
平成３１年度予算のポイント
～「みんなが輝く街、上尾」の実現に向けて～

（平成３１年第１回臨時会による修正後）

AGEO CITY



～予算規模～

一般会計の予算規模

650億9,992万6千円（前年度比＋14億2,992万6千円[＋2.2％]）

単位：億円

※H30・H31の市税・扶助費は当初予算額を表示

上尾市 AGEO CITY

１

平成３１年度予算のポイント

（参考）扶助費決算額の推移
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～歳入・歳出の構成～

上尾市 AGEO CITY

平成３１年度予算のポイント

歳入の構成 歳出の構成

〇個人市民税や固定資産税など市税の増(＋5.7億円)

〇地方消費税交付金の増(+4.0億円)

〇幼児教育・保育無償化等に係る国庫支出金の増(＋5.5億円)

〇本庁舎外壁・防水改修工事等による総務費の増(+10.0億円)

〇幼児教育・保育無償化等による民生費の増(+14.3億円)

〇新図書館複合施設整備事業の見直し等による教育費の減(▲19.8億円)
２



単位：億円、％

～特別会計・企業会計～

○特別会計及び企業会計の予算規模 541.8億円（前年度比+40.3億円[+8.0％]）

○一般会計と特別会計及び企業会計を合わせた全会計の予算総額 1,192.8億円
（前年度比+54.6億円[+4.8％]）

上尾市 AGEO CITY

平成３１年度予算のポイント

特別会計・企業会計予算の概要

※億円単位でまとめているため、比較欄及び増減率欄は表上の計算と一致しない場合がある ３
※公共下水道事業特別会計は、平成31年度から企業会計へ移行

平成３１年度

予算額

平成３０年度

予算額

比較

(Ａ)－(Ｂ)

増減率

（Ｃ）/（Ｂ）

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） ×100

国 民 健 康 保 険 会 計 218.5 214.3 4.2 2.0

0.0 50.6 ▲ 50.6 皆減

介 護 保 険 会 計 163.4 152.1 11.3 7.4

後 期 高 齢 者 医 療 会 計 28.6 27.7 0.9 3.3

水 道 事 業 会 計 60.7 56.8 3.9 6.9

公 共 下 水 道

事 業 会 計
70.6 0.0 70.6 皆増

541.8 501.5 40.3 8.0

651.0 636.7 14.3 2.2

1,192.8 1,138.2 54.6 4.8

区　　　　　　　　分

公 共 下 水 道

事 業 会 計

特

別

会

計

特別会計・企業会計小計

（参考）一般会計

企

業

会

計

合　　　　　　　　計



市民一人あたり

（折れ線グラフ、右軸）

地方債残高総額（棒グラフ、左軸）

※億円単位でまとめているため、表及びグラフの合計は計算と一致しない場合がある ※億円単位でまとめているため、表の合計は計算と一致しない場合がある ４

～地方債・主要基金残高～

上尾市 AGEO CITY

平成３１年度予算のポイント

単位：億円 単位：億円

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度見込 平成31年度見込

607.8 601.7 602.6 602.1 603.1 590.3 574.9

179.2 175.6 173.8 173.2 172.3 172.2 -

64.2 59.4 54.5 50.3 45.3 40.2 37.5

- - - - - - 171.6

851.2 836.6 830.9 825.6 820.8 802.8 784.0

年度

一般会計

公共下水道事業特別会計

公共下水道事業会計

合   計

水道事業会計

年  度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度見込 平成31年度見込

財政調整基金 37.9 41.0 38.9 39.0 39.0 39.0 7.4

公共施設整備基金 24.7 24.8 21.9 25.0 28.4 32.0 28.0

市債管理基金 1.7 0 0 0 0 0 0

合  計 64.3 65.8 60.8 64.0 67.4 71.1 35.5



～予算編成方針～
上尾市 AGEO CITY

平成３１年度予算のポイント

○平成３０年８月、「平成３１年度行財政３か年実施計画･予算編成方針」を策定
○その中で新たな手法として「政策企画提案制度」を創設し、『みんなが輝く街、上尾』を実現するため
の優先課題推進枠を設定

