
記者会見資料（令和２年２月２５日）

令和２年度は、新たに「第６次鶴ヶ島市総合計画」がスタートします。
予算についてもこれに対応し、総合計画に位置付けられた「３つの重点戦略」を踏まえ、

新たな将来像である「しあわせ共感 安心のまち つるがしま」の実現を目指していきます。

＜主な新規事業＞
■学童保育室建設事業（藤小学校区） 5,132万6千円
■中学校トイレ改修事業 1億8,180万6千円
■西市民センター空調更新事業 1億1,459万4千円
■鶴ヶ島駅周辺地区拠点整備構想策定事業 1,130万8千円
■雨乞いのまち鶴ヶ島活性化事業 562万円

これらを含め、重点を置く事業は本資料のとおりです。

【総額：２１８億３，０００万円（前年度比１．３％増）】

令和２年度 一般会計予算案

一般会計予算は、当初予算として６年連続過去最大の予算規模となりました。

【新たな将来像の実現に向けて】

「脚折雨乞」９月１３日開催
すねおりあまごい



第５次鶴ヶ島市総合計画
基本構想 平成23年度～32年度（令和２年度）

後期基本計画 平成28年度～32年度（令和２年度）

〈〈新たな総合計画について〉〉

１

重点戦略
（まち・ひと・しごと

創生総合戦略）

一歩前へ

第６次鶴ヶ島市総合計画
基本構想 令和２年度～１１年度
前期基本計画 令和２年度～ ６年度

鶴ヶ島は 元気にする
～ 明日につながる活力のまち 支えあう安心のあまち～

・埼玉県農業大学校跡地に（株）IHI進出
・支え合い協議会が全小学校区に設立 ｅｔｃ.

・都市計画道路の整備と経済波及効果の吸収
・人口減少・少子高齢社会への対応 ｅｔｃ.

リーディングプロジェクトの推進による前進

次なる課題

重点戦略① 「子どもにやさしいまちづくり」

重点戦略② 「いつまでも健康でいられるまちづくり」

重点戦略③ 「多様な働き方が実現できるまちづくり」

しあわせ共感 安心のまち つるがしま市の将来像



２

特に重点を置く事業

【予算額 ５,１３２万６千円】
（皆増）

藤小学校敷地内に学童保育室を１棟新設し、学
童保育室の運営規模の適正化を図ります。藤小学
校の隣地にある既存の学童保育施設については、
新設にあわせて閉鎖・解体するとともに借地を返
還します。

（新規）学童保育室建設事業
（藤小学校区） 【こども支援課】

学童保育室の新設

今回新設

既存施設
（継続使用）

（位置図）

（新規）中学校トイレ改修事業
【教育総務課】

快適な学校生活

【予算額 １億８,１８０万６千円】
（皆増）

全中学校校舎のトイレの床を湿式から乾式に改
修し、和式便器の洋式化や車いす対応便器を設置
するなどトイレの改修工事を実施し、生徒が快適
な学校生活を送れるように努めます。

今回閉鎖
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特に重点を置く事業

（新規）小・中学校体育館ＬＥＤ照明
導入事業 【教育総務課】

学習環境の向上

（新規）児童館トイレ改修事業
【こども支援課】

子育て施設の充実

LED照明設置イメージ

【予算額 ４,０７４万円】
（皆増）

小学校費 ６９５万５千円
中学校費 ３,３７８万５千円

全小学校及び藤中学校を除く４中学校の体育館
照明をＬＥＤ化する設計及び工事を行い、児童・
生徒の学習環境の向上を図ります。

【予算額 ４１３万６千円】
（皆増）

市内児童館のうち、和式トイレのみが設置され
ている脚折児童館と大橋児童館のトイレの一部を
洋式化します。また、子ども用便座の整備など、
トイレ環境を改善することで、利用者の利便性向
上を図ります。

子ども用便座
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特に重点を置く事業

（拡充）健康長寿推進事業
【高齢者福祉課・健康増進課】

健康づくりの推進

（拡充）地域医療体制整備事業
【保健センター】

医療体制の充実

【予算額 ２,８０６万２千円】
（前年度比６７．４％増）

市民が身近なところでいつでも適切な医療が受
けられるよう、初期救急医療、第二次救急医療等
の地域医療体制等の充実を図ります。超高齢化社
会における医療ニーズへの対応及び安定的な救急
医療の確保を図るため、市内の二次救急医療機関
に対し、救急搬送患者の受け入れに要する費用の
一部を補助します。

健康寿命の延伸へ

【予算額 ３,３９２万４千円】
（前年度比１１０．４％増）
一般会計 ６９４万５千円

国民健康保険特別会計 １７２万３千円
介護保険特別会計 ２,５２５万６千円

一般会計、国民健康保険特別会計及び介護保険
特別会計の健康長寿推進事業で、高齢者の保健事
業と介護予防・フレイル対策を一体的に推進し、
健康寿命の延伸を図ります。
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特に重点を置く事業

