
平成29年度松戸市当初予算 

一般会計予算の規模      1,457億5千万円 

 平成29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 △67億3千万円 ： 4.4％減）  

    前年度比 約67億円減の主な要因 

   ■松戸市土地開発公社解散保有地の買戻しの完了で約６６億円減 

   ■小・中学校冷房化の完了で約２９億円減  

   ■新病院開院のための病院事業会計負担金・出資金で約１６億円増  

   ■（仮称）リサイクルプラザ整備のための六和クリーンセンター解体事業で約６億円増 

   ■小規模保育施設運営費で約８億円増   ■中央消防署建設で約５億円増      

        ■市税 675億円（前年度比 0.7％ 5億円増） ※昨年度に引き続き増額 

   〔市民税：約３億円 前年度比 0.9％増、固定資産税：約２億４千万円 前年度比 1.0％増〕 

 
参考  この間の財政状況の推移   

2017.2.15（水） 平成29年度松戸市当初予算（主な事業等） 

基金残高 

Ｈ21年度 
1,990,155 

7,029,677 

4,295,020 
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8,406,537 

9,450,763 

11,544,189 

5,202,277 

13,314,852 26,197,229 

財政調整基金 

その他一般会計 

特別会計 

地方債残高 

Ｈ21年度 

41,706,836 

66,659,627 

64,473,369 

41,436,786 

80,804,991 

47,857,269 

51,420,072 

84,429,999 

67,006,966 

Ｈ27年度 
170,099,046 172,839,832 

Ｈ29当初予算 

202,857,037 
Ｈ29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 

Ｈ27年度 
35,113,742 

＋221億 602万円（Ｈ28決算見込み－Ｈ21年度） 

凡例 
(千円) 

凡例 
(千円) 

(122,241,777) (108,366,463) (135,850,071) 

（臨時財政対策債等を除く） 

－3億6,464万円（Ｈ28決算見込み－Ｈ21年度） 

14,250,762 

12,447,256 

8,722,853 

Ｈ28年度決算見込み 
35,420,871 

49,962,409 

71,914,733 

65,650,031 

Ｈ28年度決算見込み 
187,527,173 

(121,877,142) 

49,129,499 

72,618,089 

65,669,861 

187,417,449 
Ｈ28当初予算 

(121,747,588) 

※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２９年度地方債現在高増の主な要因は、新病院建設事業で１５３億円。 
※平成２８年度には、小中学校冷房化事業で約２０億円、土地開発公社解散に伴う保有土地の買戻しで約４４億円発行しています。 
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25,118,839 
Ｈ28当初予算 
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人口の将来展望 

２０６０年まで、現在の水準である５０万人程度を維持 
【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１６万人の減少 

出生率、社会的流入が現在のままだと、 
４５年後、２０６０年には松戸市の人口は約３２万人に 

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 

H29.02 
486,314人 

人 



平成29年度の主な事業 

子 育 て・教 育 

 子育て・教育・文化を軸とした都市ブランド創り 

■ 地域型保育関係事業 
   （施設改修費等補助金） 180,000 千円 （P.60） 
   〔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30年4月時点・前年比） 

 合計 430人増加  
 

施設整備〔平成２８年度〕     H28.4.1現在  H29.4.1現在 

 認可保育所     ８か所整備： 63か所 → ７１か所 
  （認定こども園を含む） 

 小規模保育施設 １３か所整備： ３１か所 → ４４か所  

入所保留者も含めた 

【待機児童の大幅減少】 
（平成30年4月時点） 

■ 民間保育所関係事業 
   （建設費補助金） 538,110 千円 （P. 58） 
   〔平成30年4月開所予定：建設費補助 ＝（公募）松戸、新松戸、矢切地区のうち２か所） 

■ 認定こども園関係事業 
   （認定こども園整備業務） 285,000 千円 （P.61） 
   〔平成30年4月開園予定：建設費補助＝（公募）松戸、新松戸、矢切地区のうち１か所〕 

