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１ 実施計画の構成と内容

１）趣　　旨

　 　実施計画は､「 四季かおる　つながり　安心　活
い

きるまち 」を市の将来像とする

　 第５次総合振興計画基本構想及びそれを実現するための基本計画に位置づけられた

　 施策を、計画的・効果的に進めていくために向こう３か年で実施する事業を示すもの

　　　　　　Ⅱ　健康で安心して暮らせるまちをつくる

２）計画期間

　　 本計画は、令和２年度から令和４年度までの３か年を計画期間とします。

３）内　　容

　 　本計画は、基本政策に位置づけられた施策を実施するための「事業計画」であり、

　 事業の目標と方策を示したものです。

　 　社会経済情勢等の変化に対応するため､毎年度見直し、修正を加え策定します。

　　《 基本政策 》

　　　　　　Ⅰ　未来の希望が輝くまちをつくる
　　　　　　　（　子ども・子育て支援・教育分野　）

　　　　　　　（　環境・基盤整備分野　）

　　　　　　Ⅵ　地域活動が活性化されたまちをつくる
　　　　　　　（　地域コミュニティ・情報発信・行財政運営・連携分野　）

　　　　　　　（　福祉・保健・医療・防犯・防災・生活の安全分野　）

　　　　　　Ⅲ　学び合い、豊かな心を育むまちをつくる
　　　　　　　（　生涯学習・文化・スポーツ・人権分野　）

　　　　　　Ⅳ　地域の資源が活
い

きるまちをつくる
　　　　　　　（　産業・就労・農業分野　）

　　　　　　Ⅴ　潤いのある快適なまちをつくる
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　 　市内には、元荒川、綾瀬川などの大小河川が流れ、また河川以外にも豊かな水辺が点

 ２ 蓮田市の概要

１）地　　勢

　 　当市は、都心から約４０kmの埼玉県南東部に位置し、面積は埼玉県面積の約０.７％、

　 ２７.２８k㎡です。

　 　大宮台地分布区域に区分され、概ね平坦で南北に長い地形になっています。

　 在し、黒浜沼(上沼､下沼)や山ノ神沼などがあります。

　 　当市は、北に久喜市、東に白岡市、南にさいたま市及び上尾市、西に伊奈町及び桶川

　 市と接しています。

２）概　　要

市 制 施 行 １９７２（昭和４７）年１０月１日

位 置 東経 139度39分44秒、北緯 35度59分39秒 （世界測地系）

面 積 ２７．２８ ㎢ （国土地理院調べ）

人 口 ６２，３８０ 人 （平成27年国勢調査）

世 帯 ２４，５４３ 世帯 （平成27年国勢調査）

人 口 密 度 ２，２８７ 人/㎢ （平成27年国勢調査）

農 家 数 ４１６ 戸 （平成27年農林業センサス）

事 業 所 １，６３１ 事業所 （平成28年経済センサス－活動調査）

１７，６７６ 人

工 業 ６８ 事業所 （平成29年工業統計調査）

３，２８９ 人

商 業 ３０４ 事業所 （平成28年経済センサス－活動調査）

２，８０９ 人

学校･保育施設 幼稚園 認可保育園

(令和2年2月1日現在) 小学校 認定こども園

　　　　　 中学校 児童センター

高等学校 学童保育所

特別支援学校 心身障害児通園施設

子育て支援拠点施設

小規模保育施設

家庭保育室
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※H27は国勢調査実績値。年齢不詳者を含むため、年齢区分別人口の合計と総人口は一致しない。

３）人口の推移

４）年齢区分別人口推計
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出典：蓮田市第５次総合振興計画 

４月１日現在 住民基本台帳人口 

63,864 63,796 63,543 63,321 62,948 62,747 62,503 62,310 62,137 61,817 
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４月１日現在 住民基本台帳人口 

7,265  7,330  7,393  7,468  7,522  7,706  7,794  7,684  7,501  7,435  

36,750  35,028  34,694  33,614  32,023  29,586  28,011  27,104  26,717  26,484  
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18,588  18,429  
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54,719 

53,323 
51,941 

50,512 

59,670 

（人） 

62,380 

（年） 

（蓮田市人口ビジョンに基づく将来人口推計） 
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３ 施策体系図  【蓮田市第５次総合振興計画(平成30年度～令和9年度)】

◎　市の将来像 ◎　基本理念

　　　１　四季かおる＝潤いのある自然・文化のかおるまち
　　　２　つながり＝人々がふれあう連携・協働によるまち
　　　３　安心＝安心・安全に生活できるまち

　　　４　活
い

きるまち＝地域の活力を高めるまち

政　策 施　策 主要事業 ページ 所管課

1 婚活支援事業（蓮田で家族になろう。事業） P 11 政策調整課
商工課・子ども支援課

2 不妊治療費助成事業 P 11 子ども支援課

3 母子保健推進事業 P 11 子ども支援課

4 ワーク・ライフ・バランスの推進事業 P 11 庶務課
商工課・子ども支援課

5 乳幼児とのふれあいの推進事業 P 11 学校教育課・保育課

6 定住・子育て応援促進サイトの運営事業 P 12 政策調整課・広報広聴課

7 子育て世代包括支援センター整備推進事業 P 12 子ども支援課

8 予防接種事業 P 12 子ども支援課

9 乳幼児健康診査事業 P 12 子ども支援課

10 小児救急医療体制の充実 P 12 健康増進課

11 食育の推進事業 P 13 健康増進課・学校教育課
子ども支援課・社会教育課

3 【再掲】母子保健推進事業 P 13 子ども支援課

12 子どものための教育・保育給付事業 P 13 保育課

13 ブックスタート事業（はすぴぃのふれあい子育て「はじめての絵本」） P 13 子ども支援課・社会教育課

14 子ども読書支援センター（多世代交流サロン）整備事業 P 13 社会教育課

15 子ども・子育て支援事業計画の推進 P 14 子ども支援課

16 こども医療費助成事業 P 14 子ども支援課

17 保育料の経済的負担の軽減 P 14 保育課

18 多子世帯応援事業 P 14 子ども支援課・保育課

19 幼稚園就園奨励費の補助 P 14 保育課

20 待機児童対策の推進事業 P 14 子ども支援課・保育課

21 保育サービスの充実 P 15 子ども支援課・保育課

22 民間事業者等による放課後児童健全育成事業 P 15 保育課

23 ファミリー・サポート・センター事業の推進 P 15 子ども支援課

24 家庭保育室の支援事業 P 15 保育課

25 病児・病後児保育事業 P 15 子ども支援課・保育課

26 保育士、学童保育所指導員等の研修の充実 P 15 保育課

27 発達や個性に応じた保育内容の充実 P 16 保育課

28 公園整備事業 P 16 みどり環境課

29 子育てにやさしい公共施設などの整備事業 P 16 庶務課

30 子育て情報誌発行事業 P 16 子ども支援課

31 公開型地理情報システム整備事業 P 16 都市計画課

32 子ども110番の家推進事業 P 16 学校教育課

33 子育て世帯向け防災訓練事業 P 17 危機管理課

34 公共施設の安全対策の充実 P 17 教育総務課・学校教育課
子ども支援課・保育課

35 児童虐待防止対策事業 P 17 子ども支援課

36 子どもの貧困対策事業 P 17 福祉課
教育総務課・子ども支援課

37 青少年健全育成支援事業 P 18 子ども支援課

38 公民館などを利用した子ども向け講座の開催 P 18 社会教育課

39 学校施設の活用 P 18 社会教育課・文化スポーツ課

40 放課後子供教室の実施 P 18 保育課

41 地域子育て支援拠点施設の充実 P 18 学校教育課
子ども支援課・保育課

42 地域で支える子育て支援事業 P 18 保育課

7 【再掲】子育て世代包括支援センター整備推進事業 P 19 子ども支援課

43 子育てサークルの育成支援事業 P 19 子ども支援課
保育課・社会教育課

44 子育て活動促進事業 P 19 子ども支援課・社会教育課

45 母子愛育会活動支援事業 P 19 子ども支援課

46 家庭教育支援事業 P 19 子ども支援課

47 地域交流機会の創出 P 19 社会教育課
文化スポーツ課

48 小・中学校人権教育推進事業 P 20 学校教育課

49 心の教育・教育相談体制づくり事業 P 20 学校教育課

50 発達支援センター推進事業 P 20 学校教育課

51 特別支援教育推進事業 P 20 学校教育課

52 健康教育推進事業 P 20 学校教育課

四季かおる つながり 安心 活
い

きるまち

基本政策

Ⅰ 
 
未
来
の
希
望
が
輝
く
ま
ち
を
つ
く
る 
 

１ 結婚～乳幼児の 

  子育て支援 
 

 

 

 

 

(6) 子どもの権利の保障                        

(2) 子どもの健康 

 

 

 

(1) 結婚、出産、子育ての切れ目のない 

  支援           

 

 

 

 

２ 子育て環境の整 
  備 
 
 
 
 
 

(3) 幼児教育の充実促進             

 

(2) 子育ての負担軽減 

 

 

(1) 子育て支援              

(3) 保育環境の充実                            

(5) 安心・安全                             

(4) 子どもと出かけられる環境の整備                          

３ 地域や家庭にお 
  ける子育て支援 
 

(2) 子育て支援拠点施設の整備・利用促 

  進                            

(3) 地域の関係機関と連携した子育て支 

  援                          

 

 

 

(1) 健全育成                        
 

４ 学校教育の充実 

 

 

 

(1) 教育内容の充実                        
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政　策 施　策 主要事業 ページ 所管課

53 小・中学校水泳指導民間連携事業 P 20 教育総務課

54 退職教員による定期的補充学習推進事業 P 21 学校教育課

55 はすだっ子ペンの達人！事業 P 21 学校教育課

56 理科支援員の全校配置 P 21 学校教育課

57 少人数学級の学年拡大 P 21 教育総務課・学校教育課

58 中学校部活動推進事業 P 21 学校教育課

59 外国語指導助手招致事業 P 21 学校教育課

60 外国語指導助手小学校配置推進事業 P 22 学校教育課

61 小・中学校英語教育推進事業 P 22 学校教育課

62 中学校国際親善訪問団派遣事業 P 22 学校教育課

63 小・中学校大規模改修事業 P 22 教育総務課

64 小・中学校校庭整備事業 P 22 教育総務課

65 学校給食の充実 P 23 教育総務課

66 小・中一貫教育モデル校指定事業 P 23 学校教育課

67 情報化推進事業 P 23 学校教育課

68 就学援助費の支給事業 P 23 子ども支援課

69 地域ぐるみの子ども安全推進事業 P 23 学校教育課

70 交通指導員の配置事業 P 23 自治振興課

71 開かれた学校づくり P 24 学校教育課

72 コミュニティ・スクール導入事業 P 24 学校教育課

73 教職員の資質向上 P 24 学校教育課

74 農地や林などを活用した環境教育推進事業 P 24 学校教育課

75 意識啓発・広報活動推進事業 P 26 庶務課・商工課
福祉課・社会教育課

76 福祉教育の推進・福祉意識の醸成事業 P 26 学校教育課・社会教育課

77 地域交流機会の提供事業 P 26 長寿支援課・保育課

78 多世代交流の促進事業 P 26 学校教育課・保育課

79 自治会の活動支援事業 P 26 自治振興課

42 【再掲】地域で支える子育て支援事業 P 26 保育課

80 社会福祉協議会との連携強化による福祉サービスの充実 P 27 福祉課

81 地域活動・ボランティア活動の推進事業 P 27 福祉課・健康増進課
長寿支援課

82 地域活動の担い手の育成事業 P 27 福祉課・長寿支援課
学校教育課

44 【再掲】子育て活動促進事業 P 27 子ども支援課・社会教育課

83 障がい者支援体制の確立（自立支援給付事業） P 28 福祉課

84 障がい者支援体制の確立（地域生活支援事業） P 28 福祉課

85 蓮田市障がい者就労支援事業 P 28 福祉課

86 障がい者作業所等運営支援事業 P 28 福祉課

87 はなみずき作業所及び複合施設整備事業 P 28 福祉課

88 高齢者の生きがい支援事業 P 29 長寿支援課

89 シルバー人材センター支援事業 P 29 長寿支援課

90 高齢者の総合相談・権利擁護事業 P 29 在宅医療介護課

91 高齢者見守り支援ネットワーク事業 P 29 在宅医療介護課

92 在宅医療・介護の連携体制の充実 P 29 在宅医療介護課

93 公共交通整備事業 P 30 都市計画課

94 高齢者援護・措置事業 P 30 長寿支援課

95 介護保険事業（介護保険運営事業） P 30 長寿支援課

96 介護保険事業（地域支援事業） P 30 長寿支援課
在宅医療介護課

97 介護予防・日常生活支援総合事業（地域支援事業） P 31 在宅医療介護課

98 心の健康相談事業 P 32 健康増進課

99 がん検診事業 P 32 健康増進課

100 特定健康診査、特定保健指導事業 P 32 健康増進課

101 健康づくり推進事業 P 32 健康増進課

102 地域救急医療体制の充実 P 33 健康増進課

92 【再掲】在宅医療・介護の連携体制の充実 P 33 在宅医療介護課

103 国民健康保険の適正な運営 P 34 国保年金課

104 後期高齢者医療広域連合との連携 P 34 国保年金課

105 国民年金事務 P 34 国保年金課

106 生活保護制度の適正な運営と自立支援 P 34 福祉課

基本政策

(2) 地域福祉環境の整備 

 

 

(1) 教育内容の充実                        

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 環境教育の推進                           

(3) 学校の教育力の向上                        

 

(2) 教育環境の充実                     

 

 

 

 

 

 

(1) 相互扶助意識の高揚  １ 地域でともに支え 

  合う福祉の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 
 
健
康
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
を
つ
く
る 

２ 障がい者支援      
 
 
 
 
 

(1) 自立支援体制                        

(2) 社会参加に向けた環境整備                 

                        

(1) 生きがいづくり・社会参加の促進                               

(2) 生活（自立）支援・権利擁護の充実                   

４ 健康づくりの支援 

５ 各種社会保障制 
  度の適正な運営 
 
 
 
 

(2) 地域の健康づくりの推進           

(3) 公共交通の充実                        P48

(1) 国民健康保険制度の適正な運営               

(3) 地域福祉活動の充実 

 

 

(2) 後期高齢者医療制度の適正な運営                        

(1) 心と体の健康づくり                              

                        

４ 学校教育の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 
 
未
来
の
希
望
が
輝
く
ま
ち
を
つ
く
る  

３ 高齢者支援      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 介護保険制度の適正な運営と推進                   

(3) 地域保健医療体制の整備  

(3) 公共交通の充実                        P48(3) 国民年金事務の円滑な運営                        

(3) 公共交通の充実                        P48(4) 生活困窮者支援（生活保護）                        
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政　策 施　策 主要事業 ページ 所管課

107 防犯対策推進事業 P 35 危機管理課

108 警察署の誘致 P 35 危機管理課

109 街路灯整備推進事業 P 35 自治振興課

110 防災備蓄倉庫及び防災資機材の整備事業 P 36 危機管理課

111 自主防災組織育成事業 P 36 危機管理課

112 公共建築物の耐震補強整備事業 P 36 庶務課・建築指導課

113 木造住宅耐震診断・耐震改修補助事業 P 36 建築指導課

114 老朽管更新事業 P 36 水道課

115 公共下水道整備事業 P 37 下水道課

116 消防施設整備事業 P 37 消防課

117 排水路施設等整備事業 P 37 農政課・道路課

118 地域防災計画の改定と各種マニュアル整備事業 P 38 危機管理課

119 遠隔地自治体との災害支援体制の充実 P 38 危機管理課

120 情報伝達体制整備事業 P 38 危機管理課

121 情報セキュリティ対策の整備 P 38 電算課

122 新型インフルエンザ等対策の整備 P 38 健康増進課

123 消防設備整備事業 P 39 消防課

116 【再掲】消防施設整備事業 P 39 消防課

124 救急体制の強化 P 39 消防課

125 消防団の活性化推進事業 P 39 消防課

126 消防訓練等実施事業 P 39 消防課

127 交通安全施設等整備事業 P 40 自治振興課

128 放置自転車対策の推進事業 P 40 自治振興課

129 交通安全啓発事業 P 40 自治振興課

130 通学路の安全確保事業 P 40 自治振興課・道路課
学校教育課

131 消費生活相談事業 P 41 商工課

132 消費者教育推進事業 P 41 商工課

133 生涯学習推進事業 P 43 社会教育課

134 生きがいづくりと社会参加推進事業 P 43 社会教育課

88 【再掲】高齢者の生きがい支援事業 P 43 長寿支援課

135 図書館システムの最適化及び学校図書館資源共有化推進事業 P 43 社会教育課

136 図書館機能・サービスの充実 P 43 社会教育課

137 総合文化会館運営事業 P 44 文化スポーツ課

138 ハストピアサポーターズ事業 P 44 文化スポーツ課

139 文化財啓発事業 P 44 学校教育課・社会教育課

140 国指定史跡黒浜貝塚整備・活用事業 P 44 社会教育課

141 市内貝塚群国指定史跡化推進事業 P 44 社会教育課

142 埋蔵文化財保存事業 P 45 社会教育課

143 市指定文化財保存修復事業 P 45 社会教育課

144 国際交流推進事業 P 46 自治振興課・学校教育課

59 【再掲】外国語指導助手招致事業 P 46 学校教育課

60 【再掲】外国語指導助手小学校配置推進事業 P 46 学校教育課

61 【再掲】小・中学校英語教育推進事業 P 46 学校教育課

62 【再掲】中学校国際親善訪問団派遣事業 P 46 学校教育課

145 スポーツ団体育成・支援事業 P 47 文化スポーツ課

146 スポーツ・レクリエーション普及事業 P 47 文化スポーツ課

147 スポーツ・レクリエーション指導者の育成 P 47 文化スポーツ課

58 【再掲】中学校部活動推進事業 P 47 学校教育課

148 スポーツ施設整備事業 P 47 みどり環境課・文化スポーツ課

149 人権教育・啓発推進事業 P 48 庶務課・社会教育課

150 いじめ防止対策推進事業 P 48 庶務課・学校教育課

151 平和行政推進事業 P 48 庶務課

152 男女共同参画への意識づくり P 48 庶務課

4 【再掲】ワーク・ライフ・バランスの推進事業 P 48 庶務課・商工課
子ども支援課

153 男女間のあらゆる暴力のない社会づくり P 48 庶務課・子ども支援課

基本政策

(3) 危機管理体制の確立 

 

 

 

(2) 魅力ある公園緑地の整備            

(1) 良好な住環境の整備            

(3) 良好な景観の形成                          

４．ゆとりある 
  住環境を創出 
  する 
 

(1) 安全・安心で安定した水の供給    

Ⅲ
 
学
び
合
い
、
豊
か
な
心
を
育
む
ま
ち
を
つ
く
る
 

(2) 学習環境の充実 

(1) 生涯学習体制の充実         
                      

(1) 芸術・文化活動の振興                
                              

１ 生涯学習を通した 
  生きる力の育成 

(1) 地域交流・多文化交流の促進 

 

３ 国際交流・多文化 
  共生 

(1) スポーツ・レクリエーション活動の促 
  進  
                                                   

(2) スポーツ施設整備の促進                 

(1) 平和意識の高揚  

(2) 災害に強いまちづくりの推進                                                  

 

 

 

 

(2) 防犯体制の充実            

(1) 地域における防犯対策の推進            

(3) 防犯対策の推進                          

６ 防犯対策の推進 
 
 
 

(1) 防災対策の推進 ７ 防災対策・危機 
  管理体制の充実 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅱ 
 
健
康
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
を
つ
く
る 

(1) 消防体制の充実 ８ 消防・救急体制の 
  充実 
 
 
 
 

(2) 救急体制の充実 

(3) 地域における消防力の充実 

(1) 交通安全対策の充実 

 

 

９ 交通安全対策の 
  推進 
 
 

(1) 消費生活の安全確保 10 消費生活保護 

(2) 歴史・文化の保全と活用                
                              

２ 地域に根差した 
  文化の継承と活 
  用 

４ スポーツ・レクリ 
  エーションの振興 

(1) 人権意識の高揚                
                              

５ 人権教育・啓発の 
  推進 

６ 平和行政の推進 

７ 男女共同参画の 
  推進 

(1) 男女共同参画の促進                
                              

(2) 相談体制等の充実  
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政　策 施　策 主要事業 ページ 所管課

