
記者会見資料（平成３１年２月２１日）

一般会計予算は前年度比４.４％増の２１５億４,０００万円で過去最大となりました。

埼玉県による圏央鶴ヶ島インターチェンジ東側土地区画整理事業（農業大学校跡地）と連
動した都市計画道路の整備のために６億６,６１１万円を計上したほか、市内への企業立地
を推進するため、産業集積の調査費等として４３８万円を計上しました。

また、市民の健康寿命の延伸を図るとともに、市の医療費・介護給付費の財政的負担の抑
制にもつなげられるよう、従来の介護予防にフレイル（虚弱）予防を加えて健康長寿施策を
一体的に推進します。（※介護保険特別会計1,613万円）

その他、小学校児童の学童保育室の入室増加に対応するための、新たな施設の建設費
４,６６８万円や、小中学校の新学習指導要領全面実施を見据えたＩＣＴ環境整備費
３,５２８万円などを計上しています。

これらを含め、特に重点を置く事業は本資料のとおりです。

※その他の重点事業は、別添の【資料】をご覧ください。

【特に重点を置く事業】

平成３１年度 一般会計予算案



【予算額 １,６１２万７千円】
※介護保険特別会計

介護保険特別会計の健康長寿推進事業と一般会
計の健康増進関係事業（健康増進課）で、従来の
介護予防にフレイル（虚弱）予防を加えた健康長
寿施策を一体的に推進します。
市民の健康寿命の延伸と、医療費・介護給付費

の抑制を図っていきます。

１

健康長寿推進事業※

【高齢者福祉課】

【予算額 ３４２万６千円】
（前年度比 １１８．２％増）

市民の尊い命を守るため、市内公共施設に設置
している自動体外式除細動器（ＡＥＤ）につい
て、一部のＡＥＤの設置場所を屋内から屋外に変
更し、利用時間の拡大を図ります。

（拡充）自動体外式除細動器整備事業
【保健センター】

ＡＥＤの屋外設置健康長寿の促進

ＡＥＤ屋外設置イメージ健康寿命の延伸へ

特に重点を置く事業 ①
～ 健やかで安心できるまち ～



【予算額 ９８６万５千円】
（前年度比６７.８％増）

東京２０２０オリンピック・パラリンピックに
向けて、ＪＯＣオリンピック教室や鶴ヶ島市出身
候補選手交流会等の開催により、市民の関心を高
め、大会機運を醸成します。また、ミャンマーの
ホストタウンとして、幅広い交流を進めながら、
子どもたちの育成やシティプロモーションなどに
つなげます。

２

（拡充）オリンピック・パラリンピック推進事業
【オリンピック・パラリンピックプロジェクトチーム】

【予算額 ２億３,２７６万１千円】

ふるさと納税制度を積極的に活用することによ
り、鶴ヶ島の魅力や地域資源を広くＰＲし、シ
ティプロモーションの推進を図ります。
また、ふるさと納税の記念品として市内事業者を
中心としたパートナー企業の商品を利用すること
で地域経済の活性化を図ります。

※ふるさと納税を活用しています。
【充当額 ６９０万円】

ふるさと振興発信事業
【産業振興課】

商工業の振興地域の活性化

特に重点を置く事業 ②
～ 活力に満ちたまち ～

東京湾大感謝祭の様子競技体験会の様子



【予算額 ４３７万５千円】
（皆増）

国道４０７号バイパスの整備による効果や圏央
鶴ヶ島インターチェンジ東側土地区画整理事業地
内（農業大学校跡地）に立地する企業の波及効果
を市内で循環させるため、新たな産業用地の可能
性を検討するとともに、企業立地の推進を図りま
す。

３

特に重点を置く事業 ③
～ 快適に暮らせるまち ～

（新規）企業立地推進事業
【都市計画課】

（拡充）都市計画道路整備事業
【道路建設課】

都市計画道路の整備 企業誘致の推進

都市計画道路整備箇所

【予算額 ６億６,６１０万８千円】
（前年度比６６７％増）

埼玉県による圏央鶴ヶ島インターチェンジ東側
土地区画整理事業（農業大学校跡地）と連動した
都市計画道路の整備により土地活用の促進及び円
滑な道路網の確保を図ります。



４

【予算額 ３,５２７万８千円】
（皆増）

小学校費 ２,３１５万５千円
中学校費 １,２１２万３千円

新学習指導要領の全面実施を見据え、小・中学
校の教育系ＩＣＴ環境を整備します。

※ふるさと納税を活用しています。
【充当額 １,３５０万円】

小学校費 ８５０万円
中学校費 ５００万円

（新規）小・中学校教育系ＩＣＴ環境整備事業
【学校教育課】

（新規）学童保育室建設事業（南小学校区）

【こども支援課】

【予算額 ４,６６８万３千円】
（皆増）

学童保育室への入室児童数の増加に伴い、待機児
童を出さずに児童を受け入れられるよう、南小学
校区に新たな学童保育施設を１棟建設します。

※木造平屋建て約119㎡、定員４０名程度を想定

仕事と子育ての両立支援

特に重点を置く事業 ④
～ 人を育むまち ～

学習環境の整備



５

（新規）公共施設個別利用実施計画策定事業
【資産管理課】

公共施設の適正化

特に重点を置く事業 ⑤
～ 将来を見据えた市政運営 ～

計画策定のイメージ

その他の重点事業は、別添の
【資料】平成３１年度 予算案
をご覧ください。

【予算額 １,００２万５千円】
（皆増）

「鶴ヶ島市公共施設等総合管理計画」に基づき、公共
施設の適正化を図るため、民間事業者のノウハウを活用
し、施設の多機能化や複合化、廃止等により市の規模や
利用形態に見合った施設ごとの利用実施計画を策定しま
す。



