
－306－  10款　教育費

（款）10 教育費　　　　（項）1 教育総務費　　　　（目）1 教育委員会費 （単位：円）

教育委員会運営事業 2,144,748 （目的）教育委員会を運営し、教育行政の体制整備及び充実を図ります。 340

（教育総務課）

（対象）教育行政、教育委員会

（手段）毎月1回の教育委員会定例会と、3回の教育委員会臨時会を開催しました。

（単位：回、件）

（成果）教育委員会を円滑に運営し、教育行政の充実を図ることができました。

（款）10 教育費　　　　（項）1 教育総務費　　　　（目）2 事務局費 （単位：円）

学校ＷＡＮ維持管理 82,284,971 （目的）市内小・中学校の校務の効率化や情報セキュリティの確保を図ります。 344

事業

（学務課） （対象）教育委員会及び市内小・中学校の教職員及び情報機器（パソコン900台、その他周辺機器等）

（手段）教職員からの問合せ対応、ネットワーク及び教職員用情報機器の維持管理を行いました。

（成果）市内小・中学校の校務の効率化や情報セキュリティの確保を図ることができました。

入学準備金・奨学金 4,640,000 （目的）教育を受ける権利の機会均等を図り、有用な人材を育成します。　　 346

貸付事業

（学務課） （対象）市内に1年以上居住し、高等学校、大学等への進学意欲のある者の保護者で、入学準備金の調達

　　　又は学費の支払いが困難な者

（手段）市内中学3年生の保護者への通知等により周知を図り、申請を受け付け入学又は就学に必要な費

　　　用の一部として貸付けを行いました。

会 議 の 名 称 会 議 開 催 回 数 議 案 件 数

教育委員会定例会 12 62

教育委員会臨時会 3 0 ※協議事項5件

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



　　・入学準備金貸付状況  ・奨学金貸付状況

（単位：件、円） （単位：件、円）

　　    ※（ ）内は申請件数　　　

　　　　※入学準備金申請件数は貸付辞退者も含む。

　　　　※奨学金貸付件数は前年度からの継続貸付者も含む。

（成果）進学に意欲のある者の高等学校、大学等への入学準備金及び奨学金の貸付けを行い、進学・就学

　　　の機会が確保されました。

小・中学校就学事務 1,195,430 （目的）入学及び学齢簿に係る事務効率化を図ります。 346

事業

（学務課） （対象）就学前幼児、学齢児童生徒

（手段）義務教育対象年齢者の抽出

　　　　入学通知・学齢簿の作成、帳票打ち出しを委託しました。

（成果）学齢児童生徒の情報を迅速かつ正確に処理できました。

学校図書維持管理事 1,887,600 （目的）学校図書の蔵書管理等をデータベース化し、図書館機能の充実を図ります。 346

業

（学務課） （対象）市内小・中学校児童生徒、教職員

（手段）図書管理用情報機器による蔵書等の維持管理を行いました。

（成果）市内小・中学校における図書館機能の充実を図ることができました。

市立小・中学校学区 210,000 （目的）市内小・中学校の小規模化に伴う学校統廃合等の検討について審議します。 346

等審議会運営事業

（学務課） （対象）市立小・中学校学区等審議会

専修学校
（専門課程）

2（2） 900,000

区　　　分 貸付件数

1,000,000 大　　学 11（1） 1,980,000

合　　　計 6（7） 2,300,000

貸付金額 区　　　分 貸付件数 貸付金額

高等学校 2（3） 400,000 高等学校 3（1） 360,000

合　　計 14（2） 2,340,000

専修学校
（専門課程）

0（0） 0

大　　学 2（2）

－307－  10款　教育費



－308－  10款　教育費

（款）10 教育費　　　　（項）1 教育総務費　　　　（目）2 事務局費 （単位：円）

（手段）会議を3回開催し、小・中学校の統廃合等の検討について審議しました。

（成果）江面小学校の通学区域及び上内小学校の休校措置について諮問し、答申を頂きました。

臨時的任用教職員事 1,302,000 （目的）教職員の欠員補充として県費負担臨時的任用教職員が任用されるまでの間、臨時的に教職員を配 346

業 　　　置し、児童生徒の学習活動の充実を図ります。

（指導課）

（対象）市内小・中学校児童生徒、教職員

（手段）市内小・中学校の教職員の欠員に応じて、臨時的に教職員を配置しました。

　　　　・1日6,000円×217日

（成果）県費負担臨時的任用教職員が配置されるまでの間、他の教職員が臨時的に補習を行ったり、自習

  　　となったりする現状が解消され、児童生徒の学習活動を充実させることができました。

スクール・サポート 13,049,760 （目的）教員の担うべき業務に専念できる環境の確保として、補助的業務を行うスクール・サポート・ス 346
・スタッフ配置事業 　　　タッフを小・中学校に配置し教職員の負担の軽減を図ります。
（指導課）

（対象）市内小・中学校教職員、スクール・サポート・スタッフ

（手段）1日当たり4時間、教職員の補助的業務として印刷や授業準備等を行いました。

（成果）教職員の教材研究や生徒指導等に割く時間が確保され負担軽減を実感できたというアンケート結
　　　果が得られました。

任期付市費負担教職 5,479,484 （目的）任期付市費負担教職員を採用し、学校統廃合までの間の複式学級を回避します。 346

員任用事業

（指導課） （対象）任期付市費負担教職員

（手段）江面第二小学校に、任期付市費負担教職員1人を配置しました。

（成果）児童の学習活動を充実させ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



小・中学校適正規模 126,740 （目的）市内小・中学校の小規模化に伴う学校の教育環境を改善し、「主体的・対話的な深い学び」の実 348

・適正配置推進事業 　　　践を図ります。

（学務課、指導課）

（対象）市内小・中学校児童生徒及び教職員

（手段）小規模学校・小規模学級に在籍する児童間の交流を行うための移動手段として、タクシーを使い

　　　ました。

（成果）小規模学校・小規模学級に在籍する児童間の交流を充実することができました。

校内通信ネットワー 365,999,700 （目的）児童生徒に個別最適化された学習環境を整備し、資質・能力の向上を図ります。 348

ク整備事業【繰越明

許費分】 （対象）市内小・中学校児童生徒、教職員

（学務課）

（手段）高速大容量の通信ネットワーク整備工事を実施しました。

（成果）高速大容量の校内通信ネットワークを整備したことで、児童生徒一人一人に個別最適化された学

　　　習機会を提供し、資質・能力の向上を図ることができました。

（款）10 教育費　　　　（項）1 教育総務費　　　　（目）3 教育指導費 （単位：円）

教育指導事業 3,280,375 （目的）市内小・中学校児童生徒が課題に対して、主体的に取り組める体験学習や課題解決学習等を実施 348

（指導課） 　　　し、児童生徒の学習活動の充実を図ります。

（対象）市内小・中学校児童生徒、学校関係者

（手段）オンラインくき検定事業、社会科副読本事業、久喜市ステップアップテスト事業、学校動物飼育

　  　 事業を実施しました。

　 　 　・オンラインくき検定事業

　　　　　　市内小・中学校より59名が、オンラインで参加し、Googleフォームを活用してオンラインく

　　　　　き検定を行いました。検定を通し郷土愛を育むことができました。

 　 　　・社会科副読本事業

　　　 　 　小学校3・4年生社会科副読本、評価問題を作成し、発行しました。

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

－309－  10款　教育費



－310－  10款　教育費

（款）10 教育費　　　　（項）1 教育総務費　　　　（目）3 教育指導費 （単位：円）

　　　　・久喜市ステップアップテスト事業

　　　　　　小学校4年生から6年生は国語・算数、中学校1年生から中学校3年生は国語・数学・英語のス

　　　　　テップアップテストを実施しました。

　  　　・学校動物飼育事業

　　　　　　教育委員会・獣医師による年2回の学校巡回指導、獣医師による担当学校への継続的な支援

        　を行いました。

（成果）市内小・中学校児童生徒による体験活動や学力向上のための取組等を通して、豊かな人間性と確

　　　かな学力を育む教育を推進することができました。

人権教育事業 1,435,830 （目的）市内小・中学校児童生徒の人権問題等に関する啓発と意識の高揚を図ります。 348

（指導課） 　　　

（対象）市内小・中学校児童生徒、教職員

（手段）・人権文集「えがお」を11,800部作成し、市内全児童生徒及び全教職員に配布しました。　

　　　　・学校人権教育の実践事例集を750部作成し、全教職員に配布しました。

（成果）人権文集・実践事例集の活用により、児童生徒や教職員の人権意識が高まりました。

生徒指導推進事業 55,500 （目的）各学校のPTAや地域、警察等の関係機関との連携を深め、児童生徒の健全育成を図ります。 348

（指導課）

（対象）市内小・中学校児童生徒、教職員、PTA代表、区長、民生委員、保護司、警察等の関係機関

（手段）新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、市全体での生徒指導推進委員会は中止とし、各

　　　学校で実施しました。また、いじめ問題対策連絡協議会を実施し、学校、地域、関係機関、教育委

　　　員会が連携して組織的に児童生徒の健全育成を推進しました。

（成果）各学校のPTAや地域の区長、民生委員、警察など関係機関との連携が深まり、地域ぐるみで組織

　　　的に児童生徒の健全育成を推進することができました。

教育相談事業 138,580 （目的）市内小・中学校児童生徒、保護者等の相談に応じ、悩みの解消を図ります。 348

（指導課）

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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



（対象）市内小・中学校児童生徒、保護者、教職員等

（手段）中学校にさわやか相談室、小学校にふれあい相談室を設置し、教育相談員を配置して児童生徒や

　　　保護者の相談に応じました。

　　　

（成果）不登校をはじめとする様々な悩みの相談に積極的に応じ、児童生徒や保護者の心の安定に寄与す

　　　ることができました。

適応指導教室事業 140,348 （目的）不登校や不登校傾向の児童生徒、保護者等の相談に応じて悩みの解決を図り、登校支援を含めた 350

（指導課） 　　　自立を支援します。

（対象）市内小・中学校児童生徒、保護者、教職員等

（手段）4つの地区に適応指導教室を設置し、室長及び指導員、相談員を配置しました。学校と連携を図

　　　りながら、児童生徒、保護者等の相談と適応指導教室の運営にあたりました。

（成果）不登校及び不登校傾向の児童生徒への学習支援や相談活動等を通して、学校への復帰や進学への

　　　支援を行うことができました。

特別支援教育事業 1,411,068 （目的）特別な支援を必要とする次年度就学予定の幼児や児童生徒、その保護者へ適切な支援を行いま 350

（学務課、指導課） 　　　す。　　

（対象）次年度就学予定の幼児、市内小・中学校児童生徒、保護者

（手段）・障がい児就学支援委員会を開催し、専門家からの助言をもとに就学支援・就学相談を進めまし

　　　　た。

　　　　・臨床心理士等による巡回指導等を行いました。

　　　　・特別支援教育指導員が特別支援学級担任への助言・支援や児童生徒及び幼児への発達検査、そ

　　　　の保護者への教育相談を行いました。

　　　　・通級指導教室「ことばの教室」、「情緒の教室」の指導を支援しました。

　　　　・障がい児通学費補助金を交付しました。

（成果）特別な支援を必要とする次年度就学予定の幼児や児童生徒、その保護者への適切な支援を行うこ

　　　とができました。

－311－  10款　教育費



－312－  10款　教育費

（款）10 教育費　　　　（項）1 教育総務費　　　　（目）3 教育指導費 （単位：円）

児童生徒安全事業 6,412,626 （目的）小学校への不審者の侵入を警戒し、事故発生の際には迅速かつ適切な処置を行い、児童の安全を 350

（学務課）       確保します。

（対象）市内小学校児童

（手段）市内全小学校に小学校安全監視員を配置し、立哨や校内の巡回を実施しました。

（成果）児童の安全が確保され、安心して学校生活を送ることができました。

教育活動補助事業 11,662,327 （目的）市内小・中学校児童生徒の学習活動の補助、部活動等の大会参加における保護者の負担軽減を図 350

（指導課） 　　　ります。　　　

　　　　また、学校施設の瑕疵並びに学校業務遂行上の過失に起因する事故、又は学校管理下における児

　　　童生徒、学校支援者の事故を補償します。

（対象）市内小・中学校児童生徒、保護者、教職員、学校支援者

（手段）・市内小・中学校児童生徒美術展覧会の会場借上げを実施しました。

　　　　・部活動等で関東大会や全国大会へ出場する児童生徒の交通費、運搬車借上げ費等を補助しまし

　　　　た。

　　・久喜市立小・中学校児童生徒大会参加費補助金 （単位：円）

鷲宮東中学校

久喜中学校

　　　　・市内中学3年生の保護者に対して、生徒の英語検定受験料を補助しました。

　　　　・学校教育活動に対する全国市長会学校災害賠償補償保険に加入しました。 　

（成果）新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、多くの事業等が中止となりましたが、実施した

　　　事業等に係る会場費や交通費、受験料等を補助し、児童生徒が活動しやすい環境を整えるととも

　　　に、保護者の負担を軽減することができました。

　　　　また、児童生徒や学校支援者が安心して活動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

大　　会　　名 学　校　名 期　日 補助金額

第26回西関東アンサンブルコンテスト R3.2.6 12,196

第19回ジュニア打楽器アンサンブル全国大会 R3.3.30 12,683

合　　　　計 24,879



教職員研修事業 45,379,932 （目的）各種研修会の実施や各学校の校内研修を充実させるための支援を行い、教職員の資質の向上を図 352

（指導課） 　　　ります。

（対象）市内小・中学校教職員

（手段）校内研修、教育課題に関する研究委員会を行いました。

　　　　また、中学校教科書改訂及び学級数増に伴い、教師用教科書・指導書を購入しました。　　

　　　　・校内研修会等

　　　　・教育課程研究指定校事業

　　　　・校内研修に係る助成金 （単位：校、円）

　　　

（成果）多くの教職員が各種研修会、校内研修に意欲的に参加し、その成果を日々の授業実践に生かすこ

　　　とができました。

教育研究協議会等負 2,828,100 （目的）市内小・中学校児童生徒の学習活動の充実や教職員の資質・能力の向上を図ります。　　 352

担金事業

（学務課、指導課）

令和2年度公開研究会 R3.2.12（金）
カリキュラム・マネジメントの充実の方法につい
て学びました。（200人がオンラインにて参加）

研　究　委　嘱 該当学校数 助成金額

研究委嘱2年目の学校 5 204,370

研究委嘱1年目の学校 6 214,656

研究委嘱をしていない学校 23 114,173

合　計 34 533,199

研修会名 開催日 研修内容・参加人数

「久喜市版未来の教
室」研究委員会

R3.1.19（火）
ICTを効果的に活用するための授業の在り方につ
いて学びました。（40人）

研究協議会名 開催日 研修内容・参加人数

校内課題研修授業研究
会

R2.10.19（月）
R2.10.22（木）
R2.11. 5（木）
R2.11.26（木）

指導者を招き、児童の学力向上及び教員の指導力
向上を目指した校内課題研修授業研究を行いまし
た。（対象クラスの児童と学校内の教員が参加）

－313－  10款　教育費



－314－  10款　教育費

（款）10 教育費　　　　（項）1 教育総務費　　　　（目）3 教育指導費 （単位：円）

（対象）各種教育関係団体

　　　　・負担金支出先団体数　22団体

（手段）各種教育関係団体へ負担金等を支出し、各団体において開催される専門部会や研究委員会等の事

　　　業に教職員が参加しました。

（成果）学校運営や専門的分野について相互理解を深め、市内小・中学校児童生徒の学習活動の充実や教

　　　職員の資質能力の向上に寄与することができました。

小学校理科支援員等 2,374,540 （目的）小学校における理科教育の活性化及び一層の充実を図るとともに、教職員の理科の指導力の向上 354

配置事業 　　　を図ります。

（指導課） 　　　

（対象）市内小学校23校の児童、教職員

（手段）理科支援員を1回3時間で各校最大30回・合計672回派遣し、小学校3～6年生の理科の授業の補助

　　　や実験観察の準備片付け、理科室の整備等を行いました。

　　　

（成果）市内小学校3～6年生の理科授業の充実、理科室の整備、教職員の指導力の向上に寄与することが

　　　できました。

教職員人権教育事業 208,385 （目的）市内小・中学校教職員に対して人権問題に関する啓発と意識の高揚を図ります。 354

（指導課）

（対象）市内小・中学校教職員

（手段）・人権啓発資料「あおぞら」を2,200部作成し、市内全教職員及び市内公共施設に配布しまし

　　　　た。

        ・市内教職員を対象に、人権教育に関する講演会、現地研修会等を実施しました。

（成果）教職員の資質向上や人権意識が高まりました。

コミュニティ・スク 2,907,304 （目的）保護者や地域住民の力を学校運営に生かす学校運営協議会制度の充実を図ります。 354

ール事業

（指導課） （対象）市内小・中学校34校

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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



