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平成 31年度当初予算案の編成にあたって 

1 予算編成の考え方 

  現在の地方財政を取り巻く環境は、景気は、緩やかな回復基調が続いているとさ

れております。 

本市における今後の見通しとしては、歳入面では、景気の緩やかな回復などによ

り、税収は増加傾向にあるものの、生産年齢人口の減少による減収が懸念されると

ころです。 

普通交付税については、合併算定替による増額分が段階的に減少しており、平成

31年度においては、9割の減少となります。 

歳出面では、子育て施策の充実や高齢化の進行により扶助費はいまだ増加傾向に

あり、また、公共施設の整備・改修に係る経費、消費税等の税率の引き上げによる

影響等も見込まれ、厳しい財政運営が続くと考えられます。 

そのため、限られた財源の中で創意と工夫により最少の経費で最大の効果を上げ

るよう、「オール久喜」の体制で「久喜市をもっと良くする」という強い意志を持ち、

市民ニーズや費用対効果を十分に検証するとともに、各種施策の推進と健全な財政

運営の確立との両立が必要となっております。 

このような中、平成 31 年度の予算編成にあたっては、「久喜市総合振興計画」を

はじめとする様々な計画の良い部分はしっかりと継承しつつ、もっと良くして改革

が必要なものはチェンジさせるとともに、未来を見据えたまちづくりの政策転換を

目指した「まちのつくり方改革」の基本方針に係る施策を着実に実行することを念

頭に、予算編成に取り組みました。 

2 予算案の規模 

平成 31年度の予算規模は次のとおりです。 

（1）一 般 会 計 511億 6,000万円 （対前年度比 2.5％増） 

（2）特別会計合計 290億 6,080万円  （対前年度比  1.4％減） 

（3）公営企業会計 別紙のとおり
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（1） 一般会計・特別会計

（単位：千円、％）

増減額 増減率

51,160,000 49,913,000 1,247,000 2.5

29,060,800 29,463,700 △ 402,900 △ 1.4

国民健康保険特別会計 15,672,000 16,266,000 △ 594,000 △ 3.7

介護保険特別会計 10,546,300 10,364,400 181,900 1.8

後期高齢者医療特別会計 1,835,000 1,780,000 55,000 3.1

農業集落排水事業特別会計 861,000 896,900 △ 35,900 △ 4.0

土地区画整理事業特別会計 146,500 156,400 △ 9,900 △ 6.3

80,220,800 79,376,700 844,100 1.1

（2） 公営企業会計

（単位：千円、％）

増減額 増減率

収益的　　収　入 4,227,393 4,128,198 99,195 2.4

収益的　　支　出 3,597,998 3,546,124 51,874 1.5

資本的　　収　入 7,393 320,705 △ 313,312 △ 97.7

資本的　　支　出 1,989,790 1,856,544 133,246 7.2

収益的　　収　入 3,817,724 3,744,901 72,823 1.9

収益的　　支　出 3,785,373 3,741,183 44,190 1.2

資本的　　収　入 1,690,104 2,234,211 △ 544,107 △ 24.4

資本的　　支　出 2,506,040 2,988,494 △ 482,454 △ 16.1

下水道事業会計

比　　較

会　　計　　名 平成31年度 平成30年度
比　　較

合　計

水道事業会計

平成31年度当初予算案（会計別）一覧

　一　　般　　会　　計

　特　　別　　会　　計

会　　計　　名 平成31年度 平成30年度
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平成31年度一般会計当初予算案　内訳表

（単位：千円、％）

当初予算額
(案)

構成比 当初予算額 構成比 増減額 増減率

1 22,861,505 44.7 22,201,803 44.5 659,702 3.0

2 396,000 0.8 434,000 0.9 △ 38,000 △ 8.8

3 31,000 0.1 23,000 0.0 8,000 34.8

4 105,000 0.2 80,000 0.2 25,000 31.3

5 114,000 0.2 48,000 0.1 66,000 137.5

6 2,682,000 5.2 2,319,000 4.6 363,000 15.7

7 88,500 0.2 153,000 0.3 △ 64,500 △ 42.2

8 32,000 0.1 0 0.0 32,000 皆増

9 127,000 0.3 104,000 0.2 23,000 22.1

10 4,318,083 8.4 4,380,000 8.8 △ 61,917 △ 1.4

11 22,109 0.0 23,103 0.0 △ 994 △ 4.3

12 470,067 0.9 423,925 0.9 46,142 10.9

13 331,270 0.7 313,492 0.6 17,778 5.7

14 8,104,359 15.8 7,125,175 14.3 979,184 13.7

15 3,423,579 6.7 3,087,125 6.2 336,454 10.9

16 16,680 0.0 13,349 0.0 3,331 25.0

17 12,111 0.0 12,101 0.0 10 0.1

18 3,296,457 6.5 2,810,602 5.6 485,855 17.3

19 400,000 0.8 400,000 0.8 0 0.0

20 1,140,080 2.2 1,171,325 2.4 △ 31,245 △ 2.7

21 3,188,200 6.2 4,790,000 9.6 △ 1,601,800 △ 33.4

歳　入　合　計 51,160,000 100.0 49,913,000 100.0 1,247,000 2.5

（1） 款 別 歳 入

繰越金

諸収入

市債

使用料及び手数料

国庫支出金

県支出金

財産収入

寄附金

繰入金

自動車取得税交付金

地方特例交付金

地方交付税

交通安全対策特別交付金

市税

地方譲与税

利子割交付金

環境性能割交付金

平成31年度 平成30年度 比　　較

配当割交付金

株式等譲渡所得割交付金

分担金及び負担金

款

地方消費税交付金
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（単位：千円、％）

当初予算額
(案)

構成比 当初予算額 構成比 増減額 増減率

1 358,818 0.7 359,082 0.7 △ 264 △ 0.1

2 5,271,354 10.3 5,608,640 11.3 △ 337,286 △ 6.0

3 21,491,004 42.0 20,615,164 41.3 875,840 4.2

4 4,040,561 7.9 4,052,908 8.1 △ 12,347 △ 0.3

5 13,447 0.0 13,165 0.0 282 2.1

6 714,283 1.4 916,574 1.9 △ 202,291 △ 22.1

7 497,809 1.0 360,743 0.7 137,066 38.0

8 6,111,292 12.0 5,006,662 10.0 1,104,630 22.1

9 2,675,807 5.2 2,741,525 5.5 △ 65,718 △ 2.4

10 4,482,289 8.8 5,305,291 10.6 △ 823,002 △ 15.5

11 4 0.0 4 0.0 0 0.0

12 4,729,412 9.2 4,709,881 9.4 19,531 0.4

13 673,920 1.3 123,361 0.3 550,559 446.3

14 100,000 0.2 100,000 0.2 0 0.0

歳　出　合　計 51,160,000 100.0 49,913,000 100.0 1,247,000 2.5

（単位：千円、％）

当初予算額
(案)

