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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 29 年度～平成 31 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～平成 29 年度）

に沿って掲載します。 

 

(２) 計画期間 

平成 29 年度～平成 31 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29年度～平成31年度財政計画見込（一般会計）

（単位：千円）

平成29年度 平成30年度 平成31年度

15,900,629 15,783,973 15,808,808

2,049,000 1,966,500 1,982,000

3,700,000 3,500,000 3,250,000

11,000 11,000 11,000

1,302,649 1,304,300 1,340,919

252,119 252,248 251,029

8,177,504 7,854,719 7,864,038

490,217 490,047 493,350

1,783,997 2,186,340 2,403,877

4,096,582 2,853,182 2,893,482

37,763,697 36,202,309 36,298,503

(２) 歳出の状況（施策大綱別） （単位：千円）

平成29年度 平成30年度 平成31年度

1,482,350 1,461,401 1,687,351

17,204,198 17,164,163 17,299,574

3,747,620 3,857,574 4,059,639

2,099,216 1,888,176 1,916,679

2,872,368 2,326,918 2,427,679

3,254,006 2,383,285 1,814,928

7,103,939 7,120,792 7,092,653

37,763,697 36,202,309 36,298,503

(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

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

※人件費や臨時財政対策債の借入に伴う元利償還金など、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

3



３　施策大綱別主要事業計上一覧
（単位：千円）

平成29年度 平成30年度 平成31年度 3か年計

7,698 3,452 3,452 14,602

  【一般会計】 5,698 3,452 3,452 12,602

  【一般会計】 2,000 － － 2,000

大綱Ⅱ　健やかに暮らせる健康・福祉のまちづくり 1,537,165 1,239,901 1,103,587 3,880,653

  【一般会計】 1,206,618 852,304 684,737 2,743,659

  【一般会計】 93,822 83,479 80,503 257,804

【国民健康保険特別会計】 23,133 18,633 18,633 60,399

【介護保険特別会計】 213,592 285,485 319,714 818,791

大綱Ⅲ　夢のある心豊かな学びのまちづくり 680,289 866,578 1,051,717 2,598,584

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】 665,206 851,495 1,036,634 2,553,335

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】 15,083 15,083 15,083 45,249

大綱Ⅳ　安心して暮らせるふれあい・連携のまちづくり 92,262 102,175 63,470 257,907

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】 5,808 3,855 3,057 12,720

政策10 安全に暮らせるまち(安全・安心)   【一般会計】 86,454 98,320 60,413 245,187

大綱Ⅴ　環境と共生する活力あふれるまちづくり 628,522 41,058 90,036 759,616

政策11 次世代の環境を意識したまち(環境)   【一般会計】 560,424 － － 560,424

政策12 活力があり働きやすいまち(産業)   【一般会計】 68,098 41,058 90,036 199,192

大綱Ⅵ　個性輝く快適で魅力あるまちづくり 1,935,866 1,292,959 945,206 4,174,031

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】 180,026 65,745 67,005 312,776

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】 1,492,116 826,080 486,446 2,804,642

  【水道企業会計】 218,550 243,455 243,455 705,460

【下水道企業会計】 45,174 157,679 148,300 351,153

4,881,802 3,546,123 3,257,468 11,685,393

各施策共通経費 （単位：千円）

5,462,620 5,354,117 5,326,965 16,143,702

5,462,620 5,354,117 5,326,965 16,143,702

10,344,422 8,900,240 8,584,433 27,829,095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

※「お出かけサポートタクシー事業」については、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。

※３か年実施計画上の消費税率については、8％で計算しています。

４　主　要　事　業
（平成29年度～平成31年度）
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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

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.

