
平成30年度松戸市当初予算 

一般会計予算の規模      1,480億円 

 平成30年度当初予算は、財源が厳しい中ではあるが、健全財政の確保を基本としながら、子育て・教育・文化
を軸として元気なまちづくりに必要な施策を積極的に取り入れた。 

   （前年度比 22億 5千万円 ： 1.5％増）  

    前年度比 22億5千万円増の主な要因 

   ■中央消防署建設事業で約８億円増 

   ■小規模保育施設運営事業費で約５億円増  

   ■ （仮称）ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ整備のための六和ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ解体事業で約４億円増  

   ■中心市街地緊急活性化業務で約３億円増 

   ■総合医療ｾﾝﾀｰ完成に伴い病院事業会計負担金・出資金で 約１４億円減      

        ■市税 678億円（前年度比 0.4％ 3億円増） ※昨年度に引き続き増額 

   〔市民税：約5億3千万円 前年度比 1.5％増、固定資産税：約4千万円 前年度比 0.2％減〕 

 
参考  この間の財政状況の推移   

2018.2.15（木） 平成30年度松戸市当初予算（主な事業等） 

基金残高 

Ｈ21決算 
1,990,155 

7,029,677 

4,295,020 

8,591,350 

11,810,242 

5,278,760 

13,314,852 25,680,352 

財政調整基金 

その他一般会計 

特別会計 

地方債残高 

Ｈ21決算 

41,436,786 

80,804,991 

47,857,269 

53,496,020 

81,007,650 

67,990,852 

170,099,046 

Ｈ30当初予算 

202,494,522 
Ｈ30当初予算 

その他一般会計 

特別・企業会計 

臨時財政対策債等 

183億6,442万円（Ｈ29決算見込み－Ｈ21決算）・・① 

凡例(千円) 

凡例(千円) 

(122,241,777) (130,145,270) 

（土地開発公社用地買戻し、臨時財政対策債等を除く） 

84億988万円（Ｈ29決算見込み－Ｈ21決算）・・② 

12,091,349 

12,057,957 

7,529,970 

Ｈ29決算見込み 
31,679,276 

51,571,962 

83,438,099 

66,904,841 

Ｈ29決算見込み 
201,914,902 

(130,651,661) 

51,420,072 

84,429,999 

67,006,966 

202,857,037 
Ｈ29当初予算 

(131,491,671) 

※臨時財政対策債：平成１３年度の地方財政対策において措置された地方財源不足を補てんするために  
  地方財政法の特例として発行される地方債で、地方交付税の振替財源的性格を持ちます。 
※平成２７年度から平成２９年度に、市立総合医療センター建設事業で約２２５億円を発行。 
※平成２８年度に、土地開発公社解散に伴う保有土地の買戻しで約４４億円を発行。 

9,450,763 

11,544,189 

5,202,277 

26,197,229 
Ｈ29当初予算 

【
減
額
】 

【
増
額
】 

－5億1,688万円 

－13億4,640万円 

（土地開発公社用地買戻し、臨時財政対策債等を除く） 

（Ｈ30当初予算－Ｈ29当初予算）・・③ 

（Ｈ30当初予算－Ｈ29当初予算）・・④ 

①-② 99億5,454万円改善 ③-④ 8億2,952万円改善 
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人口の将来展望 

市の人口を将来にわたり、現在の水準である５０万人程度に維持 
【松戸市人口ビジョン：平成２７年１０月〕 
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◆出生率1.36⇒2.07に 
◆年間2,000人程度の社会的流入 

◆約７万人の減少 

政策で人口を維持していく 

国立社会保障・人口問題研究所（平成25年3月推計） 

松戸市の人口推移 

常住人口 H20.1月から各月１日現在 

H22.09 
485,545人 

H26.03 
479,834人 

H30.02 
488,552人 

人 

484,457 485,613 480,129 468,969 453,364 434,565 414,284 

■年少人口（15歳未満）の社会増減は2年連続で増加に 
（平成24年－844人、平成28年＋22人、平成29年＋31人） 

出生率、社会的流入が現在のままだと、 
２０４０年には松戸市の人口は約４１万人に 



平成３０年度松戸市当初予算は 
１．継続した子育て施策の推進 
２．地域力強化で高齢者が元気に暮らせる街づくり 
３．街の再生 
４．市民の安全・安心など 
５．ごみ処理の効率化   

