
１ 基本方針 

平成２３年度は、第５次鶴ヶ島市総合計画の計画期間の初年度であり、リーディングプ

ロジェクトとして位置付ける「水土里の交流圏の構築」と「共に支えあう仕組みづくり」

を先導的な取組として、市の将来像の実現に向けた第一歩を踏み出す重要な年となります。 

市財政においては、長引く景気の低迷や定年退職者の増加による給与所得額の減少など

により、個人市民税の大幅な減額を見込まざるを得ない状況であり、引き続き歳入の確保

が困難な状況となっています。一方、歳出では、雇用情勢の一層の悪化や高齢化の進展等

に伴い、社会保障関係経費の増加が見込まれるなど、さらに厳しさを増した財政運営を強

いられています。 

このような中、改めてすべての既存事務事業を見直すとともに、優先順位付けによる厳

しい選択を行い、限りある予算を「選択と集中」により真に必要な事業に重点化を図るこ

とにより、予定されている市道７５８号線（共栄一本松線）整備事業、地区計画住環境整

備事業、学校給食センター更新施設整備事業等の推進に向け、予算を編成しました。 

平成２３年度は、総合計画の基本構想に掲げる将来像「鶴ヶ島は 元気にする ～明日

につながる活力のまち 支えあう安心のまち～」の実現に向け、「健やかで安心できるま

ち」「活力に満ちたまち」「快適に暮らせるまち」「人を育むまち」「将来を見すえた市

政運営」を目指し、各分野の主要事業を実施していきます。 

 

２ 予算規模 

一般会計           １８,２４０,０００千円（17,690,000 千円）    3.1％ 

国民健康保険特別会計      ６,３５８,５６０千円（ 6,122,407 千円）    3.9％ 

老人保健特別会計                  ―（     8,288 千円）   皆減 

後期高齢者医療特別会計       ３７７,８４５千円（   371,164 千円）   1.8％ 

介護保険特別会計       ２,９３６,２１７千円（ 2,568,704 千円）   14.3％ 

一本松土地区画整理事業特別会計    ２５７,６９２千円（   345,035 千円） △25.3％ 

若葉駅西口土地区画整理事業特別会計    ４４７,８７３千円（  483,570 千円）  △7.4％ 

（  ）は、前年度予算額 

 

 

 

 

 

 



３ 一部事務組合負担金 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団負担金      ６７５千円（       ―）     皆増 

広域静苑組合 ２５,６２９千円（    30,527 千円） △16.0％ 

埼玉西部環境保全組合             ７０７,８４９千円（   702,139 千円）   0.8％ 

坂戸地区衛生組合 ８５,８２５千円（    99,020 千円） △13.3％ 

坂戸、鶴ヶ島下水道組合 ６１３,３１３千円（   579,780 千円）   5.8％ 

※大谷川浸水対策事業を含む  

坂戸・鶴ヶ島消防組合  ９０７,６３８千円（   917,516 千円）  △1.1％ 

（  ）は、前年度予算額 

 

４ 分野別の主要事業  

（１）健やかで安心できるまち  （健康・福祉・安心安全）  
 超高齢化しつつある地域の実情を見すえ、市民誰もが住み慣れた地域で暮らせる、健や

かで安心できるまちを目指します。  

     地域防犯推進事業 

高齢者在宅福祉推進事業 

     （新）介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金 

     （新）施設開設準備経費助成特別対策事業費等補助金 

     後期高齢者健康診査事業 

     （新）後期高齢者人間ドック助成事業 

障害者自立支援事業 

地域生活支援事業 

     障害者就労支援事業 

     子育て支援家庭訪問事業 

（新）生活保護受給者等自立支援事業 

生活保護費 

健康づくり推進事業 

     成人保健事業 

感染症予防対策事業 

     母子保健事業 

     消費生活啓発・相談事業 

     放置自転車防止対策・リサイクル事業 

     災害対策事業 

      



（２）活力に満ちたまち  （コミュニティ・市民協働・産業）  
 人々が集い、交流し、働き、遊び、住まう、賑わいと活力に満ちたまちを目指します。  
     （ふるさと雇用）地域映像情報発信支援事業 

