
－196－  4款　衛生費

（款）4 衛生費　　　　（項）1 保健衛生費　　　　（目）1 保健衛生総務費　　　　　　　 （単位：円）

母子愛育会地域活動 483,200 （目的）母子愛育会が地域で活発に子育て支援事業等を実施し、保健事業と連携を図ることができるよう 232

事業 　　　支援します。

（中央保健センター

、菖蒲保健センター （対象）市民、母子愛育会員

）

（手段）・愛育まつりへの支援

　　　　・研修会の実施

　　　　・補助金の交付

（成果）母子愛育会が地域で活発に子育て支援事業等を実施し、保健事業との連携を図ることができまし

　　　た。

食生活改善事業 395,000 （目的）食生活の改善に対する知識の普及、情報の提供をし、市民自らが食生活の見直し、改善を行い、 232

（中央保健センター 　　　健康の保持を図ります。

） 　　　　また、食生活改善推進員協議会の育成を支援します。

（対象）市民、食生活改善推進員

（手段）食生活改善事業を久喜市食生活改善推進員協議会に委託して実施しました。

　　　　 （単位：円、回、人）

久喜支部

菖蒲支部

栗橋支部

鷲宮支部

（成果）食生活の改善に対する知識の普及、情報の提供、意識の高揚及び食生活改善推進員協議会の育成

　　　を図ることができました。

合　　計 395,000 16事業 38 1,103

13 287

32,098 2事業 2

158,109 5事業 16 481

129

4事業 7 206

124,233 5事業

延参加者数実施回数委託事業委託料区　　分

決算書の
ページ

80,560

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果



健康医療啓発事業 141,670 （目的）献血事業の推進により、献血思想の普及及び良質な血液の確保を図ります。 232

（健康医療課）

（対象）企業、学校、地域住民

（手段）市内各会場での献血への協力の呼びかけをしました。

　　　　・献血者数（全血献血者＝200ml・400ml）　　1,858人

　　　　・実施箇所数　37会場（73回）

　　　　・実施場所　　企　　業　 　　　　　25箇所

　　　　　　　　　　　市役所等（地域住民）　8箇所

　　　　　　　　　　　学　　校　　　 　　　 4箇所

（成果）企業、学校、地域住民の方の協力を得て、献血者の確保及び安全な血液製剤の安定的供給に貢献

　　　しました。

自殺対策事業 249,876 （目的）自殺対策を推進するため、相談機関の周知や人材育成を行い、不安や悩みを相談できる環境を整 234

（健康医療課） 　　　備します。

（対象）市民

（手段）・「メンタルヘルスチェックシステム」を提供しました。

　　　　・ゲートキーパー養成講座を開催しました。

　　　　　令和元年7月30日　鷲宮総合支所　405・406会議室　参加者62人

　　　　・自殺予防キャンペーンを実施（啓発用品の配布等）しました。

　　　　　令和元年9月11日 　東鷲宮駅

　　　　　令和元年9月17日 　栗橋駅

（成果）自殺対策を総合的に推進することができました。

感染症対策事業 114,148 （目的）新型インフルエンザ等の感染症発生に備え、衛生用品を備蓄します。 234

（健康医療課）

（対象）市民、市、関係機関

（手段）手指消毒剤等の衛生用品を購入しました。

（成果）感染症発生に備え、手指消毒剤等の衛生用品を備蓄することができました。

－197－  4款　衛生費



－198－  4款　衛生費

（款）4 衛生費　　　　（項）1 保健衛生費　　　　（目）1 保健衛生総務費　　　　　　　 （単位：円）

地域医療対策事業 79,544,591 （目的）地域の医療機関への支援等により、地域医療体制の確保及び充実を図ります。 234

（健康医療課）

（対象）市民、医療機関

（手段）・病院用地の一部を借り上げました。

　　　　・第二次救急医療を提供する東部北地区輪番病院に対し、救急医療圏内の市町と支援を行いまし

　　　　た。

 （成果）地域医療提供体制の確保及び充実を図ることができました。

地域医療推進事業 102,798 （目的）住民と医療側が協働して、地域医療を守り育てる活動の展開を図ります。 234

（健康医療課）

（対象）市民、市、関係機関

（手段）・久喜市地域医療推進協議会を開催し、久喜市の医療の現状等について協議をしました。

　　　　・地域医療フォーラムを開催しました。

・講演「限りある医療資源の有効活用に向けて」

　　　　～新久喜総合病院の取り組み～」

（成果）地域医療を守るための今後の取り組み等について、協議を行うことができました。

公共施設屋外ＡＥＤ 620,957 （目的）心臓発作等による突然の心停止に備え、いつでも誰でもAEDを利用できるよう屋外への設置を図 234

設置事業 　　　ります。

（健康医療課）

（対象）市民

（手段）南栗橋スポーツ広場、菖蒲運動公園に屋外AEDを設置しました。

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

期　日 主な内容

R2.1.18

救急医療の現状や課題を考える

・講演「地域の救急医療をみんなで守るために　

期　　間

済生会栗橋病院用地 10,040.26㎡ H31.4.1～R2.3.31

区分 期　日 主 な 内 容

第1回 R元.10.21

内　　容 面　　積

久喜市の医療等の現状について



（成果）24時間いつでも利用可能なAEDを設置し、屋外で突然倒れてしまった方への対応が可能となりま

　　　した。

健康づくり・食育推 887,605 （目的）市民一人ひとりの健康づくりと食育への意識を高めるため、「第2次久喜市健康増進・食育推進 236

進事業 　　　計画」に掲げる施策を推進します。

（健康医療課）

（対象）市民

（手段）食育セミナーを開催しました。

　　　　　テーマ「地産地消の推進」

　　　　・令和元年6月29日（土）9：30～12：30

　　　　　鷲宮西コミュニティセンター（おおとり）　参加者131人

　　　　・講演「おいしく食べよう埼玉の野菜～注目の野菜や時短のレシピ紹介～」

　　　　・ヘモグロビンA1c測定、食育に関するパネル展示、試食等

　　　　健康づくり・食育推進大会を開催しました。

　　　　　テーマ「笑顔で運動！笑って長生き！」

　　　　・令和元年11月3日（日）13：30～16：00　

　　　　　久喜総合文化会館　来場者429人

　　　　・市民グループによる活動発表

　　　　・幼稚園、小学校、中学校等の活動発表

　　　　・健康づくり・食育推進啓発ポスター等の展示

（成果）「第2次久喜市健康増進・食育推進計画」における「身体活動・運動」及び「地産地消の推進」

　　　の分野の施策を推進することができました。

水道事業会計負担事 1,596,514 （目的）水道事業が実施する「久喜の水」の合併10周年記念ラベル作製及び東日本大震災に伴う避難者に 236

業 　　　対する水道料金の減免等を支援します。

（財政課）

（対象）水道事業

（手段）県補助金及び特別交付税で措置される当該経費を、一般会計補助金及び一般会計負担金として水

　　　道事業会計に支出しました。

（成果）「久喜の水」の合併10周年記念ラベル作製及び公共性の高い水道料金の減免等に対し、支援を行

　　　うことにより、独立採算を原則とする水道事業の効率的運営に寄与しました。

－199－  4款　衛生費



－200－  4款　衛生費

（款）4 衛生費　　　　（項）1 保健衛生費　　　　（目）2 保健予防費　　　　　　　 （単位：円）

予防接種事業 341,738,638 （目的）伝染のおそれ等のある疾病の発生及びまん延の予防を図ります。 236

（中央保健センター

） （対象）予防接種の対象となる市民（予防接種の種別により対象年齢が異なります。）

（手段）・麻しん風しん混合、麻しん、風しん、BCG、二種混合、日本脳炎、子宮頸がん、ヒブ、小児用

