
５　平成３０年度主要な事業（一般会計）

（１）新規事業　（※平成29年度補正予算において新規事業として計上した事業）

ホストタウン交流事業※

つるがしま中央交流センター運営支援事業

市有財産活用事業

庁舎空調更新事業

立地適正化計画策定事業
※

県議会議員選挙執行経費

市議会議員選挙執行経費

児童虐待対応相談事業※

配偶者暴力等相談支援事業

手当・医療費助成業務等委託事業

子ども食堂運営支援事業

鶴ヶ島保育所空調更新事業

農業大学校跡地活用事業
※

社会科副読本改訂事業

（仮称）龍蛇工房整備事業

新体育館整備構想調査事業

（２）拡充事業

広報つるがしま発行事業

公用車管理事業

総合計画推進事業

放課後児童対策事業

民間保育所運営支援事業

地域型保育事業

地域でスクラム・健康マイレージ事業

不妊治療費助成事業

1,315千円

159,322千円

6,007千円

10,528千円

738千円

14,310千円

15,738千円

22,656千円

12,554千円

2,098千円

5,879千円

3,000千円

2,200千円

101千円

5,924千円

1,857千円

226千円

1,221千円

25,735千円

9,000千円

9,842千円

161,809千円

1,071,993千円

3,926千円
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広域静苑組合負担金

新規就農支援事業

産業活力振興事業

橋りょう・道路維持管理事業

道水路整備事業

都市計画道路整備事業

交通安全設備整備事業

市内公共交通運行事業

坂戸、鶴ヶ島下水道組合負担金

公園管理事業

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

特別支援教育推進事業

小学校校務情報化推進事業

小学校施設管理事業

小学校空調更新事業

小学校図書館図書整備事業

小学校国際性を育む教育推進事業

中学校校務情報化推進事業

中学校図書館図書整備事業

中学校国際性を育む教育推進事業

前年度当初予算額

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

上広谷第１地区地区計画住環境整備事業

笑顔あふれる活動応援事業

つるがしま郷土かるた推進事業

23,801千円

50千円

62,192千円

4,500千円

7,570千円

5,772千円

134,644千円

129,028千円

77千円

86,851千円

260,298千円

5,150千円

4,788千円

3,174千円

77,324千円

119,977千円

8,332千円

50,655千円

4,903千円

25,600千円

（３）休止事業　

411千円

3,111千円

88,820千円

86,654千円

4,000千円

7,612千円

477,083千円
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（４）予算事業の再編等

男女共同参画普及啓発事業

男女共同参画普及啓発事業

女性活躍応援事業

女性のための法律相談事業

女性のための相談・支援事業

（新）配偶者暴力等相談支援事業

　　　　　※一部を新規事業に統合

環境問題啓発事業

環境問題啓発事業

電気自動車普及促進事業

小規模保育事業 地域型保育事業

地域でスクラム健康運動事業

地域でスクラム・健康マイレージ
事業

つるがしま健康マイレージ運営事業

都市計画推進事業

都市計画推進事業

都市計画基礎調査事業

小学校空調設備改修事業（設計） 小学校空調更新事業

文化財保護推進事業

文化財保護保存事業

文化財保護保存事業

【再編前】 【再編後】
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（５）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 30 年度新規事業  

：平成 29 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   

   【※関連する主要事業：（新）子ども食堂運営支援事業（政策４）】 

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。                           《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 精神保健推進事業  

自殺対策基本法改正に伴い、自殺対策計画を平成３０年度に策定します。この計画

と合わせて、こころの健康相談や啓発活動等を実施し、実効性のある事業を進めます。

また、自殺対策を推進するため、庁内外に部門横断的な連携組織を構築します。                                                                                   

《障害者福祉課》  

 

 