に重点配分 
（１～5＝約42,341,628千円） 

１．継続した子育て施策の推進 
①保育所施設の充実【1,254,748千円】 
・待機児童ゼロを継続するため、小規模保育所10か所整備、保育所建て替えなどにより、 
定員を２９９名増やします。 
・松戸駅に続き、新松戸駅前に送迎ステーションを開設、全国初となる「幼稚園バスを 
使った、幼稚園での長時間保育と送迎」を行います。 
②保育士確保【699,099千円】 
・保育士を目指す学生を対象に無利子で修学資金貸付制度を導入します。 
・保育士への「松戸手当」の支給や、幼稚園の預かり保育の助成は、継続します。 
③児童の居場所づくり【812,329千円】 
・放課後児童クラブは定員を2,880人⇒3,360人に拡大します。クラブは、公立全小学校 
の校内などに設置済です。 
・放課後KIDSルームを20校⇒23校に拡大します。 
④子どもの貧困対策【197,206千円】 
・県内で初めて市職員を固定配置したスクールソーシャルワーカーを3校に拡大します。 
・「中高生の居場所づくり」を5か所で実施します。 
⑤国際化の推進 
・市内英語教員を、英語を母国語としない人に英語を習得させる指導法取得のため、 
オーストラリアへ派遣します。【6,994千円】 
・東京オリンピック・パラリンピックのホストタウンとして、ルーマニア及びドミニカ共 
和国と、事前キャンプ招致を進めます。【12,000千円】 
・ドミニカ共和国から、苗木育成の担い手２人が松戸を訪問します。 
同共和国へ、梨の栽培の専門家を派遣します。【8,000千円】 

２．地域力強化で高齢者が元気に暮らせるまちづくり 
 
 
・基幹型地域包括支援センターを、福祉の丸ごとワンストップ相談窓口としてリニューア 
ルします。【5,236千円 ※介護保険特別会計558,880千円・一般会計62,232千円の一部】 
・医師会を通じ、在宅医療・介護連携支援センターを創設し、在宅医療に携わる開業 
医を増やせるよう支援体制を構築します。【35,503千円の一部、※介護保険特別会計】 
・特別養護老人ホームの建設費を補助します。【252,275千円】 
・50歳以上の市民に、隔年で胃内視鏡検査を選択できるようにします。【75,713千円】 

27,726,602千円 

10,678,123千円 



- 2 - 

３．街の再生 
①松戸駅周辺施設等整備事業【265,897千円】 
・6月完成予定のエレベーター、エスカレーターを着実に進めます。併せて松戸駅西口 
デッキ上に新たな設備を追加します。 
②まちづくり基本構想推進業務【108,300千円】 
・新拠点ゾーンの基本計画の策定を行うとともに、矢切観光拠点についての事業も進め 
ます。 
③街の魅力アップ 【280,000千円】 
・定期的なイベントの開催やイメージアップ、魅力ある店舗立地促進を図り、人を呼び 
込み、回遊性を促進して、松戸駅周辺の中心市街地の活性化を図ります。 
④インキュベーション施設運営業務【43,350千円】 
・起業家の育成や新しいビジネスを支援するためのインキュベーション施設を 
平成31年度に開設するための準備を行います。 

４．市民の安全・安心など 
地域ぐるみ安全安心推進事業【163,609千円】 
・防犯カメラを小学校通学路等33か所に新たに設置します。（194台⇒219台） 
・市民生活安全対策パトロールを朝の児童が登校する時間帯に拡大し実施します 
安全・快適まちづくり推進業務【10,036千円】 
・犯罪やめいわく行為を防止し、安全で快適に暮らせるまちづくりを推進します。 
新たに警察官OB２人を指導員として配置し、主に駅前周辺の客引き行為等禁止特定 
地区（松戸・新松戸・八柱）への巡回を実施します。 
放置自転車防止啓発業務【68,751千円】 
・土日の松戸駅に誘導員を増員し、指導日数・時間を延長して巡回指導を行い、放置 
自転車のないきれいな駅前を目指します。 

５．ごみ処理の効率化 
清掃施設整備事業【1,219,684千円】 
・クリーンセンターが平成31年度末で停止することにより、ごみ中継施設の建設に着手し 
ます。 
・六和クリーンセンターの解体を進め、粗大ごみを一元処理する（仮称）リサイクルプラ 
ザの建設に向けた準備に着手します。 
和名ケ谷クリーンセンター基幹整備事業【114,000千円】 
・平成４１年度まで適正に稼動させるために、和名ケ谷クリーンセンターの基幹的設備 
の改修・更新を行います。 

2,167,808千円 

435,408千円 

1,333,687千円 

※上記1～5の各合計額は、平成30年度一般会計当初予算額の目などを合計し、算出しています。 



平成３０年度の主な事業 

子 育 て 

 子育て・教育・文化を軸とした都市ブランドづくり 

■ 地域型保育関係事業 
   （施設改修費等補助金） 150,000 千円 （P.61） 
   〔小規模保育施設 建設費補助１か所・改修費補助９か所 合計10か所整備〕 

 
保育施設の定員数 
 （平成31年4月時点・前年比） 

 合計 299人増加  
 

施設整備〔平成２９年度〕     H29.4.1現在  H30.4.1現在 

 認可保育所     ２か所整備： ７１か所 → ７３か所 
  （認定こども園を含む） 

 小規模保育施設 １７か所整備： ４４か所 → ６１か所  

【待機児童ゼロの継続】 
 

■ 民間保育所関係事業  
   （建設費補助金） 526,783 千円 （P. 60） 
   〔平成31年4月開所予定：建設費補助 ＝馬橋（新設）、八景台保育園（建て替え、定員120人→130人）〕 

