
実施計画の趣旨

１．位置づけ

実施計画は、第２次春日部市総合振興計画において次のとおり位置づけています。

２．目的

実施計画は、第２次春日部市総合振興計画前期基本計画（以下「前期基本計画」とい

う。）において、各施策の根幹となる事業を位置付け、具体的な事業目的や実施内容な

どを定めることによって、各施策を計画的かつ効率的に推進し、まちの将来像「つなが

る にぎわう すまいるシティ 春日部」を実現します。また、実施計画は適正な進捗

管理のもと、毎年度の予算編成などに反映します。

１

実施計画

実施計画は、基本計画に定めた各施策を実現するための、具体的な事業内容を示すも

のです。実施計画の計画期間は５年間とし、原則毎年度行う進捗管理を踏まえ、３年目

に見直しを行います。

第 章

図１ 基本構想・基本計画・実施計画の期間

令和 5 年度平成 30 年度 令和 9 年度
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３．計画期間

実施計画は、平成３０年度から令和４年度の５年間を計画期間としています。原則毎

年度行う進捗管理を踏まえ、令和２年度に見直しを行いました。

なお、社会経済情勢の変化や国における制度改正、本市の財政状況などにより、各年

度の計画内容に変更が生じることがあります。

４．対象事業

実施計画の対象となる事業（以下「実施計画事業」という。）は、前期基本計画にお

ける以下の事業とします。

（１） 各施策の成果指標に関連する主な事業

（２） 「重点プロジェクト」に該当する事業

重点プロジェクトとは、７つの「まちづくりの基本目標」において相乗効果や

波及効果のある施策を横断的に展開し、重点的かつ優先的に取り組む施策です。

重点プロジェクトには、次の３つのプロジェクトを位置付けています。

（３） 主に投資的経費※1 を含む事業

※1 投資的経費とは、公共施設等の建設工事、公共用地の取得などその支出の効果が資本の形成に

向けられ、将来に残るもののために支出される経費のこと。
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前期基本計画の施策体系図２第 章
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実施計画事業