【待機児童解消対策】 

待機児童数 （4/1現在） 
Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 

国基準 42人 48人 0人 
入所保留者 478人 411人 143人 

箇所数・定員数 （4月現在） 
Ｈ29 Ｈ30 

認可保育所（認定子ども園含む） 71か所・6,709人 74か所・6,979人 （270人増 ） 
小規模保育施設 44か所 ・ 689人 54か所・ 849人 （160人増） 

合 計 115か所 ・7,398人 128か所・7,828人 （430人増） 

国基準【待機児童ゼロを達成！】 
    （平成28年4月時点） 

★44か所の小規模保育施設 

平成２９年４月も継続をめざす 

○待機児童解消に向けた平成２９年度事業 

■ 幼児教育支援事業  
  （私立幼稚園通園助成業務）  225,180 千円 （P. 49） 
     〔助成額を園児一人当たり27千円から30千円に拡大 〕   
  （私立幼稚園預かり保育促進業務）  114,249 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 13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⇒208人〕 

［幼稚園での預かり保育を推進］ 

H28.4.1 
入所保留者数 143人 

★市内全23駅の駅前・駅中に小規模保育施設 

 の設置完了予定（新年度早々） 

県内1位 

県内初 



平成２９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 
    （保育士宿舎借上支援業務）   21,330 千円 （P. 59）   

    〔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新たに実施 上限：月額 30千円 など〕 

   （保育施設従事者支援補助金） 302,890 千円 （P. 59）  

    〔保育施設に対し人件費の一部を補助〕 

 

■ 保育士等確保事業  
   （保育士資格取得支援業務） 2,260 千円 （P. 60） 
     〔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） 5,040 千円 （P. 60） 
     〔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 〕 

NEW 
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【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。 

【発達障害児の受入支援】  
配慮が必要な子どもの受入れを支援し、きめ細やかな保育サービスを提供できるよ
うにします。 

■ 幼児保育関係事業  
   （幼児保育管理業務） 20,634 千円 （P. 61） 
     〔    臨床発達心理士派遣経費：720千円 

        （発達障害児受入れ強化のため公立保育所に臨床発達心理士を派遣）など 〕 

NEW 

■ 民間保育所関係事業 
      （保育補助者雇上強化事業補助金）  44,300 千円 （P. 59）   

     〔発達障害児受入れのために保育補助者を雇用した施設に対する補助 上限：年額 2,215千円〕 

NEW 

■ 育児の情報提供事業 
     （育児の情報提供業務） 2,500千円（P. 50） 
   〔スマートフォン用アプリを導入することにより子育てに関する情報をわかりやすく提供〕 

NEW 

■ 子ども・子育て政策推進事業 16,052千円（P. 50） 
    〔子育てプロモーション関係経費：第２弾ＰＲ動画作成・映画館でのＣＭ枠の活用 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。 



【こどもの未来応援】  

「貧困の連鎖」・「児童虐待」・「いじめ」などへの対応を強化し、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  3,620千円 （P. 51） 
    〔    子どもの貧困対策推進会議委員報酬 10人：340千円 

         子どもの貧困対策推進業務：3,280千円（子育て世帯の生活実態調査の実施）〕 

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） 19,437千円（P. 26） 
   （ひとり親家庭学習支援業務） 40,355千円（P. 54） 
    〔生活困窮者世帯やひとり親家庭の子などに対し学習支援を実施： 

     児童・生徒への学習支援 

        六実会場の追加（新松戸地区、松戸駅周辺地区、常盤平地区とあわせ４か所に）・ 

         松戸駅周辺地区は対象者を高校生まで拡大（他の対象者 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） 59,003千円（P. 44） 
    〔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： 

        要保護児童等支援員1人・   心理担当支援員3人・家庭相談員8人⇒9人・婦人相談員2人⇒4人〕 NEW NEW 

■ 地域子ども・子育て支援事業 
   （養育支援訪問業務） 4,997千円（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〕 

■ 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. 128） 
    〔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〕 

■ 教育相談事業 
   （適応指導教室運営業務） 10,670千円（P. 128） 
    〔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） 16,352千円（P. 129） 
    〔不登校などの諸問題を抱える児童生徒の保護者や教師からの相談に応じ、解決に向けた援助を実施： 

