
 (単位：千円)

概　要 予算額 頁

 １　住宅用省エネルギーシステム設置補助事業費 7,000 P.201

　【財源  ：　特定財源　7,000】
　　  4款　1項　5目　　　　　環境課
　　 住宅用省エネルギーシステム設置費補助金 （7,000）

【事業内容】
　市民の地球温暖化防止に対する取り組みを促進するため、住宅への省エ
ネルギーシステムの設置に対して、補助金を交付する。
【効果】
　温室効果ガスの排出抑制を図り、地球温暖化防止に寄与できる。

 ２　稲荷山環境センター設備改修事業費 71,280 P.215

　【財源　：　特定財源　60,000　一般財源　11,280】
　　　4款　2項　4目　　　　　稲荷山環境センター
　　 設備修繕料 （71,280）

【事業内容】
　ごみ焼却施設の延命化を図るため、基幹的設備の改修を計画的に実施す
る。
　計画に基づいた更新は平成３１年度で終了する予定であり、本年度は焼
却炉の修繕を行う。
【効果】
　ごみ焼却施設の整備を計画的に実施することにより、施設の安定した運
転と長寿命化が図られる。

平成３１年度
狭山市一般会計予算案（重点事業）

第１章　緑豊かで環境と共生するまちをめざして
（環境共生）
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 (単位：千円)

概　要 予算額 頁

　

 １　地域福祉支援体制整備事業費 8,285 P.149
　【財源　：　特定財源　6,175　一般財源　2,110】
　　　3款　1項　1目　　　　　福祉政策課
　　 相談支援包括化推進員賃金 （5,052）

【事業内容】
　各分野での縦割り相談体制では対応が困難な個人や世帯が抱えている複
合的なケースや自ら発信できずに地域で孤立しているケースなどを確実に
支援につなげ、生活支援や就労支援等を包括的にサポートする体制（トー
タルサポート体制）を推進する。
【効果】
　誰もが住み慣れた場所で安心して住み続けられる地域づくりの形成が図
られる。

　２　障害者福祉事業費 17,132 P.155

　【財源　：　特定財源　431　一般財源　16,701】
　　  3款　1項　3目　　　　　障害者福祉課
　　 あいサポート運動事業業務委託料 （2,206）

【事業内容】
障害のある方が、住みなれた地域で生活し、自分らしく活動できるよ

う、障害のある方についての理解を深める啓発活動（あいサポート運動）
を推進する。
【効果】
　地域住民等から運動への共感や協力を得ることにより、障害のある方が
安心して暮らせる共生社会の形成が図られる。

　 　３　障害者自立支援・障害児通所等給付事業費 2,366,785 P.157

　【財源　：　特定財源　1,769,663　一般財源　597,122】
　　  3款　1項　3目　　　　　障害者福祉課
　　 介護等給付費 （1,203,413）

　　 訓練等給付費 （633,498）

　　 障害児通所給付費 （335,395）

【事業内容】
  障害者が自立した日常生活を送る上での必要な介護や訓練、並びに障害
児の通所や訪問による療育などに係る給付費等を支給する。
【効果】
　障害者や障害児が住み慣れた地域で安心して暮らしていける生活基盤が
確保される。

第２章　幸せに生き生きと暮らせるまちをめざして
（健康福祉）
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 (単位：千円)

概　要 予算額 頁

　４　障害者就労支援事業費 14,373 P.161

　【財源　：　一般財源　14,373】
　　  3款　1項　3目　　　　　障害者福祉課
　　 障害者就労支援事業委託料 （14,321）

【事業内容】
就労支援センターにおける障害者の就労相談や適正判断、就労先の開

拓、さらには就労後の様々な相談や職場定着など、継続就労に向けて支援
する。
　平成３１年度は、障害者就労支援センターの人員体制を強化する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪拡充≫
【効果】
　障害者の社会参加が促進されるとともに、生活の安定が図られる。

 ５　子育て支援事業費 13,458 P.167
　【財源　：　特定財源　4,128　一般財源　9,330】
　　 3款　2項　1目　　　　　こども支援課
　　 子ども・子育て支援事業計画策定支援委託料 （3,159）

　　 ファミリーサポートセンター事業利用助成費 （849）

【事業内容】
　平成３２年度からの「第２次狭山市子ども・子育て支援事業計画」を策
定する。
　また、平成３１年度からファミリーサポートセンター事業を利用する非
課税世帯等の利用料を助成する。≪拡充≫

【効果】
　子育て支援施策を計画的に推進することができる。
　また、ファミリーサポートセンターの利用料を助成することにより、非
課税世帯等の経済的な負担が軽減される。

