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（単位：円）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

秘書業務経費 13,657,958 （目的）市長公用車の運行管理、負担金及び市長交際費の支出等を行うことにより、市長及び副市長の円滑 74

（秘書課） 　　　な公務遂行に寄与します。

（対象）市長、副市長、市政運営に関係する団体及び個人

（手段）市長公用車をリースし運行管理を委託にて実施したほか、関係団体に負担金を支出しました。

　　　　また、市長交際費として各種会合の会費、慶祝費、弔事費及び渉外費を支出しました。

（成果）市政運営に関係する団体及び個人との良好な関係を保ち、市長及び副市長の円滑な公務遂行に寄与

　　　しました。

人事管理事業 8,200,939 （目的）職員の人事管理及び給与の支給等を適正かつ効率よく行います。 76

（人事課）

（対象）職員

（手段）適正な人事管理を行うため、人事ヒアリングや定員適正化計画等に基づき、適正な職員配置に努め、

　　　職員採用についても必要に応じ実施しました。また、給与の支給についても、効率的な処理を行いま

　　　した。

（成果）職員の削減を図るとともに、新たな行政需要や社会環境の変化に対応する適正な人員配置及び人事

　　　管理を行うことができました。また、給与の支給についても、人事給与システムの賃貸借によって効

　　　率的な処理を行うことができました。

職員研修事業 3,913,135 （目的）公務員としての意識の確立と職員の能力を高め、まちづくりの担い手としての人材の育成を図りま 76

（人事課） 　　　す。

（対象）職員

（款）2 総務費　　　（項）1 総務管理費　　　（目）1 一般管理費　　　　　　　

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

　　　　・交際費支出件数　　348件

　　　　・交際費支出金額　　1,670,080円

　　　・平成25年度職員退職者　    38人（定年22人、勧奨11人、自己都合5人）

　　　・平成26年度職員新規採用者  28人
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（手段）久喜市職員研修計画に基づき、各種職員研修を実施しました。

・市独自研修 （単位：人、日）

研　修　名 男 女 合計 日数

新規採用職員研修 16 12 28 6

新規採用職員 体験研修

16 12 28 20

ガイドヘルプ研修 16 12 28 1

消防体験研修 13 14 27 4

政策形成能力向上研修 12 4 16 12

手話研修 16 5 21 10

普通救命講習会 31 12 43 2

インスタント・シニア研修 23 6 29 1

管理職人権問題研修 166 25 191 1

人事評価研修 79 4 83 3

接遇リーダー養成研修 52 11 63 4

職員全体研修

568 284 852 5

（交通法規、本人通知制度、障害者差別解消法について、人権問

　題研修、久喜市のシティプロモーションについて、行政不服審

　査法関連三法について、協働のまちづくり、環境マネジメント

　システム、接遇力向上の取り組み、ハラスメントの防止につい

　て）

女性職員キャリアアップ研修 0 29 29 1

・共同研修 （単位：人、日）

研修機関名 研　修　名 男 女 合計 日数

三市一町共同研修会 初級職員研修 12 12 24 4

中級職員研修 18 8 26 2

上級職員研修 4 8 12 3

係長実践研修 21 4 25 2

応対能力養成研修 3 5 8 3

民法研修 3 0 3 3

管理職研修 15 0 15 2

マネジメント研修 4 2 6 2

・清掃業務実習1日間×7日程：久喜宮代衛生組合

・高齢者介護実習2日間×4日程：鶴寿荘

・障がい者介護実習1日間×5日程：久喜けいわ
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支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

・派遣研修 （単位：人、日）

研修機関名 研　修　名 男 女 合計 日数

彩の国さいたま人づく 新規採用職員研修（第Ⅰ部課程・基本） 16 12 28 4

り広域連合 新規採用職員研修（第Ⅰ部課程・選択） 16 12 28 1

新規採用職員研修（第Ⅱ部課程） 16 12 28 2

中級職員研修（基礎） 22 15 37 3

中級職員研修（実践） 0 2 2 3

係長級研修 8 4 12 3

課長補佐級研修 9 3 12 2

課長級研修 7 4 11 2

地方公務員法 2 1 3 3

簿記入門と公会計 2 1 3 2

基礎から学ぶ地方自治法 0 1 1 2

基礎から学ぶ地方公務員法 0 2 2 1

プレゼンテーション能力養成 3 0 3 2

ワンペーパーでプレゼンテーション 1 1 2 2

アサーティブ・トレーニング 1 1 2 2

クレーム対応（個人編） 0 2 2 2

交渉力向上 4 0 4 2

中堅職員のチームマネジメント 1 0 1 2

住民対応力向上 4 0 4 2

文章力向上 5 2 7 2

データ活用力向上 2 0 2 2

コンプライアンス研修 2 0 2 2

政策法務基礎編 2 0 2 3

政策法務立法編 1 0 1 4

段取り力向上 4 0 4 2

コーチング 1 0 1 2

部下育成 2 0 2 1

古典に学ぶ 2 0 2 1

施策マネジメント 0 1 1 1

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ
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地方公務員法講師養成研修 1 0 1 5

接遇研修指導者養成研修 0 1 1 3

法制執務講師養成研修 1 0 1 4

異業種体験研修 1 0 1 2

行政不服申立 1 0 1 2

人づくりセミナー 8 1 9 1

地域おこし講座 1 0 1 3

政策課題共同研究 1 0 1 15

政策課題共同研究オープニングセミナー 0 1 1 1

政策研究交流大会 2 1 3 1

行政課題連続セミナー 0 1 1 1

市町村職員中央研修 情報公開と個人情報 1 0 1 9

所 ステップアップ自治体リーダー 0 1 1 5

広報・広聴の効果的実践 0 1 1 11

市町村税徴収事務 1 0 1 11

地域ブランドの発信 1 0 1 9

選挙事務 1 0 1 9

議会事務 1 0 1 9

法令実務Ａ（基礎） 0 1 1 5

日本経営協会 地方自治体における臨時・非常勤職員の任
1 0 1 2

用と管理実務セミナー

税務担当者のための民法講座 0 1 1 2

固定資産税における土地評価と課税の実務 1 0 1 2

交付要求・参加差押え 1 0 1 2

滞納処分ができない債権の回収についての
1 0 1 2

解説

非木造家屋の評価基礎実務演習（初級） 1 0 1 2

自治体における戦略広報とシティプロモー
1 0 1 2

ションのすすめ方

自治大学校 第２部課程第１７０期研修 1 0 1 48

（成果）職員研修を計画的に実施することにより、職員の能力開発と資質の向上に資することができました。
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支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

職員福利厚生事業 9,369,488 （目的）　職員等の健康の保持増進を図ります。 78

（人事課、菖蒲総務

管理課、栗橋総務管 （対象）　職員（臨時職員及び非常勤職員等を含む）

理課、鷲宮総務管理

課） （手段）　定期健康診断を主とした健康管理事業を実施しました。

（単位：人、円）

事　業　名 実　　施　　日 人数 支　出　額

定期健康診断 937 3,244,426

大腸検診 356 0

胃検診 117 0

腰痛予防体操講習会 20 30,000

36 590,814

（成果）　各種事業の実施により、職員等の健康の保持増進に資することができました。

入札参加事務事業 2,316,001 （目的）競争入札の執行により適正な入札・契約事務を行います。 78

（契約検査課）

（対象）入札執行課

（手段）埼玉県電子入札共同システム等により、競争入札の参加資格に関する審査を行い、入札参加資格者

　　　名簿を作成するとともに、競争入札の執行により適正な入札・契約事務を行いました。

（単位：事業者）

登　録　区　分 名簿登載者数

建設工事 1,351

設計・調査・測量業務 862

土木施設維持管理業務 352

物品等（その他業務委託含む） 1,358

合　　計 3,923

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

H26.7.23、25、29、30
8.1、11、25、28、9.8

H26.7.23、25、29、30、8.1

H26.9.30、10.2、3、8、9

H27.3.10、17

産業医・保健師による個別健康相
談

H26.11.6、11、17、12.18
H27.1.13、28、29

・平成27・28年度入札参加資格者名簿登載者数
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（単位：件、％） （単位：件、％）

入札方式 件　数 落札率 件　数 落札率

一般競争入札 46 94.9 63 95.6

指名競争入札 114 95.5 123 95.9

合　　計 160 95.3 186 95.8

（単位：件、％） （単位：件、％）

入札方式 件　数 落札率 件　数 落札率

指名競争入札 88 92.8 94 91.9

（単位：件、％） （単位：件、％）

入札方式 件　数 落札率 件　数 落札率

指名競争入札 23 95.0 32 91.3

（成果）入札参加資格者名簿の作成及び競争入札の執行により、入札・契約事務の適正化を図ることがで

　　　きました。

（単位：円）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

広報発行事業 20,865,802 （目的）市政運営に対する理解を深めていただくため、様々な行政情報を広報紙に編集して市民の皆さんに 80

（シティプロモー 　　　提供します。

ション課）

（対象）市民（全世帯）

        また、区長及び公共施設等に仕分け搬送し、区長を通じて各世帯に配布しました。

（単位：部、頁）

発行月 発行部数 頁数 発行月 発行部数 頁数

H26.5 60,600 24 H26.11 60,700 26

    6 60,500 28     12 60,700 28

平成26年度入札件数及び落札率

・建設工事（設計額250万円以上） 参考（平成25年度）

・設計・調査・測量業務委託（設計額100万円以上） 参考（平成25年度）

・土木施設維持管理業務委託（設計額100万円以上） 参考（平成25年度）

（款）2 総務費　　　（項）1 総務管理費　　　（目）2 広報広聴費　　　　　　　

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

（手段）毎月１日に「広報くき」、毎月15日に「広報くきお知らせ版」を発行しました。

・広報くきの発行　毎月１日発行　特色2色刷り　　15,423,226円
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支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

（単位：部、頁）

発行月 発行部数 頁数 発行月 発行部数 頁数

 H26.7 60,700 28 H27. 1 60,700 28

     8 60,700 28      2 60,700 18

     9 60,700 24      3 61,000 24

    10 60,700 28      4 61,100 22

（単位：部、頁）

発行月 発行部数 頁数 発行月 発行部数 頁数

H26.4 60,500 10 H26.10 60,600 12

    5 60,600 8     11 60,700 8

    6 60,500 8     12 60,700 8

    7 60,600 10 H27. 1 60,700 8

    8 60,600 10      2 60,700 6

    9 60,600 12      3 61,000 6

（成果）月２回広報紙を発行し、区長及び公共施設を通じて配布することにより、様々な行政情報を市民

　　　の皆さんに提供することができました。

ホームページ事業 1,166,400 （目的）インターネットを利用する市民の皆さん等に市の主要な施策、事業、催し物等、様々な行政情報を 80

（シティプロモー 　　　提供できるよう、市ホームページの運用管理を行います。

ション課）

（対象）市民、インターネット利用者

（手段）各課等が作成・変更等をした行政情報をホームページ担当課で確認して適切に更新しました。

（成果）ホームページを通じて、様々な行政情報を素早く提供するとともに、市の魅力を市内外に発信する

　　　ことができました。

市長への提言事業 96,768 （目的）手紙・ＦＡＸ・Ｅメールで市民の皆さんから市長にいただいたご意見・ご提案を組織的な市政運営 80

（シティプロモー 　　　の参考にします。

ション課）

（対象）市民等

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

・広報くきお知らせ版の発行　毎月15日発行　単色刷り　　5,334,576円

　　　・ホームページサーバー使用料・・・・・・1,166,400円

　　　※年間ホームページアクセス件数・・・・・・5,937,680件
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（手段）手紙・ＦＡＸ・Ｅメールで、市民の皆さん等から直接市長にご意見・ご提案をいただき、市長から

　　　の指示により担当課が調査・検討・改善等を行うとともに、市長から署名を付して回答しました。

（単位：件）

区分
健康

環境
教育 道路 生活基

福祉
産業 その他

合　計
医療 文化 交通 盤整備 労働 行政一般

手紙 4 14 20 28 18 7 6 29 126

ＦＡＸ 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Ｅメール 6 15 7 16 9 2 1 23 79

合計 10 30 27 44 27 9 7 52 206

　　　答」または「市長への報告」を行い、組織的に参考にさせていただいた数です。

（成果）市民の皆さんからのご意見・ご提案に対し、概ね２週間以内に市長からの署名入りで回答すること

　　　で、市政に対する一層の理解を深めていただく機会を作ることができました。また、市政に関する住

　　　民意識の把握が促進され、いただいたご意見・ご提案を、組織的な市政運営の参考にすることができ

　　　ました。

市民懇談会開催事業 0 （目的）市民の皆さんに市政運営に対する理解と協力を求めるため、市内５つの会場で市長が直接、市政の 80

（シティプロモー 　　　動きや市の考え方をわかりやすく説明するとともに、ご意見やご提案をうかがってその場で応答しま

ション課） 　　　す。

（対象）市民

（手段）市長、副市長、教育長及び部長級職員出席のもと、市長が自ら市政の動きや市の考え方を説明しま

　　　した。また、参加いただいた市民の皆さんからのご意見・ご提案に対し、懇談形式で応答しました。

（単位：人、件）

開催日 会　　　　場 参加者数 質問件数

農業者トレーニングセンター 57 19

栗橋文化会館（イリス） 76 15

東公民館 50 11

中央公民館 58 9

鷲宮総合支所 52 11

合　　　　計 293 65

　　　　　です。

　　　※表中数値は、手紙175件、ＦＡＸ5件、Ｅメール117件、合計297件の提言のうち、「市長から回

H26.7.5（土）

H26.7.6（日）

H26.7.13（日）

　　　　※表中の質問件数は会場で直接質問を受けた件数（書面で受けた30件は市長への提言として回答）
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支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

（成果）市民の皆さんからのご意見・ご提案に対し、市長等がその場で応答することで、市政に対する一層

　　　の理解を深めていただく機会を作ることができました。また、市政に関する市民意識の把握が促進さ

　　　れ、いただいたご意見・ご提案等を組織的な市政運営の参考にすることができました。

メール配信事業 997,920 （目的）市民の皆さんが利用登録したパソコンや携帯電話等に子育て支援情報、安全・安心情報、市政・イ 82

（シティプロモー 　　　ベント情報、防災行政無線情報を配信します。

ション課）

（対象）市民

（手段）市民の皆さんに有益な情報を、子育て支援情報、安全・安心情報、市政・イベント情報、防災行政

　　　無線情報の４つのチャネルで不定期に配信しました。

（単位：件）

配信内容 配信件数

子育て支援情報 46

安全・安心情報 69

市政・イベント情報 59

防災行政無線情報 242

合　　　計 416

（成果）様々な行政情報を、メールという情報受信手段を利用し簡易にかつ確実に届けることができました。

　　　また４つのチャネルで配信することで、市民の皆さんが希望する情報を選択することができました。

ホームページ更改事 13,839,120 （目的）高齢者や障がい者を含む誰もがホームページから必要な情報を入手できるようにするため、分かり 82

業 　　　　やすくて使いやすいホームページを作成します。

（シティプロモー

ション課） （対象）市民、インターネット利用者

　　　　また、ＣＭＳ（コンテンツ・マネジメント・システム）を導入し、ホームページの作成や公開など

　　　　を迅速に対応できるようにしました。

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

　　　　※登録者数（3月末現在）：子育て支援情報　　　548人  市政・イベント情報　733人

　　　　　　　　　　　　　　　　 安全・安心情報　　2,120人  防災行政無線情報　6,037人

（手段）日本工業規格（ＪＩＳ規格）の達成等級AAに準拠するため、ホームページの更改をしました。

（成果）日本工業規格（ＪＩＳ規格）の達成等級AAに対応することにより、市民の皆さんが使いやすいホー
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　　　ムページを作成することができました。

　　　　また、スマートフォンやタブレットでの表示に対応できるようになりました。

子ども議会開催事業 28,847 （目的）将来を担う子どもたちに模擬議会の体験をしていただき、市行政及び議会への理解を深めていただ 82

（シティプロモー 　　　くとともに、子どもたちからいただいたご意見・ご提案を組織的な市政運営の参考にします。

ション課）

　　　を行い、市長または教育長が答弁を行いました。

（成果）事前説明会や模擬議会の体験を通じて、将来を担う子どもたちに市行政や議会への理解を深めてい

　　　ただく機会を作ることができました。また、市政に対する子どもたちの意識の把握ができ、いただい

　　　たご意見・ご提案を、組織的な市政運営の参考にすることができました。

（単位：円）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

法規管理事業 7,430,639 （目的）適切な法規管理事務を推進します。 82

（庶務課、菖蒲総務

管理課、栗橋総務管 （対象）職員、市民

理課、鷲宮総務管理

課）

　　　　・定期的にデジタル例規集の維持更新を行いました。

更新番号 定例会閉会日 内容年月日 更新年月日 定例会開会日

H26. 3. 6 H26. 3.31 H26. 5.13 H26. 6. 6

H26. 7. 8 H26. 7.16 H26. 8.18 H26. 9. 2

H26. 9.29 H26.10. 3 H26.11. 4 H26.11.27

H26.12.22 H26.12.25 H27. 2. 6 H27. 2. 9

（成果）・適切かつ効率的な例規集の更新に寄与することができました。

　　　　　様にさらなる情報提供を行うことができました。

（対象）市内在住の小学校5年生から中学校3年生

（手段）事前説明会を市議会議場で行い、子ども議会当日、子ども議員全員が同議場において1問ずつ質問

　　　　・実施日　平成26年8月22日（金）

　　　　・子ども議員18人（中学生7人・小学生11人）

（款）2 総務費　　　（項）1 総務管理費　　　（目）3 文書費

事　 業　 名
（所　 管 　課）
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（手段）・各課の依頼に基づき、220件の例規審査を行いました。

第16号

第17号

第18号

第19号

　　　　・「最近公布した条例、規則、要綱等」をホームページに掲載（年間6回）することで、市民の皆
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支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

文書管理事業 45,173,443 （目的）適切な文書管理事務を推進します。 82

（庶務課、菖蒲総務

管理課、栗橋総務管 （対象）職員

理課、鷲宮総務管理

課） （手段）各課の文書を、毎日まとめて発送しました。

（単位：円、件）

内　　訳 金　　額 件　数　等

郵便（一般会計分） 44,493,488 570,354

切手 259,400 5,625

はがき 0 0

宅配便 86,416 185

（成果）経費の削減に配慮しながら、各課の文書を適切に発送できました。

ファイリングシステ 1,827,068 （目的）情報公開制度等に的確に対応できるようにするため、公文書の整理や保管をファイリングシステム 86

ム維持管理事業 　　　で行います。

（公文書館）

（対象）職員

（手段）・日常的な維持管理のため、保管単位ごとに文書取扱責任者とファイル責任者を選任しました。

　　　　・システム全般の維持管理のために、保管単位の一部で実地点検及び実地指導を行いました。

　　　　・ファイリング用品をまとめて購入し、保管単位ごとに配布しました。

　　　　・ファイリングキャビネットを購入し、必要とする保管単位に適正に配置しました。

（成果）公文書の整理や保管をファイリングシステムで行うことにより、適正かつ効率的な行政運営の推進

　　　に寄与しました。

（単位：円）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

県証紙売捌事業 16,937,500 （目的）埼玉県への手数料を証紙で納める市民の皆さんの利便性を図ります。 88

（出納室）

（対象）市民

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

　　　　・職員の意識啓発のため、ファイリングシステムに関する研修を全庁的に1回行いました。

（款）2 総務費　　　（項）1 総務管理費　　　（目）5 会計管理費　　　　　　　

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ



― 23 ― 2款　総務費

（手段）パスポートを申請する市民の皆さんのほか、埼玉県への手数料を証紙で納める市民の皆さんへ埼玉

　　　県証紙を販売しました。

（成果）埼玉県への手数料を証紙で納める市民の皆さんの利便に資することができました。

郵便切手等売捌事業 43,464,280 （目的）郵便切手等を必要とする市民の皆さんの利便性を図ります。 88

（出納室）

（対象）市民

（手段）パスポートを申請する市民の皆さんのほか、郵便切手等を必要とする市民の皆さんへ郵便切手等を

　　　販売しました。

（成果）郵便切手等を必要とする市民の皆さんの利便に資することができました。

（単位：円）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

本庁舎管理事業 116,758,116 （目的）来庁者の利便性に配慮した庁舎施設の良好な維持管理に努め、窓口環境等の整備を図ります。 88

（管財課）

（対象）来庁者、職員、本庁舎

（手段）庁舎管理に必要な各種設備の保守、点検、修繕等を行いました。

（単位：円）

内　　　　　　　　　　　容 金　　　額

・庁舎消耗品及び光熱水費 30,447,311

346,950

・電話交換機バッテリー取替 464,400

・電話料等 6,004,413

・庁舎内の清掃業務、電気空調保守管理業務 72,668,496

・エレベーター保守点検業務 1,833,840

・庁舎電話設備保守点検業務 1,036,800

・自動給茶機保守点検、施設警備業務等 1,416,096

・久喜地区防火安全協会負担金等 153,000

（款）2 総務費　　　（項）1 総務管理費　　　（目）6 財産管理費　　　　　　　

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

・議会放送用モニター移設
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支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

