
－14－  2款　総務費

（款）2 総務費　 　（項）1 総務管理費　 　（目）1 一般管理費　 （単位：円）

秘書業務経費 14,164,550 （目的）市長及び副市長の円滑な公務遂行を図ります。 74

（秘書課）

（対象）市長、副市長、市政運営に関係する団体及び個人

（手段）・久喜市表彰規則に基づき、表彰状63件、感謝状107件を贈呈しました。

・市長交際費支出基準に基づき、交際費259件を支出しました。

・市長公用車をリースし、運行管理を委託にて実施しました。

・全国市長会、埼玉県市長会等の関係団体に負担金を支出しました。

（成果）市政運営に関係する団体及び個人との良好な関係を保ち、市長及び副市長が円滑に公務を行うこ

　とができました。

人事管理事業 9,558,226 （目的）職員の人事管理及び給与の支給等を適正かつ効率よく行います。 76

（人事課）

（対象）職員

（手段）適正な人事管理を行うため、人事ヒアリングや定員適正化計画等に基づき、適正な職員配置に努

　め、職員採用についても必要に応じ実施しました。また、給与の支給についても、効率的な処理を

　行いました。

・令和元年度退職者 　44人（定年22人、勧奨6人、自己都合等16人）

・令和元年度採用試験に 　45人（新規採用職員40人、任期付職員5人）

よる採用者

（成果）新たな行政需要や社会環境の変化に対応する適正な人員配置及び人事管理を行うことができまし

　た。また、給与の支給についても、人事給与システムの賃貸借によって効率的な処理を行うことが

　できました。

職員研修事業 3,281,974 （目的）公務員としての意識の確立と職員の能力を高め、まちづくりの担い手としての人材の育成を図り 76

（人事課） 　ます。

（対象）職員

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　 　業　 　の　 　成　 　果
決算書の
ページ



（手段）職員研修実施計画に基づき、職員研修を計画的に実施したほか、各種研修に職員を派遣しまし

　た。

・市独自研修 （単位：人、日）

新規採用職員研修

新規採用職員 体験研修

・高齢者介護実習2日間×5日程：鶴寿荘

・清掃業務実習1日間×10日程：久喜宮代衛生組合

・障がい者介護実習1日間×8日程：久喜けいわ　他

ガイドヘルプ研修

消防体験研修

政策形成能力向上研修

手話研修

手話研修（基礎）

普通救命講習会

インスタント・シニア研修

管理職人権問題研修

職員全体研修（人権問題研修、服務規律と公務員倫理）

人事評価研修

女性職員キャリアアップ研修

イクボス研修

※日数は研修生1人が出席する日数です。

・共同研修 （単位：人、日）

三市一町共同研修会 初級職員研修

上級職員研修

係長実践研修

応対能力養成研修

マネジメント研修

法制執務研修

民法研修

管理職研修

※日数は研修生1人が出席する日数です。

37 4

15 21 36 1

20 16 36 4

8 4 12 12

研 修 名 男 女 合計 日数

15 22 5

15 22

37

9 17 26 8

19 17 36 2

24 9 33 1

14 9 23 1

151 39 190 1

496 279 775 2

9 6 15 2

0 25 25 1

14 4 18 1

研 修 機 関 名 研 修 名 男 女 合計 日数

19 18 37 4

10 5 15 3

10 2 12 2

17 11 28 3

8 2 10 2

3 1 4 3

6 1 7 3

6 3 9 2
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－16－  2款　総務費

（款）2 総務費　 　（項）1 総務管理費　 　（目）1 一般管理費　 （単位：円）

・派遣研修

（単位：人、日）

彩の国さいたま 新規採用職員研修（第Ⅰ部課程）

人づくり広域連合 新規採用職員研修（第Ⅱ部課程）

中級職員研修（基礎）

中級職員研修（実践）

主査級研修

課長補佐級研修

課長級研修

簿記入門と公会計

新・経済の動きを読む

ビッグデータを活用した政策形成

地方自治法A（基本編）

地方公務員法A（基本編）

地方公務員法B（事例研究編）

セルフリーダーシップ

グローバルマインド養成

説明スキル向上

窓口・クレーム対応向上

文書作成力向上

問題発見の目を養う

創造力トレーニング

業務に活かすセルフマネジメント

組織力を高める！引継ぎ・業務

マニュアル

公共マーケティング

事例で学ぶ自治体のAI活用術

ゲームで学ぶ・自治体経営

シミュレーション

法制執務講師養成研修

人づくりセミナー第1回

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　 　業　 　の　 　成　 　果
決算書の
ページ

研 修 機 関 名 研 修 名 男 女 合計 日数

15 22 37 4

14 22 36 1

14 10 24 3

17 10 27 3

10 3 13 3

14 5 19 2

5 2 7 2

2 1 3 2

0 2 2 2

2 1 3 2

3 1 4 2

2 1 3 1

1 0 1 3

2 0 2 1

2 1 3 2

2 0 2 2

1 2 3 2

3 0 3 2

1 0 1 3

1 0 1 2

2 2 4 1

3 0 3 1

1 0 1 1

1 0 1 1

1 0 1 1

1 0 1 4

0 3 3 1



　 　

