
部の運営方針（平成３１年度） 

部   名 総務部 

部 長 名 廣瀬 英男 

部の運営方針 ◎次の施策の取り組みを進めます。 
＜市民と市の情報共有の推進＞ 
 ○広報・広聴活動の充実  
  ・広報あびことホームページ等による行政施策の情報提供を、迅速かつ的確に行っていきます。  
  ・市政への手紙やメール、ｅモニター、市政ふれあい懇談会などを通じ市民の声を市政に反映させます。  
  ・若い世代の定住化の促進や交流人口の増加を図るため、あびこの魅力を広く市内外に効果的に発信します。  
 ○情報公開の徹底 
  ・情報公開制度に基づき、市政に関する情報を適切かつ積極的に公開します。 
  ・ファイリングシステムの維持管理を徹底し、文書の適正な管理に努めます。  
＜行政改革の推進＞ 
 ○地方分権に対応した機能的な組織運営と人材育成  
  ・地方分権に対応した人材育成を図るため、中間管理職の育成を含む研修制度や人事評価の活用を積極的に進め

るとともに、国や県などとの人材交流や人材派遣を実施します。また、市の将来像を見据えた組織体制の検討
を始めます。 

  ・人件費の抑制、特にラスパイレス指数を国並みに下げる取り組みを進めます。  
 ○公民連携の推進と事業見直し 
  ・行政や市民、ＮＰＯ、企業などの多様な主体が、市民ニーズに適合した質の高いサービスを提供していけるよ    

う、提案型公共サービス民営化制度を活用しながら、事業の民営化や委託化を進めます。  
  ・事業の必要性や実施主体のあり方などについて市民の視点を取り入れ、根本から事務事業の見直しを行いま    

す。 
 ○公有財産の有効活用と適正管理 
  ・施設保全台帳システム等を活用し、適正な財産管理に努めます。  
 ○情報通信技術の有効活用 
  ・電算システムの適切な運用により、さらなる市民サービスの向上、事務の効率化、コストの縮減、セキュリ     

ティの強化に努めます。 
 ○デジタル・ガバメントの推進 
  ・オープンデータの推進及び官民データ活用推進計画の策定など、デジタル・ガバメントを推進します。  
 ○その他の取り組み 
  ・契約制度を適切に運用し、さらに契約の適正化に努めます。  
＜男女が共に参画する社会の形成＞ 
 ○男女共同参画社会の実現 
  ・平成３１年度からスタートする「第三次男女共同参画プラン」に基づき、男女共同参画の趣旨が一層理解され  

るよう事業を進めます。 
＜市制５０周年記念事業の実施＞ 
〇２０２０年に実施する市制５０周年記念事業を通してふるさと我孫子への誇りと愛着を醸成していきます。  

 

 



部の運営方針（平成３１年度） 

部   名 企画財政部 

部 長 名 渡辺 健成 

部の運営方針 ・第三次基本計画の中間見直しを行うとともに、次期総合計画の策定を進めます。また、第三次基本計画を着実に推
進するため、第９期実施計画に位置付けた事業を適切に進行管理していきます。さらに、まち・ひと・しごと創生総
合戦略に位置付ける施策や事業の着実な推進など人口減少対策に取り組みます。 
・行政評価制度を活用し、事業の適切な進行管理を行うとともに、行政改革の取り組みとも連動しながら事業の改善
に努めます。 

・ファシリティマネジメントを推進するため、公共施設等総合管理計画の基本方針を踏まえた個別施設計画の策定に
向けて各施設の所管課を支援するとともに、適切に進行管理を行います。また、他部局と連携し、施設整備において
積極的な調整を進めます。 
・「湖北台地区公共施設の整備方針」に基づき、事業を進行管理していきます。 
・新たな文化交流拠点施設については、建設構想(案)を市民に周知し、広く意見を聴取していきます。 
・成田線の増発や常磐線特別快速列車の我孫子駅への停車など、鉄道の利便性の向上に取り組みます。 
・市民サービスの向上や効率的・効果的な行財政運営を図るため、近隣市町等と連携しながら、公共施設の相互利用

