
Ⅰ　安心して働けるまちをつくる

1 地域産業の競争力の強化

No. 区部 事業名 事業内容 所管 所管課

(1) 既 企業誘致の促進
（進出企業への優遇助成制度の充実）

市内に進出する企業への優遇助成を行い、雇用創出につながる
優良企業の誘致を促進します。

環境経済部 商工
観光課 複
Ⅰ-3-(7)
Ⅱ-2-(2)

(2) 既 企業誘致の促進
（新たな企業用地の創出）

産業団地の整備や市街化調整区域における産業系土地利用の促
進を行います。

建設部 都市計画課 複
Ⅰ-3-(8)
Ⅱ-2-(3)

(3) 新規
市街地の空き店舗を活用した地
域活性化の推進

NPO法人や各種サークル、学生グループなど、様々な団体・個人
が、地元農産物の他、自作の工芸品や手芸品等のPRや販売を行
うための企画案を募集し、企画案の優れた団体等に空き店舗を紹
介すると同時に、店舗借り上げ料等について助成します。

環境経済部 商工
観光課 複 Ⅳ-3-(1)

2 農業分野での競争力の強化

No. 区部 事業名 事業内容 所管 所管課

(1) 既拡 環境保全型農業推進事業
栽培面積に応じて、農業者に対して補助金を交付し、生産意欲の
向上を図ります。

環境経済部 農業振興課

(2) 既拡 農産物ブランド化推進事業
久喜市産農産物のブランド化を図り、付加価値の高い農産物の生
産を推進していくため、ブランド認証制度を構築します。

環境経済部 農業振興課

(3) 新規 企業などの農業参入の推進
地域農業の新たな担い手として、地域と企業などとの調整を図り、
企業の参入を推進することによる新たな農業雇用の拡大を図りま
す。

環境経済部 農業振興課 複
Ⅰ-3-(3)
Ⅱ-2-(4)

(4) 既 人・農地問題解決推進事業
農地中間管理機構を活用し、地域の担い手に農地の集約化を図
り、雇用の確保と地域農業の活性化を推進します。同時に耕作放
棄地の解消を図ります。

環境経済部 農業振興課 複 Ⅰ-3-(4)

(5) 新規 農業法人の設立支援
意欲のある農業者に対し、法人化に向けた支援を行います。
また、地域農業の新たな担い手としての人材育成に努め、農業法
人での雇用の創出を促進します。

環境経済部 農業振興課 複
Ⅰ-3-(5）
Ⅱ-2-(5)

3 市内への人材還流､市内での人材育成､雇用対策

No. 区部 事業名 事業内容 所管 所管課

(1) 職 働く女性をサポートする企業の支援 女性が働きやすい環境を整備する企業を支援します。 環境経済部 商工
観光課 複
Ⅱ‐2‐(1)
Ⅲ-1-(4)
Ⅲ-4-(6)

(2) 既拡 障がい者就労支援事業

「久喜市障がい者就労者支援センター」にて、障がい者の就労に
関する相談、職場の開拓、継続した就労支援、離職後の支援を行
うなど、就労機会の少ない障がい者の就労支援を実施します。
また、就労支援センターサテライト（分所）を開設し、主に発達障が
い者を含む精神障がい者の相談とともに、職業適性検査等のアセ
スメントを行うなど、当該事業の拡充を図ります。

福祉部
障がい者
福祉課

(3) 新規 企業などの農業参入の推進
地域農業の新たな担い手として、地域と企業などとの調整を図り、
企業の参入を推進することによる、新たな農業雇用の拡大を図り
ます。

環境経済部 農業振興課 複
Ⅰ-2-(3)
Ⅱ‐2‐(4)

(4) 既 人・農地問題解決推進事業
農地中間管理事業を活用し、地域の担い手に農地の集約化を図
り、雇用の確保と地域農業の活性化を推進します。同時に耕作放
棄地の解消を図ります。

