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

医療体制検討事業 288,000 （目的）地域医療の充実を図るため、必要な調査の実施や医療機関のネットワーク構築などについて協議 240

（健康医療課） 　　　します。

（対象）市民

（手段）久喜市医療体制等推進協議会を開催し、医療機関のネットワーク構築などについて協議をしまし

　　　た。

（成果）協議会で医療機関のネットワーク構築に向けた協議をし、「久喜市における医療体制のあり方に

　　　ついて」答申書が提出されました。

母子愛育会地域活動 854,680 （目的）母子愛育会が地域で活発に子育て支援事業等を実施し、保健事業と連携を図ることができるよう 240

事業 　　　支援します。

(中央保健センター、

菖蒲保健センター） （対象）市民、母子愛育会員

（手段）・愛育まつりへの支援　　　　  　　　　　　 　　

　　　　・研修会の実施　　　　　　　  　　　　　　 　　

　　　　・母子愛育会員による声かけ訪問の実施（訪問件数　1,936件）

　　　　・補助金の交付　　　　　　　　　　　　　　　

（単位：円）

７ 回 H24. 1.24

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

区分

４ 回

５ 回

６ 回

H23. 5.27

H23. 8. 2

H23.11.15

期　日

決算書の
ページ

内　　　容

医療ネットワークの構築等の協議

医療ネットワークの構築等の協議

医療体制等推進協議会答申（案）の検討

答申

合　　　計 645,000

補助対象団体 補助金交付額

久喜市久喜母子愛育会 88,000

久喜市菖蒲母子愛育会 362,000

久喜市栗橋母子愛育会 104,000

久喜市鷲宮母子愛育会 91,000



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

　　　た。

食生活改善事業 850,600 （目的）食生活の改善に対する知識の普及、情報の提供をし、市民自らが食生活の見直し、改善を行い、 240

(中央保健センター） 　　　健康を保持することを目的とします。また、食生活改善推進員協議会の育成を支援します。

（対象）市民・食生活改善推進員

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

　　　　　　　実施回数　延べ　95　回　　　参加者数　　延べ　3,756　人

（単位：円、回、人）

久喜支部

菖蒲支部

栗橋支部

鷲宮支部

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

　　　を図ることができました。

食育推進計画事業 1,230,442 （目的）食育を総合的かつ計画的に推進していくために「久喜市食育推進計画」を策定します。 242

（健康医療課）

（対象）市民、市、関係機関

（手段）・久喜市食育推進庁内連絡会議等を10回、久喜市食育推進会議を5回開催し、久喜市食育推進計

　　　　画の策定について検討しました。

　　　　・久喜市食育推進計画（案）について、市民意見提出制度による意見の募集を行いました。

　　　　市民からの意見　０件

　　　　・食育講座を1回開催しました。　 　　　参加者42人　

247,415 7事業 28 1,396

18,000 120,165 7事業 17 564

18,000 187,430 7事業 26 1,218

区　　分 補助金 委託料 委託事業 　実施回数(延）　 参加者数（延）

18,000

18,000 189,990 7事業 24 578

合　　計 72,000 745,000 95 3,756
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（成果）食育を総合的かつ計画的に推進していくための目標、取組方針を定めた「久喜市食育推進計画」

　　　を策定しました。

　　　（単位：部、円）

計画書

パンフレット

健康医療啓発事業 255,950 （目的）・献血事業の推進により、献血思想の普及及び良質な血液の確保を図ります。 242

（健康医療課） 　　　　・医療制度の啓発を図ります。

（対象）・地域住民、企業、学校

　　　　・市民

（手段）・市内各会場での献血への協力の呼びかけをしました。

献血者数（全血献血者＝200ml・400ml）

実施箇所数　37会場（63回） 2,295人

実施場所　　企　　業 市役所等（地域住民）

　　　　　　学　　校

　　　　・医療制度に関する啓発リーフレットを作成しました。

　　　　（単位：部、円）

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

　  　　した。

　　　　・リーフレットを通じて、医療制度の啓発ができました。

　　

自殺対策事業 448,620 （目的）自殺に至る背景や要因、予防の重要性並びに遺族や未遂者への偏見を取り除くための啓発に努め 242

（健康医療課） 　　　ます。

（対象）市民

作成部数

10,000

契約金額

93,450

24箇所

4箇所

9箇所

11,000

契約金額

2,200
751,590

区　　分

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

作成部数



（手段）・講演会の開催

　　　　平成23年6月 9日　栗橋保健センター　　　参加者　51人

　　　　平成23年9月11日　菖蒲保健センター　　　参加者　37人

　　　　平成24年3月 3日　ふれあいセンター久喜　参加者　28人

　　　　・暮らしとこころの総合相談会の開催

　　　　平成24年3月 3日　ふれあいセンター久喜　相談件数　3件

　　　　・リーフレット等の作成

　　　　・自殺予防キャンペーンの実施（啓発用品の配布等）

　　　　平成24年2月20日　　　　JR久喜駅前

　　　　平成24年2月21日　　　　JR東鷲宮駅前

　　　　平成24年2月22日　　　　JR栗橋駅前

　　　　平成24年2月25日　　　　森下公民館（公民館まつり）

（成果）自殺対策に対する理解を深め、関心を高めることができました。

感染症対策事業 52,532 （目的）新型インフルエンザの発生に備え、行動計画を策定します。 242

（健康医療課）

（対象）市民、市、関係機関

（手段）・新型インフルエンザ対策委員会を1回開催し、新型インフルエンザ対策行動計画の策定につい

　　　　て検討しました。

　　　　・久喜市新型インフルエンザ対策行動計画（案）について、市民意見提出制度による意見の募集

　　　　を行いました。　　　　

　　　　市民からの意見　０件　　　

（成果）「久喜市新型インフルエンザ対策行動計画」を策定しました。

健康増進計画策定事 1,621,502 （目的）市民の健康づくりを総合的かつ計画的に推進していくために「久喜市健康増進計画」を策定しま 242

業 　　　す。

（健康医療課）

（対象）市民、市、関係機関
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（手段）・久喜市健康づくり推進庁内連絡会議等を10回、久喜市健康づくり推進会議を5回開催し、久喜

