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1 

平成 30年度当初予算案の編成にあたって 

1 予算編成の考え方 

 

  現在の地方財政を取り巻く環境は、景気は、緩やかな回復基調が続いているとさ

れております。 

しかしながら、今後の見通しとしては、圏央道開通に伴う更なる企業の誘致など

により、税収が増える可能性はあるものの、生産年齢人口の減少による減収が見込

まれ、市税収入は横ばいか緩やかな減収となることが想定されます。 

また、普通交付税については、合併算定替による増額分が段階的に減少していく

こととなっており、平成 30年度においては、その減少が 7割に高まります。 

歳出面では、少子高齢化等の影響により扶助費はいまだ増加傾向にあり、また、

今後についても、一定の公共サービスの維持に要する経費、大規模公共事業や改修

工事等に要する投資的経費、防災対策、子育て支援、公共施設の老朽化対策などに

将来的に多額の経費を要すると見込まれ、厳しい財政運営が続くと考えられます。 

このような中、平成 30 年度の予算編成にあたっては、「久喜市総合振興計画」の

将来像である「豊かな未来を創造する個性輝く文化田園都市」の実現とともに、「久

喜市人口ビジョン」や「久喜市総合戦略」を念頭に置き、当該計画に位置付けられ

た事業や「久喜Ｎｏ．1 宣言」に掲げた施策については、着実に実行することとし

ました。 

限られた財源の中で創意と工夫により最少の経費で最大の効果を上げるよう、市

民ニーズや費用対効果を十分に検証するとともに、「入るを量りて出ずるを制す」を

基本姿勢として、各種施策の推進と健全な財政運営の確立との両立を念頭に、予算

編成に取り組みました。 

 

2 予算案の規模 

   

平成 30年度の予算規模は次のとおりです。 

（1）一 般 会 計 499億 1,300万円  （対前年度比 1.6％増） 

（2）特別会計合計 294億 6,370万円  （対前年度比  8.7％減） 

 （3）公営企業会計 別紙のとおり 
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（1）　一般会計・特別会計

（単位：千円、％）

増減額 増減率

49,913,000 49,150,000 763,000 1.6

29,463,700 32,281,500 △ 2,817,800 △ 8.7

国民健康保険特別会計 16,266,000 19,974,500 △ 3,708,500 △ 18.6

介護保険特別会計 10,364,400 9,622,000 742,400 7.7

後期高齢者医療特別会計 1,780,000 1,563,300 216,700 13.9

農業集落排水事業特別会計 896,900 877,800 19,100 2.2

土地区画整理事業特別会計 156,400 243,900 △ 87,500 △ 35.9

79,376,700 81,431,500 △ 2,054,800 △ 2.5

（2）　公営企業会計

（単位：千円、％）

増減額 増減率

収益的　　収　入 4,128,198 4,155,443 △ 27,245 △ 0.7

収益的　　支　出 3,546,124 3,655,142 △ 109,018 △ 3.0

資本的　　収　入 320,705 11,774 308,931 2,623.8

資本的　　支　出 1,856,544 2,310,828 △ 454,284 △ 19.7

収益的　　収　入 3,744,901 3,832,209 △ 87,308 △ 2.3

収益的　　支　出 3,741,183 3,829,564 △ 88,381 △ 2.3

資本的　　収　入 2,234,211 1,951,234 282,977 14.5

資本的　　支　出 2,988,494 2,750,067 238,427 8.7

下水道事業会計

比　　較

会　　計　　名 平成30年度 平成29年度
比　　較

合　計

水道事業会計

平成30年度当初予算案（会計別）一覧

　一　　般　　会　　計

　特　　別　　会　　計

会　　計　　名 平成30年度 平成29年度
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平成30年度一般会計当初予算案　内訳表

（単位：千円、％）

当初予算額
(案)

構成比 当初予算額 構成比 増減額 増減率

1 22,201,803 44.5 22,018,273 44.8 183,530 0.8

2 434,000 0.9 433,000 0.9 1,000 0.2

3 23,000 0.0 22,000 0.0 1,000 4.5

4 80,000 0.2 120,000 0.2 △ 40,000 △ 33.3

5 48,000 0.1 123,000 0.3 △ 75,000 △ 61.0

6 2,319,000 4.6 2,297,000 4.7 22,000 1.0

7 153,000 0.3 127,000 0.3 26,000 20.5

8 104,000 0.2 99,000 0.2 5,000 5.1

9 4,380,000 8.8 4,180,000 8.5 200,000 4.8

10 23,103 0.0 23,843 0.1 △ 740 △ 3.1

11 423,925 0.9 437,074 0.9 △ 13,149 △ 3.0

12 313,492 0.6 321,284 0.7 △ 7,792 △ 2.4

13 7,125,175 14.3 6,637,652 13.5 487,523 7.3

14 3,087,125 6.2 2,871,565 5.8 215,560 7.5

15 13,349 0.0 13,278 0.0 71 0.5

16 12,101 0.0 12,102 0.0 △ 1 0.0

17 2,810,602 5.6 3,069,102 6.2 △ 258,500 △ 8.4

18 400,000 0.8 400,000 0.8 0 0.0

19 1,171,325 2.4 1,164,327 2.4 6,998 0.6

20 4,790,000 9.6 4,780,500 9.7 9,500 0.2

歳　入　合　計 49,913,000 100.0 49,150,000 100.0 763,000 1.6

（1）　款 別 歳 入

繰越金

諸収入

市債

使用料及び手数料

国庫支出金

県支出金

財産収入

寄附金

繰入金

自動車取得税交付金

地方特例交付金

地方交付税

交通安全対策特別交付金

市税

地方譲与税

利子割交付金

平成30年度 平成29年度 比　　較

配当割交付金

株式等譲渡所得割交付金

分担金及び負担金

款

地方消費税交付金
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（単位：千円、％）

当初予算額
(案)

構成比 当初予算額 構成比 増減額 増減率

1 359,082 0.7 357,953 0.7 1,129 0.3

2 5,608,640 11.3 5,743,139 11.7 △ 134,499 △ 2.3

3 20,615,164 41.3 18,824,120 38.3 1,791,044 9.5

4 4,052,908 8.1 4,247,644 8.6 △ 194,736 △ 4.6

5 13,165 0.0 12,514 0.0 651 5.2

6 916,574 1.9 723,625 1.5 192,949 26.7

7 360,743 0.7 471,407 1.0 △ 110,664 △ 23.5

8 5,006,662 10.0 6,085,587 12.4 △ 1,078,925 △ 17.7

9 2,741,525 5.5 2,861,261 5.8 △ 119,736 △ 4.2

10 5,305,291 10.6 4,427,685 9.0 877,606 19.8

11 4 0.0 4 0.0 0 0.0

12 4,709,881 9.4 5,173,802 10.5 △ 463,921 △ 9.0

13 123,361 0.3 121,259 0.3 2,102 1.7

14 100,000 0.2 100,000 0.2 0 0.0

歳　出　合　計 49,913,000 100.0 49,150,000 100.0 763,000 1.6

（単位：千円、％）

当初予算額
(案)

