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１ 実施計画の概要 

(１) 実施計画策定の趣旨 

この計画は、ふじみ野市将来構想 from 2018 to 2030 において

定めた将来像「人がつながる 豊かで住み続けたいまち ふじみ野」

の実現に向けた施策を展開するために、具体的な事業内容を示したも

ので、毎年度における予算編成や事業実施の指針となる計画です。 

計画期間は３年間で、毎年度ローリング方式により見直しを行って

います。 

なお、本計画（令和３年度～令和５年度）は、ふじみ野市将来構想

from 2018 to 2030 前期基本計画（平成 30 年度～令和 5 年度）

の分野に沿って掲載します。 

(２) 計画期間 

令和３年度～令和５年度（３年間） 

■ふじみ野市将来構想の構成 

 

 

 

基本構想 

（令和 12 年度目標） 

  前期基本計画 

  (平成 30 年度～ 

     令和 5 年度) 

後期基本計画 

(令和 6 年度～ 

令和 12 年度) 
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(３) 実施計画策定の目的及び方針 

高齢化に伴う社会保障費の増大や施設の老朽化に伴う維持管理経費

の増加、合併に伴う財政支援措置が終了する厳しい財政状況の中、持

続可能な市政運営を行うためには、実施事業の「選択と集中」を図る

ことが重要となります。 

 これを踏まえ、ふじみ野市将来構想 from 2018 to 2030 に掲げ

た｢前期重点プロジェクト｣を、本計画においても優先事業として位置

付けます。また、｢前期重点プロジェクト｣のほか、前期基本計画で示

す分野ごとに、真に実施が必要と思われる事業を絞り込み「主要事業」

として定め、これを今後の市政運営及び予算編成の指針とするもので

す。 

 併せて、今後３年間の財政収支の予測を行い、実効性の高い計画と

しました。 
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(４) 前期重点プロジェクト 

 基本構想では、まちの将来像「人がつながる 豊かで住み続けたい

まち ふじみ野」の実現を目指し、優先して取り組むべき方向性とし

て 4 つの「重点戦略」を設定しています。この 4 つの「重点戦略」の

考えに基づき、前期基本計画の６年間で重点的に推進する具体的な取

組を「前期重点プロジェクト」として位置付けています。 

 



  

4 

(５) 主要事業となる対象事業 

ア 安全性の確保など緊急を要する事業。 

イ 従来から実施されている事業のうち、前期基本計画に掲げられ

た分野の中で、重点的に取り組む必要がある事業。 

ウ 従来から実施されている事業のうち、重点的に取り組む必要が

あり、事業費等の拡充を図る事業。 

エ 新規に立ち上げる事業のうち、政策的に取り組む必要があると

判断した事業。 

オ 市長公約に掲載されている事業のうち、本実施計画の期間中に、

導入または完了に向けた取組を進める事業。 



２　令和3年度～令和5年度財政計画見込（一般会計）

（単位：千円）

令和3年度 令和4年度 令和5年度

15,323,206 15,687,829 15,763,423

2,715,965 2,292,250 2,295,250

4,552,000 4,740,000 4,610,000

9,000 9,000 8,000

1,180,600 1,189,122 1,106,727

335,345 336,084 329,568

10,070,014 9,725,022 9,774,007

691,358 490,146 590,518

3,069,334 3,588,301 2,323,433

3,816,700 4,430,700 2,922,800

41,763,522 42,488,454 39,723,726

(２) 歳出の状況（分野別） （単位：千円）

令和3年度 令和4年度 令和5年度

401,541 375,316 378,574

2,383,071 3,916,571 2,154,487

14,515,897 14,000,525 14,066,466

4,322,040 4,375,764 4,502,590

2,438,457 2,403,598 2,386,390

102,593 108,292 102,812

2,429,093 2,581,067 1,792,398

1,517,545 1,505,449 1,475,165

4,285,314 4,225,038 4,386,822

51,409 51,724 51,724

1,478,219 1,165,960 635,846

7,838,343 7,779,150 7,790,452

41,763,522 42,488,454 39,723,726

※人件費や臨時財政対策債の借入に伴う元利償還金など、横断的に関連する経費の合
計となっています。

分野３　子育て・福祉～みんなで支え合う思いやりのあるまち～

分野４　健康・保険～元気・健康の好循環が生まれるまち～

分野５　地球環境・自然環境～豊かな水と緑が調和したまち～

分野６　産業・経済～にぎわいと活力にあふれるまち～

合計

分野別計画を支える取組１　情報発信と的確な市民ニーズの把握

分野別計画を支える取組２　スリムで効率的な行政経営

区分

共通経費（※）

合計

区分

分野１　暮らしと地域コミュニティ～人がつながるまち～

分野２　生きがい・文化・スポーツ～うるおいのある豊かなまち～

使用料及び手数料

国庫・県支出金

財産収入・寄付金・諸収入

繰入金・繰越金

市債

分担金及び負担金

分野７　都市整備～快適で便利なまち～

分野８　防災・防犯～災害に強く犯罪のないまち～

分野９　教育～地域の絆で育む学びのまち～

(１) 歳入の状況

市税

地方譲与税・交付金

地方交付税

交通安全対策特別交付金
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３　前期重点プロジェクト
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重点戦略別事業

【重点戦略１】　地域力の高いまちをつくる

前期重点プロジェクト１　　"オールふじみ野"まちづくりプロジェクト

○　プロジェクトのねらい

　

　

　

　　

　

　　

○　重点的な取組

～市民が活躍できる場の創出～

・地域での協働のまちづくりを進めるため、自治組織活動の支援を強化します

・「市民活動支援センター」を拠点として市民団体の活動支援を強化します

・「市民大学ふじみ野」により学びを地域貢献に活かせる機会を提供します

・市民が市政に参加するための様々な機会を提供します

　市民一人ひとりが生きがいをもって暮らし、地域で活躍する場を創
出するとともに、自治組織、市民団体（ＮＰＯ法人等）の活動を支援
し、「オールふじみ野」で協働のまちづくりを進めます。
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前期重点プロジェクト１　　"オールふじみ野"まちづくりプロジェクト

No.

1

2

3

4

（単位：千円）

自治組織活動等支援事業

地域コミュニティ活動の活性
化や地域社会の福祉の向上
と住民自治の確立を進めるた
め、自治組織を支援します。

41,952 39,094 39,263 協働推進課

　　　　事業名称等
　　　（予算事業名）
※事業名称等と予算事業名が
同じ場合は単一名称となってい
ます。

事業概要 令和3年度 令和4年度 令和5年度 所管部署

市民大学ふじみ野運営事業

まちづくりに資する人材育成
のため、①レギュラー講座、②
学び合い講座、③特別公開講
座において各種講座を開催し
ます。

3,595 3,673 3,754 協働推進課

協働のまちづくり推進事業

ふじみ野市自治基本条例の
趣旨を踏まえ、「参加と協働」
を具体的に推進するため、
「協働のまちづくり推進隊」と
の協議や講演会等の開催を
通して、参加と協働のまちづく
りを推進します。

8,457 8,457 8,457 協働推進課

市民活動支援センター運営
事業

コーディネーターによる市民活
動に関する相談や情報提供、
地域活動に関する講座の開
催のほか、市民の自主的で営
利を目的としない社会に貢献
する活動を支援します。

9,049 9,070 9,059 協働推進課
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重点戦略別事業

【重点戦略２】　生涯にわたり健やかで元気のあるまちをつくる

前期重点プロジェクト２　　元気・健康づくりプロジェクト

○　プロジェクトのねらい

　

　

　

　　

　

　　

○　重点的な取組

～元気・健康づくりに向けた市民活動の支援～

・アートフェスタの開催などにより文化芸術を通じた心の健康づくりを推進します

・スポーツイベントなどを通して総合的な健康づくりを推進します

・健康づくりの拠点となるスポーツ施設を充実します

・ラジオ体操や転倒予防体操など健康づくり体操を推進します

・「元気・健康メニュー」を活用して食育を推進します

　生きがいのための学習や文化・スポーツ、介護予防などの機会を提
供し、元気・健康づくりに向けた市民活動を支援することで、市民一
人ひとりが元気で健康に暮らし続けることができる基盤を構築しま
す。

・健康管理システムの活用や健（検）診、元気・健康マイレージの取組などにより
　生涯を通じた健康づくりを推進します
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前期重点プロジェクト２　　元気・健康づくりプロジェクト

No.