人づくりセミナー第2回

人づくりセミナー第3回

私債権（使用料等）徴収事務

行政不服申立

契約事務研修

女性職員のためのキャリアデザイン

魅きつける企画・デザインを学ぶ

法制執務研修

災害対応研修

再任用希望職員研修

市町村職員中央 情報公開と個人情報保護

研修所 法令実務B（応用）

管理職を目指すステップアップ講座

災害に強い地域づくりと危機管理

選挙事務

日本経営協会 講義と演習で習得する

地方公営企業の消費税

処遇反映と育成に向けた人事評価制度

の改善と運用

建築工事の工事監理の具体的な進め方

公共施設マネジメント（個別施設計画

策定）の実践と施設再編による新たな

まちづくり

建築・土木検査担当者のための電気・

機械設備コース

償却資産の実務

介護保険担当職員のための指定居宅介護

支援事業所における指導監査のポイント

特定教育・保育施設等における指導監査

の実務

自治大学校 第2部課程第186期研修

第3部課程第110期研修

第1部・第2部特別課程第37期研修

　　　　※日数は研修生1人が出席する日数です。　　　

0 1 1 1

0 2 2 1

1 0 1 2

1 0 1 2

1 1 2 2

0 1 1 3

1 0 1 2

1 0 1 2

2 1 3 1

11 9 20 1

0 1 1 5

1 1 2 11

0 1 1 5

1 0 1 9

1 0 1 5

1 0 1 2

1 0 1 2

1 0 1 2

0 1 1 2

1 0 1 2

0 1 1 2

0 1 1 2

1 0 1 2

1 0 1 65

1 0 1 21

0 1 1 39
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－18－  2款　総務費

（款）2 総務費　 　（項）1 総務管理費　 　（目）1 一般管理費　 （単位：円）

（成果）職員研修を計画的に実施するとともに、各種研修に職員を派遣することにより、職員の能力開発

　と資質の向上に資することができました。

職員福利厚生事業 11,568,633 （目的）職員等の健康の保持増進を図ります。 76

（人事課）

（対象）定期健康診断…正規職員、再任用職員、第一種臨時職員

　大腸検診及び胃検診…正規職員及び被扶養配偶者（任意継続組合員及び被扶養配偶者を含む）

　肩こり・腰痛・眼精疲労改善セルフエクササイズ講習会…正規職員、再任用職員、臨時職員

ストレスチェックテスト…正規職員、再任用職員、第一種臨時職員

（手段）定期健康診断を主とした健康管理事業を実施しました。

（単位：日、人、円）

定期健康診断

大腸検診

胃検診

肩こり・腰痛・眼精疲労改善セルフエクササイズ

講習会

ストレスチェックテスト

ストレスチェックに伴う個別面接

※大腸検診・胃検診については、埼玉県市町村職員共済組合が全額負担するため、支出はありま

せん。

※ストレスチェックテストについては、実施日を示しています。

※肩こり・腰痛・眼精疲労改善セルフエクササイズ講習会については、新型コロナウイルス感染

症の感染拡大防止のため中止しました。

（成果）各種事業の実施により、職員等の心身両面における健康の保持増進に資することができました。

入札参加事務事業 2,876,186 （目的）競争入札の執行により適正な入札・契約事務を行います。 78

（契約検査課）

（対象）入札執行課

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　 　業　 　の　 　成　 　果
決算書の
ページ

事　業　名 実　施　日　数 人 数 支 出 額

8 950 5,139,720

0 0 0

R2.1.14～R2.1.24 954 491,986

1 4 165,000

5 293 0

5 96 0



（手段）埼玉県電子入札共同システム等により、競争入札の参加資格に関する審査を行い、入札参加資格

　者名簿を作成するとともに、競争入札の執行により適正な入札・契約事務を行いました。

　平成31・32年度入札参加資格者名簿登載状況

（単位：事業者）

　令和元年度入札件数及び落札率

・建設工事（設計額130万円超） 参考（平成30年度：設計額250万円以上）

※一般競争入札：令和元年度設計額500万円以上、平成30年度設計額2,000万円以上

・設計・調査・測量業務委託（設計額50万円超） 参考（平成30年度：設計額100万円以上）

・土木施設維持管理業務委託（設計額50万円超） 参考（平成30年度：設計額100万円以上）

（成果）入札参加資格者名簿の作成及び競争入札の執行により、入札・契約事務の適正化を図ることがで

　きました。

行政不服審査会運営 0 （目的）行政の処分又は不作為に対してなされた審査請求に関し、審査庁の判断の妥当性について、第三 78

事業 　者の立場で調査・審議を行います。

（庶務課）

（対象）行政不服審査会委員及び審査関係人

（手段）行政不服審査会の開催

（成果）案件がなかったため、行政不服審査会を開催しませんでした。

指名競争入札 27件 96.1％ 97件

92.1％ 20件 94.6％

一般競争入札 118件 96.7％

95.6％

合　　計 145件 96.6％ 142件

45件

合　　計 3,963

入札方式 件数 落札率 件数 落札率

指名競争入札 106件 90.3％ 84件 90.4％

落札率 件数 落札率

登　録　区　分 名簿登載者数

建設工事 1,375

設計・調査・測量業務 933

土木施設維持管理業務 343

物品等（その他業務含む） 1,312

96.5％

96.1％

入札方式 件数

入札方式 件数 落札率 件数 落札率

指名競争入札 25件
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－20－  2款　総務費

（款）2 総務費　 　（項）1 総務管理費　 　（目）1 一般管理費　 （単位：円）

被災地職員派遣事業 227,991 （目的）令和元年9月に発生した台風15号災害及び令和元年10月に発生した台風19号災害により被災した 78

（人事課） 　自治体の復興を支援します。

（対象）千葉県南房総市、埼玉県東松山市、長野県佐久市

（手段）職員を被災自治体へ派遣しました。

・千葉県南房総市

・埼玉県東松山市

・長野県佐久市

※派遣期間は移動日を含みます。

（成果）職員を派遣することにより、被災自治体の復興を支援することができました。

（款）2 総務費　 　（項）1 総務管理費　 　（目）2 広報広聴費　 （単位：円）

広報発行事業 24,846,004 （目的）市政運営に対する理解と協力をいただくため、様々な情報を掲載した広報紙を発行します。 80

（庶務課）

（対象）市民（全世帯）

（手段）毎月1日に「広報くき」を発行し、区長等を通じて各世帯に配布しました。

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　 　業　 　の　 　成　 　果
決算書の
ページ

農林道・水路等の災害調査・測量設計

派遣期間 延人数 業務内容

罹災証明発行に係る住家被害認定業務

R元.10.21～R元.10.31 8人 罹災証明発行に係る住家被害認定業務

R元.10.30～R元.12.13 10人 産業廃棄物仮置場の運営支援

派遣期間 延人数

R元.11.17～R元.11.30 14人

業務内容

R元.10.7～R元.10.11 5人

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　 　業　 　の　 　成　 　果
決算書の
ページ

派遣期間 延人数 業務内容



　また、令和元年5月号から紙面をリニューアルし、全ページをフルカラー化するとともに、毎月

　特集ページを設けました。

・広報くきの発行　4色刷り （単位：部、頁）

（成果）月1回広報紙を発行し、区長等を通じて配布することにより、様々な情報を市民に提供すること

　ができました。また、全ページフルカラー化と特集ページを設けたことで、誰にでも見やすくな

　り、市が発信したい情報をわかりやすく伝えることができました。　

ホームページ事業 2,877,236 （目的）市政運営に対する理解と協力をいただくとともに、市の取り組みや魅力等を紹介し、多くの方に 80

（庶務課） 　久喜市のことをよく知ってもらうため、市ホームページを活用して、様々な情報を市内外に発信し

　ます。

（対象）市民、インターネット利用者

（手段）担当課等が行政情報を適切に作成・更新していることを確認しました。

　また、最新の情報に更新するよう、ホームページの運用管理を行いました。

（成果）ホームページを通じて、市の主要な事業や催しもの、市の魅力等の様々な情報を発信することが

　できました。

※久喜市ホームページ年間アクセス件数（全ページ合計） 　7,027,128件

タウンミーティング 0 （目的）久喜市の未来を見据えたまちづくりについて、市民の声を市政運営に反映させるため、「久喜市 82

開催事業 　をもっと良くするタウンミーティング～まちづくりのアイデアを募集します！～」を開催し、市民

（庶務課） 　との意見交換を行います。　

（対象）市民

R元.11 61,900 34

R元. 6 61,900 32

32 R2. 4 62,000 32

30

R元. 9 61,900

61,900 32

R元. 7 61,900 32 R2. 1 62,200 32

R元. 8 61,900 32 R2. 2 61,900

R元.12 61,900 32

発行月 発行部数 頁数

R元. 10 61,900

発行月 発行部数 頁数

32 R2. 3 62,000 32

R元. 5
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－22－  2款　総務費

（款）2 総務費　 　（項）1 総務管理費　 　（目）2 広報広聴費　 （単位：円）

（手段）市内2箇所の会場において、市長の市政に対する考えを説明しました。

　また、参加者からの意見や提案に対し、懇談形式で応答しました。

（単位：人）

（成果）市政に対する一層の理解を深めていただく機会を作ることができました。

　また、市民からの意見や提案を、市政運営の参考にすることができました。

メール配信事業 1,007,160 （目的）市からのお知らせや子育て支援等、様々な情報を市民等にメールで配信します。 82

（庶務課）

（対象）市民等

（手段）メールアドレスを子育て支援情報、安全・安心情報、市政・イベント情報、防災行政無線情報の

　配信に登録したそれぞれの利用者に、必要な情報をメール配信しました。

（単位：件）

（成果）4つのチャンネルから、利用者のニーズに合わせた情報をメール配信することができました。

※利用登録者数（3月末現在）：子育て支援情報　594人

　安全・安心情報　2,796人

　市政・イベント情報　919人

　防災行政無線情報　8,693人

データ放送配信事業 654,000 （目的）株式会社テレビ埼玉の「テレ玉市町村データ放送サービス」を活用し、市からの情報をテレビの 82

（庶務課） 　データ放送を通じて発信します。

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　 　業　 　の　 　成　 　果
決算書の
ページ

配信件数

子育て支援情報

会　 　場 参加者数

153

合　 　計

提案者数

10/28（月） 菖蒲文化会館（アミーゴ） 26 10

10/29（火） 栗橋文化会館（イリス） 39 13

合　 　計 65 23

開催日

配信内容

570

81

市政・イベント情報 221

防災行政無線情報

115

安全・安心情報



（対象）市民等

（手段）「テレ玉市町村データ放送サービス」を活用し、市のイベント等について情報を発信しました。

（成果）データ放送を活用し、市の情報を簡単なテレビ操作で市民等へお知らせすることができました。

　特に、インターネット環境がない方にも幅広く情報を発信することができました。

市民の声事業 0 （目的）手紙・FAX・Eメールで市民等から市長にいただいた意見や提案を市政運営の参考にします。 82

（庶務課）

（対象）市民等

（手段）いただいた意見や提案について、市長からの指示により担当課が調査・検討・改善等を行うとと

　もに、市長から署名を付して回答しました。

（単位：件）

※表中数値は、手紙138件、FAX1件、Eメール186件、合計325件の提言のうち、「市長から回答」又

は「市長への報告」を行い、参考にさせていただいた数です。なお、一人の方から複数の分野に関

する意見や提案をいただいた場合、各分類にそれぞれ計上しています。

（成果）市民等からの意見や提案に対し、概ね1週間程度で回答することで、市政に対する一層の理解を

　深めていただく機会を作ることができました。

　また、市政に対する住民意識を把握するとともに、意見や提案を市政運営の参考にすることがで

　きました。

（款）2 総務費　 　（項）1 総務管理費　 　（目）3 文書費　 （単位：円）

法規管理事業 4,736,797 （目的）適切な法規管理事務を推進します。 82

（庶務課）

（対象）市民及び職員

事 　業 　名
（所 　管　 課）

17 94

FAX 0

47 56

0 0 0 1 0

145

合計 11 37 31 35

支　出　済　額 事　 　業　 　の　 　成　 　果
決算書の
ページ

167

0 1

240

教育
文化

道路
交通

生活基盤
整備

手紙 8

Eメール 7 28

福祉

4 9 13 21 18

産業
労働

その他
行政一般

合計

4

区分
健康
医療

環境

18 26 37 3 8 18

0

－23－  2款　総務費



－24－  2款　総務費

（款）2 総務費　 　（項）1 総務管理費　 　（目）3 文書費　 （単位：円）

（手段）・各課の依頼に基づき、244件の例規審査を行いました。

・定期的にデジタル例規集の維持更新を行いました。

・「最近公布した条例、規則、要綱等」をホームページに掲載（年間11回）しました。

（成果）適切かつ効率的な法規管理に寄与することができました。

文書管理事業 54,755,332 （目的）適切な文書管理事務を推進します。 82

（庶務課、菖蒲総務

管理課、栗橋総務管 （対象）職員

理課、鷲宮総務管理

課） （手段）各課の文書を、毎日まとめて発送しました。

　（単位：円、件）

（成果）各種割引制度を活用しながら、各課の文書を適切に発送できました。

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　 　業　 　の　 　成　 　果
決算書の
ページ

52,163,006

内容年月日 更新年月日

R元.10.25

R元.10.3

5,928

H31.4.30

件　数　等

郵便（一般会計分） 622,420

R元.12.23

1,088

宅 配 便 86,639 173

切 手 397,000

R2.1.21

内　　訳 金　　額

R元.12.31

H31.3.31 R元.6.11

レ タ ー パ ッ ク 408,520

R元.6.28

R元.5.31 R元.8.1

R元.6.30 R元.8.26

R元.7.31 R元.9.25

R元.8.31

R元.11.30

R2.3.5



ファイリングシステ 1,837,836 （目的）ファイリングシステムにより公文書の整理や保管を行い、情報公開制度等への的確な対応を図り 84

ム維持管理事業 　ます。

（公文書館）

（対象）職員

（手段）・日常的な公文書の管理のため、保管単位ごとに文書取扱責任者とファイル責任者を選任しまし

　た。

・公文書の適正な管理のため、ファイリングシステムに関する自主点検を全庁的に行い、実地指

導を一部の保管単位で行いました。

・ファイリング用品を購入し、保管単位ごとに配布しました。

・ファイリングキャビネットを必要とする保管単位に配置しました。

（成果）公文書の整理や保管をファイリングシステムで行うことにより、情報公開制度等に対応した適正

　かつ効率的な公文書の管理ができました。

（款）2 総務費　 　（項）1 総務管理費　 　（目）5 会計管理費　 （単位：円）

県証紙売捌事業 19,760,000 （目的）埼玉県証紙を必要とする市民等の利便性を図ります。 86

（出納室）

（対象）市民等

（手段）パスポートの申請に必要な埼玉県証紙を市民へ販売しました。また、埼玉県への手数料を証紙で

　納める市民等へ販売しました。

（成果）埼玉県証紙を必要とする市民等の利便に資することができました。

郵便切手等売捌事業 43,065,630 （目的）郵便切手及び収入印紙等を必要とする市民等の利便性を図ります。 86

（出納室）

（対象）市民等

（手段）パスポートの申請に必要な収入印紙を市民へ販売しました。また、郵便切手及び収入印紙等を必

　要とする市民等へ販売しました。

（成果）郵便切手及び収入印紙等を必要とする市民等の利便に資することができました。

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　 　業　 　の　 　成　 　果
決算書の
ページ

－25－  2款　総務費



－26－  2款　総務費

（款）2 総務費　 　（項）1 総務管理費　 　（目）6 財産管理費　 （単位：円）

本庁舎管理事業 135,633,083 （目的）来庁者の利便性に配慮した庁舎施設の良好な維持管理に努め、窓口環境の改善を図ります。 86

（アセットマネジメ

ント推進課） （対象）来庁者、職員、本庁舎

（手段）庁舎管理に必要な清掃・受付・警備・電話交換等管理、エレベーター保守点検、電話設備保守点

　検等業務委託のほか、修繕等を行いました。

（成果）庁舎施設の定期的な点検及び保守を行うことで、快適な窓口環境を提供することができました。

第二庁舎管理事業 9,219,394 （目的）来庁者の利便性に配慮した庁舎施設の良好な維持管理に努め、窓口環境の改善を図ります。 88

（建設管理課）

（対象）来庁者、職員、第二庁舎

（手段）庁舎管理に必要な清掃、警備、エレベーター保守点検、電話設備保守点検、消防用設備点検等の

　業務委託を行いました。

（成果）庁舎施設の定期的な点検及び保守を行うことで、施設の安全と快適な窓口環境を提供することが

　できました。

菖蒲総合支所庁舎管 39,385,255 （目的）来庁者の利便性に配慮した庁舎施設の良好な維持管理に努め、窓口環境の改善を図ります。 90

理事業

（菖蒲総務管理課） （対象）来庁者、職員、菖蒲総合支所庁舎

（手段）庁舎管理に必要な清掃・警備・電話交換等管理、エレベーター保守点検、電話設備保守点検等業

　務委託のほか、修繕等を行いました。

（成果）庁舎施設の定期的な点検及び保守を行うことで、快適な窓口環境を提供することができました。

栗橋総合支所庁舎管 32,900,022 （目的）来庁者の利便性に配慮した庁舎施設の良好な維持管理に努め、窓口環境の改善を図ります。 90

理事業

（栗橋総務管理課） （対象）来庁者、職員、栗橋総合支所庁舎

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　 　業　 　の　 　成　 　果
決算書の
ページ



（手段）庁舎管理に必要な清掃・警備・電話交換等管理、エレベーター保守点検、電話設備保守点検等業

　務委託のほか、修繕等を行いました。

（成果）庁舎施設の定期的な点検及び保守を行うことで、快適な窓口環境を提供することができました。

鷲宮総合支所庁舎管 52,211,382 （目的）来庁者の利便性に配慮した庁舎施設の良好な維持管理に努め、窓口環境の改善を図ります。 92

理事業

（鷲宮総務管理課） （対象）来庁者、職員、鷲宮総合支所庁舎

（手段）庁舎管理に必要な清掃・受付・警備・電話交換等管理、エレベーター保守点検、電話設備保守点

　検等業務委託のほか、修繕等を行いました。

（成果）庁舎施設の定期的な点検及び保守を行うことで、快適な窓口環境を提供することができました。

市有財産維持管理事 29,701,430 （目的）市が保有する土地、建物等の財産及び借上地等の適正な管理を図ります。 94

業

（アセットマネジメ （対象）市有地、建物（教育財産・特別会計財産を除く）、借上地

ント推進課、菖蒲総

務管理課、栗橋総務 （手段）市有地及び借上地の保全に努めるため、除草等業務委託を行うとともに、万一の火災等に備え、

管理課、鷲宮総務管 　建物総合損害共済等の保険に加入しました。

理課） ・アセットマネジメント推進課 （単位：円）

・動産総合保険料（美術品）

・建物総合損害保険料（火災保険料）

・用地測量業務委託

・固定資産台帳維持管理業務委託

・不動産鑑定業務委託

・除草業務委託

・市役所駐車場用地借上 　6,518.5㎡

・公文書館用地借上 　3,397.52㎡

・防草シート敷設工事

・菖蒲総務管理課 （単位：円）

・建物総合損害保険料（火災保険料）

・不動産鑑定業務委託

・除草業務委託 758,115

2,976,226

309,960

内　 　容 金　 　額

5,449

88,000

内　 　容 金　 　額

391,300

148,813

495,000

1,100,000

88,000

1,093,392

7,593,403

－27－  2款　総務費



－28－  2款　総務費

（款）2 総務費　 　（項）1 総務管理費　 　（目）6 財産管理費　 （単位：円）

・栗橋総務管理課 （単位：円）

・建物総合損害保険料（火災保険料）

・樹木剪定業務委託

・除草業務委託

・旧ほほえみ放課後児童クラブ等ブロック塀撤去工事

・鷲宮総務管理課 （単位：円）

・樹木剪定業務委託

・除草業務委託

・鷲宮総合支所周辺用地借上 　28,735.56㎡

・ごみ集積所用地購入 　1.68㎡

（成果）市有地の利用環境を適切に維持するとともに、市有財産の保全及び有効活用を図ることができま

　した。

集会所維持管理事業 10,295,858 （目的）市民の交流や活動の場となる集会所を、安心して利用できるよう適正な管理を行います。 94

（アセットマネジメ

ント推進課） （対象）集会施設（東町・太田・本町・栗原・花みずき・地域交流センター）、利用団体（者）、地域住

　民

（手段）集会施設の点検、清掃等維持管理を業務委託により定期的に行うとともに、必要に応じて施設の

　修繕を行いました。

・集会所利用状況 （単位：団体、人）

東町集会所

太田集会所

本町集会所

栗原記念会館

花みずき会館

地域交流センター

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　 　業　 　の　 　成　 　果
決算書の
ページ

836 14,805

2,316 36 2,280 25,598

合　　計 8,569 52

1,196 13 1,183 12,487

2,012 2 2,010 30,612

8,517

22,4011,252 1 1,251

内　 　容 金　 　額

35,676

181,500

700,920

利用団体数 有料団体数 無料団体数 利用者数

836 0

957 0 957

内　 　容 金　 　額

353,100

694,343

11,485,488

64,008

施　　設　　名

358,560

114,426

8,523



（成果）適正な維持管理を行い、自治会等の交流や活動の拠点として利用されることで、地域住民の福祉

　の増進に寄与しました。

事務機器管理事業 2,153,432 （目的）総合支所内で使用する事務機器を良好な状態で使用するため、適正な管理を行います。 96

（菖蒲総務管理課、

栗橋総務管理課、鷲 （対象）職員、事務機器（印刷機、紙折り機等）

宮総務管理課）

（手段）事務機器用消耗品の購入及び必要性の高い事務機器の借上げと保守点検を行いました。

（成果）事務機器を適正に管理し、良好な状態を維持したことにより、公務の円滑な遂行に寄与すること

　ができました。

事務用品購入事業 12,470,877 （目的）職員が必要とする事務用品（封筒、文具、コピー用紙等）を一括購入し、事務の効率化と経費節 96

（アセットマネジメ 　減を図ります。

ント推進課、菖蒲総

務管理課、栗橋総務 （対象）事務用品、各課、職員

管理課、鷲宮総務管

理課） （手段）事務の効率化と経費節減を図るため、事務用品ごとに単価を決定し、適正な数量での購入を行い

　ました。

（成果）事務用品の一括購入、一括管理を行うことで、事務の効率化及び経費節減を図りました。

　また、事務用品の購入に当たっては、グリーン購入法適合品等の環境配慮商品を選定しました。

公用車管理事業 37,736,821 （目的）職員が公用車を使用する際に、車両を良好な状態で常に安全に走行できるよう整備します。 98

（アセットマネジメ 　また、市が使用するバスについて、運行管理を業者に委託します。

ント推進課、菖蒲総

務管理課、栗橋総務 （対象）公用車、職員

管理課、鷲宮総務管

理課） （手段）公用車の法定点検、バス運行の業務委託を実施するとともに、職員の安全運転の確保を図るた

　め、道路交通法に基づく安全運転管理者を選任しました。

（成果）公用車を適正に維持管理することで、車両故障を防止することができました。

　また、市民が参加する各種事業の送迎等にバスが使用されました。

・バス配車回数　183回

－29－  2款　総務費



－30－  2款　総務費

（款）2 総務費　 　（項）1 総務管理費　 　（目）6 財産管理費　 （単位：円）

低公害車購入事業 10,719,234 （目的）環境に配慮した低公害車を購入します。 98

（アセットマネジメ

ント推進課） （対象）公用車

（手段）使用期間が10年以上経過した公用車を低公害車に買い替えました。

（成果）老朽車両を低公害車に買い替えたことにより、維持経費の縮減、燃費の向上及び二酸化炭素排出

　量の削減を図ることができました。

・低公害車購入台数9台（特殊車両を除く公用車180台中、低公害車168台、導入率93.3％）

公共施設アセットマ 17,605,018 （目的）市が管理する公共施設について、状況を把握し、将来の管理・運営の方向性を検討します。 98

ネジメント推進事業

（アセットマネジメ （対象）全公共施設

ント推進課）

（手段）施設の劣化状況調査や劣化度評価、公共施設に関する市民アンケート等を実施しました。

（成果）久喜市公共施設等総合管理計画に基づく、各施設の個別施設計画の策定について検討を進めるこ

　とができました。

　なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、予定していた講演会の実施を延期したこと

　などから、スケジュールに変更が生じたため、事業費949,300円を事故繰越しにより令和2年度予算

　に繰り越しました。

鷲宮総合支所空調設 25,267,000 （目的）鷲宮総合支所の空調設備改修工事を実施し、適正な空調運転を行います。 100

備改修事業

（鷲宮総務管理課） （対象）来庁者、職員、鷲宮総合支所庁舎

（手段）庁舎空調設備の改修工事を行いました。

・工事

鷲宮総合支所庁舎空調設備熱源機器改修工事

（成果）空調設備熱源機器改修工事を行い、施設の適正な空調運転をすることができました。

決算書の
ページ

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　 　業　 　の　 　成　 　果

R元.8.6～R元.12.20

内　 　容 契約期間



　 　

（款）2 総務費　　　　（項）1 総務管理費　　　　（目）7 企画費　　　　　　　 （単位：円）

本多静六博士顕彰事 599,808 （目的）郷土の偉人である本多静六博士の功績等を紹介する顕彰事業を実施します。 100

業

（企画政策課） （対象）市民

（手段）「本多静六博士ゆかりの地訪問」や「本多静六通信第28号」の発行を「本多静六博士を顕彰する

　　　会」へ委託し実施しました。また、本多静六記念館パンフレットや本多静六博士デザインの手提げ

　　　型クリアファイルを作成しました。

　　　　・本多静六博士顕彰事業委託

　　　　・本多静六博士ゆかりの地訪問

　　　　・本多静六通信第28号発行部数　2,000部

　　　　・本多静六記念館パンフレット　10,000部

　　　　・本多静六博士デザイン手提げ型クリアファイル　1,500枚

（成果）本多静六博士の功績等を紹介することで、本多静六博士に対する市民の理解を深めることができ

　　　ました。

行政改革推進事業 128,815 （目的）簡素で効率的な行政運営と行政サービスの向上を目指して、行政改革を推進します。 100

（企画政策課）

（対象）市民及び職員

（手段）第2次久喜市行政改革大綱に基づき、全庁的に行政改革に取り組みました。

　　　　・第2次久喜市行政改革実施計画における取組項目数　50項目

（成果）平成29年度から令和3年度までの5年間を計画期間として、市が取り組むべき改革の内容を定めた

　　　各取組項目の推進を図ることができました。

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

24人

本多静六博士ゆかりの地訪問、本多静六通信第28号発行
本多静六博士を顕
彰する会

実施日

委託内容 委託先

訪問先 参加人数

R元.11.7 明治神宮の森、日比谷公園

－31－  2款　総務費



－32－  2款　総務費

（款）2 総務費　 　（項）1 総務管理費　 　（目）7 企画費　 （単位：円）

行政評価推進事業 113,750 （目的）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。 100

（企画政策課）

（対象）職員

（手段）全ての事務事業を対象として総合振興計画及び総合戦略との関連、性質別、事業費別により選

　別を行い、212の事務事業について、事務事業評価を実施しました。

　また、総合振興計画後期基本計画の44施策について、施策評価を実施しました。

（成果）事務事業評価及び施策評価の実施により、総合振興計画及び総合戦略の進捗管理を行い、行政評

　価システムの推進を図ることができました。

指定管理者推進事業 27,931 （目的）公の施設の管理運営において、市民サービスの向上と経費の削減が期待できる指定管理者制度を 100

（企画政策課） 　積極的に推進します。

（対象）公の施設

（手段）「公の施設管理運営検討委員会」及び「指定管理者候補者選定委員会」を開催しました。

・公の施設管理運営検討委員会

・指定管理者候補者選定委員会

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　 　業　 　の　 　成　 　果
決算書の
ページ

指定管理者制度導入施設の令和元年度上半期管理運営状況について
指定管理者制度導入対象施設等の事務進捗状況について

R元.7.25
指定管理者の管理運営に関する第二次評価について
管理運営方法変更対象施設の事務進捗状況について
公の施設管理運営方針一覧の更新について

第2回 R2.1.14

第1回

回数 開催日 内容

第1回 R元.10.1
久喜市立のぞみ園
久喜市偕楽荘

第3回 R2.3.11 指定管理者制度導入施設に係る管理運営方法の変更について

回数 開催日 対象施設



（成果）指定管理者の管理運営に関する第二次評価及び管理運営方法変更対象施設の事務進捗状況等につ

　いての検討、並びに指定管理者候補者の選定を行い、指定管理者制度の推進を図ることができまし

　た。

東京理科大学跡地管 66,506,725 （目的）東京理科大学跡地を活用するために、既存施設等の適正な維持管理に努め、保全を図ります。 102

理事業

（企画政策課） （対象）東京理科大学跡地の敷地、施設

（手段）敷地及び施設の維持管理として、総合管理、受変電設備保守点検、施設警備、除草等の業務委託

　を行いました。

　また、万一の火災等に備え建物総合損害共済への加入や消耗品の購入を行いました。

（成果）東京理科大学跡地の敷地及び施設を良好な状態に保全することができました。

東京理科大学跡地活 2,805,000 （目的）東京理科大学跡地の活用方法を検証するために、民間事業者の参画意向や収益のシミュレー 102

用検討事業 ションを実施します。

（企画政策課）

（対象）東京理科大学跡地の敷地、施設

（手段）学校施設跡地の先行事例調査、民間事業者意向調査及び施設の一部を民間事業者へ賃借した場合

　の収入シミュレーションを業務委託により実施しました。

（成果）民間施設を含む活用方法の実現性について、検証することができました。

連携協定活用事業 425,560 （目的）プロスポーツの練習風景を間近に見学するなど、通常経験できない体験や、試合の応援等を通じ 102

（企画政策課） 　てスポーツに親しむきっかけを創出します。

（対象）市内の小学生とその保護者

前提条件の整理、事業条件の整理、先行事例
調査、民間事業者意向調査、シミュレーショ
ン

R元.7.31
～

R2.2.28

履行期間

東京理科大学跡地
活用検討（民間事
業者意向調査等）
業務委託

久喜市内
（東京理科大

学跡地）

業務委託名 委託箇所 業務内容

－33－  2款　総務費



－34－  2款　総務費

（款）2 総務費　 　（項）1 総務管理費　 　（目）7 企画費　 （単位：円）

（手段）埼玉西武ライオンズ主催の野球観戦を行いました。

（成果）プロスポーツを身近に感じる体験を通じて、スポーツへの関心を高めることができました。

ボートピア栗橋環境 26,370,000 （目的）久喜市小右衛門地区を中心とした栗橋地域のまちづくり等を支援します。 102

整備協力費活用事業

（企画政策課） （対象）地域医療の充実に資する事業を実施する団体

（手段）地域医療の充実に資する事業を実施する団体として、「社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県