４ 地域でスクラム・健康マイレージ事業  

「今より１日１，０００歩多く歩こう」を取組みの

目標として、埼玉県コバトン健康マイレージシステム

の活用、ウォーキング講座や筋力向上をめざしたパワ

ーアップ健康講座、元気なまちづくりリーダー養成講

座等を実施します。また、健康づくり運動の環境整備

として、健康遊具を新たに新町中央広場に設置し、更

なる健康づくり運動の拡大・定着を図ります。 

《健康増進課》  

予算額   38,336 千円  

予算額       436 千円  

予算額 1,029,191 千円  

予算額    9,842 千円  

▲健康づくり運動の拡大・定着へ 
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５ 母子健康包括支援事業  

   【※関連する主要事業：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》  

 

 

 

６ 不妊治療費助成事業  

早期不妊検査及び特定不妊治療（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 交通安全設備整備事業  

交通事故を未然に防止するため、警察と協議し、路

面標示の設置を行うことで、歩行者、自転車及び自動

車運転者等の安全な通行を確保します。  

また、経年劣化が著しい箇所の路面標示を再施工し、

学童や高齢者の交通安全対策を図ります。  

        《安心安全推進課》 

          

                    

 

 ８ 防災行政無線デジタル化推進事業  

平成２９年度に実施した防災行政無線デジタル化移

行調査設計業務に基づき、平成３０年度から３か年で

アナログ方式からデジタル方式へ順次移行します。  

平成３０年度は、親局、遠隔操作卓及び子局８局を

更新します。  

                           《安心安全推進課》    

 

 

 

 

予算額    3,149 千円  

予算額     5,772 千円  

予算額  134,644 千円  

▲交通安全設備  

▲防災行政無線・子局 

予算額    3,926 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 地域支え合い推進事業 

地域住民が、ＮＰＯ法人等の市民活動団体、企業等

との連携・協力により、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する

仕組みづくりを支援します。  

                《地域活動推進課》  

 

 

 

 

 ２ （新※）ホストタウン交流事業   

   ２０２０東京オリンピック・パラリンピックを契機    

に、スポーツだけでなく、歴史・文化の学習や市民交    

流などを通して、ミャンマーとの親交をさらに深めて  

いくとともに、次代を担う子どもたちの育成や国内外  

に向けたシティプロモーションなど地方創生へとつな  

げます。  

《地域活動推進課》  

 

 

 

 ３ （新）つるがしま中央交流センター 

運営支援事業  

   共栄連合自治会、つるがしま中央地域支え合い協議    

会、地域包括支援センターなどの機能を備え、市民セ  

ンターのような利用や市民の交流の場として活用する  

「つるがしま中央交流センター」について、施設の円  

滑な運営を支援することで、活力ある地域づくりを進  

めます。  

    《地域活動推進課》  

予算額   13,300 千円  

予算額   5,879 千円  

予算額    3,000 千円  

▲サザンふれあい運動会の様子 

▲ミャンマー舞踊の様子 

▲つるがしま中央交流センター 

 の完成予想イメージ 
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４ （新）配偶者暴力等相談支援事業  

様々な要因が複合的に絡み合う家庭内の問題（ＤＶ

等）に専門的に対応できる相談体制を整備します。被

害者への支援強化を図るために、専門の相談員の勤務

日数を増やし、ＤＶ等の相談、女性のための相談に総

合的に対応します。   

《女性センター・こども支援課》 

 

 

 

 

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》  

 

 

 

 

 

 

６ 雨乞いのまち鶴ヶ島活性化事業 

雨乞いに通じる「水」をテーマにした夏季イベント

「（仮称）雨間
あまあい

フェスタ」を実施します。４年毎の脚折

雨乞開催に向け機運を高めていきます。  

《産業振興課》  

 

 

                         

 

 

 

予算額   1,000 千円  

▲平成２８年脚折雨乞の様子 

 

予算額  235,350 千円  

▲ふるさと納税フェアの様子 

 

 

