
予算審査特別委員会における各費目審査に係る当初説明文書【歳出】 ＜単位：千円＞

番号
予算説明書
ページ 担当課名 款項目 事業 小事業名 予算額 説明

1 73 議会事務局 010101 0351
新型コロナウイル
ス感染症対策事業
（議会事務局）

97

【事業概要】新型コロナウイルス感染症予防対策に必要な物品（手指消毒用アルコール、除菌シート等）を購入
するもの。（議会フロアに設置）
【主なもの】施設用消耗品費
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】年間を通じ適宜執行

2 78
情報政策・改
革改善課

020101 0851
全庁ＬＡＮ整備事
業

267,647

【事業概要】全庁ＬＡＮ環境の維持管理、情報セキュリティ対策等を行うもの。
【主なもの】ビジネスイーサワイド保守管理業務委託料、自治体標準システム移行調査業務委託料、ＯＡシステ
ム（ソフト）使用料
【債務負担行為等】（主なもの）
　債務負担行為
　・ＧＩＳ統合整備事業
　　令和4年度-令和10年度　限度額86,564千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
　・千葉県自治体情報セキュリティクラウド運用保守事業
　　令和4年度-令和9年度　限度額138,433千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
　・全庁ＬＡＮ整備事業（パソコン賃貸借400台入替分）
　　令和4年度-令和9年度　限度額84,469千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
【予算執行時期】通年

3 98 財産活用課 020107 0101 施設管理事業 122,482

【事業概要】来庁者及び職員が良好な環境下で施設の利用に供するため、第1～第5庁舎等の建物、さらにその敷
地全体の維持管理等に係るもの。
【主なもの】光熱水費、通信運搬費、庁舎修繕料、清掃業務・庁舎警備等の委託料
【債務負担行為等】
　債務負担行為
　・庁舎清掃業務委託事業　令和3年度-令和4年度　限度額31,000千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
　・守衛業務委託事業　令和3年度-令和6年度　限度額46,161千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
【予算執行時期】通年

4 100 財産活用課 020107 0103
流山市役所等包括
施設管理事業

106,567

【事業概要】流山市役所・消防署・学校等計48施設の保守管理を一括して委託し事務量の軽減及び歳出の削減に
繋げるもの。
【主なもの】電気工作物点検・消防設備点検・浄化槽点検・受水槽点検・グリストラップ清掃・空調設備点検・
ＥＶ・ＥＳＣ点検等
【債務負担行為等】
　債務負担行為
　・流山市役所等包括施設管理事業（当初）
　　令和2年度-令和7年度　限度額462,300千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
　・流山市役所等包括施設管理事業（追加その1）
　　令和3年度-令和7年度　限度額30,324千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
【予算執行時期】通年(年12回払)
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5 100 財産活用課 020107 0105
流山市役所等ＥＳ
ＣＯ事業

56,231

【事業概要】市役所本庁舎、図書・博物館、赤城・思井・江戸川台・駒木・向小金の5福祉会館を一括したＥＳＣ
Ｏ事業を行うことで、初期投資を抑制し、空調設備等を更新するとともに環境負荷の低減を図るもの。
【主なもの】空調設備・照明等のＥＳＣＯ事業による一括更新。
【債務負担行為等】
　債務負担行為
　・流山市役所等ＥＳＣＯ事業
　　平成24年度-令和7年度　限度額673,215千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
【予算執行時期】通年(年2回払）

6 104 財産活用課 020107 0452 普通財産活用事業 71,058

【事業概要】普通財産の未利用地活用のための用地測量及び不動産鑑定料、旧ジェトロ建物解体工事に係るも
の。
【主なもの】旧ジェトロ建物解体工事請負費、普通財産の草刈業務、測量業務、不動産鑑定手数料
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】通年

7 105 市民課 020107 0502
市民窓口センター
維持管理事業

92,415

【事業概要】おおたかの森市民窓口センターの維持管理を行うもの。
【主なもの】窓口業務委託料 83,358千円、駐車場管理業務委託料 3,828千円、土地借上料 4,721千円
【債務負担行為等】
　債務負担行為
　・市民窓口センター業務委託事業
　　令和3年度-令和7年度 限度額284,400千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
【予算執行時期】通年

8 106 市民課 020107 0551
南流山出張所拡張
整備事業

837

【事業概要】南流山センターの改修工事に伴い、出張所の拡張に併せて事務用消耗品及び事務用備品を購入する
もの。
【主なもの】事務用備品購入費 800千円
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】2月拡張工事終了予定

9 116 道路管理課 020113 0105
自転車駐車場施設
管理事業

53,995

【事業概要】市内における放置自転車対策及び放置自転車防止に係る指導・啓発活動等により、住民が快適かつ
安全に生活できる環境を確保するもの。
【主なもの】放置自転車保管場所管理業務委託料、駅周辺放置自転車対策等業務委託料、土地借上料
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】通年

10 126 税制課 020119 0201 市税還付事業 77,500

【事業概要】所得税の更正等に伴う市県民税の還付金、法人市民税の確定申告等より発生した還付金や課税更正
等により発生した固定資産税の還付金を返還するもの。
【主なもの】市税還付金
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】　通年

11 131 市民税課 020202 0101 市民税等賦課事業 82,811

【事業概要】個人市民税及び法人市民税の賦課及びそれに係わる事務を行うもの。
【主なもの】納税通知書発送に係る後納郵便料、住民税システム電算業務委託料
【債務負担行為等】
　債務負担行為等
　・住民記録等基幹系システム構築業務委託事業(税グループ)
　　令和2年度-令和7年度　限度額527,879千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
【予算執行時期】通年
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12 135 税制課 020202 0201 税収納事業 74,239

【事業概要】電算システムを活用して事務の効率化を図り、迅速な収納管理及び滞納整理業務を行うもの。
【主なもの】督促状等発送に係る後納郵便料、収納管理システム電算業務委託料、コンビニエンスストア収納代
行業務委託料
【債務負担行為等】
　債務負担行為
　・市税等納付環境(コンビニ等収納)整備事業
　　令和元年度-令和6年度　限度額月額基本料52千円及び1件当たり55円に収納取扱件数を乗じて得た額の合計額
　以内と消費税及び地方消費税の合計額
　・住民記録等基幹系システム構築業務委託事業(税グループ)
　　令和2年度-令和7年度　限度額527,879千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
　・財産調査運用ファイリングシステム利用事業
　　令和3年度-令和7年度　限度額1,560千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
　・市税等納付環境(クレジットカード納付)整備事業
　　令和3年度-令和8年度　限度額2,009千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
　・預貯金等照会電子化サービス利用事業
　　令和3年度-令和4年度　限度額1,196千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
【予算執行時期】通年

13 138 市民課 020301 0201
住民基本台帳事務
管理事業

109,619

【事業概要】市民課窓口業務や住民基本台帳及び印鑑登録原票のデータ管理及び保守に係るもの。
【主なもの】会計年度任用職員の報酬等 31,660千円、機器保守点検料 1,735千円、電算委託料 48,444千円、Ｏ
Ａシステム（機器）使用料 14,447千円
【債務負担行為等】
　債務負担行為
　・住民記録等基幹系システム構築業務委託事業（住民記録グループ）
　　令和2年度-令和7年度 限度額288,436千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
【予算執行時期】通年

14 140 市民課 020301 0260

新型コロナウイル
ス感染症対策事業
（市民課　ワクチ
ン接種証明分）

9,560

【事業概要】新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を受けた者に対し予防接種証明書を交付を行うもの。
【主なもの】会計年度任用職員の報酬等 9,110千円
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】通年

15 141 市民課 020301 0261
おくやみ相談窓口
設置運営事業

4,639

【事業概要】死亡に関する手続きをワンストップで行えるように、おくやみ相談窓口を設置運営するもの。
【主なもの】会計年度任用職員の報酬等 3,550千円、事務用備品購入費 775千円
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】通年

16 142 市民課 020301 0552
ＴＸ沿線整備住民
記録及び戸籍簿等
変更事業

8,000

【事業概要】土地区画整備事業の換地処分にあわせて、地区内の戸籍簿及び住民登録データの変更を行うもの。
【主なもの】電算委託料 363千円、諸委託料 7,637千円
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】3月

17 146
選挙管理委員
会事務局

020403 0201
参議院議員選挙事
業

58,425

【事業概要】任期満了による参議院議員通常選挙の管理執行に係るもの。（任期満了日：令和4年7月25日）
【主なもの】選挙事務電算業務委託料（入場整理券作成）、ポスター掲示場作成・設置・撤去業務委託料（2段24
区画・324か所）、投票事務等業務委託料（投票所及び期日前投票所事務等派遣）
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】4月-7月
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18 148
選挙管理委員
会事務局