154 産業基盤整備事業 P 50
農政課・商工課

都市計画課
産業団地整備課

建築指導課

155 創業支援事業 P 50 商工課

156 中心市街地の活性化推進事業 P 51 商工課

157 商工会との連携支援事業 P 51 商工課

158 商業団体活性化推進事業 P 51 商工課

159 新サービスエリア活用事業 P 51 農政課・商工課
都市計画課

160 あらゆる世代の就業支援事業 P 51 商工課・福祉課
長寿支援課・子ども支援課

155 【再掲】創業支援事業 P 52 商工課

161 地域資源の活用による蓮田ブランドの発掘・活用 P 52 広報広聴課
農政課・商工課

162 はすだFutureプロジェクト支援事業 P 52 商工課

163 特産品振興事業 P 52 農政課・商工課

164 産業振興支援事業 P 52 農政課

165 道の駅「はすだ」推進事業 P 52 農政課・商工課
道路課

166 土地改良基盤整備推進事業 P 53 農政課

167 環境にやさしい農業への取組 P 53 農政課

168 地産池消の推進事業 P 53 農政課

169 農産物直売所の整備事業 P 53 農政課

170 ふれあい農園管理運営事業 P 53 農政課

171 交流ふれあい支援事業 P 53 農政課

172 新規就農総合支援事業 P 54 農政課

173 梨農家担い手確保事業 P 54 農政課

174 貸農園事業 P 54 農政課

175 農業経営の法人化事業 P 54 農政課

176 自然エネルギー活用システム設置費補助金交付事業 P 56 みどり環境課

177 花と緑のまちづくり事業 P 56 自治振興課・みどり環境課

178 自然環境保全支援事業 P 56 みどり環境課

179 黒浜沼周辺整備事業 P 56 みどり環境課

180 山ノ神沼周辺整備事業 P 56 みどり環境課・農政課

181 環境教育・環境学習推進事業 P 57 みどり環境課

74 【再掲】農地や林などを活用した環境教育推進事業 P 57 学校教育課

182 資源リサイクル奨励金交付制度 P 58 みどり環境課

183 蓮田白岡衛生組合運営事業 P 58 みどり環境課

184 農業集落排水整備事業 P 58 下水道課

185 合併処理浄化槽設置整備事業 P 58 下水道課

115 【再掲】公共下水道整備事業 P 58 下水道課

186 環境衛生支援事業 P 58 みどり環境課

187 環境美化推進事業 P 58 みどり環境課

188 空き家等対策事業 P 59 危機管理課・みどり環境課
建築指導課

189 放射線測定事業 P 59 みどり環境課・学校教育課
保育課・消防課

190 給食用食材の放射性物質検査事業 P 59 教育総務課・保育課

191 土地利用計画の見直し P 60 都市計画課

192 地区計画の策定 P 60 都市計画課

193 西口再開発ビル整備推進事業 P 60
庶務課・市民課

西口再開発ビル開設準備室

子ども支援課・保育課

194 拠点地域づくりの推進 P 60 政策調整課・都市計画課
文化スポーツ課・関係各課

195 スマートＩＣ整備推進事業 P 61 都市計画課・道路課

196 幹線道路の整備推進 P 61 都市計画課・道路課

197 橋りょう整備事業 P 61 道路課

198 生活道路整備事業 P 61 道路課

199 道路補修・排水整備事業 P 62 道路課

117 【再掲】排水路施設等整備事業 P 62 農政課・道路課

165 【再掲】道の駅「はすだ」推進事業 P 62 農政課・商工課
道路課

200 ＪＲ宇都宮線利便性向上事業 P 62 都市計画課

93 【再掲】公共交通整備事業 P 62 都市計画課

基本政策

(1) 郷土の文化を次世代に受け継ぐ   

                                    P84

(2) 市民文化活動の支援                   

(1) 快適で暮らしやすいまちづくりの推進       

１．人と人とが支え 
  合って健康に 
  暮らせる地域を 
  つくる 

(3) 地域資源の活用 

 

 

 

(1)  一人ひとりの心と体の健康づくりの
支援 
                                                   P86
～88 

(2) 就労支援 

(2) ノーマライゼーション社会の確立    

(3) 安心して暮らせる生活の保障      P98

～99 

 

(1) いつまでもいきいきと生活できる社会

２ 環境衛生の推進 
 
 
 

(2) 介護保険の充実                         

(3) 環境美化活動の充実   
                                           

３ 安心・安全な生活 
  環境 
 

(2) ごみ・し尿処理体制の充実                                    
                                             
 

(1) 空き家等対策の推進  

４ 魅力あるまちづく 
  りの整備 
 

(2) 魅力ある拠点づくりの推進       

 

(2) 放射線対策の推進        

(1) 道路・橋りょう等の整備 
                       
 
 

１ 産業の創出支援      

 

（1）企業立地促進   

                                     

（2） 創業支援                 

２ 産業育成・支援 (1) 産業振興・経営基盤の強化 
                                                  
 
 

(1) 都市型農業の振興 
                        

 
 
 

３ 農業の振興 
 
 
 
 

(1) 地球温暖化対策の推進    

(2) 環境地域活動の充実      

 

 

(3) 環境教育の充実 

(1) 循環型社会の推進                         

Ⅳ 
 
地
域
の
資
源
が
活
き
る
ま
ち
を
つ
く
る 

１ 環境保全の推進 
 
 
 
 

Ⅴ 
 
潤
い
の
あ
る
快
適
な
ま
ち
を 
つ 
く 
る 
 

(2) 公共交通の利便性の向上                                    
                                             

５ 道路・交通網の 
  整備 
 

い 
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政　策 施　策 主要事業 ページ 所管課

201 健全な上水道事業の経営 P 63 水道課

114 【再掲】老朽管更新事業 P 63 水道課

115 【再掲】公共下水道整備事業 P 63 下水道課

184 【再掲】農業集落排水整備事業 P 63 下水道課

185 【再掲】合併処理浄化槽設置整備事業 P 63 下水道課

202 公園リノベーション事業 P 64 みどり環境課

203 キッズパークはすだ事業 P 64 みどり環境課

28 【再掲】公園整備事業 P 64 みどり環境課

177 【再掲】花と緑のまちづくり事業 P 64 自治振興課・みどり環境課

179 【再掲】黒浜沼周辺整備事業 P 64 みどり環境課

180 【再掲】山ノ神沼周辺整備事業 P 64 みどり環境課・農政課

166 【再掲】土地改良基盤整備推進事業 P 64 農政課

170 【再掲】ふれあい農園管理運営事業 P 65 農政課

171 【再掲】交流ふれあい支援事業 P 65 農政課

174 【再掲】貸農園事業 P 65 農政課

204 コミュニティ活動への支援事業 P 67 自治振興課

79 【再掲】自治会の活動支援事業 P 67 自治振興課

205 ＮＰＯ・市民活動支援事業 P 67 自治振興課

206 市民協働推進事業 P 67 自治振興課

207 市民イベント等支援事業 P 67 政策調整課

42 【再掲】地域で支える子育て支援事業 P 67 保育課

43 【再掲】子育てサークルの育成支援事業 P 68 子ども支援課・保育課
社会教育課

44 【再掲】子育て活動促進事業 P 68 子ども支援課・社会教育課

45 【再掲】母子愛育会活動支援事業 P 68 子ども支援課

47 【再掲】地域交流機会の創出 P 68 社会教育課・文化スポーツ課

69 【再掲】地域ぐるみの子ども安全推進事業 P 68 学校教育課

81 【再掲】地域活動・ボランティア活動の推進事業 P 68 福祉課・健康増進課
長寿支援課

82 【再掲】地域活動の担い手の育成事業 P 69 福祉課・長寿支援課
学校教育課

138 【再掲】ハストピアサポーターズ事業 P 69 文化スポーツ課

146 【再掲】スポーツ・レクリエーション普及事業 P 69 文化スポーツ課

162 【再掲】はすだFutureプロジェクト支援事業 P 69 商工課

177 【再掲】花と緑のまちづくり事業 P 69 自治振興課・みどり環境課

208 情報公開制度の充実 P 70 庶務課

121 【再掲】情報セキュリティ対策の整備 P 70 電算課

209 蓮田市都市計画図基本図作成事業 P 70 都市計画課

31 【再掲】公開型地理情報システム整備事業 P 70 都市計画課

67 【再掲】情報化推進事業 P 70 学校教育課

120 【再掲】情報伝達体制整備事業 P 70 危機管理課

210 シティセールスの推進 P 71 政策調整課・広報広聴課

211 マスコットキャラクターや広報大使を活用したシティセールス推進事業 P 71 広報広聴課・商工課

212 パブリックコメント制度の充実 P 71 広報広聴課

6 【再掲】定住・子育て応援促進サイトの運営事業 P 71 政策調整課・広報広聴課

213 行政改革推進事業 P 72 政策調整課・関係各課

214 人材育成推進事業 P 72 秘書課

215 財政健全化事業 P 72 財政課

216 総合行政システム整備事業 P 72 電算課

217 インフラ維持管理の効率的なマネジメントの実施 P 72 庶務課・関係各課

218 中央公民館パーキングシステム導入・活用事業 P 72 社会教育課

53 【再掲】小・中学校水泳指導民間連携事業 P 73 教育総務課

219 蓮田市定員適正化計画及び蓮田市特定事業主行動計画の進行管理 P 73 政策調整課・秘書課

220 近隣市町連携事業 P 74 政策調整課・広報広聴課

221 長野県松川町（遠隔地自治体）等との友好交流 P 74 広報広聴課・学校教育課

84 【再掲】障がい者支援体制の確立（地域生活支援事業） P 74 福祉課

92 【再掲】在宅医療・介護の連携体制の充実 P 74 在宅医療介護課

183 【再掲】蓮田白岡衛生組合運営事業 P 74 みどり環境課

222 彩の国ロードサポート制度の推進 P 74 道路課

223 教育機関等連携事業 P 75 政策調整課・関係各課

224 民間企業等連携事業 P 75 政策調整課・関係各課

225 東埼玉病院周辺の活用の検討 P 75 政策調整課・関係各課

53 【再掲】小・中学校水泳指導民間連携事業 P 75 教育総務課

80 【再掲】社会福祉協議会との連携強化による福祉サービスの充実 P 75 福祉課

基本政策

(1) 消費者への支援           P128

(1) 上水道の整備・充実           

(1) 魅力ある公園の整備      
                     

 
 

(2) 下水道の整備・充実      
                       

(2) 農地・緑地の保全と創造 
 

 

(2) 市民活動・NPO活動の支援 

 

 

Ⅴ 
 
潤
い
の
あ
る
快
適
な
ま 
ち 
を 
つ 
く 
る 
 

(1) 地域コミュニティの活性化          １ 市民協働の推進 
 

６ 上水道の安定供 
  給と下水処理の 
  推進 
 

７ 公園の整備と 
  緑地の保全 
 
 

Ⅵ 
 
地
域
活
動
が
活
性
化
さ
れ
た
ま
ち
を
つ
く
る 
 

２ 情報共有・情報 
  発信 
 

(1) 情報公開の充実・個人情報の保護 

(2) 地域情報化の推進 

 

 

(3) 広聴・広報の充実 

 

 

(1) 計画的・効率的な行財政運営 

 

 

(2) 施設の計画的な管理 

３ 健全・効果的な 
  行財政運営 
 

(3) 民間活力の導入 

(4) 行政組織の効率化・人材育成 

４ 関係自治体・関 
  係機関との連携 
 

(1) 関係自治体との連携 

 

 

(2) 関係機関との連携 
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・

・

・

・

・

載し、全体的に網掛けをしています。

「　　 」表記のものは､現時点では検討段階等により事業費が不確定

であることを示しています。

令和元年度までに終了している事業は、総事業費に「事業終了」と記

　　表記方法について

【再掲】の事業については、記載ページに内容を示しています。

令和２年度は令和２年度当初予算額(案)、令和３年度、令和４年度は、

事業予定額を示しています（単位はいずれも千円）。

事業費が「―」と表記されているものは、事業費を計上せず実施する

事業や、当該年度に事業実施予定がない事業を示しています。
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№ 政策 № 施策 № 主要事業 № 主要事業 

1 
結婚～乳幼児の

子育て支援 

(1) 

結婚、出産、子育

ての切れ目のな

い支援 

1 婚活支援事業（蓮田で家族になろう。事業） 2 不妊治療費助成事業 

3 母子保健推進事業 4 ワーク・ライフ・バランスの推進事業 

5 乳幼児とのふれあいの推進事業 6 定住・子育て応援促進サイトの運営事業 

7 子育て世代包括支援センター整備推進事業   

(2) 子どもの健康 

8 予防接種事業 9 乳幼児健康診査事業 

10 小児救急医療体制の充実 11 食育の推進事業 

3 母子保健推進事業（再掲）   

(3) 
幼児教育の充実

促進 

12 子どものための教育・保育給付事業 13 
ブックスタート事業（はすぴぃのふれあい子育て

「はじめての絵本」） 

14 
子ども読書支援センター（多世代交流サロ

ン）整備事業 
  

2 
子育て環境の整

備 

(1) 子育て支援 15 子ども・子育て支援事業計画の推進   

(2) 
子育ての負担軽

減 

16 こども医療費助成事業 17 保育料の経済的負担の軽減 

18 多子世帯応援事業 19 幼稚園就園奨励費の補助 

(3) 保育環境の充実 

20 待機児童対策の推進事業 21 保育サービスの充実 

22 
民間事業者等による放課後児童健全育成

事業 
23 

ファミリー・サポート・センター事業の

推進 

24 家庭保育室の支援事業 25 病児・病後児保育事業 

26 保育士、学童保育所指導員等の研修の充実 27 発達や個性に応じた保育内容の充実 

(4) 

子どもと出かけ

られる環境の整

備 

28 公園整備事業 29 
子育てにやさしい公共施設などの整備

事業 

30 子育て情報誌発行事業 31 公開型地理情報システム整備事業 

(5) 安心・安全 
32 子ども 110番の家推進事業 33 子育て世帯向け防災訓練事業 

34 公共施設の安全対策の充実   

(6) 
子どもの権利の

保障 
35 児童虐待防止対策事業 36 子どもの貧困対策事業 

3 
地域や家庭にお

ける子育て支援 

(1) 健全育成 
37 青少年健全育成支援事業 38 

公民館などを利用した子ども向け講座

の開催 

39 学校施設の活用 40 放課後子供教室の実施 

(2) 

子育て支援拠点

施設の整備・利用

促進 

41 地域子育て支援拠点施設の充実 42 地域で支える子育て支援事業 

7 
子育て世代包括支援センター整備推進事

業（再掲） 
  

(3) 

地域の関係機関

と連携した子育

て支援 

43 子育てサークルの育成支援事業 44 子育て活動促進事業 

45 母子愛育会活動支援事業 46 家庭教育支援事業 

47 地域交流機会の創出   

4 学校教育の充実 

(1) 教育内容の充実 

48 小・中学校人権教育推進事業 49 心の教育・教育相談体制づくり事業 

50 発達支援センター推進事業 51 特別支援教育推進事業 

52 健康教育推進事業 53 小・中学校水泳指導民間連携事業 

54 退職教員による定期的補充学習推進事業 55 はすだっ子ペンの達人！事業 

56 理科支援員の全校配置 57 少人数学級の学年拡大 

58 中学校部活動推進事業 59 外国語指導助手招致事業 

60 外国語指導助手小学校配置推進事業 61 小・中学校英語教育推進事業 

62 中学校国際親善訪問団派遣事業   

(2) 教育環境の充実 

63 小・中学校大規模改修事業 64 小・中学校校庭整備事業 

65 学校給食の充実 66 小・中一貫教育モデル校指定事業 

67 情報化推進事業 68 就学援助費の支給事業 

69 地域ぐるみの子ども安全推進事業 70 交通指導員の配置事業 

(3) 
学校の教育力の

向上 

71 開かれた学校づくり 72 コミュニティ・スクール導入事業 

73 教職員の資質向上   

(4) 環境教育の推進 74 
農地や林などを活用した環境教育推進事

業 
  

 

  

結婚から妊娠、出産、子育て、教育に至

るまで切れ目のない支援を行います。 

子育て環境を整備し、地域全体で子育て

を支援する機運を高めることで、子どもの

元気な声があふれるまちづくりを行いま

す。 

基本政策Ⅰ 

未来の希望が輝くまちをつくる 

（子ども・子育て支援・教育分野） 
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政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

754 254 250 250

600 200 200 200

154 54 50 50

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

11,985 3,985 4,000 4,000

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

152,702 50,902 50,900 50,900

3,630 1,230 1,200 1,200

125,054 41,654 41,700 41,700

17,962 5,962 6,000 6,000

6,056 2,056 2,000 2,000

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

148 48 50 50

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

― ― ― ―

婚活支援事業（蓮田で家族になろう。事業）（子ども支援課）

【事業概要】

　高額の治療費がかかる不妊治療について、経済的負担の軽減を図る
ため、治療費を一部助成する。また、夫婦そろって不妊検査を実施し
た時の検査費の一部助成・不育症検査費の一部助成を行う。

事業年度ごとの事業費

事業年度ごとの事業費

事業年度ごとの事業費

３か年の
総事業費1

ワーク・ライフ・バランスの推進
事業

庶務課
商工課

子ども支援課

主要事業

(1)

３か年の
総事業費1 乳幼児とのふれあいの推進事業

学校教育課
保育課

主要事業

(1) 5

事業年度ごとの事業費

事業年度ごとの事業費

Ⅰ　未来の希望が輝くまちをつくる　主要事業

子ども支援課

主要事業

(1) 3

【事業概要】

　出会いの場を提供するために、関係団体と連携しながら市内の地域
資源を活用した婚活イベントを実施する。イベント参加者に蓮田市の
魅力を発信し、愛着をもってもらう。また、新しく家族になろうとす
る世帯が蓮田市に住んでもらえるよう働きかける。

３か年の
総事業費1 不妊治療費助成事業 子ども支援課

主要事業

(1) 2

商業団体活性化支援事業（うち婚活事業費）（商工課）

1
婚活支援事業
（蓮田で家族になろう。事業）

政策調整課
商工課

子ども支援課

３か年の
総事業費1 母子保健推進事業

３か年の
総事業費

主要事業

(1) 1

【事業概要】

　妊娠、出産その後の育児を安心して行えるようにするため、妊産婦
の健康診査や育児相談、訪問指導を実施するとともに、両親学級の開
催等子育てに関する学習機会の充実を図る。

新生児等訪問指導事業

　仕事と子育ての両立ができる働きやすい環境づくりの推進のため、
母子健康手帳交付時等において支援制度の周知に努めるほか、両親学
級において父親の役割等の講話を実施するなど男性の子育て参加の促
進を図る。

4

【事業概要】

妊婦健康診査事業

未熟児養育医療費助成事業

その他

【事業概要】

　授業の一環として行う中学生社会体験チャレンジ事業などを通じ
て、子育てに関する知識を習得できる機会を小・中学生に提供し、子
育てなどの意義に関する普及啓発を図る。
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Ⅰ　未来の希望が輝くまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

5,052 1,652 1,700 1,700

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

11,722 1,722 5,000 5,000

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

391,286 127,686 131,800 131,800

1,045 345 350 350

35,665 11,865 11,900 11,900

69,885 23,285 23,300 23,300

50,610 16,810 16,900 16,900

66,556 22,156 22,200 22,200

26,656 8,856 8,900 8,900

33,298 11,098 11,100 11,100

107,571 33,271 37,150 37,150

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

19,523 6,523 6,500 6,500

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

6,568 2,168 2,200 2,200

事業年度ごとの事業費

事業年度ごとの事業費

事業年度ごとの事業費

事業年度ごとの事業費

事業年度ごとの事業費

３か年の
総事業費

子育て情報メールサービス事業

【事業概要】

　予防接種法に基づき、感染の恐れがある疾病の発生及びまん延を予
防するために予防接種を行い、公衆衛生の向上及び市民の健康の保持
に寄与していく。
　また、予防接種のお知らせや市の子育て情報等をメールで配信する
サービスを継続していく。

主要事業

(2) 8

３か年の
総事業費

主要事業

(2) 10

３か年の
総事業費

主要事業

(2) 9

小児用肺炎球菌ワクチン接種事業

子ども支援課

Ｂ型肝炎予防ワクチン接種事業

その他

ヒブワクチン接種事業

1 乳幼児健康診査事業 子ども支援課

【事業概要】

　乳幼児が心身ともに健康に発育できるようにするため、乳幼児の成
長段階に応じて健康診査を実施し、病気や異常の早期発見や保護者へ
の保健指導・療育支援につなげる。

(1) 6
定住・子育て応援促進サイトの運
営事業

政策調整課
広報広聴課

【事業概要】

　子どもが必要な時に必要な保健医療サービスを受けられるよう、休
日等における急病者の医療を確保する。
　利根保健医療圏医療連携推進協議会（とねっと）による地域医療
ネットワークシステムの管理・運営を支援するとともに、病院及び有
床診療所が輪番制で救急患者の診療を行う東部北地区の病院群輪番制
病院運営事業や小児救急医療支援事業の運営に対して支援する。

1 小児救急医療体制の充実 健康増進課

1

【事業概要】

　妊産婦や母親の孤立感、負担が高まる中、妊娠期から子育て期にわ
たる切れ目のない支援を行うために、子育て世代包括支援センター事
業を推進する。平成３０年度の市役所内への開設に続き、西口再開発
ビル内への設置を進める。

麻しん風しんワクチン接種事業

四種混合ワクチン接種事業

３か年の
総事業費

３か年の
総事業費

【事業概要】

　公式ホームページについて、次期システムの検討、構築を行う。並
行して、定住促進サイト「ちょうどいい蓮田」について、アクセス数
の増加を図るため、内容を充実させていく。