   （馬橋保育園建設費補助金（継続費）） 235,215 千円 （P.61） 
   〔建て替え、平成31年4月開所予定：定員60人→80人〕 

【待機児童解消対策】 
待機児童数 （4/1現在） 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 
国基準 48人 0人 0人 

入所保留者 411人 143人  85人 

か所数・定員数 （4月現在） 
Ｈ30 Ｈ31 

認可保育所（認定子ども園含む） 73か所・6,924人 74か所・7,063人 （139人増 ） 
小規模保育施設 61か所 ・ 958人 71か所・1,118人 （160人増） 

合 計 134か所 ・7,882人 145か所・8,181人 （299人増） 

国基準【待機児童2年連続ゼロを達成！】 
    （平成29年4月時点） 

★６１か所の小規模保育施設 

平成３０年４月も継続をめざす 

○待機児童解消に向けた平成３０年度事業 ★市内全23駅の駅前・駅中に小規模保育施設 

 の設置を平成29年6月に完了 

県内1位 

県内初 

   （第一平和保育園建設費補助金（継続費）） 303,750 千円 （P.61） 
   〔建て替え、平成31年4月開所予定：定員120人→139人〕 

■ 送迎保育事業       39,000 千円 （P.62） 
   松戸駅前＝アクセプト松戸ステーション 
       定員25人〔保育園に送迎し、ステーションで一時預かり〕 
    新松戸駅前＝新松戸駅前送迎保育ステーション   

        定員25人〔幼稚園に送迎し、ステーションで一時預かり〕 

送迎保育ステーションを活用
し、幼稚園バスを使い、幼稚
園での長時間保育と送迎を

行うのは全国初 

１－① 

１－① 

１－① 

- 3 - 



平成３０年度会計別予算案（別添）の ・◎（新規）で記載されている事業に    を  ・ページ数を（P. ）で記載しています。 

■ 民間保育所関係事業 
    （優良保育士報償金） 202千円 （P. 59） 
   （保育士宿舎借上支援業務）   24,660千円 （P. 60）   

    〔新卒保育士が市内賃貸物件に居住する場合の家賃補助を実施 上限：月額 30千円 など〕 

   （保育支援者設置補助金） 20,160千円 （P. 60） 
   （保育施設従事者支援補助金） 645,608千円 （P. 60）  

    〔勤続年数に応じ毎月４万５千円から７万２千円を上乗せする「松戸手当」として、保育施設に対し 

     人件費の一部を補助〕 

   （保育士定着支援業務） 1,815千円 （P. 60） 
■ 保育士等確保事業  
   （保育士資格取得支援業務） 1,474 千円 （P. 62） 
     〔保育従事者として勤務する者に対し、保育士試験講座受講費用を補助  上限：150千円 〕 

   （保育士就職支援貸付金） 1,500 千円 （P. 62） 
     〔市内民間保育園に保育士として就職する場合の就職準備金貸付 貸付額：100千円 〕 

   （保育士養成修学資金貸付金） 3,680 千円 （P. 62） 
     〔大学等で修学し、卒業後に市内民間保育園に保育士として勤務する意思のある人に無利子 

     で修学金を貸し付け 貸付額：年360千円（2年間まで） 〕 

NEW 

【保育士確保対策】  
これまでの取組みとあわせ、今後も保育士の確保を推進します。 

■ 幼児教育支援事業  
  （私立幼稚園預かり保育促進業務）  72,596 千円 （P. 50） 
     〔幼稚園への補助：預かり保育の実施に係る人件費の一部を補助 12園⇒16園 〕 
     〔保護者への補助：保育園保育料との差額を助成 月額最大25千円  
                 利用者数169人（H28.4）⇒208人（H29.4）〕 
     〔預かり保育を社会福祉法人に委託するモデルケースを実施する。 
     幼稚園教育の理解・資質向上を図るための研修費用を補助〕 

［幼稚園での預かり保育を推進］ 

■ 幼児教育振興事業 
    （幼稚園教諭免許状取得支援補助金）   750 千円 （P. 51）   

    〔市内幼稚園で働く教諭補助者に免許取得費用の一部を補助〕 

【幼稚園教諭確保対策】  

■ 放課後子ども総合プラン事業 
   （放課後児童クラブ運営事業者選考委員会委員報酬 95人） 
    961千円（P. 56） 〔平成31年度からの放課後児童クラブ委託化に向け、選考委員会開催〕 

    （放課後児童健全育成業務）  706,027千円（P. 56） 
     〔放課後児童クラブ 45か所 定員2,880人⇒3,360人に拡大 利用料金：月額9千円〕 