（手段）市内全小・中学校を学校運営協議会を置く学校として指定し、学校ごとに学校運営協議会を開催

　　　しました。また、市内小・中学校全てをオンラインでつなぎ、全員研修会を開催しました。

（成果）保護者や地域住民の力を学校運営に生かすことができました。

中学生学力アップ教 4,669,191 （目的）学習習慣が身についていない生徒へ学習機会を提供することにより、学力の向上を図ります。 354

育推進事業

（指導課） （対象）市内全中学校の生徒

（手段）学習支援員を配置し、放課後に「くき本樹塾」を開校し、学習支援を行いました。

　　　　・参加生徒237名

（成果）学習習慣が身につき、学力の定着に寄与することができました。

小・中学校児童生徒 728,876,500 （目的）児童生徒に個別最適化された学習環境を整備し、資質・能力の向上を図ります。 356

用端末整備事業

（学務課） （対象）市内小・中学校児童生徒

（手段）児童生徒の学習に必要となる、学習用端末及びタッチペンを整備しました。

　　　　児童生徒用端末購入台数（Chromebook）　10,664台

　　　　タッチペン購入数　11,000本

（成果）学習用端末及びタッチペンを整備したことで、児童生徒一人一人に個別最適化された学習機会を

　　　提供し、資質・能力の向上を図ることができました。

（款）10 教育費　　　　（項）2 小学校費　　　　（目）1 学校管理費 （単位：円）

小学校運営事業 40,593,246 （目的）児童が安心して学校生活を送れるよう、円滑な学校運営を行います。 356

（久喜小学校、太田

小学校、江面第一小 （対象）各小学校の児童、教職員及び施設、設備

学校、江面第二小学

校、清久小学校、本

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

－315－  10款　教育費



－316－  10款　教育費

（款）10 教育費　　　　（項）2 小学校費　　　　（目）1 学校管理費 （単位：円）

町小学校、青葉小学 （手段）学校運営に必要な消耗品の購入や軽微な修繕等を実施しました。

校、青毛小学校、久 　　・消耗品 （単位：円）

喜東小学校、久喜北

小学校、菖蒲小学校

、小林小学校、三箇

小学校、栢間小学校

、菖蒲東小学校、栗

橋小学校、栗橋西小

学校、栗橋南小学校

、鷲宮小学校、桜田

小学校、上内小学校

、砂原小学校、東鷲

宮小学校）

　　・修繕 （単位：円）

（成果）円滑な学校運営を行い、安心して学校生活を送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

青葉小学校 1,129,996 菖蒲東小学校 790,798 東鷲宮小学校 1,844,767

合　計 25,834,312

事業内容（主な購入品）
コピー用紙、事務用品、清掃用品、蛍光灯、トイレットペーパー、印刷機インク、
プリンタートナー、乾電池、ごみ袋、ゴム手袋

学　校　名 事業費

1,585,000

江面第一小学校 722,368 菖蒲小学校 780,812 鷲宮小学校 1,179,992

事業費 学　校　名 事業費 学　校　名 事業費

久喜小学校 1,420,957 久喜東小学校 1,250,996 栗橋西小学校

江面第二小学校 553,967 小林小学校

1,240,000 栗橋南小学校

705,971 桜田小学校 1,994,998

学　校　名

896,000

太田小学校 1,406,949 久喜北小学校

801,969

本町小学校 1,137,000 栢間小学校 591,000 砂原小学校 1,478,462

清久小学校 766,836 三箇小学校 550,616 上内小学校

学　校　名 事業費 学　校　名 事業費

青毛小学校 1,206,000 栗橋小学校 1,798,858

久喜東小学校 97,900 栗橋西小学校 157,300

太田小学校 189,799 久喜北小学校 160,820 栗橋南小学校 218,994

久喜小学校 118,470

江面第一小学校 157,080 菖蒲小学校 189,904 鷲宮小学校 177,360

江面第二小学校 70,000 小林小学校 50,000 桜田小学校 163,800

清久小学校 300,960 三箇小学校 214,406 上内小学校 57,640

本町小学校 132,000 栢間小学校 127,400 砂原小学校 99,650

青葉小学校 60,720 菖蒲東小学校 173,910 東鷲宮小学校 178,200

青毛小学校 196,614 栗橋小学校 218,349

合　計 3,511,276

事業内容（主な修繕）
ガラス、照明器具、トイレ、印刷機、排水管、建具、コンセント、放送設備、
ネットフェンス



小学校維持管理事業 353,235,525 （目的）児童が学校生活を安全かつ快適に送れるよう施設、設備の維持管理を行います。 356

（保育課、教育総務

課） （対象）各小学校施設、設備

（手段）・児童の学校生活における施設環境等を維持管理しました。

　　　　・施設警備、施設清掃、給水施設管理、自家用電気工作物保安管理、消防設備点検、エレベー

　　　　　ター保守点検、プールろ過機保守点検、簡易専用水道衛生管理検査、汚水ポンプ場維持管理、

　　　　　浄化槽維持管理等について、民間委託により実施しました。

　　　　・修繕 （単位：円）

　　　　・工事 （単位：円）

　　　　・管理備品 （単位：円）

　

事　業　名 事 業 内 容 事　業　費

各小学校屋内運動場ランプ取替等
修繕

照明の球切れ箇所等の交換修繕
1,453,100

全4件

各小学校プール設備修繕
ろ過機吸込配管、循環浄化装置修繕

1,259,500
全3件

緊急修繕
青葉小学校職員通用口散水栓漏水修繕

20,950,152
他73件

合　　　計 23,662,752

事　業　名 事 業 内 容 事　業　費

整備工事
桜田小学校空調設備設置工事

15,483,600
他9件

改修工事
太田小学校石灰小屋改修工事

17,459,040
他10件

緊急修繕工事
久喜東小学校床貼替補修工事

12,879,760
他22件

合　　　計 45,822,400

物　　品　　名 学　　校　　名 数量 金　額

児童用机・椅子
清久小学校、栗橋西小学校、東鷲宮小学校、

78組 1,119,756
桜田小学校、砂原小学校

久喜小学校、本町小学校、青葉小学校、
ガス漏れ警報器

江面第二小学校
13個 134,420

－317－  10款　教育費



－318－  10款　教育費

（款）10 教育費　　　　（項）2 小学校費　　　　（目）1 学校管理費 （単位：円）

（成果）教育環境の向上が図られ、安全かつ快適に学校生活を送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

物　　品　　名 学　　校　　名 数量 金　額

車椅子用児童机 上内小学校 1台 77,000

教卓 桜田小学校、砂原小学校、菖蒲東小学校 4台 151,800

桜田小学校、栗橋小学校、栗橋西小学校、

裁断機 菖蒲東小学校 1台 77,000

桜田小学校、鷲宮小学校、砂原小学校、

電話機
栗橋南小学校

5台 182,600

事務机
三箇小学校、菖蒲小学校、菖蒲東小学校

16台 524,480

保管庫 桜田小学校 6台 175,560

空気洗浄ファンヒーター 江面第二小学校 1台 82,500

栗橋西小学校
印刷機 4台 880,000

書架 桜田小学校 2台 198,000

傘立て 桜田小学校 2個 27,940

青葉小学校、清久小学校、江面第一小学校、

合　　計

3台 92,400

久喜小学校、清久小学校、鷲宮小学校

電話機ケーブル 久喜北小学校 1本 11,000

パーテーション 鷲宮小学校 2台 99,000

118,500

ロッカー 桜田小学校、菖蒲東小学校、栗橋西小学校

14個 308,000

FAX

防火シャッター非常電源 久喜小学校、清久小学校

1台

会議テーブル 江面第一小学校 4台

37,400

久喜東小学校

－ 4,736,707

91,300

展示棚 6台 99,000

ホワイトボード 久喜東小学校 1台

画用紙収納棚

折りたたみパイプイス 江面第一小学校 12脚

簡易ベッド 江面第一小学校 1台 29,590

図面ラック 1台

久喜東小学校

久喜東小学校 39,501

179,960

菖蒲東小学校
4台



情報教育機器維持管 82,392,236 （目的）小学校のコンピュータ教室及び普通教室用情報機器の維持管理を行い、円滑な運用を図ります。 362

理事業

（学務課） （対象）市内小学校の教職員、児童及び情報機器

（手段）・コンピュータ教室及び校内LANの情報機器の維持管理や備品購入を行いました。

　　　　・学習支援ソフトウェアのライセンスを更新しました。

　　　　・GIGAスクールを開始するに当たり必要な設定作業等を行いました。

（成果）ネットワークや情報機器の適正な管理が行われ、円滑な運用を行うことができました。

　　　　なお、備品購入については、大型提示装置が市場に品薄であり年度内の納品が困難となったた

　　　め、205,372,000円を繰越明許費により令和3年度予算に繰り越しました。

小学校業務事業 0 （目的）学校業務の円滑な遂行を図ります。 362

（学務課）

（対象）市内小学校、市内小学校の教職員及び児童

（手段）市内全小学校に、業務員（会計年度任用職員）を配置し、必要な物品の管理を行いました。

（成果）学校業務が円滑に遂行され、学校運営の充実に寄与することができました。なお、修繕等に対す

　　　る支出はありませんでした。

小学校校庭整備事業 795,999 （目的）緑豊かな教育環境の向上を図るため、校庭の芝生の管理を行います。 362

（教育総務課）

（対象）江面第二小学校、小林小学校、桜田小学校

（手段）芝生管理業務委託の発注及び消耗品を購入しました。

　　・業務委託 （単位：円）

R2.9.14

R3.2.4

江面第二小学校芝生管理業務
委託

～ 200,000

芝生の管理業務

R3.1.25

～

R3.3.19

198,110

芝生の管理業務

事　業　名 履行期間

小林小学校芝生管理業務委託

事　業　内　容 事　業　費

－319－  10款　教育費



－320－  10款　教育費

（款）10 教育費　　　　（項）2 小学校費　　　　（目）1 学校管理費 （単位：円）

　　・消耗品 （単位：円）

（成果）芝生の適正な管理が行われ、緑豊かな教育環境の維持が図られました。

小学校ＰＣＢ廃棄物 37,505,730 （目的）児童が学校生活を安全に送れるよう、PCB廃棄物の処理を行います。 362

処理事業

（教育総務課） （対象）久喜小学校、太田小学校、菖蒲小学校、鷲宮小学校

（手段）各小学校に保管されたPCB廃棄物を処理しました。

　　・業務委託 （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

事　業　名 事　業　内　容 履行期間 事　業　費

～

R2.7.17

R3.3.31

久喜市立桜田小学校芝生管理
業務委託

芝生の管理業務

R2.10.6

～

R3.3.19

194,700

数量 事　業　費

592,810

12,900

物　品　名

竹箒、除草フォーク、立ち鎌
等

一式 40,810

一式 54,287
フェイスガード、草刈エプロ
ン、軍手等

合　　　　計

一式 23,000

合　　計 － 130,997

事　　業　　名 事　　業　　内　　容 履　行　期　間

スクリュキャップ 一式

芝刈機ブレード

事　業　費

ポリ塩化ビフェニル廃棄
物（特別管理産業廃棄
物）処理委託（PCB含有蛍
光灯安定器）

特別管理産業廃棄物処理業務 35,487,760



（成果）教育環境の向上が図られ、安全な学校生活を送ることができました。

江面小学校開校準備 4,606,040 （目的）新設する江面小学校の開校準備を行います。 362

事業

（教育総務課、学務 （対象）江面第一小学校、江面第二小学校

課）

（手段）開校に必要な消耗品の購入、備品等運搬の業務委託、江面第一小学校の校名板や一文字幕等の改

　　　修、校章板や校歌板の撤去及び江面第二小学校道路案内表示板の撤去を実施しました。

　　・業務委託

　　・消耗品 （単位：円）

R3.3.31

・名入れ抗菌スリッパ 218,900

・江面第一小学校、江面第二小学校統廃合記念クリアファイル 89,100

ポリ塩化ビフェニル廃棄
物（特別管理産業廃棄
物）処理委託（PCB含有コ
ンデンサ）

特別管理産業廃棄物処理業務

内　　　容 金　　額

・江面小学校名札 6,500

R3.3.17

～

・江面小学校紙名札用紙 2,250

久喜市内小中学校等保管
PCB廃棄物処理運搬業務委
託

特別管理産業廃棄物運搬業務

R2.7.10

418,000～

R3.2.27

事　　業　　名 　事　　業　　内　　容 履行期間

江面第二小学校備品等運搬業
務委託

統廃合に伴う備品等の運搬

R2.11.18

～

～

R3.3.31

ＯＡ機器設定業務委託 江面小学校新設に係る端末等の設定

37,505,730合　　　　計

1,599,970

R2.10.15

R3.3.31

－321－  10款　教育費



－322－  10款　教育費

（款）10 教育費　　　　（項）2 小学校費　　　　（目）1 学校管理費 （単位：円）

　　・工事

（成果）新設する江面小学校の開校に向けて準備を整えることができました。

（款）10 教育費　　　　（項）2 小学校費　　　　（目）2 教育振興費 （単位：円）

小学校卒業記念品助 508,508 （目的）小学校の教育課程を修了したことを祝すため、卒業する児童へ卒業記念品を贈ります。 364

成事業

（学務課） （対象）市内小学校の児童

（手段）卒業する児童へ卒業記念品を贈りました。

　　　　・卒業記念品（卒業証書ケース）　　　　　　　　　　　　　　187,198円

　　　　・卒業記念品（フリクションボールスリム 黒・赤2本セット）　321,310円

（成果）卒業する児童へ卒業記念品を贈り、卒業の喜びを深め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

～

R3.3.31

事　　業　　名 事　　業　　内　　容 工　　期

久喜市内小学校5校遊具設置
工事

江面小学校校名板等設置工事 校名板、道路案内表示板の改修

R3.2.12

～

R3.3.31

江面小学校屋内運動場一文字
幕等設置工事

一文字幕、演壇カバーの設置

R3.1.14

～

R3.3.15

江面小学校屋内運動場校歌額
等撤去工事

校章板、校歌板の撤去

R3.2.12

～

R3.3.31

江面第二小学校道路案内表示
板撤去工事

道路案内表示板の撤去

R3.2.12

～

R3.3.31

児童用滑り台1面、児童用ブランコ4連を
江面第一小学校に設置

R2.12.1

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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