 ６　入間中学校跡地利活用事業費 7,064 P.171
　【財源　：　一般財源　7,064】
　 　 3款　2項　1目       　こども支援課
　　 入間中学校跡地利活用支援業務委託料 （4,900）

【事業内容】
　民間資金及び民間活力を活用し、子育て支援拠点施設、住宅用地及び公
園・広場を整備する。
　平成３１年度は、子育て支援拠点施設等の整備に向けて、プロジェクト
チームを設置し、民間資金と民間活力を活用した事業手法の検討を行う。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪新規≫
【効果】
　跡地の利活用について、民間のノウハウを活用し、最適な事業手法を選
択することで、サービスの向上と財政負担の軽減が図られる。

　

　  ７　民間保育所等施設整備補助事業費 405,035 P.173

　【財源　：　特定財源　360,031　一般財源　45,004】
　　  3款　2項　2目　　　　　保育幼稚園課
　　 保育所等整備事業費補助金 （405,035）

【事業内容】
　平成３１年度は、新たに約２００名の保育の受け皿を確保するため、認
可保育所等を開設しようとする事業者に対して、補助金を交付する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪拡充≫
【効果】
　認可保育所等の整備円滑化と、待機児童の解消が図られる。
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 (単位：千円)

概　要 予算額 頁

８　健康づくり推進事業費 15,477 P.189

　【財源　：　特定財源　194　一般財源　15,283】
　    4款　1項　1目　　　　　健康づくり支援課 　

　　 健康遊具設置工事費（総合戦略事業） （6,999）

【事業内容】
　第３次健康日本２１狭山市計画・第２次狭山市食育推進計画の７分野を
テーマとする各種事業を実施し、平成３１年度は、健康づくりを推進する
ため、市内３か所目となる気軽にストレッチや簡単な筋力トレーニングな
どの運動ができる健康遊具を設置する。≪拡充≫
【効果】
　市民の健康増進と介護予防に寄与できる。

９　母子保健型利用者支援事業費（総合戦略事業） 14,940 P.195

　【財源　：　特定財源　9,992　一般財源　4,948】
　　　4款　1項　3目　　　　　保健センター
　　 保健師賃金 （5,311）

　　 助産師賃金 （8,195）

【事業内容】
　妊娠期から子育て期にわたるまでの育児に関する様々な悩みに対応する
ため、保健師等が直接面談して、妊産婦の状況を把握し、専門的見地から
相談支援等を実施する。
【効果】
　切れ目のない支援が可能となり、安心して出産し子育てができる体制の
強化が図られる。

１０　早期不妊検査・治療費助成事業費（総合戦略事業） 5,847 P.197

　【財源　：　特定財源　4,000　一般財源　1,847】
　　　4款　1項　3目　　　　　保健センター
　　 早期不妊検査費助成金 （2,000）

　　 早期不妊治療費助成金 （3,500）

　　 不育症検査費助成金 （100）

【事業内容】
　晩婚化の進展に伴い、年齢を重ねるほど妊娠率は下がり、妊娠・出産に
係るリスクが高まる中で、子どもを望む夫婦に対し、不妊・不育の検査や
不妊の治療に係る費用を助成する。
【効果】
　子どもを望む夫婦の費用負担が軽減され、少子化対策にも資することが
できる。

- 4 -



 (単位：千円)

概　要 予算額 頁

　

 １　地域公共交通対策事業費 4,366 P.117

　【財源　：　一般財源　4,366】
　    2款　1項 16目          交通防犯課 　
　　 高齢者外出支援事業傷害保険料 （121）

　　 市内循環バス利用動向調査委託料 （1,000）

　　 地域コミュニティ交通調査委託料 （2,800）

【事業内容】
　市内循環バス「茶の花号」の運行により地域公共交通機関の一層の充実
を図る。
　平成３１年度は、市内循環バスの運行ルート見直し後の利用状況等を調
査するとともに、地域の交通事情を調査分析し、地域の実情を踏まえた地
域コミュニティ交通のあり方について研究する。
　また、その一助として、民間病院の送迎バスを活用した高齢者外出支援
事業を実施する。≪新規≫
【効果】
　市民の日常生活における移動手段の確保と利便性の向上が図られる。

 ２　入間川とことん活用プロジェクト事業費（総合戦略事業） 87,000 P.233

　【財源　：　特定財源　85,900　一般財源　1,100】
　　　7款　1項　3目　　　　　商業観光課 　

     親水空間整備設計委託料 （8,986）

     親水空間整備工事費 （77,014）

【事業内容】

入間川左岸（新富士見橋～昭代橋）の河川敷中央公園のエリアについ
て、入間川とことん活用計画に基づき、交流人口の増加と地域活性化を目
的に、民間事業者の導入を視野に入れ、魅力ある親水空間として整備等を
行う。
平成３１年度は、民間事業者の参入を推進するとともに、入間川河川敷