構成比 当初予算額 構成比 増減額 増減率

人件費 7,329,973 14.3 7,355,284 14.7 △ 25,311 △ 0.3

うち職員給 4,927,025 9.6 4,879,049 9.8 47,976 1.0

扶助費 13,042,474 25.5 12,208,234 24.5 834,240 6.8

公債費 4,729,412 9.2 4,709,881 9.4 19,531 0.4

25,101,859 49.1 24,273,399 48.6 828,460 3.4

7,923,329 15.5 7,343,285 14.7 580,044 7.9

308,458 0.6 435,506 0.9 △ 127,048 △ 29.2

7,992,987 15.6 7,871,183 15.8 121,804 1.5

41,326,633 80.8 39,923,373 80.0 1,403,260 3.5

1,777,670 3.5 1,886,071 3.8 △ 108,401 △ 5.7

2,302,130 4.5 2,875,431 5.8 △ 573,301 △ 19.9

4 0.0 4 0.0 0 0.0

4,079,804 8.0 4,761,506 9.5 △ 681,702 △ 14.3

673,920 1.3 123,361 0.2 550,559 446.3

18,739 0.0 21,600 0.0 △ 2,861 △ 13.2

4,960,904 9.7 4,983,160 10.0 △ 22,256 △ 0.4

100,000 0.2 100,000 0.2 0 0.0

5,753,563 11.2 5,228,121 10.5 525,442 10.1

51,160,000 100.0 49,913,000 100.0 1,247,000 2.5

（2） 款 別 歳 出

物件費

維持補修費

補助費等

計

投
資
的
経
費

（3） 性 質 別 歳 出

消
費
的
経
費

予備費

計

普通建設事業費（単独）

災害復旧事業費（単独）

合 計

※構成比は、項目ごとに四捨五入しているため、個々の項目の合計が100.0にならない場合があります。

比　　較

普通建設事業費（補助）

計

そ
の
他

積立金

貸付金

繰出金

予備費

教育費

公債費

諸支出金

義務的
経　費

小 計

民生費

衛生費

平成31年度

労働費

災害復旧費

平成30年度

農林水産業費

商工費

土木費

消防費

款

平成31年度 平成30年度 比　　較

議会費

総務費
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平成31年度　施策の体系別予算(案)

1　市民が参加し、地域コミュニティ豊かなまち

① コミュニティ活動の推進 所管課 予算書の
ページ

○コミュニティ助成事業 市民生活課 16,800 千円 112

コミュニティ活動及びコミュニティづくりの推進のため、集
会施設の改修等や備品の整備を支援します。

② 協働のまちづくりの推進 所管課 予算書の
ページ

○合併１０周年記念式典事業【新規】 5,321 千円 100

市民の郷土愛の醸成を図るため、合併10周年記念式典を開催
します。

○合併１０周年記念イベント事業【新規】 3,772 千円 248

市民の郷土愛の醸成を図るため、合併10周年記念式典と併せ
て、野外演奏会等のイベントを行います。

○地域提案型活動事業【新規】 市民生活課 15,000 千円 116

市民が主役となり、魅力あふれる地域づくりを進めるため、
市民団体が自ら企画・提案・実施する地域提案型の活動に対し
て支援します。

○合併１０周年記念　協働のまちづくり講演会事業【新規】 市民生活課 5,000 千円 116

協働や市民参加の意識を高めることを目的とした講演会を開
催します。

③ 人権の尊重 所管課 予算書の
ページ

○人権尊重事業 5,529 千円 104

平和と人権に対する意識の高揚を図るため、「人権のつど
い」等を行います。

○人権啓発推進事業 1,588 千円 104

人権問題の解消に向けて、啓発物品や冊子等を配布するな
ど、様々な啓発活動を行います。

企画政策課

豊かな未来を創造する個性輝く文化田園都市
～人と愛　水と緑　市民主役のまち～

※「まちのつくり方改革」に該当する事業は、24ページに掲載している区分一覧により【まち（番号）】と

記載しています。

※新規事業は【新規】、事業の統合・組替事業は【統合・組替】、隔年事業は【隔年事業】と記載しています。

人権推進課
各総務管理課

予算額

予算額

予算額

人権推進課
各総務管理課

久喜ブランド推
進課
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④　男女共同参画社会の実現 所管課 予算書の
ページ

○男女共同参画啓発事業 人権推進課 793 千円 106

　男女共同参画推進月間事業の開催、情報紙の発行、女（ひ
と）と男（ひと）の共生セミナー委託事業等を行います。

○女性の悩み相談事業 人権推進課 624 千円 106

　悩みを抱える女性を対象に、毎月2回相談窓口を開設しま
す。

○女性議会開催事業【隔年事業】 人権推進課 96 千円 106

　女性の市政参加への機会の提供を図り、市政への参加意識を
高め、行政や議会への理解を深めてもらうとともに、女性の視
点からとらえた意見や要望、提案などを市政に反映するため、
女性議会を開催します。

⑤　交流活動の推進 所管課 予算書の
ページ

○姉妹・友好都市事業 市民生活課 2,828 千円 106

　アメリカ合衆国オレゴン州ローズバーグ市（姉妹都市）への
公式訪問、姉妹都市及び友好都市の方向を示す看板の設置を行
います。

○産業交流事業 326 千円 244

　青森県野辺地町及び長野県青木村と産業交流事業を行いま
す。

⑥　情報公開の推進 所管課 予算書の
ページ

○市政情報提供事業 891 千円 108

　市政に対する理解と信頼を深め、公正で開かれた市政運営を
図るため、個人情報の保護に配慮しながら、情報公開を推進し
ます。

○公文書館活動事業 489 千円 108

　保存年限が経過した市の公文書の中から、歴史資料として重
要なものを選別し、整理・保存します。

⑦　戦略的かつ効果的な広報・広聴活動の推進 所管課 予算書の
ページ

○広報発行事業 28,307 千円 84

　「広報くき」を月1回発行し、紙面のカラー化により、分か
りやすく市民に行政情報を提供します。

○議会広報発行事業 議会総務課 5,890 千円 76

　「議会だより」を定例会及び臨時会ごとに発行し、紙面のカ
ラー化により、分かりやすく市民に審議結果や議会情報を提供
します。

予算額

予算額

予算額

公文書館

予算額

公文書館

久喜ブランド推
進課

庶務課
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2　自然とふれあえる、環境に優しいまち

①　自然環境の保全・創造 所管課 予算書の
ページ

○自然保護事業 493 千円 218

　自然環境保全地区の指定及び指定希少野生生物種の指定を行
い、自然環境の保全を図ります。

○緑化推進事業 環境課 1,677 千円 218

　保存樹木、樹林及び生垣設置の奨励金を交付します。また、
各地区のイベントにおいて、市民に苗木を配布します。

○コウノトリ餌場実証実験事業 1,110 千円 218

　栗橋地内のほ場に、「ふゆみず田んぼ」を整備し、コウノト
リ等野鳥の餌となる水田内の生物量の調査を行います。

②　快適な生活環境の創造 所管課 予算書の
ページ

○ポイ捨て等及び路上喫煙防止対策事業 8,108 千円 220

　ポイ捨て等及び路上喫煙の防止対策として、新たに東鷲宮駅
周辺を路上喫煙禁止区域に指定し、駅東西口に喫煙所を設置し
ます。

○生活排水処理施設整備構想改定事業【新規】 上下水道経営課 14,040 千円 222

　埼玉県生活排水処理施設整備構想の見直しに伴い、久喜市の
データを見直します。

③　美しい景観の形成 所管課 予算書の
ページ

〇街路樹管理事業 48,551 千円 256

　街路樹を適正に管理し、美しい景観を形成します。

④　廃棄物処理の充実 所管課 予算書の
ページ

○ごみ処理施設整備推進事業 12,095 千円 222

　市内全域のごみ処理を可能にする施設を建設するため、ごみ
処理施設整備基本計画の策定を行います。

○賑わい創出プロジェクト事業【新規】 6,813 千円 224

　新しいごみ処理施設と（仮称）本多静六記念　市民の森・緑
の公園を一体的に整備し、賑わいの創出を図るための「賑わい
創出プロジェクト基本方針」を策定します。（平成30年度補正
予算（第3号）にて計上、当初予算では新規事業）

予算額

予算額

資源循環推進課

環境課

資源循環推進課

道路河川課

環境課

予算額

予算額

環境課
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⑤　地球環境問題への対応 所管課 予算書の
ページ

○新エネルギー導入事業 環境課 15,000 千円 218

　地球温暖化対策として、再生可能エネルギー機器や省エネル
ギー機器の導入を支援する補助金を交付します。

○電気自動車等普及促進事業【新規】 環境課 500 千円 218

　地球温暖化の防止及び大気汚染の改善を図るため、災害発生
時、非常用バッテリーとしても活用可能な電気自動車等の購入
を支援する補助金を新たに交付します。

3　子どもから高齢者まで、誰もが健康で安心して暮らせるまち

①　健康づくり・食育の推進 所管課 予算書の
ページ

○健康づくり・食育推進事業 健康医療課 1,299 千円 204

　第2次久喜市健康増進・食育推進計画の進捗管理及び健康づ
くりと食育に関する催しを実施します。

○新生児聴覚検査費助成事業【新規】 5,046 千円 210

　新生児聴覚検査を受けることによる経済的な負担を軽減し、
検査を受ける機会の拡大を図るため、費用の一部を助成しま
す。（平成30年度補正予算（第3号）にて計上、当初予算では
新規事業）

○不妊検査・不育症検査・不妊治療費助成事業【統合・組替】 9,440 千円 210

　不妊検査・不育症検査・不妊治療を受けることによる経済的
な負担を軽減し、検査や治療を受ける機会の拡大を図るため、
費用の一部を助成します。

○産後ケア事業【新規】【まち⑦】 471 千円 210

　産後、家族等から十分な支援を受けられない母子を対象に、
施設への宿泊や通所により、母親の心身のケアや育児指導・相
談等の支援を行います。

○成人歯科健康診査事業【新規】【まち⑨】 4,338 千円 210

　成人期のむし歯や歯周病などの歯周疾患を、早期に発見及び
治療するために、歯科健康診査を行います。

○予防接種事業【まち⑦⑨】 363,958 千円 204

　感染のおそれがある疾病の発生及びまん延の予防を図るた
め、予防接種を行います。

中央保健セン
ター

中央保健セン
ター

予算額

中央保健セン
ター

中央保健セン
ター

中央保健セン
ター

予算額
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②　地域医療の充実 所管課 予算書の
ページ

○地域医療対策事業【まち①】 健康医療課 80,016 千円 202

　久喜市が幹事市となり六市二町で運営する東部北地区第二次
救急医療体制事業（輪番病院の運営）に要する経費及び地域医
療ネットワークシステム「とねっと」の運営に要する経費の負
担等、地域医療体制の維持・充実を図ります。

○産婦人科医療機関開業支援事業【新規】【まち①】 健康医療課 60,000 千円 204

　市内に分娩を扱う医療機関を開設又は再開した事業者に対
し、補助金を交付し、子どもを産む環境整備に取り組みます。

○休日夜間急患診療所運営事業 健康医療課 16,521 千円 212

　医療機関が休診の時間帯に、初期救急医療を行う休日夜間急
患診療所の運営及び小児の初期救急医療の充実を図ります。

③　子育て支援の充実 所管課 予算書の
ページ

○子ども・子育て支援事業計画策定事業【新規】 子ども未来課 2,700 千円 182

　子ども・子育て支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進
するため、第2期の事業計画を策定します。（平成30年度補正
予算（第3号）にて計上、当初予算では新規事業）

○子どものための教育・保育給付事業 保育課 2,846,182 千円 184

　教育・保育サービスを提供する保育施設等に対して、事業運
営に係る費用の一部を給付します。

○私立保育所等施設整備費補助事業 保育課 508,429 千円 194

　私立保育所等の施設整備を行う事業者を公募し、選定した事
業者に対して、補助金を交付します。

○保育士等人材確保支援事業【新規】 保育課 5,000 千円 194

　市内の保育所等を運営する事業所が、新たに保育士等を雇用
した際に支給する就労のための支援金に対して、補助金を交付
します。

○児童手当給付事業 2,138,990 千円 184

　児童1人につき月額10,000円または15,000円（所得制限に該
当する方は5,000円）を、生まれた月の翌月から中学校修了(15
歳に達する日以後の最初の3月31日)まで支給します。

○子ども医療費支給事業 子ども未来課 526,509 千円 180

　子どもが必要とする医療が受けられるよう、満15歳に達する
日の属する年度の末日までの子どもに対する医療費の一部を助
成します。

予算額

予算額

子ども未来課
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○あおばっこクラブ移転改修事業 107,779 千円 196

　青葉小学校の余裕教室を改修し、あおばっこクラブの施設整
備を行います。

○婚活支援事業【まち①】 社会福祉課 488 千円 152

　SAITAMA出会いサポートセンター運営協議会への加入や婚活
支援イベント等を実施する団体等に対し経費の一部を補助する
ことにより、市民の婚活を支援します。

④　高齢者福祉の充実 所管課 予算書の
ページ

○いきいきデイサービス事業【まち⑨】 35,160 千円 168

　介護保険の要介護または要支援に該当しない、おおむね65歳
以上の方に対し実施する、健康体操等の介護予防事業につい
て、利用定員枠の拡大を図ります。

○敬老事業 社会福祉課 10,521 千円 168

　敬老の日を祝し、高齢者への慰労のため、敬老祝金としての
商品券や記念品を贈呈します。

○老人クラブ活動補助事業【まち⑨】 社会福祉課 3,780 千円 168

　高齢者の社会参加を促進するため、老人クラブの活動に要す
る費用の一部を補助します。

○偕楽荘外壁補修事業【新規】 高齢者福祉課 3,927 千円 176

　偕楽荘の外壁補修工事に向けて、設計業務委託を実施しま
す。

○高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業（介護保険特別会
　 計）【新規】

6,806 千円 424

　高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画の策定に向けて、
高齢者実態調査を実施します。

○一般介護予防事業（介護保険特別会計）【まち⑨】 28,789 千円 434

　65歳以上の高齢者を対象として、身近な地域の中で生活機能
の維持又は改善を図るため、介護予防に関する知識の普及啓
発、地域における介護予防活動の育成支援等を実施します。

⑤　障がい者（児）福祉の充実 所管課 予算書の
ページ

○介護給付費事業 障がい者福祉課 1,555,616 千円 154

　障がい者（児）が日常生活の中で必要となるサービスを提供
する事業所に対して、その費用の一部を給付します。

○相談支援事業 障がい者福祉課 55,781 千円 156

　市内2つの指定相談事業所に委託して、障がい福祉サービス
の利用等の相談支援を実施します。

高齢者福祉課

介護保険課

予算額

保育課

予算額

高齢者福祉課
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○地域活動支援センター事業 障がい者福祉課 67,811 千円 158