　済生会栗橋病院」へ、各種医療機器の購入及び施設等の修繕に対する補助金を交付しました。

（成果）久喜市小右衛門地区を中心とした栗橋地域における地域医療の充実を促進させることができまし

　た。

合併１０周年記念式 2,422,032 （目的）合併10周年という節目の年を迎え、これを記念する記念式典を開催することにより、さらなる市 104

典事業 　民の一体感と市への愛着心の醸成を図ります。

（企画政策課）

（対象）市民

（手段）「合併10周年記念式典」を開催する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のた

　め、中止となりました。

　なお、記念式典で予定していた内容の一部を実施し、市ホームページやYouTube等でお知らせし

　ました。

・「合併10周年記念式典」（中止）

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　 　業　 　の　 　成　 　果
決算書の
ページ

開催中止日

実施日

R2.3.8
久喜総合
文化会館

・名誉市民称号贈呈
・久喜市合併10周年記念表彰
・久喜市合併10周年記念作文コンクール表彰、受賞者による朗
読
・健幸・スポーツ都市宣言
・合併10周年記念映像「久喜市合併10周年マラソン2020」
・三浦一馬氏（久喜市くき親善大使）記念演奏

会場 実施する予定であった内容

R元.6.16 メットライフドーム 45組90人

会場 参加者



・「合併10周年記念式典」の内容の一部を実施

（成果）記念式典の内容の一部を実施し、市ホームぺージやYouTube等でお知らせすることで、合併10周

　年であることを市内外にPRすることができました。

合併１０周年記念Ｎ 2,486,864 （目的）合併10周年を記念し、NHK全国放送公開収録を開催することにより、市民の一体感の醸成と地域 104

ＨＫ全国放送公開収 　の活性化を図ります。

録事業

（企画政策課） （対象）市民等

（手段）久喜総合文化会館でNHK公開番組「新・BS日本のうた」の収録を行いました。

　また、収録の中で、埼玉県立久喜高等学校音楽部が、出演者とともに合唱しました。

・「新・BS日本のうた」収録情報

（成果）公開収録の実施を通じて、市民の一体感の醸成が図られるとともに、市のPRにつながりました。

総合戦略策定事業 162,000 （目的）地方創生の強化・充実に向けた取組みを推進するため、第2期久喜市総合戦略を策定します。 104

（企画政策課）

（対象）市民等、職員

（手段）第2期久喜市総合戦略の策定に当たり、市民等からの意見を聴取するため、地域創生市民会議を

　実施しました。

（成果）市民等からの意見を取り入れることにより、市の課題に適切に対応した第2期久喜市総合戦略を

　策定することができました。

R2.3.8
久喜市役

所

・名誉市民称号贈呈
・健幸・スポーツ都市宣言
・合併10周年記念映像「久喜市合併10周年マラソン2020」

実施した内容

市川由紀乃、コロッケ、福田こうへい、
杜このみ、山内惠介　ほか

久喜総合文化会館
大ホール

収録日時

実施日 会場

令和2年1月23日（木）
開演：午後6時40分
終演：午後9時00分

出演者会場

－35－  2款　総務費



－36－  2款　総務費

（款）2 総務費　 　（項）1 総務管理費　 　（目）8 電算管理費　 （単位：円）

内部情報系システム 110,147,572 （目的）業務の効率化を図るため、内部情報系システム（ネットワーク及び各種システム）の管理をしま 106

維持管理事業 　す。

（情報推進課、菖蒲

総務管理課、栗橋総 （対象）職員

務管理課、鷲宮総務

管理課） （手段）市役所ネットワークの管理、各種システム（財務会計システム、職員ポータル）の運用保守、

サーバーや端末等の賃貸借により、内部情報系システムの維持管理を行いました。

（成果）内部情報系システムに係る機器の適正な管理及び運用により、業務の効率化及びセキュリティの

　確保を図ることができました。

住民情報システム維 179,269,055 （目的）業務の効率化を図るため、住民情報システムの管理をします。 106

持管理事業

（情報推進課） （対象）職員、市民

（手段）システムの運用保守、サーバーや端末等の賃貸借、更に、令和元年11月1日からシステムをクラ

ウド化し、住民情報システムの維持管理を行いました。

（成果）住民情報システムに係る機器の適正な管理及び運用により、業務の効率化及びセキュリティの確

　保を図ることができました。

公共施設予約管理シ 13,963,715 （目的）インターネット、利用者端末（各施設等に設置したKIOSK端末）、電話により予約等が行えるよ 106

ステム維持管理事業 　うに、公共施設予約管理システムの管理をします。

（情報推進課）

（対象）公共施設利用者、職員

（手段）公共施設予約管理システムの運用保守、利用者端末等の賃貸借により、公共施設利用者が市内ス

　ポーツ施設、文化施設の予約等を行えるようにしました。

・公共施設予約管理システム利用件数 （単位：件）

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　 　業　 　の　 　成　 　果
決算書の
ページ

予約等手段 件数

パソコン（インターネット） 170,899



（成果）公共施設予約管理システムに係る機器等を適正に管理し、公共施設利用者の利便性の向上を図る

　ことができました。

統合型地理情報シス 3,207,870 （目的）各課で保有する地理情報データを職員間で共有・活用し、業務の効率化を図るため統合型地理情 108

テム維持管理事業 　報システムの管理をします。

（情報推進課）

（対象）職員

（手段）システムの保守、基本地図等の更新により、統合型地理情報システムの維持管理を行いました。

（成果）統合型地理情報システムの適正な管理により、業務の効率化を図ることができました。

財務会計システム機 35,045,450 （目的）財務会計システムの適切な運用のためにシステムを更新します。 108

器更新事業

（情報推進課） （対象）職員

（手段）財務会計システムの安定稼働を図るため、ソフトウェアの更新を行いました。

（成果）システムを更新することにより実情に合わせた適切な情報管理を図ることができました。

（款）2 総務費　 　（項）1 総務管理費　 　（目）9 人権推進費　 （単位：円）

人権擁護事業 1,106,770 （目的）人権問題等に関する市民等の相談に応じ、適切な指導及び助言を行います。 108

（人権推進課） 　また、人権意識の高揚を図ります。

（対象）市民等

27,269

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　 　業　 　の　 　成　 　果
決算書の
ページ

公共施設窓口（職員対応）

236,639合　　計

利用者端末（KIOSK端末） 21,598

電話（音声案内） 235

携帯電話（インターネット） 16,638

－37－  2款　総務費



－38－  2款　総務費

（款）2 総務費　 　（項）1 総務管理費　 　（目）9 人権推進費　 （単位：円）

（手段）人権相談・女性相談を4地区を相談会場として、原則、毎月1回実施しました。

・人権相談・女性相談 （単位：件）

（成果）市民等の様々な人権問題を解決することによって、基本的人権を擁護することができました。

人権啓発推進事業 1,451,992 （目的）あらゆる人権問題の啓発に努めます。 108

（人権推進課、菖蒲

総務管理課、栗橋総 （対象）市民等

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　 　業　 　の　 　成　 　果
決算書の
ページ

月　例　開　設 特　設
年間相談件数

日時・場所 日時・場所

4/10(水) 5/10(金) 6/3(月) 6/10(月)
6/22(土) 7/10(水) 9/10(火) 10/10(木)
11/11(月) 12/10(火) 2/10(月) 3/10(火)
時間 13：15～16：15
場所 久喜総合文化会館会議室等

8/19（月） 1/10（金）

時間 10：00～15：00
場所 久喜総合文化会館会議室等

36

4/17(水) 5/15(水) 6/3(月) 8/21(水)
9/18(水) 10/16(水) 11/20(水)
12/18(水) 1/15(水) 2/19(水) 3/18(水)
時間 13：30～15：30
場所 農業者トレーニングセンター後継者
対策室等

7/17（水）

時間 10：00～15：00
場所 農業者トレーニングセン
ター後継者対策室等

7

5/16(木) 6/3(月) 7/18(木) 8/22(木)
9/19(木) 10/17(木) 11/21(木)
12/19(木) 1/16(木) 2/20(木) 3/19(木)
時間 13：30～15：30
場所 栗橋総合支所会議室
※ 7/18(木) 、8/22(木)、2/20（木）栗
橋文化会館(イリス）会議室

4/18(木)

時間 10：00～15：00
場所 栗橋総合支所会議室

3

4/22(月) 5/27(月) 6/24(月) 7/22(月)
8/26(月) 9/24(火) 10/28(月) 11/25(月)
12/23(月) 1/27(月) 2/25(火) 3/23(月)
時間 9：30～11：30
場所 鷲宮総合支所会議室

6/3（月）

時間 10：00～15：00
場所 鷲宮総合支所会議室

11



務管理課、鷲宮総務 （手段）啓発物品や冊子等を配布しました。また、各種啓発及び研修活動を実施しました。

管理課） ・啓発物品（人権標語等入り）の作成

ウェットティッシュ　7,940個、不織布エコバック　570枚

・人権啓発用行灯の作成　414個

菖蒲地区「人権のつどい・少年の主張大会」、「人権映画会」等に掲出

・主な啓発資料、啓発物品の配布

しょうぶ会館 しょうぶポピーまつり期間中、農園に掲出

あやめ・ラベンダーのブルーフェスティバル期間中に菖

蒲総合支所前に掲出

しょうぶ会館 こどもまつりに合わせてしょうぶ会館に掲出

人権啓発月間、人権映画会に合わせて菖蒲文化会館に掲

出

菖蒲地区「人権のつどい・少年の主張大会」に合わせて

菖蒲文化会館に掲出

菖蒲総合支所 人権啓発週間の期間中、菖蒲総合支所前に掲出

森下公民館 森下公民館まつりに合わせて森下公民館に掲出

（成果）市民等の人権意識の高揚を図るとともに、人権問題に対する正しい理解と認識を深めることがで

　きました。

人権相談周知のチラシをはじめとする様々な人権問題に
ついての啓発資料や啓発物品の配布

栗橋やさし
さ・ときめき
祭り

R元.11.17
（日）

B&G海洋セン
ター・栗橋文化
会館（イリス）

同和問題をはじめとする様々な人権問題についての啓発
資料や啓発物品（人権標語入り）の配布

鷲宮地区駅頭
人権啓発

東武鷲宮駅
JR東鷲宮駅

啓発物品（人権標語入り）の配布
R元.12.3
（火）

人権啓発用行
灯掲出事業

菖蒲総合支所 菖蒲総合支所前の桜並木に掲出

R元.5

菖蒲文化会館
（アミーゴ）

鷲宮地区
コスモスフェ
スタ

R元.10.27
（日）

H31.4

菖蒲文化会館
（アミーゴ）

R2.2

R元.12

事　業　名

R元.8.7
（水）

久喜市民まつ
り会場

久喜市コミュ
ニティ広場

人権擁護委員の活動周知のリーフレットをはじめとする
様々な人権問題についての啓発資料や啓発物品の配布

内　 　容

栗橋地区駅頭
人権啓発

R元.8.8
（木）

JR栗橋駅
東武栗橋駅

啓発物品（人権標語入り）の配布

久喜市民まつ
り

R元.10.20
（日）

開催日 場　所

R元.11

R元.6 菖蒲総合支所

R元.8

－39－  2款　総務費



－40－  2款　総務費

（款）2 総務費　 　（項）1 総務管理費　 　（目）9 人権推進費　 （単位：円）

人権事業振興補助事 2,050,000 （目的）部落差別の完全解消を図ります。 110

業

（人権推進課） （対象）運動団体各支部

（手段）支部の諸活動及び各種研修会等の参加への補助を行いました。

（成果）地域住民の自立と人権意識の高揚が図られました。

人権尊重事業 4,489,277 （目的）平和と人権に対する意識の高揚を図ります。 110

（人権推進課、菖蒲

総務管理課、栗橋総 （対象）市民等

務管理課、鷲宮総務

管理課） （手段）市内4地区で「人権のつどい」等を実施しました。

（単位：人、円）

・オープニング

たから保育園による和太鼓

演奏

・人権作文の発表

小学生6名、中学生2名（内1名

は地域間交流発表者）

・舞台発表

・久喜東小学校による鼓笛

・久喜婦人会連合会による

フラダンスと新日本舞踊

・みすじ会による三味線演奏

（地域間交流）

・久喜市高齢者大学混声合唱団

による合唱

・そらにとどくき認定こども園

のののによる和太鼓演奏

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　 　業　 　の　 　成　 　果
決算書の
ページ

参加
人数

第31回
久喜地区「平
和と人権のつ
どい」

R元.9.14
（土）

久喜総合
文化会館

1,666 1,944,400

事業費事　業　名 開催日 会　場 内　 　容



・福祉施設等による展示、販売

・平和の絵画展

・「被災地は今」及び「拉致被

害」を伝えるパネルの展示等

・オープニング

菖蒲幼稚園による合唱

・人権標語の発表（最優秀2作品）

・人権作文の発表（「えがお」作

品）

小学生2名、中学生2名（内1名

は地域間交流発表者）

・少年の主張作文の発表

小学生3名、中学生1名

・舞台発表

・あやめ保育園による手話を交

えた合唱

・フラグレイスによるフラダン

ス

（地域間交流）

・三箇小学校による本多静六博

士に関する学習発表

・みすじ会による三味線演奏

・長龍寺幼稚園による和太鼓演

奏

・菖蒲中学校によるよさこいソー

ラン（屋外）

・福祉施設、しょうぶ会館、森下

公民館利用者等による事業作品

の展示

・保育園児作品、人権標語、人権

啓発用行灯等の展示

・オープニング

おおしか保育園による和太鼓演

奏

第21回
人権フェスタ
INくりはし

R2.1.25

（土）

栗橋文化
会館（イ
リス）

765 567,421

菖蒲文化
会館（ア
ミーゴ）

1,161 824,841

第39回
菖蒲地区「人
権のつどい・
少年の主張大
会」

R元.11.16
（土）

－41－  2款　総務費



－42－  2款　総務費

（款）2 総務費　 　（項）1 総務管理費　 　（目）9 人権推進費　 （単位：円）

・人権作文の発表

小学生3名、中学生3名

（内1名は地域間交流発表者）

・舞台発表

・栗橋白百合幼稚園による合唱

・松坂綺羅子ジャズヒップホッ

プダンスクラブによるダンス

（地域間交流）

・劇団イリスによる人権劇

「FOR YOU　～サイタマの歩

き方～」

・栗橋さくら幼稚園による合唱

・栗橋東中学校吹奏楽部による

吹奏楽

・福祉施設等による展示、販売

・幼稚園、保育園児作品の展示

・人権作文の発表

小学生5名、中学生4名（内1名

は地域間交流発表者）

・舞台発表

・鷲宮保育園による合唱、合奏

・しずか学童クラブによる

合唱（地域間交流）

・砂原小学校による合奏、合

唱、ソーラン節

・松坂綺羅子ジャズヒップホッ

プダンスクラブによるダンス

・鷲宮ウインドアンサンブル

による吹奏楽

事　業　名 開催日 会　場 内　 　容
参加
人数

事業費

第21回
人権フェスタ
INくりはし
（続き）

R2.1.25

（土）
（続き）

支　出　済　額 事　 　業　 　の　 　成　 　果
決算書の
ページ

R元.12.14
（土）

鷲宮西コ
ミュニ
ティセン
ター（お
おとり）

729

栗橋文化
会館（イ
リス）
（続き）

765

(続き)
567,421

（続き）

事 　業 　名
（所 　管　 課）

第28回
鷲宮地区「人
権のつどい」

734,874



　 　