1
子育て世代包括支援センター整備
推進事業

子ども支援課

主要事業

(1) 7

1

主要事業

水痘ワクチン接種事業

予防接種事業
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Ⅰ　未来の希望が輝くまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

588 448 70 70

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

1,730,982 576,982 577,000 577,000

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

1,349 449 450 450

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

― ―

事業年度ごとの事業費３か年の
総事業費

３か年の
総事業費

主要事業

(2)

事業年度ごとの事業費

(3) 12

(2) 3

(3) 13

1
子どものための教育・保育給付事
業

保育課

1

子ども支援課

事業年度ごとの事業費

【事業概要】

　子どもたちの豊かな感性、表現力、想像力を高める読書の効用を提
供できる機会や本に親しむ環境を提供して子どもたちへの読書支援を
行う。
　また、図書館施設の特性と地域特性を生かしたサービスを提供して
様々な世代に対応した読書環境の充実を図り、子どもからお年寄りま
で多世代が利用できる読書環境づくりや子育て環境の充実を推進す
る。

1
子ども読書支援センター（多世代
交流サロン）整備事業

社会教育課

【事業概要】

　乳幼児健診時に乳児とその保護者に絵本を手渡し、読み聞かせを体
験していただくことにより、絵本を通して赤ちゃんと保護者がゆっく
りと向き合い、楽しくあたたまる時間を持つきっかけ作りを行う。
　また、その後の健診や図書館事業の中で、赤ちゃんと保護者が一緒
に本を開いて楽しんでいけるようフォローアップを行い、子育て支援
の充実を図る。

３か年の
総事業費

主要事業

(3) 14

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

1 食育の推進事業

事業年度ごとの事業費
主要事業

【事業概要】

再掲につき、１１ページ参照。

３か年の
総事業費

主要事業

1 【再掲】母子保健推進事業

主要事業
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【事業概要】

　健康はすだ２１（第２次）と食育推進計画を一体化させた計画を推
進し、市全域で食育推進に取り組み、妊娠期から子育て期に対して食
育の推進を図る。
　学校に対しては、栄養教諭による食育授業の一層の推進を図るた
め、生活科、総合的な学習の時間、家庭科などの教科を通して、生産
や栄養のことなど食についての学習を充実させる。
　食生活支援に関わる関係団体、関係機関に対しては、地域食生活支
援推進会議を開催し、地域で「食育」を推進する取組が展開できるよ
うに働きかけ、支援する。
　生涯学習分野においても、夏と冬に中央公民館で開催している子ど
も講座に食に関する講座を取り入れ学習の場を提供するほか、黒浜貝
塚整備において縄文時代に食されていた植物を保全・植栽し、歴史的
観点からの食育学習を推進する。

健康増進課
学校教育課

子ども支援課
社会教育課

ブックスタート事業（はすぴぃの
ふれあい子育て「はじめての絵
本」）

子ども支援課
社会教育課

【事業概要】

　認定こども園、保育園及び特定地域型保育事業を運営する事業者に
対して、国の基準に基づく給付を行う。
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Ⅰ　未来の希望が輝くまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

390 130 130 130

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

599,965 199,965 200,000 200,000

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

70,473 23,473 23,500 23,500

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

33,891 11,291 11,300 11,300

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

事業終了 ― ― ―

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

435,613 145,213 145,200 145,200

(1) 15
子ども・子育て支援事業計画の推
進

子ども支援課

　地域における子どもや子育て家庭の状況に応じた子ども・子育て支
援を行うため、令和２年度から令和６年度を計画期間とする第二期子
ども・子育て支援事業計画に基づき事業を推進する。

主要事業

主要事業

　同一世帯から保育園等に入園している第２子以降等の保育料につい
て軽減を図る。
（事業費は、負担減に伴う歳入減を表記しています。）

主要事業

【事業概要】

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (2) 16 こども医療費助成事業 子ども支援課

　子どもが必要とする医療が容易に受けられるように、中学校修了ま
で入院・通院に係る医療費の一部を助成する。

主要事業

【事業概要】

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (2) 17 保育料の経済的負担の軽減 保育課

【事業概要】

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2

　令和元年１０月に実施された幼児教育無償化において、幼稚園の利
用料が無償化事業の対象とされたため、本事業は同年９月末で終了し
た。

主要事業

【事業概要】

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (2) 18 多子世帯応援事業
子ども支援課

保育課

　埼玉県と連携し、保育園等に入園する第３子以降の０歳児から２歳
児クラスの児童の保育料を無料にすることや、第３子以降の子どもが
生まれた世帯を対象にクーポン券を配布することにより、多子世帯に
おける経済的負担の軽減を図る。
（事業費は、負担減に伴う歳入減を含めた表記としています。）

主要事業

【事業概要】

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (2) 19 幼稚園就園奨励費の補助 保育課

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

【事業概要】

2 (3) 20 待機児童対策の推進事業
子ども支援課

保育課

　保育園については、認定こども園や私立保育園に保育を委託すると
ともに、待機児童の状況に応じて施設整備を検討し、保育の受入枠の
拡大を図る。
　学童保育所については、待機児童の状況に応じて施設整備を検討す
る。
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Ⅰ　未来の希望が輝くまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

166,306 48,306 59,000 59,000

77,670 25,870 25,900 25,900

28,482 9,482 9,500 9,500

57,518 10,318 23,600 23,600

2,636 2,636 ― ―

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

17,953 5,953 6,000 6,000

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

11,418 4,018 3,700 3,700

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

3,578 1,178 1,200 1,200

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

2,637 877 880 880

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

837 277 280 280

一時預かり事業（保育課）

民間教育・保育施設支援事業（保育課）

　保護者が一時的に保育できないときのために、一時預かり事業を実
施する。中央保育園、閏戸保育園、黒浜保育園に加えて、令和元年度
からは東保育園でも一時保育事業を開始した。
　また、東保育園、中央保育園、蓮田みぬま保育園において、保育時
間の延長を行う。
　私立の保育園等においても一時預かり事業及び延長保育事業の委託
を行うことで、保護者のニーズに対応する。

駅前一時預かり保育室開設事業（子ども支援課）

主要事業

　女性の社会進出が進む中で、仕事と子育てとの両立が課題となって
おり、地域において保育などの援助を受けたい人と援助を行いたい人
を会員として登録し、会員相互による子育ての相互援助活動を支援す
るファミリー・サポート・センター事業を推進する。
　西口再開発ビル完成に合わせて現在の勤労青少年ホームから移転
し、業務の拡充を図る。

【事業概要】

保育所運営事業（保育課）

2 (3) 25 病児・病後児保育事業
子ども支援課

保育課

主要事業

【事業概要】

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (3) 22
民間事業者等による放課後児童健
全育成事業

保育課

　学童保育所の定員の増員、対象児童の年齢拡大及び事業の効率的な
実施のため、民間に学童保育所（放課後児童健全育成事業）の委託を
行い、事業実施に係る委託費を支給する。

主要事業

【事業概要】

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (3) 23
ファミリー・サポート・センター
事業の推進

子ども支援課

【事業概要】

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (3) 26
保育士、学童保育所指導員等の研
修の充実

保育課

　各種研修会などを通じて、保育士等の資質向上に努める。

主要事業

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (3) 21 保育サービスの充実
子ども支援課

保育課

　児童が病気または回復期にあり、保護者が労働等により保育できな
い場合に、緊急サポートセンター埼玉にサポート会員として登録され
ている方が保護者に代わって保育を行う。

【事業概要】

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (3) 24 家庭保育室の支援事業 保育課

　保護者の労働または疾病等により保育が必要となる３歳未満の乳幼
児を、蓮田市認可外保育施設指導監督要綱に基づき安全に保育する家
庭保育室に保育委託することにより、保護者が安心して労働等に専念
できる環境を構築し、乳幼児の福祉の向上を図る。

主要事業

【事業概要】

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費
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Ⅰ　未来の希望が輝くまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

― ― ― ―

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

43,835 37,435 3,200 3,200

34,275 34,275

3,600 1,200 1,200 1,200

4,750 1,550 1,600 1,600

1,210 410 400 400

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

― ―

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

― ― ― ―

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

7,805 2,605 2,600 2,600

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

― ― ― ―

【事業概要】

　園児の発育・発達状況を把握し、子どもの発達や個性に応じた保育
の質の向上に努めるとともに、子どもの健康や安全に配慮した保育内
容の充実を図る。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (4) 28 公園整備事業 みどり環境課

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (4) 30 子育て情報誌発行事業 子ども支援課

　犯罪から子どもを守るため、緊急の避難場所として「子ども１１０
番の家」の設置箇所数の増加を図る。

　遊具や設備について安全点検を行うとともに、計画的に修繕・更新
を行い、誰もが安心して利用できる公園にする。
　また、簡易児童遊園地について、幼児を安心して遊ばせ、子育て中
の親同士の交流が図れるよう、設置場所の見直し等について検討を行
う。

　市内の子育て支援施設、イベントや子どもの健康に関すること、児
童手当やこども医療費助成など、子育てに係るさまざまな情報をまと
めた冊子をゼロ予算で作成する。幼稚園や保育園の園児の保護者に配
付するほか、図書館などの公共施設の窓口に設置する。

主要事業

【事業概要】

　子育て中のかたが安心して利用できるように、子育てにやさしい施
設の整備を図り、多世代交流の場としての環境整備を推進する。

主要事業

【事業概要】

公園整備事業

簡易児童遊園地整備事業

公園維持管理業務経費

【事業概要】

【事業概要】

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (4) 31 公開型地理情報システム整備事業 都市計画課

　市民サービスの向上を図るため、蓮田市地図情報システムに情報を
追加する。

主要事業

【事業概要】

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (5) 32 子ども110番の家推進事業 学校教育課

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (3) 27
発達や個性に応じた保育内容の充
実

保育課

簡易児童遊園地管理事業

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (4) 29
子育てにやさしい公共施設などの
整備事業

庶務課
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Ⅰ　未来の希望が輝くまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

121 41 40 40

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

33,334 11,134 11,100 11,100

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

420 140 140 140

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

615,461 198,461 208,500 208,500

42,345 7,445 17,450 17,450

84,000 28,000 28,000 28,000

478,178 159,378 159,400 159,400

9,000 3,000 3,000 3,000

1,938 638 650 650

【事業概要】

2 (5) 34

主要事業

主要事業

３か年の
総事業費

公共施設の安全対策の充実

教育総務課
学校教育課

子ども支援課
保育課

　安全対策のために学校や教育センター、保育園、学童保育所、児童
センター等の公共施設に防犯カメラ等警備システムや避難階段等を整
備し、子どもの安全に配慮した施設の整備に努め、子どもの安全を地
域全体で見守る環境づくりを推進する。

事業年度ごとの事業費

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (6) 35 児童虐待防止対策事業 子ども支援課

福祉課
教育総務課

子ども支援課

【事業概要】

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (5) 33 子育て世帯向け防災訓練事業 危機管理課

　災害弱者となりうる子育て世帯向けに防災訓練を実施し、子育て世
帯だからこそ知っておかなければならない災害時に対する備えの普及
啓発を行う。

主要事業

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

【事業概要】

生活困窮者自立支援事業（福祉課）

ひとり親家庭等医療費助成事業（子ども支援課）

児童扶養手当支給事業（子ども支援課）

入学準備金貸付事業（子ども支援課）

2 (6) 36 子どもの貧困対策事業

　就学援助制度の充実とともに、入学準備金貸付制度や児童扶養手当
制度等の適正な運用を図る。
　また、生活保護世帯や生活保護に至る前の段階の自立支援施策の強
化を図るため、生活困窮者等に対して自立相談支援事業を実施するほ
か、生活困窮世帯等の中高生への学習支援を行う。
　なお、令和３年度からは、小学生向けの学習支援事業を埼玉県のモ
デル事業（平成３０年度～令和２年度）を引き継ぎ、市単独で実施す
る。

その他

【事業概要】

　要保護児童対策地域協議会を開催し、学校・児童相談所等の関係機
関と連携を強化するとともに、地域での見守り体制を充実し、児童虐
待防止対策の推進を図る。
　また、児童虐待防止推進月間の１１月を中心に関係機関と連携し、
児童虐待防止に係る啓発活動を実施する。
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Ⅰ　未来の希望が輝くまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

271 91 90 90

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

235 75 80 80

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

181 61 60 60

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

2,671 891 890 890

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

149,107 51,307 48,900 48,900

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

― ― ― ―

事業年度ごとの事業費

3

【事業概要】

【事業概要】

【事業概要】

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

3 (1) 39 学校施設の活用
社会教育課

文化スポーツ課

　休日などにおける安全な遊び場、学び場の確保のため、学校開放に
より校庭や特別教室の活用を図る。

主要事業

【事業概要】

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

3 (1) 40 放課後子供教室の実施 保育課

(2) 41 地域子育て支援拠点施設の充実
学校教育課

子ども支援課
保育課

　地域子育て支援センターにおいて、子育て中の親同士、子ども同士
が触れ合い、子育ての楽しさを味わいながら安心して子育てができる
ようサポートする。
　また、民間企業に子育て支援拠点事業を委託し、その地域の子育て
をサポートできる体制を構築するとともに、親子同士の触れ合いの場
や身近な子育ての相談窓口として、西口再開発ビルに地域子育て支援
拠点施設を整備する。
　学校教育においては、子どもを育むさまざまな関係諸機関と積極的
に連携し、一人ひとりの指導や支援に生かしていく。

【事業概要】

　地域に開かれた公立保育所を目指し、地域住民との交流イベントや
サポーターを養成するイベントを開催するほか、子育て支援センター
や子育て広場と連携し、子育てを地域全体で支える。

【事業概要】

　放課後や週末に小学校の教室などを活用し、地域のかたが指導者や
ボランティアとして参加して、子どもたちとのスポーツ・文化活動、
地域住民との交流活動などを実施する。
　現在、黒浜南小、蓮田北小、平野小の３校で実施している。

主要事業

３か年の
総事業費

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

3 (2) 42 地域で支える子育て支援事業 保育課

　年２回、夏季と冬季に子ども向け講座を実施し、子どもたちに学習
の場を提供する。

主要事業

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

3 (1) 37 青少年健全育成支援事業 子ども支援課

　青少年健全育成のための取組として、青少年問題協議会の開催や街
頭キャンペーン等を実施するとともに、青少年育成推進員連絡会活動
等への支援を行っていく。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

3 (1) 38
公民館などを利用した子ども向け
講座の開催

社会教育課

18



Ⅰ　未来の希望が輝くまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

116 36 40 40

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

2,215 735 740 740

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

2,519 839 840 840

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

12,305 4,105 4,100 4,100

9,869 3,289 3,290 3,290

1,591 531 530 530

845 285 280 280

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

1,738 578 580 580

再掲につき、１２ページ参照。

主要事業

主要事業

３か年の
総事業費

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

3 (3) 43 子育てサークルの育成支援事業
子ども支援課

保育課
社会教育課

　子育てサークルに対して、子育てに関する講座を実施し、活動の場
や情報の収集・提供の充実を図る。子育て支援センターや児童セン
ター等に来所した親子に対し、サークルづくりの声掛けを行うととも
に、会議室の団体利用等子育てサークルの活動支援を行う。
　また、子育てサークル活動の活性化を図るための研修を充実し、
サークルの指導者の育成を図る。

【事業概要】

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

3 (2) 7
【再掲】子育て世代包括支援セン
ター整備推進事業

子ども支援課

【事業概要】

社会教育指導員事業

自主家庭教育学級支援事業

【事業概要】

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

3 (3) 45 母子愛育会活動支援事業 子ども支援課

　地域での母と子の健康づくりと子育て支援を目的に活動している母
子愛育会の活動を周知し、支援を行う。

主要事業

家庭教育推進事業（親子ふれあい村除く）

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

3 (3) 46 家庭教育支援事業 子ども支援課

　保育ボランティア組織の育成、子育て学習講座を開設していく。
　また、親の子育て中の悩みや不安を払しょくし、自信を持って子育
てができるよう、家庭教育に関する学習機会の提供など家庭の教育力
の向上に向けた支援を行う。

【事業概要】

　保護者同士の交流を図ることができるよう、家庭教育学級活動を支
援する。
　また、子ども会活動等、地域で活動する関係機関を支援すること
で、地域の絆の深まりや教育力の向上につなげていく。

主要事業

【事業概要】

　親子で参加できるイベントの開催や子ども会などの地域活動を支援
し、交流機会の充実を図る。

事業年度ごとの事業費

3 (3) 44 子育て活動促進事業
子ども支援課
社会教育課

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

3 (3) 47 地域交流機会の創出
社会教育課

文化スポーツ課

【事業概要】
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Ⅰ　未来の希望が輝くまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

2,040 680 680 680

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

34,754 11,554 11,600 11,600

3,282 1,082 1,100 1,100

15,615 5,215 5,200 5,200

564 164 200 200

15,293 5,093 5,100 5,100

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

4,180 1,380 1,400 1,400

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

631 211 210 210

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

240 80 80 80

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

13,620 3,420 3,400 6,800

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (1) 48 小・中学校人権教育推進事業 学校教育課

【事業概要】

　児童・生徒に寄り添う教育相談体制を構築し、心の教育の効果的な
推進、児童・生徒の望ましい成長と自己実現への支援を行う。

教育相談実施事業

いじめ・不登校対策推進事業

教育センター維持管理事業

教育センター運営事業

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (1) 50 発達支援センター推進事業 学校教育課

【事業概要】

　市内児童・生徒の人権作文・人権標語への取組、各種人権教育研修
会の開催、人権教育研究校の委嘱研究を通じて、児童・生徒の人権教
育に関する意識の向上を図る。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (1) 49
心の教育・教育相談体制づくり事
業

学校教育課

【事業概要】

　蓮田市就学支援事業を実施し、特別支援学級や通級指導教室の支援
を行い、個々に応じた指導の充実を図る。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (1) 52 健康教育推進事業 学校教育課

【事業概要】

　発達支援センターにおいて、運動やことば、コミュニケーションな
どの障がいが気になる子どもやその家族の相談を受け、必要な支援を
講じていく。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (1) 51 特別支援教育推進事業 学校教育課

【事業概要】

　学校における水泳の授業について、民間施設の使用、バスによる送
迎、水泳授業における補助指導などを行う。

【事業概要】

　各小・中学校で学校保健委員会や蓮田市体力向上推進委員会を開催
し、新体力テストの結果などから課題を明らかにし、その解決に向け
た取組を推進する。
　また、小・中学校体育連盟の活動への支援を行う。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (1) 53 小・中学校水泳指導民間連携事業 教育総務課
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Ⅰ　未来の希望が輝くまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

― ―

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

7,166 2,366 2,400 2,400

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

390 130 130 130

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

15,265 5,065 5,100 5,100

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

1,916 636 640 640

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

67,463 22,463 22,500 22,500

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (1) 54
退職教員による定期的補充学習推
進事業

学校教育課

【事業概要】

　子どもの学力向上を目指し、小・中学生を対象に、硬筆書写技能検
定の費用を公費負担し、学力の基礎となる集中力・忍耐力を身に着け
させる。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (1) 56 理科支援員の全校配置 学校教育課

【事業概要】

　学習の遅れた児童・生徒を対象に、退職校長及び教員を講師として
定期的に補充授業を行う。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (1) 55 はすだっ子ペンの達人！事業 学校教育課

【事業概要】

　現在の国の基準では、１学級の児童・生徒数の上限は小学校１年生
において３５人、それ以外は４０人となっている。埼玉県の基準によ
り、小学校２年生は３５人でも可、中学校１年生は３８人でも可と
なっている。本市では、小学校１年生は３０人、小学校３・４年生は
３８人を１学級の基準としており、市の基準を超え、国の基準以下の
学級に対して１人の非常勤講師を配置しているが、対象の学年を拡大
することにより、よりきめ細かな指導による児童・生徒の学力向上を
目指す。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (1) 58 中学校部活動推進事業 学校教育課

【事業概要】

　現在、小学校８校に４校ずつ隔年で１２日ずつ、１日３時間程度配
置している理科支援員を全校に配置する。
　理科支援員の活動時間を拡充し、理科教育の一層の推進を図る。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (1) 57 少人数学級の学年拡大
教育総務課
学校教育課

【事業概要】

　市内全中学校に各１名の外国語指導助手（ＡＬＴ）を配置し、中学
校英語教育、小学校外国語活動、国際理解教育の推進を図る。
　また、小学校高学年での英語の正式教科化を視野に、英語教育を
小・中学校で系統的に行えるように検討する。

【事業概要】

　生徒の体力の向上及び心の健全育成を目指し、市内全５校に部活動
外部指導者を配置し、質の高い専門的な技術指導により、部活動の活
性化を図る。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (1) 59 外国語指導助手招致事業 学校教育課
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Ⅰ　未来の希望が輝くまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

