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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、ふじみ野市総合振興計画において定めた将来都市像「自

信と誇り そして愛着のあるまち ふじみ野」の実現に向けた施策の

大綱に基づく、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、本実施計画（平成 28 年度～30 年度）については、ふじみ

野市総合振興計画後期基本計画（平成 25 年度～29 年度）に沿って

掲載します。 

 

(２) 計画期間 

平成 28 年度～平成 30 年度（３年間） 

 

(３) 実施計画策定の目的及び方針 

合併に伴う財政支援措置にも限りがあることに留意し、すべての市

民が『合併して良かった』と実感でき、『あったかいふじみ野市』へ

向けたまちづくりを進めるためには、持続可能な健全財政を第一義と

捉え、真に取り組むべき事業を整理し（選択と集中）、将来の厳しい
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時代に耐え得る基盤を整備することが重要となっています。 

 これを踏まえ、総合振興計画に掲げた目標の達成と新たな行政需要

に対し、的確に対応することを目的として、真に実施が必要と思われ

る事業を総合振興計画後期基本計画の政策ごとに絞り込み「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。 

 

(４) 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、新たに 3 か年主要事業と

して位置付け、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り組みを進める事業。 



２　平成28年度～30年度財政計画見込（一般会計）

（単位：千円）

平成28年度 平成29年度 平成30年度

15,672,144 15,765,807 15,684,473

1,938,000 2,238,000 2,231,000

3,800,000 3,700,000 3,650,000

12,000 12,000 12,000

2,251,450 1,043,009 1,041,404

253,626 253,597 253,627

8,539,343 7,532,096 7,702,129

563,221 344,991 346,538

1,718,102 1,958,506 2,087,401

5,708,300 3,311,400 2,424,400

40,456,186 36,159,406 35,432,972

(２) 歳出の状況（施策大綱別） （単位：千円）

平成28年度 平成29年度 平成30年度

1,811,214 1,398,667 1,417,858

16,095,993 16,335,056 16,829,622

4,408,576 3,743,341 3,826,719

2,009,087 2,227,014 1,873,314

6,046,080 2,882,283 2,363,504

2,526,077 2,350,344 1,873,675

7,559,159 7,222,701 7,248,280

40,456,186 36,159,406 35,432,972

※人件費、第２庁舎改修事業費、臨時財政対策債など、全施策に対し横断的に関
連する経費の合計となっています。

大綱Ⅲ　夢のある心豊かな学びのまちづくり

大綱Ⅳ　安心して暮らせるふれあい・連携のまちづくり

大綱Ⅴ　環境と共生する活力あふれるまちづくり

大綱Ⅵ　個性輝く快適で魅力あるまちづくり

合計

区分

各施策共通経費（※）

合計

区分

大綱Ⅰ　スリムで効率的な協働のまちづくり

大綱Ⅱ　健やかに暮らせる健康・福祉のまちづくり

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

(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　施策大綱別主要事業計上一覧
（単位：千円）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 3か年計

16,914 8,284 2,284 27,482

  【一般会計】 8,554 4,899 899 14,352

  【一般会計】 8,360 3,385 1,385 13,130

大綱Ⅱ　健やかに暮らせる健康・福祉のまちづくり 1,060,903 905,306 985,422 2,951,631

  【一般会計】 795,030 675,198 714,904 2,185,132

  【一般会計】 138,771 87,762 105,972 332,505

【国民健康保険特別会計】 18,633 18,633 18,633 55,899

【介護保険特別会計】 108,469 123,713 145,913 378,095

大綱Ⅲ　夢のある心豊かな学びのまちづくり 1,323,572 592,073 607,919 2,523,564

政策7 次代を担う子どもたちが健やかに育つまち(学校教育)   【一般会計】 1,303,050 578,097 593,943 2,475,090

政策8 ともに学び合い心豊かな人を育むまち(生涯学習)   【一般会計】 20,522 13,976 13,976 48,474

大綱Ⅳ　安心して暮らせるふれあい・連携のまちづくり 97,521 300,668 32,146 430,335

政策9 一人ひとりが輝きふれあえるまち(地域・人権・交流)   【一般会計】 40,074 271,348 2,885 314,307

政策10 安全に暮らせるまち(安全・安心)   【一般会計】 57,447 29,320 29,261 116,028

大綱Ⅴ　環境と共生する活力あふれるまちづくり 3,924,060 596,889 43,750 4,564,699

政策11 次世代の環境を意識したまち(環境)   【一般会計】 3,850,304 565,519 0 4,415,823

政策12 活力があり働きやすいまち(産業)   【一般会計】 73,756 31,370 43,750 148,876

大綱Ⅵ　個性輝く快適で魅力あるまちづくり 1,689,835 1,037,554 978,201 3,705,590

政策13 魅力と暮らしやすさがあふれるまち(都市空間)   【一般会計】 161,397 406,206 362,110 929,713

政策14 誰もが快適で住み続けたくなるまち(生活基盤)   【一般会計】 913,694 415,401 283,122 1,612,217

  【水道企業会計】 259,912 193,497 187,500 640,909

【下水道企業会計】 354,832 22,450 145,469 522,751

8,112,805 3,440,774 2,649,722 14,203,301

各施策共通経費 （単位：千円）

6,206,496 5,625,035 5,556,359 17,387,890

6,206,496 5,625,035 5,556,359 17,387,890

14,319,301 9,065,809 8,206,081 31,591,191合　　　　　　計

政策5 人びとが支え合い誰もが安心して暮らせるまち(地域福
祉、子育て支援、障がい福祉)