　　　　肺炎球菌、ポリオ、四種混合、水痘、B型肝炎の予防接種は、個別接種により市内の接種協力医

　　　　及び住所地外（埼玉県内に限る）予防接種相互乗り入れ接種協力医に委託し、無料で実施しまし

　　　　た。

　　　　・身体の状況により市内の接種協力医での接種ができない場合は、埼玉県立小児医療センター等

　　　　に委託し、無料で実施しました。

　　　　・高齢者インフルエンザは、個別接種により市内の接種協力医及び住所地外（埼玉県内に限る）

　　　　予防接種相互乗り入れ接種協力医に委託し、被接種者一部費用負担（1,500円）で実施しまし

　　　　た。

　　　　・高齢者肺炎球菌【定期接種】は、個別接種により市内の接種協力医及び住所地外（埼玉県内に

　　　　限る）予防接種相互乗り入れ接種協力医に委託し、被接種者一部費用負担（3,000円）で実施し

　　　　ました。

　　　　・高齢者肺炎球菌【任意接種】は、個別接種により市内の接種協力医に委託し、被接種者一部費

　　　　用負担（5,000円）で実施しました。

　　　　・里帰り出産等、契約医療機関以外での接種希望者への対応のため、久喜市予防接種助成金交付

　　　　要綱に基づき助成金の交付（償還払い）を実施しました。

　　　　・風しんが、全国的に流行し、妊娠初期の女性が風しんに感染すると、赤ちゃんに心臓疾患や難

　　　　聴といった先天性風しん症候群が起こる恐れがあることから、妊婦の感染予防を強化し、先天性

　　　　風しん症候群の発生を予防するための緊急対策として、大人の風しん予防接種費用の一部費用助

　　　　成を上限3,000円で実施しました。

　　　　・風しんの流行により、風しん追加的対策として、幼少期に風しんの定期接種を受ける機会のな

　　　　かった昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性に対し、無料クーポン券を送付し、風し

　　　　んの抗体検査及び抗体検査の結果、抗体がない方に対し、風しんの第5期の定期接種を実施しま

　　　　した（令和3年度まで全国的に実施）。令和元年度は、8,670人分のクーポン券を発行しました。

（単位：人）

種　類 接種者数 ※2 対象者数 ※1対　象　年　齢

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

1　期 生後12か月から24か月まで 996 967



BCG

二種混合

小学6年生～高校1年生

（相当年齢）の女子

（合計3回接種）

Ⅰ期初回

日
本
脳
炎
※
5 Ⅱ期 1,6941,2349歳以上13歳未満

ポ
リ
オ

1回目 生後3か月から7歳6か月まで
（四種混合を接種していない
方）

－

0

2回目 0

3回目 1

Ⅰ期追加
Ⅰ期初回終了後6か月以上の
間隔をおき、7歳6か月まで

－ 5

小
児
用
肺
炎
球
菌

Ⅰ期初回

1回目
生後2か月以上7か月未満（合
計4回接種）

861

848

2回目
生後7か月以上12か月未満
（合計3回接種）

852

3回目
1歳以上2歳未満（合計2回接
種）

858

Ⅰ期追加 2歳以上5歳未満（1回接種） 929 954

子宮頸がん

1回目

596

12

2回目 9

3回目 7

ヒ
ブ

Ⅰ期初回

1回目
生後2か月以上7か月未満（合
計4回接種）

861

847

2回目 生後7か月以上12か月未満
（合計3回接種）

813

3回目 824

1歳以上5歳未満（1回接種）

麻しん風しん
混合　※3

2　期
5歳以上7歳未満、かつ小学校
就学前1年間

1,108 1,068

5　期
昭和37年4月2日～昭和54年4
月1日生まれの男性　※4

－ 297

生後1歳まで 875 866

11歳以上13歳未満 1,295 1,107

Ⅰ期初回
1回目

生後6か月から7歳6か月まで

929 914

1,038
1,170

2回目 1,154

Ⅰ期追加
Ⅰ期初回終了後概ね1年の間
隔をおき、7歳6か月まで

1,112 1,321

Ⅰ期追加

－201－  4款　衛生費



－202－  4款　衛生費

（款）4 衛生費　　　　（項）1 保健衛生費　　　　（目）2 保健予防費　　　　　　　 （単位：円）

Ⅰ期初回

（単位：人）

麻しん風しん 1

BCG 0

二種混合 0

日本脳炎 0

ヒブ 10

小児用肺炎球菌 10

四種混合 9

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

種　類 対　象　年　齢  対象者数 ※1 接種者数 ※2

種　類 対　象　者 接種者数 ※8

埼玉県立小児医療セ
ンター委託

身体の状況等により、市内医
療機関での接種ができない方

高齢者インフルエン
ザ

65歳以上（60歳以上65歳未満
で心臓、腎臓、呼吸器等の障
がいのある身体障害者手帳1
級相当の方を含む）

47,037 20,959

高齢者肺炎球菌
【定期接種】※7

65歳の方 6,182 1,773

高齢者肺炎球菌
65歳以上で初めて接種する方

－ 130
又は過去に接種してから5年

【任意接種】
以上経過している方

（定期接種対象者を除く）

水痘
1回目

1歳から3歳になる日まで 996
977

2回目 1,013

B型肝炎※6

1回目

生後1歳まで 861

842

2回目 835

3回目 887

四
種
混
合

1回目 生後3か月から7歳6か月まで
（三種混合・ポリオを接種し
ていない方）

852

834

2回目 874

3回目 898

Ⅰ期追加
Ⅰ期初回終了後6か月以上の
間隔をおき、7歳6か月まで

1,041 981



水痘 1

B型肝炎 8

麻しん風しん 1

BCG 5

二種混合 1

日本脳炎 1

ヒブ 30

小児用肺炎球菌 30

子宮頸がん 3

四種混合 26

水痘 2

B型肝炎 26

高齢者インフルエンザ 32

高齢者肺炎球菌 3

　　　　　※1　平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に、対象年齢の始期になる者の数です。（

　　　　　　 高齢者肺炎球菌・高齢者インフルエンザを除く）

　　　　　※2　対象年齢に該当する全ての接種者の数です。

　　　　　※3　麻しん又は風しんの単独接種者も含む数値です。

　　　　　※4　令和3年度末まで実施する風しん追加的対策において、風しん抗体検査の結果、抗体がな

　　　 　　　いと判断され、麻しん風しん混合ワクチン（風しんの単独接種者も含む）の接種を受けた

　　　　　　 方の数です。（昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性）

　　　　　※5　平成17年5月30日から平成22年3月31日まで積極的な勧奨を差し控えておりましたが、平

　　 　　　　成22年4月1日から3歳児及び接種差し控えにより1期が完了していない9歳児を対象に、積

　　 　　　　極的勧奨を開始しました。

　　　　　     平成23年5月20日から、1期及び2期が完了していない平成7年6月1日から平成19年4

　　　　　　 月1日生まれの者は、希望により20歳未満の間に限り、定期予防接種としての接種が可能

　　 　　　　となりました。

大人の風しん予防接
種助成事業

埼玉県風しん抗体検査事業の
結果、予防接種をすすめられ
た方

－ 53

風しん追加的対策
昭和37年4月2日から昭和54年
4月1日生まれの男性

風しん抗体検査 1,284

風しん抗体検査（償還払
い）

1

助成金（償還払い）
【任意接種】

契約医療機関以外での接種 高齢者肺炎球菌 12

疾病や、市外に滞在等により
市内医療機関での接種ができ
ず、接種希望の医療機関との
契約が困難な方

助成金（償還払い）
【定期接種】

－203－  4款　衛生費



－204－  4款　衛生費

