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（単位：円）

支 出 済 額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

医療体制検討事業 150,000 （目的）地域医療の充実を図るため、医療機関のネットワーク構築などについて協議します。 254

（健康医療課）

（対象）市民

（手段）久喜市医療体制等推進協議会を開催し、医療体制のあり方などについて協議をしました。

区分 期　日 主 な 内 容

H26.10.21

H27.1.16 委嘱式、医療体制の課題について

（成果）答申の推進や、啓発の進め方などについて協議を進めることができました。

母子愛育会地域活動 850,280 （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支 254

事業 　　　援します。

菖蒲保健センター） （対象）市民、母子愛育会員

（手段）・愛育まつりへの支援　

　　　　・研修会の実施

　　　　・補助金の交付

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

食生活改善事業 771,600 （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、健 254

　　　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。

（款）4 衛生費　　　（項）1 保健衛生費　　　（目）1 保健衛生総務費　

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

第4回
最近の医療政策の動向について
最近の医療政策の動向を踏まえた啓発等について

第1回

(中央保健センター、

　　　　・母子愛育会員による声かけ訪問の実施（訪問件数　1,741件）

(中央保健センター）
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（単位：円、回、人）

区　　分 補助金 委託料 委託事業 　実施回数　 参加者数（延）

久喜支部 18,000 219,172 26 1,248

菖蒲支部 18,000 146,556 19 725

栗橋支部 18,000 140,694 17 872

鷲宮支部 18,000 159,578 21 553

合　　計 72,000 666,000 83 3,398

（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。

食育推進計画推進事 198,000 （目的）「久喜市食育推進計画」の推進及び進捗管理を行います。 254

業

（健康医療課） （対象）市民、市、関係機関

　  　　　の推進及び進捗管理を行いました。

　　　　・久喜市食育推進計画の研修会を１回開催しました。

（成果）食育を総合的かつ計画的に推進していくための事業や取組みに関する進捗管理を行うことができま

　　　した。

健康医療啓発事業 143,808 （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。 256

（健康医療課）

（対象）企業、学校、地域住民

（手段）市内各会場での献血への協力の呼びかけをしました。

実施場所　　企　　業 26箇所 市役所等（地域住民） 8箇所

　　　　　　学　　校 6箇所

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

　　　した。

　　  　　

7事業

7事業

7事業

7事業

（手段）・久喜市食育推進庁内連絡会議等を3回、久喜市食育推進会議を2回開催し、「久喜市食育推進計画」

献血者数（全血献血者＝200ml・400ml）　　2,248人

実施箇所数　40会場（77回）
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支 出 済 額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

自殺対策事業 240,443 （目的）自殺減少に向けた啓発活動を通じて予防対策を図ります。 256

（健康医療課）

（対象）市民

（手段）・「メンタルヘルスチェックシステム」の保守管理を業者に委託して実施しました。

　　　　・ゲートキーパー養成研修を開催しました。

　　　　・自殺予防キャンペーンを実施（啓発用品の配布等）しました。

（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 399,135 （目的）新型インフルエンザ等の感染症の発生に備えます。 256

（健康医療課）

（対象）市民、市、関係機関

　　　　　した。

　　　　・手指消毒剤等を購入しました。

（成果）久喜市新型インフルエンザ等対策行動計画を策定することができました。また、手指消毒剤など、

　　　新型インフルエンザ等に備えた備蓄品を補充することができました。

地域医療対策事業 20,155,162 （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。 256

（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。

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

　　　　　平成26年10月2日　鷲宮総合支所　会議室　参加者　38人

　　　　　平成27年3月27日　鷲宮総合支所　会議室　参加者　63人

　　　　　　平成27年3月 4日　　　　ＪＲ栗橋駅

　　　　　　平成27年3月 9日　　　　ＪＲ東鷲宮駅前

　　　　　　平成27年3月16日　　　　ショッピングモール・モラージュ菖蒲

　　　　　　平成27年3月24日　　　　ＪＲ久喜駅

（手段）・新型インフルエンザ等対策本部班長会議作業部会を3回開催、新型インフルエンザ等対策本部班

　　　　　長会議を1回開催し、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく市町村行動計画を策定しま
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　（単位：㎡、円）