　障がい者等に対して、創作的活動、生産的活動、社会との交
流促進等を行う事業を実施します。

○手話普及促進事業 障がい者福祉課 247 千円 164

　市民等に手話への理解及び普及を図るための啓発活動等を実
施します。

⑥　地域福祉・地域ボランティアの充実 所管課 予算書の
ページ

○社会福祉協議会補助事業 社会福祉課 106,849 千円 150

　地域福祉の充実を図るため、地域福祉活動の中核的担い手で
ある社会福祉協議会の活動費を支援します。

○久喜市民生委員及び児童委員活動補助事業 社会福祉課 31,353 千円 150

　日頃、生活の困難な方等に対し、必要な支援を行うととも
に、行政との連絡調整を行う民生委員及び児童委員の活動費を
支援します。

○ふれあいセンター久喜防水補修事業 101,652 千円 166

　ふれあいセンター久喜の防水補修工事を実施します。

○要援護者見守り支援事業 社会福祉課 5,033 千円 152

　地域住民・関係団体等の協力の下、住み慣れた地域で安心し
て暮らせるよう地域一体となった要援護者の見守り支援体制づ
くりに取り組みます。

⑦　社会保障制度の充実 所管課 予算書の
ページ

○高齢者健康増進事業 国民健康保険課 13,738 千円 174

　後期高齢者医療加入者に対し、人間ドックまたは脳ドックの
受診費用及び保養施設の宿泊費用を助成します。

○特定健康診査事業（国民健康保険特別会計）【まち⑨】 国民健康保険課 154,334 千円 388

　国民健康保険加入者に対し、特定健康診査を実施します。

○特定保健指導事業（国民健康保険特別会計）【まち⑨】 22,981 千円 390

　特定健康診査の受診者のうち、生活習慣病のリスクが高いと
判定された方に対し、保健指導を実施します。

○人間ドック事業（国民健康保険特別会計）【まち⑨】 国民健康保険課 37,057 千円 392

　国民健康保険加入者に対し、人間ドックまたは脳ドックの受
診費用を助成します。

予算額

ふれあいセン
ター久喜

市民課（総合窓
口）
国民健康保険課

予算額
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○生活保護事業 生活支援課 2,905,939 千円 198

　生活保護法に基づき生活・住宅・教育・介護・医療・出産・
生業・葬祭扶助等の決定をし、保護費を支給します。

○生活困窮者自立支援事業 生活支援課 23,095 千円 152

　生活困窮者を包括的に支援し、自立の促進を図ります。

○生活困窮の子どもに対する学習支援事業 生活支援課 8,806 千円 152

　生活保護受給世帯及び生活困窮世帯の中学生・高校生を対象
とした学習教室を行います。

4　心豊かな人材を育み、郷土の歴史文化を大切にするまち

①　幼児教育の充実 所管課 予算書の
ページ

○幼稚園運営事業 49,866 千円 310

　幼稚園の運営に係る施設内の教育環境を整えます。また、3
年保育を実施します。

○幼稚園就園奨励費補助事業 学務課 83,562 千円 312

　保護者の経済的な負担の軽減と公・私立幼稚園間の保護者負
担の格差是正を行います。

○市立幼稚園保育料等検討委員会運営事業【新規】 学務課 234 千円 312

国の保育料基準額等の改正に合わせ、保育料等の改正内容を
検討します。（平成30年度補正予算（第3号）にて計上、当初
予算では新規事業）

②　学校教育の充実 所管課 予算書の
ページ

○中学生学力アップ教育推進事業【まち⑦】 指導課 4,921 千円 296

中学生を対象に、学習習慣の確立や学力の定着を図るため、
市内全ての中学校で「くき本樹塾」を開催し、放課後に学習支
援を行います。

○英語教育指導事業【まち⑦】 指導課 77,492 千円 290

小・中学校における英語教育の充実及び国際理解教育の推進
を図ります。また、中学3年生全員を対象に英語検定試験を実
施し、3級相当の受験料を保護者に対して補助します。

○プログラミング教育推進事業【新規】 指導課 700 千円 296

プログラミング教育について、発展的な内容までふまえた実
践研究を実施します。（平成30年度補正予算（第3号）にて計
上、当初予算では新規事業）

中央幼稚園
栗橋幼稚園

予算額

予算額
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○道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業【新規】 指導課 324 千円 296

道徳の授業における教員の指導力向上や地域の特色を生かし
た取組の推進を図ります。（平成30年度補正予算（第3号）に
て計上、当初予算では新規事業）

○教育支援センター等設置促進支援事業 指導課 7,155 千円 294

教育支援センターの機能の一つとして、不登校児童生徒の状
況に応じた臨床心理士による教育相談や発達検査など総合的な
教育支援体制の構築を図ります。

○スクール・サポート・スタッフ配置事業【統合・組替】 1,674 千円 288

　教職員の負担軽減のため、小学校3校にスクール・サポー
ト・スタッフを配置し効果検証を行った結果、有効であるとい
う結果が得られたため、平成31年度についても同様に、スクー
ル・サポート・スタッフを配置します。

○任期付市費負担教職員任用事業【新規】 指導課 7,406 千円 288

江面第二小学校の複式学級回避のための任期付市費負担教職
員を1名任用するために要する経費です。（平成30年度補正予
算（第4号）にて計上、当初予算では新規事業）

○小学校耐震化整備事業 49,013 千円 302

　久喜小学校、菖蒲東小学校、栗橋南小学校、桜田小学校の体
育館の非構造部材の耐震化を行います。

○中学校耐震化整備事業 33,316 千円 308

　久喜中学校、久喜南中学校の体育館の非構造部材の耐震化を
行います。

○小学校プール改修事業 2,650 千円 302

　清久小学校、青毛小学校のプール改修工事の設計業務委託を
行います。

○小学校トイレ改修事業【新規】【まち⑦】 3,855 千円 302

　三箇小学校のトイレを衛生的で使い易い環境に整えるため
に、トイレ改修工事の設計業務委託を行います。

○中学校維持管理事業 244,788 千円 304

　太東中学校体育館の雨漏り対策として、体育館屋根の改修工
事を行います。

○中学校大規模改造事業【新規】【まち⑦】 21,978 千円 308

　老朽化した太東中学校校舎の大規模改造工事の設計業務委託
を行います。

○学校ＷＡＮ維持管理事業 88,354 千円 286

　校務用パソコンや各学校間のネットワーク環境等を適切に維
持・管理するとともに、学校WANシステムサーバの更新及び校
務用パソコンの一部入替えを行います。

指導課

教育総務課

学務課

教育総務課

教育総務課

教育総務課

教育総務課

教育総務課

13



○学校給食センター整備事業 479 千円 340

　新たな学校給食センターを整備するため、建設工事の修正設
計業務委託を行います。

○学校給食費補助事業【新規】【まち⑦】 14,030 千円 340

　児童生徒の保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援を推進
するため、児童生徒を3人以上養育する保護者に対し、学校給
食費の補助金を交付します。