（款）4 衛生費　　　　（項）1 保健衛生費　　　　（目）2 保健予防費　　　　　　　 （単位：円）

　　　　　     平成25年4月1日から、平成7年4月1日から5月31日生まれの方も定期接種の対象に追

　　 　　　　加されました。

　　　　　※6　平成28年10月1日からB型肝炎予防接種が定期接種の対象となりました。

　　　　　※7　平成26年4月1日から平成31年3月31日までの間は、経過措置が設けられていましたが、平

　　　　　 　成31年4月1日から令和6年3月31日までの間も、経過措置が継続になりました。令和元年度

　　　　　　 は、令和2年3月31日時点で、過去に1回も接種していない65歳、70歳、75歳、80歳、85

　　　　　　 歳、90歳、95歳、100歳、101歳以上の方が対象となり、過去の接種歴が確認できた方を除

　　　　　　 き、個別通知を発送しました。

　　　　　※8　大人の風しん予防接種助成事業以外の接種者数は、接種者数※2欄の人数に含まれていま

　　　　　　 す。

（成果）伝染のおそれ等のある疾病の発生及びまん延の予防を図ることができました。

精神保健事業 348,321 （目的）精神保健に関する疾病発生の予防及びこころの健康の保持増進を図ります。　 238

（中央保健センター

） （対象）市民

（手段）・保健師による精神保健に関する相談等を実施しました。 

  　    ・精神保健福祉士によるこころの健康相談を実施しました。

　　　　・不登校やひきこもりの家族の集いを実施しました。5月、9月、1月には臨床心理士による家族

　　　　支援を行いました。

        ・こころの健康講座を実施しました。 （単位：人、円）

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

R元.7.13
（土）

ふれあい
センター久喜

自分に優しくしていますか？
自分を大切にするためのセル
フコンパッション

71 30,000

実施回数 参加者数

11回 66人

開催日 会　場 内　容 参加人数 事業費

来所相談 電話相談 訪問指導

142件 1,119件 89件

実施回数 相談者数

11回 22人



（成果）・傾聴や助言により、本人や家族の不安や悩みの解消又は軽減を図ることができました。また、

　　　　必要な方には医療機関の受診を促し、早期治療につながりました。

　　　　・こころの健康講座を開催し、自分を肯定するための考え方について実践を通して学ぶ機会、ま

　　　　た、ひきこもりの人の家族がどう対応するのが良いかを学ぶ機会を提供することにより、精神保

　　　　健に関する身近な問題について、参加者の知識を深めることができました。

（款）4 衛生費　　　　（項）1 保健衛生費　　　　（目）3 母子成人保健費　　　　　　　 （単位：円）

妊婦健康診査事業 81,567,655 （目的）妊婦の健康管理をするとともに、健康の保持増進を図ります。 238

（中央保健センター

） （対象）妊婦

（手段）妊娠届出者に対し母子健康手帳を交付するとともに妊婦健康診査の助成券を交付し、医療機関へ

　　　の委託により妊婦健康診査を実施しました。

（単位：円、回、人）

母子健康手帳交付

妊婦健康診査

　　　　　※妊婦健康診査の実績数は、1回目の受診人数です。

（成果）妊婦の健康管理及び健康の保持増進を図ることができました。　

ママ・パパ教室事業 471,153 （目的）妊娠・出産・育児に必要な知識や技術の普及を図り産後も交流できる仲間づくりをするとともに 238

（中央保健センター 　　　父親の育児参加への理解を深めます。

、菖蒲保健センター

、栗橋保健センター （対象）妊婦とその家族

、鷲宮保健センター

） （手段）各保健センターにおいて、ママ・パパ教室を実施しました。

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

81,175,270 14 903 872

事　業　内　容 事業費 実施回数 対象者数 実績数

392,385 随時 903 903

R元.11.10
（日）

ふれあい
センター久喜

ひきこもりについて～家族や
周囲ができることを考えよ
う！～

31 50,000

－205－  4款　衛生費



－206－  4款　衛生費

（款）4 衛生費　　　　（項）1 保健衛生費　　　　（目）3 母子成人保健費　　　　　　　 （単位：円）

（成果）妊婦やその家族が、妊娠・出産・育児に必要な知識や技術を身につけることができました。

乳幼児健康診査事業 18,023,869 （目的）乳幼児の発育発達の確認及び異常の早期発見を行い、乳幼児の健全育成に役立てるとともに、適 240

（中央保健センター 　　　切な保健指導を行い、保護者の不安軽減を図ります。

、菖蒲保健センター

、栗橋保健センター （対象）4か月児、10か月児、1歳6か月児、3歳4か月児

、鷲宮保健センター

） （手段）発育・発達上節目となる時期に集団健診を実施し、健診結果により適切な判定をし、必要に応じ

　　　精密健診、事後指導を行いました。

（単位：回、人）

（成果）乳幼児の発育発達の確認及び異常の早期発見ができ、健診結果に基づく適切な判定、指導を行う

　　　ことにより乳幼児の健全育成に役立てることができました。

乳幼児相談・教室事 6,576,183 （目的）乳幼児の発育発達を促し、保護者へ必要な知識の普及と不安の軽減を図ります。 240

業

（中央保健センター （対象）乳幼児とその保護者

、菖蒲保健センター

、栗橋保健センター （手段）各種相談・教室事業を実施し、必要な助言、指導を行いました。

、鷲宮保健センター （単位：円、回、組）

）

離乳食のすすめ方教室

乳幼児健康相談

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

281,707 27 164

1,209,539 43 1,384

1歳6か月児健康診査 38 1,005 961

3歳児健康診査 39 1,087 1,048

事　業　内　容 事業費 実施回数 延参加組数

事　業　内　容 実施回数 対象者数 受診者数

4か月児健康診査 42 857 825

10か月児健康診査 38 939 884

実施回数 参加実人数（ママ） 参加実人数（パパ）

30回 155人 123人



むし歯予防教室

1歳6か月児健診継続相談

親子教室

ことばの相談

乳幼児発達相談

（成果）乳幼児の発育発達を促し、保護者が必要な知識や情報が得られ、不安軽減に役立てることができ

　　　ました。

母子訪問指導事業 1,812,342 （目的）妊娠・出産・育児に関する知識の普及、情報の提供及び保健指導を行います。 240

（中央保健センター

、菖蒲保健センター （対象）訪問指導が必要な妊産婦・新生児・乳幼児及びその家族

、栗橋保健センター

、鷲宮保健センター （手段）助産師・保健師等が訪問し、保健指導を行いました。

） 　　　　・訪問件数　延べ2,184件

（成果）訪問指導により、知識の普及や情報提供ができ、妊産婦及び対象児の健康の保持増進を促すこと

　　　ができました。また「乳児家庭全戸訪問事業」を併せて実施し、子育て支援に役立てることができ

　　　ました。

成人健康診査事業 170,363,068 （目的）壮年期からの健康づくりへの意識の高揚と生活習慣病の予防及び疾病の早期発見を行います。 240

（中央保健センター

、菖蒲保健センター （対象）・40歳以上の市民（乳がん検診は30歳以上の偶数年齢の女性、子宮頸がん検診は20歳以上の偶数

、栗橋保健センター 　　　　年齢の女性、前立腺がん検診は50歳以上の男性、結核健康診断は16歳以上）

、鷲宮保健センター 　　　　・新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業対象者（子宮頸がん検診、乳がん検診）