○これらを踏まえ、６つの重点事項を定めた予算を編成

予算編成における３つの基本方針

○「みんなが輝く街、上尾」の実現

○公共施設マネジメントに基づく施設の質・量の最適化

○上尾市地域創生総合戦略のさらなる推進

１ 安全・安心なまちを目指し防災力を強化
⇒ ドローンを活用し被害状況把握、防災士協議会の活動を支援、

緊急時情報伝達システムを導入 ほか

５

２ 応援します子育て世代!  子育て支援の充実
⇒ あげお版ネウボラのさらなる充実、 H31.10～ 幼児教育・保育

無償化、幼稚園の幼保連携型認定こども園移行を支援

３ 先進的な教育環境を整備
⇒ 英語教育を先行実施！、全小学校でロボットプログラミングを

実施、全小学校へのタブレットPC導入＆Wi-fiの整備 ほか

４ 元気・いきいき 魅力あるまちづくり
⇒ 地域包括ケアシステムのさらなる推進、応援します! 地域の

農業、定住促進! あげおの魅力を発信 ほか

５ さらに充実! スポーツ・生涯学習環境
⇒ 図書館たちばな分館のスペースを有効活用、放課後子供教室を

実施、平塚サッカー場を人工芝に整備 ほか

６ 公共施設マネジメント
⇒ 4施設を統合した新たな子ども・子育て支援施設を整備

12補正

■６つの重点事項については次頁以降、次の区分により掲載

提案 新規 継続拡充政策企画提案制度によるもの 通常予算で新規のもの 通常予算で拡充のもの 通常予算で継続的なもの
H30.12補正したもの

(繰越し)

～重 点 事 項～



～重点事項1～

安全・安心なまちを目指し防災力を強化

上尾市 AGEO CITY

平成３１年度予算のポイント

緊急時情報伝達システムを導入 134万円提案

○避難所開設情報等の一斉送信・収集が可能なシステムを導入

★電話に送信するため、受信者側のインターネット環境不要

★一斉送信することで伝達時間を大幅に短縮

★受信者からの各種情報も収集

コンビニエンスストアにAEDを設置 174万円

河川に監視カメラを増設 466万円

○浸水被害軽減策として、

逆川、原市沼川に

監視カメラを設置

○上尾市Webサイト

でライブ映像を配信

○(株)セブン&アイグループ各社との

包括協定に基づき、市内のセブン

イレブン31店舗にAEDを設置

★24時間365日使用可能な体制に

【設置状況(H31.2現在)】

24時間利用可能なAED 19台→50台

ドローンを活用し被害状況把握 50万円提案

❶ドローン操縦者を養成

❷災害発生直後、空撮による被害状況把握

❸迅速・的確な災害対策で被害を最小限に

○小型無人航空機(ドローン)を1台配備

防災士協議会の活動を支援 58万円新規

○地域のさらなる防災力向上を目指し、防災士協議会の活動を支援

H24／防災士の育成支援を開始(防災士育成補助金)

H29／防災士協議会を設立

H31／防災士協議会の活動を支援(防災士協議会補助金)

H31設置予定設置済み

(警察署･消防署等)

提案

②自動音声で
情報と質問を伝達

③該当番号を電話機の
プッシュボタンで回答

①システムから
自主防災会へ
防災情報を一斉送信

電話をかける

④自主防災会からの
回答を自動収集回答結果

1番 避難所開設可能 85
2番 避難所開設不可能 2
3番 後で回答 7逆 川

北部浄水場

原市沼川

イコス上尾

新規

県内初!

６



～重点事項2～

応援します子育て世代! 子育て支援の充実

上尾市 AGEO CITY

平成３１年度予算のポイント

７

あげお版ネウボラのさらなる充実 ～妊活、妊娠から出産、子育てに至るまでの切れ目のない支援～

②産前産後ヘルパー派遣 62万円

○産前から産後期の家事や育児の負担
軽減を図るため、ヘルパーを派遣

○仕事・冠婚葬祭・病気等で子どもの養育
が困難な場合、児童養護施設等で子ども
を一時的に預かる

④子どもショートステイ 40万円

H31.10～ 幼児教育・保育無償化新規

○3～5歳児の幼稚園・保育所・認定こども園等の利用料を無償化

○0～2歳児については、住民税非課税世帯を対象として無償化

※本市では、住民税非課税世帯の0～2歳児の

認可保育所利用料は既に無償化済み

提案

①子育て世代包括支援センター出張窓口 194万円(職員人件費)