（成果）庁舎施設の定期的な点検及び保守を行ったことにより、快適な窓口環境を提供することができまし

　　　た。

公用車管理事業 21,319,909 （目的）職員が公用車を使用した業務を行う際に、車両が良好な状態で常に安全に走行できるよう整備を図 90

（管財課） 　　　ります。

（対象）公用車

（手段）公用車の法定点検、バス運行の業務委託を実施するとともに、事業所（久喜市役所）の安全運転の

　　　確保を図るため、道路交通法に基づく安全運転管理者を選任しました。

（単位：円）

内　　　　　　　　　　　容 金　　　額

・燃料及び車両修繕等 5,697,563

・車両点検整備等（保険料を含む） 6,758,246

8,483,700

（成果）公用車を適正に維持管理したことにより、車両故障を防止することができました。

　　　　また、市民が参加する各種事業の送迎等にバスが使用されました。

市有財産維持管理事 33,754,337 （目的）市が保有する土地、建物等の財産及び借上地等の適正な管理を図ります。 90

業

（管財課、菖蒲総務 （対象）市有地、建物（教育財産・特別会計財産を除く）、借上地

管理課、栗橋総務管

理課、鷲宮総務管理 （手段）市有地及び管理地の保全に努めるため、管理業務を行うとともに、万一の火災等に備え、建物総合

課） 　　　損害共済に加入しました。

○管財課 （単位：円）

内　　　　　　　　　　　容 金　　　額

　・建物総合損害共済（火災保険料） 140,228

　・施設賠償責任保険料 74,000

　・動産総合保険料（美術品） 461,730

　・不動産鑑定業務 191,160

　・除草業務 1,029,480

2,796,192

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

・バス運行管理業務委託（バス運転配車回数  221回）

　・総合文化会館等駐車場土地借上　　3,192㎡
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7,243,428

2,975,772

○菖蒲総合支所総務管理課 （単位：円）

内　　　　　　　　　　　容 金　　　額

　・建物総合損害共済（火災保険料） 10,161

　・除草等業務 741,960

　・旧菖蒲高等学校機械警備業務 332,568

　・旧寺田ポンプ場解体設計業務 194,400

　・管理用消耗品 6,028

　・旧菖蒲高等学校電気料 273,391

○栗橋総合支所総務管理課 （単位：円）

内　　　　　　　　　　　容 金　　　額

　・市有地（栗橋東二丁目）測量業務 421,200

　・除草業務 585,600

　・車庫（栗橋東四丁目）撤去工事 410,400

○鷲宮総合支所総務管理課 （単位：円）

内　　　　　　　　　　　容 金　　　額

　・行政区掲示板修繕 80,000

　・樹木剪定業務 483,840

　・除草業務 1,211,590

13,348,848

（成果）市有地等の樹木の剪定、除草を行ったことにより、適切な利用環境を維持することができました。

　　　　また、建物総合損害共済に加入し、万一に備えた市有財産等の保全を確保しました。

事務機器管理事業 2,597,679 （目的）総合支所庁舎内で使用する事務機器の良好な状態を保全するため、適正な管理を行います。 94

（菖蒲総務管理課、

栗橋総務管理課、鷲 （対象）職員、事務機器（印刷機、紙折り機、裁断機等）

宮総務管理課）

（手段）事務機器用消耗品の購入及び必要性の高い事務機器の借上げを行いました。

○菖蒲総合支所総務管理課 （単位：円）

内　　　　　　　　　　　容 金　　額

　・印刷機用インク等の購入 88,041

　・事務機器借上料（コピー機等） 118,334

　・市駐車場用地土地借上            5,587㎡

　・庁舎裏敷地土地借上              3,397㎡

　・鷲宮総合支所周辺用地借上　　　33,522.56㎡
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支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

○栗橋総合支所総務管理課 （単位：円）

内　　　　　　　　　　　容 金　　額

　・印刷機用インク等の購入 202,152

　・事務機器保守点検（コピー機等） 191,808

　・事務機器借上料（コピー機等） 579,096

○鷲宮総合支所総務管理課 （単位：円）

内　　　　　　　　　　　容 金　　　額

　・印刷機用インク等の購入 357,830

　・事務機器保守点検（図面コピー機等） 467,766

　・事務機器借上料（コピー機等） 553,384

（成果）事務機器の消耗品の購入及び必要性の高い事務機器を借り上げたことにより、公務の円滑な遂行に

　　　寄与することができました。

事務用品購入事業 11,938,670 （目的）職員が必要とする共通事務用品（封筒、納付書、コピー用紙等）を一括購入し、事務の効率化と経 94

（管財課、菖蒲総務 　　　費削減を図ります。

管理課、栗橋総務管

理課、鷲宮総務管理 （対象）事務用品、各課、職員

課）

（手段）事務の効率化と経費削減を図るため、事務用品ごとに単価を決定し、適正な数量での購入を行いま

　　　した。

○管財課 （単位：円）

内　　　　　　　　　　　容 金　　額

　・共通消耗品及びコピー用紙の購入 10,217,547

　・事務封筒・納付書の印刷 722,412

○菖蒲総合支所総務管理課 （単位：円）

内　　　　　　　　　　　容 金　　額

　共通消耗品の購入 447,847

○栗橋総合支所総務管理課 （単位：円）

内　　　　　　　　　　　容 金　　額

　共通消耗品の購入 259,878

○鷲宮総合支所総務管理課 （単位：円）

内　　　　　　　　　　　容 金　　額

　共通消耗品の購入 290,986

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ
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（成果）事務用品等の一括購入、一括管理を行ったことにより、事務の効率化及び経費削減が図られました。

　　　  また、事務用品の購入にあたっては、グリーン購入法適合品等の環境配慮商品を選定しました。

集会所維持管理事業 9,061,348 （目的）市民の交流や活動の場となる集会所を、安心して利用できる施設とします。 94

（管財課）

（手段）業務委託による集会施設の点検や清掃を定期的に行い、必要に応じて施設の修繕を行いました。

（単位：団体、人）

施　　設　　名 利用団体数 有料団体数 無料団体数 利用者数

東町集会所 1,048 0 1,048 16,718

本町集会所 1,165 4 1,161 12,972

太田集会所 973 9 964 11,356

栗原記念会館 548 2 546 10,944

地域交流センター 2,316 2 2,314 36,301

花みずき会館 1,420 7 1,413 20,479

合　　計 7,470 24 7,446 108,770

（単位：円）

内　　　　　　　　　　　容 金　　　額

　・光熱水費、施設修繕、消耗品購入 4,676,420 

　・花みずき会館管理業務 1,816,560 

　・集会所警備業務（東町、本町、太田、栗原、地域、花みずき） 379,151 

　・集会所清掃業務（東町、本町、太田、栗原、地域、花みずき） 1,329,480 

　・消防設備点検業務、植木手入業務 405,830 

（成果）適切に維持管理したことにより、自治会等に交流や活動の拠点として利用され、市民福祉の増進に

　　　寄与しました。

土地取得特別会計繰 35,566,435 （目的）公用、公共の用、公共の利益のために土地を取得する事業に対して、一般会計から繰出金を支出し 94

出事業 　　　ます。

（管財課）

（対象）鷲宮地域の土地の取得費等

（対象）6集会施設、利用団体（者）、地域住民

　　　・集会所利用状況（平成26年4月1日～平成27年3月31日）
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支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

（手段）一般会計から土地取得特別会計へ繰出金を支出しました。 （単位：円）

内　　　　　　　　　　　容 金　　　額

　東停車場線用地等取得費 35,566,435 

（成果）土地取得特別会計において、繰り入れされた償還財源は、土地取得に係る元金及び利息償還の財源

　　　としました。

低公害車購入事業 36,565,929 （目的）環境に配慮した低公害車の導入を図ります。 94

（管財課）

（対象）公用車

（単位：円）

内　　　　　　　　　　　容 金　　　額

36,565,929

（成果）老朽車両を低公害車に買い替えたことにより、維持経費の縮減を図り燃費向上及び二酸化炭素排出

第二庁舎維持管理事 7,381,027 （目的）来庁者の利便性に配慮した庁舎施設の良好な維持管理に努め、窓口環境等の整備を図ります。 96

業

（管財課） （対象）来庁者、職員、第二庁舎

（手段）庁舎管理に必要な各種設備の保守、点検、修繕等を行いました。

（単位：円）

内　　　　　　　　　　　容 金　　　額

　・消耗品、光熱水費、修繕料（床配線） 2,455,253

　・電話料 227,352

　・施設清掃、機器保守管理業務等 3,237,894

　・自動体外式除細動器借上等 56,080

　・音声誘導装置設置工事 486,000

（成果）庁舎施設の定期的な点検及び保守を行ったことにより、快適な窓口環境を提供することができまし

　　　た。

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
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（手段）使用期間が10年以上経過した公用自動車を低公害車に買い替えました。

　低公害車購入（27台）

　　　量の削減を図りました。（特殊車両を除く公用車180台中、低公害車141台、導入率78％）
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本庁舎耐震化に伴う 2,473,732 （目的）本庁舎の耐震化に伴い工事箇所にある部署の移転を行います。 96

移転事業

（管財課・市民課 （対象）本庁舎

（手段）工事箇所にある部署の什器等の移転を行いました。

○管財課 （単位：円）

内　　　　　　　　　　　容 金　　　額

　・修繕料（レイアウト変更に伴う内線電話変更修繕） 410,400

　・久喜市本庁舎耐震化に伴う什器移動業務委託等 1,561,572

○市民課（総合窓口） （単位：円）

内　　　　　　　　　　　容 金　　　額

　・日曜開庁案内業務委託料 344,080

　・ＩＴＶ設備移設工事 157,680

（成果）工事箇所にある部署の什器等の移転を円滑に行いました。

集会所耐震化事業 73,450,800 （目的）集会所の耐震補強及び改修工事を実施し、安心して利用できる施設とします。 96

【繰越明許費分】

（管財課）

（手段）集会所（太田集会所・栗原記念会館）の耐震補強工事を実施しました。

（単位：円）

内　　　　　　　　　　　容 金　　　額

　・太田集会所耐震補強及び改修工事施工監理業務委託 1,350,000 

　・栗原記念会館耐震補強及び改修工事施工監理業務委託 1,296,000 

　・太田集会所耐震補強及び改修工事 38,880,000 

　・栗原記念会館耐震補強及び改修工事 31,924,800 

（成果）集会所の耐震補強及び改修工事を実施することにより、環境の整備が図られ快適性を確保すること

 　   ができました。

本庁舎耐震化整備事 214,274,950 （目的）本庁舎の耐震化整備を図ります。 98

業【継続費逓次繰越

分】 （対象）本庁舎

（総合窓口）)

（対象）集会所 ( 太田集会所・栗原記念会館 )
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支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

（管財課） （手段）本庁舎の耐震補強工事を実施しました。

（単位：円）

内　　　　　　　　　　　容 金　　　額

　・本庁舎ＯＡフロア設置工事設計業務委託他 1,954,800

　・本庁舎耐震補強及び改修工事 206,617,750

　・本庁舎カウンター 5,702,400

（成果）本庁舎１階部分の耐震補強を実施しました。

土地開発基金土地買 601,325,105 （目的）地価の下落に伴い、用地を先行取得する必要がなくなったため、土地の買戻しを実施し、土地開発 98

戻事業 　　　基金を廃止します。

（財政課）

（手段）土地開発基金で購入した土地の買戻しをしました。

（単位：円）

内　　　容 金　　　額

　・土地購入費（久喜地区） 236,765,269

　　　　　　　（菖蒲地区） 186,695,760

　・物件移転補償（菖蒲地区） 177,864,076

（単位：円）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

合併５周年記念式典 3,284,097 （目的）合併５周年を記念して、市民参加・市民主体による記念イベントを開催し、市民の一体感の醸成を 100

事業 　　　図ります。

（企画政策課）

（対象）市民等

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

        なお、事業の完了までに期間を要するため、事業費572,234,050円については、継続費逓次繰越によ

      り平成27年度予算に繰り越しました。

（対象）久喜東5丁目816‐2　他674件

（成果）平成27年3月31日を以って、土地開発基金を廃止しました。

（款）2 総務費　　　（項）1 総務管理費　　　（目）7 企画費　　　　　　　

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ
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（手段）久喜市くき親善大使（タケカワユキヒデさん・安岡優さん）の任命、デマンド交通の愛称（くきま

　　　る）及び車両デザインの発表・表彰、原動機付自転車オリジナルナンバープレートのデザインの発表

　　　・表彰等を実施しました。

開催日 会　場 来場者数

H26.11.24 久喜総合文化会館 大ホール

（成果）合併５周年記念式典を開催したことで、さらなる市民の一体感の醸成を図ることができました。

本多静六博士顕彰事 361,698 （目的）郷土の偉人である本多静六博士の功績等を紹介する顕彰事業を実施します。 100

業

（企画政策課） （対象）市民

　　　へ委託し実施しました。

・本多静六博士顕彰事業委託 （単位：円）

委 託 内 容 委託先 委託費

本多静六博士を顕
200,000

彰する会

・本多静六博士ゆかりの地訪問 （単位：人）

実施日 訪 問 先 参加人数

H26.11. 6 日比谷公園、明治神宮の森 30

（成果）本多静六博士の功績等を紹介することで、本多静六博士に対する市民の理解を深めることができま

　　　した。

鉄道輸送力増強促進 49,601 ○ＪＲ宇都宮線整備促進連絡協議会事業 100

事業 （目的）ＪＲ宇都宮線の整備促進を図ります。

（企画政策課）

（対象）市民及び鉄道事業者

（手段）総会、幹事会、要望活動へ出席し、協議会を通じて、鉄道事業者へ要望書を提出しました。

（成果）ＪＲ宇都宮線の整備促進に寄与しました。

920人

（手段）「本多静六博士ゆかりの地訪問」や「本多静六通信第23号」の発行を「本多静六博士を顕彰する会」

本多静六博士ゆかりの地訪問、本多静六通信第23号発行

・本多静六通信第23号

  発行部数：2,000部
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支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

○東武伊勢崎線輸送力増強推進協議会事業

（目的）東武伊勢崎線の輸送力増強の促進を図ります。

（対象）市民及び鉄道事業者

（手段）幹事会、陳情活動へ出席し、協議会を通じて、鉄道事業者へ要望書を提出しました。

（成果）東武伊勢崎線の輸送力増強の促進に寄与しました。

○地下鉄７号線建設誘致期成同盟会事業

（目的）地下鉄７号線の延伸誘致の早期実現を図ります。

（対象）市民及び関係機関

（手段）総会、幹事会、要望活動へ出席し、同盟会を通じて、国及び埼玉県へ要望書を提出しました。

（成果）地下鉄７号線の延伸誘致の促進に寄与しました。

○東北新幹線久喜駅設置促進期成同盟会事業

（目的）東北新幹線久喜駅設置の促進を図ります。

（対象）市民及び関係機関

（手段）担当課長会議、陳情活動に出席し、同盟会を通じて、鉄道事業者及び埼玉県へ陳情書を提出しまし

　　　た。

（成果）東北新幹線久喜駅設置の促進に寄与しました。

超低床ノンステップ 914,000 （目的）市内を走行する路線バスのバリアフリー化を推進することにより、高齢者、身体障がい者等の利便 102

バス導入促進事業費 　　　性向上を図り、市民の路線バスの利用を促進します。

補助事業

（企画政策課） （対象）路線バス運営事業者

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ
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（手段）対象者からの申請により、補助金を交付しました。 （単位：円、台）

路線バス運営事業者名 補助金額 台数 路　　線　　名

457,000 1 久喜駅東口循環線

457,000 2 桶川駅東口～菖蒲車庫線（桶川市協調分）

合　　計 914,000 3

　　　バス利用者の利便性が向上しました。

栗橋駅内方線付き点 0 （目的）視覚障がい者の旅客駅ホームからの転落防止を図り、既設鉄道線での内方線付き点状ブロックの普 102

状ブロック整備補助 　　　及を促進します。

事業

（企画政策課） （対象）東武日光線栗橋駅、駅利用者

（手段）鉄道事業者が実施する内方線付き点状ブロック整備事業に必要な経費を補助します。

（成果）視覚障がい者の旅客駅ホームからの転落防止を図ります。

　　　　なお、事業の財源となる国庫補助金が、国において２月の補正予算により措置されたため、年度内

シティプロモーショ 1,481,227 （目的）市の魅力・資源を市内外に積極的に発信することで、交流・定住人口の増加を図るとともに、市民 102

ン推進事業 　　　の愛着・誇り、一体感の醸成を図ります。

（シティプロモーシ

ョン課） （対象）市民等

（手段）久喜市合併５周年記念イベントを開催しました。

　市と久喜市ＬＯＶＥくきネットワークの共催で開催

・市内の和洋菓子店が一堂に会する「スイーツフェスタ」、市内高校調理部等によるオリジナルクッ

　キーの対抗戦「クッキー甲子園」、クッキーお絵かき体験教室、グルメ出店、農産物直売、キャラ

　クターふれあい会、野外演奏会

（手段）久喜市くき親善大使を任命しました。

・久喜市合併５周年記念式典において、タケカワユキヒデさんと安岡優さんを「久喜市くき親善大使」

　に任命しました。

・久喜市くき親善大使リーフレットを作成し、市内公共施設等に配架しました。　

朝日自動車(株)

（成果）超低床ノンステップバス3台が導入され、路線バスのバリアフリー化が図られたことにより、路線

　　　の事業実施ができず、全額を繰越明許費により、平成27年度予算に繰り越しました。

・平成26年11月24日（月・振休）10:30～15:00　

　久喜総合文化会館ふれあい広場　　来場者　約6,000人
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支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

（成果）合併５周年記念イベントの開催、久喜市くき親善大使の任命等を通じて、市の魅力・資源を市内外

　　　の多くの方に発信し、市民の愛着・誇り、一体感の醸成を図ることができました。

行政改革推進事業 114,994 （目的）簡素で効率的な行政運営と行政サービスの向上を目指して、行政改革を推進します。 102

（企画政策課）

（対象）市民、職員

（手段）久喜市行政改革大綱に基づき、全庁的に行政改革に取り組みました。

　　　各実施項目の推進を図ることができました。

行政評価推進事業 113,916 （目的）簡素で効率的な行財政運営のため、行政評価システムを推進します。 104

（企画政策課）

（対象）職員

（手段）総合振興計画との連携を軸として、久喜市行政評価システム推進計画の見直しを行いました。

　　　　すべての事務事業を対象として選別を行い、事務事業評価を行いました。

　　　　総合振興計画前期基本計画の施策を単位として、施策評価を行いました。

　　　策に対して評価を実施し、総合振興計画の進捗管理を行いました。

　　　　これにより、行政評価システムの推進を図ることができました。

指定管理者推進事業 25,036 （目的）公の施設の管理運営において、市民サービスの向上と経費の削減が期待できる指定管理者制度を積 104

（企画政策課） 　　　極的に推進します。

（対象）公の施設

（手段）久喜市指定管理者候補者選定委員会を開催し、指定管理者候補者を選定しました。

回数 開催日 対象施設

H26.9.25

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

（成果）平成24年度から平成28年度までの５箇年を計画期間として、市が取り組むべき改革の内容を定めた

　　　　・久喜市行政改革大綱実施計画における実施項目数　95項目

（成果）すべての事務事業を対象に総合振興計画との関連、性質別、事業費別により選別を行った194の事

　　　務事業に対して評価を実施し、各事務事業を総括しました。また、総合振興計画前期基本計画の43施

第1回 ・久喜市立のぞみ園
・久喜市偕楽荘
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公共施設アセットマ 4,773,722 （目的）久喜市が管理する公共施設について、状況を把握し、将来の管理・運営の方向性を検討します。 104