小学校教材整備事業 33,587,834 （目的）小学校で必要とする教材・教具の整備充実を図ります。 364

（学務課、久喜小学

校、太田小学校、江 （対象）市内小学校の児童、教職員

面第一小学校、江面

第二小学校、清久小 （手段）教育活動に必要な図書や教材を購入しました。

学校、本町小学校、 　　・図書 （単位：円、冊）

青葉小学校、青毛小

学校、久喜東小学校

、久喜北小学校、菖

蒲小学校、小林小学

校、三箇小学校、栢

間小学校、菖蒲東小

学校、栗橋小学校、

栗橋西小学校、栗橋

南小学校、鷲宮小学

校、桜田小学校、上

内小学校、砂原小学

校、東鷲宮小学校）

　　・事業用備品 （単位：円）

事業内容（主な購入物品名）

ミーティングボード、スクール直線ミシン、四線黒板、電動糸鋸機

バスケット板、ボールかご、跳び箱、ロイター板、ライン引き

学校名 事業費 購入数 学校名 事業費 購入数

合　計

306,047 164

江面第一小学校 304,183 336 菖蒲東小学校 336,182 106

江面第二小学校 286,605 203 栗橋西小学校 296,615 183

清久小学校 306,999 180

太田小学校 385,220 134 栢間小学校

久喜小学校 407,000 156 三箇小学校 348,731 203

栗橋南小学校 406,835 262

本町小学校 356,356 258 栗橋小学校 423,104 210

青葉小学校 346,115 163 鷲宮小学校 366,859 272

青毛小学校 365,695 249 桜田小学校 506,806 269

久喜東小学校 366,322 260 上内小学校 298,210 173

久喜北小学校 316,997 165 砂原小学校 386,859 339

菖蒲小学校 306,836 88 東鷲宮小学校 426,052 257

小林小学校 296,904 129

8,147,532 4,759

学校名 事業費 学校名 事業費 学校名 事業費

久喜小学校 243,000 久喜東小学校 209,516 栗橋南小学校 227,810

太田小学校 312,645 久喜北小学校 79,000 栗橋小学校 178,860

江面第一小学校 108,944 菖蒲小学校 329,550 鷲宮小学校 185,830

江面第二小学校 320,980 小林小学校 151,938 桜田小学校 178,178

清久小学校 207,570 三箇小学校 189,420 上内小学校 128,616

本町小学校 243,635 栢間小学校 155,396 砂原小学校 305,058

青葉小学校 195,330 菖蒲東小学校 412,985 東鷲宮小学校 299,035

青毛小学校 300,000 栗橋西小学校 121,797

合　計 5,085,093

－323－  10款　教育費



－324－  10款　教育費

（款）10 教育費　　　　（項）2 小学校費　　　　（目）2 教育振興費 （単位：円）

　　・楽器 （単位：円）

三箇小学校

青葉小学校 栗橋南小学校

事業内容（主な購入物品名）

総指揮杖、電子ピアノ、鉄琴、タンブリン、ハンドベルセット

　　・理科備品 （単位：円）

菖蒲小学校 鷲宮小学校

小林小学校 桜田小学校

三箇小学校 上内小学校

栢間小学校 砂原小学校

菖蒲東小学校 東鷲宮小学校

栗橋西小学校

事業内容（主な購入物品名）

直流電源装置、デジタル顕微鏡カメラ、気体採取器、電子てんびん

（成果）教育活動に必要な教材備品・楽器等を整備することができ、効果的な授業展開ができました。

　　　　また、図書整備に伴い、児童の知識をより深め広げることができました。

小学校要・準要保護 34,521,891 （目的）経済的理由によって就学困難と認められる児童の保護者に援助を行います。 364

児童就学援助事業

（学務課） （対象）市内に住所を有し、経済的理由によって就学困難と認められる児童の保護者

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

学校名 事業費 学校名 事業費 学校名 事業費

久喜小学校 25,000 久喜北小学校 109,000 鷲宮小学校 109,956

太田小学校 245,966 124,250 上内小学校 130,680

158,950 195,800 砂原小学校 136,000

青毛小学校 33,000 栗橋小学校 47,520

合　計 1,316,122

学校名 事業費 学校名 事業費 学校名 事業費

久喜小学校 57,970 久喜東小学校 85,000 栗橋南小学校 45,000

太田小学校 53,000 久喜北小学校 39,000 栗橋小学校 47,300

江面第一小学校 76,956 42,999 45,999

江面第二小学校 57,200 49,995 60,000

清久小学校 43,850 83,990 36,000

本町小学校 37,980 51,000 73,300

青葉小学校 41,000 36,355 67,000

青毛小学校 36,000 37,000

合　計 1,203,894



（手段）提出された申請書を基に認定事務を行い、認定者には学用品費等を支給しました。

（単位：人、円）

（成果）援助を行うことにより、保護者の経済的負担を軽減することができました。

小学校特別支援教育 3,383,896 （目的）特別支援学級に就学している児童の保護者に補助を行います。 366

就学奨励事業

（学務課） （対象）特別支援学級に就学している児童の保護者

（手段）提出された調書を基に認定事務を行い、認定者には学用品費等を支給しました。

（単位：人、円）

（成果）補助を行うことにより、保護者の経済的負担を軽減することができました。

支 給 費 目 対象者 支給人数 支給額

学用品費 全学年 596 6,449,725

通学用品費 2～6年 521 1,096,553

新入学児童学用品費 1年 34 1,736,040

新入学児童学用品費（入学前） 次年度1年 40 2,042,400

校外活動費（宿泊無） 行事参加者 317 474,831

校外活動費（宿泊有） 行事参加者 44 162,360

修学旅行費 行事参加者 100 1,542,488

学校給食費 全学年 596 20,963,502

医療費 全学年 1 24,450

合　　　計 － 34,492,349

支 給 費 目 対象者 支給人数 支給額

学用品費 全学年 128 639,358

新入学児童学用品費 1年 8 194,921

校外活動費（宿泊無） 行事参加者 78 57,538

校外活動費（宿泊有） 行事参加者 5 9,225

修学旅行費 行事参加者 9 59,947

学校給食費 全学年 131 2,396,117

合　　　計 － 3,357,106

－325－  10款　教育費



－326－  10款　教育費

（款）10 教育費　　　　（項）2 小学校費　　　　（目）3 学校建設費 （単位：円）

小学校プール改修事 70,499,000 （目的）老朽化したプールについて、改修を行い、教育環境の整備を図ります。 366

業

（教育総務課） （対象）青毛小学校プール

（手段）青毛小学校プールについて、工事及び施工監理を行いました。

　　・業務委託

　　・工事

（成果）改修工事を実施し、教育施設環境の整備充実を図ることができました。

（対象）久喜東小学校プール

（手段）久喜東小学校プールについて、工事の設計を行いました。

　　・業務委託

（成果）設計業務が完了し、工事の準備ができました。

事　　業　　内　　容 工　　期

青毛小学校プール改修工
事

プール改修工事

事　　業　　名 事　　業　　内　　容

R2.11.24

～

R3.3.31

事　　業　　名

～

R3.3.31

履行期間

青毛小学校プール改修工
事監理業務委託

プール改修工事の監理業務委
託

R2.11.30

久喜東小学校プール改修
工事設計業務委託

プール改修工事の設計業務委
託

事　　業　　名

R2.11.30

～

R3.3.31

履行期間事　　業　　内　　容

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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