環境経済部 農業振興課 複 Ⅰ-2-(4)

(5) 新規 農業法人の設立支援
意欲のある農業者に対し、法人化に向けた支援を行います。
また、地域農業の新たな担い手としての人材育成に努め、農業法
人での雇用の創出を促進します。

環境経済部 農業振興課 複
Ⅰ-2-(5）
Ⅱ‐2‐(5)

(6) 職 労働環境改善支援事業 学童保育の拡充（延長保育の実施）や保育料について、一定額を
助成します。

福祉部 保育課 複
Ⅲ-1-(3)
Ⅲ-4-(4)

(7) 既 企業誘致の促進
（進出企業への優遇助成制度の充実）

市内に進出する企業への優遇助成を行い、雇用創出につながる
優良企業の誘致を促進します。

環境経済部 商工
観光課 複
Ⅰ‐1‐(1)
Ⅱ‐2‐(2)

(8) 既 企業誘致の促進
（新たな企業用地の創出）

産業団地の整備や市街化調整区域における産業系土地利用の促
進を行います。

建設部 都市計画課 複
Ⅰ‐1-(2)
Ⅱ-2-(3)

施策体系別個別事業一覧

備考

備考

備考

〔区分〕 

 既  ・・・既存事業 

 既拡・・・既存事業を拡充して実施する事業 

 新規・・・新規に実施をする事業 

 まち ・・・まちづくり重点政策 

 職  ・・・職員提案事業 
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Ⅱ 若者に選ばれる魅力的なまちをつくる

1 定住促進と交流人口の増加 　

No. 区部 事業名 事業内容 所管 所管課

(1) 既 シティプロモーション推進事業

①久喜市の観光や住みやすさにスポットを当てたガイドを作製しま
す。
②久喜市をPRするビデオを作製し、動画サイト等を活用し広く魅力
を発信します。【先行事業】
③高校生によるオリジナルクッキーのコンテストを実施します。
④JRや東武線沿線の駅や高速道のPAなどで、久喜市をPRする冊
子やデジタルサイネージ等を活用したPRを実施します。

総務部
シティプロ

モーション課

(2) 既 市街化区域内の適切な土地利
用の促進

用途地域の見直しを行い、地域の特性に即した適切なまちづくりを
推進します。

建設部 都市計画課

(3) 既
市街化調整区域内の既存集落
の良好な環境維持と適切な土地
利用の促進

既存集落の良好な環境維持と適切な土地利用の促進を図るた
め、市街化調整区域内に住宅を建築する場合の諸規定の見直し
を行います。

建設部 都市計画課

(4) 既 交通結節点の整備に伴う新たな
拠点の創出

菖蒲町菖蒲地区にバスターミナルの設置を行い、交通結節点と都
市拠点を創出します。

建設部 都市計画課 複 Ⅳ-1-(3)

(5) 新規
圏央道でつながる自治体と連携
した観光ＰＲ事業

桶川市の紅花、久喜市のラベンダー、幸手市のあじさいなど、花の
名所を活用した観光ＰＲを連携して行っていきます。

環境経済部 商工観光課

(6) 既 花の名所整備事業 コスモスふれあいロードやラベンダー苑などの土壌整備等を進め
ます。

環境経済部 商工観光課

(7) 既拡 提燈祭り等推進事業
ユネスコ無形文化遺産登録に向けた取り組みとして、提燈祭りの
PRをするための施設を整備します。
また、提燈祭り等への市民参加を推進していきます。

環境経済部 商工
観光課

(8) まち アニメを活用した地域活性化
「らき☆すた」をはじめとするアニメを活用した地域活性化を図りま
す。
【先行事業】街路灯フラッグ作成事業

環境経済部 商工観光課

(9) 新規 スケートボード場整備事業
交流人口の増加を図るため、周辺の住環境に配慮した気軽に遊
べるスケートボード施設を整備します。

環境経済部 商工
観光課

(10) 新規 コウノトリ餌場実証実験事業
ふゆみずの田んぼを約1ha程度確保し、コウノトリをはじめとした野
鳥の餌場を作り、動植物の生態系の維持確保に関する実証実験
を行うことで、本市の環境施策の推進をＰＲしていきます。