予算額    1,315 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※）立地適正化計画策定事業 

都市再生特別措置法に基づき、都市計画区域内に都市機能誘導区域及び居住誘導区

域を設定し、様々な施設や住居のゆるやかな誘導を図り、人口密度を維持することで、

将来にわたって市民の生活利便性を確保し、発展させていくための立地適正化計画を

策定します。（平成３１年度策定予定）  

《秘書政策課》  

 

 

２ 橋りょう・道路維持管理事業 

橋りょう等にあっては、経年劣化に伴い、損傷を来

していることから、「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》  

 

 

         

                          

 

３ 道水路整備事業 

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することにより、交通の安全と通

行の円滑化を図ります。  

《道路建設課》 

                             

 

 

 

 

                           

予算額  12,554 千円  

予算額 129,028 千円  

予算額   260,298 千円  

市道 7-2 号線  

 

▲橋りょう補修工事箇所 

▲道路改築工事箇所 
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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》  

 

 

 

 

 

５ 市内公共交通運行事業  

高齢者、障害者、交通手段を持たない方など、いわ

ゆる交通弱者の市内の移動手段を確保するほか、通勤

や通学、買い物などにも利用できる市内公共交通機関

を確保します。平成３０年度は、つるバス・つるワゴ

ンの利便性がさらに向上するよう、ルート及びダイヤ

の見直しを行います。  

《都市計画課》  

                              

 

６ 公園管理事業 

公園施設の整備・充実や新たな遊具の設置について

の市民意見が多い中、利用頻度の高い運動公園に複合

遊具を新設します。また、「公園施設長寿命化計画」に

おいて危険判定となった７公園の遊具について、必要

な修繕及び施設更新を行います。  

                   《都市施設保全課》  

 

 

７ 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。平成３０年度は、脚折近隣公園のトイレ設備を修繕し、利便性の向上を図ります。  

《都市施設保全課》                            

予算額  86,851 千円  

予算額 119,977 千円  

予算額   9,558 千円  

▲都市計画道路整備箇所 

▲更新遊具のイメージ 

予算額   77,324 千円  

 

▲つるバス・つるワゴン 
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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 （新※）児童虐待対応相談事業  

児童虐待事案の増加、重篤化に伴い、通告や相談に適正に対応できるよう児童虐待

対応相談員を配置し、体制の強化を図ります。                    《こども支援課》                            

 

 

２ 子育て包括相談・支援事業  

  【※関連する主要事業：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円滑な利用につなげます。  

また、育児支援事業を実施することにより、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）子ども食堂運営支援事業  

  【※関連する主要事業：生活困窮者等自立支援事業（政策１）】   

子どもの食に対する支援と学習支援を一体的に実施する「学習サロン併設型子ども  

食堂」へ補助を行うことにより、子どもの貧困対策を推進します。東市民センターで  

月２回、西市民センターで月２回実施予定です。  

《こども支援課》  

                          

 

４ 民間保育所運営支援事業  

民間保育所に対して、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。  

平成３０年度は、増加する保育需要に対応するため、 

新たに設置を予定している、かもめ保育園（仮称  さ  

かえ第２保育園：定員６０人）に対する経費等を追加  

するものです。             《こども支援課》  

予算額   2,200 千円  

予算額    5,491 千円  

予算額     738 千円  

予算額 1,071,993 千円  

▲かもめ保育園建設中の様子 
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５ 地域型保育事業 

地域型保育事業（小規模保育事業及び事業所内保  

育事業）に対して、公定価格（国が定める基準）によ  

る給付等を実施することにより、子育て環境の充実  

を図ります。  

平成３０年度は、増加する保育需要に対応するた  

め、新たに認可を予定している、メルヘン保育園（定

員３０人（うち地域枠１０人））に対する経費等を追加

するものです。           《こども支援課》  

 

６ （新）鶴ヶ島保育所空調更新事業  

保育所児童の健康で安全な保育環境を保持するた

め、鶴ヶ島保育所の老朽化した空調機器の更新を実施

するものです。                    《こども支援課》 

 

 

 

 

 