5

6

7

8

9

10

文化施設管理運営事業

スポーツ大会事業

市民スポーツ大会では毎年8
月から2月までの間において
20種目の競技を実施し、市民
が日頃から親しんでいるス
ポーツの成果を確認するとと
もに、市民によるスポーツ意
欲の向上を図ります。
また、市民スポーツフェスティ
バルではスポーツを通して地
域交流の場を提供します。

10,509 6,058 6,069

スポーツ施設管理運営事業

ふじみ野市立スポーツセン
ター施設の維持管理・充実を
図り、利便性・安全性の高い
スポーツ施設を市民に提供す
るとともに、誰もがいつまでも
親しめる生涯スポーツを推進
します。

スポーツ推進事業 12,379

令和3年度 令和4年度 令和5年度 所管部署

文化施設整備事業

令和３年４月にリニューアル
オープンするステラ・イースト
多目的棟、令和５年秋にオー
プンする（仮称）西地域文化施
設を効率的に維持管理し、よ
り充実した文化芸術活動の場
を提供します。

79,720

文化振興事業

子どもたちが文化芸術に親し
む機会を増やしていくととも
に、｢アートフェスタ｣をはじめと
する文化芸術を通して多様な
人々の交流を促進する事業を
展開します。また、本市の文
化的な魅力の発見・発信を進
めます。

13,279 13,979 10,502
文化・スポーツ振
興課

文化・スポーツ振
興課

（単位：千円）

　　　　事業名称等
　　　（予算事業名）
※事業名称等と予算事業名が
同じ場合は単一名称となってい
ます。

事業概要

（仮称）西地域文化施設及び
ステラ・イーストホール棟を建
て替え、市民の文化活動、生
涯学習活動等の拠点となる環
境整備を進めます。

文化・スポーツ振
興課

79,692 79,676
文化・スポーツ振
興課

51,321 48,641 49,259
文化・スポーツ振
興課

1,995,363 3,434,994 1,498,902

文化・スポーツ振
興課

日常生活に運動を取り入れる
習慣をつくり、健康でいきいき
とした生活が送れるよう市民
の年齢、適正、健康状態等に
応じたスポーツ教室や大会を
開催し、市民の生涯スポーツ
への参加拡充を図ります。

22,666 16,010
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No.

11

12

13

14

15

16

事業名称等
（予算事業名）

事業概要 令和3年度 令和4年度 令和5年度 所管部署

健康管理システム
（保健センター管理運営事
業）

市で実施する各種健(検)診に
関するデータを管理し、赤ちゃ
んから高齢者まで、継続した
切れ目のない健康づくりへの
支援を行います。また、当該
システムにより、早期対応・早
期支援が求められるケース対
応において庁内連携する関係
部署での情報共有を図り、迅
速な対応と早期支援に結びつ
けていきます。

19,807 7,866 7,866

母子保健包括支援事業

妊娠期からの切れ目ない子育
て支援を行うため、母子健康
手帳の交付、妊婦健康診査の
助成、妊産婦及び乳幼児の保
健指導、育児相談、産後うつ
ケア事業、不育・不妊検査及
び不妊治療費の助成、産後ケ
ア事業、産後サポート事業等
を実施します。

健康増進事業

後期高齢者医療の被保険者
を対象に、健康診査や人間
ドックを実施し、病気の早期発
見、生活習慣の見直しを促進
することで、被保険者の健康
増進・維持を推進します。ま
た、保養施設の宿泊料金の一
部を補助します。

81,130 85,193

保健センター

89,451 保険・年金課

105,627 105,848 106,152 保健センター

乳幼児健康診査事業

乳幼児の成長・発達支援や健
康増進を目的に、様々な専門
職による健診・保健指導を行
います。子育てに伴うストレス
や育児負担の軽減、育児支援
を図っていきます。

21,099 20,264 20,264 保健センター

健診フォロー相談事業
（母子健康教育・相談事業）

各乳幼児健診や相談、訪問指
導を通じて把握された、子ども
の発達などについて医師・理
学療法士・作業療法士による
専門的なフォロー事業を実施
します。

799 799 799 保健センター

母性・乳幼児訪問指導事業

妊産婦、乳幼児、養育者を訪
問することにより、健康状態を
把握し、適切な保健指導を行
うことで、健康の増進及び育
児支援を図ります。また、虐待
予防や育児不安など養育上
の問題を早期発見する機会と
しても実施しています。

9,499 9,566 9,527 保健センター
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No.

17

18

19

20

21

22

介護予防・生活支援サービ
ス事業
【介護保険特別会計】

要支援者等に対する訪問介
護・通所介護サービス等につ
いて、専門的なサービスを実
施するとともに、住民等の多
様な主体が参画する多様な
サービスの充実を図り、地域
の支え合いの体制づくりを推
進します。

168,051 176,042 184,544 高齢福祉課

事業名称等
（予算事業名）

事業概要 令和3年度 令和4年度 令和5年度 所管部署

公園緑地課

元気・健康づくり推進事業

各種がん検診事業

各種がん検診（大腸がん・肺
がん・乳がん・子宮頸がん・胃
がん・前立腺がん）を実施する
ことで、がんの早期発見、早
期治療を推進し、がんによる
死亡率の減少を図ります。

134,685 134,685 134,685

有料公園施設等管理運営
事業

ふじみ野市運動公園の野球
場やテニスコート等をはじめと
する有料公園施設について、
快適に使用できる環境を提供
します。

52,826 53,234 53,325

987

市民一人ひとりが生涯を通じ
て健康づくりに取り組み、健康
と生活の質を高めていけるよ
う、行政と地域のパイプ役を
担う人材を育成します。

特定健康診査事業
（国保資格等管理事務）
（特定保健指導事業）
【国民健康保険特別会計】

高齢者の医療の確保に関す
る法律及び国の示す基本方
針等に基づき、メタボリックシ
ンドローム（内臓脂肪症候群）
に着目した生活習慣病のため
の健診・保健指導を行いま
す。また、生活習慣病の重症
化が懸念される人に適切な医
療受診勧奨と保健指導を行い
ます。

119,180

987 1,130

元気・健康の好循環が生まれ
るまち”ふじみ野市”を目指し、
平成27年1月に元気・健康都
市を宣言しました。この宣言に
基づき、市民の健康づくりを一
層推進していくため、元気・健
康マイレージや食育を推進し
ていきます。

28,696 25,588 24,483 保健センター

地域健康推進事業

114,741 114,159
保険・年金課
保健センター

保健センター

保健センター
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重点戦略別事業

【重点戦略３】　子育てや教育の充実したまちをつくる

前期重点プロジェクト３　　子育てするならふじみ野市プロジェクト

○　プロジェクトのねらい

　

　

　

　　

　

　　

○　重点的な取組

～切れ目のない継続した子育て支援～

・子育てコンシェルジュ事業により相談体制を充実し、子育ての不安を解消します

・放課後児童クラブにおける待機児童ゼロを継続します

・社会情勢に対応した、保育所の待機児童対策を推進します

・ニーズに応じた発育・発達の支援を充実します

　地域ぐるみで出産や育児にかかる家庭の負担を軽減し、切れ目のな
い継続した子育て支援を推進することで、子どもを安心して産み育て
られる環境をつくります。
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前期重点プロジェクト３　　子育てするならふじみ野市プロジェクト

No.

23

24

25

26

27

28

（単位：千円）

市立保育所管理運営事業

保護者が労働や疾病等の理
由により、家庭内で保育がで
きない児童を保護者に代わっ
て保育することで、保護者が
安心して子育てしやすい環境
づくりを進めるため、保育行政
の基幹的役割を果たす市立
保育所の維持管理を推進しま
す。

422,504 414,655 414,669

幼児教育・保育施設運営支
援事業

全ての子どもが健やかに成長
するよう、幼児期の教育及び
保育等を行う幼稚園、預かり
保育、認可外保育施設、認定
こども園、保育所及び小規模
保育施設等の利用に対して給
付を行い、子育てを行う家庭
の経済的負担の軽減を図ると
ともに保育環境の改善、充実
を図ります。

3,971,283 3,852,185 3,852,185 保育課

28,012 子育て支援課

放課後児童クラブ管理運営
事業

保護者が労働等により昼間家
庭にいない小学校に就学して
いる児童に対し、授業の終了
後等に適切な遊び及び生活
の場を提供することで、健全
な育成を図ります。

336,669 340,095 343,719 子育て支援課

保育課

放課後児童クラブ整備事業

放課後児童クラブ利用希望児
童の増加を推計し、待機児童
の発生を抑え、かつ児童の健
全な育成の場を確保するた
め、鶴ケ丘、大井放課後児童
クラブを計画的に整備します。

154,279 196 ― 子育て支援課

　　　　事業名称等
　　　（予算事業名）
※事業名称等と予算事業名が
同じ場合は単一名称となってい
ます。

事業概要 令和3年度 令和4年度 令和5年度 所管部署

児童発育・発達支援事業

発育発達に心配のあるお子さ
んについて、身近な地域で専
門的な相談支援や療育支援
が受けられるよう、児童発育・
発達支援センター運営の補助
を行い、発育発達に心配のあ
る子が地域で共に育ち安心し
て暮らせる総合的な支援を推
進します。

50,152 49,175 49,175 子育て支援課

子育て支援センター管理運
営事業

子育て親子の交流の場の提
供、子育て講座の開催、子育
てサークルの育成支援、子育
てに関する情報提供のほか、
子育て世代包括支援センター
の機能（子育てコンシェルジュ
事業）により育児不安等につ
いての相談対応、また関係機
関との連携において妊娠期か
ら子育て期までのきめ細かな
支援を行います。

27,152 27,303
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No.