環境経済部 環境課

備考
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2 若者が働きやすい就業環境の整備

No. 区部 事業名 事業内容 所管 所管課

(1) 職
働く女性をサポートする企業の
支援

女性が働きやすい環境を整備する企業を支援する。 環境経済部 商工
観光課 複
Ⅰ‐3‐(1)
Ⅲ-1-(4)
Ⅲ-4-(6)

(2) 既 企業誘致の促進
（進出企業への優遇助成制度の充実）

市内に進出する企業への優遇助成を行い、雇用創出につながる
優良企業の誘致を促進します。

環境経済部 商工
観光課 複
Ⅰ‐1‐(1)
Ⅰ‐3‐(7)

(3) 既 企業誘致の促進
（新たな企業用地の創出）

産業団地の整備や市街化調整区域における産業系土地利用の促
進を行います。

建設部 都市計画課 複
Ⅰ‐1-(2)
Ⅰ-3-(8)

(4) 新規 企業などの農業参入の推進
地域農業の新たな担い手として、地域と企業などとの調整を図り、
企業の参入を推進することによる新たな農業雇用の拡大を図りま
す。

環境経済部 農業振興課 複
Ⅰ‐2‐(3)
Ⅰ-3-(3)

(5) 新規 農業法人の設立支援
意欲のある農業者に対し、法人化に向けた支援を行います。
また、地域農業の新たな担い手としての人材育成に努め、農業法
人での雇用の創出を促進します。

環境経済部 農業振興課 複
Ⅰ-2-(5）
Ⅰ‐3‐(5)

3 このまちで子どもを育てたいと思える環境づくり

No. 区部 事業名 事業内容 所管 所管課

(1) 既
地域子育て支援センター運営事
業

育児の相談、子育てサークル等の育成及び指導、地域の子育て
資源の情報提供、子育て講座、その他の子育て支援事業を実施し
ます。

福祉部
子育て
支援課

複
Ⅲ-2-(1)
Ⅲ-3-(1)

(2) 既
ファミリー・サポート・センター
運営事業

育児の援助を受けたい方と育児の援助を行いたい方を会員とし、
相互援助活動を行います。

福祉部
子育て
支援課

複
Ⅲ-2-(2)
Ⅲ‐3‐(2)
Ⅲ-4-(1)

(3) 既 家庭児童相談室運営事業 家庭児童相談、３歳児特別相談、ひよこ教室、ことばのグループ指
導、ことばのグループ保護者指導を実施します。

福祉部
子育て
支援課

複 Ⅲ-3-(5)

(4) 新規 子育て世代包括支援センター事業
子育て世代への包括支援の充実を図るため、保健センターに助産
師資格を持つ職員を配置するとともに、支援を必要とする妊産婦
等を把握し、適切な支援を行います。

健康増進部
中央保健セン

ター
複

Ⅲ-2-(4)
Ⅲ‐3‐(6)

(5) 既 児童館、児童センター運営事業
乳幼児対象事業、子育て支援事業を実施するとともに、児童対象
事業として自主性や社会性、創造性を育てる事業を実施します。

福祉部
子育て
支援課

複 Ⅲ-3-(3)

(6) まち 駅前保育所の建設 駅前保育所を建設し、働くお父さん、お母さんの子育てを応援しま
す。

福祉部 保育課 複
Ⅲ-3-(10)
Ⅲ-4-(2)

(7) まち 病児・病後児保育の実施 医療機関内に保育スペースを設置し、病気や病後のお子さんを預
かる「病児・病後児保育」を実施します。

福祉部 保育課 複
Ⅲ-3-(11)
Ⅲ-4-(3)