）

（手段）・集団検診は、保健センター等で実施しました。

　　　　・個別検診は、南埼玉郡市医師会及び久喜市医師会に委託して実施しました。

　　　　・新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業を実施しました。

（単位：人）

健康診査（個別） 1,289 63 4.9%

子宮頸がん検診（集団・個別） 16,933 3,012 17.8%

840,000 30 116

事　　業　　名 対象者数 実績数 受診率

肝炎ウイルス検診（集団・個別） － 478 －

715,000 57 167

683,793 62 372

1,971,580 98 416

874,564 10 268

－207－  4款　衛生費



－208－  4款　衛生費

（款）4 衛生費　　　　（項）1 保健衛生費　　　　（目）3 母子成人保健費　　　　　　　 （単位：円）

 　　　　　※実績数には、新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業の実績が含まれています。

 　　　　　※大腸がん・前立腺がん・乳がん・子宮頸がん検診及び肝炎ウイルス検診の個別検診の実施

　 　　　　期間は、9か月間でした。

　 　　　　※肺がん検診（集団）では、結核健康診断も併せて実施しています。

（成果）疾病の早期発見、早期治療につなげることにより、健康づくりの意識の高揚を図るとともに、健

　　　康の保持増進を促すことができました。

健康づくり推進事業 3,087,207 （目的）健康に関する必要な知識の普及、情報の提供及び、適切な指導を行うことにより、自己の健康意 242

（中央保健センター 　　　識の高揚を図るとともに、生活習慣の改善を促します。

、菖蒲保健センター

、栗橋保健センター （対象）市民

、鷲宮保健センター

） （手段）・運動教室、栄養講座、出前講座等を実施しました。

（単位：回、人）

中央メタボ予防運動教室

菖蒲メタボ予防運動教室

栗橋メタボ予防運動教室

鷲宮メタボ予防運動教室

継続は力なり！お家でできる簡単トレーニング（中央）

継続は力なり！お家でできる簡単トレーニング（菖蒲）

継続は力なり！お家でできる簡単トレーニング（栗橋）

継続は力なり！お家でできる簡単トレーニング（鷲宮）

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

8 57

8 106

8 115

8 111

延参加者数

10 91

10 110

10 118

10 139

前立腺がん検診（集団・個別） － 7,464 －

結核健康診断（集団） － 13 －

事業内容（教室名） 実施回数

胃がん検診（集団） 46,037 5,226 11.4%

肺がん検診（集団） 46,037 6,781 14.7%

大腸がん検診（集団・個別） 46,037 15,448 33.6%

乳がん検診（集団・個別） 15,773 3,294 20.9%

事　　業　　名 対象者数 実績数 受診率



延ばそう健康寿命！～糖尿病になりにくい生活習慣を身に着けよう～

おやこでスキンシップ体操

ノルディックウォーキング（菖蒲）

若いうちから骨盤底筋体操

こっそり習得できる！骨盤底筋体操

菖蒲おっさんずラブ！（男性の健康づくり）

ウォーキング体操

ダンベル体操

女性のための骨盤底筋体操

健康講座　あなたの血圧は大丈夫？～放っておくと怖い血圧の話～

ストレッチで心もリフレッシュ！

ノルディックウォーキング体験教室

鷲宮おやじ塾

栄養講座、食生活講座等

出前講座　

その他

　　

　　　　・埼玉県コバトン健康マイレージ事業に参加しました。

　　　　　申込者数　1,766人（令和2年3月31日現在）

（成果）必要な知識の普及、情報の提供及び適切な指導を行うことにより、健康の自己管理意識の高揚を

　　　図るとともに、生活習慣の改善を促すことができました。

　　　　また、「埼玉県コバトン健康マイレージ事業」に参加し、健康づくりに役立てることができまし

　　　た。　　　

成人健康相談事業 593,961 （目的）相談者の健康状態の確認を行い、生活習慣改善のための知識の普及、情報の提供及び必要な指導 242

（中央保健センター 　　　を行うことで健康の保持増進を促したり、医療機関情報等を提供します。

、菖蒲保健センター

、栗橋保健センター （対象）市民

、鷲宮保健センター

） （手段）保健師、看護師、栄養士による健康相談や食生活相談を実施しました。

　　　　・実施回数　延べ294回　　　・参加者数　延べ1,946人

（成果）相談者の健康状態に応じた知識の普及、情報の提供及び必要な指導を行うことにより、健康の保

　　　持増進を図るとともに、生活習慣の改善を促すことができました。

合　　計 289 7,136

1 15

5 62

28 709

38 773

60 2,820

20 735

20 721

2 54

1 43

1 15

22 143

7 60

1 7

3 60

6 45

2 27
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－210－  4款　衛生費

（款）4 衛生費　　　　（項）1 保健衛生費　　　　（目）3 母子成人保健費　　　　　　　 （単位：円）

子育て世代包括支援 2,607,305 （目的）妊娠・出産・子育てに関する各種の相談に応じ、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援 242

センター事業 　　　を提供します。

（中央保健センター

、菖蒲保健センター （対象）妊産婦及び乳幼児等

、栗橋保健センター

、鷲宮保健センター （手段）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とともに、支援が必要

） 　　　な方に個別支援プランを作成し、継続的な支援を行いました。

　　　　・相談件数  4,512件　　　・個別支援プラン作成件数　21件

（成果）妊娠期からの切れ目のない支援を行うことで、妊産婦及び乳幼児等の健康の保持増進を促すこと

　　　ができました。また、妊娠・出産・子育てに関する不安の軽減に役立てることができました。

産後ケア事業 64,800 （目的）産科医療機関への宿泊や通所により、母親の身体的な回復と心理的安定を促進し、育児に関する 244

（中央保健センター 　　　能力を高め、健やかな育児ができるように支援します。

）

（対象）産後4か月未満の母子で、家族等から十分な支援を受けられず、心身に不調のある市民

（手段）産科医療機関へ委託し、宿泊や通所により、母親の心身のケアや育児指導・相談等を行いまし

　　　た。

（単位：日、円）

（成果）母親の身体的な回復と心理的な安定を促し、育児に関する能力を高め、健やかな育児の支援に役

　　　立てることができました。

不妊検査・不育症検 8,181,887 （目的）不妊検査・不育症検査・不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、検査及び治療を受 244

査・不妊治療費助成     　けることによる経済的な負担を軽減します。

事業

（中央保健センター （対象）不妊検査・不育症検査を受けた夫婦及び不妊治療を受け、埼玉県不妊治療費助成事業を利用した

）  　　夫婦      

デイサービス型 0 0

種別 利用日数 金額

宿泊型 3 64,800

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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