７ 教育系ＩＣＴ環境推進事業  

次期学習指導要領の趣旨を踏まえ、すべての児童生

徒が情報や情報技術を適切かつ効果的に活用できるよ

う教育系ＩＣＴ環境整備計画（平成３０年３月策定予

定）を着実に実行し、既存設備の更新や校務効率化の

仕組みづくりなど環境整備を図ります。  

  《学校教育課》 

 

 

  

８ 小・中学校校務情報化推進事業  

平成３０年度の早期に校務用パソコンの整備率を

１００％とし、校務の効率化を進め、教員が児童生徒

に向き合える時間を増やせるよう、環境整備を着実に

進めます。  

《学校教育課》  

予算額   4,000 千円  

予算額   159,322 千円  

（仮写真） 

▲市内小学校の授業風景 

▲メルヘン保育園  

予算額    14,310 千円  

▲鶴ヶ島保育所  

予算額   12,720 千円  

小学校費 　7,570 千円

中学校費 　5,150 千円

28



 

９ 小学校トイレ改修事業（工事）  

平成２９年度に続き、小学校４校（鶴ヶ島第二小学

校、新町小学校、栄小学校、藤小学校）のトイレ便器の

洋式化やトイレブース・床等の改修工事を実施します。 

  ※平成２９年度実施：鶴ヶ島第一小学校、杉下小学校、    

長久保小学校、南小学校                 

《教育総務課》 

 

              

 

１０ 小学校空調更新事業  

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について、更新工事を実施

して学習環境の整備を図ります。  

また、鶴ヶ島第二小学校の空調設備について、更新に向けた設計業務を行います。  

《教育総務課》  

 

                    

１１ （新）（仮称）龍蛇工房整備事業  

脚折雨乞で使われるミニ龍蛇等の展示や龍蛇製作

技術継承の拠点、並びに資機材の保管機能を備えた施

設として（仮称）龍蛇工房を整備し、行事開催のない

年にも脚折雨乞の持つ魅力に触れ、伝統行事の継承を

支援します。                            

《生涯学習スポーツ課》 

 

 

 

 

１２ （新）新体育館整備構想調査事業  

市民の屋内スポーツ施設に対する将来的なニーズの把握をはじめ、鶴ヶ島市に求め

られる体育館の施設機能や適正規模などについて、専門的な視点から調査し、新体育

館整備の方向性や本市の課題について整理を行います。  

《生涯学習スポーツ課》  

予算額   25,735 千円  

予算額     9,000 千円  

▲平成２８年脚折雨乞の様子 

予算額   88,820 千円  

予算額  138,702 千円  

▲平成２９年度に改修した長久 

保小学校のトイレ  
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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）市有財産活用事業  

市有財産の更なる有効活用を図るため、市民の福祉

や利便性の向上につながる活用方法や手法について

調査研究を進めます。             

  《資産管理課》  

 

 

 

 

２ （新）庁舎空調更新事業  

公共施設保全計画に基づき、老朽化が著しい庁舎の空調冷温水発生機の更新を平成

３１年度に予定しています。予防保全を目的として、空調機能を維持するため、冷温

水発生機の更新に必要な設計業務を行います。  

《資産管理課》 

 

 

３ 総合計画推進事業 

本市の将来像実現に向けて、総合計画及び総合戦略を推進していくために、ＰＤＣ

Ａサイクルを確立し、適切な進行管理を行います。また、新たな総合計画の平成３２

年度スタートに向けて、計画策定の準備を進めます。                                     

《秘書政策課》  

 

 

４ （新）手当・医療費助成業務等委託事業 

こども支援課、障害者福祉課で行っている手当支給・医療費助成等の業務を委託す

ることにより、民間のノウハウを活用し、市民サービスの向上と業務の効率化・安定

化を図ります。  

《こども支援課・障害者福祉課》  

予算額     101 千円  

予算額  10,528 千円  

予算額   6,007 千円  

予算額   2,098 千円  
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（６）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３０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 30 年度当初予算への充当額は 220,000 千円】  