小学校耐震化整備事 13,046,000 （目的）児童が学校生活を安全かつ快適に送れるよう、屋内運動場について、非構造部材改修工事を行い 366

業 　　　ます。

（教育総務課）

（対象）江面第一小学校、砂原小学校の屋内運動場

（手段）小学校2校の屋内運動場について、非構造部材改修の設計、工事及び施工監理を行いました。

　　・業務委託

　　・工事

（成果）教育環境の向上が図られ、安全かつ快適な学校生活を送ることができました。

小学校トイレ改修事 93,027,000 （目的）トイレの洋式化への改修を行い、快適な学校生活環境の整備を図ります。 366

業

（教育総務課） （対象）三箇小学校

（手段）三箇小学校のトイレについて、工事及び施工監理を行いました。

　　・業務委託

履行期間

砂原小学校屋内運動場非
構造部材改修工事設計業
務委託

非構造部材改修工事の設計業
務委託

江面第一小学校屋内運動
場非構造部材改修工事

非構造部材の耐震化を図るた
め、バスケットゴール等落下
防止及び照明器具の改修工事

R2.11.10

事　　業　　内　　容 工　　期

R3.1.20

久喜市立三箇小学校トイ
レ改修工事監理業務委託

トイレ改修工事の監理業務委
託

事　　業　　名

事　　業　　名 事　　業　　内　　容 履行期間

～

事　　業　　内　　容

R2.8.31

R2.8.31

事　　業　　名

R2.7.20

江面第一小学校屋内運動
場非構造部材改修工事監
理業務委託

非構造部材改修工事の監理業
務委託

R2.11.13

～

R3.3.10

江面第一小学校屋内運動
場非構造部材改修工事設
計業務委託

非構造部材改修工事の設計業
務委託

R2.6.8

～

R2.6.8

～

～

R3.2.19

－327－  10款　教育費



－328－  10款　教育費

（款）10 教育費　　　　（項）2 小学校費　　　　（目）3 学校建設費 （単位：円）

　　・工事 （単位：円）

（成果）改修工事を実施し、教育施設環境の整備充実を図ることができました。

江面第一小学校大規 70,754,200 （目的）小学校の統合に伴う校舎等の機能改善工事を行い、教育施設環境の改善を図ります。 366

模改造事業

（教育総務課） （対象）江面第一小学校

（手段）江面第一小学校管理普通教室棟について、改修の設計、工事及び施工監理を行いました。

　　　　また、特別教室棟について、工事の設計を行いました。

　　・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

～

R2.12.25

江面第一小学校管理普通
教室棟改修工事監理業務
委託

管理普通教室棟改修工事の監
理業務委託

R2.7.17

R2.11.30

久喜市立江面第一小学校
特別教室棟大規模改造工
事設計業務委託

特別教室棟大規模改造工事の
設計業務委託

R2.6.10

～

R3.2.26

工　　期

久喜市立三箇小学校トイ
レ改修工事

トイレ、流し台等の改修工事

R2.7.7

～

R3.3.15

165,000

事　　業　　内　　容 事　業　費

88,044,000

R3.2.15

事　　業　　名 事　　業　　内　　容 履行期間

江面第一小学校管理普通
教室棟改修工事設計業務
委託

事　　業　　名

管理普通教室棟改修工事の設
計業務委託

R2.2.6

～

R2.4.30

合　　　　計 88,209,000

～

久喜市立三箇小学校フェ
ンス設置工事

外壁露出配管の廻りにフェン
スを設置



　　・工事

（成果）改修工事を実施し、教育施設環境の整備充実を図ることができました。

　　　　また、設計業務が完了し、工事の準備ができました。

小学校プール改修事 30,532,000 （目的）老朽化したプールについて、改修を行い、教育施設環境の整備を図ります。 368

業【事故繰越し分】

（教育総務課） （対象）清久小学校プール

（手段）清久小学校プールについて、工事及び施工監理を行いました。

　　・業務委託

　　・工事

（成果）改修工事を実施し、教育施設環境の整備充実を図ることができました。

（款）10 教育費　　　　（項）3 中学校費　　　　（目）1 学校管理費 （単位：円）

中学校運営事業 24,615,122 （目的）生徒が安心して学校生活を送れるよう、円滑な学校運営を行います。 368

（久喜中学校、久喜

南中学校、久喜東中 （対象）各中学校の生徒、教職員及び施設、設備

学校、太東中学校、

菖蒲中学校、菖蒲南 （手段）学校運営に必要な消耗品の購入や軽微な修繕等を実施しました。

プール改修工事の監理業務委
託

プール改修工事

R1.11.14

～

事　　業　　名 事　　業　　内　　容 工　　期

江面第一小学校管理普通
教室棟改修工事

管理普通教室棟の改修工事

事　　業　　名 事　　業　　内　　容 履行期間

清久小学校プール改修工
事監理業務委託

R2.6.30

事　　業　　内　　容 工　　期

R1.11.27

～

R2.6.30

久喜市立清久小学校プー
ル改修工事

R2.7.7

～

R2.11.20

事　　業　　名

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

－329－  10款　教育費



－330－  10款　教育費

（款）10 教育費　　　　（項）3 中学校費　　　　（目）1 学校管理費 （単位：円）

中学校、栗橋東中学 　　・消耗品 （単位：円）

校、栗橋西中学校、

鷲宮中学校、鷲宮東

中学校、鷲宮西中学

校）

　　・修繕 （単位：円）

（成果）円滑な学校運営を行い、安心して学校生活を送ることができました。

中学校維持管理事業 189,818,031 （目的）生徒が学校生活を安全かつ快適に送れるよう施設、設備の維持管理を行います。 368

（教育総務課）

（対象）各中学校施設、設備

（手段）・生徒の学校生活における施設環境等を維持管理しました。

　　　　・施設警備、施設清掃、給水施設管理、自家用電気工作物保安管理、消防設備点検、エレベー

　　　　　ター保守点検、プールろ過機保守点検、簡易専用水道衛生管理検査、浄化槽維持管理等につ

　　　　　いて、民間委託により実施しました。

学　校　名 事業費 学　校　名 事業費 学　校　名 事業費

合　　計

事業内容（主な購入品）
コピー用紙、蛍光灯、印刷機インク、事務用品、乾電池、清掃用品、防塵マスク、
ペンキ、トイレットペーパー、ゴミ袋

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

1,572,000

事業内容（主な修繕）
ガラス、トイレ、照明器具、建具、印刷機、排水管、コンセント、空調機、鍵、網戸、
手すり

菖蒲中学校 281,990 鷲宮中学校 349,710

久喜南中学校 167,000

鷲宮西中学校 1,091,967

1,268,000 栗橋西中学校

1,494,966

久喜東中学校 1,130,836 栗橋東中学校 1,851,719

久喜中学校 562,100

菖蒲南中学校 189,784 鷲宮東中学校

91,300

太東中学校 330,000 栗橋西中学校 100,000

1,293,029 鷲宮中学校 1,421,984久喜中学校

203,810 鷲宮西中学校

久喜南中学校 1,144,000 菖蒲南中学校 1,083,000 鷲宮東中学校

太東中学校

14,946,501

菖蒲中学校

学　校　名 事業費 学　校　名 事業費 学　校　名 事業費

1,595,000

合　　計 2,994,524

369,580

久喜東中学校 349,250 栗橋東中学校



　　　　・修繕 （単位：円）

　　　　・工事 （単位：円）

　　　　・管理備品 （単位：円）

事務椅子 鷲宮東中学校 1脚 13,200

各中学校屋内運動場ラ
ンプ取替等修繕

照明の球切れ箇所等の交換修繕
412,500

全4件

整備工事

改修工事

ろ過機、排水ポンプ、漏水の修繕
262,350

全3件

事　業　名 事 業 内 容 事業費

印刷機 久喜南中学校、久喜東中学校、太東中学校 3台 660,000

消火器 久喜南中学校、鷲宮東中学校、菖蒲南中学校 14本 182,600

17脚

各中学校プール設備修
繕

2台 280,500

テント部品 久喜東中学校 1式

太東中学校

　　　　　　　　　　　　　　全6件

99,550

FAX 久喜中学校、久喜南中学校 2台 70,950

久喜東中学校、栗橋東中学校

シュレッダー 太東中学校 1台 258,500

保管庫 栗橋東中学校 3台 58,410

校旗 菖蒲中学校 2枚 46,200

テーブル

物　　品　　名 学　　校　　名 金　額数量

久喜中学校空調設備改修工事
1,265,000

　　　　　　　　　　　　　　全1件

緊急修繕工事
久喜東中学校揚水ポンプ交換修繕工事

11,146,520
他14件

栗橋東中学校PTA室空調設備設置工事
3,239,500

合　　　計 10,723,259

事　業　名 事 業 内 容

緊急修繕
栗橋・鷲宮地区中学校消防設備修繕

10,048,409
他50件

事業費

片袖机 鷲宮東中学校 2台 71,885

合　　　計 15,651,020

74,800

生徒用机・椅子 久喜中学校、菖蒲中学校 17組 182,435

生徒用椅子

－331－  10款　教育費



－332－  10款　教育費

（款）10 教育費　　　　（項）3 中学校費　　　　（目）1 学校管理費 （単位：円）

（成果）教育環境の向上が図られ、安全かつ快適に学校生活を送ることができました。

情報教育機器維持管 39,714,278 （目的）中学校のコンピュータ教室及び普通教室用情報機器の維持管理を行い、円滑な運用を図ります。 372

理事業

（学務課） （対象）市内中学校の教職員、生徒及び情報機器

（手段）・コンピュータ教室及び校内LANの情報機器の維持管理を行いました。

　　　　・学習支援ソフトウェアのライセンスを更新しました。

　　　　・GIGAスクールを開始するにあたり必要な設定作業等を行いました。

（成果）ネットワークや情報機器の適正な管理が行われ、円滑な運用を行うことができました。

　　　　なお、備品購入については、大型提示装置が市場に品薄であり年度内の納品が困難となったた

　　　め、88,218,000円を繰越明許費により令和3年度予算に繰り越しました。

中学校業務事業 0 （目的）学校業務の円滑な遂行を図ります。 372

（学務課）

（対象）市内中学校、市内中学校の教職員及び生徒

（手段）市内全中学校に、業務員（会計年度任用職員）を配置し、必要な物品の管理を行いました。

（成果）学校業務が円滑に遂行され、学校運営の充実に寄与することができました。なお、修繕等に対す

　　　る支出はありませんでした。

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

物　　品　　名 学　　校　　名 数量 金　額

2,730,277

59,400

154,660

刈払機 菖蒲南中学校 2台 198,000

菖蒲中学校

20個

ワイヤレスマイク 栗橋東中学校 3本

黒板拭きクリーナー

合　　計 －

ガス漏れ警報器 久喜南中学校、久喜東中学校、栗橋東中学校

176,275

テレビ 栗橋西中学校 1台

43,9124台

傘立て 久喜東中学校、鷲宮中学校 11個

99,000



中学校ＰＣＢ廃棄物 9,658,856 （目的）生徒が学校生活を安全に送れるよう、PCB廃棄物の処理を行います。 372

処理事業

（教育総務課） （対象）菖蒲南中学校

（手段）菖蒲南中学校に保管されたPCB廃棄物を処理しました。

　　・業務委託 （単位：円）

（成果）教育環境の向上が図られ、安全な学校生活を送ることができました。

（款）10 教育費　　　　（項）3 中学校費　　　　（目）2 教育振興費 （単位：円）

中学校卒業記念品助 505,780 （目的）中学校の教育課程を修了したことを祝すため、卒業する生徒へ卒業記念品を贈ります。 372

成事業

（学務課） （対象）市内中学校の生徒

（手段）卒業する生徒へ卒業記念品を贈りました。

　　　　・卒業記念品（卒業証書ケース）　　　　　　　　　　　　　　　178,354円

　　　　・卒業記念品（AcroBall2＋1 赤黒油性ボールペン＋シャーペン） 327,426円

～

R2.10.15

～

R3.3.31

R2.7.17

R3.3.31

ポリ塩化ビフェニル廃棄
物（特別管理産業廃棄
物）処理委託（PCB含有コ
ンデンサ）

特別管理産業廃棄物処理業務 479,180

事　　業　　名 事　　業　　内　　容 履 行 期 間 事　業　費

久喜市内小中学校等保管
PCB廃棄物処理運搬業務委
託

特別管理産業廃棄物運搬業務

R2.7.10

187,000～

R3.2.27

ポリ塩化ビフェニル廃棄
物（特別管理産業廃棄
物）処理委託（PCB含有蛍
光灯安定器）

特別管理産業廃棄物処理業務 8,992,676

合　　　　計 9,658,856

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

－333－  10款　教育費



－334－  10款　教育費

（款）10 教育費　　　　（項）3 中学校費　　　　（目）2 教育振興費 （単位：円）

（成果）卒業する生徒へ卒業記念品を贈り、卒業の喜びを深めることができました。

中学校教材整備事業 29,802,580 （目的）中学校で必要とする教材・教具の整備充実を図ります。 372

（学務課、久喜中学

校、久喜南中学校、 （対象）市内中学校の生徒、教職員

久喜東中学校、太東

中学校、菖蒲中学校 （手段）教育活動に必要な図書や教材を購入しました。

、菖蒲南中学校、栗

橋東中学校、栗橋西 　　・図書 （単位：円、冊）

中学校、鷲宮中学校

、鷲宮東中学校、鷲

宮西中学校）

　　・事業用備品 （単位：円）

事業内容（主な購入物品名）

液晶テレビ、ホワイトボード、プリンター、スクール直線ミシン

世界地理ボード、エバーマット、ワイヤレスアンプ・マイク、サッカーゴール

　　・楽器 （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

事業費

合　計 4,223,750

学校名 事業費 学校名 事業費 学校名

久喜中学校 288,000 太東中学校 95,000 鷲宮中学校 288,340

19,800

菖蒲中学校 538,921 124 鷲宮西中学校 458,991 195

学校名 事業費

久喜南中学校 457,204 215 栗橋西中学校

263,296 鷲宮東中学校 617,544

学校名 事業費 学校名

学校名 事業費 購入数 学校名 事業費 購入数

久喜中学校 618,257 294 栗橋東中学校 578,864 198

630,144

475,359

事業費

久喜中学校 346,852 菖蒲中学校 880,562

217

合　計 5,781,440 2,364

久喜東中学校 363,330 栗橋東中学校 157,000 鷲宮西中学校

太東中学校 464,022 栗橋西中学校 346,200

376

久喜東中学校 538,351 159 鷲宮中学校 538,747 296

太東中学校 598,994 202 鷲宮東中学校 618,752 88

久喜南中学校 135,000 菖蒲南中学校

菖蒲南中学校 359,000

鷲宮中学校



事業内容（主な購入物品名）

ホルン、コンサートバスドラム、クラリネット、クラシックギター

　　・理科備品 （単位：円）

事業内容（主な購入物品名）

生物顕微鏡、鉄製スタンド、電子てんびん、直流交流電源装置

（成果）教育活動に必要な教材備品・楽器等を整備することができ、効果的な授業展開ができました。

　　　　また、図書整備に伴い、生徒の知識をより深め広げることができました。

中学校要・準要保護 37,493,217 （目的）経済的理由によって就学困難と認められる生徒の保護者に援助を行います。 374

生徒就学援助事業

（学務課） （対象）市内に住所を有し、経済的理由によって就学困難と認められる生徒の保護者

（手段）提出された申請書を基に認定事務を行い、認定者には学用品費等を支給しました。

（単位：人、円）

9,176,333

通学用品費 2～3年 266 578,452

支 給 費 目 対象者 支給人数 支給額

新入学生徒学用品費 1年 75 4,500,000

久喜南中学校

95,000

学校名 事業費 学校名 事業費 学校名 事業費

学用品費 全学年 420

新入学生徒学用品費（入学前）

校外活動費（宿泊有） 行事参加者

校外活動費（宿泊無） 行事参加者 51 113,110

15 93,150

合　計 1,234,784

修学旅行費 行事参加者 64 2,520,628

学校給食費 全学年 420 17,319,464

医療費 全学年 0

久喜東中学校 104,544 栗橋東中学校 104,000 鷲宮西中学校 93,000

太東中学校 132,440 栗橋西中学校 127,800

726,000 栗橋東中学校 299,000 鷲宮西中学校 568,670

合　計 2,265,010

久喜中学校 116,000 菖蒲中学校 133,000 鷲宮中学校

0

合　　計 － 37,481,137

久喜南中学校 102,000 菖蒲南中学校 109,000 鷲宮東中学校 118,000

次年度1年 53 3,180,000

－335－  10款　教育費



－336－  10款　教育費

（款）10 教育費　　　　（項）3 中学校費　　　　（目）2 教育振興費 （単位：円）

（成果）援助を行うことにより、保護者の経済的負担を軽減することができました。

中学校特別支援教育 1,442,113 （目的）特別支援学級に就学している生徒の保護者に補助を行います。 374

就学奨励事業

（学務課） （対象）特別支援学級に就学している生徒の保護者

（手段）提出された調書を基に認定事務を行い、認定者には学用品費等を支給しました。

（単位：人、円）

新入学生徒学用品費

（成果）補助を行うことにより、保護者の経済的負担を軽減することができました。

（款）10 教育費　　　　（項）3 中学校費　　　　（目）3 学校建設費 （単位：円）

中学校耐震化整備事 990,000 （目的）生徒が学校生活を安全かつ快適に送れるよう、屋内運動場について、非構造部材改修工事を行い 374

業 　　　ます。

（教育総務課）

（対象）太東中学校の屋内運動場

（手段）太東中学校の屋内運動場について、工事の設計を行いました。

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

校外活動費（宿泊無） 行事参加者 7 7,615

校外活動費（宿泊有） 行事参加者 2 6,210

修学旅行費 行事参加者 1 24,704

学校給食費 全学年 38 832,930

支 給 費 目 対象者 支給人数 支給額

学用品費 全学年 38 280,920

通学費 該当者 1 23,400

合　　計 － 1,431,707

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

1年 10 255,928



　　・業務委託

（成果）設計業務が完了し、工事の準備ができました。

中学校大規模改造事 305,736,200 （目的）生徒が学校生活を安全かつ快適に送れるよう、老朽化及び統合に伴う学校施設の大規模改造を行 374

業 　　　い、教育環境の整備を図ります。

（教育総務課）

（対象）太東中学校、菖蒲中学校

（手段）太東中学校の工事及び施工監理を行いました。

　　　　また、菖蒲中学校の工事の設計を行いました。

　　・業務委託

　　・工事 （単位：円）

履行期間

太東中学校屋内運動場非
構造部材改修工事設計業
務委託

久喜市立太東中学校大規
模改造（建築）工事（第1
期）

普通教室棟・特別教室棟・渡
り廊下棟の屋上防水改修、各
階トイレ改修及び内装改修工
事等

R2.7.7

R3.3.25

事　業　費

149,787,000

事　　業　　名

非構造部材改修工事の設計業
務委託

久喜市立太東中学校大規
模改造工事監理業務委託

大規模改造工事の監理業務委
託

R2.7.21

事　　業　　内　　容 工　　期

～

R2.8.31

R3.3.31

菖蒲中学校大規模改造工
事設計業務委託

大規模改造工事の設計業務委
託

久喜市立太東中学校大規
模改造（電気設備）工事

普通教室棟・特別教室棟の校
長室、教室、廊下等のLED照
明化及び太陽光発電設備工事
等

R2.7.7

R3.3.25

58,872,000

R2.11.13

～

R3.3.31

～

R2.6.15

～

～

事　　業　　名 事　　業　　内　　容 履　行　期　間

事　　業　　名 事　　業　　内　　容

－337－  10款　教育費



－338－  10款　教育費

（款）10 教育費　　　　（項）3 中学校費　　　　（目）3 学校建設費 （単位：円）

　　・業務委託 （単位：円）

（成果）大規模改造工事を実施し、教育施設環境の整備充実を図ることができました。

　　　　また、設計業務が完了し、工事の準備ができました。

（款）10 教育費　　　　（項）4 幼稚園費　　　　（目）1 幼稚園費 （単位：円）

幼稚園管理事業 6,253,812 （目的）園児が、幼稚園での生活を安全かつ快適に送れるよう、施設、設備の管理を行います。 378

（中央幼稚園、栗橋

幼稚園） （対象）市立幼稚園の施設、設備

（手段）園児の幼稚園での生活における施設環境等を管理しました。

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

合　　　　計 281,435,000

事　　業　　名 事　　業　　内　　容 工　　期 事　業　費

R2.9.18

R3.3.25

72,776,000
久喜市立太東中学校大規
模改造（機械設備）工事

普通教室棟・特別教室棟の衛
生器具設備、屋内給水設備、
屋内消火設備工事等

R2.7.7

～

合　　　　計 706,200

事　　業　　名 事　　業　　内　　容 履　行　期　間 事　業　費

太東中学校大規模改造工
事に伴う生徒用机運搬業
務委託

太東中学校から机・テーブル
搬出、太田小学校へ机搬入、
久喜東小学校へテーブル搬入

R2.7.16

353,100

R2.8.7

～

～

太東中学校大規模改造工
事に伴う生徒用机運搬業
務委託（復路）

太田小学校から机搬出、久喜
東小学校からテーブル搬出、
太東中学校へ机・テーブル搬
入

R2.8.17

353,100

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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



　　・修繕　　中央幼稚園　 67,980円　トイレバルブ修繕、各教室入口框修繕、トイレ排水管詰り修繕

　　　　　　　栗橋幼稚園　508,743円　空調機水漏れ修繕、空調機吊りこみ修繕、        

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　ウッドデッキペイント修繕、玄関ドア修繕、

　　　　　　　　                     送迎バスタイヤ交換

　　　・業務委託 （単位：円）

給水施設管理業務

消防設備保守点検業務

電気設備保守点検業務

エアコン保守点検業務

固定遊具保守点検業務

簡易専用水道衛生管理検査業務  

施設警備業務

貯水槽清掃消毒業務

フローリング清掃業務

排水管高圧洗浄業務

除草業務

植木等手入業務

建築物・建築設備定期検査業務

空調機器清掃業務

（成果）教育環境の向上が図られ、安全かつ快適に幼稚園での生活を送ることができました。

幼稚園運営事業 8,859,646 （目的）園児が健やかに成長できるよう、円滑な幼稚園運営を行います。 380

（中央幼稚園、栗橋

幼稚園） （対象）園児、教職員

（手段）円滑な幼稚園運営を行うため、園行事や食育指導を進めました。

（単位：円）

会食（年12回）288,557 会食（年12回）263,169

コロッケバーガー、おにぎり弁当、

ぶりの照り焼き弁当、ケーキ等

栗橋幼稚園

46,200 0

16,000 0

116,160 10,000

143,000 143,000

44,000 0

5,500 0

54,054 0

0 268,400

148,500 0

委託内容 中央幼稚園 栗橋幼稚園

事業名 事業費 中央幼稚園

誕生会 551,726 おにぎり弁当、パックサンド、ケー
キ等

38,500 38,500

15,400 0

290,400 297,000

10,450 0

37,400 66,000

－339－  10款　教育費



－340－  10款　教育費

（款）10 教育費　　　　（項）4 幼稚園費　　　　（目）1 幼稚園費 （単位：円）

記念品　44,570 記念品　59,695

3歳児　ペタポンダーツアニマルパー 3歳児　ソフトラバーメダル

　　　 テイ 4歳児　いろどりなわとび

4歳児　みつばちスキップ 5歳児　カラフルバナナフープ

5歳児　絵あわせ木製パズル

大型バス借り上げ料 （0台） 大型バス借り上げ料（0台）

　　※なお、親子遠足につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため実施しなかったことか

　　ら、支出済額が0円となりました。

（成果）円滑な幼稚園運営を行い、園児の健やかな成長に寄与することができました。

私立幼稚園補助事業 390,000 （目的）私立幼稚園の教育環境の整備充実と園児の健康保持増進を図るため、私立幼稚園設置者に対して 380

（学務課） 　　　補助を行います。

（対象）市内私立幼稚園

（手段）私立幼稚園設置者から提出された施設整備費等事業計画書、園児健康診断事業計画書の内容を審

　　　査し、私立幼稚園設置者に補助金を支給しました。

　　　　・私立幼稚園施設整備費等補助金　　市内私立幼稚園 1園

　　　　・私立幼稚園児健康診断補助金　　　市内私立幼稚園 1園

（成果）補助を行うことにより、私立幼稚園の運営費の一部が軽減されました。

市立幼稚園保育料等 66,000 （目的）市立幼稚園の保育料等について検討します。 380

検討委員会運営事業

（学務課） （対象）市立幼稚園保育料等検討委員会

（手段）市立幼稚園保育料等検討委員会を1回開催し、新しい委員の委嘱を行うとともに、市立幼稚園に

　　　おける保育料等について委員への説明、検討を行いました。

運動会 104,265

親子遠足 0

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 事業費 中央幼稚園 栗橋幼稚園



（成果）市立幼稚園保育料等について、適正な保育料を検討することができました。

幼児教育無償化実施 662,820 （目的）幼児教育無償化業務の円滑な遂行を図ります。 380

事業

（学務課） （対象）幼稚園を利用する子育てのための施設等利用給付認定保護者

（手段）幼児教育無償化に係る施設等利用給付認定等の事務を行いました。

（成果）幼児教育無償化業務を円滑に遂行することができました。

子育てのための施設 66,199,390 （目的）幼児教育の機会を保障するとともに、私立幼稚園園児の保護者の経済的な負担の軽減を図りま 380

等利用給付事業 　　　す。

（学務課）

（対象）私立幼稚園を利用する子育てのための施設等利用給付認定保護者

（手段）提出された申請書に基づき、施設等利用費を支給しました。

　　・施設等利用費支給額（31園） （単位：人、円）

　　　　・預かり保育支給額（12園） （単位：人、円）

5歳児 138 542,650

みなし 3歳児 0 0

0 0

園児数（延人数） 給付額

3歳児 106 491,750

4歳児 87 259,000新2号

新3号 満3歳児

みなし 3歳児 0 0

新3号 満3歳児 0 0

合　計 2,597 64,905,990

新2号

3歳児 179 4,495,510

5歳児 205 4,942,910

新1号

満3歳児 77 2,087,370

3歳児 599 15,522,920

4歳児 795 19,427,160

5歳児 579

園児数（延人数） 給付額

4歳児 163 4,155,900

14,274,220

合　計 331 1,293,400

－341－  10款　教育費



－342－  10款　教育費

（款）10 教育費　　　　（項）4 幼稚園費　　　　（目）1 幼稚園費 （単位：円）

（成果）保護者の経済的負担が軽減され、私立幼稚園における教育機会の確保に寄与することができまし

　　　た。

実費徴収に係る補足 1,001,588 （目的）私立幼稚園の給食費のうち、副食費相当分の一部を助成することにより、保護者の経済的負担の 382

給付事業 　　　軽減を図ります。

（学務課）

（対象）・市内に住所を有し、私立幼稚園に在園する一定所得世帯の園児の保護者

　　　　・所得に関わらず、第3子以降の園児の保護者

（手段）提出された申請書に基づき、保護者に補助金を支給しました。

　　　　・補足給付支給額 （単位：人、円）

（成果）給食費に係る保護者の経済的負担を軽減することができました。

（款）10 教育費　　　　（項）5 社会教育費　　　　（目）1 社会教育総務費 （単位：円）

社会教育推進事業 550,521 （目的）学校・家庭・地域の連携による教育力の向上を図ります。 384

（生涯学習課）

（対象）社会教育委員、保護者及び市内小・中学校の教職員、児童生徒

（手段）・社会教育委員会議の開催 （単位：人）

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

園児数（延人数） 給付額

満3歳児 10 45,000

3歳児 99 363,659

4歳児 105 421,754

5歳児 42 171,175

合　計 256 1,001,588

出席者数 内　　　　容

第1回 R2.7.28 20
令和元年度生涯学習関係事業報告及び令和2年度生涯学習関
係事業計画について　他

第2回 R2.11.10 18 令和2年度生涯学習関係事業中間報告について　他

区分 開催日

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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



　　　　・市内の全小学校で子育て講座を実施しました。

　　　　・ボランティア意識の啓発及び向上を図るため、市内小・中学校の全児童生徒へボランティア手

　　　　帳を配布しました。

　　　　　ボランティア手帳達成者　延べ137人

　　　　・家庭教育学級の開催を希望するPTAや保護者会等に対し、補助金を交付しました。

　（単位：円、講座）

（成果）・生涯学習関係事業について、社会教育委員からの意見等をもとに事業への反映や改善を図るこ

　　　　とができました。

　　　　・家庭教育及び地域の教育の啓発を促進し、親と子、地域と子どもの交流の場を設けることがで

　　　　きました。

成人式事業 1,008,506 （目的）新成人が大人としての自覚について考える機会を設けるとともに、新成人の門出を祝い、励まし 384

（生涯学習課） 　　　ます。

（対象）平成12年4月2日～平成13年4月1日生まれの市内在住者（転出者で出席希望の新成人を含む）

（手段）・新成人の中から実行委員を募集し、受付や誘導、司会など式典の運営に携わりました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）