③　高等教育機関との連携 所管課 予算書の
ページ

○産学共同研究支援事業 1,107 千円 244

　地域経済の活性化を図るため、市内の企業と大学等による共
同研究等を支援します。

④　青少年の健全育成 所管課 予算書の
ページ

○青少年健全育成事業 2,378 千円 182

　青少年の健全な育成を推進する団体の活動を支援します。

⑤　人権教育の推進 所管課 予算書の
ページ

○人権教育推進事業 4,748 千円 324

　人権意識の高揚と、偏見・差別の解消を図るため、教室や講
座等を行います。

⑥　生涯学習の推進 所管課 予算書の
ページ

○市民大学推進事業【まち⑦】 生涯学習課 849 千円 322

　市民の生涯学習、ボランティア活動を通じて、地域コミュニ
ティづくりの担い手やリーダーの育成を目的に、市民大学を実
施します。

○高齢者大学推進事業【まち⑨】 生涯学習課 1,821 千円 322

　教養の向上と趣味活動や社会参加による生きがいを高めるこ
とを目的に、高齢者大学を実施します。

○図書館管理運営事業【新規】【まち①】 238,038 千円 326

　開館時間や開館日数の増加を図る等のサービス向上を目的と
して指定管理者制度の導入を行います。

○放課後子ども教室推進事業【まち⑨】 生涯学習課 5,922 千円 314

　放課後や休日に小学校の学校施設を活用し、学習・スポー
ツ・文化芸術分野の各種講座を行います。

学校給食課

生涯学習課

学校給食課

予算額

予算額

子ども未来課

生涯学習課

予算額

予算額

久喜ブランド推
進課
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⑦　歴史・文化の継承と活用 所管課 予算書の
ページ

○文化会館改修事業 市民生活課 51,756 千円 108

　久喜総合文化会館の今後の改修方法を検討するための建物劣
化調査等及び各会館の改修を実施します。

○文化財調査報告書作成事業【新規】【まち⑥】 文化財保護課 1,167 千円 330

　栗橋宿や栗橋関所等をテーマとしたブックレットを発行しま
す。

○合併１０周年記念特別展事業【新規】 郷土資料館 1,602 千円 330

　合併10周年を記念した特別展を郷土資料館で行います。

○本多静六博士顕彰事業【まち⑥】 企画政策課 612 千円 98

　郷土の偉人である本多静六博士の功績等を紹介するため、
「本多静六通信」の発行及びゆかりの地訪問を行います。

⑧　スポーツ・レクリエーション活動の充実 所管課 予算書の
ページ

○体育施設管理事業【まち⑤】 生涯学習課 170,195 千円 336

　鷲宮運動広場ナイター照明等の交換や菖蒲温水プールオー
バーフロー用ろ過ポンプの更新工事を行います。

○鷲宮運動広場公衆トイレ改修事業【新規】【まち⑤】 2,636 千円 336

　鷲宮運動広場をはじめ、付近の公共施設利用者等の利便性を
図るため、新たな公衆トイレに改修する測量や設計業務を行い
ます。

○社会体育推進事業【まち⑤⑨】 生涯学習課 1,297 千円 334

　体育協会やスポーツ少年団等の大会で使用されている市長杯
について、合併10周年を記念して、老朽化したカップの交換を
行います。

○スポーツ推進委員運営事業【まち⑤】 生涯学習課 3,673 千円 334

　健康づくりや体力向上に資するため、スポーツの実技指導を
行うスポーツ推進委員の活動の支援を行います。

○久喜マラソン大会事業【まち⑤】 生涯学習課 9,750 千円 336

　久喜マラソン大会を開催するため、実行委員会に補助金を交
付します。

○市民体育祭事業 6,157 千円 320

　市民にスポーツ・レクリエーション活動に親しむ機会を提供
するとともに、コミュニティの連帯感を醸成する市民体育祭を
開催します。

生涯学習課

中央公民館
各公民館

予算額

予算額
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○各種団体補助事業【まち⑤】 生涯学習課 8,225 千円 334

　スポーツ・レクリエーション団体の活動を支援します。日独
スポーツ少年団同時交流事業に対する助成を行います。

5　安全で調和のとれた住みよい快適なまち

①　都市機能の整備 所管課 予算書の
ページ

○用途地域検討事業【新規】【まち①②】 都市計画課 5,811 千円 264

　用途地域の見直し案を検討するための業務委託を実施しま
す。

○久喜駅周辺まちづくり推進事業【新規】【まち②③】 都市計画課 9,988 千円 264

　久喜駅周辺の土地利用を検討するための業務委託を実施しま
す。

○東鷲宮駅周辺整備事業 都市整備課 230,705 千円 268

　東鷲宮駅東西連絡地下道西側のバリアフリー化に向けて、JR
東日本旅客鉄道株式会社施工の工事費等を負担し整備を推進し
ます。

○高柳地区開発整備推進事業【まち③】 都市計画課 1,268 千円 264

　高柳地区の開発整備を推進します。

○空家等対策計画策定事業【新規】 都市整備課 20 千円 274

　空家等の適切な管理、活用、流通の促進を図るため、空家等
対策計画の策定に向けた調査を行います。

○市営松永団地建物解体事業 都市整備課 8,233 千円 274

　市営住宅松永団地3号棟が空き家となったため、建物の解体
工事を実施します。

②　道路・公共交通の整備・充実 所管課 予算書の
ページ

○西堀・北中曽根線道路改良事業【まち③】 道路建設課 88,707 千円 258

　久喜地区と菖蒲地区を結ぶ西堀・北中曽根線を整備するた
め、道路改良工事等を実施します。

○佐間・八甫線整備事業 道路建設課 222,518 千円 268

　栗橋地区と鷲宮地区を結ぶ佐間・八甫線を整備するため、用
地買収、道路改良工事、橋りょう架替工事等を実施します。

○鷲宮産業団地青毛線整備事業 道路建設課 5,000 千円 268

　久喜地区と鷲宮地区を結ぶ都市計画道路鷲宮産業団地青毛線
を整備するため、地質調査業務を実施します。

予算額

予算額
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○東停車場線整備事業【まち③】 道路建設課 57,792 千円 268

　都市計画道路久喜東停車場線（久喜駅東口大通り）を延伸整
備するため、道路改良工事を実施します。

○平沼和戸線整備事業 71,263 千円 268

　都市計画道路平沼和戸線（けやき通り）を延伸整備するた
め、地質調査業務や用地買収を実施します。

○市道久喜７号線道路改良事業 道路建設課 91,985 千円 258

　久喜駅東口と白岡市を結ぶ市道久喜7号線を整備するため、
用地買収等を実施します。

○市道久喜２１１号線道路改良事業 道路建設課 53,000 千円 258

　久喜駅西口と都市計画道路杉戸久喜線を結ぶ市道久喜211号
線を整備するため、道路改良工事等を実施します。

○鉄道輸送力増強促進事業【まち②】 交通企画課 43 千円 120

　鉄道利用者の利便性向上を図るため、鉄道事業者へ輸送力増
強等の要望活動を実施します。

○地域公共交通検討事業【まち②】 交通企画課 648 千円 118

　地域公共交通会議を開催し、市が運営する公共交通について
調査・検討します。

○市内循環バス運行事業【まち②】 交通企画課 61,244 千円 118

　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ため、市内循環バスを運
行します。

○デマンド交通運行事業【まち②】 交通企画課 44,286 千円 118

　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、デマンド交通を運行します。

○地域公共交通実証実験事業【まち②】 交通企画課 20,719 千円 120

　市内の公共交通を総合的に検討するため、デマンドタクシー
の実証実験を行います。

○バスターミナル管理事業【まち③】 1,044 千円 264

　久喜市菖蒲バスターミナルを安全で快適な状態で利用できる
ように維持管理を行います。

③　公園の緑化と水辺環境の保全 所管課 予算書の
ページ

○（仮称）菖蒲運動公園整備事業【まち⑤】 公園緑地課 210,000 千円 270

　（仮称）菖蒲運動公園の管理棟を建設するほか、植樹や各種
公園施設の整備を実施します。

予算額

都市整備課

建設管理課
道路建設課
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○（仮称）本多静六記念　市民の森・緑の公園整備事業【まち⑥】 公園緑地課 99,512 千円 272