5 ―

（単位：千円）

(協働推進課)

備　　考
（所管部署）

2,246 ― ―
生きがい学習推進計画策
定事業
（生きがい推進事業）

事業名称等
（予算事業名）

事業名称等
（予算事業名）

事業概要 平成29年度 平成30年度 平成31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。

「ふじみ野市生涯学習推進
計画」が平成２９年度をもっ
て終了するに当たり、平成30
年度から新たにスタートする
「生きがい学習推進計画」を
市民との協働のもと策定しま
す。

「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、市民との協働
のまちづくりという視点に立
つ行政運営の在り方に関し、
市民との協議機関である「ふ
じみ野市協働のまちづくり推
進隊」からご意見をいただ
き、参加と協働のまちづくりを
推進します。

206 206 206 (協働推進課)

（広報広聴課）

(経営戦略室)

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的
な最上位計画を策定します。

総合振興計画策定事業

77 77

3,169 (協働推進課)

（単位：千円）

2,000

77

平成29年度 平成30年度 平成31年度

市民大学ふじみ野運営事
業

「市民」と「地域」と「行政」が
連携・協力しながら「市民力」
を結集し、「地域力」の向上を
目指し、よりよい協働を実践
する学びの場を提供する市
民大学ふじみ野を開設運営
します。

3,169 3,169

―

事業概要
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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）

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)

　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。
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No.

6

7

8

9

10

11

12

13

（福祉課）4,2854,285
法人後見事業
（社会福祉協議会補助金）

137,605

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。

205,773 205,773 205,773 （子育て支援課）

（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。

383,275 394,731

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。

394,731

（高齢福祉課）
（障がい福祉課）
（子育て支援課）

（仮称）大井子育て支援セ
ンター整備事業
（子育て支援センター運営
事業）

乳幼児を子育て中の家庭に
対する総合的な支援を行う
ために、ふじみ野市西側地
域の拠点の核として地域に
おける子育て支援基盤の形
成と機能を果たし、安心して
子育てできるまちを実現しま
す。

65,063

平成29年度事業概要

7,262 7,294 （子育て支援課）

3,960 ―

平成30年度

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。

第２期にあたる平成30年度
から平成35年度までの6か年
における地域福祉計画を策
定します。

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)

19,602 19,602 19,602

―

（福祉課）

放課後児童クラブ整備事
業

民間保育園（認定こども
園）の建設補助
（民間保育園運営事業）

幼稚園と保育所の機能を併
せ持つ認定こども園の整備
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。

446,804 ― ― （子育て支援課）

4,285

第２期地域福祉計画策定
事業
（地域福祉推進事業）

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

高齢者、障がい者、妊婦等
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。

（単位：千円）

―

備　　考
（所管部署）

平成31年度

（子育て支援課）

20,804

事業名称等
（予算事業名）

認可保育園の運営支援
（民間保育園運営事業）
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No.

14

15

16

17

No.

再
掲

（８）

18

（障がい福祉課）

（障がい福祉課）
児童発育・発達支援セン
ター運営事業

平成31年度

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）
（障がい者地域生活支援
事業）
（子ども・子育て支援対策
事業）

―

備　　考
（所管部署）

29,994

平成29年度

（高齢福祉課）
（障がい福祉課）
（子育て支援課）

19,602

48,865 41,858

高齢者、障がい者、妊婦等
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。

元気・健康づくり推進事業

事業名称等
（予算事業名）

45,322

事業名称等
（予算事業名）

事業概要

45,322 45,322

平成31年度

7,730

―

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）

事業概要 平成29年度 平成30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。

障がい福祉サービス移行
補助事業
（障がい者施設等補助事
業）

常時介護を必要とする障が
い者に対する入浴、排泄、食
事の介護など、身辺介護の
必要性が高まっているため、
介護中心のサービスを提供
する体制を整備することによ
り福祉サービスの質の向上
を目指します。

― （障がい福祉課）

備　　考
（所管部署）

（保健センター）

4,000

平成30年度

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。

「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)の実施、及び健康づくり
計画・食育計画・歯科口腔保
健計画(平成30年度～34年
度)を策定します。

19,602

35,392

19,602

7,730 7,730

―

（障がい福祉課）
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No.