再掲
（13）

再掲
（14）

再掲
（15）

再掲
（16）

保健センター

保健センター

健診フォロー相談事業
（母子健康教育・相談事業）

保健センター

母性・乳幼児訪問指導事業

妊産婦、乳幼児、養育者を訪
問することにより、健康状態を
把握し、適切な保健指導を行
うことで、健康の増進及び育
児支援を図ります。また、虐待
予防や育児不安など養育上
の問題を早期発見する機会と
しても実施しています。

9,499 9,566

799 799 799

9,527

母子保健包括支援事業

妊娠期からの切れ目ない子育
て支援を行うため、母子健康
手帳の交付、妊婦健康診査の
助成、妊産婦及び乳幼児の保
健指導、育児相談、産後うつ
ケア事業、不育・不妊検査及
び不妊治療費の助成、産後ケ
ア事業、産後サポート事業等
を実施します。

105,627 105,848 106,152

乳幼児の成長・発達支援や健
康増進を目的に、様々な専門
職による健診・保健指導を行
います。子育てに伴うストレス
や育児負担の軽減、育児支援
を図っていきます。

21,099 20,264 20,264

各乳幼児健診や相談、訪問指
導を通じて把握された、子ども
の発達などについて医師・理
学療法士・作業療法士による
専門的なフォロー事業を実施
します。

乳幼児健康診査事業

保健センター

事業名称等
（予算事業名）

事業概要 令和3年度 令和4年度 令和5年度 所管部署
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重点戦略別事業

【重点戦略３】　子育てや教育の充実したまちをつくる

前期重点プロジェクト４　　次代を担う子どもを育むプロジェクト

○　プロジェクトのねらい

　

　

　

　　

　

　　

○　重点的な取組

～魅力ある学びの場の創出～

・地域協働学校の取組により学校・家庭・地域が連携した教育を推進します

・放課後子ども教室では子どもの居場所と心の豊かさを育む環境づくりを推進します

・ALTの配置やICTの活用によりグローバル社会に対応する教育を推進します

・小中学校の大規模改修工事により快適な教育環境を構築します

　快適で魅力のある学びの場を創出することで、次代を担う子どもた
ちの学ぶ意欲と確かな学力を育みます。
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前期重点プロジェクト4　　次代を担う子どもを育むプロジェクト

No.

29

30

31

32

33

（単位：千円）

地域協働学校（コミュニティ・
スクール）推進事業

学校を核とした地域協働の推
進により、人づくりまちづくりの
好循環を生み出すシステムを
つくり、持続可能なまちづくり
を図るとともに、学校と地域が
共に子供たちを育てるという
「共育」の理念のもと、学校運
営協議会の充実と地域の教
育力を活用した取組を各学校
において推進します。

4,178 4,178 4,178 学校教育課

国際理解教育を推進し、外国
語による表現力及びコミュニ
ケーション能力の育成を図り
ます。また、GIGAスクール構
想の実現によるICTを活用し
た情報教育の推進を図りま
す。

288,613

放課後子ども教室推進事業

小学校施設を活用し、放課後
に子どもたちの安全かつ安心
な居場所を確保し、地域の
方々の協力を得て、様々な体
験、交流、学習等の活動を通
し、地域社会の中で心豊かで
健やかに育まれる環境づくり
を推進します。

14,856 14,856 14,856 社会教育課

　　　　事業名称等
　　　（予算事業名）
※事業名称等と予算事業名が
同じ場合は単一名称となってい
ます。

事業概要 令和3年度 令和4年度 令和5年度 所管部署

国際化・情報化教育推進事
業

268,553 213,905 学校教育課

小学校大規模改造事業

老朽化した学校施設につい
て、内外装・設備の改修及び
新しい教育内容に適した改造
等を行うことにより、安全で快
適な学校施設環境整備を図り
ます。また、学校施設の地域
開放を推進するために必要な
整備を行います。西、さぎの
森、鶴ヶ丘小学校について計
画的に進めます。

655,254 590,604 179,335 教育総務課

中学校大規模改造事業

老朽化した学校施設につい
て、内外装・設備の改修及び
新しい教育内容に適した改造
等を行うことにより、安全で快
適な学校施設環境整備を図り
ます。また、学校施設の地域
開放を推進するために必要な
整備を行います。
今後、大井東中学校について
計画的に進めます。

― 33,561 484,111 教育総務課

 17



重点戦略別事業

【重点戦略４】　にぎわいや美しさの中にも強さのあるまちをつくる

前期重点プロジェクト５　　強靭なまちづくりプロジェクト

○　プロジェクトのねらい

　

　

　

　　

　

　　

○　重点的な取組

～災害対策の強化～

・浄水場配水池の耐震補強や老朽管（石綿管）の更新により水道施設の強靭化を図ります

・雨水浸透・貯留施設の設置及び維持管理により浸水被害への対策を強化します

・自主防災組織を確立し、地域防災力を向上します　

・自助・共助・公助の３層の実践的な防災訓練を実施します

・防災施設・資機材・災害備蓄品を充実します

・地域防災拠点の機能を充実します

　首都直下地震の懸念や気候変動に起因する局地的豪雨など、近年大
規模化する自然災害に備えるため、ハード、ソフトの両面から災害対
策を強化することで、市民が安心して暮らせる環境をつくります。
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前期重点プロジェクト5　　強靭なまちづくりプロジェクト

No.

34

35

36

37

38

39

40

（単位：千円）

危機管理防災課

防災訓練事業

市内全20箇所で避難所を開
設する防災訓練を実施し、市
民一人ひとりが災害について
考える機会をつくるとともに、
市と市民の防災対策の強化を
図ります。

618 472 472

22,852

危機管理防災課

　　　　事業名称等
　　　（予算事業名）
※事業名称等と予算事業名が
同じ場合は単一名称となってい
ます。

事業概要 令和3年度 令和4年度 令和5年度 所管部署

29,912 危機管理防災課

下水道施設管理・整備事業
（雨水）
【下水道企業会計】

雨水浸水の被害軽減を図るた
め調整池・排水ポンプ場等の
整備を推進します。
併せて、公共下水道（雨水）の
機能を維持していくため計画
的な維持管理（清掃・点検等）
を実施します。

79,369 320,100

災害対策事業

地域防災計画に基づき、災害
に係る予防対策、応急対策及
び復旧復興対策の充実を図
るとともに、地域の要となる自
主防災組織等に対して、活動
支援や補助等を実施し、地域
防災力の向上を目指します。

41,313 30,971

雨水関連事業

雨水浸水の被害軽減を図るた
め雨水浸透施設等の整備を
推進します。
併せて、雨水浸透施設の機能
を維持していくため計画的な
維持管理（清掃・点検等）を実
施します。

防災設備・施設管理運営事
業

防災設備及び防災行政無線
設備の維持管理や防災資機
材の計画的な備蓄を行い、市
の防災力の強化を図ります。

48,850 33,432

浄水施設管理・改修事業
【水道企業会計】

上下水道課

水道管路施設管理・更新事
業
【水道企業会計】

安全で安心な水道水を安定的
に供給するため、老朽管（石
綿セメント管）を耐久性の優れ
た管種に計画的かつ効果的
に更新します。

312,697 269,522 上下水道課

災害時にも機能が保持できる
よう福岡浄水場第1配水池の
耐震補強を実施し、市民に安
全な水道水の安定供給をしま
す。

18,370 225,650 225,650 上下水道課

420,100 上下水道課

311,201

32,730 393,718 24,530
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重点戦略別事業

【重点戦略４】　にぎわいや美しさの中にも強さのあるまちをつくる

前期重点プロジェクト６　　美しくにぎわいのあるまちづくりプロジェクト

○　プロジェクトのねらい

　

　

　

　　

　

　　

○　重点的な取組

～地域経済の活性化～

・『「福」バル』などの開催により地元商店街を活性化します

～良好な住環境の創出～

・道路や公園のユニバーサルデザイン化を推進します

・地区計画などによる秩序あるまちづくりを推進します

・自然環境の計画的な保全により緑化を推進し、良好な景観を維持します

・空き家の適正管理を推進し、良好な生活環境を確保します

　「快適」や「ゆとり」を育む緑と調和した良好な住環境を維持し、
魅力的な都市空間を創出します。また、商業をはじめとした地域経済
の活性化を推進し、地域のにぎわいを創出します。

・「軽トラ市」や「ふじみ野マルシェ」、「上福岡七夕まつり」や「おおい祭り」などの
　開催により地域のにぎわいを創出します
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前期重点プロジェクト６　　美しくにぎわいのあるまちづくりプロジェクト

～地域経済の活性化～

No.

