
５　平成３１年度主要な事業（一般会計）

（１）新規事業　（※平成30年度補正予算において新規事業として計上した事業）

公共施設個別利用実施計画策定事業

庁舎エレベーター更新事業

地理情報システム導入事業

公金収納日計処理業務委託事業

参議院議員選挙執行経費

県知事選挙執行経費

戦没者追悼式事業

自殺対策推進事業

子ども・子育て支援事業計画策定事業※

学童保育室建設事業（南小学校区）※

公立保育所給食調理業務委託事業※

都市農業振興計画策定事業

一本松地区地籍調査事業

五味ヶ谷地区地区計画住環境整備事業

企業立地推進事業

日本語未習得児童生徒支援事業

コミュニティ・スクール整備事業

小学校教育系ＩＣＴ環境整備事業

小学校教育支援体制整備事業※

中学校教育系ＩＣＴ環境整備事業

中学校教育支援体制整備事業
※

（２）拡充事業

議会運営事業

オリンピック・パラリンピック推進事業

市民協働推進事業

地域支え合い推進事業

17,423千円

4,375千円

9,865千円

2,539千円

298千円

191千円

23,155千円

2,539千円

12,123千円

1,573千円

46,683千円

41,294千円

81千円

13,061千円

10,025千円

2,416千円

560千円

16,908千円

19,822千円

418千円

27,010千円

8,074千円

4,528千円

159,449千円

15,600千円
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コミュニティ活動推進事業

シティプロモーション推進事業

行政情報化推進事業

庁舎空調更新事業

南市民センター運営事業

収納管理事業

障害者在宅福祉推進事業

児童扶養手当支給事業

自動体外式除細動器整備事業

感染症予防対策事業

都市計画道路整備事業

道路交通環境安全対策事業

鉄道利便性向上促進事業

川越市公共下水道負担金

空き家等対策推進事業

災害対策事業

教育相談・いじめ防止対策事業

特別支援教育推進事業

社会科副読本改訂事業

小学校国際性を育む教育推進事業

前年度当初予算額

精神保健推進事業

鶴ヶ島保育所空調更新事業

教育系ＩＣＴ環境推進事業

小学校トイレ改修事業（工事）

小学校コンピュータ教育推進事業

14,310千円

138,702千円

4,000千円

10,976千円

（３）終了事業　

11,409千円

4,106千円

436千円

91,270千円

52,725千円

142千円

18,307千円

6,750千円

18,998千円

36,689千円

2,102千円

121,142千円

28,028千円

32,230千円

290,372千円

25,248千円

201,966千円

186,001千円

666,108千円

34,780千円

3,426千円

18



中学校コンピュータ教育推進事業

（仮称）龍蛇工房整備事業

新体育館整備構想調査事業

前年度当初予算額

市有財産活用事業

地域経済応援事業

近隣公園施設修繕事業

小学校空調更新事業

（５）予算事業の再編等

ホストタウン交流事業
　　オリンピック・パラリンピック

雨乞いのまち鶴ヶ島活性化事業
　　推進事業

市民協働推進事業

市民センター地域活動支援事業

富士見ハイツ公共下水道整備事
　　川越市公共下水道負担金

業負担金

部活動指導員活用事業 　　運動部活動指導員活用事業

　　　　　　【再編前】 　　　　　　　【再編後】

9,000千円

9,558千円

25,735千円

50千円

10,106千円

（４）休止事業　

88,820千円

101千円

　　市民協働推進事業
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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 31 年度新規事業  

：平成 30 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 健康長寿推進事業 [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で、従来の介護予防にフレイル予

防を加えた健康長寿施策を一体的に推進します。  

《高齢者福祉課》 

  

 

 ２ （新）自殺対策推進事業  

各種相談窓口の担当者相互の連携強化のための研修、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」を養成する研修、心の健康をテーマにし

た講演会、市民の悩みや心配ごとに精神科医が応じる相談を実施します。  

                               《障害者福祉課》 

 

 

 ３ 自動体外式除細動器整備事業  

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、より有効  

に活用するため、一部のＡＥＤの設置場所を屋内から  

屋外に変更して利用時間の拡大を図ります。                        

《保健センター》 

 

▲ＡＥＤ屋外設置イメージ  

 

 

 ４ 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未然に防止するこ

とで、市民の健康維持を図ります。風しんについては、特に抗体価が低い年齢層の男

性を、３年間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。                                

《保健センター》                   

                              

予算額     560 千円  

予算額    3,426 千円  

予算額  186,001 千円  

 

予算額   16,127 千円  

うち一般会計からの繰出金  

11,937 千円  
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 ５ 交通安全設備整備事業   

交通事故を未然に防止するため、交通安全対策を警  

察と協議し、路面標示の設置を行うことで、自動車運  

転者等への注意喚起や歩行者等の安全確保を図ります。 

   また、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。  

《安心安全推進課》   ▲路面標示施工済箇所  

   