地域ＩＣＴ利活用事業 

     （新）女性センター修繕事業 

男女共同参画推進事業 

市民活動推進事業 

コミュニティ活動補助金 

     （ふるさと雇用）コミュニティレストラン事業 

     （ふるさと雇用）福祉機器活用事業 

     就職支援事業 

     農地維持保全事業 

     水土里のふるさと推進事業 

（ふるさと雇用）農や自然を活かしたまちづくり事業 

     融資あっせん事業 

     商工団体運営費補助金 

      

（３）快適に暮らせるまち  （環境・都市整備）  
 身近な自然環境が確保され、公園、道路、排水などの生活環境が整備された、市民誰も

が快適に暮らせるまちを目指します。  

     市内公共交通実証運行事業  

     交通政策推進事業 

（新）坂戸、鶴ヶ島水道企業団負担金 

環境問題啓発事業 

塵芥処理事業 

集団資源回収事業 

５Ｒ推進事業 

建築事務費 

（新）建築情報管理事業 

（新）生活道路拡幅整備事業 

道水路管理事業 

     （新）道路台帳管理システム事業 

道水路整備事業  

市道７５８号線（共栄一本松線）整備事業  

一本松地区地区計画住環境整備事業 

上広谷第１地区地区計画住環境整備事業 



道路交通環境安全対策事業 

都市計画事務費 

（新）五味ヶ谷地区地区計画住環境整備事業 

新川越越生線建設促進期成同盟会負担金 

一本松土地区画整理事業 

     若葉駅西口土地区画整理事業 

みどりの保全事業 

      

（４）人を育むまち  （子育て・教育・生涯学習）  
 安心して子育てができるとともに、子どもから大人まで、市民誰もが生涯にわたって成

長していく環境が整った、地域みんなで人を育むまちを目指します。  

     こども医療費助成事業  

家庭児童相談事業 

子ども手当支給事業 

母子自立支援事業 

     母子自立支援プログラム策定事業 

民間保育所運営支援事業 

家庭保育室運営支援事業 

（新）ファミリーサポートセンター運営事業 

     学習外部指導員設置事業 

学校応援団支援事業 

小学校算数学力向上事業 

小中一貫外国語教育推進事業 

全国学力・学習状況調査事業 

（新）小・中学校学区審議会運営事業 

学校教育専門員等設置事業 

学校給食センター更新施設整備事業 

教育センター運営事業 

特別支援教育推進事業 

（新）小学校体育館耐震補強事業（設計） 

幼稚園就園奨励事業 

家庭教育支援事業 

（新）東公民館修繕事業 

（新）北公民館修繕事業 

（新）富士見公民館修繕事業 

（新）大橋公民館修繕事業 



文化財保護保存事業 

市民スポーツ行事開催事業 

 

（５）将来を見すえた市政運営  （推進体制）  
 少子高齢化をはじめとする社会情勢の変化を見すえ、市民が「市役所は変わった」と思

える、これからの時代に対応した新しい市政運営を目指します。  

     広報広聴事業  

ホームページ運営事業 

     総合計画・行政改革推進事業 

総合行政情報管理事業 

     （新）（市制施行２０周年記念）子ども議会開催事業 

     公共施設予約システム運営事業 

     （新）公民館諸証明書交付窓口整備事業 

     公共施設保安管理事業 

     土地開発公社用地（大字高倉地内）取得事業    

      

５ 新規事業                         

（市制施行２０周年記念）子ども議会開催事業           ８５８千円  

女性センター修繕事業                   ９０，８９３千円  

公民館諸証明書交付窓口整備事業                 ８３８千円  

県知事選挙執行経費                    １６，０４５千円  

農業委員会委員選挙執行経費                   ９７８千円  

介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金          ３０，０００千円  

施設開設準備経費助成特別対策事業費等補助金        １６，２００千円  

後期高齢者人間ドック助成事業                １，０３５千円  

老人保健医療費請求遅延分支払経費                 ２１千円  

ファミリーサポートセンター運営事業             ２，４３１千円  

生活保護受給者等自立支援事業                ３，６８３千円  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団負担金                  ６７５千円  