41

42

43

44

45

産業まつりの開催
（商工業振興事業）

産業まつりの開催により、市
民と商工業者・農業者の貴重
なふれあいの場を提供し、市
内でのより一層の地域経済の
好循環を創ります。

2,967

事業概要 令和3年度

33,423

令和4年度 令和5年度 所管部署

（単位：千円）

2,967 2,967

　　　　事業名称等
　　　（予算事業名）
※事業名称等と予算事業名が
同じ場合は単一名称となってい
ます。

33,062

産業振興課

協働推進課

商工会や民間事業者との連
携により、既存事業所に対す
る支援を充実させるとともに、
新規商工業者の取組を支援
し、地域全体の商工業の振興
を図ります。

商工業の振興
（商工業振興事業）

32,963 産業振興課

おおい祭り事業

市民による実行委員会を組織
し、多くの市民の参加と協力
の下で開催することにより、郷
土愛を育むふるさとの祭りとし
て発展させ、祭りを通じて生ま
れる交流をまちの活性化につ
なげていきます。

軽トラ市の開催
（農政推進事業）

6,500

農産物を生産者が軽トラック
の荷台で直接販売することで
消費者、生産者、商工業者の
交流を深めるとともに地域の
活性化及び地産地消を推進し
ます。

121 121 121 産業振興課

6,500 5,800

産業振興課
上福岡七夕まつりの開催
（観光事業）

ふるさとのお祭りとして、子ど
もたちの心にいつまでもなつ
かしい思い出となるように、ま
た、市民の心ふれあうまちとし
ていくため、多くの市民の参加
を図りつつ、観光客の誘致に
務め地元産業と観光の振興
に寄与する祭典として開催し
ます。

14,790 14,000 14,000
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～良好な住環境の創出～

No.

46

47

48

49

50

（単位：千円）

安全安心で市民の憩いの場と
して集える公園等を提供して
いくため、公園等の維持管理
や老朽化した公園等の再整
備を行います。

275,418 233,008 223,887 公園緑地課

まちづくり推進事業

市内16地区（257.3ha）の地区
計画の区域において、ゆとり
ある良好な環境の創出及び保
全を推進します。

4,821 3,221 3,221 都市計画課

公園緑地課

　　　　事業名称等
　　　（予算事業名）
※事業名称等と予算事業名が
同じ場合は単一名称となってい
ます。

事業概要 令和3年度 令和4年度 令和5年度 所管部署

緑化推進事業

ふじみ野市みどりの条例に基
づき、市街地の中に残された
屋敷林や一団の雑木林、貴重
な樹木を計画的に保護・維持
するために、緑地保護地区や
保存樹木の指定を行い、管理
協定の締結を進めます。

1,759

公園緑地管理事業

1,306 1,290

道路舗装補修事業

破損及び老朽化の著しい道
路・水路・橋梁等の修繕・補修
工事を実施します。また、バリ
アフリー対策として、街路樹の
根による歩道舗装隆起部分の
補修を実施します。

174,441 191,132 174,573 道路課

空家対策事業

市内における空家等の調査
や、関係条例の制定、総合的
な対策計画の策定などの
様々な取組により、所有者に
対し、空家等の発生予防や空
家等の適正管理及び活用促
進を図ります。

1,167 3,117 1,117 建築課
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※重点プロジェクトと重複する場合は除いています。ただし、重点プロジェクト
　 の一部を主要事業として位置付けする場合は、主要事業に記載しています。

４　主　要　事　業
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分野別主要事業

分野１　暮らしと地域コミュニティ ～人がつながるまち～

　

　

　

　　

　

　　

施策１　協働 -市民が主役の地域の輪づくりを推進します-

施策４　市民窓口サービス -利便性・満足度の高い窓口サービスを提供します-

　市民一人ひとりがまちづくりの主体であることを認識し、身近なと
ころから市政に参加することで、協働によるまちづくりを目指しま
す。
　声掛けや助け合いなど、周りを気遣う思いやりにあふれた地域コ
ミュニティを形成するとともに、人権尊重を基盤とした男女共同参画
や多文化共生を推進し、誰もが暮らしやすいまちづくりを目指しま
す。

施策２　人権尊重 -人権意識の向上を目指します-

施策３　市民総合相談 -市民総合相談の充実・消費者の被害防止と救済を支援します-

25 



施策１　協働 -市民が主役の地域の輪づくりを推進します-

1

2

3

4

施策２　人権尊重 -人権意識の向上を目指します-

No.

5

6

7

協働推進課

（単位：千円）

令和5年度

外国籍市民生活相談業務
（国際化推進事業）

外国籍市民が抱える日常生
活等に係る諸問題について
相談に応じ、適切な指導と助
言を行う外国籍市民生活相
談業務を実施します。

老朽化した空調設備につい
て更新を行います。

人権推進事業

1,498

事業名称等
（予算事業名）

1,011

社会教育課

1,498

16,095 ― ―

2,727 2,727
協働推進課
※重点プロジェク
ト該当事業

所管部署※事業名称等と予算事業名が
   同じ場合は単一名称となって
   います。

1,7541,540

持続可能で発展的なふじみ
野市とするためには、行政
パートナーの存在が必要不
可欠であることから、市はも
ちろんのこと、市民自らも地
域の課題について考え、解
決策を検討・提案し、自ら実
行していく機会として、市報
の裏表紙を活用した「市の魅
力」を発信していく取組を進
めます。

1,000

No. 事業概要 令和3年度

事業概要 令和3年度 令和4年度 所管部署

｢オールふじみ野｣未来政
策会議
（政策推進事務）

1,000

事業名称等
（予算事業名）

協働推進課
※重点プロジェク
ト該当事業

177

（単位：千円）

1,498 協働推進課

人権問題の教育・啓発活動
の充実を図るため、各種講
座や講演会を開催します。

コスモスホール空調機等更
新
（コスモスホール管理運営
事業）

集会施設の在り方の検討
（自治組織活動等支援事
業）

自治組織の活動拠点である
集会施設の管理・運営方法
等について、審議会で検討
します。

177

1,540

1,000 経営戦略室

同和問題をはじめあらゆる
人権問題の解決のために、
研修会や新たに制定された
部落差別解消推進法等の法
の周知など、啓発事業を行
います。

1,210 市民総合相談室

令和4年度 令和5年度

177

1,212

人権教育推進事業
（人権教育・平和推進事
業）

自治組織への加入促進
（自治組織活動等支援事
業）

自治組織への加入促進を図
るため、加入促進事業に対
して補助を行います。

2,687
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施策３　市民総合相談 -市民総合相談の充実・消費者の被害防止と救済を支援します-

No.

8

施策４　市民窓口サービス -利便性・満足度の高い窓口サービスを提供します-

No.

9

（単位：千円）

所管部署令和3年度 令和4年度

（単位：千円）

事業名称等
（予算事業名）

事業概要 令和3年度 令和4年度 令和5年度 所管部署

事業概要 令和5年度
事業名称等

（予算事業名）

10,620 市民総合相談室

6,562 7,044

法的な手続きをはじめとし
て、夫婦・親子など家庭内の
トラブル、日常生活の様々な
悩みごと、ＤＶ、生活困窮な
ど福祉的な支援を必要とす
る相談を含めた総合相談窓
口として、弁護士、司法書
士、行政書士などの専門家
による相談窓口を開設し、市
民サービスの向上を図りま
す。

市民総合相談事業
（市民相談事業）

コンビニ交付サービス事業
（住民情報系システム運用
事務）
（市民税賦課事務）
（市民窓口事務(本庁)）

マイナンバーカードを利用し
て、住民票の写しや各種証
明書などをコンビニで取得で
きるサービスを開始します。

10,57810,588

7,085
情報・統計課
税務課
市民課
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分野別主要事業

分野２　生きがい・文化・スポーツ ～うるおいのある豊かなまち～

　市民や地域団体の自主性・創造性を尊重した文化活動やスポーツ活動を
推進することで、うるおいのある豊かな生活を営めるまちづくりを目指し
ます。
　誰もが自ら学ぶ機会を通じ、生涯にわたり生きがいをもって暮らせるま
ちづくりを目指します。

施策６　文化 -魅力の発信と人々の交流を通し、未来につながる文化を創造するまちを
　　　　  目指します-

施策５　生きがい -市民のみんなで学ぶ、地域で学ぶを推進します-

施策７　スポーツ -スポーツを通して市民が元気にいきいきと暮らすことのできるまちを
           目指します-
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10

No.

11

12

13

14

15

生きがい学習推進計画策
定事業
（生きがい推進事業）

文化芸術コーディネーター
の育成
（文化振興事業）

アートフェスタ事業
（文化振興事業）

市民やアーティストの文化芸
術活動の活性化を目的に、
市内芸術家団体、包括連携
協定締結団体等と連携し、
新たな文化芸術を創造する
機会の充実を図ります。

令和3年度 令和4年度 令和5年度

第２期文化振興計画策定
事業
（文化振興事業）

平成30年度を初年度とした
生きがい学習推進計画（6年
間）は令和5年度が最終年度
となるため、令和4年度から2
か年を使い新計画の策定を
します。

― 2,000 2,000

文化振興に関する施策を総
合的かつ計画的に進めるた
め、第１期計画を見直し、第
２期文化振興計画を策定し
ます。

110

2,000 3,000 ―

所管部署

文化・スポーツ振
興課
※重点プロジェク
ト該当事業

所管部署

520

200 200

1,500

協働推進課

施策５　生きがい -市民のみんなで学ぶ、地域で学ぶを推進します-
（単位：千円）

No.