１．実施計画事業総括表

事業№ 重点Ｐ

1 児童館運営事業 重点① こども政策課 15

2 母子保健事業 こども相談課 15

3 母子相談事業 こども相談課 16

4 地域子育て推進事業 重点① こども政策課 16

5 こども医療費支給事業 重点① こども政策課 17

6 母子家庭等自立支援給付金事業 重点① こども政策課 17

7 子育て世代包括支援センター運営事業 重点① こども相談課 18

8 子ども家庭総合支援拠点運営事業 重点① こども相談課 18

9 施設型・地域型保育給付事業 保育課 19

10 放課後児童健全育成事業 重点① 保育課 19

11 ファミリー・サポート事業 こども政策課 20

12 複合型子育て支援施設整備事業 重点① 保育課 20

13 小規模保育改修費等補助金 重点① 保育課 21

14 特定教育・保育施設等整備事業費補助金 重点① 保育課 21

15 施設型給付一時預かり事業 重点① 保育課 22

16 私立幼稚園預かり保育事業費補助金 重点① 保育課 22

17 子育てのための施設等利用給付負担金 重点① 保育課 23

18 実費徴収に係る補足給付事業 重点① 保育課 23

19 特色ある教育推進事業 重点① 指導課 24

20 学校教育支援事業 重点① 指導課 24

21 英語指導助手招致事業 重点① 指導課 25

22 中学生社会体験チャレンジ事業 重点① 指導課 25

23 教育相談センター運営事業 重点① 指導課 26

24 こころのサポート推進事業 重点① 指導課 26

25 いじめ防止対策推進事業 重点① 指導課 27

26 校舎トイレ改修事業 重点① 施設課 27

27 通学路安全対策事業 重点① 学務課 28

28 未来を担う人財育成事業 重点① 学務課 28

29 小・中学校情報教育推進事業 重点① 学校総務課 29

30 小・中学校図書館整備事業 重点① 学校総務課 29

31 特別教室エアコン整備事業 重点① 施設課 30

32 放課後子ども教室推進事業 重点① 社会教育課 30

33 青少年健全育成事業 こども政策課 31

1-3-1　青少年教育の推進

基
本
目
標
１

子
ど
も
が
幸
せ
に
育
ち

生
き
る
力
を
は
ぐ
く
む
ま
ち

1-3-2　青少年健全育成事業の推進

1-1-2　仕事と子育ての両立支援

1-2-1　「生きる力」を育む学校づくりの推進

担当課

1-2-2　一人ひとりを大切にした教育の推進

1-2-3　充実した学校環境づくりの推進

基本目標 実施計画事業 ページ

1-1-1　出産や育児に希望が持てる地域社会の確立　

施策

３第 章
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事業№ 重点Ｐ

34 健康・生きがいづくり対策事業 高齢者支援課 33

35 高齢者福祉施設運営事業 重点① 高齢者支援課 33

36 緊急通報システム設置事業 重点① 高齢者支援課 34

37 高齢者安心見守り事業 重点① 高齢者支援課 34

38 介護予防・生活支援サービス事業 介護保険課 35

39 住民主体型介護予防事業 重点① 介護保険課 35

40 地域リハビリテーション活動支援事業 重点① 介護保険課 36

41 いきいきシニアライフ応援事業 重点① 健康課 36

42 地域密着型介護サービス給付事業 重点① 介護保険課 37

43 在宅医療・介護連携推進事業 重点① 介護保険課 37

44 障害者就労支援センター運営事業 障がい者支援課 38

45 障害者相談支援事業 障がい者支援課 38

46 【再掲】複合型子育て支援施設整備事業 重点① 保育課 39

47 介護給付費・訓練等給付費給付事業 障がい者支援課 39

48 移動支援事業 障がい者支援課 40

49 社会福祉協議会補助金 生活支援課 40

50 生活保護世帯就労支援事業 生活支援課 41

51 健康づくり推進事業 重点① 健康課 41

52 健康マイレージ事業 重点① 健康課 42

53 成人健康診査事業 健康課 42

54 子ども健康情報発信事業 重点① 健康課 43

55 特定健康診査等事業 国民健康保険課 43

56 小児救急医療運営事業 重点① 健康課 44

57 保健衛生総務事務（献血推進事業） 健康課 44

58 災害時医療対策事業 重点③ 健康課 45

59 春日部市病院事業 重点① 経営財務課 45

2-4-2　病気の予防と早期対策の充実

2-4-3　適正な健康保険事業の推進

2-4-4　地域医療提供体制の充実

2-4-5　市立医療センターの基幹機能の充実

基
本
目
標
２

い
つ
ま
で
も
健
康
で
い
き
い
き
と
暮
ら
せ
る
ま
ち

2-2-1　障がい者（児）の自立と生活支援

2-2-2　障がい者（児）の社会参加の促進

2-3-1　地域で支える福祉の充実

2-3-2　生活保護と自立の支援

2-4-1　生涯にわたる健康づくりの推進

2-1-1　高齢者の生きがいづくりの推進

