
５　平成２９年度主要な事業（一般会計）

（１）新規事業　（※平成27･28年度補正予算において新規事業として計上した事業）

情報公開・個人情報保護推進事業

市長選挙執行経費

戦没者追悼式事業

子育て包括相談・支援事業

子育て短期支援事業

小規模保育事業

病児保育事業

母子健康包括支援事業

不妊治療費助成事業

上広谷第１地区地区計画住環境整備事業

空き家等対策推進事業※

防災行政無線デジタル化推進事業

教育系ＩＣＴ環境推進事業

小中一貫教育推進事業

学び合い学習推進事業

小学校トイレ改修事業（工事）

小学校空調設備改修事業（設計）

運動部活動支援員活用事業※

スポーツ講習会開催事業

（２）拡充事業

財政事務費

市民センター地域活動支援事業

障害者相談支援事業

障害者在宅福祉推進事業

特産品づくり推進事業 970千円

30,513千円

204,214千円

2,608千円

1,626千円

30千円

18,398千円

3,500千円

77千円

23,801千円

411千円

4,448千円

77千円

111,054千円

2,970千円

50千円

140千円

130,220千円

14,221千円

3,132千円

3,150千円

4,788千円

94千円

4,904千円
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水土里のふるさと推進事業

起業・創業支援事業

道水路整備事業

道路交通環境安全対策事業

近隣公園施設修繕事業

防災訓練等実施事業

小学校学力向上推進事業

中学校施設管理事業

社会教育活動支援事業

前年度当初予算額

富士見市民センター改修事業

つるがしまエコライフ促進事業

学力向上対策事業

海洋センタースポーツ教室等開催事業

前年度当初予算額

参議院議員選挙執行経費

公共交通バリアフリー化促進事業

脚折雨乞支援事業

10,854千円

7,567千円

18,569千円

86千円

21,869千円

（３）終了事業　

12,852千円

3,171千円

506千円

（４）休止事業　

373千円

2,295千円

80千円

19,248千円

37,256千円

9,200千円

25,635千円

66,871千円
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（５）予算事業の再編等  
 

【再編前】   【再編後】  

市民協働推進事業   市民協働推進事業  

地域ＩＣＴ利活用事業    

   

行政情報化推進事業   行政情報化推進事業  

番号制度導入推進事業    

   

収税管理事業   収納管理事業  

市税等徴収非常勤職員設置事業    

   

認定こども園等運営支援事業   認定こども園等運営支援事業  

  
（新）小規模保育事業  

※一部を新規事業に統合 

   

妊娠・出産・育児支援事業   妊娠・出産・育児支援事業  

  
（新）子育て包括相談・支援事業  

※一部を新規事業に統合 

   

防犯灯維持管理事業   防犯灯維持管理事業  

防犯灯ＬＥＤ化推進事業   

   

都市計画推進事業   都市計画推進事業  

農業大学校用地活用事業   

藤金土地区画整理事業見直し準備調

査事業 
  

   

中学校教育振興事業   中学校教育振興事業  

がんばる部活動応援事業  がんばる部活動応援事業  

   

ふるさと意識醸成事業   つるがしま郷土かるた推進事業  
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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 29 年度新規事業  

：平成 27・ 28 年度補正予算において新規事業として計上した事業  

 

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）  

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。  

 

 

１ 生活困窮者等自立支援事業 

生活保護に至る前の段階にある生活困窮者及び生活保護受給者に対し、自立相談支

援事業の実施、住居確保給付金の給付、就労支援、学習支援、その他の支援を行い、

困窮状態からの脱却と自立を図ります。平成２９年度については、２か所目の学習支

援教室を開設します。                      《福祉政策課》 

 

 

 ２ 障害者自立支援給付等事業 

障害者総合支援法に基づく自立支援給付（介護給付、訓練等給付、計画相談支援給

付、補装具費支給、自立支援医療）及び児童福祉法に基づく障害児通所給付、障害児

相談支援給付を実施し、障害者等が自立した日常生活と社会生活を営むことができる

よう支援します。                       《障害者福祉課》  

 

 

 ３ 障害者相談支援事業  

障害者基幹相談支援センターを相談支援の中核として、市内事業者と連携・協働に

より、地域の相談支援体制の整備を図ります。  

また、市内に委託相談支援事業所を３か所設置することで、身近な相談窓口でサー

ビス等利用計画を作成できる体制を整えます。          《障害者福祉課》  

 

 

４ 地域医療体制整備事業  

市民誰もが、いつでも適切な医療が受けられる

よう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救急医療体制の整備及び

地域医療の充実を図ります。当番医制を廃止し、地

域医療センター内の休日急患診療所で急患の対応

をすることで、安定した初期救急医療体制を確立

します。  

《保健センター》      ▲地域医療センター  

予算額   38,991 千円  

予算額  869,681 千円  

予算額   30,513 千円  

予算額   41,736 千円  
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５ （新）母子健康包括支援事業  

