明党）

24
指定管理者の自主事業においても行政の監視・チェック体制を強化されたい。（日本共
産党）

25
指定管理者の選定には、正規雇用の確立や賃金のアップ等、地域社会の発展及び安心・
安定な生活に寄与される内容も考慮されたい。（日本共産党）

26
指定管理者や行政職員、市長、議員及びその関係者も含め、公私の区別をつけ、市民に
疑念を抱かせることがないようにされたい。（日本共産党）

27
入札監視委員についてはその役割を考慮し、市長の政治団体関係者の登用はやめるよう
にされたい。（日本共産党）

28
公正公平、透明性を担保した入札制度の確立へ、さらなる努力をされたい。（日本共産
党）

29
マーケティング活動は交流人口の増加等に限定せず、流山市の魅力や市民福祉の増進及
び市内事業の活性化に寄与できるよう、横断的に組織の連携強化を図られたい。（日本
共産党）

30 入札における総合評価方式のさらなる拡大に向け人員増員をされたい。（日本共産党）

31 土木技師及び建築技師の計画的な増員を図られたい。（日本共産党）

32
教育や福祉、消防、ふるさとまちづくり２１基金など、特別目的基金を経常的な経費に
取り崩し、残れば財政調整積立基金へ積立するといった会計操作はやめられたい。（日
本共産党）

33
特別目的基金の特性及び計画性を活かすとともに、基金成立の歴史的な背景を裏切らな
いためにも、各分野の今後の予定を明確化し、念頭に入れた計画的な基金の積み立てを
されたい。（日本共産党）

34
「地域でできることは地域で」と言いつつも警備や備品の整備等、様々な場面で安さが
優先されている。この点を改められたい。（日本共産党）

35
（株）関東実技をめぐる入札・賠償事例を教訓とし、二度と同じことが起きぬよう制度
化されたい。（日本共産党）

36
定員適正化計画は行政事務量や人口増、行政が果たすべき役割に合致しておらず、早期
に見直しされたい。（日本共産党）

37

つくばエクスプレス沿線地区では事業計画の延長の下、庭先に農地を抱える地権者へ宅
地並みの課税が強いられ負担が増加している。相談窓口体制を強化し、実態の把握とと
もに、農地への減免制度を小規模宅地等へ反映できるよう制度化されたい。（日本共産
党）

38
弁護士免許取得者の期限付きの雇用を活かし、業務上必要となる関係法令の研修を課ご
とに充実されたい。（日本共産党）
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