や事務の共同処理の拡大など広域行政を一層進めます。なお、東葛中部地区総合開発事務組合については、運営体制
などのあり方を検討していきます。また、手賀沼・手賀川を活かして交流人口の拡大を図る取り組みを、引き続き進
めていきます。 
・聖火リレーなど、東京２０２０オリンピック・パラリンピックに向けた取り組みを関係各課と連携して進めます。 
・連携協定を結んでいる各大学と協力し、相互連携の取り組みを充実していきます。 

・平和事業を市民の協力と参加のもとに実施し、平和の大切さについて市民とともに考えます。 
・厳しい財政状況が続く中、持続可能な財政運営を図るため、中期財政計画を指針として、限られた財源を効率的・
効果的に活用しながら、計画的な予算の編成と執行を進めます。 

・市民の利便性向上や市外・外国の方に我孫子を広く知っていただくため、公衆無線ＬＡＮの設置に取り組みます。 
・市の歳入の根幹をなす市税の確保に向け、税目ごとに的確な賦課・徴収を行い、自主財源の確保に努めます。市税
の徴収では、滞納整理等の強化に向けた取り組みを進めます。また、個人市民税の特別徴収を引き続き進めるととも
に、口座振替とコンビニ納付の推進により徴収率の向上に努めます。市税以外の収入では、複数のポータルサイトを
活用してふるさと納税を推進するとともに、寄附受入額の増加に繋がるよう魅力ある返礼品の企画・発掘に努めます。
また、市民による他自治体へのふるさと納税額の増加に伴い、市税の減収額が拡大していることから、広報やホーム
ページを通じて、減収の状況について広くお知らせしていきます。 

・予算編成では、歳出において扶助費や公債費などの増加が見込まれるため、歳入に見合った歳出が基本であるとの
認識のもと、行政評価等と連動させながら経常的経費の削減を図ります。 
・予算編成状況や決算状況、財務書類、財政白書、健全化判断比率等の公表など、市の財政状況について、広報やホ
ームページなどを通じて市民にわかりやすくお知らせします。 

 



部の運営方針（平成３１年度） 

部   名 市民生活部 

部 長 名 柏 木 幸 昌 

部の運営方針 ●重点プロジェクト「我孫子の資源をいかし、豊かな地域を創りだす活力あるまちづくり」  
・地域コミュニティ活性化基本方針に基づき、地域コミュニティの活性に向けた取り組みを推進していきま
す。基本方針の柱である「地域会議」の設置に向けた取り組みをさらに進めていきます。  
・自治会やまちづくり協議会が自主的に取り組むコミュニティ活動やその拠点となる施設に対する支援を進
めていきます。 
・市民公益活動支援指針に基づく６つの推進施策を積極的に推進し、市民が主体的に取り組む市民公益活動
の活性化を図っていきます。 
●重点プロジェクト「みんなが安全にくらせるまちづくり」  
・防災訓練や防災講座等を通じて市民の防災意識を高め、自主防災組織の設置を自治会に働きかけます。  
併せて、防災リーダーや防災ボランティアなどの人材育成を推進します。また、防災力向上に向け、地域防
災計画に基づく防災関連設備及び非常用備蓄品の計画的な整備を図ります。 
・災害時における要支援者に対する支援方策を整備していくとともに、支援体制の強化を図ります。  
・交通安全計画に基づき、市民の交通安全意識を向上させるなど総合的な交通安全対策に取り組みます。  
・防犯計画に基づき、自主防犯活動への支援や情報提供等を行うなど犯罪防止に取り組みます。また、犯罪
抑止と検挙率向上のため、防犯カメラを効果的に設置します。  
・特に子どもや高齢者を交通事故や犯罪から守るため、警察やボランティア団体等と連携した取り組みを行
います。 
・空家等対策計画に基づき、適切な管理が行われていない空家等の対策に取り組みます。  
●重点プロジェクト以外として 
・総合窓口では「歩かせない・待たせない・惑わせない」を目標に、来庁者へのサービス向上を図ると共に、
戸籍簿及び住民基本台帳等を適正に維持管理します。 
・社会保障・税番号制度に基づくマイナンバーカードの交付を推進します。併せて、同カードの利活用を図
るため、住民票等の「コンビニ交付サービス」の導入に向けて取り組みます。 
 