020404 0201
千葉県議会議員選
挙事業

19,631

【事業概要】任期満了による千葉県議会議員選挙の管理執行に係るもの。（任期満了日：令和5年4月29日）
【主なもの】選挙事務電算業務委託料（入場整理券作成）、備品購入費（投票用紙交付機、自書式投票用紙読取
分類機）
【債務負担行為等】
　債務負担行為
　・千葉県議会議員一般選挙投票所等設営等業務委託事業ほか（5事項）
　　令和4年度-令和5年度 限度額15,743千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
【予算執行時期】9月-3月

19 149
選挙管理委員
会事務局

020405 0201
市長市議会議員選
挙事業

6,256

【事業概要】任期満了による市長市議会議員選挙の管理執行に係るもの。（任期満了日：令和5年5月5日）
【主なもの】諸用紙印刷代（投票用紙等）
【債務負担行為等】
　債務負担行為
　・流山市長及び流山市議会議員一般選投票所等設営等業務委託事業ほか（6事項）
　　令和4年度-令和5年度　限度額31,813千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
【予算執行時期】9月-3月

20 156 財政調整課 030101 0251
国民健康保険特別
会計繰出事業

1,546,182

【事業概要】国民健康保険特別会計の健全な運営を図るため、保険基盤安定制度による経費・出産育児一時金・
職員給与費等・その他の経費について一般会計から繰出しを行うもの。
【主なもの】国民健康保険特別会計繰出金
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】4月、8月、11月、3月

21 158 社会福祉課 030101 0501 見舞金支給事業 52,691

【事業概要】見舞金を支給することにより、闘病又は労苦に報いるもの。
【主なもの】特定疾病療養者見舞金
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】通年

22 160 社会福祉課 030101 0557

新型コロナウイル
ス感染症対策事業
（社会福祉課　生
活困窮者自立支援
金分）

9,856

【事業概要】生活福祉資金の特例貸付について、緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付（初回）のいずれも
が終了した世帯に「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給するもの。
【主なもの】新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】4月-6月

23 164 障害者支援課 030102 0103
在宅障害者福祉
サービス事業

353,035

【事業概要】障害者総合支援法に規定されていない障害福祉サービスを提供することにより、障害者の生活を安
定させることを目的とするもの。
【主なもの】福祉タクシー利用助成金、グループホーム等入居者家賃補助金、重度心身障害者（児）医療給付改
善事業補助金
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】通年

24 166 社会福祉課 030102 0152
障害者計画・障害
福祉計画策定事業

1,648

【事業概要】第7期障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画を令和5年度に策定するに当たって、障害者の状況や意
識を把握するためのアンケート調査を令和4年度に実施するもの。
【主なもの】アンケート調査業務委託料
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】4月-5月入札予定
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25 167 障害者支援課 030102 0201
福祉手当等支給事
業

125,903

【事業概要】身体等の障害者に手当を支給することにより、福祉の増進を図ることを目的とするもの。
【主なもの】特別障害者手当等給付費、福祉手当
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】通年

26 168 障害者支援課 030102 0303
障害者自立支援給
付事業

2,600,514

【事業概要】障害者等に対し、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行うことにより障害者等が自
立した日常生活及び社会生活を営むことを目的とするもの。
【主なもの】介護給付・訓練等給付費、自立支援医療給付費
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】通年

27 170 障害者支援課 030102 0354
障害者地域生活支
援事業

169,660

【事業概要】障害者等に対し、地域の実績、利用者の状況に応じて事業を行うことにより、障害者等が自立した
日常生活及び社会生活を営むことを目的とするもの。
【主なもの】日中一時支援事業業務委託料、移動支援事業業務委託料、地域活動支援センター運営事業費補助金
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】通年

28 177 社会福祉課 030103 0753
高齢者支援計画策
定事業

2,436

【事業概要】第9期高齢者支援計画を令和5年度に策定するに当たって、高齢者の状況や意識を把握するためのア
ンケート調査を令和4年度に実施するもの。
【主なもの】アンケート調査業務委託料
【債務負担行為等】
　継続費
　令和4年度-令和5年度　総額3,491千円
【予算執行時期】4月-5月入札予定

29 178 財政調整課 030103 1351
介護保険特別会計
繰出事業

2,365,883

【事業概要】介護保険特別会計の健全な運営を図るため、法的負担経費・人件費・事務費について一般会計から
繰出しを行うもの。
【主なもの】介護保険特別会計繰出金
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】4月、8月、1月、3月、5月

30 179 介護支援課 030103 1751

新型コロナウイル
ス感染症対策事業
（介護支援課　高
齢者施設等検査
分）

4,340

【事業概要】高齢者施設等に勤務する職員に体調不良の者がいるなど、施設等の感染防止対策に不安や課題があ
る場合などに施設等職員や利用者を対象にＰＣＲ検査を実施し、施設内でのクラスター発生を抑止することで利
用者への感染を未然に防ぎ重度化を避けることを図るもの。
【主なもの】医師謝金、医薬材料費、ＰＣＲ検査業務委託料
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】通年

31 184 社会福祉課 030104 0118
福祉会館ＥＳＣＯ
事業

1,819

【事業概要】福祉会館の蛍光灯をＥＳＣＯ事業によりＬＥＤ照明に交換するもの。
【主なもの】福祉会館ＬＥＤ化ＥＳＣＯ事業導入業務委託料
【債務負担行為等】
　債務負担行為
　・複数施設ＬＥＤ化ＥＳＣＯ事業
　　令和3年度-令和19年度　限度額112,250千円以内と消費税及び地方消費税の合計額（公民館、保育所分含
　む。）
【予算執行時期】令和4年7月交換完了予定
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32 185 社会福祉課 030104 0119
江戸川台地域ふれ
あいセンター指定
管理者事業

13,774

【事業概要】江戸川台地域ふれあいセンターの運営・管理を指定管理者に委託するもの。
【主なもの】江戸川台福祉会館指定管理業務委託料
【債務負担行為等】
　債務負担行為
　・江戸川台福祉会館指定管理者事業
　　令和3年度-令和8年度 限度額125,123千円以内と消費税及び地方消費税の合計額（児童センター分も含む。）
【予算執行時期】通年

33 192 健康増進課 030110 0102
後期高齢者健康診
査事業

124,520

【事業概要】後期高齢者医療制度被保険者の健康保持増進のため健康診査を実施するもの。
【主なもの】後期高齢者健康診査業務委託料
【債務負担行為等】
　債務負担行為
　・特定健診・地域支援健康システム機器賃貸借及び保守業務事業
　　令和4年度-令和10年度　限度額58,284千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
【予算執行時期】通年

34 194 財政調整課 030110 0251
後期高齢者医療特
別会計繰出事業

407,358

【事業概要】後期高齢者医療特別会計の健全な運営を図るため、事務費・保険基盤安定分経費・職員給与費等に
ついて一般会計から繰出しを行うもの。
【主なもの】後期高齢者医療特別会計繰出金
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】4月、8月、1月、3月、5月

35 195 保育課 030201 0501
私立保育所等運営
補助事業

2,585,658

【事業概要】私立保育所等の運営事業に要する経費の一部を補助金により交付するもの。
【主なもの】延長保育事業、保育士配置改善事業、保育士宿舎借り上げ支援事業、特例保育士処遇改善事業、保
育補助者雇上強化事業
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】6月、12月

36 196 子ども家庭課 030201 0504
地域子育て支援セ
ンター事業費補助
事業

86,970

【事業概要】子育て家庭等の育児不安等の相談、子育てサークル等への支援、情報提供など地域の子育て家庭に
対する育児支援を行う事業者に対し、地域子育て支援拠点事業の運営に係る費用を補助するもの。
【主なもの】地域子育て支援センター事業費補助金
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】6月、12月

37 196 子ども家庭課 030201 0551
私立保育所整備補
助事業

972,627

【事業概要】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するも
の。
【主なもの】私立保育所整備費補助金
【債務負担行為等】
　債務負担行為
　・私立保育所整備補助事業
　　平成26年度-令和5年度　限度額270,616千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
【予算執行時期】通年

38 196 保育課 030201 0552
送迎保育ステー
ション事業

100,453

【事業概要】保育需要の地域的偏在等により異なる保育所入所者数の均衡を図るとともに、待機児童の解消及び
児童の送迎に係る保護者の負担軽減を図るもの。
【主なもの】送迎保育ステーション事業業務委託料
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】通年
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39 204 保育課 030202 0201
保育園等運営費委
託事業

8,547,027

【事業概要】私立保育所等の運営にかかる費用を支給するもの。
【主なもの】保育所等運営業務委託料
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】毎月