内　　容 面　　積 期　　間 契約金額

済生会栗橋病院用地 10,040.26 6,927,779

　　　　・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。

　　　　・骨髄移植ドナーに対し、骨髄等移殖ドナー助成金を交付しました。

健康増進計画推進事 162,000 （目的）「久喜市健康増進計画」の推進及び進捗管理を行います。 256

業

（健康医療課） （対象）市民、市、関係機関

　　　　　健康増進計画」の推進及び進捗管理を行いました。

（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事業や取組みに関する進捗管理を行うことが

　　　できました。

健康・食育まつり事 1,413,191 （目的）「久喜市健康増進計画」並びに「久喜市食育推進計画」の周知を図ります。 256

業

（健康医療課） （対象）市民

（手段）健康・食育まつりを開催しました。

　　　　・市と久喜市健康・食育まつり実行委員会の主催で開催

　　　　・幼稚園、小学校、中学校の活動発表

　　　　・健康づくり、食育推進啓発ポスター等の展示

　　　　・健康長寿サポーター養成講座の開催

　　　　・健康長寿の達人紹介

　　　　・健康度測定コーナー、運動等体験コーナー等の設置

　　　　・食育コーナー、食の販売コーナー等の設置

（成果）「久喜市健康増進計画」と「久喜市食育推進計画」の周知を図ることができました。

H26.4.1～H27.3.31

 (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。

（手段）・久喜市健康づくり推進庁内連絡会議等を3回、久喜市健康づくり推進会議を2回開催し、「久喜市

　　　　・久喜市健康増進計画の研修会を1回開催しました。

　　　　・平成26年12月14日（日）9:30～15:00　

　　　　　久喜総合文化会館　　　参加者　延べ人数　　約4,400人

　　　　・講演「人生は8合目からがおもしろい～山登りと健康づくり～」
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支 出 済 額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

水道事業会計繰出事業 1,091,000 （目的）水道事業が実施する東日本大震災に伴う避難者に対する水道料金の減免等を支援します。 258

（財政課）

（対象）水道事業

（手段）特別交付税で措置される当該経費を一般会計繰出金として水道事業会計に支出します。

（成果）公共性の高い水道料金の減免等に対し、支援を行うことにより、独立採算を原則とする水道事業の

　　　効率的運営に寄与しました。

（単位：円）

支 出 済 額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

予防接種事業 334,618,233 （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。 258

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

栗橋保健センター、

（手段）・麻しん風しん混合、麻しん、風しん、ＢＣＧ、三種混合、二種混合、日本脳炎、子宮頸がん、ヒ

　　　　　ブ、小児用肺炎球菌、ポリオ、四種混合、水痘の予防接種は、個別接種により市内の接種協力医

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

　　　　　した。

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

　　　　　委託し、無料で実施しました。

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

　　　　　した。

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

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

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

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

(中央保健センター、

鷲宮保健センター)

　　　　・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。

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

　　　　　限3,000円で実施しました。



― 211 ― ４款　衛生費

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

　　　　　綱に基づき助成金の交付（償還払い）を実施しました。

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

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

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

（単位：人）

種　　類 対　象　年　齢

1,056 1,124

1,212 1,140

ＢＣＧ 1,048 1,032

-

7

Ⅰ期初回 14

21

Ⅰ期追加 1,048 299

二種混合 1,300 1,098

Ⅰ期初回 1,105
1,300

1,254

Ⅰ期追加 1,149 1,443

Ⅱ期 1,227 770

子宮頸がん 697

7

（相当年齢）の女子 12

12

Ⅰ期初回 1,037

1,071

1,036

1,024

Ⅰ期追加 1,059 1,113

　　　　　を上限3,000円で実施しました。

 対象者数 ※1 接種者数 ※2

麻しん風しん
混合　※3

1　期 生後12か月から24か月まで

2　期
5歳以上7歳未満、かつ小学校
就学前1年間

生後1歳まで

三
種
混
合

1回目 生後3か月から7歳6か月まで
（四種混合を接種していない
方）

2回目

3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

日
本
脳
炎
※
4

1回目
生後6か月から7歳6か月まで

2回目

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

1回目 小学6年生～高校1年生

2回目

3回目 （合計3回接種）

ヒ
ブ

1回目 生後2か月以上7か月未満（合
計4回接種）

2回目
生後7か月以上12か月未満（合
計3回接種）

3回目

1歳以上5歳未満（1回接種）
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支 出 済 額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

種　　類 対　象　年　齢

Ⅰ期初回 1,037

1,081

1,048

1,031

Ⅰ期追加 1,059 1,058

-

28

Ⅰ期初回 64

86

Ⅰ期追加 1,048 499

1,048

1,051

Ⅰ期初回 1,047

1,021

Ⅰ期追加 1,071 883

4,617 1,720

2,288 435

高齢者インフルエンザ 40,357 18,394

8,556 3,586

- 1,131

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

 対象者数 ※1 接種者数 ※2

小
児
用
肺
炎
球
菌
　

1回目
生後2か月以上7か月未満
（合計4回接種）

2回目
生後7か月以上12か月未満
（合計3回接種）

3回目
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）

ポ
リ
オ

1回目 生後3か月から7歳6か月まで
（四種混合を接種していない
方）

2回目

3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

四
種
混
合

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

2回目

3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

水痘 ※5
1回目

1歳～3歳になる日まで
2回目

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

高齢者肺炎球菌
【定期接種】　※6 65歳

高齢者肺炎球菌
【任意接種】

65歳以上で初めて接種する方
又は過去に接種してから5年以
上経過している方（定期接種
対象者を除く）
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（単位：人）