13,492 4,492 4,500 4,500

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

4,240 1,440 1,400 1,400

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

14,417 4,817 4,800 4,800

14,105 4,705 4,700 4,700

312 112 100 100

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

1,412,743 472,083 529,060 411,600

119,388 39,788 39,800 39,800

63,960 ― 1,960 62,000

875,095 423,095 452,000 ―

261,300 ― 11,300 250,000

7,700 7,700 ― ―

85,300 1,500 24,000 59,800

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

2,800 1,200 800 800

黒浜小学校給食棟整備事業

【事業概要】

　児童・生徒が安全で快適な学校生活を送れるよう、老朽化対策に重
点を置き、学校施設等の整備を行う。
　老朽化した校舎の外壁・屋上防水、トイレ、給食棟などの改修を計
画的に行うとともに、黒浜中学校校舎の大規模改修工事を行う。

小・中学校施設維持管理事業（うちエアコンリース代）

平野小学校校舎改修事業

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (1) 60
外国語指導助手小学校配置推進事
業

学校教育課

【事業概要】

　市内小学校に英語教育（外国語活動）サポーターを配置し、外国語
指導助手（ＡＬＴ）とともに小学校外国語活動を推進し、将来、国際
的視野に立って活躍できる児童の育成を図る。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (1) 62 中学校国際親善訪問団派遣事業 学校教育課

【事業概要】

　全ての小学校に外国語指導助手（ＡＬＴ）を常置して、小学校にお
ける英語教育及び外国語活動の充実を図る。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (1) 61 小・中学校英語教育推進事業 学校教育課

黒浜中学校大規模改修事業

長寿命化計画策定事業

その他

【事業概要】

　国際社会に対応するため、異文化に触れることにより国際的視野、
国際感覚を持った人材を育成する。
　また、生徒の語学への意欲と興味・関心を高める。

中学校国際親善訪問団派遣事業

国際交流受入事業

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (2) 63 小・中学校大規模改修事業 教育総務課

【事業概要】

　土ぼこり対策や排水性向上等を目的とした校庭整備を行い、屋外教
育環境の充実を図る。
　平野小学校及び平野中学校の校庭に芝生を整備し、県補助金を活用
しながら芝生の維持管理を行う。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (2) 64 小・中学校校庭整備事業 教育総務課
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Ⅰ　未来の希望が輝くまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

654,326 218,126 218,100 218,100

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

600 200 200 200

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

245,178 99,878 73,000 72,300

160,543 64,743 48,100 47,700

84,635 35,135 24,900 24,600

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

210,106 65,806 69,900 74,400

108,232 33,732 36,000 38,500

101,874 32,074 33,900 35,900

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

150 50 50 50

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

23,734 7,934 7,900 7,900

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (2) 65 学校給食の充実 教育総務課

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (2) 66 小・中一貫教育モデル校指定事業 学校教育課

【事業概要】

【事業概要】

　児童・生徒に安心・安全な給食提供が継続的に実施できるように、
計画的な機器の更新や複数年契約による安定した給食調理業務を推進
するなど給食運営等の充実に努める。

主要事業

【事業概要】

　全ての児童・生徒が情報を主体的に収集・選択・活用・発信し、豊
かな創造性と応用力を育成できるようにするために、情報通信技術
（ＩＣＴ）を活用した教育の充実に努める。

小学校情報化推進事業

中学校情報化推進事業

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (2) 68 就学援助費の支給事業 子ども支援課

　９年間を見通した効果的な指導により、中１ギャップ等の教育課題
を解決するための円滑な小・中連携を充実させ、学力向上を目指す。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (2) 67 情報化推進事業 学校教育課

【事業概要】

　登下校時の児童・生徒の安全を確保するため、学校とスクール・
ガード・リーダーを中心とした見守り活動の組織等との連携により、
地域防犯体制を確立する。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (2) 70 交通指導員の配置事業 自治振興課

【事業概要】

　経済的理由により就学困難な児童・生徒を対象として、義務教育が
円滑に受けられるように学用品費等の一部を助成する。就学援助費の
適正支給を行うとともに、就学援助制度の充実に努める。

小学校就学援助事業

中学校就学援助事業

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (2) 69 地域ぐるみの子ども安全推進事業 学校教育課

【事業概要】

　児童・生徒の通学時の安全を確保するため、交通指導員による登校
指導を実施するほか、年に４回開催される交通安全運動街頭キャン
ペーンや各種講習会において啓発を行う。
　また年間を通じて市内で開催される各種イベントにおいて、交通指
導員を配置して交通警備を実施する。
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Ⅰ　未来の希望が輝くまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

1,945 645 650 650

595 195 200 200

1,350 450 450 450

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

― ―

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

4,798 1,598 1,600 1,600

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

― ― ― ―

教職員の資質向上 学校教育課

【事業概要】

　地域や社会に開かれた学校づくりを一層推進し、学校が家庭や地域
と連携しながら、特色ある教育活動を推進する。

学校評議員事業

学校応援団事業

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (3) 72 コミュニティ・スクール導入事業 学校教育課

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (3) 71 開かれた学校づくり 学校教育課

【事業概要】

　蓮田市に広がる身近な緑である農地や林を自然環境教育の場として
活用し、自然と触れ合いながらその大切さを学び、自然との共生を図
ることのできる人づくりを推進する。
　また、将来の地域環境や自然からの恩恵を受ける子どもたちに対
し、環境に対する理解を深め、環境に配慮した行動を実践できるよう
環境教育を推進する。

【事業概要】

　各学校に研究費の補助を行うとともに、教育委員会主催の各種研修
会や学校訪問を計画的に実施し、教職員の資質の向上を図る。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (4) 74
農地や林などを活用した環境教育
推進事業

学校教育課

【事業概要】

　学校や子どもたち、家庭、地域社会が抱えている課題を地域ぐるみ
で解決し、子どもたちの健やかな成長と質の高い学校教育の実現を図
るため、地域の力を学校運営に生かし、「地域とともにある学校」を
目指す。そのために、法律に基づいて保護者や地域住民が学校運営に
参画するコミュニティスクールについて、３年間を目安に研究を実施
する。その研究成果や国、県の動向を注視しつつ、推進校の拡大を
図っていく。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (3) 73
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№ 政策 № 施策 № 主要事業 № 主要事業 

1 

地域でともに

支え合う福祉

の推進 

(1) 
相互扶助意識の

高揚 
75 意識啓発・広報活動推進事業 76 福祉教育の推進・福祉意識の醸成事業 

(2) 
地域福祉環境の

整備 

77 地域交流機会の提供事業 78 多世代交流の促進事業 

79 自治会の活動支援事業 42 地域で支える子育て支援事業（再掲） 

(3) 
地域福祉活動の

充実 

80 
社会福祉協議会との連携強化による福祉サー

ビスの充実 
81 地域活動・ボランティア活動の推進事業 

82 地域活動の担い手の育成事業 44 子育て活動促進事業（再掲） 

2 障がい者支援 

(1) 自立支援体制 83 
障がい者支援体制の確立（自立支援給付事

業） 
84 

障がい者支援体制の確立（地域生活支援

事業） 

(2) 
社会参加に向け

た環境整備 

85 蓮田市障がい者就労支援事業 86 障がい者作業所等運営支援事業 

87 はなみずき作業所及び複合施設整備事業   

3 高齢者支援 

(1) 
生きがいづくり・

社会参加の促進 
88 高齢者の生きがい支援事業 89 シルバー人材センター支援事業 

(2) 

生活（自立）支

援・権利擁護の充

実 

90 高齢者の総合相談・権利擁護事業 91 高齢者見守り支援ネットワーク事業 

92 在宅医療・介護の連携体制の充実 93 公共交通整備事業 

94 高齢者援護・措置事業   

(3) 

介護保険制度の

適正な運営と推

進 

95 介護保険事業（介護保険運営事業） 96 介護保険事業（地域支援事業） 

97 
介護予防・日常生活支援総合事業（地域支

援事業） 
  

4 
健康づくりの

支援 

(1) 
心と体の健康づ

くり 

98 心の健康相談事業 99 がん検診事業 

100 特定健康診査、特定保健指導事業   

(2) 
地域の健康づく

りの推進 
101 健康づくり推進事業   

(3) 
地域保健医療体

制の整備 
102 地域救急医療体制の充実 92 在宅医療・介護の連携体制の充実（再掲） 

5 

各種社会保障

制度の適正な

運営 

(1) 
国民健康保険制

度の適正な運営 
103 国民健康保険の適正な運営   

(2) 

後期高齢者医療

制度の適正な運

営 

104 後期高齢者医療広域連合との連携   

(3) 
国民年金事務の

円滑な運営 
105 国民年金事務   

(4) 
生活困窮者支援

（生活保護） 
106 生活保護制度の適正な運営と自立支援   

6 
防犯対策の推

進 

(1) 
地域における防

犯対策の推進 
107 防犯対策推進事業   

(2) 防犯体制の充実 108 警察署の誘致   

(3) 防犯対策の推進 109 街路灯整備推進事業   

7 

防災対策・危機

管理体制の充

実 

(1) 防災対策の推進 110 防災備蓄倉庫及び防災資機材の整備事業 111 自主防災組織育成事業 

(2) 
災害に強いまち

づくりの推進 

112 公共建築物の耐震補強整備事業 113 木造住宅耐震診断・耐震改修補助事業 

114 老朽管更新事業 115 公共下水道整備事業 

116 消防施設整備事業 117 排水路施設等整備事業 

(3) 
危機管理体制の

確立 

118 
地域防災計画の改定と各種マニュアル整

備事業 
119 遠隔地自治体との災害支援体制の充実 

120 情報伝達体制整備事業 121 情報セキュリティ対策の整備 

122 新型インフルエンザ等対策の整備   

8 
消防・救急体制

の充実 

(1) 消防体制の充実 123 消防設備整備事業 116 消防施設整備事業（再掲） 

(2) 救急体制の充実 124 救急体制の強化   

(3) 
地域における消

防力の充実 
125 消防団の活性化推進事業 126 消防訓練等実施事業 

9 
交通安全対策

の推進 
(1) 

交通安全対策の

充実 

127 交通安全施設等整備事業 128 放置自転車対策の推進事業 

129 交通安全啓発事業 130 通学路の安全確保事業 

10 消費生活保護 (1) 
消費生活の安全

確保 
131 消費生活相談事業 132 消費者教育推進事業 

  

健康で安心・安全に暮らしていくために、

福祉環境の整備、各種制度の適正な運営、

防犯体制のさらなる充実を図ります。誰も

がのびのびと安心して暮らせるまちづくり

を行います。 

基本政策Ⅱ 

健康で安心して暮らせるまちをつくる 

（福祉・保健・医療・防犯・防災・生活の安全分野） 
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政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

4,563 63 2,200 2,300

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

60 20 20 20

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

― ― ― ―

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

― ― ― ―

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

78,196 26,196 26,000 26,000

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

事業年度ごとの事業費

事業年度ごとの事業費

事業年度ごとの事業費

事業年度ごとの事業費

事業年度ごとの事業費

【事業概要】

再掲につき、１８ページ参照。

【事業概要】

　行政協力に対する交付金を自治会に交付する。
　また、自治会活動の活性化を図るため、蓮田市自治連合会が行う事
業や自治会活動の拠点となる自治会館等の施設の建築費、補修費に対
して、補助金を交付する。

主要事業
３か年の
総事業費(2) 42

【再掲】地域で支える子育て支援
事業

保育課

自治会の活動支援事業 自治振興課

福祉教育の推進・福祉意識の醸成
事業

学校教育課
社会教育課

1 (2)

多世代交流の促進事業
学校教育課

保育課

地域交流機会の提供事業
長寿支援課

保育課

【事業概要】

　自治会等が主催する地域敬老会や保育園、児童センター、公民館な
どにおいて、異年齢児、障がい児、高齢者などさまざまな人々が地域
で交流する機会を創出する。

77

1 (2)

Ⅱ　健康で安心して暮らせるまちをつくる　主要事業

主要事業

３か年の
総事業費1 (1) 75 意識啓発・広報活動推進事業

事業年度ごとの事業費

３か年の
総事業費

【事業概要】

　学校において、福祉関係団体や社会福祉協議会と連携し、福祉教育
の推進・充実を図る。
　また、公民館等を利用して、福祉教育に関する講演会や各種講座を
実施し、福祉意識の醸成を図る。

主要事業
３か年の
総事業費

庶務課
商工課
福祉課

社会教育課

【事業概要】

【事業概要】

　保育園等での季節行事、小学校での伝統文化伝承活動やものづくり
体験などにおいて、祖父母や高齢者を招待して地域での世代間交流を
促進する。

主要事業
３か年の
総事業費

1

　市民の生活全般にわたる福祉の向上を図るため、地域福祉を推進す
る。
　地域福祉推進の主体ともいえる市民の参加を得ながら、地域の現状
と課題を明らかにし、必要なサービスを提供する体制を計画的に整備
するため、平成３０年度から令和４年度までを計画期間とする第２期
蓮田市地域福祉計画について、毎年度進行管理していく。
　また、人権意識の高揚を図るため、埼葛１２市町共同で広報はすだ
に年４回、時代背景やその時期の話題を考慮した「人権それは愛」を
掲載し幅広く啓発活動を行うとともに、障がい者の就労支援への理解
を促進する。

主要事業
３か年の
総事業費1 (1) 76

79

1 (2) 78

主要事業
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Ⅱ　健康で安心して暮らせるまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

240,000 80,000 80,000 80,000

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

448 148 150 150

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

1,590 510 630 450

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

再掲につき、１９ページ参照。

1 (3) 44 【再掲】子育て活動促進事業
子ども支援課
社会教育課

【事業概要】

　地域活動の担い手や地域のリーダーとなる人材の育成を図る。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

地域活動の担い手の育成事業
福祉課

長寿支援課
学校教育課

【事業概要】

　地域を基盤に活動するさまざまな団体やボランティア等が活動しや
すい環境を整備し、活動を推進する。
　地域の老人クラブにおいては、「健康」「友愛」「奉仕」の精神に
基づき、身近な仲間と支え合いながら実施する自主的な清掃活動等に
対する支援を行い、地域福祉の向上を図る。

主要事業

３か年の
総事業費

【事業概要】

1 (3) 82

事業年度ごとの事業費

事業年度ごとの事業費

事業年度ごとの事業費

社会福祉協議会との連携強化によ
る福祉サービスの充実

福祉課

【事業概要】

　社会福祉サービスの拠点である社会福祉法人蓮田市社会福祉協議会
と市が連携を強化し、迅速かつ効率的な福祉サービスの充実を図る。

主要事業

３か年の
総事業費

主要事業
３か年の
総事業費1 (3) 80

1 (3) 81
地域活動・ボランティア活動の推
進事業

福祉課
健康増進課
長寿支援課
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Ⅱ　健康で安心して暮らせるまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

2,987,996 1,000,196 993,900 993,900

15,005 9,205 2,900 2,900

2,668,927 889,647 889,640 889,640

23,400 7,800 7,800 7,800

244,800 81,600 81,600 81,600

34,484 11,484 11,500 11,500

1,380 460 460 460

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

185,305 61,605 61,600 62,100

61,494 20,494 20,500 20,500

6,916 2,316 2,300 2,300

28,776 9,576 9,600 9,600

36,000 12,000 12,000 12,000

13,524 4,524 4,500 4,500

26,420 8,820 8,800 8,800

12,175 3,875 3,900 4,400

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

9,000 3,000 3,000 3,000

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

547 487 30 30

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

― ―

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (1) 83
障がい者支援体制の確立（自立支
援給付事業）

福祉課

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (1) 84
障がい者支援体制の確立（地域生
活支援事業）

福祉課

【事業概要】

【事業概要】

　蓮田市障がい福祉計画に基づき、在宅サービス及び施設サービスに
おける介護給付事業を実施し、障がいのあるかたへの支援体制の充実
を図る。

障がい者自立支援業務経費

障がい者介護給付事業

身体障がい者補装具給付事業

更生医療給付事業

療養介護医療給付事業

共同生活援助等支援事業

主要事業

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基
づき、障がい者が自立した日常生活または社会生活を営むことができ
るよう、相談支援事業、コミュニケーション支援事業、日常生活用具
給付事業、移動支援事業、日中一時支援事業等を実施する。

地域生活広域支援事業

手話通訳者派遣事業

障がい者移動支援事業

障がい者日常生活用具給付事業

在宅重度心身障がい者入浴サービス事業

日中一時支援事業

その他

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (2) 86 障がい者作業所等運営支援事業 福祉課

【事業概要】

2 (2) 85 蓮田市障がい者就労支援事業 福祉課

【事業概要】

　障がい者の一般就労機会の拡大を図るとともに、障がい者が安心し
て働き続けられるよう、就労と生活の支援を総合的に実施する。職業
相談、就職準備支援、職場実習支援、職場定着支援等を行い、障がい
者の自立と社会参加を図る。

主要事業

【事業概要】

　将来的な障がい者のニーズに対応するため、老朽化した現在の施設
を複合施設として建て替えるなどの検討を行う。

　障がい者の作業訓練や社会適応訓練の場を提供することにより、積
極的な施設利用を促し、さらには社会参加の促進を図る。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (2) 87
はなみずき作業所及び複合施設整
備事業

福祉課
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Ⅱ　健康で安心して暮らせるまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

174,216 57,496 56,320 60,400

18,160 5,360 6,400 6,400

83,069 27,669 27,700 27,700

6,582 2,182 2,200 2,200

30,009 10,009 10,000 10,000

29,609 9,309 9,900 10,400

6,787 2,967 120 3,700

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

50,100 16,700 16,700 16,700

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

118 38 40 40

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

150 50 50 50

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

17,917 5,757 6,060 6,100

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

3 (1) 88 高齢者の生きがい支援事業 長寿支援課

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

3 (1) 89 シルバー人材センター支援事業 長寿支援課

【事業概要】

【事業概要】

　高齢者のかたがたの健康の増進、教養の向上、話し合いやレクリ
エーションの場を提供するための施設の管理運営や、老人クラブ連合
会への補助金の交付、寿大学の開催等を行う。
　高齢者に敬老の意を表するとともに、地域での高齢者見守りの視点
から、地域敬老会の開催に対し、補助金の交付を行う。
　また、高齢者施策の充実と適正な事業の推進を図るため、高齢者福
祉計画を策定する。

老人福祉センター運営事業

老人福祉センター指定管理事業

老人クラブ運営支援事業

敬老会運営支援事業

敬老祝金支給事業

高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業

主要事業

【事業概要】

　高齢者や認知症のかたなどの介護や生活、健康などの相談を受ける
とともに、消費者被害や高齢者虐待などの権利擁護に関する相談支援
を実施する。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

3 (2) 91
高齢者見守り支援ネットワーク事
業

在宅医療介護

　蓮田市シルバー人材センターが、高齢者の定年退職後等において、
補助的、短期的な就業を通じて自己の労働能力を活用し、自らの生き
がいや社会参加への就業機会の増大を図るために行う事業や活力ある
社会づくりに寄与するために行う事業等に対して、補助金を交付す
る。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

3 (2) 90 高齢者の総合相談・権利擁護事業 在宅医療介護課

【事業概要】

　医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で
自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医
療と介護を一体的に提供するため必要な支援を行う。
　事業の推進にあたっては、独立行政法人国立病院機構東埼玉病院、
医師会、歯科医師会、薬剤師会及び介護事業所などの医療・介護関係
機関や関係市町村などと緊密に連携し、多職種連携・協働による包括
的かつ継続的なサービスの提供を可能とする環境整備を推進する。

【事業概要】

　在宅の高齢者や認知症のかたが家族や地域から孤立することを防止
するために、日常生活における問題を早期に発見し、住み慣れた地域
で安心した生活を確保できるように支援する。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

3 (2) 92 在宅医療・介護の連携体制の充実 在宅医療介護課
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Ⅱ　健康で安心して暮らせるまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

3,900 1,100 1,400 1,400

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

70,096 21,696 21,700 26,700

27,645 9,245 9,200 9,200

4,500 1,500 1,500 1,500

24,873 8,273 8,300 8,300

13,078 2,678 2,700 7,700

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

16,717,956 5,050,956 5,584,000 6,083,000

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

190,504 47,004 71,400 72,100

7,947 2,547 2,600 2,800

135,832 29,432 53,200 53,200

1,995 675 640 680

36,550 12,150 12,200 12,200

8,180 2,200 2,760 3,220

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

3 (2) 93 公共交通整備事業 都市計画課

【事業概要】

　援護が必要な高齢者に対し、各種高齢者福祉サービスの提供や介護
保険施設への入所措置等を実施する。
　成年後見センター（仮称）について、社会福祉協議会など関係機関
と情報交換や協議を行い、設置に向けた研究や取組を推進する。

緊急通報システム事業

移送サービス事業

老人措置事業

その他

【事業概要】

　公共交通の利便性向上を図るための事業を推進する。
　路線バス事業者に超低床ノンステップバスを導入するための事業費
を補助する。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

3 (2) 94 高齢者援護・措置事業 長寿支援課

【事業概要】

　第７期介護保険事業計画（平成３０年度～令和２年度）の介護サー
ビス利用料と介護給付費の見込み量に基づき、介護保険給付が適正に
行われるよう事業を推進していく。
　また、地域密着型サービス事業者が新たに事業を展開する際、建設
や備品整備にかかる費用の一部を補助する。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