構成比 当初予算額 構成比 増減額 増減率

人件費 7,355,284 14.7 7,544,091 15.3 △ 188,807 △ 2.5

うち職員給 4,879,049 9.8 5,094,879 10.4 △ 215,830 △ 4.2

扶助費 12,208,234 24.5 11,475,124 23.3 733,110 6.4

公債費 4,709,881 9.4 5,173,802 10.5 △ 463,921 △ 9.0

24,273,399 48.6 24,193,017 49.2 80,382 0.3

7,343,285 14.7 6,939,826 14.1 403,459 5.8

435,506 0.9 488,369 1.0 △ 52,863 △ 10.8

7,871,183 15.8 8,098,187 16.5 △ 227,004 △ 2.8

39,923,373 80.0 39,719,399 80.8 203,974 0.5

1,886,071 3.8 2,207,941 4.5 △ 321,870 △ 14.6

2,875,431 5.8 2,046,617 4.2 828,814 40.5

4 0.0 4 0.0 0 0.0

4,761,506 9.5 4,254,562 8.7 506,944 11.9

123,361 0.2 121,259 0.2 2,102 1.7

21,600 0.0 27,140 0.1 △ 5,540 △ 20.4

4,983,160 10.0 4,927,640 10.0 55,520 1.1

100,000 0.2 100,000 0.2 0 0.0

5,228,121 10.5 5,176,039 10.5 52,082 1.0

49,913,000 100.0 49,150,000 100.0 763,000 1.6

（2）　款 別 歳 出

物件費

維持補修費

補助費等

計

投
資
的
経
費

（3）　性 質 別 歳 出

消
費
的
経
費

予備費

計

普通建設事業費（単独）

災害復旧事業費（単独）

合　　　　　　計

※構成比は、項目ごとに四捨五入しているため、個々の項目の計が一致しない場合があります。

比　　較

普通建設事業費（補助）

計

そ
の
他

積立金

貸付金

繰出金

予備費

教育費

公債費

諸支出金

義務的
経　費

小　　　計

民生費

衛生費

平成30年度

労働費

災害復旧費

平成29年度

農林水産業費

商工費

土木費

消防費

款

平成30年度 平成29年度 比　　較

議会費

総務費
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平成30年度　施策の体系別予算(案)

1　市民が参加し、地域コミュニティ豊かなまち

①　コミュニティ活動の推進 所管課 予算書の
ページ

○コミュニティ助成事業 自治振興課 16,300 千円 110

　コミュニティ活動及びコミュニティづくりの推進のため、集
会施設の改修等や備品の整備を支援します。

○地域交流センター移転改修事業【新規】 管財課 35,331 千円 94

　青葉団地内空き店舗を地域交流センターとして改修します。

○鷲宮西コミュニティセンター屋上防水補修事業【新規】 自治振興課 9,535 千円 114

　鷲宮西コミュニティセンターの屋上防水工事を行います。

②　協働のまちづくりの推進 所管課 予算書の
ページ

○久喜地区街歩き事業（久喜地域会議事業） 自治振興課 5,000 千円 112

　元気で魅力ある久喜市を実現するため、久喜地区の街歩き事
業をとおして、地域の特色を生かした事業を行います。

○あやめ・ラベンダー関係施設等整備事業（菖蒲地域会議事業） 菖蒲総務管理課 5,000 千円 112

　元気で魅力ある久喜市を実現するため、菖蒲地区のあやめ・
ラベンダー関係施設等の充実を図ります。

○栗橋宿まちあるき観光活性化事業（栗橋地域会議事業） 栗橋総務管理課 5,000 千円 112

　元気で魅力ある久喜市を実現するため、栗橋地区の観光や商
店街の活性化を図る事業を行います。

○鷲宮地域ふれあい散策事業（鷲宮地域会議事業） 鷲宮総務管理課 5,000 千円 114

　元気で魅力ある久喜市を実現するため、コスモスふれあい
ロードの整備・鷲宮地域の散策に用いる地図の作成等を行いま
す。

○市民活動推進事業 自治振興課 1,200 千円 108

　市民活動を推進するため、公募型補助制度により、団体の活
動を支援します。

予算額

予算額

豊かな未来を創造する個性輝く文化田園都市
～人と愛　水と緑　市民主役のまち～
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③　人権の尊重 所管課 予算書の
ページ

○人権尊重事業 4,960 千円 102

　平和と人権に対する意識の高揚を図るため、「人権のつど
い」等を行います。

○人権啓発推進事業 1,627 千円 102

　人権問題の解消に向けて、啓発物品や冊子等を配布するな
ど、様々な啓発活動を行います。

○しょうぶ会館事業 しょうぶ会館 7,941 千円 148

　隣保館として、福祉の向上や人権啓発のための住民交流の拠
点となる場を提供します。また、児童館として、児童に健全な
遊びを与え健康を増進し、情操豊かな児童の育成を図ります。

④　男女共同参画社会の実現 所管課 予算書の
ページ

○男女共同参画啓発事業 人権推進課 787 千円 102

　男女共同参画推進月間事業の開催、情報紙の発行、女（ひ
と）と男（ひと）の共生セミナー等を行います。

○女性の悩み相談事業 人権推進課 619 千円 104

　悩みを抱える女性を対象に、毎月2回相談窓口を開設します。

⑤　交流活動の推進 所管課 予算書の
ページ

○姉妹・友好都市事業 自治振興課 813 千円 104

　アメリカ合衆国オレゴン州ローズバーグ市（姉妹都市）・青
森県野辺地町（友好都市）との親善交流を図ります。

○産業交流事業 368 千円 240

　青森県野辺地町及び長野県青木村と産業交流事業を行いま
す。

⑥　情報公開の推進 所管課 予算書の
ページ

○市政情報提供事業 1,030 千円 106

　個人情報の保護に配慮しながら、情報公開を推進します。

○公文書館活動事業 502 千円 106

　歴史公文書の保存や展示などを行います。

⑦　戦略的かつ効果的な広報・広聴活動の推進 所管課 予算書の
ページ

○広報発行事業 22,308 千円 84

　「広報くき」を月2回発行し、市民に行政情報を提供します。

予算額

予算額

予算額

人権推進課
各総合支所総務
管理課

予算額

シティプロモー
ション課

人権推進課
各総合支所総務
管理課

商工観光課

予算額

公文書館

公文書館
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○シティプロモーション推進事業 6,000 千円 84