       （地域放課後児童支援業務）  105,341千円（P. 56） 
     〔放課後ＫＩＤＳルームを20校から23校に拡大〕 

児童・生徒が安全・安心に放課後を過ごし、多様な体験・活動ができる環境を整備します。 

NEW 

１－② 

１－③ 
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【子どもの未来応援】  
「松戸市子どもの未来応援プラン」（松戸市子どもの貧困対策計
画）に基づき、全ての子どもの明るい未来を応援します。 

■ 子どもの貧困対策推進事業  1,617千円 （P. 52） 
    〔子どもの貧困対策推進会議委員報酬 10人：255千円 

     子どもの未来応援講演会：504千円（子どもの未来応援プランの周知） 
      子育て世帯生活実態調査報告書印刷製本等：858千円〕 

NEW 

■ 生活困窮者自立支援事業／ひとり親家庭支援事業 
   （子どもの学習支援業務） 26,736千円（P. 27） 
   （ひとり親家庭学習支援業務） 54,436千円（P. 55） 
    〔生活困窮者世帯やひとり親家庭の児童生徒などに対し学習支援を実施： 

     児童・生徒への学習支援 

        新規１地区の追加（新松戸地区、松戸駅周辺地区、常盤平地区、六実地区とあわせ５か所に）・ 

         松戸駅周辺地区の高校生の学習支援を週１回⇒週２回に拡大、模擬試験受験１回⇒２回に拡大 

       （松戸駅周辺地区以外の地区の対象者： 小学５・６年生 中学生） など〕 

NEW 

NEW 

■ 児童虐待等早期発見・対応事業 
   （家庭児童相談関係業務） 69,794千円（P. 45） 
    〔児童家庭に関する実態把握、相談、指導などを一体的に担う支援拠点の整備： 

     子ども家庭支援員1人⇒2人・心理担当支援員3人・家庭相談員9人⇒10人・婦人相談員4人〕 

■ 地域子ども・子育て支援事業 
   （養育支援訪問業務） 5,764千円（P. 47） 
    〔支援が必要でありながら自ら支援を求めていくことが困難な状況にある家庭に訪問による支援を実施〕 

■ 教育相談事業 
   （適応指導教室運営業務） 10,807千円（P. 127） 
    〔不登校の児童生徒に対し、個々に応じた指導や支援を実施〕 

   （学校教育相談業務） 25,460千円（P. 128） 
    〔不登校などの諸問題を抱える児童生徒や保護者からの教育相談体制の充実：相談員1人増 

   教育と福祉との連携により家庭環境に福祉的なアプローチを実施：今年度、県内で初めて市職員として   

   固定配置したスクールソーシャルワーカーを３校（市職員・非常勤職員の２人１組＝計６人）に拡大  など〕 

■ 青少年自立支援事業 
   （中高生支援業務）  2,592千円（P. 57） 
     〔学校や家庭以外の安全安心な居場所を提供し、孤立の防止や支援につなげるため、 

     「中高生の居場所づくり」を、5か所（松戸駅周辺・新松戸・常盤平他）で実施〕 

NEW 

■ 育児の情報提供事業 
     （育児の情報提供業務） 3,086千円（P. 51） 
   〔妊娠中の女性と生後１００日までの親に１日１通、２歳児までの親には年齢に応じ、３日／７日／１４日 

    に１通 「きずなメール」を登録者に配信〕 

■ 子ども・子育て政策推進事業 11,390千円（P. 51） 
    〔子育てプロモーション関係経費：映画館でのＣＭ枠やＳＮＳを活用したＰＲ、広報まつど特集号発行 など〕 

【その他の子育て支援】  「子育てしやすいまち・まつど」を積極的にＰＲします。 

１－④ 

１－④ 

１－④ 

１－④ 

１－④ 

１－④ 
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■ 特別支援教育事業  
   （医療的ケア推進業務） 1,110千円（P. 129） 
    〔医療的ケアを必要とする児童生徒に対し、看護師を学校に固定配置して実施している体制に加え、 

     医療的ケアの専門医による巡回指導等を行い、校内支援体制を充実〕 

【子どもの未来応援】つづき  

NEW 
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【教育環境を充実】  

 ■  学習指導事業 
    （国際理解教育推進業務） 120,981千円 （P. 126） 
     〔・小学校英語指導者 15人⇒19人：30,235千円 

      ・海外派遣研修業務委託料（10人分）：          6,994千円（TESOL指導法（英語を母国語としない 

       人に英語を習得させる指導法）に関するノウハウを持つオーストラリアへ市内英語教員を派遣） など〕 

NEW 

 ■   中学校夜間学級事業 （学校管理費） 53,826千円 （P. 132） 
    中学校夜間学級事業 （教育振興費）  3,360千円 （P. 132） など 
     〔平成31年度に開設予定の中学校夜間学級（夜間中学）の開設準備〕 