　　　　市健康増進計画の策定について検討しました。

　　　　・久喜市健康増進計画（案）について、市民意見提出制度による意見の募集を行いました。

　　　　市民からの意見　０件

（成果）健康づくりを総合的かつ計画的に推進していくための目標、取組方針を定めた「久喜市健康増進

　　　計画」を策定しました。

　　　（単位：部、円）

計画書

パンフレット

地域医療対策事業 16,611,779 （目的）地域の医療機関への支援等により、地域医療体制の確保及び充実を図ります。 244

（健康医療課）

（対象）市民、医療機関

（手段）・病院用地の一部を借り上げました。

　（単位：円）

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

 (成果）地域医療提供体制の確保及び充実を図ることができました。

病院施設等整備費補 56,637,000 （目的）第二次救急医療では対応できない重症な救急患者に対応する地域救急センターの整備を支援し、 244

助事業 　　　救急医療体制の充実を図ります。

（健康医療課）

（対象）埼玉県済生会栗橋病院

（手段）補助金交付要綱に基づき、補助金を交付しました。（56,637,000円）

内　　容 面　　積 期　　間

6,927,779

契約金額

10,040.26㎡　 H23.4.1～H24.3.31済生会栗橋病院用地

区　　分 契約金額

2,200
878,640

11,000

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

作成部数



（成果）平成23年12月12日に地域救急センターが開設されました。

健康づくりフォーラ 131,150 （目的）生活習慣病等の予防に関する知識を情報提供し、健康づくりの意識を高めます。 244

ム事業

（健康医療課） （対象）市民

（手段）健康づくりフォーラムを開催しました。　　　参加者265人

　　　　・基調講演「わかりやすい脳卒中」

　　　　・パネルディスカッション「脳卒中を学ぼう」

（成果）参加者の生活習慣病等の予防に関する知識を深め、健康づくりの意識を高めることができまし

　　　た。

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

予防接種事業 406,957,715 （目的）伝染のおそれ等のある疾病の発生及びまん延の予防を図ります。 244

(中央保健センター、

菖蒲保健センター、 （対象）市民（予防接種の種別により対象年齢が異なります。）

栗橋保健センター、

鷲宮保健センター) （手段）・ポリオは、集団接種により保健センターにおいて無料で実施しました。

　　　　・ＢＣＧ、麻しん風しん混合、麻しん、風しん、三種混合、二種混合、日本脳炎は、個別接種に

　　　　より市内の接種協力医及び住所地外（埼玉県内に限る。）予防接種相互乗り入れ接種協力医に委

　　　　託し、無料で実施しました。

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

　　　　予防接種相互乗り入れ接種協力医に委託し、被接種者一部費用負担（1,000円）で実施しました。

　　　　・国の子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業に基づき、子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球菌ワ

　　　　クチンの接種を全額公費負担により実施しました。

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

　　　　に委託し、無料で実施しました。

（単位：人）

　　　事　業　名 接種者数 ※2

860

954
生後3か月から7歳6か月ま
で

対　象　年　齢

決算書の
ページ

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

 対象者数 ※1

ポリオ（急性
灰白髄炎）

1回目
1,093

2回目
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（単位：人）

　　　事　業　名

ＢＣＧ

三 Ⅰ期初回

種

混

合 Ⅰ期追加

二種混合

日

本

脳

炎

※
5

中学1年生～高校1年生

（相当年齢）の女子

1,031

接種者数 ※2

1,116

1,146

2,316

1,862

1,228

1,317

145

1,183

1,198

1,200

1,178

1,161

2,391

728

16,060

生後6か月まで

対　象　年　齢

生後12か月から24か月ま
で

5歳以上7歳未満、かつ小
学校就学前1年間

中学1年生の間の年齢

高校3年生に相当する年齢

高校2年生に相当する年齢
※4

生後3か月から7歳6か月ま
で

延べ　6,785

1回目

1,076

2　期 1,211

3　期 1,397

4　期 1,403

麻しん風しん
混合　※3

4　期 145

1,093

 対象者数 ※1

1　期

1,0932回目

3回目

1,129

1,290

Ⅰ期初回
1回目

1,201
2回目

Ⅰ期初回終了後6か月以上
の間隔をおき、7歳6か月
まで

11歳以上13歳未満

生後6か月から7歳6か月ま
で

1,250Ⅰ期追加

Ⅱ期 1,347

高齢者インフルエン
ザ

34,105

Ⅰ期初回終了後概ね1年の
間隔をおき、7歳6か月ま
で

9歳以上13歳未満

65歳以上（60歳以上65歳
未満で心臓、腎臓、呼吸
器等の障害が身体障害者
手帳1級相当の方を含む）

子宮頸がん 2,845

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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



※6（合計5回接種）

ポリオ 41

麻しん風しん 6

ＢＣＧ 4

三種混合 14

二種混合 2

日本脳炎 4

　　　　※1　平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に、対象年齢の始期になる者の数です。

　　　　　 （高齢者インフルエンザを除く。）

　　　　※2　対象年齢に該当するすべての接種者の数です。

　　　　※3　麻しん又は風しんの単独接種者も含む数値です。

　　　　※4　平成23年5月20日から平成24年3月31日までの間、麻しん及び風しんの定期の予防接種の対象

　 　　　　者に修学旅行等として海外に行く高校2年生相当の年齢の者が追加された。

　　　　※5　平成17年6月から予防接種勧奨を差し控えておりましたが、平成22年4月1日から3歳児及び

　 　　　　接種差し控えにより1期が完了していない9歳児を対象に積極的勧奨を開始しました。

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

　　　　　 れの者は、希望により20歳未満の間に限り、定期予防接種としての接種が可能となりました。

　　　　※6　接種者数には平成23年9月30日までに接種を開始した高校2年生を含む。

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

延べ　6,785

延べ　2,048

延べ　737

1,460

身体の状況等により、市
内医療機関での接種がで
きない場合

子宮頸がん 2,845

ヒブ 6,902

生後2か月以上7か月未満
（合計4回接種）

生後7か月以上12か月未満
（合計3回接種）

1歳以上5歳未満（1回接
種）

1,135

延べ　1,932

小児用肺炎球菌 6,902

延べ　1,089

埼玉県立小児医療
センター委託

生後2か月以上7か月未満
（合計4回接種）

生後7か月以上12か月未満
（合計3回接種）

延べ　790

1歳以上2歳未満（合計2回
接種）

2歳以上5歳未満（1回接
種）
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精神保健事業 453,107 （目的）精神保健に関する疾病発生の予防、及び心の健康の保持増進を図ります。　 246