 

 ６ 災害対策事業  

全国各地で想定を超える自然災害が発生し、市民の  

防災への関心がより一層高まっているため、平成３０  

年度に作成した「鶴ヶ島市防災ハザードマップ（地震  

・水害）」を全世帯へ配布し、広く市民に周知すること  

で、防災意識の啓発及び向上を図り、被害の軽減、住宅  

等の耐震化の促進に努めます。  

 《安心安全推進課》 

  

                         

▲防災ハザードマップ  

           

           

 ７ 防災行政無線デジタル化推進事業   

平成３０年度から平成３２年度までの３か年で、ア   

ナログ方式からデジタル方式に移行する工事を順次進    

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。  

                   《安心安全推進課》  

  

                        ▲防災行政無線子局                                          

 

 

 

予算額    4,993 千円  

予算額   91,725 千円  

予算額    6,750 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 オリンピック・パラリンピック推進事業   

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地方創生につなげます。  

《オリンピック・パラリンピックプロジェクトチーム》  ▲競技体験会の様子    

  

 

 ２ 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。  

《地域活動推進課》  

 
 
 

▲親子ふれあい広場 

 

 

 ３ （新）都市農業振興計画策定事業    

時代や現状に即した農業施策の方向性を示した「鶴  

ヶ島市都市農業振興計画」を策定し、今後の鶴ヶ島市  

農業の持続的発展を図ります。  

《産業振興課》  

▲狭山茶畑  

 

 

予算額   15,600 千円  

予算額       81 千円  

 

予算額    9,865 千円  
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 ４ 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、   

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。  

《産業振興課》 ▲東京湾大感謝祭の様子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算額  232,761 千円

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 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。

（平成３１年度計画公表予定）  

                                《政策推進課》 

 

 

 ２ （新）一本松地区地籍調査事業  

国土調査法に基づき、一筆ごとの境界を明確にし、  

土地の所有者、地番、地目を調査するとともに、境界  

の確認・測量、面積の測定を行い、正確な地図（地籍  

図）及び台帳（地籍簿）を作成します。  

《道路建設課》  

▲地籍調査実施予定地区 

 

                         ▲地籍調査実施予定地区  

 

 

 ３ （新）五味ヶ谷地区地区計画住環境整備事業  

五味ヶ谷地区地区計画に定めた地区施設道路を整備

することにより、当該地区の住環境の充実を図ります。 

《都市計画課》  

▲地区施設道路整備箇所 

 

 

 

予算額    6,897 千円  

予算額   13,061 千円  

予算額   17,423 千円  

市道４２８号線

五味ヶ谷
自治会館
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 ４ 都市計画道路整備事業  

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。  

《道路建設課》  

▲都市計画道路整備箇所 

 

 

 ５ 道路交通環境安全対策事業  

道路照明灯のＬＥＤ化を推進し、照明灯の長寿命化

と必要経費の削減を図るため、既設照明灯の調査業務

を行います。  

また、道路の摩耗した区画線の再施工を行うことに

より、交通環境の向上・安全確保に努めます。  

《都市施設保全課》  

道路照明灯  
▲独立式     ▲共架式 

 

  

 ６ （新）企業立地推進事業  

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。  

                                《都市計画課》 

 

 

 

 

 

 

 

予算額    4,375 千円  

 

予算額   34,780 千円  

予算額  666,108 千円  
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 ７ 鉄道利便性向上促進事業  

安全性の向上やバリアフリー対策など、鉄道の利便

性向上を図ります。平成３１年度は、鉄道事業者が一

本松駅のバリアフリー整備を実施し、その経費の一部

に対し補助金を交付します。  

《都市計画課》  

▲一本松駅  

 

 

 ８ 公園管理事業 

既存公園並びに運動公園の清掃及び樹木管理、公園

施設の保守点検等を行います。  

また、策定済みの公園施設長寿命化計画及び年一回

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。  

《都市施設保全課》  

▲公園遊具  

 

                      

予算額  128,160 千円  

予算額   91,270 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 （新※）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

て支援事業の充実を掲げた「第２期子ども・子育て支援事業計画」を策定します。  

《こども支援課》 

 

 

 ２ （新※）学童保育室建設事業（南小学校区）    

入室児童数が増加していることから、条例に定める  

面積定員の基準を満たし、待機児童を出さずに児童を  

受け入れることができるよう、既存の学童保育室に隣  

接した場所に、新たな施設を建設します。  

《こども支援課》  

 
▲既存の南小学校区学童保育室 

 

 

 ３ （新）日本語未習得児童生徒支援事業  

外国籍児童・生徒及び様々な事情により日本語をほとんど話せないまま小・中学校に

転入学する児童・生徒に対して、一定程度の日本語を習得できるまでの間、通訳者を学

校に派遣し、児童・生徒が安定した学校生活を送ることができるよう支援します。                         

《学校教育課》 

 