2-1-2　高齢者の生活支援

2-1-3　介護を受けないための予防の推進

2-1-4　介護サービスの充実

基本目標 実施計画事業 ページ
施策

担当課
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事業№ 重点Ｐ

60 市民参加推進事業 市民参加推進課 47

61 市民協働推進事業 市民参加推進課 47

62 市民活動センター運営事業 市民参加推進課 48

63 自治会加入促進活動 重点③ 市民参加推進課 48

64 自治振興事業 重点③ 市民参加推進課 49

65 集会所建設コミュニティ助成事業費補助金 市民参加推進課 49

66 コミュニティ推進協議会運営事業 市民参加推進課 50

67 国際化推進事業 市民参加推進課 50

68 国際交流ボランティア育成派遣事業 市民参加推進課 51

69 多文化共生促進事業 市民参加推進課 51

70 国際交流拠点の設置 市民参加推進課 52

71 非核平和事業 市民参加推進課 52

72 庶務事務（人権啓発等） 総務課 53

73 社会教育総務事務（人権教育等） 社会教育課 53

74 男女共同参画推進センター運営事業 重点① 市民参加推進課 54

75 社会教育総務事務 社会教育課 54

76 公民館運営事業 重点① 中央公民館 55

77 図書館運営事業 社会教育課 55

78 視聴覚センター運営事業 社会教育課 56

79 生涯学習推進事業 重点① 社会教育課 56

80 芸術文化振興事業 社会教育課 57

81 市民文化会館運営事業 学校総務課 57

82 文化財保護事業 文化財保護課 58

83 神明貝塚保存公開事業 文化財保護課 58

84 市史編さん事業 文化財保護課 59

85 郷土資料館運営事業 文化財保護課 59

86 体育総務事務 重点① スポーツ推進課 60

87 大凧マラソン大会実施事業 スポーツ推進課 60

88 体育施設運営事業 重点① スポーツ推進課 61

3-4-2　郷土の歴史と文化遺産の保護と活用

3-5-1　スポーツ・レクリエーション活動の推進

基
本
目
標
３

市
民
が
主
役
と
な

て
活
躍
し

生
き
が
い
を
持
て
る
ま
ち

3-2-1　人権を尊重するまちづくりの推進

3-2-2　男女共同参画の推進

3-3-1　社会教育の充実

3-3-2　生涯学習の振興　

3-4-1　文化･芸術の創造と振興

3-1-1　市民参加と協働の推進

3-1-2　コミュニティ活動の活性化

担当課

3-1-3　国際交流の推進

基本目標 実施計画事業 ページ
施策
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事業№ 重点Ｐ

89 環境推進事業（かすかべ環境ネットワーク） 環境政策課 63

90 環境推進事業（環境月間事業）（環境啓発事業） 環境政策課 63

91 再生可能エネルギー推進事業 重点③ 環境政策課 64

92 ごみ減量化・資源化推進事業 リサイクル推進課 65

93 資源回収推進事業 リサイクル推進課 66

94 ごみ収集運営事業 リサイクル推進課 67

95 ごみ処理施設運営事業 リサイクル推進課 67

96 環境美化推進事業 リサイクル推進課 68

97 本庁舎整備事業 重点③ 公共施設事業調整課 68

98 災害対策本部強化事業 重点③ 防災対策課 69

99 防災事務 重点③ 防災対策課 69

100 予防活動事業 重点③ 予防課 70

101 救急活動事業 重点③ 警防課 70

102 消防団活動事業 重点③ 消防本部総務課 71

103 消防施設耐震対策事業 重点③ 消防本部総務課 71

104 自主防災組織育成事業助成補助金 重点③ 防災対策課 72

105 防災体制強化事業 重点③ 防災対策課 72

106 防犯・暴力対策事業 重点③ 交通防犯課 73

107 通学路における街頭防犯カメラ設置事業 重点①③ 交通防犯課 73

108 交通安全対策事業 交通防犯課 74

109 交通安全施設設置・管理事業 重点③ 交通防犯課 74

110 街路灯設置・管理事業 交通防犯課 75

111 消費者生活対策事業 交通防犯課 75

基本目標 実施計画事業 ページ
施策

担当課

4-1-1　環境にやさしい持続可能な取組の推進

4-1-2　ごみ減量・リサイクルの推進　

4-1-3　身近な環境問題をみんなで考え、行動する取組の推進　

4-2-1　災害に強いまちづくりの推進

基
本
目
標
４

恵
ま
れ
た
自
然
の
中
で
安
心
安
全
に
暮
ら
せ
る
ま
ち

4-2-2　消防・救急・救助体制の充実･強化　

4-2-3　地域の防災力の確立　

4-3-1　犯罪抑止のまちづくりの推進　

4-3-2　交通安全対策の推進　

4-3-3　安全・安心で豊かな消費生活の推進　
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事業№ 重点Ｐ