　（仮称）本多静六記念　市民の森・緑の公園の整備に向け、
公園用地の一部を購入するとともに、盛土造成等を実施しま
す。

○栗橋駅西土地区画整理事業地内公園整備事業 公園緑地課 37,266 千円 272

　栗橋駅西土地区画整理事業地内の公園の整備を進めるため、
11号街区公園の実施設計を行うとともに、7号街区公園の整備
を実施します。

④　上下水道の整備 所管課 予算書の
ページ

○浄水場施設更新事業（水道事業会計） 水道施設課 1,013,622 千円 －

　安全・安心な水道水を安定的に供給していくため、受変電設
備等の更新を行います。

○配水管布設替等事業（水道事業会計）　 水道施設課 517,355 千円 －

　老朽化した配水管の更新（布設替）等を行います。

○汚水管渠建設改良事業（下水道事業会計） 下水道施設課 504,787 千円 －

　下水道事業計画（認可）区域内での下水道管渠の整備を行い
ます。

○雨水排水施設管理事業 8,715 千円 272

　市街地の浸水被害を軽減するため、調整池及び遊水池の維持
管理を行います。

○合併浄化槽普及促進補助事業 下水道施設課 57,396 千円 222

　補助対象地域において、既存単独処理浄化槽や汲み取り便槽
から合併処理浄化槽へ転換設置する方を支援します。

⑤　治水対策の充実 所管課 予算書の
ページ

○利根川堤防対策事業【まち①】 都市計画課 665 千円 264

　国が進める首都圏氾濫区域堤防強化対策事業を円滑に進める
ため、利根川堤防対策にかかる協議会を支援します。

○河川補修事業 道路河川課 25,196 千円 260

　河川の補修工事を行います。

予算額

予算額

下水道施設課
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⑥　防災・消防体制の充実 所管課 予算書の
ページ

○液状化対策推進事業 都市整備課 1,081,783 千円 264

　液状化対策区域の地下水位等のモニタリングを行い事業効果
や影響について確認し、舗装の本復旧工事や、家屋等の事後調
査業務を実施します。

○東日本大震災復興交付金基金積立事業 都市整備課 552,420 千円 344

　南栗橋地区の液状化対策の進捗を図るため、基金に積立を行
います。

○防災訓練事業 4,015 千円 278

　総合防災訓練については、オール久喜の方針でメイン会場を
設け、各地区の交流を持ちつつ、雨天でも実施できる防災訓練
を行います。

○自主防災組織育成事業 8,780 千円 280

　防災意識の高揚と地域の実状に応じた防災活動を促進するた
め、自主防災組織の育成及び支援を推進します。

○防災備蓄品整備事業 6,543 千円 280

　災害時に住民の生活を確保するための食料、生活必需品、防
災用資機材等の備蓄を実施します。

○防災行政無線デジタル化更新事業 消防防災課 409,684 千円 282

　現在のアナログ式防災行政無線をデジタル化するため、昨年
度に引き続き更新工事を実施します。

○消防団活動事業 消防防災課 76,770 千円 276

　火災や災害の拡大を防止するための消防団活動を推進しま
す。

○消防団車両購入事業 消防防災課 39,689 千円 278

　消防団車両（ポンプ車2台）を購入（更新）します。

⑦　防犯体制の強化 所管課 予算書の
ページ

○防犯体制充実事業 6,335 千円 122

　防犯意識の高揚や防犯体制の推進・充実のために、防犯啓発
活動等を実施します。

○防犯灯管理事業 41,995 千円 120

　夜間における犯罪被害の防止、歩行者の安全・安心の確保を
図るため、防犯灯の適切な維持管理を行います。

市民生活課
各総務管理課

市民生活課
各総務管理課

消防防災課
各総務管理課

予算額

予算額

消防防災課
社会福祉課
健康医療課

消防防災課
社会福祉課
各総務管理課
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⑧　交通安全対策の充実 所管課 予算書の
ページ

○交通安全対策事業 39,737 千円 116

　交通指導員の配置・交通安全啓発活動の推進・交通安全推進
団体への補助金等、各種交通安全対策を実施します。

○交通安全施設管理事業 46,501 千円 118

　道路反射鏡（防曇タイプ）、道路照明灯（LED化）、路面標
示、防護柵などの交通安全施設の設置や維持管理を行います。

○ゾーン３０推進事業 道路河川課 7,600 千円 118

　最高速度30キロの区域制限を中心とした安全対策を推進し、
歩行者等の安全な生活道路を確保します。（栗橋地区）

○放置自転車対策事業 14,390 千円 118

　自転車等放置禁止区域内の放置自転車等を防止し、良好な生
活環境を保持します。

6　地域の産業が元気で、多彩な企業が集積する豊かなまち

①　農業の振興 所管課 予算書の
ページ

○農業経営安定推進事業【まち⑧】 6,759 千円 232

　農業の担い手の育成と農業経営の安定を図るため、農業団体
への助成及び農業制度資金の利子補給を行います。

○新規就農・担い手育成事業【まち⑧】 340 千円 232

　新規就農希望者が確実に就農できるための研修を行います。

○人・農地問題解決推進事業【まち⑧】 60 千円 232

　地域で人と農地の問題について話し合い、地域農業のあり方
を定める「人・農地プラン」を作成します。

○農業次世代人材投資事業【まち⑧】 農業振興課 2,250 千円 234

　次世代を担う農業者となることを志向する方を支援します。

○農産物ブランド化推進事業【まち⑧】 農業振興課 389 千円 232

　久喜市産農産物を市内外へPRすることにより、地産地消やブ
ランド化の推進を図ります。

○環境保全型農業推進事業 農業振興課 660 千円 232

　特別栽培農産物の生産を支援し、環境に配慮した農業の推進
を図ります。

.

農業振興課

交通企画課
栗橋総務管理課
鷲宮総務管理課

予算額

予算額

交通企画課
道路河川課
各総務管理課

交通企画課
各総務管理課

農業振興課

農業振興課
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②　工業の振興 所管課 予算書の
ページ

○企業等誘致事業【まち①③】 128,433 千円 244

　企業誘致を推進する菖蒲北部地区、菖蒲南部産業団地及び清
久工業団地周辺地区へ進出した企業に対して、奨励金等を交付
します。

③　商業の振興 所管課 予算書の
ページ

○商工会補助事業【まち②】 64,576 千円 242

　商工会が実施する小規模事業者の販路開拓等に対する支援事
業について、より多くの事業者を支援できるように、商工会に
対する助成を拡充します。

○商店街活性化補助事業【まち②】 14,915 千円 242

　商店街団体が実施する各種共同事業及び街路灯維持管理事業
に対する補助金を交付します。

○創業支援補助事業【まち①】 5,000 千円 244

　市内で空き店舗を活用し創業する方を支援するため、補助金
を交付します。

○インキュベーション検討事業【新規】【まち④】 360 千円 244

　公共施設や空き店舗を活用して実施する、起業家の育成やイ
ンキュベーションビジネスについて検討します。

○ビジネスコンテスト事業【新規】【まち④】 607 千円 244

　本市をビジネス拠点とする起業家を全国から募集するビジネ
スコンテストを実施します。

○合併１０周年記念　プレミアム付商品券発行事業【新規】 145,000 千円 244

　消費喚起による地域経済の活性化を図るため、合併10周年を
記念して、プレミアム付商品券を発行します。

④　観光の振興 所管課 予算書の
ページ

○日光街道埼玉六宿連携事業【まち⑥】 254 千円 246

　日光街道六宿がある県東部の草加市、越谷市、春日部市、杉
戸町、幸手市、久喜市（栗橋宿）と東部地域振興センター及び
利根地域振興センターが一体となって宿場の魅力を発信しま
す。