○市内13か所の地域子育て支援拠点で、2か月に1回、助産師等に
よる出張相談を実施

③ハイリスク産婦対策 155万円

○産後うつの防止に向け周産期に課題を抱える母親をケア
◆産後ケア

産科医療機関で宿泊やデイサービスを実施
◆産後カフェ～こーらるりーふ～

産科医療機関と協働で産婦が集う場所を提供

妊娠 出産／新生児期 乳児期 幼児期 学童期

①

④
③

②

⑤

○双葉台幼稚園の認定こども園移行を支援

○H32.4開設予定

※小規模保育事業所も併設 定員19

双葉台幼稚園 → (仮)双葉台認定こども園 定員50

⑤赤ちゃんギフト 254万円

○出生時にお祝い品(ベビーカップ)を贈呈し、産婦との
面談機会を増やすことで育児状況等を早期に把握

幼稚園の幼保連携型認定こども園移行を支援 300万円継続

※（ ）内の数字は、0･1･2歳児の人数

H30.4       H31.4       H32.4
3,367人 3,538人 3,607人

(1,494人)  (1,566人)  (1,585人)

★保育所等の定員

県内初!



～重点事項3～

上尾市 AGEO CITY

平成３１年度予算のポイント

８

全ての小学校音楽室にエアコンを設置
5,324万円【H30.12補正繰越し】

12補正

○音楽室にエアコンが未設置の小学校13校に、6月までにエアコンを設置

★これにより全ての小・中学校の音楽室へのエアコン整備が完了

ひとり親家庭・生活困窮者等への学習支援
の対象者等を拡大 3,249万円

○新たに小学5・6年生、児童扶養手当一部支給世帯も対象に

○会場も3会場から4会場に拡大

拡充

全小学校でロボットプログラミングを実施 557万円

プログラム 動かす組み立て

新規英語教育を先行実施！ ～進んで英語を話せる上尾の子を育てる～

〇英語力向上プランに基づき、小・中9年間を見通した英語教育を行い、

グローバル社会で活躍する人材を育成

◆小学校ALTを増員 [2,655万円]

○小学校ALTを7人増員(18人→25人)し、全ての外国語活動の授業に配置

○H31～は小学1・2年生の外国語活動を年間10時間程度実施するとともに、

「ALTアシスト授業」として図工や体育などの授業にもALTを配置

◆新たな英語検定試験を実施 [886万円]

○4技能(話す･聞く･読む･書く)を測定できる新たな英語検定試験を

中学2年生で実施予定

○H32からのプログラミング必修化を見据え、先行して小学3年

以上でプログラミング授業を実施!

○小学5・6年生用のロボット教材を全小学校に整備

○1クラスあたり年間3～10コマの授業を予定

全小学校へのタブレットPC導入＆
Wi-fiの整備 1億2,496万円

新規

○全小学校でタブレットパソコンを導入するとともに、普通教室・

特別教室・体育館にWi-fiを整備

★全小・中学校で電子黒板・タブレットパソコン・Wi-fiの整備完了!

※電子黒板は戸田市と本市のみ
Wi-fiは県内40市中、本市を含め8市のみ電子黒板 タブレットPC

先進的な教育環境を整備

■外国語活動年間授業数

提案

拡充

H32～小学1･2年生で

教育課程特例校を申請
し、年間35時間実施予定

■ﾛﾎﾞｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ ｲﾒｰｼﾞ

区分 H30 H31 H32

10
ALTアシスト授業として25

小3・4 35 35 35

小5・6 70 70 70

小1・2 ー 35



～重点事項4～

元気・いきいき 魅力あるまちづくり

上尾市 AGEO CITY

平成３１年度予算のポイント

９

応援します! 地域の農業

◆軽トラ・ファーマーズマーケット[68万円]

○各農家が作った野菜・果実等を軽トラック

に載せ販売するためのテント等を購入

【開催予定場所】丸山公園・上平公園ほか

◆アグリサポーター育成[52万円]

○農作業(特に農繁期)の手伝いをするアグリサポーターを育成

○果樹等のセミナーを開催し、受講後、順次サポーターとして活動

提案

販売イメージ

新規 定住促進! あげおの魅力を発信

◆子育て世代市内PRバスツアー[186万円]

○子育て関連施設や観光スポットを巡るバスツアーを実施

◆子育て情報誌への広告掲載[308万円]

○保育園で配布される保護者向け子育て情報誌へ広告を掲載

あげお お土産・観光センターを設置 1,194万円新規

○「情報・賑わい発信ステーションあぴっと!」に代わり、

新たに「あげお お土産・観光センター」を設置

【業務内容】観光協会推奨土産品等の物品販売、観光情報の提供、

AGEバルの開催ほか

【営業時間】午前10時～午後6時30分 月曜日定休

地域包括ケアシステムのさらなる推進 【介護特会】

◆要支援認定者等の移動手段を確保[50万円]

○通院・買い物等の移動や外出を支援する団体へ補助金を交付

◆もしもの時に備える「わたしノート」[335万円]

○在宅療養生活を送る高齢者に「わたしノート」を

無償配布

○かかりつけ医や既往歴、介護情報等を記載し、

本人が医療機関や介護サービスを利用する際に携行

○「わたしノート」を介して、医療従事者と介護関係者

の連携を強化

○緊急連絡先を記載することで、緊急時の早期対応が可能

◆タブレット端末を活用し気軽に認知症予防[713万円]

○認知症の早期発見と早期受診のため、

タブレット端末を活用した簡易検査を実施

○「アッピー元気体操」などの介護予防事業や

各種イベントの会場で活用

提案

買い物自宅

利用イメージ

作成イメージ



～重点事項5～

さらに充実! スポーツ・生涯学習環境

上尾市 AGEO CITY

平成３１年度予算のポイント

１０

放課後子供教室を実施 882万円提案

○子どもの安全安心な居場所の確保等

を目的に放課後子供教室を実施

★居場所の確保のみならず、

地域の大人や子ども同士の交流、

地域文化に触れる機会を創出

【場 所】原市公民館・大石公民館

【対 象】原市小及び大石小の児童

【実施日】2日/週

図書館たちばな分館のスペースを有効活用 240万円

○閲覧スペースを拡大(49㎡→64㎡)し、机・椅子・ソファーを配置

○学習・読書・憩い・くつろぎの各エリアを設定

★市民の憩い・くつろぎの場などを創出し、図書館での多様な

過ごし方を実現

提案 平塚サッカー場を人工芝に整備 3億5,321万円

○人工芝・夜間照明等の工事を実施

・メインコート 68ｍ×105ｍ 1面 (8人制コート 50ｍ×68ｍ 2面)

・夜間照明 6基

○H32.4オープン予定

ﾌｧｲﾝﾓｰﾀｰｽｸｰﾙ上尾

継続

オリンピック・パラリンピック関連事業 396万円新規

○オーストラリア柔道チームのキャンプを支援

○歓迎レセプションのほか子どもたちとの交流も！

※聖火リレー埼玉県内ルートについては、現在エントリー中



～重点事項6～

上尾市 AGEO CITY

平成３１年度予算のポイント

新たな子ども・子育て支援施設を整備 1,824万円

西上尾第一保育所

西上尾第二保育所

発達支援相談ｾﾝﾀｰ

つくし学園

新たな子ども・子育て支援施設

公共施設マネジメント 施設の集約化

上尾駅

北上尾駅

UDトラックス

○各施設が抱える課題等の解決、利用者のサービス向上と機能強化

のため、4施設を統合した、新たな子ども･子育て支援施設を整備

H31／基本設計 1,824万円

H32／用地購入(区画整理の保留地) 1億1,623万円

実施設計 4,966万円

H33-H34／建設工事 16億3,680万円

H35／4月開園予定

【所 在 地】 大字壱丁目地内

(大谷北部第四土地区画整理地内101街区)

【敷地面積】 5,185㎡(区画整理事業の保留地含む)