NEW 

NEW 

■ 児童生徒活動支援事業 
   （いじめ防止対策委員会委員報酬 ５人） 213千円（P. 127） 
    〔教育委員会の附属機関として、いじめ防止等に関する調査研究や市が実施するいじめ防止等の対策 

     に関する審議を実施〕 

■ いじめ調査委員会委員報酬 ５人 43千円 
    〔市長の附属機関として、重大事態の再調査や再発防止などの措置について審議〕 

■ 障害者福祉関係事業 
   （障害児支援関係業務） 2,254千円（P. 34） 
    〔医療的ケア実施のため喀痰吸引研修を受講した介護職員の受講料を助成・障害福祉サービス事業所   

     の看護師に在宅医等が巡回指導・看護師や相談支援専門員に研修実施〕 

    

NEW 

「いじめ」・「医療的ケア児」などへの対応を強化します。 

教 育 

「教育の機会確保法」施行後に開設する「夜間中学」としては全国初 

１－⑤ 



【その他の文化事業】  

市民レベルでの国際交流や多文化共生社会の実現を推進します。 

■ 国際交流推進事業   
    （国際交流協会運営費補助金） 50,859千円（P. 21） 
    〔国際交流協会の運営費の一部などを補助、    外国籍市民との交流によるマナー講習会：560千円      
    など〕 

    （姉妹都市等交流推進業務）  9,385千円（P. 21） 
    〔ホワイトホース市職員派遣経費：572千円・ドミニカ共和国 梨の交流事業経費          ：8,000千円 

    （梨栽培の専門家を派遣、    苗木育成の担い手2人が松戸市訪問）  

    青少年姉妹都市派遣事業経費：300千円、姉妹都市交流関係経費：513千円〕 

NEW 

■ 国際化施策推進事業 
   （国際化推進業務） 8,562千円 （P. 21） 
      〔庁内通訳者の配置：2,093千円・    訪日外国人誘致事業運営委託：3,000千円 など〕 NEW 

■ 観光促進事業   
    （観光情報提供業務）  1,794千円（P. 101） 
    〔ガイドマップを日本語／英語版に加え、    中国語版・ベトナム語版を製作：1,772千円 など〕 NEW 

NEW 

文化 【国際化に対応したまちづくり】  

東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取組みを推進します。 

 ■  東京オリンピック・パラリンピック推進事業 
    （東京オリンピック・パラリンピック推進会議委員報酬 ２０人） 850千円 （P. 13） 
    （東京オリンピック・パラリンピック推進業務） 26,622千円 （P. 14） 
     〔「夢の教室」委託料：10,628千円（全公立小学校５年生を対象に実施）・ 

      事前キャンプ受入交渉関連事業委託料：         12,000千円 （ルーマニア・ドミニカ共和国誘致） 

      市民向け講演会開催経費：1,547千円（著名なアスリートを招聘し、講演会を2回開催） など〕 

■ スポーツ団体・指導者育成支援事業 

   （優秀選手支援業務） 4,490千円 （P.142） 
    〔オリンピック・パラリンピック強化指定選手助成金：1,950千円 など〕 

 ■ 戸定歴史館管理運営事業  
   （企画展開催業務） 1,286 千円 （P. 138） 
    〔企画展 明治150年「忘れられた維新－静かな明治」（開催期間：平成30年10月13日～12月24日）〕 

■ 文化の香りのする街構築事業 45,610千円 （P. 22） 
     〔文化イベント負担金・暮らしの芸術都市創造負担金15,000千円・パラダイスエア委託費等：30,000千円   

    （芸術家の滞在制作支援） など〕 

戸定邸の魅力アップや文化・芸術活動を支援します。 

１－⑤ 

１－⑤ 
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地域で支えあう環境を整備します。 【地域の強化】  

 
■ 地域支援事業費 ※介護保険特別会計    

   （地域包括支援センター事業） 558,880千円 （P. 162） 
■ 障害者総合支援法関係事業     

   （障害者総合支援法関係業務） 47,980千円  
■ 地域子ども・子育て支援事業     

   （母子保健型利用者支援業務） 14,252千円 （P. 49） 
    〔   基幹型地域包括支援センターを分野を横断した総合相談窓口にリニューアル     ：5,236千円） 

        費用は高齢者＝93.44％、障害者＝3.94％、子ども＝2.62％で按分〕 

NEW 

■ 地域支援事業費 ※介護保険特別会計    

   （認知症総合支援事業費） 14,273千円 （P. 165） 
   〔認知症初期支援集中チームを地域包括支援センターに３チーム増設し、４⇒７チームに増：10,926千円〕 

■ 地域支援事業費 ※介護保険特別会計    

   （在宅医療・介護連携推進事業費） 35,503千円 （P. 165） 
   〔    在宅医療・介護連携推進支援センターを4月に設置し、在宅医療に新規参入する開業医向け支援体   

    制の構築等を実施） など〕 

NEW 

【医療・介護サービスなど】  医療や介護が必要になっても安心して暮らすことができる環
境を整備します。 

■ 老人福祉施設等整備促進事業  
   （特別養護老人ホーム施設建設費等補助金） 252,275千円 （P. 43） 
    〔   （仮称）フェリス大金平（100床）、ショートステイ併設（10床）、 

         小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護（合わせて２施設を公募） など 
         小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護を未整備地区に整備する場合、 
         市単独の上乗せ補助（1施設当たり10,000千円）〕 

NEW 
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 ■ 健康増進啓発事業 （健康松戸２１推進業務） 9,839千円 （P. 64） 
  〔健康マイレージ事業経費：7,356千円・    「健康松戸21Ⅲ」中間見直し支援業務委託料：2,400千円  など〕 NEW 

【元気高齢者への取組み】  市民の健康増進への取組みや高齢者にやさしい環境の整備を推進します。 

■ 交通利便性向上検討事業  
   （交通利便性向上検討業務） 50,510 千円 （P. 113） 
      〔コミュニティバス運行事業費補助金（中和倉地区）：39,775千円 （債務負担行為：平成29年度～30年度  

     限度額39,775千円）・実証実験に伴うデータ収集及び解析等業務委託料 ：8,000千円  など〕 

■ 保健衛生総務関係事業  
   （    健康都市連合日本支部総会及び大会開催経費） 2,753 千円 （P. 64） 
    〔第14回健康都市連合日本支部総会及び大会を松戸市で平成30年7月19日・20日に開催〕 

NEW 

 ■ がん検診事業  
   （胃がん検診業務） 75,713 千円 （P. 68） 
    〔     50歳以上の偶数年齢の市民が胃内視鏡検査を個別検診で選択可能（自己負担額2,500円） など〕 NEW 

 高齢者がいつまでも元気に暮らせるまちづくり 

基幹型地域包括支援センターを、分野横断の福祉の丸ごとワンストップ相談窓口としてリニューアル。 

２ 

２ 

２ 

２ 



新拠点ゾーン ■ 松戸駅周辺地域活性化事業 
（まちづくり基本構想推進業務）のうち85,249千円 （P. 112） 

    ・新拠点ゾーン基本計画策定業務委託料         ：85,000千円 他 
 （新拠点ゾーン整備基本構想に基づき、土地利用や公共施設整備などの具体的な方向

性を示した基本計画の策定に着手） 
商業・業務ゾーン ■ 松戸駅周辺地域活性化事業 

 （松戸駅周辺施設等整備事業 （継続費）） 169,897千円  
 （P. 112）・西口デッキエレベーター、エスカレーター等の整備 
（平成28年度～30年度 総額722,628千円） 
（松戸駅周辺施設等整備業務） 96,000千円 （P. 112） 

    ・松戸駅西口駅前広場上屋設置工事他（松戸駅西口駅前広場では、エレベーター・

エスカレーターが６月までの完成を予定していることに伴い、東西自由通路までの上屋

設置工事等を実施） 
■バリアフリー推進事業  
 （鉄道駅バリアフリー化事業補助金）28,000千円 （P. 110） 
 （債務負担行為 平成30～32年度 限度額 94,000千円） 
    ・ＪＲ松戸駅のバリアフリー化（エレベーター・多機能トイレ）を補助 
■市街地整備事業 
 （市街地再開発業務） のうち10,240千円 （P.108） 
・松戸駅西口・東口まちづくり基本計画検討業務委託料：10,000千円 など 

矢切観光拠点 ■ 松戸駅周辺地域活性化事業  
 （まちづくり基本構想推進業務）のうち23,300千円（P. 112） 
・矢切観光拠点道路詳細設計等委託料他（関連道路の詳細設計など） 
■ 特殊公園整備事業（矢切公園整備業務）19,000千円（P. 116） 
・実施設計等委託料（都市公園の実施設計） 

 まちが再生し、賑わいのあるまちづくり 
【松戸駅周辺】  

NEW 

NEW 

＜松戸駅周辺まちづくり基本構想関連＞ 

NEW 

 ■ 土地区画整理事業 
    （土地区画整理関係業務） のうち     146,500千円 （P. 113） 
    〔・新松戸駅東側地区土地区画整理事業認可申請作成等業務：130,000千円 

     （駅前地区約3haの区画整理事業を推進するため事業認可取得に向けた事業認可申請書等を作成） 
     ・常磐線快速列車の新松戸駅停車に係る調査等：16,500千円〕 
 

【新松戸地域】  

NEW 

【千駄堀地域】  
 ■ 土地区画整理事業 （土地区画整理関係業務） のうち155,000千円 （P. 113） 
    〔   千駄堀地域新規市街地開発調査等業務：155,000千円 

     （新規市街地の整備等の実現のため、地元等との合意形成を推進し、測量等の基礎調査等を実施）〕 
NEW 

【北小金駅周辺】  
 ■ 道路改良事業 （     北小金駅北口交通広場整備業務） 11,846千円 （P. 106） 
      〔 駅周辺の利便性向上や周辺道路の交通渋滞を図り、安全性を高めるため、交通広場を整備〕 