・福祉施設等による展示、販売

（成果）人権意識の高揚を図るとともに、命の尊さと平和の大切さを啓発することができました。

都市宣言推進事業 386,150 （目的）久喜市「人間尊重・平和都市」宣言の趣旨を広く市民等に周知します。 110

（人権推進課）

（対象）市民等

（手段）各種イベント等で啓発品を配布しました。

（成果）平成24年12月21日に宣言した「人間尊重・平和都市」宣言の趣旨を広く市民等に周知しました。

（款）2 総務費　　　　（項）1 総務管理費　　　　（目）10 男女共同参画費　　　　　　　 （単位：円）

男女共同参画審議会 108,000 （目的）久喜市男女共同参画を推進する条例に基づき、男女共同参画の推進に関する事項について調査審 110

運営事業 　　　議し、意見を述べるなどして男女共同参画社会の形成促進を図ります。

（人権推進課）

（対象）審議会委員10人

（手段）男女共同参画審議会を2回開催しました。

（成果）平成30年度推進状況について審議し、「第2次久喜市男女共同参画行動計画」に基づき、令和元

　　　年度実施計画について審議しました。

男女共同参画啓発事 709,829 （目的）男女平等意識の定着化と男女共同参画社会の形成促進を図るため、様々な啓発活動を推進しま 110

業 　　　す。

（人権推進課）

（対象）市、市民、事業者

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額
決算書の
ページ

事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

人権映画会
R元.8.3
（土）

菖蒲文化
会館（ア
ミーゴ）

人権啓発映画「君が、いるから」
を上映

・幼稚園、こども園児作品の展示

309 136,939

－43－  2款　総務費



－44－  2款　総務費

（款）2 総務費　　　　（項）1 総務管理費　　　　（目）10 男女共同参画費　　　　　　　 （単位：円）

（手段）男女共同参画推進月間事業として、男（ひと）と女（ひと）のつどいを開催しました。

（単位：人、円）

記念講演

演題：「多様な性ってなんだろう？

　　　互いの違いを受け入れあえる

　　　社会を目指して」

講師：認定NPO法人Rebit（りびっと）

　　　より2名

　　　　・1日体験学習ツアーを実施しました。

実　施　日

　　　　・女（ひと）と男（ひと）の共生セミナー委託事業を実施しました。

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

事 　業 　名
（所 　管　 課）

WithYouさいたま
（さいたま市）
旧坂東家住宅見沼く
らしっく館
（さいたま市）

男女共同参画に関する理解や
認識を深めるため「WithYou
さいたまフェスティバル」へ
の参加と見学を行い、午後は
旧坂東家住宅見沼くらしっく
館を見学しました。

25人

R2.2.8

（土）

男女共同参画に関するセミナー
等の企画、運営を市民団体に委託

　・女性問題学習グループなの花会
  ・くきCAP
　・オリーブの会久喜

　内　　　　　容 委　託　団　体

女（ひと）と男（ひと）いきいき
ネットワーク久喜加入団体等による
ワークショップ及び活動展示

413

会　　　場 内　容　等

中央公民館
　大集会室
　視聴覚室
　研修室
　会議室

155,520
66

人権擁護委員による人権相談・女性
相談（無料）

2

事　業　費

見　学　先

参加人数

内　　　容 参加人数

25人

R元.6.22
（土）

R元.6.11
（火）

エフピコ関東リサイ
クル工場（茨城県結
城郡八千代町）
トモエ乳業株式会社
（茨城県古河市）

男女共同参画について、学べ
る機会を提供することで男女
共同参画意識の啓発を図るこ
とを目的に、施設見学を実施
しました。

開　催　日



・事業者セミナーを実施しました。

・男女共同参画情報紙を作成し、全戸配布しました。

・男女共同参画人材リストを整備し、その活用を図るとともに登録を働きかけました。

（成果）男女共同参画の推進に向けた意識啓発に努めることができました。

女性の悩み相談事業 623,872 （目的）悩みを抱える女性の相談に応じます。 112

（人権推進課）

（対象）困りごと、悩みを抱える市内在住、在勤、在学の女性

（手段）女性の悩み相談を毎月2回（原則第1・第3金曜日　13：00～17：00）実施しました。

・年間相談件数　86件

・相談内容内訳　（相談内容が多岐にわたる場合は、それぞれ1件としています。）

夫婦等に関する問題（夫婦、恋人等、離婚、暴力）　47件

　家族に関する問題（家族、生活）　 　17件

　対人に関する問題　  8件

　自分自身の問題　  28件

　その他（子ども、職業、心と体） 　72件

（成果）適切な指導及び助言を行うことにより、悩みの解消に寄与しました。

女性議会開催事業 34,008 （目的）女性の市政参加の機会を提供し、市政参画への意識啓発を図るとともに、女性の視点による意見 112

（人権推進課） 　や要望、提案等を市政に反映します。

（対象）市内在住、在勤、在学の高校生以上の女性

33人 25箇所

　内　 　容 参加人数 事　業　費

42人 62,000円

規　　格 発行回数

A4・4頁・4色刷（フルカラー） 1回 62,000部

登録者数 設置箇所

開 催 日

R2.2.19

（水）

事業者を対象とした男女共同参画研修会
テーマ：「四代目の事業継承～新しい気づきを経営

　に生かす～」
講師：株式会社櫻井印刷所

　代表取締役社長　櫻井 理恵　氏

発行部数

久喜市男女共同参画人材リスト（R2.3末）

内　 　容

名　称

そよかぜ第10号

－45－  2款　総務費



－46－  2款　総務費

（款）2 総務費　　　　（項）1 総務管理費　　　　（目）10 男女共同参画費　　　　　　　 （単位：円）

（手段）女（ひと）と男（ひと）いきいきネットワーク久喜（男女共同参画を推進する女性団体）との共

　　　催により女性議会を開催しました。女性団体及び市内の高校生のほか、公募により選任された女性

　　　議員18人が質問を行い、市長又は教育長が答弁を行いました。

（成果）市と団体との協働により事業を実施し、女性への市政参加機会の提供が図られ、女性の意見が聴

　　　取できるとともに、参加議員の市政への関心を高めることができました。

（款）2 総務費　　　　（項）1 総務管理費　　　　（目）11 国際・国内交流費　　　　　　　 （単位：円）

国際・国内交流事業 45,000 （目的）市民の主体的な国際交流活動を推進します。 112

（鷲宮総務管理課）

（対象）鷲宮国際交流協会

（手段）国際交流活動を推進するため、補助金を交付しました。

（成果）団体が実施した事業を通じて、会員をはじめ市民の国際交流活動の推進が図られました。

外国籍市民支援事業 453,367 （目的）外国籍市民に日本語を勉強する機会と日常生活に必要な情報を提供します。 112

（市民生活課）

（対象）日本における滞在年数が3年未満の日本語が話せない外国籍市民

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

2019久喜市いきいき
女性議会

令和元年10月28日
（月）

女性議員18人（公
募5人、団体推薦
6人、学生7人）

団　　体　　名 事　業　概　要

鷲宮国際交流協会

水曜日にほんご教室27回、土曜日にほん
ご教室25回、交流会1回を開催し、市内在
住外国人の日本語支援と交流を行いまし
た。

市政に対する質問
や意見、提案等

事　　業　　名 開　　催　　日 内　　　容 参加人数



（手段）一般財団法人日本国際協力センターへの委託により、日本語教室を開催しました。

（成果）日本語が不自由な外国籍市民の不安解消を図るとともに、交流の機会を提供することができまし

　た。

中学生派遣・受入事 1,111,600 （目的）市内中学生のローズバーグ市への派遣及びローズバーグ市中学生受入（ホームステイ）を通じて 112

業 　文化、語学及び生活習慣を学び、融和と理解を深め、もって国際感覚を有する人材を育成します。

（市民生活課）

（対象）中学校生徒

（手段）久喜市・ローズバーグ協会に補助金を交付して、中学生国際親善交流事業を実施しました。

　（派遣と受入を隔年実施。令和元年度は派遣。）

（成果）ホームステイを通じてお互いの文化に触れるとともに、国際感覚を有する人材の育成を図ること

　ができました。

姉妹・友好都市事業 2,279,643 （目的）国内外の都市と親善交流を図ります。 112

（市民生活課）

（対象）姉妹・友好都市事業に係る関係者、市民

（手段）令和元年7月29日から8月2日にかけて、市長及び市議会議長によるローズバーグ市公式訪問団の

　派遣事業を実施するとともに、ローズバーグ友好親善訪問団の受入事業に協力しました。

　また、久喜総合文化会館敷地内に、姉妹都市及び友好都市の方向を示す看板等を設置しました。

（成果）国内外の都市と親善交流事業を行うことにより、相互の理解と信頼を深め、これまでの友好関係

　を更に推進することができました。　

延生徒数

R元.9/7,14,21,28、
10/5,19、11/2,9,30、
12/7,14,21

全12回 中央公民館 141人

開　　催　　日

実　　施　　期　　間 内　容 参加者

R元.7.23（火）～8.2（金）
11日間

ホームステイ、名所の見
学等

中学校生徒18人
引率者4人

場　　所回　　数

－47－  2款　総務費



－48－  2款　総務費

（款）2 総務費　 　（項）1 総務管理費　 　（目）12 文化会館費　 （単位：円）

文化会館事業 207,964,286 （目的）久喜総合文化会館、菖蒲文化会館及び栗橋文化会館の管理運営（指定管理）を行います。 114

（市民生活課）

（対象）市民、施設利用者、施設

（手段）・施設の維持管理及び運営を指定管理者に委託しました。

管理業務委託料

・施設用地の土地借上料を地権者に支払いました。

面　積

久喜総合文化会館用地 14,510.98㎡

土地借上料 菖蒲文化会館駐車場用地 2,016㎡

栗橋文化会館駐車場用地 2,264㎡

・施設の修繕工事を実施しました。

○久喜総合文化会館

・利用状況（ホール等） （単位：回、日、人）

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　 　業　 　の　 　成　 　果
決算書の
ページ

257 28,879

135,275

小 ホ ー ル 418 187 50,190

広 域 文 化 展 示 室 588

大 ホ ー ル 414 176

和 室 2 476 229 3,196

研 修 室 1 715 321 12,306

研 修 室 2 756

久喜総合文化会館
エントランスピロ
ティ天井修繕工事

久喜総合文化
会館内

天井ボードの交換（張替え・撤
去）

科　 　目 委託箇所 内　 　容 期　 　間

久喜総合文化
会館、菖蒲文
化会館、栗橋
文化会館

施設等の利用、観覧に関する業
務、施設、設備、物品の維持管理
に関する業務、設置目的を達成す
るために必要な業務

H31.4.1～R2.3.31

期　 　間

H31.4.1～R2.3.31

事業名 施工場所 内　 　容 工　 　期

会 議 室 554 274 6,674

和 室 1 417 213 3,525

323 7,250

R元.11.7～R元.12.20

科　 　目 場　 　所

施 設 名 利用回数 利用日数 利用者数



※大・小ホールの楽屋、楽屋控室等は除く。

・利用状況（プラネタリウム） （単位：回、日、人）

○菖蒲文化会館

・利用状況（ホール等） 　（単位：回、日、人）

○栗橋文化会館

・利用状況（ホール等） 　（単位：回、日、人）

楽 屋 2 97

117 55 227

多 目 的 室 3 340 199 5,255

43 171

主 催 者 控 室 87

ホ ー ル 261 127 22,515

39 181

会 議 室 1 351 213 7,659

音 楽 室 460 251 5,623

楽 屋 1

会 議 室 1 205 137 1,664

会 議 室 2 127 68 998

会 議 室 3 180 105 1,467

多 目 的 室 1 400 237 8,276

多 目 的 室 2 371 217 6,142

施 設 名 利用回数 利用日数 利用者数

文 化 ホ ー ル 267 121 20,900

楽 屋 1 183 72 363

合 計 2,679 1,450 47,105

施 設 名 利用回数 利用日数 利用者数

楽 屋 2 341 193 524

楽 屋 3 174 67 338

常 設 展 示 室 91 34 1,178

種 別 投影回数 投影日数 利用者数

一　般　投　影 523 237 7,389

学　習　投　影 21 7 1,302

プラネタリウムコンサート等 15 12 1,344

合 計 559 256 10,035

7,679

合 計 5,593 2,564 268,626

視 聴 覚 室 602 285 13,652

研 修 室 3 653 299

－49－  2款　総務費



－50－  2款　総務費

（款）2 総務費　　　　（項）1 総務管理費　　　　（目）12 文化会館費　　　　　　　 （単位：円）

（成果）地域文化の拠点として広く地域住民に親しまれ、教育、芸術文化の振興と福祉の増進に寄与しま

　　　した。

文化会館改修事業 49,690,432 （目的）市民が文化会館の施設を、安全かつ円滑に利用できるよう業務委託や改修を行います。 114

（市民生活課）

（対象）市民、施設利用者、施設

（手段）施設の業務委託や改修工事を実施しました。

　　・業務委託

　　・工事

和 室 1 117 70 702

事業名 委託箇所 内　　　　　　　　容 履行期間

久喜総合文化
会館

①建築、電気・機械設備、舞台機
構、配管設備等の劣化調査診断
②省エネ提案業務、長期修繕計画の
作成、大規模改修計画の作成、特定
天井の改修方法の検討

R元.5.17
～

R元.9.30

久喜総合文化会館改修事
業PFI導入可能性調査業務
委託

久喜総合文化
会館

事業手法検討に係る基礎調査、民間
事業者参入意欲調査、経済性の検討

R元.10.17
～

R2.3.23

事業名 施工場所 内　　　　　　　　容 工　期

久喜総合文化会館大ホー
ルフォローピンスポット
ライト更新工事

久喜総合文化
会館内

大ホールフォローピンスポットライ
ト設置、取付後の各種機器設定・調
整作業、既設設備の撤去

R元.9.11
～

R元.12.27

工 作 室 172 131 2,427

合 計 2,409 1,366 54,095

久喜総合文化会館施設修
繕等調査業務委託（①劣
化調査業務②改修工事設
計業務）

視 聴 覚 室 250 151 5,798

会 議 室 2 334 207 7,230

施 設 名 利用回数 利用日数 利用者数

和 室 2 163 79 1,562

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ



　 　

（成果）施設の業務委託や改修工事を実施し、文化会館内の安全かつ快適な環境を保全することができま

　　　した。

（款）2 総務費　　　　（項）1 総務管理費　　　　（目）13 公文書館費　　　　　　　 （単位：円）

公文書館活動事業 437,944 （目的）公文書館法の目的を実現するため、毎年度発生する市の公文書を、市が定める公文書のライフサ 116

（公文書館） 　　　イクルに基づいて管理するとともに、特定歴史公文書として評価選別したものを市民・職員等が利

　　　用できるようにします。

（対象）市民・職員等

（手段）・公文書のライフサイクルに基づき完結後1年を経過した公文書を集中管理（公文書館中間庫及

　　　　び各総合支所文書庫の4箇所）するとともに、特定歴史公文書の評価選別を行いました。

　　　　・2回の展示（常設展、企画展）を開催するとともに、企画展で作成した展示図録をホーム  

　　　　ページに掲載すること等を行い、公文書館や公文書館資料について周知しました。

（単位：日、人）

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

久喜市栗橋文化会館冷温
水発生機R-2（№2）部品
交換修繕工事

久喜市栗橋文
化会館内

破損、消耗部品の交換、機器搬入・
搬出、機器調整

R元.7.17
～

R元.9.30

久喜市栗橋文化会館直流
電源装置更新工事

久喜市栗橋文
化会館内

直流電源装置更新工事（制御弁式据
置鉛蓄電池、サイリスタ式自動整流
器）

R元.11.14
～

R2.3.19

久喜市菖蒲文化会館直流
電源装置更新工事

久喜市菖蒲文
化会館内

直流電源装置更新工事（制御弁式据
置鉛蓄電池、サイリスタ式自動整流
器）

R元.11.14
～

R2.3.19

119 －
 R元.9.26

企画展

展　　示　　名 展示期間 展示日数 閲覧者数

常設展
久喜市公文書館へようこそ  H31.4.1～

～公文書館利用案内～

324
～合併10年を振り返る～  R2.3.13

新「久喜市」のあゆみ  R元.10.15～
99

－51－  2款　総務費



－52－  2款　総務費

（款）2 総務費　 　（項）1 総務管理費　 　（目）13 公文書館費　 （単位：円）

・公文書のライフサイクルの全ての段階で、市民・職員等が必要とする公文書にアクセスできる

体制を整えました。

ア ク　セ　ス　方　法

　担当課のキャビネット 　情報公開制度の公開請求

　公文書館中間庫及び各総合支所文書庫 　情報公開制度の公開請求

 非現用公文書 　公文書館中間庫及び各総合支所文書庫 　情報公開制度に準ずる公開請求

 特定歴史公文書 　公文書館一般保存庫 　公文書館制度による閲覧申請

（成果）・完結後1年を経過した公文書を集中管理し、公文書のライフサイクルの全ての段階で公文書の

　適切な保存管理をすることで、市民・職員等が利用できるようにしました。

・展示やホームページの活用等で、公文書館や公文書館資料の紹介をすることができました。

・公文書についてのアクセス権を保障することで、市民・職員等への利用の便宜を図りました。

公文書館管理事業 5,045,333 （目的）公文書館の施設及び設備を、安全で利用しやすい環境に整備します。 116

（公文書館）

（対象）公文書館

（手段）公文書館の施設及び設備の保守点検等（施設管理、エレベーター保守点検、燻蒸釜保守点検、警

 備、樹木剪定）を業務委託し、維持管理を行いました。

（成果）各種業務委託により、公文書館の施設及び設備の適正な維持管理ができました。

市政情報提供事業 653,611 （目的）・請求に応じて公文書を公開すること等により、市政への参加の促進と開かれた市政の推進を図 116

（公文書館） 　ります。

・個人情報の適正な取り扱いを定めるとともに、個人情報の開示や訂正等を求める権利を明らか

にすることにより、個人の権利利益の保護を図ります。

（対象）・久喜市の情報公開制度を利用しようとする者

・久喜市が保有している個人情報に係る本人

（手段）情報公開条例及び個人情報保護条例の規定に基づく公文書の公開請求や個人情報の開示請求等に

　対して、適正に処理しました。

保　　存　　場　　所

 現用公文書

公文書の段階

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　 　業　 　の　 　成　 　果
決算書の
ページ



　 　