ネジメント推進事業

（企画政策課） （対象）全公共施設

（手段）公共施設アセットマネジメントの支援業務を委託しました。

（単位：円）

業務委託名 委託費

　久喜市公共施設アセットマネジメント基本計画策定支援業務委託 4,762,800

（成果）公共施設全体の管理計画である「公共施設等総合管理計画」の主要な柱となる基本方針案の作成の

　　　ほか、施設分析や公共施設に関する市民アンケートを実施し、総合管理計画策定に向けた準備を進め

　　　ることができました。

地方版総合戦略等策 0 （目的）まち・ひと・しごと創生法に基づく、「地方人口ビジョン」及び「地方版総合戦略」を策定します。 104

定事業

（企画政策課） （対象）市民

（手段）地方版総合戦略等を策定するため、市民アンケートや専門的調査・分析等を業務委託により実施し

　　　ます。

（成果）地方版総合戦略等を策定します。

　　　　なお、事業の財源となる国庫補助金が、国において２月の補正予算により措置されたため、年度内

（単位：円）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

ネットワークシステ 63,559,403 （目的）市役所ネットワーク及び各種システムの効率的な運用を図ります。 106

ム維持管理事業

（管財課、菖蒲総務 （対象）職員、市民

管理課、栗橋総務管

理課、鷲宮総務管理 （手段）ネットワーク全体の管理、各種システム（財務会計システム、職員ポータル）の保守、ＯＡ機器の

課） 　　　賃貸借等を行い、市役所ＬＡＮの維持管理を行いました。

（成果）平成26年度末で指定期間が満了し、平成27年度以降を新たな指定期間として指定管理者による管理

　　　を継続する2施設について指定管理者候補者を選定し、指定管理者制度の推進を図ることができました。

　　　の事業実施ができず、全額を繰越明許費により、平成27年度予算に繰り越しました。

（款）2 総務費　　　（項）1 総務管理費　　　（目）8 電算管理費　　　　　　　

事　 業　 名
（所　 管 　課）

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

 ○管財課 （単位：円）

内 容 金　額

・ 職員用端末設定作業業務 2,322,000

・ ＬＡＮシステム運用保守業務 1,772,928

・ 財務会計システム保守業務 3,330,720

・ 共同利用市町村電子申請サービス提供業務 414,072

・ ＷＡＮシステム機器保守業務 5,313,600

・ ＷＡＮシステム通信機器賃貸借 408,240

・ 財務会計システム用機器等賃貸借 707,940

・ 職員用端末賃貸借（平成２３年度導入分） 1,847,160

・ 職員用端末賃貸借（平成２４年度導入分） 1,562,400

・ 職員用端末賃貸借（平成２５年度導入分） 1,859,760

・ 職員用端末賃貸借（平成２６年度導入分） 1,885,680

・ コピー使用料 5,770,160

○菖蒲総務管理課 （単位：円）

内 容 金　額

コピー使用料 2,776,911

○栗橋総務管理課 （単位：円）

内 容 金　額

コピー使用料 991,302

○鷲宮総務管理課 （単位：円）

内 容 金　額

コピー使用料 1,491,876

（成果）市役所ＬＡＮの効率的な運用により、事務処理の合理化を図ることができました。

住民情報システム維 128,444,010 （目的）住民情報システムの適正な管理、運用により、システム利用各課の事務処理の合理化及びセキュリ 106

持管理事業 　　　ティの確保を図ります。

（管財課）

（対象）職員、市民

（手段）住民票発行等の住民向けサービスを円滑に実施するため、機器等の保守、賃貸借等を行いました。

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ
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○管財課 （単位：円）

内 容 金　額

・住民情報システム運用保守業務 107,956,800

・住民情報システム用端末賃貸借 4,536,000

・住民情報システム用機器賃貸借 14,043,960

（成果）住民情報システム機器等の適切な管理が行われ、システム機器等の円滑な運用を行うことができ

　　　ました。

公共施設予約管理シ 11,051,816 （目的）公共施設予約管理システムの適正な管理、運用により、市内スポーツ施設、文化施設の利用者の利 106

ステム維持管理事業 　　　便の向上を図ります。

（管財課）

（対象）市民等（主に、市民及び在勤者）

（手段）電話、利用者端末（市役所、各施設に設置）に加え、インターネット接続による申請受付を円滑に

　　　実施するため、システム機器等の保守を行いました。

（単位：円）

内 容 金　額

　・公共施設予約管理システム保守業務 5,799,600

　・公共施設予約管理システム機器賃貸借 2,188,620

　・公共施設予約管理システム使用料 2,527,200

（成果）公共施設予約管理システム機器等の適切な管理が行われ、システム機器の円滑な運用を行うこと

　ができました。

共通基盤システム維 8,852,976 （目的）共通基盤を使用し、システム間のデータ連携をするため、システムの維持管理を行います。 106

持管理事業

（管財課） （対象）職員

（手段）庁内システムにおける共通データの管理を行い、連携先システムとの接続によるデータ連携を行い

　　　ました。

（単位：円）

内 容 金　額

共通基盤システム運用保守業務 8,852,976

（成果）共通基盤システムの適切な管理による庁内システムのデータの連携により、システム機器の運用

　　　を行うことができました。
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支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

社会保障・税番号制 35,897,800 （目的）行政手続における個人を識別するための番号の利用等に関する法律（マイナンバー法）に対応する 106

度対応システム改修 　　　ため、既存システムを改修し、円滑な制度導入を図ります。

事業

（管財課） （対象）職員、市民

（手段）社会保障・税番号制度導入に必要なシステム改修等を実施しました。

（単位：円）

内 容 金　額

　・住民情報システム（住民基本台帳システム）番号制度対応業務 13,122,000

　・住民情報システム（地方税務システム）番号制度対応業務 14,995,800

　・住民情報システム（団体内統合宛名システム）番号制度対応業務 6,534,000

（成果）社会保障・税番号制度の導入に必要なシステムの準備を進めました。

財務会計システム機 3,024,000 （目的）財務会計システム機器の更新を行い、システムの安定稼動及びセキュリティの確保を図ります。 108

器更新事業

（管財課） （対象）職員

（手段）財務会計システムの関係機器と必要なソフトウエアの更新を行いました。

　 （単位：円）

内 容 金　額

財務会計システム機器更新設定業務 3,024,000

（成果）財務会計システム機器の適切な管理が行われ、システム機器の円滑な運用を行うことができました。

住民情報システム更 3,240,000 （目的）老朽化した住民情報システムを更改することにより、システム利用各課の事務処理の合理化及びセ 108

改事業【繰越明許費 　　　キュリティの確保を図ります。

分】

（管財課） （対象）職員、市民

（手段）住民向けサービスを円滑に実施するため、新たなパッケージシステムを導入しました。

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

　　　　なお、国からのシステム改修に必要な情報提供が遅れたため、18,684,000円を繰越明許費により平

　　　成27年度に繰り越しました。
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（単位：円）

内 容 金　額

住民情報システム（国民健康保険不均一課税対応）更改業務 3,240,000

（成果）新たな住民情報システムへ更改し、システム利用各課の事務処理の合理化を図ることができました。

（単位：円）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

人権擁護事業 1,089,678 （目的）人権問題等に関する市民の相談に応じ、適切な指導及び助言を行います。 108

（人権推進課） 　　　　また、人権意識の高揚を図ります。

（対象）市民

（手段）人権相談・女性相談を４地区を相談会場として、原則、毎月１回実施しました。

（単位：件）

月　例　開　設 特　設

日時・場所 日時・場所

60

7

19

（款）2 総務費　　　（項）1 総務管理費　　　（目）9 人権推進費　　　　　　　

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

・人権相談・女性相談（平成26年度）

年間
相談件数

4/10(木) 5/12(月) 6/2(月)
6/10(火) 6/28(土) 7/10(木)
9/10(水) 10/10(金) 11/10(月)
12/10(水) 2/10(火) 3/10(火)

時間：13:15～16:15
場所：久喜総合文化会館会議室等

8/11(月) 1/13(火)

時間：10:00～15:00
場所：久喜総合文化会館会議室

4/16(水) 6/2(月) 7/16(水) 
8/20(水）9/17(水) 10/15(水) 11/19(水) 
12/17(水) 1/21(水) 2/18(水) 3/18(水)

時間：13:00～15:00
場所：農業者トレーニングセンター

5/21(水)

時間：10:00～15:00
場所：農業者トレーニング
　　　センター

5/15(木) 6/2(月) 7/17(木) 8/21(木) 
9/18(木) 10/17(金) 11/20(木) 12/18(木) 
1/15(木) 2/19(木) 3/19(木)

時間：13:30～15:30
場所：栗橋総合支所会議室等

4/17(木)

時間：10:00～15:00
場所：栗橋文化会館（イリス）
　　　会議室
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支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

（単位：件）

月　例　開　設 特　設

日時・場所 日時・場所

14

（成果）市民の様々な人権問題を解決することによって、基本的人権を擁護することができました。

人権啓発推進事業 1,533,131 （目的）あらゆる人権問題の啓発に努めます。 108

（人権推進課、菖蒲

総務管理課、栗橋総 （対象）市民

務管理課、鷲宮総務

管理課） （手段）啓発物品や冊子等を配布しました。また、各種啓発及び研修活動を実施しました。

・啓発物品（人権標語入り）の作成

・人権行灯用物品の購入

・主な啓発資料、啓発物品の配布　

事　業　名 開催日 場　所 内　　　　　　容

啓発物品（人権標語入り）の配布

啓発物品（人権標語入り）の配布

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

年間
相談件数

4/28(月) 5/26(月) 6/23(月) 
7/28(月) 8/25(月) 9/22(月)
10/27(月) 11/25(火) 12/22(月) 1/26(月) 
2/23(月) 3/23(月)

時間：10:00～12:00
場所：鷲宮総合支所会議室

6/2(月)

時間：10:00～15:00
場所：鷲宮総合支所会議室

ウエットティッシュ　6,600個、クリアファイル5,100枚、2色ボールペン 700個　等

プラスティック障子紙・木材等　　345,551円

・啓発用行灯の作成　422個（菖蒲地区人権のつどい・少年の主張大会、人権映画会等に掲出）

鷲宮地区
コミュニティ
祭り

H26.5.18
（日）

久喜市コミュニテ
ィ広場

栗橋地区駅頭
人権啓発

H26.8.19
（火）

ＪＲ栗橋駅
東武栗橋駅
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啓発物品（人権標語入り）の配布

H26.4 菖蒲総合支所周辺 桜並木に人権行灯を掲出

H26.5 しょうぶ会館農園 しょうぶポピーまつり期間中に掲出

H26.6 菖蒲総合支所周辺 ブルーフェスティバル期間中に掲出

H26.8
しょうぶ会館 こどもまつりに掲出

菖蒲文化会館 人権啓発月間、人権映画会に合わせて掲出

菖蒲文化会館

H27.2 森下公民館 森下公民館まつりに合わせて掲出

（成果）市民の人権意識の高揚を図るとともに、人権問題に対する正しい理解と関心を深めることができま

　　　した。

人権事業振興補助事 2,200,000 （目的）部落差別の完全解消を図ります。 110

業

（人権推進課） （対象）運動団体各支部

（手段）支部の諸活動及び各種研修会等の参加への補助を行いました。

（成果）地域住民の自立と人権意識の高揚が図られました。

人権尊重事業 3,469,033 （目的）平和と人権に対する意識の高揚を図ります。 110

（人権推進課、菖蒲

第28回久喜
市民まつり

H26.10.19
（日）

久喜市民まつり会
場

人権相談周知のチラシをはじめとする様々な
人権問題についての啓発資料や啓発物品の配
布

鷲宮地区
コスモスフェ
スタ

H26.10.25
（土）

久喜市コミュニテ
ィ広場

人権擁護委員の活動周知のリーフレットをは
じめとする様々な人権問題についての啓発資
料や啓発物品の配布

栗橋やさしさ
・ときめき祭
り

H26.11.16
（日）

栗橋B&G海洋センタ
ー・栗橋文化会館
（イリス）

同和問題をはじめとする様々な人権問題につ
いての啓発資料や啓発物品の配布

鷲宮地区駅頭
人権啓発

H26.8.7
（木） 東武鷲宮駅

ＪＲ東鷲宮駅H26.12.5
（金）

菖蒲地区人権
行灯掲出事業

H26.11
～12

菖蒲地区人権のつどい、人権啓発週間に合わ
せて掲出
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支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

総務管理課、栗橋総 （対象）市民

務管理課、鷲宮総務

管理課）

（単位：人、円）

事　業　名 開催日 会　場 内　　　容 事業費

・オープニング

1,591 1,195,048

　たから保育園による

　「たから太鼓」の発表

・アトラクション

　・菖蒲幼稚園による鼓笛（地域

　　間交流）

　・久喜婦人会連合会による玉す

　　だれとフラダンス

・アトラクション

　・久喜市高齢者大学混声合唱団

　　による合唱

　・江面第二小学校による鼓笛と

　　合唱

　・久喜みなみ幼稚園によるマー

　　チングバンド

・福祉施設等による展示、販売

・久喜市小中学校児童生徒「平和

　の絵画」の展示等

・オープニング

1,243 742,945

菖蒲幼稚園による歌の発表

・アトラクション

　・おおしか保育園による元気太

　　鼓の発表（地域間交流）

・少年の主張作文の発表

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

（手段）市内4地区で「人権のつどい」等を実施しました。

参加
人数

第26回
久喜地区「平
和と人権のつ
どい」

H26.9.13
（土）

久喜総合
文化会館

・人権作文の発表(｢えがお｣作品)

　小学生5名、中学生3名

第34回
菖蒲地区「人
権のつどい・
少年の主張大
会」

H26.11.15
（土）

菖蒲文化
会館（ア
ミーゴ）

小学生5名、中学生2名
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1,243 742,945
・アトラクション

　・三箇小学校全校児童による劇

　　と紙芝居と歌の発表

　・しょうぶアンサンブル教室に

　　よる合唱合奏

　・長龍寺幼稚園による和太鼓の

　　発表

・屋外アトラクション

菖蒲中学校全校生徒による

よさこいソーランの発表

・福祉施設等による展示、販売

・保育園児作品の展示

・オープニング

585 577,571

　おおしか保育園による和太鼓

　演奏

・人権作文の発表

・アトラクション

　・栗橋白百合幼稚園による合唱

　・桜田ゆうゆうプラザによる踊

　　り（地域間交流）

　・栗橋幼稚園による合唱

　・ほほえみ放課後児童クラブに

　  よる合唱

　・人権朗読劇「宝泉寺池の伝

　  説」劇団イリス

・福祉施設等による展示、販売

・幼稚園、保育園児作品の展示

第34回
菖蒲地区「人
権のつどい・
少年の主張大
会」

H26.11.15
（土）

菖蒲文化
会館（ア
ミーゴ）

・人権標語の発表（優秀7作品）

・人権作文の発表(｢えがお｣作品)

小学生5名、中学生2名

第16回
人権フェスタ
INくりはし

H27.1.31
（土）

栗橋文化
会館
(イリス)

　小学生3名、中学生2名
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支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

事　業　名 開催日 会　場 内　　　容 事業費

・オープニング

603 611,982

　鷲宮保育園、鷲宮第二保育園

　による合唱、合奏

・人権作文の発表

・アトラクション

　・さく☆らだ音楽隊

による合奏

　・太東中学校による吹奏楽（地

域間交流）

　・砂原小学校による合唱

　・鷲宮高等学校吹奏楽部による

吹奏楽

・福祉施設等による展示・販売

・幼稚園児作品の展示

・人権映画会の開催 （単位：人、円）

事　業　名 開催日 会　場 内　　　容 事業費

人権映画会 254 169,307

（成果）人権意識の高揚を図るとともに、命の尊さと平和の大切さを啓発することができました。

都市宣言推進事業 856,351 （目的）久喜市「人間尊重・平和都市」宣言の趣旨を広く市民に周知します。 110

（人権推進課）

（対象）市民

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

参加
人数

第23回
鷲宮地区「人
権のつどい」

H26.12.13
（土）

 鷲宮西コ
 ミュニテ
 ィセンタ
 ー（おお
 とり）

　小学生5名、中学生3名

参加
人数

H26.8.10
（日）

菖蒲文化
会館（ア
ミーゴ）

人権啓発映画「生まれ来る子へ」
を上映
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（手段）久喜市「人間尊重・平和都市」宣言の宣言文プレートを作製し、市内の施設に設置を行いました。

（単位：円）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

男女共同参画審議会 108,000 （目的）久喜市男女共同参画を推進する条例に基づき、男女共同参画の推進に関する事項について調査審議 110

運営事業 　　　したり、意見を述べるなどして男女共同参画社会の形成促進を図ります。

（人権推進課）

男女共同参画啓発事 555,959 （目的）男女平等意識の定着化と男女共同参画社会の形成促進を図るため、さまざまな啓発活動を推進しま 110

業 　　　す。

（人権推進課）

（対象）市、市民、事業者

（手段）・男女共同参画推進月間事業として、男（ひと）と女（ひと）のつどいを開催しました。

（単位：人、円）

開　催　日 会　　　場 内　容　等 参加人数 事　業　費

443

97

・プレート作製設置  71枚　           728,460円

（成果）平成24年12月21日に宣言した「人間尊重・平和都市」宣言の趣旨を広く市民に周知しました。

（款）2 総務費　　　（項）1 総務管理費　　　（目）10 男女共同参画費　　　　　　　

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

（対象）審議会委員10人

（手段）男女共同参画審議会を2回開催しました。

（成果）平成25年度推進状況について審議し、「久喜市男女共同参画行動計画（第1次）女（ひと）と男（

　　　ひと）ともに輝く共生プラン」に基づき平成26年度実施計画について審議しました。

H26.6.28
（土）

中央公民館
　大集会室
　視聴覚室
　研修室
　会議室

女(ひと)と男(ひと)いきいきネットワーク
久喜加入団体等によるワークショップ及び
活動展示

145,562記念講演 
　演題：「学校で実践する男女共同参画
　　　　事業」～日本における男女差別
　　　　の風習、習慣を改めるために～ 
　講師：西野 学 氏(教育アドバイザー)
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支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

2

・１日体験学習ツアーを実施しました。 （単位：人、円）

実　施　日 見　学　先 内　　　容 参加人数 事　業　費

30

0

25

・女（ひと）と男（ひと）の共生セミナー委託事業を実施しました。 （単位：円）

　内　　　　　容 委　託　団　体 事　業　費

・ＮＰＯ法人子育てステーションたんぽぽ

147,352
・女性問題学習グループなの花会

・ＮＰＯ法人ハローハンディキャップ・タイム

 　　／ネットワーク子どもがまんなか久喜

・事業者セミナーを実施しました。 （単位：人、円）

開 催 日 　内　　　　　容 参加人数 事　業　費

「職場における男女共同参画について」

20 20,000
～三州製菓におけるダイバーシティ経営の推進～

講師：三州製菓株式会社代表取締役社長

斉之平　伸一氏

・男女共同参画情報紙を発行し、全戸配布しました。 （単位：回、部、円）

名　称 規　　格 発行回数 発行部数 事　業　費

1 60,000 213,249

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

人権擁護委員による人権相談・女性相談（
無料）

H26.6.16
（月）

首都圏外郭放水路
キッコーマン野田工場
もの知りしょうゆ館
第20回あやめ･ラベンダー
のブルーフェスティバル

「男女共同参画の視点から地
域防災を考える」を主要テー
マに施設見学を実施しました
。

H27.2.7
（土）

With Youさいたま
（さいたま市）

蔵づくりの街並み散策
（川越市）

県男女共同参画推進センター
の「WithYouさいたまフェステ
ィバル」への参加、見学を中
心に、午後は川越の蔵づくり
の街並みや、歴史博物館等を
見学しました。

男女共同参画に関するセミナー
等の企画、運営を市民団体に委託

H27.2.9
（水）

そよかぜ第5号 Ａ4・4頁・2色刷
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・男女共同参画人材リストを整備し、その活用を図るとともに登録を働きかけました。