【※関連する主要事業：（新）子育て包括相談・支援事業（政策４）】  

産前・産後の様々な悩みに対応す

るため、助産師等が専門的な見地か

ら相談支援等を実施し、妊娠期から

子育て期に渡るまで切れ目のない支

援を提供していきます。  

《保健センター》  

 

 

▲切れ目ない支援のイメージ  

 

 

６ （新）不妊治療費助成事業  

特定不妊治療（体外受精及び顕微授精）に要する費用の一部を助成し、経済的な負

担を軽減し、少子化対策の推進を図ります。           《保健センター》  

 

 

７ 防災訓練等実施事業  

埼玉県と共催で第３８回九都県市合同防災訓練

を市役所のほか公共施設等で開催することによ

り、防災関係機関相互の連携協力体制を充実・強化

するとともに、市民一人ひとりの防災知識や減災

への備えの向上を図ります。 

《安心安全推進課》  

 

▲過去の防災訓練の様子  

 

 

８ （新）防災行政無線デジタル化推進事業  

災害時の緊急放送を市民に迅速に周知するため、防災行政無線のアナログ方式から

デジタル方式への移行に向けた調査設計を行います。     《安心安全推進課》  

 

 

予算額    3,132 千円  

予算額    4,904 千円  

予算額   19,248 千円  

予算額    3,150 千円  
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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、にぎわいと活力に満ちたまちを

目指します。  

 

 

１ コミュニティ活動推進事業 

地域住民がまちづくりに参加できる環境を作ることによって、地域の力を高め合い、

地域の特徴にあったコミュニティの輪が広がるまちにします。自治会館の建替えや修

繕等を進めます。                     《地域活動推進課》  

 

 

 ２ 市民センター地域活動支援事業  

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、多様

な主体の連携・協働による地域づくりを推進しま

す。  

また、シニア世代を対象に、地域活動に参加す

るきっかけとなるイベントの開催や、地域活動の

ためのスキルアップを目指す講座の開催、地域コ

ーディネーター養成講座等を開催します。      ▲地域デビューきっかけ広場  

《地域活動推進課》  

 

 

 ３ 特産品づくり推進事業  

産・学・官・民の連携のもと、健康、福祉、観光

などの分野と関連させ、まちおこし的な事業展開

の中でサフランの特産化を目指します。また、生産

量の拡大に向けた取組を実施します。  

《産業振興課》  

 

 

▲サフランフェスタの様子  

 

 

 

予算額   35,152 千円  

予算額   3,500 千円  

予算額    970 千円  
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４ 水土里のふるさと推進事業 

高倉地区に残る屋敷林や水辺、里山などの風景

を市民共有の財産として保全・整備する団体が行

う活動を支援します。また、国の交付金を受けて進

めている、地域資源と福祉を活用した「農」の取組

を支援します。            

《農業交流センター》  

 

▲飯盛川共同活動の様子  

 

 

 ５ ふるさと振興発信事業 

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の一例  

 

 

６ 起業・創業支援事業  

鶴ヶ島市商工会との連携のもと、地域における

起業者を支援することで開業率の向上を目指し、

地域の活性化及び雇用の確保を図ります。新たに

空き店舗を活用したチャレンジスペースの運営な

ど、起業・創業支援に向けた取組を実施します。  

《産業振興課》 

 

▲チャレンジスペースの外観 

予算額  313,666 千円  

予算額    7,567 千円  

予算額   10,854 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 道水路整備事業 

道路交通の安全と通行の円滑化を図るため、道

路の改良工事や拡幅整備に必要となる路線測量業

務や用地買収を実施します。  

《道路建設課》  

 

 

 

▲整備対象路線  

 

 

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 （新）上広谷第１地区地区計画住環境整備事業  

上広谷第１地区地区計画区域の良好な居住環境

の形成を図るため、未舗装部分の路線の舗装工事

を実施します。  

《道路建設課》  

 

 

 

▲整備対象路線  

予算額    4,788 千円  

予算額   37,256 千円  

 

 

市道 7-2 号線  

 

市道 9-2 号線  

 

予算額  350,831 千円  
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４ 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  

 

 

５ 道路交通環境安全対策事業 

関越自動車道及び首都圏中央連絡自動車道の

ボックス内に設置されている蛍光灯照明につい

て、視認性の高いＬＥＤ灯に交換することにより、

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、交通安全対策及び防犯対策の

向上を図ります。      《都市施設保全課》 

 

▲高速道路のボックス 

 

 