　久喜市の認知度やイメージの向上、市民の誇りや愛着心の醸
成のため、市の魅力の掘り起こしや戦略的な情報発信を行いま
す。

○子ども議会開催事業【隔年事業】 31 千円 86

　子どもたちに市行政及び議会への理解を深めてもらい、生徒
会活動等に活かしてもらうとともに、幅広い意見・要望などを
市政運営の参考にします。

2　自然とふれあえる、環境に優しいまち

①　自然環境の保全・創造 所管課 予算書の
ページ

○自然保護事業 1,422 千円 214

　自然環境保全地区の指定及び指定希少野生生物種の指定を行
い、自然環境の保全を図ります。

○緑化推進事業 環境課 1,704 千円 212

　保存樹木、樹林、生垣設置の奨励金を交付します。また、市
民に苗木を配布します。

②　快適な生活環境の創造 所管課 予算書の
ページ

○合併浄化槽普及促進補助事業 下水道業務課 55,920 千円 216

　補助対象地域において、既存単独処理浄化槽や汲み取り便槽
から合併処理浄化槽へ転換設置する方を支援します。

○公害監視調査事業 12,845 千円 214

　自動車交通騒音、大気汚染、ダイオキシン類濃度、河川水
質、土壌汚染（放射性物質含む）などの調査を行います。

③　美しい景観の形成 所管課 予算書の
ページ

〇街路樹管理事業 48,924 千円 250

　街路樹を適正に管理し、美しい景観を形成します。

④　廃棄物処理の充実 所管課 予算書の
ページ

○ごみ処理施設整備推進事業 58,949 千円 218

　市内全域のごみ処理を可能にする施設を建設するため、ごみ
処理施設整備基本計画の策定や、生活環境影響調査を行いま
す。

シティプロモー
ション課

予算額

予算額

予算額

予算額

シティプロモー
ション課

環境課

ごみ処理施設建
設推進課

道路河川課

環境課
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○し尿処理施設整備推進事業【新規】 9,737 千円 218

　し尿処理施設の整備・充実を図るため、し尿処理施設整備基
本計画を策定します。（平成29年度補正予算（第2号）にて計
上、当初予算では新規事業）

○災害廃棄物処理計画策定事業【新規】 8,262 千円 220

　大規模災害発生時の状況に即した災害廃棄物処理の具体的な
業務内容を示し、災害廃棄物の適正かつ円滑な処理を目指す災
害廃棄物処理計画を策定します。

○久喜宮代衛生組合負担金事業 2,454,868 千円 218

　一般廃棄物（塵芥、し尿）を処理する久喜宮代衛生組合への
負担金です。

○北本地区衛生組合負担金事業 43,952 千円 220

　菖蒲地区の一般廃棄物（し尿）を処理する北本地区衛生組合
への負担金です。

⑤　地球環境問題への対応 所管課 予算書の
ページ

○緑のカーテン地域普及事業 環境課 409 千円 214

　市民に地域ぐるみで緑のカーテンを設置してもらい、地球温
暖化防止や節電などの取り組みの意義や効果を実感してもらう
ことで、緑のカーテンの普及・啓発を図ります。

○新エネルギー導入事業 環境課 16,000 千円 212

　地球温暖化対策として、再生可能エネルギー機器や省エネル
ギー機器の導入を支援する補助金を交付します。

○環境マネジメントシステム運用事業 環境課 272 千円 212

　市の活動における環境負荷の低減、市民への率先垂範、環境
に対する職員の意識改革を図ります。

3　子どもから高齢者まで、誰もが健康で安心して暮らせるまち

①　健康づくり・食育の推進 所管課 予算書の
ページ

○健康づくり・食育推進事業 健康医療課 1,467 千円 200

　第2次久喜市健康増進・食育推進計画の進捗管理及び健康づく
りと食育に関する催しを実施します。

○妊婦健康診査事業 93,998 千円 202

　妊婦の健康管理及び健康の保持増進を図るため、母子健康手
帳の交付と妊婦健康診査を行います。

ごみ処理施設建
設推進課

ごみ処理施設建
設推進課

中央保健セン
ター

ごみ処理施設建
設推進課

予算額

予算額

ごみ処理施設建
設推進課
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○妊婦歯科健康診査事業【新規】 中央保健セン
ター

540 千円 206

　口腔疾患が発生しやすい時期である妊婦に対して、歯科健康
診査を行います。

○不妊検査・治療費助成事業【統合・組替】 中央保健セン
ター

9,020 千円 206

　不妊検査・治療を受けることによる経済的な負担を軽減する
ため、費用の一部を助成します。

○子育て世代包括支援センター事業 5,156 千円 206

　妊産婦及び乳幼児等の実情を把握し、妊娠・出産・子育ての
相談に応じる子育て世代包括支援センターを運営し、利用者支
援事業（母子保健型）を実施します。

○自殺対策事業 健康医療課 2,390 千円 198

　自殺を防止するため、自殺対策計画を策定します。

○予防接種事業 362,070 千円 200

　感染のおそれがある疾病の発生及びまん延の予防を図るた
め、予防接種を行います。

②　地域医療の充実 所管課 予算書の
ページ

○地域医療推進事業 健康医療課 329 千円 200

　市、市民、医療機関等が一体となり、地域医療を推進しま
す。

○地域医療対策事業 健康医療課 21,590 千円 198

　輪番病院の運営に要する経費の一部助成及び地域医療ネット
ワークシステム「とねっと」の運営に要する経費の負担等、地
域医療体制の維持・充実を図ります。

○休日夜間急患診療所運営事業 健康医療課 12,411 千円 206

　医療機関が休診の時間帯に、初期救急医療を行う休日夜間急
患診療所を運営します。

○公共施設屋外AED設置事業 健康医療課 960 千円 200

　屋外公共施設にAEDを設置します。

③　子育て支援の充実 所管課 予算書の
ページ

○子どもの未来応援事業【新規】 子育て支援課 4,128 千円 180

　子どもの生活に関する実態調査等を行います。

○移動式赤ちゃんの駅整備事業【新規】 子育て支援課 222 千円 180

　移動式赤ちゃんの駅を整備します。

中央保健セン
ター

予算額

予算額

中央保健セン
ター
各保健センター
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○子どものための教育・保育給付事業 保育課 2,527,743 千円 180

　教育・保育サービスを提供する保育施設等に対して、事業運
営に係る費用の一部を給付します。

○私立保育所等施設整備費補助事業 保育課 295,077 千円 192

　私立保育所等の施設整備に対し、補助金を交付します。

○小規模保育改修費等支援事業【新規】 保育課 32,998 千円 192

　小規模保育事業所を新設する事業者に、施設改修経費の一部
を補助します。

○病児保育委託事業 保育課 13,968 千円 192

　病児保育を実施することにより、保護者の仕事と育児の両立
を図り、多様化する保育ニーズに対応します。

○保育所等における業務効率化推進事業【新規】 保育課 8,320 千円 192

　民間保育所等が、保育システムの導入や事故防止対策を推進
するため、必要な機器導入費用の一部を補助します。

○あおば保育園移転改築事業【新規】 保育課 29,939 千円 192

　老朽化したあおば保育園の改築を行うため、地域交流セン
ターを解体した跡地に移転整備を行います。

○旧さくら保育園園舎解体事業【新規】 保育課 18,764 千円 192

　さくら保育園の移転により、旧園舎の施設解体を行います。

○児童手当給付事業 2,174,331 千円 180

　児童1人につき月額10,000円または15,000円（所得制限に該当
する方は5,000円）を、生まれた月の翌月から中学校修了(15歳
到達後の年度末)まで支給します。