まちづくりの方向、視点、施策区分

大綱Ⅰ　スリムで効率的な協働のまちづくり

政策1 市民とともに歩むまち(市民参加・協働)

小　　　　　　計

小　　　　　　計

政策6 誰もが健康でいきいきと暮らすまち(保健・医療、高齢者
福祉、社会保障)

政策2 計画の実現と持続可能な行政経営を進めるまち(計画推
進)

人件費、第２庁舎改修事業

※「広域ごみ処理施設等建設事業」については、大綱Ⅰ（政策２）と大綱Ⅴ（政策１１）で重複掲載していますが、
本計上額一覧では大綱Ⅴ（政策１１）のみでの計上となり、また、「お出かけサポートタクシー事業」についても、大
綱Ⅱ（政策５）と大綱Ⅱ（政策６）で重複掲載していますが、大綱Ⅱ（政策５）のみでの計上となっています。
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※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。

※消費税率については、平成29年度以降10％で計算しています。

（平成28年度～平成30年度）

Ⅳ　主　要　事　業
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大綱別主要事業

大綱Ⅰ　スリムで効率的な協働のまちづくり

　

　

　

　　

　

　　

政策１　市民とともに歩むまち(市民参加・協働)

施策１　市民との協力体制を構築します(市民参加・協働)

政策２　計画の実現と持続可能な行政経営を進めるまち(計画推進)

施策３　効率的で効果的な計画行政を進めます(行政経営)

施策４　自主・自立した持続可能な財政基盤を構築します(財政)

施策５　国・県・周辺自治体と連携した施策を進めます(広域行政)

政策３　組織風土改革が進んでいる市役所(総務)

施策６　人材育成と連携した人事管理制度を推進します(人事管理)

政策４　市民の利便性を高めるまち(市民生活)

施策７　市民が利用しやすい窓口サービスを進めます(市民窓口サービス)

施策８　市民が安心して利用しやすい公共施設にします(公共施設)

施策９　ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した市民サービスの充実を図ります(情報政策)

　地方分権時代にふさわしい「自己決定・自己責任」の原則に基づい
て地域経営を行っていくため、市民や各種団体、事業者などの多様な
主体との協働のまちづくりを進めます。
　行財政改革を推進し、財政基盤の強化を図り、簡素で効率的な組織
づくりを進めるとともに、質の高い行政サービスを提供します。
　また、新たな行政課題に対し、事務の効率化を図るために、広域行
政を推進します。

施策２　必要な情報を広く発信するとともに、広く意見を聴き市民の声を反映します(広報・
　　　　　広聴)
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政策１　市民とともに歩むまち(市民参加・協働)

No.

1

2

3

4

5

政策２　計画の実現と持続可能な行政経営を進めるまち(計画推進)

No.

6

7

8

生きがい学習推進計画策
定事業
（生きがい推進事業）

広域ごみ処理施設等建設
事業

環境への負荷軽減を図る循
環型社会の構築に向けて、
本市と三芳町との広域連携
による新たなごみ処理施設と
して、熱回収施設やリサイク
ルセンター等の整備を図りま
す。

3,612,970 ― ―
※大綱５に再掲
（広域ごみ処理施
設建設室）

自動電話催告システムの
導入
（市税滞納整理事務）

―

1,360

（単位：千円）

自動電話催告システムを活
用し、収納率の向上及び税
収の確保を図ります。

ホームページCMSの運用
（ホームページ管理運営
事業）

660

(協働推進課)

77

平成28年度 平成29年度 平成30年度

0 4,000 0

平成25年度から平成29年度
までの取り組みを定めた「ふ
じみ野市生涯学習推進計画
が終了するにあたり、平成30
年度より新たに「生きがい学
習推進計画」を市民協働のも
と策定します。

2,000

事業名称等
（予算事業名）

事業概要 平成28年度 平成29年度 平成30年度
備　　考

（所管部署）

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。

（広報広聴課）

（広報広聴課）

（改革推進室）

市政運営の総合的な指針で
あり、市の最上位に位置する
長期的な計画として総合振
興計画を策定します。

新鮮な情報を新鮮なうちに情
報発信するためにＣＭＳ（コ
ンテンツマネジメントシステ
ム）を運用し、情報発信力の
強化と市民との情報の共有
化を図ります。

(広報広聴課)

（単位：千円）

648 660

7,000

78 78

「ふじみ野市協働のまちづ
くり推進隊」事業
（協働のまちづくり推進事
業）

 ふじみ野市自治基本条例の
制定を受け、協働のまちづく
りという視点に立つ行政運営
の在り方に関する市民との
協議機関として「ふじみ野市
協働のまちづくり推進隊」を
設置し、参加と協働のまちづ
くりを推進します。

161 161 161 (協働推進課)

7,668

1,385 1,385

事業概要
備　　考

（所管部署）
事業名称等

（予算事業名）

総合振興計画策定事業

（収税課）

― ―

子育てしやすい街をおも
いっきりＰＲ！
（シティプロモーション事
業）

ふじみ野市への転入促進を
図るため、20代後半から30
代をターゲットに子育てしや
すい街であることをPRする冊
子を作成します。
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大綱別主要事業