平成３１年度 予算案

一般会計 215 億 4 ,000 万円

（全会計合計 341 億 5,114 万 2 千円）

●一般会計 ２１５億 ４，０００ 万円
●国民健康保険特別会計 ６７億 ７，２３０ 万円
●後期高齢者医療特別会計 ７億 ４，６９９ 万円
●介護保険特別会計 ４３億 ７，２９１ 万 ９ 千円
●一本松土地区画整理事業特別会計 ３億 ３１７ 万 ３ 千円
●若葉駅西口土地区画整理事業特別会計 ４億 １，５７６ 万円 ６

【前年度２０６億４，０００万円 前年比 ＋９億円（＋４．４％）】

【資料】



第５次鶴ヶ島市総合計画の体系
後期基本計画（平成２８～３２年度）

※現在、平成32年度を初年度とする次期総合計画の策定作業を1年前倒しで進めていま
す。

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

市の将来像

７

リーディング
プロジェクト

共に支えあう仕組みづくり

健やかで安心できるまち

５つの政策
（まちづくりの方向性）

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

○総合戦略に基づく取組の推進（雇用創出･定住促進・子育て環境の充実等）
○超高齢社会への対応（支え合い・健康づくり等）



予算額の推移
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重点事業①

９

妊娠・出産支援の充実

☆(拡充)感染症予防対策事業
予防接種法に基づき感染症の発症及び拡大を防止

するため、定期予防接種を実施します。
風しんについては、追加対策を行うこととし、特

に抗体価が低い年齢層（昭和３７年４月２日から昭
和５４年４月１日までの生まれ）の男性を３年間、
予防接種法に基づく定期接種の対象とすることとな
ったため、抗体検査も含めて実施します。

［１億８,６００万１千円]

☆健康長寿推進事業※

（特重再掲）
介護保険特別会計の健康長寿推進事業と一般会

計の健康増進関係事業（健康増進課）で、従来の
介護予防にフレイル（虚弱）予防を加えた健康長
寿施策を一体的に推進します。
市民の健康寿命の延伸と、医療費・介護給付費

の抑制を図っていきます。
［１,６１２万７千円]
※介護保険特別会計

健康づくりの推進

健康寿命の延伸へ

政策１【健やかで安心できるまち】

※（特重再掲）…「特に重点を置く事業 」から再度掲載している事業です。



重点事業②

交通安全・防災対策の充実

☆交通安全設備整備事業
路面標示の設置の他、経年劣化が著しい箇所の

路面標示を再施工するなど、継続的に整備を行い
、市民の交通安全対策を図ります。

［４９９万３千円］

☆防災行政無線デジタル化推進事業
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を進めています。工事２年
目となる平成３１年度は、子局２５局を更新しま
す。

［９,１７２万５千円]

１０

防災行政無線・子局

命を守る取組の充実

☆(拡充)自動体外式除細動器整備事業
（特重再掲）

市民の尊い命を守るため、市内公共施設に設置
している自動体外式除細動器（ＡＥＤ）について
、一部のＡＥＤの設置場所を屋内から屋外に変更
し、利用時間の拡大を図ります。

［３４２万６千円］

☆（新規)自殺対策推進事業
自殺対策の推進に向け、各相談窓口の連携強化
や、身近な人の心の異変に気づき、適切な対応や
連携を図る「ゲートキーパー」を養成する他、心
の健康をテーマとした講演会、精神科医による悩
み相談を受け付けます。

［５６万円］

政策１【健やかで安心できるまち】



重点事業③

12

地域の活性化

政策２【活力に満ちたまち】

１１

☆（拡充）オリンピック・パラリンピック推進事業
（特重再掲）

東京２０２０オリンピック・パラリンピックに
向けて、ＪＯＣオリンピック教室や鶴ヶ島市出身
候補選手交流会等の開催により、市民の関心を高
め、大会機運を醸成します。また、ミャンマーの
ホストタウンとして、幅広い交流を進めながら、
子どもたちの育成やシティプロモーションなどに
つなげます。

［９８６万５千円］

☆（拡充）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
域で解決できる仕組みづくりを支援します。

［１,５６０万円］
※ふるさと納税を活用しています。
【充当額 １,０００万円】

商工業の振興

☆ふるさと振興発信事業
（特重再掲）

ふるさと納税制度を積極的に活用することによ
り、鶴ヶ島の魅力や地域資源を広くＰＲし、シテ
ィプロモーションの推進を図ります。
また、ふるさと納税の記念品として市内事業者