○子ども医療費支給事業 子育て支援課 510,519 千円 176

　子どもが必要とする医療が受けられるよう、中学校卒業まで
の子どもに対する医療費の一部を助成します。

○放課後児童健全育成事業 保育課 230,395 千円 188

　放課後児童クラブに対し、事業運営に係る人件費等の補助を
行います。

○桜田小学校学童クラブ整備事業【新規】 278,081 千円 192

　桜田小学校学童クラブの受入拡大を図るため、施設整備を行
います。

子育て支援課

保育課
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○あおばっこクラブ移転改修事業【新規】 203,594 千円 192

　青葉小学校の余裕教室を改修し、あおばっこクラブの施設整
備を行います。（平成29年度補正予算（第4号）にて計上、当初
予算では新規事業）

○ファミリー・サポート・センター運営事業 12,757 千円 178

　育児の援助を受けたい会員、援助できる会員で構成される市
内4箇所のファミリー・サポート・センターにアドバイザーを配
置し、会員による育児に関する相互援助活動を支援します。

○婚活支援事業 社会福祉課 400 千円 148

　婚活支援イベント等を実施する団体等に対し経費の一部を補
助します。

④　高齢者福祉の充実 所管課 予算書の
ページ

○市民後見推進事業 介護福祉課 7,601 千円 172

　市民後見人を育成し活用を図ることで、高齢者や障がい者の
権利擁護を推進します。

○いきいきデイサービス事業 32,692 千円 166

　介護保険の要介護または要支援に該当しない、おおむね65歳
以上の方に対し、健康体操等の介護予防事業を行います。

○介護保険特別会計繰出事業 介護福祉課 1,691,967 千円 174

　介護保険特別会計への繰出金です。

○介護予防・生活支援サービス事業（介護保険特別会計） 265,855 千円 436

　要支援者等に対して、自立した日常生活が送れるように介護
予防ケアマネジメントを行い、多様なサービスを提供できるよ
う支援します。

○一般介護予防事業（介護保険特別会計） 27,988 千円 436

　65歳以上の高齢者を対象として、身近な地域の中で生活機能
の維持又は改善を図るため、介護予防に関する知識の普及啓
発、地域における介護予防活動の育成支援等を実施します。

⑤　障がい者（児）福祉の充実 所管課 予算書の
ページ

○介護給付費事業 障がい者福祉課 1,461,593 千円 150

　障がい者（児）が日常生活の中で必要となるサービスを提供
する事業所に対して、その費用の一部を給付します。

予算額

保育課
文化財保護課

予算額

介護福祉課

子育て支援課

介護福祉課

介護福祉課
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○障がい者就労支援事業 障がい者福祉課 5,392 千円 158

　障がい者の就労の機会を拡大するため、就労に関する相談、
職場の開拓等を行います。

○重度心身障害者医療給付事業 障がい者福祉課 354,046 千円 156

　重度心身障がい者が安心して医療を受けられるよう、医療費
の一部を給付します。

○手話普及促進事業 障がい者福祉課 584 千円 160

　市民等に手話への理解及び普及を図るためのパンフレットを
作成します。

○障がい者のための防災マニュアル作成事業【新規】 障がい者福祉課 1,404 千円 156

　障がい特性に応じて、災害への備えや行動等をまとめた障が
い者のための防災マニュアルを発行します。

⑥　地域福祉・地域ボランティアの充実 所管課 予算書の
ページ

○社会福祉協議会補助事業 社会福祉課 125,285 千円 146

　地域福祉の充実を図るため、地域福祉活動の中核的担い手で
ある社会福祉協議会の活動費を支援します。

○久喜市民生委員及び児童委員活動補助事業 社会福祉課 31,311 千円 146

　日頃、生活の困難な方等に対し、必要な支援を行うととも
に、行政との連絡調整を行う民生委員及び児童委員の活動費を
支援します。

○要援護者見守り支援事業 社会福祉課 764 千円 148

　地域住民・関係団体等の協力の下、地域一体となった要援護
者の見守り支援体制づくりに取り組みます。

○ふれあいセンター久喜防水補修事業【新規】 4,696 千円 162

　ふれあいセンター久喜の防水補修工事に向けて設計業務委託
を実施します。

⑦　社会保障制度の充実 所管課 予算書の
ページ

○国民健康保険特別会計繰出事業 国民健康保険課 1,070,446 千円 174

　国民健康保険特別会計への繰出金です。

○高齢者健康増進事業 国民健康保険課 11,362 千円 172

　後期高齢者医療加入者に対し、人間ドックまたは脳ドックの
受診費用及び保養施設の宿泊費用を助成します。

予算額

予算額

ふれあいセン
ター久喜



13

○後期高齢者医療広域連合負担金事業 国民健康保険課 1,329,506 千円 174

　埼玉県後期高齢者医療広域連合への負担金です。

○後期高齢者医療特別会計繰出事業 国民健康保険課 358,119 千円 174

　後期高齢者医療特別会計への繰出金です。

○生活保護事業 生活支援課 2,697,695 千円 196

　生活保護法に基づき生活・住宅・教育・介護・医療・出産・
生業・葬祭扶助等の決定をし、保護費を支給します。

○生活困窮者自立支援事業 生活支援課 21,783 千円 148

　生活困窮者を包括的に支援し、自立の促進を図ります。

○生活困窮の子どもに対する学習支援事業 生活支援課 8,082 千円 148

　生活保護世帯及び生活困窮世帯の中学生・高校生を対象とし
た学習教室を行います。

4　心豊かな人材を育み、郷土の歴史文化を大切にするまち

①　幼児教育の充実 所管課 予算書の
ページ

○幼稚園運営事業 42,502 千円 304

　幼稚園の運営に係る施設内の教育環境を整えます。また、3年
保育の実施に向けて、備品等の整備を実施します。

○幼稚園就園奨励費補助事業 学務課 97,961 千円 304

　私立幼稚園在籍園児の保護者に対し、所得等に応じて、入園
料・保育料を支援します。

○私立幼稚園補助事業 学務課 1,800 千円 304

　私立幼稚園の園児の健康保持増進及び教育環境の整備充実を
図るため、幼稚園が実施する事業の費用を支援します。

②　学校教育の充実 所管課 予算書の
ページ

○英語教育指導事業 指導課 72,930 千円 284

外国語指導助手（ALT）を増員し、小中学校の英語教育の充実
及び国際理解教育を推進します。

○中学生学力アップ教育推進事業 指導課 5,131 千円 290

家庭での学習が困難であったり、学習習慣が十分身について
いない中学生に対し、学習習慣の確立や学力の定着を図るた
め、放課後学習支援を実施します。

中央幼稚園
栗橋幼稚園

予算額

予算額
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○教育支援センター等設置促進支援事業 指導課 8,414 千円 288