 



部の運営方針（平成３１年度） 

部   名 環境経済部 

部 長 名 増田浩四郎 

部の運営方針 ・手賀沼の水環境保全啓発と環境保全型農業、地産地消等の農業拠点の機能を有した手賀沼親水広場では、利
用者の声を聞きながら施設の管理・運営を充実させます。また、市内外にその魅力を発信しながら、交流人
口の拡大や地域の活性化に寄与する施設としての活用を図ります。そのため広場にある「じゃぶじゃぶ池」
の改修工事を実施し、さらなる賑わいの場として整備します。  

・手賀沼の美しい環境の再生を目指し、千葉県や関係機関・団体と連携し、手賀沼の水質浄化や環境教育と啓
発に取り組みます。 

・「あびこエコ・プロジェクト４」に基づき温室効果ガスの削減を進めていくとともに「市民・事業者の環境
に配慮した行動指針」の普及を図ります。また、自然再生エネルギーの普及・拡大に努めます。  

・大気汚染、土壌・地下水汚染、騒音、振動等の公害対策に取り組み、市民の快適な生活環境を守ります。  
・市民の不安を解消するため、放射線量の測定データの公表を継続していくとともに、全庁的な放射能対策の
取りまとめを行います。 

・一般廃棄物対策基本計画に定めた施策を展開し、ごみの減量化と再資源化を図ります。 
・焼却施設等の適切な維持管理と、放射性物質を含む焼却灰等の適正処理に努めます。  
・「我孫子市廃棄物処理施設整備基本計画」、「新廃棄物処理施設整備詳細計画」及び「我孫子市循環型社会
形成推進地域計画」に基づき、２０２２年度末の稼働に向け老朽化した焼却施設の更新を進めます。また、
平成３０年度に設置した施設や財務などの学識経験者等を中心として構成する「我孫子市新廃棄物処理施設
整備運営事業者選定委員会」において、整備運営事業者を選定していきます。  

・農業生産と農業経営に係る基盤整備を進め、経営として成り立つ農業の土台作りを進めます。  
・認定農業者を増やすとともに新規就農者を含めた農業の多様な担い手を育成・支援します。  
・消費者、商工業者及び農業者の相互理解と交流を促進し、地産地消の事業を推進します。  
・エコ農業推進基本計画に基づき、環境保全型農業の育成・支援を行います。  
・手賀沼沿い農地の保全活用のための施策を展開します。 
・商工業振興基本条例に基づき、商工業の基盤強化と持続的な発展を目指します。  
・商工会等と連携し、商店街の活性化に向けた取り組みなどを進め、商業の振興を図ります。 
・観光振興計画を着実に推進し、交流人口の拡大と定住化促進を図ります。  
・安全・安心で豊かな消費生活のため、消費生活相談などを実施し、消費者の支援を行います。 
・国の補助金を活用してプレミアム付商品券事業を実施し、消費税引き上げによる低所得者や子育て世帯へ
の影響緩和を図るとともに、地域における消費喚起に繋げます。 
・企業立地方針に基づき、企業が進出しやすい環境整備や起業創業の支援を行うとともに、住工混在の解消を
目指します。また、産業拠点の方向性を企業立地方針に位置付けるよう３１年度中に一部見直しを図ります。 

・既存企業の活性化に向けて融資制度等により支援を行うとともに、若者からシニア世代まで就労に向けた支
援を進めます。 

 



部の運営方針（平成３１年度） 

部   名 子ども部 

部 長 名 森 和枝 

 

