
５　平成２８年度主要な事業（一般会計）

（１）新規事業　（※：平成26・27年度補正予算において新規事業として計上した事業）

シティプロモーション推進事業
※

女性活躍応援事業※

市民センター地域活動支援事業
※

富士見市民センター改修事業

参議院議員選挙執行経費

つるがしま健康マイレージ運営事業※

起業・創業支援事業

雨乞いのまち鶴ヶ島活性化事業

橋りょう・道路維持管理事業

防犯灯ＬＥＤ化推進事業
※

公共交通バリアフリー化促進事業

近隣公園施設修繕事業

学力向上対策事業※

小学校校務情報化推進事業

笑顔あふれる活動応援事業

中学校校務情報化推進事業

がんばる部活動応援事業

ふるさと意識醸成事業

脚折雨乞支援事業

（２）拡充事業

職員厚生事業

公共施設予約運営事業

戸籍・住民基本台帳管理運営事業

障害者在宅福祉推進事業

ひとり親家庭等医療費助成事業

放課後児童対策事業

民間保育所運営支援事業

認定こども園等運営支援事業

西児童館運営事業

地域医療体制整備事業

企業立地雇用等促進奨励事業

小学校図書館図書整備事業

中学校図書館図書整備事業

2,295千円

6,279千円

18,192千円

37,084千円

212,052千円

19,140千円

14,354千円

63,160千円

19,300千円

6,246千円

5,428千円

114,450千円

122,853千円

884,943千円

52千円

45千円

3,348千円

62,321千円

3,938千円

373千円

3,289千円

506千円

4,743千円

3,820千円

3,170千円

5,400千円

660千円

1,948千円

219千円

720千円

12,852千円

21,869千円
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図書館運営事業

文化財保護保存事業

海洋センター運営事業

前年度当初予算額

女性センター図書室資料ネットワーク化推進事業

市民活動推進事業

子どもフェスティバル開催支援事業

学童保育室運営規模適正化対策事業（杉下小学校区）

健康づくり計画・食育推進計画策定事業

環境保全型農業推進事業

生活道路拡幅整備事業

学校図書館資料ネットワーク化推進事業

学校教育専門員等設置事業

小学校体育館非構造部材耐震化事業（工事）

中学校体育館非構造部材耐震化事業（工事）

ジュニアリーダー養成事業

図書館事務費

図書館フロント業務等委託事業

図書等整備事業

ブックスタート事業

スポーツ講習会開催事業

前年度当初予算額

情報公開・個人情報保護推進事業

まちづくり審議会運営事業

県知事選挙執行経費

県議会議員選挙執行経費

市議会議員選挙執行経費

戦没者追悼式事業

区域外設置下水道管理事業

上広谷第１地区地区計画住環境整備事業

道路交通安全施設整備事業

いじめ問題調査審議会運営事業

社会科副読本改訂事業

（４）休止事業　

296千円

395千円

278千円

3,478千円

13,650千円

39,656千円

411千円

30千円

20,111千円

6,131千円

17,915千円

14,335千円

464千円

30千円

87,751千円

16,753千円

30,773千円

2,079千円

168千円

100千円

2,957千円

10,908千円

54,314千円

24千円

19,787千円

50,758千円

（３）終了事業　

3,308千円

13,233千円

650千円

7,398千円

170,485千円
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（５）予算事業の再編等  

 

【再編前】   【再編後】  

寄附によるまちづくり推進事業   寄附によるまちづくり基金積立金 

ふるさと振興発信事業   ふるさと振興発信事業  

   

財政事務費   財政事務費  

財産管理事務費   財産管理事務費  

工事検査事務費    

   

総合計画・行政改革推進事業   総合計画推進事業  

  行政改革推進事業  

   

生活困窮者自立支援事業  生活困窮者等自立支援事業  

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    

   

地域生活支援事業   地域生活支援事業  

障害者施設等支援事業   障害者施設等支援事業  

   

