
（款）10 教育費　 　（項）1 教育総務費　 　（目）1 教育委員会費

教育委員会運営事業 1,950,156 （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。 332

（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を開催しました。

（単位：回、件）

※協議事項2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 84,977,437 （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。 338

事業

（指導課） （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 5,080,000 （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。　　 338

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 68

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

（単位：円）
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・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 1,190,467 （目的）入学及び学齢簿に係る事務効率化を図ります。 338

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。 338

業

（指導課） （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 282,000 （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。 338

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

合 計 5（7） 2,500,000 合　　計 15（4） 2,580,000

区 分 貸付件数 貸付金額 区 分 貸付件数 貸付金額

高等学校 0（0） 0 高等学校 2（2） 240,000

専修学校
（専門課程）

0（0） 0
専修学校

（専門課程）
1（1） 180,000

大　　学 5（7） 2,500,000 大　　学 12（1） 2,160,000
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（款）10 教育費　 　（項）1 教育総務費　 　（目）2 事務局費

（手段）会議を4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）菖蒲中学校の通学区域及び上内小学校の小規模化に伴う学校統廃合について諮問し、答申を頂き

ました。　　

小・中学校適正規模 1,522,429 （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 338

・適正配置推進事業 践を図ります。

（学務課）

（対象）市内小・中学校児童生徒及び教職員

（手段）統廃合及び休校に伴い、備品等の運搬を行いました。

（成果）小・中学校の適正規模・適正配置が推進され、小規模校の教育環境を改善することができまし

た。　　

臨時的任用教職員事 1,080,000 （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 338

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×180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。

任期付市費負担教職 4,587,961 （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。 338

員任用事業

（指導課） （対象）任期付市費負担教職員

（手段）上内小学校に、任期付市費負担教職員1人を配置しました。

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事 業 の 成 果
決算書の
ページ

（単位：円）
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（成果）児童の学習活動を充実させることができました。

教育振興基本計画策 279,186 （目的）教育行政を総合的かつ計画的に推進するため、第3期久喜市教育振興基本計画を策定します。 340

定事業

（教育総務課） （対象）市民、職員

（手段）久喜市教育振興基本計画策定委員会を3回開催し、第3期久喜市教育振興基本計画について審議し

ました。

（単位：人）

（成果）久喜市教育振興基本計画策定委員会における審議等を通じて、第3期久喜市教育振興基本計画の

策定に向けた準備をすることができました。

教育委員会事務局移 3,116,300 （目的）教育委員会事務局を鷲宮総合支所へ移転します。 340

転事業

（教育総務課） （対象）教育委員会、職員

（手段）業務委託により、教育委員会事務局を鷲宮総合支所へ移転しました。

（成果）教育委員会事務局を移転す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 2,315,831 （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 340

（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

第1回 R3.10.27 15

第2回 R3.12.27 12

第3回 R4.3.23 14

回数 開催日 出席委員数

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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（款）10 教育費　 　（項）1 教育総務費　 　（目）3 教育指導費

（手段）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、久喜

 市中学生社会体験チャレンジ事業を実施しました。

・くき検定事業

市内小・中学校より69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。決勝戦はモラージュ菖蒲にて行いました。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年生社会科副読本を作成し、発行しました。

・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。

・久喜市中学生社会体験チャレンジ事業

市内中学校3校の2年生が地域の事業所の協力を得て、職場訪問やインタビュー等を行い、

働くことの意義や社会性を学びました。

（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 1,438,668 （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。 340

（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11,600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740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 48,000 （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。 340

（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

（単位：円）
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（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 138,901 （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。 342

（指導課）

（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 193,843 （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 342

（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 1,442,326 （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 342

（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
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（款）10 教育費　 　（項）1 教育総務費　 　（目）3 教育指導費

（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。

児童生徒安全事業 17,331,468 （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 342

（学務課） 確保します。また、「久喜市立小・中学校の適正規模・適正配置に関する基本方針」に基づき、ス

クールバスを運行し、児童生徒の安全な通学を確保します。

（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。

・江面小学校において、スクールバスの運行を開始しました。

（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 10,730,169 （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 342

（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）・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）

大　　会　　名 学　校　名 期　日 補助金額

第45回関東中学校水泳競技大会 菖蒲中学校 R3.8.7～8.9 156

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事 業 の 成 果
決算書の
ページ

（単位：円）
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・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。

教職員研修事業 1,385,223 （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 344

（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

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. 9.29（水）
R3.10.11（月）
R3.11.17（水）

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。（各回40人が参加）

10,191

第48回全国中学校テニス選手権大会 栗橋西中学校 R3.8.20～8.21 13,250

第29回全国中学生空手道選手権大会 栗橋西中学校 R3.8.20～8.22 44,780

第27回西関東マーチングコンテスト 栗橋東中学校 R3.10.2～10.3 280,986

合 計 2,663,025

第45回関東中学校水泳競技大会 鷲宮中学校 R3.8.7～8.9

6,924

第27回西関東吹奏楽コンクール 鷲宮東中学校 R3.9.22～9.23 1,710,690

第61回全国中学校水泳競技大会 鷲宮東中学校 R3.8.19～8.20 10,024

第52回関東中学校バドミントン大会 鷲宮東中学校 R3.8.7～8.8 23,150

第21回全国中学校文化祭岩手大会 太東中学校 R3.8.17～8.19 486,710

第45回関東中学校水泳競技大会 鷲宮東中学校 R3.8.7～8.9

JOC第52回U16陸上競技大会 久喜中学校 R3.10.23～10.24 49,860

第46回関東中学校剣道大会 菖蒲中学校 R3.8.7～8.8 24,154

第51回全国中学校剣道大会 菖蒲中学校 R3.8.21～8.22 2,150
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（款）10 教育費　 　（項）1 教育総務費　 　（目）3 教育指導費

・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 2,671,400 （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。　　 344

担金事業

（学務課、指導課） （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。

該当学校数 助成金額

研究委嘱1年目の学校 7 271,386

研究委嘱をしていない学校 21 182,343

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

R3.6.28（月）
R3.10.4（月）
R4.2. 2（水）
R4.2.16（水）
R4.3. 3（木）
R4.3.10（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）

令和3年度公開研究会 R4.2.4（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

合　計 33 885,226

研究委嘱2年目の学校 5 431,497

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事 業 の 成 果
決算書の
ページ

（単位：円）
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小学校理科支援員等 2,310,000 （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 346

配置事業 を図ります。

（指導課）

（対象）市内小学校22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654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 226,463 （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。 346

（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 2,548,500 （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。 346

ール事業

（指導課） （対象）市内小・中学校33校

（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 3,907,563 （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。 346

育推進事業

（指導課） （対象）市内全中学校の生徒
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（款）10 教育費　 　（項）1 教育総務費　 　（目）3 教育指導費

（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288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・中学校指導書等 17,979,249 （目的）教員が授業を計画・実施する際に必要となる教師用教科書・指導書を整備します。 346

整備事業

（指導課） （対象）市内小・中学校の教員

（手段）教師用教科書・指導書を整備しました。

（成果）教員が授業を計画・実施するうえで、最低限必要な教師用教科書・指導書を整備することができ

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 39,752,799 （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。 348

（久喜小学校、太田

小学校、清久小学校 （対象）各小学校の児童、教職員及び施設、設備

、本町小学校、青葉

小学校、青毛小学校 （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。

、久喜東小学校、久

喜北小学校、江面小 ・消耗品 （単位：円）

学校、菖蒲小学校、

小林小学校、三箇小 江面小学校 栗橋小学校

学校、栢間小学校、 菖蒲小学校 鷲宮小学校

菖蒲東小学校、栗橋 清久小学校 小林小学校 桜田小学校

西小学校、栗橋南小 本町小学校 三箇小学校 上内小学校

学校、栗橋小学校、 栢間小学校 砂原小学校

鷲宮小学校、桜田小 菖蒲東小学校 東鷲宮小学校

1,145,000 579,532 836,909

青葉小学校 1,130,000 605,693 1,449,993

青毛小学校 1,148,000 846,657 1,954,646

学　校　名 事業費 学　校　名 事業費 学　校　名 事業費

久喜小学校 1,464,000 746,924 1,627,981

太田小学校 1,424,399 789,790 1,157,307

816,653 733,998 2,008,897

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

（単位：円）
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学校、上内小学校、 栗橋西小学校

砂原小学校、東鷲宮

小学校）

・修繕 （単位：円）

江面小学校 栗橋小学校

菖蒲小学校 鷲宮小学校

清久小学校 小林小学校 桜田小学校

本町小学校 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

（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。

小学校維持管理事業 403,860,636 （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。 348

（アセットマネジメ

ント推進課、保育課、 （対象）各小学校施設、設備

教育総務課）

（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）

久喜北小学校 199,965 栗橋南小学校 231,000

合　計 3,725,972

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、ガス設備

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
886,600

全3件

271,910 66,000 228,790

120,000 153,120 60,000

青葉小学校 101,200 100,000 100,000

青毛小学校 194,683 170,940 162,800

久喜東小学校 127,600 198,847

合　計 25,312,332

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

学　校　名 事業費 学　校　名 事業費 学　校　名 事業費

久喜小学校 129,800 198,000 386,210

太田小学校 189,927 184,700 150,480

久喜東小学校 1,257,999 882,000

久喜北小学校 1,099,999 栗橋南小学校 1,605,955
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（款）10 教育費　 　（項）2 小学校費　 　（目）1 学校管理費

・工事 （単位：円）

・管理備品 （単位：円）

ホワイトボード 鷲宮小学校 1台 33,000

FAX複合機 青葉小学校、栗橋西小学校、桜田小学校 3台 126,500

テーブル 菖蒲小学校 3台 143,000

ガス漏れ検知器 清久小学校 3個 52,800

裁断機 栗橋小学校 1台 72,600

電話機 栗橋西小学校 2台 61,600

印刷機 栗橋小学校 1台 220,000

パーテーション 菖蒲小学校、鷲宮小学校 7台 249,480

補修工事等
江面小学校受水槽内部目地防水修繕工事

11,057,080
他18件

合 計 78,078,056

物　　品　　名 学　　校　　名 数量 金　額

児童用机・椅子

久喜小学校、太田小学校、本町小学校、

160組 2,451,130
青葉小学校、青毛小学校、久喜東小学校、

菖蒲東小学校、栗橋西小学校、栗橋小学校、

砂原小学校

緊急修繕
栗橋南小学校放送設備修繕

20,598,484
他67件

合 計 23,960,084

事　業　名 事 業 内 容 事　業　費

整備工事
栗橋西小学校空調設備設置工事

7,359,000
他2件

改修工事
本町小学校屋外排水管設備改修工事

59,661,976
他33件

各小学校プール設備修繕
ろ過装置修繕、テント張替え修繕

2,475,000
全7件

事　業　名 事 業 内 容 事　業　費

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事 業 の 成 果
決算書の
ページ

（単位：円）

－318－ 10款　教育費



（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 125,045,528 （目的）児童用一人一台端末、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 354