　　　　・公文書の公開請求の運用状況

（単位：件）

　　　　※受付件数1件につき、決定件数が2件以上になる場合があります。

　　　　※「申出」とは、次に掲げる旧1市3町の条例施行日より前に作成・取得した旧1市3町の公文書の

　　　　公開請求のことをいいます。

　　　　　・旧久喜市…平成5年10月1日　　　　・旧菖蒲町…平成15年4月1日

　　　　　・旧栗橋町…平成14年4月1日　　　　・旧鷲宮町…平成13年4月1日

　　　　・個人情報の開示請求の運用状況

　　　　※受付件数1件につき、決定件数が2件以上になる場合があります。

　　　　・個人情報の簡易開示請求の運用状況

（単位：件）

　　　　・個人情報の訂正等請求の運用状況

（成果）情報公開制度を的確に運用することで、市政への参加の促進と開かれた市政の推進を図ることが

　　　できました。また、個人情報保護制度を的確に運用することで、個人の権利利益の保護が図られま

　　　した。

17

職員昇任試験 1

一般職任期付職員（スポーツ）採用試験 0

訂正 削除 利用中止

受付実数 取下数 受付件数 決定件数
決定の内訳

開示

請　求 33 0

職員採用試験

簡易開示の名称 開示件数

決定の内訳

公開
区　別 受付実数

部分公開 非公開

33 25 7

33 63 33 24

0 2 22

受付件数 決定件数

0 1 1

部分開示 不開示

7件 0件

取下数

7件 8件 2件 5件 1件

合　計 35 0 35 65

6

申　出

0件 0件 0件

－53－  2款　総務費



－54－  2款　総務費

（款）2 総務費　 　（項）1 総務管理費　 　（目）14 自治振興費　 （単位：円）

自治基本条例推進事 114,000 （目的）市政運営の基本理念と基本的ルールを定めた「自治基本条例」に基づき、協働のまちづくりの推 118

業 　進を図ります。

（市民生活課）

（対象）市民及び職員

（手段）自治基本条例の適切な運用及び普及を図るため、市民等による推進委員会を設置して協議しまし

　た。

・市民参加計画について

・市民活動の状況について

・子どもリーフレットについて

・報告書について

（R元.5.16開催）

（成果）久喜市自治基本条例に基づく、協働のまちづくりの運用状況を検証することができました。

自治行政区運営事業 101,286,646 （目的）市長が執行する業務その他行政を円滑に推進し、住民協働の福祉を増進します。 118

（市民生活課、菖蒲

総務管理課、栗橋総 （対象）自治行政区 261区（久喜地区：124区、菖蒲地区：34区、栗橋地区：46区、鷲宮地区：57区）

務管理課、鷲宮総務

管理課） （手段）円滑な自治行政区運営を促進し、住民の福祉を増進するため、自治行政区に対して、基準額

　70,000円と区の世帯数に350円をかけた金額の合計額を、区運営費補助金として交付（区長代理を

　置き、かつ当該区の世帯数が150世帯未満の場合は、区長代理報酬相当額を減額し交付）しまし

　た。

　各行政区は、会議や研修会の開催、市業務への協力、行事参加等の活動を行いました。

・自治行政区運営費補助金 （単位：区、世帯、円）

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額
決算書の
ページ

事　 　業　 　の　 　成　 　果

組　 　織 構　　成 内　　容

久喜市自治基本条例
推進委員会

公募による市民、
市内各種団体の代
表者、学識経験者
（12人） ・会議の運営について

・自治基本条例推進委員会のこれまでの取組に
ついて
（R元.11.21開催）

地　区 交付区数 世帯数 補助金額



※鷲宮地区57区のうち、1行政区が補助金の申請を辞退。

・久喜地区区長会の会議等実施状況

定期総会

視察研修、市民まつり等について

市民パレード参加

事業の運営について

・菖蒲地区区長会の会議等実施状況

定期総会

菖蒲コミュニティ推進協議会事業に参加

テーマ：環境について

神奈川県川崎市　川崎火力発電所

事業の運営について

・栗橋地区区長会の会議等実施状況

定期総会

事業の運営について

三世代クリーン活動参加

区長会総会 H31.4.24

区長会視察研修 R元.11.12

区長会役員会 2回開催

区　 　分 内　 　容 開催日

区長会総会 R元.5.21

ゴミゼロ・クリーン久喜
市民運動参加

ごみ減量・リサイクル推進週間に併せて実施 R元.5.26

区長会視察研修
テーマ：災害時の備えや対策について
栃木県宇都宮市　栃木県防災館

R元.10.18

R元.5.26

区長会役員会 3回開催

区　 　分 内　 　容

区長会総会 H31.4.26

ゴミゼロ・クリーン久喜
市民運動参加

ごみ減量・リサイクル推進週間に併せて実施 R元.5.26

区長会全体会 R元.9.27

市民まつり R元.10.20

区長会視察研修
テーマ：先進的なごみ処理施設を見学して久喜市の
今後のごみ行政を考える
埼玉県川越市　環境プラザ（つばさ館）

R元.11.13

区長会役員会 4回開催

区　 　分 内　 　容

7,196 4,898,600

栗橋地区 46 9,024 6,140,800

鷲宮地区 56 15,141 8,574,048

久喜地区 124 27,372 18,211,700

菖蒲地区 34

開催日

開催日

－55－  2款　総務費



－56－  2款　総務費

（款）2 総務費　　　　（項）1 総務管理費　　　　（目）14 自治振興費　　　　　　　 （単位：円）

　　　　・鷲宮地区区長会の会議等実施状況

定期総会

市への確認事項、交流会

事業の運営について

（成果）区長を通じて、市と行政区との間の連絡調整が円滑に行われることにより、住民の福祉増進に寄

　　　与しました。

区長会運営事業 720,000 （目的）区長（区長代理）相互の資質の向上と連携を図ることにより、各行政区における自治活動を推進 118

（市民生活課、菖蒲 　　　します。

総務管理課、栗橋総

務管理課、鷲宮総務 （対象）地区区長会

管理課）

（手段）地区区長会が実施する研修事業に補助金を交付しました。

　　　　・各区長会研修事業補助金 （単位：円）

（成果）研修事業の実施により、自治行政における見聞を広めるとともに、区長（区長代理）相互の資質

　　　の向上と親睦を図ることができました。

120,000

栗橋地区区長会 120,000

鷲宮地区区長会 120,000

区長会勉強会

テーマ：久喜市の歴史
講　師：久喜市教育部文化財保護課
　　　　　文化財・歴史資料係
　　　　　主事兼学芸員　竹内俊吾　氏

～

区長会役員会 5回開催

区　　　分 補助金額

久喜地区区長会 360,000

菖蒲地区区長会

R2.1.25

区長会・交流会 R2.1.25

区　　　分 内　　　　　容 開催日

区長会総会 H31.4.20

ゴミゼロ・クリーン久喜
市民運動参加

ごみ減量・リサイクル推進週間に併せて実施 R元.5.26

区長会視察研修
テーマ：原発事故に起因する福島県に対する様々な
風評被害の状況を学ぶ
福島県環境創造センター交流棟（コミュタン福島）

R元.6.16

R元.6.17

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ



　 　

市民活動推進事業 679,000 （目的）市民活動推進条例に基づき、市民活動を行う団体に対し財政的支援等を行い、市民活動の推進を 118

（市民生活課） 　　　図ります。

（対象）市民及び市民活動団体

（手段）・市民が市民活動に関する情報を手軽に得られるように、市内の主要な公共施設に設置した市民

　　　　活動情報コーナー及び久喜市のホームページ（市民活動のページ）において、市民活動に関する

　　　　情報を公表しました。

　　　　・市民活動推進補助金の活用事業を公募し、補助対象事業を行う団体に補助金を交付しました。

（単位：円）

（成果）・市民活動に関する情報を提供することにより、多くの市民が市民活動に関わる情報を得るとと

　　　　もに、団体相互の情報交流を図ることができました。

　　　　・市民活動推進補助金活用事業により、市民活動団体の特性を活かした事業を実施することがで

　　　　きました。

工房Re：Re： ともに楽しむDIYワークショップ 36,000

グリーンリサイクル埼玉

久喜ロボットクラブ
ロボットとプログラミングによる子
どもからシニアまでの市民交流会

100,000

緑のリサイクルプロジェクトイン久
喜

72,000

子育てステーションたんぽぽ
子育て無料相談室と子育て支援イベ
ントの開催

73,000

久喜阿波踊り愛好会

50,000

阿波踊り＝鳴り物育成事業 97,000

あやめ・ラベンダーの里を育てる
会

「あやめ・ラベンダーの里」を育て
観察して育成プログラム作成事業

100,000

南栗橋にほんご会チェブラーシカ 日本語教室、日本文化の理解 50,000

菖蒲夏祭り保存会 菖蒲夏祭りの告知及び宣伝活動

日光街道 栗橋関所・栗橋宿を元
気にする会

栗橋関所址碑（しひ）の建立の歴史
と現在と将来

50,000

ふるさと歴史探究会
ふるさとの災害データベース作成プ
ロジェクト

51,000

補助金額事　業　名団　　体　　名

－57－  2款　総務費



－58－  2款　総務費

（款）2 総務費　　　　（項）1 総務管理費　　　　（目）14 自治振興費　　　　　　　 （単位：円）

コミュニティ協議会 4,010,000 （目的）地域のコミュニティ活動及びコミュニティづくりを推進します。　 118

運営事業

（市民生活課、菖蒲 （対象）コミュニティ協議会及び市民活動団体

総務管理課、栗橋総

務管理課、鷲宮総務 （手段）コミュニティ団体に対して、財政的支援及び事務的支援を行いました。

管理課）

（成果）市民の連携と協働による自主的なコミュニティ活動や人と人とのつながりを通じて、コミュニ

　　　ティづくりの推進を図ることができました。

コミュニティ祭り事 3,085,800 （目的）各地域のコミュニティ祭り事業の円滑な運営の支援を図り、併せて、市民相互の交流と連帯感を 120

業 　　　高め、コミュニティづくりの推進を図ります。

（栗橋総務管理課、

鷲宮総務管理課） （対象）各事業の主催団体

（手段）コミュニティ祭りの円滑な運営を支援するため、補助金を交付しました。

（成果）各事業の円滑な運営の支援と、市民相互の交流と連帯感を高めるとともに、コミュニティづくり

　　　の推進を図ることができました。

コミュニティ助成事 12,892,000 （目的）コミュニティ活動に必要な設備等の整備に助成を行うことにより、コミュニティの健全な発展を 120

業 　　　図ります。

（市民生活課）

（対象）自治会、町内会等の地域活動を行っている団体

（手段）コミュニティ活動を推進するため、補助金を交付しました。

　　　　・コミュニティ助成事業補助金 （単位：円）

　　　　・地域活動の拠点整備事業補助金 （単位：円）

本町三丁目自治会 集会施設の修繕 828,000

団　　体　　名

菖蒲下町若連 山車の腰幕及び提灯整備 2,500,000

団　　体　　名 事業概要 補助金額

事業概要 補助金額

仲一自治会 集会施設の備品整備 1,900,000

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ



（成果）地域コミュニティ活動の円滑な推進に寄与することができました。

コミュニティ施設管 43,955,978 （目的）コミュニティの推進と市民活動の拠点となる施設を安全かつ快適な環境に保全するため、維持管 120

理事業 　理及び整備を行います。

（菖蒲総務管理課、

栗橋総務管理課、鷲 （対象）コミュニティ施設、施設利用者

宮総務管理課）

（手段）予約受付を行い施設の貸し出しや、建物の維持管理に努めました。

・利用状況 （単位：件、人）

久喜中央3丁目町内会 集会施設の修繕

77,000

河原代自治会 集会施設の修繕 130,000

第1区久本寺 集会施設の修繕 1,000,000

伊坂6丁目自治会 集会施設の修繕

415,000

久喜第72区 集会施設の修繕 174,000

松永自治会 集会施設の修繕 118,000

集会施設の備品整備 456,000

久喜市中里自治会 集会施設の備品整備 300,000

伊坂一丁目自治会 集会施設の備品整備 500,000

旭町二丁目自治会 集会施設の備品整備 500,000

伊坂二丁目自治会 集会施設の備品整備 490,000

第1区久本寺 集会施設の備品整備 500,000

久喜パークタウン自治会

473,000

桜田四丁目自治会 集会施設の修繕 713,000

椎名自治会 集会施設の修繕

鷲宮第26区

27,000

施　　設　　名 利用件数 利用人数

集会施設の備品整備 500,000

鷲宮東コミュニティセンター 2,860 39,184

鷲宮西コミュニティセンター 2,953 34,374

菖蒲コミュニティセンター 717 13,652

栗橋コミュニティセンター 4,403 38,747

本町町内会 集会施設の修繕

800,000

本町三丁目自治会 集会施設の備品整備 491,000

久喜中央3丁目町内会 集会施設の備品整備

－59－  2款　総務費



－60－  2款　総務費

（款）2 総務費　 　（項）1 総務管理費　 　（目）14 自治振興費　 （単位：円）

・業務委託

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　 　業　 　の　 　成　 　果
決算書の
ページ

警備業務

電動式椅子付移動観覧席保守点検業務 272,800

樹木剪定業務委託 99,000

警備業務 264,216

鷲宮西コミュニティセンター

ステージ機器保守点検業務 376,200

空調設備保守点検業務

43,600

受水槽水質検査業務 48,600

建築設備定期検査報告業務 88,000

自家用電気工作物保安管理業務

311,304

排水槽清掃業務 260,280

自家用電気工作物保安管理業務

鷲宮東コミュニティセンター

空調設備保守点検業務 294,954

消防設備保守点検業務 57,770

防火対象物定期点検報告業務 66,000

建築物・建築設備定期検査報告業務 88,000

自動ドア保守点検整備業務 43,600

コピー機保守点検業務

220,000

30,979

（単位：円）

176,280

委託金額

管理運営業務 6,942,648

設備維持管理業務 3,597,000

コピー機保守点検業務 34,731

ガスヒートポンプエアコン保守点検業務 405,000

浄化槽保守点検業務 110,526

300,840

自動ドア保守点検整備業務

コピー機保守点検業務 36,716

防火対象物定期点検報告業務 66,000

建築物・建築設備定期検査報告業務 88,000

205,029

297,352

消防設備保守点検業務 59,950

エレベーター保守点検業務 105,185

施　　設　　名 内　 　容

エレベーター保守点検業務

施設清掃業務

栗橋コミュニティセンター



　 　

　　　　・修繕 （単位：円）

（成果）市民活動の拠点となる施設の適正な維持管理ができました。

地域提案型活動事業 9,548,000 （目的）市民が主役の魅力あふれる地域づくりを推進し、各地域のより一層の活性化を図ります。 122

（市民生活課）

（対象）市民及び市民活動団体

（手段）市民団体が自ら企画・提案・実施する地域提案型の活動に対し補助金を交付しました。

空調機修繕

栗橋コミュニティセンター

鷲宮東コミュニティセンター

37,278

受水槽水質検査業務 86,400

施設清掃業務 220,000

警備業務 261,600

合　　　　　計

コミュニティ広場
トイレ排水設備修繕 172,800

トイレ壁面修繕 88,000

ロスナイ換気扇フィルター交換

2,004,674

54,648

集会室扉修繕

受水槽一次給水定水位弁交換修繕 231,000

鷲宮西コミュニティセンター

電気設備修繕 92,880

女子トイレ排水修繕 5,720

ホール入口ドア修繕 97,200

97,200

ホール照明の電球交換修繕 188,568

自家用電気工作物保安管理業務 163,200

58,320

多目的トイレ排水修繕 62,700

誘導灯バッテリー修繕 20,790

410,248

駐車場誘導灯修繕 231,000

区画線修繕 193,600

合　　　　　計 15,829,038

施　　設　　名 内　　　　　容 修繕料

コミュニティ広場
トイレ清掃業務 70,000

浄化槽保守点検業務

ホール北側入口ドア修繕

－61－  2款　総務費



－62－  2款　総務費

（款）2 総務費　 　（項）1 総務管理費　 　（目）14 自治振興費　 （単位：円）

（単位：円）

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　 　業　 　の　 　成　 　果
決算書の
ページ

日光街道栗橋関所・栗橋宿を元気に
する会

講演会『関所抜け-栗橋関所を中
心に-』『「奥の細道」旅の日々
とその後』

477,000

「久喜七宝まり」吊るし雛実行委員
会

久喜市放課後子ども教室
15周年記念事業実行委員会

920,000「久喜七宝まり」吊るし雛まつり

久喜市放課後子ども教室開設15周
年記念式典
ゆうゆうプラザ子どもまつり

522,000

久喜市倫理法人会・久喜栗橋倫理法
人会・家庭倫理の会久喜

講演会『がんは怖くない！統合療
法の可能』

723,000

音楽の街・久喜～夢応援～プロジェ
クトP&T実行委員会

～みんなで歌って踊ろう！
SUKI!KUKI!uki！uki!クッキーダ
ンス～

914,000

久喜市民間保育所連絡会
子どもの命と平和・日本で最初の
疎開保育園の史実
「あの日のオルガン」上映会

440,000

久喜納涼まつりBON！！踊り実行委員
会

久喜納涼まつり　BON!!踊り
～世代を越えて繋がろう～

1,000,000

市民ランナーの聖地化プロジェクト 川内杯栗橋関所マラソン大会 1,000,000

補助金額団　　体　　名 事　業　名



　 　