６ 近隣公園施設修繕事業 

市内３つの近隣公園は開園から３０年以上を経

過し、トイレの老朽化が進んでいます。昨年度の鶴

ヶ島南近隣公園のトイレ設備の修繕に続き、平成

２９年度は富士見中央近隣公園のトイレ設備を修

繕し、市民の快適な公園利用と機能の向上を図り

ます。          《都市施設保全課》  

 

▲富士見中央近隣公園のトイレ  

 

 

 

予算額  39,681 千円  

 

予算額   9,200 千円  

予算額   25,635 千円  
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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 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》  

 

 

 

▲児童が遊ぶ様子  

 

 

２ （新）子育て包括相談・支援事業  

【※関連する主要事業：（新）母子健康包括支援事業（政策１）】  

子育て支援相談員を配置することにより、妊娠期から子育て期までの総合相談窓口

体制を整備し、子育て支援サービスの利用につなぐ機能を強化するとともに、子育て

支援サービスの充実を図ります。                《こども支援課》  

 

 

３ （新）子育て短期支援事業  

保護者の疾病や就業等の事由で、児童の養育が一時的に困難になった場合に、児童

を児童養護施設で宿泊を伴って一時的に預かるショートステイを開始し、子育て環境

の充実を図ります。                     《こども支援課》  

 

 

４ 民間保育所運営支援事業  

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。  

また、保育士の確保と安定雇用に向けた取組を実施します。  

《こども支援課》  

 

予算額    ７７千円  

予算額  959,504 千円  

予算額  138,422 千円  

予算額    4,448 千円  
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５ （新）小規模保育事業  

増加する保育ニーズに対応するため、小規模保育施設（３施設）を開設し、保育

ニーズの高い０歳児から２歳児の受け入れ枠（５３人分）の拡大を図ります。  

《こども支援課》  

 

 

６ （新）病児保育事業  

病気により保育所等での集団保育が困難なときに、医療機関が設置する専用の

施設（五味ヶ谷地内）において一時的に保育を行います。  

     《こども支援課》  

 

 

７ （新）教育系ＩＣＴ環境推進事業 

本市におけるＩＣＴ教育環境の望ましい姿と関連機器調達のあり方や推進のため

の組織体制等についての方向性を検討していくにあたり、コンサルティング業者を活

用して調査及び分析等を行い、計画書をまとめていきます。  

《学校教育課》  

 

 

８ （新）小中一貫教育推進事業  

学校再編で目指す学校づくりの基本理念として、義務教育９年間を通して子どもた

ちを育てることを掲げ、小・中学校９年間の学びと育ちの連続性を生かした特色ある

教育を推進します。９年間を通じた教育課程を編成し、それに基づいた小中一貫の系

統的な教育を行うため、２年間の小中一貫モデル校を指定し、研究発表を行い、取組

の成果を市内で共有します。                  《教育センター》  

 

 

９ （新）学び合い学習推進事業  

児童・生徒全体の学力を向上させるために、主に「活用する力（思考力、表現力等）

の育成」を目指して、「学び合い」の学習を取り入れた授業改善を進めます。そのため

に、学び合い学習に関する指導者を招へいし、研修会、研究協力校での授業研究会を

行います。                          《教育センター》 

 

 

予算額  111,054 千円  

予算額   14,221 千円  

予算額   2,970 千円  

予算額     50 千円  

予算額    140 千円  
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１０ （新）小学校トイレ改修事業（工事） 

設置後３０年以上が経過し、老朽化が進んでいる小学校

トイレの便器の洋式化を図り、トイレブース・床等の改修

工事を行い、小学校トイレ環境の整備を図ります。  

《教育総務課》  

 

 

 

 

 

▲改修後のイメージ  

 

 

１１ （新）小学校空調設備改修事業（設計） 

老朽化による不具合の多い鶴ヶ島第一小学校の

空調設備の更新工事実施に向けた設計業務を行い

ます。             《教育総務課》 

 

 

 

 

▲鶴ヶ島第一小学校  

 

 

１２ 小学校学力向上推進事業  

個々に応じたより細かな学習支援体制を確保し、児童の基礎学力定着、学習意欲向

上のための指導の充実を図るため学習支援員（各小学校１名）、算数学力向上支援員

（各小学校３～４名）を配置し、児童の学力の向上及び授業の円滑な運営に取り組み

ます。また、平成２９年度から土曜学習会を開催し、参加児童の学力に応じて国語・

算数に関する基礎的な知識・技能の確実な定着と活用力や応用力の向上を図ります。  

《学校教育課》  

 

予算額   2,608 千円  

予算額  130,220 千円  

予算額  18,569 千円  
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政策５ 将来を見据えた市政運営 （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 行政システム管理事業 

基幹系システム、情報系ネットワーク及び複合

機等の運用・管理を行うほか、総合計画に掲げた情

報化基本計画策定等の基礎資料となる本市のＩＴ

環境の現状調査、マイナポータルの運用に必要な

システム改修等を行います。  

     《市政情報課》  

 