種　　類 対　象　者

麻しん風しん 3

ＢＣＧ 1

日本脳炎 10

二種混合 3

ヒブ 7

小児用肺炎球菌 7

四種混合 6

水痘 2

麻しん風しん 1

ＢＣＧ 1

三種混合 1

日本脳炎 3

ヒブ 10

小児用肺炎球菌 10

ポリオ 2

四種混合 5

水痘 1

高齢者インフルエンザ 27

高齢者肺炎球菌 14

水痘 59

契約医療機関以外での接種 高齢者肺炎球菌 47

77

33

　　　　　 （高齢者肺炎球菌・高齢者インフルエンザを除く。）

接種者数 ※7

埼玉県立小児医療セン
ター委託　　　　　

身体の状況等により、市内
医療機関での接種ができな
い方

助成金（償還払い）
【定期接種】

疾病や、市外に滞在等によ
り、市内医療機関での接種
ができず、接種希望の医療
機関との契約が困難な場合
の方

助成金（償還払い）
【任意接種】

平成21年4月2日～平成22年
4月1日生まれの5歳児

大人の風しん予防接種
助成事業

妊娠を予定又は希望してい
る19歳以上49歳以下の女性

妊娠をしている女性の配偶
者（内縁を含む）

　　　　※1　平成26年4月1日から平成27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。

　　　　※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。
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支 出 済 額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

　　　　　 た。

　　　　　 炎球菌）は内訳です。

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

精神保健事業 389,000 （目的）精神保健に関する疾病発生の予防及びこころの健康の保持増進を図ります。　 260

菖蒲保健センター、 （対象）市民

栗橋保健センター、

（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）

来所相談 電話相談 訪問指導

466 1,518 340

  　    ・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）

実施回数 相談者数

12 28

  　    ・不登校やひきこもりの家族の集いを実施しました。９月と３月には、臨床心理士による家族支援

　　　　　を行いました。

（単位：回、人）

実施回数 参加者数

12 65

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

　　　　※4　平成17年5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。

　　　　     平成25年4月1日から、平成7年4月1日～5月31日生まれの方も定期接種の対象に追加されまし

　　　　※5　平成26年10月1日から平成27年3月31日までの間に限り、３歳から５歳になる日までの間で、

　 　　　　過去に1回も接種していない方は1回接種することができる経過措置が設けられました。

　　　　※6　平成26年10月1日から平成27年3月31日までの間は、過去に1回も接種していない、平成26年3

　　　　　 月31日において、100歳以上の者及び同年4月1日から平成27年3月31日までの間に65歳、70歳、

 　　　　　75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳の方が対象となる経過措置が設けられました。

　　　　※7　助成金(償還払い)【任意接種】の水痘・大人の風しん予防接種助成事業以外（埼玉県立小児

 　　　　　医療センター委託・助成金(償還払い)【定期接種】・助成金(償還払い)【任意接種】高齢者肺

(中央保健センター、

鷲宮保健センター)
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        ・こころの健康講座を実施しました。 （単位：人、円）

開催日 会　場 内　容 参加人数 事業費

64 24,500

89 60,000

66 5,000

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

　　　　　要な方には医療機関の受診を促し、早期治療につながりました。

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

　　　　　関する意識の向上を図ることができました。

（単位：円）

支 出 済 額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

妊婦健康診査事業 92,437,780 （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ま 260

　　　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、人）

事　業　内　容 事業費 対象者数 実績数

 母子健康手帳交付 508,876 1,023 1,023

 妊婦健康診査 91,928,904 1,023 1,007

　　　　　※　妊婦健康診査の実績数は、１回目の受診人数です。

Ｈ26.7.19 
(土)

ふれあい
センター久喜

統合失調症を正しく理
解するために
～当事者・家族からの
メッセージ～

Ｈ26.8.9 
(土)

ふれあい
センター久喜

統合失調症を正しく理
解するために
～精神科医・薬剤師か
らのアドバイス～

Ｈ26.8.26 
(火）

ふれあい
センター久喜

統合失調症を正しく理
解するために
～精神保健福祉制度、
利用できるサービスに
ついて～

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

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

(中央保健センター）
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支 出 済 額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

（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 1,220,314 （目的）妊娠・出産・育児に必要な知識や技術の普及を図り産後も交流できる仲間づくりをするとともに、 260

　　　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

（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）

区　　分 実施回数

中央保健センター 30 73 53

菖蒲保健センター 15 25 12

栗橋保健センター 12 36 21

鷲宮保健センター 20 54 38

合　　計 77 188 124

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

乳幼児健康診査事業 18,981,553 （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、適切 262

　　　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、

（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）

事　業　内　容 実施回数 対象者数 受診者数

41 1,048 1,004

39 1,055 1,016

38 1,120 1,069

41 1,156 1,076

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

　　　とにより乳幼児の健全育成に役立てることができました。

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

(中央保健センター、

鷲宮保健センター)

参加実人数(ママ） 参加実人数(パパ）

(中央保健センター、

（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)

 4か月児健康診査

 10か月児健康診査

 1歳6か月児健康診査

 3歳児健康診査
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乳幼児相談・教室事 6,797,060 （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。 262

業

（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。

（単位：円、回、組）

事　業　内　容 事業費 実施回数 延参加組数

 離乳食のすすめ方教室 256,631 33 213

 乳幼児健康相談 1,507,485 59 1,604

 むし歯予防教室 1,063,542 12 293

691,600 42 154

 親子教室 1,037,738 57 539

 ことばの相談 1,413,476 74 349

 乳幼児発達相談 826,588 38 158

（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 2,419,707 （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。 262

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、

（手段）助産師・保健師等が訪問し、保健指導を行いました。

（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 181,231,756 （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。 262

菖蒲保健センター、

栗橋保健センター、

　　　　・がん検診推進事業対象者（子宮頸がん検診、乳がん検診、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。