（成果）市民が主役となって行う様々な活動を通じて、地域課題の解決やコミュニティの活性化が図ら

　　　れ、魅力あふれる地域づくりの醸成に寄与することができました。

合併１０周年記念　 3,628,210 （目的）合併10周年を記念し講演会を開催することで、市民の一体感の醸成を図り、協働のまちづくりを 122

協働のまちづくり講 　　　更に推進します。

演会事業

（市民生活課） （対象）市民

（手段）久喜総合文化会館大ホールにて、協働のまちづくり講演会を開催しました。

（成果）講演会を開催することにより、市民の協働や市民参加への意識の向上が図られ、協働のまちづく

　　　りを推進することができました。

　　　

DOCS
BEYOND SPORTS「スポーツを超え
た活動を通じて街を豊かに」

788,000

開　催　日 内　　　　　　容 参加人数

R2.1.11

（土）

テーマ：まちづくりにスポーツの力を～ランナーからみた協働
のまちづくり～
講師：スポーツジャーナリスト　増田　明美　氏

873人

久喜市立鷲宮西中学校PTA
講演会『「命を大切に」～可能性
を信じて～』

978,000

栗橋音頭保存会
栗橋の昔唄・昔踊り継承プロジェ
クト

620,000

Kuki Rugby Sports  Project 2019
久喜市ラグビー・スポーツフェス
タ

932,000

「地域とともに考える＜生きる教育
の日＞」実行委員会

「地域とともに考える＜生きる教
育の日＞」防災体験・講話

234,000

－63－  2款　総務費



－64－  2款　総務費

（款）2 総務費　 　（項）1 総務管理費　 　（目）15 交通対策費　 （単位：円）

交通安全対策事業 35,862,125 （目的）交通安全対策の推進を図ります。 124

（交通企画課、菖蒲

総務管理課、栗橋総 ○交通安全思想普及事業

務管理課、鷲宮総務 （対象）交通安全推進団体（負担金、補助金支出団体数　5団体）、市民

管理課）

（手段）各交通安全推進団体へ負担金、補助金を支出しました。

　また、関係機関・団体と協力し、街頭啓発活動等を実施しました。

・交通安全啓発活動

・交通安全教育

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額
決算書の
ページ

各季の交通安全運動期間中、啓発用テープ等を
活用しながら、市内を巡回しました。

懸垂幕の掲出 期間中
各季の交通安全運動期間中、庁舎外壁等に掲出
しました。

のぼり旗の掲出

事　 　業　 　の　 　成　 　果

事 業 名 対 象 内　 　容

交通安全教室 市内小学生
警察、交通指導員による歩行、自転車利
用の仕方

内　 　容

広報車による広報活動 期間中随時

期間中
各季の交通安全運動期間中、主要交差点に掲出
しました。

街頭啓発活動 期間中随時

各季の交通安全運動期間中、久喜市交通安全母
の会、久喜市交通安全対策協議会、久喜市交通
指導員、久喜市を管轄する警察署及び交通安全
協会等、関係機関団体と協力し、駅頭、大規模
商業施設等において啓発品等の配布を実施しま
した。

チラシによる広報活動 随時

回数等

交通事故の防止を呼びかけるチラシ等を配布
し、交通事故防止の普及啓発をしました。

実 施 方 法



○交通事故被害者救済対策事業

（対象）市民

（手段）市町村交通災害共済加入申込書を全戸配布し、ゆうちょ銀行・郵便局窓口における加入受付、交

　通企画課、各総合支所総務管理課窓口における加入及び給付受付を行いました。

・加入者数　13,331人 ・見舞金請求件数　100件 

○交通指導員運営事業

（対象）市民、交通指導員

（手段）市内各所に交通指導員を配置し、歩行者の安全確保を図りました。

　また、各季の交通安全運動における啓発活動や、交通安全教室における交通教育を実施しまし

　た。

　・交通指導員数　　85人

（成果）市内の交通安全対策の推進を図り、交通事故防止に寄与しました。

交通安全施設管理事 53,718,698 （目的）道路利用者を交通事故から守り、安全で安心した道路交通環境を維持及び整備します。 124

業

（交通企画課、道路 （対象）道路を利用する市民

河川課、菖蒲総務管

理課、栗橋総務管理 （手段）市内に設置した道路反射鏡、道路照明灯及び防護柵等の修繕や維持管理等を行いました。

課、鷲宮総務管理課 　また、区長や学校からの要望により、道路反射鏡及び防護柵等を新設しました。

） （単位：基、円）

チャイルドシートの利用について
自転車の安全利用について

58 7,898,360

区　　分 施行場所

市内小学生、保護者

道路反射鏡設置工事 市内各所

警察、交通指導員による通学の仕方

自転車教室

ママ・パパ教室 妊婦等

市民 自転車の安全利用について

基数等 工事費

道路反射鏡修繕工事 市内各所 131 8,020,320

入学準備説明会

合　 　計 15,918,680

－65－  2款　総務費



－66－  2款　総務費

（款）2 総務費　 　（項）1 総務管理費　 　（目）15 交通対策費　 （単位：円）

（単位：件、円）

（成果）交通安全施設を維持管理及び整備し、市民が安全に安心して通行ができる道路環境を確保しまし

　た。

ゾーン３０推進事業 7,122,500 （目的）歩行者・自転車を交通事故から守り、安全な生活道路を確保します。 124

（道路河川課）

（対象）市民

（手段）最高速度30キロの区域規制を中心とした、路面標示の引き直しを行いました。

（成果）路面標示を修繕し、市民が安全で安心して通行ができる道路環境を確保しました。

放置自転車対策事業 14,126,594 （目的）条例で定められた自転車等放置禁止区域内の放置自転車等を解消します。 124

（交通企画課、栗橋

総務管理課、鷲宮総 （対象）市民

務管理課）

（手段）自転車等放置禁止区域内において、シルバー人材センターに業務を委託し、駅利用者等の自転車

　利用者の誘導、放置自転車等の運搬、保管自転車等の返還を行いました。

　・久喜地区 （単位：回、台、円）

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　 　業　 　の　 　成　 　果
決算書の
ページ

施工場所 事業内容 工期

ゾーン30路面標示設置工事 栗橋東2丁目他

事業名

返還台数 自転車 284 原付

区画線工
実線　15㎝
1,153ｍ他

R元.12.20
～

R2.3.13

3

合　 　計 36,252,868

久喜駅東西口誘導整理業務 3,501,047

運搬業務 運搬回数 312 運搬台数 409 997,485

返還業務 2,059,668

区　　分 施工場所 件数等 工事費

交通安全施設整備工事
防護柵・路面標示等

市内各所 18 9,974,480

交通安全施設補修工事
道路照明灯等修繕

市内各所 55 26,278,388



・栗橋地区 （単位：回、台、円）

・鷲宮地区 （単位：回、台、円）

（成果）駅周辺の自転車等放置禁止区域における放置自転車等の減少に寄与し、通行者の安全確保、環境

　美化の促進を図ることができました。

駐輪場管理事業 10,964,647 （目的）市営駐輪場等の維持管理を行い、自転車利用者の利便性の向上を図るとともに、生活環境の保持 126

（交通企画課、菖蒲 　を図ります。

総務管理課、栗橋総

務管理課、鷲宮総務 （対象）市民、市営駐輪場等

管理課）

（手段）市営駐輪場等の維持管理を行いました。

・久喜地区 （単位：円）

・菖蒲地区 （単位：円）

自転車等駐車場整理業務

・栗橋地区 （単位：円）

・鷲宮地区 （単位：円）

（成果）市営駐輪場等の維持管理を行い、自転車利用者の利便性の向上を図るとともに、生活環境の保持

　を図ることができました。

43

返還業務 返還台数 自転車 18 0

運搬回数 38 運搬台数 38

栗橋駅東西口自転車放置禁止区域誘導業務 327,264

運搬業務 運搬回数 27 運搬台数

16 0

623,251

自転車等駐車場電気料 47,310

自転車等駐車場修繕料 66,110

自転車等駐車場内誘導整理業務 2,581,123

自転車等駐車場電気料 55,460

自転車等駐車場修繕料 8,456

返還台数 自転車

5,910,000

原付

久喜駅東口自転車等駐車場借地料 7,117,700

自転車等駐車場電気料 38,132

自転車等駐車場修繕料 99,880

JR東鷲宮駅及び東武鷲宮駅周辺自転車等整理業務

運搬業務

原付返還業務

－67－  2款　総務費



－68－  2款　総務費

（款）2 総務費　　　　（項）1 総務管理費　　　　（目）15 交通対策費　　　　　　　 （単位：円）

地域公共交通検討事 438,000 （目的）地域公共交通について調査・検討します。 126

業

（交通企画課） （対象）市民、地域公共交通会議委員

（手段）地域公共交通会議を5回開催し、市内循環バスやデマンド交通など公共交通の運行等について協

　　　議しました。

　　　　・地域公共交通会議の開催（単位：人）

（成果）市内循環バスやデマンド交通など公共交通の運行方法等について、十分な検討を行うことができ

　　　ました。

市内循環バス運行事 61,178,849 （目的）公共施設等への交通手段の確保に加え、市民の通勤、通学や買い物等、日常生活の利便性を高め 126

業 　　　るため、市内循環バスを運行します。

（交通企画課）

（対象）市民、市内循環バス利用者

（手段）市内循環バスとして、ノンステップバス4台を運行しました。

（成果）7コース66便で運行し市内公共施設等への交通手段の確保に加え、市民の通勤、通学や買い物

　　　等、市民サービスの向上を図ることができました。

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

回数 開催日

運行期間 運　　行　　形　　態

第2回 R元.7.22

第4回

23

第3回 R元.8.23 19

第1回

第5回 R元.12.23 20

H31.4～R2.3
7コース、66便、日曜・祝日・年末年始運休
運行時間帯　7：00～20：00

100円／1回 145,831人

R元.5.23 18

R元.10.30 18

出席委員数

利用料 利用者数



　 　

デマンド交通運行事 42,325,650 （目的）高齢者・障がい者等の交通弱者や公共交通不便地域に住む方の移動手段を確保するため、デマン 126

業 　　　ド交通を運行します。

（交通企画課）

（対象）市民、デマンド交通利用者

（手段）デマンド交通として、車椅子用リフト付ワゴン車両2台を含む車両4台を運行しました。

（成果）目的地を455箇所指定し、1台当たり10便運行することにより、高齢者・障がい者等の交通弱者や

　　　公共交通不便地域に住む方の移動手段を確保し、市民サービスの向上を図ることができました。

地域公共交通実証実 4,367,548 （目的）市内の地域公共交通を総合的に検討するため、デマンドタクシーの実証実験を行います。 128

験事業

（交通企画課） （対象）市民、デマンドタクシー利用者、デマンドタクシー運行事業者

（手段）デマンドタクシーとして、タクシー車両5台を運行しました。

（成果）デマンド交通を運行していない久喜地区内において、デマンドタクシー実証実験を行い、各種の

　　　データを収集・検証することで、地域公共交通の充実を図ることができました。

運行期間 運　　行　　形　　態 利用料

H31.4～R2.3

利用者数

タクシー料金
の半額
（残りの額は
市が負担、た
だし、上限は
1,500円）

6,428人

目的地455箇所、10便/1台、日曜・祝日・年
末年始運休
運行時間帯　7：00～17：00発（12：00除
く）の便

300円／1回
（新久喜総合
病院での乗降
は600円／1

回）

20,294人

運行期間 運　　行　　形　　態

H31.4～R2.3

久喜地区内、タクシー事業者5社（令和元
年10月からは4社）/計5台、日曜・祝日・
年末年始運休
運行時間帯　9：00～17：00

利用料 利用者数

－69－  2款　総務費



－70－  2款　総務費

（款）2 総務費　　　　（項）1 総務管理費　　　　（目）15 交通対策費　　　　　　　 （単位：円）

元気なバス需要創出 543,000 （目的）バス事業者が行う路線バスの延伸や増便等、公共交通への潜在需要を喚起するための取り組みを 128

モデル事業補助事業 　　　支援し、地域公共交通の維持及び充実を図ります。

（交通企画課）

（対象）路線バス運営事業者

（手段）対象者からの申請により、補助金を交付しました。

（成果）運行路線を一部延長し潜在的需要を喚起することにより、公共交通の充実が図られました。

鉄道輸送力増強促進 38,578 ○JR宇都宮線整備促進連絡協議会事業 128

事業 （目的）JR宇都宮線の整備促進を図ります。

（交通企画課）

（対象）市民及び鉄道事業者

（手段）総会、幹事会、要望活動へ出席し、協議会を通じて、鉄道事業者へ要望書を提出しました。

（成果）JR宇都宮線の整備促進に寄与しました。

○東武伊勢崎線輸送力増強推進協議会事業

（目的）東武伊勢崎線の輸送力増強の促進を図ります。

（対象）市民及び鉄道事業者

（手段）幹事会、陳情活動へ出席し、協議会を通じて、鉄道事業者へ要望書を提出しました。

（成果）東武伊勢崎線の輸送力増強の促進に寄与しました。

○地下鉄7号線建設誘致期成同盟会事業

（目的）地下鉄7号線の延伸誘致の早期実現を図ります。

（対象）市民及び関係機関

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

東鷲宮駅西口～豊野コミュニティセンター

路線バス運営事業者名 路　　線　　名

朝日自動車（株）



　 　

（手段）総会、幹事会、要望活動へ出席し、同盟会を通じて、国及び埼玉県へ要望書を提出しました。

（成果）地下鉄7号線の延伸誘致の促進に寄与しました。

○東北新幹線久喜駅設置促進期成同盟会事業

（目的）東北新幹線久喜駅設置の促進を図ります。

（対象）市民及び関係機関

（手段）幹事会、陳情活動に出席し、同盟会を通じて、鉄道事業者及び埼玉県へ陳情書を提出しました。

（成果）東北新幹線久喜駅設置に向けた地域の要望を関係機関に伝えることができました。

（款）2 総務費　　　　（項）1 総務管理費　　　　（目）16 公平委員会費　　　　　　　 （単位：円）

公平委員会運営事業 307,910 （目的）職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びに必要な措置を 128

（庶務課） 　　　講ずるなど、職員の利益を保護するため、公平委員会の円滑な運営を図ります。

（対象）公平委員及び職員

（手段）公平委員会の開催　2回

規約等の変更登録について

久喜市管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則について

職員の異動等について

（成果）公平委員会の円滑な運営を図ることができました。

（款）2 総務費　　　　（項）1 総務管理費　　　　（目）17 諸費　　　　　　　 （単位：円）

法律相談事業 2,020,472 （目的）日常生活を営むうえで、様々な法律的問題や国の仕事に関する要望等を抱える市民に対し、解決 128

（市民生活課） 　　　のための助言を行います。

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額
決算書の
ページ

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額
決算書の
ページ

事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

議　　事　　内　　容 開 催 日

事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

R元.12.26

R2.3.25

－71－  2款　総務費



－72－  2款　総務費

（款）2 総務費　　　　（項）1 総務管理費　　　　（目）17 諸費　　　　　　　 （単位：円）

（対象）市民

（手段）・法律相談を実施しました。　

　　　　　相談回数：毎月5回（本庁舎2回、各総合支所1回）

　　　　　相談内容・件数　　※総合支所での相談も含みます。　　 　　

（単位：件）

　　　　・行政相談を実施しました。

　　　　　相談日：毎月第3火曜日　　① 9：30～12：00　栗橋・鷲宮総合支所

 　　　　　　　　　　　　　　　　　②13：30～16：00　本庁・菖蒲総合支所

　　　　　相談内容・件数　　※総合支所での相談も含みます。

　　　　　　　 （単位：件）

（成果）法律相談及び行政相談を実施することにより、諸問題を抱えている市民の解決のための手助けが

　　　できました。

防犯灯管理事業 41,716,125 （目的）夜間の安全を確保し、誰もが安心して暮らせる生活環境を整備します。 130

（市民生活課、菖蒲

総務管理課、栗橋総 （対象）市民

務管理課、鷲宮総務

管理課） （手段）市で維持管理している防犯灯の修繕等の実施や電気料、借上料の支払いを行いました。　

　　　　・設置基数　10,171基

（成果）防犯灯の維持管理をすることにより、夜間の安全を確保し、生活環境整備に寄与しました。

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

件　数

土地家屋に関する問題

内　　　　　　容

内　　　　　　容

7

合　　　　　　計 116

6

件　数

金銭貸借に関する問題 21 交通事故に関する問題

夫婦間の問題 59 親子間の問題 8

331

内　　　　　　容 件　数

行政に関すること 109

民事に関すること

16 その他 129

相続に関する問題 92 合計



　 　