【位 置 図】

子育て関連施設の課題・問題点

西上尾第一保育所 西上尾第二保育所 発達支援相談ｾﾝﾀｰ つくし学園

老朽化

定員超過

送迎の長時間化

老朽化 老朽化 事業所の分散

１１

4施設を統合した新たな子ども・子育て支援施設を整備

合計

18億2,093万円



政策企画提案制度による事業

１２

上尾市 AGEO CITY

平成３１年度予算のポイント ～政策企画提案制度～

単位：千円

政策企画提案制度

通常予算とは別に優先課題推進枠を設け、各部が企画提案した事業の中か

ら、市民が夢を持てるような事業を市長が決定する制度

★

★

★

★

★は定住促進事業に再掲

事業費 特定財源 一般財源

1 行政経営課 AI議事録作成システム運用事業 960 960 働き方改革につなげるべく、録音した音声データを自動で文字に書き起こすシステムを導入するもの。 ー

2 総務課 市役所本庁舎憩の空間創造事業 3,296 3,296 本庁舎の中庭を市民の憩いのスペースにリニューアルするもの。 ー

3 防災情報等配信事業 1,337 275 1,062 避難所開設情報等の一斉送信・収集が可能なシステムを導入するもの。 6

4 小型無人航空機導入事業 499 499 ドローンを購入し、防災分野を含めた様々な用途で活用するもの。 6

5 災害時緊急通信事業(平成31年度補正予定) 13,365 13,365 災害時の通信手段のため、IPトランシーバーを配備するもの。 ー

6 産前産後ヘルパー派遣事業 616 616 産前から産後期の家事や育児の負担軽減を図るため、ヘルパーを派遣するもの。 7

7 子どもショートステイ事業 396 244 152 仕事・冠婚葬祭・病気等で子どもの養育が困難な場合、児童養護施設等で子どもを一時的に預かるもの。 7

8 子育て世代包括支援センター出張窓口(職員人件費) 1,935 1,290 645 市内13か所の地域子育て支援拠点で、2か月に1回、助産師等による出張相談を実施するもの。 7

9 赤ちゃんギフト事業 2,544 2,544 出生時にお祝い品(ベビーカップ)を贈呈し、産婦との面談機会を増やすことで育児状況等を早期に把握するもの。 7

10 発達支援相談センター 発達障害児家族支援事業 634 474 160 発達障害児の家族を対象に連続講座を開催するもの。 ー

11 地域包括ケアシステム推進事業 3,350 2,705 645 医療と介護の連携を強化するため情報共有ノート「わたしノート」を作成し、在宅療養生活を送る高齢者等に配布するもの。 9

12 介護予防・生活支援サービス事業 500 437 63 要支援認定者等の通院・買い物等の移動や外出を支援する団体へ補助金を交付するもの。 9

13 介護予防普及啓発事業 7,128 6,237 891 認知症の早期発見と早期受診のため、タブレット端末を活用した簡易検査を実施するもの。 9

ハイリスク産婦対策事業 1,547 602 945 産後うつの防止に向け周産期に課題を抱える母親をケアするため、産後ケア・産後カフェなどを実施するもの。 7

親子訪問指導事業 1,908 1,908 助産師を増員し、妊産婦・新生児・未熟児訪問を拡充するもの。 ー

15 生活環境課 路上喫煙防止事業 8,425 394 8,031 受動喫煙対策として上尾駅東口の指定喫煙所を整備するもの。 ー

16 園芸振興費補助事業 680 680 各農家が作った野菜・果実等を軽トラックに載せ販売するためのテント等を購入するもの。 9

17 アグリサポーター育成事業 520 10 510 農繁期を中心に農作業を手伝うアグリサポーターの育成を行うもの。 9

18 農政課一般事務費（農業振興費） 176 176 農業従事者等の意見を今後の事業に生かすための会議を開催するもの。 ー

19 商工課 観光協会補助事業 150 150 「上尾さくらまつり」と「花しょうぶ祭り」で推奨土産品を購入する際に利用可能なクーポン券を店舗と共同で配布するもの。 ー

20 みどり公園課 丸山公園整備事業 4,174 4,174 上尾丸山公園における民間資金を活用した施設整備、管理運営の可否を調査するもの。 ー

21 河川課 河川監視カメラ管理事業 4,658 4,658 浸水被害軽減策として、逆川、原市沼川に監視カメラを設置するもの。 6

22 生涯学習課 放課後子供教室運営事業 8,817 2,511 6,306 子どもの安全安心な居場所の確保等を目的に放課後子供教室を実施するもの。 10

23 図書館 図書館分館改修事業 2,397 2,397 図書館たちばな分館の閲覧スペースを拡大(49㎡→64㎡)するもの。 10

ＡＬＴ活用事業 26,553 26,553 小学校ALTを7人増員(18人→25人)し、全ての外国語活動の授業に配置するもの。 8

英語教育推進事業 8,861 8,861 4技能(話す･聞く･読む･書く)を測定できる新たな英語検定試験を実施するもの。 8

教育課程特例校 0 0 教育課程特例校の認定を受けることにより、小学校1年生から外国語活動の授業を実施するもの。 8

105,426 15,179 90,247合　　　計

掲載

ページ
課 事業名

平成３１年度
NO 事業概要

指導課

危機管理防災課

子ども支援課

高齢介護課

健康増進課

農政課

14

24



１３

上尾市 AGEO CITY

平成３１年度予算のポイント ～定住促進～

定住促進事業
単位：千円

事業費 特定財源 一般財源

990 404 インターネット上にバナー広告を掲載し、本市の定住PRサイトへ誘導するもの。 ー

1,100 1,100 本市のイメージアップとともに、定住促進をPRするシティプロモーションムービーを制作するもの。 ー

3,080 3,080 保育園で配布される保護者向け子育て情報誌へ広告を掲載するもの。 9

2 子育て世代市内PRバスツアー事業 1,858 1,858 本市への移住を希望する子育て世代を対象に、市内の子育て関連施設等を回るバスツアーを実施するもの。 9