子育て支援家庭訪問事業  妊娠・出産・育児支援事業  

母子保健事業   乳幼児健康診査事業  

   

脚折児童館運営事業   脚折児童館運営事業  

児童館行事等開催事業    
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【再編前】   【再編後】  

健康づくり推進事務費   健康づくり推進事業  

健康づくり推進事業    

   

建築事務費   建築事務費  

建築情報管理事業    

   

学力向上推進事業   小学校学力向上推進事業 

  中学校学力向上推進事業 

   

学校応援団支援事業   小学校学校応援団支援事業  

  中学校学校応援団支援事業  

   

国際性を育む教育推進事業   小学校国際性を育む教育推進事業 

  中学校国際性を育む教育推進事業 

   

人権教育推進事業   人権教育推進事業  

家庭教育支援事業    

   

子どもの読書力を育む事業   児童の読書力を育む事業 

  生徒の読書力を育む事業 
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（６）分野別の主要事業  

市の将来像を具体化するため、まちづくりの基本的な方向性を政策１から政策５

までの分野別に示し、政策ごとに各施策を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新）  

（新※）  

：平成 28 年度新規事業  

：平成 26・ 27 年度補正予算において新規事業として計上した事業  

総合戦略  ：まち・ひと・しごと創生総合戦略関連事業  

共に支えあう仕組みづくり  

＜市の将来像＞  

 

 

 

 

 

 

＜リーディングプロジェクト＞  

 

 

 

 

＜総合戦略＞  

 

 

 

 

＜まちづくりの方向性（政策１～５）＞  

 

 

 

 

 

 

 

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  ～  

水土里（みどり）の交流圏の構築  

まち・ひと・しごと創生総合戦略  

政策１  

健やかで安心  

できるまち  

（健康・福祉・  

安心安全）  

政策２  

活力に満ちた  

まち  

（コミュニティ・  

市民協働・産業）  

政策３  

快適に  

暮らせるまち  

（環境・都市整備） 

政策４  

人を育むまち  

 

（子育て・教育・  

生涯学習）  

政策５  将来を見すえた市政運営  （推進体制）  

共に支えあう仕組みづくり  
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政策１  健やかで安心できるまち （健康・福祉・安心安全）  

急速に高齢化が進む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。  

 

 

 １ 障害者在宅福祉推進事業 

重度心身障害者の経済的負担を軽減するため、医療機関を受診した際、医療費一部

負担金を助成します。平成２８年１月受診分から、坂戸、鶴ヶ島市内の指定医療機関

での現物給付化（窓口払いの廃止）を実施し、請求手続きの負担の軽減を図ります。                    

 《障害者福祉課》  

 

 

２ 障害者施設等支援事業 

鶴ヶ島市立障害者地域活動支援センター「きいちご」は、利用者に、より質の高い

障害福祉サービスを提供し、在宅の常時介護を要する障害者の日常生活の充実及び社

会参加の促進を図るため、障害者総合支援法に基づく「生活介護」を行う鶴ヶ島市立

障害者生活介護施設「きいちご」に移行します。 

《障害者福祉課》  

 

 

 ３ 地域医療体制整備事業 総合戦略  

市民誰もが、いつでも適切な医療が受けられるよう、坂戸鶴ヶ島医師会や関係機関

と連携し、初期救急医療から第二次救急医療までの医療救急体制の整備及び地域医療

の充実を図ります。 

《保健センター》  

 

４ 地域でスクラム健康運動事業 総合戦略  

「今より１日 1,000 歩多く歩こう」をスローガン

として、市内全域で展開する「地域でスクラム健康

運動事業」のさらなる定着と拡大を目指し、ロコモ

ティブシンドローム予防のための、筋力向上運動講

座や健康遊具を活用した運動指導を実施します。  

また、参加者の測定データを使った個別指導やウ

ォーキング環境の整備を行います。  

《健康増進課》  ▲健康セミナーでのウォーキング  

予算額   30,231 千円  

予算額   63,160 千円  

予算額  212,052 千円  

予算額     4,119 千円  
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 ５ （新※）つるがしま健康マイレージ運営事業 