(中央保健センター、

鷲宮保健センター)

 1歳6か月児健診継続相談

(中央保健センター、

鷲宮保健センター)

　　　　・訪問件数　　延べ　2,650件

(中央保健センター、

（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)



― 218 ― ４款　衛生費

支 出 済 額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

　　　　・個別検診は、南埼玉郡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）

事　　業　　内　　容 対象者数 実績数 受診率

健康手帳交付 2,334

肝炎ウイルス検診（集団・個別） 1,246

健康診査（個別） 1,216 47 3.9%

子宮がん検診（集団・個別） 17,409 4,076 23.4%

乳がん検診（集団・個別） 16,002 3,231 20.2%

胃がん検診（集団） 43,638 4,911 11.3%

肺がん検診（集団） 43,638 5,932 13.6%

大腸がん検診（集団・個別） 43,638 14,674 33.6%

前立腺がん検診（集団・個別） 6,712

結核健康診断（集団） 15

　　　　 ※子宮がん・乳がん・大腸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。

　　　　 ※肺がん検診（集団）では、結核健康診断も併せて実施しました。

（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 1,830,981 （目的）健康に関する必要な知識の普及、情報の提供及び適切な指導を行うことにより、自己の健康意識の 264

　　　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

（手段）健康づくり運動教室、慢性腎臓病セミナー、おやじ講座、骨粗しょう症予防講座等の事業を実施し

　　　ました。

（単位：回、人）

事　業　内　容（教室名） 実施回数

健康づくり運動教室 88 1,583

慢性腎臓病セミナー 1 250

おやじ講座 12 175

心疾患の予防と最新治療 1 33

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

　　　 　※がん及び肝炎ウイルス検診の個別検診の実施期間は、9か月間でした。

(中央保健センター、

鷲宮保健センター)

参加者数(延）
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ロコモティブシンドローム予防講座 1 23

歯周病検診とけんこう測定会 1 54

骨粗しょう症予防講座 1 33

生活習慣病予防講座 1 22

健康体操 12 219

ウォーキング体操 22 859

ダンベル体操 22 845

24 395

出前講座　 53 1,023

その他 47 1,585

合　　計 286 7,099

（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 577,570 （目的）相談者の健康状態の確認を行い、生活習慣改善のための知識の普及、情報の提供及び必要な指導を 264

　　　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

（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。

（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 33,910 （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。 264

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、

（手段）保健師・看護師・栄養士による訪問を行いました。

（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。

3Ｂ体操

(中央保健センター、

鷲宮保健センター)

　　　　　実施回数　延べ　1,002回　　　参加者数　延べ　4,719人

(中央保健センター、

鷲宮保健センター)

　　　　　訪問件数　延べ　25件
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支 出 済 額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

体とココロの健康サ 2,366,901 （目的）団地にお住まいの方に、無理のない運動を実践する場を提供することにより、閉じこもりの防止や、 264

ポート事業（健康長 　　　運動機能の向上を図ります。またモデル事業の実施が及ぼした身体的・精神的な効果の検証をします。

寿モデル事業）

（鷲宮保健センター） （対象）わし宮団地住民

（手段）ノルディックウォーキング等軽い運動を取り入れた教室を開催するとともに、体力測定を行いまし

　　　た。また、アンケートを実施し、事業の効果を検証しました。

　　　　健康長寿モデル事業（わし宮団地わくわく事業）のうち、次の４事業の参加者についてのアンケー

　　　トや体力測定を実施し、事業全体の効果を検証しました。

　　　　　対象事業　・花と健康の団地づくり事業　・高齢者家庭訪問事業

　　　　　　　　　　・団地はつらつ運動教室事業　・体とココロの健康サポート事業　

（成果）運動教室では、無理のない運動を実践する場を提供することにより、閉じこもりの防止や、運動機

　　　能の向上を図ることができました。また効果検証では、歩数や活動時間が増加した群が見られ、主観

　　　的健康感はほとんどの事業で向上しました。閉じこもりの改善や、団地の活性化を促すことができま

　　　した。

（単位：円）

支 出 済 額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

休日夜間急患診療所 647,571 （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。 266

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

（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。

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

　　　　　実施回数　39回　　　参加者数　延べ623人

　　　　　実施回数　　8回　　参加者数（実）　68人

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

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ
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休日夜間急患診療所 12,934,754 （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。 266

運営事業

（健康医療課） （対象）市民及び近隣市町の住民

（手段）・久喜市及び白岡市の共同運営により、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）

（単位：回、人）

区分
受診者数 受　診　者 の 内 訳

月

6 37 6 （年齢階層） （住所地別）

11 147 13 0 ～ 275 久喜市 704

5 23 5 5 ～  9 142 白岡市 242

6 41 7 10 ～ 14 111 その他 239

5 17 3 15 ～ 19 57 ・県内 171

8 57 7 20 ～ 29 154 ・県外 68

6 27 5 30 ～ 39 157

9 83 9 40 ～ 49 144

8 235 29 50 ～ 59 70

12 416 35 60 ～ 69 43

6 46 8 70 ～ 32

7 56 8

合計 89 1,185 13

（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。

（単位：円）

支 出 済 額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

健康管理システム運 3,274,010 （目的）予防接種・乳幼児健診・がん検診等の履歴や検診の予約状況等の管理を行い、各種保健事業の円滑 268

用事業 　　　な実施を図ります。

　　　　・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

診療
回数

1回平均
受診者数

4月

5月  4歳

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

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

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

(中央保健センター)
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支 出 済 額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