112 観光振興事業 重点② 観光振興課 77

113 大凧あげ祭り実施事業 観光振興課 78

114 春日部フィルムコミッション事業 観光振興課 78

115 大凧啓発推進事業 観光振興課 79

116 かすかべフードセレクション推進事業 観光振興課 80

117 観光協会補助金 重点② 観光振興課 81

118 商工振興センター運営事業 重点② 商工振興課 82

119 商工会議所補助金 重点② 商工振興課 83

120 地域連携就労支援事業 重点② 商工振興課 84

121 労政事務 商工振興課 85

122 勤労者会館運営事業 重点② 商工振興課 85

123 新産業創出支援事業 重点② 商工振興課 86

124 法人設立応援補助金 商工振興課 86

125 企業誘致推進事業 重点② 商工振興課 87

126 特産品協議会補助金 重点② 商工振興課 88

127 産業祭実施事業補助金 商工振興課 88

128 商店街活性化推進事業費補助金 重点② 商工振興課 89

129 商工振興事業　 重点② 商工振興課 90

130 春日部市NEXT商店街プロジェクト事業 重点② 商工振興課 90

131 多面的機能支払交付金 農業振興課 91

132 農地事務 重点③ 農業振興課 91

133 農業用揚・排水機場維持管理事業 重点③ 農業振興課 92

134 農業用施設適正化事業 重点③ 農業振興課 92

135 農道整備事業 重点③ 農業振興課 93

136 用排水路整備事業 重点③ 農業振興課 93

137 土地改良事業補助金 重点③ 農業振興課 94

138 農業近代化資金利子補助金 重点③ 農業振興課 94

139 経営体育成条件整備事業 重点③ 農業振興課 95

140 農地集積事業 重点③ 農業振興課 95

141 埼玉型ほ場整備事業 重点③ 農業振興課 96

142 農業振興事業 農業振興課 96

143 農産物紹介事業 農業振興課 97

144 農業振興団体補助事業 重点② 農業振興課 98

5-3-2　身近で楽しめる商業環境の充実　

基本目標 実施計画事業 ページ担当課

5-1-1　魅力ある観光資源の連続性向上と情報発信

5-4-1　農業が継続的に行われる環境整備　

5-4-2　魅力ある農産物の生産と消費拡大　

基
本
目
標
５

地
域
の
資
源
を
活
か
し
た
魅
力
あ
ふ
れ
る
ま
ち

施策

5-1-2　中心市街地にふさわしい活気あふれる商店街の形成　

5-2-1　多様な働き方への支援　

5-2-2　新たな地域産業の創出

5-3-1　活力ある工業の基盤づくりへの支援と地域産業の魅力発信　

9
第２次春日部市総合振興計画　前期基本計画

実施計画改定版（平成 30 年度⇒令和 4 年度）



事業№ 重点Ｐ

145 連続立体交差推進事業 重点② 鉄道高架整備課 101

146 地域整備推進事務 重点② 都市計画課 101

147 春日部駅西口環境整備事業 重点② 道路建設課 102

148 地域拠点駅まちづくり事業 重点② まちづくり推進課 102

149 北春日部駅周辺地区のまちづくり事業 重点② まちづくり推進課 103

150 地域まちづくり支援事業 都市計画課 103

151 都市計画調査等事業 重点② 都市計画課 104

152 官学連携団地活性化推進事業助成補助金 重点② 政策課 104

153 土地区画整理事務 まちづくり推進課 105

154 産業基盤整備事業 重点② まちづくり推進課 105

155 ふれあい家族住宅購入奨励事業 重点①② 住宅政策課 106

156 結婚新生活支援事業 重点② 住宅政策課 106

157 空家等対策推進事業 住宅政策課 107

158 コミュニティバス運行事業 重点② 都市計画課 107

159 鉄道整備促進事業 重点② 鉄道高架整備課 108

160 武里内牧線整備事業 重点② 道路建設課 108

161 大場大枝線整備事業（県営事業負担金） 道路建設課 109

162 中央通り線整備事業 重点② 道路建設課 109

163 街路整備事務 重点② 道路建設課 110

164 ふじ通り藤棚修景事業 重点② 道路管理課 110

165 橋りょう長寿命化修繕事業 重点③ 道路建設課 111

166 道路整備事業 重点③ 道路建設課 111

167 生活道路拡幅整備事業 重点③ 道路管理課 112

168 道路施設維持管理事業 重点③ 道路管理課 112

169 富士見町地下道バリアフリー化整備事業 道路建設課 113

170 道路施設更新事業 重点③ 道路建設課 113

171 子育てふれあい公園リニューアル事業 重点① 公園緑地課 114

172 都市公園等整備事業 重点③ 公園緑地課 114

173 治水対策事業 重点③ 河川課 115

174 下水道事業（雨水） 河川課 115

175 水質管理 工務課 116

176 配水管更新事業 重点③ 工務課 116

177 水道施設維持管理事業 施設管理課 117