 ■ 市街地整備事業 （市街地再開発業務） のうち3,000千円 （P. 109） 
      〔 北小金駅北口まちづくり基本計画検討業務委託料：3,000千円〕 

NEW 

３－① 

３－① 

３－② 

３－② 
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経済が活性化し、安心して働けるようになるまちづくり 
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■ 商店街活性化指導事業  
    （中心市街地緊急活性化業務） 280,000 千円 （P. 98） 

【中心市街地緊急活性化】  
「いつもなにか素敵なことがある まつど」と銘打ち、松戸駅周辺の中心市街地の賑
わいを創出。 

NEW 

広域集客イベント開催 130,000千円 
 大型イベントを含め複数回開催。まちの賑わい

を感じられる規模のエンターテインメント・スポー

ツ・カルチャー関連のイベントを実施 

地域の魅力発信イベン
トを定期開催 

41,000千円 市内事業者が主役となるイベント（マルシェ・屋台

村・まちバル等）を定期的に開催する 

無料循環バスの運行 10,620千円 
土日祝日（年間115日）に中心市街地を循環する

無料バスを運行 

バス停留所＝８か所程度 

街路灯設置 25,380千円 松戸駅から市民劇場にいたる通りに街路灯20本

を設置 

モニュメント設置 30,000千円 西口デッキにモニュメントを設置 

松戸駅西口デッキ開閉
式テントの詳細設計 

13,000千円 開閉式のテントを設置するための設計委託を実

施 

商業店舗誘致補助金 30,000千円 都市ブランド向上に資する店舗が大型商業施設

に出展する費用の一部を補助 

■ 経営支援事業   （インキュベーション施設運営業務）43,350 千円（P. 95） 
   〔起業家の育成や新しいビジネスを支援するためのインキュベーション施設を平成31年度に開設する 

    ための準備〕 

NEW 

■ コンテンツ産業振興事業 18,000千円（P. 22） 
   〔コンテンツ産業振興に関する業務委託費（クリエイター支援（第一線で活躍するクリエイターや経営 

         手腕に長けた人材から学ぶトークセッション等実施）・マッチング支援（松戸コンテンツ事業者連絡協 

         議会に加盟する事業者間でのコラボレーションや異業種間のマッチングを支援） など〕 

【コンテンツ産業育成・誘致】  

13兆円規模となったコンテンツ産業のクリエイターの育成や市内への誘致を進めます。 

■ 文化の香りのする街構築事業 45,610千円（P. 22） 
   〔自然科学×テクノロジー×アート×デザインをテーマにしたフェスティバルを開催・ストリートカルチャー 

     に焦点を当てたイベントを開催・コスプレイベントなどポップカルチャーフェスティバルを開催  など〕 

NEW 

３－③ 

３－④ 



■ 経営支援事業  
    （中小企業活性化支援業務） 3,000 千円 （P. 94） 
    〔中小企業者が見本市等に出展する費用を補助  国内販路開拓 補助率1/2 上限100千円、 

     国外販路開拓      補助率1/2⇒2/3 上限300千円⇒400千円〕 

    （中小企業振興資金利子補給金） 250,000 千円 （P. 94） 
    〔千葉県中小企業振興資金融資及びマル経融資を受けた中小企業者に利子補給  

      利子補給率：1.0％以内 利子補給期間：3年以内 〕 

■ 商店街共同事業支援事業  
     （空き店舗対策支援業務） 10,750 千円 （P. 96） 
    〔空き店舗に出店する商業事業者に家賃・改修費の一部を補助： 

      補助対象経費（    賃借料のみ⇒改修費も対象に）  
      補助対象店舗（        小売業・飲食業・サービス業⇒商店会が立地を望む業種）〕 NEW 

【企業支援】  

市内企業の経営の安定や発展を支援します。 

【経済が活性化し、安心して働けるようになるまちづくり】つづき  

【雇用の拡大など】  

起業や雇用の創出などを推進します。 

■ 男女共同参画支援事業  
     （まつど女性就労・両立支援相談事業） 1,206千円 （P. 17） 
    〔妊娠、出産、介護を機に離職した女性の再就職に向けた総合相談窓口で、   新たに就労先の紹介、 

     起業に関する相談を開始〕 

NEW 

NEW 

NEW 

■ 商店街活性化指導事業  
     （中心市街地商業事業者誘致業務） 23,343 千円 （P. 97） 
    〔中心市街地の空きテナントに出店する商業事業者に家賃・改修費の一部を補助： 

      補助対象経費（    賃借料のみ⇒改修費も対象に）  
      

NEW 

■ 雇用促進事業  
     （求人・就職雇用促進業務） 699 千円 （P. 87） 
    〔       子育て中の女性に対する支援として、合同企業説明会を開催：327千円 など〕 NEW 