大綱Ⅱ　健やかに暮らせる健康・福祉のまちづくり

政策５　人びとが支え合い誰もが安心して暮らせるまち(地域福祉、子育て支援、障がい福祉)

施策１０　地域で暮らしを支え合うまちづくりを進めます(地域福祉)

施策１１　子どもを安心して育てることができる環境づくりを進めます(子育て支援)

施策１２　仕事と子育ての両立を支援します(保育)

政策６　誰もが健康でいきいきと暮らすまち(保健・医療、高齢者福祉、社会保障）

施策１４　生涯を通じた健康づくりと地域医療体制の充実を図ります(健康づくり・医療体制)

施策１５　高齢者が住み慣れた地域でいきいきと暮らせる環境づくりを進めます(高齢者福祉)

施策１６　安心して暮らせる社会保障制度を運営します(社会保障）

　子どもから高齢者まで、だれもが健やかにいきいきと暮らすことがで
きるよう、健康づくりの推進と医療体制の充実を図ります。
　また、子育てや高齢者、障がいのある人などの生活を地域ぐるみで支
援していく環境づくりを進めます。
　そして、老若男女や障がいの有無、国籍などを問わず、だれもが安心
して生活できるよう、ユニバーサルデザインに配慮した取組みを進めま
す。

施策１３　障がいのあるなしにかかわらず、ともに暮らせる地域づくりと障がい者の自立・
　　　　　　社会参加を進めます(障がい者福祉)
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No.

9

10

11

12

13

14

15 （障がい福祉課）

124,050

―5,200

第３期にあたる平成29年度
から平成33年度までの５か
年における障がい者基本計
画を策定します。

平成28年度事業概要

第５期にあたる平成30年度
から平成32年度までの３か
年における障がい福祉計画
を策定します。

（子育て支援課）

第３期障がい者基本計画
策定事業
（障がい者地域生活支援
事業）

―

4,400

放課後児童クラブ整備事
業

老朽化した放課後児童クラ
ブを計画的に建て替え、児童
が安心して放課後を過ごせ
る環境をつくります。

125,006

（福祉課）

― ― （障がい福祉課）3,850

（子育て支援課）

20,709 20,709 20,709
（高齢福祉課）
（障がい福祉課）
（子育て支援課）

―

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。

（単位：千円）

平成29年度

政策５　人びとが支え合い誰もが安心して暮らせるまち(地域福祉、子育て支援、
　　　　　障がい福祉)

お出かけサポートタクシー
事業
（長寿推進事業）
（障がい者地域生支援事
業）
（子ども・子育て支援対策
事業）

高齢者や障がい者など自家
用車利用に依存しない移動
制約者の移動手段を確保す
るため、利用者を限定したタ
クシーの予約制度を導入しま
す。

備　　考
（所管部署）

平成30年度
事業名称等

（予算事業名）

（子育て支援課）
幼稚園就園奨励費補助事
業
（幼稚園就園奨励事業）

幼児教育の振興に資するた
め、私立幼稚園の就園に対
する補助金を拡充し、保護者
の費用負担の軽減を図りま
す。

205,266 205,266 205,266

認可保育園の運営支援
（民間保育園運営事業）

288,707 288,707 288,707

第２次地域福祉計画策定
事業
（地域福祉推進事業）

3,240

第５期障がい福祉計画策
定事業
（障がい者地域生活支援
事業）

249,928

第２次にあたる平成30年度
から平成34年度までの５か
年における地域福祉計画を
策定します。
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No.

16

17

18

19

No.

再
掲
(9)

20

21

（障がい福祉課）21,980 21,980

平成30年度

3,236 （障がい福祉課）

―

50,000

（保健センター）

20,709

―

胎児期(妊娠中)、乳幼児から
高齢者までの健康に関する
データを保管し、活用するこ
とでより客観的な視点で、生
涯にわたる切れ目のない健
康づくりを支援するためシス
テムの構築を図ります。

20,709

児童デイサービス施設（児
童デイ たんぽぽ上ノ原）
修繕事業
（障がい者福祉サービス
事務）

備　　考
（所管部署）

（保健センター）

（障がい福祉課）

3,000

事業名称等
（予算事業名）

事業概要

事業名称等
（予算事業名）

運動指導室内器具リ
ニューアル
（運動指導事業）

8,4538,45315,663

―

事業概要 平成28年度 平成29年度

生活能力向上のための訓練
及び社会との交流促進等を
継続的に提供するため、施
設を定期的に修繕し安心で
きる日中活動の場を提供し
ます。

平成29年度 平成30年度

健康管理システム構築事
業
（保健センター管理運営事
業）

児童発育・発達支援セン
ター運営事業

21,980

（高齢福祉課）
（障がい福祉課）
（子育て支援課）

20,709

高齢者や障がい者など自家
用車利用に依存しない移動
制約者の移動手段を確保す
るため、利用者を限定したタ
クシーの予約制度を導入しま
す。

4,981 ―

―

―

平成28年度

政策６　誰もが健康でいきいきと暮らすまち(保健・医療、高齢者福祉、社会保障） （単位：千円）

通所施設建設事業
（障がい者施設等補助事
業）

特別支援学校を卒業する生
徒が毎年十数名いる中、福
祉的就労の場を確保するた
め、市内事業所で生活介護・
就労継続支援Ｂ型・就労移
行支援という３事業を展開し
ている事業者の施設整備を
支援することにより、福祉の
向上を図ります。