事業名称等
（予算事業名）

事業概要

110

※事業名称等と予算事業名が
   同じ場合は単一名称となって
   います。

110

文化・スポーツ振
興課
※重点プロジェク
ト該当事業

市民と文化芸術をつなぐ
「アートコーディネーター」に
より、文化・芸術を担う人材
の発見、育成を進めます。

ステラ・イースト魅力発信事
業
（文化振興事業）

ステラ・イーストを「Fujimino
魅力発信拠点」とするため、
ふじみ野市の地域資源を活
用した文化講座を開催しま
す。

子どもや高齢者、障がいの
ある方などの文化芸術に触
れる機会の充実を目的に、
市内芸術家を小学校、福祉
施設等へ派遣し、体験できる
プログラムを実施することで
豊かな心と情操の育成を図
ります。

令和3年度

200

施策６　文化 -魅力の発信と人々の交流を通し、未来につながる文化を創造するまちを
         目指します- （単位：千円）

アウトリーチ事業
（文化振興事業）

事業名称等
（予算事業名）

事業概要

文化・スポーツ振
興課
※重点プロジェク
ト該当事業

令和4年度 令和5年度

1,500

文化・スポーツ振
興課
※重点プロジェク
ト該当事業

1,500

文化・スポーツ振
興課
※重点プロジェク
ト該当事業

520 520
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No.

16

17

18

No.

19

20

21

令和3年度

スポーツフェスティバル事
業
（スポーツ大会事業）

今まで東地域と西地域で
別々に実施していた事業を４
年に１度ふじみ野市全体で
実施することで、他地域との
コミュニケーションの場を増
やし、地域の活性化を図りま
す。

― ―

文化・スポーツ振
興課
※重点プロジェク
ト該当事業

3,351

第２期スポーツ推進計画策
定事業
（スポーツ推進事業）

スポーツ施設のリニューアル
によりスポーツを取り巻く環
境が変化したことを踏まえ、
令和３年度から２か年をかけ
て計画を策定します。

2,000 3,000 ―

文化・スポーツ振
興課
※重点プロジェク
ト該当事業

7,791

（単位：千円）

事業名称等
（予算事業名）

事業概要 令和3年度 令和4年度 令和5年度

660

文化・スポーツ振
興課
※重点プロジェク
ト該当事業

文化・スポーツ振
興課
※重点プロジェク
ト該当事業

2,200 2,200 2,200

文化・スポーツ振
興課
※重点プロジェク
ト該当事業

3,340

アート系ワークショップ事業
（文化振興事業）

所管部署

施策７　スポーツ -スポーツを通して市民が元気にいきいきと暮らすことのできるまちを
        目指します-

機能向上を行ったステラ・
イーストの諸室において、市
内事業者等と連携し、活用
方法も含めたアート事業を
開催します。

660 660

東京2020オリンピック・パラリ
ンピック大会や聖火リレーに
合わせ、オリンピック・パラリ
ンピックの普及啓発やス
ポーツ推進を図り、市民がス
ポーツを身近に感じ、実際に
運動を始めることで体の健
康を維持し、オリンピアンを
応援することで心の健康づく
りも図ります。

5,070

所管部署令和4年度 令和5年度
事業名称等

（予算事業名）

ステラ・イーストホール棟事
業
（文化振興事業）

ステラ・イーストホール棟に
おいて、文化芸術事業を開
催します。

事業概要

東京2020オリンピック・パラ
リンピック事業
（スポーツ推進事業）

600 600
文化芸術振興未来応援事
業
（文化振興事業）

ふじみ野市の文化振興に寄
与する市民の自主的な文化
芸術事業に補助を行いま
す。

文化・スポーツ振
興課
※重点プロジェク
ト該当事業

900
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分野別主要事業

施策１３　生活支援 -生活安定の推進を目指します-

分野３　子育て・福祉 ～みんなで支え合う思いやりのあるまち

施策８　  地域福祉 -地域で助け合って暮らせるまちを目指します-

施策９ 　 障がい福祉 -誰もが安心して地域で暮らせる共生社会を目指します-

　家庭・地域・行政が相互に連携、協力することで、子どもを安心し
て産み育てることができる環境づくりを推進し、子どもの笑顔があふ
れるまちづくりを目指します。
　年齢や障がいの有無にかかわらず、誰もが住み慣れた地域でいきい
きと暮らせるまちづくりを目指します。

施策１１  子育て支援 -子育てする喜びであふれる笑顔を増やします-

施策１２　保育 -子育ても仕事もガンバる保護者を応援します-

施策１０　高齢福祉 -高齢者がいきいきと暮らせる地域づくりを進めます-
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施策８　  地域福祉 -地域で助け合って暮らせるまちを目指します-

22

23

24

施策９　  障がい福祉 -誰もが安心して地域で暮らせる共生社会を目指します-

No.

25

26

27

28

29

30

所管部署

126

高齢福祉課

障がい福祉課

福祉課

多様化する福祉ニーズへの
対応とともに、地域共生社会
の理念の実現に向けて、関
係各課、関係機関等と連携
を図りながら、地域福祉計画
を策定します。

― 3,520

地域力の強化推進事業
（福祉総合支援事業）

114 120

基幹相談支援センターの
設置
（障がい者相談支援事業）

3,000

205 障がい福祉課

障がい福祉課

令和3年度

No. 事業概要 令和3年度 令和4年度 令和5年度

（単位：千円）

※事業名称等と予算事業名が
   同じ場合は単一名称となって
   います。

令和4年度

災害時個別支援計画の作
成事業
（障がい者福祉サービス事
務）

訪問看護ステーションや医
療機関等と連携し、医療的
ケアを要する人の災害時個
別支援計画を作成します。

地域における障がい者等の
相談支援の中核的な役割を
担う機関として、基幹相談支
援センターを設置します。

― 3,000

お出かけサポートタクシー
事業
（障がい者地域生活支援事
業）

障がい者に対して、タクシー
の利用料金の一部を助成す
ることにより、外出するため
の交通手段を確保します。

44,296

事業名称等
（予算事業名）

事業概要

障害者差別解消法の啓発
事業
（障がい者地域生活支援事
業）

市民向けにユニバーサルマ
ナー検定を実施し、高齢者
や障がい者への基本的な向
き合い方や声かけ方法を学
んでもらうことにより、障害者
差別解消法の周知・啓発を
図ります。

205

障がいの有無に関わらず、
互いに支え合い、共に生きる
社会の構築を目指し、取り組
むべき障がい者施策の方向
性を定めることを目的とし
て、障がい者基本計画、障
がい福祉計画及び障がい児
福祉計画を策定します。

第３期障がい者プラン策定
事業
（障がい者地域生活支援事
業）

事業名称等
（予算事業名）

人工呼吸器用自家発電機
購入への補助
（障がい者地域生活支援事
業）

2,010 2,010

令和5年度

障がい福祉課2,010

205

（単位：千円）

44,296 障がい福祉課44,296

成年後見センター事業
（成年後見制度利用促進
事業）

認知症、知的障害その他の
精神上の障害があることに
より、財産管理等の日常生
活に支障がある方が、成年
後見制度を的確に利用でき
るよう支援を行います。

19,203 19,203 19,203

16,135
福祉総合支援
チーム

2,970

所管部署

16,135 16,135

第３期地域福祉計画策定
事業
（地域福祉推進事業）

住民に身近な地域で、生活
課題に関する相談を「丸ご
と」受け止める体制を整備
し、地域住民等が主体的に
地域課題を把握し解決を試
みることができる環境づくり
を進めます。

在宅で医療的ケアを必要と
する人が自家発電機を購入
する際に補助を行います。

200 200 200 障がい福祉課
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施策１０　高齢福祉 -高齢者がいきいきと暮らせる地域づくりを進めます-

No.

31

32

33

34

35

36

第９期高齢者保健福祉計
画・介護保険事業計画策
定事業
（高齢者保健福祉計画推
進事業）

高齢者を地域全体で支える
「地域包括ケアシステム」の
構築・推進を目指した事業計
画や介護保険のサービス見
込量等を定め、必要な給付
を行うための計画を策定しま
す。

― 4,294

所管部署令和3年度
事業名称等

（予算事業名）
令和4年度

包括的任意事業（社会保
障充実分）
（在宅医療・介護連携推進事
業、生活支援体制整備事業、
認知症初期集中支援事業、認
知症地域支援・ケア向上事
業）

【介護保険特別会計】

包括的支援事業
【介護保険特別会計】

16,104

住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを最期まで続けるこ
とができるよう、適切な保健・
医療・福祉サービス制度の
利用につなぐ総合相談を地
域包括支援センターで行い
ます。

106,335

お出かけサポートタクシー
事業
（長寿推進事業）

要介護状態となっても住み
慣れた地域で自分らしい暮
らしを最期まで続けることが
できるよう、各事業を実施
し、地域包括ケアシステムの
構築を進めます。

17,681 17,681

大井総合福祉センター空
調更新事業
（大井総合福祉センター管
理運営事業）

大井総合福祉センターの空
調設備について、更新工事
を行います。

295,369 ―

介護予防センター運営事
業
（一般介護予防事業）
【介護保険特別会計】

高齢者に対して、タクシーの
利用料金の一部を助成する
ことにより、外出するための
交通手段を確保します。

事業概要

（単位：千円）

―

令和5年度

3,000 高齢福祉課

高齢福祉課

39,395

16,290

104,488 高齢福祉課

高齢福祉課38,936 39,700

高齢福祉課

高齢福祉課

17,100

17,681

104,157

介護予防の情報提供や普及
啓発、介護予防地域活動の
サポート、多世代地域交流
事業を実施し、介護予防を
推進します。
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施策１１  子育て支援 -子育てする喜びであふれる笑顔を増やします-

No.