3 (3) 95
介護保険事業（介護保険運営事
業）

長寿支援課

【事業概要】

　高齢者が住み慣れた地域でその人らしく住み続けていけることを目
的として、地域の実情に応じた必要な支援を行う。地域包括支援セン
ターを運営し、包括的支援事業（介護予防支援事業、総合相談支援業
務、権利擁護業務及び包括的・継続的ケアマネジメント支援業務、地
域ケア会議、生活支援体制整備事業、認知症総合支援事業等）及び任
意事業（介護給付費等適正化事業、家族介護支援事業等）を実施す
る。
　また、新たな地域包括支援センターの増設に向け、準備を進める。

配食サービス事業（長寿支援課）

地域包括支援センター運営事業（在宅医療介護課）

認知症総合支援事業（在宅医療介護課）

生活支援体制整備事業（在宅医療介護課）

その他

主要事業

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

3 (3) 96 介護保険事業（地域支援事業）
長寿支援課

在宅医療介護課
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Ⅱ　健康で安心して暮らせるまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

175,556 53,956 58,400 63,200

124,508 37,608 41,400 45,500

25,909 8,009 8,600 9,300

24,577 8,177 8,200 8,200

562 162 200 200

【事業概要】

　支援を必要とする高齢者に対し、状態の悪化防止や活動的な生活を
送ることができるよう、運動や交流の場としての通所型サービスや生
活支援等の訪問型サービスを提供する「介護予防・生活支援サービス
事業」を実施し、「介護予防ケアマネジメント事業」により自立した
生活を送ることを支援する。
　また、高齢者が地域での介護予防の活動に参加し、役割をもって自
立した生活を続けられるための普及啓発や地域活動支援等を行う「一
般介護予防事業」を実施する。
　住民が主体的に取り組む体操教室の立ち上げを支援し、要介護状態
となっても高齢者自身が社会参加することによる生きがいづくりと地
域で支え合う体制を構築することによる介護予防の推進を図る。

介護予防・生活支援サービス事業

介護予防ケアマネジメント事業

一般介護予防事業

介護予防・生活支援サービス審査費支払事業

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

3 (3) 97
介護予防・日常生活支援総合事業
（地域支援事業）

在宅医療介護課
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Ⅱ　健康で安心して暮らせるまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

694 234 230 230

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

269,096 89,696 89,700 89,700

3,308 1,108 1,100 1,100

69,852 23,252 23,300 23,300

41,087 13,687 13,700 13,700

28,207 9,407 9,400 9,400

49,184 16,384 16,400 16,400

57,041 19,041 19,000 19,000

13,204 4,404 4,400 4,400

7,213 2,413 2,400 2,400

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

247,781 82,581 82,600 82,600

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

270 90 90 90

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (1) 98 心の健康相談事業 健康増進課

【事業概要】

　がん検診による早期発見・早期治療の推進を図り、がんの死亡率を
減少させることを目的に、国の定める「がん予防重点健康教育及びが
ん検診実施のための指針」に基づき、各種がん検診を個別検診と集団
検診の併用で実施していく。
　また、がんに関する知識の普及啓発を行い、がん検診の受診率向上
を図る。

がん検診業務経費

胃がん検診事業

肺がん検診事業

乳がん検診事業

子宮がん検診事業

大腸がん検診事業

前立腺がん検診事業

【事業概要】

　精神保健福祉士及び保健師による心の健康に関する相談を実施する
とともに、一人ひとりが心の健康について考える機会として、心の健
康講座等を実施し、正しい知識の普及と意識の啓発に努める。
　また、世界自殺予防デーに合わせて自殺予防啓発街頭キャンペーン
を実施する。
　自殺予防ゲートキーパー養成講座の開催や自殺予防啓発記事の広報
掲載を行うほか、蓮田市自殺対策計画を推進する。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (1) 99 がん検診事業 健康増進課

【事業概要】

　平成３０年度から第３期特定健診等実施計画に基づき、特定健康診
査・特定保健指導を実施する。
　特定健康診査受診者が生活習慣改善や医療受診につながるよう支援
し、生活習慣病の予防を図るほか、糖尿病性腎症が重症化するリスク
が高いかたを対象に、医療受診を促すとともに、生活習慣改善のため
の支援を実施する。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (2) 101 健康づくり推進事業 健康増進課

がん検診総合支援事業

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (1) 100 特定健康診査、特定保健指導事業 健康増進課

【事業概要】

　市民一人ひとりが自らのライフスタイルに合った健康づくりを主体
的に実践できるよう、地域、団体、行政が一体となり、市全域で健康
づくり運動を推進する。健康づくり推進員の育成、情報交換、健康増
進事業をはじめ、地域で健康に関する知識の普及啓発を図る。
　また、食べることは生きる上での基本であり、心と体の健康を支え
るために欠かすことのできない営みである。「食育」を妊娠期から高
齢期まで総合的かつ計画的に推進するため、健康はすだ２１（第２
次）と食育推進計画を一体化させた計画を推進し、地域食生活支援推
進連絡会の開催をはじめ、健康づくり推進員と協力して「食育」に関
する施策の充実を図る。
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Ⅱ　健康で安心して暮らせるまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

31,217 10,417 10,400 10,400

18,040 6,040 6,000 6,000

13,177 4,377 4,400 4,400

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

【事業概要】

　市民が必要なときに必要な保健医療サービスを受けられるよう、休
日等における急病者の医療を確保する。
　利根保健医療圏医療連携推進協議会（とねっと）による地域医療
ネットワークシステムの管理・運営を支援するとともに、病院及び有
床診療所が輪番制で救急患者の診療を行う東部北地区の病院群輪番制
病院運営事業や小児救急医療支援事業の運営に対して支援する。

休日急患診療事業

地域救急医療体制整備事業（成人分）

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (3) 92
【再掲】在宅医療・介護の連携体
制の充実

在宅医療介護課

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (3) 102 地域救急医療体制の充実 健康増進課

【事業概要】

再掲につき、２９ページ参照。
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Ⅱ　健康で安心して暮らせるまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

14,015,536 4,671,536 4,672,000 4,672,000

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

2,985,214 995,214 995,000 995,000

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

243 83 80 80

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

2,702,886 906,886 898,000 898,000

【事業概要】

　生活困窮者等の健康で文化的な最低限度の生活を保障するととも
に、自立を支援するため、生活保護制度を適正に実施する。
　また、生活保護者等に対して就労に必要な支援の充実を図る。

　国や日本年金機構との連携を図りながら、年金相談等を通じて、国
民年金制度の理解促進に努める。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

5 (4) 106
生活保護制度の適正な運営と自立
支援

福祉課

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

5 (3) 105 国民年金事務 国保年金課

【事業概要】

【事業概要】

　埼玉県後期高齢者医療広域連合と連携して、後期高齢者医療制度の
安定運営や健全な財政運営のため、保険料の収納率向上を図るととも
に、高齢者の医療の確保と医療費の適正化を図る。

主要事業

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

5 (2) 104 後期高齢者医療広域連合との連携 国保年金課

【事業概要】

　国民健康保険は、平成３０年度から都道府県が財政運営の責任主体
となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心
的な役割を担う。
　市民が安心して暮らせるよう、埼玉県と連携しながら国民健康保険
制度の安定した運営を図るとともに、保健事業や疾病予防事業を行
い、医療費の適正化を図る。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

5 (1) 103 国民健康保険の適正な運営 国保年金課
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Ⅱ　健康で安心して暮らせるまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

5,500 1,700 2,100 1,700

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

― ― ― ―

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

107,095 36,695 35,200 35,200

【事業概要】

　蓮田市防犯・暴力排除推進活動補助金制度を活用し、防犯協会や暴
力排除推進協議会が実施するキャンペーン等の啓発活動や防犯活動等
の研究会、研修会等を支援する。
　また、自主防犯組織活動用物品購入費補助金制度を活用し、地域防
犯推進委員が防犯パトロール用装備品や啓発用品を整備することを支
援する。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

6 (2) 108 警察署の誘致 危機管理課

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

6 (1) 107 防犯対策推進事業 危機管理課

【事業概要】

　街路灯の新規設置や既存街路灯の補修を行い、安心安全な住環境の
整備に努めていくとともに、新設や交換によるＬＥＤ化を推進する。

【事業概要】

　蓮田市内に警察署ができることで犯罪への抑止効果が高まることが
期待できることから、誘致に向けて情報収集に努め、要望書の提出を
行う。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

6 (3) 109 街路灯整備推進事業 自治振興課
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Ⅱ　健康で安心して暮らせるまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

13,677 8,677 2,500 2,500

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

16,155 5,355 5,400 5,400

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

1,800 1,800

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

2,400 800 800 800

600 200 200 200

1,800 600 600 600

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

972,531 312,531 330,000 330,000

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

7 (1) 110
防災備蓄倉庫及び防災資機材の整
備事業

危機管理課

【事業概要】

　災害時に自助・共助による初動体制を整備するため、自主防災組織
の育成や各種防災に関する研修会、防災訓練の支援を行い、災害に強
いまちづくりを推進する。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

7 (2) 112 公共建築物の耐震補強整備事業
庶務課

建築指導課

【事業概要】

　災害時に備え、市内の避難所に設置されている蓮田市の防災倉庫に
食糧や毛布などの備蓄品、災害対策用備品を計画的に整備する。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

7 (1) 111 自主防災組織育成事業 危機管理課

【事業概要】

　東日本大震災等の震災を踏まえ、市内の既存木造住宅の耐震化を推
進する。「蓮田市建築物耐震改修促進計画」に基づき、市内の既存木
造住宅の耐震化を推進するため、耐震診断及び耐震改修の支援を行
う。

民間建造物耐震診断支援事業

民間建築物耐震改修支援事業

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

7 (2) 114 老朽管更新事業 水道課

【事業概要】

　東日本大震災等の震災を踏まえ、避難所に指定されている施設等の
耐震化を推進する。「蓮田市建築物耐震改修促進計画」に基づき、昭
和５６年５月３１日以前に建築された２００㎡以上の市有建築物の耐
震化及び建て替えを令和元年度に完了する。
　また、災害時に拠点となる市役所本庁舎について、幼少者や高齢
者、身体の不自由なかた等にも配慮された環境整備を目指し、建物の
機能強化を図るための改修等を進める。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

7 (2) 113
木造住宅耐震診断・耐震改修補助
事業

建築指導課

【事業概要】

　水道ビジョンに基づき、災害に強い上水道施設の実現と効率的なマ
ネジメントについて検討し、老朽管路の更新事業を進めていく。
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Ⅱ　健康で安心して暮らせるまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

556,142 158,842 198,100 199,200

80,670 29,970 24,800 25,900

475,472 128,872 173,300 173,300

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

93,569 48,869 20,000 24,700

4,560 1,460 1,600 1,500

19,846 46 4,300 15,500

19,163 6,363 6,400 6,400

2,800 ― 1,500 1,300

47,200 41,000 6,200 ―

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

267,483 138,683 64,400 64,400

30,839 10,639 10,100 10,100

6,855 2,255 2,300 2,300

29,415 11,615 8,900 8,900

50,739 16,939 16,900 16,900

15,600 5,200 5,200 5,200

27,000 9,000 9,000 9,000

18,500 8,500 5,000 5,000

21,000 7,000 7,000 7,000

49,905 49,905

17,630 17,630

【事業概要】

　生活環境の向上、公共用水域の水質浄化及び水質保全のため、公共
下水道の整備を行う。公共下水道事業計画区域約１，６１６ヘクター
ルのうち、事業認可区域約８１５ヘクタールの整備率が９５％とな
り、残り５％について早期の完了を目指す。残りの全体計画区域につ
いても事業認可取得に向け検討を進める。
　また、継続して公共下水道利用者へサービスの提供を行うため、適
切な維持管理を行うとともに、不明水対策を進める。

公共管渠事業

公共建設改良事業

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

7 (2) 115 公共下水道整備事業 下水道課

【事業概要】

　災害や危機に強い安心・安全なまちづくりを目指し、消防水利等の
消防施設の整備・更新を行う。
　本署・南分署庁舎及び分団詰所施設の保守・改修を進める。

消防団詰所運営事業

防火水槽整備事業

消火栓整備事業

消防施設整備事業

主要事業

通信施設整備事業

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

7 (2) 116 消防施設整備事業 消防課

　準用河川の補修・改修や黒浜調整池の整備、農業施設の用排水路等
の適正な整備と維持管理を行うとともに、継続的に排水路及び遊水池
の除草や浚渫を実施し、大雨による浸水被害の軽減を図る。

中田堀排水路整備事業（農政課）

貝塚悪水路排水対策事業（農政課）

河川管理業務経費（道路課）

河川・排水路維持管理（除草）事業（道路課）

西新宿排水機場維持管理事業（道路課）

河川・排水路維持管理（浚渫）事業（道路課）

河川・排水路維持補修事業（道路課）

貝塚相ノ谷排水路維持補修事業（道路課）

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

7 (2) 117 排水路施設等整備事業
農政課
道路課

【事業概要】

黒浜調整池整備事業（道路課）

水害対策推進事業（道路課）
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Ⅱ　健康で安心して暮らせるまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

12,388 12,268 60 60

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

56 16 20 20

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

36,434 15,034 10,700 10,700

28,068 12,268 7,900 7,900

6,306 2,106 2,100 2,100

2,060 660 700 700

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

20,392 6,792 6,800 6,800

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

― ―

【事業概要】

　「蓮田市地域防災計画」や災害時における「職員初動マニュア
ル」、「避難所運営マニュアル」に基づき、災害対策を講じる。な
お、これらの計画等について実効性を高めるため、適宜見直しや修正
を行っていく。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

7 (3) 119
遠隔地自治体との災害支援体制の
充実

危機管理課

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

7 (3) 118
地域防災計画の改定と各種マニュ
アル整備事業

危機管理課

【事業概要】

　災害時における情報伝達体制の整備として、防災行政無線の維持管
理を行うとともに、新規の防災行政無線の増設には設置場所等の課題
があるため、防災行政無線の内容や緊急情報等をメールで配信する
「安心安全メール」を周知徹底し、登録者の増加を図ることで難聴区
域の解消につなげていく。
　また、移動系防災行政無線のデジタル化等あらゆる情報機器を活用
して、情報伝達体制の整備を図る。

防災行政無線維持管理事業

ＩＰ無線整備事業

安心安全メール配信整備事業

主要事業
３か年の
総事業費

【事業概要】

　大規模災害時では、同様の被害を受けている近隣市町より遠隔地と
の応援体制が必須との認識から、平成２４年１０月１日に長野県松川
町と「災害時相互応援協定」を締結した。
　今後は、災害時における応援対策及び復旧活動に万全を期すため、
危機管理担当はもとより、復旧・復興に関連するあらゆる担当（避難
所運営・給水・防疫・文教等）の連携が充実できるよう相互協力体制
を構築していく。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

7 (3) 120 情報伝達体制整備事業 危機管理課

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

7 (3) 122 新型インフルエンザ等対策の整備 健康増進課

事業年度ごとの事業費

7 (3) 121 情報セキュリティ対策の整備 電算課

【事業概要】

　市の情報資産を安心・安全に管理するため、最新の情報通信技術の
動向等を的確にとらえ、情報セキュリティ対策を進める。
　情報セキュリティ基本方針及び情報セキュリティ対策基準の見直し
を随時行うとともに職員の情報セキュリティ意識の向上を図るため、
情報セキュリティ研修を実施する。

【事業概要】

　新型インフルエンザ等の発生、まん延時の対策として、埼玉県や関
係機関等と連携・協力し、効果的なインフルエンザ対策を図ること
で、市民生活及び地域経済に及ぼす影響が最小になるよう努める。
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Ⅱ　健康で安心して暮らせるまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

293,165 66,665 133,700 92,800

4,515 1,515 1,500 1,500

8,381 1,381 3,700 3,300

8,676 2,876 2,900 2,900

160,200 39,200 98,900 22,100

42,372 14,872 13,200 14,300

40,000 ― ― 40,000

25,921 6,821 10,400 8,700

3,100 ― 3,100 ―

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

21,593 7,193 7,200 7,200

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

71,223 25,623 22,800 22,800

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

687 227 230 230

【事業概要】

　東海地震や首都直下型地震などの大規模災害の発生が懸念される昨
今、本市でも建物の高層化・大規模化が進み、災害形態も複雑・多様
化している。また、超高齢化社会の進行により救急需要も増加してい
る状況である。消防車、救急車等の緊急車両や各種資機材を計画的に
整備し、複雑多様化する災害や増加する救急需要に対し、市民の安
心・安全の確保を図る。

消防活動推進事業

救助活動推進事業

救急活動推進事業

消防ポンプ自動車更新事業

通信指令業務活動推進事業

主要事業
３か年の
総事業費

救急自動車更新事業

常備消防業務経費

高度救命資機材整備事業

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

8 (1) 123 消防設備整備事業 消防課

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

8 (2) 124 救急体制の強化 消防課

事業年度ごとの事業費

8 (1) 116 【再掲】消防施設整備事業 消防課

【事業概要】

再掲につき、３７ページ参照。

【事業概要】

　消防団を中核とした地域防災力の充実強化を目標に処遇や装備の整
備を図るため、
１　各種事業所に対して消防団活動の趣旨を理解していただき、団員
が活動しやすい環境を整備する。
２　事業所が団員を雇用することによるメリットを周知し、協力事業
者の増加を図る。
３　地震等の大災害を想定した詰所の整備、救急・救助資機材等の充
実強化に努める。
４　消防団員の処遇、待遇等の改善に努める。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

8 (3) 126 消防訓練等実施事業 消防課

【事業概要】

　市民ニーズ及び救急需要の増加に対応するため、救急業務の高度
化・拡充化を図り、職員の知識・技術の向上に努めるとともに、改正
された消防力の整備指針に基づき、救急救命士が常時乗車する救急体
制を確立する。
　また、病院派遣型救急ワークステーション制度により、病院に派遣
して出動態勢の強化を図るとともに、病院内で救急隊員の教養・技術
研修を実施し、救急隊員のレベル向上を図る。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

8 (3) 125 消防団の活性化推進事業 消防課

【事業概要】

　事業所、自主防災組織等を対象に、消防訓練やＡＥＤ講習を実施
し、防災意識や知識・技術の普及に努める。
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Ⅱ　健康で安心して暮らせるまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

23,443 12,443 5,500 5,500

10,171 3,371 3,400 3,400

6,272 2,072 2,100 2,100

7,000 7,000 ― ―

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

15,003 5,003 5,000 5,000

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

2,471 821 830 820

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

206 66 70 70

【事業概要】

　交通安全施設の計画的な整備を行うとともに、補修・維持管理を行
う。
　信号機のない交差点などに、視認性を向上させる道路反射鏡（カー
ブミラー）や安全を確保する区画線を整備し、交通事故を未然に防止
する。
　また、「ゾーン３０」による通学路等の生活道路における交通安全
対策を行う。

道路反射鏡整備推進事業

道路区画線整備推進事業

ゾーン３０対策事業

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

9 (1) 128 放置自転車対策の推進事業 自治振興課

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

9 (1) 127 交通安全施設等整備事業 自治振興課

【事業概要】

　関係機関及び関係団体と連携し、交通事故の抑止と交通安全に対す
る意識高揚を図るため、交通安全街頭キャンペーンや年間を通じて市
内で開催される各種イベントにおいて啓発活動を実施する。

主要事業

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

9 (1) 130 通学路の安全確保事業
自治振興課

道路課
学校教育課

【事業概要】

　公共の場所における自転車等の放置を防止し、市民の良好な生活環
境の保持と通行機能の確保を図るため、蓮田駅周辺に放置自転車等整
理区域を指定している。
　自転車等が放置されないよう指導を行い、放置された自転車は整理
及び撤去し、集積所に一時保管するとともに、週に３日（水曜日、土
曜日、日曜日）放置自転車の引き取り業務を実施する。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

9 (1) 129 交通安全啓発事業 自治振興課

【事業概要】

　登下校時の児童・生徒の安全を確保するために、道路環境の整備を
図るとともに、地域の見守り組織や小・中学校間の連携強化を図る。
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Ⅱ　健康で安心して暮らせるまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

12,103 4,003 4,050 4,050

9,858 3,258 3,300 3,300

330 110 110 110

1,915 635 640 640

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

1,167 387 390 390

【事業概要】

　年々手口が巧妙化する悪質商法等での被害を未然に防止するため、
消費者自らがその手口や防止策を学び、自立した消費者として、安
心・安全で豊かな消費生活を営むため、消費者教育を推進する。埼玉
県消費生活サポーターに任命された消費生活モニターが講師となって
消費生活に関する講座等を実施し、市内の自治会やサロンなどから要
望があった場合には、希望の場所へ消費生活相談員が出向いて講座を
実施する。
　また、学生や市内小・中学校の児童・生徒を対象に賢い消費者にな
るための出前講座を実施するほか、市内の幼稚園及び保育園において
幼児向け消費者教育を実施する。