総合戦略  

市民が自身の健康意識を高め、自主的・継続的に健康づく

りを実践するために、健康づくり関連事業への参加に応じて

ポイントを付与し、一定のポイントを獲得した方にクーポン

券を贈呈することで、健康づくりの習慣化を促します。 

《健康増進課》  

 

つるがしま健康マイレージカード▶ 

 

 

６ 感染症予防対策事業 

予防接種法に基づく予防接種を実施し、感染症の発症及び拡大を防止することで、

市民の健康維持を図ります。  

また、感染症を未然に予防するための正しい知識やその対策について広く市民に周

知し、注意喚起を図ります。 

《保健センター》  

 

 

７ 妊娠・出産・育児支援事業 総合戦略  

母子健康手帳の交付や妊婦健診、乳幼児相談等を実

施することにより、妊娠から出産、子育て期にわたる

切れ目のない支援体制の充実に努めます。  

《保健センター》  

 

８ （新※）防犯灯ＬＥＤ化推進事業 総合戦略  

市内すべての防犯灯を視認性の高い

ＬＥＤ灯に交換する導入事業（リース

方式）を実施することにより、省エネ

ルギーの推進と温室効果ガスの排出量

の抑制を図るとともに、防犯環境の整

備を図ります。  

《都市施設保全プロジェクトチーム》  

 防犯灯のＬＥＤ化▶ 

予算額      660 千円  

予算額  145,532 千円  

予算額   56,315 千円  

予算額    3,938 千円  

 
既設灯  

 
LED 灯  
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政策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。  

 

 

 １ 地域支え合い推進事業 総合戦略  

地域住民が、ＮＰＯ法人等の市民活動団体、企業等との連携により、日常の暮らし

の中で共に支え合い、助け合いながら、地域の課題を地域で解決できる仕組みづくり

を支援します。 

《地域活動推進課》  

 

 

 ２ （新※）女性活躍応援事業 総合戦略  

出産等を機に離職した女性の再就職面接会や、起業する女性の情報交換・交流会等

を開催し、女性の経済的自立及びネットワークづくりを支援します。 

《女性センター》  

 

 

 ３ （新※）市民センター地域活動支援事業 

 総合戦略  

多彩な人材に恵まれている本市の特性を

まちづくりに活かすため、地域づくりの担い

手の発掘・育成に向けた取組や、市民・市民

活動団体などの活動を支援し、連携・協働に

よる地域づくりを推進します。  

《地域活動推進課》  

                         

▲地域デビューきっかけ広場   

 

 

４ 企業立地雇用等促進奨励事業 総合戦略  

市内で一定規模以上の事業所の新設を行う企業及びその従業員に対して奨励措置

を講じ、企業の進出を促すとともに、市民の雇用機会の拡大や定住の促進を図ります。  

《都市計画課》 

 

予算額   12,200 千円  

予算額    219 千円  

予算額     720 千円  

予算額   19,300 千円  
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５ ふるさと振興発信事業 総合戦略  

ふるさと納税制度を積極的に活用

することにより、シティプロモーショ

ンを推進し、市の知名度の向上と産業

の活性化を図ります。  

《産業振興課》  

 

ふるさと納税記念品▶ 

 

 

 

６ （新）起業・創業支援事業 総合戦略  

鶴ヶ島市商工会との連携のもと、起業を

目指す人を支援することにより、地域の活

性化及び雇用の確保を図ります。  

《産業振興課》  

 

 

起業セミナーの開催▶ 

 

 

 

 

７ （新）雨乞いのまち鶴ヶ島活性化事業 総合戦略  

鶴ヶ島の地域資源である「脚折雨乞」を核とした市民主体のまちづくりや地域の活

性化を目指すとともに、郷土意識の醸成及び地域産業の振興を図ります。  

《産業振興課》  

 