（対象）職員、市民

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

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

　　　することができました。

      　なお、社会保障・税番号制度施行に伴うシステム改修業務委託については、国からの必要な情報提

保健センター管理事 20,832,325 （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す。 268

業 　　　

（対象）各保健センター（中央・菖蒲・栗橋・鷲宮）の施設及び設備

菖蒲保健センター、

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

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

　　　つ良好な環境で施設を維持管理することができました。

保健センター運営事 13,631,477 （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、事務 272

業 　　　用機器の借上げ等を行います。

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、

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

　　　　　支出しました。

（成果）各種保健事業を円滑に実施することができました。

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

　　　供が遅れたため、1,998,000円を繰越明許費により平成27年度予算に繰り越しました。

(中央保健センター、

鷲宮保健センター)

(中央保健センター、

鷲宮保健センター) （手段）・臨時職員13人（保健師3人、看護師4人、一般事務6人）を任用しました。

　　　　・平成27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　66,000部　　　印刷製本費　957,290円
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（単位：円）

支 出 済 額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

環境監査委員会事業 18,000 （目的）環境の保全及び創造に関する施策について、環境監査を実施する環境監査委員会を運営するための 274

（環境課） 　　　経費です。

（手段）市の環境に関する年次報告書「久喜市の環境」に基づいて、環境監査が実施されました。

　　　

（成果）環境監査を実施するとともに、環境基本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 46,710 （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・ストップ実施の意 274

ップ等推進事業 　　　識の向上を図ります。

（環境課）

（対象）市内で車を運転する人、公用車、通勤車

　　　　・広報くきへ啓発記事を掲載しました。

　　　　・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、公用自転車を利用しました。（ノーカーデーにおける取組み）

（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 597,000 （目的）河川や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。 274

（環境課）

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

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

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

（対象）久喜市環境監査委員会委員　5人

平成27年1月14日　出席委員3人

（手段）・久喜駅周辺等において、啓発キャンペーンを年6回実施しました。

　　　　　※平成26年8月22日（久喜駅）、12月19日（栗橋駅）、12月25日（久喜駅）、

　　　　　　平成27年1月9日（久喜駅）、2月20日（東鷲宮駅）、3月18日（久喜駅）
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支 出 済 額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

　　　○久喜市青毛堀・稲荷台用水環境保全会（久喜地区）

事　　　業　　　内　　　容　

H26. 5.10 総会

H26. 5.25 ゴミゼロ・クリーン久喜市民運動参加

H26. 6.21 ゴミ拾い清掃、植栽地除草

H26. 9.15 川の国応援団感謝状受賞、朝霞産業文化会館　

H26. 9.24

H26.11. 9

H27. 1.20

H27. 3. 8

　　　○河川浄化対策協議会（栗橋地区）

期　　日 事　　　業　　　内　　　容　

H26. 4.27 河川周辺の清掃活動参加　中川水辺公園の清掃

H26. 5.16 総会

H26. 7. 6 行幸湖クリーン作戦周辺清掃

H26.11.16

毎月

　　　○青毛堀環境保全会（鷲宮地区）

期　　日 事　　　業　　　内　　　容　

H26. 5.17 総会

H26. 5.25 ゴミゼロ・クリーン久喜市民運動参加

毎月

　　　○六郷堀環境衛生保全会（鷲宮地区）

期　　日 事　　　業　　　内　　　容　

H26. 4.12 総会

H26. 5.25 ゴミゼロ・クリーン久喜市民運動参加

毎月

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

・久喜市青毛堀・稲荷台用水環境保全会に補助金（436,000円）を交付しました。

先進地視察研修（26人参加）川の博物館、行田浄水場

稲荷台用水清掃（約600人参加、ゴミ回収量約1,850kg）

先進地視察研修（24人参加）忍川環境を守る会

青毛堀一斉清掃（約1,500人参加、ゴミ回収量350kg）

・河川浄化対策協議会に補助金（74,000円）を交付しました。

河川浄化キャンペーン（約170人参加）

防犯・環境パトロールへの参加（延べ参加者50人）

・青毛堀環境保全会に補助金（29,000円）を交付しました。

河川の不法投棄監視及び清掃（延べ参加者363人が参加）

・六郷堀環境衛生保全会に補助金（29,000円）を交付しました。

河川の不法投棄監視及び清掃（延べ参加者511人）
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　　　○大中落環境保全会（鷲宮地区）

期　　日 事　　　業　　　内　　　容　

H26. 6.14 総会

H26. 5.25 ゴミゼロ・クリーン久喜市民運動参加

毎月 不法投棄監視（第１土曜日）、河川清掃（週２回）、花壇清掃（週１回）

（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 301,428 （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図 274