(中央保健センター、

菖蒲保健センター、 （対象）市民

栗橋保健センター、

鷲宮保健センター) （手段） ・保健師及び保健事業推進員による精神保健に関する相談等を実施しました。 

（単位：件）

  　     ・精神保健福祉士によるこころの健康相談を実施しました。

（単位：回、人）

        ・こころの健康講座を実施しました。 （単位：人、円）

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

　　　　必要な方には医療機関の受診を促し、早期治療につながりました。

　　　　・講座を開催し広く市民に精神保健に関する情報提供を行うことで、心の健康に関する意識の

　　　　向上を図ることができました。

H24.3.9
（金）

鷲宮総合支所
身近な人への気持ち
の伝え方、受けとめ
方

参加人数 事業費

H23.11.20
（日）

ふれあいセン
ター久喜

分かりやすいうつ病
の話

71 50,000

来所相談 電話相談 訪問指導

357 1,123 293

実施回数 相談者数

17 32

開催日 会　場 内　容

51 30,000

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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



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

妊婦健康診査事業 93,180,334 （目的）母子健康手帳の交付と、妊婦健康診査の実施により、妊婦の健康管理及び健康の保持増進を図り 246

(中央保健センター） 　　　ます。

（対象）妊婦

（手段）妊娠届出者に対し母子健康手帳を交付するとともに妊婦健康診査の受診票及び助成券を交付し、

　　　医療機関への委託により妊婦健康診査を実施しました。

（単位：円、回、人）

母子健康手帳交付

妊婦健康診査

　　　　※　妊婦健康診査の実績数は、１回目の受診人数です。

（成果）妊婦の健康管理及び健康の保持増進を図ることができました。　

ママ・パパ教室事業 1,320,442 （目的）妊娠・出産・育児に必要な知識や技術の普及を図り産後も交流できる仲間づくりをするととも 246

(中央保健センター、 　　　に、父親の育児参加への理解を深めます。

菖蒲保健センター、

栗橋保健センター、 （対象）妊婦とその家族

鷲宮保健センター)

（手段）各保健センターにおいて、ママ・パパ教室を実施しました。

（単位：回、人）

中央保健センタ－

菖蒲保健センタ－

栗橋保健センタ－

鷲宮保健センタ－

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

41

593,974 随時 1,099 1,099

92,586,360 14 1,099 ※　1,006

15 23 16

12

実施回数 参加実人数(ママ）区　　分

30 103 76

決算書の
ページ

事　業　内　容 事業費 実施回数 対象者数 実績数

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

17

20 47 37

合　　計 77 214 146

参加実人数(パパ）
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乳幼児健康診査事業 18,409,296 （目的）乳幼児の発育発達の確認及び異常の早期発見を行い、乳幼児の健全育成に役立てるとともに、適 248

(中央保健センター、 　　　切な保健指導を行い、保護者の不安軽減を図ります。

菖蒲保健センター、

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

鷲宮保健センター)

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

　　　精密健診、事後指導を行いました。

（単位：回、人）

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

　　　うことにより乳幼児の健全育成に役立てることができました。

乳幼児相談・教室事 5,934,223 （目的）乳幼児の発育発達を促し、保護者へ必要な知識の普及と不安の軽減を図ります。 248

業

(中央保健センター、 （対象）乳幼児とその保護者

菖蒲保健センター、

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

鷲宮保健センター) （単位：円、回、組）

1,265 1,189

事　業　内　容 事業費 実施回数 延参加組数

 1歳6か月児健康診査 38 1,203 1,184

 3歳児健康診査 41

 4か月児健康診査 41 1,106 1,068

 10か月児健康診査 38 1,058 984

事　業　内　容 実施回数 対象者数 受診者数

209

 乳幼児健康相談 1,174,817 60 1,751

 むし歯予防教室 1,203,934 12 310

 離乳食のすすめ方教室 319,804 35

109

 親子教室 1,002,150 57 418

 ことばの相談 1,031,180 59 255

 乳幼児発達相談 851,323 40 139

 1歳6か月児健診継続相談 351,015 35

決算書の
ページ

事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果支　出　済　額
事 　業 　名

（所 　管　 課）



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

　　　ました。

母子訪問指導事業 1,937,600 （目的）妊娠・出産・育児に関する知識の普及、情報の提供及び保健指導を行います。 248

(中央保健センター、

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

栗橋保健センター、

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

　　　　・訪問件数　　延2,806件

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

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

　　　ました。

成人健康診査事業 121,182,277 （目的）壮年期からの健康づくりへの意識の高揚と生活習慣病の予防及び疾病の早期発見を行います。 248

(中央保健センター、

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

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

鷲宮保健センター) 　　　　・がん検診推進事業対象者（乳がん検診、子宮頸がん検診、大腸がん検診）

（手段）・健康手帳を保健センター等で配布しました。

　　　　・集団検診は、保健センター等で実施しました。

　　　　・個別検診は、久喜市医師会に委託して実施しました。

　　　　・がん検診推進事業を実施しました。

（単位：人）

対象者数事　　業　　名 実績数 受診率

 健康手帳交付 2,418

216

 健康診査（個別） 862 49 5.7%

 子宮がん検診（集団・個別） 25,441 3,680 14.5%

 肝炎ウイルス検診（集団・個別）

3,552 15.5%

 胃がん検診（集団） 52,382 2,657 5.1%

 肺がん検診（集団） 58,373 3,101 5.3%

 乳がん検診（集団・個別） 22,917
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（単位：人）

対象者数

　　　　　※子宮がん・乳がん検診の実績数には、がん検診推進事業の実績が含まれています。

　　　　　※乳がんの個別検診の実施期間は6か月間、その他のがん及び肝炎ウイルス検診の個別検診の

　　　　　実施期間は、10か月間でした。

　　　　　※肺がん検診（集団）では、結核健康診断も併せて実施しています。

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

　　　健康の保持増進を促すことができました。

健康づくり推進事業 2,156,677 （目的）健康に関する必要な知識の普及、情報の提供及び及び、適切な指導を行うことにより、自己の健 250

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

菖蒲保健センター、

栗橋保健センター、 （対象）市民

鷲宮保健センター)