（新規）西市民センター空調更新事業
【西市民センター】

複合施設の空調更新

（新規）太田ヶ谷緑地保全事業
【都市施設保全課】

埼玉県農業大学校跡地の活用

【予算額 ５,８３２万１千円】
（皆増）

圏央鶴ヶ島インターチェンジ東側土地区画整理
事業により整備される緑地が、令和２年度に市に
移管される予定のため、必要な整備（トイレやベ
ンチ、看板の設置）を行います。

予定地

【予算額 １億１,４５９万４千円】
（皆増）

複合施設である西市民センターの空調設備は、設
置から１７年が経過し、空調の冷房機能が低下し
ているため、施設利用者の健康面等を考慮し、更
新工事を実施します。

現在の空調設備エンジン



６

特に重点を置く事業

（新規）鶴ヶ島駅周辺地区拠点整備
構想策定事業 【政策推進課】

産学官連携でまちの再生

（新規）都市農業活性化推進事業
【産業振興課】

農業の振興

【予算額 ３５９万円】
（皆増）

新たな担い手となる新規就農者への支援を図る
とともに、付加価値の高い農産物の生産を促進し
ます。また、消費地に近いという利点を活かした
観光農業の推進を図り、農業の持続的発展を目指
します。

観光農園でのいちご狩りの様子

【予算額 １,１３０万８千円】
（皆増）

人々の交流と地域の魅力の創出に向け、市内企
業と連携した拠点整備及び鶴ヶ島駅周辺地区整備
の構想を策定し、多様な働き方の実現と持続可能
なまちづくりを推進します。

拠点等整備を検討する区域（青枠内とその周辺）
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特に重点を置く事業

都市計画道路整備事業
【道路建設課】

産業拠点化に向けた道路整備

（新規）藤金地区都市計画変更事業
【都市計画課】

住居の受け皿の整備

【予算額 ８,８６９万１千円】
（８６．７％減）

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。

都市計画道路整備箇所

【予算額 ２０７万９千円】
（皆増）

藤金土地区画整理事業について、地権者や地域
住民の意見を聴きながら見直しを行い、藤金地区
のまちづくりに向けて、関連する都市計画の変更
等を行います。

事業対象位置図



８

その他の重点事業

（新規）脚折雨乞支援事業
【生涯学習スポーツ課】

「脚折雨乞」の支援

（新規）雨乞いのまち鶴ヶ島活性化事業
【産業振興課】

「脚折雨乞」でまちづくり

【予算額 ５６２万円】
（皆増）

鶴ヶ島の地域資源である「脚折雨乞」を核とし
た住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。

【予算額 １，１３４万８千円】
（皆増）

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」の魅力や意義を市内外にＰＲすると
ともに、指定文化財「脚折雨乞」の保護保存及び
後世への継承支援を行います。

脚折雨乞の様子

すねおりあまごい すねおりあまごい
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その他の重点事業

（新規）オリンピック聖火リレー実施事業
【オリンピック・パラリンピックプロジェクトチーム】

オリンピック・パラリンピックの推進

（拡充）農業交流センター運営事業
【産業振興課】

指定管理者制度の導入

【予算額 ２,６５８万８千円】
（前年度比９５．５％増）

農業交流センターの多様化する市民ニーズに効
果的、効率的に対応するため、管理運営を指定管
理者に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を図ります。

農業交流センター

【予算額 ３３２万円】
（皆増）

埼玉県など関係機関と連携しながら東京２０２
０オリンピック聖火リレーを円滑に実施し、大会
機運を醸成します。
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その他の重点事業

（拡充）庁舎エレベーター更新事業
【資産管理課】

庁舎機能の維持

（新規）住民異動等窓口業務委託事業
【市民課】

業務のアウトソーシング

【予算額 ６,６０２万５千円】
（前年度比 ほぼ皆増）

鶴ヶ島市公共施設保全計画に基づき、令和元年
度に設計業務を行った来庁者用エレベーター１基
及び業務用エレベーターの更新工事を行います。

来庁者用エレベーター

【予算額 １,２７６万円】
（皆増）

行政サービスの維持・向上及び市の業務効率化
を図るため、市民課の住民異動、証明発行等の窓
口業務委託を令和２年１２月１日から実施しま
す。

市民課窓口の様子



令和２年度 予算案

一般会計 218 億 3 ,000 万円

（全会計合計 347 億 5,394 万 2 千円）

●一般会計 ２１８億 ３，０００ 万円
●国民健康保険特別会計 ６４億 ４，６８４ 万 １ 千円
●後期高齢者医療特別会計 ８億 ６，０６３ 万 ６ 千円
●介護保険特別会計 ５０億 ３，６８０ 万 ６ 千円
●一本松土地区画整理事業特別会計 ２億 １，３６３ 万 ７ 千円
●若葉駅西口土地区画整理事業特別会計 ３億 ６，６０２ 万 ２ 千円

１１

【前年度２１５億４，０００万円 前年比 ＋２億９，０００万円（＋１．３％）】

【資料】



一般会計当初予算額の推移
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（単位：百万円）
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