建築情報管理事業                      ３，２８７千円  

生活道路拡幅整備事業                      ２００千円  

道路台帳管理システム事業                 １６，７０９千円  

五味ヶ谷地区地区計画住環境整備事業             ２，６２９千円  

小・中学校学区審議会運営事業                  ２７５千円  

小学校体育館耐震補強事業（設計）             １４，０２６千円  



東公民館修繕事業                      １，４１３千円  

北公民館修繕事業                        ３００千円  

富士見公民館修繕事業                      ８３７千円  

大橋公民館修繕事業                     ２，７６０千円  

 
６ 拡充事業                         

  総合計画・行政改革推進事業                 ２，３５５千円  

  こども医療費助成事業                 １０７，８４１千円  

感染症予防対策事業                  １６４，８１７千円  

水土里のふるさと推進事業                  ２，０７５千円  

建築事務費                           ８３９千円  

道水路整備事業                      １８，５７０千円  

都市計画事務費                       ２，０１６千円  

  教育センター運営事業                   １１，４３７千円  

  家庭教育支援事業                        ３００千円  

  文化財保護保存事業                    １５，２３９千円  

 

７ 終了事業                        前年度予算額  

土地開発公社用地（大字藤金地内）取得事業       １４７，９２２千円  

総合行政情報化推進事業                １２８，６０１千円  

ふれあいセンター閉館対策経費               ７，４２１千円  

参議院議員選挙執行経費                 １７，９７０千円  

老人保健特別会計繰出金                  ２，００５千円  

学童保育室運営規模適正化対策事業             ３，９４３千円  

社会科副読本改訂事業                   ３，５７７千円  

 

８ 休止事業                        前年度予算額  

土地精通者会議運営事業                     １５千円  
 



９ 総合計画とのすり合わせによる予算事業の再編等 

【再編前】                 【再編後】 

ホームページ運営事業 
ホームページ運営事業 

鶴ヶ島クラウド維持管理事業 

   
社会福祉団体補助金 

社会福祉団体補助金 
社会福祉協議会補助金 

   
家庭児童相談事業 

家庭児童相談事業 
子育て支援家庭訪問事業 

   
母子自立支援事業 

母子自立支援事業 
母子自立支援プログラム策定事業 

   
生活保護事務費 

生活保護事務費 
生活保護受給者等自立支援事業 

   
環境問題啓発事業 

環境問題啓発事業 
５Ｒ推進事業 

   
建築事務費 

建築事務費 建築情報管理事業 

生活道路拡幅整備事業 

   
一本松地区地区計画住環境整備事業 

一本松地区整備事業 
上広谷第１地区地区計画住環境整備事業 

地区計画住環境整備事業 
五味ヶ谷地区地区計画住環境整備事業 

   
都市計画事務費 

都市計画事務費 
新川越越生線建設促進期成同盟会負担金 

   
公園管理事業 

公園みどり管理事業 みどりの保全事業 

運動公園償還事業 

   
社会教育活動支援事業 

文化活動支援事業 
社会教育活動推進事業 

ジュニアリーダー養成事業 

家庭教育支援事業 



１０ 補助金一覧  
≪一般補助（※１）≫                  （  ）は前年度予算額 

部落解放運動団体補助金           ６００千円（    ６００千円） 

コミュニティ協議会補助金          ４００千円（    ４００千円） 

自治会補助金（運営費補助金）     １５，９４３千円（ １５，８３８千円） 

民生委員児童委員協議会補助金     １０，２８３千円（  ９，７０５千円） 

埼玉土建国民健康保険組合補助金       ２６４千円（    ２７３千円） 

埼玉県建設国民健康保険組合補助金       ９５千円（     ９８千円） 

保護司会補助金                １５千円（     １５千円） 

遺族会補助金                １００千円（    １００千円） 

社会福祉協議会補助金         ３８，６９０千円（ ４２，７４１千円） 

シルバー人材センター補助金      １０，５３８千円（ １０，２７９千円） 

老人クラブ連合会補助金           ３８２千円（    ３８２千円） 

単位老人クラブ補助金          １，２１８千円（  １，１９２千円） 

  青少年健全育成連絡協議会事業費補助金    ７００千円（    ７００千円） 

（社会福祉法人）保育所運営費補助金 １４９，８４２千円（１５０，６９０千円） 

地域医療体制整備補助金（運営費補助金） ３，５４２千円（  ３，４７３千円） 

埼玉中部農業共済組合運営費補助金      ６３８千円（    ６３８千円） 

商工団体運営費補助金         １４，０００千円（ １４，０００千円） 

交通安全団体活動費補助金          １０５千円（    １０５千円） 

自主防災組織活動補助金           １４４千円（    １３０千円） 

小学校体育連盟補助金             ７０千円（     ７０千円） 

中学校体育連盟補助金            １３３千円（    １３３千円） 

幼稚園運営費補助金             ６６０千円（    ６６０千円） 

子ども会育成会連絡協議会補助金       ２２７千円（    ２２７千円） 

つるがしまジュニアサポートクラブ補助金    ７０千円（     ７０千円） 

ＰＴＡ連合会補助金              ３０千円（     ３０千円） 

文化団体連合会補助金            １８０千円（    １８０千円） 

体育協会補助金（運営費補助金）     １，５５０千円（   １，５５０千円） 

 