理事業 を図ります。

（指導課）

（対象）市内小学校の児童、教職員及び情報機器

（手段）・児童用端末、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。

・家庭学習用に児童用端末の電源アダプターを整備しました。

GIGAスクール端末用電源アダプター　6,914個

・児童用端末と同じ機種の教職員用端末を整備しました。

教職員用端末　364台

・学習支援ソフトウェアのライセンスを更新しました。

（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。

小学校校庭整備事業 602,448 （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。 354

（教育総務課）

（対象）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。

消火器 菖蒲東小学校 1本 12,100

屋内消火栓ホース

久喜小学校、太田小学校、清久小学校、

232本 3,317,600本町小学校、青葉小学校、青毛小学校、

久喜東小学校、久喜北小学校、江面小学校

合　　計 － 7,280,460

校章・国旗・市旗
江面小学校 3枚 55,000

パネル

カーテン 本町小学校 2枚 62,150

FAX用ターミナルアダ
小林小学校 1式 88,000

プター

校旗（アクリル製） 江面小学校 3枚 99,000

冷風機 久喜北小学校 1台 115,500

シュレッダー 久喜北小学校 1台 121,000
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（款）10 教育費　 　（項）2 小学校費　 　（目）1 学校管理費

・業務委託 （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。

情報教育機器維持管 205,372,000 （目的）児童用一人一台端末と大型提示装置を組み合わせることで、ICTを活用した学習活動の充実を図 354

理事業【繰越明許費 ります。

分】

（指導課） （対象）市内小学校の児童、教職員

（手段）小学校の普通教室に大型提示装置を整備しました。

大型提示装置　291台

（成果）端末の学習画面を大きく映し、考えを共有、比較できる学習機会を提供することで、協働学習や

オンライン授業で効果的な授業を行うことができました。

（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 501,833 （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。 354

成事業

一式 2,860

芝刈機替刃、竹箒 一式 29,700

合　　計 － 54,560

事　業　名 事　業　内　容 履行期間 事　業　費

久喜市立桜田小学校芝生管理
業務委託

芝生の管理業務

R3.7.8

物　品　名 数量 事　業　費

カラーコンウェイト 一式 22,000

トラロープ

429,000～

R4.3.15

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

（単位：円）
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（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） 188,082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）　313,751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。

小学校教材整備事業 32,232,807 （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。 356

（学務課、久喜小学

校、太田小学校、清 （対象）市内小学校の児童、教職員

久小学校、本町小学

校、青葉小学校、青 （手段）教育活動に必要な図書や教材を購入しました。

毛小学校、久喜東小 ・図書 （単位：円、冊）

学校、久喜北小学校、

江面小学校、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、

栗橋西小学校、栗橋

南小学校、栗橋小学

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）

学校名 事業費 購入数 学校名 事業費 購入数

久喜小学校 377,332 181

栗橋南小学校 386,969

359,623 186

太田小学校 377,696 51 栢間小学校 296,692 182

三箇小学校 296,890 163

本町小学校 341,993 236 栗橋西小学校 287,089 144

清久小学校 295,845 147 菖蒲東小学校 324,000 170

青毛小学校 341,242 191 栗橋小学校 404,978 201

242青葉小学校 313,500 148

鷲宮小学校 350,151 131

久喜北小学校 297,000 179 桜田小学校 454,124 193

久喜東小学校

江面小学校 297,000 173 上内小学校 269,965 153

菖蒲小学校 305,404 294 砂原小学校 377,973 297

小林小学校 288,000 180 東鷲宮小学校 402,611 221

合　計 7,446,077 4,063

130,070 砂原小学校 319,140

学校名 事業費 学校名 事業費 学校名 事業費

久喜小学校 268,983 江面小学校 116,000 栗橋小学校 124,630

太田小学校 617,749 菖蒲小学校 66,000 鷲宮小学校 206,602

清久小学校 101,354 小林小学校 205,140 桜田小学校 387,284

本町小学校 94,940 三箇小学校 120,560 上内小学校 109,992

青葉小学校 125,510 栢間小学校
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（款）10 教育費　 　（項）2 小学校費　 　（目）2 教育振興費

事業内容（主な購入物品名）

スクール直線ミシン、マグネット黒板、書架、電動糸鋸機、デジタルカメラ、

ゴール用保護マット、逆上がり補助板、ワイヤレスマイク

・楽器 （単位：円）

栗橋小学校

鷲宮小学校

事業内容（主な購入物品名）

アコーディオン、オルガン、琴、ハンドベル

・理科備品 （単位：円）

事業内容（主な購入物品名）

気体測定器、生物顕微鏡、記録温湿度計、発電エネルギー比較実験器

久喜小学校 51,000 江面小学校 41,492 栗橋小学校 50,000

太田小学校 46,000 菖蒲小学校 43,630 鷲宮小学校 51,000

清久小学校

青毛小学校 317,787 菖蒲東小学校 197,666 東鷲宮小学校 66,910

久喜東小学校 190,689 栗橋西小学校 69,817

久喜北小学校 195,228 栗橋南小学校 213,070

合　計 4,245,121

学校名 事業費 学校名 事業費 学校名 事業費

久喜小学校 90,000 江面小学校 98,000 上内小学校 31,680

太田小学校 117,216 菖蒲東小学校 88,253 砂原小学校 128,480

清久小学校 84,546 栗橋南小学校 199,980 東鷲宮小学校 75,130

本町小学校 232,738 241,013

合　計 1,573,596

学校名 事業費 学校名 事業費 学校名 事業費

久喜北小学校 112,640 73,920

37,620 小林小学校 45,760 桜田小学校 51,000

本町小学校 48,000 三箇小学校 38,500 上内小学校 50,985

青葉小学校 51,000 栢間小学校 23,000 砂原小学校 42,130

青毛小学校 50,996 菖蒲東小学校 38,830 東鷲宮小学校 36,000

久喜東小学校 46,000 栗橋西小学校 40,480

久喜北小学校 44,000 栗橋南小学校 44,000

合　計 971,423

学校名 事業費 学校名 事業費 学校名 事業費

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事 業 の 成 果
決算書の
ページ

（単位：円）
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（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 40,849,581 （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。 356

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

（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 4,667,098 （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。 356

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）

支 給 費 目 対象者 支給人数 支給額

学用品費 全学年 555 6,144,462

通学用品費 2～6年 483 1,044,717

新入学児童学用品費 1年 31

校外活動費（宿泊無） 行事参加者 359 542,060

校外活動費（宿泊有） 行事参加者

支 給 費 目 対象者 支給人数 支給額

学用品費 全学年 138 674,578

新入学児童学用品費 1年 14 291,845

109 402,210

修学旅行費 行事参加者 126 2,773,636

学校給食費 全学年 555 22,494,202

オンライン学習通信費 対象者 271 2,801,000

医療費 全学年 0 0

合 計 － 40,797,687

1,582,860

新入学児童学用品費（入学前） 次年度1年 59 3,012,540
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（款）10 教育費　 　（項）2 小学校費　 　（目）2 教育振興費

（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）2 小学校費　 　（目）3 学校建設費 （単位：円）

小学校耐震化整備事 9,460,000 （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 356

業 ます。

（教育総務課）

（対象）砂原小学校の屋内運動場

（手段）小学校1校の屋内運動場について、非構造部材改修の工事及び施工監理を行いました。

・業務委託

・工事

合 計 － 4,640,630

校外活動費（宿泊無） 行事参加者 92 69,075

校外活動費（宿泊有） 行事参加者 22 40,590

修学旅行費 行事参加者 27 290,330

学校給食費 全学年 138 2,914,712

オンライン学習通信費 該当者 67 359,500

事　　業　　名 事　　業　　内　　容 履行期間

砂原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

R3.11.15

～

R4.3.10

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

R3.11.10

～

R4.2.18

事　　業　　名 事　　業　　内　　容 工　　期

砂原小学校屋内運動場非
構造部材改修工事

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事 業 の 成 果
決算書の
ページ

支 給 費 目 対象者 支給人数 支給額

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事 業 の 成 果
決算書の
ページ

（単位：円）
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（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。

小学校大規模改造事 140,756,000 （目的）児童が学校生活を安全かつ快適に送れるよう、老朽化に伴う学校施設の大規模改造を行い、教育 356

業 環境の整備を図ります。

（教育総務課）

（対象）江面小学校、栗橋小学校

（手段）江面小学校特別教室棟について、工事及び施工監理を行いました。

また、栗橋小学校の工事の設計を行いました。

・業務委託

・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。

また、設計業務が完了し、工事の準備ができました。

R4.1.25

合　　計 119,570,000

75,240,000～

R4.1.25

久喜市立江面小学校特別
教室棟大規模改造（設
備）工事

特別教室棟各階のトイレ設備
改修、教室・廊下等の照明
LED化及び太陽光発電設備工
事等

R3.6.8

44,330,000～

事　　業　　名 事　　業　　内　　容 履行期間

久喜市立江面小学校特別
教室棟大規模改造工事監
理業務委託

大規模改造工事の監理業務委
託

R3.6.9

～

R4.2.8

久喜市立栗橋小学校大規
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

R3.6.10

～

R4.3.25

事　　業　　名 事　　業　　内　　容 工　　期 事業費

久喜市立江面小学校特別
教室棟大規模改造（建
築）工事

特別教室棟の屋上防水改修、
外壁改修、各階トイレ改修及
び内装改修工事等

R3.6.8
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（款）10 教育費　 　（項）2 小学校費　 　（目）3 学校建設費

小学校プール改修事 29,420,000 （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。 356

業

（教育総務課） （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、工事及び施工監理を行いました。

・業務委託

・工事

（成果）久喜東小学校のプール改修工事において、新型コロナウイルス感染症の影響により、資材の一部

が納入されない状況となり、年度内での工事完了ができないため、事業費61,825,000円を繰越明許

費により令和4年度予算に繰り越しました。

（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 24,481,950 （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。 358

（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。

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

事　　業　　名 事　　業　　内　　容 工　　期

久喜市立久喜東小学校
プール改修工事

プール改修工事

R3.11.25

～

R4.6.30

学　校　名 事業費 学　校　名 事業費 学　校　名 事業費

久喜中学校 1,631,989 菖蒲中学校 1,298,974 鷲宮中学校 1,471,995

事　　業　　名 事　　業　　内　　容 履行期間

久喜市立久喜東小学校
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

R3.11.30

～

R4.7.15

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

（単位：円）
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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 208,529,843 （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。 358