（手段）けんこう大学、お口と体のヘルスケア、骨粗しょう症予防教室、健康づくり運動教室等を実施し

      ました。

　　　　　　　実施回数　延べ 247回　　　　　参加者数　　延べ　6,098人

（単位：回、人）

参加者数(延）

けんこう大学

 ボディバランス講座

 アンチエイジング講座（休養編）

 アンチエイジング講座（運動編）

 感染症最新情報

お口と体のヘルスケア

骨粗しょう症予防教室

健康づくり運動教室

3,041

 結核健康診断（集団） 24

 大腸がん検診（個別） 59,824

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

事　　業　　名 実績数 受診率

8,620 14.4%

 前立腺がん検診（個別）

事　業　内　容（教室名） 実施回数(延）

25 341

4 67

6 106

2 43

2 37

4 115

48 877



健康体操

ウォーキング体操

ダンベル体操

3Ｂ体操

出前講座　

その他

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

　　　図るとともに、生活習慣の改善を促すことができました。

成人健康相談事業 746,734 （目的）相談者の健康状態の確認を行い、生活習慣改善のための知識の普及、情報の提供及び、必要な指 250

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

菖蒲保健センター、

栗橋保健センター、 （対象）市民

鷲宮保健センター)

（手段）保健師、看護師、栄養士による健康相談や食生活相談を実施しました。

　　　　・実施回数　延べ　304回　　　・参加者数　延べ　3,332人

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

　　　持増進を図るとともに、生活習慣の改善を促すことができました。

成人訪問指導事業 102,133 （目的）療養上の保健指導が必要な方に訪問指導を行い、健康の保持増進を図ります。 250

(中央保健センター、

菖蒲保健センター、 （対象）療養上の保健指導が必要と認められる者

栗橋保健センター、

鷲宮保健センター) （手段）保健師・看護師・栄養士による訪問を行いました。

　　　　・訪問件数　延べ　58件

（成果）対象者の実生活に応じた療養上の保健指導を行うことにより、心身の機能の低下を防止し、健

　　　康の保持増進を促すことができました。

12

29 1,080

366

22 891

22 908

24 325

47 942
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がん検診キャンペー 563,636 （目的）がん予防の重要性や検診の意義などを、市民に普及・啓発します。 250

ン事業

(中央保健センター) （対象）市民

（手段）がん検診啓発映画会＆けんこう測定会、がん検診推進標語コンクール、がん予防講座等を実施

　　　　しました。

（単位：人）

がん検診啓発映画会＆けんこう測定会 映画会　　

『余命１ケ月の花嫁』の上映・がん体験談の発表 測定会 延べ1,397

　骨の健康･脳年齢･全身反応チェック､健康食の試食等

H23.7.13(水) がん検診推進標語コンクール

～H23.9.9(金) 一般の部 190作品

学生の部 409作品

がん予防講座 講演及び

 講演『聞けば元気になる～“病は気から”』 ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ

　　　講師：済生会栗橋病院院長補佐 本田宏氏(医師)

 パネルディスカッション　　 試食

 　　『がんの最新治療～早期発見が大切～』

      パネリスト：済生会栗橋病院 外科医師3名

 健康食の試食

（成果）がん検診啓発映画会＆けんこう測定会等の実施により、がん予防の重要性や検診の意義などを、

　　　　普及・啓発することができました。

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

休日夜間急患診療所 553,433 （目的）休日夜間急患診療所の施設及び設備を、診療時に使用することができる状態に維持管理します。 252

管理事業

（健康医療課） （対象）休日夜間急患診療所の施設及び設備

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

(応募総数）

H23.12.4(日)

255

260

開催日 内　容 参加者数

H23.7.23(土) 249



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

　　　としての機能を保つよう維持管理を行いました。

（成果）初期救急医療を提供できる状態に保つことができました。

休日夜間急患診療所 10,892,675 （目的）他の病院等が休診の休日の夜間等に、初期救急診療の機会を提供します。 252

運営事業

（健康医療課） （対象）市民及び近隣市町の住民

（手段）・久喜市及び白岡町の共同運営により、休日の夜間等に、医師、薬剤師、看護師及び事務員を配

　　　　置し、初期救急医療を行いました。（診療科目：内科・小児科）

　　　　・診療時間　　日曜日：午後7時～10時

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

（単位：回、人）

0 ～  4歳

5 ～  9

10 ～ 14

15 ～ 19 ・県内

20 ～ 29 ・県外

30 ～ 39

40 ～ 49

50 ～ 59

60 ～ 69

70 ～

（成果）初期救急医療を必要とする市民及び近隣市町の住民に対し、他の病院等が休診の休日の夜間等に

　　　診療の機会を提供することができました。

161

診療回数 受診者数

11

13

6

10

8

6

11

4

7

63

140

23

68

11月 9

5

7

　区分

月

4月

5月

6月

67

171

84

45

94

147

その他

637

47

受　診　者 の 内 訳

197

1回平均
受診者数

久喜市

白岡町

合計

2月

3月

12月

1月

8月

9月

10月

13

17

24

4

8

7

21

57

57

87

68

104

201

146

94

1042

20
16

12

44

37

8

8

12

6

6

7月

333

（年齢階層） （住所地別）

208
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（款）4 衛生費　　 　  （項）1 保健衛生費　　　（目）5 保健センター費　　　　　　　 （単位：円）

健康管理システム運 3,931,777 （目的）予防接種・乳幼児健診・成人検診の履歴や検診予約状況等の管理を行い、各種保健事業の円滑な 254

用事業 　　　実施を図ります。

(中央保健センター)

（対象）市民

（手段）住民異動情報の抽出及び健康管理システムへの取り込みやシステムの保守管理を電算業者に委託

　　　して実施しました。

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

　　　することができました。

保健センター管理事 19,369,679 （目的）保健センターの施設及び設備を安全かつ良好な環境で利用することができる状態に維持管理しま 254

業 　　　す。

(中央保健センター、

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

栗橋保健センター、

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

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

　　　全かつ良好な環境で施設を運営することができました。

保健センター運営事 11,418,467 （目的）各種保健事業を円滑に実施することができるよう、臨時職員の任用や保健事業日程表の作成、事 256

業 　　　務用機器の借上げ等を行います。

(中央保健センター、

菖蒲保健センター、 （対象）各保健センター（中央・菖蒲・栗橋・鷲宮）

栗橋保健センター、

鷲宮保健センター) （手段）・臨時職員9人（保健師4人、一般事務5人）を任用しました。

　　　　・平成24年度保健事業日程表を作成し、全戸配布するとともに、公共施設に配架しました。

　　　　　　印刷部数　64,000部　　　印刷費　969,696円

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

　　　　を支出しました。

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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



（成果）各種保健事業を円滑に実施することができました。

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

環境審議会事業 390,000 （目的）環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進について審議するための環境審議会 258