19

20

21

22

23

24

25

26

（高齢福祉課）

多様なサー ビスを充実する
ことにより、地域の支え合い
の体制づくりを推進し、 要支
援者等に対する効果的かつ
効率的な支援等を可能とす
ることを目指します。

94,821

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。

41,573

9,271

41,563
生活困窮者等の支援
（福祉総合支援事業）

―

平成29年度 平成30年度

（高齢福祉課）

41,621

（高齢福祉課）

96,054 111,054 111,054

8,946

地域包括支援センターの機
能充実を図り、相談体制の
強化を図ります。

特定健診実施計画等策定
事業
（特定健康診査等事業）
【国民健康保険特別会計】

国民健康保険における特定
健康診査等の効果的・効率
的な取り組みを図るため「特
定健康診査等実施計画第３
期」、及び被保険者の疾病予
防の取り組み・健康の保持
増進により医療費適正化等
を目指すための「保健事業
実施計画(データーヘルス計
画）第２期」を策定します。

4,500 ― ― (保健センター)

（高齢福祉課）

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。

備　　考
（所管部署）

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、認知症地域支援・ケア向
上事業、認知症初期集中支
援事業、生活支援体制整備
事業）

【介護保険特別会計】

地域包括ケアシステム構築
に向け、各事業の充実・強化
を図り、実施していきます。

14,096

平成31年度

一般介護予防事業
【介護保険特別会計】

65歳以上の第1号被保険者
全ての方が介護予防の対象
となり、『心身機能』『活動』
『参加』のそれぞれの要素を
バランス良く働きかける、介
護予防事業を展開していき
ます。

総合事業
（介護予防・生活支援サー
ビス事業）
【介護保険特別会計】

包括的支援事業
【介護保険特別会計】

17,807 17,867

（福祉総合支援
チーム）

147,678 181,522

3,538

18,633 18,633 18,633

8,621

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）

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】

（高齢福祉課）

3,394

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。

事業概要

(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。

12



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.

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

294,201

持続可能な地域社会の実現
及び変化の激しい社会を生
き抜く子ども達の育成のた
め、市内小・中学校の地域協
働学校への移行を推進しま
す。
学校が地域活性化の核とな
り、相互に連携・協働して子
ども達を育成することを目指
します。

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。） （教育総務課）

平成31年度

（教育総務課）

（教育総務課）

事業名称等
（予算事業名）

（教育総務課）

（単位：千円）

（教育総務課）

備　　考
（所管部署）

―

地域協働学校（コミュニ
ティスクール）推進事業

（トイレ改修を含む。）
西小学校大規模改造事業
（小学校大規模改造事業）

駒西小学校大規模改造事
業
（小学校大規模改造事業）

― 357,961

―

321,363

―

―

元福小学校大規模改造事
業
（小学校大規模改造事業）

―

花の木中学校トイレ改修
事業
（中学校施設管理事業）

― 22,268 294,201

75,9844,106

16,930―

331,400

さぎの森小学校大規模改
造事業
（小学校大規模改造事業）

― ― ― （教育総務課）

―

平成30年度事業概要 平成29年度

29,948

（教育総務課）―

264,869 264,869

―

西小学校体育館屋根改修
事業
（小学校施設管理事業）

―

駒西小学校体育館屋根改
修事業
（小学校施設管理事業）

（教育総務課）

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

―

（教育総務課）

816 616 772

24,324

27,094

―

（学校教育課）

28,948
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No.

37

38

39

No.

40

41 1,400 1,400

（社会教育課）

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、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、ふじみ
野市の文化的な魅力の発
見・発信を進めます。

平成29年度事業概要

放課後子ども教室推進事
業

13,683

（単位：千円）

備　　考
（所管部署）

事業名称等
（予算事業名）

事業概要

事業名称等
（予算事業名）

1,050 1,050

平成31年度

13,683

平成30年度

旧上福岡学校給食セン
ター解体事業
（旧上福岡学校給食セン
ター管理事業）

操業を終了した施設の土壌
調査及び解体撤去工事を実
施します。

26,288 120,000 ― （学校給食課）

13,683

1,050

文化振興事業 1,400

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29年度 平成30年度

政策８　ともに学び合い心豊かな人を育むまち(生涯学習)

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。

14,409 14,409 （学校教育課）

（文化・スポーツ振
興課）

平成31年度

市内の小中学校に通う児童
生徒や保護者を対象にして、
教育や子育てに関する悩み
や心配事の相談に応じてい
ます。また、不登校の児童生
徒に対して、学校復帰に向け
た適応指導も行っています。
学校や関係諸機関との連携
を図りながら、児童生徒の健
やかな成長を支援します。

14,409
教育相談環境の充実
（教育相談事業）

備　　考
（所管部署）
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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.