【事業概要】

　消費生活や多重債務に関する相談に対応するため、消費生活相談員
による専門相談会を実施する。
　また、複雑化する相談内容に的確に対応するため、アドバイザー弁
護士の委託を継続する。

消費生活相談推進事業

消費生活安定向上推進支援事業

多重債務相談推進事業

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

10 (1) 132 消費者教育推進事業 商工課

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

10 (1) 131 消費生活相談事業 商工課
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№ 政策 № 施策 № 主要事業 

1 
生涯学習を通した生きる

力の育成 

(1) 生涯学習体制の充実 

133 生涯学習推進事業 

134 生きがいづくりと社会参加推進事業 

88 高齢者の生きがい支援事業（再掲） 

(2) 学習環境の充実 
135 図書館システムの最適化及び学校図書館資源共有化推進事業 

136 図書館機能・サービスの充実 

2 
地域に根差した文化の継

承と活用 

(1) 芸術・文化活動の振興 
137 総合文化会館運営事業 

138 ハストピアサポーターズ事業 

(2) 歴史・文化の保全と活用 

139 文化財啓発事業 

140 国指定史跡黒浜貝塚整備・活用事業 

141 市内貝塚群国指定史跡化推進事業 

142 埋蔵文化財保存事業 

143 市指定文化財保存修復事業 

3 国際交流・多文化共生 (1) 
地域交流・多文化交流の

促進 

144 国際交流推進事業 

59 外国語指導助手招致事業（再掲） 

60 外国語指導助手小学校配置推進事業（再掲） 

61 小・中学校英語教育推進事業（再掲） 

62 中学校国際親善訪問団派遣事業（再掲） 

4 
スポーツ・レクリエーシ

ョンの振興 

(1) 
スポーツ・レクリエーシ

ョン活動の促進 

145 スポーツ団体育成・支援事業 

146 スポーツ・レクリエーション普及事業 

147 スポーツ・レクリエーション指導者の育成 

58 中学校部活動推進事業（再掲） 

(2) スポーツ施設整備の促進 148 スポーツ施設整備事業 

5 人権教育・啓発の推進 (1) 人権意識の高揚 
149 人権教育・啓発推進事業 

150 いじめ防止対策推進事業 

6 平和行政の推進 (1) 平和意識の高揚 151 平和行政推進事業 

7 男女共同参画の推進 
(1) 男女共同参画の促進 

152 男女共同参画への意識づくり 

4 ワーク・ライフ・バランスの推進事業（再掲） 

(2) 相談体制等の充実 153 男女間のあらゆる暴力のない社会づくり 

  

子どもから大人までのすべての市民が心

豊かに暮らしていくため、地域社会全体で

環境の整備を推進します。地域の文化活動

を盛んにし、人が集まり、学び合い、豊か

な心を育む機会を創出します。 

基本政策Ⅲ 

学び合い、豊かな心を育むまちをつくる 

（生涯学習・文化・スポーツ・人権分野） 
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政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

4,643 1,543 1,550 1,550

571 191 190 190

3,889 1,289 1,300 1,300

183 63 60 60

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

3,743 1,243 1,250 1,250

454 154 150 150

3,289 1,089 1,100 1,100

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

38,422 12,822 12,800 12,800

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

127,738 35,438 55,700 36,600

75,335 25,135 25,100 25,100

27,028 9,028 9,000 9,000

25,375 1,275 21,600 2,500

事業年度ごとの事業費

事業年度ごとの事業費

事業年度ごとの事業費

事業年度ごとの事業費３か年の
総事業費

【事業概要】

　各種講座・教室やイベント等の情報誌「生涯学習ガイドブック」や
生涯学習活動を行う団体を掲載した「生涯学習団体情報誌」による情
報提供を行う。
　また、市民の文化活動等の社会教育活動への参加促進と団体支援の
ため、市内で活動する社会教育関係団体に補助金を交付する。

主要事業

【再掲】高齢者の生きがい支援事
業

長寿支援課

市民文化団体活動支援事業

人材バンク実施事業（ガイド発行）

1 (1) 88
３か年の
総事業費

３か年の
総事業費135

図書館システムの最適化及び学校
図書館資源共有化推進事業

図書館機能・サービスの充実

図書館運営事業（講師謝礼を除く）

【事業概要】

　成人式を開催し、新成人の新しい門出を祝福するとともに、大人に
なった自覚を促す。
　また、人材バンク登録者（生涯学習支援者）を講師として「１日講
座」を開催し、人材バンク制度のＰＲを行う。

主要事業
３か年の
総事業費

社会教育業務経費

成人式実施事業

人材バンク実施事業（１日講座）

134
生きがいづくりと社会参加推進事
業

Ⅲ　学び合い、豊かな心を育むまちをつくる　主要事業

主要事業
３か年の
総事業費1 (1) 133 生涯学習推進事業 社会教育課

事業年度ごとの事業費

図書館資料整備事業

図書館維持管理事業（図書館改修事業分）

社会教育課

　「蓮田市図書館サービスビジョン」に基づき、あらゆる世代や図書
館利用に困難があるかたに対応した情報提供の機能や学習機会の提供
を行い、サービスのさらなる充実を図る。

【事業概要】

　情報化社会に適応した効率的、効果的、安定的な図書館情報システ
ムを構築、更新し、業務効率の向上、情報提供機能の充実、利便性の
向上を図る。
　また、学校図書館との連携を推進し、子どもの読書活動支援と読書
環境の充実を図る。

【事業概要】

社会教育課

主要事業

1 (2)

1 (1)

136

【事業概要】

再掲につき、２９ページ参照。

主要事業

1 (2) 社会教育課
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Ⅲ　学び合い、豊かな心を育むまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

94,490 31,490 31,500 31,500

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

3,000 1,000 1,000 1,000

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

28,914 9,594 9,660 9,660

1,941 621 660 660

26,973 8,973 9,000 9,000

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

136,007 45,807 16,800 73,400

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

― ―

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (1) 137 総合文化会館運営事業 文化スポーツ課

【事業概要】

　子どもから大人まで音楽・演劇・各種講演会などに利用できる文化
拠点の中核施設となる総合文化会館で文化活動の支援を行う。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (1) 138 ハストピアサポーターズ事業 文化スポーツ課

【事業概要】

　総合文化会館が行う事業を市民組織であるハストピアサポーターズ
と協働で推進するととともに、人材の育成・支援等を行う。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (2) 139 文化財啓発事業
学校教育課
社会教育課

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (2) 140
国指定史跡黒浜貝塚整備・活用事
業

社会教育課

【事業概要】

　文化財展示館において企画展示等を展開し、市内に数多く残る文化
財全般を広く市民に啓発する。
　また、学校歴史講座を市内全８校の小学校で開催し、郷土を学び、
文化財を次世代に受け継ぐ事業を展開する。
　未指定文化財を含めた文化財の保存・活用を図るため、文化財保存
活用地域計画策定を検討する。

文化財保護業務経費（社会教育課）

文化財展示施設運営事業（社会教育課）

主要事業

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (2) 141 市内貝塚群国指定史跡化推進事業 社会教育課

【事業概要】

　縄文時代前期中頃の標式遺跡として貴重な国指定史跡黒浜貝塚を、
市民憩いの広場、生涯学習の場として整備する。「黒浜貝塚基本構
想・基本計画策定報告書」に従い、整備完了に向けて推進する。
　また、残地の買取要望が出た場合には、速やかに公有化を実施し、
完全公有化を目指す。

主要事業

【事業概要】

　関山貝塚、綾瀬貝塚等も含めた市内貝塚群について調査し、市内貝
塚群の国指定史跡化を推進し、シティセールスの資源として活用を目
指す。
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Ⅲ　学び合い、豊かな心を育むまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

41,741 13,941 13,900 13,900

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

― ―

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (2) 142 埋蔵文化財保存事業 社会教育課

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (2) 143 市指定文化財保存修復事業 社会教育課

【事業概要】

　文化財保護法、埼玉県文化財保護条例、蓮田市文化財保護条例に則
り、埋蔵文化財包蔵地内での個人住宅建設などの開発に先立ち、試掘
調査を実施する。遺構などが確認された場合には発掘調査を実施し、
記録保存を行い文化財を保護していく。
　また、発掘調査の見学機会を多く創出することにより、蓮田市の文
化財を広く啓発する。

主要事業

【事業概要】

　高虫氷川神社や黒浜久伊豆神社の彫刻など指定後劣化している指定
文化財に対して、保護ネットをかける。また、彫刻のデジタル復元を
実施し、解説板を制作する。
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Ⅲ　学び合い、豊かな心を育むまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

12 4 4 4

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

3 (1) 144 国際交流推進事業
自治振興課
学校教育課

【事業概要】

　外国人のための日本語教室、国際文化交流会の活動支援やワンナイ
トステイ事業等への協力を行う。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

3 (1) 59 【再掲】外国語指導助手招致事業 学校教育課

【事業概要】

再掲につき、２１ページ参照。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

3 (1) 60
【再掲】外国語指導助手小学校配
置推進事業

学校教育課

【事業概要】

再掲につき、２２ページ参照。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

3 (1) 61
【再掲】小・中学校英語教育推進
事業

学校教育課

【事業概要】

再掲につき、２２ページ参照。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

3 (1) 62
【再掲】中学校国際親善訪問団派
遣事業

学校教育課

【事業概要】

再掲につき、２２ページ参照。
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Ⅲ　学び合い、豊かな心を育むまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

6,886 2,286 2,300 2,300

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

14,896 9,036 2,930 2,930

4,488 1,488 1,500 1,500

90 30 30 30

4,200 1,400 1,400 1,400

6,118 6,118 ― ―

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

1,528 508 510 510

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

― ―

オリンピック・パラリンピック推進事業

事業年度ごとの事業費

4 (1) 145 スポーツ団体育成・支援事業 文化スポーツ課

【事業概要】

　スポーツ振興の中心的な担い手、受け皿となっているスポーツ団体
の育成及び支援を行う。

主要事業

主要事業
３か年の
総事業費

【事業概要】

　スポーツ推進委員・体育協会・スポーツ少年団・レクリエーション
協会等によるスポーツ振興や、各種団体等と協力・連携して実施して
いるはすだスポーツフェスタ等のスポーツイベント、また、各種ス
ポーツ教室の実施などにより、市民のスポーツ参加の機会をつくる。

スポーツ推進委員運営事業（普及事業分）

スポーツ教室実施事業

はすだスポーツフェスタ実行委員会支援事業

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (1) 146
スポーツ・レクリエーション普及
事業

文化スポーツ課

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (1) 147
スポーツ・レクリエーション指導
者の育成

文化スポーツ課

事業年度ごとの事業費

4 (2) 148 スポーツ施設整備事業
みどり環境課

文化スポーツ課

【事業概要】

　スポーツ振興を推進するため、スポーツ推進委員をはじめとする指
導者等の育成を図る。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (1) 58 【再掲】中学校部活動推進事業 学校教育課

【事業概要】

　黒浜公園周辺や総合市民体育館周辺の再整備をはじめ、屋内及び屋
外体育施設の新設・整備に向けて調査検討を行い、生涯スポーツ環境
の整備推進を図る。

【事業概要】

再掲につき、２１ページ参照。

主要事業
３か年の
総事業費
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Ⅲ　学び合い、豊かな心を育むまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

10,215 3,615 3,300 3,300

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

595 195 200 200

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

1,769 589 590 590

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

1,258 418 420 420

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

― ― ― ―

主要事業

【事業概要】

　人権について、市民が正しい理解と認識を深めるため、各種研修
会、講演会等を開催し、人権啓発活動を展開する。
　埼葛１２市町と連携協議し、市民の人権意識への高揚を図り、あら
ゆる機会をとらえて人権問題の解決につなげていく。
　また、各種研修会の開催、関係冊子の作成や広報への関係記事の掲
載、啓発品の配布等を継続して行う。

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

5 (1) 149 人権教育・啓発推進事業
庶務課

社会教育課

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

5 (1) 150 いじめ防止対策推進事業
庶務課

学校教育課

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

6 (1) 151 平和行政推進事業 庶務課

【事業概要】

　児童・生徒に寄り添う教育相談体制を構築し、心の教育の効果的な
推進と児童・生徒の望ましい成長、自己実現への支援を行う。
　また、「蓮田市いじめ防止基本方針」に基づき、必要な組織を設置
し、関係機関との連携強化や実効的ないじめ防止対策を総合的に推進
する。

主要事業

【事業概要】

　戦争の悲惨さと平和の大切さを市民一人ひとりが再認識する機会を
創出するために、標語書道展や映画会等の平和を意識した事業を実施
する。子どもから大人まで幅広く平和の大切さについて改めて関心を
持つことにより、平和を願う意識を高めていく。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

7 (1) 152 男女共同参画への意識づくり 庶務課

【事業概要】

　男女共同参画社会づくりを推進する意識啓発事業として、蓮田市男
女共生情報誌「ぱすてる」の発行や男女共同参画セミナー等を開催す
る。
　「はすだ男女共生プラン２０２５」の進行管理等を計画的に実施
し、「蓮田市男女共同参画行政推進会議」を効果的に運営する。

主要事業

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

7 (1) 4
【再掲】ワーク・ライフ・バラン
スの推進事業

庶務課
商工課

子ども支援課

【事業概要】

　男女間のあらゆる暴力等を根絶するために、関係機関と連携し、情
報提供や相談窓口の充実を図る。
　また、被害者への支援を行うため、蓮田市庁内ＤＶ対策連絡会議を
開催し、関係各課と対応を協議する。

【事業概要】

再掲につき、１１ページ参照。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

7 (2) 153
男女間のあらゆる暴力のない社会
づくり

庶務課
子ども支援課
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№ 政策 № 施策 № 主要事業 

1 産業の創出支援 
(1) 企業立地促進 154 産業基盤整備事業 

(2) 創業支援 155 創業支援事業 

2 産業育成・支援 

(1) 産業振興・経営基盤の強化 

156 中心市街地の活性化推進事業 

157 商工会との連携支援事業 

158 商業団体活性化推進事業 

159 新サービスエリア活用事業 

(2) 就労支援 
160 あらゆる世代の就業支援事業 

155 創業支援事業（再掲） 

(3) 地域資源の活用 

161 地域資源の活用による蓮田ブランドの発掘・活用 

162 はすだ Futureプロジェクト支援事業 

163 特産品振興事業 

164 産業振興支援事業 

165 道の駅「はすだ」推進事業 

3 農業の振興 (1) 都市型農業の振興 

166 土地改良基盤整備推進事業 

167 環境にやさしい農業への取組 

168 地産地消の推進事業 

169 農産物直売所の整備事業 

170 ふれあい農園管理運営事業 

171 交流ふれあい支援事業 

172 新規就農総合支援事業 

173 梨農家担い手確保事業 

174 貸農園事業 

175 農業経営の法人化事業 

  

豊かな市民生活と活力ある地域経済を支

えるため、農業、商業、工業の振興を図り

ます。地域の資源を活用し、各種のイベン

トを通して市民との交流を深めるととも

に、活力のある産業を推進していきます。 

基本政策Ⅳ 

地域の資源が活
い

きるまちをつくる 

（産業・就労・農業分野） 
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政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

23,707 10,127 13,300 280

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

1,200 400 400 400

事業年度ごとの事業費

農政課
商工課

都市計画課
産業団地整備課

建築指導課

【事業概要】

　産業集積拠点に位置付けられている高虫西部地区においては、産業
団地整備に係る都市計画案（区域区分、用途地域、高度地区、防火・
準防火地域、地区計画、土地区画整理事業等）の作成等を進める。
　平成３０年１０月に設立した高虫西部地区土地区画整理組合設立準
備会や業務代行予定者等と協力し、土地区画整理事業の組合設立認可
等の取得に向けて、必要となる資料を作成しつつ、国・県等関係機関
との協議を進める。
　根金井沼地区のうち国道122号沿道周辺においては、都市計画法第
３４条第１２号に基づく区域指定制度を活用し、民活による工業及び
流通系企業の誘致を図る。
　また、事業進捗を図るための優遇制度について、調査・検討を行
う。

３か年の
総事業費1 (2)

【事業概要】

　創業支援計画に基づき、創業相談や創業希望者へ創業セミナーを開
催する。また、創業後の財政的支援として補助金の交付などを行って
いく。
　市、商工会、金融機関の３者で締結した「企業支援に係る包括連携
協力に関する協定」を活用し、創業希望者の情報共有を図る。それぞ
れの立場から創業希望者に対する支援を包括的に実施していく。

主要事業

155 創業支援事業 商工課

Ⅳ　地域の資源が活
い

きるまちをつくる　主要事業

主要事業

３か年の
総事業費1 (1) 154 産業基盤整備事業

事業年度ごとの事業費
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Ⅳ　地域の資源が活
い

きるまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

11,663 3,863 3,900 3,900

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

97,784 32,584 32,600 32,600

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

1,800 600 600 600

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

― ― ― ―

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

24,334 8,134 8,100 8,100

【事業概要】

　商工会などの関係団体と連携し、蓮田駅周辺と市内の地域資源を結
びつけたイベントを実施し、中心市街地の活性化を図る。商店会等が
実施するイベントに対し、財政的、人的支援を行う。

主要事業

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (1) 156 中心市街地の活性化推進事業 商工課

【事業概要】

　商工会法の定めるところにより設立された蓮田市商工会に対し補助
金を交付するとともに、連携して事業を実施することにより商工業の
総合的な発展を図る。

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (1) 157 商工会との連携支援事業 商工課

事業年度ごとの事業費

2 (1) 159 新サービスエリア活用事業
農政課
商工課

都市計画課

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (1) 158 商業団体活性化推進事業 商工課

【事業概要】

　川島地区に建設された新サービスエリア内において、市の特産品等
を販売し、サービスエリア利用者に蓮田市の特産品を広く周知して産
業の振興を図る。市民に対してもサービスエリアを利用してもらうこ
とにより、地域の活性化を図る。
　特産品フェアについても継続して実施し、蓮田市を広くＰＲしてい
く。

主要事業

【事業概要】

　雅楽谷の森フェスティバルをはじめ、商業団体や商店街が自主的に
取り組む事業に対し補助金を交付し、まちの活力やイメージアップを
図る。

主要事業

３か年の
総事業費

【事業概要】

　ハローワーク、埼玉県、関係機関と連携し、就労支援に関する情報
を市役所専用コーナーに掲示するとともに市役所商工課窓口において
ハローワークオンライン提供を運営していく。また、埼玉県と共催で
就労支援セミナーを開催する。
　高齢者世代に対しては、蓮田市シルバー人材センターが実施する自
らの生きがいや社会参加への就業機会の増大を図るために行う事業や
活力ある社会づくりに寄与するために行う事業等に対して、補助金を
交付する。
　子育て世代に対しては、教育訓練講座を受講した母子家庭の母また
は父子家庭の父に対し、教育訓練給付金を支給する。また、看護師等
の養成機関に就業した母子家庭の母または父子家庭の父に対し、高等
職業訓練促進給付金を支給する。

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (2) 160 あらゆる世代の就業支援事業

商工課
福祉課

長寿支援課
子ども支援課
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Ⅳ　地域の資源が活
い

きるまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

800 140 330 330

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

3,000 1,000 1,000 1,000

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

2,700 900 900 900

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

3,200 400 1,400 1,400

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

― ―

事業年度ごとの事業費

2 (3) 161
地域資源の活用による蓮田ブラン
ドの発掘・活用

広報広聴課
農政課
商工課

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (2) 155 【再掲】創業支援事業 商工課

【事業概要】

　市内に存在する地域資源、蓮田から想起される都市イメージに一体
的なストーリー性を持たせ、それらを包括したものを「蓮田ブラン
ド」として確立し、産業の振興と市のイメージ向上を図る。あわせ
て、地域に対する愛着を深め、誇りを持てるようにする。

【事業概要】

再掲につき、５０ページ参照。

主要事業

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (3) 163 特産品振興事業
農政課
商工課

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (3) 162
はすだFutureプロジェクト支援事
業

商工課

【事業概要】

　市内小学校３年生を対象にした平野梨選果場見学会及び蓮田サービ
スエリア（上り線）での特産品フェアを実施する蓮田市特産品街頭
キャンペーン実行委員会に対して補助を行うとともに、特産品である
梨の栽培技術の研究事業に関し支援を行う。
　また、商工会で新たに開発した特産品を市内外で開催されるイベン
ト等において積極的に販売し、周知を図る。
　地域資源を活用し、新たな蓮田ブランドの構築を行い、特産品の振
興及び蓮田の知名度の向上を図る。

【事業概要】

　長編映画製作を目指し、映画に関連するイベントなどを実施するこ
とにより、「映画のまち蓮田市」へ発展させ、映像関係の企業や若者
の関心を高め、人口の増加を図る。
　また、地域の活性化を目指し、交流の場となる活動拠点の整備を進
める活動を支援する。

主要事業
３か年の
総事業費

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (3) 164 産業振興支援事業 農政課

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (3) 165 道の駅「はすだ」推進事業
農政課
商工課
道路課