の景観や特色を活かした子どもの遊び場や駐車場等を整備する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪拡充≫

【効果】
　入間川河川敷を賑わいの拠点としての機能を充実させることで、新たな
人の流れの創出と交流人口の増加が図られる。

 ３　橋りよう維持保全事業費 42,000 P.243

　【財源　：　特定財源　31,500　一般財源　10,500】
　　　8款　2項　4目　　　　　道路雨水課
　　 不老川橋りよう建設負担金 （35,000）

【事業内容】
　橋りようの安全性を維持していくため、道路法に基づく橋りよう点検結
果を踏まえ、計画的に修繕等を実施する。
　平成３１年度は、埼玉県が実施する不老川改修事業の橋りよう架け替え
工事を支援する。
【効果】
　橋りようの安全性の確保と、延命化が図られる。

第３章　快適な都市空間を形成するまちをめざして
（都市基盤）
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 (単位：千円)

概　要 予算額 頁

 ４　都市計画マスタープラン推進事業費 7,091 P.249

　【財源　：　一般財源　7,091】
　　　8款　3項　1目　　　　　都市計画課 　

　　 都市計画マスタープラン策定支援委託料 （7,000）

【事業内容】
　平成３２年度からの「第２次狭山市都市計画マスタープラン」を策定す
る。
　平成３１年度は昨年度に引き続き、市民検討委員会、地区別説明会等を
実施するとともに、地区の特性を踏まえた将来のまちづくりの方針につい
て、とりまとめを行う。
【効果】
　都市計画に関する基本的な方針を定め、関連する施策を計画的に推進す
ることができる。

 ５　入曽駅周辺整備事業費（総合戦略事業） 124,769 P.249

　【財源　：　一般財源　124,769】
　　　8款　3項　2目　　　　　都市計画課 　

　　 調査設計委託料 （65,700）

　　 入曽駅橋上駅舎基本設計負担金 （27,000）

　　 入曽駅東西自由通路基本設計負担金 （13,000）

【事業内容】
入曽駅周辺の安全性や利便性を高めるため、駅前広場の整備や駅周辺の

活性化に資する民間施設の誘致などを実施し、新たな拠点整備を推進す
る。
平成３１年度は、駅前広場や周辺道路の詳細設計や換地設計などを行う

とともに、東西自由通路と橋上駅舎の整備について、鉄道事業者と基本協
定を締結したうえで、基本設計を実施する。
【効果】
　入曽駅周辺における交通課題の解消と、賑わいの創出が図られる。

 ６　狭山工業団地拡張地区基盤整備事業費 81 P.249

　【財源　：　一般財源　81】
　　　8款　3項　2目　　　　　都市計画課 　

　　 普通旅費 （38）

【事業内容】
　埼玉県の第３次田園都市産業ゾーン基本方針に基づく、新たな工業・流
通拠点の形成を図るため、狭山工業団地に隣接する２地区において、土地
区画整理組合及び民間事業者により実施される産業基盤整備が、円滑に推
進されるよう支援する。
【効果】
　首都圏中央連絡自動車道狭山日高インターチェンジに近接しているなど
の立地特性を活かした新たな工業・流通拠点の形成が図られる。
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 (単位：千円)

概　要 予算額 頁

 ７　狭山市駅加佐志線整備事業費 247,445 P.251

　【財源　：　特定財源　216,110　一般財源　31,335】
　　　8款　3項　3目　　　　　街路整備課 　

　　 道路用地取得費 （64,000）

　　 物件補償料 （157,000）

【事業内容】
狭山市駅東口土地区画整理事業区域境から東京狭山線までの、延長約

９３０ｍの区間について、整備を推進する。
　平成３１年度は、用地取得を進める。
【効果】
　東京狭山線から狭山市駅東口へのアクセス強化を図るだけでなく、道路
網の更なる充実により、周辺地域の土地利用の促進が期待できるとともに
利便性等の向上が図られる。