（手段）不妊検査・不育症検査に要する費用の一部を助成しました。また、埼玉県の助成事業に上乗せす

     る形で、不妊治療に要する費用の一部を助成しました。

（単位：件、円）

（成果）不妊検査・不育症検査・不妊治療を受ける夫婦の経済的負担が軽減され、治療を受ける機会の拡

      大に役立てることができました。

新生児聴覚検査費助 3,315,619 （目的）新生児聴覚検査に要する費用の一部を助成することにより、検査を受けることによる経済的な負 244

成事業     　担を軽減します。

（中央保健センター

） （対象）新生児聴覚検査を受けた新生児等の保護者

（手段）医療機関への委託及び助成金の交付により、新生児聴覚検査に要する費用の一部を助成しまし

　　　た。

（単位：件、円）

（成果）新生児聴覚検査を受ける新生児等の保護者の経済的負担が軽減され、検査を受ける機会の拡大に

　　　役立てることができました。

妊婦歯科健康診査事 1,031,920 （目的）妊娠中は、むし歯や歯周病が発症・発生しやすい時期であり、また、重度の歯周病は早産や低出 244

業 　　　生体重児出産のリスクを高める可能性があるため、歯科健康診査の費用を助成することにより、妊

（中央保健センター 　　　婦のむし歯や歯周病の早期発見、早期治療につなげます。

）

（対象）妊婦

（手段）母子健康手帳交付時に併せて「妊婦歯科健康診査受診券」を交付し、久喜市歯科医師会への委託

　　　により、妊婦歯科健康診査を実施しました。　

不育症検査 10 191,000

特定不妊治療（女性） 75 7,356,887

男性不妊治療 0 0

種別 交付決定件数 金額

不妊検査 33 634,000

種別 件数 金額

医療機関へ委託 2,145,000

助成金交付 248 1,128,240

429

－211－  4款　衛生費



－212－  4款　衛生費

（款）4 衛生費　　　　（項）1 保健衛生費　　　　（目）3 母子成人保健費　　　　　　　 （単位：円）

　　　　　※1　令和元年度の受診券配布者

　　　　　※2　歯科医院からの委託料の請求人数

（成果）歯科健康診査の受診や歯科保健指導により、妊婦の歯や口腔の健康を守り、健やかな出産を支援

　　　することができました。

成人歯科健康診査事 4,237,099 （目的）むし歯や歯周病などの口腔疾患は成人期において有病者率等が高いことや、基礎疾患や生活習慣 244

業 　　　病との関係が注目されていることから、成人期以降の方を対象とした無料歯科健診を実施すること

（中央保健センター 　　　で、歯や口腔の疾患の早期発見、早期治療につなげ、健康寿命の延伸に寄与します。

）

（対象）実施年度中に40歳、50歳、60歳、70歳になる市民

（手段）「成人歯科健康診査受診券」を交付し、久喜市歯科医師会への委託により、令和元年9月1日から

　　　成人歯科健康診査を実施しました。　

　　　　　※事業開始日から年度末までの歯科医院からの委託料の請求人数

（成果）歯科健康診査の実施により、むし歯や歯周病の早期発見、早期治療につなげることはもとより、

　　　市民がかかりつけ歯科医を持つことの推進を図ることができました。

（款）4 衛生費　　　　（項）1 保健衛生費　　　　（目）4 診療所費　　　　　　　 （単位：円）

休日夜間急患診療所 652,145 （目的）休日夜間急患診療所の施設及び設備を、診療時に使用することができる状態に維持管理します。 244

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

740人

受診者数　※受診券配布者数

908人 237人

9,068人

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

受診者数　※2受診券配布者数　※1



管理事業 （対象）休日夜間急患診療所の施設及び設備

（健康医療課）

（手段）施設の清掃・警備及び設備の保守点検等の業務を民間事業所に委託し、地域の初期救急医療施設

　　　としての機能を保つよう維持管理を行いました。

（成果）初期救急医療を提供できる状態に保つことができました。

休日夜間急患診療所 15,489,684 （目的）他の病院等が休診となっている休日の夜間等に、初期救急診療の機会を提供します。 244

運営事業

（健康医療課） （対象）市民及び近隣市町の住民

（手段）・休日の夜間等に、医師、薬剤師、看護師及び事務員を配置し、初期救急医療を行いました。

　　　　（診療科目：内科・小児科）

　　　　・診療時間　　日曜日：午後7時～10時

　　　　　　　　　　　休日及び年末年始（12/31、1/1～1/3）：午後2時～5時・午後7時～10時

（単位：回、人）

0 ～

5 ～

10 ～ ・県内

15 ～ ・県外

20 ～

30 ～

40 ～

50 ～

60 ～

70 ～

（成果）初期救急医療を必要とする市民及び近隣市町の住民に対し、他の病院等が休診となっている休日

　　　の夜間等に診療の機会を提供することができました。

1月 12 260 22 69 30

2月 8 64 8 18

11月 8 34

3月 7 13 2

合計 91 672 7

4 49 72

12月 7 80 11 59 52

9月 9 27 3 29 87

10月 8 42 5 39 91

7月 6 36 6 14 67 170

8月 6 19 3 19 34 40

5月 9 57 6  4歳 116 久喜市 462

6月 5 10 2  9 105 その他 210

　区分

月

診療
回数

受診
者数

1回平均
受診者数

受　診　者 の 内 訳

4月 6 30 5 （年齢階層） （住所地別）

－213－  4款　衛生費



－214－  4款　衛生費

（款）4 衛生費　　　　（項）1 保健衛生費　　　　（目）5 保健センター費　　　　　　　 （単位：円）

健康管理システム運 8,239,532 （目的）予防接種・乳幼児健診・がん検診等の履歴や検診の予約状況等の管理を行い、各種保健事業の円 248

用事業 　　　滑な実施を図ります。

（中央保健センター

） （対象）職員、市民

（手段）各種保健事業を円滑に進めるため、システムの保守管理を電算業者に委託して実施しました。

（成果）予防接種や乳幼児健診、がん検診等の記録を活用し、各種保健事業や保健指導、相談を円滑に実

　　　施することができました。

保健センター管理事 20,070,319 （目的）保健センターの施設及び設備を安全かつ良好な環境で利用することができる状態に維持管理しま 248

業 　　　す。

（中央保健センター

、菖蒲保健センター （対象）各保健センター（中央・菖蒲・栗橋・鷲宮）の施設及び設備

、栗橋保健センター

、鷲宮保健センター （手段）施設の清掃・警備及び設備の保守点検等の業務を民間事業者に委託し、維持管理を行いました。

）

（成果）保健活動の拠点施設としての機能を保つとともに、施設及び設備の不備による事故もなく、安全

　　　かつ良好な環境で施設を維持管理することができました。

保健センター運営事 28,910,125 （目的）各種保健事業を円滑に実施することができるよう、臨時職員の任用や事務用機器の借上げ等を行 250

業 　　　います。　　　

（中央保健センター

、菖蒲保健センター （対象）各保健センター（中央・菖蒲・栗橋・鷲宮）

、栗橋保健センター

、鷲宮保健センター （手段）・臨時職員19人（保健師9人、看護師6人、一般事務4人）を任用しました。

） 　　　　・電話代、コピー使用料、傷害保険料、賠償責任保険料等、保健センターの運営に必要な経費を

　　　　支出しました。

（成果）各種保健事業を円滑に実施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



（款）4 衛生費　　　　（項）2 環境衛生費　　　　（目）1 環境衛生総務費　　　　　　　 （単位：円）

環境審議会事業 162,000 （目的）環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進について、審議を行います。 252

（環境課）

（対象）久喜市環境審議会委員　15人

（手段）JR東鷲宮駅周辺の路上喫煙禁止区域の指定及び喫煙所の設置について、審議会を2回開催しまし

　　　た。

　　　　・令和元年6月21日　第1回久喜市環境審議会　出席委員　13人

　　　　・令和元年8月 8日　第2回久喜市環境審議会　出席委員　14人

（成果）JR東鷲宮駅周辺の路上喫煙禁止区域の指定等について、意見を得ることができました。

環境監査委員会事業 30,000 （目的）環境の保全及び創造に関する施策の適正な推進を確保するため、環境監査を実施します。 252

（環境課）

（対象）久喜市環境監査委員会委員　5人

（手段）市の環境に関する年次報告書「久喜市の環境」に基づいて、環境監査を実施しました。

　　　　・令和2年3月16日　出席委員　5人　　　

（成果）環境監査を実施することにより、環境基本条例に基づく環境施策の推進が図られていることを確

　　　認できました。

環境団体支援事業 564,363 （目的）河川や用水路を清掃する団体の育成及び活動を支援し、地域の環境美化を促進します。 252

（環境課）

（対象）久喜市青毛堀・稲荷台用水環境保全会、河川浄化対策協議会、青毛堀環境保全会、大中落環境保

　　　全会

（手段）次のとおり補助金を交付しました。

　　　　・久喜市青毛堀・稲荷台用水環境保全会

　　　　　久喜市青毛堀・稲荷台用水環境保全会に補助金（432,363円）を交付しました。

　　　　　活動内容は、ゴミゼロ・クリーン久喜市民運動参加、稲荷台用水一斉清掃等でした（約530人

　　　　参加、ゴミ回収量1,300kg）。

　　　　・河川浄化対策協議会

　　　　　河川浄化対策協議会に補助金（74,000円）を交付しました。

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ
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－216－  4款　衛生費