 

 ４ （新）コミュニティ・スクール整備事業  

学校、家庭、地域が連携・協働して子どもたちを育成するため、市内小・中学校に

コミュニティ・スクールを導入します。  

平成３１年度は、導入に向けてコミュニティ・スクールの研究・準備を実施します。  

                                  《学校教育課》 

 

 

予算額     298 千円  

予算額   46,683 千円  

予算額     191 千円  

予算額     1,573 千円  
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 ５ 教育相談・いじめ防止対策事業  

児童・生徒、保護者の学校に関わる悩み等に応じる教育相談員、スクールカウンセ  

  ラー及び小・中学校巡回相談員を配置することによって、いじめ・不登校等の問題解  

  決を図ります。  

 また、ハイパーＱＵを実施し、児童・生徒の人間関係や学級集団の状況を把握し、

いじめ・不登校の未然防止を図るとともに、ハイパーＱＵ活用のための研修会を教職

員に対して実施し、児童・生徒等を継続的に支援します。  

                               《教育センター》        

  

 

 ６ 社会科副読本改訂事業  

小学校３、４年生が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、新学習指導要領を踏まえて改訂します。  

                                  《教育センター》 

  

 

７ （新）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。  

《学校教育課》 

 

 

８ （新※）小・中学校教育支援体制整備事業  

学力向上や生徒指導上の諸課題の解消を図るため、

スクール・サポート・スタッフを配置し、教員が一層児

童・生徒への指導や教材研究等に注力できる体制を整

備します。  

《学校教育課》  

予算額   35,278 千円  

小学校費  23,155 千円  

中学校費  12,123 千円  

予算額   5,078 千円  

小学校費  2,539 千円  

中学校費  2,539 千円  

予算額   18,307 千円  

予算額    4,106 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）公共施設個別利用実施計画策定事業    

「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。  

《資産管理課》  

 
▲計画策定のイメージ図 

 

 

  

 ２ 総合計画推進事業 

総合的かつ計画的な行政運営を図るため、平成３２年度からの市政運営の方針とな

る新たな総合計画と、次期まち・ひと・しごと創生総合戦略を一体的に策定し、適切

な進行管理を行います。  

                                《政策推進課》 

 

 

  

 ３ （新）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。                                  

《税務課》 

 

 

 

 

予算額   10,025 千円  

予算額    4,696 千円  

 

予算額   16,908 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３１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 31 年度当初予算への充当額は 150,000 千円】  

 

 

《平成３１年度主な充当事業》  

 

   新規  小・中学校教育系ＩＣＴ環境整備事業［学校教育課］  

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

      

○小学校教育系ＩＣＴ環境整備事業  

［充当額  8,500 千円］  

○中学校教育系ＩＣＴ環境整備事業  

［充当額  5,000 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。  

    

 

 

 

  

   拡充  社会科副読本改訂事業［教育センター］  

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

      

○社会科副読本改訂事業［充当額  2,000 千円］  

小学校３、４年生の児童が使用する社会科の副  

読本です。  

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、新学習指導要領を踏まえて改訂  

を行います。  

 

 

 

▲〇〇〇〇〇  

▲社会科副読本  

▲ＩＣＴ機器を活用した授業  
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   拡充  地域支え合い推進事業［地域活動推進課］  

           【２  地域で支え合う健康・福祉のまちづくりのための事業】  

      

○地域支え合い推進事業［充当額  10,000 千円］  

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。  

 

 

 

  

   継続  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】  

      

○公園管理事業［充当額  10,000 千円］  

策定済みの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。  

 

 

 

 

  

   継続  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  3,100 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と地域経済の活  

性化を図ります。  

 

▲〇〇〇〇〇  

▲〇〇〇〇〇  

▲公園遊具  

▲〇〇〇〇〇  

▲産業まつりの様子  

▲わくわくシニアサロン  
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《平成３１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  84,000 千円  

  ○民間保育所運営支援事業［こども支援課］  

  ○教育相談・いじめ防止対策事業［教育センター］  

○特別支援教育推進事業［教育センター］  

 ○社会科副読本改訂事業［教育センター］ (再掲) 

  ○小学校教育系ＩＣＴ環境整備事業［学校教育課］ (再掲) 

○中学校教育系ＩＣＴ環境整備事業［学校教育課］ (再掲)  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  14,000 千円  

  ○市民協働推進事業［地域活動推進課］  

  ○地域支え合い推進事業［地域活動推進課］ (再掲 ) 

  ○地域でスクラム・健康マイレージ事業［健康増進課］  

  ○市民スポーツ行事開催事業［生涯学習スポーツ課］  

  

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  19,000 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 9,500 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］  

○文化財保護保存事業［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  17,000 千円  

  ○シルバー人材センター活動支援事業［高齢者福祉課］  

○産業活力振興事業［産業振興課］ (再掲) 

  ○ふるさと振興発信事業［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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