備考

備考
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Ⅲ 結婚・出産・子育ての希望をかなえるまちをつくる

1 若い世代の経済的安定

No. 区部 事業名 事業内容 所管 所管課

(1) 既拡 多子世帯保育所保育料等軽減事業 同一世帯の第3子以降(0～2歳)の児童が、保育所等を利用してい
る場合に保育料を免除します。

福祉部 保育課 複 Ⅲ-3-(8)

(2) 既拡 放課後児童クラブ保育料の助成
生活保護世帯、ひとり親家庭等医療費受給世帯、所得税非課税
世帯を対象とする保育料の助成を、第３子以降の子どもを養育す
る全ての世帯に拡大します。

福祉部 保育課 複
Ⅲ-3-(14)
Ⅲ-4-(5)

(3) 職 労働環境改善支援事業 学童保育の拡充（延長保育の実施）や保育料について、一定額を
助成します。

福祉部 保育課 複
Ⅰ-3-(6)
Ⅲ-4-(4)

(4) 職 働く女性をサポートする企業の支援 女性が働きやすい環境を整備する企業を支援します。 環境経済部 商工
観光課 複
Ⅰ‐3‐(1)
Ⅱ‐2‐(1)
Ⅲ-4-(6)

(5) 新規 不妊治療費助成事業
不妊治療を受ける方の経済的負担を軽減し、治療を受ける機会を
増大させるため、不妊治療に要する費用の一部を助成します。 健康増進部

中央保健
センター

複 Ⅲ‐2‐(7)

2 妊娠･出産･子育ての切れ目ない支援
No. 区部 事業名 事業内容 所管 所管課

(1) 既
地域子育て支援センター運営事
業

育児の相談、子育てサークル等の育成及び指導、地域の子育て
資源の情報提供、子育て講座、その他の子育て支援事業を実施し
ます。

福祉部
子育て
支援課

複
Ⅱ-3-(1)
Ⅲ-3-(1)

(2) 既
ファミリー・サポート・センター
運営事業

育児の援助を受けたい方と育児の援助を行いたい方を会員とし、
相互援助活動を行います。

福祉部
子育て
支援課

複
Ⅱ-3-(2)
Ⅲ‐3‐(2)
Ⅲ-4-(1)

(3) 既 家庭児童相談室運営事業 家庭児童相談、３歳児特別相談、ひよこ教室、ことばのグループ指
導、ことばのグループ保護者指導を実施します。

福祉部
子育て
支援課

複 Ⅲ-3-(5)

(4) 新規 子育て世代包括支援センター事業
子育て世代への包括支援の充実を図るため、保健センターに助産
師資格を持つ職員を配置するとともに、支援を必要とする妊産婦
等を把握し、適切な支援を行います。

健康増進部
中央保健セン

ター
複

Ⅱ-3-(4)
Ⅲ‐3‐(6)

(5) 職 結婚希望者への婚活支援事業 婚活イベント等の支援・補助等を行います。結婚で結ばれたカップ
ルの特典を検討します。

福祉部 社会福祉課

(6) 新規 記念用婚姻届作成事業
結婚届けを複写式とし、お互いへのメッセージの記入欄や記念写
真を貼ることができる欄を設けることにより、結婚の記念として手元
に残る婚姻届を作成し、希望者にお渡しします。

市民部 市民課
（総合窓口）

(7) 新規 不妊治療費助成事業
不妊治療を受ける方の経済的負担を軽減し、治療を受ける機会を
増大させるため、不妊治療に要する費用の一部を助成します。 健康増進部

中央保健
センター

複 Ⅲ‐1‐(5)