 

 

 

 

 



  ≪指定補助（※２）≫ 

国際交流協会補助金              ５０千円（     ５０千円） 

ノンステップバス導入促進事業費補助金    ５７５千円（    ５８５千円） 

自治会補助金（事業費補助金）      ７，６０６千円（  ４，７１３千円）  

社会福祉法人等利用料軽減補助金         １千円（      １千円） 

介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金（新規）  

３０，０００千円（       ０円）  

  施設開設準備経費助成特別対策事業費等補助金（新規）  

１６，２００千円（       ０円）  

後期高齢者人間ドック補助金（新規）   １，０００千円（       ０円）  

障害者自立支援特別対策事業費補助金（※３）２，３８１千円（  ２，９３８千円） 

地域生活支援事業費補助金（※３）     １１，２９０千円（ １３，３７８千円） 

障害者喫茶コーナー運営費補助金     ５，３９６千円（  ５，５０３千円） 

地域デイケア施設運営費補助金（※３）      ８，５７４千円（ １０，３６２千円） 

生活ホーム運営費補助金（※３）         ４，６７０千円（  ６，５１０千円） 

障害者共同生活援助等事業費補助金（※３）     ７６千円（     ７６千円） 

小規模放課後児童クラブ補助金      ４，７７０千円（  ５，７２４千円） 

特別支援学校放課後児童対策事業補助金  ２，０１４千円（  ２，０１４千円） 

（社会福祉法人）保育所整備費補助金        終了（１２３，６３２千円） 

家庭保育室保護者保育料補助金（※３）      １８０千円（    １８０千円） 

地域医療体制整備補助金（事業費補助金） ４，２７５千円（  ４，３５０千円） 

肺炎球菌ワクチン接種補助金       １，２０６千円（  ２，８３２千円） 

妊婦健康診査費補助金（新規）        ５１５千円（       ０円）  

浄化槽設置整備事業補助金        １，５００千円（  １，５００千円） 

５Ｒ推進事業補助金             １００千円（    １２３千円） 

労働団体活動費補助金             ３２千円（     ３２千円） 

市民農園開設費補助金            １００千円（    １００千円） 

高倉ふるさとづくり補助金          ３００千円（    ３００千円） 

商店街活性化事業補助金         １，１６０千円（  １，１６０千円） 

サマーカーニバル補助金           ５６０千円（    ５６０千円） 

産業まつり補助金            ２，０００千円（  ２，０００千円） 

桜まつり補助金               ２１０千円（    ２１０千円） 

耐震診断補助金（新規）           １５０千円（       ０円） 

各種校外活動参加生徒補助金         ３０５千円（    ３０５千円） 

幼稚園就園奨励費補助金       １０１，６８３千円（ ８５，９３１千円） 

家庭教育学級講座補助金           ２６０千円（    ２６０千円） 



子どもフェスティバル補助金         ７５０千円（    ７５０千円） 

高倉獅子舞保存会補助金           １１４千円（    １１４千円） 

脚折雨乞行事保存会補助金           ４０千円（     ４０千円） 

指定文化財補助金（新規）          ２４２千円（       ０円） 

体育協会補助金（事業費補助金）       ７４７千円（    ７４７千円） 

市民体育祭開催事業補助金        ２，０００千円（  ２，０００千円） 

ウォークラリー大会開催事業補助金      １１５千円（    １１５千円） 

 
  ≪利子補給≫ 

農業近代化資金利子補給金            ６千円（     １５千円） 

   
（※１）補助金の使途を特に指定せず、団体の運営経費に充てる補助 

（※２）特定の事項、もしくは特定の事業の経費に充てる補助  

（※３）扶助費的性質の補助金  

 