37

38

39

40

施策１２　保育 -子育ても仕事もガンバる保護者を応援します-

No.

41

42

43

子育て支援課

こどもがさらに元気で健康に
すごせるまちづくりを進める
よう「こどもにやさしいまちづ
くり条例（仮称）」を策定しま
す。

49

―

2,007

聴覚異常を早期に発見する
ため、新生児に対する聴覚
スクリーニング検査を行いま
す。

250,000

（単位：千円）

令和5年度事業概要 所管部署

2,007 2,007

4,030

―

お出かけサポートタクシー
事業
（子ども・子育て支援対策
事業）

事業名称等
（予算事業名）

令和4年度

事業名称等
（予算事業名）

新生児聴覚スクリーニング
検査事業
（母子保健包括支援事業）

事業概要 令和3年度

令和3年度 令和4年度

4,030

夏休み期間中において、保
護者の負担軽減及び栄養バ
ランスの摂れた給食を提供
することを目的とし、希望者
に対してあおぞら学校給食
センターで調理した給食を提
供します。

放課後児童クラブ給食サー
ビス事業
（放課後児童クラブ管理運
営事業）

妊婦及び乳幼児（小学校就
学前まで）に対して、タクシー
の利用料金の一部を助成す
ることにより、外出するため
の交通手段を確保します。

こどもにやさしいまちづくり
条例（仮称）の策定
（子ども・子育て支援対策
事業）

4,030

206

子育て支援課

霞ケ丘保育所空調更新事
業
（市立保育所管理運営事
業）

老朽化が進んだ霞ケ丘保育
所の空調設備について、更
新を行います。

認可保育園の運営支援
（幼児教育・保育施設運営
支援事業）

保健センター
※重点プロジェク
ト該当事業

4,641 4,641 4,641
子育て支援課
※重点プロジェク
ト該当事業

民間保育園の建設補助
（幼児教育・保育施設運営
支援事業）

―

3,572
保育課
※重点プロジェク
ト該当事業

工事費用は設計結果によ
り、今後計上します。

民間保育園の運営や各種事
業に対する補助により、保育
園の健全運営と質の高い保
育の提供、多様な子育て支
援事業を支えます。

405,917 436,893 436,893
保育課
※重点プロジェク
ト該当事業

所管部署令和5年度

（単位：千円）

保育所整備を支援するととも
に保育の場を拡充し待機児
童の解消を図ります。

保育課
※重点プロジェク
ト該当事業
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施策１３ 生活支援 -生活安定の推進を目指します-

No.

44

45

生活困窮世帯等の中高生等
を対象とし、子どもの学習支
援教室を開催し、学習意欲
や学力の向上を図ります。

17,404 17,404

福祉総合支援
チーム

17,404
福祉総合支援
チーム

39,710 39,499

生活困窮者の自立に向けた
支援を行うとともに、複合的
な課題を抱えている市民を
関係機関と連携して支援し
ます。

事業概要

子どもの学習支援教室の
充実
（福祉総合支援事業）

令和3年度 令和4年度

生活困窮者等の支援
（福祉総合支援事業）

令和5年度 所管部署

（単位：千円）

事業名称等
（予算事業名）

39,711
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分野別主要事業

施策１５　健康づくり -生涯を通じた健康づくりを支援します-

施策１７  介護保険（生活支援） -住み慣れた地域で支え合いながら暮らせるまちを
             目指します-

施策１４　保健･医療体制 -生涯にわたる保健活動の充実と地域医療体制の充実を
             目指します-

施策１８　介護保険（介護給付） -安心して介護が受けられるまちを目指します-

施策１６　医療保険 -国民健康保険・後期高齢者医療制度の安定運営に努めます-

　「元気・健康都市宣言」に則り、市民一人ひとりが自分にあった健康づ
くりへの取組を進めることで、元気・健康による好循環のまちづくりを目
指します。
　社会保険制度の安定した運営を進めることで、誰もが必要な医療や介護
サービスを受けられ、自立した日常生活を営めるまちづくりを目指しま
す。

分野４　健康・保険 ～元気・健康の好循環が生まれるまち～
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46

47

No.

48

49

50

51

No.

事業名称等
（予算事業名）

事業概要 令和3年度 令和4年度 令和5年度 所管部署※事業名称等と予算事業名が
   同じ場合は単一名称となって
   います。

9,101

ふじみ野市元気・健康プラン
に係る市民意識調査を基に
現状把握・分析を行ったうえ
で、令和6～10年度を期間と
する第２期計画を策定しま
す。

― 3,000 4,000
保健センター
※重点プロジェク
ト該当事業

保健センター

健康づくり計画等策定事業
（元気・健康づくり推進事
業）

施策１４　保健･医療体制 -生涯にわたる保健活動の充実と地域医療体制の充実を
            目指します- （単位：千円）

風しん追加対策事業
（予防接種（Ａ類疾病）事
業）

風しんの予防接種を公費で
受ける機会がなかった世代
の男性を対象に抗体検査を
実施し、抗体価が低い場合
は風しん予防接種を行いま
す。

37,516 837 ― 保健センター

オーラルフレイル予防啓発
事業
（歯科口腔保健推進事業）

口腔機能の低下や誤嚥性肺
炎予防についての知識啓発
を図るため、76歳を対象に
オーラルフレイル予防啓発と
受診勧奨パンフレットを送付
します。

243 243 243 保健センター

保健センター

339

令和4年度 令和5年度

特別の理由による予防接
種再接種費用補助事業
（予防接種（Ａ類疾病）事
業）

施策１５  健康づくり -生涯を通じた健康づくりを支援します-

保健センター

事業概要 令和3年度

（単位：千円）

所管部署
事業名称等

（予算事業名）

緑内障検診事業
（成人保健事業）

様々な眼科疾患の早期発
見・早期治療につなげるた
め、46歳、56歳に達する男
女を対象に緑内障検診を行
います。

3,625 3,522 3,522

フレイル予防事業
（成人保健事業）

高齢者特有の健康課題に着
目した栄養指導や日常生活
の相談などの個別支援を行
います。

9,074 9,101

339

骨髄移植手術等により定期
予防接種の再接種が必要な
小児に対して、再接種費用
を助成します。

339
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No.

52

53

No.

再
掲
(34)

再
掲
(35)

再
掲
(36)

高齢福祉課

施策１７  介護保険（生活支援） -住み慣れた地域で支え合いながら暮らせるまちを
            目指します-

介護予防センター運営事
業
（一般介護予防事業）
【介護保険特別会計】

介護予防の情報提供や普及
啓発、介護予防地域活動の
サポート、多世代地域交流
事業を実施し、介護予防を
推進します。

38,936 高齢福祉課

高齢福祉課
包括的支援事業
【介護保険特別会計】

16,104 17,100

住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを最期まで続けるこ
とができるよう、適切な保健・
医療・福祉サービス制度の
利用につなぐ総合相談を地
域包括支援センターで行い
ます。

106,335 104,157 104,488

事業概要 令和3年度 令和4年度 令和5年度

（単位：千円）

事業名称等
（予算事業名）

所管部署

16,290

事業名称等
（予算事業名）

事業概要 令和3年度 令和4年度 令和5年度

施策１６　医療保険 -国民健康保険・後期高齢者医療制度の安定運営に努めます-
（単位：千円）

包括的任意事業（社会保
障充実分）
（在宅医療・介護連携推進
事業、生活支援体制整備
事業、認知症初期集中支
援事業、認知症地域支援・
ケア向上事業）
【介護保険特別会計】

要介護状態となっても住み
慣れた地域で自分らしい暮
らしを最期まで続けることが
できるよう、各事業を実施
し、地域包括ケアシステムの
構築を進めます。

特定健診実施計画等策定
事業
（国保資格等管理事業）
【国民健康保険特別会計】

特定健康診査等実施計画及
び保健事業実施計画（デー
タヘルス計画）が令和5年度
で終了することから、令和6
～11年度を期間とする次期
計画を策定します。

― ― 4,000 保険・年金課

39,39539,700

特定健康診査の無料化
（国保資格等管理事業）
【国民健康保険特別会計】

40歳から74歳の国民健康保
険被保険者が受診する特定
健康診査について、自己負
担を無料化します。

89,559 84,889 80,442 保険・年金課

所管部署
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分野別主要事業

分野５　地球環境・自然環境 ～豊かな水と緑が調和したまち～

　地球環境への負荷が少ない循環型社会の構築を目指します。
　多様で豊かな自然環境を活かして、水と緑が調和した憩いと安らぎ
のあるまちづくりを目指します。

施策１９　地域、自然環境 -快適な生活環境の保全を目指します-

施策２０　循環型社会 -資源循環型社会の構築を一層進めます-
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施策１９　地域、自然環境 -快適な生活環境の保全を目指します-

54

施策２０　循環型社会 -資源循環型社会の構築を一層進めます-

No.