40 204 保育課 030202 0202
子育てのための施
設等利用給付事業

77,028

【事業概要】認可外保育施設や預かり保育事業にかかる利用料等を給付するもの。
【主なもの】子育てのための施設等利用給付費
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】4月、7月、10月、1月

41 204 障害者支援課 030202 0301
障害児通所支援事
業

1,339,264

【事業概要】児童福祉法の児童発達支援及び放課後等デイサービス等の障害児通所支援事業に該当する事業で、
通所により身近な地域で支援が受けられるようにするもの。
【主なもの】障害児通所給付費
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】通年

42 205 子ども家庭課 030202 0401 児童手当支給事業 3,718,914

【事業概要】児童を養育している方の家庭における生活の安定に寄与し、次代の社会を担う児童の健全な育成及
び資質の向上に資することを目的として支給するもの。
【主なもの】児童手当（扶助費）
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】通年

43 208 子ども家庭課 030203 0103
ひとり親家庭等医
療費助成事業

65,525

【事業概要】母子家庭等のひとり親世帯等に対して、経済的負担を軽減し早期に診療等を受けやすくするため
に、保険診療分の医療費等を助成をするもの。
【主なもの】ひとり親家庭等医療費扶助費
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】通年

44 208 子ども家庭課 030203 0104
児童扶養手当支給
事業

375,954

【事業概要】母子家庭等のひとり親世帯等に対して、所得や子の人数に応じて手当を支給するもの。
【主なもの】児童扶養手当
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】通年

45 210 子ども家庭課 030203 0155
ひとり親家庭等生
活向上事業

56,751

【事業概要】子どもの貧困の連鎖を防止するため、生活困窮世帯の中学校2年生及び中学校3年生の子どもが学習
塾へ通えるよう支援するもの。
　令和4年度からは、上記の支援に加え、夏期及び冬期期間について支援を行うもの。
【主なもの】謝礼
【債務負担行為等】
　債務負担行為
　・ひとり親家庭等生活向上事業
　　令和3年度-令和4年度　限度額48,186千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
【予算執行時期】通年

46 213 子ども家庭課 030204 0210
おおたかの森児童
センター指定管理
者事業

62,580

【事業概要】おおたかの森児童センターの管理運営業務を指定管理者に委託するもの。
【主なもの】指定管理業務委託料
【債務負担行為等】
　債務負担行為
　・おおたかの森児童センター指定管理事業
　　令和2年度-令和7年度　限度額312,147千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
【予算執行時期】通年
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47 214 子ども家庭課 030204 0211
南流山児童セン
ター指定管理者事
業

31,793

【事業概要】南流山児童センターの管理運営業務を指定管理者に委託するもの。
【主なもの】指定管理業務委託料
【債務負担行為等】
　債務負担行為
　・南流山地域図書館・南流山児童センター指定管理事業
　　令和3年度-令和9年度　限度額822,432千円以内と消費税及び地方消費税の合計額（図書館分含む。）
【予算執行時期】通年

48 214 子ども家庭課 030204 0212
江戸川台児童セン
ター指定管理者事
業

12,506

【事業概要】江戸川台児童センターの管理運営業務を指定管理者に委託するもの。
【主なもの】指定管理業務委託料
【債務負担行為等】
　債務負担行為
　・江戸川台福祉会館指定管理者事業
　　令和3年度-令和8年度　限度額125,123千円以内と消費税及び地方消費税の合計額（福祉会館分含む。）
【予算執行時期】通年

49 214 子ども家庭課 030204 0258
児童館・児童セン
ター整備事業

123,260

【事業概要】児童の健全な遊びの場を提供するため、令和4年度開館に向けて、南流山中学校敷地内に、子育て支
援施設（児童センター及び子育て世代包括支援センター）を整備するもの。なお、同施設に、一体の複合施設と
して地域図書館の整備も行う。
【主なもの】令和4年度　建設工事
【債務負担行為等】
　継続費
　・令和2年度-令和4年度　総額618,000千円
【予算執行時期】令和4年9月竣工予定

50 216 保育課 030205 0201
保育所管理運営事
業

331,885

【事業概要】市内公立保育所5か所の運営及び管理に関するもの。
【主なもの】会計年度任用職員報酬、事務用消耗品費、施設修繕費
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】随時

51 219 保育課 030205 0203
保育所ＥＳＣＯ事
業

1,086

【事業概要】公立保育所におけるＬＥＤ化についてＥＳＣＯ事業にて行い、委託料を支払うもの。
【主なもの】委託料
【債務負担行為等】
　債務負担行為
　・複数施設ＬＥＤ化ＥＳＣＯ事業
　　令和3年度-令和19年度　限度額112,250千円以内と消費税及び地方消費税の合計額（公民館、福祉会館分含
　む。）
【予算執行時期】9月、3月

52 219 保育課 030205 0258 病児保育事業 56,505

【事業概要】保育所等に通所中の児童が病気中・病気回復期に集団保育が困難な期間に当該児童を一時的に預か
る病児保育事業を行うもの。
【主なもの】委託料
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】通年

53 220 保育課 030205 0266
新型コロナウイル
ス感染症対策事業
（保育課）

63,742

【事業概要】保育所等における新型コロナウイルス感染症対策に必要な消耗品等の補助及び公立保育所の施設整
備の経費を計上するもの。
【主なもの】新型コロナウイルス感染拡大防止事業費補助金
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】3月
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54 221 教育総務課 030206 0301 学童保育運営事業 162,146

【事業概要】就労等の理由により放課後家庭内で保育の困難な小学校児童を対象に放課後の遊びや生活の場を提
供し健全育成を図るもの。（指定管理料以外）
【主なもの】委託料　141,912千円
（障害児受入れに伴う業務委託料、支援員処遇改善業務委託料、臨時特例処遇改善業務委託料）
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】随時

55 223 教育総務課 030206 0307

学童クラブ（八木
北、小山、長崎小
学校区）指定管理
者事業

185,686

【事業概要】学童クラブ（八木北、小山、長崎小学校区）の運営を委託するもの。
【主なもの】指定管理委託料
【債務負担行為等】
　債務負担行為
　・学童クラブ（八木北、小山、長崎小学校）指定管理者事業ほか（3事項）
　　令和元年度-令和6年度　限度額730,717千円
【予算執行時期】随時

56 223 教育総務課 030206 0308

学童クラブ（流山
北、流山小学校
区）指定管理者事
業

91,603

【事業概要】学童クラブ（流山北、流山小学校区）の運営を委託するもの。
【主なもの】指定管理委託料
【債務負担行為等】
　債務負担行為
　・学童クラブ（流山北、流山小学校区）指定管理者事業
　　令和元年度-令和6年度　限度額412,540千円
【予算執行時期】随時

57 223 教育総務課 030206 0309

学童クラブ（鰭ケ
崎、南流山小学校
区）指定管理者事
業

92,039

【事業概要】学童クラブ（鰭ケ崎、南流山小学校区）の運営を委託するもの。
【主なもの】指定管理委託料
【債務負担行為等】
　債務負担行為
　・学童クラブ（鰭ケ崎、南流山小学校区）指定管理者事業ほか（2事項）
　　令和元年度-令和6年度　限度額430,275千円
【予算執行時期】随時

58 224 教育総務課 030206 0310

学童クラブ（八木
南、向小金、東小
学校区）指定管理
者事業

72,000

【事業概要】学童クラブ（八木南、向小金、東小学校区）の運営を委託するもの。
【主なもの】指定管理委託料
【債務負担行為等】
　債務負担行為
　・学童クラブ（八木南、向小金、東小学校区）指定管理者事業
　　令和元年度-令和6年度　限度額222,800千円
【予算執行時期】随時

59 224 教育総務課 030206 0311

学童クラブ（おお
たかの森小学校
区）指定管理者事
業

72,900

【事業概要】学童クラブ（おおたかの森小学校区）の運営を委託するもの。
【主なもの】指定管理委託料
【債務負担行為等】
　債務負担行為
　・学童クラブ（おおたかの森小学校区）指定管理者事業
　　令和元年度-令和6年度　限度額364,500千円
【予算執行時期】随時
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60 224 教育総務課 030206 0351
学童クラブ施設整
備事業

76,243

【事業概要】学童クラブの施設整備を行うもの。
【主なもの】（仮称）市野谷小学校区学童クラブ創設工事、ひよどり学童クラブ改修工事
【債務負担行為等】
　継続費
　・令和4年度-令和5年度　総額409,876千円
【予算執行時期】随時

61 234 社会福祉課 030301 0254
被保護者健康管理
支援事業

2,090

【事業概要】被保護者の健康管理支援のために、レセプトデータ及び検診等の記録をもとに生活習慣病の発症予
防や重症化予防等を推進するもの。
【主なもの】調査・分析等業務委託料
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】5月-7月入札予定