（款）4 衛生費　　　　（項）2 環境衛生費　　　　（目）1 環境衛生総務費　　　　　　　 （単位：円）

　　　　　活動内容は、栗橋やさしさ・ときめき祭り　河川浄化キャンペーン（6人参加）や毎月の南栗

　　　　橋地区の防犯・環境パトロール及び清掃活動の実施（延べ63人参加）等でした。

　　　　・青毛堀環境保全会

　　　　　青毛堀環境保全会に補助金（29,000円）を交付しました。

　　　　　活動内容は、ゴミゼロ・クリーン久喜市民運動参加、毎月の河川の不法投棄監視及び清掃（延

　　　　べ350人参加）等でした。

　　　　・大中落環境保全会

　　　　　大中落環境保全会に補助金（29,000円）を交付しました。

　　　　　活動内容は、ゴミゼロ・クリーン久喜市民運動参加、毎月の河川の不法投棄監視及び清掃（延

　　　　べ100人参加）等でした。

（成果）多数の市民参加による清掃を実施したことで、河川の美化を促進することができました。

環境マネジメントシ 272,000 （目的）環境マネジメントシステムの運用により、市の事務事業から排出される温室効果ガス総排出量を 252

ステム運用事業 　　　削減します。

（環境課）

（対象）取組対象施設を利用する市民、職員及び施設管理のための委託業者

（手段）環境目標を設定し、達成するために責任の所在、手段及び達成までの期間を定めた環境目標プロ

　　　グラムを策定し、目標達成に向けて取り組みました。

　　　　・取組事業

　　　　　　環境保全事業：37事業

　　　　　　一般事務：11項目

　　　　　　　①電気使用量の削減　②公用車の走行距離の削減　③都市ガス消費量の削減

　　　　　　　④LPガス消費量の削減　⑤灯油消費量の削減　⑥公用車のノーカーデー

　　　　　　  ⑦通勤車のノーカーデー　⑧水道使用量の削減　⑨コピー用紙の使用量の削減

　　　　　　　⑩ごみの減量　⑪事務用品におけるグリーン購入の推進

　　　　　　公共工事：環境配慮方針の実施

　　　　　　施設管理：施設の適正管理

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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



　　　　・内部環境監査員の養成

　　　　　　令和元年10月10日～11日　4人（久喜菖蒲工業団地管理センター）

　　　　　　令和元年12月12日～13日　2人（久喜菖蒲工業団地管理センター）

　　　　　　令和 2年 2月20日～21日　2人（久喜菖蒲工業団地管理センター）

（成果）環境マネジメントシステムの運用により、市の事務事業から排出される温室効果ガス総排出量

　　　を、12,809トンに抑えることができました。

新エネルギー導入事 11,450,000 （目的）再生可能エネルギーや省エネルギー機器を積極的に導入することにより、地球温暖化防止に寄与 252

業 　　　するとともに、市民の環境保全意識を高めます。

（環境課）

（対象）令和元年度中に補助対象機器を設置した市民

（手段）補助金の交付申請をし、交付決定を受けた市民に補助金を交付しました。

（単位：件、円）

　

（成果）補助申請者210人に補助金を交付し、地球温暖化防止に寄与するとともに、市民の環境保全意識

　　　の向上を図ることができました。

太陽光発電システム 50,000 88 4,400,000

定置型リチウムイオン蓄電池 50,000 73 3,650,000

家庭用エネルギー管理システム
（HEMS）

太陽熱利用システム 30,000 1 30,000

補助対象機器
補助金額

（1件当たり）
交付件数 交付金額

家庭用ガスエンジンコージェネレーショ
ンシステム（エコウィル）

40,000 0 0

潜熱回収型ガス給湯器及びハイブリッド
給湯器（エコジョーズ等）

20,000 59 1,180,000

家庭用燃料電池コージェネレーション
システム（エネファーム）

30,000 2 60,000

自然冷媒ヒートポンプ給湯器
（エコキュート）

30,000 62 1,860,000

10,000 27 270,000

合　　計 312 11,450,000
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－218－  4款　衛生費

（款）4 衛生費　　　　（項）2 環境衛生費　　　　（目）1 環境衛生総務費　　　　　　　 （単位：円）

電気自動車等普及促 150,000 （目的）電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車の購入を促進することにより、地球温暖化防止及 252

進事業 　　　び大気汚染の改善に寄与します。

（環境課）

（対象）令和元年度中に電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車を購入した市民

（手段）補助金の交付申請をし、交付決定を受けた市民に補助金を交付しました。

（単位：台、円）

　

（成果）補助申請者3人に補助金を交付し、地球温暖化防止及び大気汚染の改善に寄与することができま

　　　した。

リサイクル促進事業 49,688 （目的）家庭から排出された使用済みの廃油をリサイクルし、ごみの減量化等、環境への負荷の軽減を図 252

（環境課） 　　　ります。

（対象）市民

（手段）しみん農園久喜（緑風館）に設置した粉石けん製造機で、ボランティア団体を主体としてリサイ

　　　クル石けん作りを実施しました。

　　　　・リサイクル石けん作り　　54回実施　　 参加者延べ224人

（成果）廃油をリサイクルし、粉石けんとして有効活用することで、ごみの減量化や資源の有効活用等、

　　　環境負荷の軽減を図ることができました。

環境学習事業 154,000 （目的）次世代を担う児童や生徒、市民に対して環境教育、環境学習を実施し、環境に関する知識の向上 252

（環境課） 　　　や環境の大切さを啓発します。

（対象）市民

電気自動車 50,000 1 50,000

プラグインハイブリッド自動車 50,000 2 100,000

合　　計 3 150,000

補助対象車両
補助金額

（1台当たり）
交付台数 交付金額

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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



（手段）環境講座及び各種観察会を開催しました。

　　　　・目で見る環境講座 （単位：人）

　　　　・各種観察会 （単位：人）

（成果）専門家の話を聞いたり、実際に五感を使って自然に触れ、体験したりすることで、環境に対する

　　　関心や知識の向上を図ることができました。

緑化推進事業 1,515,532 （目的）市内の緑の減少傾向に歯止めをかけ、緑豊かな住みよい環境をつくります。 252

（環境課）

（対象）市民、市内全域

（手段）・保存樹木・樹林を指定し、奨励金を交付しました。

　　　　・ボランティア団体、市民に種苗、苗木等を配布しました。

　　　　・樹木樹林奨励金事業 （単位：円）

　　　　・環境美化事業

開催日 施設名 所在地 参加者数

12

合　　計 29

開催日 観察会名 観察箇所 参加者数

令和元年12月19日 リサイクル・プラザJB 埼玉県さいたま市 13

令和2年2月14日
株式会社ダスキン

埼玉中央工場
埼玉県三郷市 16

令和元年7月24日 昆虫観察会 久喜菖蒲公園 17

令和元年8月21日 夏休み子ども自然観察会
埼玉県自然学習センター
（北本自然観察公園）

合　　計 66

樹　木 224本 403,200

樹　林 7箇所 62,024

提供品目 植栽場所 金　　額

花苗、肥料 駅前広場、運動公園、道路脇等 202,656円

奨励金種別 補助対象件数 金　　額

令和元年10月11日 樹木観察会
長龍寺、

齋藤家屋敷林保全地区
14

令和2年1月25日 野鳥観察会 久喜菖蒲公園 23
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－220－  4款　衛生費