１１ 市民との協働によって推進する事業  
平成２３年度予算において経費の計上がない、または少額であっても、「市民との協働」

によって市民福祉の向上に向け、積極的に施策や事業を推進し、かかる経費以上の効果を

あげることを目指します。  

 
・まちづくり市民講座開催事業…市民主催の学習会等へのリポーター職員の派遣  

・女性センター使用団体出前講座開催事業…男女共同参画を推進する拠点施設の使用

団体として、男女共同参画の意味と必要

性を正しく理解するための研修会の実

施  

・気のあった仲間と企画する講座開催事業…男女共同参画推進を目的とした講座開催

を希望する市民グループへの講師紹介、

会場提供、講座周知等の支援  

・男女共同参画週間行事開催事業…講座・事業企画、講師・運営協力者としての事業

参加  

・男女共同参画推進・講座等開催事業…自治会、事業所、学校などに呼びかけて、そ

の構成員を対象とした講座等を共催し、確実

で効率的な集客を図る  

・平和推進事業…広報、ポスター等による啓発活動の実施  

・わかば結市実行委員会運営事業…わかば結市実行委員会によるイベント開催  



・Ｇ－１グランプリ in つるがしま開催事業…地域活性化のイベント開催  

・ボランティア・市民活動相談…ボランティアや市民活動を始めたい人を対象に相談

を受け付け、活動につなげることを目的に開催  

・つるがしま文化塾…市民活動に新たに参加する人を応援するため、きっかけ作りを

目的に開催  

・団塊世代向け啓発事業…中高年層を対象に、コミュニティビジネスの視点を入れた

市民活動への参加を促す目的で開催  

・地域防犯推進事業…自治会・自主防犯グループ・職員による防犯パトロール及び市  

民による青色回転灯装着車による防犯パトロールの実施  

・災害対策事業…防災訓練への参加・協力、自主防災活動の実施  

・環境啓発事業…環境月間キャンペーン展示等への参加、緑のカーテンの普及  

・きれいなまちづくり運動実施事業…きれいなまちづくり運動への参加  

・集団資源回収事業…集団資源回収を通じた資源再利用・ごみの減量  

・地産地消推進事業…農産物直売を通じて、学校給食センター、ＪＡいるま野等関係

機関との調整を図り、地産地消を推進する  

・農地維持保全事業…フラワープランターの設置  

・新規就農支援事業…農業経営を始めようとする意欲ある新規就農希望者を育成、支

援する  

・定年帰農者研修事業…定年退職者らを対象に農業の基礎知識や技術を指導し、地域

の農業後継者不足や遊休農地の解消を図る  

・学校ファーム推進事業…学校単位で農園を設置し、農業体験を通じて命や自然、環

境や植物などに対する理解を深める  

・農業交流センター市民交流事業…各種講座への講師・指導者としての事業参加  

・ふるさとづくり活動支援事業…高倉地区の環境保全事業等への協力  

・赤ちゃんの駅事業…乳幼児を連れた保護者が安心して外出できる環境の整備  

・児童館行事等開催事業…子育て講座講師や、おもちゃ病院等の事業参加  

・健康づくり推進事業…健康づくりのボランティアによる事業参加  

・食育推進事業…食育のボランティアによる事業参加  

・市民の森整備事業…ＮＰＯ等による市民の森の維持管理の実施  

・花とみどりのまちづくり推進事業…若葉駅西口広場等の花いっぱい運動の実施  

・公園サポート事業…公園の美化・清掃活動の実施  

・屋外広告物簡易除却事業…道路上の違反簡易広告物の除却活動の実施  

・道路・水辺のサポート事業…道路・水路の美化・清掃活動の実施  

・地域芸術文化活動支援事業…子どもたちや市民による芸術文化活動の実施  

・成人式開催事業…成人式実行委員会への協力  

・公民館学級講座等開催事業…講座・事業企画、講師・運営協力者としての事業参加  



・図書館運営事業…図書等の整理、図書館まつりや講座の企画・運営  

・学校応援団支援事業…地域住民や保護者の学習活動等の参加、読み聞かせの実施、  

学校周辺のパトロール実施  

・部活動外部指導者設置事業…部活動への指導協力  

・教育支援学生ボランティア事業…学生ボランティアを公募・登録し、部活動、学校

行事、授業の補助等で派遣  

・わかば大学塾事業…市民が講師となって講座を企画運営する生涯学習事業の実施  

・スポーツ振興事業…体育指導委員及びスポーツ指導員を実技講習会や研修会に派遣

し、市民へのスポーツ振興を図る  

・利用団体講習会…ＡＥＤ講習会  

 

 