（環境管理課） 　　　を運営するための経費です。

（対象）久喜市環境審議会委員　15名

（手段）環境基本計画に関することのほか、街路樹の選定に関することや自然環境保全地区に関すること

　　　について審議されました。

第1回 平成23年5月23日　出席委員13名

第2回 平成23年6月 2日　出席委員13名

第3回 平成23年9月16日　出席委員12名

第4回 平成24年2月 6日　出席委員14名

第5回 平成24年3月23日　出席委員13名

（成果）環境基本計画策定に伴う審議において、活発な意見が出されるとともに、環境審議会条例に基づ

　　　いて適正な運営をすることができました。

アイドリング・スト 205,275 （目的）自動車使用に伴う環境への負荷を低減するため、ノーカーデー、アイドリング・ストップ実施の 258

ップ等推進事業 　　　意識の向上を図ります。

（環境管理課）

（対象）市内で車を運転する人、公用車、通勤車

（手段）・久喜駅周辺等において、啓発キャンペーンを年4回実施しました。

　　　　※平成23年5月18日、6月22日、8月6日、10月16日

　　　　・広報くきで啓発活動をしました。

　　　　・毎週水曜日は、公用車、通勤車の使用を抑制しました。（ノーカーデーにおける取組み）

　　　　・出張時は、公共交通機関を利用しました。（ノーカーデーにおける取組み）

　　　　・近場への用務には、公用自転車等を利用しました。（ノーカーデーにおける取組み）

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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（成果）ノーカーデー、アイドリング・ストップ実施に対する意識の向上を図ることができました。

環境団体支援事業 540,000 （目的）青毛堀等の用水路を清掃する団体の育成及び活動を活性化させ、地域の環境美化を促進します。 258

（環境管理課）

（対象）青毛堀・稲荷台用水環境保全会、青毛堀環境保全会、六郷堀環境衛生保全会、大中落環境保全会

（手段）次のとおり補助金を交付しました。

　　　○青毛堀・稲荷台用水環境保全会（久喜地区）

・久喜市青毛堀・稲荷台用水環境保全会に補助金（450,000円）を交付しました。

　　　○青毛堀環境保全会（鷲宮地区）

・青毛堀環境保全会に補助金（30,000円）を交付しました。

毎月

　　　○六郷堀環境衛生保全会（鷲宮地区）

・六郷堀環境衛生保全会に補助金（30,000円）を交付しました。

毎月

期　　日 事　　　業　　　内　　　容　

H23.4.24 総会

H23.6.5 ゴミゼロ・クリーン久喜市民運動参加

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

H23.7.22 環境ボランティア視察研修（28人参加）栃木県宇都宮市（宇都宮河川愛護会）

H23.10.9 菜の花の種蒔き

H23.11.13 稲荷台用水清掃（約600人参加、ゴミ回収量2,460kg）

H24.1.27 環境ボランティア視察研修（23人参加）埼玉県入間市（霞川をきれいにする会）

H24.3.4 青毛堀清掃（約1,500人参加、ゴミ回収量1,410kg）

期　　日 事　　　業　　　内　　　容　

H23.5.28 総会

H23.6.5 ゴミゼロ・クリーン久喜市民運動参加

河川の不法投棄監視及び清掃（延べ、約240人参加）

期　　日 事　　　業　　　内　　　容　

H23.4.23 総会

H23.6.5 ゴミゼロ・クリーン久喜市民運動参加

河川の不法投棄監視及び清掃（延べ、約400人参加）



　　　○大中落環境保全会（鷲宮地区）

・大中落環境保全会に補助金（30,000円）を交付しました。

（成果）・清掃の実施により、河川の美化を促進できました。

　　　　・多くの市民の皆様に参加いただき、活動を通して、環境問題に対する関心を高めることができ

　　　　ました。

　

環境マネジメントシ 703,850 （目的）市の活動における環境負荷の低減及び市民への率先垂範、並びに環境に対する職員の意識改革を 258

ステム運用事業 　　　図ります。

（環境管理課） 　

（対象）取り組み対象施設を利用する市民及び勤務する市職員、施設管理のための委託業者

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

　　　マネジメントプログラムを策定し、目標達成に向けて取り組みました。

　　　○「取り組んだ事業」

　　　　　・環境保全事業：37事業

　　　　　・一般事務：12項目

　　　　　　　①電気使用量の削減、②公用車の走行距離削減、③低公害車の導入、

　　　　　　　④都市ガス消費量の削減、⑤ＬＰガス消費量の削減、⑥灯油消費量の削減、

　　　　　　  ⑦公用車のノーカーデー、⑧通勤車のノーカーデー、⑨水道使用量の削減、

　　　　　　　⑩コピー用紙の使用量の削減、⑪ごみの減量、

　　　　　　　⑫事務用品におけるグリーン購入の推進

　　　　　・公共工事：環境配慮方針の実施

　　　　　・施設管理：施設の適正管理

（成果）・環境基本計画の推進を図ることができました。

　　　　・市が率先して環境問題に取り組むことにより、市民の環境保全対策への認識が深まることや、

　　　　市内立地企業の環境への取り組みがより促進されるものと期待できます。

　　　　・システムが浸透し、「計画」→「実施及び運用」→「点検及び是正措置」→「見直し」→

　　　　「計画」→・・の考え方が職員に根付くことにより、職員の意識改革につながってきました。

事　　　業　　　内　　　容　

H23.5.15 総会

期　　日

H23.6.5 ゴミゼロ・クリーン久喜市民運動参加

毎月 河川の不法投棄監視及び清掃（延べ、約100人参加）
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新エネルギー導入事 7,491,000 （目的）石油代替エネルギーを積極的に導入することにより、地球温暖化防止に寄与するとともに、市民 260

業 　　　の環境保全意識を高めます。

（環境管理課）

（対象）平成23年度中に住宅用太陽光発電システムを設置した市民で、経済産業省が実施する住宅用太陽

　　　光発電導入支援対策費補助金の交付申請をし、交付決定通知を受けた方

　　　　なお、平成23年度中に市の補助事業を完了することが条件となります。

（手段）発電出力1kwあたり20,000円（上限4kw：80,000円）を補助金として交付しました。

（成果）計106件の補助申請に対して、補助金を交付しました。

　　　　交付対象の約半数が既築住宅であり、太陽光パネルが市内の住宅に設置されたことにより、地球

　　　温暖化防止の取り組みに対する環境意識の向上につながりました。

リサイクル促進事業 40,750 （目的）家庭から排出される使用済みの廃油をリサイクルし、粉石けんとして有効活用することにより、 260

（環境管理課） 　　　ごみの減量化など環境への負荷の軽減を図る啓発を目的としています。

（対象）市民

（手段）しみん農園久喜（緑風館）に設置した粉石けん製造機で、ボランティア団体の講師指導のもと、

　　　廃食用油から石けん作りを体験していただきました。

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

　　　対し環境への関心が深まりました。

環境学習事業 149,045 （目的）次世代を担う児童、生徒や市民に対して環境教育、環境学習を実施し、環境に関する知識の向上 260

（環境管理課） 　　　や環境の大切さを啓発します。

（対象）市民

（手段）講座及び各種観察会等を開催しました。

　　　　①目で見る環境講座（事業費0円）2回

　　　　　・（株）資生堂 久喜工場（12月15日：32人）

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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