 ８　笹井柏原線整備事業費 118,490 P.251

　【財源　：　特定財源  97,890　一般財源　20,600】
　　　8款　3項　3目　　　　　街路整備課 　

　　 道路改良工事費 （43,000）

　　 道路用地取得費 （22,436）

　　 物件補償料 （29,269）

【事業内容】
工業団地日高線から東京狭山線間の一部区間延長約４２０ｍと、国道

４０７号から上広瀬土地区画整理事業区域境までの延長５９０ｍ区間につ
いて整備を推進する。

平成３１年度は、用地取得を進めるとともに、道路改良工事を実施す
る。
【効果】
  東京狭山線と国道４０７号、さらには首都圏中央連絡自動車道狭山日高
インターチェンジと、狭山工業団地などを結ぶ交通ネットワークを整備す
ることにより、周辺地域の土地利用の促進が期待できるとともに渋滞解消
が図られる。
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 (単位：千円)

概　要 予算額 頁

　

 １  農業振興事業費 16,823 P.221

　【財源　：　特定財源　3,157　一般財源　13,666】
　　　6款　1項　3目　　　　　農業振興課 　

　　 さやま農産物生産力強化支援事業費補助金 （5,500）

【事業内容】
　農業者の経営基盤の安定化と、農作物の品質向上及び安全安心な供給を
支援する。
【効果】

安全安心な付加価値の高い農作物の生産性の向上を促進することによ
り、地場産物の販路の拡大など、消費者への供給の円滑化が図られる。

 ２  強い農業づくり産地基幹施設整備事業費 489,160 P.223

　【財源　：　特定財源　489,160】
　　　6款　1項　3目　　　　　農業振興課 　

　　 強い農業づくり支援事業費補助金 （489,160）

【事業内容】
　農業者の里芋などの出荷の省力化と選別作業の効率化を目的に、いるま
野農業協同組合が実施する「里芋等選果施設の導入」を促進する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪新規≫
【効果】
　里芋のさらなるブランド化や生産コストの低減が図られることで、地場
産野菜の収益力が強化され、より一層の生産拡大や供給の安定化が見込ま
れる。

 ３  狭山茶消費拡大振興事業費 3,928 P.223

　【財源　：　特定財源　500　一般財源　3,428】
　　　6款　1項　3目　　　　　農業振興課 　

　　 茶樹改植推進事業費補助金 （600）

　　 狭山新茶と花いっぱいまつり補助金 （500）

　　 狭山茶振興事業費補助金（総合戦略事業） （1,000）

【事業内容】
　茶樹の優良品種への改植を促進し、狭山茶の品質・生産性の向上を図る
とともに、狭山新茶と花いっぱいまつりなど各種イベントなどに参加し、
狭山茶のＰＲやブランド力の向上を図る。
　また、狭山茶の品質向上を図るために茶品評会を行う。
【効果】
　生葉の生産性と品質の向上が図られるとともに、茶園の生産基盤を強化
することができる。また、イベント等への参加により狭山茶のブランド力
の向上を図ることによって、消費の拡大につながる。

 ４　企業立地促進事業費 31,841 P.229

　【財源　：　一般財源　31,841】
　　　7款　1項　2目　　　　　産業振興課
　　 企業立地奨励金 （31,507）

【事業内容】
　企業立地に向け、関係機関や企業と積極的な情報交換を行う。企業立地
奨励金制度の活用や、企業動向や用地情報を把握することを通して、市内
への新規立地や既存事業所の拡張を促進する。
【効果】
　新規立地、設備投資を予定している企業の負担が軽減され、立地等の促
進を図ることができ、地域産業の振興と雇用機会の拡大につながる。

（産業経済）
第４章　活力のある産業を育てるまちをめざして
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 (単位：千円)

概　要 予算額 頁

 ５　産業労働センター管理事業費 93,510 P.229

　【財源　：　特定財源　17,000　一般財源　76,510】
　　　7款　1項　2目　　　　　産業振興課
　　 産業労働センター指定管理料（狭山市ビジネスサポートセンター業務分） （39,000）

【事業内容】
　中小企業・小規模事業者が抱える、様々な経営課題の解決と売り上げ拡
大などを図ることができるよう、販路開拓や新分野開拓、新製品開発など
を支援するとともに、創業希望者に対しても起業等に関し総合的に支援す
る、専門相談員による伴走型ビジネスコンサルティング業務を行う狭山市
ビジネスサポートセンター業務を平成３１年４月から開始する。

【効果】
　中小企業・小規模事業者の、経営の改善や売上高の拡大が図られる。
　また、創業希望者への支援により、地域の活性化が図られる。

 ６  ふるさとモノづくり応援プロジェクト事業費（総合戦略事業） 2,358 P.231

  【財源　：　特定財源　100　一般財源　2,258】
　　　7款　1項　2目　　　　　産業振興課 　

　　 モノづくりＰＲ・人材確保応援事業委託料 （1,116）

【事業内容】
　市内モノづくり企業の優れた製品や技術、働く人々の熱意等をＷｅｂサ
イトや冊子などで情報発信し、人材確保と企業活動を支援する。
【効果】
　市内モノづくり企業の製品や技術、取組等をＰＲすることにより、若年
者を中心にモノづくりへの興味を喚起し、市内企業の人材確保を支援する
ことにつながる。