55

56

※事業名称等と予算事業名が
   同じ場合は単一名称となって
   います。

環境課

環境課
粗大ごみ処理手数料納付
券販売事業
（３R推進事業）

排出抑制や費用負担の公平
性を確保することを目的とし
て、令和元年4月から一部の
粗大ごみを有料化しました。
市役所、大井総合支所、コン
ビニエンスストア、スーパー
マーケット等で粗大ごみ処理
手数料納付券の販売を行っ
ています。

1,663 1,791 1,913

―

令和4年度 令和5年度
事業名称等

（予算事業名）

（単位：千円）

事業概要

（単位：千円）

令和3年度

No.

事業名称等
（予算事業名）

事業概要 令和3年度 令和4年度 令和5年度 所管部署

3,000 2,000 ―

ふじみ野市環境基本条例に
基づき、快適で良好な環境
の確保に関する施策を推進
するため、令和5～9年度を
期間とする計画を策定しま
す。

―7,700

第２期環境基本計画策定
事業
（環境基本計画・地球温暖
化対策推進事業）

環境課

廃棄物の処理及び清掃に関
する法律に基づき、生活環
境の保全と公衆衛生の向上
を図り、一般廃棄物の適正
な処理を行うため、第４期
（令和４～８年度）の計画を
策定します。

所管部署

第４期一般廃棄物処理基
本計画策定事業
（３R推進事業）
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分野別主要事業

施策２２　農業 -魅力ある農業の推進を図り、地産地消の拡大を進めます-

施策２４　観光 -誰でもいつでも観光を楽しめる環境づくりを進めます-

施策２１　労働 -雇用の場を創出し、働きやすい環境を構築します-

分野６　産業・経済 ～にぎわいと活力にあふれるまち～

　産業の振興を図ることで、にぎわいのある暮らしやすいまちづくり
を目指すとともに、産業の誘致など市民の雇用の場を創出すること
で、活力にあふれるまちづくりを目指します。
　地域資源を活用し、新たな市の魅力を創出することで、にぎわいの
あるまちづくりを目指します。

施策２３　商工業 -新たな産業の育成と商工業の活性化を進めます-
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57

58

施策２３　商工業 -新たな産業の育成と商工業の活性化を進めます-

No.

59

60

No.

事業名称等
（予算事業名）

事業概要 令和3年度 令和4年度 令和5年度 所管部署※事業名称等と予算事業名が
   同じ場合は単一名称となって
   います。

施策２２　農業 -魅力ある農業の推進を図り、地産地消の拡大を進めます-

企業誘致を促進することによ
り、地域経済の活性化及び
雇用の促進・安定の実現化
を目指します。

令和5年度

1,394 産業振興課

事業名称等
（予算事業名）

農業入門塾事業
（農政推進事業）

2,900

1,394

事業概要 令和3年度

2,900372,088

農地利用最適化交付金事
業
（農業委員会運営事務）

1,394

農業委員会

（単位：千円）

5,744

産業振興課

令和4年度

農地利用最適化の推進を図
るため、農業委員と農地利
用最適化推進委員の活動を
拡大します。

所管部署

（単位：千円）

6,764 6,764

商店街街路灯LED交換の
補助
（商工業振興事業）

各商店街に設置している街
路灯のＬＥＤの交換を行い、
商店街の環境整備を図りま
す。

企業誘致推進事業
(企業誘致推進事業）
（雨水関連事業）

産業振興課
上下水道課

地域コミュニティの活性化、
農業に対する意識の高揚及
び新規就農等のきっかけ作
りのため、農業入門塾（栽培
指導付き市民農園）を開設し
ます。

138 138 138
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分野別主要事業

施策３１　住宅 -市民や事業者の協力により、良好な住環境を整備します-

施策３２　水道 -安全な水道水を安定供給します-

分野７　都市整備 ～快適で便利なまち～

施策２９　都市計画 -快適で便利なまちづくりを進めます-

施策３０　公園・緑地 -公園を増やし、緑地の保全に努めます-

施策２７　公共交通 -安全で便利な公共交通ネットワークづくりを進めます-

施策２５　道路 -安全に機能する道路交通体系の充実を図ります-

施策２６　交通安全 -交通事故のない、安全なまちを目指します-

　駅を中心に、道路や公共交通など、より一層利用しやすくすること
で利便性の向上を図るとともに、上・下水道の整備と適切な維持によ
り快適なまちづくりを目指します。
　公園などの整備を含め景観資源を大切にしたうるおいと美しさのあ
るまちづくりを目指します。

施策３３　下水道 -浸水被害を防止し、環境整備のため生活排水処理を進めます-

施策２８　河川 -安全で快適な水辺環境を保全します-
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61

施策２６　交通安全 -交通事故のない、安全なまちを目指します-

No.

62

No.

63

施策２９　都市計画 -快適で便利なまちづくりを進めます-

No.

64

再
掲
(60)

※事業名称等と予算事業名が
   同じ場合は単一名称となって
   います。

令和5年度

上福岡駅東口駅前広場整
備事業

18,036 18,036 道路課

（単位：千円）

2,900

令和4年度

施策２５　道路 -安全に機能する道路交通体系の充実を図ります-

No.

事業名称等
（予算事業名）

事業概要 令和3年度 令和4年度

217,000 ― 都市計画課上沢勝瀬通り線整備事業

ふじみ野駅へのアクセス性
向上、通学路の安全確保を
図るため、苗間地内の都市
計画道路上沢勝瀬通り線の
整備を進めます。

産業振興課
上下水道課

公共交通空白・不便地域の
解消、高齢者などの移動手
段の確保を図るため、定時
定路線型乗合ワゴンを運行
します。

368,605

令和4年度

（単位：千円）施策２７　公共交通 -安全で便利な公共交通ネットワークづくりを進めます-

令和3年度

現在市で管理している道路
照明灯、防犯灯などについ
て、ＬＥＤ化が完了しており、
リース契約により維持管理を
行います。

18,036

令和5年度事業概要

令和5年度

道路照明灯等LED化推進
事業
（交通安全推進事業）

事業概要

市内循環ワゴンの運行
（交通政策推進事業）

59,080 61,638 64,518 都市計画課

（単位：千円）

令和5年度 所管部署

所管部署令和4年度
事業名称等

（予算事業名）

事業名称等
（予算事業名）

（単位：千円）

所管部署

所管部署事業概要

令和3年度

316 316
暫定整備となっている上福
岡駅東口駅前広場の整備を
進めます。

事業名称等
（予算事業名）

372,088

令和3年度

55,963

企業誘致推進事業
(企業誘致推進事業）
（雨水関連事業）

企業誘致を促進することによ
り、地域経済の活性化及び
雇用の促進・安定の実現化
を目指します。

2,900

都市計画課
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No.

65

66

67

No.

68

No.

69

施策３３　下水道 -浸水被害を防止し、環境整備のため生活排水処理を進めます-

No.

70

公園緑地課
※重点プロジェク
ト該当事業

―

令和4年度 令和5年度

大井弁天の森用地取得事
業
（公園緑地管理事業）

市街地にある貴重な緑を将
来にわたり保全するため、大
井弁天の森の用地を計画的
に取得します。

公園のリニューアルを図るた
め、古くなった公園の遊具・
施設などの改修、更新等を
行います。

30,000 30,000

令和4年度 所管部署

（単位：千円）

公園緑地課
※重点プロジェク
ト該当事業

（単位：千円）

―

令和5年度 所管部署事業概要

30,000

（単位：千円）

市内公園更新整備事業
（公園緑地管理事業）

令和3年度
事業名称等

（予算事業名）
事業概要

上下水道課

事業名称等
（予算事業名）

事業概要 令和3年度

水源改修事業
【水道企業会計】

災害等に備え、安全で安心
な水道水を安定的に供給し
ていくため、市内に安定した
水源を確保していきます。

5,000

令和3年度 令和4年度

― 上下水道課

施策３０　公園・緑地 -公園を増やし、緑地の保全に努めます-

緑の基本計画時点修正事
業
（公園緑地管理事業）

平成24年度に策定した緑の
基本計画について、現状と
適合するように時点修正を
行います。

― 8,000

令和5年度

公園緑地課
※重点プロジェク
ト該当事業

施策３１　住宅 -市民や事業者の協力により、良好な住環境を整備します-

令和4年度 令和5年度 所管部署

下水道施設において、施設
の長寿命化、改築費用の平
準化及びライフサイクルコス
トの最適化を図ることを目的
とした点検調査及び改築修
繕を進めます。

（単位：千円）

事業名称等
（予算事業名）

事業概要 令和3年度

事業名称等
（予算事業名）

22,000

21,975 21,125

所管部署

40,133 42,485

38,225

公共下水道ストックマネジ
メント計画策定事業
【下水道企業会計】

施策３２　水道 -安全な水道水を安定供給します-

―
建築課
※重点プロジェク
ト該当事業

空家等対策計画策定事業
（空家対策事業）

空家等に関する問題につい
て本市の基本的な考え方を
明確にし、その方策を体系
化することにより、空家等に
関する施策を総合的かつ計
画的に推進するための第２
期計画を策定します。