（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。

・修繕 （単位：円）

照明の球切れ箇所等の交換修繕
154,000

全2件

各中学校プール設備
修繕

ろ過装置修繕
45,100

全1件

久喜中学校 581,680 菖蒲中学校 250,000 鷲宮中学校

菖蒲南中学校 189,640 鷲宮東中学校 163,230

久喜東中学校 441,925 栗橋東中学校 173,640 鷲宮西中学校 114,950

太東中学校 252,230 栗橋西中学校 99,999

事　業　名 事 業 内 容 事業費

各中学校屋内運動場
ランプ取替等修繕

久喜南中学校 1,200,000 菖蒲南中学校 728,673 鷲宮東中学校 1,746,996

合　　計

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、電話機、鍵、暗幕

久喜東中学校 1,025,999 栗橋東中学校 1,922,993 鷲宮西中学校 1,009,261

太東中学校 1,309,890 栗橋西中学校 1,581,000

合　　計 14,927,770

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、鎌、
トイレットペーパー、ゴミ袋

学　校　名 事業費 学　校　名 事業費 学　校　名 事業費

299,750

久喜南中学校 180,000

2,747,044
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（款）10 教育費　 　（項）3 中学校費　 　（目）1 学校管理費

・工事 （単位：円）

工事

繕工事

・管理備品 （単位：円）

情報教育機器維持管 64,934,870 （目的）生徒用一人一台端末、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 362

理事業 を図ります。

（指導課）

ガス漏れ警報器 鷲宮東中学校 14個 143,000

合　　計 － 1,839,410

（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。

改修工事
栗橋西中学校トイレ改修工事

24,391,070
他7件

補修工事等

22,000

洗濯機 菖蒲中学校 1台 32,800

チェーンソー 久喜東中学校 1台 60,800

印刷機 栗橋西中学校 1台 330,000

緊急修繕
栗橋地区中学校消防用設備修繕

7,328,695
他37件

合 計 7,527,795

事　業　名 事 業 内 容 事業費

整備工事
菖蒲中学校屋内運動場一文字幕等設置

440,000
全1件

学　　校　　名 数量 金　額

生徒用机・椅子 久喜中学校、太東中学校、鷲宮東中学校 98組 1,237,610

事務椅子 鷲宮東中学校 1脚 13,200

教卓 鷲宮東中学校 1台

鷲宮中学校屋内運動場バレー床金具修
4,533,430

他6件

合 計 29,364,500

物　　品　　名

事　業　名 事 業 内 容 事業費

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事 業 の 成 果
決算書の
ページ

（単位：円）
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（対象）市内中学校の生徒、教職員及び情報機器

（手段）・生徒用端末、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。

・家庭学習用に生徒用端末の電源アダプターを整備しました。

GIGAスクール端末用電源アダプター　3,586個

・生徒用端末と同じ機種の教職員用端末を整備しました。

教職員用端末　230台

・学習支援ソフトウェアのライセンスを更新しました。

（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、特別教室へ整備する大型提示装置の納入期日が年度内に間に合わな

いため、7,865,000円を繰越明許費により令和4年度予算に繰り越しました。

情報教育機器維持管 88,218,000 （目的）生徒用一人一台端末と大型提示装置を組み合わせることで、ICTを活用した学習活動の充実を図 362

理事業【繰越明許費 ります。

分】

（指導課） （対象）市内中学校の生徒、教職員

（手段）中学校の普通教室に大型提示装置を整備しました。

大型提示装置　125台

（成果）端末の学習画面を大きく映し、考えを共有、比較できる学習機会を提供することで、協働学習や

オンライン授業で効果的な授業を行うことができました。

（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 497,502 （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。 362

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） 175,406円

・卒業記念品（AcroBall2＋1 黒油性ボールペン＋シャーペン）　 322,096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。

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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（款）10 教育費　 　（項）3 中学校費　 　（目）2 教育振興費

中学校教材整備事業 29,146,498 （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。 362

（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 ・図書 （単位：円、冊）

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）

・事業用備品 （単位：円）

事業内容（主な購入物品名）

抗菌ミラスポンジマット、スクールジグザグミシン、フラッシュカード、

ハンディタイマー、家庭科DVD、日本大地図

・楽器 （単位：円）

事業内容（主な購入物品名）

クラシックギター、フルート、アルトサクソフォン、電子ピアノ

合　計 4,219,374

学校名 事業費 学校名

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事 業 の 成 果
決算書の
ページ

合　計 1,807,126

事業費 学校名 事業費

久喜中学校 264,000 久喜東中学校 314,886 栗橋東中学校 679,340

久喜南中学校 286,000 菖蒲中学校 224,400 鷲宮中学校 38,500

久喜南中学校 113,000 菖蒲南中学校 264,000 鷲宮東中学校 286,000

久喜東中学校 522,300 栗橋東中学校 352,000 鷲宮西中学校 359,920

太東中学校 767,040 栗橋西中学校 684,090

菖蒲南中学校 379,214 148

合　計 5,404,943 2,537

学校名 事業費 学校名 事業費 学校名 事業費

久喜中学校 313,720 菖蒲中学校 294,800 鷲宮中学校 262,504

久喜東中学校 491,150 264 鷲宮中学校 507,155 240

太東中学校 554,927 275 鷲宮東中学校 523,435 233

菖蒲中学校 491,714 321 鷲宮西中学校 442,525 120

学校名 事業費 購入数 学校名 事業費 購入数

久喜中学校 571,542 242 栗橋東中学校 539,952 299

久喜南中学校 443,333 161 栗橋西中学校 459,996 234

（単位：円）

－330－ 10款　教育費



・理科備品 （単位：円）

事業内容（主な購入物品名）

生物顕微鏡、電源装置、電子てんびん、光の屈折・反射実験セット

（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 49,026,578 （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。 364

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）

支 給 費 目 対象者 支給人数 支給額

学用品費 全学年 409 8,919,401

通学用品費

19,163,285

オンライン学習通信費

新入学生徒学用品費（入学前） 次年度1年 72 4,320,000

対象者 364 3,850,000

医療費 全学年 0 0

合　　計 － 49,004,230

校外活動費（宿泊無） 行事参加者 77 134,142

校外活動費（宿泊有） 行事参加者 180 1,117,800

修学旅行費 行事参加者 106 5,942,869

学校給食費 全学年 403

2～3年 266 576,733

新入学生徒学用品費 1年 83 4,980,000

学校名 事業費 学校名 事業費 学校名 事業費

久喜中学校 102,960 菖蒲中学校 104,940 鷲宮中学校 75,240

久喜南中学校 105,000 菖蒲南中学校 81,992 鷲宮東中学校 105,000

久喜東中学校 93,280 栗橋東中学校 97,240 鷲宮西中学校 105,000

太東中学校 53,460 栗橋西中学校 84,480

合　計 1,008,592
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（款）10 教育費　 　（項）3 中学校費　 　（目）2 教育振興費

（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 2,087,328 （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。 364

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

校外活動費（宿泊無） 

校外活動費（宿泊有）

修学旅行費

（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 13,970,000 （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 364

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、工事及び施工監理等を行いました。

対象者 支給人数 支給額

学用品費 全学年 43 313,595

1年 10 242,806

行事参加者 3 2,385

行事参加者 55,890

オンライン学習通信費 該当者 24 132,000

合　　計 －

247,895

学校給食費 全学年 43

2,077,866

行事参加者 9

18

支 給 費 目

1,083,295

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

（単位：円）
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・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。

中学校大規模改造事 429,836,000 （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 364

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、鷲宮東中学校

（手段）太東中学校、菖蒲中学校の工事及び施工監理を行いました。

また、鷲宮東中学校の工事の設計を行いました。

・業務委託

事　　業　　名 事　　業　　内　　容

菖蒲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

R4.2.21

久喜市立鷲宮東中学校大
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

R3.6.10

～

R4.2.22

R3.8.2

～

太東中学校屋内運動場非
構造部材改修工事修正設
計業務委託

非構造部材改修工事の修正設
計業務委託

R3.8.2

～

～

R4.3.25

R3.8.31

事　　業　　名 事　　業　　内　　容

太東中学校屋内運動場非
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

履　行　期　間

久喜市立太東中学校大規
模改造（建築）工事（第2
期）監理業務委託

大規模改造工事の監理業務委
託

R3.7.7

太東中学校屋内運動場非
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

R3.11.15

～

R4.3.15

事　　業　　名 事　　業　　内　　容 履行期間

工　　期

R3.11.10

～

R4.2.28

－333－ 10款　教育費



（款）10 教育費　 　（項）3 中学校費　 　（目）3 学校建設費

・工事 （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 5,865,017 （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。 368

（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。

R4.2.4

菖蒲中学校大規模改造
（建築）工事

普通教室棟・特別教室棟等の
各階トイレ改修、内装改修及
び建具改修工事等

R3.6.24

147,356,000～

R4.1.31

菖蒲中学校大規模改造
（電気設備）工事

普通教室棟・特別教室棟等の
各階トイレ設備改修、照明
LED化及び太陽光発電設備工
事等

R3.6.24

65,340,000～

R4.1.31

菖蒲中学校大規模改造
（機械設備）工事

普通教室棟・特別教室棟等の
各階トイレ設備改修、空調設
備改修及び浄化槽改修工事等

R3.6.24

40,953,000～

R4.1.31

合 計 394,746,000

事　　業　　名 事　　業　　内　　容 工　　期 事　業　費

久喜市立太東中学校大規
模改造（建築）工事（第2
期）

管理普通教室棟・特別教室
棟・渡り廊下棟の外壁改修、
教室背面ロッカー改修、建具
改修工事等

R3.6.24

141,097,000～

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

（単位：円）
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・修繕　　中央幼稚園　 393,712円　保温器修繕、遊戯室及び職員室照明器具修繕、教室等出入

口修繕等

・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

空調設備保守点検業務

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 7,807,325 （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。 370

（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）303,712 会食（年12回）260,527

おにぎり弁当、コロッケバーガー

焼き魚弁当、ケーキ等

記念品　46,610 記念品　49,905

3歳児　ソフトキャッチぞうさん 3歳児　ポックリにゃんこ

4歳児　なかよしぽっくり 4歳児　彩りなわとび袋付き

5歳児　カラフルフープ 5歳児　ビッグボールスキップ

0 10,000

88,000 88,000

44,000 0

事業名 事業費 中央幼稚園 栗橋幼稚園

誕生会 564,239 おにぎり弁当、パックサンド、ケー
キ等

運動会 96,515

0 205,700

148,500 0

委託内容 中央幼稚園 栗橋幼稚園

10,450 0

37,400 66,000

38,500 38,500

15,400 0

290,400 297,000

5,500 0

54,054 0

46,200 0

0 0
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（款）10 教育費　 　（項）4 幼稚園費　 　（目）1 幼稚園費