2 久喜南中学校PTA 10,000 1

菖蒲小学校PTA 3,000 2 鷲宮西中学校PTA 2,500 1

久喜北小学校PTA 20,000

会場 参加者数

市内23小学校 1,107人

団体名 補助金額 講座数 団体名 補助金額 講座数

2
栗橋小学校PTA 30,000 3 鷲宮幼稚園 16,000 2

砂原小学校PTA 10,000 1 中央幼稚園PTA 17,500 4

久喜中学校PTA 30,000 3 栗橋幼稚園PTA 2,500 1

栢間小学校PTA 3,000 2 あけぼの東幼稚園父母の会 20,000

開催日 地　区 会　　場 内　容 出席者数

　　　　・4地区の新成人を対象に、成人式を開催しました。

R3.1.10（日）

久喜地区 久喜総合文化会館　

式　典

476

菖蒲地区 菖蒲文化会館（アミーゴ） 107

栗橋地区 栗橋文化会館（イリス） 199

鷲宮地区 久喜総合文化会館　 233

1,015合　　　計

－343－  10款　教育費



－344－  10款　教育費

（款）10 教育費　　　　（項）5 社会教育費　　　　（目）1 社会教育総務費 （単位：円）

（成果）式典のみの開催となりましたが、新成人が大人としての自覚について考える機会を提供するとと

　　　もに、新成人の門出を祝い、励ますことができました。

放課後子ども教室推 2,637,883 （目的）子どもたちが地域社会の中で、心豊かに、かつ、健やかに育まれる環境づくりを推進します。 384

進事業

（生涯学習課） （対象）放課後子ども教室を開校した小学校のうち、参加を希望する児童

（手段）小学校区ごとに実施委員会を設置し、実施委員やサポーター等の協力により、学習活動やスポー

　　　ツ・文化芸術活動などの様々な体験活動、地域住民との交流活動等に取り組みました。

　　　　また、市では、放課後子ども教室運営委員会を設置し、活動時の安全管理やコーディネーター・

　　　教育活動サポーター等の調整、実施後の評価・検証を行いました。

　　　・16校開校　　　・参加児童数　1,702人　　　・実施委員及びサポーター数　1,113人

　　　　実施時間　

　　　　平日　15時～16時30分（冬期：16時15分）

　（単位：人、％、講座、日）

桜田小 桜田ゆうゆうプラザ 322 38 27 63 25 13

栗橋西小 しずかっ子元気ゆうゆうプラザ － － 33 31 1 0

栗橋小 栗くりゆうゆうプラザ 51 9 20 10 3 2

鷲宮小 わしの子ゆうゆうプラザ 97 33 15 5 1 1

三箇小 三箇ゆうゆうプラザ 82 47 19 48 6 8

栢間小 かやまっ子ゆうゆうプラザ 39 42 16 52 6 5

菖蒲東小 東っ子ゆうゆうプラザ 37 15 16 25 3 5

久喜北小 ほくとっ子ゆうゆうプラザ 36 19 9 35 2 2

菖蒲小 しょうぶっ子ゆうゆうプラザ 115 57 23 97 30 6

小林小 おばやしゆうゆうプラザ 46 52 21 22 3 7

青葉小 あおばっ子ゆうゆうプラザ 98 41 15 50 11 9

青毛小 あおげっ子ゆうゆうプラザ 135 44 12 115 14 11

久喜東小 さくらっ子ゆうゆうプラザ 114 28 24 19 8 18

開催日数

久喜小 くきっ子ゆうゆうプラザ 140 29 22 88 16 18

清久小 清久っ子ゆうゆうプラザ 143 100 13 2 11 0

会　場 名　　称 参加児童 参加率 実施委員 サポーター 講座

　　　　土曜　9時30分～11時30分

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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



　　※清久っ子ゆうゆうプラザは、学校ホームページに動画を掲載し、児童全員に視聴させる機会を設け

　　ましたが、開催日数を「0」としています。

　　※しずかっ子元気ゆうゆうプラザも、学校ホームページに動画を掲載しましたが、視聴人数を把握で

　　きていないため、参加児童及び参加率を「－」、開催日数を「0」としています。

（成果）コロナ禍のため、実施委員やサポーター、保護者等の意見により、9月以降の開校としました。

　　　　様々な学校行事が制限又は中止となりましたが、講座に参加した児童は異学年や地域住民との交

　　　流を深め、楽しく活動に参加することができました。

社会教育団体他補助 960,000 （目的）青少年や成人に対して、社会教育活動を行う団体を支援します。 384

事業

（生涯学習課） （対象）久喜市ボーイスカウト連絡協議会ほか7団体

（手段）各種団体に補助金を交付しました。

（単位：円）

久喜市ボーイスカ

ウト連絡協議会

久喜市子ども会

育成連合会

久喜市久喜婦人会

連合会

久喜市菖蒲町

連合婦人会

久喜市栗橋

連合婦人会

ガールスカウト

埼玉県第49団

ガールスカウト

埼玉県第67団

　　　　※久喜市PTA連合会に対して300,000円の補助金を交付決定しましたが、新型コロナウイルス感染

　　　　症拡大の影響により事業の実施を見送ったため、補助金が返還されました。

6 婦人会活動の健全な育成を支援しました。 160,000

7
青少年の健全育成及び社会教育推進活動を支援し
ました。

35,000

8
青少年の健全育成及び社会教育推進活動を支援し
ました。

35,000

団　体　名 内　　　　容 補助金額

1
青少年の健全育成及び社会教育推進活動を支援し
ました。

160,000

2 子ども会の健全な育成を支援しました。 270,000

3 久喜市PTA連合会 PTAの健全な発展と運営活動を支援しました。 0

4 婦人会活動の健全な育成を支援しました。 100,000

5 婦人会活動の健全な育成を支援しました。 200,000

東鷲宮小 けやきっ子ゆうゆうプラザ 247 43 21 145 17 14

合　　計 1,702 35 306 807 157 119

－345－  10款　教育費



－346－  10款　教育費

（款）10 教育費　　　　（項）5 社会教育費　　　　（目）1 社会教育総務費 （単位：円）

（成果）各種団体事業を支援することにより、団体の円滑な運営を図ることができました。

いきいき活動センタ 7,649,632 （目的）市民が、安全、かつ、円滑に生涯学習活動等を行えるよう栗橋いきいき活動センターしずか館の 384

ーしずか館管理事業 　　　施設及び設備の維持管理を行います。

（生涯学習課）

（対象）栗橋いきいき活動センターしずか館

（手段）施設維持管理業務、電気設備保守点検業務、消防設備保守点検業務、防火対象物定期点検報告業

　　　務、建築物・建築設備定期検査業務、警備業務、清掃業務、除草業務及び植木等手入業務を委託に

　　　より施設及び設備の維持管理を行いました。

　　　　・利用状況 （単位：団体、人）

（成果）栗橋いきいき活動センターしずか館利用者が安全、かつ、円滑に施設を利用することができまし

　　　た。

文化振興事業 469,560 （目的）市民及び文化芸術団体に文化芸術の発表及び鑑賞の機会を提供し、文化芸術の振興を図ります。 386

（生涯学習課） 　　　　

（対象）市民及び文化芸術団体

（手段）市内の文化芸術団体、ボランティア団体等と協力し、各種の芸術文化振興事業を実施しました。

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

会議室103 33 226

体育館 217 3,301

運動場 476 7,123

合　　　　計 770 11,150

区　　　　分 延利用団体数 延利用者数

会議室101 39 467

会議室102 5 33

事　業　名 期　間 場　　所 内　　容 参加団体等

久喜市美術展

R2.9.25～29
久喜総合文化
会館　広域文
化展示室

(第1部)
日本画、洋画、彫刻、
工芸

中止



久喜市民芸術
祭

R3.1.24
久喜総合文化
会館　小ホー
ル

楽器演奏、民謡、吟
詠、歌唱、ダンス

中止

街かどコンサ
ート

R2.11.21
久喜総合文化
会館　ふれあ
い広場

バンド演奏（フォーク
ソング） 実施回数　 2回

出演団体数3団体
延観客数355人

R2.12.6

久喜市美術展 R2.10.22～25

埼玉県美術展
覧会入選作品
展

R2.11.27～30
久喜総合文化
会館　広域文
化展示室

日本画、洋画、彫刻、
工芸、書、写真

中止

モラージュ菖
蒲　滝のコー
ト

（第2部）
書

中止

R2.11.18～23
久喜総合文化
会館　広域文
化展示室

埼玉県芸術文化祭実行
委員会との共催による
吹奏楽の演奏

中止

式典、舞台発表（民
謡、吟詠、舞踊、カラ
オケ等）

中止

合同展示会

R2.9.19～21 久喜総合文化
会館　広域文
化展示室

俳句、川柳、美術、写
真

中止

R3.3.20～22 盆栽、華道、和の花 中止

久喜総合文化
会館　広域文
化展示室・視
聴覚ライブラ
リー室・研修
室3

（第3部）
写真

出品数　　119点
入場者数　436人

埼玉県芸術文
化祭2020
地域文化事業
吹奏楽フェス
ティバル

R2.11.15
久喜総合文化
会館　大ホー
ル

バンド演奏（ポップ
ス）

合同発表会 R2.10.11
久喜総合文化
会館　小ホー
ル

－347－  10款　教育費



－348－  10款　教育費

（款）10 教育費　　　　（項）5 社会教育費　　　　（目）1 社会教育総務費 （単位：円）

（成果）市民や文化芸術団体に、当該文化芸術団体の活動支援及び文化芸術作品の発表と鑑賞の機会等を

　　　提供することにより、文化芸術の振興に寄与することができました。

文化団体補助事業 2,525,792 （目的）文化団体の健全な育成と文化振興事業の円滑な推進を図ります。 386

（生涯学習課）

（対象）久喜市久喜文化団体連合会、久喜市菖蒲町文化団体連合会、久喜市栗橋文化協会及び久喜市鷲宮

　　　文化団体連合会

（手段）各文化団体連合会等に対し、補助金を交付しました。

（単位：円）

（成果）各団体が、市民文化祭ほかの文化事業を開催することにより、各文化団体の育成支援及び文化振

　　　興の円滑な推進を図ることができました。

（款）10 教育費　　　　（項）5 社会教育費　　　　（目）2 公民館費 （単位：円）

公民館管理事業 60,019,252 （目的）公民館を安全かつ円滑に利用できるよう施設及び設備の維持管理を行います。 388

（中央公民館、東公  

民館、西公民館、森 （対象）中央公民館、青葉公民館、西公民館、東公民館、森下公民館、栗橋公民館、鷲宮公民館

下公民館、栗橋公民

館、鷲宮公民館） （手段）施設総合管理業務、施設警備業務、自家用電気工作物保安管理業務、夜間受付業務等を民間業者

　　　に委託して、施設及び設備の維持管理を行いました。

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

団　　体　　名 補助金額

久喜市久喜文化団体連合会 799,084

久喜市菖蒲町文化団体連合会 713,991

久喜市栗橋文化協会 751,099

久喜市鷲宮文化団体連合会 261,618

合　　計 2,525,792

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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



　　　　・修繕 （単位：円）

　　　　・利用状況 （単位：団体、人）

（成果）公民館利用者に安全かつ円滑に利用できる環境を提供することができました。

　　　　なお、備品購入については、空気清浄機が市場に品薄であり年度内の購入が困難となったため、

　　　5,933,000円を繰越明許費により令和3年度予算に繰り越しました。

公民館運営事業 4,359,018 （目的）生涯学習活動、地域活動等の拠点施設として公民館の円滑な運営を図ります。 390

（中央公民館、東公

民館、西公民館、森 （対象）中央公民館、青葉公民館、南公民館、西公民館、東公民館、森下公民館、栗橋公民館、鷲宮公民

下公民館、栗橋公民 　　　館

館、鷲宮公民館）

（手段）公民館長、公民館運営委員及び公民館補助委員により公民館事業並びに施設業務を行いました。

（成果）多くの市民の利用をいただきながら、公民館の円滑な運営を行うことができました。

中央公民館 自動ドア扉本体及び摩耗劣化部品交換修繕　他12件 1,409,760

青葉公民館 非常口修繕 513,700

西公民館 非常照明灯バッテリー交換修繕　他8件 1,704,780

東公民館 給水ポンプ修繕　他2件 1,008,590

6,139

南公民館（農村センター） 467

森下公民館 非常照明交換修繕　他6件 662,200

栗橋公民館 トイレ手洗器水栓修繕  他10件 842,873

鷲宮公民館 排煙窓オペレーター修繕　他11件 1,423,257

公　　民　　館　　名 延利用団体数 延利用者数

中央公民館 4,628 47,874

青葉公民館 646

合　　　計 14,642 144,750

公民館名 事　業　内　容 事業費

1,437 12,062

東公民館 2,177 21,838

森下公民館 803 8,202

栗橋公民館 2,660 23,575

鷲宮公民館 1,824 20,668

4,392

西公民館
（清久コミュニティセンター）

－349－  10款　教育費



－350－  10款　教育費

（款）10 教育費　　　　（項）5 社会教育費　　　　（目）2 公民館費 （単位：円）

公民館事業推進事業 354,912 （目的）各種講座、教室等を開催して市民に多様な学習の機会を提供するとともに、公民館事業を通じて 392

（中央公民館、東公 　　　市民に交流とふれあいの場を提供します。

民館、西公民館、森

下公民館、栗橋公民 （対象）市内在住・在勤・在学者

館、鷲宮公民館）

（手段）各公民館が、新型コロナウイルス感染症防止対策を講じて各種講座、教室等を開催したほか、市

　　　民団体が企画した事業を共同で開催しました。

（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

西公民館

太 極 拳 教 室 森 下 公 民 館 3 28

心 と 体 の リ フ レ ッ シ ュ ・
ヨ ガ 教 室

森 下 公 民 館 3 28

中央公民館
お し ゃ れ な 多 肉 植 物 の
寄 せ 植 え 教 室

野 原 園 芸 セ ン タ ー 1 20

南公民館 お正月の洋風寄せ植え教室 野 原 園 芸 セ ン タ ー 1 16

森下公民館

炊 飯 器 で か ん た ん
「 梨 の ケ ー キ 作 り 」

森 下 公 民 館

新型コロナウイル
ス感染症対策によ
り内容を変更し、
ホームページにレ
シピを掲載

寄 せ 植 え 教 室
清 久 コ ミ セ ン ・
西 公 民 館

1 8

公民館名 事業名 会場
開催
日数

延参加
人員

親 子 天 体 観 測
菖 蒲 総 合 支 所
天 体 観 測 ド ー ム 他

1 20

コ ケ 玉 作 り 教 室 森 下 公 民 館

新型コロナウイル
ス感染症対策によ
り中止後、ホーム
ページに作成手順
を掲載



（成果）各種講座、教室等を開催し、多様な学習の機会と市民の交流・ふれあいの場を提供しました。

（款）10 教育費　　　　（項）5 社会教育費　　　　（目）3 生涯学習推進費 （単位：円）

生涯学習推進会議運 102,000 （目的）生涯学習推進会議の運営を支援します。 392

営事業

（生涯学習課） （対象）生涯学習推進会議

（手段）生涯学習推進会議の開催

（成果）生涯学習推進大会及び生涯学習研修大会について情報交換するとともに、生涯学習推進会議及び

　　　生涯学習推進部の在り方について協議しました。

　

生涯学習推進事業 548,106 （目的）生涯学習推進社会の構築を目指し、生涯学習を推進します。 392

（生涯学習課） 　　　　また、生涯学習推進部の運営を支援します。

（対象）市民、生涯学習推進会議及び生涯学習推進部

第1回 R2.9.29 18人 「まなびすとフォーラム」「まなびすと久喜」の内容について　等

　　　　 　　合　　　　　　　　　　計

栗橋公民館
日 本 語 支 援 教 室 栗 橋 公 民 館 57

3

区分 開催日 出席者数 内　　　　容

市 民 企 画
事 業

ロ ボ ッ ト 教 室
ロボットを作ろう・動かそう

中 央 公 民 館 1 4

114

歌 声 教 室 栗 橋 文 化 会 館 7 645

1 24

久喜市公民館
連絡協議会

人 権 講 座 中 央 公 民 館 1 15

キ ャ ッ シ ュ レ ス 入 門 講 座 鷲 宮 公 民 館

81 1,012

鷲宮公民館

健 康 リ フ レ ッ シ ュ 講 座 鷲 宮 公 民 館 49

公民館利用団体・サークル
一 日 体 験 教 室

鷲 宮 公 民 館

1 41

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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－352－  10款　教育費