ステム運用事業 　　　ります。

（環境課） 　

（対象）取り組み対象施設を利用する市民及び市職員、施設管理のための委託業者

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

　　　ラムを策定し、目標達成に向けて取り組みました。

　　　○「取り組んだ事業」

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

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

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

　　　　　　　⑩ごみの減量、⑪事務用品におけるグリーン購入の推進

　　　　　・公共工事：環境配慮方針の実施

　　　　　・施設管理：施設の適正管理

（成果）・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」の「ＰＤ

　　　　　ＣＡサイクル」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。

　　　　・市が率先して環境問題に取り組むことにより、市民・事業者の環境保全対策への認識が深まりま

　　　　　した。

新エネルギー導入事 10,851,000 （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、市民の 274

業 　　　環境保全意識を高めます。

・大中落環境保全会に補助金（29,000円）を交付しました。

　　　　　・環境保全事業：56事業

　　　　　・一般事務：11項目
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支 出 済 額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

（環境課）

　　　交付申請をし、交付決定通知を受けた方

（成果）交付対象の約６割が既築住宅であり、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 58,579 （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、ご 274

（環境課） 　　　みの減量化など環境への負荷の軽減を図る啓発をします。

（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

　　　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

　　　対する関心が深まりました。

環境学習事業 151,200 （目的）次世代を担う児童や生徒、市民に対して環境教育、環境学習を実施し、環境に関する知識の向上や 274

（環境課） 　　　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。

　

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

（対象）平成26年度中に住宅用太陽光発電システムを設置した市民で、太陽光発電システム設置費補助金の

（手段）発電出力1kW当たり20,000円（上限4kW：80,000円）の補助金を交付しました。

　　　　　　　補助金交付件数　　　149件

　　　　①目で見る環境講座（事業費0円）2回

　　　　　・日本工業大学　　　　（平成27年 2月 4日：17人）

　　　　　・キューピー㈱五霞工場（平成27年 3月16日：29人）

　　　　②各種観察会（事業費　151,200円）

　　　　　・野草、昆虫観察会（平成26年 7月 5日： 8人）久喜菖蒲公園

　　　　　・こども自然観察会（平成26年 8月20日：22人）埼玉県環境科学国際センター（加須市）

　　　　　・樹木観察会　　　（平成26年11月 6日：24人）総合運動公園「自然林」、武井家屋敷林ほか
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（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

　　　や知識の向上が図られました。

緑化推進事業 1,862,374 （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。 276

（環境課、菖蒲環境

経済課、栗橋環境経 （対象）市民、市内全域

済課、鷲宮環境経済

課） （手段）・保存樹木・樹林を指定し、奨励金を交付しました。

　　　　・生垣を設置した市民に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）

奨励金種別 申請件数 金　　額

樹　木 417,600

樹　林 105,166

生　垣 99,249

　　　　　○環境美化事業 （単位：円）

提供品目 植栽場所 金　　額

種苗、肥料等 209,915

　　　　　○苗木等配布 （単位：円）

地　区 配布品目 配布数 金　　額

久喜地区 温州ミカン 259,200

菖蒲地区 花の種子の配布（かすみ草） 67,500

栗橋地区 温州ミカン・ポンカン 50,000

鷲宮地区 温州ミカン・レモン・キンカン・ポポー 192,456

（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 347,654 （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の 276

（環境課、栗橋環境 　　　健康で文化的な生活の確保を図ります。

経済課）

（対象）保全地区

　　　　　・野鳥観察会　　　（平成27年 1月23日：14人）久喜菖蒲公園昭和沼

232本

8箇所

3件

駅前広場、運動公
園、道路脇等

300本

2,500袋

100本

220本
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支 出 済 額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

（単位：円）

地区 指定年月日 保全地区名 指定面積 金　　額

久喜地区
H23. 8.29 武井家屋敷林 151,496

H23. 8.29 吉羽天神社周辺 17,928

栗橋地区 H23. 8.29 栗橋内池 37,854

鷲宮地区 H25. 8. 1 八甫の森 16,711

久喜地区 H25.10. 1 所有者の意向により非公開 65,921

（単位：円）

委託場所 履行期間 委託金額

久喜市狐塚地内 58,320

（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 46,312,000 276

担金事業 　　　運営を促します。

（環境課）

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

　　　した。

緑のカーテン事業 3,345,207 （目的）緑のカーテンの日除け効果によるエアコン等の節電効果により、地球温暖化防止に寄与するととも 276

（環境課、菖蒲環境 　　　に、緑豊かな環境づくりを推進します。

経済課、栗橋環境経

済課、鷲宮環境経済 （対象）市の公共施設

課）

（手段）緑のカーテンを設置しました。

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

（手段）○自然環境の保全奨励金を交付しました。（289,334円）

2,330㎡

2,484㎡

12,669㎡

4,220㎡

2,880㎡

　　　　○内池周辺の除草を6月、8月、10月に実施しました。（58,320円）

H26.5.29 ～ H26.10.31

（目的）4市町（3市1町）により、施設を共同で運営するための負担金を負担することで、効率的で質の高い
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　　　　○緑のカーテン事業 （単位：円）

地　　区 設置場所（品目） 金　　額

1,585,300

790,400

437,350

486,500

沼井公園ビオトープ 270,000 （目的）沼井公園ビオトープの適切な管理を行います。 276

管理事業

（鷲宮環境経済課） （対象）沼井公園ビオトープ

（手段）ビオトープ内を適切に管理するため、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保全を図ることができました。