（款）4 衛生費　　　　（項）2 環境衛生費　　　　（目）1 環境衛生総務費　　　　　　　 （単位：円）

　　　　・苗木配布事業 （単位：本）

ミカン、レモン

ミカン、レモン

ミカン、レモン

ミカン、レモン

（成果）緑を保全する意識を高めるとともに、緑あふれるまちづくりの一環として、市内の緑化及び環境

　　　の保全に寄与しました。

自然保護事業 452,767 （目的）市内における生物多様性の保全に努め、将来の世代にこれらを継承するために、自然環境の保全 254

（環境課） 　　　を図ります。

（対象）自然環境保全地区

（手段）・自然環境の保全奨励金を交付しました。 （単位：㎡、円）

　　　　・内池除草業務委託

（成果）市内に残る豊かな自然環境の保全を図りました。

広域利根斎場組合負 46,933,000 （目的）施設の充実や事務の効率化を図るため、4市町（久喜市、加須市、幸手市及び宮代町）が共同で 254

担金事業 　　　広域利根斎場を運営します。

（環境課）

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

指定年月日 保全地区名 指定面積 金　　額

H23.8.29 武井家屋敷林保全地区 2,330 148,385

会　　場 配布品目

H25.8.1 八甫の森 4,220 16,711

H25.10.1 所有者の意向により非公開 2,880 63,706

H23.8.29 吉羽天神社周辺保全地区 2,484 17,928

H23.8.29 栗橋内池保全地区 12,669 37,854

狐塚地内 R元.6.3 ～ R元.10.31 92,400円

H31.3.14 齋藤家屋敷林保全地区 1,511 32,907

委託場所 履行期間 委託金額

本数

久喜市民まつり 250

久喜市菖蒲産業祭 140

栗橋やさしさ・ときめき祭り 140

わしのみやコスモスフェスタ 180



（対象）広域利根斎場組合

（手段）運営経費負担金を支払いました。

（成果）施設の充実や事務の効率化を図ることができました。

緑のカーテン事業 3,641,150 （目的）緑のカーテンの日除けによるエアコン等の節電効果により、地球温暖化防止に寄与するとともに 254

（環境課） 　　　緑豊かな環境づくりを推進します。

（対象）公共施設

（手段）緑のカーテンを設置しました。

（成果）エアコン等の節電効果により、地球温暖化防止に寄与しました。

沼井公園ビオトープ 211,309 （目的）沼井公園ビオトープの適切な管理を行います。 254

管理事業

（環境課） （対象）沼井公園ビオトープ

（手段）沼井公園ビオトープを適切に管理するため、除草等を行いました。

（成果）沼井公園ビオトープの自然や生物等の生息環境の保全に寄与しました。

地区 設置場所 品目

久喜地区

久喜市役所、久喜市役所第二庁舎、しみん農園久喜（緑風
館）、中央保健センター、児童センター、さくら保育園、す
みれ保育園、あおば保育園、中央保育園、中央幼稚園、中央
公民館、東公民館、西公民館　計13箇所

アサガオ、
ゴーヤ、千成
ヒョウタン、
ヘチマ、西表
アサガオ

菖蒲地区
菖蒲総合支所、しみん農園菖蒲、菖蒲老人福祉センター、彩
嘉園、菖蒲保健センター、しょうぶ会館、森下公民館　計7
箇所

栗橋地区
栗橋総合支所、健康福祉センターくりむ、栗橋保健セン
ター、栗橋幼稚園　計4箇所

鷲宮地区
鷲宮総合支所、鷲宮地域子育て支援センター、鷲宮児童館、
鷲宮東コミュニティセンター、鷲宮西コミュニティセンター
計5箇所

－221－  4款　衛生費



－222－  4款　衛生費

（款）4 衛生費　　　　（項）2 環境衛生費　　　　（目）2 環境保全費　　　　　　　 （単位：円）

公害監視調査事業 9,878,854 （目的）市民の健康を守り生活環境を保全するため、各種調査を実施し環境状況の実態を把握することに 254

（環境課） 　　　より、安全性の確認及びデータの蓄積と公表を行い、環境基準を超過した場合には原因を究明する

　　　とともに、改善を求めます。

（対象）市民、工場及び事業所

（手段）環境状況の実態を把握するため、調査を実施しました。

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

調査名 調査内容 箇所数 調査月

自動車交通騒音常
時監視調査

主要道路における自動車交通騒音
常時監視、振動の24時間調査
（県道さいたま栗橋線、県道羽生外野栗橋線、
県道栗橋停車場線、県道蓮田白岡久喜線、県道
下石戸上菖蒲線、県道阿佐間幸手線）

6路線
R元.12

（調査及び面
的評価）

大気汚染調査

大気中の二酸化硫黄、二酸化窒素調査
（久喜菖蒲工業団地管理センター、労働会館、
鷲宮西コミュニティセンター、栗橋西中学校、
偕楽荘）

5箇所 年12回調査

ダイオキシン類濃
度調査

大気中のダイオキシン類調査
（菖蒲総合支所、鷲宮公民館）

2箇所
R元.9
R 2.1

有害大気汚染物質
調査

大気中の有害4物質汚染物質調査
（久喜南中学校）

1箇所 R元.12

大気中のアスベスト調査
（吉羽浄水場）

1箇所 R元.12

水質調査

事業所井戸水の調査 1箇所 年4回調査

河川等の水質分析調査
（河川、用水路、池沼等）

46箇所
R元.8
R 2.1

臭気調査

事業所周辺の臭気調査 1箇所 R 2.3

工業団地周辺の臭気調査 4箇所
R元.9
R 2.2

水質立入検査分析
調査

特定事業場の排水分析調査 19箇所 R 2.3



　　　　・公害に関する苦情件数（4地区合計）

　　　　　大気汚染関係　7件　　水質汚濁関係　0件　　騒音（低周波含む）10件　　悪臭関係　2件

　　　　　不法投棄関係　0件 　 振動　0件　　　　　　その他　1件　　　　　　   合計　20件

　　　　・異常水質事故発生件数　0件

（成果）測定結果を環境基準と比較することにより、市内の環境状況を把握することができました。

　　　　※支出済額のうち、東日本大震災に係る災害対応経費については、次のとおりです。

　　　　　・役務費　　福島第一原発事故に伴う空中放射線量測定器校正　89,640円

不法投棄対策事業 510,265 （目的）市民の生活環境の保全及び公衆衛生を確保するため、不法投棄を未然に防ぐとともに、不法投棄 256

（環境課） 　　　された廃棄物を撤去します。

（対象）不法投棄物

（手段）・定期的に環境保全パトロールを実施しました。

　　　　・不法投棄された家電4品目については、リサイクル券を購入し、投棄品を久喜宮代衛生組合へ

　　　　搬入しました。

　　　　　家電製品の処理数（テレビ11台、洗濯機1台）　

　　　　・タイヤ等、久喜宮代衛生組合で受け入れできない不法投棄物を処理しました。

（成果）不法投棄を早期発見するとともに、速やかに処理することにより、環境の保全を図ることができ

　　　ました。

ポイ捨て等及び路上 8,434,294 （目的）たばこの吸殻や空き缶等のポイ捨て防止及び飼い犬のふんの放置防止並びに路上喫煙を防止し、 256

喫煙防止対策事業 　　　環境美化を促進します。

（環境課）

（対象）市民

（手段）条例の趣旨を市民に周知するため、啓発活動を実施しました。

　　　　・市職員及び環境保全巡視員による防止重点区域のパトロール実施

地下水常時監視調
査

井戸水の水質測定 2箇所 R 2.3

大気立入検査分析
調査業務

市内施設の大気分析調査 2箇所 R元.9
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－224－  4款　衛生費