（款）10 教育費　　　　（項）5 社会教育費　　　　（目）3 生涯学習推進費 （単位：円）

（手段）・「生涯学習だより（まなびすと久喜）」を発行：62,400部（年1回）

　　　　・出前講座の実施　実施件数：17件

　　　　・生涯学習推進部の会議等：16回

（成果）・生涯学習だよりを全戸配布することにより、市民の生涯学習への参加を促すとともに、生涯学

　　　　習活動に対する意欲を喚起することができました。

　　　　・出前講座は市職員等が講師となり、市民等に学習の機会を提供するとともに、市政への理解及

　　　　び協力を促すことができました。

　　　　・生涯学習推進会議及び生涯学習推進部の活動を支援することにより、市民が生涯学習活動に取

　　　　り組みやすいまちづくりを進めることができました。

市民大学推進事業 607,927 （目的）地域コミュニティづくりの担い手及び指導者・リーダーとしての素養を高めるとともに、生涯学 392

（生涯学習課） 　　　習活動やボランティア活動に積極的に参画できる人材を輩出します。

（対象）大　学…市内在住者（30歳以上）

　　　　大学院…市民大学卒業者

（手段）市民大学や市民大学院での学習を通じて久喜市の歴史や文化等について学び、生涯学習活動やボ

　　　ランティア活動を奨励しました。

R2.6～R3.3

中央公民館、ふれあいセンター久喜ほか

男女共同参画による社会づくり、学校・家庭・地域の連携、

明日へのチャレンジ生涯学習、みんなでつくろう福祉のまち　等 20講座

生涯学習で豊かな人生を、久喜市の魅力「観光スポット再発見」、

地域コミュニティづくり参画に向けて、研究紀要の作成に向けて　等 12講座

ゼミ研究

久喜、菖蒲、栗橋、鷲宮についての自然・風土・人物・歴史  等 　

※新型コロナウイルス感染症予防のため、4月に予定していた入学式を6月27日に実施しました。

入学式・始業式、現地研修、卒業式・修了式

公開講座 6講座

場所

主な学習

第1学年

第2学年

大学院

期間

学校行事

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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



（成果）生涯学習活動やボランティア活動を通じて、地域コミュニティづくりの担い手及び指導者・リー

　　　ダーとしての素養を育成することができました。

高齢者大学推進事業 682,439 （目的）高齢者に実生活に即した学習の機会を提供するとともに、趣味活動や社会参加を通じて高齢者の 392

（生涯学習課） 　　　生きがいを高めます。

（対象）市内在住者（60歳以上）

（手段）学習及び各種学校行事を実施したほか、自主的なクラブ活動を奨励しました。

R2.6～R3.2

中央公民館、久喜総合文化会館、栗橋文化会館ほか

第1学年

体力を知ろう、教育長講話、久喜市の歴史、

埼玉県の偉人　下総皖一、交通安全 等

第2学年

久喜市の偉人　中島撫山、偉人　本多静六、心のもち方、

消費者保護、体の健康、久喜市の観光 等

第3学年

久喜市の歴史を訪ねて（甘棠院）、埼玉県の環境、老化に負けない、

久喜市ゆかりの作家　中島敦、家族と介護、落語の魅力　等

第4学年

俳句入門、地球環境問題、論語を学ぶ、

健康に生きる、介護保険・はつらつ体操、障がいのある人の人権 等

入学式・始業式、自由発表・合同教養講座、作品展、卒業式・修了式

※新型コロナウイルス感染症予防のため、4月に予定していた入学式を6月27日に実施しました。

第3学年

第1学年 第2学年 大学院

修了者数 卒業者数 修了者数

期間

場所

主な学習

13講座

12講座

12講座

12講座

学校行事

第1学年 第2学年 第4学年
合計

修了者数 修了者数 修了者数 卒業者数

55人 45人 39人 36人 175人

合計

5人 11人 2人 18人
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－354－  10款　教育費

（款）10 教育費　　　　（項）5 社会教育費　　　　（目）3 生涯学習推進費 （単位：円）

（成果）実生活に即した教養を高める学習や活動の機会を提供したほか、趣味活動や社会参加を奨励する

　　　ことにより、高齢者の仲間づくりや生きがいづくりを支援することができました。

（款）10 教育費　　　　（項）5 社会教育費　　　　（目）4 人権教育費 （単位：円）

人権教育推進事業 2,030,277 （目的）人権に関する学習機会を提供することにより人権意識の高揚を図るとともに、地域住民の交流を 394

（生涯学習課） 　　　促進します。

（対象）市民、教育集会所利用者及び近隣地域住民

（手段）・人権に関する研修事業及び集会所事業を実施しました。

　　　　・啓発冊子「久喜市の社会人権教育」を発行し、啓発活動を行いました。

（成果）様々な人権問題に対する理解と認識を深めるとともに、人権意識の高揚と指導者の育成、地域住

　　　民相互の交流を図ることにより、人権教育を推進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

学校、教育集会所等

・啓発冊子「久喜市の社会人権教育№11」を作成しました。
　発行・配布部数2,000部
・広報くきのシリーズ「人権それは愛」で、人権に関わる啓発文を掲載しま
した。
・人権標語入りの啓発品（クリアファイル等）を配布しました。

野久喜集会所、
内下集会所

小学生から成人・高齢者までを対象とした教室・講座や交流事業（人権学習
講座、集会所まつり（展示会のみ）、寄せ植え教室等）を開催しました。

場　所 内　　　　　容

久喜総合文化会館
企業・事業所職員、社会教育団体会員等を対象とした社会人権教育指導者養
成講座を開催しました。
参加者数117人

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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



教育集会所管理事業 2,525,276 （目的）野久喜集会所、内下集会所の施設の維持管理をします。 394

（生涯学習課）

（対象）野久喜集会所、内下集会所の施設及び設備

（手段）維持管理として、除草業務、鍵保管・貸出業務、浄化槽保守点検業務等を委託により実施しまし

　　　た。

　　　

（成果）集会所利用者に、安全、かつ、快適な施設及び設備を提供しました。

　　　　なお、備品購入については、空気清浄機が市場に品薄であり年度内の購入が困難となったため、

　　　268,000円を繰越明許費により令和3年度予算に繰り越しました。

（款）10 教育費　　　　（項）5 社会教育費　　　　（目）5 図書館費 （単位：円）

図書館管理運営事業 245,322,167 （目的）利用者に充実した図書館サービスを提供します。 396

（生涯学習課）

（対象）施設利用者、指定管理者及び施設

（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。

　　　　　・利用状況

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

新規　個人 593人 173人 182人 256人 1,204人

新規　団体 1団体 1団体 4団体 0団体 6団体

入館者数 77,255人 37,502人 20,037人 47,348人 182,142人

1日平均 273.0人 133.0人 71.1人 166.1人 ―

登録者数 19,819人・団体 7,824人・団体 5,286人・団体 14,589人・団体 47,518人・団体

R2.4.1～R3.3.31

区　　分 中央図書館 菖蒲図書館
栗橋文化会館

図書室
鷲宮図書館 合計

197日 136日 ―

臨時窓口開設日数 86日 85日 85日 149日 ―

開館日数 197日 197日

委託箇所 内　　容 期　間

中央図書館
菖蒲図書館
栗橋文化会館図書室
鷲宮図書館

施設管理、カウンター業務（資料の貸出・返却・
予約、レファレンス等）、資料整備（購入資料の
選定・装備、資料の廃棄等）、自主事業の実施

－355－  10款　教育費



－356－  10款　教育費

（款）10 教育費　　　　（項）5 社会教育費　　　　（目）5 図書館費 （単位：円）

　　　　　　※新型コロナウイルス感染症予防のため、4/1～5/31及び12/25～3/21は臨時休館としまし

　　　　　　た。（うち、5/20～5/31及び12/26～3/21は臨時窓口を開設）

　　　　　　※鷲宮図書館は、空調設備改修工事のため、10/19～1/29は、臨時休館としました。

　　　　　　（同期間、鷲宮公民館に臨時窓口を開設）

　　　　　　※Web貸出者数・Web貸出点数とは、インターネット上の図書館システムを利用して貸出延長

　　　　　　を行った人数と点数のことです。

　　　　　　※各図書館における1日平均を算出する際の日数は、開館日に臨時窓口開設日を含めていま

　　　　　　す。

　　　　　　※Web貸出、電子図書館における1日平均を算出する際の日数は、365日です。

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

区　　分 中央図書館 菖蒲図書館
栗橋文化会館

図書室
鷲宮図書館 合計

個人利用者数 56,600人 17,944人 11,788人 27,792人 114,124人

1日平均 200.0人 63.6人 41.8人 97.5人 ―

個人貸出点数 208,669点 62,175点 45,772点 104,033点 420,649点

1日平均 737.3点 220.5点 162.3点 365.0点 ―

団体利用者数 248団体 736団体 324団体 710団体 2,018団体

団体貸出冊数 1,170冊 2,340冊 907冊 3,828冊 8,245冊
市外相互貸出団体数 1,419団体 603団体 640団体 952団体 3,614団体

市外相互貸出冊数 2,078冊 731冊 728冊 1,129冊 4,666冊

Web貸出者数 ― ― ― ― 35,008人

1日平均 ― ― ― ― 95.9人

Web貸出点数 ― ― ― ― 35,008点

1日平均 ― ― ― ― 95.9点
電子図書館ログイン数 ― ― ― ― 208,201回

1日平均 ― ― ― ― 570.4回

電子図書館貸出数 ― ― ― ― 9,854点

1日平均 ― ― ― ― 27.0点

区分 東公民館 西公民館 森下公民館 合計

開館日数 210日 209日 210日 ―

　　　 　・各公民館図書室の利用状況



（成果）図書館の適正、かつ、効率的な管理運営を行い、利用者のニーズに応じた図書館サービスを提供

　　　することができました。

鷲宮図書館空調設備 127,479,000 （目的）老朽化した空調設備について改修を行い、施設利用環境の向上を図ります。 398

改修事業

（生涯学習課） （対象）鷲宮図書館

（手段）鷲宮図書館の空調設備について、工事の監理及び改修工事を行いました。

・ 業務委託

・ 工事

（成果）施設利用環境の向上が図られ、安全、かつ、快適に施設利用をすることができました。

（款）10 教育費　　　　（項）5 社会教育費　　　　（目）6 文化財保護費 （単位：円）

文化財保護事業 1,914,825 （目的）指定文化財の保護や活用等を通して、郷土に対する愛着心を醸成します。 398

（文化財保護課）

（対象）指定文化財所有者等・市民等

0人 0人 0人 0人

利用者数 24人 13人 38人 75人

0.1人 0.1人 0.2人 ―

49冊 26冊 103冊 178冊

業務委託名 業務委託内容

1日平均 0.2冊 0.1冊

鷲宮図書館空調設備改修工事 空調設備の改修工事 R2.8.4～R3.1.29

1日平均

新規登録者数

0.5冊 ―

履行期間

鷲宮図書館空調設備改修工事
監理業務委託

空調設備改修工事の監理業務委託 R2.8.6～R3.2.12

工事名 工事内容 工期

貸出冊数

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

－357－  10款　教育費



－358－  10款　教育費

（款）10 教育費　　　　（項）5 社会教育費　　　　（目）6 文化財保護費 （単位：円）

（手段）指定文化財の保護と活用等に関する様々な事業を行いました。

（成果）様々な事業を行うことにより、郷土に対する愛着心の醸成に寄与することができました。

埋蔵文化財保護事業 388,300 （目的）埋蔵文化財の保護や活用等を通して、郷土に対する愛着心を醸成します。 400

（文化財保護課）

（対象）開発事業者等・市民等

（手段）開発行為に先立ち、埋蔵文化財包蔵地の試掘を行いました。

　　　　また、埋蔵文化財を活用する事業として、学校への出張講座等も行いました。

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

説明板建替1件（市指定）

市内 審議会を2回開催

出張講座（学
校教育支援）

R2.9～R3.2 市内小学校
学芸員が小学校を訪れ、児童に郷土の歴史や
文化財を解説
6回実施、受講者延べ339人

指定文化財説
明板設置

R3.3 市内

事　業　名 期　　間 場　　所 内　　　容

郷土伝統芸能
伝承事業

R2.4～R3.3 市内
神楽保存会、獅子舞保存会、囃子保存会が行
う後継者育成活動を支援

指定文化財補
助金交付

R2.4～R3.3 市内 指定文化財7件に補助金を交付

指定文化財維
持等交付金交
付

R2.4～R3.3 市内 指定文化財51件に交付金を交付

文化財調査

R2.6、R2.9、
R2.10

市内 文化財調査委員による調査を3回実施

R3.2～R3.3 市内 外部専門家による調査を1回実施

出前講座等へ
の講師派遣

R2.7～R3.2 市内・市外 6回実施、受講者延べ197人

文化財保護審
議会

R2.8.3、
R2.11.9



（成果）埋蔵文化財包蔵地を適切に保護し、活用のための事業を行うことによって、郷土に対する愛着心

　　　の醸成に寄与することができました。

市指定文化財「吉田 1,022,602 （目的）市指定文化財「吉田家水塚」を市民共有の財産として公開します。 400

家水塚」運営事業

（文化財保護課） （対象）見学者

（手段）市指定文化財「吉田家水塚」を公開しました。

　　　　・期　間　令和2年6月～令和2年12月、令和3年3月

　　　　（公開日：毎週木、土、日曜日、公開日数：91日）

　　　　　　　　　※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、62日公開中止

　　　　・見学者　一般見学者延べ495人（うち団体見学者延べ155人（3件））

（成果）公開日だけにとどまらず、公開日とは別に団体見学を受け入れる等、市指定文化財「吉田家水

　　　塚」を適正に運営することができました。

郷土資料館管理事業 284,981 （目的）来館者が安心・安全に利用できるように、施設の維持管理を行います。 400

（郷土資料館）

（対象）来館者

（手段）施設の不良箇所の修繕を行うなど、適切な施設の維持管理を行いました。

・修繕

（成果）適切な施設の維持管理を行うことにより、来館者が安心・安全に利用することができました。

　　　　なお、備品購入については、空気清浄機が市場に品薄であり年度内の購入が困難となったため、

　　　613,000円を繰越明許費により令和3年度予算に繰り越しました。

事　業　名 内　　　容

埋蔵文化財試掘調査 10件実施（うち9件を業務委託で実施）

修　繕　の　内　容

収蔵庫ドアクローザーの修繕

－359－  10款　教育費



－360－  10款　教育費

（款）10 教育費　　　　（項）5 社会教育費　　　　（目）6 文化財保護費 （単位：円）

郷土資料館運営事業 2,239,646 （目的）所蔵資料の保護と活用等を適切に行うとともに、来館者にわかりやすく本市の歴史や文化を紹介 400

（郷土資料館） 　　　することにより、円滑な施設の運営を行います。

（対象）市民・来館者

（手段）所蔵資料の整理や虫損防止のための収蔵庫のくん蒸等を行うとともに、同資料を活用した常設展

　　　や収蔵品展などの展示に加え各種講座等も開催しました。  

 

 

（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

郷土資料館収蔵品
展
「ちょっとむかし
の道具たち」

R2.6.2
～

R2.9.30

郷土資料館
展示室2

久喜市小学校地域学習副読本『わた
したちの久喜市』に掲載の民具を中
心に展示
開催日数97日、観覧者延べ1,106人

―

スポット展
「ちょっとレトロ
なおもちゃ展」

R2.8.1
～

R2.9.11

郷土資料館
展示ホール

小学校の夏休み期間に併せて、収蔵
資料のなかから、昭和から平成に使
われていたおもちゃを紹介
開催日数35日

―

業　務　名 内　　　容

収蔵庫くん蒸業務委託

令和2年12月1日付けで新たに市指定
文化財に指定された「足利遺跡出土
旧石器」と「佐間小草原遺跡出土遺
物」を紹介
開催日数7日

―

郷土資料館
展示室2

久喜市小学校地域学習副読本『わた
したちの久喜市』に掲載の民具を中
心に展示
開催日数7日、観覧者延べ127人

郷土資料館収蔵品
展
「ちょっとむかし
の道具たちⅡ」

R3.3.23
～

R3.3.31

内　　　容 事業費

―

スポット展
「新たな市指定文
化財」

R3.3.23
～

R3.3.31

郷土資料館
展示ホール

一般収蔵庫、特別収蔵庫、収蔵庫前室のくん蒸

展示・講座名等 期　間 場　所



R2.
  ①9.2
　②9.9
  ③9.24
  ④9.30
  ⑤10.7
  ⑥10.14
  ⑦11.11
  ⑧11.18
  ⑨11.25
　⑩11.27

講師派遣（郷土学
習支援）

R2.11.26 市内小学校
学芸員が小学校を訪れ、鷲宮催馬楽
神楽の概要を児童に解説
受講者84人

―

講師派遣（出前講
座等）

R2.
①7.25
②11.7

市内 2回実施、受講者延べ32人 ―

子ども歴史広場
R2.
  ①7.22
　②8.19

郷土資料館
視聴覚ホール

新型コロナウイルス感染症対策によ
り中止

―

鷲宮催馬楽神楽伝
承教室

郷土資料館
視聴覚ホール
    及び
鷲宮公民館
創作室

鷲宮催馬楽神楽の後継者育成に資す
るため、基礎から学べる伝承教室を
開催
受講者延べ100人

150,000

歴史・文化講座

R3.
  ①2.9
　②2.17
　③2.23

郷土資料館
視聴覚ホール

新型コロナウイルス感染症対策によ
り中止

―

古文書学習会

R2.
  ①7.3
　②7.17
  ③9.18
  ④10.2
  ⑤10.16
  ⑥11.6
  ⑦11.27
  ⑧12.4
　⑨12.18

郷土資料館
視聴覚ホール
    及び
鷲宮総合支所
会議室

郷土資料館所蔵資料をテキストにし
て受講者自らが古文書解読を行い、
講師が解説
参加者延べ225人

72,000

郷土資料館まつり
R2.
  ①10.31
　②11.1

郷土資料館
視聴覚ホール

新型コロナウイルス感染症対策によ
り中止

―

－361－  10款　教育費



－362－  10款　教育費

（款）10 教育費　　　　（項）5 社会教育費　　　　（目）6 文化財保護費 （単位：円）

（成果）業務委託等を活用して適切な所蔵資料の保護を行うとともに、同資料を活用した展示や各種講座

　　　を開催し、来館者に本市の歴史や文化をわかりやすく紹介することができました。

文化財調査報告書作 737,500 （目的）様々な文化財調査で得られた情報を刊行物として作成・発行することで、地域の文化資源として 400

成事業        活用できるようにします。

（文化財保護課）

（対象）市民等

（手段）主要部分の執筆を専門家に依頼するとともに、職員等による文化財調査で得られた基本情報も加

       えて、刊行物を作成しました。

（成果）刊行物の発行により、地域の文化資源として活用できるようになりました。

　　　　また、刊行物の電子データを市ホームページで公開することにより、多くの人に紹介することが

　　　できました。

（款）10 教育費　　　　（項）6 保健体育費　　　　（目）1 保健体育総務費 （単位：円）

災害共済給付事業 16,899,386 （目的）市内小・中学校及び市立幼稚園の管理下における児童生徒及び園児の災害について、日本スポー 402

（学務課） 　　　ツ振興センターの災害共済制度への加入と同センターの災害共済給付を行います。

（対象）市内小・中学校の児童生徒、市立幼稚園の園児

（手段）415件の災害（負傷、疾病等）に対して、災害共済給付金の給付を実施しました。

　　　　・災害別申請件数及び給付額 （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

刊行物名 部数

久喜市の歴史と文化財②　鷲宮神社 500部

捻挫 29 36 0 65

区　分 小学校 中学校 幼稚園 合　計

骨折 51 55 2 108

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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