不登校児童生徒の状況に応じた総合的な教育支援体制の構築
を図ります。

○次代に語り継がれるレガシー創出事業【新規】 100 千円 290

　ラグビーワールドカップ2019及び東京2020オリンピック・パ
ラリンピック競技大会を通じた学びを深める教育プログラムの
開発・普及等を実施します。（平成29年度補正予算（第2号）に
て計上、当初予算では新規事業）

○スクール・サポート・スタッフ配置効果検証事業【新規】 1,620 千円 282

　授業準備の補助等を行うスクール・サポート・スタッフを配
置し、教職員の負担軽減の効果を検証します。

○市立小・中学校学区等審議会運営事業 720 千円 282

　充実した教育環境を整えるため、保護者や地域住民のご意見
を伺いながら、学校統廃合等の検討をします。

○小学校維持管理事業 355,589 千円 290

　児童が安全かつ安心な学校生活を送れるよう施設、設備の維
持管理を行います。

○小学校耐震化整備事業 150 千円 296

　清久・菖蒲・栗橋・鷲宮小学校の屋内運動場の非構造部材の
耐震化を図ります。当初予算は、修正設計費のみ計上していま
す。

○中学校維持管理事業 207,652 千円 296

　生徒が安全かつ安心な学校生活を送れるよう施設、設備の維
持管理を行います。

○中学校耐震化整備事業 300 千円 300

　久喜東・栗橋東・鷲宮・鷲宮東中学校の屋内運動場及び、久
喜南中学校多目的室の非構造部材の耐震化を図ります。当初予
算は、修正設計費のみ計上しています。

○中学校プール改修事業【新規】 12,913 千円 300

　久喜東中学校プールを改修します。

○小中学校タブレット端末維持管理事業 学務課 32,827 千円 290

小・中学校に導入したタブレット端末を適切に維持・管理し
ます。

○学校給食センター整備事業 935,992 千円 336

　老朽化した既存学校給食施設等に代わる新学校給食センター
を建設します。

指導課

指導課

教育総務課

学務課

学校給食課

教育総務課

教育総務課

教育総務課

教育総務課
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③　高等教育機関との連携 所管課 予算書の
ページ

○産学共同研究支援事業 企画政策課 1,007 千円 96

　地域経済の活性化を図るため、市内の企業と大学等による共
同研究等を支援します。

④　青少年の健全育成 所管課 予算書の
ページ

○青少年健全育成事業 2,356 千円 118

　青少年の健全な育成を推進する団体の活動を支援します。

⑤　人権教育の推進 所管課 予算書の
ページ

○人権教育推進事業 4,758 千円 316

　人権意識の高揚と、偏見・差別の解消を図るため、教室や講
座等を行います。

⑥　生涯学習の推進 所管課 予算書の
ページ

○市民大学推進事業 生涯学習課 859 千円 314

　生涯学習とボランティア活動を通じて、地域コミュニティづ
くりの担い手やリーダーの育成を目的に、市民大学事業を行い
ます。

○高齢者大学推進事業 生涯学習課 1,940 千円 316

　教養の向上と、趣味活動や社会参加による生きがいを高める
ための高齢者大学事業を行います。

○（仮称）生涯学習センター開設準備事業【新規】 生涯学習課 11,519 千円 316

　旧東京理科大学特別教室棟を（仮称）生涯学習センターとし
て開設（平成31年4月供用開始）するため、施設設備を整備しま
す。

○清久コミュニティセンター・西公民館駐車場整備事業【新規】 497 千円 314

　旧さくら保育園跡地を駐車場として整備します。

○図書館資料整備事業 35,575 千円 322

　利用者の多様なニーズに応えた図書館資料の整備・充実を図
ります。

○放課後子ども教室推進事業 生涯学習課 6,114 千円 306

　小学校の校庭や余裕教室を活用し、放課後等に学習・スポー
ツ・文化芸術分野の各種講座を行います。

予算額

予算額

生活安全課

生涯学習課

予算額

予算額

中央図書館
各図書館

西公民館
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⑦　歴史・文化の継承と活用 所管課 予算書の
ページ

○文化会館改修事業 生活安全課 95,559 千円 104

　久喜総合文化会館の施設設備、機器の老朽化に対応し、利用
者に安心・安全かつ快適に利用してもらうため、平成30年度は
小ホールの舞台音響設備改修工事を実施します。

○文化振興事業 生涯学習課 3,939 千円 308

　久喜市美術展、久喜市民芸術祭、埼玉県芸術文化祭「吹奏楽
フェスティバル」、及び街かどコンサート等を開催し、文化振
興の発展を図ります。

○文化財保護事業 文化財保護課 3,043 千円 322

　文化財の調査や指定文化財の保護・活用等を行います。

○市指定文化財「久喜八雲神社の山車行事」調査事業 文化財保護課 3,480 千円 324

　市指定文化財「久喜八雲神社の山車行事（天王様・提灯
祭）」の調査を行い、報告書を刊行します。

○発掘調査報告書作成事業【新規】 文化財保護課 2,997 千円 324

　神明神社東遺跡及び栢間小塚遺跡の発掘調査報告書を作成し
ます。

○本多静六記念館展示改修事業【新規】 文化財保護課 3,489 千円 324

　新たな展示スペースを整備するほかに、写真パネル等を容易
に掲出できるように改修します。

⑧　スポーツ・レクリエーション活動の充実 所管課 予算書の
ページ

○久喜マラソン大会事業 生涯学習課 9,750 千円 330

　久喜マラソン大会を開催します。

○市民体育祭事業 6,225 千円 314

　市民にスポーツ・レクリエーション活動に親しむ機会を提供
するとともに、コミュニティの連帯感を醸成する市民体育祭を
開催します。

5　安全で調和のとれた住みよい快適なまち

①　都市機能の整備 所管課 予算書の
ページ

○都市計画基本図作成事業【新規】 都市計画課 27,058 千円 260

　都市計画基礎調査の指標に基づき、都市計画基本図（地形
図）を作成します。

○東鷲宮駅周辺整備事業 都市整備課 149,824 千円 262

　東鷲宮駅東西連絡地下道のバリアフリー化整備を行います。

予算額

予算額

予算額

中央公民館
各公民館
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○土地区画整理事業特別会計繰出事業 都市整備課 141,043 千円 260