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 182,000 （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 370

（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 0 （目的）市立幼稚園の保育料等について検討します。 370

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）市立幼稚園における保育料等を検討するため、市立幼稚園保育料等検討委員会を開催します。

（成果）令和3年度については、検討する案件が発生しなかったため、市立幼稚園保育料等検討委員会を

開催しませんでした。

子育てのための施設 66,601,740 （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 370

等利用給付事業 す。

（学務課）

親子遠足 0

事業名 事業費 中央幼稚園 栗橋幼稚園

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事 業 の 成 果
決算書の
ページ

（単位：円）
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（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）

（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 956,478 （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 370

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。

みなし

新3号 満3歳児 0 0

合　計 2,497 62,561,270

園児数（延人数） 給付額

3歳児 0 0

新1号

満3歳児 92 2,283,480

3歳児 408 10,435,370

4歳児 523 12,952,200

5歳児 763 18,812,320

新2号

3歳児 206 5,578,900

4歳児 260

新2号

3歳児 149 568,550

4歳児 188 835,150

5歳児 213 633,250

みなし

新3号 満3歳児 0 0

合　計 550 2,036,950

6,320,300

5歳児 245 6,178,700

3歳児 0 0

園児数（延人数） 給付額
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（款）10 教育費　 　（項）4 幼稚園費　 　（目）1 幼稚園費

・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 591,462 （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。 372

（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）

・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、小学1年生に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90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。

区分 開催日 出席者数 内 容

第1回 R3.7.27 18
令和2年度生涯学習関係事業報告及び令和3年度生涯学習関係
事業計画について　他

第2回 R3.11.2 19 令和3年度生涯学習関係事業中間報告について　他

第3回 R4.3.15 18 令和4年度生涯学習関係事業計画について　他

会場 参加者数

市内22小学校 1,146人

4歳児 88 330,749

5歳児 79

満3歳児 12 54,000

3歳児 72 254,199

317,530

合　計 251 956,478

園児数（延人数） 給付額

決算書の
ページ

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事 業 の 成 果

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事 業 の 成 果
決算書の
ページ

（単位：円）
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　（単位：円、講座）

※東鷲宮保育園保護者会に対して30,000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、団体から全額返還されました。

（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 984,975 （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 374

（生涯学習課） ます。

（対象）平成13年4月2日～平成14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）・4地区の新成人を対象に、成人式を開催しました。

・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）

（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。

地域学校協働活動推 2,919,635 （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。 374

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

砂原小学校PTA

東鷲宮小学校PTA

久喜中学校PTA

久喜南中学校PTA

24,300

7,700

20,000

30,000

3,000

3

1

2

3

1

鷲宮西中学校PTA

あけぼの東幼稚園父母の会

認定こども園鷲宮幼稚園

中央幼稚園PTA

栗橋幼稚園PTA

合 計 1,047

補助金額 講座数

20,000 4

6,300 2

開催日 地　区 会　　場 内　容 出席者数

栗橋地区 栗橋文化会館（イリス） 211

鷲宮地区 久喜総合文化会館　 234

R4.1.9（日）

久喜地区 久喜総合文化会館　

菖蒲地区 菖蒲文化会館（アミーゴ） 132

団体名講座数補助金額団体名

栗橋小学校PTA

20,000

321,000

2

12,500

式　典

470
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（款）10 教育費　 　（項）5 社会教育費　 　（目）1 社会教育総務費

（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。

・19校開校 ・参加児童数　2,253人 ・実施委員及びサポーター数　1,917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）

※清久っ子ゆうゆうプラザは、動画による講座のため、開催日数を「0」としています。

26.1

東鷲宮小 けやきっ子ゆうゆうプラザ 260 46.0 23 156

23 39 14 14

17 18

合　　計 2,253 35.0 350 1,567 279 232

鷲宮小 わしの子ゆうゆうプラザ 52 18.2 15 14 9 5

桜田小 桜田ゆうゆうプラザ 346 40.2 23 56 23 13

砂原小 すなはらゆうゆうプラザ 115

三箇小 三箇ゆうゆうプラザ 76 43.7 13 40 8 16

19 85 7 6

栢間小 かやまっ子ゆうゆうプラザ 49 57.0 17 50 7 12

栗橋南小 みなみっ子ゆうゆうプラザ 70 14.6 29 32 16 16

栗橋小 栗くりゆうゆうプラザ 130 22.1

江面小 えづらっ子ゆうゆうプラザ 73 34.9 23 62 25 16

菖蒲小 しょうぶっ子ゆうゆうプラザ 133 61.9 24 116 35 7

小林小 おばやしゆうゆうプラザ 47 52.8 23 21 2 10

青毛小 あおげっ子ゆうゆうプラザ 135 46.1 12 175 14 10

久喜東小 さくらっ子ゆうゆうプラザ 173 44.1 24 252 40 21

久喜北小 ほくとっ子ゆうゆうプラザ 46 24.1 7 43 3 4

清久小 清久っ子ゆうゆうプラザ 51 39.5 10 3 8 0

本町小 本町っ子ゆうゆうプラザ 63 23.7 12 38 13 15

青葉小 あおばっ子ゆうゆうプラザ 108 49.5 15 30 10 16

久喜小 くきっ子ゆうゆうプラザ 166 33.9 25 186 16 21

太田小 太田っ子ゆうゆうプラザ 160 34.3 13 169 12 12

土曜　9時30分～11時30分

会　場 名　　称 参加児童 参加率 実施委員 サポーター 講座 開催日数

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事 業 の 成 果
決算書の
ページ

（単位：円）
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（成果）コロナ禍のため、実施委員やサポーター、保護者の意見により、一部の会場では9月以降の開校

となりました。様々な学校行事が制限又は中止となる中、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 1,150,000 （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。 374

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）各種団体へ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、団体からの補助金の請求はありませんでした。

（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 6,475,748 （目的）市民が、安全、かつ、円滑に生涯学習活動等を行うことができるよう栗橋いきいき活動センター 374

ーしずか館管理事業 しずか館の施設及び設備の維持管理を行います。

（生涯学習課）

35,000

団　体　名 内 容 補助金額

4 婦人会活動の健全な育成を支援しました。 160,000

5 婦人会活動の健全な育成を支援しました。 130,000

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

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。

210,000

2 子ども会の健全な育成を支援しました。 420,000

3 久喜市PTA連合会 ─ 0

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。

6 婦人会活動の健全な育成を支援しました。
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（款）10 教育費　 　（項）5 社会教育費　

（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、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、植木等手入業務及び自家用電気工作物保安管理業務

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 800,787 （目的）文化芸術の発表及び鑑賞の機会を市民や文化芸術団体に提供し、文化芸術の振興を図ります。 376

（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て、各種の芸術文化振興事業を実施しまし

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

中央公民館
大集会室

（第2部）
書

R4.3.11～3.14
出品数　　109点
入場者数　462人

久喜市美術展 152,219

会議室102

14,356

107

会議室103 40 229

体育館 319 4,484

運動場 611 8,988

合 計 1,037

区 分 延利用団体数 延利用者数

会議室101 52 548

事　業　名 期　間 場　　所 内　　容 参加団体等 事業費

15

R3.9.30～10.4
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

出品数　  69点
入場者数　462人

（単位：円）（目）1 社会教育総務費
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街かどコンサ
ート

R3.10.22
久喜総合文化
会館 エントラ
ンスロビー

バンド演奏（ポップ
ス）

実施回数 3回
出演団体数 6団体
延観客数 595人

34,304R3.12.5
モラージュ菖
蒲 滝のコート

オカリナとギター演
奏、トロンボーン演
奏、バンド演奏
（ジャズ）

R4.3.29

毎日興業ア
リーナ　メイ
ンアリーナ事
務所前広場

バンド演奏（ポップ
ス）

R3.11.25～
11.30

久喜総合文化
会館 広域文化
展示室

（第3部）
写真

出品数　　139点
入場者数　445人

埼玉県芸術文
化祭2021
地域文化事業
吹奏楽フェス
ティバル

R3.12.1～
R4.5.31

オンライン開
催

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

市内中学校・高等
学校吹奏楽部、社
会人団体　計10団
体
視聴回数  7,776
回（R4.3.31時
点）

410,430

埼玉県美術展
覧会入選作品
展

－
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 0

久喜市民芸術
祭

R4.2.1～
R5.1.31

オンライン開
催

楽器演奏、民謡、吟
詠、歌唱、ダンス

出演団体数 7団体
視聴回数 1,040回
（R4.3.31時点）

0

R3.6～R4.2
中央公民館
視聴覚室

音楽活動者同士の
セッション演奏

実施回 7回
延参加者数 48人

0
ジャムセッ
ションクラブ

久喜市美術展 152,219
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（款）10 教育費　 　（項）5 社会教育費　 　（目）1 社会教育総務費

（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 2,246,412 （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。 376

（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へ補助金を交付しました。

（単位：円）

久喜市久喜文化団体連合会 712,816

久喜市菖蒲町文化団体連合会 730,130

団　　体　　名

2,246,412

補助金交付額

中止

久喜市栗橋文化協会 339,426

久喜市鷲宮文化団体連合会 464,040

合計

－ 盆栽、華道、和の花 中止

実施回数 3回
延参加者数 75人

51,100

合同発表会 R3.10.10
久喜総合文化
会館 小ホール

舞台発表（民謡、吟
詠、舞踊）

演目数 61演目
出演者 73人
入場者 150人

92,800

合同展示会

－ 久喜総合文化
会館 広域文化
展示室

音楽理論セミ
ナー、ジャム
セッションセ
ミナー

R4.3.21
鷲宮総合支所
会議室

音楽の専門講師を招
いての音楽理論セミ
ナー

俳句、川柳、美術、
写真

事　業　名 期　間 場　　所 内　　容 参加団体等 事業費

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事 業 の 成 果
決算書の
ページ

（単位：円）
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（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 58,206,275 （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。 378

（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。

・修繕 （単位：円）

・工事 （単位：円）

・利用状況 （単位：団体、人）

中央公民館 大集会室音響機器修繕　他5件

青葉公民館 2階会議室入口小扉修繕　他1件

西公民館 視覚障がい者用音声誘導システムスピーカー修繕　他6件

東公民館 非常照明交換修繕　他3件

事業費

460,020

74,800

公民館名 事　業　内　容

399,300

369,160

森下公民館 引違戸錠修繕 13,200

栗橋公民館 屋内消火栓用消火管漏水修繕  他5件 669,900

424,916

公民館名 事　業　内　容 事業費

中央公民館

鷲宮公民館

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事 業 の 成 果
決算書の
ページ

大ホール他コーキング修繕　他6件

中央公民館 6,269 65,972

トイレ手洗い水栓改修工事 370,700

西公民館 館内LED照明改修工事 765,600

東公民館 トイレ手洗い水栓改修工事 145,970

森下公民館 トイレ手洗い水栓改修工事 225,500

公　　民　　館　　名 延利用団体数 延利用者数
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（款）10 教育費　 　（項）5 社会教育費　 　（目）2 公民館費

（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。

公民館運営事業 3,057,836 （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。 380

（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）生涯学習活動等の拠点施設として機能するよう、印刷やコピーサービスの提供等を行いました。

（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。

公民館事業推進事業 854,270 （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 380

（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。

合 計 20,289

東公民館 3,037 30,752

14,085

栗橋公民館 3,288 30,863

鷲宮公民館 2,276 24,718

1,289森下公民館

203,896

9,053

南公民館（農村センター） 904 6,292

西公民館
（清久コミュニティセンター）

2,320 22,161

青葉公民館 906

公　　民　　館　　名 延利用団体数 延利用者数

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事 業 の 成 果
決算書の
ページ

（単位：円）
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（単位：日、人）

公民館名 事業名 会場
開催
日数

延参加
人員

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

ク リ ス マ ス ス ワ ッ グ 教 室 野 原 園 芸 セ ン タ ー 1 19

初 め て の ヨ ガ 教 室 中 央 公 民 館 3 75

わ た し と 家 族 の
「 そ う ぞ く 」 講 座

青葉公民館

園 芸 教 室 青 葉 公 民 館 1 20

漢 字 を 用 い た 脳 ト レ 教 室 青 葉 公 民 館 1 8

イ ラ ス ト を 楽 し も う 青 葉 公 民 館 2

中 央 公 民 館 3 35

190

社 会 施 設 探 訪 渋 沢 栄 一 記 念 館 他 1 12

西公民館

出前事業～防災について～ 清久コミセン・西公民館

ス テ ン ド グ ラ ス 教 室 東 公 民 館 2

夏 休 み 書 道 教 室 東 公 民 館 2

1 143

歩 い て 歴 史 探 訪 神 明 神 社 と そ の 周 辺 1 7

寄 せ 植 え 教 室 清久コミセン・西公民館 1 15

陶 芸 教 室 清久コミセン・西公民館 4 35

35

星 空 教 室
菖 蒲 総 合 支 所
天 体 観 測 ド ー ム 他

1

24

サ マ ー 学 習 会 除 堀 梨 選 果 場 1 16

西 公 民 館 ま つ り
・ 作 品 展 覧 会

清久コミセン・西公民館

30

2 257

ふ れ あ い 鑑 賞 会 清 久 小 学 校 体 育 館

16

手 芸 教 室 青 葉 公 民 館 2 29

青 葉 公 民 館 ま つ り 青 葉 公 民 館 2 136

文 学 講 座 青 葉 公 民 館 2 23

南公民館

ふ れ あ い ス ポ ー ツ
～ グ ラ ウ ン ド ゴ ル フ ～

1 35

1 8

南 公 民 館 ま つ り
JA 南 彩 久 喜 江 面 支 店
南 公 民 館

2

総 合 運 動 公 園 1 22

旬 の 野 菜 料 理 教 室
～江面地区の野菜を使って～

東 公 民 館

東公民館
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（款）10 教育費　 　（項）5 社会教育費　 　（目）2 公民館費

57

ス マ ホ 入 門 講 座 （ 後 期 ） 鷲 宮 公 民 館 4 56

鷲 宮 公 民 館 作 品 展 示 会
（ 鷲 宮 公 民 館 ま つ り ）

鷲 宮 公 民 館 42 350

20

親子チャレンジ～紙工作～ 栗 橋 公 民 館 1 2

再 発 見 ！ 大 人 の 街 散 歩 栗 橋 駅 東 口 周 辺 1

9

ス マ ホ 入 門 講 座 （ 前 期 ） 鷲 宮 公 民 館 4

15

森 下 公 民 館 ま つ り 森 下 公 民 館 2 102

18

親子でヒップホップダンス 栗 橋 公 民 館

1 15

栗橋公民館利用団体作品展 栗 橋 公 民 館 2 149

1 19

ス マ ー ト フ ォ ン 安 全 教 室 栗 橋 公 民 館

日 本 語 支 援 教 室 栗 橋 公 民 館 98 128

鷲宮公民館

脳 い き い き 運 動 塾 鷲 宮 公 民 館 3 46

か が や き 講 座 鷲 宮 公 民 館 他

人 権 講 座 栗 橋 文 化 会 館 1

大 人 の 健 康 教 室
ウォーキングをはじめよう！

久 喜 東 地 区 周 辺

コ ケ 玉 作 り 教 室 森 下 公 民 館 1

34

スマートフォンを活用した
キ ャ ッ シ ュ レ ス 講 座

東 公 民 館 1 25

菖 蒲 総 合 支 所
天 体 観 測 ド ー ム 他

1 24

絵 手 紙 講 座 森 下 公 民 館 1 6

3D デ コ パ ー ジ ュ 教 室 森 下 公 民 館 2

栗橋公民館

3 33

ロ ボ ッ ト ・
プ ロ グ ラ ミ ン グ 講 座

鷲 宮 公 民 館 1 8

玉ねぎの皮を使った染物講座 鷲 宮 公 民 館 1

1 19

お菓子の家で街を作ろう！

森下公民館

月 食 観 測 会

東 公 民 館 1 35

東 公 民 館 ま つ り 東 公 民 館 2 858

歌 声 教 室 栗 橋 文 化 会 館 9 800

東公民館
（続き）

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事 業 の 成 果
決算書の
ページ

公民館名 事業名 会場
開催
日数

延参加
人員

久喜市公民館
連絡協議会

（単位：円）
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（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。

公民館管理事業【繰 3,588,310 （目的）来館者の利便性に配慮した公民館施設の良好な維持管理に努め、利用環境及び窓口環境の改善を 382

越明許費分】 図ります。

（中央公民館、東公

民館、西公民館、森 （対象）来館者、職員

下公民館、栗橋公民

館、鷲宮公民館） （手段）新型コロナウイルス感染症の感染対策として、各公民館に空気清浄機を設置しました。

・設置状況 （単位：台）

西公民館（清久コミュニティセンター）

（成果）公民館施設に空気清浄機を設置し稼働することで、快適な利用環境及び窓口環境を提供すること

ができました。

（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 90,000 （目的）生涯学習推進会議の運営を支援します。 382

営事業

（生涯学習課） （対象）生涯学習推進会議

　合　 　計

合 計 34

鷲宮公民館 6 事務室、諸室：5

栗橋公民館 2 諸室：2

1 21

225 4,067

市 民 企 画
事 業

郷土の作詞家 高橋郁と作品 栗 橋 公 民 館

5 事務室、図書室、諸室：3

東公民館 6 集会室、創作室、諸室：4

森下公民館 5 講堂、諸室：4

自 分 の 身 体 を 知 っ て
転 倒 予 防 ： 健 脚 度 測 定 会

清久コミセン・西公民館 1

中央公民館 8
大集会室：2、事務室、ロビー、
諸室：4

青葉公民館 2 諸室：2

8

公　　民　　館　　名 設置台数 備 考

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事 業 の 成 果
決算書の
ページ

－349－ 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

（手段）生涯学習推進会議の開催

（成果）生涯学習施設「まなびすポッと」の在り方について協議しました。また、令和4年度の第2次久喜

市生涯学習推進計画策定に向けて、意見交換を行いました。

生涯学習推進事業 2,162,300 （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。 382

（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

（手段）・「生涯学習だより（まなびすと久喜）」を発行　63,000部（8月と1月の年2回）

・出前講座の実施　実施件数　16件

・生涯学習推進部の会議等　14回

・生涯学習施設「まなびすポッと」の整備

（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の支援、生涯学習の拠点施設「まなびすポッと」

の開所により、市民が生涯学習活動に取り組みやすい環境を整備することができました。

市民大学推進事業 684,779 （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 382

（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

区分 開催日 出席者数 内 容

第1回 R3.9.29 17人
「生涯学習施設について」
「久喜市生涯学習推進計画について」　等

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事 業 の 成 果
決算書の
ページ

（単位：円）
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（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。

R3.4～R4.3

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 26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 18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

（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

ダーを育成することができました。

高齢者大学推進事業 1,139,462 （目的）高齢者へ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 384

（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。

R3.4～R4.2

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　下總皖一、交通安全 等

第2学年

大学院

第1学年

16人 5人 1人 22人

主な学習

期間

場所

14講座

学校行事 入学式・始業式、現地研修、卒業式・修了式

公開講座 12講座

第1学年 第2学年 大学院
合計

修了者数 卒業者数 修了者数

期間

場所

主な学習
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（款）10 教育費　 　（項）5 社会教育費　

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）、市長講話、

老化に負けない（フレイルに打ち勝つ健康法）、

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、グラウンドゴルフ大会、

音楽芸能祭、現地研修・修学旅行、卒業式・修了式

（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。

生涯学習推進計画策 331,618 （目的）第2次久喜市生涯学習推進計画（まなびすとプラン）を策定するための意識調査を実施します。 384

定事業

（生涯学習課） （対象）市民

（手段）計画策定の資料とするため、市民意識調査（アンケート）を実施しました。

・送付数　2,000通、回答数　629通（うち電子申請による回答　120通）

（成果）第2次久喜市生涯学習推進計画（まなびすとプラン）策定のための意見を収集することができま

した。

13講座

13講座

13講座

31人 48人 43人 38人

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事 業 の 成 果
決算書の
ページ

160人

主な学習
（続き）

学校行事

第1学年

修了者数

第2学年

修了者数

第3学年

修了者数

第4学年

卒業者数
合計

（単位：円）（目）3 生涯学習推進費
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（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 2,779,260 （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 386

（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。

教育集会所管理事業 1,936,308 （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。 386

（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。

場　所 内 容

鷲宮総合支所等
幼稚園、小・中学校PTAを対象としたPTA人権教育研修会を年4回（うち3回
はオンライン動画配信による研修会）開催しました。
会場参加者数　24人、オンライン動画視聴回数　792回

学校、教育集会所等

・啓発冊子「久喜市の社会人権教育№12」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（ボールペン等）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。

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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（款）10 教育費　 　（項）5 社会教育費　 　（目）4 人権教育費

教育集会所管理事業 171,710 （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。 388

【繰越明許費分】

（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）新型コロナウイルス感染症対策として、野久喜集会所及び内下集会所に空気清浄機を各1台設置

しました。

（成果）各集会所に空気清浄機を設置し稼働することで、集会所利用者に安全で快適な利用環境を提供す

ることができました。

（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 242,369,976 （目的）利用者に充実した図書館サービスを提供します。 388

（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

期　間

R3.4.1～R4.3.31

328日 328日 325日 ―

132,834人 72,690人 37,055人 111,041人 353,620人

403.8人 221.6人

329日開館日数

入館者数

1日平均 113.0人 341.7人 ―

区　　分

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

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

内　　容

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

委託箇所

中央図書館
菖蒲図書館
栗橋文化会館図書室
鷲宮図書館

（単位：円）
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※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。

※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。

（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。

貸出冊数 141冊 33冊 108冊 282冊

1日平均 0.4冊 0.1冊 0.3冊 ―

― ― ― ― 7,918点

― ― ― ― 21.7点

67人 13人 25人 105人

1日平均 0.2人 0.1人 0.1人 ―

1,434団体 733団体 888団体 1,106団体 4,161団体

2,091冊 910冊 1,006冊 1,331冊 5,338冊

― ― ― ― 58,530人

市外相互貸出冊数

Web貸出者数

987.1点 309.0点 229.0点 644.3点 ―

471団体 301団体 130団体 636団体 1,538団体

2,399冊 997冊 635冊 3,062冊 7,093冊

101,339点

団体利用者数

団体貸出冊数

個人貸出点数

1日平均

2団体 0団体 1団体 0団体 3団体

84,840人 31,888人 18,727人 52,775人 188,230人

257.9人 97.2人 57.1人 162.4人 ―

75,099点 209,403点 710,610点

― ― 160.4人

324,769点

市外相互貸出団体数

電子図書館ログイン数

登録者数

新規　個人

・各公民館図書室の利用状況

区分 東公民館 西公民館 森下公民館 合計

開館日数 345日

― 58,530点

― ― ― ―

新規登録者数 0人 0人 0人 0人

利用者数

345日 345日 ―

160.4点

― ― ― ― 257,210回

― ― ― ― 704.7回

5,621人・団体

334人

15,173人・団体

584人

49,694人・団体

2,173人

新規　団体

個人利用者数

1日平均

1日平均

Web貸出点数

1日平均

1日平均

電子図書館貸出数

1日平均

― ―

―――

20,799人・団体

978人

8,101人・団体

277人
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（款）10 教育費　 　（項）5 社会教育費　 　（目）6 文化財保護費

文化財保護事業 2,209,259 （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。 390

（文化財保護課）

（対象）指定文化財所有者等、市民等

（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）指定文化財を適切に保護し、活用のための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。

R4.1 市内 案内板設置2か所（県指定）

文化財保護審議会
R3.9.13
R3.10.20
R4.3.16

市内 審議会を3回開催（第1回は書面開催）

出前講座等への講
師派遣

R3.4～R3.6 市内 3回実施、受講者延べ154人

文化財案内板設置

文化財説明板貼替 R4.2 市内 説明板貼替1か所（市指定）

旧森下福祉館備品
等処分

R4.10.25 旧森下福祉館
旧森下福祉館解体に伴い、館内の経年劣化し
た備品等を適正に処分

指定文化財補助金
交付

R3.4～R4.3 市内 指定文化財8件に補助金を交付

指定文化財維持等
交付金交付

指定文化財53件に交付金を交付

出張講座（学校学
習支援）

R4.2 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
4回実施、受講者延べ129人

R3.4～R4.3 市内

専門家による文化
財調査

R3.5
R3.11

市内 2回実施

郷土伝統芸能伝承
事業

R3.4～R4.3 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

事　業　名 期　　間 場　　所 内 容

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事 業 の 成 果
決算書の
ページ

（単位：円）
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埋蔵文化財保護事業 517,000 （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。 390

（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、県による古墳見学の催しにおいて、本市の古墳と出土品を紹介しました。

（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 1,530,430 （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。 390

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3年4月～令和4年3月

（公開日：毎週木、土、日曜日、公開日数：154日）

（団体見学に伴う臨時公開日：3日）

・見学者　一般見学者延べ682人及び団体見学者延べ91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 265,086 （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。 390

（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。

事　業　名 内 容

埋蔵文化財試掘調査 15件実施（うち13件を業務委託で実施）

非常照明器具の修繕

修繕の内容
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（款）10 教育費　 　（項）5 社会教育費　 　（目）6 文化財保護費

（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。

郷土資料館運営事業 1,997,696 （目的）所蔵資料の保護と活用等を通して、来館者にわかりやすく本市の歴史や文化を紹介するなど、円 390

（郷土資料館） 滑な施設の運営を行います。

（対象）市民、来館者

（手段）所蔵資料の整理のほか、害虫駆除、防カビ等を目的にした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）

―

収蔵品展
「ちょっとむかし
の道具たち－暮ら
しと祭り－」

R3.10.9
～
R4.3.31

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』に掲載の民具や祭
りに関する道具を展示
開催日数133日、観覧者延べ2,698人

―

業　務　名 内 容

収蔵庫くん蒸業務委託 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 内 容 事業費

収蔵品展
「ちょっとむかし
の道具たち－新し
い収蔵品を中心に
－」

R3.4.1
～
R3.6.13

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61日、観覧者延べ892人

スポット展
「新たな市指定文
化財」

R3.4.1
～
R3.6.13

郷土資料
館展示
ホール

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61日

―

スポット展
「すごろくとたど
る昔の農具」

R3.8.21
～
R3.9.23

郷土資料
館展示
ホール

所蔵資料「産米すごろく」をもと
に、昭和初期まで使われていた農具
を紹介
開催日数28日

―

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事 業 の 成 果
決算書の
ページ

（単位：円）
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（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、新型コロナウイルス感染症対策に

配慮しながら、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。　

―
新型コロナウイルス感染症対策によ
り中止

歴史・文化講座 ― ―

郷土資料館まつり ― ―

新型コロナウイルス感染症対策によ
り中止

―

出前講座等への講
師派遣

R3.4.24
R3.7.24
R3.12.11

市内 3回実施、受講者延べ72人 ―

古文書学習会

R3.7.2
R3.7.16
R3.9.17
R3.10.1
R3.10.15
R3.11.5
R3.11.19
R3.12.3
R3.12.17
R4.1.21
R4.2.4

郷土資料
館視聴覚
ホール

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
11回実施、受講者延べ225人

88,000

子ども歴史広場 ― ―
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

R3.9.1
R3.9.8
R3.9.15
R3.9.22
R3.10.6
R3.10.8
R3.10.13
R3.10.15
R3.10.19
R3.10.20
R3.10.22
R3.10.24

郷土資料
館視聴覚
ホール

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
12回実施、受講者延べ136人

150,000
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（款）10 教育費　 　（項）5 社会教育費　 　（目）6 文化財保護費

文化財調査報告書作 1,631,000 （目的）地域文化資源等の情報を広く周知することで、郷土に対する愛着心の醸成に役立てるとともに、 392

成事業 学校教育や観光資源としても活用できるようにします。

（文化財保護課）

（対象）市民等

（手段）偉人マンガの作画を専門の漫画家に依頼するとともに、偉人マンガ製作活用検討委員会の委員に

よる意見を加えて、令和4年度に偉人マンガを出版するための準備をしました。

（成果）偉人マンガ出版準備により、令和4年度から地域の文化資源として活用できるようにしました。

郷土資料館特別展事 1,083,129 （目的）貴重な資料を積極的に公開するため、特別展を開催し、郷土久喜市の魅力や歴史・文化を市内外 392

業 に発信します。

（郷土資料館）

（対象）来館者、市民

（手段）貴重な資料を活用した特別展を開催するとともに、同展示に関連した歴史講座も実施しました。

（単位：円）

（成果）特別展の開催や関連講座の実施より、貴重な資料を来館者にわかりやすく紹介することができま

した。

第11回特別展
「1964～その時代
と久喜～」

R3.7.6
～
R3.9.5

郷土資料館
展示室2

東京オリンピックが開催された昭和
39年（1964年）当時の久喜市の世相
や文化、スポーツ等を紹介する展示
展示図録1,000部刊行
開催日数51日、観覧者延べ1,450人

1,075,129

特別展関連講座
「久喜高校バレー
部の大躍進とその
時代の久喜」

R3.8.22
郷土資料館
視聴覚ホール

高度成長期を中心とした近現代の久
喜のあゆみと久喜高校バレーボール
部の活躍についての講演
受講者11人

8,000

展示・講座名等 期　間 場　所 内 容 事業費

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事 業 の 成 果
決算書の
ページ

（単位：円）
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郷土資料館管理事業 339,020 （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。 392

【繰越明許費分】

（郷土資料館） （対象）来館者、職員

（手段）新型コロナウイルス感染症対策として、展示室1及び展示室2の各部屋に空気清浄機を設置しまし

た。

・設置状況

（成果）各展示室に空気清浄機を設置し稼働することで、来館者に快適な観覧環境を提供することができ

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 15,468,092 （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 394

（学務課） スポー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）492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）

展示室2 合　計

台　数 1台 1台 2台

骨折 62 64 0 126

捻挫 39 40 0 79

脱臼

部屋名 展示室1

区　分 小学校 中学校 幼稚園 合　計

6 2 0 8

挫傷・打撲 119 48 1 168

靱帯損傷・断裂 21 22 0 43

挫創 14 3 0 17

切創 3 1 0 4

刺創 1 0 1 2

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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（款）10 教育費 （項）6 保健体育費 （目）1 保健体育総務費

（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 50,491,321 （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。 396

・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、清

久小学校、本町小学 （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。

校、青葉小学校、青 また、学校医等による健康相談を実施しました。

毛小学校、久喜東小

学校、久喜北小学校、

江面小学校、菖蒲小 ・各種検査受診者数 （単位：人）

学校、小林小学校、

三箇小学校、栢間小

学校、菖蒲東小学校、

栗橋西小学校、栗橋

南小学校、栗橋小学

校、鷲宮小学校、桜

田小学校、上内小学

校、砂原小学校、東

久喜小学校 488 69 92 68 717

太田小学校

割創 0 0 0 0

裂創 4 1 0 5

擦過傷 3 0 0 3

熱傷・火傷 1 1 0 2

歯牙破折 3 1 1 5

その他の負傷 0 0 0 0

疾病 16 12 2 30

合　計 292 195 5 492

給付金額合計 2,482,738円 3,207,401円 24,648円 5,714,787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

465 83 89 61 698

清久小学校 129 14 22 22 187

本町小学校 265 37 56 35 393

青葉小学校 217 26 41 48 332

青毛小学校 293 44 53 59 449

区　分 小学校 中学校 幼稚園 合　計

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事 業 の 成 果
決算書の
ページ

（単位：円）
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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）