（成果）学校等の管理下における児童生徒等の災害に対して必要な給付が行なわれ、保護者の医療負担が

　　　軽減されました。

児童生徒等健康診断 132,829,985 （目的）学校保健安全法に基づき、児童生徒及び園児に対する健康診断、健康管理事業を実施します。 404

・健康管理事業

（学務課、久喜小学 （対象）市内小・中学校の児童生徒、市立幼稚園の園児

校、太田小学校、江

面第一小学校、江面 （手段）児童生徒及び園児に対し、各種の検査業務を実施しました。

第二小学校、清久小 　　　　また、学校医等による健康相談を実施しました。

学校、本町小学校、

青葉小学校、青毛小

学校、久喜東小学校 　・各種検査受診者数 （単位：人）

、久喜北小学校、菖

蒲小学校、小林小学

校、三箇小学校、栢

間小学校、菖蒲東小

学校、栗橋小学校、

栗橋西小学校、栗橋

南小学校、鷲宮小学

校、桜田小学校、上

清久小学校 143 19 25 21 208

江面第一小学校 177 27 26 26 256

江面第二小学校 46 6 12 8 72

久喜小学校 489 86 80 93 748

太田小学校 454 66 73 88 681

給付金額合計 3,111,371円 3,917,308円 28,012円 7,056,691円

学校、幼稚園名 尿検査 心臓検査
脊柱側わん症

検査
貧血
検査

小児生活習慣
病予防検診

合計

疾病 12 9 0 21

合　計 224 187 4 415

歯牙破折 0 0 0 0

その他の負傷 0 0 0 0

脱臼 1

擦過傷 0 2 0 2

熱傷・火傷 2 2 0 4

割創 0 0 0 0

裂創 1 1 0 2

切創 3 1 0 4

刺創 1 0 0 1

靱帯損傷・断裂 14 19 0 33

挫創 6 6 1

挫傷・打撲 104 52 1 157

13

4 0 5

－363－  10款　教育費



－364－  10款　教育費

（款）10 教育費　　　　（項）6 保健体育費　　　　（目）1 保健体育総務費 （単位：円）

内小学校、砂原小学

校、東鷲宮小学校、

久喜中学校、久喜南

中学校、久喜東中学

校、太東中学校、菖

蒲中学校、菖蒲南中

学校、栗橋東中学校

、栗橋西中学校、鷲

宮中学校、鷲宮東中

学校、鷲宮西中学校

）

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

学校、幼稚園名 尿検査 心臓検査
脊柱側わん症

検査
貧血
検査

小児生活習慣
病予防検診

合計

鷲宮中学校 340 129 127 93 689

鷲宮東中学校 517 173 173 184 1,047

栗橋東中学校 434 151 152 133 870

栗橋西中学校 203 69 66 67 405

菖蒲中学校 296 87 89 110 582

菖蒲南中学校 106 38 38 36 218

久喜東中学校 338 115 115 111 679

太東中学校 416 148 149 133 846

久喜中学校 476 161 163 141 941

久喜南中学校 186 58 58 61 363

東鷲宮小学校 574 99 104 85 862

小学校計 6,958 1,117 1,200 1,169 10,444

上内小学校 54 4 8 11 77

砂原小学校 424 80 76 61 641

鷲宮小学校 291 49 47 52 439

桜田小学校 845 149 151 131 1,276

栗橋南小学校 490 68 95 84 737

栗橋小学校 592 98 92 99 881

菖蒲東小学校 249 33 41 49 372

栗橋西小学校 154 33 26 14 227

三箇小学校 175 28 35 28 266

栢間小学校 92 9 20 15 136

菖蒲小学校 201 28 39 33 301

小林小学校 89 8 16 19 132

久喜東小学校 401 57 77 64 599

久喜北小学校 197 40 40 36 313

青葉小学校 238 35 33 43 349

青毛小学校 307 45 41 53 446

本町小学校 276 50 43 56 425



　　　　全児童生徒を対象に結核に係る問診調査及び学校医による診察を実施し、精密検査が必要な児童

　　　生徒を対象に、エックス線検査を実施しました。

　・結核精密検査受診者 （単位：人）

　　※掲載のない小・中学校は、精密検査受診者なし

　　　　補助金を活用し、新型コロナウイルス感染症対策に係る備品等の整備を行いました。

　　・消耗品費 （単位：円）

久喜小学校 1,833,626 三箇小学校 1,381,283 久喜中学校 2,327,614

太東中学校 1 0 1 0

合　　　計 16 0 16 0

学校名 事業費 学校名 事業費 学校名 事業費

異常なし

鷲宮中学校 1 0 1 0 異常なし

上内小学校 1 0 1 0 異常なし

砂原小学校 1 0 1 0 異常なし

栗橋南小学校 1 0 1 0 異常なし

桜田小学校 2 0 2 0 異常なし

久喜東小学校 1 0 1 0 異常なし

栗橋西小学校 2 0 2 0 異常なし

青葉小学校 1 0 1 0 異常なし

青毛小学校 1 0 1 0 異常なし

江面第一小学校 2 0 2 0 異常なし

本町小学校 1 0 1 0 異常なし

学　校　名
精密検査
受診者数

ツベルクリン
検　　　　査

エックス線
検　　　査

その他の
検　　査

検査結果

久喜小学校 1 0 1 0 異常なし

幼稚園計 165 165

合　　計 10,611 2,297 2,381 1,136 1,169 17,594

中央幼稚園 90 90

栗橋幼稚園 75 75

鷲宮西中学校 176 51 51 67 345

中学校計 3,488 1,180 1,181 1,136 6,985

－365－  10款　教育費



－366－  10款　教育費

（款）10 教育費　　　　（項）6 保健体育費　　　　（目）1 保健体育総務費 （単位：円）

久喜南中学校

久喜東中学校

太東中学校

菖蒲中学校

菖蒲南中学校

栗橋東中学校

栗橋西中学校

鷲宮中学校

鷲宮東中学校

東鷲宮小学校 鷲宮西中学校

　　・事業用備品 （単位：円）

久喜南中学校

久喜東中学校

太東中学校

菖蒲中学校

菖蒲南中学校

栗橋東中学校

栗橋西中学校

鷲宮中学校

鷲宮東中学校

東鷲宮小学校 鷲宮西中学校

事業内容（主な購入物品名）

非接触型体温計、空気清浄機、大型扇風機、布団セット、衝立、パルスオキシメーター

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

学校名 事業費 学校名 事業費 学校名 事業費

久喜東小学校 1,094,460 上内小学校 896,100 1,349,390

久喜北小学校 915,825 1,930,562 2,301,480

青葉小学校 538,000 鷲宮小学校 1,295,000 433,580

青毛小学校 1,484,648 桜田小学校 654,000 378,000

清久小学校 617,952 栗橋南小学校

菖蒲小学校 1,003,620 646,030 297,000

774,829 栗橋小学校 644,853 539,440

江面第一小学校 617,962 菖蒲東小学校 534,090 830,830

江面第二小学校 617,761 栗橋西小学校 537,570 683,109

久喜小学校 1,162,570 三箇小学校 617,690 429,348

太田小学校 1,061,698 栢間小学校 618,000 736,430

久喜中学校

928,210 1,476,408

本町小学校

合　計 57,713,762

学校名 事業費 学校名 事業費 学校名 事業費

菖蒲小学校 992,220 3,306,890 1,700,191

小林小学校 1,345,154

久喜東小学校 1,904,793 上内小学校 1,102,776 1,638,290

久喜北小学校 1,052,110 砂原小学校 1,068,968 1,697,447

青葉小学校 1,461,999 鷲宮小学校 704,999 2,562,253

青毛小学校 1,429,777 桜田小学校 3,342,141 1,595,343

清久小学校 1,381,001 栗橋南小学校 2,070,030 1,459,207

本町小学校 1,224,957 栗橋小学校 3,343,351 1,231,172

江面第一小学校 1,339,182 菖蒲東小学校 1,462,275 2,152,075

江面第二小学校 1,376,717 栗橋西小学校 1,455,000 2,195,628

太田小学校 1,936,965 栢間小学校 1,381,503 1,256,825

砂原小学校

小林小学校 616,570

合　計 29,263,015



スポットクーラー、テント、ビデオカメラ三脚セット

（成果）児童生徒及び園児の健康の保持増進が図られ、円滑な学校教育活動に資することができました。

　　　　また、学校の実態に応じた感染症対策を行うことで、コロナ禍においても学習を継続することが

　　　できました。

　　　　なお、備品購入等について、衛生用品が市場に品薄であり、年度内の購入が困難となったため、

　　　43,702,000円を繰越明許費により令和3年度予算に繰り越しました。

学校環境衛生事業 4,330,530 （目的）環境衛生管理を適正に行うことで、児童生徒等を疾病から守り、清潔で快適な学校生活が送れる 404

（学務課） 　　　よう実施します。

（対象）市内小・中学校及び市立幼稚園内の施設

（手段）・水質検査（飲料水）を市内全ての小・中学校及び市立幼稚園において実施し、水質の維持管理

　　　　に努めました。

　　　　・砂場の衛生管理のために、小・中学校及び市立幼稚園砂場の殺菌及び洗浄を実施しました。

 　　　 ・樹木に対する害虫駆除処理及び樹木管理のために、小学校20校、中学校10校で害虫駆除業務

　　　　を実施しました。

　　　　・新型コロナウイルス感染症に係る消毒作業の業務委託を行いました。また、緊急を要する場合

　　　　等については、教育委員会職員が消毒作業を実施しましたが、その際に発生したゴミについて、

　　　　廃棄処分の業務委託を行いました。

（成果）安全で衛生的な学校環境の中で、児童生徒等が清潔で快適な学校生活を送ることができました。

教職員健康診断・健 5,411,815 （目的）学校保健安全法に基づき健康診断、健康管理事業を実施して教職員の健康保持・増進を図りま 406

康管理事業 　　　す。

（指導課）

（対象）市内小・中学校教職員

（手段）教職員を対象に健康診断や健康管理医による健康相談を実施しました。

　　　　また、例年実施している養護教諭に対するB型肝炎抗原抗体検査及びワクチン接種は、新型コロ

　　　ナウイルス感染症拡大防止の観点から中止となりました。　　　　

　　　　・小・中学校教職員健康管理医

　　　　　実施校　34校　　事業費　1,122,000円

－367－  10款　教育費



－368－  10款　教育費

（款）10 教育費　　　　（項）6 保健体育費　　　　（目）1 保健体育総務費 （単位：円）

　　　　・教職員健康診断 （単位：人、円）

　　　　・胃がん検診　　　受診者数　30人　　　事業費　141,330円

　　　　・結核検診　　  　受診者数　320人　 　事業費　598,400円

　　　　・ストレスチェック(紙面）　 受診者数　735人　　事業費 258,720円

　　　　・ストレスチェック(集団分析）　実施校　34校　　事業費  14,960円

　　　　・医師による面接指導　　　　 実施日数   1日　　事業費 165,000円

（成果）教職員自身の健康保持・増進が図られ、健全な児童生徒の育成に資することができました。

小・中学校等放射線 955,006 （目的）児童生徒が、安全で安心な学校生活が送れるよう、市内小・中学校における放射線量測定を実施 406

量測定事業 　　　します。

（学校給食課）

（対象）市内小・中学校児童生徒及び教職員

（手段）学校給食用食材の放射線量測定を業務委託により実施しました。

（成果）放射線量測定を継続的に実施することにより、児童生徒が安全で安心な環境の中で学校生活を送

　　　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策経費については、次のとおりです。

　　　　・消耗品費　検査用食材　　　　　　　　　　　　　 66,382円

　　　　・委託料　　学校給食食材放射線量検査業務委託　　888,624円　

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

学校給食食材放射線量検査業務委
託

学校給食用食材の放射性物質の検査
R2.5.12

～
R3.3.17

事　業　名 事　業　内　容 期　間

健康診断（35歳未満） 243 2,312,145

健康診断（35歳以上） 84 799,260

合　　　　計 327 3,111,405

内　　　　訳 受診者数 事　業　費



（款）10 教育費　　　　（項）6 保健体育費　　　　（目）2 社会体育費 （単位：円）

社会体育推進事業 101,162 （目的）市民が、スポーツ・レクリエーション活動に自主的かつ積極的に参加できる場の提供と、各種運 406

（スポーツ振興課） 　　　動競技の振興を図ります。

（対象）市民

（手段）スポーツ・レクリエーション大会及びニュースポーツ教室等の開催並びに全国大会等に出場する

　　　個人等に奨励金を交付しました。

　　　　・スポーツ・レクリエーション大会 （単位：人、チーム）

　　　　・ニュースポーツ教室等 （単位：回、人）

　　　　※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、スポーツ・レクリエーション大会及び

　　　　ニュースポーツ教室等は中止としました。

　　　　・スポーツ競技大会出場選手奨励金 （単位：件）

（成果）全国大会等に出場した個人等への奨励金交付により、競技力の向上に寄与することができまし

      た。

　　　

各種団体補助事業 5,930,000 （目的）各種スポーツ・レクリエーション団体等の活動を支援することにより、団体の資質向上とスポー 406

（スポーツ振興課） 　　　ツ・レクリエーション活動の普及と振興を図ります。

（対象）スポーツ協会、スポーツ少年団本部、レクリエーション協会

くき健康ウォーク 0 0

種　別 回　数 延参加者数

ハイキング 0 0

ニュースポーツ教室

種　目 参加者数 チーム数

綱引大会 0 0

0 0

区　分 件数

個人 5

団体 1

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

－369－  10款　教育費



－370－  10款　教育費

（款）10 教育費　　　　（項）6 保健体育費　　　　（目）2 社会体育費 （単位：円）

（手段）各種スポーツ・レクリエーション団体に、補助金を交付しました。

（成果）各種スポーツ・レクリエーション団体等の活動を支援することにより、市民の健康増進、スポー

　  　ツ・レクリエーションの振興に寄与することができました。

スポーツ推進委員運 291,700 （目的）市民の健康づくりや体力の向上に資するため、スポーツの実技指導を行うスポーツ推進委員の資 406

営事業 　　　質向上及び活用を進め、スポーツ・レクリエーション活動への参加機会の充実を図ります。

（スポーツ振興課）

（対象）スポーツ推進委員

（手段）スポーツ推進委員の運営及びスポーツ推進委員協議会への補助金を交付しました。

（成果）スポーツ推進委員協議会においてスポーツ大会等を計画していましたが、新型コロナウイルス感

　　　染症の感染拡大防止のため、中止となりました。

学校体育施設開放事 942,842 （目的）市民のスポーツ・レクリエーション活動の場の確保を図るため、学校教育に支障のない範囲で、 406

業 　　　小・中学校の校庭、体育館を市民に開放します。

（スポーツ振興課）

（対象）市内在住、在勤又は在学する者で構成する10人以上の団体で、教育委員会に登録されている団体

（手段）・登録した団体に対して、学校と調整を図りながら学校体育施設を開放しました。

　　　　・利用者が安心して快適に利用できるよう、修繕を実施しました。

　　　　・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、各学校に消毒液等を配備しました。

　　　　・利用状況 （単位：件、人）

施　設　名 利用件数 延利用者数

対象事業 交　　付　　団　　体　　等

スポーツ団体等の
運営費・事業費

スポーツ協会、スポーツ少年団本部、レクリエーション協会

校庭 2,283 42,532

体育館 6,035 74,615

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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