備考

備考
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3 子ども・子育て支援の充実と教育環境の整備

No. 区部 事業名 事業内容 所管 所管課

(1) 既
地域子育て支援センター運営事
業

育児の相談、子育てサークル等の育成及び指導、地域の子育て
資源の情報提供、子育て講座、その他の子育て支援事業を実施し
ます。

福祉部
子育て
支援課

複
Ⅱ-3-(1)
Ⅲ-2-(1)

(2) 既
ファミリー・サポート・センター運
営事業

育児の援助を受けたい方と育児の援助を行いたい方を会員とし、
相互援助活動を行います。

福祉部
子育て
支援課

複
Ⅱ-3-(2)
Ⅲ‐2‐(2)
Ⅲ-4-(1)

(3) 既 児童館、児童センター運営事業
乳幼児対象事業、子育て支援事業を実施するとともに、児童対象
事業として自主性や社会性、創造性を育てる事業を実施します。

福祉部
子育て
支援課

複 Ⅱ-3-(5)

(4) 新規 どならない子育て講座事業
子育てに悩んでいる保護者に対して、暴言や暴力を使わずに子ど
もを育てる技術を伝える、どならない子育て講座を実施し、どならな
い子育てを普及させるとともに、虐待の予防や回復を支援します。

福祉部
子育て
支援課

(5) 既 家庭児童相談室運営事業 家庭児童相談、３歳児特別相談、ひよこ教室、ことばのグループ指
導、ことばのグループ保護者指導を実施します。

福祉部
子育て
支援課

複 Ⅲ-2-(3)

(6) 新規
子育て世代包括支援センター事
業

子育て世代への包括支援の充実を図るため、保健センターに助産
師資格を持つ職員を配置するとともに、支援を必要とする妊産婦
等を把握し、適切な支援を行います。

健康増進部
中央保健
センター

複
Ⅱ‐3‐(4)
Ⅲ-2-(4)

(7) 新規 移動式赤ちゃんの駅整備事業

乳幼児連れの家族を含めた多く市民で賑わう、各種イベント会場
に、乳幼児連れ家族が安心して外出できるための施設である「赤
ちゃんの駅」を設置し、授乳やオムツ交換のスペースを提供しま
す。

福祉部
子育て
支援課

(8) 既拡 多子世帯保育所保育料等軽減事業
同一世帯の第3子以降(0～2歳)の児童が、保育所等を利用してい
る場合に保育料を免除します。

福祉部 保育課 複 Ⅲ-1-(1)

(9) 新規
保育士確保のための助成金支
給事業

市内の民間保育所等に就職する保育士試験合格者に対して、保
育士試験手数料を補助し、市内民間保育所等の保育士の確保を
図ります。

福祉部 保育課

(10) まち 駅前保育所の建設 駅前保育所を建設し、働くお父さん、お母さんの子育てを応援しま
す。

福祉部 保育課 複
Ⅱ-3-(6)
Ⅲ-4-(2)

(11) まち 病児・病後児保育の実施 医療機関内に保育スペースを設置し、病気や病後のお子さんを預
かる「病児・病後児保育」を実施します。

福祉部 保育課 複
Ⅱ-3-(7)
Ⅲ-4-(3)

(12) 既拡 障がい児保育補助事業 障がい児の保育に要する経費を補助することにより、障がい児を
受け入れる保育所等の拡大を図ります。

福祉部 保育課

(13) 新規
民間保育所等へのＡＥＤ設置補
助事業

民間保育所、幼稚園、認定子ども園、小規模保育所等に対し、ＡＥ
Ｄを新規購入する場合に、購入費の一部を補助します。

福祉部 保育課

(14) 既拡 放課後児童クラブ保育料の助成
生活保護世帯、ひとり親家庭医療費受給世帯、所得税非課税世
帯を対象とする保育料の助成を、第３子以降の子どもを養育する
全ての世帯に拡大します。

福祉部 保育課 複
Ⅲ-1-(2)
Ⅲ-4-(5)