 

《平成３０年度主な充当事業》 

 

   拡充  小学校施設管理事業［教育総務課］  

                 【１  未来を担う子どもたちを応援する事業】          

   拡充  公園管理事業［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】  

○小学校施設管理事業［充当額  7,000 千円］  

  経年劣化により老朽化している小学校の屋外  

遊具及び体育器具の修繕を実施し、児童の安全  

確保に努めます。  

○公園管理事業［充当額  9,000 千円］  

     遊具などの整備充実を求める意見が多い中、  

利用頻度の高い公園に遊具を新設します。また、    

危険判定となった遊具の修繕及び更新を行います。  

 

 

   継続  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】          

   継続  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】  

○小学校トイレ改修事業（工事）  

［充当額 15,000 千円］  

     平成２９年度に続き、小学校４校（鶴ヶ島第二   

小学校、新町小学校、栄小学校、藤小学校）のト  

イレ便器の洋式化やトイレブース・床等の改修工  

事を実施します。  

○近隣公園施設修繕事業［充当額  8,000 千円］                

脚折近隣公園のトイレを洋式化及び多目的ト  

イレを新設し、利便性の向上を図ります。  

▲滑り台イメージ  

▲多目的トイレ  

（富士見中央近隣公園）  
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拡充  地域でスクラム・健康マイレージ事業［健康増進課］  

   【２  地域で支え合う健康・福祉のまちづくりのための事業】  

○地域でスクラム・健康マイレージ事業  

［充当額 4,000 千円］  

     身近な公園でウォーキング、ストレッチ、簡  

    単な筋力アップ運動等ができる環境整備として、 

健康遊具を新たに新町中央広場に設置し、更なる  

健康づくり運動の拡大・定着を図ります。  

 

 

 

 

   拡充  公用車管理事業［資産管理課］  

   【５  活力に満ちたまちづくりのための事業】  

○公用車管理事業［充当額  2, 000 千円］  

老朽化したワゴン車を買い替えます。購入に合  

わせ、ミャンマーとのホストタウン交流事業と連  

携を図り、つるゴンをラッピングしたワゴン車と  

して鶴ヶ島市をＰＲします。  

 

 

 

 

 

拡充  産業活力振興事業［産業振興課］  

   【５  活力に満ちたまちづくりのための事業】  

 ○産業活力振興事業［充当額 3,000 千円］  

桜まつり、サマーカーニバル、産業まつりの  

     開催に対する補助を行い、地域住民のコミュニ    

ケーションの場を創出し郷土意識の醸成を図  

るとともに、地域経済の活性化を図ります。  

 

 

 

 

▲健康遊具で健康づくり  

イメージ写真等  

▲公用車ラッピングイメージ  

 

▲産業まつりの様子  
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《平成３０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  98,000 千円  

  ○民間保育所運営支援事業［こども支援課］  

  ○認定こども園等運営支援事業［こども支援課］  

  ○小学校施設管理事業［教育総務課］ (再掲) 

  ○小学校トイレ改修事業（工事）［教育総務課］(再掲) 

○小学校国際性を育む教育推進事業［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  19,000 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・健康マイレージ事業［健康増進課］(再掲) 

  ○近隣公園施設修繕事業［都市施設保全課］ (再掲 ) 

  

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  21,000 千円  

  ○庁舎維持管理事業［資産管理課］  

  ○防犯灯維持管理事業［都市施設保全課］  

  ○公園管理事業［都市施設保全課］(再掲)  

 

４ 文化・芸術を振興するための事業  充当総額 13,000 千円  

○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］ 

○図書館運営事業［生涯学習スポーツ課］   

 

５ 活力に満ちたまちづくりのための事業  充当総額  25,000 千円  

  ○公用車管理事業［資産管理課］(再掲 ) 

  ○産業活力振興事業［産業振興課］(再掲) 

  ○雨乞いのまち鶴ヶ島活性化事業［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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