節電啓発事業 33,000 （目的）市民・事業者の省エネルギーの取り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 276

（環境課） 　　　す。

（対象）市民、事業者

（手段）・広報くきで啓発活動を実施しました。

久喜地区
（13施設）

さくら保育園、すみれ保育園、あおば保育園、中
央保育園、中央幼稚園、中央公民館、東公民館、
西公民館、児童センター、ふれあいセンター、中
央保健センター、市役所第二庁舎、しみん農園久
喜（緑風館）（ゴーヤ、アサガオ、西表アサガオ
、千成ビョウタン、フウセンカズラ）

菖蒲地区
（5施設）

菖蒲総合支所庁舎、しょうぶ会館、菖蒲保健セン
ター、森下公民館、しみん農園菖蒲（ゴ―ヤ、千
成ビョウタン、宿根アサガオ）

栗橋地区
（5施設）

栗橋総合支所庁舎、栗橋保健センター、栗橋文化
会館イリス、栗橋幼稚園、健康福祉センター（ゴ
ーヤ、アサガオ、千成ビョウタン、へちま、西表
アサガオ）

鷲宮地区
（5施設）

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、鷲宮児童館、鷲
宮地域子育て支援センター（ゴーヤ、琉球アサガ
オ、アサガオ、千成ビョウタン）

（成果）エアコン等の節電効果により、ＣＯ2排出量の削減に寄与しました。
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支 出 済 額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

　　　　・市民まつりにおいて啓発活動を実施しました。

　　　　・市民団体、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。

緑の基本計画策定事 3,323,100 （目的）緑の保全と創造に関する施策を、総合的かつ計画的に推進するための、本市における基本的な方向 276

業 　　　性及び施策を盛り込んだ（仮称）緑の基本計画を策定します。

（環境課）

（対象）久喜市全域

（手段）（仮称）緑の基本計画を策定するための業務を委託しました。

（単位：円）

業　務　名 履行期間 委託金額

12,773,100

（成果）緑の保全と創造に関する施策を、総合的かつ計画的に推進するために、久喜市緑の基本計画を平成

（単位：円）

支 出 済 額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

公害監視調査事業 10,386,130 （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い 278

（環境課、菖蒲環境 　　　ます。

経済課、栗橋環境経

済課） （対象）市民、工場、事業所

（手段）・公害調査を実施しました。

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

　　　　・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、公共施設104本）

（仮称）緑の基本計画策定
業務

H25.4.26 ～ H26.11.28
（うち26年度分　3,323,100）

　　　26年11月に策定しました。

（款）4 衛生費　　　（項）2 環境衛生費　　　（目）2 環境保全費

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ
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調査名 調査内容 箇所数 調査月 備考

新幹線騒音測定
軌道中心から

H26.10 市実施

〃 県実施

大気汚染調査 大気中の二酸化硫黄、二酸化窒素調査

大気中の有害汚染物質調査 H26.12

大気中のアスベスト調査 H26.12

水質調査

事業所水質検査 H27. 1

河川等水質調査

土壌中の放射性物質調査

臭気指数測定調査 H26.12 臨時調査

　　　　・苦情処理件数

（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。

　　　　※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。

不法投棄対策事業 518,382 （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、不法投棄さ 278

（環境課、菖蒲環境 　　　れた廃棄物を撤去します。

経済課、栗橋環境経

東北新幹線の騒音測定（南2丁目）

　12.5m地点（地上高1.2m、3m、6m） 1地点

　25m、50m、100m地点（地上高1.2m） 3地点

自動車騒音・振動
調査

主要道路における自動車交通騒音常時
監視、振動の24時間調査（①一般国道
122号、②県道さいたま栗橋線、③県
道羽生外野栗橋線、④県道栗橋停車場
線、⑤県道久喜騎西線、⑥県道蓮田白
岡久喜線、⑦県道下石戸上菖蒲線）

7路線
H26.12

（調査及び面
的評価）  

4箇所  年12回調査

ダイオキシン類
汚染実態調査

大気中のダイオキシン類調査
（菖蒲総合支所、鷲宮公民館）

2箇所
H26. 7
H27. 1

有害大気汚染物質
調査

1箇所

1箇所

13箇所

47箇所
H26. 8
H27. 1

土壌中の放射性
物質調査

16箇所
H26. 8
H27. 2

清久工業団地内A社の4方向と清久公園
で臭気調査

5箇所

　　　　　大気汚染関係　47件　　水質汚濁関係　2件　　騒音低周波関係　27件　　悪臭関係　16件

　　　　　不法投棄関係　72件　　振動　1件　　　　　　その他　33件　　　　　　合計　 　198件

　　　　　・役務費　　福島第一原発事故に伴う空中放射線量測定器校正　 260,280円

　　　　　・委託料　　土壌中の放射性物質調査業務委託 　　　　　　　　712,800円
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支 出 済 額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

済課、鷲宮環境経済 （対象）不法投棄物

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４品目については、リサイクル券を購入し、投棄品を久喜宮代衛生組合、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するとともに、速やかに処理することができ、環境の保全が図られました。

ポイ捨て等及び路上 4,375,869 （目的）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並びに路上喫煙を防止し、環境 278