(15) まち
小中学校タブレット端末導入事
業

全小中学校にタブレット端末を配置し、ＩＴに強い子どもを育成しま
す。

教育部 指導課

(16) まち 国際舞台に通用する人材育成 中学校にオール英語の授業を目指し、将来、世界で活躍できる生
徒の育成に取り組みます。

教育部 指導課

(17) まち 理数系人材の育成 理科実験支援員を配置し、理数系に強い子どもを育成します。 教育部 指導課

(18) まち
小学校中学校空調設備整備事
業

全小中学校の全ての教室にエアコンを設置し、教育環境を整備し
ます。

教育部 教育総務課

備考
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4 仕事と生活の調和（ワークライフバランス)の実現

No. 区部 事業名 事業内容 所管 所管課

(1) 既
ファミリー・サポート・センター運
営事業

育児の援助を受けたい方と育児の援助を行いたい方を会員とし、
相互援助活動を行います。

福祉部
子育て
支援課

複
Ⅱ-3-(2)
Ⅲ‐2‐(2)
Ⅲ-3-(2)

(2) まち 駅前保育所の建設 駅前保育所を建設し、働くお父さん、お母さんの子育てを応援しま
す。

福祉部 保育課 複
Ⅱ-3-(6)
Ⅲ-3-(10)

(3) まち 病児・病後児保育の実施 医療機関内に保育スペースを設置し、病気や病後のお子さんを預
かる「病児・病後児保育」を実施します。

福祉部 保育課 複
Ⅱ-3-(7)
Ⅲ-3-(11)

(4) 職 労働環境改善支援事業 学童保育の拡充（延長保育の実施）や保育料について、一定額の
補助金を支給します。

福祉部 保育課 複
Ⅰ-3-(6)
Ⅲ-1-(3)

(5) 既拡 放課後児童クラブ保育料の助成
生活保護世帯、ひとり親家庭等医療費受給世帯、所得税非課税
世帯を対象とする保育料の助成を、第３子以降の子どもを養育す
る全ての世帯に拡大します。

福祉部 保育課 複
Ⅲ-1-(2)
Ⅲ-3-(14)

(6) 職
働く女性をサポートする企業の
支援

女性が働きやすい環境を整備する企業を支援します。 環境経済部 商工
観光課 複
Ⅰ‐3‐(1)
Ⅱ‐2‐(1)
Ⅲ-1-(4)

備考

6



Ⅳ いつまでも安心して暮らせるまちをつくる

1 住みやすい生活圏の形成

No. 区部 事業名 事業内容 所管 所管課

(1) 新規
久喜市コミュニティ・スクール導
入促進事業

地域とともにある学校づくりを推進するため、コミュニティ・スクール
を導入します。

教育部 指導課

(2) 既 コミュニティ協議会運営事業
地域のコミュニティ活動を促進するため、コミュニティ協議会に対し
て、事業費補助を行います。

市民部 自治振興課

(3) 既 交通結節点の整備に伴う新たな
拠点の創出

菖蒲町菖蒲地区にバスターミナルの設置を行い、交通結節点と都
市拠点を創出します。

建設部 都市計画課 複 Ⅱ-1-(4)

(4) まち
80歳以上の方のデマンド交通の
利用料金軽減事業

80歳以上の方のデマンド交通の利用料金を半額にします。 市民部 生活安全課 複 Ⅳ-2-(12)

(5) 新規 出歩きやすいまちづくりの推進 高齢化社会における公共バスの活用方法の検証を行います。 建設部 都市計画課 複 Ⅳ-2-(13)

2 健康で安心な暮らしの確保

No. 区部 事業名 事業内容 所管 所管課

（1） 新規 健康づくり・食育地域モデル事業
本市が進める健康づくりと食育を理解し、実践できる地域を募集、
モデル地区として指定し、健康づくりと食育推進に取り組みます。
また、モデル指定した地区に補助金を交付し、支援します。