部の運営方針 ●第三次基本計画の重点プロジェクト４「若い世代に選ばれるまちづくり」やまち・ひと・しごと創生総合
戦略の基本目標３「あびこで子どもを産み、育てたくなるまちづくり」に基づき、若い世代が我孫子を選び、
移り住んでもらえるよう、また、これからもずっと住み続けてもらえるよう子育て・子育ち支援施策を総合
的に推進します。さらに、子ども・子育て支援事業計画を兼ねた子ども総合計画の進行管理と次期子ども総
合計画（２０２０～２０２４年度）の策定を行い、乳幼児期の保育と教育や地域の子ども子育て支援策の充
実を図ります。 
・子育て支援拠点施設を核とし、妊娠期からを視野に入れ、孤立せず安心して活き活きと子育てができる環
境づくりに努めます。また、地域の人々との連携を密にし、地域の子育て力の向上と多様な子育て支援事業
を展開します。 
・「湖北台地区公共施設の整備方針」を踏まえ、「第三次我孫子市保育園等整備計画」を見直し、待機児童
ゼロを堅持し続ける体制づくりと２０２２年４月の湖北台保育園とわくわく広場の複合施設開設に向け、準
備を進めます。 
・市内の保育園や認定こども園・幼稚園等と連携し、子育てと就労の両立支援策の充実を図るとともに、乳
幼児期に質の高い保育・教育等の提供が受けられるよう指導・調整に努めます。また、今年１０月から実施
予定の幼児教育・保育の無償化に向け、体制を整備します。 
・子ども相談課内に「子ども家庭総合支援拠点」を設置し、子ども相談員等の相談体制を強化します。それ
により、育児や家庭環境など子どもと家庭に関する相談や児童虐待の早期発見・早期対応に努めるとともに、
関係機関との連携を強化し、支援を要する妊産婦等にも積極的に働きかけ指導・助言を行います。また、オ
レンジリボン運動の推進など児童虐待防止の啓発活動に取り組んでいきます。 
・いじめ問題に対しては、教育委員会と連携し「いじめ問題防止対策連絡協議会」を開催し、関係機関相互
の連携強化を図り、いじめ防止等の対策を推進します。 
・「我孫子市子ども発達支援計画」に基づき、発達支援、家族支援、地域支援の充実と機能強化を図り、発
達に支援が必要な子どもの乳幼児期からの一貫した支援体制作りを推進していきます。そのため「療育・教
育システム連絡会」において、関係機関との連携を深め、早期発見からライフステージに応じた切れ目のな
い支援体制の構築を進めます。 
・子育てを応援するため、子ども医療費助成をはじめ子育て世帯に対する経済的な負担軽減を、引き続き推
進します。 
・次期子ども総合計画の策定に合わせ「放課後子ども総合プラン行動計画」の見直しを行い、学童保育室と
あびっ子クラブ、それぞれの事業の目的に沿って、子ども達の放課後が充実するよう施設の環境整備や質の
向上に努めます。 
・子どもたちの生きる力を育むため、子どもの自然体験・生活体験事業の実施や青少年育成団体の活動を支
援します。 
・少子化対策として、結婚・妊娠・出産・子育て・子育ちへの切れ目ない支援を推進していきます。 

 