かしの木ケアセンター施設
整備事業
（障がい者施設等補助事
業）

入浴・リハビリをはじめ、医療
的ケアについては必要性が
高く、地域でサービスを提供
する唯一の施設であり、整備
することにより福祉サービス
の質の向上を目指します。

― 3,236

（障がい福祉課）

備　　考
（所管部署）

発育・発達に心配のあるお
子さんを身近な地域で専門
的な療育や相談を行い、安
心して暮らせるよう総合的な
支援を行います。

お出かけサポートタクシー
事業
（長寿推進事業）
（障がい者地域生支援事
業）
（子ども・子育て支援対策
事業）

運動器具を活用した市民の
自主的な健康づくりを推進
し、魅力ある運動施設の運
営を目指すため、古くなった
運動器具をリニューアルしま
す。
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No.

22

23

24

25

26

27

28

29
市民後見人養成事業
（介護相談員等任意事業）
【介護保険特別会計】

生活困窮者等の支援
（福祉総合支援事業）

地域や関係機関との協働・
連携を図り、認知症や高齢
者虐待など、地域で暮らすす
べての高齢者の総合支援体
制の充実及び介護予防強化
に努めます。

103,424

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。

介護支援ボランティア事業
（一次予防事業）
【介護保険特別会計】

高齢者の介護支援ボランティ
ア活動を通して地域貢献す
ることを奨励及び支援し、高
齢者自身の社会活動を通し
た介護予防を推進します。

「誰もが健やかに暮らせるま
ちづくり」を実現するため、平
成27年1月5日に元気・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、
健康づくり事業(元気・健康マ
イレージ、筋力アップトレーニ
ング)を実施するとともに食育
計画を策定します。

（高齢福祉課）

経年劣化により更新が必要
な空調機器の入れ替え工事
を行います。

（高齢福祉課）

41,06640,811

39,798

大井総合福祉センター外
壁タイル及び屋上防水改
修事業
（大井総合福祉センター管
理事業）

包括的支援事業
【介護保険特別会計】

かみふくおか西デイサー
ビスセンター空調機器更
新事業
（デイサービスセンター管
理運営事業）

― ―

経年劣化により修繕が必要
な外壁タイル及び屋上防水
改修工事を行います。

（保健センター）

事業名称等
（予算事業名）

第７期高齢者保健福祉計
画策定事業
（高齢者保健福祉計画推
進事業）

備　　考
（所管部署）

23,854

３年ごとに高齢者保健福祉
計画及び介護保険事業計画
を策定し進捗管理を行いま
す。

2,500

元気・健康づくり推進事業

平成30年度

2,500

事業概要 平成28年度 平成29年度

―

4,336

親族等による成年後見の困
難な者が増加するものと見
込まれ、介護サービス利用
契約の支援などを中心に、
成年後見の担い手として市
民の役割が強まると考えら
れることから、市民後見人を
育成し、その活用を図ること
などによって、高齢者の権利
擁護を推進します。

（高齢福祉課）

（高齢福祉課）

709 709 709

41,087

30,733 31,437

― （高齢福祉課）

4,336 4,336

（高齢福祉課）

28,314

（福祉総合支援
チーム）

118,668 140,868

―
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No.

30

31

4,285

備　　考
（所管部署）

4,285

平成30年度平成28年度 平成29年度
事業名称等

（予算事業名）

（福祉課）4,285
法人後見事業
（社会福祉協議会補助金）

社会福祉協議会の法人後見
事業実施のために必要な人
件費を補助します。

事業概要

生活習慣病重症化予防対
策事業
（特定健康診査等事業）
【国民健康保険特別会計】

国民健康保険被保険者の健
康増進及び医療費の適正化
を目的とし、糖尿病が重症化
するリスクの高い未受診者
や受診中断者を医療に結び
つけるとともに、糖尿病性腎
症で通院する患者のうち、重
症化するリスクの高い人に生
活指導を行い、人工透析へ
の移行を防止していきます。

18,633 18,633 18,633 (保健センター)
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大綱別主要事業

大綱Ⅲ　夢のある心豊かな学びのまちづくり

政策７　次代を担う子どもたちが健やかに育つまち(学校教育）

施策１８　健やかな心と体を育み確かな学力を身につける教育を進めます(学校教育)

政策８　ともに学び合い心豊かな人を育むまち(生涯学習)

施策１９　誰もがいきいきと学べる環境づくりを進めます(生涯学習)

施策２０　人と地域を育む社会教育を推進します(社会教育)

施策２１　歴史文化の継承と豊かな感性を育む文化活動を進めます(文化振興)

施策１７　地域に開かれた特色ある学校づくりと安全・安心な教育環境の整備を進めます
　　　　　　　(学校運営)

　市民一人ひとりのニーズに合わせて主体的に学習できる生涯学習環
境の整備を推進するとともに、子どもたちが心身ともに健やかに育つ
ことができるよう、学校・家庭・地域の教育力の向上に努めます。
　また、地域の文化や芸術の振興を図るとともに、新しい文化の育成
を図り、市民や地域の融和を図るまちづくりを進めます。
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政策７　次代を担う子どもたちが健やかに育つまち(学校教育）

No.