62 234 社会福祉課 030302 0101
生活保護法等に基
づく扶助事業

3,101,490

【事業概要】生活に困窮している市民に、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最低生活を保障すると
ともに、その自立の助長を図るもの。
【主なもの】生活扶助・住宅扶助・医療扶助を中心とする各種扶助費
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】通年

63 238 子ども家庭課 040101 0305
子ども医療費助成
事業

949,827

【事業概要】子どもが健康保険を使用して、医療機関で保険診療を受けた医療費を助成するもの。
【主なもの】子ども医療扶助
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】通年

64 239 健康増進課 040101 0353
妊娠・出産・子育
てサポート事業

50,929

【事業概要】子育てなんでも相談室として、妊娠・出産・子育てまでの切れ目のない支援を実施するもの。新た
に育児支援サービスを追加するもの。
【主なもの】会計年度任用職員報酬、南流山センター開設用備品購入費、育児支援サービス業務委託料（3,300円
×1時間×12回×100人）
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】通年

65 241 健康増進課 040101 0401 母子健康診査事業 389,326

【事業概要】妊産婦、乳幼児の疾病の早期発見、健康保持増進のための健康診査及び指導を実施するもの。
【主なもの】会計年度任用職員報酬、妊婦一般健康診査業務委託料、1歳6か月児健康診査小児科業務委託料
（6,589円×2,200件）、1歳6か月児健康診査歯科業務委託料（4,301円×2,200件）、3歳児健康診査小児科業務委
託料（6,589円×2,350件）、3歳児健康診査歯科業務委託料（3,421円×2,350件）
【債務負担行為等】
　債務負担行為
　・特定検診・地域支援健康システム機器賃貸借及び保守業務事業
　　令和4年度-令和10年度　限度額58,284千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
【予算執行時期】通年
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66 246 健康増進課 040101 1055
新型コロナウイル
ス感染症対策事業
（健康増進課）

257,997

【事業概要】地域外来・検査センター及び市内の施設等でのクラスター予防対応において、新型コロナウイルス
感染症のＰＣＲ検査を実施するもの。
市内の医療機関での新型コロナウイルス感染症（疑い）患者の入院及び検査体制の促進のため、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規則に基づき、交付金を交付するもの。
【主なもの】地域外来・検査センター及び市内施設でのクラスター予防対応でＰＣＲ検査を実施した医師への報
償費、ＰＣＲ検査費用等。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。
【債務負担行為等】
　債務負担行為
　・新型コロナウイルス感染症対策等事業（相談業務等）業務委託事業
　　令和3年度-令和4年度　限度額32,161千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
【予算執行時期】通年

67 248 健康増進課 040102 0101 予防接種事業 747,819

【事業概要】感染症の発生及びまん延を予防するために、予防接種を行い、公衆衛生の向上及び増進を図るも
の。
【主なもの】個別予防接種委託料、風しん抗体検査業務委託料
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】通年

68 249 健康増進課 040102 0201 健康増進事業 341,500

【事業概要】市民の生活習慣病の予防及び早期発見と健康保持のために各種がん検診等及び健康教育・相談・保
健指導を実施するもの。
【主なもの】大腸がん個別検診業務委託料、子宮がん個別検診業務委託料
　　　　　　がん患者等ウイッグ及び乳房等補正具購入助成金（新規）
【債務負担行為等】
　債務負担行為
　・特定健診・地域支援健康システム機器賃貸借及び保守業務事業
　　令和4年度-令和10年度　限度額58,284千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
【予算執行時期】通年

69 252 健康増進課 040102 0257

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）

1,112,341

【事業概要】新型コロナウイルスワクチン接種の円滑な実施を図るもの。
【主なもの】個別予防接種業務委託料、常設集団接種会場運営業務委託料
【債務負担行為等】
　債務負担行為
　・個別予防接種通知書作成業務委託事業ほか（4事項）
　　令和3年度-4年度　限度額203,998千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
　継続費
　・令和3年度-令和4年度　総額507,915千円
【予算執行時期】通年

70 254 健康増進課 040103 0201
医療体制整備・確
保事業

96,974

【事業概要】平日夜間・休日診療所の運営を流山市医師会等に委託し、平日及び休日・祝日の診療を実施するも
の。また、救急医療機関（二次医療機関）の診療体制の確保及び夜間小児初期救急医療を確保するもの。
【主なもの】平日夜間・休日診療所及びの運営に係る委託料
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】通年
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71 255 企画政策課 040104 0101
東葛中部地区総合
開発事務組合衛生
費負担事業

83,321

【事業概要】柏市、我孫子市、流山市の3市で設置している東葛中部地区総合開発事務組合の衛生費分（ウイング
ホール柏斎場に係る運営費、建設費）を負担するもの。
【主なもの】東葛中部地区総合開発事務組合への衛生費に係る負担金
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】4月、7月、10月、1月の4回に分けて執行予定。

72 269
クリーンセン
ター

040201 0651
廃棄物処理施設整
備等基金積立事業

101,223

【事業概要】ごみ焼却施設の長寿命化整備に必要な資金を積み立てるもの。
【主なもの】ごみ焼却施設基幹的設備改良工事
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】3月（令和4年度-令和7年度）

73 270
クリーンセン
ター

040202 0102
ごみ焼却施設管理
事業

724,788

【事業概要】ごみ焼却施設を衛生的かつ安全に操業するための消耗品費、光熱水費を計上するとともに、焼却炉
の安定的な運転管理及び施設周辺の環境保全を維持するための業務を委託するもの。
【主なもの】ごみ焼却施設運転管理業務委託料
【債務負担行為等】
　債務負担行為
　・ごみ焼却施設管理事業
　　令和3年度-令和7年度 限度額592,000千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
【予算執行時期】通年

74 271
クリーンセン
ター

040202 0103 ごみ収集事業 323,919

【事業概要】一般家庭から排出された可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ等の一般廃棄物を衛生的かつ迅速に収集す
るために必要な経費及びごみ集積所の維持管理に必要な経費等を計上するもの。
【主なもの】一般家庭から排出された可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ等の収集運搬業務委託料
【債務負担行為等】
　債務負担行為
　・一般廃棄物収集運搬業務委託事業ほか（4事項）
　　令和3年度-令和8年度　限度額1,943,820千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
【予算執行時期】通年

75 272
クリーンセン
ター

040202 0106
リサイクル館施設
管理事業

436,920

【事業概要】リサイクル率の向上を図ることで、支出の平準化と経費節減を行うもの。また、10年間のリサイク
ル館包括管理運営業務を委託することで施設運営の安定化、事務処理の効率化を図るもの。
【主なもの】リサイクル館包括管理運営業務委託料
【債務負担行為等】
　債務負担行為
　・リサイクル館包括管理運営業務委託事業
　　令和3年度-令和13年度　限度額3,949,000千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
【予算執行時期】通年

76 274
クリーンセン
ター

040203 0201
リサイクル推進事
業

248,799

【事業概要】資源物の有効利用の促進とごみの減量化を図るため、リサイクル団体等に報償金や奨励金の支給等
の支援等を行うもの。
【主なもの】リサイクル団体等への報償金・再生資源物回収事業奨励金
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】通年

77 274
クリーンセン
ター

040203 0701
剪定枝資源化施設
運営事業

102,612

【事業概要】剪定枝資源化施設の円滑な運営管理及び市内で発生する剪定枝から堆肥を製造し、市民に配布する
ことにより緑のリサイクルを進め、循環型社会の形成に寄与するもの。
【主なもの】剪定枝資源化施設機器保守点検整備業務委託料、剪定枝等処分業務委託料
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】通年
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78 275
クリーンセン
ター

040204 0151
ごみ焼却施設整備
事業

579,500

【事業概要】ごみ焼却施設を安全に稼働するための施設修繕費を計上するもの。
【主なもの】施設修繕及び保守点検業務委託料
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】通年

79 276
クリーンセン
ター

040205 0105
し尿収集処理・施
設管理事業

237,395

【事業概要】し尿処理施設の安定的な稼働及び汲み取り式トイレを使用している世帯や工事現場の仮設トイレの
汲み取りを委託し、し尿の衛生的な処理を行うもの。
【主なもの】汚泥再生処理センター機器保守点検整備委託料、し尿収集運搬業務委託料
【債務負担行為等】
　債務負担行為
　・脱水汚泥・し渣運搬業務委託料
　　令和3年度-令和4年度　限度額4,939千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
【予算執行時期】通年

80 294 商工振興課 070102 0152
中小企業資金融資
事業

142,384

【事業概要】市内中小企業者が事業に必要な運転資金、設備資金を円滑に調達できるよう、利子の一部を補給す
ることで融資にかかる負担軽減を図るもの。
【主なもの】資金融資預託金（130,000千円）、利子補給金（9,074千円）、資金融資業務委託料（3,300千円）
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】通年