部の運営方針（平成３１年度） 

部   名 水道局 

部 長 名 長塚 九二夫 

部の運営方針  
◇『我孫子市水道事業ビジョン』（案）に定める基本目標[安全][強靭][持続]の実現に向け『我孫子市水道事
業基本計画２０１９～２０２８年度』（案）に掲げる６つの基本方針に基づき、主に次の取り組みを実施しま
す。 
[安全] 
１．良質な水道の維持 
「我孫子市水道事業水安全計画」を水道水の供給過程における総合的な水質管理とリスクマネジメントに活用
します。これにより水質検査を的確に実施すると共に高度浄水処理施設及び連続自動水質監視装置の保守点検
や自己水源（深井戸）の計画的な機能保全を図ります。また、貯水槽水道は継続的に衛生管理強化に努めます。 
[強靭] 
２．施設強靭性の維持 
浄水場等（湖北台・妻子原・久寺家）の各種設備に係る改良事業は、経済合理性に基づく適正規模での設備更
新と長寿命化に向けた計画的修繕工事を併せて進めます。また、水道管路整備では、経年劣化配水管路や重要
給水施設等に供給する基幹管路の耐震化への更新工事を行います。 
３．災害対応の強化 
日本水道協会合同防災訓練や県内水道事業体間における各種情報伝達訓練への参画のほか、自主防災組織等と
連携した応急給水訓練の実施など、災害や水質事故等に即応する危機管理体制の強化に取り組みます。  
[持続] 
４．水道事業の継続性確保 
「我孫子市水道事業アセットマネジメント」の活用により、中長期的な施設更新需要と財政収支を見通すため
の点検手法の確立に取り組みます。また、水資源の適正活用に向けて、北千葉広域水道企業団からの受水と自
己水源（深井戸）のコスト検証を進め、経済性や効率性が確保された取・受水管理に取り組みます。このほか、
浄水有効利用のための漏水調査の実施等、継続的な漏水防止対策事業に取り組みます。 
業務効率化方策は「浄水場設備運転及び維持管理業務等包括委託」及び「料金・給水・会計業務等包括委託」
の着実な実施と官民連携の推進により、一層のお客様サービス向上と業務効率化に努めます。また、組織力強
化のために職員人材育成を体系的に実践します。 
５．財政面での継続性確保 財政健全性確保 
「我孫子市水道事業経営戦略」による投資・財政計画に基づき、資金収支のバランスを図ります。  
６．将来へとつながる施策の検討 将来につなげる新施策の検討 
水道事業経営に関わる運営手法や水道への再生可能エネルギー導入等について、最新知見や先進事業体の動向
に注視します。 

 



部の運営方針（平成３１年度） 

部   名  教育総務部 

部 長 名  丸  智彦 

部の運営方針 〇 我孫子市教育大綱と我孫子市教育振興基本計画に基づいて教育行政を推進します。  
〇 学校教育の充実（「豊かな心の育成」、「確かな学力の育成」、「健やかな体の育成」の推進を図り、『生
きる力』の育成に努めます。） 
・全市展開となる『小中一貫教育の推進』に努めます。各中学校区で作成したグランドデザインを達成すべ
く支援します。また、小中一貫教育基本方針に基づき作成した共通カリキュラムを、全中学校区で計画的
に教育課程に組み込んで進められるよう支援します。 

・幼保小連携については、「交流」と「カリキュラム」で連携を深めていきます。  
・「主体的・対話的で深い学び」の視点で学力向上に努めます。  
・市費で配置している外国語指導助手（ＡＬＴ）、ＩＣＴ教育支援員、理数教育支援員、学校司書、スクー
ルサポート教員、学級支援員等の非常勤職員や臨時職員の効果的な活用と配置に努めます。 

・教職員が、生き生きと健康でやりがいを持って子どもに向き合える環境となるように「我孫子市学校職員
の働き方改革推進プラン」に基づき、取り組みます。 

・Ｑ－Ｕ検査及びいじめアンケートを継続して実施し、学級経営を支援します。 
・給食における地産地消の推進をはじめ食に関する教育の充実やスポーツに関する教育を通して体力の向上
に努めます。 

・子ども達が安心して快適に学べる教育・学習環境をつくるため「学校施設個別施設計画」を策定します。 
・信頼される学校づくりを推進するため、教職員のモラールアップ研修等を積極的に実施します。教育委員
会と各学校の連携を密にし、風通しの良い組織体制と職場環境整備に取り組みます。  

〇 地域に根ざした教育の充実 
 ・郷土の歴史や文化に関する教育を充実させて郷土愛の育成を図ります。  
 ・学校評価、学校支援地域ボランティア活動、キャリア教育などを推進し、学校と家庭・地域が一体となっ