 ７　東中学校跡地利活用事業費 10,137 P.231
　【財源　：　一般財源　10,137】
　 　 7款　1項　2目       　産業振興課
　　 東中学校跡地測量委託料 （7,037）

　　 東中学校跡地利活用支援業務委託料 （2,255）

【事業内容】
東中学校の跡地については、その立地特性から市の活性化に資するよ

う、企業立地の促進を通じて市内産業の振興を図るとともに、緊急避難場
所や地域からの意見等を踏まえた地域供用施設としての利活用を推進す
る。
　また、利活用にあたっては、民間資金及び民間活力を活用する。
平成３１年度は、民間企業の誘致に向けた敷地測量等を実施するととも

に、利活用の基本方針を策定する。≪新規≫
【効果】
　東中学校跡地については、民間企業の誘致により地域経済の活性化と雇
用が確保されるとともに、地域供用施設や、災害時にも一時的な緊急避難
場所としての利活用が図られる。

　

- 9 -



 (単位：千円)

概　要 予算額 頁

　

 １　平和意識高揚事業費 426 P.97

　【財源　：　一般財源　426】

 　  2款　1項　6目　　　　　政策企画課
　　 講師謝礼金 （120）

【事業内容】
  戦争体験者による講演会などを実施し、戦争の悲惨さや平和の尊さを伝
えるとともに、平和に関する教育や啓発活動を推進する。
　平成３１年度は、平和都市宣言から３０周年を迎えるにあたり、既存の
平和事業に加え、記念事業を実施する。≪新規≫
【効果】

平和関連事業を実施することにより、市民の平和意識の高揚が図られ
る。

 ２　中学校文化・スポーツ活動支援事業費 6,674 P.271

　【財源　：　特定財源　3,072　一般財源　3,602】

 　  10款　1項　3目　　　　　教育指導課
　　 部活動指導員賃金 （5,194）

　　 部活動支援員謝礼金 （1,440）

【事業内容】
　中学校に部活動指導員及び部活動支援員を配置し、専門技術の指導を行
う。≪拡充≫
【効果】
　部活動指導員及び部活動支援員が専門技術を指導することにより、学校
教育における文化・スポーツ活動の充実とともに、顧問を務める教員の負
担軽減が図られる。

 ３　教育指導支援事業費 52,048 P.271

　 　【財源　：　特定財源　1,886　一般財源　50,162】
 　  10款　1項　3目　　　　　教育指導課
　　 非常勤講師等職員賃金 （29,136）

【事業内容】
　小中学校にわくわく支援員やアシスタントティーチャー、学校図書館司
書、スクール・サポート・スタッフなどを配置し、きめ細やかな教育活動
を推進する。
　また、小中学校からの要請に応じて、非常勤講師を派遣し、教育活動を
支援する。≪拡充≫
【効果】
　非常勤講師等を配置し、きめ細やかな教育活動を推進することにより、
児童生徒の落ち着いた学校生活の構築に寄与できる。

第５章　人を育み文化を創造するまちをめざして
（教育文化）
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 (単位：千円)

概　要 予算額 頁

 ４　コミュニティ・スクール事業費 1,179 P.271

　【財源　：　一般財源　1,179】

 　  10款　1項　3目　　　　　教育指導課
　　 学校運営協議会委員報酬 （880）

【事業内容】
　学校と地域住民等が力を合わせて学校の運営に取り組むことが可能とな
る「地域とともにある学校」への転換を図るために、学校運営協議会を設
置し、保護者や地域住民とともに小中学校のコミュニティ・スクール化を
推進する。
　平成３１年度は、入間川小中学校、及び柏原小中学校の４校に学校運営
協議会を設置する。≪新規≫
【効果】
　学校と地域がパートナーとして連携・協働し、総合的な立場で学校の運
営に取り組むことで、これまで以上に、学校と地域が一体的に子供たちの
教育に携わることができる。

 ５　学力向上推進事業費 18,841 P.275

　【財源　：　特定財源　15,000　一般財源　3,841】

 　  10款　1項　4目　　　　　教育センター
　　 小学生学習支援事業委託料 （11,249）

【事業内容】
　学校の授業以外で学習する機会を設け、基礎学力の定着と家庭学習の習
慣化を目指し、平成３１年度からは、小学校４年生を対象に算数の集中講
座を外部講師が行う小学生学習支援事業を実施する。≪新規≫
【効果】
　学力の差が生じやすい傾向にある小学校４年生の学習を支援することで
基礎学力の一層の定着が図られる。