81 295 商工振興課 070102 0154
新型コロナウイル
ス感染症対策事業
（商工振興課）

241,461

【事業概要】新型コロナウイルスによりセーフティネット保証４号認定を受けた事業者が、事業持続に必要な運
転資金を円滑に調達できるよう、利子と信用保証料の全額を補給することで融資にかかる負担軽減を図るもの。
【主なもの】資金融資預託金（180,000千円）、利子補給金（47,587千円）、信用保証料補給金（13,874千円）
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】2月-3月

82 297 商工振興課 070102 0272

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
クト応援事業分）

6,022

【事業概要】市内の事業団体がグループを形成して、ｗｉｔｈコロナ、ａｆｔｅｒコロナを見据えた売上回復と
販路拡大を目的とした商品･サービスの開発等を行う場合に経費の一部を補助するもの。
【主なもの】補助金（6,000千円（2,000千円×3団体））
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】4月-12月

83 298 商工振興課 070102 0451
商業振興共同施設
設置等事業費補助
事業

204

【事業概要】商店街の共同施設の設置･改修・撤去にかかる費用の一部を補助するもの。商業団体からの事前協議
により計上するもの。
【主なもの】補助金（204千円（江戸川台西口商店会時計塔改修））
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】4月-7月

84 300
流山本町・利
根運河ツーリ
ズム推進課

070103 0103
流山花火大会支援
事業

10,000

【事業概要】本市の夏の風物詩となっている花火大会を開催するため、流山花火大会実行委員会の企画・運営を
支援するもの。
【主なもの】補助金
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】7月交付予定

85 304
流山本町・利
根運河ツーリ
ズム推進課

070103 0178
白みりんミュージ
アム整備事業

49,000

【事業概要】本市の重要な地域資源である白みりんについて学び、体験できる施設「白みりんミュージアム」を
整備するもの。
【主なもの】設計業務委託料
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】3月
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86 304
流山本町・利
根運河ツーリ
ズム推進課

070103 0179
白みりんミュージ
アム基金積立事業

1,000

【事業概要】体験型施設「白みりんミュージアム」の整備等に要する経費の財源に充てる資金を積み立てるも
の。
【主なもの】積立金
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】3月

87 316 道路管理課 080202 0151 道路維持補修事業 370,000

【事業概要】道路や道路附属施設を適切に管理し、道路使用者の安全性を高め、健全な道路環境を保全するも
の。
【主なもの】道路維持補修工事請負費、小破修繕工事請負費
【債務負担行為等】
　債務負担行為
　・道路維持補修事業
　　令和3年度-令和4年度　限度額31,818千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
【予算執行時期】通年

88 319 道路建設課 080203 0170
名都借跨線橋道路
拡幅改良事業

164,633

【事業概要】名都借跨線橋を含む区間において、緊急時の大型車両通行や歩行者及び自転車の安全な通行を確保
するため、車両の相互通行が可能となるよう拡幅改良を行い、周辺地区における通行の円滑化と安全を提供する
もの。
【主なもの】ＪＲ施行委託料、安全対策工事、補償費等
【債務負担行為等】
　継続費
　・令和元年度-令和9年度　総額2,216,593千円
【予算執行時期】3月完了予定

89 319 道路建設課 080203 0172
東小学校前通学路
道路拡幅整備事業

5,000

【事業概要】東小学校の通学路として安全を確保するため、歩道幅員を拡幅し、歩行者の通行に配慮した道路整
備を行うもの。
【主なもの】予備設計業務委託料
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】7月完了予定

90 319 道路建設課 080203 0251 交差点改良事業 61,053

【事業概要】交通安全上課題のある交差点を改良し、歩行者の安全確保と周辺住民及び通行車両の安全を確保す
るもの。
【主なもの】公有財産取得、物件補償
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】3月完了予定

91 320 道路建設課 080203 0258 道路緑化事業 3,388

【事業概要】「都心から一番近い森のまち」に相応しい道路空間の形成を図るもの。
【主なもの】植樹桝設置工事
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】11月完成予定

92 320 道路建設課 080203 0264 区画道路改良事業 110,206

【事業概要】市内にある狭隘道路における拡幅や改良を行い、地域住民の通行の安全及び生活環境の向上に寄与
するもの。
【主なもの】測量業務委託料、予備設計業務委託料、工事負担金
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】3月完了予定
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93 321 道路管理課 080204 0151 橋りょう補修事業 158,812

【事業概要】市が管理する橋りょうの維持修繕及び適正管理を行うことにより、耐久性を延ばし、修繕費の削減
を図りつつ、通行の安全を確保するもの。
【主なもの】橋梁長寿命化修繕計画業務委託料、橋りょう補修設計業務委託料、橋りょう点検業務委託料、橋
りょう補修工事請負費
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】3月完了予定

94 324 河川課 080301 0205
調整池維持管理事
業

29,821

【事業概要】調整池を適切に維持管理し、機能確保を行い、浸水被害が発生しないようにするもの。
【主なもの】草刈業務委託、排水ポンプ施設保守点検管理業務委託
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】通年

95 326 河川課 080302 0160
流山排水機場改修
事業

12,000

【事業概要】三輪野山地区の浸水被害軽減のために運用される施設の適切な維持管理に向けた改修を行うもの。
【主なもの】東京電力負担金
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】通年

96 326 河川課 080303 0155
雨水排水施設整備
事業

66,550

【事業概要】浸水被害が発生している地域の雨水排水施設を整備するもの。
【主なもの】江戸川台西3丁目排水整備工事、江戸川台東1丁目排水整備工事
【債務負担行為等】
　継続費
　・令和4年-令和5年（江戸川台東1丁目排水整備工事）　総額44,440千円
【予算執行時期】
　江戸川台西3丁目排水整備工事　令和5年3月完了予定
　江戸川台東1丁目排水整備工事　令和5年度完了予定

97 332
まちづくり推
進課

080402 0251
ぐりーんバス運行
事業

88,433

【事業概要】鉄道を主軸とした市の公共交通体系に対応するため、駅と周辺住宅地を結ぶコミュニティバスを運
行するもの。
【主なもの】ぐりーんバス運行事業補償費
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】3月

98 332
まちづくり推
進課

080402 0358
初石駅施設整備事
業

648,760

【事業概要】東武野田線初石駅の橋上駅舎、自由通路及び駅前広場を整備するもの。
【主なもの】実施設計業務委託料・負担金、工事委託料・負担金
【債務負担行為等】
　継続費
　・令和4年度-令和5年度 総額2,045,306千円
 【予算執行時期】3月

99 333
まちづくり推
進課

080402 0359
初石駅施設整備基
金積立事業

167,984

【事業概要】初石駅施設整備基金に対して市民などから受けた善意（寄附）などを積み立て、初石駅の施設整備
の財源に充て平準化を図るもの。
【主なもの】積立金
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】3月

100 336
まちづくり推
進課

080404 0166
流山おおたかの森
駅周辺まちなみづ
くり事業

47,850

【事業概要】今後、交通量の増加が見込まれる流山おおたかの森駅周辺の西口・南口をつなぐセンター地区道路
において、車両の通行を抑制するとともに歩行者の安全確保とまちの回遊性を創出する整備を行うもの。
【主なもの】道路設計業務委託料、サイン設置工事請負費、仮設工事請負費
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】3月
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101 336
まちづくり推
進課

080404 0251
運動公園周辺地区
一体型特定土地区
画整理負担事業

509,563

【事業概要】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対象額の2分の
1を負担するもの。
【主なもの】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金、運動公園周辺地区一体型特定土地区
画整理単独費負担金
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】3月

102 337
まちづくり推
進課

080404 0254
木地区一体型特定
土地区画整理負担
事業

325,781

【事業概要】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対象額の2分の1を負担す
るもの。
【主なもの】木地区一体型特定土地区画整理単独費負担金
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】3月

103 337 財政調整課 080404 0651
土地区画整理事業
特別会計繰出事業

97,564

【事業概要】土地区画整理事業特別会計の健全な財政運営を図るため、必要な経費について一般会計から繰出し
を行うもの。
【主なもの】土地区画整理事業特別会計繰出金
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】4月、12月

104 338 道路建設課 080405 0260

都市計画道路３・
４・９号南流山名
都借線道路改良事
業

3,771

【事業概要】南流山地区と東部地区を結ぶ都市計画道路であり、交通の円滑化と歩行者の安全を確保するととも
に、骨格となる道路交通網を充実させるもの。
【主なもの】不動産鑑定業務委託料
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】8月完了予定