防犯体制充実事業 6,022,338 （目的）誰もが安心して暮らせる生活環境を整備します。 130

（市民生活課、菖蒲

総務管理課、栗橋総 （対象）市民、久喜地方防犯協会及び久喜地区暴力排除推進協議会、幸手地区防犯協会及び幸手地区暴力

務管理課、鷲宮総務 　　　排除推進協議会

管理課）

（手段）・こどもレディース110番の家の設置及び相談員としての委嘱を行いました。

　　　　　（令和2年3月31日現在、委嘱者数1,016人）

　　　　・栗橋駅駅前広場に防犯カメラを2台（西口・東口各1台）設置しました。

　　　　・久喜地方防犯協会、幸手地区防犯協会へ負担金を拠出しました。

　　　　・久喜地区暴力排除推進協議会、幸手地区暴力排除推進協議会へ負担金を拠出しました。

　　　　・青色回転灯パトロール車燃料費補助金を交付しました。（1団体）

（成果）こどもレディース110番の家の普及や防犯カメラの設置、防犯協会等の活動により、防犯体制の

　　　充実・強化及び市民との連携が図られ、防犯意識の高揚を図るとともに市民生活の安全を確保する

　　　ことができました。

消費生活事業 3,174,729 （目的）日常生活を営むうえで、消費生活に関する問題を抱える市民に対し、解決のための助言を与えま 130

（市民生活課） 　　　す。

（対象）市民

（手段）消費生活相談を実施しました。

　　　　・相談日時（本庁舎）：毎週月～金曜日　10：00～12：00　 13：00～16：00

　　　　　特設消費生活相談（各総合支所で年2回ずつ実施）

　　　　・相談内容　　　※総合支所での相談も含みます。

（単位：件）

6 運 輸 ・ 通 信 サ ー ビ ス 114

食 料 品 42 工 事 ・ 建 築 ・ 加 工

111 レンタル・リース・貸借 22

修 理 ・ 補 修

商 品 一 般

18

光 熱 水 品

件　数 内 容

14 金 融 ・ 保 険 サ ー ビ ス 41

被 服 品

内 容

32

保 健 衛 生 品 31 教 育 サ ー ビ ス 2

教 育 娯 楽 品 27 教 養 ・ 娯 楽 サ ー ビ ス 25

住 居 品 16

件　数

－73－  2款　総務費



－74－  2款　総務費

（款）2 総務費　　　　（項）1 総務管理費　　　　（目）17 諸費　　　　　　　 （単位：円）

（成果）消費生活相談により、消費生活に関するトラブルを抱えている市民の解決のための手助けができ

　　　ました。

食品等の放射性物質 352,894 （目的）消費者の安全・安心を確保するため、食品等の放射性物質検査を行います。 130

検査事業

（市民生活課） （対象）放射性物質による汚染が疑われる食品等

（手段）食品等の放射性物質検査を行いました。

　　　　　検査場所　鷲宮総合支所403会議室

　　　　　検査日時　毎週月・火曜日（祝日は除く）　①9：10　②10：30

　　　　　検査件数　1件　（11月）

（成果）食品等の放射性物質検査を行うことにより、消費者の不安を緩和することができました。

（款）2 総務費　　　　（項）2 徴税費　　　　（目）1 税務総務費　　　　　　　 （単位：円）

固定資産評価審査委 40,562 （目的）固定資産課税台帳に登録された価格に関する納税者の不服の申出に対し、審査・決定します。 134

員会運営事業

（市民税課） （対象）固定資産税の納税者

（手段）固定資産評価審査委員会の開催　1回

久喜市固定資産評価審査委員会委員長の選挙について

（成果）委員会の運営等を公正かつ円滑に行うことができました。

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額
決算書の
ページ

内 容

合　　　計　　　645件

事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

28

R元.5.21

件　数 内 容 件　数

2 そ の 他

開 催 日議　　事　　内　　容

内職・副業・ねずみ講 2

ク リ ー ニ ン グ 75

18 保 健 ・ 福 祉 サ ー ビ ス車 両 ・ 乗 り 物

19土 地 ・ 建 物 ・ 設 備



　 　

（款）2 総務費　　　　（項）2 徴税費　　　　（目）2 賦課徴収費　　　　　　　 （単位：円）

市民税・諸税賦課事 67,516,248 （目的）公平かつ適正な賦課決定を行います。 134

業

（市民税課） （対象）市税納税義務者等

（手段）・申告書、納税通知書を送付し、課税資料の収受・処理・管理を行いました。

　　　　　　　納税通知書発送件数（当初） （単位：件）

　普通徴収 ※ 　市　　内

　特別徴収 　市　　外

　合　　計 　合　　計

　　　　　　　※年金特徴分　14,703件含む

　　　　・未申告者を把握し、呼出葉書を送付し、申告手続きを促しました。

　　　　　市県民税呼出葉書　発送件数　2,194件

　　　　・個人住民税・法人市民税・軽自動車税を賦課するため、次の業務委託を実施しました。

　　　　　個人住民税・法人市民税・軽自動車税電算業務委託   　　　　36,196,864円

　　　　　個人住民税課税業務委託　　　　　   　　　　　　　　　　　14,685,000円

　　　　　軽自動車税法改正対応電算業務委託 　　　　　   　　　　　　　209,000円

　　　　　法人市民税法改正対応電算業務委託　　　　　   　　　　　　　 209,000円

（成果）・課税資料、客体等を適切に把握し、公平かつ適正な賦課決定ができました。

　　　　・未申告者の申告を促進し、課税の公平性が確保できました。

固定資産税・都市計 13,778,171 （目的）適正な賦課業務を行います。 134

画税賦課事業

（資産税課） （対象）納税義務者・固定資産の課税客体

（手段）納税通知書を送付し、課税資料の処理・管理を行いました。また、固定資産税・都市計画税を賦

　　　課するため、業務委託を実施しました。

　　　　・納税通知書発送件数（当初）                  58,771件　　

（成果）納税義務者管理、課税物件管理、納税通知書の送付等、適正な賦課業務が行えました。

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額
決算書の
ページ

83,273 47,237

市 県 民 税 軽自動車税

30,920 42,460

52,353 4,777

事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

－75－  2款　総務費



－76－  2款　総務費

（款）2 総務費　　　　（項）2 徴税費　　　　（目）2 賦課徴収費　　　　　　　 （単位：円）

固定資産評価事業 51,823,586 （目的）固定資産税・都市計画税賦課の基礎となる評価の適正化を図ります。 134

（資産税課）

（対象）固定資産の課税客体

（手段）適正な評価を行うため、業務委託及び実地調査を実施しました。

　　　　・新増築家屋実地調査　　　    　　　　　　　 　　853棟

　　　　・償却資産実地（台帳）調査  　　    　　　　　 　348件

（成果）適正な評価を行うための基礎資料が整いました。

固定資産空間データ 21,885,800 （目的）固定資産の課税対象を把握するために、GIS（地理情報システム）の維持やデータ更新等を行 136

整備事業 　　　い、GISの有効利用を図ります。

（資産税課）

（対象）GISに係るハード及びソフト

（手段）GISの維持やデータ更新等を行うため、業務委託を実施しました。

（成果）GISを最適環境で利用でき、課税対象を適切に把握する基盤が整いました。

市税徴収事業 16,428,095 （目的）公正な市税の確保を図るため、未納となっている市税の滞納整理を行います。 136

（収納課）

（対象）市税滞納者

（手段）市税の督促状発送後も納付がない場合には、納税催告、差押・交付要求等の滞納処分を行い、未

　　　納となっている市税を収納しました。また、担税力のない滞納者に対しては、滞納処分の執行停止

　　　を行い、滞納繰越額の圧縮に努めました。

　　　　・催告書発送件数（一斉） （単位：件）

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

発　送　日

市　　　内 29,943

市　　　外 9,869

R元.6.20・8.21・10.21・12.11・R2.3.11



　 　

　　　　・催告書発送件数（随時） （単位：件）

　　　　 ・差押件数 （単位：件）

　　　　・滞納処分の執行停止件数 （単位：件）

　　　　・市税等滞納繰越分の収納額　　 （単位：件、円）

（成果）滞納繰越分の市税の滞納整理（納税催告・自主納付・差押等）を行い、税収の確保に努めまし

　　　た。

市税収納事業 117,034,897 （目的）適正な市税の収納管理を行います。 136

（収納課、出納室）

（対象）市税納税義務者

（手段）納期限までに納付がない場合に督促状を送付し、納税の督促を行いました。

　　　　・督促状発送件数 （単位：件）

　　　　　※国民健康保険税に係る督促状の作成及び郵送料は、国民健康保険特別会計・一般管理業務経

　　　　　費にて支出しました。

　　　　・市税の修更正の手続き等に伴い過年度還付が発生した場合、過誤納金の還付を行いました。

　　　　　　還付件数　　　　　　　　　　　　　　　1,814件

（成果）納税の督促や過誤納金の還付により、適正な市税の収納管理を行いました。

市外 1,281 2,562 59 2,238 593 1,015

273 58 1 332

区　　　　　分 件　　　数 収　納　額

市　　　　　税

合　　　　　計 31,781 418,423,627

市内 13,497 903 148 17,585

預貯金 給与 生命保険

190,764,799

国民健康保険税 16,942 227,658,828

国民
健康保険税

軽自動車税
固定

資産税
法人

市民税
市県民税
(特徴)

市県民税
(普徴)

区分

国税還付金 その他

210 82 2 42 539

財産なし 生活困窮 居所不明 合計

14,839

発　送　日 随　　時

合　    計 398

不動産

4,189 26,917

合計

3 200

－77－  2款　総務費



－78－  2款　総務費

（款）2 総務費　　　　（項）3 戸籍住民基本台帳費　　　　（目）1 戸籍住民基本台帳費　　　　　　　 （単位：円）

戸籍事務事業 21,732,461 （目的）戸籍法等に基づく出生・死亡届等により本籍を定める者の身分関係を登録し管理します。 138

（市民課（総合窓口

）） （対象）本籍のある全ての者及び関係者

（手段）各種の届出等に基づき戸籍へ記載しました。

　　　　・戸籍

　　　　　本籍・人口数（令和2年3月31日現在）

　　　　・届出事件数 （単位：件）

1

2

3

6

9

11

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

死亡 1,746 1,560 1,100 460 186

12
失踪 2 1 1 0 1

（取消事件の内数） 0 0 0 0 0

10

親権・
未成年
者の後
見・後
見監督

①　届　出 6 4 4 0 2

②

嘱

託

甲類審判 1 1 1 － －

保全処分 0 0 0 － －

③　計 7 5 5 0 2

8
離婚 369 228 205 23 141

（取消事件の内数） 0 0 0 0 0

法77条の2、75条の2 146 104 98 6 42

法73条の2、69条の2 5 4 4 0 1

7
婚姻 1,522 536 415 121 986

（取消事件の内数） 0 0 0 0 0

0 0 0 0

12

認知 20 12 7 5 8

4
養子縁組 119 79 67 12 40

（取消事件の内数） 0 0 0 0 0

15 3 3 0国籍留保

4331,276 843 476 367

本籍数 54,533件 本籍人口数 135,329人

5
養子離縁 36

事　件　の　種　類 総数

届　　　　出
他市町村
から送付計

本籍人
届出

非本籍人
届出

出生

28 25 3 8

（取消事件の内数） 0



　 　

13

14

16

17

18

19

20

21

22

24

25

26

28

29

30

　　　　　（注）（1）10欄の「甲類審判」は甲類審判の確定件数、「保全処分」は審判前の保全処分件

　　　　　　　　　　数です。

　　　　　　　　（2）27欄の「法113条等」は、戸籍法第113条及び第114条の申請件数です。

（取消事件の内数） 0 0 0 0

36 27

0

就籍 0 0 0 0

⑤続柄記載更正（嘱託） 0 0 0 0 0

⑥続柄記載更正（申出） 2 1 1 0 1

⑦      計 100 83 83 0 17

9 6

31
合計 6,542 4,287 3,255 1,032 2,255

0

27

訂
正
・
更
正

①市町村長職権 92 77 77 0 15

②法24条2項 2 2 2 0 0

③法113条等 0 0 0 0 0

④法116条 4 3 3 0 1

⑤      計 10 10 9 1 0

名の変更 3 2 1 1 1

転籍 834 555 551 4 279

外国国籍喪失 0 0 0 0 0

23

氏
の
変
更

①法107条1項 9 9 8 1 0

②法107条2項 1 1 1 0 0

③法107条3項 0 0 0 0 0

④法107条4項 0 0 0 0 0

帰化 10 9 9 0 1

国籍喪失 1 1 1 0 0

国籍選択 11 9 6 3 2

入籍 237 166 152 14 71

分籍 22 9 9 0 13

国籍取得 1 1 0 1 0

復氏 1 0 0 0 1

姻族関係終了 1 1 1 0 0

15
相続人廃除 0 0 0 0 0

（取消事件の内数） 0 0 0 0 0

追完 2 2 0 2 0

その他 4 0 0 0 4

不受理申出 42

－79－  2款　総務費



－80－  2款　総務費

（款）2 総務費　　　　（項）3 戸籍住民基本台帳費　　　　（目）1 戸籍住民基本台帳費　　　　　　　 （単位：円）

　　　　・処理事件数 （単位：件）

1 4

2 5

3 6

　　　　　（注）5欄の「その他」は、届出の催告、戸籍の記載の錯誤遺漏通知、管轄局に対する許可の

　　　　　　　申請です。

（成果）戸籍法等に基づき、適正な戸籍事務の遂行が図られました。

住民基本台帳事務事 34,084,962 （目的）住民基本台帳法等に基づく住民の転入・転出届等により居住関係を住民基本台帳へ記録し、居住 140

業 　　　関係を公証します。また、住民票の写しや戸籍全部、個人事項証明等を交付します。

（市民課（総合窓口

）） （対象）住民登録のある全ての者及び関係者（平成24年7月9日より外国人住民を含む。）

（手段）各種の届出等に基づき住民基本台帳へ記録し、住民票の写しや戸籍全部、個人事項証明等の交付

　　　を行いました。　　

　　　　・住民基本台帳届出件数（市役所及び総合支所の届出件数）　

（単位：件、人）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　※日曜開庁届出件数　1,248件

　　　　・証明書等交付件数 （単位：件）

合計 11,315

2,864 7,106

6,70831,017

転出等 4,581

37,725戸籍関係

1,805

5,890

転居

－

有料 無料 合計

－

世帯変更 457 －

新 戸 籍 編 製 1,097 戸籍の再製・補完

印鑑証明関係 44,051 25 44,076

諸証明 4,242

住民票関係 68,832 5,442 74,274

0

戸 籍 全 部 消 除 840 そ の 他 2

違 反 通 知 0 合 計 1,939

件数 人数

転入等 4,472 6,021

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ



　 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※日曜開庁交付件数　8,805件

　　　　・住民票広域交付件数　　44件

　　　　住民基本台帳人口（令和2年3月31日現在）　

　　　　　世帯数　　　　　66,934世帯

　　　　　人　口　　　　　152,863人（男　76,261人　女　76,602人）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　（日本人　149,701人　外国人　3,162人）

　　　　　国籍別外国人住民人口（令和2年3月31日現在）

（単位：円）

（成果）各種届出や実態調査に基づき、適正な住民基本台帳の記録等の管理ができました。また、住民票

　　　の写しや戸籍全部、個人事項証明等の交付を行いました。

印鑑登録事務事業 177,572 （目的）久喜市印鑑登録及び証明に関する条例に基づき、住民の印鑑登録を行い、印鑑登録証明書を交付 142

（市民課（総合窓口 　　　します。

））

（対象）住民基本台帳に登録されている市民及び関係者（意思能力を有しない者を除く。）

（手段）申請に基づき、印鑑を登録し、印鑑登録証明書を交付しました。

　　　　・印鑑登録者数（令和2年3月31日現在）　98,950人

　　　　・登録申請件数　5,974件

　　　　・廃止申請件数　　2,100件　　

　　　　　※日曜開庁届出件数　1,021件

（成果）申請に基づき印鑑登録を行い、印鑑登録証明書を交付しました。

住民基本台帳ネットワークシステム機器賃貸借 571,406

合計 149,271 15,039 164,310

総数 フィリピン ベトナム 中国 ブラジル ペルー

内　　　　　　　容 金　　　額

住民基本台帳ネットワークシステム保守業務 6,889,243

住民基本台帳ネットワークシステム番号法対応機器賃貸借 119,232

自動車臨時運行許可 1,129 － 1,129

その他

3,162人 599人 541人 487人 333人 203人 999人

－81－  2款　総務費



－82－  2款　総務費

（款）2 総務費　　　　（項）3 戸籍住民基本台帳費　　　　（目）1 戸籍住民基本台帳費　　　　　　　 （単位：円）

住居表示事務事業 355,935 （目的）住居表示台帳整備を行います。 142

（市民課（総合窓口

）） （対象）住居表示台帳

（手段）建物その他工作物新築届等の届出に基づき、住居表示台帳原図を修正しました。

（成果）住居表示台帳の適正な管理ができました。

旅券事務事業 4,530,344 （目的）埼玉県から権限移譲を受け、旅券の申請受付及び交付をします。 142

（市民課（総合窓口

）） （対象）久喜市に在住の方

（手段）旅券の申請受付及び交付を行いました。

　　　　・旅券申請及び交付件数 （単位：件）

内訳　・10年旅券

      ・5年旅券

      ・記載事項変更等

（成果）市民課（総合窓口）内のパスポートコーナーで旅券を取得できることにより、市民サービスの向

　　　上が図られました。

コンビニ交付事業 9,626,874 （目的）全国のコンビニエンスストアで各種証明書の交付を実施します。 142

（市民税課、市民課

（総合窓口）） （対象）マイナンバーカードを取得した市民

（手段）コンビニエンスストアのマルチコピー機にマイナンバーカードを使用して、各種証明書を交付す

　　　るためのシステムを構築し、平成28年1月25日から運用を開始しました。

　　　　・取得できる証明書

　　　　　住民票の写し、印鑑登録証明書、所得証明書、課税証明書、非課税証明書、納税証明書、戸籍

　　　　　全部事項証明書、戸籍個人事項証明書、戸籍の附票の写し

　　　　・利用できる時間（12月29日～1月3日は除く）　午前6時30分から午後11時まで

　　　　　ただし、戸籍全部・個人事項証明書及び戸籍の附票の写しは、平日及び日曜日の午前9時から

　　　　　午後5時まで

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

申請 3,425

1,830

1,485

110

交付 3,489



　 　