（単位：人、円）

内　　　　容 登録者数 設置箇所 事　業　費

44 25 829

（成果）男女共同参画の推進に向けた意識啓発に努めることができました。

女性の悩み相談事業 618,200 （目的）悩みを抱える女性の相談に応じます。 112

（人権推進課）

（対象）困りごと、悩みを抱える市内在住、在勤、在学の女性

　　　２回実施しました。

　　　・相談内容内訳　（相談内容が多岐にわたる場合は、それぞれ１件としました。）

（成果）適切な指導及び助言を行うことにより、悩みの解消に寄与しました。

（単位：円）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

国際・国内交流事業 45,000 （目的）市民の主体的な国際交流活動を推進します。 112

（鷲宮市民課）

（対象）鷲宮国際交流協会

（手段）国際交流活動を推進するため、補助金を交付しました。

（単位：円）

団　　体　　名 事　業　概　要 補助金額

鷲宮国際交流協会 45,000

（成果）団体が実施した各事業を通じて、会員をはじめ市民の国際交流活動の推進が図られました。

久喜市男女共同参画人材リスト（H27.3末）

（手段）女性の悩み相談を毎月２回（原則第１・第３金曜日　13:00～17:00）及び日曜特設相談（11月）を

　　　・年間相談件数　82件

　　　　夫婦等に関する問題（夫婦・恋人等、離婚、暴力）63件　家族に関する問題（家族、生活） 35件

　　　　対人に関する問題　　 4件          自分自身の問題　　 29件

　　　　その他（子ども、職業、心と体）　33件

（款）2 総務費　　　（項）1 総務管理費　　　（目）11 国際・国内交流費　　　　　　

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

英会話教室、コスモスパーティー、会
広報誌の発行等
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支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

外国籍市民支援事業 342,400 （目的）外国籍市民に日本語を勉強する機会と日常生活に必要な情報を提供します。 112

（自治振興課）

（手段）一般財団法人日本国際協力センターへの委託により、日本語教室を開催しました。

（単位：人）

開　　催　　日 回　　数 場　　所 生徒数（延べ）

中央公民館 66 

（成果）日本語が不自由な外国籍市民の不安解消を図るとともに、交流の機会を提供することができまし

　　　た。

中学生派遣・受入事 1,000,000 （目的）市内中学生のローズバーグ市への派遣及びローズバーグ市の中学生の受入を通じて、お互いの文 112

業 　　　化、語学及び生活習慣を学び、融和と理解を深め、もって国際感覚を有する人を育成します。 

（自治振興課）

（対象）中学生

（手段）久喜市・ローズバーグ協会に補助金を交付して、中学生国際親善交流事業を実施しました。（派

実　　施　　期　　間 内　容 参加者

（成果）ホームステイを通じてお互いの文化に触れるとともに、国際感覚を有する人材の育成を図ること

　　　ができました。

姉妹・友好都市事業 21,600 （目的）国内外の都市と親善交流を図ります。 112

（自治振興課）

（対象）姉妹都市提携の関係者

（手段）久喜市長からローズバーグ市長あてに親書を送付しました。

　　　

（成果）姉妹都市提携に向けた取り組みを通じて、国際交流の推進に寄与することができました。

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

（対象）日本における滞在年数が3年未満の日本語が話せない外国籍市民

H26.10/4,11,18,26､11/1,8
,15,29､12/6,13

10回

　　　遣と受入を隔年実施、平成26年度は受入）

H26.7.15 ～ 23（9日間）
ホームステイ、名所旧跡の
見学など

中学生19人　　　
引率者3人
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（単位：円）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

久喜総合文化会館事 130,413,464 （目的）久喜総合文化会館の維持管理及び運営を行います。 112

業

（生活安全課） （対象）市民、施設利用者及び指定管理者

（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。

・指定管理者に指定管理料を支払いました。 （単位：円）

科　　　目 支　出　額 内　　　　容 期　　　　間

118,421,895

 ・施設用地の土地借上げ料を地権者に支払いました。 （単位：円）

科　　　目 支　出　額 内　　　　容 期　　　　間

土地借上料 11,865,402

・利用状況（ホール等） （単位：回、日、人）

施　設　名 利用回数 利用日数 利用者数

大ホール 377 172 124,695

小ホール 404 196 53,196

会議室 580 279 6,876

研修室１ 670 316 9,239

研修室２ 726 317 6,072

和室１ 386 216 3,156

和室２ 401 212 3,110

広域文化展示室 661 293 29,151

視聴覚室 582 287 12,165

研修室３ 620 292 6,986

合　　計 5,407 2,580 254,646

（単位：回、日、人）

種　　別 投映回数 投映日数 利用者数

一　　般　　投　　影 527 249 6,311

学　　習　　投　　影 43 14 2,553

（款）2 総務費　　　（項）1 総務管理費　　　（目）12 文化会館費　　　　　　　

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

管理業務
委託料

久喜総合文化会館
指定管理料

H26.4.1～H27.3.31

久喜総合文化会館用地
13,544.98㎡

H26.4.1～H27.3.31

(プラネタリウム)
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支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

種　　別 投映回数 投映日数 利用者数

プラネタリウムコンサート等 3 3 408

天文教室等 22 19 783

合　　計 595 285 10,055

（成果）地域の文化の殿堂として広く地域住民に親しまれ、教育、芸術文化の振興と福祉の増進に寄与しま

　　　した。

菖蒲文化会館管理事 33,903,098 （目的）市民が文化会館の施設及び設備を安全かつ円滑に利用できるよう、適正な維持管理を行います。 114

業 　　　　

（菖蒲文化会館） （対象）文化会館の施設、設備、土地、来館者

（手段）文化会館の施設及び設備の管理及び修繕を行いました。

・管理業務 （単位：円）

科　　目 支　出　額 内　　　　容 期　　　間

委託料 18,133,380 久喜市菖蒲文化会館業務
　

・修繕工事 （単位：円）

科　　目 内　　　　容 支　出　額

修繕料

多目的室１照明安定器交換修繕工事 43,200

多目的室前通路誘導灯標識器具交換工事 71,280

非常用予備発電機バッテリー交換修繕工事 236,520

多目的室パーテーション修繕工事 75,600

正面玄関自動ドア天井センサー修繕工事 77,112

図書館入口照明修繕工事 33,480

・請負工事 （単位：円）

科　　目 内　　　　容 支　出　額

請負工事費
音声誘導装置設置工事 486,000

玄関前段差スロープ設置工事 143,640

・利用状況（ホール等） 　（単位：回、日、人）

施　　　設　　　名 利用回数 利用日数 利用者数

文化ホール 257 120 18,856

楽屋１ 204 96 551

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

H26.4.1～H27.3.31
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楽屋２ 192 86 466

楽屋３ 184 79 413

常設展示室 394 132 3,672

会議室１ 173 100 1,423

会議室２ 205 102 1,798

会議室３ 217 110 2,011

多目的室１ 475 237 11,408

多目的室２ 278 146 5,592

多目的室３ 281 143 4,817

合　　　　　　計 2,860 1,351 51,007

（成果）各施設及び設備の点検や修繕、環境衛生管理、敷地内環境美化等を実施したことにより、館内での

　　　事故やけが人もなく、施設全体を適切に維持・管理することができ、市民（来館者）が安全かつ快適

　　　に利用することができました。

菖蒲文化会館自主事 1,077,030 （目的）地域文化の振興を図り、市民の生活に潤いと心の豊かさをもたらすための事業を実施します。 114

業

（菖蒲文化会館） （対象）市民（来場者）

（手段）芸術的・文化的に優れた映画の鑑賞や様々な機会を提供しました。

・自主文化事業

開催日 　事　業　名　 事　業　概　要 入場料  整理券等　 入場者

文化団体連合会の所属団 無料 ―

～ 体による作品の展示・競技

大会の実施
・菖蒲短歌会　

・菖蒲俳句研究会　

・菖蒲フォトクラブ

・菖蒲囲碁同好会

無料 入場整理券

新春菖蒲寄席

久喜市合併５周年記念 有料 座席指定

「新春菖蒲寄席」 2,000 入場券

出演者　桂米助　他２名 円

H26.6.15（日）

あやめ・ラベ
ンダーブルー
フェスティバ
ル展示会

約2,450人

H26.7. 6（日）

H26.11.16(日)
アミーゴ
映画会

上映映画「マジック・ツリー
ハウス（アニメ）」製作年
2011年上映時間105分　

142人

開場13：30 237枚

開演14：00

H27.2.8(日) 102人

開場13：30

開演14：00 112枚



― 52 ― 2款　総務費

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

 ・委託業務 （単位：円）

科　　目 支　出　額 内　　　　容 期　　　間

委託料 839,160 「新春菖蒲寄席」実施業務

（成果）文化活動の一環として映画会をはじめとする自主事業を実施したことにより、市民の生活に潤いと

　　　心の豊かさをもたらすことができました。

栗橋文化会館管理事 37,714,201 （目的）市民が文化会館の施設及び設備を安全かつ円滑に利用できるよう、適正な維持管理を行います。 116

業 　　　　

（栗橋文化会館） （対象）文化会館の施設、設備、土地、来館者

（手段）文化会館の施設及び設備の管理及び修繕を行いました。

・管理業務 （単位：円）

科　　目 支　出　額 内　　　　容 期　　　間

委託料 23,187,236 久喜市栗橋文化会館業務

・修繕工事 （単位：円）

科　　目 内　　　　　　容 支　出　額

修繕料　

電気湯沸器修繕工事 43,200

風除室ドア修繕工事 28,080

33,048

音楽室空調機修繕工事 113,400

消防設備修繕工事 356,400

165,240

駐車場区画修繕工事 568,080

駐車場整備修繕工事 496,800

防火ダンパー自動閉鎖修繕工事 184,572

駐車場案内看板修繕工事 37,800

ガス給湯器修繕工事 183,600

合　　　　　　　　　　計 2,210,220

・請負工事 （単位：円）

科　　目 内　　　　　　容 支　出　額

請負工事 音声誘導装置設置工事 486,000

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

H26.8.18～H27.2.8

H26.4.1～H27.3.31

冷温水用膨張タンク及び消火用補助タンクボ
ールタップ修繕工事

和室1・2畳修繕工事
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・利用状況（ホール等） 　（単位：回、日、人）

施　　　設　　　名 利用回数 利用日数 利用者数

文化ホール 241 113 18,886

楽屋１ 107 45 182

楽屋２ 94 37 158

主催者控室 120 71 292

音楽室 553 282 7,198

視聴覚室 178 111 6,499

会議室１ 366 185 7,441

会議室２ 309 162 7,033

和室１ 154 95 1,079

和室２ 167 84 1,049

工作室 202 145 4,219

合　　　　　　計 2,491 1,330 54,036

（成果）各施設及び設備の点検や修繕、環境衛生管理、敷地内環境美化等を実施したことにより、館内での

　　　事故やけが人もなく、施設全体を適切に維持・管理することができ、市民（来館者）が安全かつ快適

　　　に利用することができました。

栗橋文化会館自主事 1,417,499 （目的）地域文化の振興を図り、市民の生活に潤いと心の豊かさをもたらすための事業を実施します。 116

業

（栗橋文化会館） （対象）市民（来場者）

（手段）芸術文化作品の映画を鑑賞する機会の提供を始め、各種のイベントを開催しました。

　　・自主文化事業

開　催　日 事　業　名 事　業　概　要 入場料 整理券等 入場者

無料 ―

無料 ―

H26.10.11（土）
～10.12（日）
開場  9：00
閉場 17：05

イリス・スタイン
ウェイピアノ
体験会

スタインウェイＤ型の体験会
11日　 8人・　12日　 12人
参加者合計　20人　
先着申込順により受付

体験者
　　 20人
一般
観客者
　 　76人

H26.10.11（土）
～ 10.12（日）
開場  9：00
閉場 17：05

イリス・ヤマハグ
ランドピアノ体験
会

スタインウェイＤ型の体験会
11日　 4人・　12日　 5人
参加者合計　 9人　
先着申込順により受付

体験者
　　  9人
一般
観客者
　 　40人
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支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

開　催　日 事　業　名 事　業　概　要 入場料 整理券等 入場者

無料

無料 ― 

イリス映画会 無料

クリスマス映画会 無料

イリス文化講演会 無料

イリス合唱祭 無料 ―

　　・委託業務 （単位：円）

科　　目 支　出　額 内　　　　容 期　　　間

委託料 818,640

（成果）地域の方が参加できる事業を取り入れたことにより、地域のコミュニティの場として、市民の生活

　　　に潤いと心の豊かさをもたらすことができました。

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

H26.10.19（日）
開場13：30
開演14：00

鷲見恵美子     
ヴァイオリン演奏
会

市民の方へ音楽鑑賞する機会
を提供するため、優れたプロ
の音楽家を招きコンサートを
実施した。
出演者 鷲見恵美子(ヴァイオ
リン)　小川由希子(ピアノ)

入場
整理券
516枚

372人

H26.11.16（日）
開場12：00
開演13：30

栗橋やさしさ・と
きめき祭り演奏会

イリス創立20年であることか
ら、イリス(ホール・音楽室)
利用者(団体)の方にホールを
日頃の技術発表の場に活用し
、他の利用者との情報交換の
場所に活かした。

参加者
　　 15人
観客者

　  105人

H26.11.23（日）
開場13：30
上映14：00

上映映画「いのちの林檎」
制作年　　　2012年
上映時間　　115分

入場
整理券
374枚

281人

H26.12.14（日）
開場13：30
上映14：00

上映映画「シュレック」
制作年　　　2011年
上映時間　　93分

入場
整理券
388枚

266人

H27.1.18（日）
開場13：30
開演14：00

講演者　「森田正光」
｢テレビで言えない天気の話｣

入場
整理券
550枚

401人

H27.2.15（日）
開場13：00
開演13：30

出演団体
　久喜市内合唱団　
　久喜高校音楽部     
　栗橋西中学校音楽部
　　出演団体数　10団体

入場者
　  260人
出演者
　　256人

イリス文化講演会「森田　正
光」実施業務

H26.9.9～H27.1.19
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文化会館運営委員会 102,000 （目的）文化会館の運営に関し、必要な事項を調査し、及び審議し、意見を具申していただきます。 118

事業

（栗橋文化会館） （対象）菖蒲文化会館・栗橋文化会館

　　　　　　　場　所　　久喜市栗橋文化会館　会議室１・２

　　　　　　　議　題

　　　　　　　　・久喜市文化会館利用統計について

　　　　　　　　・久喜市自主文化事業実績報告及び事業実施計画について

　　　　　　　場　所　　久喜市菖蒲文化会館　多目的室１・２

　　　　　　　議　題

　　　　　　　　・平成２６年度久喜市文化会館利用統計について

　　　　　　　　・平成２６年度久喜市自主文化事業実績報告について

　　　　　　　　・平成２７年度久喜市自主文化事業実施計画（案）について

（成果）文化会館の運営に対して、議題の審議や、さまざまな意見や助言をいただいたことにより、文化会

　　　館の施設を十分に活用した運営事業を行うことができました。

（単位：円）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

公文書館活動事業 1,186,891 （目的）公文書館法の理念を体現するため、毎年度発生する大量の市の公文書を、市が定める公文書のライ 118

（公文書館） 　　　フサイクルに基づいて的確にコントロールするとともに、歴史公文書として評価選別したものを市民

　　　・職員等に利用できるようにします。

（対象）市民・職員等

（手段）・公文書のライフサイクルに基づき完結後１年を経過した公文書を集中管理することで（公文書館

　　　　　の中間庫及び各総合支所文書庫の４か所）、特定歴史公文書の評価選別に適切な環境を整えまし

　　　　　た。

（手段）　文化会館運営委員会を第1回、第２回開催しました。

　　　　　・平成26年度第１回文化会館運営委員会

　　　　　　　開催日　　平成26年7月29日（火）

　　　　　・平成26年度第２回文化会館運営委員会

　　　　　　　開催日　　平成27年3月25日（水）

（款）2 総務費　　　（項）1 総務管理費　　　（目）13 公文書館費　　　　　　　

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ



― 56 ― 2款　総務費

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

　　　　・３回の展示（前期常設展、企画展、後期常設展）を開催するとともに、企画展で作成した展示図

　　　　　録をホームページに掲載すること等で、公文書館や公文書館資料の存在を周知しました。

（単位：日、人）

展　　示　　名 展示期間 展示日数 閲覧者数

前期常設展
久喜市公文書館へようこそ

90 ―
～公文書館利用案内～  H26. 8. 8

企　画　展 61 333
 H26.10.31

後期常設展
久喜市公文書館へようこそ

86 ―
～公文書館利用案内～  H27. 3.31

　　　　・公文書のライフサイクルのすべての段階で、市民・職員等が必要とする情報にアクセスできる体

　　　　　制を整えました。

公文書の段階 保　　存　　場　　所 ア　ク　セ　ス　方　法

 現用公文書
担当課のキャビネット 情報公開制度の公開請求

公文書館中間庫及び各総合支所文書庫 情報公開制度の公開請求

 非現用公文書 公文書館中間庫及び各総合支所文書庫 情報公開制度に準ずる公開申請

 特定歴史公文書 公文書館の一般保存庫 公文書館制度の閲覧申請

（成果）・完結後１年を経過した公文書を集中管理し、担当課の職場環境にも配慮しながら、公文書のライ

　　　　　フサイクルのすべての段階の保存管理体制を適切に整備することができました。

　　　　・展示やホームページの活用等で、公文書館や公文書館資料の紹介をすることができました。

　　　　・公文書についてのアクセス権を保障することで、市民・職員等への利用の便宜を図りました。

公文書館管理事業 7,734,002 （目的）公共施設として、安全で利用しやすい環境を整備します。 118

（公文書館）

（対象）公文書館

（手段）多くの市民の皆さんが気持ちよく利用できるように、公文書館施設の維持管理を行いました。

・業務委託 （単位：円）

業務委託名 委　託　料

　・エレベーター保守点検業務 583,200

　・警備業務 369,360

　・施設清掃業務 4,523,040

合　　計 5,475,600

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

 H26. 4. 1～

広報カメラが撮った久喜市の100枚
 H26. 8.19～

 H26.11.19～
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（成果）各種業務の委託等により、公文書館の円滑な維持管理ができました。

市政情報提供事業 762,295 （目的）・請求に応じて公文書を公開することなどにより、市政への参加の促進と開かれた市政の推進を図 120

（公文書館） 　　　　　ります。

　　　　・個人情報の適正な取り扱いを定めるとともに、個人情報の開示や訂正等を求める権利を明らかに

　　　　　することにより、個人の権利利益の保護を図ります。

（対象）・久喜市の情報公開制度を利用しようとする者

　　　　・久喜市が保有している個人情報に係る本人

（手段）情報公開条例及び個人情報保護条例の規定に基づく公文書の公開請求や個人情報の開示請求等に

　　　対して、適正に処理しました。

　　　　○公文書の公開請求の運用状況 （単位：件）

区　別 取下数
決定の内訳

公開 一部公開 非公開

　請　求 32 5 27 74 27 46 1

※申　出 1 0 1 1 0 0 1

　合　計 33 5 28 75 27 46 2

　　　　開請求のことをいいます。

　　　　○個人情報の開示請求の運用状況 （単位：件）

区　分 取下数
決定の内訳

開示 部分開示 不開示

開　示 2 0 2 3 2 1 0

　　　　○個人情報の簡易開示請求の運用状況 　　　（単位：件）

簡易開示の名称 受付件数 開示件数

職員採用試験 15 15

任期付市費負担教職員採用試験 0 0

合　　計 15 15

受付
実数

受付
件数

決定
件数

 　　※受付件数1件につき、決定件数が2件以上になる場合があります。

 　　※「申出」とは、次に掲げる旧1市3町の条例施行日より前に作成・取得した旧1市3町の公文書の公

　　　　・旧久喜市･･･平成5年10月1日　　　　・旧菖蒲町･･･平成15年4月1日

　　　　・旧栗橋町･･･平成14年4月1日　　　　・旧鷲宮町･･･平成13年4月1日

受付
実数

受付
件数

決定
件数
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支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

　　　　○個人情報の訂正等請求の運用状況 （単位：件）

訂正 削除 利用中止

0 0 0

（成果）情報公開制度を的確に運用することで、市政への参加の促進と開かれた市政の推進を図ることがで

　　　きました。また、個人情報保護制度を的確に運用することで、個人の権利利益が図られました。

（単位：円）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

自治基本条例推進事 128,875 （目的）市政運営の基本理念と基本的ルールを定めた「自治基本条例」に基づき、協働のまちづくりの推進 120

業 　　　を図ります。

（自治振興課）

（対象）市民及び職員

（手段）自治基本条例の適切な運用及び普及を図るため、市民等による推進委員会を開催して協議しました。

組　　　織 構　　成 内　　容

（成果）久喜市自治基本条例に基づく、協働のまちづくりの運用状況を検証することができました。

自治行政区運営事業 99,478,075 （目的）市長が執行する業務その他行政を円滑に推進し、住民共同の福祉を増進します。 120

（自治振興課、菖蒲

市民課、栗橋市民課

、鷲宮市民課）

（手段）円滑な自治行政区運営を促進し、住民の福祉を増進するため、自治行政区に対して、基準額

　　　の区で区長代理を置く場合は、区長代理報酬相当額を減額し交付）しました。

　　　　各行政区は、会議や研修会の開催、市業務への協力、行事参加などの活動を行いました。

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

（款）2 総務費　　　（項）1 総務管理費　　　（目）14 自治振興費　　　　　　　

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

久喜市自治基本条例推
進委員会

公募による市民、市内各種
団体の代表者、学識経験者
（12人）

・市民参加及び市民活動の状況について
（H26.8.19開催） 
・委員委嘱、会議の運営について他
（H27.3.18開催）

（対象）自治行政区　259区（久喜地区：123区、菖蒲地区：34区、栗橋地区：46区、鷲宮地区：56区）

　　　70,000円と区の世帯数に350円をかけた金額の合計額を区運営費補助金として交付(150世帯未満
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・自治行政区運営補助金 （単位：区、世帯、円）