105 339 道路建設課 080405 0262
都市計画道路３・
４・８号美田駒木
線道路改良事業

2,000

【事業概要】美田地区と駒木地区を結ぶ都市計画道路であり、交通の円滑化と歩行者の安全を図るとともに、骨
格となる道路交通網を充実させるもの。
【主なもの】予備設計業務委託料
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】10月完了予定

106 339 道路建設課 080405 0354

都市計画道路３・
２・２５号下花輪
駒木線道路改良事
業

60,600

【事業概要】埼玉・千葉・茨城を結ぶ広域的な幹線道路であり、県が施行する事業費の一部を市が負担するも
の。
【主なもの】事業負担金
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】3月完了予定

107 340 財政調整課 080406 0151
下水道事業会計出
資金等事業

500,000

【事業概要】下水道事業会計の健全な運営を図るため、雨水処理に要する経費等について一般会計から繰出しを
行うもの。
【主なもの】下水道事業会計負担金、下水道事業会計出資金
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】12月

108 340 みどりの課 080407 0101
みどりの維持管理
事業

626,171

【事業概要】安心安全で快適な空間づくり及び良好な景観形成を目的に、公園・緑地・街路樹・市民の森等を適
切に維持管理するもの。
【主なもの】公園緑地年間管理業務委託料、街路樹等維持管理業務委託料
【債務負担行為等】
　債務負担行為
　・都市公園緑地トイレ清掃業務委託事業
　　令和3年度-令和4年度 限度額13,400千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
【予算執行時期】3月
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109 343 みどりの課 080407 0270
新たな賑わい空間
創出事業

487,278

【事業概要】土地区画整理事業の進捗に合わせ、都市施設として必要な公園施設を新たに整備するとともに、多
様化する公園ニーズに対応するため、老朽化した施設の更新や再配置などの再整備を行うもの。
【主なもの】南流山中央公園再整備工事請負費、総合運動公園再整備工事請負費
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】3月

110 344 みどりの課 080407 0551
安心安全な公園づ
くり事業

132,707

【事業概要】既存公園の遊具等公園施設の点検及び補修・更新を行い、利用者の安全性及び利便性の向上を図る
もの。
【主なもの】都市公園遊具点検業務委託料、公園遊具施設等安全対策工事請負費、都市公園施設新設改修工事請
負費
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】3月

111 348 建築住宅課 080501 0155 市営住宅借上事業 118,708

【事業概要】市が民間賃貸住宅を借上げ、住宅に困窮する低所得者に対して低廉な家賃で転貸することで、生活
の安定と社会福祉の増進に寄与するもの。
【主なもの】市が市営住宅として借り上げている民間賃貸住宅
【債務負担行為等】
　債務負担行為
　・市営住宅三輪野山団地賃借料
　　平成15年度-令和5年度 限度額792,528千円以内
　・市営住宅西初石団地賃借料
　  平成17年度-令和7年度 限度額877,790千円以内
【予算執行時期】通年

112 358 消防総務課 090101 0651
新型コロナウイル
ス感染症対策事業
（消防総務課）

34

【事業概要】来庁者や職員の感染症対策を図り、安心安全な職場環境の維持管理を行うもの。
【主なもの】手指消毒用アルコール等消耗品
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】通年

113 362 消防防災課 090101 0954
新型コロナウイル
ス感染症対策事業
（消防防災課）

1,132

【事業概要】出場した隊員の感染拡大防止のために必要な資機材を購入するもの。
【主なもの】マスク、ゴーグル、感染防護衣、へパフィルターなど
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】通年

114 371 消防防災課 090103 0253
消防団車両整備事
業

20,309

【事業概要】消防車両等更新基準に基づき、消防団車両を更新整備するもの。
【主なもの】第6分団、第22分団の車両の更新
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】12月末納車予定

115 372 消防総務課 090103 0254
消防団機械器具置
場建設事業

19,348

【事業概要】建築から30年が経過した第8分団機械器具置場について、移転を行い建替えるもの。
【主なもの】第8分団機械器具置場移転用地購入
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】10月頃
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116 372 消防防災課 090103 0458
消防指令業務運用
事業

94,203

【事業概要】ちば北西部消防指令センターを運用するための経費を計上するもの。
【主なもの】指令センター運用負担金、デジタル無線維持管理負担金など。
【債務負担行為等】
　債務負担行為
　・消防指令業務運用事業（Ｊ-ＡＬＥＲＴ）
　　令和2年度-令和5年度　限度額960千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
　・ちば北西部消防指令センター個別整備部分整備事業
　　令和2年度-令和12年度　限度額602,334千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
【予算執行時期】通年

117 373 消防総務課 090103 0551
中央消防署移転事
業

427,012

【事業概要】昭和49年に建築された消防本部・中央消防署庁舎の移転を行い、防災拠点の強化及び庁舎の適正配
置を実現し、災害に強い街づくりを行うもの。
【主なもの】実施設計、造成工事
【債務負担行為等】
　継続費
　・設計業務委託継続費　令和2年度-令和4年度　総額195,000千円
　・造成工事継続費　令和3年度-令和5年度　総額461,450千円
【予算執行時期】7月造成工事着工予定

118 374 消防防災課 090103 0575 消防車両整備事業 107,358

【事業概要】消防車両等更新基準に基づき、消防車両を更新整備するもの。
【主なもの】東消防署水槽付消防ポンプ自動車、南消防署高規格救急自動車の更新
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】2月末納車予定

119 376 河川課 090104 0251
洪水ハザードマッ
プ作成事業

3,142

【事業概要】浸水（内水）ハザードマップを更新し、内水による浸水情報等を周知するもの。
【主なもの】浸水（内水）ハザードマップ作成業務委託料
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】12月完了予定

120 394 指導課 100104 0251
学校サポート教員
派遣研究事業

176,117

【事業概要】個に応じた、きめ細かい指導を充実するため学校サポート教員を配置するもの。
【主なもの】学習サポート教員、学習サポート指導員、算数数学学習指導員報酬
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】通年

121 394 指導課 100104 0256
小学校英語活動推
進事業

65,039

【事業概要】小学校外国語教育推進のため、英語活動指導員及びＡＬＴを配置するもの。
【主なもの】小学校英語活動指導員、ＡＬＴ、英語指導員スーパーバイザ報酬
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】通年

122 399 指導課 100104 0353
ＩＣＴ学習空間整
備事業

453,077

【事業概要】児童生徒の情報活用能力の育成を図るため、ＩＣＴ機器やネットワーク環境を整備し、社会の変化
に対応した学校教育を推進するもの。
【主なもの】流山市ＧＩＧＡスクール構想業務委託料、流山市プログラミング機器購入費
【債務負担行為等】
　債務負担行為
　・ＧＩＧＡスクール構想業務委託事業
　　令和2年度-令和7年度　限度額1,311,609千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
【予算執行時期】ネットワークの構築及びプログラミング機器の導入は令和4年8月末までに整備予定。
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123 403 教育総務課 100201 0201
小学校教育総務運
営事業

158,621

【事業概要】小学校事務員及び用務員の雇用並びに消耗品等の購入を行うもの。
【主なもの】一般事務会計年度任用職員報酬、用務員会計年度任用職員報酬、事務用消耗品費、教科・教材用消
耗品費、ＯＡシステム（機器）使用料、複写機等使用料
【債務負担行為等】
　債務負担行為
　・小学校カラー複合機等賃貸借事業
　　令和2年度-令和7年度　限度額50,039千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
　・小学校複写機賃貸借事業
　　令和2年度-令和7年度　限度額6,115千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
　・小学校カラー複合機賃貸借事業
　　令和3年度-令和8年度　限度額52,137千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
【予算執行時期】随時

124 404 学校教育課 100201 0202
小学校学校教育運
営事業

188,536

【事業概要】小学校教育の充実を図るとともに教職員の資質向上と専門性を高め新しい教育観に立ち、心豊かで
主体性に満ちた児童育成に必要なもの。
【主なもの】小学校の特別支援学級介添員の報酬等
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】通年

125 405 学校教育課 100201 0203
小学校備品購入事
業

56,218

【事業概要】小学校備品の破損や不足品等の更新のためのもの。
【主なもの】教育用備品購入費
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】通年

126 406 学校施設課 100201 0301
小学校教育総務施
設管理事業

262,797

【事業概要】小学校施設管理に係るもの。
【主なもの】光熱水費、修繕料、保守点検等委託料、土地借上料
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】通年

127 408 学校施設課 100201 0551
新設小学校（南流
山地区）改修事業

16,991

【事業概要】南流山小学校区の児童数増加に対応するため、令和6年4月の開校に向けて、現南流山中学校を（仮
称）南流山第二小学校に改修するもの。
【主なもの】設計業務委託料
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】令和4年度末