喫煙防止対策事業 　　　美化を促進します。

（環境課、菖蒲環境

経済課、栗橋環境経 （対象）市民

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。

　　　　・市職員及び環境保全巡視員による防止重点区域のパトロールを実施

　　　　　○パトロール頻度

　　　　・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

　　　　・路上喫煙禁止区域への路面表示の設置

　　　　・ホームページでの啓発

（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できました。

　　　　また、路上等における喫煙マナーの意識向上が図れました。

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

　　　　・家電製品の処理数　　　30台　　　（テレビ　18台、冷蔵庫　6台、洗濯機　6台）

　　　　　　職員：隔週1回／2ｈ　

　　　　　　環境保全巡視員：久喜地区：（週3回又は週2回）×2人／4h（延べ139日）

　　　　　　　　　　　　　　菖蒲地区：（週1回又は週2回）×2人／4h（延べ59日）

　　　　　　　　　　　　　　栗橋地区：（週1回又は週2回）×2人／4h（延べ54日）

　　　　　　　　　　　　　　鷲宮地区：（週1回又は週2回）×2人／4h（延べ54日）

　　　　　○指導件数　　　　路上喫煙防止　47件　

　　　　・久喜駅周辺等において、啓発キャンペーンを年7回実施しました。

　　　　※平成26年8月22日(久喜駅)、10月19日(市民まつり)、12月19日(栗橋駅)、12月25日(久喜駅)、

　　　　　平成27年1月9日(久喜駅)、2月20日(東鷲宮駅)、3月18日(久喜駅)



― 233 ― ４款　衛生費

畜犬対策事業 983,367 （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及び公衆衛生の確保を図ります。 280

（環境課、菖蒲環境

経済課、栗橋環境経 （対象）犬の所有者及び新規登録者

済課、鷲宮環境経済

課）

（単位：頭）

新規登録数 注射済票交付数 畜犬登録数

606

（成果）畜犬登録時等における飼い主のモラルに係る適切な啓発と、集合狂犬病予防注射の実施により、公

　　　衆衛生の向上と飼い主の利便性及び負担軽減を図ることができました。

地域保健衛生事業 7,579,238 （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。 280

（環境課、菖蒲環境

経済課、栗橋環境経 （対象）公衆衛生等が侵害された市民

済課、鷲宮環境経済

課）

　　　　・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）

事業名 内容 事業費

301,777

2,249,424

351,720

25,714

（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。

（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7日～24日　新規登録数：49頭　注射済票交付数：2,616頭

H26．4．1
～

H27．3．31
6,853

※内盲導犬1頭
8,359

※H27.3.31現在

（手段）・ゴミゼロ・クリーン久喜市民運動を平成26年5月25日に実施しました。

ゴミゼロ・クリー
ン久喜市民運動

ゴミの回収実績（29,470kg）参加者数（延べ21,480人）

犬猫等死骸処理業
務委託事業

犬、猫、狸等の死骸処理（344件）現場死骸なし(28件）

スズメバチ駆除費
補助事業

スズメバチ駆除費補助（82件）

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1回）
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支 出 済 額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

除草代行事業 1,308,120 （目的）土地所有者等に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衆衛生 280

（環境課） 　　　の向上を図ります。

（対象）空き地の所有者等

　　　　・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。

（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。

合併浄化槽普及促進 46,442,000 （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。 280

補助事業

（下水道業務課）

　　　転換しようとする方

（手段）合併処理浄化槽への転換設置に対し、補助金を交付しました。

　　　　・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 51,277 （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。 280

（下水道業務課）

（対象）浄化槽管理者等

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

　　　　・浄化槽管理者に対して、啓発活動を実施しました。

（成果）適切な維持管理指導等をすることができました。

水質汚濁防止事業 131,788 （目的） 水質汚濁防止法で定める現地調査の実施等及び水質事故の対応を行います。 282

（環境課）

（対象） 久喜市内に存する特定事業場等　 

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

（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。

　　　　　委託実施延べ件数　51件

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

（成果）・計64件の補助申請に対して、補助金を交付しました。
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（手段） 特定有害物質取り扱い施設の受付、立入り検査の実施及び排水の採水・分析等を行います。

（単位：円）

支 出 済 額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

久喜宮代衛生組合負 2,537,500,000 （目的）宮代町と共同で施設を運営するための負担金を負担することで、効率的で質の高い運営を促します。 282

担金事業 　　　

（環境課） （対象）久喜宮代衛生組合

（手段）運営経費負担金を支払いました。

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

　　　した。

（単位：円）

支 出 済 額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

し尿処理事業 2,141,745 （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め 282

　　　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  ・年間処理量

（単位：枚）

世帯券 1,624  し尿 572.09

人数券 1,624  浄化槽汚泥 1,854.80

 農業集落排水 1,413.07

合   計 3,839.96

（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。

（成果） 平成26年度は、権限移譲を受けるために必要な消耗品や備品の購入を行いました。

（款）4 衛生費　　　（項）3 清掃費　　　（目）1 清掃総務費

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

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

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

(菖蒲環境経済課)

（単位：kl）
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支 出 済 額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

北本地区衛生組合負 40,747,000 （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。 282

担金事業

（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。

（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。

　　　

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

(菖蒲環境経済課)
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