【事業概要】

　産業振興の促進を図るため、高性能の農業機械の購入及び設備投資
等を行う農業団体等に対し支援を行う。

主要事業

【事業概要】

　農業や観光の活性化施設を整備するとともに、市の認知度や交流人
口の拡大を図るため、道の駅の整備を検討する。
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Ⅳ　地域の資源が活
い

きるまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

― ― ― ―

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

6,000 2,000 2,000 2,000

2,700 900 900 900

3,300 1,100 1,100 1,100

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

2,583 863 860 860

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

― ―

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

1,624 544 540 540

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

6,000 2,000 2,000 2,000

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

3 (1) 166 土地改良基盤整備推進事業 農政課

主要事業

【事業概要】

　ほ場の大型化や用排水路・道路等の農業生産基盤を総合的に整備
し、効率的な農業の展開と農地利用集積等を進める。
　「閏戸耕地」は、埼玉型ほ場整備事業として、地元との協議を踏ま
え推進し、早期完成を目指す。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

3 (1) 167 環境にやさしい農業への取組 農政課

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

3 (1) 168 地産地消の推進事業 農政課

【事業概要】

　安心・安全な農産物の生産と供給を図るため、有機農産物栽培、廃
プラスチック等の収集処理、米・梨・野菜の減農薬栽培等の事業に対
して支援を行う。

環境保全型農業（梨）推進支援事業

環境保全型農業（米）推進支援事業

主要事業

【事業概要】

　地元農産物の販売拡大とＰＲを図るため、一般市民や親子を対象と
した農産物加工講習会を開催する。
　また、農業体験事業、学校給食への地元野菜の納入に対して支援を
行う。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

3 (1) 169 農産物直売所の整備事業 農政課

【事業概要】

　地元農産物の生産振興及び販路拡大のため、農産物直売所の整備を
検討する。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

3 (1) 170 ふれあい農園管理運営事業 農政課

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

3 (1) 171 交流ふれあい支援事業 農政課

【事業概要】

　農作業を体験したい市民のレクリエーションとしての自家用野菜、
花の栽培や高齢者の生きがいづくりなどのニーズに応えるため、適切
な管理運営を行うとともに、拡張と新規農園の検討を行う。

主要事業

【事業概要】

　水田活用として、景観形成作物のコスモス・そば等の栽培に合わせ
て地元農産物の直売等のイベントを行うことにより、各地域の農業者
と地域住民との交流を図る活動の支援を行う。

53



Ⅳ　地域の資源が活
い

きるまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

― ― ― ―

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

― ― ― ―

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

― ―

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

― ― ― ―

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

3 (1) 172 新規就農総合支援事業 農政課

主要事業

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

3 (1) 173 梨農家担い手確保事業 農政課

【事業概要】

　新たに農業を志すかたに対し、農業を始めてから経営が安定するま
での最長５年間について、経営の確立を支援する資金を援助する。
　また、農業委員会、埼玉県春日部農林振興センター、ＪＡ南彩等と
連携し、農業技術や農業経営の指導、サポートを行う。

主要事業

【事業概要】

　減少する市の特産品である梨農家の担い手を募集し、手放す梨畑の
あっせんに取り組む。また、農業委員会、埼玉県春日部農林振興セン
ター、ＪＡ南彩等と連携し、農業技術や農業経営の指導・サポートを
行う。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

3 (1) 174 貸農園事業 農政課

【事業概要】

　農業経営体の信用向上や取引を活発にするため、農業委員会、埼玉
県春日部農林振興センター、ＪＡ南彩等と連携し、個人経営者の法人
化を推し進める。
　また、市内に点在するまとまった遊休農地及び貸出を希望している
農地について、参画を図る農業関連企業に紹介する。

【事業概要】

　民間事業者と連携し、貸農園事業を行う。蓮田スマートインター
チェンジを活用して都市住民に訪問してもらい、農業体験を提供す
る。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

3 (1) 175 農業経営の法人化事業 農政課
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№ 政策 № 施策 № 主要事業 

1 環境保全の推進 

(1) 地球温暖化対策の推進 176 自然エネルギー活用システム設置費補助金交付事業 

(2) 環境地域活動の充実 

177 花と緑のまちづくり事業 

178 自然環境保全支援事業 

179 黒浜沼周辺整備事業 

180 山ノ神沼周辺整備事業 

(3) 環境教育の充実 
181 環境教育・環境学習推進事業 

74 農地や林などを活用した環境教育推進事業（再掲） 

2 環境衛生の推進 

(1) 循環型社会の推進 182 資源リサイクル奨励金交付制度 

(2) ごみ・し尿処理体制の充実 

183 蓮田白岡衛生組合運営事業 

184 農業集落排水整備事業 

185 合併処理浄化槽設置整備事業 

115 公共下水道整備事業（再掲） 

(3) 環境美化活動の充実 
186 環境衛生支援事業 

187 環境美化推進事業 

3 安心・安全な生活環境 

(1) 空き家等対策の推進 188 空き家等対策事業 

(2) 放射線対策の推進 
189 放射線測定事業 

190 給食用食材の放射性物質検査事業 

4 
魅力あるまちづくり

の整備 

(1) 
快適で暮らしやすいまちづく

りの推進 

191 土地利用計画の見直し 

192 地区計画の策定 

(2) 魅力ある拠点づくりの推進 
193 西口再開発ビル整備推進事業 

194 拠点地域づくりの推進 

5 道路・交通網の整備 

(1) 道路・橋りょう等の整備 

195 スマートＩＣ整備推進事業 

196 幹線道路の整備推進 

197 橋りょう整備事業 

198 生活道路整備事業 

199 道路補修・排水整備事業 

117 排水路施設等整備事業（再掲） 

165 道の駅「はすだ」推進事業（再掲） 

(2) 公共交通の利便性の向上 
200 ＪＲ宇都宮線利便性向上事業 

93 公共交通整備事業（再掲） 

6 
上水道の安定供給と

下水処理の推進 

(1) 上水道の整備・充実 
201 健全な上水道事業の経営 

114 老朽管更新事業（再掲） 

(2) 下水道の整備・充実 

115 公共下水道整備事業（再掲） 

184 農業集落排水整備事業（再掲） 

185 合併処理浄化槽設置整備事業（再掲） 

7 
公園の整備と緑地の

保全 

(1) 魅力ある公園の整備 

202 公園リノベーション事業 

203 キッズパークはすだ事業 

28 公園整備事業（再掲） 

177 花と緑のまちづくり事業（再掲） 

179 黒浜沼周辺整備事業（再掲） 

180 山ノ神沼周辺整備事業（再掲） 

(2) 農地・緑地の保全と創造 

166 土地改良基盤整備推進事業（再掲） 

170 ふれあい農園管理運営事業（再掲） 

171 交流ふれあい支援事業（再掲） 

174 貸農園事業（再掲） 

  

暮らしやすく快適な住環境の創出に向

けて、都市機能の向上を図り、良好な景観

を形成します。また、公共施設等の整備や

適切な維持管理を推進し、地域の活性化に

つなげます。土地利用計画に基づき、自然

環境と調和した潤いのある都市づくりを

進めます。 

基本政策Ⅴ 

潤いのある快適なまちをつくる 

（環境・基盤整備分野） 
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政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

4,760 1,560 1,600 1,600

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

1,800 600 600 600

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

958 318 320 320

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

8,740 2,940 2,900 2,900

301 101 100 100

8,439 2,839 2,800 2,800

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

7,437 7,437

【事業概要】

　環境にやさしいまちづくりを推進していくことを目的に、住宅用の
太陽光発電システム、雨水貯留設備を設置したかたに対して補助金を
交付することで、市民の自然エネルギー利用を積極的に支援する。
　平成２７年度からは、雨水貯留設備の補助を１００リットル以上と
対象を広げ、浄化槽の雨水貯留設備転用も加える等充実を図ってお
り、庭木への散水のほか、災害等の非常時の備えとして設置していた
だけるよう周知していく。

主要事業

177 花と緑のまちづくり事業(2)1
自治振興課

みどり環境課

Ⅴ　潤いのある快適なまちをつくる　主要事業

主要事業
３か年の
総事業費1 (1) 176

自然エネルギー活用システム設置
費補助金交付事業

みどり環境課

山ノ神沼周辺整備事業
みどり環境課

農政課

３か年の
総事業費

【事業概要】

　公園の花壇、植え込み、市内の緑地等、市内各所に四季折々の花を
植え、それらを市民、関係団体、企業等が協働で管理していくことに
より、花と緑のまちづくりを行っていく。花壇には、管理するかたの
名前を記した看板を設置する。
　また、各分野にわたる市内の団体で構成された「蓮田市コミュニ
ティづくり推進協議会」が行う活動の中で、花いっぱい運動を年２回
実施していく。

主要事業
３か年の
総事業費自然環境保全支援事業 みどり環境課1 (2) 178

1 (2) 179 黒浜沼周辺整備事業

　農業用水利施設として円滑に機能するよう保全改修を行うととも
に、貴重な水辺空間の環境を維持し、自然・田園風景と気軽に楽しく
ふれあえる空間を創出する。

【事業概要】

事業年度ごとの事業費

事業年度ごとの事業費

事業年度ごとの事業費

事業年度ごとの事業費

事業年度ごとの事業費

【事業概要】

　貴重種を含む多様な動植物を育む黒浜沼、緑のトラスト第１１号地
及びその周辺地を、豊かな自然環境が良好な状態で後世に継承できる
よう管理を行う。

主要事業

【事業概要】

　良好な自然環境の保全を目的に、樹木と樹林地の適切な維持管理を
図るために奨励金を交付する。

主要事業

環境保全区域保護事業

緑のトラスト黒浜沼周辺維持管理事業

みどり環境課

1

３か年の
総事業費

(2) 180
３か年の
総事業費
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Ⅴ　潤いのある快適なまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

― ―

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

３か年の
総事業費

【事業概要】

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

事業年度ごとの事業費

主要事業

1 (3) 181 環境教育・環境学習推進事業 みどり環境課

再掲につき、２４ページ参照。

【事業概要】

　環境学習館の指定管理者が行う各種事業や環境団体の行っている環
境に関する学習に対して支援を行う。
　環境保全に関する学習や情報発信の拠点とするため、また、地域に
根ざした新しいコミュニティ形成を促進するために、環境学習館の新
築二期工事を推進する。

主要事業

1 (3) 74
【再掲】農地や林などを活用した
環境教育推進事業

学校教育課
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Ⅴ　潤いのある快適なまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

8,400 2,800 2,800 2,800

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

1,893,175 631,175 631,000 631,000

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

285,383 65,383 110,000 110,000

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

28,242 9,442 9,400 9,400

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

15,617 5,217 5,200 5,200

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

39,725 4,925 32,400 2,400

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (1) 182 資源リサイクル奨励金交付制度 みどり環境課

事業年度ごとの事業費

2 (2) 184 農業集落排水整備事業 下水道課

【事業概要】

　市民のごみに対する意識の向上を図るため、ごみの減量化や資源の
再利用等、市内の地域住民で組織する団体が行う資源回収事業に対
し、奨励金を交付する。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (2) 183 蓮田白岡衛生組合運営事業 みどり環境課

【事業概要】

　農業用水の水質を保全し、農業生産環境の改善を図るとともに、地
域の生活環境の向上と元荒川や綾瀬川等の公共用水域の水質保全を図
る。

【事業概要】

　蓮田市と白岡市の２市で構成している衛生組合の効率的・効果的な
運営に努め、廃棄物の安全な処理を行う。

主要事業
３か年の
総事業費

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (2) 185 合併処理浄化槽設置整備事業 下水道課

事業年度ごとの事業費

2 (3) 186 環境衛生支援事業 みどり環境課

【事業概要】

　「浄化槽設置整備事業補助金交付要綱」により、し尿汲取り槽や単
独浄化槽から合併浄化槽へ転換するための費用を補助することで、生
活環境の改善を図るとともに、適切な維持管理を啓発し、元荒川や綾
瀬川等の公共用水域の水質浄化及び水質保全を推進する。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (2) 115 【再掲】公共下水道整備事業 下水道課

【事業概要】

　毎年１２月の第１日曜日に市内一斉でクリーン作戦を行うほか、各
団体で行っているクリーン作戦の回収処分を行う。
　また、ごみ集積所の維持管理など市民の自主的な事業活動に補助金
を交付することにより、環境保全の推進を図る。

主要事業

【事業概要】

再掲につき、３７ページ参照。

主要事業
３か年の
総事業費

【事業概要】

　蓮田市路上喫煙の防止に関する条例に基づき、路上喫煙禁止区域内
において、指導員の巡回により路上喫煙の禁止を呼び掛け、環境の美
化の推進を行っていく。また、蓮田駅東口に設置している喫煙所等の
管理を行っていく。

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (3) 187 環境美化推進事業 みどり環境課
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Ⅴ　潤いのある快適なまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

662 222 220 220

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

663 223 220 220

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

2,185 725 730 730

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

3 (1) 188 空き家等対策事業
危機管理課

みどり環境課
建築指導課

【事業概要】

　福島第一原子力発電所事故による放射性物質の蓮田市への影響の調
査を実施する。
　小・中学校、保育園等の公共施設で定期的に測定を行い、大気中の
放射線量の把握に努めるとともに、測定結果を公表する。数値の高
かった箇所については、除染作業を行う。
　また、要望に基づき身近な生活環境等の放射線量の測定を実施し、
希望により簡易測定器の貸出しを行う。

主要事業

【事業概要】

　近年、管理されていない空き家が増加しており、倒壊や草木の繁
茂、防犯上の問題等の発生が危惧されている。
　空き家の実態調査結果を基に、関係団体や不動産関係業者等と連携
し、適正管理や利活用の推進を図る。

主要事業

３か年の
総事業費

【事業概要】

　小・中学校で提供される給食用食材の安全性を確保するために、定
期的に食材の放射性物質検査を実施する。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

3 (2) 190 給食用食材の放射性物質検査事業
教育総務課

保育課

事業年度ごとの事業費

3 (2) 189 放射線測定事業

みどり環境課
学校教育課

保育課
消防課
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Ⅴ　潤いのある快適なまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

18,435 18,435 ― ―

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

1,672 392 890 390

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

704,200 704,200 ― ―

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

― ―

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (1) 191 土地利用計画の見直し 都市計画課

事業年度ごとの事業費

4 (2) 193 西口再開発ビル整備推進事業

庶務課
市民課

西口再開発ビル
開設準備室

子ども支援課
保育課

【事業概要】

　蓮田市の土地利用を促進するため、蓮田市都市計画マスタープラン
の改定を行う。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (1) 192 地区計画の策定 都市計画課

【事業概要】

　令和２年１０月の完成を目指し、西口再開発ビルの建設を行う。
　また、令和３年４月に子育て世代包括支援センター等の子育て支援
エリアや、各種行政手続きを行う行政窓口等を備えた公益施設を再開
発ビル内に開設し、市民サービスの向上を図る。

【事業概要】

　住民の意見を反映させた地区計画を策定し、建築物の用途や形態、
敷地等に関する規制や誘導を行うことにより、住宅地の良好な環境の
維持・保全や建築物の用途の集約化を図る。

主要事業

３か年の
総事業費

【事業概要】

　蓮田駅周辺の中心市街地は、社会資本整備総合交付金を活用して、
街なかにみどりの交流拠点を整備し、賑わい促進を図る。また、道路
の高質化により中心市街地の回遊性の向上を図るとともに、歩行者や
自転車が安全で円滑に移動できる道路環境の改善を図る。
　蓮田市役所周辺は、用途地域や地区計画などの計画に基づき、公共
施設の集約化を図る。また、市民憩いの広場、生涯学習の場として市
役所と一体的に国指定史跡黒浜貝塚を整備し、市役所も含めた黒浜貝
塚を活用することで交流空間を確保するほか、市民の健康づくりの場
の一つとして植生などを用いた食育の場として活用する。
　総合市民体育館パルシー及び総合文化会館ハストピア周辺は、ス
ポーツや文化・芸術活動の拠点として、賑わいがあり、利便性が高い
拠点づくりの整備を推進する。
　黒浜公園及び独立行政法人国立病院機構東埼玉病院の周辺は、新設
道路の整備に合わせたバス路線の拡充について検討するほか、引き続
き財務省用地の払下げの交渉を進め、黒浜公園の機能改修を進めると
ともに、周辺地域の特性を生かした文化・スポーツ・憩いの場である
総合公園として整備を行う。

主要事業

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (2) 194 拠点地域づくりの推進

政策調整課
都市計画課

文化スポーツ課
関係各課
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Ⅴ　潤いのある快適なまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

5,942 5,942

568 568

5,374 5,374

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

318,909 130,209 89,100 99,600

55,000 55,000

300 300

0 ―

248,900 70,000 84,200 94,700

14,709 4,909 4,900 4,900

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

91,327 91,327

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

190,165 42,365 70,000 77,800

2,100 ― 2,100 ―

29,400 ― 9,400 20,000

16,724 13,724 3,000 ―

4,100 ― ― 4,100

7,000 ― 3,500 3,500

11,211 11,211 ― ―

12,700 ― 10,700 2,000

106,930 17,430 41,300 48,200

【事業概要】

　現在ハーフインター（２／４方向・普通車以下）で運用している蓮
田サービスエリアに接続するスマートインターチェンジのフルイン
ター（４／４方向・大型車対応）化を推進する。

蓮田スマートインターチェンジ整備促進事業（都市計画課）

スマートＩＣ整備推進事業（道路課）

主要事業

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

5 (1) 195 スマートＩＣ整備推進事業
都市計画課

道路課

【事業概要】

　都市計画道路蓮田駅西口通線等の幹線道路の整備を推進する。
　また、独立行政法人国立病院機構東埼玉病院敷地内に新たな道路の
整備等を進めるほか、地域の利便性を高める自転車歩行者道の整備を
推進する。
　県道蓮田鴻巣線の歩道整備事業を推進する。

市道１４６３号線等（東埼玉病院内道路）道路整備事業（道路課）

自転車歩行者道整備事業（道路課）

蓮田駅西口通線街路整備事業（道路課）

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

5 (1) 196 幹線道路の整備推進
都市計画課

道路課

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

道路課

県道蓮田鴻巣線歩道整備事業（都市計画課）

その他

【事業概要】

　蓮田市内の橋りょう１７橋（橋長１５メートル以上）について、橋
りょう長寿命化修繕計画に基づき、順次修繕工事を進めていく。まず
は、東北自動車道を跨ぐ跨道橋４橋の修繕工事を行う。
　また、橋長２メートル以上の橋りょうの定期点検業務を継続的に実
施し、点検結果に基づき計画的に修繕工事を進めていく。

5 (1) 197 橋りょう整備事業

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

5 (1) 198 生活道路整備事業 道路課

市道３５５号線等整備事業

市道４０３号線等整備事業

市道６２１号線整備事業

交差点等整備事業

【事業概要】

　地域要望に基づき生活道路の道路改良を進めていくほか、渋滞の激
しい交差点や見通しの悪い交差点の改良を行う。

市道１６号線整備事業

市道１４０号線等整備事業

市道２１０号線等整備事業

その他
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Ⅴ　潤いのある快適なまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

481,750 172,750 154,500 154,500

12,854 4,254 4,300 4,300

329,469 122,069 103,700 103,700

6,000 2,000 2,000 2,000

65,377 21,777 21,800 21,800

21,000 7,000 7,000 7,000

42,000 14,000 14,000 14,000

5,050 1,650 1,700 1,700

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

58 18 20 20

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

【事業概要】

　継続して蓮田駅東口駅前広場の管理、市内道路の舗装修繕、緊急補
修、砂利道整正工事、安全対策工事、道路排水整備工事、街路樹の維
持管理、道路の除草、側溝清掃等を実施し、道路環境の安全性・快適
性の確保を図る。

道路維持補修業務経費

道路維持補修整備事業

建築後退線採納用地整備事業

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

5 (1) 199 道路補修・排水整備事業 道路課

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

5 (1) 117 【再掲】排水路施設等整備事業
農政課
道路課

街路樹管理除草事業

道路管理側溝清掃等事業

道路排水整備事業

団地側溝整備事業

主要事業

【事業概要】

再掲につき、３７ページ参照。

主要事業

３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

5 (1) 165
【再掲】道の駅「はすだ」推進事
業

農政課
商工課
道路課

【事業概要】

再掲につき、５２ページ参照。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

5 (2) 200 ＪＲ宇都宮線利便性向上事業 都市計画課

【事業概要】

　ＪＲ宇都宮線のさらなる利便性の向上を図るため、関係機関と連携
し、東日本旅客鉄道株式会社へ要望を行う。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

5 (2) 93 【再掲】公共交通整備事業 都市計画課

【事業概要】

再掲につき、３０ページ参照。
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Ⅴ　潤いのある快適なまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

― ― ― ―

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

6 (1) 201 健全な上水道事業の経営 水道課

【事業概要】

　水道ビジョンの実現を図るため、「資産の更新需要」と「財政の見
通し」を随時検討することで、「設備の健全化」と「財政の健全化」
の両立を図り、持続可能な水道事業の運営を目指していく。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