　　　　　・久喜宮代衛生組合　　 （ 2月23日：23人）

　　　　②各種観察会（事業費　147,000円）

　　　　　・野草、昆虫観察会　1回（ 7月 9日：15人）久喜菖蒲公園

　　　　　・こども自然観察会　1回（ 7月25日： 7人）埼玉県自然学習センター（北本市）

　 　　　　　・巨樹、巨木観察会　1回（10月28日：30人）菖蒲神社、吉祥院、金山公園ほか

　　　　　・野鳥観察会　　　　1回（ 1月26日：13人）沼井公園、弦代公園（鷲宮地区）

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

　　　心や知識の向上が図れました。

緑化推進事業 2,706,104 （目的）市内の緑の減少傾向に少しでも歯止めをかけ、緑豊かな住みよい環境をつくります。 260

（環境管理課、菖蒲

環境経済課、栗橋環 （対象）市民、市内全域

境経済課、鷲宮環境

経済課） （手段）・樹木樹林を指定し奨励金を交付しました。

　　　　・ボランティア団体、市民に種苗、苗木を配布しました。

　　　　○樹木樹林生垣奨励金事業 （単位：円）

　　　　○環境美化事業 （単位：円）

　　　　○苗木等配布 （単位：円）

200,025

50,000

236,250

金　　額配布数
300本

40本

200本

配布品目
ユズ・イロハモミジ

種の配布（スイートピー・かすみ
草・ひまわり・スイートバジル・ペ
パーピント）

5,000個

レモン

レモン・ミカン・ユズ・ラズベリー

奨励金種別 申請件数 金　　額

樹　木 261本 469,800

樹　林 10箇所 130,723

生　垣 83.9ｍ 132,500

提供品目 植栽場所 金　　額

種苗、園芸用品等 駅前広場、運動公
園各公園等

200,000

配布品目
久喜地区

栗橋地区

鷲宮地区

99,000菖蒲地区
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（成果）緑を保全する意識を高めるとともに、緑あふれるまちづくりの一環として、市内の緑化及び環境

　　　の保全に寄与しました。

自然保護事業 275,322 （目的）市内における自然環境の保全に努め、将来の市民にこれらを継承し、現在及び将来における市民 260

（環境管理課、栗橋 　　　の健康で文化的な生活の確保を図ります。

環境経済課）

（対象）保全地区

（手段）○奨励金を交付しました。

（単位：円）

武井家屋敷林保全地区

吉羽天神社周辺保全地区

栗橋内池保全地区

　　　　○内池周辺の除草を7月、9月、11月に実施しました。 （単位：円）

（成果）絶滅が危惧される動植物及び希少野生動植物を保全する意識を高め、現在及び将来における市民

　　　の健康で文化的な生活の確保に寄与しました。

広域利根斎場組合負 29,341,000 （目的）4市町（3市1町）で施設を共同で運営することにより、経費の軽減を図ります。 260

担金事業

（環境管理課） （対象）広域利根斎場組合

（手段）運営経費負担金を支払いました。

（成果）共同で施設を運営することにより、経費の軽減を図ることができました。

環境基本計画策定事 4,137,000 （目的）旧1市3町のこれまでの取組みや、地域特性・市民の意識等を反映した実効性のある環境政策を推 260

業 　　　進するための本市における基本的な方向性及び施策を盛り込んだ環境基本計画を策定します。

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

保全地区 面積 金　　額

2,484㎡

栗橋地区 12,669㎡

委託場所 履行期間 委託金額

久喜市狐塚地内 H23.7.12 ～ H23.11.30

140,288

11,952

23,382

56,700

久喜地区
2,330㎡



（環境管理課） （対象）久喜市全域

（手段）基礎調査報告書を策定するための業務を委託しました。

（単位：円）

（成果）新しい環境基本計画を策定するため、久喜市の環境の現状、施策・事業や環境指標の進捗状況、

　　　市民及び事業者の意識、行動の実態等について把握・分析し、基礎調査報告書を策定しました。

緑のカーテン事業 1,783,081 （目的）地球温暖化に少しでも歯止めをかけ、住みよい環境をつくります。 262

（環境管理課、菖蒲

環境経済課、栗橋環 （対象）市の公共施設

境経済課、鷲宮環境

経済課） （手段）緑のカーテンを設置しました。

　　　　○緑のカーテン事業 （単位：円）

（成果）エアコン等の使用電力を控えることにより、ＣＯ２排出量の削減に寄与しました。

業　務　名 履行期間 委託金額

環境基本計画策定に係る
基礎調査業務

H23.5.12 ～ H24.3.23 3,885,000

栗橋地区
栗橋総合支所庁舎、栗橋保健センター、栗橋文
化会館（ゴーヤ、マンデビラ、アサガオ）

149,280

252,000

4,137,000

市民意識調査対象者デー
タ抽出作業業務

H23.9.7 ～ H23.10.5

合　計

地　　区 設置場所（樹木品目） 金　　額

久喜地区

市本庁舎、ふれあいセンター久喜、児童セン
ター　さくら保育園、上下水道部、東公民館、
中央幼稚園、緑風館、青葉保育園、中央保育園
（ゴーヤ、アサガオ、琉球アサガオ）

977,140

菖蒲地区
菖蒲総合支所庁舎
（ゴ―ヤ、ヒョウタン、宿根アサガオ） 177,294

鷲宮地区

鷲宮総合支所庁舎、鷲宮東コミュニティセン
ター、鷲宮西コミュニティセンター（ゴーヤ、
琉球アサガオ、宿根アサガオ）

220,207
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沼井公園ビオトープ 420,000 （目的）沼井公園ビオトープの適切な管理を行い、身近な自然や生物の多様性の保全を図るものです。 262