        スクールソーシャルワーカー賃金・    訪問相談員賃金・学校教育相談員賃金他〕 NEW NEW 

■ 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〕 



■ 国際交流推進事業   
   （国際交流協会運営費補助金）  46,980千円（P. 19） 
    〔国際交流協会の運営費の一部などを補助〕 

   （姉妹都市等交流推進業務）  4,356千円（P. 19） 
    〔    ホワイトホース市職員派遣経費：915千円・    ドミニカ共和国 梨の交流事業経費：2,627千円 

     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：514千円〕 
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文化 

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. 14） 
    （東京オリンピック・パラリンピック推進業務） 31,753千円 （P. 14） 
     〔「夢の教室」委託料：9,920千円（小学５年生を対象にH28の18校から大幅に拡大して実施）・ 

          事前キャンプ受入交渉関連事業委託料：16,080千円 （オランダ・ドミニカ共和国・ルーマニア誘致） 

          文化プログラム関連事業委託料：2,000千円（文化プログラム実施の準備） など〕 NEW 

NEW 

■ 松戸運動公園管理運営事業 

   （施設整備業務） 495,000千円 （P.143・144） 
    〔   体育館空調、天井等改修工事費：340,000千円・ 

         野球場グラウンド等改修工事費：140,000千円・   野球場人工芝賃貸借料：15,000千円〕 

NEW 

NEW 

【国際化に対応したまちづくり】  

■ スポーツ団体・指導者育成支援事業 

   （優秀選手支援業務） 4,710千円 （P.141） 
    〔    オリンピック・パラリンピック強化指定選手助成金：2,670千円 など〕 NEW 

NEW 

■ 放課後子ども総合プラン事業 
   （放課後児童健全育成業務）  634,597千円（P. 55） 
     〔放課後児童クラブ 45か所 放課後児童クラブ運営費補助金 など 

     利用料金の引き下げ：月額12千円⇒9千円〕 

    （地域放課後児童支援業務）  95,854千円（P. 55） 
     〔放課後ＫＩＤＳルームを17校から20校に拡大〕 

【こどもの未来応援】つづき  

児童が安全・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。 

■ 国際化施策推進事業 
   （国際文化振興参与報酬 １人） 468千円 （P. 18） 
   （国際交流員報酬 ２人） 6,345千円 （P. 18） 
      〔国際交流員1人⇒2人〕 

   （情報提供業務） 2,450千円 （P. 18） 
      〔外国語版生活ガイドブック作成委託料〕 

   （国際化推進業務） 4,106千円 （P. 19） 
      〔庁内通訳者の配置など〕 

NEW NEW 

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。 



 ■ 戸定歴史館管理運営事業  
   （施設整備業務） 89,585 千円 （P. 137） 
    〔戸定邸庭園復元工事関係経費（庭園・東屋復元工事の実施：平成３０年春供用開始予定） など〕 

■ 文化の香りのする街構築事業 30,310 千円 （P. 22） 
     〔文化イベント負担金6,000千円・パラダイスエア委託費等：20,000千円（芸術家の滞在制作支援） など〕 

【その他の文化事業】  

戸定邸の魅力アップや文化・芸術活動を支援します。 

 高齢者がいつまでも元気に暮らせるまちづくり 

■ 健康増進啓発事業  
   （健康松戸２１推進業務） 13,667 千円 （P. 63） 
    〔健康マイレージ事業経費：8,205千円・    「健康松戸21Ⅲ」中間評価市民意識調査委託料：4,000千円・ 

         歯と口腔の健康づくりに資する調査研究委託料：1,400千円  など〕 

NEW 

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） 27,761 千円 （P. 112） 
      〔中和倉地区においてコミュニティバスの実証実験を実施： 