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

（教育委員会総務
課）

（教育委員会総務
課）

51,790
（教育委員会総務
課）

（教育委員会総務
課）

大井東中学校大規模改造
事業
（中学校大規模改造事業）

（トイレ改修を含む。）

大井中学校大規模改造事
業
（中学校大規模改造事業）

（教育委員会総務
課）

平成30年度事業概要

小学校特別教室空調設備
設置事業
（小学校施設管理事業）

―

27,596

―

―

―

―

363,954

312,428

――

―

平成29年度

（教育委員会総務
課）

事業名称等
（予算事業名）

（教育委員会総務
課）

（トイレ改修を含む。）

（教育委員会総務
課）

330,500 ―331,400

11,859

（単位：千円）

（教育委員会総務
課）

備　　考
（所管部署）

―

平成28年度

226,536―

153,305

大井小学校大規模改造事
業
（小学校大規模改造事業）

226,536

（トイレ改修を含む。）
福岡小学校大規模改造事
業
（小学校大規模改造事業）

元福小学校大規模改造事
業
（小学校大規模改造事業）

―

（教育委員会総務
課）

―

花の木中学校トイレ改修
事業
（中学校施設管理事業）

（トイレ改修を含む。） ― ―

―

―

駒西小学校大規模改造事
業
（小学校大規模改造事業）

さぎの森小学校大規模改
造事業
（小学校大規模改造事業）

―

2,156

24,775

130,246

西小学校大規模改造事業
（小学校大規模改造事業）

―

―

（トイレ改修を含む。）

―

17,244

中学校特別教室空調設備
設置事業
（中学校施設管理事業）

―

―

239,805

（教育委員会総務
課）

22,680

14



No.

43

No.

44

45

46

47

13,658

平成29年度

（社会教育課）

備　　考
（所管部署）

（単位：千円）

備　　考
（所管部署）

（大井図書館）

事業名称等
（予算事業名）

事業概要

―

平成28年度

計画的に文化の振興を図る
ため27年度・28年度の２か年
で文化振興計画を策定しま
す。

事業概要

（文化・スポーツ振
興課）

3,564 ―

事業名称等
（予算事業名）

758 761

平成30年度

幼い子どもや高齢者が利用
しやすく、気持ちよく使えるよ
うに和式のトイレを洋式化
し、男子トイレ小便器のセン
サーを改修します。

文化振興計画策定事業
（文化振興事業）

子どもの感性や創造性を育
むことを目的として、プロの
芸術家から直接指導を受け
る連続講座を開催します。

3,000 ―

政策８　ともに学び合い心豊かな人を育むまち(生涯学習)

図書館トイレ改修事業

（上福岡図書館管理運営
事業）
（大井図書館管理運営事
業）

13,676

子どもアートチャレンジ事
業
（文化振興事業）

300300

761

放課後子ども教室推進事
業

13,676

寺子屋事業
（教育支援事業）

市内の小学校５・６年生を対
象として、自学自習とともに
本市の伝統文化を学び、基
礎学力の向上と郷土への愛
着を育てます。
また、中学校３年生を対象
に、国語、数学、英語の基礎
学力向上及び学習や生活、
進路等に関する相談の場を
設け、有意義な学習の場づく
りを行います。

（学校教育課）

平成28年度 平成29年度 平成30年度

（文化・スポーツ振
興課）

300

―

市内全ての小学校に設置さ
れたことにより、今後は全市
をあげて地域の協力を得な
がら様々な体験と活動を通
し、心豊かで健やかな人間
性を育む環境づくりを推進し
ます。
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大綱別主要事業

大綱Ⅳ　安心して暮らせるふれあい・連携のまちづくり

政策９　一人ひとりが輝きふれあえるまち(地域・人権・交流）

施策２２　ふれあいの地域づくりを進めます(地域コミュニティ)

施策２３　スポーツを通してみんながつながるまちを目指します(スポーツ・レクリエーション)

施策２５　外国籍市民が暮らしやすい環境づくりと国際交流を進めます(多文化共生・国際交流)

政策１０　安全に暮らせるまち(安全・安心）

施策２６　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(危機管理体制・防災)

施策２７　消防・救急体制の強化を図ります(消防・救急)

施策２８　防犯体制を強化し犯罪のないまちづくりを進めます(防犯)

施策２９　交通安全対策を強化します(交通安全)

施策３０　市民の暮らしに役立つ総合相談窓口を充実します(市民相談)

施策３１　消費者の被害防止と救済を支援します(消費生活)

施策２４　人権を尊重し平和で思いやりのある地域社会づくりを進めます(人権・平和・男女
　　　　　　共同参画)

　市民生活を支える地域コミュニティの形成を図るとともに、人権尊重
意識の高揚を図り、思いやりのある心豊かなまちづくりを進めます。
　また、市民の「安心・安全」を確保するための各種施策について、市
民地域、関係機関と連携して推進します。
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政策９　一人ひとりが輝きふれあえるまち(地域・人権・交流）

No.