　土地区画整理事業特別会計への繰出金です。

○栗橋北二丁目地区土地区画整理事業 都市計画課 297 千円 258

　八坂神社の移転先と公園等の公共施設を整備するための土地
区画整理事業を推進します。

○市営松永団地建物解体事業【新規】 営繕課 886 千円 268

　市営住宅松永団地3号棟の解体工事に向けて、設計業務委託を
実施します。

②　道路・公共交通の整備・充実 所管課 予算書の
ページ

○西堀・北中曽根線道路改良事業 道路河川課 191,800 千円 252

　西堀・北中曽根線の道路改良工事等を行います。

○佐間・八甫線整備事業 154,959 千円 262

　栗橋地区と鷲宮地区を結ぶ佐間・八甫線を整備するため、用
地買収や道路改良工事等を実施します。

○鷲宮産業団地青毛線整備事業 都市整備課 4,000 千円 264

　久喜地区と鷲宮地区を結ぶ都市計画道路鷲宮産業団地青毛線
を整備するため、地質調査業務を実施します。

○東停車場線整備事業 100,000 千円 262

　都市計画道路久喜東停車場線（久喜駅東口大通り）を延伸整
備するため、道路改良工事を実施します。

○平沼和戸線整備事業 29,850 千円 262

　都市計画道路平沼和戸線（けやき通り）を延伸整備するた
め、測量や設計業務等を行い、用地買収を実施します。

○建築後退用地取得促進事業【統合・組替】 建築審査課 2,700 千円 252

　土地所有者が、建築後退用地等を市に寄付採納した場合に、
奨励金を交付します。

○道路レスキュー事業 道路河川課 5,458 千円 250

　市民等から道路に関する不具合について通報を受けた際に、
速やかに現場に駆けつけ、対応します。

○市内循環バス運行事業 生活安全課 57,773 千円 118

　公共施設等への市民の交通手段として、日常生活の利便性を
高めるため、市内循環バスを運行します。

○デマンド交通運行事業 生活安全課 44,618 千円 120

　交通弱者の移動手段確保と公共交通不便地域における日常交
通を確保するため、菖蒲地区及び栗橋・鷲宮地区において、デ
マンド交通を運行します。

予算額

都市整備課

建設管理課
都市整備課

都市整備課
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○地域公共交通実証実験事業【新規】 生活安全課 22,100 千円 120

　地域公共交通実証実験（デマンドタクシー）を実施します。
（平成29年度補正予算（第2号）にて計上、当初予算では新規事
業）

○地域公共交通検討事業 生活安全課 1,106 千円 120

　地域公共交通会議を開催し、市が運営する公共交通について
検討します。

○バスターミナル管理事業【新規】 2,854 千円 260

　菖蒲バスターミナルを安全で快適な状態で利用できるように
維持管理します。

③　公園の緑化と水辺環境の保全 所管課 予算書の
ページ

○（仮称）菖蒲運動公園整備事業 公園緑地課 199,600 千円 266

　（仮称）菖蒲運動公園の整備を行います。

○（仮称）本多静六記念　市民の森・緑の公園整備事業 公園緑地課 77,550 千円 266

　（仮称）本多静六記念　市民の森・緑の公園の整備に向けて
造成工事に着手するとともに、基本設計を実施します。

○栗橋駅西土地区画整理事業地内公園整備事業【新規】 公園緑地課 2,884 千円 266

　栗橋駅西土地区画整理事業地内の公園を整備します。

○公園施設改修事業 公園緑地課 3,000 千円 266

　既存公園施設の改修工事を実施します。

④　上下水道の整備 所管課 予算書の
ページ

○浄水場施設更新事業（水道事業会計） 水道施設課 773,850 千円 －

　安全・安心な水道水を安定的に供給していくため、受変電設
備の更新等を行います。

○配水管布設替等事業（水道事業会計）　 水道施設課 588,522 千円 －

　老朽化した配水管の更新（布設替）等を行います。

○下水道事業会計負担事業 下水道業務課 1,735,281 千円 266

　下水道事業会計への負担金及び補助金です。

○下水道管布設事業（下水道事業会計） 下水道施設課 658,090 千円 －

　下水道事業計画（認可）区域内での下水道管渠の整備を行い
ます。

○農業集落排水事業特別会計繰出事業 下水道業務課 392,079 千円 230

　農業集落排水事業特別会計への繰出金です。

予算額

予算額

都市整備課
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⑤　治水対策の充実 所管課 予算書の
ページ

○利根川堤防対策事業 都市計画課 665 千円 258

　国が進める首都圏氾濫区域堤防強化対策事業を円滑に進める
ため、利根川堤防対策にかかる協議会を支援します。

○河川補修事業 道路河川課 25,200 千円 256

　河川の補修工事等を行います。

○雨水排水施設管理事業 8,607 千円 266

　市街地の浸水被害を防止するため、調整池及び遊水池の維持
管理を行います。

⑥　防災・消防体制の充実 所管課 予算書の
ページ

○液状化対策推進事業 都市整備課 78,194 千円 258

　液状化被害を受けた地区について、排水ポンプ等の維持管理
を行うとともにモニタリングを実施し、液状化対策の効果や影
響について確認します。

○防災訓練事業 消防防災課 4,591 千円 272

　防災意識の高揚と災害時における行動力を養うために総合防
災訓練を実施します。訓練会場では、VR（ヴァーチャルリアリ
ティ）による避難体験ができるブースを設置します。

○自主防災組織育成事業 消防防災課 8,780 千円 274

　防災意識の高揚と地域の実状に応じた防災活動を促進するた
め、自主防災組織の育成及び支援を推進します。

○防災備蓄品整備事業 6,831 千円 274

　災害時に住民の生活を確保するための食料、生活必需品及び
防災用資機材等の備蓄を実施します。

○防災行政無線デジタル化更新事業 消防防災課 388,294 千円 274

　現在のアナログ式防災行政無線をデジタル化するため、昨年
度に引き続き更新工事を実施します。

○地域防災計画及びハザードマップ改訂事業【新規】 消防防災課 23,199 千円 274

　地域防災計画及びハザードマップを改訂します。

○消防団活動事業 消防防災課 78,886 千円 270

　火災や災害の拡大を防止するための消防団活動を推進しま
す。

○消防団車両購入事業 消防防災課 58,538 千円 272

　消防団車両（ポンプ車3台）を購入（更新）します。

○埼玉東部消防組合負担金事業（常備消防費）（非常備消防費） 消防防災課 2,112,516 千円 270

　埼玉東部消防組合への負担金（常備・非常備消防費）です。

予算額

予算額

消防防災課
社会福祉課
健康医療課

下水道業務課
下水道施設課
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⑦　防犯体制の強化 所管課 予算書の
ページ