 

 

８ 農業大学校用地活用事業 総合戦略  

埼玉県農業大学校跡地の活用に向けた準備を、埼玉県と連携して進めます。 

《都市計画課》  

 

予算額  312,919 千円  

予算額      45 千円  

予算額    3,348 千円  

予算額    5,062 千円  
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政策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。  

 

 

１ （新）橋りょう・道路維持管理事業 

老朽化と経年劣化に伴い、損傷を来たして

いる橋りょう等を「鶴ヶ島市の橋の長寿命化

修繕計画」に基づき、計画的に修繕を行い、

交通の安全と通行の円滑化を図ります。  

《道路建設課》  

 

修繕予定橋りょう▶ 

 

 

 

 ２ 一本松地区地区計画住環境整備事業 

一本松地区地区計画区域の良好な居住環境

の形成を図るため、道路整備を実施します。  

《道路建設課》  

 

 

整備のイメージ▶ 

 

 

 

 ３ 都市計画道路整備事業 

埼玉県による埼玉県農業大学校跡地の活

用と連動した周辺道路の整備により、跡地活

用の促進及び円滑な道路網の確保を図りま

す。  

《道路建設課》  

 

整備予定路線▶ 

 

 

予算額   62,321 千円  

予算額  192,434 千円  

予算額  223,801 千円  

栄橋  

鶴ヶ丘３号橋  

整備前  

整備後  
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４ 藤金土地区画整理事業見直し準備調査事業  

都市計画決定後、事業未着手となっている藤金土地区画整理事業について、地区の

現状把握と課題整理を踏まえ、具体的な基盤施設整備や整備手法などを検討します。  

《都市計画課》  

 

 

５ 市内公共交通運行事業 総合戦略  

市民の移動手段の確保と拠点性の高い

公共公益施設への利便性向上を図るため、

つるバス・つるワゴンを運行する民間事業

者に対し、必要な経費を補償します。  

《都市計画課》  

 

つるバス・つるワゴン▶ 

 

 

 

 

６ （新）公共交通バリアフリー化促進事業  

ノンステップバスを導入する路線バス事

業者に対する補助を行い、バリアフリー化

の促進を図ります。  

《都市計画課》  

 

 

ノンステップバス▶  

 

 

 

７ （新）近隣公園施設修繕事業 

市民の快適な公園利用に資するため、近隣公園の老朽化が進んでいる公園施設を修

繕します。  

《都市計画課》  

予算額    5,817 千円  

予算額   66,773 千円  

予算額      373 千円  

予算額    3,289 千円  

28



政策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。  

 

 

１ ひとり親家庭等医療費助成事業  

ひとり親家庭等に対し、医療費助成金を支給することにより、生活の安定と自立を

支援し、ひとり親家庭等の福祉の増進を図ります。平成２８年１月受診分から、坂戸、

鶴ヶ島市内の指定医療機関での現物給付化（窓口払いの廃止）を実施し、経済的負担

及び請求手続きの負担の軽減を図ります。  

  《こども支援課》  

 

 

２ 放課後児童対策事業  

学童保育室を運営する事業者に対して補助等を行うことにより、放課後における児

童の健全な育成と子育て環境の充実を図ります。  

《こども支援課》  

 

 

３ 民間保育所運営支援事業 総合戦略  

民間保育園に対して、公定価格（国が定める

基準）による給付を実施するとともに、運営改

善と振興を図るための補助を行うことにより、

子育て環境の充実を図ります。 

  《こども支援課》  

 

 

 

４ 認定こども園等運営支援事業 総合戦略  

認定こども園等に対して、公定価格（国が定める基準）による給付を実施するとと

もに、運営改善と振興を図るための補助を行うことにより、子育て環境の充実を図り

ます。 

  《こども支援課》  

 

 

予算額   19,140 千円  

予算額  884,943 千円  

予算額  114,450 千円  

予算額  122,853 千円  
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５ 教育相談・いじめ防止対策事業  