48

49

50

51

52

53

54

55

平成29年度

―

（協働推進課）―

備　　考
（所管部署）

平成28年度

12,809

ラジオ体操普及事業

「元気・健康都市宣言」の実
現に向け、誰もが気軽に行う
ことのできる「ラジオ体操」の
普及に向けた事業を実施し
ます。

238 238 238

2,538 ―

事業概要

4,499

平成30年度

建設から30年以上経過した
大井総合体育館及び武道場
の大規模改修を実施します。

―

―

938

―

事業名称等
（予算事業名）

市民交流プラザ空調機改
修事業
（市民交流プラザ管理運
営事業）

（単位：千円）

（文化・スポーツ振
興課）

（社会教育課）

（市民総合相談
室）

938 1,138

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
会等の啓発事業を行いま
す。

（市民総合相談
室）

スポーツ推進計画策定事
業
（スポーツ推進事業）

計画的なスポーツの推進を
図るため27年度・28年度の２
か年でスポーツ推進計画を
策定します。

大井総合体育館武道場耐
震補強事業
（スポーツ施設管理運営
事業）

旧耐震基準で建設された大
井総合体育館武道場の耐震
診断を行い、必要に応じて耐
震補強を実施します。

15,750

1,709

人権推進事業

6,772

―
第２次男女共同参画基本
計画策定事業
（男女共同参画推進事業）

第２次にあたる平成30年から
平成39年までの男女共同参
画基本計画を策定します。

人権教育推進事業
（人権・平和教育推進事
業）

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。

1,707 1,709

―

大井総合体育館及び武道
場大規模改修事業
（スポーツ施設管理運営
事業）

（文化・スポーツ振
興課）

248,014

（文化・スポーツ振
興課）

（文化・スポーツ振
興課）

15,072

ガスヒートポンプの室内機
オーバーホールを実施し、快
適なコミュニティ施設を提供
します。

17



政策１０　安全に暮らせるまち(安全・安心）

No.

56

57

58

59

60

61

8,649 ― ―
（危機管理防災
課）

ハザードマップ作成事業
（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。

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。

防災訓練事業

1,949

9,284 9,284

防災資機材等整備支援事
業
（災害対策事業）

平成30年度
事業名称等

（予算事業名）
備　　考

（所管部署）

478 478

9,502 9,609

（危機管理防災
課）

15,194

地域防災拠点に設置された
防災倉庫の老朽化に伴う計
画的な建替えと、非常用LP
ガス式発電機･ガスボンベ
や、ガスバーナーセットを各
地域防災拠点に順次配備し
ていくことで、防災設備の充
実強化を図ります。また、発
災時の初動対応医薬品を、
平常時より市内医療機関に
備蓄(委託)し、初期医療の充
実を図ります。

市民総合相談事業 9,550

8,000

大災害時に自力で避難でき
ない高齢者や障がい者を地
域全体で支援し、安全の確
保を図ります。

1,949

平成28年度 平成29年度

13,317

（市民総合相談
室）

（危機管理防災
課）

（単位：千円）

避難行動要支援者事務事
業

事業概要

（危機管理防災
課）

（危機管理防災
課）

今までの総合防災訓練と別
に、平成28年度は九都県市
合同防災訓練の埼玉県会場
として、市民の防災意識を高
めるとともに、防災関係機関
との連携強化により地域防
災力の向上を図ります。

防災倉庫の更新及び防災
設備の充実事業
（災害対策事業）

8,0008,000

平成26年度末に改定した、
ふじみ野市地域防災計画の
被害想定に基づきハザード
マップを変更します。
また、新たにGISを利用した
Web版ハザードマップも併せ
て作成いたします。

2,785
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大綱別主要事業

大綱Ⅴ　環境と共生する活力あふれるまちづくり

政策１１　次世代の環境を意識したまち(環境)

施策３２　環境施策を推進し地域環境に配慮した取り組みを進めます(社会環境)

施策３３　市民の共有財産である自然環境を保全します(自然環境)

施策３４　地球温暖化対策など地球環境を意識した取り組みを進めます(地球環境)

施策３５　資源循環型社会の構築を一層進めます(循環型社会)

政策１２　活力があり働きやすいまち(産業)

施策３６　新たな産業の育成と働きやすい環境を構築します(産業育成・労働環境)

施策３７　魅力ある農業の推進を図り、地域との共存共栄を進めます(農業)

施策３８　地域と一体となった商工業の活性化を進めます(商工業)

施策３９　誰でも、いつでも観光を楽しめる環境づくりを進めます(観光)

　地域経済を支える産業の振興や地域特性を活かした新しい産業の育
成に取り組むとともに、働きやすい環境を整備します。
　また、自然保護に配慮し、自然と都市のバランスのとれたまちづく
りを行います。
　そして、循環型社会の構築に向け、市民や事業者などとのパート
ナーシップにより、環境にやさしいまちづくりを推進します。
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政策１１　次世代の環境を意識したまち(環境)

No.

62

63

64

再
掲
(8)

政策１２　活力があり働きやすいまち(産業)

No.