178 浄水場施設耐震化事業 重点③ 工務課 117

179 下水道築造事業 下水道課 118

180 公共下水道普及推進事業 下水道課 118

181 下水道施設地震対策事業 重点③ 下水道課 119

6-5-2　環境と暮らしを支える公共下水道の充実

基
本
目
標
６

人
々
が
集
い

に
ぎ
わ
い
の
あ
る
快
適
な
ま
ち

6-4-1　円滑に移動できる幹線道路の整備

6-4-2　安心・安全に通行できる生活道路の整備　

6-4-3　親しみのある公園の形成と緑化の推進

6-4-4　総合的な治水対策の推進

6-5-1　安全で安定した水の供給

担当課
施策

6-1-1　魅力とにぎわいのある中心市街地の創出

6-1-2　鉄道駅周辺の更新・再生

6-1-3　活力あるまちの創出

6-2-1　計画的な土地利用の推進

6-2-2　世代がつながる居住環境の推進　

6-3-1　公共交通ネットワークの形成

基本目標 実施計画事業 ページ
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事業№ 重点Ｐ

182 企画事務 政策課 121

183 SDGs推進事業 重点①②③ 政策課 121

184 行政改革推進事業 重点② 政策課 122

185 包括的連携推進事業助成補助金 重点① 政策課 122

186 公共施設マネジメント推進事業 重点①③ 公共施設事業調整課 123

187 行政情報化推進事務 情報政策課 123

188 電子計算運営事務 情報政策課 124

189 シティセールス推進事業 重点② シティセールス広報課 124

190 広報推進事業 シティセールス広報課 125

191 財政事務 重点③ 財政課 125

192 ふるさとかすかべ応援寄附金推進事業 重点③ 財政課 126

193 戸籍住民基本台帳事務 市民課 126

194 個人番号通知書・個人番号カード交付事業 市民課 127

195 証明書等コンビニ交付事業 市民課 127

196 広聴事業 シティセールス広報課 128

197 市民相談事業 市政情報課 128

198 職員研修事務 人事課 129

基
本
目
標
７

市
民
の
期
待
に
応
え

信
頼
さ
れ
る
行
政
を
推
進
す
る
ま
ち

7-1-1　戦略的・計画的な行政運営の推進

7-1-2　ICTの活用による情報化施策の推進

7-1-3　シティセールスの推進と広報の充実

7-2-1　安定した財政運営

7-3-1　窓口サービスの向上　

7-3-2　市民ニーズの的確な把握

7-3-3　職員の育成と効果的な組織運営　

担当課基本目標 実施計画事業 ページ
施策
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２．各事業の内容と読み方

事 業 № 1 担 当 部 課 こども未来部 こども政策課

事 業 名 児童館運営事業 重 点 Ｐ 重点①

事業目的･

概 要

児童の健全育成を図るため、地域等と連携し、多様な事業を展開することにより、子

どもの居場所・遊び場、親の交流拠点を提供する。

年度別計画

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

▶遊び場の提供

▶遊びの指導

▶親子の交流、相

談業務

▶地域住民との交

流

▶児童館整備に向

けたニーズ調査

▶指定管理者の選

定 1 施設

▶遊び場の提供

▶遊びの指導

▶親子の交流、相

談業務

▶地域住民との交

流

▶児童館整備に向

けた分析検討

▶指定管理者の選

定２施設

▶遊び場の提供

▶遊びの指導

▶親子の交流、相

談業務

▶地域住民との交

流

▶（仮称）科学技

術学習児童館整備

基本構想・計画の

策定

▶遊び場の提供

▶遊びの指導

▶親子の交流、相

談業務

▶地域住民との交

流

▶（仮称）科学技

術学習児童館複合

化の検討

▶遊び場の提供

▶遊びの指導

▶親子の交流、相

談業務

▶地域住民との交

流

▶（仮称）科学技

術学習児童館の段

階的な整備

実 施 期 間

SDGs ゴール

３．分野別実施計画事業

実施計画事業は、前期基本計画の基本目標ごとに掲載します。

各年度で予定している具体的な取組
内容を表す。
平成 30 年度、令和元年度について

は実績を表す。

実施計画事業のうち、該当する重点プロジェクトを表す。

重点① 子育て・健康長寿プロジェクト
重点② まちの拠点整備・経済発展プロジェクト
重点③ 安心・安全・持続可能なまちプロジェクト

実施計画事業の目指す状態や
内容を表す。

事業の実施により貢献する主な

SDGs のゴールを表す。

12
第２次春日部市総合振興計画　前期基本計画

実施計画改定版（平成 30 年度⇒令和 4 年度）


	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ