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。

久喜東小学校 392 60 64 62 578

久喜北小学校 191 30 36 26 283

江面小学校 209 27 33 43 312

菖蒲小学校 214 39 34 42 329

小林小学校 88 19 19 15 141

三箇小学校 174 31 28 36 269

栢間小学校 86 11 15 14 126

菖蒲東小学校 235 36 49 35 355

栗橋西小学校 161 30 14 24 229

栗橋南小学校 475 72 88 66 701

栗橋小学校 584 102 100 93 879

鷲宮小学校 279 46 53 50 428

桜田小学校 856 131 132 153 1,272

上内小学校 46 9 11 11 77

砂原小学校 439 79 62 66 646

東鷲宮小学校 565 90 87 92 834

小学校計 6,851 1,085 1,178 1,121 10,235

久喜中学校 465 161 160 155 941

久喜南中学校 188 68 68 58 382

久喜東中学校 313 93 89 109 604

太東中学校 422 139 137 149 847

菖蒲中学校 307 107 106 91 611

菖蒲南中学校 103 30 30 37 200

栗橋東中学校 434 149 149 148 880

栗橋西中学校 216 81 78 68 443

鷲宮中学校 334 103 102 113 652

鷲宮東中学校 546 186 185 172 1,089

鷲宮西中学校 181 60 61 51 353

1,151 1,121 17,406

中学校計 3,509 1,177 1,165 1,151 7,002

中央幼稚園 91 91

栗橋幼稚園 78 78

幼稚園計 169 169

合　　計 10,529 2,262 2,343
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（款）10 教育費　 　（項）6 保健体育費　 　（目）1 保健体育総務費

・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）

・事務用備品 （単位：円）

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

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

桜田小学校 1 0 1 0 異常なし

砂原小学校 1 0 1 0 異常なし

東鷲宮小学校 1 0 1 0 異常なし

鷲宮中学校 2 0 2 0 異常なし

鷲宮東中学校 1 0 1 0 異常なし

合 計 8 0 8 0

学校名 事業費 学校名 事業費 学校名 事業費

久喜小学校 69,991 三箇小学校 74,994 久喜中学校 149,634

太田小学校 144,966 栢間小学校 99,326 久喜南中学校 0

清久小学校 99,660 菖蒲東小学校 11,000 久喜東中学校 119,759

本町小学校 75,000 栗橋西小学校 99,979 太東中学校 149,169

青葉小学校 99,945 栗橋南小学校 150,000 菖蒲中学校 149,994

青毛小学校 150,000 栗橋小学校 199,633 菖蒲南中学校 99,975

久喜東小学校 40,000 鷲宮小学校 100,000 栗橋東中学校 149,970

久喜北小学校 71,988 桜田小学校 78,694 栗橋西中学校 99,468

江面小学校 99,705 上内小学校 100,000 鷲宮中学校 105,996

菖蒲小学校 99,520 砂原小学校 149,215 鷲宮東中学校 199,726

小林小学校 99,989 東鷲宮小学校 24,926 鷲宮西中学校 99,926

合　計 3,462,148

学校名 事業費 学校名 事業費 学校名 事業費

久喜小学校 79,970 三箇小学校 24,200 久喜南中学校 100,000

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事 業 の 成 果
決算書の
ページ

（単位：円）
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事業内容（主な購入物品名）

パルスオキシメーター、アルミIGベッド、SSデスク、SSチェア、デジタル体重計、

デラックステント、担架、スピーカー

・切手代　 5,000円（太田小学校）

（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、国庫補助事業として、2月補正予算にて予算措置した事業で、事業実施に期間を要する

　ため、36,450,000円を繰越明許費により令和4年度予算に繰り越しました。

学校環境衛生事業 3,378,640 （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 396

（学務課） 送れるよう実施します。

（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。

・快適な学習環境を維持するため、小・中学校及び幼稚園で室内空気環境測定を実施しました。

・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13校、中学校7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に伴い、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。

本町小学校 24,750 菖蒲東小学校 88,550 久喜東中学校 25,300

久喜東小学校 110,000 桜田小学校 120,505 鷲宮中学校 40,700

久喜北小学校 27,115 東鷲宮小学校 174,900

合　計 815,990
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（款）10 教育費　 　（項）6 保健体育費　 　（目）1 保健体育総務費

教職員健康診断・健 5,236,215 （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 396

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、養護教諭を対象にB型肝炎予防のための検査業務を実施しました。

・小・中学校教職員健康管理医

実施校　32校※　　事業費　1,056,000円

※健康管理医の体調不良により、栗橋南小学校のみ未実施となりました。

・教職員健康診断 受診者数  323人 事業費　3,073,345円

・胃がん検診 受診者数　  24人 事業費　  113,064円

・結核検診 受診者数　 314人 事業費　  587,180円

・ストレスチェック（紙面）　 受診者数　732人　　事業費 225,456円

・ストレスチェック（集団分析）　実施校　33校　　事業費  10,890円

※医師による面接指導は希望者がいなかったため、実施しませんでした。

（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 404,360 （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 396

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。

事　業　名 事　業　内　容 期　間

学校給食食材放射性物質検査業務
委託

学校給食用食材の放射性物質の検査
R3.4.13

～
R3.7.14

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事 業 の 成 果
決算書の
ページ

（単位：円）
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（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  45,160円

・委託料　　学校給食食材放射性物質検査業務委託　　249,200円　

児童生徒等健康診断 39,011,855 （目的）各学校が感染症対策等を徹底しながら、児童生徒の学習保障をするための取組を支援するため、 398

・健康管理事業【繰 備品等を整備します。

越明許費分】

（学務課、久喜小学 （対象）市内小・中学校の児童生徒

校、太田小学校、清

久小学校、本町小学 （手段）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。

校、青葉小学校、青

毛小学校、久喜東小 ・消耗品費 （単位：円）

学校、江面小学校、

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、栗橋西小学

校、栗橋南小学校、

栗橋小学校、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、

久喜中学校、久喜南

中学校、久喜東中学

校、太東中学校、菖 　　・事業用備品

蒲中学校、菖蒲南中

学校、栗橋東中学校、 ・事務用備品 （単位：円）

栗橋西中学校、鷲宮

中学校、鷲宮東中学

校、鷲宮西中学校） 久喜南中学校

久喜東中学校

学校名 事業費 学校名 事業費 学校名 事業費

久喜小学校 395,930 三箇小学校 0 久喜中学校 772,419

太田小学校 36,300 栢間小学校 228,800 久喜南中学校 34,000

清久小学校 626,450 菖蒲東小学校 509,961 久喜東中学校 387,993

本町小学校 21,000 栗橋西小学校 506,000 太東中学校 0

青葉小学校 580,879 栗橋南小学校 56,180 菖蒲中学校 671,952

青毛小学校 507,000 栗橋小学校 436,964 菖蒲南中学校 0

久喜東小学校 454,941 鷲宮小学校 441,522 栗橋東中学校 872,841

久喜北小学校 0 桜田小学校 1,243,199 栗橋西中学校 197,580

江面小学校 670,618 上内小学校 3,594 鷲宮中学校 575,000

菖蒲小学校 111,607 砂原小学校 182,000 鷲宮東中学校 0

小林小学校 39,270 東鷲宮小学校 261,902 鷲宮西中学校 272,995

合　計 11,098,897

学校名 事業費 学校名 事業費 学校名 事業費

久喜小学校 804,000 三箇小学校 766,979 久喜中学校 426,975

1,147,300 栢間小学校 566,082 765,600

清久小学校 172,480 菖蒲東小学校 283,800 329,160

太田小学校
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（款）10 教育費　 　（項）6 保健体育費　 　（目）1 保健体育総務費

菖蒲南中学校

栗橋東中学校

栗橋西中学校

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）

空気清浄機、ワンタッチテント、プロジェクター、デジタル身長計、

オージオメーター、赤外線ストーブ、CO2モニター、自動水栓

・事業用備品　5,521,230円（市内小・中学校職員室空気清浄機）

・図書費　66,341円（三箇小学校 31,999円、鷲宮小学校 16,632円、鷲宮中学校 17,710円）

・切手代　 5,908円（菖蒲東小学校）

・久喜東中学校トイレ清掃業務委託料　476,300円

・楽器  131,670円（菖蒲中学校）

（成果）児童生徒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。

（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 372,768 （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 398

（スポーツ振興課） 動競技の振興を図ります。

合　計 21,711,509

青毛小学校 690,880 栗橋小学校 1,148,818 798,061

久喜東小学校 738,245 鷲宮小学校 334,950 326,480

久喜北小学校 0 桜田小学校 344,136 601,260

江面小学校 128,348 上内小学校 796,000 鷲宮中学校 605,616

菖蒲小学校 679,000 砂原小学校 1,007,570 1,599,900

小林小学校 759,644 1,337,930

本町小学校 778,285 栗橋西小学校 292,600 太東中学校 1,199,860

青葉小学校 218,680 栗橋南小学校 1,140,700 菖蒲中学校 396,000

学校名 事業費 学校名 事業費 学校名 事業費

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

526,170

（単位：円）
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（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なりました。

・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 6,840,000 （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、市民の体力増進とスポー 398

（スポーツ振興課） ツ・レクリエーション活動の普及及び振興を図ります。

（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

（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。

ハイキング 0 0

ニュースポーツ教室 0 0

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

区　分 件数

個人 26

団体 3

対象事業 交　　付　　団　　体　　等

スポーツ団体等の
運営費・事業費

延参加者数

種　目 参加者数 チーム数

綱引大会 0 0

くき健康ウォーク 0 0

種　別 回　数
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（款）10 教育費　 　（項）6 保健体育費　 　（目）2 社会体育費

（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、市民の体力増進とスポー

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 369,700 （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 398

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）・研修会や講習会等の参加を通じて、スポーツ推進委員の資質の向上を図りました。

・スポーツ推進委員協議会へ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

染症拡大防止のため、中止となりました。

学校体育施設開放事 1,341,025 （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、 398

業 小・中学校の校庭及び体育館等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校庭及び体育館等を開放しました。

・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）

・修繕 （単位：円）

施　設　名 利用件数 延利用者数

校庭 2,105 47,399

体育館 5,881 77,635

合　　計 7,986 125,034

事業名 履行場所 事業費

外便所男子小便器2基漏水修繕 菖蒲東小学校 41,800

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事 業 の 成 果
決算書の
ページ

（単位：円）
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・工事

（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 2,842,853 （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。 400