管理事業

（鷲宮環境経済課） （対象）沼井公園ビオトープ

（手段）ビオトープ内の環境を維持するため、除草作業を行いました。

（成果）沼井公園ビオトープの自然や生物等の多様性の保全を図ることができました。

節電啓発事業 723,345 （目的）市民・事業者の省エネルギーの取組みを推進するため、啓発活動を通じて広く節電を呼びかけま 262

（環境管理課） 　　　す。

（対象）市民、事業者

（手段）・久喜駅周辺等において、啓発キャンペーンを実施しました。

　　　　・広報くき（特集）、ホームページ、ポスター、チラシで啓発活動をしました。

　　　　・イベント時における啓発活動を実施しました。（市民まつり・環境展等）

　　　　・啓発用ののぼり旗を設置しました。（本庁舎、各総合支所ほか約230本）

　　　　・公共施設、学校等の節電対策の推進を実施しました。

　　　　・市民、事業者（企業）へ節電の協力を要請しました。

（成果）節電に対する意識の向上を図るとともに、省エネルギー対策の実践など、環境問題に対する関心

　　　を高めることができました。

環境保全率先実行計 544,976 （目的）地球温暖化対策の推進のため、「久喜市環境保全率先実行計画」を策定します。 262

画策定事業

（環境管理課） （対象）市、市民、事業者

（手段）埼玉県緊急雇用創出基金を活用して臨時職員を雇用し、菖蒲地区、栗橋地区、鷲宮地区における

　　　市所有の施設について、各エネルギー使用量等の現況を調査し、基礎資料としてまとめます。

（成果）久喜市全域の市所有の公共施設等について、温室効果ガス排出量の現況について把握するととも

　　　に新しい「久喜市環境保全率先実行計画」を策定することができました。

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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



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

公害監視調査事業 8,402,444 （目的）各種調査を実施し、環境状況の実態を把握することにより、安全性の確認及びデータの蓄積を行 262

（環境保全課、菖蒲 　　　います。

環境経済課、栗橋環

境経済課、鷲宮環境 （対象）市民、工場、事業所

経済課）

（手段）・新幹線騒音測定事業

　　　　　東北新幹線の騒音を測定しました。（南2丁目）

　　　　　　　　・軌道中心から12.5ｍにおける地上1.2ｍ、3ｍ及び6ｍ地点（市測定）

　　　　　　　　・軌道中心から25ｍ、50ｍ及び100ｍにおける地上1.2ｍ地点（県測定）

　　　　　　　　　（平成23年11月に埼玉県水環境課と合同で実施）

　　　　・自動車騒音、振動調査事業

　　　　　主要道路における騒音、振動を24時間測定しました。（平成24年1月）

　　　　　　　　・東北自動車道（六万部地内）　　・県道久喜幸手線（久喜北地内）

　　　　　　　　・県道さいたま栗橋線（江面地内）・県道川越栗橋線（菖蒲町菖蒲地内）

　　　　　　　　・国道４号線（栗橋東地内）　　　・加須幸手線バイパス（八甫地内）

　　　　・大気汚染調査事業

　　　　　大気中の二酸化硫黄、二酸化窒素を3箇所、年12回測定しました。

　　　　・ダイオキシン類汚染実態調査事業

　　　　　大気中のダイオキシン類を2箇所、年2回測定しました。（平成23年7月、平成24年1月）

　　　　　（太田小学校）　平均濃度・・・・0.064-TEQ/m3　（環境基準0.6TEQ/m3以下）

　　　　　（鷲宮公民館）　平均濃度・・・・0.063-TEQ/m3

　　　　・有害大気汚染物質調査事業

　　　　　大気中の有害汚染物質を1箇所、アスベストを1箇所、年1回測定しました。（平成23年12月）

　　　　・水質検査事業

　　　　　事業所水質検査を15箇所、年1回測定しました。（平成24年2月） 　

　　　　　河川水質検査を47箇所、年2回測定しました。（平成23年7月、平成24年1月）

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

　　　　※苦情処理件数

　　　　　大気汚染関係　57件　　水質汚濁関係　6件　　騒音振動関係　20件　　悪臭関係　22件

　　　　　不法投棄関係　17件　　その他　24件

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

　　　　　・備品購入費　　福島第一原発事故に伴う空中放射線量測定器購入　1,410,885円

　　　　　・委託料　　　　土壌中の放射性物質調査業務委託 　　　　　　　 658,350円

不法投棄対策事業 787,679 （目的）市民の生活環境の保全及び公衆衛生を確保するため、不法投棄を未然に防ぐとともに、不法投棄 264

（環境保全課、菖蒲 　　　された廃棄物を撤去します。

環境経済課、栗橋環

境経済課、鷲宮環境 （対象）不法投棄物

経済課）

（手段）・定期的に環境保全パトロールを実施しました。

　　　　・不法投棄された家電５品目については、リサイクル券を購入し、投棄品を久喜宮代衛生組合、

　　　　家電リサイクル指定引取場所へ搬入しました。

（成果）不法投棄を早期発見し、速やかに処理することができたので、環境の保全が図られました。

　　　　・家電製品の処理数

　　　　　テレビ　93台　　冷蔵庫　12台　　冷凍庫　1台　　洗濯機　6台　

ポイ捨て等防止対策 5,460,380 （目的）久喜駅周辺でのたばこの吸殻や紙くず等のポイ捨て防止及び飼い犬のふんの放置を防止し、環境 264

事業 　　　美化を促進します。

（環境保全課、菖蒲

環境経済課、栗橋環 （対象）市民

境経済課、鷲宮環境

経済課） （手段）条例の趣旨を市民に理解していただくため、啓発活動を実施しました。

　　　　・市職員及びポイ捨て等防止巡視員による防止重点区域のパトロール実施

　　　　・ポイ捨て等防止ボランティアによる清掃活動や啓発活動の実施

　　　　・久喜駅周辺等において、年3回啓発キャンペーンを実施

　　　　　(平成23年10月2回、11月）

　　　　・広報くきへの掲載

（成果）ゴミのポイ捨てや犬のふんの放置を減少させることが出来ました。

　　　　・パトロール回数

　　　　　職員：隔週1回／2ｈ　　ポイ捨て等防止巡視員：週3回／4ｈ

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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