健康増進部 健康医療課

（2） まち 地域医療ネットワークの充実 地域医療ネットワークの充実、強化を図ります。 健康増進部 健康医療課

（3） 新規
早期発見のための糖尿病簡易
検査事業

糖尿病と密接な関係のヘモグロビンＡ１ｃの簡易検査が行える環
境を整備します。

健康増進部 健康医療課

（4） 新規 公共施設屋外ＡＥＤ設置事業
ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の弱点であった温度調節を可能とし
た屋外用ＡＥＤボックスを公共施設の屋外に設置し、設置済みのＡ
ＥＤを24時間いつでも誰でも利用できるようにします。

健康増進部 健康医療課

（5） 新規 健康マイレージ事業
市民の主体的な健康づくりを促すため、各種検診の受診等に対
し、ポイントを交付し、景品等と交換できる健康マイレージ事業を行
います。

健康増進部
中央保健
センター

（6） まち 特別養護老人ホームの増床 特別養護老人ホームの整備を促進し、入所待機者の解消を図りま
す。

福祉部 介護福祉課

（7） 新規 在宅医療・介護連携事業

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続けることができるよう、関係機関が連携
し、多職種協働により住宅医療と介護を一体的に提供できる体制
を構築します。

福祉部 介護福祉課

（8） まち 高齢者スポーツの活性化 高齢者スポーツを活性化させ、「元気高齢者自治体」を目指しま
す。

教育部 生涯学習課

（9） 既拡 福祉避難所備蓄品整備事業
災害時要配慮者が避難生活を送るに当たり必要とする備蓄品に
ついて再検討し、配備計画を立てた上で順次拡充していきます。 福祉部 社会福祉課 複 Ⅳ-4-（5）

（10） まち 福祉避難所設置事業 高齢者など避難中に特別なケアを必要とする人のために、福祉避
難所の設置をさらに進めます。

福祉部 社会福祉課 複 Ⅳ-4-（6）

（11） 既 要援護者見守り支援事業
地域住民や関係団体と連携し、要援護者見守り支援登録台帳に
登載されている方の平常時の声かけや見守りと、災害発生時の避
難、誘導等の支援を行います。

福祉部 社会福祉課

（12） まち
80歳以上の方のデマンド交通の
利用料金軽減事業

80歳以上の方のデマンド交通の利用料金を半額にします。 市民部 生活安全課 複 Ⅳ-1-(4)

（13） 新規 出歩きやすいまちづくりの推進 高齢社会における公共バスの活用方法の検証を行います。 建設部 都市計画課 複 Ⅳ-1-(5)

備考

備考
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3 人口減少等を踏まえた公共施設等の維持管理

No. 区部 事業名 事業内容 所管 所管課

(1) 新規
市街地の空き店舗を活用した地
域活性化の推進

NPO法人や各種サークル、学生グループなど、様々な団体・個人
が、地元農産物の他、自作の工芸品や手芸品等のPRや販売を行
うための企画案を募集し、企画案の優れた団体等に空き店舗を紹
介すると同時に、店舗借り上げ料等について助成します。

環境経済部 商工観光課 複 Ⅰ-1-(3)

(2) 既 空き家等の適正管理推進事業
管理不全な空き家等の所有者に対し、行政指導をおこない、恒常
的な適正管理を促します。 市民部 生活安全課

(3) 既
都市施設等の維持管理の最適化
事業

各公共施設等の清掃、樹木の剪定等のほか、各施設の点検並び
に修繕を実施し、適正な維持管理を行います。
また、時代に即した施設の更新を実施します。

建設部 都市整備課

(4) まち 道路レスキュー事業 生活道路等の不便に速やかに駆けつける「道路レスキュー」を実
施します。

建設部 道路河川課

(5) 職 楽しさ№１の公園事業 魅力的で特徴のある公園を作ります。 建設部 都市整備課

4 住民が地域の防災・防犯の担い手となる環境の整備

No. 区部 事業名 事業内容 所管 所管課

(1) 既拡
自主防災組織の育成支援と強
化事業

自主防災組織の設立や防災資機材の購入、防災訓練の実施に対
する経費を補助します。また、自主防災組織間を結ぶ連絡協議会
等を設立し、各自主防災組織相互の連携の強化を図ります。