○防犯体制充実事業 6,387 千円 116

　防犯意識の高揚や防犯体制の推進・充実のために、防犯啓発
活動等を実施します。

○防犯灯管理事業 43,307 千円 114

　犯罪被害の防止、歩行者の安全・安心の確保を図るため、防
犯灯の適切な維持管理を行います。

⑧　交通安全対策の充実 所管課 予算書の
ページ

○交通安全対策事業 生活安全課 40,113 千円 114

　交通指導員の配置・交通安全啓発活動の推進・交通安全推進
団体への補助金等、各種交通安全対策を実施します。

○交通安全施設管理事業 47,121 千円 114

　道路反射鏡（防曇タイプ）、照明灯、路面標示、防護柵など
の交通安全施設の設置や維持管理を行います。

○ゾーン３０推進事業【新規】 道路河川課 3,498 千円 116

　最高速度30キロの区域制限を中心とした安全対策を推進し、
歩行者等の安全な生活道路を確保します。

○放置自転車対策事業 生活安全課 13,788 千円 116

　自転車等放置禁止区域内の放置自転車等を防止し、良好な生
活環境を保持します。

6　地域の産業が元気で、多彩な企業が集積する豊かなまち

①　農業の振興 所管課 予算書の
ページ

○農業経営安定推進事業 8,132 千円 228

　農業の担い手の育成と農業経営の安定を図るため、農業団体
への助成及び農業制度資金の利子補給を行います。

○農業次世代人材投資事業【統合・組替】 農業振興課 9,000 千円 228

　次世代を担う農業者となることを志向する者を支援します。

○農産物ブランド化推進事業 農業振興課 810 千円 228

　久喜市産農産物を市内外へPRすることにより、地産地消やブ
ランド化の推進を図ります。

○環境保全型農業推進事業 農業振興課 688 千円 228

　特別栽培農産物の生産を支援し、環境に配慮した農業の推進
を図ります。

.

○農業用施設整備事業【新規】 農業振興課 46,743 千円 232

　農業用用排水路等の農業用施設を整備します。

予算額

予算額

予算額

生活安全課

農業振興課

生活安全課

生活安全課
道路河川課
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○農村センター防水補修事業【新規】 農業振興課 25,000 千円 236

　老朽化した農村センターの防水工事を実施します。

○農業センター撤去事業 99,616 千円 236

　農業センター廃止後の建物等の撤去工事を行います。

②　工業の振興 所管課 予算書の
ページ

○企業等誘致事業 商工観光課 139,457 千円 240

　企業誘致を推進する菖蒲北部地区、菖蒲南部産業団地及び清
久工業団地周辺地区へ進出した企業に対して、奨励金等を交付
します。

③　商業の振興 所管課 予算書の
ページ

○商工会補助事業 商工観光課 59,576 千円 238

　商工業の振興を図るため、商工会に補助金を交付します。

○創業支援補助事業 商工観光課 5,000 千円 240

　市内で空き店舗を活用し創業する方を支援するため、補助金
を交付します。

○中小企業・小規模企業振興計画策定事業【新規】 商工観光課 5,635 千円 240

　中小企業・小規模企業の振興に関する施策の総合的な推進を
図るため、中小企業・小規模企業振興計画を策定します。

④　観光の振興 所管課 予算書の
ページ

○日光街道埼玉六宿連携事業【新規】 商工観光課 253 千円 242

　日光街道六宿がある県東部の草加市、越谷市、春日部市、杉
戸町、幸手市、久喜市（栗橋宿）と東部地域振興センター及び
利根地域振興センターが一体となって宿場の魅力を発信しま
す。