　　　　・指導件数

　　　　　ポイ捨て等防止　12件

畜犬対策事業 990,556 （目的）飼い犬の狂犬病予防注射実施率向上と飼い主のモラル向上を図り、公衆衛生の後退を防ぎます。 264

（環境保全課、菖蒲

環境経済課、栗橋環 （対象）犬の所有者及び新規登録者

境経済課、鷲宮環境

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

　　　　・集合狂犬病予防注射を市内25会場で実施しました。

　　　　　実施期間：4月4日～28日　新規登録数：67頭　注射済票交付数：3,161頭

（単位：頭）

（成果）集合狂犬病予防注射実施の適切な啓発と実施場所の提供により、畜犬登録者の負担軽減と公衆衛

　　　生の向上を図ることができました。

地域保健衛生事業 7,938,638 （目的）公衆衛生等が侵害された市民の状態を、速やかに侵害前の状態に回復します。 264

（環境保全課、菖蒲

環境経済課、栗橋環 （対象）公衆衛生等が侵害された市民

境経済課、鷲宮環境

経済課） （手段）・ゴミゼロ・クリーン久喜市民運動を平成23年6月5日に実施しました。

　　　　・市民や職員からの連絡を受けて、犬猫等の死骸を処理しました。

　　　　・スズメバチを駆除した市民に対して補助金を交付しました。

　　　　・大雨時に浸水被害を受けた家屋等に環境消毒を実施しました。

（単位：円）

注射済票交付数

7,245
※内盲導犬2頭

H23．4．1
～

H24．3．31
563 9,178

※H24.3.31現在

事　業　名 内　　　　　容 事業費

ゴミゼロ・クリーン久喜市民運動 ゴミの回収実績（36,920kg）参加者数（延べ20,597名） 1,647,489

犬猫等死骸処理業務委託事業 犬、猫、タヌキ等の死骸処理（390件）死骸なし(21件） 2,327,850

スズメバチ駆除費補助事業 スズメバチ駆除費補助（96件） 422,700

環境消毒業務委託事業 浸水被害に係る環境消毒（久喜地区3回・鷲宮地区2回） 125,000

実施期間 新規登録数 畜犬登録数
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（成果）市民の侵害された公衆衛生等を速やかに回復することができました。

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

　　　　・光熱水費　　　　　災害用仮設トイレ電気代　    　25,650円

　　　　・委託料　　　　　　災害用仮設トイレ汲取り委託料　33,600円

　　　　・使用料及び賃借料　災害用仮設トイレ借上料　　　117,600円

　　　　・工事請負費　　　　災害用仮設トイレ電源・パーテーション設置工事　112,915円

除草代行事業 919,130 （目的）土地所有者等による空き地の適切な管理を促し、市民の生活環境の保全、日常生活の安全及び公 266

（環境保全課） 　　　衆衛生の向上を図ります。

（対象）空き地の所有者

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

　　　　・申請を受けたものを、委託業者に発注し、当該地の除草をしました。

　　　　　委託実施延べ件数　37件

（成果）住民の快適な生活環境や日常生活の安全性が保たれました。

さいたま環境整備事 200,000 （目的）埼玉県内に不法投棄された産業廃棄物を撤去するために設立した「さいたま環境整備事業推進積 266

業推進積立金事業 　　　立金」に積立を行うことによって、市が産業廃棄物撤去事業を実施する際、補助金があり、経費の

（栗橋環境経済課） 　　　削減を図ります。

（対象）社団法人埼玉県産業廃棄物協会

（手段）負担金を支払いました。

（成果）県市町及び企業が共同で積み立てることにより、経費の軽減を図ることができました。

路上喫煙防止啓発事 900,075 （目的）条例の周知と路上喫煙に関するマナー等の啓発を実施します。 266

業

（環境保全課、菖蒲 （対象）市民

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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



環境経済課、栗橋環 （手段）平成24年4月1日に施行する「久喜市路上喫煙の防止に関する条例」の内容を市民に理解していた

境経済課、鷲宮環境 　　　だくため、啓発活動を実施しました。

経済課） 　　　　・市内駅前広場周辺において、計6回啓発活動を実施

　　　　　(平成23年12月1回、平成24年2月4回、平成24年3月1回）

　　　　・広報くき及び市ホームページへの掲載

　　　　・市内５駅の駅前広場に横断幕を設置

（成果）条例施行日や内容の周知及び路上等における喫煙マナーの意識向上が図れました。

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

合併浄化槽普及促進 39,258,000 （目的）合併処理浄化槽の普及促進を図り、公共用水域の水質の向上を図ります。 266

補助事業

（下水道業務課） （対象）補助の対象地域内において、処理対象人員10人以下の浄化槽を設置しようとする方

（手段）合併処理浄化槽の設置に対し、補助金を交付します。

（単位：基、円）

（成果）下水道・農業集落排水区域外における公共用水域の水質の向上を図ることができました。

浄化槽管理指導事業 30,000 （目的）浄化槽の適正な維持管理を指導・啓発等することにより、公共用水域の水質保全を図ります。 268

（下水道業務課）

（対象）浄化槽管理者等

（手段）埼玉県合併処理浄化槽普及促進協議会への負担金を支払いました。

（成果）適切な維持管理指導等をすることができました。

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

合　計 78 39,258,000

設置区分 基数 補助金額

新　規 30 3,600,000

転　換 48 35,658,000
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久喜宮代衛生組合負 2,260,266,000 （目的）宮代町と共同で施設を運営することにより、経費の軽減を図ります。 268

担金事業

（環境管理課） （対象）久喜宮代衛生組合

（手段）運営経費負担金を支払いました。

（成果）共同で施設を運営することにより、経費の軽減を図ることができました。

し尿処理事業 2,893,092 （目的）菖蒲区域におけるし尿及び浄化槽汚泥を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に努 268

（菖蒲環境経済課） 　　　めます。

（対象）菖蒲区域におけるし尿汲み取り世帯、浄化槽世帯

（手段）・年間処理数

（単位：枚）

 ・年間処理量

（単位：kl）

（成果）菖蒲区域におけるし尿及び浄化槽汚泥等を適正に処理することができました。

北本地区衛生組合負 41,290,000 （目的）鴻巣市、北本市、吉見町と共同で施設を運営することにより、経費の軽減を図ります。 268

担金事業

（菖蒲環境経済課） （対象）北本地区衛生組合

（手段）運営経費負担金を支払いました。

 し尿 373.53

 浄化槽汚泥 2,120.97

 農業集落排水 1,541.56

合   計 4,036.06

人数券 2,544

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

世帯券 2,184



（成果）鴻巣市、北本市、吉見町と共同で施設を運営することにより、経費の軽減を図ることができまし

　　　た。
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