 ６　国際理解教育推進事業費 61,088 P.275

　【財源　：　一般財源　61,088】

 　  10款　1項　4目　　　　　教育センター
　　 語学指導助手報酬 （41,976）

【事業内容】
　小学校へ英語活動支援員、中学校へ語学指導助手を配置する。
  平成３１年度は、新たに小学校にも語学指導助手を配置し、小学校から
中学校への計画的かつ継続的な指導を行う。≪拡充≫
　また、日本語指導員を学校に派遣し、帰国・外国人児童生徒の学習を支
援する。
【効果】
　早くから外国語や外国の文化に慣れ親しめる環境を作ることにより、コ
ミュニケーション能力の素地を養うとともに、様々な連携を図る教育活動
を通じて、小学校の英語活動から中学校の英語教育への円滑な接続が実現
し、中一ギャップの解消につながる。
　また、日本語指導を必要とする帰国・外国人児童生徒に対し、日本語指
導をすることにより学校生活に適応させることができる。
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 (単位：千円)

概　要 予算額 頁

 ７　教育相談事業費 34,851 P.275

　【財源　：　特定財源　4,947　一般財源　29,904】
 　　10款　1項　4目　　　　　教育センター
     さやまっ子相談員賃金 （8,444）

　　 主任教育相談員賃金 （3,676）

　　 適応指導教室指導員賃金 （3,754）

　　 教育相談員等賃金 （11,438）

【事業内容】
いじめ、不登校、非行などの問題行動の未然防止や、支援が必要な児童

生徒に対応するため、教育センターに相談員、さやまっ子スクールソー
シャルワーカー、学校課題解決支援員を配置し、各中学校にさやまっ子相
談員、さやまっ子相談支援員、スクールカウンセラーを配置して、児童生
徒や保護者、教職員の相談に対応する。
また、適応指導教室においては、不登校児童生徒の学校復帰に向けた指

導を行う。

【効果】
　いじめ、不登校、非行等の問題行動の未然防止、また、これらへの適切
な対応が可能になるほか、発達に課題のある児童生徒への適切な支援が図
られる。

 ８　学童保育室改修整備事業費 1,100 P.283

 【財源　：　特定財源　706　一般財源　394】
 　  10款　2項　3目　　　　　学務課
　　 学童保育室整備工事費 （1,100）

【事業内容】
　柏原小学校の余裕教室を改修し、柏原小第２学童保育室の施設を整備・
拡充する。≪拡充≫
【効果】

　学童保育室の拡張工事を実施することにより、保育環境が改善され、適
正規模の学童保育室が確保できるとともに、待機児童の解消が図られる。

 ９　小学校施設整備事業費 109,940 P.283

　【財源　：　特定財源　30,000　一般財源　79,940】

 　  10款　2項　4目　　　　　教育総務課
　　 小学校校内ＬＡＮ無線化調査設計委託料 （10,120）

【事業内容】
　新学習指導要領の実施を見据え、ＩＣＴ環境を充実するため、小学校の
無線ＬＡＮを整備する。
　平成３１年度は、全小学校の無線化調査設計を実施する。≪新規≫
【効果】
　インターネット等を活用した学習環境の向上が図られる。
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 (単位：千円)

概　要 予算額 頁

 １０　小学校校舎等改修事業費 369,410 P.283

 【財源　：　特定財源　334,960　一般財源　34,450】

 　　10款　2項　4目　　　　　教育総務課
　　 広瀬小学校トイレ改修工事費 （64,700）

　　 堀兼小学校トイレ改修工事費 （42,900）

　　 南小学校トイレ改修工事費 （56,000）

　　 入間野小学校トイレ改修工事費 （46,250）

　　 新狭山小学校トイレ改修工事費 （43,100）

【事業内容】
　老朽化した校舎等の建物維持や改造及び給排水・電気などの更新工事を
計画的に行う。
　平成３１年度は、広瀬小学校他４校の児童用トイレ及び富士見小学校他
６校の教職員等トイレの改修工事を実施する。≪拡充≫
【効果】
　老朽化したトイレを改修し洋式化することにより、教育環境の改善が図
られる。

 １１　小学校校舎空調設備改修事業費 161,722 P.285

　【財源　：　特定財源　158,293　一般財源　3,429】
 　  10款　2項　4目　　　　　教育総務課
　　 柏原小学校除湿温度保持工事費 （158,000）