地　区 区　数 世帯数 補助金額

久喜地区 123 26,776 17,847,600

菖蒲地区 34 7,243 4,915,050

栗橋地区 46 8,630 5,987,100

鷲宮地区 55 14,712 8,500,100

・久喜地区区長会の会議等実施状況

区　　　分 内　　　　　容 開催日

区長会総会 定期総会 H26.4.25

H26.5.25

総合防災訓練 H26.9.6

区長会全体会 視察研修、市民まつり等について H26.10.6

市民まつり 市民パレード参加 H26.10.19

区長会視察研修
テーマ：宇宙から見る地球の環境について

H26.11.11
比企郡鳩山町（地球観測センター）

区長会役員会 事業の運営について

・菖蒲地区区長会の会議等実施状況

区　　　分 内　　　　　容 開催日

区長会総会 定期総会 H26.4.11

三世代クリーン活動参加 菖蒲コミュニティ推進協議会事業に参加 H26.5.25

区長会視察研修
テーマ：防災の知識　防災体験学習

H26.11.7
神奈川県厚木市（神奈川県総合防災センター）

区長会役員会 事業の運営について

・栗橋地区区長会の会議等実施状況

区　　　分 内　　　　　容 開催日

区長会総会 定期総会 H26.5.16

H26.5.25

総合防災訓練 重点参加地区　豊田地区 H26.9.6

ゴミゼロ・クリーン久
喜市民運動参加

重点参加地区　太田地区(東)、江面地区、清久地区

4回開催

4回開催

ゴミゼロ・クリーン久
喜市民運動参加
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支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

区　　　分 内　　　　　容 開催日

区長会視察研修
テーマ：国政を学ぶ

H26.10.24

区長会役員会 事業の運営について

・鷲宮地区区長会の会議等実施状況

区　　　分 内　　　　　容 開催日

区長会総会 定期総会 H26.4.26

H26.5.25

区長会視察研修
H26.6.8

区長会勉強会

演題：合併後のまちづくりのあり方

H27.1.17

区長会・交流会 市への確認事項、交流会 H27.1.17

区長会役員会 事業の運営について ４回開催

（成果）区長を通じて、市と自治行政区との間の連絡調整が円滑に行われることにより、住民の福祉増進に

　　　寄与しました。

区長会運営事業 737,310 （目的）区長（区長代理）相互の資質の向上と連携を図ることにより、各行政区における自治活動を推進し 120

（自治振興課、菖蒲 　　　ます。

市民課、栗橋市民課

、鷲宮市民課） （対象）地区区長会

（手段）地区区長会が実施する研修事業に補助金を交付しました。

（単位：円）

区　　　分 補助金額

久喜地区区長会 360,000

菖蒲地区区長会 120,000

栗橋地区区長会 98,010

鷲宮地区区長会 120,000

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

東京都千代田区(国会議事堂)ほか

3回開催

ゴミゼロ・クリーン久
喜市民運動参加

テーマ：宮城県南三陸町の被災状況と現状
宮城県南三陸町 　～6.9

講師：大杉　覚 氏（首都大学東京大学院社会科学研究
科教授）
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（成果）研修事業の実施により、自治行政における見聞を広めるとともに、区長（区長代理）相互の資質の

　　　向上と親睦を図ることができました。

市民活動推進事業 1,160,000 （目的）市民活動推進条例に基づき、財政支援等を行うことにより、市民活動の推進を図ります。 122

（自治振興課）

（対象）市民、特定非営利活動法人及び市民活動団体

（手段）・市民が市民活動に関する情報を手軽に得られるように、市内の主要な公共施設に設置した市民活

　　　　　動情報コーナー及び久喜市のホームページ（市民活動のページ）において、市民活動に関する情

　　　　　報を公表しました。

　　　　・市民活動推進補助金の活用事業を公募し、公開審査会を経て、補助対象事業に補助金を交付しま

　　　　　した。

　　　　・市民活動推進補助金の交付団体

（単位：円）

団　　体　　名 事　業　名 補助金額

久喜囲碁まつり「百面打ち大会」

埼玉成年後見支援センター久喜

久喜ばら会 ばらの花でいっぱいの町づくり

栗橋音頭保存会 栗橋音頭継承事業

しょうぶ・しみん吹奏楽団 市民ふれ合いコンサート

久喜おやこげきじょう あそびのひろば

（成果）・市民活動に関する情報を提供することにより、多くの市民が市民活動に関わる情報を得るととも

　　　　　に、団体相互の情報交流を図ることができました。

　　　　・市民活動推進補助金活用事業により、市民活動団体の特性を活かした事業を実施することができ

　　　　　ました。

コミュニティ協議会 3,867,000 （目的）地域のコミュニティ活動及びコミュニティづくりを推進します。　 122

運営事業

日光街道　栗橋関所・栗橋宿を元気にする
会

栗橋関所復元と活気ある町を目指
す町づくり

108,000

久喜囲碁まつり「百面打ち大会」実行委員
会

200,000

成年後見制度の普及活動及び啓発
活動

36,000

200,000

200,000

112,000

170,000

特定非営利活動法人　子育てステーション
たんぽぽ

子育てと地域活動をつなぐイベン
ト「おはなし玉手箱」

134,000
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支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

（自治振興課、菖蒲 （対象）コミュニティ協議会及び市民活動団体

市民課、栗橋市民課

、鷲宮市民課） （手段）コミュニティ団体に対して、財政的支援及び事務的支援を行いました。

（単位：円）

団　　体　　名 補助金額

久喜コミュニティ推進協議会 250,000

清久地区コミュニティ協議会 200,000

本町小地区コミュニティ協議会 200,000

久喜東地区コミュニティ協議会 200,000

久喜小地区コミュニティ協議会 200,000

太田小地区コミュニティ協議会 200,000

青葉地区コミュニティ協議会 200,000

菖蒲コミュニティ推進協議会 250,000

栗橋コミュニティ推進協議会 250,000

ＮＰＯ法人豊田ふるさとづくり振興会 365,000

栗美会 292,000

鷲宮コミュニティ推進協議会 250,000

上内地区コミュニティ協議会 200,000

桜田地区コミュニティ協議会 200,000

東鷲宮地区コミュニティ協議会 200,000

鷲宮西地区コミュニティ協議会 200,000

砂原小地区コミュニティ協議会 200,000

（成果）市民の連携と協働による自主的なコミュニティ活動や人と人とのつながりを通じて、コミュニティ

　　　づくりの推進を図ることができました。

コミュニティ祭り事 3,285,546 （目的）各地域のコミュニティ祭り事業の円滑な運営の支援を図り、併せて、市民相互の交流と連帯感を高 122

業 　　　め、コミュニティの推進を図ります。

（栗橋市民課、鷲宮

市民課） （対象）各事業の主催団体

（手段）補助金交付要綱に基づき、補助金を交付しました。

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ
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（単位：円）

団　　体　　名 補助金額

久喜市栗橋赤花そばづくり実行委員会 1,054,000

栗橋やさしさ・ときめき祭り実行委員会 1,200,000

鷲宮地区コミュニティ祭り実行委員会 800,000

（成果）各事業の円滑な運営の支援と、市民相互の交流と連帯感を高めるとともに、コミュニティづくりの

　　　推進を図ることができました。

コミュニティ助成事 22,500,000 （目的）コミュニティ活動に必要な設備等の整備に助成を行うことにより、コミュニティの健全な発展を図 122

業 　　　ります。

（自治振興課）

（対象）自治会、町内会等の地域的な活動を行っている団体

（手段）コミュニティ活動を推進するため、補助金を交付しました。

 　　　・コミュニティ助成事業補助金 （単位：円）

団　　体　　名 事業概要 補助金額

集会所備品の整備 2,500,000

東一丁目祭典保存会 山車の整備 2,500,000

菖蒲神輿 神輿の整備 2,500,000

 　　　・コミュニティ活動推進事業補助金 （単位：円）

団　　体　　名 事業概要 補助金額

久喜第５８区 太田袋集会所建設 7,500,000

鷲宮第１４区 中内出集会所建設 7,500,000

（成果）コミュニティ補助金により、コミュニティ活動に使用する備品の整備や施設の建設を行うことで、

　　　地域コミュニティ活動の円滑な推進に寄与することができました。

コミュニティ施設管 55,898,098 （目的）コミュニティの推進と市民活動の拠点となる施設を安全かつ快適な環境に保全するため、維持管理 122

理事業 　　　及び整備を行います。

（菖蒲市民課、栗橋

市民課、鷲宮市民課 （対象）市有の土地・建物、施設利用者

）

久喜市江面本田（第５１区）
自治会
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支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

（手段）予約受付を行い施設を貸し出し、建物の維持管理に努めました。

　　　・利用状況 （単位：件、人）

施　　設　　名 利用件数 利用人数

菖蒲コミュニティセンター 789 17,951

栗橋コミュニティセンター 4,573 41,045

鷲宮東コミュニティセンター 2,025 36,588

鷲宮西コミュニティセンター 1,948 40,678

　　　・業務委託 （単位：円）

施　　設　　名 業　務　委　託　名 委託金額

管理運営業務委託 5,879,574

設備維持管理業務委託 3,149,280

ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委託 307,800

自家用電気工作物保安管理業務委託 203,148

コピー機保守点検業務委託 109,921

建築設備定期検査報告業務委託 216,000

警備業務委託 308,448

空調機保守点検業務委託 292,248

消防設備保守点検業務委託 57,672

エレベーター保守点検業務委託 125,820

自動ドア装置点検整備業務委託 43,200

コピー機保守点検業務委託 16,735

防火対象物定期点検報告業務委託 64,800

172,800

プリンタ保守業務委託 17,712

自家用電気工作物保安管理業務委託 174,960

受水槽清掃及び水質検査業務委託 48,600

警備業務委託 230,827

施設清掃業務委託 216,000

空調機保守点検業務委託 293,760

消防設備保守点検業務委託 59,616

エレベーター保守点検業務委託 104,220

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

栗橋
コミュニティセンター

鷲宮東
コミュニティセンター

建築物定期調査及び建築設備定期検査報告業
務委託

鷲宮西
コミュニティセンター
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自動ドア装置点検整備業務委託 43,200

コピー機保守点検業務委託 16,831

浄化槽保守点検業務委託 109,512

電動式椅子付移動観覧席保守点検業務委託 267,840

防火対象物定期点検報告業務委託 64,800

172,800

プリンタ保守業務委託 17,712

自家用電気工作物保安管理業務委託 162,000

受水槽清掃及び水質検査業務委託 86,400

用地測量業務委託料 345,600

不動産鑑定業務委託料 156,600

警備業務委託 223,663

施設清掃業務委託 216,000

コミュニティ広場
トイレ清掃業務委託 70,000

浄化槽保守点検業務委託 36,936

合　　　　　計 14,083,035

　　　・修繕 （単位：円）

施　　設　　名 修　　繕　　名 修繕料

喫茶コーナー電球修繕 5,400 

会議テーブル修繕 35,100 

多目的室壁面修繕 119,880 

屋根漏水修繕 116,640 

電気温水器修繕 19,656 

ホールエアコン吸入口修繕 25,920 

天井修繕 226,800 

玄関扉ガラス修繕 153,360 

２階女子トイレ電源スイッチ修繕 8,910 

非常照明器具修繕 680,400 

排煙口調査修繕 432,000 

空調機点検修繕 140,400 

事務室照明修繕 189,000 

合　　　　　計 2,153,466 

鷲宮西
コミュニティセンター 建築物定期調査及び建築設備定期検査報告業

務委託

栗橋
コミュニティセンター

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
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支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

・公有財産購入

施　　設　　名 事　業　内　容 購入費

12,561,912

（成果）施設の予約受付、貸出を行い、適正な修繕により施設の維持管理に努め、住民活動の拠点として寄

　　　与することができました。

ボートピア栗橋環境 74,670,000 （目的）久喜市小右衛門地区を中心とした栗橋地域のまちづくり等を支援します。 126

整備協力費活用事業

（企画政策課） （対象）地域活性化に資するまちづくり活動事業、地域医療の充実に資する事業、地域福祉の増進に資する

　　　事業、又は教育、文化の充実に資する事業を実施する団体

（手段）地域活性化に資するまちづくり活動事業を実施する団体として、「栗橋まちづくり協議会」に運営

　　　　地域医療の充実に資する事業を実施する団体として、「社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済

　　　　地域福祉の増進に資する事業を実施する団体として、「特別養護老人ホーム栗橋翔裕園」、「栗橋

　　　ナーシングホーム翔裕園」、「グループホームひだまりの家栗橋」、「プラウドビラ栗橋」、「介護

（成果）久喜市小右衛門地区を中心とした栗橋地域におけるまちづくりを促進させることができました。　　　

中規模集会施設整備 27,864 （目的）コミュニティ活動の拠点であるコミュニティ施設の整備・充実を図ることにより、コミュニティの 126

事業 　　　健全な発展を図ります。

（自治振興課）

（対象）中規模集会施設

（手段）複合施設として建設された施設の先進地視察を行いました。

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

鷲宮西
コミュニティセンター

駐車場を拡張する目的で、公有財産を購入し
ました。
　実測面積　1,163.14㎡

　　　費の補助（3,000,000円）

　　　生会栗橋病院」に超伝導磁気共鳴診断装置の購入に対する補助（50,000,000円）

　　　サービスしずか」の福祉機器の購入に対する補助（各2,000,000円）、「在宅ケアセンターきらら」

　　　の福祉機器購入に対する補助（1,670,000円）、「ほっと・ケアライフ栗橋」、「鈴蘭」、「介護タ

　　　クシーあっとほーむ」、「株式会社友愛」の福祉車両の購入に対する補助（各2,000,000円）、「済

　　　生会くりはし訪問看護ステーション」の福祉機器及び福祉車両の購入に対する補助（2,000,000円）
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　　　　・カルスタすぎと〈杉戸町）

　　　　・三俣コミュニティセンター（加須市）

（成果）中規模集会施設の整備に向けた調査を行うことができました。

（単位：円）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

交通安全対策事業 2,730,000 （目的）交通安全対策の推進を図ります。 128

（生活安全課）

（対象）交通安全推進団体

（手段）各交通安全推進団体へ負担金を支出しました。

（成果）市内の交通安全対策の推進を図り、交通事故防止に寄与しました。

交通安全思想普及事 1,654,184 （目的）交通安全意識の高揚のための啓発普及活動を行います。 128

業

（生活安全課、菖蒲 （対象）市民

市民課、栗橋市民課

、鷲宮市民課） （手段）関係機関・団体と協力し、街頭啓発活動等を実施しました。

・交通安全啓発活動

実　施　方　法 回数等 実　　施　　内　　容

広報車による広報活動 期間中随時

懸垂幕の掲出 期間中 各季の交通安全運動期間中、庁舎外壁に掲出しました。

のぼり旗の掲出 期間中 各季の交通安全運動期間中、主要交差点に掲出しました。

街頭啓発活動 期間中随時

チラシによる広報活動 随時

（款）2 総務費　　　（項）1 総務管理費　　　（目）15 交通安全対策費　　　　　　　

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

　　　　・支出団体数　3団体

各季の交通安全運動期間中、啓発用テープ等を活用しなが
ら、市内を巡回しました。

各季の交通安全運動期間中、久喜市交通安全母の会、久喜
市交通安全対策協議会、久喜市交通指導員、久喜市を管轄
する警察署及び交通安全協会等、関係機関団体と協力し、
駅頭、市内主要交差点、大型ショッピングセンター等にお
いて啓発品の配布や街頭指導を実施しました。

交通事故の防止を呼びかけるチラシ等を配布し、交通事故
防止の普及啓発をしました。
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支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

・交通安全教育

事　業　名 対　　象 内　　　　　容

交通安全教室 市内小学生

入学準備説明会 市内小学生、保護者 警察、交通指導員による通学の仕方

ママ・パパ教室 妊婦等 チャイルドシートの利用について

高齢者自転車教室 高齢者 自転車の安全利用について

（成果）各種啓発活動を通じて、交通安全意識の高揚を図ることができました。

交通事故被害者救済 407,637 （目的）交通事故により被害を受けた方又はその遺族の救済のための共済制度への加入を推奨します。 128

対策事業

（生活安全課、菖蒲 （対象）市民

市民課、栗橋市民課

、鷲宮市民課） （手段）推進員による地域住民の加入推進と、ゆうちょ銀行・郵便局窓口における加入受付、生活安全課、

　　　各総合支所市民課窓口における加入及び給付受付を行いました。

（成果）共済制度への加入の推進を図り、適正な見舞金の支給ができました。

防犯灯管理事業 60,878,540 （目的）誰もが安心して暮らせる生活環境を整備します。 128

（生活安全課、菖蒲

市民課、栗橋市民課 （対象）市民

、鷲宮市民課）

（手段）市で維持管理している防犯灯の電気料の支払い、球切れ等の修繕を行いました。　

（単位：基、円）

防犯灯電気料 38,261,224 

防犯灯修繕料 22,611,614 

設置基数 9,672 

（成果）防犯灯の維持管理をすることにより、夜間の安全を確保し、犯罪の抑止効果を高めました。

防犯灯新設事業 4,845,528 （目的）誰もが安心して暮らせる生活環境を整備します。 130

（生活安全課、菖蒲

市民課、栗橋市民課 （対象）市民及び行政区

、鷲宮市民課）

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

警察、交通指導員による歩行、自転車利用
の仕方

　　　　・加入者数　　　　　　16,717人    ・見舞金請求件数　　　　132件
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（手段）地元区長からの要望により、防犯灯を設置しました。

（単位：基、円）

設置基数 設置費用

89 4,845,528 

（成果）防犯灯を設置することにより、夜間の安全を確保し、犯罪の抑止効果を高めました。

交通安全施設管理事 14,059,255 （目的）市道利用者を交通事故から守り、安全で安心した道路交通環境を維持します。 130

業

（生活安全課、道路 （対象）市道を利用する市民

河川課、菖蒲市民課

、菖蒲建設課、栗橋 （手段）市内に設置した道路反射鏡の修繕等を行いました。

市民課、栗橋建設課 　　　　また、道路照明灯や防護柵等の維持管理を行いました。

、鷲宮市民課、鷲宮 （単位：円）

建設課） 地区名 事業名 施工場所 事業内容 工期 工事費

久喜

久喜地区 1,299,456

その他小規模工事 久喜地区 357,480

小　　　　計 1,656,936

菖蒲

菖蒲地区 1,091,880

その他小規模工事 菖蒲地区 208,440

小　　　　計 1,300,320

栗橋
栗橋地区 858,060

小　　　　計 858,060

鷲宮

鷲宮地区 1,526,325

その他小規模工事 鷲宮地区 370,440

小　　　　計 1,896,765

合　　　　計 5,712,081

道路照明灯修繕工
事

小規模工事 29件

小規模工事 2件

道路照明灯修繕工
事

小規模工事  7件

小規模工事  3件

道路照明灯修繕工
事

小規模工事 15件

道路照明灯修繕工
事

小規模工事 18件

小規模工事  1件
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支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