42

43

44

45

46

政策１０　安全に暮らせるまち(安全・安心）

No.

47

48 4,774

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）

平成29年度 平成30年度

7,987 7,744
防災倉庫の更新及び防災
設備の充実事業
（防災施設管理運営事業）

平成31年度

人権推進事業

（文化・スポーツ振
興課）

平成30年度

―

備　　考
（所管部署）

1,201 2,004

事業概要

（社会教育課）

（市民総合相談
室）

―

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。

2,756

―

1,206

8,0008,000

―

 (478,417)

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。

1,540

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）

（単位：千円）

311 311

事業概要 平成29年度

311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。

第２次にあたる平成30年度
からの男女共同参画基本計
画を策定します。

8,000

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）

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。

1,540 1,540

防災資機材等整備支援事
業
（災害対策事業）

平成31年度
事業名称等

（予算事業名）
備　　考

（所管部署）

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。

（文化・スポーツ振
興課）

事業名称等
（予算事業名）

（危機管理防災
課）

（単位：千円）

（危機管理防災
課）

※平成２８年度予算を平成２９年度に

繰り越して事業を行います。
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No.

49

50

51

52

（都市計画課）

　地域住民や防災関係機関
と連携した防災訓練を実施
することで、実際の災害時に
各自が的確に行動できるよう
推進します。
　また、平成29年度は４年に
１度の二市一町の合同防災
訓練をふじみ野市主催で行
い、行政境での訓練の充実
を図ります。

防災訓練事業

道路照明灯等LED化推進
事業
（交通安全推進事業）

現在市で管理している道路
照明灯、防犯灯などについ
て、一括してＬＥＤ化の推進
を図ります。

51,540 37,500 37,500

1,795

市民総合相談事業 9,607

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。

（都市計画課）

（危機管理防災
課）

ゾーン３０路面標示設置事
業
（交通安全推進事業）

一定の区域内において自動
車の制限速度を30ｋｍに規
制することで、生活道路の交
通安全の確保を図ります。

532 532

9,615 9,544
（市民総合相談
室）

事業名称等
（予算事業名）

事業概要 平成29年度 平成30年度 平成31年度
備　　考

（所管部署）

7,517 35,000 ―
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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。

18



政策１１　次世代の環境を意識したまち(環境)

No.

53

54

55

政策１２　活力があり働きやすいまち(産業)

No.

56

57

58

59

平成29年度

5,000 5,000 （産業振興課）

（環境課）

事業名称等
（予算事業名）

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

84,036

備　　考
（所管部署）

平成31年度

平成31年度

―

（環境課）

1,000

企業誘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）

事業概要

（産業振興課）

551,129

第２期環境基本計画策定
事業
（環境基本計画推進事業）

―

―

58,098

平成30年度

（単位：千円）

―

―

企業誘致推進事業

事業名称等
（予算事業名）

―

平成29年度

32,058

上福岡清掃センター解体
及び跡地活用事業
（上福岡清掃センター廃止
事業）

「ふじみ野市・三芳町環境セ
ンタ－」の開設にともない上
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。

平成30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。

2,295

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。

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。

(産業振興課)1,000

農業振興地域整備計画策
定（変更）事業
（農政推進事務）

農業振興地域整備計画書
は、市町村が策定する農業
振興地域内での農業施策に
関する最上位計画であり、概
ね10年を見通した総合的な
見直しが必要とされるため、
見直しを行います。

4,000 3,000 ―

1,000

農業生産改善事業
（農政推進事務）

生分解性マルチフィルム
利用推進事業
（農政振興事業）

（産業振興課）

認定農業者等担い手や営農
団体等に対し、農作物の生
産向上に寄与する施設の整
備や農作業の省力化、効率
化等を図ることができる機械
等の購入に係る経費の一部
の補助を行います。

5,000

（環境課）

備　　考
（所管部署）

7,000
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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.