【事業内容】
　快適な学習環境を確保するため、小学校の除湿温度保持工事を計画的に
行う。
　平成３１年度は、昨年度に引き続き柏原小学校の工事を実施する。
【効果】
　老朽化した空調設備を更新することにより現在の教育環境の維持が図ら
れる。

 １２　中学校施設整備事業費 125,604 P.289

 【財源　：　特定財源　56,700　一般財源　68,904】
 　  10款　3項　3目　　　　　教育総務課
　　 中学校校内ＬＡＮ無線化調査設計委託料 （5,400）

【事業内容】
　新学習指導要領の実施を見据え、ＩＣＴ環境を充実するため、中学校の
無線ＬＡＮを整備する。
　平成３１年度は、全中学校の無線化調査設計を実施する。≪新規≫
【効果】
　インターネット等を活用した学習環境の向上が図られる。

 １３　博物館改修事業費 57,081 P.311

 【財源　：　特定財源　40,000　一般財源　17,081】
 　　10款　5項　6目　　　　　社会教育課
　　 博物館空調設備等改修工事費 （48,840）

　　 ハロン消火設備改修工事費 （5,799）

【事業内容】
老朽化に伴う空調設備改修工事及びハロン消化設備改修工事を実施す

る。≪新規≫
【効果】
　来館者の学習環境の改善が図られるとともに、歴史・自然などの資料の
保存環境の維持が図られる。
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 (単位：千円)

概　要 予算額 頁

 １４　スポーツ施設整備推進事業費 40,023 P.315

 【財源　：　一般財源　40,023】
 　　10款　6項　4目　　　　　スポーツ振興課
　　 武道館整備工事設計委託料 （39,373）

【事業内容】
　武道の振興を推進するため、武道館の建替え整備を実施する。
　平成３１年度は、建物、駐車場及び外溝工事等の基本設計と詳細設計を
実施する。≪新規≫
【効果】
　武道の振興及び武道教育の拠点の確保が図られるとともに、災害時の避
難所としても活用できる。
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 (単位：千円)

概　要 予算額 頁

 

 １　入曽地区地域交流施設（仮称）整備事業費 879,603 P.109

　【財源　：　特定財源　834,183　一般財源　45,420】
　 　 2款　1項　12目       　市民文化課 　
　　 整備工事費 （818,170）

【事業内容】
　公民館の機能を継承しつつ、地域住民の相互の交流や連携の促進を図る
ため、入曽地区地域交流施設（仮称）を整備する。
　平成３１年度は、昨年度に引き続き整備工事を実施するとともに、平成
３２年４月の供用開始に向けた準備を行う。
【効果】
　生涯学習や社会教育に関する公民館事業等を実施するとともに、子ども
から高齢者まで幅広い世代が気軽に集い、利用することのできる場を提供
することで、地域住民の交流や地域のまちづくり活動の拠点の形成が図ら
れる。

 ２　交通安全施設整備事業費 13,350 P.119

　【財源　：　特定財源　1,100　一般財源　12,250】
　    2款　1項　16目　　　　　交通防犯課 　
　　 ゾーン３０整備工事費 （3,000）

【事業内容】
　通学路等の安全を確保するため、外側線やグリーンベルト、道路反射鏡
等の安全施設整備を行う。
　平成３１年度は、堀兼地区の一部をゾーン３０として整備する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪拡充≫
【効果】
　各種交通安全施設の整備充実を図ることで、道路交通の安全を確保し、
市民の安全が守られる。

 ３　非常備消防機械施設等整備事業費 20,513 P.263

　【財源　：　特定財源　10,000　一般財源　10,513】
　    9款　1項　3目　　　　　危機管理課 　
　　 消防ポンプ自動車購入費 （20,513）

【事業内容】
老朽化した消防ポンプ自動車を計画的に更新配備し、消防団の装備の充

実強化を図る。
平成３１年度は、第３分団第１部の消防ポンプ自動車１台の更新を行

う。≪拡充≫
【効果】
　地域防災における消防力の充実強化が図られる。

 ４　防災設備整備事業費 170,176 P.265
　【財源　：　特定財源　160,498　一般財源　9,678】
　    9款　1項　4目       　 危機管理課 　
　　 防災行政無線デジタル化工事費 （147,597）

【事業内容】

情報伝達手段の充実を図るため、防災行政無線のデジタル化に取り組
む。
　平成３１年度は、屋外拡声子局３３か所の更新を行う。≪拡充≫
【効果】
　情報伝達手段の充実が図られる。

第６章　安全で安心して暮らせるまちをめざして
（市民生活）
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 (単位：千円)

概　要 予算額 頁

　