（単位：基、円）

区　　分 施工場所 基　　数 工　　事　　費

道路反射鏡修繕工事 市内各所 95 7,591,752

（成果）交通安全施設を維持管理し、市民が安全に安心して通れる市道を確保しました。

交通安全施設整備事 27,274,212 （目的）市道利用者を交通事故から守り、安全で安心した道路交通環境を整備します。 132

業

（生活安全課、道路 （対象）市道を利用する市民

河川課、菖蒲市民課

、菖蒲建設課、栗橋 （手段）区長や学校からの要望により、道路反射鏡、道路照明灯及び防護柵等を新設しました。

市民課、栗橋建設課 （単位：円）

、鷲宮市民課、鷲宮 地区名 事業名 施工場所 事業内容 工期 工事費

建設課）

久喜

799,200

464,400

その他小規模工事 久喜地区 6,829,380

小　　　　計 8,092,980

菖蒲

菖蒲町菖蒲 1,728,000

菖蒲町三箇 797,040

その他小規模工事 菖蒲地区 3,511,080

小　　　　計 6,036,120

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

市道久喜234号線道
路照明灯設置工事

青毛1丁目
道路照明灯設置工

1基

H26. 5.19
～

H26. 7.30

市道久喜1号線区画
線移設工事 久喜東5丁目他 外側線 468.9m

H27. 2. 6
～

H27. 3.31

小規模工事 18件

市道菖蒲1283号線
交通安全施設整備
工事

防護柵工 84.5m
H26. 7.22
～

H26. 9.30

市道菖蒲1507号線
交通安全施設整備
工事

グリーンベルト
645m

H27. 2.17
～

H27. 3.27

小規模工事 10件
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栗橋

栗橋東１丁目 788,400

栗橋他 616,680

その他小規模工事 栗橋地区 3,127,032

小　　　　計 4,532,112

鷲宮
その他小規模工事 鷲宮地区 3,238,920

小　　　　計 3,238,920

合　　　　計 21,900,132

区　　分 施工場所 基　　数 工　　事　　費

道路反射鏡設置工事 市内各所 35 5,374,080

（成果）交通安全施設を整備し、市民が安全で安心して通れる市道を確保しました。

放置自転車対策事業 13,499,187 （目的）条例で定められた自転車等放置禁止区域内の放置自転車等を解消します。 132

（生活安全課、栗橋

市民課、鷲宮市民課 （対象）市民

）

（手段）自転車等放置禁止区域内において、シルバー人材センターに業務を委託し、駅利用者等の自転車利

　　　用者の誘導、放置自転車等の運搬、保管自転車等の返還を行いました。

・久喜地区

久喜駅東西口誘導整理業務 3,094,080円

運搬業務 運搬回数 310回 運搬台数 472台 864,900円

返還業務 返還台数 自転車 224台 1,855,200円

・栗橋地区

栗橋駅東西口自転車等誘導整理業務 751,520円

・鷲宮地区

ＪＲ東鷲宮駅及び東武鷲宮駅周辺自転車等整理業務 6,033,000円

（成果）駅周辺等の自転車等放置禁止区域における放置自転車等が減少し、通行者の安全確保、環境美化の

　　　促進が図れました。

市道栗橋65号線路
面標示設置工事

外側線    203.0m
グリーンベルト
　　　　  396.0m

H26.11.20
～

H26.12.25

市道栗橋324号線道
路標示設置工事

外側線　1,102m
H26.12.18
～

H27. 1.30

小規模工事 15件

小規模工事  6件
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支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

駐輪場管理事業 10,204,670 （目的）市営駐輪場等の維持管理を行い、自転車利用者の利便性の向上を図るとともに、生活環境の保持を 132

（生活安全課、菖蒲 　　　図ります。

市民課、栗橋市民課

、鷲宮市民課） （対象）市民、市営駐輪場等

（手段）市営駐輪場等の維持管理を行いました。

　　　　・久喜地区

久喜駅東口自転車等駐車場借地料 7,117,700円

　　　　・菖蒲地区

自転車等駐車場維持管理業務 649,440円

　　　　・栗橋地区

自転車等駐車場誘導整理業務 2,014,320円

自転車等駐車場電気料 59,836円

自転車等駐車場修繕料 3,456円

　　　　・鷲宮地区

自転車等駐車場電気料 131,003円

自転車等駐車場修繕料 152,280円

（成果）市営駐輪場等の維持管理を行い、自転車利用者の利便性の向上を図るとともに、生活環境の保持を

　　　図ることができました。

4,479,840 134

　　　地工事を行います。

（対象）旧東鷲宮駅西口市営自転車駐車場

（手段）施設の撤去及び整地を実施しました。

（単位：円）

撤去工事等 舗装の撤去、路盤、防草シートの敷設等 4,479,840

（成果）旧東鷲宮駅西口市営自転車駐車場を撤去し、整地することができました。

交通指導員運営事業 36,201,196 （目的）交差点における交通整理、誘導や学校等での交通安全教育により、交通事故の防止を図ります。 134

（生活安全課）

（対象）市民

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

東鷲宮駅西口自転車
駐車場廃止事業

（目的）東鷲宮駅西口市営自転車駐車場を平成25年10月31日を以って廃止しましたので、施設の撤去及び整

（鷲宮市民課)
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（手段）市内各所に交通指導員を配置し、歩行者の安全確保を図りました。

　　　各季の交通安全運動における啓発活動や、交通安全教室における交通教育を実施しました。

（成果）歩行者の安全確保を図り、市民の交通安全意識の高揚及び交通安全教育に寄与しました。

交通安全施設等シス 1,132,920 （目的）交通安全施設等管理システムの更新を行い、システムの安定稼動を図ります。 134

テム管理事業

（生活安全課・菖蒲 （対象）交通安全施設等管理システム

市民課）

（手段）交通安全施設等管理システムの関係機器と必要なソフトウェアの更新を行いました。

・生活安全課

内　　　　　　容 金　　額

　交通安全施設等管理システム更新業務委託 443,880

・菖蒲市民課

内　　　　　　容 金　　額

　・ＯＡ機器備品購入 223,560

　・交通安全施設等管理システム更新業務委託 465,480

小　　　　計 689,040

（成果）交通安全施設等管理システム機器の適正な管理が行われ、システム機器の円滑な運用を行うことが

　　　できました。

ゾーン３０推進事業 18,441,000 （目的）歩行者・自転車を交通事故から守り、安全な生活道路を維持します。 134

（道路河川課、栗橋

建設課、鷲宮建設課 （対象）市道を利用する市民

）

（単位：円）

地区名 事業名 施工場所 事業内容 工期 工事費

久喜

5,745,600

その他小規模工事 久喜地区 707,400

小　　　　計 6,453,000

　　　　・交通指導員数　　85人

（手段）ゾーン30の区域内に路面標示を行いました。

ゾーン30整備工事
（久喜東5丁目地区
）

久喜東5丁目他

外側線  2,988.9m
グリーンベルト
  　    1,149.6m
ゾーン30文字
       　 21か所

H26.12. 5
～ 

H27. 3.13

小規模工事 2件
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支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

地区名 事業名 施工場所 事業内容 工期 工事費

栗橋
南栗橋 10,152,000

小　　　　計 10,152,000

鷲宮
1,836,000

小　　　　計 1,836,000

合　　　　計 18,441,000

（成果）路面標示を行い、自転車・歩行者が安全に通れる生活道路を確保しました。

道路ストック附属物 5,406,480 （目的）市道利用者が、安全で安心して通れる道路交通環境を維持します。 136

修繕事業

（道路河川課、菖蒲 （対象）市道を利用する市民

建設課、栗橋建設課

、鷲宮建設課） （手段）附属物点検の結果により、道路照明灯の修繕を行いました。

（単位：円）

地区名 事業名 施工場所 事業内容 工期 工事費

久喜市内 4,914,000

久喜 492,480

合　　　　計 5,406,480

（成果）道路照明灯を修繕し、市民が安全で安心して通れる道路環境を確保しました。

交通安全施設管理事 3,240,000 （目的）市道利用者を交通事故から守り、安全で安心した道路交通環境を維持します。 136

業【繰越明許費分】

（道路河川課） （対象）市道を利用する市民

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

ゾーン30整備工事
（南栗橋地区）

外側線   8438.7m
グリーンベルト
　　　  　690.1m

H26.12. 5 
～

H27. 3.13

ゾーン30整備工事
（桜田3丁目地区）

桜田3丁目他
外側線　　556.0m
グリーンベルト
　　　　　391.0m

H26.12. 5
～ 

H27. 2. 6

久喜・菖蒲
栗橋・鷲宮

道路附属物修
繕工事

照明灯修繕 6基
H26.10. 6
～ 

H27. 3.20

その他小規模
工事

久喜東5丁目他 小規模工事 1件
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（手段）市内に設置した道路照明灯の点検業務を行いました。 （単位：円）

地区名 事業名 施工場所 事業内容 工期 工事費

久喜市内 3,240,000

合　　　　計 3,240,000

（成果）交通安全施設を維持管理し、市民が安全で安心して通れる生活道路を確保しました。

（単位：円）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

消費生活事業 3,167,518 （目的）日常生活を営むうえで、消費生活に関する問題を抱える市民に対し、解決のための助言を与えます。 136

（生活安全課） 　　　

（対象）市民

（手段）消費生活相談を実施しました。

・相談件数　　　※総合支所での相談も含みます。 （単位：件）

相談内容 件　数 相談内容 件　数

商品一般 22 レンタル・リース・貸借 5

食料品 20 工事・建築・加工 8

住居品 13 修理・補修 2

光熱水品 4 金融・保険サービス 34

被服品 5 運輸・通信サービス 102

保健衛生品 13 教育サービス 1

教育娯楽品 27 教養・娯楽サービス 13

車両・乗り物 8 保健・福祉サービス 11

土地・建物・設備 19 内職・副業・ねずみ講 2

クリーニング 2 その他 44

合　　　計 355

久喜・菖蒲
栗橋・鷲宮

道路附属物点
検業務委託

照明灯・標識点検
130基

H26.10. 6
～ 

H27. 3.20

（款）2 総務費　　　（項）1 総務管理費　　　（目）16 くらし安全費　　　　　　　

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

　　　　　相談日時（本庁舎）：月～金曜日　10:00～12:00　 13:00～16:00

　　　　　特設消費生活相談（各総合支所で年2回ずつ実施）
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支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

（成果）消費生活相談により、消費生活に関するトラブルを抱えている市民の解決のための手助けができま

　　　した。

防犯体制充実事業 5,662,766 （目的）誰もが安心して暮らせる生活環境を整備します。 136

（生活安全課、菖蒲

市民課、栗橋市民課 （対象）市民、久喜地方防犯協会及び久喜地区暴力排除推進協議会、幸手地区防犯協会及び幸手地区暴力排

、鷲宮市民課） 　　　除推進協議会

　　　　・「地域安全活動推進週間」街頭キャンペーンを実施しました。

　　　　・埼玉県の防犯事業の一環である「防犯のまちづくり街頭キャンペーン」に参加しました。

　　　民との連携が図られ、防犯意識の高揚を図るとともに、市民生活の安全を確保することができました。

　　　

食品等の放射性物質 367,749 （目的）消費者の安全・安心を確保するため、食品等の放射性物質検査を行います。 138

検査事業

（生活安全課） （対象）市民

（手段）食品等の放射性物質検査を行いました。

検査室

検査日時 毎週月・火曜日 ①9:10 ②10:30

・検査件数 （単位：件）

月　　　別 件　　　数 月　　　別 件　　　数

0 0

1 0

0 0

0 1

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

（手段）・こどもレディース110番の家を設置し、市民を相談員として委嘱しました。

　　　　　(平成27年3月31日現在、委嘱者数1,052人）

　　　　・久喜地方防犯協会へ負担金を拠出しました。（2,562,000円）

　　　　・幸手地区防犯協会へ負担金を拠出しました。（1,087,000円）

　　　　・久喜地区暴力排除推進協議会へ負担金を拠出しました。（320,000円）

　　　　・幸手地区暴力排除推進協議会へ負担金を拠出しました。（382,000円）

（成果）こどもレディース110番の家相談員の普及や防犯協会等の活動により、防犯体制の充実・強化及び市

鷲宮総合支所403会議室

4月 10月

5月 11月

6月 12月

7月 1月
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0 0

1 1

合   計 4

（成果）食品等の放射性物質検査を行うことにより、消費者の不安を緩和することができました。

（単位：円）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

青少年健全育成事業 2,301,113 （目的）青少年健全育成の推進を図ります。 138

（生活安全課、菖蒲

市民課、栗橋市民課 （対象）市民、青少年健全育成活動団体

　

（手段）青少年健全育成活動団体に補助金を交付しました。

（単位：円）

団　体　名 補助金額

青少年団体連絡協議会 45,000

青少年のつどい実行委員会 108,000

青少年相談員協議会 195,000

社会を明るくする運動実施委員会 81,000

青少年育成久喜市民会議 900,000

菖蒲地区青少年育成市民会議 347,000

　 菖蒲地区青少年を守る会 48,000

小林地区青少年を守る会 48,000

三箇地区青少年を守る会 48,000

栢間地区青少年を守る会 48,000

青少年育成久喜栗橋市民会議 30,000

鷲宮地区青少年育成推進員協議会 144,000

合　　計 2,042,000

（成果）・青少年を取り巻く環境の共通理解を深めることができました。

　　　　・各青少年健全育成活動団体が主催する事業を通じて、青少年健全育成の推進を図ることができま

　　　　　した。

8月 2月

9月 3月

（款）2 総務費　　　（項）1 総務管理費　　　（目）17 諸費　　　　　　　

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

、鷲宮市民課)
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支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

市内循環バス運行事 47,510,364 （目的）公共施設等への交通手段の確保に加え、市民の通勤、通学や買い物等、日常生活の利便性を高める 138

業 　　　ため、市内循環バスの運行を行います。

（生活安全課）

（対象）市民及びバス利用者

（手段）市内循環バスとして、ノンステップバス４台を運行しました。 （単位：人）

運行期間 運　　行　　形　　態 利用料 利用者数

155,270

　　　市民サービスの向上を図ることができました。

デマンド交通運行事 40,144,818 （目的）高齢者・障がい者等の交通弱者や公共交通不便地域に住む方の移動手段を確保するため、デマンド 140

業 　　　交通の運行を行います。

（生活安全課）

（対象）市民及びデマンド交通利用者

（手段）デマンド交通として、車椅子用リフト付ワゴン車両２台を含む車両４台を運行しました。

（単位：人）

運行期間 運　　行　　形　　態 利用料 利用者数

17,091

　　　や公共交通不便地域に住む方の移動手段を確保し、市民サービスの向上を図ることができました。

地域公共交通検討事 440,966 （目的）地域公共交通について調査・検討します。 140

業

（生活安全課） （対象）市民及び職員

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

H26.4～H27.3
7コース、66便、日曜・祝日・年末年始運休
運行時間　7：00～20：00

100円
　　　1回

（成果）７コース66便で運行し市内公共施設等への交通手段の確保に加え、市民の通勤、通学や買い物など

H26.4～H27.3
目的地407か所、10便/1台、日曜・祝日・年末
年始運休
運行時間帯　7:00～17:00発の便

300円

　　　1回

（成果）目的地を407か所指定し、1台当たり10便の運行を行うことにより、高齢者・障がい者等の交通弱者
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（手段）久喜市地域公共交通会議を２回開催し、市内循環バスやデマンド交通など公共交通の運行等につい

　　　て協議しました。また、デマンド交通に関するアンケート調査を実施しました。

・地域公共交通会議の開催 （単位：人）

回数 開催日 出席委員数

H26.7.24 19

H27.2.12 15

・デマンド交通に関するアンケート調査 （単位：人（社）、％）

対象者 依頼件数 回答件数 回答率

デマンド交通利用者 500 319 63.8

デマンド交通登録者（未利用者） 500 283 56.6

デマンド交通未登録者 500 219 43.8

市内交通事業者 12 8 66.7

（成果）市内循環バスやデマンド交通など公共交通の運行方法等について、十分な検討を行うことができま

　　　した。

法律相談事業 2,031,860 （目的）日常生活を営むうえで、様々な法律的問題や国の仕事に関する要望等を抱える市民に対し、解決の 140

（生活安全課） 　　　ための助言を与えます。

（対象）市民

（手段）・法律相談を実施しました。

 相談内容・件数　　※総合支所での相談も含みます。 （単位：件）

相談内容 件　数 相談内容 件　数

夫婦間の問題 75 相続に関する問題 76

金銭貸借に関する問題 19 親子間の問題 3

土地家屋に関する問題 18 交通事故に関する問題 6

その他契約に関する問題 1 その他 124

合　　　　計 322 

第1回

第2回

　　　　　　相談回数・相談日：毎月５回　　1日（本庁舎、菖蒲総合支所）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10日（鷲宮総合支所）　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20日（本庁舎、栗橋総合支所）
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支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

　　　　・行政相談を実施しました。

　　　　　　相談日：毎月第３火曜日

 相談内容・件数　　※総合支所での相談も含みます。  

　　　　　　　 （単位：件）

相談内容 件　数

行政に関すること 62

民事に関すること 18

合　　　　　　計 80

（成果）法律相談及び行政相談を実施することにより、諸問題を抱えている市民の解決のための手助けがで

　　　きました。

被災者住宅支援事業 0 （目的）東日本大震災で住宅被害に遭われた被災者の生活再建を支援します。 140

（対象）東日本大震災時に久喜市に住民登録があり、現に居住していた住宅が半壊以上の被害（液状化被害

　　　を受けた南栗橋地区においては一部損壊含む）を受け、当該住宅の改築、修繕、又は新たに市内に住

　　　宅を購入、若しくは新築する場合において、これらに要する期間、一時的に賃貸住宅に入居された方

（手段）申請に基づき補助金を交付しています。

被災住宅復旧資金利 429,400 （目的）東日本大震災で被災した住宅の復興支援を図ります。 142

子補給事業

（商工観光課） （対象）市の定める要件を備えている被災者

（手段）利子補給要綱に基づき、年２％以内の利子について助成しました。

　　　　・利子補給状況 （単位：件、円）

補給件数 補　給　額

6 429,400

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

栗橋・鷲宮総合支所9:30～12:00 

本庁舎・菖蒲総合支所13:30～16:00

（社会福祉課)

　　　　・補助金額　家賃月額相当額（上限3万円）　※管理費・共益費・駐車場使用料を除く

　　　　・補助金の交付対象期間　賃貸住宅の入居日から賃貸借契約が終了する日まで（最長12ヶ月）

（成果）平成26年度は申請がありませんでした。
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（成果）住宅に被害を受けた市民の生活基盤の復興を支援することができました。

　　　※支出済額の全額が、東日本大地震に係る災害対応経費です。

被災者住宅再建支援 3,659,000 （目的）東日本大震災により、住宅に被害を受けた者のうち、被災者生活再建支援法による被災者生活再建 142

事業 　　　支援金の支給の対象でない世帯に対し、被災者住宅再建支援金を交付することにより、住宅の補修を

（都市整備課） 　　　支援し、もって居住の安定と被災した住宅の速やかな復興に寄与します。

（対象）久喜市全域

（手段）東日本大震災により、住宅に被害を受けた者が、住宅の補修工事を行う場合に、支援対象工事に係

（単位：円）

事　業　名 交付申請期限 予　算　額 交付限度額 支　払　額

25,000,000 3,659,000

（成果）東日本大震災により、住宅に被害を受けた者のうち、国の支援の対象とならない世帯に対し、本市

　　　独自の支援を行うことができました。

（単位：円）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

菖蒲総合支所庁舎管 43,788,498 （目的）公務の円滑な遂行を図るため、庁舎の良好な維持管理に努めます。 142

理事業

（菖蒲総務管理課） （対象）市民、庁舎、職員

（手段）庁舎警備及び施設設備の保守点検等を専門の業者に委託しました。また、老朽化等により生じた庁

　　　舎及び設備の修繕、来庁者の利便性を向上させるための工事を行いました。

・委託料 （単位：円）

内　　　　　　　　　　　　　　容 金　　　　額

　・日直警備業務 7,160,400

　・電話交換業務 5,339,520

　・清掃業務　他 12,057,715

　　　る施工費用として、100万円を限度として交付します。

被災者住宅再建支
援事業

H29.3.31まで
1,000,000

（１世帯当り）

（款）2 総務費　　　（項）1 総務管理費　　　（目）18 総合支所費　　　　　　　

事　 業　 名
（所　 管 　課）

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

・修繕料 （単位：円）

内　　　　　　　　　　　　　　容 金　　　　額

　・菖蒲総合支所前インターロッキング等補修工事 599,940

　・菖蒲総合支所庁舎空調冷温水発生機修繕工事 783,000

　・菖蒲総合支所庁舎トイレ排水管改修工事 810,000

　・菖蒲総合支所庁舎連結送水管設備修繕工事　他 2,047,476

・その他 （単位：円）

内　　　　　　　　　　　　　　容 金　　　　額

　・空調設備で使用する燃料の購入費及び光熱水費等 10,982,769

　・電話代及び火災保険料等 2,313,489

　・電話設備使用料及びＮＨＫ受信料等 1,647,435

　・菖蒲総合支所庁舎ひかり電話新設工事 37,584

　・防火安全協会負担金等 9,170

（成果）庁舎警備及び施設設備の保守点検の委託等を行ったことにより、安全かつ快適な環境を保全するこ

　　　とができ、市民サービスや公務の効率の向上に寄与しました。

栗橋総合支所庁舎管 31,824,066 （目的）公務の円滑な遂行を図るため、庁舎の良好な維持管理に努めます。 144

理事業

（栗橋総務管理課） （対象）市民、庁舎、職員

（手段）庁舎警備及び施設設備の保守点検等を専門の業者に委託しました。また、老朽化等により生じた庁

　　　舎及び設備の修繕、来庁者の利便性を向上させるための工事を行いました。

・委託料 （単位：円）

内　　　　　　　　　　　　　　容 金　　　　額

　・設備管理、清掃及び日直警備業務 16,913,880

　・支所敷地内の除草業務 673,800

　・支所敷地内の樹木剪定業務 497,880

　・電話交換機保守点検業務　他 365,040

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ
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・修繕料 （単位：円）