○観光協会補助事業 商工観光課 22,434 千円 240

　観光事業の振興を図るため、観光協会に補助金を交付しま
す。

○観光情報発信事業 商工観光課 544 千円 242

　市のイベントPRと観光ボランティアガイドの育成・支援を行
います。

○街路灯フラッグ整備事業【新規】 商工観光課 717 千円 242

　街路灯に設置した「らきすたフラッグ」の作成・交換を実施
します。

⑤　勤労者福祉と就業支援の充実 所管課 予算書の
ページ

○雇用対策事業 商工観光課 924 千円 222

　雇用対策を図るため、内職相談や職業紹介、就業相談等を実
施する久喜市ふるさとハローワークの運営支援を行います。

予算額

予算額

予算額

予算額

農業振興課



22

○勤労者住宅資金貸付事業 商工観光課 2,600 千円 222

　勤労者の福祉の増進と労働力の確保のため住宅融資制度を行
います。

⑥　消費生活の充実 所管課 予算書の
ページ

○消費生活事業 生活安全課 3,128 千円 116

　消費者被害の防止と消費者としての自立を促進するため、消
費生活に関する情報提供及び相談等を行います。

○法律相談事業 生活安全課 2,002 千円 120

　日常生活で起こる様々な法律的問題について、弁護士相談等
を行います。

7　行財政を見直し、改革を進めるまち

①　行政改革の推進 所管課 予算書の
ページ

○行政評価推進事業 企画政策課 297 千円 96

　簡素で効率的な行財政システムを確立するため、行政評価シ
ステムを推進します。

○職員研修事業 人事課 4,782 千円 82

　派遣研修・共同研修をはじめ、職員の資質向上を図るため、
職員研修を行います。

○コンビニ交付事業 10,065 千円 134

　コンビニエンスストアにおいて、住民票の写し等の各種証明
を交付します。

○旧理科大校舎等改修事業 企画政策課 420,724 千円 98

　旧東京理科大学校舎等を公共施設として有効活用するための
改修工事を実施します。

○行政改革推進事業 企画政策課 240 千円 96

　行政改革大綱に基づき、行政改革を推進します。

②　健全な財政運営の確立 所管課 予算書の
ページ

○ふるさと納税寄附金推進事業 企画政策課 5,744 千円 96

　ふるさと納税の寄附をしていただいた方に、市内の特産品な
どのお礼の品を贈ることで、自主財源の確保及び特産品等のPR
を図ります。

○ペイジー・クレジット収納事業 収納課、出納室 7,173 千円 130

　ペイジー収納及びクレジット収納を実施することにより、市
税等の納付機会の拡大による市民サービスの向上を図ります。

収納課、出納室
（国民健康保険
特別会計分）

1,120 千円 380

予算額

予算額

予算額

市民税課
市民課（総合窓
口）
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◎新規事業

街路灯フラッグ整備事業

小規模保育改修費等支援事業

旧さくら保育園園舎解体事業

あおば保育園移転改築事業

妊婦歯科健康診査事業

ふれあいセンター久喜防水補修事業

移動式赤ちゃんの駅整備事業

管財課

（単位：千円）

事　業　名

地域交流センター移転改修事業

鷲宮西コミュニティセンター屋上防水補修事業

ゾーン３０推進事業

羽生領島中領用排水路土地改良区総代総選挙執行事業

予 算 額

35,331

9,535

3,498

3,390

所 管 課

自治振興課

道路河川課

栗橋総務管理課

発掘調査報告書作成事業

清久コミュニティセンター・西公民館駐車場整備事業

地域防災計画及びハザードマップ改訂事業

都市計画基本図作成事業

日光街道埼玉六宿連携事業

農業用施設整備事業

桜田小学校学童クラブ整備事業

保育所等における業務効率化推進事業

子どもの未来応援事業

中学校プール改修事業

（仮称）生涯学習センター開設準備事業

本多静六記念館展示改修事業

バスターミナル管理事業

栗橋駅西土地区画整理事業地内公園整備事業

市営松永団地建物解体事業

スクール・サポート・スタッフ配置効果検証事業

災害廃棄物処理計画策定事業

農村センター防水補修事業

中小企業・小規模企業振興計画策定事業

庶務課・各総務管理課県議会議員一般選挙執行事業

経済センサス基礎調査事業

平成３０年住宅・土地統計調査事業

２０２０年農林業センサス事業

障がい者のための防災マニュアル作成事業

企画政策課

企画政策課

企画政策課

障がい者福祉課

ごみ処理施設建設推進課

農業振興課

農業振興課

社会福祉課

子育て支援課

子育て支援課

保育課

保育課

保育課

文化財保護課

文化財保護課

7,430

54

1,404

4,696

4,128

222

32,998

営繕課

消防防災課

指導課

教育総務課

西公民館

生涯学習課

商工観光課

商工観光課

商工観光課

都市整備課

都市計画課

公園緑地課

保育課

保育課

中央保健センター

497

11,519

3,489

2,997

605

27,058

2,884

886

23,199

1,620

12,913

46,743

25,000

5,635

253

717

2,854

8,320

18,764

29,939

278,081

540

8,262

87

615,548合　　計　　　

・平成30年度新規の事業を紹介します。（全35事業）
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※予算額は、平成29年度当初予算額を記載しています。

総合振興計画後期基本計画策定事業 企画政策課 9,953

社会保障・税番号制度対応システム改修事業 管財課 2,700

（単位：千円）

事　業　名 所 管 課 予 算 額

◎完了・廃止事業

鷲宮西コミュニティセンター空調設備改修事業 鷲宮市民課 65,983

被災者住宅支援事業 社会福祉課 120

男女共同参画行動計画策定事業 人権推進課 3,813

公文書館改修事業 公文書館 208,861

栗橋駅構内市民サービスコーナー管理運営事業 栗橋市民課 2,490

商業統計調査事業 企画政策課 69

被災者住宅再建支援事業 都市整備課 10,000

菖蒲総合支所庁舎外壁補修事業 菖蒲総務管理課 55,151

障がい者計画・障がい福祉計画策定事業 障がい者福祉課 4,320

公的介護施設等整備補助事業 介護福祉課 37,589

平成２９年就業構造基本調査事業 企画政策課 1,706

平成３０年住宅・土地統計調査単位区設定事業 企画政策課 880

旧市営釣場緑地復旧事業 商工観光課 10,193

民間建築物アスベスト対策事業 建築審査課 500

農業センター管理事業 鷲宮環境経済課 3,768

農業センター各種作業委託事業 鷲宮環境経済課 12,677

中央公民館 20,506

教育委員会事務局移転事業 教育総務課 3,024

青葉小学校プール改築事業 教育総務課 135,902

圏央道側道整備事業負担金事業 都市計画課 159,000

教育振興基本計画策定事業 教育総務課 888

・平成29年度事業完了又は廃止した事業を紹介します。（全28事業）

合　　計　　　 766,884

森下公民館空調設備更新事業 中央公民館(森下公民館) 15,185

東日本大震災被災者支援基金積立事業 企画政策課 2

市立幼稚園保育料等検討委員会運営事業 学務課 540

中央公民館昇降機更新事業

学校給食審議会運営事業 学務課 216

図書館施設整備更新事業 中央図書館 848
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・事業の統合又は組替があった事業を紹介します。

事務局業務経費

事務局業務経費（学務課）

事務局業務経費（指導課）

転任・新採用・退職教職員事業

小規模学校・小規模学級活性化事業

障害支援区分認定調査事業

➡

◎統合・組替事業

児童生徒等健康診断・健康管理事業

教職員健康診断・健康管理事業

建築後退線買収事業 建築後退用地取得促進事業

都市計画業務経費

清久工業団地周辺地区開発整備推進事業
都市計画業務経費

⇒

➡
➡

➡

市史編さん事業

児童生徒結核対策事業

教職員結核対策事業

➡

平成29年度の事業名（旧）

事業数　26

ストレスチェック事業

障害支援区分認定審査会事業

けやきの木管理運営事業

くりの木管理運営事業

あゆみの郷管理運営事業

ゆう・あい管理運営事業

いちょうの木管理運営事業

交通安全施設整備事業

交通安全思想普及事業

交通事故被害者救済対策事業

交通指導員運営事業

➡

➡

不妊治療費助成事業

水質汚濁防止事業

大気汚染防止事業

青年就農給付金事業

⇒

⇒

➡

※統合は【➡】、組替は【⇒】で表示しています。

平成30年度の事業名（新）

➡
➡

教育指導事業

文化財保護事業

不妊検査・治療費助成事業

公害監視調査事業

農業次世代人材投資事業

障がい者施設運営事業

事業数　15

職員福利厚生事業

障害支援区分認定事業➡

➡

交通安全施設管理事業

交通安全対策事業
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(単位：円）

積立 繰入(取崩）

1 5,356,731,998 196,000 2,597,023,000 400,000,000 3,159,904,998

2 129,556,282 2,000 0 129,558,282

3 42,760,497 10,877,000 14,800,000 38,837,497

4 40,063,481 2,002,000 3,113,000 38,952,481

5 6,875,760 1,000 638,000 6,238,760

6 901,045 201,000 200,000 902,045

7 1,403,217 1,000 500,000 904,217

8 241,961,629 110,009,000 120,000,000 231,970,629

9 26,972,395 1,000 0 26,973,395

10 574,928,856 21,000 67,324,000 507,625,856

11 1,296,030,406 37,000 0 1,296,067,406

12 441,573,812 9,000 0 441,582,812

13 93,005,946 4,000 7,000,000 86,009,946

8,252,765,324 123,361,000 2,810,598,000 400,000,000 5,965,528,324

※　地方自治法第２３３条の２の規定による基金編入額です。

減債基金

久喜市基金残高(一般会計所管分）：平成30年度

番
号

基金名称
平成29年度末
残高見込

平成30年度中

その他の増減
平成30年度末
残高見込

財政調整基金

育英資金基金

ごみ処理施設整備基金

（仮称）本多静六記念
市民の森・緑の公園整備基金

本多静六博士顕彰事業基金

場外発売場環境整備基金

市民活動推進基金

福祉基金

東京理科大学教育振興基金

合計

東日本大震災復興交付金基金

東鷲宮駅東西連絡地下道バリア
フリー化整備基金

東鷲宮土地区画整理事業地内
の整備及び管理基金

※
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