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

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

スポーツ推進審議会 366,000 （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 400

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

菖蒲東小学校 18,700

バスケットボード昇降機修繕 本町小学校 241,120

事業名 工　期

総合運動公園 他

会場 エントリー数

2,195人

履行場所

栗橋小学校

栢間小学校 44,000

外便所男子トイレ手洗器排水修理

外トイレガラス修繕 栗橋南小学校 11,000

夜間照明支持鋼材修繕

夜間照明修繕工事

開催日 事業名

R4.3.20（中止）
第7回よろこびのまち久喜
マラソン大会

R3.10.12～R3.11.12
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（款）10 教育費　 　（項）6 保健体育費　 　（目）2 社会体育費

・開催状況

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

スポーツ推進計画について審議しました。

健幸・スポーツ都市 929,500 （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。 400

宣言推進事業

（スポーツ振興課） （対象）市民等

（手段）都市宣言を市民に周知するため、ロゴマーク入りマスクキットを、市内小学校6年生を対象に配

布しました。

（成果）マスクの配布を通じて久喜市「健幸・スポーツ都市」宣言の啓発ができました。

スポーツ活性化事業 330,046 （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促し、スポーツに親しむ機会を提供 400

（スポーツ振興課） します。

（対象）市民

第2期久喜市スポーツ推進計画について R3.7.27

第2期久喜市スポーツ推進計画の策定について（諮
問）
令和3年度スポーツ事業計画について

R3.5.26 11

第2回 12

第3回 第2期久喜市スポーツ推進計画について R3.10.5 15

第4回
令和2年度スポーツ事業報告について
第2期久喜市スポーツ推進計画について

R3.11.15 13

第5回 第2期久喜市スポーツ推進計画について（答申） R4.1.17 14

回数 内容 開催日 出席人数

第1回

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事 業 の 成 果
決算書の
ページ

（単位：円）

－372－ 10款　教育費



（手段）スポーツに親しむきっかけづくりとして、対面やオンラインによるイベントを実施しました。

・開催したイベント

倒せ！日本代表　フェンシング×SASSEN体験イベント　対面20人参加（R3.10.16）

新しくてカッコイイ！クッキーダンス考案者による手話ダンス体験イベント

対面25人参加、オンライン4人参加（R3.10.31）

（成果）イベントを通じて、スポーツに親しむきっかけを提供することができました。

オリンピック・パラ 14,776,814 （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。 400

リンピック関連事業

（スポーツ振興課） （対象）市民

（手段）280名のボランティア等の協力を得て、聖火リレーを開催しました。

（成果）聖火リレーの実施を通じて、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る

ことができました。

（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 170,343,718 （目的）指定管理者制度を導入し、社会体育施設の適正かつ効率的な管理運営に努めます。 402

（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）

1,278 1,075 326

13,376 1,443

小中学生 3,436 3,516 1,308

18,558 615

幼児

一般

区分 菖蒲温水プール

65歳以上 15,550

鷲宮温水プール 栗橋B＆G海洋センター

16,308

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事 業 の 成 果
決算書の
ページ

－373－ 10款　教育費



（款）10 教育費　 　（項）6 保健体育費　 　（目）3 体育施設費

・体育館等利用者数 （単位：人）

・自主事業実施状況 （単位：人）

・工事

栗橋B＆G海洋センター フロアプログラム（ヨガ教室、キッズダンス等） 1,128

鷲宮体育センター 27,117

その他（団体等） 0 9,021

326

施設名

6,026

実施事業（主なもの） 延参加者数

107

菖蒲温水プール底引き用ろ過ポン
プ等改修工事

菖蒲温水プール

事業名 履行場所

鷲宮体育センタートイレ改修工事 鷲宮体育センター

栗橋B＆G海洋センタートイレ改修
工事

栗橋B＆G海洋センター

工　期

R3.6.1～R3.6.29

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） 4,020

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） 6,543

42,598 48,645 4,275

鷲宮運動広場 15,755

南栗橋スポーツ広場 20,929

緑1丁目テニス場 3,694

合計

施設名 延利用者数

栗橋B＆G海洋センター 39,170

第1体育館 27,160

第2体育館

476

3,099障がい者（付添含）

11,684

ミーティングルーム

R3.7.19～R3.9.30

R3.9.10～R3.12.28

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事 業 の 成 果
決算書の
ページ

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

（単位：円）

－374－ 10款　教育費



（成果）社会体育施設の適正かつ効率的な管理運営を行うことができました。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。

（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 33,998,562 （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 404

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、鷲宮学校給食センター、久喜市立学校給食センターの施設・設備

センター、学校給食

課） （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）

（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 1,132,881,334 （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。 406

（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。

（令和3年7月まで）

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

（令和3年8月から）

共同調理場方式・・・市内小・中学校

施　設　名 主　な　修　繕　内　容 事　業　費

鷲宮学校給食センター
蒸気ボイラー修繕 51,920

調理室給水管修繕 16,500

久喜市立学校給食センター 冷温水発生機等凍結破損箇所修繕 1,490,000

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



（款）10 教育費　 　（項）6 保健体育費　 　（目）4 学校給食費

・小学校：188回 （単位：食）

・中学校：185回 （単位：食）

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

（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。

学校給食センター整 1,836,724,856 （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、久喜市立学校給食セン 408

備事業 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）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 （単位：円）

学　校　名

久喜小学校

久喜北小学校

事　業　名 事　業　内　容 期　間 支　出　額

（仮称）久喜市立学校給食セン
ター新築工事監理業務委託

新築工事監理の業務
委託

R元.9.13
～

R3.8.20
0

学　校　名

鷲宮西中学校

菖蒲学校給食センター

鷲宮学校給食センター

久喜市立学校給食センター

合計

提　供　数学　校　名提　供　数学　校　名

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

88,153

36,804

61,362

79,762

58,516

22,129

82,419

42,016

63,293

101,219

47,219 東鷲宮小学校 108,822

77,253 栗橋西小学校 33,123 合計 1,357,136

青葉小学校

青毛小学校

久喜東小学校

38,711 栗橋南小学校 93,227

2,249

16,060

690,924

35,453

1,489

90,356 菖蒲小学校 42,711 鷲宮小学校 55,739

提　供　数 学　校　名 提　供　数

27,106 小林小学校 19,714 桜田小学校 163,240

94,929 江面小学校 41,916 栗橋小学校

提　供　数

113,995

53,338 三箇小学校 35,526 上内小学校 11,649

太田小学校

清久小学校

本町小学校

44,893 栢間小学校 19,246 砂原小学校 86,372

58,051 菖蒲東小学校

提　供　数 学　校　名

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事 業 の 成 果
決算書の
ページ

（単位：円）

－376－ 10款　教育費



・工事 （単位：円）

調理機器等撤去業務委託
調理機器等撤去の業
務委託

R3.7.12
～

R3.7.30
997,700

牛乳保冷庫移設業務委託
栗橋西小学校に設置
してある牛乳保冷庫
の移設

R3.8.18
～

R3.8.27

（仮称）久喜市立学校給食セン
ター学校給食管理システム導入業
務委託

学校給食管理システ
ムの導入業務

学校給食管理システ
ム用サーバーの保守
業務委託

R3.2.24
～

R3.7.31
6,099,500

久喜市立栗橋西小学校他3校配膳
室等改修工事監理業務委託

配膳室等改修工事設
計の業務委託

R3.3.4
～

R3.9.24
3,850,000

学校給食管理システム用サーバー
保守業務委託

R3.4.1
～

R4.3.31
44,000

49,500

（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）

R元.9.4
～

R3.7.30
0

（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）

R元.9.4
～

R3.7.30
477,418,000

期　間

（仮称）久喜市立学校給食セン
ター機械警備機器設置工事

機械警備機器の設置
工事

R2.6.3
～

R3.7.30
793,100

事　業　名 事　業　内　容

（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）
R元.9.4

～
R3.7.30

0

支　出　額

（仮称）久喜市立学校給食セン
ター新築（外構）工事（その1）

新築工事（外構）
（その1）

R3.1.6
～

R3.7.30
71,302,000

－377－ 10款　教育費



（款）10 教育費　 　（項）6 保健体育費　 　（目）4 学校給食費

（成果）久喜市立学校給食センター等の整備が完了しました。

学校給食費補助事業 13,487,444 （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。 410

（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3年8月～9月に小・中学校の分散登校、また、令和4年1月～3月に新型コロナウイルス感染

症に係る学級閉鎖を実施しました。交付額は、学校給食を提供していない日数分を減額してい

ます。

310 6,104,439

39,259,000

久喜市立学校給食センター厨房内
壁ステンレス板設置工事

厨房内壁へのステン
レス板設置工事

R3.11.29
～

R4.1.21
4,994,000

久喜市立学校給食センターEV車充
電計測器増設等工事

EV車充電機器の増設
等工事

R3.11.29
～

R4.1.7
286,000

事　業　名 事　業　内　容 期　間 支　出　額

区　分 児童生徒数 保護者数 事　業　費

上期（4月～9月） 325

下期（10月～翌年3月） 315 301 7,383,005

（仮称）久喜市立学校給食セン
ター新築（外構）工事（その2）

新築工事（外構）
（その2）

R3.1.6
～

R3.7.30
91,058,000

久喜市立栗橋西小学校他3校配膳
室等改修工事

栗橋西小学校他3校の
配膳室等改修工事

R3.3.2
～

R3.9.10

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事 業 の 成 果
決算書の
ページ

（単位：円）
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（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。

鷲宮学校給食センタ 5,830,000 （目的）用途廃止された旧鷲宮学校給食センターの解体工事を実施します。 410

ー解体事業

（学校給食課） （対象）旧鷲宮学校給食センター

（手段）旧鷲宮学校給食センター解体工事設計業務を実施しました。

・業務委託

（成果）旧鷲宮学校給食センターの解体に向け、事業の進捗が図られました。

学校給食センター整 1,572,864,000 （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、久喜市立学校給食セン 410

備事業【継続費逓次 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）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 （単位：円）

・工事 （単位：円）

久喜市立鷲宮第1・第2学校給食セ
ンター解体工事設計業務委託

旧鷲宮学校給食セン
ター解体工事の設計
業務

R3.8.2
～

R4.3.25

事　業　名 事　業　内　容 期　間

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）
R元.9.4

～
R3.7.30

866,768,000

事　業　名 事　業　内　容 期　間 支　出　額

（仮称）久喜市立学校給食セン
ター新築工事監理業務委託

新築工事監理の業務
委託

R元.9.13
～

R3.8.20
25,300,000

－379－ 10款　教育費



（款）10 教育費　 　（項）6 保健体育費　 　（目）4 学校給食費

（成果）久喜市立学校給食センターの整備が完了しました。

（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）

R元.9.4
～

R3.7.30
178,238,000

（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）

R元.9.4
～

R3.7.30
502,558,000

事　業　名 事　業　内　容 期　間 支　出　額

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事 業 の 成 果
決算書の
ページ

（単位：円）
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