内　　　　　　　　　　　　　　容 金　　　　額

　・照明灯修繕 187,704

　・電気設備修繕 302,400

　・駐車場区画線修繕 199,800

　・屋外排水桝修繕　他 332,908

・工事請負費 （単位：円）

内　　　　　　　　　　　　　　容 金　　　　額

　・２階第１・２・３会議室等ブラインド改修工事 550,800

　・２階第１・２会議室床等改修工事 947,160

　・中庭物置小屋撤去工事 410,400

　・２階執務室等天井改修工事　他 436,104

・その他 （単位：円）

内　　　　　　　　　　　　　　容 金　　　　額

　・庁舎消耗品及び光熱水費等 7,381,930

　・電話代及び保険料等 1,520,105

　・土地借上料及びＮＨＫ受信料等 1,080,985

　・防火安全協会負担金等 23,170

（成果）庁舎警備及び施設設備の保守点検の委託等を行ったことにより、安全かつ快適な環境を保全するこ

　　　とができ、市民サービスや公務の効率の向上に寄与しました。

鷲宮総合支所庁舎管 51,875,401 （目的）公務の円滑な遂行を図るため、庁舎の良好な維持管理に努めます。 146

理事業

（鷲宮総務管理課） （対象）市民、庁舎、職員

（手段）庁舎警備及び施設設備の保守点検等を専門の業者に委託しました。また、老朽化等により生じた庁

　　　舎及び設備の修繕、来庁者の利便性を向上させるための工事を行いました。

・委託料 （単位：円）

内　　　　　　　　　　　容 金　　　額

　・庁舎維持管理業務委託 21,632,400

　・電話交換業務委託 4,111,280

　・清掃業務委託 3,566,400

　・受付案内業務委託　他 3,119,200
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支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

・修繕料 （単位：円）

内　　　　　　　　　　　容 金　　　額

　・浄化槽散気ブロアー修繕 627,631

　・排煙装置修繕 480,945

　・内線電話配線修繕　他 592,164

・工事請負費 （単位：円）

内　　　　　　　　　　　容 金　　　額

　・ひかり電話新設工事 34,344

　・排水ポンプスクリーン交換工事 1,274,400

　・空調設備改修工事 1,271,160

・その他 （単位：円）

内　　　　　　　　　　　容 金　　　額

　・庁舎消耗品及び光熱水費等 12,541,286

　・電話代及び火災保険料 2,307,928

　・ＡＥＤの賃貸借及びＮＨＫ受信料 57,313

　・会議室用机等購入 255,950

　・防火安全協会負担金 3,000

（成果）庁舎警備及び施設設備の保守点検の委託等を行ったことにより、安全かつ快適な環境を保全するこ

　　　とができ、市民サービスや公務の効率の向上に寄与しました。

菖蒲総合支所公用車 7,148,432 （目的）公用車が常に良好な状態で走行できるよう、適正な車の維持管理を行います。 148

管理事業

（菖蒲総務管理課） （対象）公用車、各課、職員

（手段）車検、点検及び修理を整備業者に依頼することにより、安全運転の励行に努めました。

（単位：円）

内　　　　　　　　　　　　　　容 金　　　　額

　・燃料費及び修繕料等 3,510,289

　・車検手数料及び保険料等 3,396,543

　・安全運転管理者協会負担金等 28,400

　・自動車重量税 213,200

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ
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（成果）公用車を適正に維持管理することにより、交通事故や車両故障を防止することができました。

栗橋総合支所公用車 4,897,922 （目的）公用車が常に良好な状態で走行できるよう、適正な車の維持管理を行います。 148

管理事業

（栗橋総務管理課） （対象）公用車、各課、職員

（手段）車検、点検及び修理を整備業者に依頼することにより、安全運転の励行に努めました。

（単位：円）

内　　　　　　　　　　　　　　容 金　　　　額

　・燃料費及び修繕料等 2,286,088

　・車検手数料及び保険料等 2,406,434

　・安全運転管理者協会負担金等 19,200

　・自動車重量税 186,200

（成果）公用車を適正に維持管理することにより、交通事故や車両故障を防止することができました。

鷲宮総合支所公用車 5,542,866 （目的）公用車が常に良好な状態で走行できるよう、適正な車の維持管理を行います。 148

管理事業

（鷲宮総務管理課） （対象）公用車、各課、職員

（手段）車検、点検及び修理を整備業者に依頼することにより、安全運転の励行に努めました。

（単位：円）

内　　　　　　　　　　　容 金　　　額

　・燃料費及び修繕料等 2,137,608 

　・車検手数料及び保険料 3,171,158 

　・安全運転管理者協会負担金等 18,200 

　・自動車重量税 215,900 

（成果）公用車を適正に維持管理することにより、交通事故や車両故障を防止することができました。

・公用車台数　45台（内　特殊車両:2台）

・公用車台数　31台（内　特殊車両：2台）

・公用車台数　38台（内　特殊車両：1台）
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支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

栗橋総合支所庁舎外 30,553,200 （目的）栗橋総合支所庁舎における雨漏り等、老朽化に伴う整備を行います。 148

部改修事業

（栗橋総務管理課） （対象）庁舎、市民、職員

（手段）庁舎屋上の防水シートの張り替え等を実施しました。

（単位：円）

業務委託名 履行期間 委託料

H26.7.17

993,600  栗橋総合支所屋上防水改修工事施工監理業務委託 ～

H26.11.14

H26.7.7

29,559,600  栗橋総合支所屋上防水改修工事 ～

H26.10.31

（成果）雨による屋上からの漏水を防ぐことができました。

（単位：円）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

公平委員会運営事業 340,084 （目的）職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びに必要な措置を講 150

（庶務課） 　　　ずるなど、職員の利益を保護するため、公平委員会の円滑な運営を図ります。

（対象）公平委員

（手段）公平委員会の開催　３回

議　　事　　内　　容 開 催 日

 久喜市公平委員会委員長の選挙について H26. 6. 3

 規約等の変更登録について H26.12.24

 久喜市管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則について
H27. 3.26

 職員の異動等について

（成果）公平委員会の円滑な運営を図ることができました。

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

（款）2 総務費　　　（項）1 総務管理費　　　（目）19 公平委員会費　　　　　　　

事　 業　 名
（所　 管 　課）
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（単位：円）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

固定資産評価審査委 39,830 （目的）固定資産課税台帳に登録された価格に関する納税者の不服の申出に対し、審査・決定します。 152

員会運営事業

（市民税課） （対象）固定資産税の納税者

（手段）固定資産評価審査委員会の開催

議　事　内　容 開　催　日

・久喜市固定資産評価審査委員会委員長の選挙について
H27.3.25

・土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について

（成果）委員会の運営を公正かつ円滑に行うことができました。

（単位：円）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

市民税・諸税賦課事 51,205,503 （目的）・公平かつ適正な賦課決定を行います。 152

業 　　　　・合併５周年を記念し、市の一体感や郷土愛の醸成を図るとともに、地域活性化と観光振興に役立

（市民税課、菖蒲税

務課、栗橋税務課、

鷲宮税務課）

（手段）・申告書、納税通知書を送付し、課税資料の収受・処理・管理を行いました。

納税通知書発送件数（当初） （単位：件）

市 県 民 税 軽自動車税

　普通徴収 ※ 35,545 　市　　内 40,991

　特別徴収 42,004 　市　　外 3,822

　合　　計 77,549 　合　　計 44,813

※年金特徴分 12,290 件含む

　　　　・未申告者を把握し、呼出葉書を送付し、申告手続きを促しました。

　　　　・住民税・法人市民税・軽自動車税を賦課するため、次の業務委託を実施しました。

（款）2 総務費　　　（項）2 徴税費　　　（目）1 税務総務費　　　　　　　

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

（款）2 総務費　　　（項）2 徴税費　　　（目）2 賦課徴収費　　　　　　　

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
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　　　　　てることを目的に、原付バイク（50cc以下）のオリジナルナンバープレートを作製・交付します。

（対象）市税納税義務者等、原付バイク（50cc以下）新規登録者等

　　　　　市県民税呼出葉書　発送件数　　1,630件 

　　　　　個人住民税・法人市民税・軽自動車税電算業務委託   　 　　　29,642,760円
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支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

（成果）・課税資料、客体等を適切に把握し、公平かつ適正な賦課決定ができました。

　　　　・未申告者の申告を促進し、課税の公平性が確保できました。

　　　　・市の一体感や郷土愛の醸成を図るとともに、地域活性化と観光振興に役立てることができました。

固定資産税・都市計 12,669,650 （目的）適正な賦課業務を行います。 154

画税賦課事業

（資産税課、菖蒲税 （対象）賦課に係る諸業務

務課、栗橋税務課、

鷲宮税務課） （手段）納税通知書を送付し、課税資料の処理・管理を行いました。また、固定資産税・都市計画税を賦課

　　　するため、次の業務委託を実施しました。

（成果）納税義務者管理、課税物件管理、納税通知書の送付等、適正な賦課業務が行えました。

固定資産評価事業 17,935,164 （目的）固定資産税・都市計画税賦課の基礎となる評価の適正化を図ります。 154

（資産税課）

（対象）評価のための基礎資料及び調査

（手段）適正な評価を行うため、次の業務委託及び調査を実施しました。

（成果）適正な評価を行うための基礎資料が整いました。

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

　　　　・原付バイク（50cc以下）のオリジナルナンバープレートを作製・交付しました。

　　　　　作製枚数　　　1,000枚　　 313,200円

　　　　・納税通知書発送件数（当初）               56,916件　　

　　　　・固定資産税・都市計画税電算業務委託   11,291,434円

　　　　・システム保守業務委託（家屋評価計算システム） 　　　　 1,539,648円

　　　　・固定資産税評価整備業務委託　　　　　　 　　　　　　　10,521,000円

        ・システム研修業務委託（家屋評価計算システム）　　　　　　297,000円

　　　　・不動産鑑定業務委託（平成27基準年度標準宅地時点修正）　4,166,316円

        ・ＯＡ機器等借上料（家屋評価計算システム） 　　　 　　　1,411,200円

　　　　・家屋新、増築実地調査　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 771棟

　　　　・償却資産実地（台帳）調査　　　　　　                 　     326件
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固定資産空間データ 21,160,570 （目的）固定資産の課税対象を把握するために、ＧＩＳ（地理情報システム）の維持やデータ更新等を行い、 154

整備事業 　　　ＧＩＳの有効利用を図ります。

（資産税課）

（対象）ＧＩＳ等に係るハード及びソフト

（手段）ＧＩＳの最適化のため、次の業務委託等を実施しました。

（成果）ＧＩＳを最適環境で利用でき、課税対象を適切に把握する基盤が整いました。

市税徴収事業 19,905,926 （目的）公正な市税の確保を図るため、未納となっている市税の滞納整理を行います。 156

（収納課、菖蒲税務

課、栗橋税務課、鷲 （対象）市税滞納者

宮税務課）

（手段）市税の督促状発送後も納付がない場合には、納税催告、差押・交付要求等の滞納処分を行い、未納

　　　となっている市税を収納しました。また、担税力のない滞納者に対しては、滞納処分の執行停止を行

　　　い、滞納繰越額の圧縮に努めました。

 ・催告書発送件数（一斉） （単位：件）

発　送　日

市　　　内 24,596

市　　　外 6,278

 ・催告書発送件数（随時） （単位：件）

発　送　日 随　　時

合　    計 8,930

 ・差押え件数 （単位：件）

不動産 預貯金 給与 生命保険 国税還付金 その他 計

1 246 190 40 16 3 496

　　　　・地理情報システム保守業務委託　　　　　　　745,200円

　　　　・地理情報システム構築業務委託　　　　　  1,058,508円

　　　　・公図閲覧システム再構築業務委託　　　　　　259,200円

　　　　・地番図データ更新業務委託　　　　　　　　2,494,800円

　　　　・航空写真撮影業務委託　　　　　　　　　 10,584,000円

　　　　・公図データ更新業務委託　      　          669,600円

　　　　・家屋図データ更新業務委託 　             2,440,800円

　　　　・ＯＡ機器等借上料 （地理情報システム）　   607,090円

　　　　・ＯＡ機器備品購入 （地理情報システム）　 2,289,492円

H26.7.11、8.29、10.31、12.4、12.24、H27.1.31、3.31
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支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

 ・滞納処分の執行停止件数 （単位：件）

財産なし 生活困窮 居所不明 計

237 107 48 392

 ・市税等滞納繰越分の収納額 （単位：件、円）

区　　　　　分 件　　　数 収　納　額

市　　　　　税 22,595 284,275,790

国民健康保険税 23,966 346,377,018

合　　　　　計 46,561 630,652,808

（成果）滞納繰越分の市税の滞納整理（納税催告・自主納付・差押等）を行い、税収の確保に努めました。

市税収納事業 136,003,456 （目的）適正な市税の収納管理を行います。 156

（収納課）

（対象）市税納税義務者

（手段）・納期限までに納付がない場合には督促状を送付し、納税の督促を行いました。

　　　　・督促状発送件数 （単位：件）

区分 法人市民税 固定資産税 軽自動車税 国民健康保険税

市内 19,879 283 121 17,072 4,074 36,394

市外 1,399 1,664 48 3,939 1,511 519

　　　　　※国民健康保険税に係る督促状の作成及び郵送料は、国民健康保険特別会計・一般管理業務経費

　　　　　　にて支出しました。

　　　　・市税の修更正の手続き等に伴い過年度還付が発生した場合、過誤納金の還付を行いました。

 還付件数

 過年度還付金

 還付加算金

（成果）納税の督促や過誤納金の還付により、適正な市税の収納管理を行いました。

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

市県民税(普徴) 市県民税(特徴)

2,340件

106,321,794円

16,540,100円



― 91 ― 2款　総務費

（単位：円）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

戸籍事務事業 15,253,172 （目的）戸籍法等に基づく出生・死亡届等により本籍を定める者の身分関係を登録し管理します。 158

（市民課（総合窓口

）、菖蒲市民課、栗 （対象）本籍のある全ての者及び関係者

橋市民課、鷲宮市民

課） （手段）各種の届出等に基づき戸籍へ記載しました。

・戸籍

本籍数 本籍人口数

・届出事件数 （単位：件）

事　件　の　種　類 総数

届　　　　出

計

1 出生 1,469 977 536 441 492

2 国籍留保 16 4 4 0 12

3 認知 26 12 11 1 14

4
養子縁組 162 111 102 9 51

（取消事件の内数） 0 0 0 0 0

5
養子離縁 41 27 27 0 14

（取消事件の内数） 0 0 0 0 0

6 2 2 2 0 0

7
婚姻 1,586 646 533 113 940

（取消事件の内数） 0 0 0 0 0

8
離婚 369 247 227 20 122

（取消事件の内数） 0 0 0 0 0

9 142 99 97 2 43

10

①　届　出 9 7 7 0 2

甲類審判 0 0 0

保全処分 0 0 0

③　計 9 7 7 0 2

11 死亡 1,530 1,366 966 400 164

（款）2 総務費　　　（項）3 戸籍住民基本台帳費　　　（目）1 戸籍住民基本台帳費　　　　　　　

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

　本籍・人口数（平成27年3月31日現在）

52,697件 133,838人

他市町村
から送付本籍人

届出
非本籍人
届出

法73条の2、69条の2

法77条の2、75条の2

親権・
未成年
者の後
見・後
見監督

②
嘱
託
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支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

事　件　の　種　類 総数

届　　　　出

計

12
失踪 3 2 2 0 1

（取消事件の内数） 1 0 0 0 1

13 復氏 7 5 4 1 2

14 姻族関係終了 5 4 3 1 1

15
相続人廃除 0 0 0 0 0

（取消事件の内数） 0 0 0 0 0

16 入籍 320 225 215 10 95

17 分籍 28 13 13 0 15

18 国籍取得 0 0 0 0 0

19 帰化 11 11 8 3 0

20 国籍喪失 0 0 0 0 0

21 国籍選択 2 2 1 1 0

22 外国国籍喪失 0 0 0 0 0

23

9 9 9 0 0

5 2 2 0 3

1 1 0 1 0

0 0 0 0 0

⑤      計 15 12 11 1 3

24 名の変更 8 8 6 2 0

25 転籍 888 576 575 1 312

26 就籍 0 0 0 0 0

27

①市町村長職権 97 81 81 0 16

7 6 6 0 1

0 0 0 0 0

6 5 5 0 1

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

⑦      計 110 92 92 0 18

28 追完 1 1 0 1 0

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

他市町村
から送付本籍人

届出
非本籍人
届出

氏
の
変
更

①法107条1項

②法107条2項

③法107条3項

④法107条4項

訂
正
・
更
正

②法24条2項

③法113条等

④法116条

⑤続柄記載更正(嘱託)

⑥続柄記載更正(申出)
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29 その他 5 0 0 0 5

30 不受理申出 49 36 28 8 13

31
合計 6,804 4,485 3,470 1,015 2,319

（取消事件の内数） 1 0 0 0 1

・処理事件数 （単位：件）

1 新戸籍編製 1,320 4 戸籍の再製・補完 0

2 戸籍全部消除 860 5 その他 0

3 違反通知 0 6 合計 2,180

・戸籍総合事務処理システム維持管理業務 （単位：円）

内　　　容 金　　　額

戸籍総合事務処理システム保守業務委託料 6,577,200 

戸籍総合事務処理システムソフト使用料 5,896,800 

（成果）戸籍法等に基づき、適正な戸籍事務の遂行が図られました。

住民基本台帳事務事 23,831,729 （目的）住民基本台帳法等に基づく住民の転入・転出届等により居住関係を住民基本台帳へ記録し、居住関 160

業 　　　係を公証します。また、住民票の写し、戸籍謄抄本等の証明を交付します。

（市民課（総合窓口

）、菖蒲市民課、栗 （対象）住民登録のある全ての者及び関係者

橋市民課、鷲宮市民

課） （手段）各種の届出等に基づき住民基本台帳へ記載し、住民票の写し、戸籍謄抄本等の交付を行いました。

・住民基本台帳届出件数（本庁舎及び総合支所の届出件数）　

（単位：件、人）

件数 人数

転入等 3,480 5,384

転出等 3,979 5,607

転居 1,721

世帯変更 352

合計 9,532

（注）（1）10欄の「甲類審判」は甲類審判の確定件数、「保全処分」は審判前の保全処分件数です。

　　　（2）27欄の「法113条等」は、戸籍法第113条及び第114条の申請件数です。

（注）5欄の「その他」は、届出の催告、戸籍の記載の錯誤遺漏通知、管轄局に対する許可の申請です。

※日曜開庁届出件数　1,014件
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支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