○アニメの聖地推進事業【新規】【まち⑥】 4,000 千円 246

　合併10周年記念事業として「らき☆すた」関連頒布品を作成
及び頒布することにより、観光客へのPRや、アニメの聖地とし
ての魅力を発信します。

久喜ブランド推
進課

久喜ブランド推
進課

久喜ブランド推
進課

久喜ブランド推
進課

久喜ブランド推
進課

予算額

予算額

予算額

久喜ブランド推
進課

久喜ブランド推
進課

久喜ブランド推
進課

久喜ブランド推
進課
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○観光協会補助事業【まち⑥】 21,013 千円 246

　観光事業の振興を図るため、観光協会に補助金を交付しま
す。

○観光情報発信事業【まち⑥】 610 千円 246

　市のイベントPRと観光ボランティアガイドの育成・支援を行
います。

⑤　勤労者福祉と就業支援の充実 所管課 予算書の
ページ

○雇用対策事業 927 千円 226

　雇用対策を図るため、内職相談や職業紹介、就業相談等を実
施する久喜市ふるさとハローワークの運営支援を行います。

○シルバー人材センター補助事業【まち⑨】 12,000 千円 174

　高齢者の就業機会を確保するため、シルバー人材センターに
補助金を交付します。

○勤労者住宅資金貸付事業 2,180 千円 226

　勤労者の福祉の増進と労働力の確保のため住宅融資制度を行
います。

○労働会館空調設備改修事業【新規】 1,886 千円 228

　労働会館の空調設備改修のための設計業務委託を実施しま
す。

⑥　消費生活の充実 所管課 予算書の
ページ

○消費生活事業 市民生活課 3,255 千円 122

　消費者被害の防止と消費者としての自立を促進するため、消
費生活に関する情報提供及び相談等を行います。

○法律相談事業 市民生活課 2,025 千円 120

　日常生活で起こる様々な法律的問題について、弁護士相談等
を行います。

7　行財政を見直し、改革を進めるまち

①　行政改革の推進 所管課 予算書の
ページ

○行政改革推進事業 企画政策課 240 千円 98

　行政改革大綱に基づき、行政改革を推進します。

○行政評価推進事業 企画政策課 199 千円 98

　簡素で効率的な行財政システムを確立するため、行政評価シ
ステムを推進します。

久喜ブランド推
進課

久喜ブランド推
進課

久喜ブランド推
進課

久喜ブランド推
進課

久喜ブランド推
進課

予算額

予算額

予算額

久喜ブランド推
進課
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○職員研修事業 人事課 4,186 千円 82

　職員の資質向上を図るため、市独自の研修を行うほか、各種
研修機関が実施する研修へ職員を派遣します。

○戸籍事務事業 21,952 千円 130

　戸籍法に基づく事務に要する経費で、新たにらき☆すた記念
用付き婚姻届及び婚姻届受理証明書を作成し配布します。

○旅券事務事業 4,847 千円 134

　旅券の申請・交付業務に要する経費で、新たにパスポートカ
バーを作成し配布します。

○コンビニ交付事業 10,032 千円 134

　コンビニエンスストアにおいて、住民票の写し等の各種証明
を交付します。

○公共施設アセットマネジメント推進事業 18,596 千円 96

　市で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。

○東京理科大学跡地活用検討事業【新規】【まち④⑦】 2,970 千円 98

　東京理科大学跡地の活用方法について市場調査を行います。

○鷲宮総合支所空調設備改修事業【新規】 28,080 千円 96

　鷲宮総合支所庁舎の空調設備熱源機器の改修工事を実施しま
す。（平成30年度補正予算（第4号）にて計上、当初予算では
新規事業）

○財務会計システム機器更新事業【新規】 36,822 千円 102

　財務会計システムの機器を更新し、システムの安定稼働を図
ります。

②　健全な財政運営の確立 所管課 予算書の
ページ

○ふるさと納税寄附金推進事業 5,444 千円 248

　ふるさと納税の寄附をしていただいた方に、市内の特産品な
どのお礼の品を贈ることで、自主財源の確保及び特産品等のPR
を図ります。

○連携協定活用事業【新規】 431 千円 98

　企業等との連携協定を活用し、さらなる地域活性化に取り組
みます。

企画政策課

久喜ブランド推
進課

市民税課
市民課（総合窓
口）

企画政策課

予算額

鷲宮総務管理課

情報推進課

市民課（総合窓
口）

アセットマネジ
メント推進課

市民課（総合窓
口）
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※「まちのつくり方改革」区分一覧

・まち⑧･･･農業の６次産業化を図り、観光農園の整備を促進

・まち⑨･･･シニア世代が更に輝き、活躍する久喜市を創造

・まち①･･･東京一極集中を是正し、若者の定住促進、活躍の場を創出

・まち②･･･土地の高度利用促進、駅前市街地の整備

・まち③･･･圏央道ＪＣＴを中心に物流拠点としてのインフラ整備

・まち④･･･久喜市で新たなビジネスに挑戦する起業家支援、女性の創業支援

・まち⑤･･･市民ランナーの聖地化などスポーツ振興策を推進

・まち⑥･･･シティセールスを推進し、久喜市の魅力を世界に発信

・まち⑦･･･全ての子どもたちにチャンスのある教育環境を整備
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合　計