■ 障害者就労支援事業  
     （障害者就労支援業務） 15,844千円 （P. 32） 
  〔ジョブコーチ業務委託（職場の上司や指導担当者等に対して具体的にアドバイスを行う）：5,550千円 など〕 

■  パスポートセンター運営事業  44,617 千円 （P. 23） 
    〔県が運営する東葛飾旅券事務所の閉所前に、新たに旅券事務窓口を来年３月に開設〕 

【パスポートセンター開設】  

NEW 

- 11 - 



安全・安心なまちづくりなどの施策 

■ 地域ぐるみ安全安心推進事業 163,609 千円 （P. 15） 
    〔市民参加型街頭防犯ネットワークカメラ事業補助金（一般：上限額 300千円 企業：上限額200千円）・ 

      市設置型防犯カメラを小学校通学路等３３か所に新設（194台⇒219台） 
      市民生活安全対策パトロールを朝の児童登校時間帯に拡大実施    
            市内福祉事業者等へ車両貼付用防犯マグネットシート（「防犯パトロール実施中」等）を配布  など〕 

■ 中央消防署建設事業（継続費） 1,245,015千円（P. 123） 
    〔中央消防署の現地建替工事：平成31年度開署予定 平成28年度～30年度 総額1,744,422千円〕 

■   図柄入りナンバープレート検討事業 2,378千円 （P. 14）   
    〔自動車の「松戸ナンバー」実現に向け、今月、導入申込書を提出。図柄入りのプレートも選択できるため、 
    デザイン案を公募・選定：公募作品賞金750千円 など〕 

NEW 

【市民の安全・安心】  

【松戸ナンバー】  

■ 安全・快適まちづくり推進事業  
   （安全・快適まちづくり推進業務） 10,036 千円 （P. 14） 
    〔    客引き行為等防止のため、警察官ＯＢ２人を指導監視員として配置し、主に駅前周辺の客引き 
    行為等禁止特定地区（松戸・新松戸・八柱）を巡回 など〕 

NEW 

■ 放置自転車対策事業  
   （放置自転車防止啓発業務） 68,751 千円 （P. 112） 
   〔    放置自転車が増加する土日に松戸駅指導員の増員や指導日数・時間を延長 など〕 NEW 
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安全・安心なまちづくりなどの施策 

■   清掃施設整備事業 1,219,684千円 （P. 84）   
     （六和クリーンセンター解体事業（継続費） 982,166千円）    

    〔解体工事施工監理業務委託料・解体工事費 平成29年度～30年度 総額1,212,484千円〕 

     （（仮称）リサイクルプラザ整備事業（継続費） 20,000千円）   
   〔（仮称）リサイクルプラザ発注者支援業務委託料 平成29年度～30年度 総額20,000千円〕 

      （ごみ中継施設建設事業（継続費） 213,300千円）    

    〔ごみ中継施設建設工事費 など  平成30年度～31年度 総額1,500,000千円〕 

      （（仮称）リサイクルプラザ建設事業（継続費） 0千円）     

    〔（仮称）リサイクルプラザ建設事業費 平成30年度～32年度 総額3,247,540千円〕 

     （（仮称）リサイクルプラザ維持管理業務（債務負担行為））     

    〔建物・設備の維持管理業務の一括委託を設定 平成30年度～52年度 限度額1,688,679千円〕       

【焼却処理施設】 

六和クリーンセンター：新炉 
六和クリーンセンター：旧炉 

クリーンセンター 

和名ケ谷クリーンセンター 

施設名 竣 工 

昭和55年11月 

平成 7年  9月 

公称能力 

100ｔ／24ｈ×3基 

100ｔ／24ｈ×2基 

平成14年11月30日廃止 

備 考 

平成31年度末停止予定 

昭和51年 9月 100ｔ／24ｈ×2基 
昭和41年11月  75ｔ／8ｈ 

【ごみ処理の効率化】  

■   清掃施設基幹整備事業 （P. 83）  
   （和名ケ谷クリーンセンター基幹整備事業（継続費） 114,000千円） 
    〔基幹的設備の改修・更新を行い、平成41年度までの適正稼動を目指す  

    平成30年度～31年度 総額1,000,000千円〕 

  （日暮クリーンセンター基幹整備事業（継続費） 0千円） 
    〔リサイクルするプラスチック品質向上のため、破砕選別設備を更新し、手選別ラインを導入  

    平成30年度～31年度 総額200,000千円〕 

NEW 

NEW 

NEW 

【主なスケジュール】 

H30 六和クリーンセンター解体 

H31 

H32 

（仮称）リサイクルプラザ建設 

（仮称）リサイクルプラザ建設 

ごみ中継施設建設 

ごみ中継施設建設 
31年度末でクリーンセンター停止予定 

（仮称）リサイクルプラザ稼働 H33 
ごみ中継施設稼働、燃やせるごみ市外搬出 
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