た教育と開かれた学校づくりを目指します。 
〇 子どもの成長、自立への支援 
 ・自立への支援を図るため、就学支援制度などの活用を推進します。  
 ・いじめ防止対策推進条例及びいじめ防止対策基本方針に基づき、いじめを人権侵害と認識し未然防止に取

り組みます。また、関係機関とも連携して取り組み、健全に子どもが成長できるよう引き続き支援してい
きます。 

・不登校の改善を目的としているヤング手賀沼は、施設のあり方及び施設整備を含めて再検討していきま
す。 

 



部の運営方針（平成３１年度） 

部   名 生涯学習部 

部 長 名 木下 登志子 

部の運営方針  教育大綱に基づき、市民が生涯にわたって生き生きとくらすための学習体制の充実を図る施策や事業を推
進します。 
また、第三次生涯学習推進計画に掲げる「学び、活かし、つながるまち  我・孫・子」の基本方針を踏まえ、
市民一人ひとりが生涯にわたって学習を継続し、その成果を活かし、学習を通してつながるまちを目指して、
関係各課との密接な連携のもとに、生涯学習施策の推進に取り組みます。  
●生涯学習環境の充実 
・公民館、図書館、鳥の博物館などでは、市民の学習ニーズに対応した学習機会を提供するとともに、地域
特性や社会動向に配慮した学習機会の充実に努めます。また、学習情報の提供・学習相談等により、自主的
な学習活動を支援します。平成３２年の市制施行５０周年に向けて、記念事業の実施を検討・準備します。 
・「我孫子市子ども読書活動推進計画」に基づき、すべての子どもがあらゆる機会と場所で自主的に読書活
動を行うことができるよう、学校及び関係機関等とより連携を強めながら積極的にそのための環境整備に取
り組みます。 
・施設の整備・充実では、公民館、図書館、鳥の博物館など施設・機能の充実に努めます。適正な維持管理
や計画的な修繕を行うとともに、学校施設や既存施設を有効活用し、身近な学習の場の確保に努めます。  
・学習で得た知識や経験を社会で活かすしくみづくりを進め、まちづくり活動へと発展するよう支援します。
また、子どもの成長と自立への支援のため子ども部と連携し、地域の子ども関係団体の活動を支援します。  
・新たな文化交流拠点施設の整備に向けて取り組みます。 
●文化芸術活動への支援と地域文化の継承 
・市民が文化芸術に触れ、参加できる機会を充実するとともに、文化芸術活動の創出や地域固有の文化の保
存・継承に取り組みます。 
・旧井上家住宅をはじめとした史跡や文化的資源の保存・活用を図るとともに、白樺文学館、杉村楚人冠記
念館、旧村川別荘を「我孫子の大正・昭和文化遺産」として、相互補完と連携強化を進め、創造的文化の歴
史を体感する空間づくりを通じて魅力向上を図る等、さらに効果的な事業運営に取り組みます。  
●スポーツの振興 
・体育協会、スポーツ少年団、スポーツ推進委員など地域の人材と連携したイベントの実施、総合型地域ス
ポーツクラブの活動支援などを通して、子どもから高齢者まで誰もが身近な場所でスポーツを楽しみ、健康
な生活が送れるよう生涯スポーツの推進を図ります。また、生涯スポーツを支える指導者の育成に関係団体
等と連携し取り組みます。 
・東京２０２０参画プログラムへの参加や関連事業の実施など、東京２０２０オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会の機運を高める事業を関係各課や団体と連携して取り組みます。 
・体育施設の整備・充実を図るとともに、学校体育施設開放の適切な管理運営、民間スポーツ施設の活用や
近隣市のスポーツ施設との相互利用によるスポーツ・レクリエーション活動の環境づくりに取り組みます。  
・新たなサッカー場整備に向けて五本松運動広場の改修に取り組みます。  

 