3 定住促進LINE事業 738 738 LINEで市の公式アカウントを発行し、本市の定住促進に関する情報を登録者へ配信するもの。 ー

4 子育て世代包括支援センター出張窓口(職員人件費) 1,935 1,290 645 市内13か所の地域子育て支援拠点で、2か月に1回、助産師等による出張相談を実施するもの。 7

5 産前産後ヘルパー派遣事業 616 616 産前から産後期の家事や育児の負担軽減を図るため、ヘルパーを派遣するもの。 7

6 子どもショートステイ事業 396 244 152 仕事・冠婚葬祭・病気等で子どもの養育が困難な場合、児童養護施設等で子どもを一時的に預かるもの。 7

7 健康増進課 ハイリスク産婦対策事業 1,547 602 945 産後うつの防止に向け周産期に課題を抱える母親をケアするため、産後ケア・産後カフェなどを実施するもの。 7

8 指導課 指導方法改善事業 5,567 5,567 2020年からのプログラミング必修化に伴い、ロボットプログラミング教材を小学校全校に整備するもの。 8

17,827 2,722 15,105

掲載

ページ
NO 課 事業名

平成３１年度

合　　　計

子ども支援課

事業概要

586

行政経営課

広報広聴課1 シティセールス推進事業



問い合わせ先一覧

１４

上尾市 AGEO CITY

平成３１年度予算のポイント

ページ 掲載内容 担当課　

ドローンを活用し被害状況把握

防災士協議会の活動を支援

緊急時情報伝達システムを導入

河川に監視カメラを増設 ⇒河川課長 北島775-9381

コンビニエンスストアにAEDを設置 ⇒消防本部副参事兼警防課長 清水775-1312

子育て世代包括支援センター出張窓口

産前産後ヘルパー派遣

子どもショートステイ

赤ちゃんギフト

ハイリスク産婦対策 ⇒健康増進課長 清水774-1414

H31.10～ 幼児教育・保育無償化 

幼稚園の幼保連携型認定こども園移行を支援

小学校ALTを増員

新たな英語検定試験を実施

全小学校でロボットプログラミングを実施

全ての小学校音楽室にエアコンを設置

全小学校へのタブレットPC導入＆Wi-fiの整備

⇒子ども支援課長 内田783-4962

⇒生活支援課長 堀田775-5119

6

ペ

ー

ジ

８

ペ

ー

ジ

⇒危機管理防災課長 山中775-5140

⇒子ども支援課長 内田783-4962

⇒学校教育部副参事兼指導課長 瀧沢775-9672

⇒教育総務課長 森泉775-9469

ひとり親家庭・生活困窮者等への学習支援の対象者等を拡大 

⇒保育課長 井上775-5044

7

ペ

ー

ジ

ページ 掲載内容 担当課　

タブレット端末を活用し気軽に認知症予防

もしもの時に備える「わたしノート」

要支援認定者等の移動手段を確保

軽トラ・ファーマーズマーケット

アグリサポーター育成

子育て世代市内PRバスツアー ⇒行政経営課長 野崎775-3963

子育て情報誌への広告掲載 ⇒広報広聴課長 樋浦775-4918

あげお お土産・観光センターを設置 ⇒商工課長 小林777-4441

10 図書館たちばな分館のスペースを有効活用 ⇒図書館次長 島田773-8521

放課後子供教室を実施 ⇒生涯学習課長 小宮山775-9490

平塚サッカー場を人工芝に整備

オリンピック・パラリンピック関連事業

11 ⇒施設課長 小田川775-5115

⇒保育課長 井上775-5044

⇒発達支援相談センター所長 榮776-6166

9

ペ

ー

ジ

ペ

ー

ジ

ペ

ー

ジ

⇒高齢介護課長 加藤775-6473

⇒スポーツ振興課長 長谷川781-8112

新たな子ども･子育て支援施設

⇒環境経済部次長兼農政課長 比留間775-7384