         コミュニティバス運行事業費補助金：20,888千円 

                          （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 ：6,000千円  など〕 

NEW 

NEW 

■ 地域代表者制度関係事業  67,467千円 （P. 11） 
    〔   町会・自治会連合会地区会交付金：7,500千円 

      （地域活性化につながる地区の活動への支援として地区会に交付 500千円×15地区）・ 

      町会・自治会等交付金：56,000千円 など〕 

■ 協働のまちづくり推進事業  

    （協働のまちづくり推進業務） 5,615千円（P. 20） 
     〔   「まつど地域活躍塾」関係経費：5,410千円（地域で活躍する人材を育成する塾の運営委託費） 

                                                                   など 〕 

NEW 

NEW 

■ 包括的支援事業 ※介護保険特別会計 

    （地域包括支援センター事業） 512,801千円 （P. 168） 
    〔地域包括支援センター11か所⇒15か所・市直営の基幹型地域包括支援センターを新たに設置）〕 

地域で支えあう環境を整備します。 

【地域の強化】  



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80,000千円 （P. 111） 

    ・新拠点ゾーン基本計画策定業務委託料（区画整理事業計画案の検討など） 
■ 地域公園整備事業 
 （地域公園整備業務）のうち10,000千円 （P. 115） 
    ・松戸中央公園の再整備計画策定委託料（現況調査・基本計画平面図作成他） 

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）） 336,992千円 （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） 
■市街地整備事業 
 （市街地再開発業務） のうち10,160千円 （P.107・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25,280千円（P. 111） 
・矢切観光拠点整備測量等委託料（公園・道路部分の測量など） 

【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） 334,763千円 （P. 42・43） 
    〔   （仮称）セイワ松戸（100床）、認知症対応型グループホーム等（公募）、 

         小規模多機能型居宅介護（公募）、看護小規模多機能型居宅介護（公募） など〕 

NEW 

■   介護人材確保事業 9,466千円 （P. 44） 
    〔介護事業者合同就職フェア、介護職イメージ＆モチベーションアップ講演会の開催、 

     介護事業所内の小規模保育施設への補助 、小学校への介護体験出前講座（高齢者疑似体験など） 〕 

NEW 

■ 医療都市調査研究事業 13,010千円 （P. 63） 
     〔   医療都市プロモーション支援業務等委託料：12,000千円 

     （プロモーション用の冊子を作成し、駅、店舗等に設置・医療情報専門ホームページの構築）など 〕 
NEW 

 まちが再生し、賑わいのあるまちづくり 

【松戸駅周辺】  

NEW 

■ 市立病院事業 ※病院事業会計  
   （新病院建設費） 17,333,637 千円 （P. 7・8） 
    〔新病院建設設計施工及び建設監理業務委託 11,521,902千円 

      諸経費：730,838千円                （継続費 平成25年度～29年度 総額 19,978,680千円） 
      新病院業務移行準備委託：10,000千円（債務負担行為 平成27年度～30年度 限度額 15,000千円） 
      新病院用医療機器等購入費：4,874,232千円・新病院用厨房機器購入費：196,665千円〕 

NEW 

NEW 

＜松戸駅周辺まちづくり基本構想関連＞ 
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 ■ 土地区画整理事業 
    （土地区画整理関係業務） のうち80,000千円 （P. 112） 
    〔   新松戸東部土地区画整理事業事業計画作成等業務：80,000千円 

       （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計画等を作成）など〕 

NEW 

【新松戸地域】  

【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40,000千円 （P. 112） 
    〔   千駄堀地域宅地開発調査等業務：40,000千円 

       （新規市街地の整備等の実現のため、基本構想素案を策定し、宅地開発調査等を実施）〕 
NEW 

【北小金駅周辺】  

 ■ 水辺拠点事業  
   （水辺の施設整備業務） 59,000 千円 （P. 107） 
      〔    新坂川親水施設整備（新松戸）・    新坂川水環境改善検討〕 NEW NEW 

 ■ 市街地整備事業  
   （市街地再開発業務） のうち21,080千円 （P. 107・108） 
      〔    北小金駅北口交通広場実施設計業務委託料：18,000千円 