65

66

67

（環境課）

―

―

3,612,970

第２期環境基本計画策定
事業
（環境基本計画推進事業）

第３期一般廃棄物処理基
本計画策定事業
（３Ｒ推進事業）

事業概要
事業名称等

（予算事業名）

（単位：千円）

（産業振興課）

市内産業の振興と市民文化
の向上施設である産業文化
センターの安全性、利便性の
改良を図るために改修を行
います。

42,000 －

企業誘致推進事業

企業誘地・立地を促進するこ
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。

（単位：千円）

平成29年度

持続可能な循環型社会を構
築し、適正処理を推進するた
め、ごみ処理に係る今後の
社会・経済情勢等を踏まえ一
般廃棄物処理基本計画を策
定します。

3,000

快適で良好な環境の確保に
関する施策を総合的かつ計
画的に推進するため第2期環
境基本計画及び前期行動計
画を策定します。

事業概要
事業名称等

（予算事業名）

産業文化センター屋上防
水及び外壁改修事業
（地域産業促進事業）

生分解性マルチフィルム
利用推進事業
（農政振興事業）

－

30,756

平成29年度

平成30年度

3,000

―

旧上福岡清掃センター解
体事業
（旧上福岡清掃センター管
理事業）

「ふじみ野市・三芳町環境セ
ンタ－」の開設にともない旧
上福岡清掃センターの解体
工事を行います。周辺環境
や景観などを考慮し早期完
了を目指します。

234,334 557,519 ―

（環境課）

平成28年度

30,370 42,750

備　　考
（所管部署）

平成30年度

※大綱１に再掲
（広域ごみ処理施
設建設室）

広域ごみ処理施設等建設
事業

環境への負荷軽減を図る循
環型社会の構築に向けて、
本市と三芳町との広域連携
による新たなごみ処理施設と
して、熱回収施設やリサイク
ルセンター等の整備を図りま
す。

―

（産業振興課）

生分解性マルチフィルムは、
収穫後に残渣とともに土の
中にすき込むことで分解され
るため、環境負荷の軽減に
繋がることから、購入費に対
する補助を行います。

1,000 1,000 1,000 (産業振興課)

5,000

備　　考
（所管部署）

（環境課）

―

平成28年度
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大綱別主要事業

大綱Ⅵ　個性輝く快適で魅力あるまちづくり

政策１３　魅力と暮らしやすさがあふれるまち(都市空間)

施策４０　景観に配慮し地域特性を活かした土地利用を進めます(土地利用)

施策４１　魅力にあふれた都市空間の形成を図ります(都市整備)

政策１４　誰もが快適で住み続けたくなるまち(生活基盤)

施策４２　安全で快適な住環境の整備を進めます(住環境)

施策４３　市民と地域に愛される公園・緑地づくりを進めます(公園・緑地)

施策４４　安全に機能する道路交通体系の充実を図ります(道路)

施策４５　市民生活の利便性を高める公共交通の充実を図ります(公共交通機関)

施策４６　安全な水道水を供給します(水道)

施策４８　安全で快適な水辺空間の創出に努めます(河川)

施策４７　快適で衛生的な生活環境のため公共下水道の整備や浸水対策を進めます(下水・
　　　　　　浸水)

　都市と自然がバランスよく共存し、美しい景観を有する個性あるま
ちづくりを推進するとともに、だれもが安全で快適に暮らせるよう、
バリアフリーに配慮しながら都市基盤や生活基盤を整備します。
　また、効率的な土地利用を行うことにより、新市として一体的で個
性あるまちづくりを推進します。
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政策１３　魅力と暮らしやすさがあふれるまち(都市空間)

No.

68

69

70

71

政策１４　誰もが快適で住み続けたくなるまち(生活基盤)

No.

72

73

74

75

（都市計画課）
都市計画マスタープラン見
直し等事業
（まちづくり推進事業）

平成22年から平成41年の計
画期間である現在の都市計
画マスタープランについて、
中間見直しを行います。

― ―

（単位：千円）

(仮称)苗間みほの公園整
備事業
（公園新設事業）

32,030 61,128 （都市計画課）

―

事業名称等
（予算事業名）

13,922 ― ―

―

ふじみ野市運動公園整備
事業
（公園管理事業）

旧上福岡プール跡地の活用
など、ふじみ野市運動公園
のリニューアルを進めます。

138,300 104,400

平成29年度 平成30年度

道路行政の基礎資料となる
道路台帳について、旧市町
ごと作成方法が異なっていた
ため、電子データで統一しま
す。

福岡橋耐震補強事業
（道路舗装補修事業）

安心安全なネットワークを維
持するため、橋梁長寿命化
修繕計画に基づき、計画的
に修繕することで、橋を適切
に管理します。

旧大井教職員住宅跡地を公
園として活用するための設
計・整備工事を行います。

備　　考
（所管部署）

248,960 299,905

事業名称等
（予算事業名）

事業概要

事業概要 平成28年度

備　　考
（所管部署）

総合都市交通体系調査事
業
（都市計画事務）

ふじみ野市の将来の交通政
策のあり方を示す都市交通
体系マスタープランを策定し
ます。

平成30年度

ふじみ野駅周辺地域の振
興・発展を図るため、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。

（都市計画課）

3,300

上沢勝瀬通り線整備事業

（都市計画課）

道路台帳統合事業

58,905

128,826 85,883 77,462

121,435

東口駅前広場整備事業

暫定整備となっている市の
玄関口である上福岡駅東口
駅前広場について、早期整
備を進めます。

26,040

（道路課）57,682 ― ―

（単位：千円）

（都市計画課）

157,246

平成28年度 平成29年度

（都市計画課）

（道路課）
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No.