60

61

政策１４　誰もが快適で住み続けたくなるまち(生活基盤)

No.

62

63

64

65

66

67

（公園緑地課）

備　　考
（所管部署）

平成３０年度以降につきまし
ては、今後の進捗状況により
計上します。

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。

5,040

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。

629,826 15,725

平成30年度 平成31年度

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
画マスタープランの中間評価
を行うとともに、平成32年以
降の後期計画を策定します。

10,000 5,500

61,128 ―

市内公園更新整備事業
（公園管理事業）

東口駅前広場整備事業

（都市計画課）

（公園緑地課）

平成31年度

30,000

（単位：千円）

（公園緑地課）

(仮称)苗間みほの公園整
備事業
（公園新設事業）

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。

ふじみ野市運動公園再整
備事業
（公園管理事業）

旧大井教職員住宅跡地を公
園として活用するための整備
工事を行います。

550,660 ―

道路台帳統合事業

上沢勝瀬通り線整備事業

（道路課）

174,986

（単位：千円）

（都市計画課）

65,745

平成29年度 平成30年度

備　　考
（所管部署）

事業名称等
（予算事業名）

事業概要

事業概要 平成29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）

事業名称等
（予算事業名）

67,005

5,400

（公園緑地課）―

30,000 30,000

344,791

旧福岡高校跡地整備事業
（公園新設事業）

旧福岡高校跡地を公園とし
て活用するための設計・整備
工事を行います。

551,618

85,883 77,462 ―

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。
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No.

68

69

70

71

72

73

74

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。

平成30年度

取水場改修事業
【水道企業会計】

災害等により県水が停止す
るようなことがあっても、市内
の水源で安心・安全な水道
水の供給をします。

55,955 55,955

（上下水道課）

（上下水道課）

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】

55,955

12,474

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。

老朽管（石綿管）更新事業
【水道企業会計】

事業名称等
（予算事業名）

―

亀久保交差点改良事業

亀久保交差点の交通渋滞の
解消と歩行者の安全確保を
図るため、右折帯の設置及
び歩道拡幅に必要な用地
を、県からの委託を受け取得
します。

災害時にも機能が保持でき
るよう大井浄水場第2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。

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
整備費の縮減を図り、災害
時にも強い、安心・安全な水
を安定供給します。

平成29年度

187,500

57,880

46,175 45,005

―

187,500156,600

5,995

57,880 57,880

（公園緑地課）
大井弁天の森用地取得事
業
（緑地管理事業）

― ―

平成31年度
備　　考

（所管部署）

10,000 10,000 （上下水道課）

（都市計画課）

（都市計画課）

（上下水道課）

市内循環ワゴンの運行
（市内循環ワゴン運営事
業）

事業概要

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。

46,295

15,366
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No.

75

76

77

各施策共通経費

No.

78

各事業の記載事項説明

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。

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。

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。

平成29年度 平成30年度

（上下水道課）

管路施設耐震補強事業
【下水道企業会計】

事業名称等
（予算事業名）

事業概要

事業名称等
（予算事業名）

事業概要

（上下水道課）

緊急輸送路となっている国
道254号及び県道のマンホー
ルを耐震化することにより大
規模な地震が発生した場合
における被害を抑制し、継続
的な都市機能の確保を図り
ます。

平成30年度 平成31年度
備　　考

（所管部署）

142,279

14,796

平成29年度

4,240

17,904

◎　各年度の事業費の金額は、平成２９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３０・
３１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）

5,462,620 5,354,117 5,326,965 （人事課）

5,000 （上下水道課）5,400

平成31年度
備　　考

（所管部署）

（単位：千円）

43,848 2,080

133,300
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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現年課税分 99％（27 年度決算 98.49％） 

・ 市民税、固定資産税等の市税の滞納繰越分 30％（27 年度決算 29.76％） 

・ 国民健康保険税の現年課税分       8９％（27 年度決算:87.11％） 

・ 国民健康保険税の滞納繰越分       19％（27 年度決算:18.73％） 

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 48 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。 
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