 

 

２ 財政事務費 

統一的な基準による財務書類作成に向け、日々仕訳に対応

するため財務会計システムの更新を行います。また、財務書

類の作成にあたっては、税理士等の専門家の意見も聴取し、

より一層の正確性の確保を図ります。      《財政課》  

 

 

 

 

 

３ 庁舎維持管理事業 

庁舎の照明（蛍光灯や水銀灯）をＬＥＤ化するこ

とで照明にかかる消費電力を約６０％削減し、電

気代の削減に繋げます。その削減額の範囲内でＬ

ＥＤ化に要するリース料を支払い、新たな支出を

生み出さずに庁舎照明の維持管理を行います。  

          《資産管理課》  

予算額  167,677 千円  

予算額  107,750 千円  

予算額  18,398 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２９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 29 年度当初予算への充当額は 280,000 千円】  

 

 

《平成２９年度主な充当事業》 

 

   新規  小学校トイレ改修事業（工事）［教育総務課］  

   【１  未来を担う子どもたちを応援する事業】  

○小学校トイレ改修事業（工事）［充当額  20,000 千円］ 

小学校校舎のトイレ（縦１系統）について、便器の洋

式化をはじめ、床、天井、トイレブース等の改修を行う

ことにより、児童が利用しやすい快適な環境づくりを進

めます。  

平成２９年度は、小学校８校のうち４校のトイレ改

修を行います。  

 

 

 

 

 

   継続  笑顔あふれる活動応援事業［学校教育課］  

   継続  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  2,000 千円］  

小学校と地域を結ぶ活動を応援するた

め、必要な物品等を購入します。  

○がんばる部活動応援事業  

［充当額  4,000 千円］  

中学校の部活動を応援するため、必要

な物品等を購入します。  

 

▲富士見中学校吹奏楽部  

西関東吹奏楽コンクール出場  

▲リニューアル後の  

トイレのイメージ  
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   拡充  近隣公園施設修繕事業［都市施設保全課］  

   【２  地域で支え合う健康・福祉のまちづくりのための事業】  

○近隣公園施設修繕事業［充当額  7,000 千円］  

市内３か所にある近隣公園のトイレは、開設後

３０年以上経過し、経年劣化が進んでいます。この

ため、トイレの全体的な改修を行うことにより、市

民が利用しやすい快適な環境づくりを進めます。  

平成２９年度は、富士見中央近隣公園のトイレ

改修を行います。  

 

 

 

   拡充  道路交通環境安全対策事業［都市施設保全課］  

   【３  身近な緑の保全と地球温暖化防止のための事業】  

○道路交通環境安全対策事業  

［充当額  6,000 千円］  

高速道路の下を通る市道の道路照明灯を

ＬＥＤ化し、消費電力を削減することによ

り、地球温暖化防止を図ります。  

また、道路の明るさを確保することによ

り、交通安全対策を図ります。  

 

 

 

   継続  シティプロモーション推進事業［市政情報課］  

   【５  活力に満ちたまちづくりのための事業】  

○シティプロモーション推進事業  

［充当額  1, 000 千円］  

“賑わいと自然が同居する鶴ヶ島”を対外的

にＰＲするため、継続的に動画を作成し、鶴ヶ

島市の知名度向上を図ります。  

 

 

▲リニューアル後の  

トイレのイメージ  

▲高速道路の下を通る市道  

▲平成２９年全国広報コンクール  

 埼玉県審査  特選受賞  
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《平成２９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 128,000 千円  

  ○市民センター地域活動支援事業［地域活動推進課］  

  ○小学校トイレ改修事業（工事）［教育総務課］ 

○小学校国際性を育む教育推進事業［学校教育課］  

○笑顔あふれる活動応援事業［学校教育課］  

○中学校国際性を育む教育推進事業［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 25,000 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［都市施設保全課］ 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 31,000 千円  

  ○環境問題啓発事業［生活環境課］ 

  ○道路交通環境安全対策事業［都市施設保全課］ 

  ○みどりの保全事業［都市施設保全課］ 等 

 

４ 文化・芸術を振興するための事業  充当総額 13,000 千円  

  ○雨乞いのまち鶴ヶ島活性化事業［産業振興課］  

○小学校図書館図書整備事業［学校教育課］  

○中学校図書館図書整備事業［学校教育課］ 

○つるがしま郷土かるた推進事業［生涯学習スポーツ課］ 等 

 

５ 活力に満ちたまちづくりのための事業  充当総額 27,000 千円  

  ○シティプロモーション推進事業［市政情報課］  

  ○特産品づくり推進事業［産業振興課］ 

  ○起業・創業支援事業［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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