― 2,000
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分野別主要事業

施策３４　防災 -危機管理体制の整備と災害に強いまちづくりを進めます-

施策３５　防犯 -防犯体制を強化し、犯罪のないまちづくりを目指します-

分野８　防災・防犯 ～災害に強く犯罪のないまち～

　地震や水害などの災害対策を進め、災害に強いまちづくりを目指し
ます。
　市民と行政が連携し、防犯対策を強化することで、犯罪のないまち
づくりを目指します。
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71

72

73

74

75

5,700

6,468 ―

―

― 上下水道課

―

危機管理防災課
※重点プロジェク
ト該当事業

防災倉庫の更新及び防災
設備の充実事業
（防災設備・施設管理運営
事業）

地域防災拠点に設置してい
る防災倉庫を計画的に更新
し、防災設備の充実強化を
図ります。

21,945

危機管理防災課
※重点プロジェク
ト該当事業

外国籍市民の防災意識向上
及び自助支援の観点から、
外国語に対応したハザード
マップを作成します。

防災資機材等整備支援事
業
（災害対策事業）

地域防災の要となる自主防
災組織の防災資機材整備に
係る費用を助成することによ
り、災害に係る予防対策、応
急対策及び復旧復興対策の
充実を図ります。

5,700 5,700

※事業名称等と予算事業名が
   同じ場合は単一名称となって
   います。

14,003

―

施策３４　防災 -危機管理体制の整備と災害に強いまちづくりを進めます-

No.

事業名称等
（予算事業名）

（単位：千円）

外国語版ハザードマップ作
成事業
（災害対策事業）

亀久保三丁目雨水対策事
業
（排水施設事業）

所管部署

旧砂川堀改修事業
（排水施設事業）

苗間地区の雨水対策の一貫
として、改修延長を増やし、
整備期間の短縮により早期
完成を図ります。

9,900 4,653

ゲリラ豪雨等による道路冠
水被害の軽減を図るため、
一般下水道管を布設しま
す。

上下水道課

3,135
危機管理防災課
※重点プロジェク
ト該当事業

6,963

事業概要 令和3年度 令和4年度 令和5年度
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分野別主要事業

分野９　教育 ～地域の絆で育む学びのまち～

施策３７　小中学校 -確かな学力と自立する力を育成します-

施策３８　社会教育 -温もりある人と地域を育む学びを推進します-

施策３９　文化財・郷土資料 -歴史文化の継承と文化財の活用を進めます-

　学校と地域が連携して教育環境の向上に努めることで、次世代を地
域が育むまちづくりを目指すとともに、質の高い教育環境を充実させ
ることで学力の向上を目指します。
　これまでの歴史を大切にするとともに、誰もがいつでもどこでも学
ぶことができる環境を整備することで、成長ができる学びのまちづく
りを目指します。

施策３６　教育環境 -絆を深め、地域社会との協働による「共育」を推進します-
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76

施策３７　小中学校 -確かな学力と自立する力を育成します-

No.

77

No.

78

79

No.

事業名称等
（予算事業名）

事業概要 令和3年度 令和4年度 令和5年度 所管部署

事業名称等
（予算事業名）

事業概要

教育総務課
修学資金利子補給事業
（修学資金利子補給金交
付事業）

※事業名称等と予算事業名が
   同じ場合は単一名称となって
   います。

令和3年度 令和4年度

学校教育課
学び育ちサポーター事業
（教育支援事業）

（単位：千円）

各校２名ずつ配置された学
び育ちサポーターが発達に
課題のある児童生徒や学校
生活にうまく適応できない児
童生徒への生活面及び学習
面の支援や補助を行いま
す。また、教職員との連携に
より、いじめの防止、解決に
向けた児童生徒への支援・
援助も行います。

79,301 79,301 79,301

令和5年度

修学の意欲を有する方が、
金融機関から教育資金の融
資を受け返済したときに、市
が利子補給することにより、
経済的負担を軽減し、教育
を受ける機会の均等に寄与
します。

630

図書館指定管理事業
（図書館管理運営事業）

豊かな市民生活の実現に寄
与し、身近で愛される図書館
としてのサービスを効果的に
達成するため、 上福岡図書
館、大井図書館及び西公民
館図書室を指定管理者制度
により管理運営します。

278,340 279,781 403,552

図書館サービス計画・子ど
も読書活動推進計画策定
事業
（図書館管理運営事業）

― 社会教育課― 2,000

　「第三次ふじみ野市子ども
読書活動推進計画」及び「第
三次ふじみ野市立図書館
サービス計画」が令和４年度
に計画期間が終了すること
に伴い、両計画を統合した
計画を策定します。

事業名称等
（予算事業名）

事業概要 令和3年度 令和4年度 令和5年度 所管部署

所管部署

（単位：千円）

施策３６　教育環境 -絆を深め、地域社会との協働による「共育」を推進します- （単位：千円）

社会教育課

施策３８　社会教育 -温もりある人と地域を育む学びを推進します-

730 730
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分野別計画を支える取組

80

81

82

83

各施策共通経費

No.

84

各事業の記載事項説明

No.

事業名称等
（予算事業名）

事業概要 令和3年度 令和4年度 令和5年度 所管部署※事業名称等と予算事業名が
   同じ場合は単一名称となって
   います。

人事課

令和5年度令和3年度 令和4年度
事業名称等

（予算事業名）
所管部署事業概要

◎　各年度の事業費の金額は、令和３年度については
実施計画策定段階における予算見込額、令和４、５年
度については予定額であり、確定した予算額ではあり
ません。

職員人件費
（一般会計・特別会計・企
業会計）

5,287,494 5,212,955

高いコスト意識をもち、何事
にも迅速・積極的に行動する
職員を育成し、適正な人件
費の支出を行います。

5,187,453

2,144 収税課

タウンミーティング事業
（広聴事業）

市民の皆さんの声をお聴き
し政策に反映させるほか、市
民の皆さんへの情報発信の
場としてタウンミーティングを
実施します。

123 123 123 広報広聴課

将来構想 from 2018 to
2030の後期基本計画策定
事業
（最上位計画策定事業）

将来構想の前期基本計画が
令和5年度で終了することか
ら、令和6～12年度までを期
間とする後期基本計画を策
定します。

― 2,000 5,000 経営戦略室

（単位：千円）

（単位：千円）

特別債権徴収対策事務

滞納している市税等及び税
外債権のうち特に徴収困難
な案件について、公売、訴訟
等の手続きを活用して債権
の回収を図り、市債権の適
正管理を推進します。

2,144 2,144

第３庁舎（仮称）整備事業
（庁舎管理事務（本庁））

社会福祉協議会の事務ス
ペースを拡充し、地域の福
祉ニーズに対応すること及
び市民団体等の事務室を集
約することで、市民活動の活
性化を図るため、第３庁舎
（仮称）を整備します。

350,435 58,236 ― 資産管理課
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5 財源対策実施項目 

(１) 歳入確保に対する取組 

ア 未利用地の有効活用を図るとともに、利用目的のない土地の売却等を行う。 

イ 課税客体の適正な把握に努めるとともに、収納率の向上を図る。 

(ア) 市民税、固定資産税等各税目で、現況調査の徹底や申告促進など、課税客体の適

正な把握に努める。 

(イ) 収納率の目標 

市民税、固定資産税等の市税の収納率 97.3％※（令和元年度決算 97.94％） 

  ※この収納率は将来構想 from 2018 to 2030 で令和５年度までの目標として定める値

である。なお、今後も令和元年度決算以上の収納率の向上を図る。 

ウ 受益者負担の適正化を図る。 

エ 企業誘致など財政安定化方策等を検討し実施する。 

ふじみ野市将来構想 from 2018 to 2030 に定める土地利用構想に沿った工場立

地等の推進、先端的企業の誘致、起業の支援・促進等を積極的に行い、将来的な財政

安定化に向けた産業構造の構築を目指すとともに雇用の促進を図る。 

オ 安定した定住人口を確保する。 

子育て支援策を充実し、ファミリー層の転入による定住人口を確保することで財政

基盤を強固なものとし、地域産業の活性化を図る。 

             (２) 歳出削減に対する取組 

ア 行政評価（外部評価）の実施 

成熟度を増した内部行政評価の取り組みとともに、外部評価委員会での議論等、第

三者による事業評価（施策評価）を実施することにより、既存事業の妥当性・効率性

に着目した更なる見直しを行う。 

イ 市民満足度の高いサービスの確立 

民間並みのコストパフォーマンスを追求し、職員一人ひとりが経営感覚を身に付け

ることにより、最少の経費で最大の効果を上げる市民満足度の高いサービスを確立す

る。 

ウ 民間活力の積極的導入 

既に 5７施設において指定管理者制度による管理運営等を行っているところである

が、更に積極的な同制度の導入を推進する。併せて、今後における新規事業について

は、公民連携の仕組みを効果的に活用し、行財政改革効果を生み出す。 

エ 公共施設の適正配置 

    多様化する市民ニーズを把握し、施設の多機能化、複合化を図るなど社会環境の変

化に応じた施設の適正配置を進める。 

オ 定員管理の適正化 

何事にも迅速・積極的に行動する職員の育成に力点を置くことにより、人件費の適

正化を目指す。 
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