教育センターに常駐の教育相談員を配置し、児童・生徒、保護者の様々な悩みの相

談等に応じます。また、小・中学校巡回相談員が小・中学校を巡回して教育相談活動

を行い、不登校等の問題解消を図ります。さらに、臨床心理士を教育センターに配置

し、特別な教育的支援を要する児童・生徒とその保護者に対するより専門的な対応や

支援を図ります。  

《教育センター》  

 

 

 

６ 小学校図書館図書整備事業  

中学校図書館図書整備事業  

児童・生徒が読書に親しめる環境づくりを進め、調

べ学習や授業等で使用する図書や資料を充実させ、

読書活動の推進に取り組みます。 

《学校教育課》  

 

 

 

 

 

７ 小学校国際性を育む教育推進事業 

中学校国際性を育む教育推進事業 総合戦略  

外国語指導助手（ＡＬＴ）を小・中学校に派遣し、

英語の標準的な発音に慣れ、外国の生活について興

味関心を高めながら、積極的にコミュニケーション

を図ろうとする態度を育成します。  

また、市費英語教員を中学校に配置し、中学校英語

教員を小学校へ派遣することによって、小学校外国

語活動の充実を図り、小中一貫した外国語教育を進

めます。  

《学校教育課》  

 

 

予算額     7,078 千円  

予算額  

（小学校）  6,246 千円  

（中学校）  5,428 千円  

. 

予算額  

（小学校）  4,007 千円  

（中学校）24,962 千円  

. 
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８ 図書館運営事業  

鶴ヶ島市立図書館（中央図書館及び６分室）の管理運営に指定管理者制度を導入し、

市民サービスの向上と行政運営の効率化を図ります。  

《図書館》  

 

 

９ 文化財保護保存事業 

市内指定文化財の保存保護、埋蔵文化財

発掘調査及び文化財整理室の維持管理を行

います。高倉獅子舞保存会・脚折雨乞行事保

存会の活動を支援します。  

《生涯学習課》 

 

▲「高倉獅子舞」の様子  

 

 

10 （新）脚折雨乞支援事業 総合戦略  

国選択無形民俗文化財、市指定無形文化財

である｢脚折雨乞」の４年に１度の開催に合

わせ、｢脚折雨乞」の魅力を市内外にＰＲす

るとともに、指定文化財「脚折雨乞」の保存・

保護及び後世への継承支援を行います。  

《生涯学習課》  

                              

▲「脚折雨乞」の様子  

 

 

11 海洋センター運営事業 

身近なスポーツ施設としての機能を保つため、適切な維持管理を行います。また、

海洋センター業務の一部を委託することにより、柔軟で効率的な施設の運営を行い、

利用者サービスの向上を図るとともに、民間活力の活用を進め、費用対効果の高い施

設運営を図ります。   

《海洋センター》 

予算額 170,485 千円  

予算額   16,753 千円  

予算額    2,295 千円  

予算額   30,773 千円  
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政策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。  

 

 

１ （新※）シティプロモーション推進事業 

 総合戦略  

シティプロモーション用動画を作成し、鶴ヶ

島市の人や自然、文化などの魅力を国内外へ発

信します。  

《市政情報課》  

 

シティプロモーション用動画▶ 

 

 

２ 公共施設予約運営事業 

運用開始から６年が経過した公共施設予約シ

ステムを更新し、利用者の利便性と事務効率の

向上を図ります。  

《地域活動推進課》  

 

公共施設予約システム▶ 

 

 

 

 

３ 借地対策（土地開発基金財産取得）事業  総合戦略  

土地開発基金が保有する土地の現金化を進めることにより、借地買取り費用の確保

を図ります。  

《財政課》  

 

４ 行政改革推進事業 

平成２８年度を初年度とする新たな行政改革推進計画の進行管理を行い、財政の健

全化、組織のスリム化、職員意識の活性化に取り組みます。  

《秘書政策課》  

予算額   18,192 千円  

予算額  100,000 千円  

予算額    162 千円  

予算額   1,948 千円  
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（７）ふるさと納税充当事業  