76

77

78

79

80

81

82

83

亀久保交差点改良事業

55,000

平成29年度

（都市計画課）

52,965

事業概要

公共交通空白・不便地域の
解消を図り、持続可能な公共
交通体系を実現するため、
既存の公共交通機関との役
割分担を行った運行ルートに
より、定時定路線型の実証
運行を実施します。この結果
を検証し、平成29年度以降
は本格運行に移行します。

地域ニーズに即した、安全・
安心で快適な公園づくりを進
めるため、遊具の更新・新設
等を行います。

10,800

市内公園更新整備事業
（公園管理事業）

40,725 40,725

5,997

187,500

39,725

358,482

65,037

下水道資産について、予防
保全的な維持管理を含めた
計画的な維持管理を行うこと
により、事故の未然防止、改
築費用の平準化及びライフ
サイクルコストの最小化を図
ることを目的とした計画を策
定します。

― （上下水道課）

平成２９年度以降につきまし
ては、今後の進ちょく状況に
より計上します。

新循環バスの運行
（市内循環バス運営事業）

下水道長寿命化修繕計画
策定事業
【下水道企業会計】

大井浄水場第2配水池耐
震補強事業
【水道企業会計】

平成30年度
備　　考

（所管部署）

13,500 ― ― （上下水道課）

平成28年度

187,500

48,200 55,000

（道路課）

（道路課）

（上下水道課）

（都市計画課）11,000 11,000

52,965

県の委託を受け、交通渋滞
の解消と歩行者の安全を確
保するため、右折帯の設置
及び歩道拡幅に必要な用地
を取得します。

―

老朽管（石綿セメント管）を耐
久性の優れた管種に計画的
かつ効果的に更新するた
め、ダウンサイジングにより
更新期間を短縮することで災
害時にも強い、安心・安全な
水を安定供給します。

194,875

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・
施設などの補修、更新等を
行います。

公園遊具改修工事
（公園管理事業）

老朽管（石綿管）更新事業
【水道企業会計】

（都市計画課）
大井弁天の森用地取得事
業
（緑地管理事業）

事業名称等
（予算事業名）

52,965
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No.

84

85

86

87

各施策共通事業

No.

88

89

各事業の記載事項説明

事業名称等
（予算事業名）

事業概要

西鶴ケ岡1丁目地区雨水
対策事業
(雨水関連事業）

緑ケ丘１・２丁目地区の浸水
被害を解消するために、高
架線下に雨水浸透施設の整
備を行います。

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。

平成28年度

31,860

第２庁舎改修事業
（庁舎管理事務（本庁））

496,000 － － （資産管理課）

第２庁舎の市民サービスの
向上を図るため、本庁舎の
改修時期に合わせ改修工事
を行います。

平成30年度
備　　考

（所管部署）

（単位：千円）

事業名称等
（予算事業名）

事業概要 平成28年度

（上下水道課）

上福岡２丁目浸水地区雨
水対策事業
【下水道企業会計】

上福岡２丁目・福岡中央１丁
目地区18ｈａの浸水被害を解
消するために、順次、雨水管
の整備を行います。

大井武蔵野地区外雨水対
策事業
【下水道企業会計】

大井武蔵野・亀久保地区の
浸水被害を解消するため
に、用地を取得し雨水浸透
施設の整備を行います。

（上下水道課）

（上下水道課）

鶴ケ岡３丁目浸水地区雨
水対策事業
【下水道企業会計】

鶴ケ岡３丁目地区19ｈａの浸
水被害を解消するために、
順次、雨水管の整備を行い
ます。

― （上下水道課）

平成29年度 平成30年度
備　　考

（所管部署）

―

―

◎　各年度の事業費の金額は、平成２８年度について
は実施計画策定段階における予算見込額、平成２９・
３０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）

5,710,496 5,625,035

平成29年度

5,556,359

13,750

27,600

（人事課）

45,684 4,300 46,970

281,872 145,469

8,700
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5 財源対策実施項目 

(１) 歳入確保に対する取り組み 

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現年課税分 99％（26 年度決算 98.15％） 

・ 市民税、固定資産税等の市税の滞納繰越分 27％（26 年度決算 25.95％） 

・ 国民健康保険税の現年課税分       8９％（26 年度決算:88.03％） 

・ 国民健康保険税の滞納繰越分       18％（26 年度決算:17.37％） 

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。 

総合振興計画基本構想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り組み 

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 46 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 

公共施設適正配置計画を基本指針とし、公共施設白書を基に市民との意識共有が図

られた上で各施設所管部署において住民ニーズや利用実態に応じた実施計画の策定を
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行う。 

これにより、類似・重複施設の統・廃合や民営化を図り、物件費、維持補修費の削

減を目指す。 

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。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふじみ野市総合振興計画 

３か年実施計画 

（平成２８年度～平成３０年度） 

 

平成２７年１２月発行 

 

 

総合政策部改革推進室 

 

〒356-8501 

埼玉県ふじみ野市福岡 1-1-1 

電 話 049(261)2611(代表) 

E-mail keikaku_hyoka@city.fujimino.saitama.jp 

 