　　　　・修繕 （単位：円）

（成果）スポーツ・レクリエーション活動に親しむことにより、健康の保持増進と体力の維持向上に寄与

　　　することができました。

　　　　また、施設の修繕を行ったことにより、利用者が安心して快適に利用することできました。

久喜マラソン大会事 2,866,901 （目的）市民マラソン大会を開催し、市のスポーツ振興を図るとともに、市の認知度の向上を図ります。 408

業

（スポーツ振興課） （対象）市民等、久喜マラソン大会実行委員会

（手段）久喜マラソン大会実行委員会に補助金を交付しました。

　　　　・大会

ハーフマラソン

（成果）久喜マラソン大会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、開催中止となりまし

　　　た。なお、代替事業として久喜オンラインマラソンを実施し、全国各地からのランナーに参加をいた

　　　だき、市のスポーツ振興と認知度の向上を図ることができました。

合　　計 8,318 117,147

事業名 履行場所 事業費

小学校外男子トイレ小便器修繕 菖蒲東小学校 26,400

吊り下げ式バスケットボールゴー
ル修繕

小林小学校
菖蒲東小学校
菖蒲南中学校

66,660

サッカーゴールネット修繕 栗橋小学校 18,700

バドミントン用支柱等修繕 鷲宮東中学校 52,180

開催日 事業名 会場 参加者数

R3.3.21（中止）
第6回よろこびのまち久喜
マラソン大会

総合運動公園 0人

R2.12.10～12.23 久喜オンラインマラソン －

882人

親子クォーター
マラソン

42組
（84人）

合計 966人

－371－  10款　教育費



－372－  10款　教育費

（款）10 教育費　　　　（項）6 保健体育費　　　　（目）2 社会体育費 （単位：円）

スポーツ推進審議会 60,000 （目的）スポーツ基本法に基づき、久喜市スポーツ推進審議会を設置し、スポーツ推進に関する施策の審 408

運営事業 　　　議を行います。　　　　　　　

（スポーツ振興課）

（対象）スポーツ推進審議会委員　15人

（手段）スポーツ推進審議会の開催

　　　　・第1回スポーツ推進審議会　　令和2年10月7日（水）　　出席委員11人

　　　　　審議内容　①令和元年度スポーツ事業報告について　　

　　　　　　　　　　②令和2年度スポーツ事業計画について　　

（成果）スポーツ推進について、事業報告・事業計画に基づく施策の審議を行いました。第2回は、令和3

　　　年3月開催予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、中止としました。

健幸・スポーツ都市 4,046,301 （目的）久喜市「健幸・スポーツ都市」宣言の趣旨について、広く市民等への啓発を図ります。 408

宣言推進事業

（スポーツ振興課） （対象）市民等

（手段）・久喜市「健幸・スポーツ都市」宣言ロゴマークを公募のうえ、市民投票により決定しました。

　　　　　　公募　応募作品数　125作品

　　　　　　市民投票　投票総数　11,166票

　　　　・決定したロゴマークを使用し、看板・横断幕・懸垂幕・職員用名札ネックストラップ・公用車

　　　　　貼付用マグネットシートを作成しました。

　　　　　　看板

　　　　　　横断幕　3か所（久喜駅西口デッキ・栗橋駅自由連絡通路・栗橋総合支所）

　　　　　　懸垂幕　3か所（久喜市役所・菖蒲総合支所・鷲宮総合支所）

　　　　　　職員用名札ネックストラップ　正職員用　1,300本　　会計年度任用職員用　1,000本

　　　　　　公用車貼付用マグネットシート　100枚（50台分）

　　　　・動画作成用パソコン及び動画編集ソフトを導入し、動画を作成しました。

　　　　　　①VSコロナ　10のおねがい－スポーツ施設利用ガイダンス　（令和2年6月25日公開）

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

久喜市健幸・スポーツ都市宣言
自立看板設置工事

久喜総合運動公園
太鼓田公園
東鷲宮駅東口駅前広場

R3.1.18～R3.3.26

事業名 施工場所 工期



　　　　　　②VSコロナシリーズ第2弾　運動中の熱中症ウルトラクイズ！！　（令和2年8月6日公開）

　　　　　　③久喜市「健幸・スポーツ都市」宣言ロゴマーク決選投票！　（令和2年9月9日公開）

　　　　　　④1分間リフレッシュストレッチトレーニング　（令和2年12月3～22日公開、全14本）

　　　　　　⑤おうちでHIITトレーニング　（令和3年2月3日公開）

（成果）久喜市「健幸・スポーツ都市」宣言の趣旨が啓発できました。

スポーツ活性化事業 647,076 （目的）さまざまな事業やイベントを通じて、市民のスポーツ参加を活性化します。 408

（スポーツ振興課）

（対象）市民

（手段）市内小・中学生に配布するための応援用ミニフラッグ　11,000本を購入しました。

　　　　令和2年度はイベント等が新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、中止となったこと

　　　から配布できませんでしたが、今後配布し、スポーツ観戦等に活用していただく予定です。

（成果）市民のスポーツ参加を活性化する準備ができました。

オリンピック・パラ 131,285 （目的）東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の気運醸成を図ります。 408

リンピック気運醸成

事業 （対象）市民

（スポーツ振興課）

（手段）聖火リレーのボランティア応募者に通知を送付しました。

　　　　　送付数　令和2年4月　315通

　　　　　　　　　令和3年3月　315通

（成果）令和3年度の聖火リレー実施に向けての対応ができました。

スポーツ推進計画策 382,881 （目的）スポーツ基本法に基づき、久喜市スポーツ推進計画を策定します。 408

定事業

（スポーツ振興課） （対象）市民

（手段）計画策定の資料とするため、市民アンケートを実施しました。

　　　　・送付用封筒作成　角2　2,000通　

　　　　・返信用封筒作成　長3　2,000通

　　　　・郵送料　送付数　1,876通、　郵送返信数　715通

（成果）久喜市スポーツ推進計画策定のための資料を収集することができました。

－373－  10款　教育費



－374－  10款　教育費

（款）10 教育費　　　　（項）6 保健体育費　　　　（目）3 体育施設費 （単位：円）

体育施設管理事業 182,126,653 （目的）市民のスポーツ・レクリエーションに親しむ場としての社会体育施設を提供します。 408

（スポーツ振興課）

（対象）市民、施設利用者

（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。

　　　　・プール利用者数 （単位：人）

　　　　・体育館等利用者数 （単位：人）

　　　　・自主事業実施状況 （単位：人）

　　　　※菖蒲温水プール及び鷲宮温水プールにおけるアクアプログラムについては、新型コロナウイル

　　　　ス感染症の感染拡大防止のため、中止としました。

施設名

22,827 2,025

障がい者（付添含） 3,148 1,513

延利用者数

鷲宮体育センター 21,654

鷲宮運動広場 11,958

南栗橋スポーツ広場 18,573

緑1丁目テニス場 2,722

栗橋B＆G海洋センター 31,426

第1体育館 21,843

第2体育館 9,058

ミーティングルーム 525

施設名 実施事業（主なもの） 延参加者数

菖蒲温水プール アクアプログラム（アクアビクス、水泳教室等） 0

鷲宮温水プール アクアプログラム（アクアビクス、水泳教室等） 0

栗橋B＆G海洋センター フロアプログラム（ヨガ教室、キッズ体操等） 280

区分 菖蒲温水プール 鷲宮温水プール 栗橋B＆G海洋センター

8,802 8,393 803

小中学生 1,215 1,596 605

65歳以上 6,797

52

その他（団体等） 0 343 0

合計 20,465

10,392 387

幼児 503 590 178

一般

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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



（成果）社会体育施設の適正かつ効率的な管理運営ができました。また、施設の修繕を行ったことによ

　　　り、安全で快適な施設を提供することができました。

鷲宮運動広場公衆ト 35,076,635 （目的）鷲宮運動広場をはじめ、付近の公共施設利用者等の利便性を向上させるため、公衆トイレを整備 410

イレ改修事業 　　　します。

（スポーツ振興課）

（対象）市民、施設利用者

（手段）トイレを改修するための工事及び監理業務を実施しました。

（成果）公衆トイレを整備したことにより、鷲宮運動広場をはじめ、付近の公共施設利用者等の利便性を

　　　向上させることができました。

（款）10 教育費　　　　（項）6 保健体育費　　　　（目）4 学校給食費 （単位：円）

学校給食センター管 14,787,603 （目的）学校給食センターの施設・調理設備の修繕及び点検整備を行い、衛生的で安全な学校給食を提供 414

理事業 　　　します。

（菖蒲学校給食セン

ター、鷲宮学校給食 （対象）菖蒲学校給食センター施設・設備、鷲宮学校給食センター施設・設備

センター）

（手段）施設及び調理設備の修繕を行いました。

　　　　また、学校給食センターの施設維持管理を業者に委託し保守・点検等を実施しました。

（単位：円）

鷲宮学校給食センター

ポンプ交換修繕 1,133,000
電源コンセント修繕 369,600
受水槽定水位弁及び給水管交換修繕 286,000
食器洗浄機修繕 263,010
温水ボイラー部品交換修繕 177,320

施　設　名 主　な　修　繕　内　容 事　業　費

事業名 実施場所 期間

鷲宮運動広場公衆トイレ改修工事 鷲宮6丁目地内 R2.6.18～R3.1.26

鷲宮運動広場公衆トイレ改修工事
監理業務委託

鷲宮6丁目地内 R2.6.30～R3.2.9

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

－375－  10款　教育費



－376－  10款　教育費

（款）10 教育費　　　　（項）6 保健体育費　　　　（目）4 学校給食費 （単位：円）

（成果）学校給食センターの施設管理を行うことにより、衛生的で安全な学校給食を提供することができ

　　　ました。

学校給食運営事業 1,120,146,308 （目的）児童生徒の心身の健全な発達に資するとともに、安全で栄養を考えた学校給食を提供します。 416

（菖蒲学校給食セン

ター、鷲宮学校給食 （対象）市内小・中学校児童生徒

センター、学校給食 　

課） （手段）自校式給食施設、市直営及び民間委託の学校給食センターにおいて調理した学校給食を、各小・

　　　中学校において学級単位に配膳しました。

　　　　単独校調理場方式・・・栗橋地区小学校

　　　　共同調理場方式・・・・菖蒲地区小・中学校、鷲宮地区小・中学校（栗橋南小学校含む）

　　　　民間委託調理方式・・・久喜地区小・中学校、栗橋地区中学校

　　・小学校：169回 （単位：食）

　　・中学校：167回 （単位：食）

（成果）児童生徒の健康の増進、体力の向上が図られるとともに、日常生活における正しい食習慣の形成

　　　及び学校における食育の推進が図られました。

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

菖蒲中学校 54,840 鷲宮東中学校 91,822

久喜東中学校 62,295 栗橋西中学校 37,270 鷲宮学校給食センター 5,629

太東中学校 74,522 鷲宮中学校 61,596 合計 643,971

久喜中学校 85,092 菖蒲南中学校 20,306 鷲宮西中学校 32,704

久喜南中学校 35,138 栗橋東中学校 78,882 菖蒲学校給食センター 3,875

青毛小学校 57,434 栗橋西小学校 30,106 合計 1,285,860

学　校　名 提　供　数 学　校　名 提　供　数 学　校　名 提　供　数

本町小学校 51,906 栢間小学校 18,657 砂原小学校 77,113

青葉小学校 45,349 菖蒲東小学校 45,964 東鷲宮小学校 102,886

江面第二小学校 10,542 小林小学校 18,290 桜田小学校 151,195

清久小学校 27,576 三箇小学校 33,083 上内小学校 12,352

太田小学校 82,190 久喜北小学校 37,088 栗橋小学校 107,440

江面第一小学校 33,101 菖蒲小学校 37,658 鷲宮小学校 54,058

学　校　名 提　供　数 学　校　名 提　供　数 学　校　名 提　供　数

久喜小学校 88,885 久喜東小学校 73,021 栗橋南小学校 89,966



学校給食センター整 992,883,400 （目的）安全で安心なおいしい学校給食を将来にわたって安定的に提供するため、（仮称）久喜市立学校 418

備事業 　　　給食センターを整備します。

（学校給食課）

（対象）学校給食調理施設

（手段）（仮称）久喜市立学校給食センター新築工事等を実施しました。

　　・業務委託

　　・工事 （単位：円）

久喜市立栗橋西小学校他3校配膳
室等改修工事設計業務委託

配膳室等改修工事設計
の業務委託

R2.6.10
～

R2.12.11

（仮称）久喜市立学校給食セン
ター用地測量業務委託

用地測量の業務委託
R2.10.6

～
R2.10.30

（仮称）久喜市立学校給食セン
ター新築（電気設備）工事

新築工事（電気設備）
R1.9.3

～
R3.7.30

100,000,000

（仮称）久喜市立学校給食セン
ター新築（機械設備）工事

新築工事（機械設備）
R1.9.3

～
R3.7.30

534,500,000

（仮称）久喜市立学校給食セン
ター樹木剪定業務委託

樹木剪定の業務委託
R3.1.12

～
R3.2.26

事　業　名 事　業　内　容 期　間 支　出　額

（仮称）久喜市立学校給食セン
ター新築（建築）工事

新築工事（建築）
R1.9.3

～
R3.7.30

352,802,000

学校給食センター整備工事修正設
計業務委託

工事修正設計の業務委
託

R2.10.7
～

R2.10.30

事　業　名 事　業　内　容 期　間

（仮称）久喜市立学校給食セン
ター新築工事監理業務委託

新築工事監理の業務委
託

R1.9.13
～

R3.8.20

－377－  10款　教育費



－378－  10款　教育費

（款）10 教育費　　　　（項）6 保健体育費　　　　（目）4 学校給食費 （単位：円）

（成果）（仮称）久喜市立学校給食センターの整備に向け、事業の進捗が図られました。

　　　　なお、この事業は、令和元年度から令和3年度までを期間として継続費を設定しており、事業費

　　　1,570,262,000円を継続費逓次繰越により令和3年度予算に繰り越しました。

学校給食費補助事業 8,426,421 （目的）児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、学校給食費補助金を交付します。 418

（学校給食課）

（対象）児童生徒を3人以上養育している保護者（市の租税、保険料、徴収金等の滞納のある世帯及び生

　　　活保護、就学援助等受給世帯は除く。）

（手段）上期及び下期に分け、補助金を交付しました。

（単位：人、円）

　　　　※令和2年4月～5月は小・中学校の臨時休業、また、6月～8月は学校給食費無償化を行ったた

　　　　　め、上期は9月のみ対象。

（成果）学校給食費補助金を交付することにより、児童生徒の保護者の経済的負担を軽減することができ

　　　ました。

学校給食センター整 364,508,000 （目的）安全で安心なおいしい学校給食を将来にわたって安定的に提供するため、（仮称）久喜市立学校 418

備事業【継続費逓次 　　　給食センターを整備します。

繰越分】

（学校給食課） （対象）学校給食調理施設

（手段）（仮称）久喜市立学校給食センター新築工事等を実施しました。

　　・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

上期（9月） 312 300 1,285,676

下期（10月～翌年3月） 291 281 7,140,745

（仮称）久喜市立学校給食セン
ター新築工事監理業務委託

新築工事監理の業務委
託

R1.9.13
～

R3.8.20

事　業　名 事　業　内　容 期　間

区　分 児童生徒数 保護者数 事　業　費



　　・工事 （単位：円）

（成果）（仮称）久喜市立学校給食センターの整備に向け、事業の進捗が図られました。

　　　　なお、この事業は、令和元年度から令和3年度までを期間として継続費を設定しており、事業費

　　　4,332,000円を継続費逓次繰越により令和3年度予算に繰り越しました。

（仮称）久喜市立学校給食セン
ター新築（機械設備）工事

新築工事（機械設備）
R1.9.3

～
R3.7.30

0

事　業　名

（仮称）久喜市立学校給食セン
ター新築（電気設備）工事

新築工事（電気設備）
R1.9.3

～
R3.7.30

0

事　業　内　容 期　間 支　出　額

（仮称）久喜市立学校給食セン
ター新築（建築）工事

新築工事（建築）
R1.9.3

～
R3.7.30

364,508,000

－379－  10款　教育費