を中心としたパートナー企業の商品を利用するこ
とで地域経済の活性化を図ります。

［２億３,２７６万１千円］
※ふるさと納税を活用しています。
【充当額 ６９０万円】

東京湾大感謝祭の様子



重点事業④

道路環境の整備適正かつ合理的な土地利用

☆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

に居住誘導区域及び都市機能誘導区域を設定する
ことで、人口や様々な施設の緩やかな誘導・維持
を図り、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。

［６８９万７千円］

政策３【快適に暮らせるまち】

１２

☆(拡充)都市計画道路整備事業
(特重再掲)

埼玉県による圏央鶴ヶ島インターチェンジ東側
土地区画整理事業（農業大学校跡地）と連動した
都市計画道路の整備により、 土地活用の促進及び
円滑な道路網の確保を図ります。

［６億６,６１０万８千円］

☆（新規）企業立地推進事業
(特重再掲)

国道４０７号バイパスの整備による効果や圏央
鶴ヶ島インターチェンジ東側土地区画整理事業地
内（農業大学校跡地）に立地する企業の波及効果
を市内で循環させるため、新たな産業用地の可能
性を検討するとともに、企業立地の推進を図りま
す。

［４３７万５千円］



重点事業⑤

教育環境の整備・充実仕事と子育ての両立支援

政策４【人を育むまち】

１３

☆（新規）子ども・子育て支援事業計画策定事業
安心して子どもを産み育てることができるよう、

幼児期の教育・保育の提供体制や子育て支援事業の
推進を掲げた「第２期子ども・子育て支援事業計画
」を策定します。

［１５７万３千円］

☆（新規）学童保育室建設事業（南小学校区）
（特重再掲）

学童保育室への入室児童数の増加に伴い、待機児
童を出さずに児童を受け入れられるよう、南小学校
区に新たな学童保育施設を１棟増設します。

［４,６６８万３千円］

☆（拡充）教育相談・いじめ防止対策事業
児童・生徒だけでなく、保護者等にも対応する各

相談員を配置する他、ハイパーＱＵテストを実施し
、いじめ・不登校の未然防止と継続的な支援を行い
ます。

［１,８３０万７千円］
※ふるさと納税を活用しています。
【充当額 ５００万円】

☆（新規）小・中学校教育系ＩＣＴ環境整備事業
（特重再掲）

新学習指導要領の全面実施を見据え、小・中学校
の教育系ＩＣＴ環境を整備します。

［小学校費 ２,３１５万５千円］
［中学校費 １,２１２万３千円］

※ふるさと納税を活用しています。
【充当額 １,３５０万円】 小学校費 ８５０万円

中学校費 ５００万円



重点事業⑥

効率的な行財政運営

１４

計画的な行財政運営

政策５【将来を見すえた市政運営】

☆（新規）公共施設個別利用実施計画策定事業
（特重再掲）

「鶴ヶ島市公共施設等総合管理計画」に基づき、
公共施設の適正化を図るため、民間事業者のノウ
ハウを活用し、施設の多機能化や複合化、廃止等
により、市の規模や利用形態に見合った施設ごと
の利用実施計画を策定します。

［１,００２万５千円］

☆総合計画推進事業
平成３２年度からの市政運営の方針となる新た

な総合計画を策定します。
［４６９万６千円］

☆（新規）地理情報システム導入事業
市内全域の地番図、航空写真など基本となる地
図データを整備するとともに、各部門で個々に管
理する業務の基本データを集約するなど、庁内業
務の効率化を推進し、市民サービスの向上を図り
ます。

［１,６９０万８千円］



▲ＩＣＴ機器を活用した授業

ふるさと納税を活用した主な事業①

☆（拡充）社会科副読本改訂事業

鶴ヶ島市の地理的位置、地形や産業、特色につ
いて学習するため、小学校３、４年生の児童が使
用する社会科の副読本を、新学習指導要領を踏ま
え、改訂を行います。

［充当額２００万円］

１５

未来を担う子どもたちを応援する事業

充当総額 ［８,４００万円］

☆（新規）小・中学校教育系ＩＣＴ環境整備事業

新学習指導要領の全面実施を見据え、小・中学校
の教育系ＩＣＴ環境を整備します。

［充当額８５０万円］（小学校教育系ＩＣＴ環境整備事業）
［充当額５００万円］（中学校教育系ＩＣＴ環境整備事業）



▲ＩＣＴ機器を活用した授業

ふるさと納税を活用した主な事業②

１６

☆公園管理事業
公園施設長寿命化計画及び年１回の定期点検に

おける点検結果に基づき、公園遊具の修繕及び更
新を行います。

［充当額１,０００万円］

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 ［１,９００万円］

☆（拡充）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・協働により、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。

［充当額１,０００万円］

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 ［１,４００万円］

文化・芸術を振興する
ための事業

充当総額 ［９５０万円］

活力に満ちたまちづくり
のための事業

充当総額 ［１,７００万円］