　　　　・証明書交付件数（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

（単位：件）

（成果）各種証明書について、自宅近くや外出先等の全国のコンビニエンスストアで、早朝や深夜の時間

　　　帯にも交付が可能となったことから、証明書交付窓口の拡大を図ることができました。

通知カード・個人番 24,459,005 （目的）行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（マイナンバー法）に 142

号カード交付事業 　　　基づき、通知カード及び個人番号カードの交付に係る事務を実施します。

（市民課（総合窓口

）） （対象）市民

（手段）マイナンバー法に基づき、市民へ通知カードを送付しました。また、申請に基づき、個人番号

　　　カードの交付等を行いました。（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

　　　　　・個人番号カード申請件数　　5,478件

　　　　　・個人番号カード交付件数　  4,330件

（成果）マイナンバー法に基づき、通知カード及び個人番号カードの交付に係る事務を適正に実施するこ

      とができました。

マイキーＩＤ設定支 1,623,386 （目的）マイキーIDの設定支援を行い、個人番号カードを活用した消費活性化策の推進を図ります。 144

援事業 　　　

（情報推進課） （対象）市民

（手段）久喜市役所及び各総合支所にマイキーID設定支援窓口を設置し、制度の説明やパソコン操作の補

　　　助を行いました。

　　　　・マイキーID設定支援件数　427件

（成果）マイキーIDの円滑な設定を行うことで、個人番号カードを活用した消費活性化策の実施に向けた

　　　準備を進めることができました。

戸籍の附票の写し 13

合計 4,282

件数

納税証明書 23

戸籍全部、個人事項証明書 227

住民票の写し 2,060

印鑑登録証明書 1,685

所得、課税、非課税証明書 274

－83－  2款　総務費



－84－  2款　総務費

（款）2 総務費　　　　（項）4 選挙費　　　　（目）1 選挙管理委員会費　　　　　　　 （単位：円）

選挙管理委員会運営 2,033,754 （目的）各種選挙の適正な管理執行等を行うため、選挙管理委員会を運営します。 144

事業

（庶務課） （対象）選挙管理委員及び有権者

（手段）選挙管理委員会の開催　22回

R元.6.3　R元.9.2　R元.12.2　R2.3.2

R元.6.21　R元.7.3　R元.7.4　R元.7.20

裁判員候補者予定者の選定について

検察審査員候補者予定者の選定について

（成果）選挙管理委員会を開催し、各種選挙等を適正に管理執行することができました。

（款）2 総務費　　　　（項）4 選挙費　　　　（目）2 選挙啓発費　　　　　　　 （単位：円）

選挙常時啓発推進事 184,080 （目的）選挙が公明かつ適正に行われるように、市民の政治意識の高揚を図るとともに、投票の方法や選 146

業 　　　挙違反等の選挙制度を周知します。

（庶務課）

（対象）市民

（手段）・選挙啓発ポスターの募集を行いました。

　　　　・選挙啓発標語の募集を行いました。

　　　　・成人式において、啓発パンフレット等を配布しました。

　　　　・常時啓発品、啓発パンフレット等を配布しました。

　　　　・高等学校において、選挙出前講座（模擬投票）を実施しました。

（成果）各種啓発活動により、市民の政治意識の高揚と選挙制度の周知に寄与できました。

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

参議院埼玉県選出議員補欠選挙の執行につい
て

R元.10.9 R元.10.10 R元.10.11 R元.10.12
R元.10.13 R元.10.25 R元.10.26

埼玉県議会議員一般選挙の執行について H31.4.6

参議院議員通常選挙の執行について

埼玉県知事選挙の執行について R元.8.7　R元.8.8　R元.8.23　R元.8.24　R元.8.25

議　　事　　内　　容 開　　催　　日

選挙人名簿の登録・抹消について

R元.9.20



　 　

（款）2 総務費　　　　（項）4 選挙費　　　　（目）3 土地改良区総代総選挙費　　　　　　　 （単位：円）

小林栢間土地改良区 137,282 （目的）平成31年4月29日の任期満了に伴う小林栢間土地改良区総代総選挙（第1区及び第2区）を適正に 146

総代総選挙執行事業 　　　管理執行します。

（菖蒲総務管理課）

（対象）有権者

（手段）平成31年4月26日執行の小林栢間土地改良区総代総選挙を円滑に遂行するための事務を行いまし

　　　た。

　　　　なお、第1区及び第2区で、候補者の数が選挙すべき総代の数を超えなかったため、無投票となり

　　　ました。

　　　　・投票日　平成31年4月26日

　　　　・告示日　平成31年4月19日

　　　　・当日有権者数

（単位：人）

（成果）小林栢間土地改良区総代総選挙（第1区及び第2区）を適正に管理執行することができました。

（款）2 総務費　　　　（項）4 選挙費　　　　（目）4 県議会議員一般選挙費　　　　　　　 （単位：円）

県議会議員一般選挙 19,954,366 （目的）平成31年4月29日の任期満了に伴う埼玉県議会議員一般選挙を適正に管理執行します。 146

執行事業

（庶務課、菖蒲総務 （対象）有権者

管理課、栗橋総務管

理課、鷲宮総務管理 （手段）平成31年4月7日執行の埼玉県議会議員一般選挙を円滑に遂行するための事務を行いました。

課） 　　　　なお、候補者の数が選挙すべき数を超えなかったため、無投票となりました。

　　　　・投票日　平成31年4月7日

　　　　・告示日　平成31年3月29日

第1区 261

第2区 334 70 9 413

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

計選挙区 男 女 法人

60 3 324

－85－  2款　総務費



－86－  2款　総務費

（款）2 総務費　　　　（項）4 選挙費　　　　（目）4 県議会議員一般選挙費　　　　　　　 （単位：円）

（成果）埼玉県議会議員一般選挙を適正に管理執行することができました。

（款）2 総務費　　　　（項）4 選挙費　　　　（目）5 参議院議員選挙費　　　　　　　 （単位：円）

参議院議員通常選挙 63,376,329 （目的）令和元年7月28日の任期満了に伴う参議院議員通常選挙を適正に管理執行します。 148

執行事業

（庶務課、菖蒲総務 （対象）有権者

管理課、栗橋総務管

理課、鷲宮総務管理 （手段）令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙を円滑に遂行するための事務を行いました。

課） 　　　　・投票日　令和元年7月21日

　　　　・公示日　令和元年7月4日

　　　　・投票率（選挙区） （単位：人、％）

　　　　・投票率（比例） （単位：人、％）

（成果）参議院議員通常選挙を適正に管理執行することができました。

決算書の
ページ

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

48.65

129,760 64,308 49.56

男 64,525 32,574 50.48

区　　分 当日有権者数 投票者数 投票率

女 65,235 31,735

女

合計

投票者数 投票率

合計 129,760 64,308 49.56

区　　分 当日有権者数

65,235 31,734 48.65

64,525 32,573 50.48

当日有権者数 63,828人 64,487人 128,315人

区　　分 男 女 計

男



　 　

参議院議員補欠選挙 45,205,348 （目的）参議院埼玉県選出議員の辞職に伴う参議院埼玉県選出議員補欠選挙を適正に管理執行します。 150

執行事業

（庶務課、菖蒲総務 （対象）有権者

管理課、栗橋総務管

理課、鷲宮総務管理 （手段）令和元年10月27日執行の参議院埼玉県選出議員補欠選挙を円滑に遂行するための事務を行いまし

課） 　　　た。

　　　　・投票日　令和元年10月27日

　　　　・告示日　令和元年10月10日

（単位：人、％）

（成果）参議院埼玉県選出議員補欠選挙を適正に管理執行することができました。

（款）2 総務費　　　　（項）4 選挙費　　　　（目）6 県知事選挙費　　　　　　　 （単位：円）

県知事選挙執行事業 47,210,109 （目的）令和元年8月30日の任期満了に伴う埼玉県知事選挙を適正に管理執行します。 152

（庶務課、菖蒲総務

管理課、栗橋総務管 （対象）有権者

理課、鷲宮総務管理

課） （手段）令和元年8月25日執行の埼玉県知事選挙を円滑に遂行するための事務を行いました。

　　　　・投票日　令和元年8月25日

　　　　・告示日　令和元年8月8日

（単位：人、％）

（成果）埼玉県知事選挙を適正に管理執行することができました。

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

合計 128,419 45,263 35.25

女 64,592 21,968 34.01

合計

区　　分 当日有権者数 投票者数

129,706 29,418 22.68

男 63,827 23,295 36.50

64,502 15,274

区　　分 当日有権者数 投票者数 投票率

男

投票率

23.68

女 65,204 14,144 21.69

－87－  2款　総務費



－88－  2款　総務費

（款）2 総務費　　　　（項）5 統計調査費　　　　（目）1 統計調査総務費　　　　　　　 （単位：円）

統計調査員確保対策 18,108 （目的）円滑な統計調査を実施するため、統計調査員登録者を確保し、その資質の向上を図ります。 154

事業

（情報推進課） （対象）統計調査員登録者及び登録希望者

（手段）統計調査員登録者の資質向上のための統計事務研修会を企画しました。

　　　　※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策のため、研修会は中止となりました。

（成果）統計調査員登録者を対象とした研修会を企画し、担当職員の資質向上が図られました。

（款）2 総務費　　　　（項）5 統計調査費　　　　（目）2 統計調査費　　　　　　　 （単位：円）

学校基本調査事業 8,680 （目的）学校教育行政に必要な学校に関する基本的事項を明らかにするため、文部科学省が市町村を経由 156

（情報推進課） 　　　して調査を行います。

（対象）市内の幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、専修学校

（手段）調査対象が、調査票により回答し、インターネット経由で直接文部科学省あてに送付しました。

　　　　・調査基準日　令和元年5月1日

　　　　・調査対象件数　小中学校 34校　幼稚園8園　幼保連携型認定こども園8園　専修学校 1校

　　　　　※幼稚園（8園）には、休園（2園）を含む

（成果）学校教育の基本的事項が把握でき、当面する教育の諸問題の解決や、交付税の算定数値、将来の

　　　教育計画を立てる際の基礎資料を得ることができました。

工業統計調査事業 498,942 （目的）工業の実態を明らかにし、工業に関する施策の基礎資料を得るため、経済産業省が市町村を経由 156

（情報推進課） 　　　して調査を行います。

（対象）市内の製造業に属する全ての事業所

（手段）調査員が調査票を配布し、事業所はインターネット又は紙の調査票により回答しました。回答さ

　　　れた調査票は、市で内容を審査し県に提出しました。

　　　　・調査基準日　　　令和元年6月1日

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ



　 　

　　　　・調査対象件数　　367事業所

　　　　・指導員数　  　  1人

　　　　・調査員数 　　   11人

（成果）各種行政施策の立案・計画等への利用に資する基礎資料を得ることができました。

経済センサス調査区 1,750 （目的）経済センサス事業で設定した調査区の情報を修正し、母集団データを常に最新かつ正確な状態に 156

管理事業 　　　維持します。

（情報推進課）

（対象）市内全域

（手段）市内全域の調査区が現況に即した形であるか確認しました。

　　　　・報告基準日　令和2年4月1日

（成果）調査区が明確になり、調査の正確性を期することができました。

経済センサス基礎調 1,179,713 （目的）全ての産業分野における事業所の活動状態等の基本的構造を明らかにするため、総務省及び経済 156

査事業 　　　産業省が市町村を経由して調査を行います。

（情報推進課）

（対象）農林漁家に属する個人経営の事業所、家事サービス業及び外国公務に属する事業所を除く全ての

　　　事業所及び企業

（手段）調査員が事業所を訪問し、活動状態の実地確認を行い、事業所は調査票を郵送又はインターネッ

　　　トで回答しました。

　　　　・調査期間　　　　令和元年6月1日から令和2年3月31日まで

　　　　・調査対象件数　　6,581事業所

　　　　・調査員数 　　   14人

（成果）事業所の活動状態を把握することができました。

２０２０年農林業セ 4,352,959 （目的）農林業の生産構造の実態と変化を明らかにし、農林業施策の企画・立案・推進の基礎資料を得る 158

ンサス事業 　　　ために、農林水産省が市町村を経由して調査を行います。

（情報推進課）

（対象）農林業を営んでいる全ての世帯・法人

（手段）調査員が農林業を営む方を訪問し、所有、耕作する田畑の面積等を聞き取ったうえで、対象とな

　　　った方に調査票を配布・回収しました。回答された調査票は市で内容を審査後、県に提出しまし

　　　た。

－89－  2款　総務費



－90－  2款　総務費

（款）2 総務費　　　　（項）5 統計調査費　　　　（目）2 統計調査費　　　　　　　 （単位：円）

　　　　・調査基準日　　　令和2年2月1日

　　　　・調査対象件数　　聞取り調査　4,001件

　　　　　　　　　　　　　調査票調査　1,393件

　　　　・指導員数 　　   10人

　　　　・調査員数 　　   94人

（成果）農林業の生産構造の実態が明らかになり、農林業施策の基礎資料を得ることができました。

令和２年国勢調査調 346,327 （目的）令和2年国勢調査における調査員の担当区域を明確にし、調査の正確性の向上を図ります。 158

査区設定事業

（情報推進課） （対象）市内全域

（手段）市内全域の調査区を確認し、前回調査時から人口が増加した地域や、新たに建設された社会福祉

　　　施設を調査区に反映しました。

（成果）現状を反映した調査区設定ができ、調査の正確性を向上させることができました。

２０１９年全国家計 4,443,091 （目的）家計における消費、所得、資産の実態を総合的に把握し、世帯の所得分布及び消費の水準を明ら 158

構造調査事業 　　　かにするため、総務省が市町村を経由して調査を行います。

（情報推進課）

（対象）総務大臣が指定する地域において、総務大臣が定める方法により市長が選定した世帯

（手段）調査員が対象世帯に調査票を配布し、記入された調査票を回収しました。回収された調査票は市

　　　で内容を審査し、県に提出しました。

　　　　・調査期間　　　　令和元年10月1日から令和元年11月30日まで

　　　　・調査対象件数　　基本調査　108世帯

　　　　　　　　　　　　　簡易調査　108世帯

　　　　・指導員総数　6人

　　　　・調査員総数　9人

（成果）家計の消費や資産の実態を明らかにし、家計の実態に関する基礎数値が得られました。

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ



　 　

（款）2 総務費　　　　（項）6 監査委員費　　　　（目）1 監査委員費　　　　　　　 （単位：円）

監査委員運営事業 1,939,452 （目的）市の財務に関する事務や経営について監査を実施し、公正かつ効果的な市政運営を図ります。 160

（監査委員事務局）

（対象）市で行う事務や事業

（手段）決算審査等の監査を執行しました。

　　　　・例月出納検査の執行

・会計管理者所管の一般会計及び特別会計に属する現金の出納状

　況及び保管状況

・水道事業会計及び下水道事業会計に係る現金、預金等の出納保

　管状況

　　　　・定期監査の執行

平成31年4月1日から令和元年9月30日までに執行された以下の所属所及び学校

における財務に関する事務

青毛小学校、上内小学校、鷲宮東中学校、鷲宮総合支所総務管理課、

栗橋総合支所総務管理課

人事課、消防防災課、生活支援課、子ども未来課、都市計画課、

障がい者福祉課、資産税課

三箇小学校、菖蒲総合支所総務管理課、久喜ブランド推進課、学校給食課、

学務課、生涯学習課

　　　　・決算審査の執行

　　　　　・企業会計

R元.6.4～R元.7.31

平成30年度久喜市水道事業会計決算

R元.6.13～R元.7.31

平成30年度久喜市下水道事業会計決算

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

検　査　日 検　　　　査　　　　対　　　　象

H31. 4.26 R元. 5.28

R元. 6.27 R元. 7.26

R元. 8.28 R元. 9.27

R元.10.29 R元.11.28

R元.12.27 R 2. 1.31

R 2. 2.27 R 2. 3.27

監査期日 監　　　　　査　　　　　対　　　　　象

R元.11.15

R元.11.19

R元.11.20

審査期間

審査対象

審査期間

審査対象

－91－  2款　総務費



－92－  2款　総務費

（款）2 総務費　　　　（項）6 監査委員費　　　　（目）1 監査委員費　　　　　　　 （単位：円）

　　　　　・一般会計及び特別会計

R元.7.4～R元.7.31

平成30年度久喜市一般会計歳入歳出決算

平成30年度久喜市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

平成30年度久喜市介護保険特別会計歳入歳出決算

平成30年度久喜市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

平成30年度久喜市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

平成30年度久喜市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算

平成30年度実質収支に関する調書

平成30年度財産に関する調書

（成果）公正かつ効果的な市政運営に寄与することができました。

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

(7)

(8)

審査期間

審査対象 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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