ふるさと納税制度による寄附金は、寄附によるまちづくり条例に基づき、寄附によ

るまちづくり基金に積立て、平成２８年度当初予算において寄附者の意向を反映し

た事業に充当します。  

【平成 28 年度当初予算への充当額は 300,000 千円】  

 

《平成２８年度主な充当事業》 

 

   新規  笑顔あふれる活動応援事業［学校教育課］  

   新規  がんばる部活動応援事業［学校教育課］  

   【１  未来を担う子どもたちを応援する事業】  

○笑顔あふれる活動応援事業［充当額  3,500 千円］  

 小学生が学校や地域で活躍する  

ため、必要な物品等を購入する。 

○がんばる部活動応援事業  

［充当額  4,500 千円］  

    中学校の部活動を応援するため、 

必要な物品等を購入する。  

 

 

 

新規  雨乞いのまち鶴ヶ島活性化事業［産業振興課］  

拡充  文化財保護保存事業［生涯学習課］  

新規  脚折雨乞支援事業［生涯学習課］  

    【４  文化・芸術を振興するための事業】  

  ○雨乞いのまち鶴ヶ島活性化事業［充当額  2,000 千円］  

「脚折雨乞」を核とした市民主体のまちづくりや地域の活性化を目指すと  

ともに、郷土意識の醸成及び地域産業の振興を図る。  

○文化財保護保存事業［充当額  7,500 千円］ 

市内指定文化財の保存・保護、脚折雨乞  

行事保存会の事業費補助等を行う。  

   ○脚折雨乞支援事業［充当額  1,500 千円］ 

 国選択無形民俗文化財、市指定無形文化  

 財「脚折雨乞」の魅力のＰＲ及び後世へ  

の継承支援を行う。  
▲「脚折雨乞」の様子  

▲吹奏楽部の練習に  

取組む中学生  

▲地域の行事で活躍  

する小学生  
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《平成２８年度充当事業一覧（一部抜粋）》 

 

１ 未来を担う子どもたちを応援する事業  充当総額 86,000 千円  

  ○市民センター地域活動支援事業［地域活動推進課］  

  ○交通安全対策事業［安心安全推進課］  

○小学校図書館図書整備事業［学校教育課］  

○笑顔あふれる活動応援事業［学校教育課］  

 ○中学校図書館図書整備事業［学校教育課］  

○がんばる部活動応援事業［学校教育課］ 等 

 

２ 地域で支え合う健康・福祉のまちづくりのための事業 充当総額 17,000 千円  

  ○地域支え合い推進事業［地域活動推進課］  

  ○地域でスクラム健康運動事業［健康増進課］  

  ○近隣公園施設修繕事業［都市計画課］  等 

 

３ 身近な緑の保全と地球温暖化防止のための事業  充当総額 24,000 千円  

  ○防犯灯ＬＥＤ化推進事業［都市施設保全プロジェクトチーム］  

  ○公園管理事業［都市施設保全プロジェクトチーム］  

  ○みどりの保全事業［都市施設保全プロジェクトチーム］  等 

 

４ 文化・芸術を振興するための事業  充当総額 11,000 千円  

  ○雨乞いのまち鶴ヶ島活性化事業［産業振興課］  

○文化財保護保存事業［生涯学習課］ 

○脚折雨乞支援事業［生涯学習課］ 

 

５ 活力に満ちたまちづくりのための事業  充当総額 21,000 千円  

  ○シティプロモーション推進事業［市政情報課］  

  ○公共施設予約運営事業［地域活動推進課］  

  ○産業活力振興事業［産業振興課］ 等 

 

 

■充当状況の報告について  

寄附金の充当状況は、寄附によるまちづくり条例に基づき、年度終了後３か月以内

に「鶴ヶ島市寄附によるまちづくり基金等運用状況報告書」において報告します。  
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