・証明書等交付件数 （単位：件）

有料 無料 合計

戸籍関係 32,094 5,323 37,417

住民票関係 73,893 5,421 79,314

印鑑証明関係 49,120 86 49,206

諸証明 4,137 2,777 6,914

自動車臨時運行許可 1,070 - 1,070

合計 160,314 13,607 173,921

（単位：人）

総数 中国 フィリピン ペルー ブラジル 韓国・朝鮮 その他

2,029 454 356 250 272 181 516

・住民基本台帳ネットワーク維持管理業務 （単位：円）

内　　　　　　　容 金　　　　　額

住民基本台帳ネットワークシステム保守業務委託料 4,761,244

住民基本台帳ネットワークシステム機器借上料 1,844,208

（成果）各種届出や実態調査に基づき、適正な住民基本台帳の記載等の管理ができました。また、住民票の

　　　写し、戸籍謄抄本等証明書の交付を行いました。

印鑑登録事務事業 716,474 （目的）久喜市印鑑登録及び証明に関する条例に基づき、住民の印鑑登録を行い、印鑑登録証明書を交付し 160

（市民課（総合窓口 　　　ます。

）、菖蒲市民課、栗

橋市民課、鷲宮市民 （対象）住民基本台帳に登録されている市民及び関係者（被成年後見人除く）

課）

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

※日曜開庁交付件数　9,016件

・住民票広域交付件数　　44件

・住民基本台帳カード交付件数　652件（内、運転免許証自主返納者件数　15件）

住民基本台帳人口(平成27年3月31日現在）　

世帯数　　　　　62,806 世帯

人　口　　　　　154,396人（男　77,168人　女　77,228人）

 (日本人　152,367人　　外国人　2,029人）

国籍別外国人住民人口（平成27年3月31日現在）
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（手段）申請に基づき、印鑑を登録し、印鑑登録証明書を交付しました。

（成果）申請に基づき、印鑑登録台帳へ登録し適正に管理することができました。

住居表示事務事業 291,600 （目的）住居表示台帳の整備を行います。 160

（市民課（総合窓口

）、栗橋市民課、鷲 （対象）住居表示台帳

宮市民課）

（手段）建物その他工作物新築届等の届出に基づき、住居表示台帳の原図を修正します。

（単位：円）

内　　　　容 金　　　額

住居表示台帳原図修正業務

市民課（総合窓口） 73,440

栗橋市民課 39,960

鷲宮市民課 39,960

（成果）住居表示台帳の適正な管理ができました。

栗橋駅構内市民サー 2,029,903 （目的）栗橋駅構内にて諸証明書類の交付や市内施設等の案内業務を行います。（加須市との共同運営） 162

ビスコーナー管理運

営事業 （対象）市内に住所または本籍のある方及び駅乗降客

（栗橋市民課）

（手段）臨時職員を配置し、住民票や戸籍謄（抄）本の交付、市内施設・観光案内サービスを行います。

　　・運営時間

　　・諸証明交付件数 （単位：件）

戸籍謄（抄）本 住民票 印鑑証明 税関係証明 計

116 667 409 201 1,393

・印鑑登録者数(平成27年3月31日現在）　98,159人

・登録申請件数　                       5,798件

・廃止申請件数　　　　 　　　　　　　　2,089件　　　

　※日曜開庁申請件数　　　　　　　　 　1,157件

月曜～金曜　　午前8時30分～正午　　午後4時00分～午後8時00分

　　・施設、観光案内業務等件数　　198件
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支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

　　・主な運営管理経費

（成果）通勤や外出途中、また夜間にも各種証明書の交付が可能なことから、市民サービスの充実を図るこ

      とができました。

旅券事務事業 3,769,887 （目的）埼玉県から権限移譲を受け、旅券の申請受付及び交付をします。 162

（市民課（総合窓口

）） （対象）久喜市に在住の方

（手段）市民課（総合窓口）内にパスポートコーナーを設置し、旅券の申請受付及び交付を行いました。

・旅券申請及び交付件数 （単位：件）

申請 3,153

交付 3,152

（成果）市民課（総合窓口）内のパスポートコーナーで旅券を取得できることにより、市民サービスの向上

　　　が図られました。

戸籍総合システム機 11,321,514 （目的）老朽化した戸籍総合システムを更新することにより、戸籍事務の合理化及びセキュリティの確保を 162

器更新事業 　　　図ります。

（市民課（総合窓口

）） （対象）本籍のある全ての者及び関係者

（手段）戸籍事務を円滑に実施するため、戸籍総合システムのサーバー・端末等の機器の更新を実施すると

　　　ともに新たな業務改善ソフトを導入しました。

（単位：円）

内　　　容 金　　　額

戸籍総合システム機器更新業務委託料 10,766,502 

戸籍総合システム機器借上料 555,012 

（成果）新たな戸籍総合システムへの更新により、戸籍に関する事務処理の合理化を図ることができました。

　　　　また、一部機能の追加により情報セキュリティの向上が図られました。

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

　　　臨時職員賃金（1,616,090円）、機械警備委託料（181,440円）

内訳　・10年旅券　1,698

      ・ 5年旅券　1,347

      ・  訂正等  　108
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（単位：円）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

選挙管理委員会運営 2,817,475 （目的）各種選挙の適正な管理執行などを行うため、選挙管理委員会を運営します。 164

事業

（庶務課） （対象）選挙管理委員及び有権者

議　　事　　内　　容 開　　催　　日

　選挙人名簿の登録・抹消について

　久喜市選挙管理委員会委員長の選挙について H26. 6.10 

　裁判員候補者予定者の選定について
H26. 9.22

　検察審査員候補者予定者の選定について

　農業委員会委員選挙人名簿の調製について H27. 2.20

（成果）選挙管理委員会を開催し、各種選挙などを適正に管理執行することができました。

（単位：円）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

選挙常時啓発推進事 167,634 （目的）選挙が公明、かつ、適正に行われるように、市民の政治意識の高揚を図るとともに、投票の方法や 166

業 　　　選挙違反等の選挙制度を周知します。

（庶務課）

（対象）市民

（手段）・選挙啓発ポスターの募集を行いました。

　　　　・選挙啓発標語の募集を行いました。

　　　　・成人式において、啓発パンフレット等を配架しました。

　　　　・常時啓発品、啓発パンフレット等を配布しました。

（成果）各種活動を通じて、選挙制度の周知や啓発に努めることができました。

（款）2 総務費　　　（項）4 選挙費　　　（目）1 選挙管理委員会費　　　　　　　

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

（手段）選挙管理委員会の開催　7回

H26. 6. 2　H26. 9. 2　H26.12. 2　H27. 3. 2

（款）2 総務費　　　（項）4 選挙費　　　（目）2 選挙啓発費　　　　　　　

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ
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（単位：円）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

県議会議員一般選挙 10,673,752 166

執行事業

（庶務課、菖蒲総務 （対象）有権者

管理課、栗橋総務管

理課、鷲宮総務管理

課）

（成果）埼玉県議会議員一般選挙の適正な執行に向けて、着実に準備事務を進めることができました。

　　　に繰り越しました。

（単位：円）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

市長選挙執行事業 31,326,688 166

（庶務課、菖蒲総務 　

管理課、栗橋総務管 （対象）有権者

理課、鷲宮総務管理

課）

（単位：人、％）

区　　分 当日有権者数 投票者数 投票率

男 62,941 32,329 51.36

女 63,302 34,059 53.80

計 126,243 66,388 52.59

（成果）久喜市長選挙を適正に管理執行することができました。

（款）2 総務費　　　（項）4 選挙費　　　（目）3 県議会議員一般選挙費　　　　　　

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

（目的）平成27年4月29日に任期満了となる埼玉県議会議員一般選挙を適正に管理執行します。

（手段）平成27年4月12日執行の埼玉県議会議員一般選挙を円滑に遂行するための事務を行いました。

　　　　・投票日　平成27年4月12日

　　　　・告示日　平成27年4月3日

　　　　なお、選挙期日が平成27年4月12日となったため、1,268,000円を繰越明許費により平成27年度予算

（款）2 総務費　　　（項）4 選挙費　　　（目）4 市長選挙費　　　　　　　

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

（目的）平成26年4月24日に任期満了となる久喜市長選挙を適正に管理執行します。

（手段）平成26年4月20日執行の久喜市長選挙を円滑に遂行するための事務を行いました。

　　　　・投票日　平成26年4月20日

　　　　・告示日　平成26年4月13日

　　　　・選挙管理委員会の開催　3回



― 99 ― 2款　総務費

市長選挙執行事業 6,312,070 168

【繰越明許費分】 　

（庶務課） （対象）有権者

（単位：円）

内　　　　　容 金　　額

投票所入場整理券印刷・封入封緘業務委託 2,484,000

ポスター掲示場設置業務委託 3,149,280

投票事務人材派遣業務委託 678,790

（成果）久喜市長選挙を適正に管理執行することができました。

（単位：円）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

市議会議員一般選挙 31,871,010 168

執行事業 　　

（庶務課） （対象）有権者

（単位：人、％）

区　　分 当日有権者数 投票者数 投票率

男 62,941 32,324 51.36

女 63,302 34,051 53.79

計 126,243 66,375 52.58

（成果）久喜市議会議員一般選挙を適正に管理執行することができました。

市議会議員一般選挙 12,247,200 170

執行事業【繰越明許 　　

費分】 （対象）有権者

（庶務課）

（目的）平成26年4月24日に任期満了となる久喜市長選挙を適正に管理執行します。

（手段）平成26年4月20日執行の久喜市長選挙を円滑に遂行するための事務を行いました。

（款）2 総務費　　　（項）4 選挙費　　　（目）5 市議会議員選挙費　　　　　　

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

（目的）平成26年4月24日に任期満了となる久喜市議会議員一般選挙を適正に管理執行します。

（手段）平成26年4月20日執行の久喜市議会議員一般選挙を円滑に遂行するための事務を行いました。

　　　　・投票日　平成26年4月20日

　　　　・告示日　平成26年4月13日

（目的）平成26年4月24日に任期満了となる久喜市議会議員一般選挙を適正に管理執行します。

（手段）平成26年4月20日執行の久喜市議会議員一般選挙を円滑に遂行するための事務を行いました。
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支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

（単位：円）

内　　　　　容 金　　額

ポスター掲示場設置業務委託 12,247,200

（成果）久喜市議会議員一般選挙を適正に管理執行することができました。

（単位：円）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

羽生領島中領用排水 163,406 170

路土地改良区総代総 　　　を適正に管理執行します。

選挙執行事業

（栗橋総務管理課） （対象）有権者

　　　を行いました。

　　　した。

　　　　・名簿登録者数 （単位：人）

選挙区 男 女 法人 計

446 124 0 570

476 99 0 575

　　　ました。

（単位：円）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

衆議院議員総選挙執 49,818,678 （目的）解散による衆議院議員総選挙を適正に管理執行します。 170

行事業

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

（款）2 総務費　　　（項）4 選挙費　　　（目）6 羽生領島中領用排水路土地改良区総代選挙費　　　　　　　

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

（目的）平成26年8月24日に任期満了となる羽生領島中領用排水路土地改良区総代総選挙(第16区及び第17区）

（手段）平成26年8月10日執行の羽生領島中領用排水路土地改良区総代総選挙を円滑に遂行するための事務

　　　　なお、第16区及び第17区で、候補者数が選挙すべき総代の数を超えなかったため、無投票となりま

　　　　・投票日　平成26年8月10日

　　　　・告示日　平成26年8月3日

第16区

第17区

（成果）羽生領島中領用排水路土地改良区総代総選挙(第16区及び第17区)を適正に管理執行することができ

（款）2 総務費　　　（項）4 選挙費　　　（目）7 衆議院議員選挙費　　　　　　

事 　業 　名
（所 　管　 課）

決算書の
ページ
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（庶務課、菖蒲総務 （対象）有権者

管理課、栗橋総務管

理課、鷲宮総務管理

課）

（単位：人、％）

区　　分 当日有権者数 投票者数 投票率

男 37,283 20,242 54.29

女 37,364 19,114 51.16

計 74,647 39,356 52.72

（単位：人、％）

区　　分 当日有権者数 投票者数 投票率

男 26,469 14,402 54.41

女 26,794 13,623 50.84

計 53,263 28,025 52.62

（成果）衆議院議員総選挙を適正に管理執行することができました。

（単位：円）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

統計調査員確保対策 24,000 （目的）円滑な統計調査を実施するため、統計調査員登録希望者を確保し、その資質の向上を図ります。 174

事業

（企画政策課） （対象）統計調査員登録者及び登録希望者

（手段）統計調査員登録者の資質向上のための統計事務研修会等を開催しました。

《前期研修》

　　　　・研修内容　　講話「もっと統計について知ろう！！」

　　　　　　　　　　　パネルディスカッション　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　グループディスカッション

（手段）平成26年12月14日執行の衆議院議員総選挙を円滑に遂行するための事務を行いました。

　　　　・投票日　平成26年12月14日

　　　　・公示日　平成26年12月2日

　　　　・選挙管理委員会の開催　3回

　　　　・埼玉県第13区

　　　　・埼玉県第14区

（款）2 総務費　　　（項）5 統計調査費　　　（目）1 統計調査総務費　　　　　　　

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

　　　　・開 催 日　　平成26年5月22日

　　　　・会　　場　　久喜市役所4階第4・5会議室　

　　　　・参加人数　　30人
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支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

《後期研修》

　　　　・研修内容　　統計紹介「へー！そうだったの？統計結果を楽しもう！」

　　　　　　　　　　　パネルディスカッション　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　グループディスカッション

（成果）研修会を開催し、統計調査員登録者の統計思想の普及並びに資質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

学校基本調査事業 18,000 （目的）学校教育行政に必要な学校に関する基本的事項を明らかにするため、文部科学省が市町村を経由し 174

（企画政策課） 　　　て調査を行います。

（手段）調査客体が調査票をインターネット経由で直接文部科学省あてに送付し、回答しました。

（成果）学校教育の基本的事項が把握でき、当面する教育の諸問題の解決や、交付税の算定数値、将来の

　　　教育計画を立てる際の基礎資料となる調査を行いました。

工業統計調査事業 523,280 （目的）工業の実態を明らかにし、工業に関する施策の基礎資料とするため、経済産業省が市町村を経由し 174

（企画政策課） 　　　て調査を行います。

（対象）市内の製造業に属する全ての事業所

（手段）調査員が各事業所に調査票を配布し、記入された調査票を回収しました。回収された調査票は市で

　　　内容を審査し、県に提出しました。

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

　　　　・開 催 日　　平成27年3月19日

　　　　・会　　場　　鷲宮総合支所4階405会議室　

　　　　・参加人数　　20人

（款）2 総務費　　　（項）5 統計調査費　　　（目）2 統計調査費　　　　　　　

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

（対象）市内の幼稚園、小学校、中学校、専修学校(企画政策課は、私立幼稚園、専修学校を担当）

　　　　・調査基準日　平成26年5月1日

　　　　・調査対象件数　小中学校 34校　幼稚園 16園　専修学校　1校

　　　　　※幼稚園（16園）のうち、休園（１園）、廃園（１園）を含む
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（成果）国、県の施策立案の基礎資料や民間企業や大学での研究資料、小・中・高等学校等での教材として

　　　活用できる資料となる調査を行いました。

経済センサス調査区 12,000 （目的）経済センサス事業で設定した調査区について、毎年管理し、調査区の情報を修正し、母集団データ 174

管理事業 　　　を常に最新かつ正確な状態に維持します。

（企画政策課）

（対象）市内全域

（手段）市内全域の調査区を現況に即した形で修正しました。

（成果）調査区が明確になり、調査の正確性を期することができました。

平成２７年国勢調査 468,141 （目的）平成２７年国勢調査における調査員の担当区域を明確にし、調査の正確性の向上を図ります。 174

調査区設定事業

（企画政策課） （対象）市内全域

（手段）市内全域の調査区を確認し、過去５年間に開発されたマンション、特別養護老人ホーム等を調査区

　　　に反映しました。

（成果）新たな情報が追加され、国勢調査の正確性が向上しました。

平成２６年全国消費 3,986,093 （目的）国民生活の実態について、全国及び地域別に世帯の消費・所得・資産に関する水準、構造、分布な 176

実態調査事業 　　　どを明らかにするため、総務省が市町村を経由して調査を行います。

（企画政策課）

（対象）総務大臣が指定する地域において総務大臣が定める方法により市長が選定した世帯

（手段）調査員が対象世帯に調査票を配布し、記入された調査票を回収しました。回収された調査票は市で

　　　内容を審査し、県に提出しました。

　　　　・調査基準日　　　平成26年12月31日

　　　　・調査対象件数　　429事業所

　　　　・指導員数　　 　   1人

　　　　・調査員総数　　   13人

　　　　・報告基準日　平成26年7月1日
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支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

（成果）家計の実態に関する基礎数値が得られました。

２０１５年農林業セ 4,801,528 （目的）農林業の生産構造、農業・林業生産の基礎となる諸条件等を総合的に把握し、農林業の基本構造と 176

ンサス事業 　　　動向を明らかにするため、農林水産省が市町村を経由して調査を行います。

（企画政策課）

（対象）農林業経営体のうち農林水産大臣が定めるもの

（手段）調査員が対象世帯に調査票を配布し、記入された調査票を回収しました。回収された調査票は市で

　　　内容を審査し、県に提出しました。

（成果）農林行政に関する基礎数値が得られました。

平成２６年経済セン 4,274,575 （目的）全ての産業分野における事業所及び企業の活動からなる経済の構造及び商業の実態を明らかにする 178

サス基礎調査及び商 　　　ため、総務省（経済センサス基礎調査）及び経済産業省（商業統計調査）が市町村を経由して調査を

業統計調査事業 　　　行います。

（企画政策課）

（対象）市内の全事業所・企業及び市内の全小売・卸売業者のうち国が直接調査しない業者

（手段）調査員が対象業者に調査票を配布し、記入された調査票を回収しました。回収された調査票は市で

　　　内容を審査し、県に提出しました。

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

　　　　・調査期間　　　平成26年9月1日～11月30日

　　　　・調査対象件数　120世帯

　　　　・指導員総数　　  4人

　　　　・調査員総数  　 10人

　　　　・調査基準日　　　平成27年2月1日

　　　　・調査対象件数　　聞取り調査　4,225世帯

　　　　　　　　　　　　　調査票調査　1,730世帯

　　　　・指導員総数　　 　13人

　　　　・調査員総数　　　159人

　　　　・調査基準日　　　平成26年7月1日

　　　　・調査対象件数　　経済センサス　5,760事業所

　　　　　　　　　　　　　商業統計 　　 　885事業所
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（成果）事業所及び企業の名簿の作成及び商業に関する施策の基礎資料が得られました。

（単位：円）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

監査委員運営事業 1,307,798 （目的）市の財務に関する事務や経営について監査を実施し、公正かつ効果的な市政運営を図ります。 178

（監査委員事務局）

（対象）市で行う事務や事業

（手段）決算審査等の監査を執行しました。

・例月出納検査の執行

検　査　日 検　　　　査　　　　の　　　　対　　　　象

H26. 4.28 H26. 5.28

H26. 6.25 H26. 7.28 ・会計管理者所管の一般会計及び特別会計に属する現金の出納状況

H26. 8.28 H26. 9.26 　及び保管状況

H26.10.28 H26.11.26

H26.12.26 H27. 1.28 ・水道事業会計に係る現金、預金等の出納保管状況

H27. 2.25 H27. 3.27

・定期監査の執行

監査期日 監　　　　　査　　　　　対　　　　　象

秘書課、庶務課、人権推進課、財政課、市民税課、収納課、自治振興課、

H26.11. 4 農業振興課、社会福祉課、介護福祉課、保育課、健康医療課、国民健康保険課、

H26.11. 6 建設管理課、営繕課、建築審査課、菖蒲総合支所（福祉課、建設課）、

H26.11. 7 栗橋総合支所（福祉課、建設課）、鷲宮総合支所（福祉課、建設課）、

H26.11.13 下水道業務課、議会総務課、選挙管理委員会事務局、公平委員会、

H26.11.14 農業委員会事務局、教育総務課、指導課、文化財保護課、中央図書館、

江面第一小学校、青毛小学校、三箇小学校、栗橋南小学校、上内小学校、

関する事務

　　　　・指導員総数　　 　4人

　　　　・調査員総数　　　62人

（款）2 総務費　　　（項）6 監査委員費　　　（目）1 監査委員費　　　　　　　

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

栗橋東中学校における平成26年4月1日から同年9月30日までに執行された財務に
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支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

・決算審査の執行

企業会計

審査期間

審査対象

一般会計及び特別会計等

審査期間

審査対象

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

（成果）公正かつ効果的な市政運営に寄与することができました。

事　 業　 名
（所　 管 　課）

決算書の
ページ

H26.6.6～H26.7.28

平成25年度久喜市水道事業会計決算

H26.7.4～H26.7.31

平成25年度久喜市一般会計歳入歳出決算

平成25年度久喜市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

平成25年度久喜市介護保険特別会計歳入歳出決算

平成25年度久喜市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

平成25年度久喜市下水道事業特別会計歳入歳出決算

平成25年度久喜市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

平成25年度久喜市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算

平成25年度久喜市土地取得特別会計歳入歳出決算

平成25年度実質収支に関する調書

平成25年度財産に関する調書

平成25年度基金運用状況報告書
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