市民部 消防防災課

(2) 新規
防災行政無線デジタル化更新事
業

現行のアナログ方式防災行政無線設備について、デジタル化に伴
う設備の更新を図ります。

市民部 消防防災課

(3) 既拡 消防団充実強化事業
災害時における消防団の活動能力の向上のため、消防団員の確
保と消防団装備の充実・強化を図ります。

市民部 消防防災課

(4) 新規 総合防災倉庫の設置 現在の防災倉庫以外に、集約して保管ができる規模の大きい総合
防災倉庫を設置します。

市民部 消防防災課

(5) 既拡 福祉避難所備蓄品整備事業 災害時要配慮者が避難生活を送るに当たり必要とする備蓄品に
ついて再検討し、配備計画を立てた上で順次拡充していきます。

福祉部 社会福祉課 複 Ⅳ-2-(9)

(6) まち 福祉避難所設置事業 高齢者など避難中に特別なケアを必要とする人のために、福祉避
難所の設置をさらに進めます。

福祉部 社会福祉課 複 Ⅳ-2-(10)

(7) 追加 防犯カメラ設置事業
犯罪の予防、抑止等に効果が期待できる防犯カメラを、駅前広場
など多くの市民が集まる場所に設置します。

市民部 生活安全課

(8) 職
市民みんなが防犯パトロール隊
員

朝、夕、晩、市内でウォーキングやランニング、犬の散歩をしてい
る多くの市民の方に、防犯パトロール隊員として活躍をしてもらい
ます。

市民部 生活安全課

(9) まち 【先行事業】
小中学校等防犯カメラ設置事業

児童・生徒等の安全・安心な教育環境を構築するため、２４時間、
学校等を見守ることができる防犯カメラを市立小・中学校及び幼稚
園に設置します。

教育部 学務課

(10) 既
【先行事業】
小学校安全監視員の配置

児童の安全・安心な教育環境を構築するため、登下校時の立哨や
校内の巡回を行う安全監視員を小学校に配置します。

教育部 学務課

備考

備考
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5 ふるさとづくりの推進

No. 区部 事業名 事業内容 所管 所管課

(1) 既拡 「歴史散歩」推進事業
小学校の児童や保護者を対象にした「（仮称）親子で歴史散歩」、
地域を対象にした「（仮称）ゆっくり歴史散歩」、「（仮称）歴史散歩
便利帳」の作成と配布を行っていきます。

教育部 文化財保護課

(2) 既拡 「郷土伝統芸能」支援事業

市指定文化財「久喜八雲神社の山車行事（天王様・提燈祭）」の調
査報告書を編さんします。
ささら等の郷土伝統芸能をリーフレット（日本語版・英語版）にまと
めて、配布します。
また、映像記録を市のホームページで配信します。

教育部 文化財保護課

(3) 既拡 ふるさと納税寄附金推進事業 ふるさと納税制度を活用し、市の特産品等のＰＲを行い、寄附者の
増加に取り組みます。

総務部 企画政策課

(4) 新規 パスポートカバー進呈事業 市の花や木などを印刷したパスポートカバーを作成し、市役所でパ
スポートを申請し交付を受ける方にお渡しします。

市民部 市民課
（総合窓口）

(5) まち 音楽の街・久喜市 ブラスバンドやコーラスが盛んな「音楽の街・久喜市」をつくります。 教育部 生涯学習課

(6) まち
【先行事業】
久喜マラソン大会事業

市民マラソン大会を実施するとともに、市民スポーツの充実した街
をつくります。

教育部 生涯学習課

備考
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