 １　シティプロモーション推進事業費 27,537 P.89
　【財源　：　特定財源　3,549　一般財源　23,988】
　 　 2款　1項　2目       　広報課
　　 事業用消耗品費 （2,552）

　　 公式ホームページＣＭＳ更新委託料 （20,715）

【事業内容】
　市政や市の魅力を市内外に効果的に発信し、市のイメージアップと市民
の郷土愛の醸成を図るため、公式ホームページや公式モバイルサイト、Ｓ
ＮＳなどを活用したリアルタイムな情報発信と積極的なパブリシティ活動
を行う。
　平成３１年度は、公式ホームページを更新し、より効果的な情報発信を
行う。また、市オリジナルデザインの「狭山市ふるさと年賀はがき」の作
成販売と、婚姻届を提出した後、市役所で挙式を挙げる「届け出挙式」を
実施する。
【効果】
　市のイメージアップと市民の郷土愛の醸成に寄与するとともに、市民生
活の利便性を向上させ、また、災害時の有力な情報手段としての役割を果
たせる。

 ２　政策企画調整事業費 12,440 P.95
　【財源　：　一般財源　12,440】
　 　 2款　1項　6目       　政策企画課
　　 総合計画策定支援委託料 （10,000）

【事業内容】
　平成３３年度からの５か年を計画期間とする、「第４次狭山市総合計画
後期基本計画」を策定する。
　平成３１年度は、市民会議、基礎調査等を実施するとともに前期基本計
画の総括を行う。
【効果】

前期基本計画の達成状況や本市を取り巻く社会情勢の変化などを踏ま
え、後期基本計画を策定し、市の目指すべき将来像「緑と健康で豊かな文
化都市」の実現に向けて総合的かつ計画的なまちづくりの推進が図られ
る。

 ３　 親元同居・近居支援事業費（総合戦略事業） 28,000 P.97
　【財源　：　一般財源　28,000】
 　   2款　1項  6目       政策企画課 　
　　 親元同居・近居補助金 （28,000）

【事業内容】
市内に居住する親世帯と同居、若しくは近居するために市内に住宅を新

築・取得又は増改築して居住する子世帯に対し、掛かる費用の一部を補助
する。また、子育て負担の大きい多子世帯と、住宅の新築・取得又は増改
築に当たり市内事業者を利用した世帯には、それぞれ補助金を上乗せす
る。
【効果】

若年世帯の転入及び定住が図られるとともに、同居・近居の促進によ
り、子育てや介護をしやすい環境が整備される。

（計画推進）
第７章　構想実現のために
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 (単位：千円)

概　要 予算額 頁

 ４　 東京オリンピック・パラリンピック推進事業費 15,591 P.99
　【財源　：　特定財源　7,000　一般財源　8,591】
 　   2款　1項  6目       政策企画課 　
　　 機運醸成イベント業務委託料 （6,000）

【事業内容】
　東京２０２０大会の円滑な運営と成功に向けて組織委員会等と協働して
機運醸成に取り組むとともに、市としてレガシー創出に向けてオリンピア
ンやパラリンピアンによる講演会の開催や競技体験等を実施するほか、小
中学校におけるオリンピック・パラリンピック教育の機会を提供する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪拡充≫
【効果】
　狭山市の知名度が向上するとともに、市民の市への愛着や誇りが増し、
また、オリンピックを身近に感じることによって、市民のスポーツに対す
る意識が高まり、機運醸成が図られる。

 ５　情報システム管理事業費 353,842 P.103
　【財源　：　一般財源　353,842】
　 　 2款　1項　10目       　情報政策課
　　 プログラム作成等委託料（うちＲＰＡ導入業務委託料） （3,350）

【事業内容】
職員がパソコンを使って繰り返し行う定型的な単純入力作業等につい

て、パソコンが自動で入力等を行うＲＰＡ（ロボティック プロセス
オートメーション）を導入する。≪新規≫
【効果】
　超過勤務時間の削減が働き方改革になるとともに、削減できた事務時間
を他業務に割り当てることで、市民サービスの向上にもつながる。

 ６　協働推進事業費 3,541 P.109
　【財源　：　一般財源　3,541】
　 　 2款　1項　12目       　協働自治推進課
　　 協働事業推進委託料 （1,600）

【事業内容】
　協働によるまちづくり条例に基づき、提案型協働事業を推進するととも
に、市民との協働を進める仕組みをつくる。≪拡充≫
【効果】
　提案型協働事業を推進することで、市民と市の強みを活かした事業が可
能になり、地域の課題を解決することができる。また、協働を進める仕組
みをつくり、市民と市の役割を明確にし、協働によるまちづくりを推進す
ることができる。
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