         北小金駅北口まちづくり基本計画検討等業務委託料：3,000千円 など〕 

NEW 

【馬橋駅周辺】  
 ■ 市街地整備事業  
   （市街地再開発業務） のうち3,000千円 （P. 107・108） 
      〔馬橋駅東口まちづくり基本計画検討業務委託料：3,000千円〕 



■ 商業等基本調査事業  
     （商業ビジョン策定業務） 8,000 千円 （P. 99） 
    〔本市商業の中長期的なあり方を明らかにする商業ビジョンの策定〕 

経済が活性化し、安心して働けるようになる 
まちづくり 

■ 企業誘致事業 92,059 千円 （P. 98・99） 
   〔本市における新規立地や市内事業者による新築や増築等を伴う再投資に対する補助： 

        コンベンションホールへ補助対象を拡大・ 
     オフィス設置に係る事前調査等に関する委託料（インキュベーションオフィス設置等の調査研究）など 〕 

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（人材育成等のクリエイター支援やイベント支援施策を展開）〕 

NEW 

【雇用の拡大など】  

新たな産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） 1,611 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的な相談を実施〕 

NEW 

NEW 
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■ 経営支援事業  
    （中小企業相談室業務） 3,464 千円 （P. 94・95） 
    〔利便性向上と内容に応じた各種専門家による対応を行うため松戸商工会議所に移転して実施〕 

    （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 
      借換後融資は対象外⇒借換後融資も対象 １事業者１融資⇒複数融資の申請可〕 

     （中小企業補助金等取得支援補助金） 2,000 千円 （P. 95） 
    〔国補助金等の申請手続き等を委託する場合の費用の一部を補助：補助率 1/2  上限額 300千円〕 

■ 工業活性化事業  
     （中小企業設備投資補助金） 10,000 千円 （P. 98） 
    〔製造業を営む中小企業の設備投資に係る費用の一部を補助： 

      生産性向上型（補助率1/3 上限額 2,000千円） 一般型（補助率1/10 上限額 500千円）〕 

NEW 

【企業支援】  

市内企業の経営の安定や発展を支援します。 

NEW 



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  
   （市民生活安全対策業務） 80,401 千円 （P. 15） 
    〔   防犯ボックス設置・運営関係経費（秋山駅周辺に防犯ボックスを１か所設置予定）・ 

      市民参加型街頭防犯ネットワークカメラ事業補助金（市民：上限額 300千円 企業：上限額200千円）・ 
      市設置型防犯カメラ設置工事（９か所２４台設置 交換等含む） など〕 

NEW 

■ 中央消防署建設事業（継続費） 500,000千円（P. 124） 
    〔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1,750,000千円〕 

■   清掃施設整備事業 637,500千円 （P. 83・84）   
   （ごみ中継施設整備業務 6,500千円）    

    〔ごみ中継施設基本設計業務委託料〕 

   （（仮称）リサイクルプラザ整備業務 59,000千円）     

    〔（仮称）リサイクルプラザ基本計画等業務委託料 など〕 

   （（仮称）リサイクルプラザ整備事業（継続費） 8,000千円）    

    〔（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〕 

   （六和クリーンセンター解体事業（継続費） 564,000千円）    

    〔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1,410,000千円〕 
   ※クリーンセンターの操業停止予定に伴い、燃やせるごみを市外に搬出するため、資源リサイクルセンターの一部 

     を解体し、ごみを積み替えるための中継施設を建設 
     ※日暮クリーンセンター、資源リサイクルセンター、和名ケ谷クリーンセンターで取り扱う粗大ごみを効率的に処理 
     するため、六和クリーンセンターを解体し、（仮称）リサイクルプラザを建設 

NEW 

【主なスケジュール】 
H29 
H30 

六和クリーンセンター解体 
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 

資源リサイクルセンター一部解体 

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 

（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 

■ 戸籍・住民基本台帳等事業  
   （戸籍・住民基本台帳等管理業務） 29,909 千円 （P. 23） 
    〔   市民課窓口業務委託化検討経費： 2,000千円（窓口業務の委託化を検討） など〕 NEW 

【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 

【市民の安全・安心】  

【ごみ処理の効率化】  

【窓口業務の改善】  
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