（款）4 衛生費　　　　（項）2 環境衛生費　　　　（目）2 環境保全費　　　　　　　 （単位：円）

　　　　　パトロール頻度

　　　　　　職員：月2回／3時間　　

 　　　　　 環境保全巡視員　久喜地区：（週2回）×2人／4時間（延べ100日）

　　　　　　　　　　　　　　菖蒲地区：（週2回又は週1回）×2人／4時間（延べ58日）

　　　　　　　　　　　　　　栗橋地区：（週1回）×2人／4時間（延べ49日）

　　　　　　　　　　　　　　鷲宮地区：（週1回）×2人／4時間（延べ51日）

　　　　　指導件数　路上喫煙防止17件

　　　　・路上喫煙禁止区域への路面表示の設置（JR東鷲宮駅周辺　40箇所）

　　　　・駅周辺や各イベント会場等において、啓発活動を7回実施しました。

　　　　　※令和元年7月6日（ふれあい蛍まつり：古利根川水循環センター）、令和元年10月20日

　　　　　（久喜市民まつり：久喜駅西口）、令和元年11月3日（久喜市菖蒲産業祭：あやめ公園）。

　　　　・JR東鷲宮駅周辺を新たに路上喫煙禁止区域に指定し、同駅西口に喫煙所を設置することに伴

　　　　い、駅頭啓発活動を実施しました（令和2年3月13日、17日、23日、25日）。

（成果）たばこの吸殻や空き缶等のポイ捨て及び飼い犬のふんの放置を減少させるための動機づけを図る

　　　ことができました。

　　　　また、路上等における喫煙防止と喫煙マナーについての啓発を図ることができました。

畜犬対策事業 867,909 （目的）飼い犬の狂犬病予防注射の接種率向上と飼い主のモラル向上を図り、公衆衛生の後退を防ぎま 256

（環境課） 　　　す。

（対象）犬の所有者

（手段）・畜犬登録（新規登録、転入・転出、死亡、注射済票交付等）を実施しました。

　　　　・集合狂犬病予防注射を市内23会場で実施しました。

　　　　　実施期間：平成31年4月9日～25日　新規登録数：10頭、注射済票交付数：1,680頭

　　　　・犬のしつけ方教室を市内4会場で開催しました。

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

新規登録数 注射済票交付数 畜犬登録数

H31.4.1

～
R2.3.31

754頭
6,573頭

※うち盲導犬4頭
7,826頭



（成果）畜犬登録の適切な推進と飼い主のモラルに係る啓発及び狂犬病予防注射の推進により、公衆衛生

　　　の向上と飼い主の利便性及び負担軽減を図ることができました。

地域保健衛生事業 11,213,578 （目的）公衆衛生等を保つことができるよう環境美化等を推進します。 258

（環境課）

（対象）市民、団体

（手段）・令和元年5月26日にゴミゼロ・クリーン久喜市民運動を実施しました。

　　　　　実施日のゴミの回収実績　24,450kg、参加者数　延べ25,428人

　　　　・市民等からの連絡を受け、市道等上の犬・猫・野生鳥獣等小動物の死骸を処理しました。

　　　　　死骸回収件数　738件、未回収件数　26件

　　　　・スズメバチを駆除した市民に対して補助金を交付しました。

　　　　　スズメバチ駆除費補助金交付件数　131件

（成果）公衆衛生等を速やかに回復することができました。

除草代行事業 1,169,450 （目的）土地所有者等による空き地の適切な管理を促し、市民の生活環境の保全、日常生活の安全及び公 258

（環境課） 　　　衆衛生の向上を図ります。

（対象）空き地の所有者

（手段）・委託業者と1㎡当たりで単価契約をし、市民に代行制度について周知しました。

　　　　・申請を受けたものを委託業者に発注し、当該地の除草をしました。

　　　　　委託実施延件数　27件

　　　　　委託実施延面積　6,614.68㎡

（成果）住民の快適な生活環境や日常生活の安全性を保つことができました。

（単位：人）

開催日 開催場所 参加者数

令和2年3月7日 久喜市役所本庁舎駐車場 14

令和元年11月9日 菖蒲総合支所庁舎玄関前 16

令和元年11月9日 栗橋総合支所駐車場 20

令和2年3月7日 鷲宮総合支所駐車場 21
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－226－  4款　衛生費

（款）4 衛生費　　　　（項）2 環境衛生費　　　　（目）2 環境保全費　　　　　　　 （単位：円）

合併浄化槽普及促進 52,400,000 （目的）合併処理浄化槽の普及促進を図り、公共用水域の水質の向上を図ります。 258

補助事業

（下水道施設課） （対象）補助の対象地域内において、既存単独処理浄化槽等から処理対象人員10人以下の合併処理浄化槽

　　　に転換しようとする方

（手段）計77件の補助申請に対して、補助金を交付しました。

（成果）公共用水域の水質の向上を図ることができました。

浄化槽管理指導事業 1,008,171 （目的）浄化槽の適正な維持管理を指導・啓発等します。 258

（下水道施設課）

（対象）浄化槽管理者

（手段）・浄化槽の適正な維持管理の実施を広報紙やホームページで啓発しました。

　　　　・浄化槽管理者に対して、個別通知による啓発活動を実施しました。

（成果）浄化槽法に基づく定期水質検査の受検者数が増加しました。

生活排水処理施設整 9,680,000 （目的）快適な水辺空間を創造し、最も身近な公共用水域となる河川の水質保全のため、生活排水処理事 258

備構想改定事業 　　　業（下水道・農業集落排水・合併処理浄化槽等）の最適化を図ります。

（上下水道経営課）

（対象）久喜市全域

（手段）埼玉県生活排水処理施設整備構想の見直しに必要なデータ作成業務等を委託しました。

（成果）埼玉県生活排水処理施設整備構想の見直しに伴い、久喜市のデータの見直しを行いました。併せ

　　　て、久喜市一般廃棄物（生活排水）処理基本計画の素案を作成しました。

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

生活排水処理施設整備構想改定業務委託 R元.8.29～R2.3.24

業務委託名 履行期間



（款）4 衛生費　　　　（項）3 清掃費　　　　（目）1 清掃総務費　　　　　　　 （単位：円）

久喜宮代衛生組合負 2,374,747,000 （目的）宮代町と共同で施設を運営するための負担金を負担することで、効率的で質の高い運営を促しま 260

担金事業 　　　す。

（資源循環推進課）

（対象）久喜宮代衛生組合

（手段）運営経費負担金を支払いました。

（成果）共同で施設を運営するための負担金を負担することで、効率的で質の高い運営を促すことができ

　　　ました。

ごみ処理施設整備推 7,894,415 （目的）新たなごみ処理施設を建設するため、本市が目指すごみ処理体系などに関する基本的事項を定め 260

進事業 　　　た計画等の策定を行います。

（資源循環推進課）

（対象）久喜市全域

（手段）平成29年度から実施している「ごみ処理施設整備基本計画策定等業務委託」において必要となる

　　　生活環境影響調査やPPP／PFI手法導入可能性調査の業務委託等を新たに発注しました。　

（成果）建設予定地周辺の環境測定や、PPP／PFI手法を採用している自治体の動向調査等を実施し、計画

　　　を策定するために必要となる情報の収集や整理を行いました。

賑わい創出プロジェ 6,808,000 （目的）ごみ処理施設と公園の一体整備を行い、県内外から集客を目指せる「魅力ある集客施設」を目指 260

クト事業 　　　します。

（資源循環推進課）

（対象）久喜市全域

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

履行期間業務委託名

R元.12.5～R2.3.13

R元.7.8～R3.3.31

R元.7.8～R3.3.31

H30.3.23～R3.3.31

ごみ処理施設整備に伴う生活環境影響調査業務委託

ごみ処理施設整備に伴うPPP/PFI手法導入可能性調査業務委託

ごみ処理施設整備基本計画策定等業務委託

新ごみ処理施設建設予定地除草業務委託
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－228－  4款　衛生費

（款）4 衛生費　　　　（項）3 清掃費　　　　（目）1 清掃総務費　　　　　　　 （単位：円）

（手段）プロジェクトチームを設置し、会議を実施しました。また、プロジェクトチームの進行管理に当

　　　たり、プロジェクト支援業務委託を発注しました。

（成果）啓発施設、集客施設、アセットマネジメントの3つのグループに分けて先進事例の研究や内容を

　　　検討し、現状課題を調査するなどして、プロジェクトチームの支援をすることができました。

（款）4 衛生費　　　　（項）3 清掃費　　　　（目）2 し尿処理費　　　　　　　 （単位：円）

し尿処理事業 1,613,247 （目的）菖蒲地区におけるし尿を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に努めます。 260

（資源循環推進課） 　　　

（対象）菖蒲地区におけるし尿汲み取り世帯

（手段）菖蒲地区におけるし尿の収集を行いました。

　　　　・年間処理数 （単位：枚）

（成果）菖蒲地区におけるし尿を適正に処理することができました。

北本地区衛生組合負 40,947,000 （目的）鴻巣市、北本市、吉見町と共同で施設を運営するための負担金を負担することで、効率的で質の 262

担金事業 　　　高い運営を促します。

（資源循環推進課）

（対象）北本地区衛生組合

（手段）運営経費負担金を支払いました。

　　　　・年間処理量 （単位：kl）

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

販売券名 販売枚数

世帯券 1,212

人数券 1,117

365.42

浄化槽汚泥 2,560.46

処理内容 処理量

し尿



（成果）共同で施設を運営するための負担金を負担することで、効率的で質の高い運営を促すことができ

　　　ました。

農業集落排水 1,693.78

合   計 4,619.66

－229－  4款　衛生費