128 408 学校施設課 100201 0552
小学校校舎等改修
事業

106,666

【事業概要】新たに供用する教室の整備及び老朽化に伴う改修工事を実施するもの。
【主なもの】教室整備工事請負費、空調整備工事請負費、防水改修工事請負費
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】令和4年度末
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129 409 教育総務課 100201 0574
小山小学校校舎建
設等ＰＦＩ事業

155,747

【事業概要】小山小学校の施設整備及び維持管理・運営業務（給食業務・用務員業務・学校開放業務）を委託す
るもの。
【主なもの】小山小学校校舎建設等ＰＦＩ事業維持管理運営業務委託料、小山小学校施設購入費
【債務負担行為等】
　債務負担行為
　・小山小学校校舎建設等ＰＦＩ事業
　　平成18年度-令和10年度　限度額3,688,000千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
　・小山小学校校舎増築分維持管理・運営業務委託事業
　　平成24年度-令和10年度　限度額156,948千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
　・小山小学校校舎増築分維持管理・運営業務委託事業
　　平成28年度-令和10年度　限度額457,814千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
【予算執行時期】4半期ごと

130 410 学校施設課 100201 0959
新設小学校（おお
たかの森地区）建
設事業

1,297,102

【事業概要】おおたかの森小学校区の児童数増加に対応するため、令和6年4月の開校に向けて、当該地区に（仮
称）市野谷小学校を建設するもの。
【主なもの】基本計画・基本設計・実施設計等業務委託料、校舎等建設工事請負費、工事監理業務委託料
【債務負担行為等】
　継続費
　・令和2年度-令和4年度（設計）　　　　総額199,980千円
　・令和4年度-令和5年度（工事・監理）　総額4,699,374千円
【予算執行時期】令和4年度末（令和6年3月竣工予定）

131 410 学校施設課 100201 1052
小山小学校校舎等
建設用地取得事業

102,728

【事業概要】小山小学校の用地について、新市街地地区の特定土地区画整理事業の換地処分後、独立行政法人都
市再生機構へ清算金を割賦で支払うもの。
【主なもの】区画整理事業清算金
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】
　前期・後期（清算金納付通知　令和元年-令和5年）

132 410 学校教育課 100202 0101
小学校就学援助事
業

64,229

【事業概要】経済的理由により就学が困難な児童を援助し義務教育の円滑な実施に資する。また特別支援学級の
児童について就学のための援助を行い特別支援教育の普及、奨励を図るもの。
【主なもの】準要保護世帯への就学援助費
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】7月、12月、3月（学期末）

133 412 教育総務課 100301 0201
中学校教育総務運
営事業

90,526

【事業概要】中学校事務員及び用務員の雇用並びに消耗品等の購入を行うもの。
【主なもの】一般事務会計年度任用職員報酬、用務員会計年度任用職員報酬、事務用消耗品費、教科・教材用消
耗品費、ＯＡシステム（機器）使用料、複写機等使用料
【債務負担行為等】
　債務負担行為
　・中学校カラー複合機等賃貸借事業
　　令和2年度-令和7年度　限度額22,241千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
　・中学校複写機賃貸借事業
　　令和2年度-令和7年度　限度額237千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
　・中学校カラー複合機賃貸借事業
　　令和3年度-令和8年度　限度額41,710千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
【予算執行時期】随時
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134 413 学校教育課 100301 0202
中学校学校教育運
営事業

78,192

【事業概要】中学校教育の充実を図ると共に教職員の資質向上と専門性を高め新しい教育観に立ち、心豊かで主
体性に満ちた生徒育成に必要なもの。
【主なもの】中学校の特別支援学級介添員の報酬等
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】通年

135 415 学校施設課 100301 0301
中学校教育総務施
設管理事業

222,851

【事業概要】中学校施設管理に係るもの。
【主なもの】光熱水費、修繕料、保守点検等委託料、土地借上料
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】通年

136 418 学校施設課 100301 0551
中学校校舎等改修
事業

78,760

【事業概要】新たに供用する教室の整備及び老朽化に伴う改修工事を実施するもの。
【主なもの】防水改修工事請負費、教室整備工事請負費、屋内運動場改修工事請負費
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】令和4年度末

137 419 学校施設課 100301 0955
南流山中学校移転
事業

369,095

【事業概要】南流山小学校区の児童数増加に対応するため、令和6年4月の開校に向けて、南流山中学校を東洋学
園大学旧校舎へ移転・整備をするもの。
【主なもの】工事監理業務委託料、基本設計・実施設計等業務委託料、改造工事請負費
【債務負担行為等】
　継続費
　・令和2年度-令和4年度（設計）　　　　総額200,343千円
　・令和4年度-令和6年度（工事・監理）　総額2,740,178千円
【予算執行時期】令和4年度末（令和6年3月竣工予定）

138 419 学校施設課 100301 0956
南流山中学校移転
先用地・建物買取
事業

582,384

【事業概要】南流山中学校の移転先となる、東洋学園大学旧校舎の用地及び建物を取得するもの。
【主なもの】用地取得費、施設購入費
【債務負担行為等】
　債務負担行為
　・南流山中学校移転先用地・建物買取事業
　　令和2年度-令和13年度　限度額3,614,763千円以内と事務費及び年利0.7％以内の利子相当分の合計額
【予算執行時期】前期・後期

139 419 学校教育課 100302 0101
中学校就学援助事
業

53,680

【事業概要】経済的理由により就学が困難な生徒を援助し義務教育の円滑な実施に資する。また特別支援学級の
生徒について就学のための援助を行い特別支援教育の普及、奨励を図るもの。
【主なもの】準要保護世帯への就学援助費
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】7月、12月、3月（学期末）

140 423 保育課 100401 0503
私立幼稚園子育て
のための施設等利
用給付事業

964,558

【事業概要】私立幼稚園に通う満3歳から5歳の子どもの利用料について給付するもの。
【主なもの】子育てのための施設等利用給付費（未移行幼稚園分）
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】毎月
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141 429 生涯学習課 100502 0103
生涯学習センター
指定管理者事業

58,867

【事業概要】生涯学習センターの管理・運営を指定管理者に委託することで、費用対効果及び市民サービスの向
上を図るもの。
【主なもの】生涯学習センター指定管理業務委託料
【債務負担行為等】
　債務負担行為
　・生涯学習センター指定管理者事業
　　令和2年度-令和7年度　限度額268,416千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
【予算執行時期】通年

142 431 公民館 100504 0102
文化会館施設管理
事業

61,660

【事業概要】文化会館の施設管理に係る経費で、施設利用者に快適な環境を提供するもの。
【主なもの】文化会館舞台設備操作作業等業務委託料
【債務負担行為等】（主なもの）
　債務負担行為
　・文化会館舞台設備操作作業等業務委託事業ほか（5事項）
　　令和3年度-令和4年度　限度額14,868千円以内と消費税及び地方消費税の合計額　ほか
【予算執行時期】通年

143 433 公民館 100504 0103
公民館等ＥＳＣＯ
事業

2,584

【事業概要】中央・北部・東部・初石公民館及び南流山センターの照明機器をＬＥＤ化するため、新たにＥＳＣ
Ｏ事業を実施するもの。
【主なもの】公民館等ＥＳＣＯ事業業務委託料
【債務負担行為等】
　債務負担行為
　・複数施設ＬＥＤ化ＥＳＣＯ事業
　　令和3年度-令和19年度　限度額112,250千円以内と消費税及び地方消費税の合計額（福祉会館、保育所分含
　む。）
【予算執行時期】3月

144 433 公民館 100504 0166
文化会館施設整備
事業

2,800

【事業概要】天井脱落対策に係る特定天井改修工事のため、設計業務委託をするもの。
【主なもの】文化会館特定天井改修工事設計業務委託料
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】11月完了予定

145 434 公民館 100505 0153
南流山センター施
設整備改修事業

70,106

【事業概要】南流山センター内の図書分館が移動するため、新たに会議室を作る内装改修工事をするもの。ま
た、当センターの屋上防水及び外壁改修工事をするもの。
【主なもの】南流山センター改修工事請負費、南流山センター屋上防水及び外壁改修工事請負費
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】令和5年2月竣工予定

146 442 図書館 100507 0168
南流山地域図書館
整備事業

324,015

【事業概要】南流山分館に代わり、資料、設備ともにより質の高いサービスを提供するため南流山地域図書館を
整備するもの。
【主なもの】南流山地域図書館工事請負費、工事監理業務委託料、備品購入費
【債務負担行為等】
　継続費
　・令和2年度-令和4年度　（建設工事・工事監理業務委託）　総額962,200千円
　・令和3年度-令和4年度　（備品購入）　　　　　　　　　　総額6,271千円
【予算執行時期】令和4年12月竣工予定
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147 444 図書館 100507 0201 図書館奉仕事業 65,079