6 (1) 114 【再掲】老朽管更新事業 水道課

【事業概要】

再掲につき、３６ページ参照。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

6 (2) 115 【再掲】公共下水道整備事業 下水道課

【事業概要】

再掲につき、３７ページ参照。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

6 (2) 184 【再掲】農業集落排水整備事業 下水道課

【事業概要】

再掲につき、５８ページ参照。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

6 (2) 185
【再掲】合併処理浄化槽設置整備
事業

下水道課

【事業概要】

再掲につき、５８ページ参照。
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Ⅴ　潤いのある快適なまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

― ―

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

7,451 7,451

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

7 (1) 202 公園リノベーション事業 みどり環境課

【事業概要】

　市内の大型公園（西城沼公園、根ヶ谷戸公園、黒浜公園周辺地）を
観光スポット化し、市内外から利用客を呼び込むことで、「子どもと
一緒に遊べるまち」を広くアピールする。

【事業概要】

　市内の各公園に「運動公園」、「児童公園」、「憩いの広場」等の
特色を持たせてスポット化し、利用率の向上を図るとともに、新たな
地域コミュニティの形成を図る。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

7 (1) 203 キッズパークはすだ事業 みどり環境課

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

7 (1) 28 【再掲】公園整備事業 みどり環境課

【事業概要】

再掲につき、１６ページ参照。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

7 (1) 177 【再掲】花と緑のまちづくり事業
自治振興課

みどり環境課

【事業概要】

再掲につき、５６ページ参照。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

7 (1) 179 【再掲】黒浜沼周辺整備事業 みどり環境課

【事業概要】

再掲につき、５６ページ参照。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

7 (1) 180 【再掲】山ノ神沼周辺整備事業
みどり環境課

農政課

【事業概要】

再掲につき、５６ページ参照。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

7 (2) 166
【再掲】土地改良基盤整備推進事
業

農政課

【事業概要】

再掲につき、５３ページ参照。
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Ⅴ　潤いのある快適なまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

7 (2) 170
【再掲】ふれあい農園管理運営事
業

農政課

【事業概要】

再掲につき、５３ページ参照。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

7 (2) 171 【再掲】交流ふれあい支援事業 農政課

【事業概要】

再掲につき、５４ページ参照。

【事業概要】

再掲につき、５３ページ参照。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

7 (2) 174 【再掲】貸農園事業 農政課
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№ 政策 № 施策 № 主要事業 

1 市民協働の推進 

(1) 
地域コミュニティの活性

化 

204 コミュニティ活動への支援事業 

79 自治会の活動支援事業（再掲） 

(2) 
市民活動・NPO 活動の支

援 

205 ＮＰＯ・市民活動支援事業 

206 市民協働推進事業 

207 市民イベント等支援事業 

42 地域で支える子育て支援事業（再掲） 

43 子育てサークルの育成支援事業（再掲） 

44 子育て活動促進事業（再掲） 

45 母子愛育会活動支援事業（再掲） 

47 地域交流機会の創出（再掲） 

69 地域ぐるみの子ども安全推進事業（再掲） 

81 地域活動・ボランティア活動の推進事業（再掲） 

82 地域活動の担い手の育成事業（再掲） 

138 ハストピアサポーターズ事業（再掲） 

146 スポーツ・レクリエーション普及事業（再掲） 

162 はすだ Futureプロジェクト支援事業（再掲） 

177 花と緑のまちづくり事業（再掲） 

2 情報共有・情報発信 

(1) 
情報公開の充実・個人情報

の保護 

208 情報公開制度の充実 

121 情報セキュリティ対策の整備（再掲） 

(2) 地域情報化の推進 

209 蓮田市都市計画図基本図作成事業 

31 公開型地理情報システム整備事業（再掲） 

67 情報化推進事業（再掲） 

120 情報伝達体制整備事業（再掲） 

(3) 広聴・広報の充実 

210 シティセールスの推進 

211 マスコットキャラクターや広報大使を活用したシティセールス推進事業 

212 パブリックコメント制度の充実 

6 定住・子育て応援促進サイトの運営事業（再掲） 

3 
健全・効果的な行財

政運営 

(1) 
計画的・効率的な行財政運

営 

213 行政改革推進事業 

214 人材育成推進事業 

215 財政健全化事業 

216 総合行政システム整備事業 

(2) 施設の計画的な管理 217 インフラ維持管理の効率的なマネジメントの実施 

(3) 民間活力の導入 
218 中央公民館パーキングシステム導入・活用事業 

53 小・中学校水泳指導民間連携事業（再掲） 

(4) 行政組織の効率化・人材育成 219 蓮田市定員適正化計画及び蓮田市特定事業主行動計画の進行管理 

4 
関係自治体・関係機

関との連携 

(1) 関係自治体との連携 

220 近隣市町連携事業 

221 長野県松川町（遠隔地自治体）等との友好交流 

84 障がい者支援体制の確立（地域生活支援事業）（再掲） 

92 在宅医療・介護の連携体制の充実（再掲） 

183 蓮田白岡衛生組合運営事業（再掲） 

(2) 関係機関との連携 

222 彩の国ロードサポート制度の推進 

223 教育機関等連携事業 

224 民間企業等連携事業 

225 東埼玉病院周辺の活用の検討 

53 小・中学校水泳指導民間連携事業（再掲） 

80 社会福祉協議会との連携強化による福祉サービスの充実（再掲） 

 

地方分権が進展する中で、市民の視点に

立った行政運営を実施します。地域の活性

化を図るため、市民、団体、企業などの多

様な主体と協働し、時代に合った地域づく

りを行います。 

基本政策Ⅵ 

地域活動が活性化されたまちをつくる 

（地域コミュニティ・情報発信・行財政運営・連携分野） 
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政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

3,600 1,200 1,200 1,200

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

532 172 180 180

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

― ― ― ―

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

― ― ― ―

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

市民協働推進事業

207

【事業概要】

　ＮＰＯ・市民活動の活性化を図るため、西新宿会館内に活動拠点と
して設置している「市民活動ひろば」の運営等を支援する。

主要事業
３か年の
総事業費

(2)

【再掲】地域で支える子育て支援
事業

保育課

1 市民イベント等支援事業 政策調整課

【事業概要】

　蓮田ランタイズが主催する「蓮田マラソン・スイーツバトル」等市
民団体が自主的に開催するイベント等を支援し、交流人口の増加を図
る。

３か年の
総事業費

206

【事業概要】

再掲につき、１８ページ参照。

【事業概要】

　各分野にわたる市内の団体で構成された「蓮田市コミュニティづく
り推進協議会」が行う活動に対し、補助金を交付する。

事業年度ごとの事業費

事業年度ごとの事業費

主要事業
３か年の
総事業費

【再掲】自治会の活動支援事業 自治振興課

【事業概要】

再掲につき、２６ページ参照。

主要事業
３か年の
総事業費

ＮＰＯ・市民活動支援事業 自治振興課1 (2) 205

1 (1) 79

1 (2)

主要事業
３か年の
総事業費1 (2)

Ⅵ　地域活動が活性化されたまちをつくる　主要事業

主要事業
３か年の
総事業費1 (1) 204 コミュニティ活動への支援事業 自治振興課

事業年度ごとの事業費

事業年度ごとの事業費

事業年度ごとの事業費

事業年度ごとの事業費

42

自治振興課

【事業概要】

　市民が主体の新たな市民活動が、市民と行政との協働事業につなが
るよう、各種市民活動団体との協働を推進する。

主要事業
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Ⅵ　地域活動が活性化されたまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

３か年の
総事業費1 (2) 43

【再掲】子育てサークルの育成支
援事業

子ども支援課
保育課

社会教育課

【事業概要】

再掲につき、２３ページ参照。

1

主要事業

３か年の
総事業費

【再掲】地域交流機会の創出
社会教育課

文化スポーツ課

【事業概要】

再掲につき、１９ページ参照。

【再掲】地域活動・ボランティア
活動の推進事業

福祉課
健康増進課
長寿支援課

【事業概要】

再掲につき、２７ページ参照。

(2) 81

再掲につき、１９ページ参照。

主要事業
３か年の
総事業費

【事業概要】

1 (2) 69
【再掲】地域ぐるみの子ども安全
推進事業

学校教育課

主要事業
３か年の
総事業費

1 (2) 47

再掲につき、１９ページ参照。

主要事業
３か年の
総事業費

【事業概要】

再掲につき、１９ページ参照。

主要事業
３か年の
総事業費子ども支援課

社会教育課1 (2) 44 【再掲】子育て活動促進事業

1 (2) 45 【再掲】母子愛育会活動支援事業 子ども支援課

主要事業

事業年度ごとの事業費

事業年度ごとの事業費

事業年度ごとの事業費

事業年度ごとの事業費

事業年度ごとの事業費

事業年度ごとの事業費

【事業概要】
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Ⅵ　地域活動が活性化されたまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

1 (2) 138
【再掲】ハストピアサポーターズ
事業

文化スポーツ課

【再掲】スポーツ・レクリエー
ション普及事業

【事業概要】

再掲につき、５６ページ参照。

【事業概要】

再掲につき、５２ページ参照。

主要事業
３か年の
総事業費

【事業概要】

再掲につき、４７ページ参照。

主要事業
３か年の
総事業費

1 (2) 177

1 (2) 162
【再掲】はすだFutureプロジェク
ト支援事業

商工課

【再掲】花と緑のまちづくり事業
自治振興課

みどり環境課

文化スポーツ課

【事業概要】

再掲につき、４４ページ参照。

主要事業

３か年の
総事業費

３か年の
総事業費1 (2) 146

主要事業
３か年の
総事業費

【事業概要】

再掲につき、２７ページ参照。

1 (2) 82
【再掲】地域活動の担い手の育成
事業

福祉課
長寿支援課
学校教育課

主要事業
事業年度ごとの事業費

事業年度ごとの事業費

事業年度ごとの事業費

事業年度ごとの事業費

事業年度ごとの事業費
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Ⅵ　地域活動が活性化されたまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

1,465 485 490 490

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

3,000 ― 3,000 ―

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (1) 208 情報公開制度の充実 庶務課

【事業概要】

　行政運営を健全かつ安定に推進していくためには、市民のかたの市
政に対する理解と信頼を深め、知る権利を保障していくことが重要で
ある。知る権利の行使である公文書の情報公開請求に対しては、個人
情報保護の徹底とのバランスなど考慮すべき事項も多いが、時代の変
化に応じた積極的な公開を行う。
　職員全員が情報公開、個人情報保護の理解を深め、有効な情報提供
を行う。また、情報公開請求に迅速に対応できるよう文書管理面の強
化を図る。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (1) 121
【再掲】情報セキュリティ対策の
整備

電算課

危機管理課

【事業概要】

再掲につき、３８ページ参照。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (2) 209 蓮田市都市計画図基本図作成事業 都市計画課

【事業概要】

　蓮田市都市計画基本図を修正するほか、用途地域を含む地域地区の
変更や地区計画の決定等に伴い、都市計画図を修正印刷する。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (2) 31
【再掲】公開型地理情報システム
整備事業

都市計画課

【事業概要】

再掲につき、３８ページ参照。

【事業概要】

再掲につき、１６ページ参照。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (2) 67 【再掲】情報化推進事業 学校教育課

【事業概要】

再掲につき、２３ページ参照。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (2) 120 【再掲】情報伝達体制整備事業
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Ⅵ　地域活動が活性化されたまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

19,459 6,759 6,500 6,200

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

7,672 2,272 3,100 2,300

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

― ― ― ―

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (3) 210 シティセールスの推進
政策調整課
広報広聴課

【事業概要】

　マスコットキャラクター「はすぴぃ」の着ぐるみ、グッズ、デザイ
ンやはすだ広報大使「にゃんたぶぅ」を活用し、市のＰＲを市内外で
積極的に行う。
　また、観光情報の提供、イベントの開催・後援を行い、観光行政の
一端を担っているはすだ観光協会が、主催事業の充実やはすぴぃグッ
ズ等の開発・販売を促進できるよう、事業費の一部を引き続き補助し
ていく。

主要事業
３か年の
総事業費

【事業概要】

　ふるさと納税の記念品の充実を図り、市の特産品を全国に発信して
いく。
　ＳＮＳや公式ホームページを活用した情報発信、蓮田駅オリジナル
発車メロディへの変更や蓮田探検ガイドツアー、令和２年度にはガイ
ドマップの新版作製等により広く市のＰＲ、魅力発信を行っていく。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (3) 212 パブリックコメント制度の充実 広報広聴課

事業年度ごとの事業費

2 (3) 211
マスコットキャラクターや広報大使を
活用したシティセールス推進事業

広報広聴課
商工課

【事業概要】

　市民と行政の協働によるまちづくりを推進するため、引き続き関係
する各課にパブリックコメントの実施を働きかけ、市の基本的な施策
に関する計画や条例の策定段階で市民から意見を募集する。
　また、パブリックコメントの意義、手法などについて、庁内に周知
する。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

2 (3) 6
【再掲】定住・子育て応援促進サ
イトの運営事業

政策調整課
広報広聴課

【事業概要】

再掲につき、１２ページ参照。
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Ⅵ　地域活動が活性化されたまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

663 133 130 400

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

16,481 5,481 5,500 5,500

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

― ― ― ―

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

438,343 146,343 146,000 146,000

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

― ―

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

475 475

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

3 (1) 213 行政改革推進事業
政策調整課
関係各課

【事業概要】

　第七次行政改革大綱及び実施計画（計画期間平成３０年度から令和
４年度）に基づき、効率的・効果的な行政運営を推進していく。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

3 (1) 214 人材育成推進事業 秘書課

【事業概要】

　人づくり広域連合研修や三市一町共同研修への参加を通じて、市職
員としての意識改革を図り、接遇・資質の向上を目指す。
　職場環境づくりの方策として、メンタルヘルス相談・ストレス
チェックを行い、健康に働く職場づくりに努める。
　人事評価研修を実施し、人事評価システムを推進する。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

3 (1) 215 財政健全化事業 財政課

【事業概要】

  総合振興計画を着実に推進できるように、財政健全化に努める。将
来負担比率と実質公債費比率のバランスを考慮し、借入れをする場合
には、借入の利率と償還年数、年度ごとの償還額に留意するととも
に、できる限り交付税措置のある起債を選択するなど、次世代へ過度
の負担にならないように努める。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

3 (1) 216 総合行政システム整備事業 電算課

【事業概要】

　標準パッケージソフトのノンカスタマイズ運用を堅持することによ
り、制度改正やシステム更新時の人的・経済的負担を最小限に抑え、
将来の自治体クラウド化等最新の技術への対応が容易になるようにす
る。
　平成２８年度から単独クラウド方式に移行しており、安定したサー
ビスとコストの削減を図る。また、事務の標準化が可能な自治体との
共同クラウドに向けて調査研究を行う。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

3 (2) 217
インフラ維持管理の効率的なマネ
ジメントの実施

庶務課
関係各課

【事業概要】

　蓮田市公共施設等総合管理計画の方針に基づき、総合的かつ計画的
な維持管理を行う。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

3 (3) 218
中央公民館パーキングシステム導
入活用事業

社会教育課

【事業概要】

　中央公民館駐車場のパーキングシステム導入に向けて検討する。
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Ⅵ　地域活動が活性化されたまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

94,533 31,533 31,500 31,500

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

3 (3) 53
【再掲】小・中学校水泳指導民間
連携事業

教育総務課

【事業概要】

再掲につき、２０ページ参照。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

3 (4) 219
蓮田市定員適正化計画及び蓮田市
特定事業主行動計画の進行管理

政策調整課
秘書課

【事業概要】

　社会情勢等の変化に迅速に対応できる執行体制を目指し、定員適正
化計画や特定事業主行動計画の進行管理を行う。
　令和３年度から令和７年度までを計画期間とする第４次蓮田市定員
適正化計画を策定する。
　令和２年度から適用の会計年度任用職員制度について、適正な任用
を行う。
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Ⅵ　地域活動が活性化されたまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

― ― ― ―

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

535 75 220 240

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

― ― ― ―

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (1) 220 近隣市町連携事業
政策調整課
広報広聴課

【事業概要】

　埼玉県利根地域振興センターや同管内市町、その他近隣市町と連携
して、地域活性化事業を推進するとともに、市外でシティセールスの
イベント等を合同で行い、人口増加策の推進を図る。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (1) 221
長野県松川町（遠隔地自治体）等
との友好交流

広報広聴課
学校教育課

【事業概要】

　友好姉妹都市の盟約を締結している長野県松川町と、友好と親善の
絆を深め、将来に向けて両自治体が協調した発展を目指し、官民問わ
ずさらなる交流を深めていく。
　また学校関係でも、小学生の視野を広げリーダーとなる人材を育成
することを目的に毎年お互いのまちを訪れ、さまざまな体験を通しな
がら親交を深めていく。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (1) 84
【再掲】障がい者支援体制の確立
（地域生活支援事業）

福祉課

【事業概要】

再掲につき、２８ページ参照。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (1) 92
【再掲】在宅医療・介護の連携体
制の充実

在宅医療介護課

【事業概要】

再掲につき、２９ページ参照。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (1) 183
【再掲】蓮田白岡衛生組合運営事
業

みどり環境課

【事業概要】

再掲につき、５８ページ参照。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (2) 222 彩の国ロードサポート制度の推進 道路課

【事業概要】

　埼玉県管理道路の歩道部分において、住民と行政が協力して、快適
で美しい道路環境づくりを推進する。
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Ⅵ　地域活動が活性化されたまちをつくる　主要事業

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

180 60 60 60

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

― ―

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

― ―

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

政策 施策 所　管　課

令和2年度 令和3年度 令和4年度

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (2) 223 教育機関等連携事業
政策調整課
関係各課

【事業概要】

　大学等と連携して事業を推進することで、多様化する市民ニーズに
応じる。
　包括協定を締結している人間総合科学大学及び日本薬科大学と連携
事業を推進する。
　また、蓮田松韻高校や市内の教育機関等とも同様に積極的に交流を
進めていく。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (2) 224 民間企業等連携事業
政策調整課
関係各課

【事業概要】

　民間企業と連携することで民間企業の長所を生かした事業を推進
し、時代に合った行政サービスの提供に努める。
　市、商工会、金融機関の３者で締結した「企業支援に係る包括連携
協力に関する協定」を活用し、企業支援にとどまらずまちづくりにつ
いても連携を図っていく。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (2) 225 東埼玉病院周辺の活用の検討
政策調整課
関係各課

【事業概要】

　独立行政法人国立病院機構東埼玉病院周辺地域の有効な活用に向け
て、関東財務局等との関係機関と調整し検討を行う。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (2) 53
【再掲】小・中学校水泳指導民間
連携事業

教育総務課

【事業概要】

再掲につき、２７ページ参照。

【事業概要】

再掲につき、２０ページ参照。

主要事業
３か年の
総事業費

事業年度ごとの事業費

4 (2) 80
【再掲】社会福祉協議会との連携
強化による福祉サービスの充実

福祉課

75



　　　（単位 ： 百万円）

区        分 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

  歳 入 19,295 20,122 18,285 18,081 18,315

　　　市税 8,156 7,947 7,861 7,631 7,563
　　　地方交付税 2,241 2,329 1,960 1,960 1,960
　　　国・県支出金 3,660 4,188 4,060 4,156 4,150
　　　市債 998 1,380 1,105 1,252 1,340
　　　その他 4,240 4,278 3,299 3,082 3,302

  歳 出 18,413 20,122 18,285 18,081 18,315

　 　人件費 3,739 3,883 4,212 4,101 4,101
 　　扶助費 4,087 4,368 4,330 4,335 4,340
　 　公債費 1,540 1,447 1,430 1,416 1,409
　 　繰出金 2,954 2,847 2,340 2,032 2,072
　 　普通建設事業費 1,617 1,960 1,237 1,631 1,667
　 　その他 4,476 5,617 4,736 4,566 4,726

　収支差額 882 0 0 0 0

　地方財政計画等を参考に推計しております。

５　財政収支

一般会計財政収支（令和２年度～令和４年度）

＜試算の前提条件・推計方法等＞

 平成30年度は決算額、令和元年度は予算現額、令和２年度は令和２年度当初予算額（案）、

令和３年度以降は推計額です。

○歳入について
・市税については、過去の実績額を基に推計しております。
・地方交付税については、過去の実績額を参考に推計しております。
・国・県支出金については、経常的なものは過去の実績を参考に、投資的経費については、
　３か年実施計画の財源を基に推計しております。
・市債については、通常債は３か年実施計画予定事業を基に算出し、臨時財政対策債は、

・繰出金については、過去の実績額を基に推計しております。
・普通建設事業費については、３か年実施計画予定事業等を基に積み上げて推計しております。
・その他（物件費や維持補修費、補助費等）は、過去の実績等を参考に推計しております。

 ・その他（交付金や使用料・手数料、繰越金等）は、過去の実績等を参考に推計しております。

○歳出について
・人件費については、過去の実績や、今後の職員数の推移を参考に推計しています。
・扶助費については、過去の実績等に基づき推計しています。
・公債費については、過去に借入れた市債の償還予定額に、今後借入れ見込に係る償還見込額
　を加算して推計しております。
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