【事業概要】図書館資料の収集、閲覧、貸出、読書相談、予約サービス、相互協力及び読書普及を目的とした事
業を実施し、図書館を誰もが気軽に利用することができ、満足のいくサービスが受けられるようにするもの。
【主なもの】一般事務会計年度任用職員報酬及び期末手当、中央図書館分館業務委託料
【債務負担行為等】
　債務負担行為
　・中央図書館分館業務委託事業
　　令和3年度-令和4年度　限度額25,404千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
【予算執行時期】通年

148 448 図書館 100507 0601
南流山地域図書館
維持管理事業

15

【事業概要】指定管理者制度導入施設である南流山地域図書館の市が負担すべき経費を支出するもの。
【主なもの】建物損害保険料
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】12月

149 448 図書館 100507 0602
南流山地域図書館
指定管理者事業

30,188

【事業概要】南流山地域図書館の管理・運営を指定管理者に委託することで、費用対効果及び市民サービスの向
上を図るもの。
【主なもの】南流山地域図書館指定管理業務委託料
【債務負担行為等】
　債務負担行為
　・南流山地域図書館・南流山児童センター指定管理者事業
　　令和3年度-令和9年度　限度額822,432千円以内と消費税及び地方消費税の合計額（児童センター分含む。）
【予算執行時期】通年（令和5年1月-）

150 453 博物館 100508 0162 博物館改修事業 1,550

【事業概要】設置後43年を経過して老朽化した自動火災報知設備・非常用放送設備更新工事を実施するための設
計業務委託をするもの。
【主なもの】自動火災報知設備・非常用放送設備更新設計業務委託料
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】令和4年9月設計完了予定

151 461 博物館 100511 0204
埋蔵文化財調査事
業

78,108

【事業概要】各種開発行為に先立ち、埋蔵文化財の記録保存のために発掘調査を行い、その成果を整理した調査
報告書を刊行するもの。
【主なもの】発掘調査員・発掘作業員・発掘整理作業員の会計年度任用職員報酬、重機類操作業務委託料
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】通年

152 463 博物館 100511 0257
埋蔵文化財整理室
及び収蔵庫整備事
業

2,087

【事業概要】八木南小学校内の整理室の移転業務委託をするもの。
【主なもの】八木整理室移転業務委託料
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】8月

153 463 博物館 100511 0258
新設中学校（大畔
地区）発掘調査事
業

14,850

【事業概要】新設中学校（大畔地区）の埋蔵文化財発掘調査成果を記録保存するため、整理作業及び報告書刊行
業務委託をするもの。
【主なもの】整理・報告書刊行業務委託料
【債務負担行為等】
　継続費
　・令和4年度-令和6年度　総額59,400千円
【予算執行時期】通年（令和4年10月-）
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154 464 生涯学習課 100512 0102
おおたかの森ホー
ル指定管理者事業

97,385

【事業概要】おおたかの森ホールの管理・運営を指定管理者に委託することで、費用対効果及び市民サービスの
向上を図るもの。
【主なもの】おおたかの森ホール指定管理者業務委託料
【債務負担行為等】
　債務負担行為
　・おおたかの森ホール指定管理者事業
　　平成30年度-令和5年度　限度額443,147千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
【予算執行時期】通年

155 465 学校教育課 100601 0201
保健体育事務管理
事業

51,389

【事業概要】健康診断・日本スポーツ振興センター等保健業務に係る事務管理を行うもの。
【主なもの】報酬（学校医等）33,302千円
　　　　　　負担金（日本スポーツ振興センター納付金等）17,329円
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】通年

156 473
スポーツ振興
課

100603 0104
流山市民総合体育
館ほか７体育施設
指定管理者事業

88,985

【事業概要】キッコーマン アリーナ及びその他7体育施設の管理・運営を指定管理者に委託することで、費用対
効果及び市民サービスの向上を図るもの。
【主なもの】市民総合体育館ほか7体育施設指定管理業務委託料
【債務負担行為等】
　債務負担行為
　・流山市民総合体育館ほか8体育施設指定管理者事業
　　令和2年度-令和7年度　限度額427,765千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
【予算執行時期】通年

157 474
スポーツ振興
課

100604 0167
体育施設改修・整
備事業

308,254

【事業概要】体育施設の利用者の安全性・快適性の確保を図るとともに、廃止する東部市民プールは解体し、跡
地を東部公民館の駐車場として整備するもの。
【主なもの】総合運動公園野球場観覧席・バックネット等改修工事請負費、照明施設改修工事請負費、総合運動
公園庭球場拡張整備設計業務委託料、東部市民プール解体整地等設計業務委託料、東部市民プール解体工事請負
費、駐車場整備工事請負費
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】
　総合運動公園野球場　令和5年4月から供用開始予定
　総合運動公園庭球場　令和5年3月設計完了予定
　東部市民プール　令和4年8月設計完了予定、令和5年3月工事完了予定

158 475 学校施設課 100605 0155 給食室等改修事業 132,120

【事業概要】長崎小学校における調理場の建替のほか、全調理場へのエアコン設置を完了させるもの。
【主なもの】長崎小学校調理場建替工事請負費、エアコン設置工事請負費
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】令和4年度末

24 



番号
予算説明書
ページ 担当課名 款項目 事業 小事業名 予算額 説明

159 476 学校教育課 100605 0202
学校給食施設管理
事業

127,765

【事業概要】消耗品・備品等の整備、給食配送業務委託及び給食施設の保守点検等を行うもの。
【主なもの】消耗品費（給食用消耗品費等）23,842千円
　　　　　　光熱水費（ガス料）47,000千円
　　　　　　修繕料（備品修繕料等）11,686千円
　　　　　　委託料（給食配送等）37,134千円
　　　　　　備品購入費　7,590千円
【債務負担行為等】
　債務負担行為
　・学校給食配送業務委託事業
　　令和2年度-令和5年度　学校給食配送業務委託事業　限度額86,130千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
【予算執行時期】通年

160 477 学校教育課 100605 0251
学校給食調理業務
民間委託事業

571,356

【事業概要】学校給食調理に係る業務を民間委託するもの。
【主なもの】学校給食調理業務委託料　494,691千円、給食備品賃貸借　76,665千円
【債務負担行為等】
　債務負担行為
　・令和元年度-令和4年度　北部調理場　限度額97,598千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
　・令和元年度-令和4年度　八木南調理場　限度額93,222千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
　・令和元年度-令和4年度　向小金小学校　限度額62,220千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
　・令和2年度-令和5年度　西初石中学校ほか3校　限度額494,524千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
　・令和3年度-令和6年度　八木中学校ほか7件　限度額643,722千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
　・令和4年度-令和7年度　八木南小学校ほか3校　限度額296,366千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
　・平成26年度-令和6年度　新市街地地区小中学校備品整備　限度額184,723千円以内と消費税及び地方消費税の
　合計額
　・令和2年度-令和12年度　大畔地区新設小学校備品整備　限度額252,000千円以内と消費税及び地方消費税の合
　計額
　・令和3年度-令和13年度　おおぐろの森中学校及び八木北小学校備品整備　限度額332,481千円以内と消費税及
　び地方消費税の合計額
　・令和4年度-令和14年度　長崎小学校備品整備　限度額129,418千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
【予算執行時期】通年

161 478 学校教育課 100605 0254
学校給食公会計化
事業

979,827

【事業概要】学校給食費の公会計化に係る事務管理等を行うもの。
【主なもの】需用費（賄材料費等）970,352千円
　　　　　　手数料（口座振替手数料等）2,882千円
　　　　　　委託料（市税等に係る預金口座振替に関する業務委託料等）2,096千円
　　　　　　使用料及び賃借料（ＯＡシステム）1,462千円
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】通年

162 485 財政調整課 120101 0101 市債元金償還事業 3,896,522

【事業概要】後年度における住民負担の均衡を図るため借り入れた地方債の過年度発行分に係る元金の償還につ
いて、償還計画に基づき当該年度分を支出するもの。
【主なもの】市債償還元金
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】9月、3月
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163 485 財政調整課 120102 0101 市債利子償還事業 396,645

【事業概要】後年度における住民負担の均衡を図るため借り入れた地方債の過年度発行分に係る利子の償還につ
いて、償還計画に基づき当該年度分を支出するもの。
【主なもの】市債償還利子
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】9月、3月

164 488 財政調整課 140101 0101 予備費 150,000

【事業概要】予算外及び予算超過の支出等、不測の事態に備えるとともに軽微な予算補正措置に対処するための
もの。予算規模に即応した財政の均衡を阻害しない範囲内で計上。
【主なもの】予備費
【債務負担行為等】なし
【予算執行時期】通年
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