◎新規事業

・平成31年度一般会計において計上した新規の事業を紹介します。（全42事業）

（単位：千円）

事　業　名 所 管 課 予 算 額

連携協定活用事業 企画政策課 431

合併１０周年記念式典事業 企画政策課 5,321

鷲宮総合支所空調設備改修事業
（平成30年度補正予算（第4号）にて計上、当初予算では新規事業）

鷲宮総務管理課 28,080

東京理科大学跡地活用検討事業【まち④⑦】 企画政策課 2,970

合併１０周年記念　協働のまちづくり講演会事業 市民生活課 5,000

小林栢間土地改良区総代総選挙執行事業 菖蒲総務管理課 495

財務会計システム機器更新事業 情報推進課 36,822

地域提案型活動事業 市民生活課 15,000

２０２０年国勢調査調査区設定事業 情報推進課 868

２０１９年全国消費実態調査事業 情報推進課 5,443

参議院議員通常選挙執行事業 庶務課・各総務管理課 80,805

県知事選挙執行事業 庶務課・各総務管理課 63,731

保育士等人材確保支援事業 保育課 5,000

産婦人科医療機関開業支援事業【まち①】 健康医療課 60,000

偕楽荘外壁補修事業 高齢者福祉課 3,927

子ども・子育て支援事業計画策定事業
（平成30年度補正予算（第3号）にて計上、当初予算では新規事業）

子ども未来課 2,700

成人歯科健康診査事業【まち⑨】 中央保健センター 4,338

電気自動車等普及促進事業 環境課 500

産後ケア事業【まち⑦】 中央保健センター 471

新生児聴覚検査費助成事業
（平成30年度補正予算（第3号）にて計上、当初予算では新規事業）

中央保健センター 5,046

労働会館空調設備改修事業 久喜ブランド推進課 1,886

インキュベーション検討事業【まち④】 久喜ブランド推進課 360

生活排水処理施設整備構想改定事業 上下水道経営課 14,040

賑わい創出プロジェクト事業
（平成30年度補正予算（第3号）にて計上、当初予算では新規事業）

資源循環推進課 6,813

アニメの聖地推進事業【まち⑥】 久喜ブランド推進課 4,000

合併１０周年記念イベント事業 久喜ブランド推進課 3,772

ビジネスコンテスト事業【まち④】 久喜ブランド推進課 607

合併１０周年記念　プレミアム付商品券発行事業 久喜ブランド推進課 145,000

空家等対策計画策定事業 都市整備課 20

任期付市費負担教職員任用事業
（平成30年度補正予算（第4号）にて計上、当初予算では新規事業）

指導課 7,406

用途地域検討事業【まち①②】 都市計画課 5,811

久喜駅周辺まちづくり推進事業【まち②③】 都市計画課 9,988

小学校トイレ改修事業【まち⑦】 教育総務課 3,855

中学校大規模改造事業【まち⑦】 教育総務課 21,978

道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業
（平成30年度補正予算（第3号）にて計上、当初予算では新規事業）

指導課 324

プログラミング教育推進事業
（平成30年度補正予算（第3号）にて計上、当初予算では新規事業）

指導課 700

文化財調査報告書作成事業【まち⑥】 文化財保護課 1,167

合併１０周年記念特別展事業 文化財保護課（郷土資料館） 1,602

市立幼稚園保育料等検討委員会運営事業
（平成30年度補正予算（第3号）にて計上、当初予算では新規事業）

学務課 234

図書館管理運営事業【まち①】 生涯学習課 238,038

811,215

鷲宮運動広場公衆トイレ改修事業【まち⑤】 生涯学習課 2,636

学校給食費補助事業【まち⑦】 学校給食課 14,030

※「まちのつくり方改革」に該当する事業は、24ページに掲載している区分一覧により【まち（番号）】と記載しています。
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※予算額は、平成30年度当初予算額を記載しています。

◎完了・廃止事業

・平成30年度一般会計において計上した事業のうち完了又は廃止した事業を紹介します。（全43事業）

（単位：千円）

事　業　名 所 管 課 予 算 額

旧理科大校舎等改修事業 企画政策課 420,724

中規模集会施設整備事業 自治振興課 50

地域交流センター移転改修事業 管財課 35,331

久喜市ダントツ戦略会議事業 企画政策課 310

栗橋宿まちあるき観光活性化事業（栗橋地域会議事業） 栗橋総務管理課 5,000

鷲宮地域ふれあい散策事業（鷲宮地域会議事業） 鷲宮総務管理課 5,000

久喜地区街歩き事業（久喜地域会議事業） 自治振興課 5,000

あやめ・ラベンダー関係施設等整備事業（菖蒲地域会議事業） 菖蒲総務管理課 5,000

道路ストック附属物修繕事業 道路河川課 13,000

羽生領島中領用排水路土地改良区総代総選挙執行事業 栗橋総務管理課 605

鷲宮西コミュニティセンター屋上防水補修事業 自治振興課 9,535

被災住宅復旧資金利子補給事業 商工観光課 1

障がい者のための防災マニュアル作成事業 障がい者福祉課 1,404

子どもの未来応援事業 子育て支援課 4,128

市長選挙及び市議会議員一般選挙執行事業 庶務課・各総務管理課 106,252

平成３０年住宅・土地統計調査事業 企画政策課 7,430

旧さくら保育園園舎解体事業 保育課 18,764

あおば保育園移転改築事業 保育課 29,939

移動式赤ちゃんの駅整備事業 子育て支援課 222

保育所等における業務効率化推進事業 保育課 8,320

環境基本計画改訂事業 環境課 778

し尿処理施設整備推進事業 ごみ処理施設建設推進課 9,737

桜田小学校学童クラブ整備事業 保育課 278,081

緑のカーテン地域普及事業 環境課 409

農業センター撤去事業 農業振興課 99,616

農村センター防水補修事業 農業振興課 25,000

災害廃棄物処理計画策定事業 ごみ処理施設建設推進課 8,262

農業用施設整備事業 農業振興課 46,743

都市計画基本図作成事業 都市計画課 27,058

地域防災計画及びハザードマップ改訂事業 消防防災課 23,199

中小企業・小規模企業振興計画策定事業 商工観光課 5,635

街路灯フラッグ整備事業 商工観光課 717

清久コミュニティセンター・西公民館駐車場整備事業 中央公民館（西公民館） 497

（仮称）生涯学習センター開設準備事業 生涯学習課 11,519

次代に語り継がれるレガシー創出事業 指導課 100

中学校プール改修事業 教育総務課 12,913

図書館資料整備事業 中央図書館・各図書館 35,575

図書館自主事業 中央図書館・各図書館 1,363

図書館管理事業 中央図書館・各図書館 29,048

図書館運営事業 中央図書館・各図書館 46,420

発掘調査報告書作成事業 文化財保護課 2,997

1,348,651

市指定文化財「久喜八雲神社の山車行事」調査事業 文化財保護課 3,480

本多静六記念館展示改修事業 文化財保護課 3,489

合　計
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※統合は【➡】、組替は【⇒】で表示しています。

小中学校タブレット端末維持管理事業 ➡ 情報機器維持管理事業（小・中学校費）

給食センター等管理事業 ⇒ 学校給食センター管理事業

地下道管理事業 ➡
道路維持管理事業

駅前広場管理事業

スクール・サポート・スタッフ配置効果検証事業 ⇒ スクール・サポート・スタッフ配置事業

土木業務経費 ➡ 財産管理業務経費

道路愛護月間事業 ⇒ 道路愛護事業

ペイジー・クレジット収納事業 ➡ 市税収納事業

不妊検査・治療費助成事業 ⇒ 不妊検査・不育症検査・不妊治療費助成事業

第二庁舎維持管理事業 ⇒ 第二庁舎管理事業

菖蒲総合支所公用車管理事業

公用車管理事業栗橋総合支所公用車管理事業 ➡
鷲宮総合支所公用車管理事業

市民懇談会開催事業 ⇒ タウンミーティング開催事業

市長への提言事業 ⇒ 市民の声事業

◎事業の統合・組替事業

・一般会計の事業の統合又は事業名に変更があった事業を紹介します。

平成30年度の事業名（旧） 平成31年度の事業名（新）

事業数　14 事業数　13
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◎目の統合・組替事業

・一般会計の新規又は廃止の目を紹介します。

目名

新規 交通対策費

職員給与費
2款1項1目（シティプロモーション課）

➡
7款1項1目（久喜ブランド推進課）

一般管理費 商工総務費

廃止

交通安全対策費

くらし安全費

総合支所費

・一般会計の目の統合又は目名に変更があった事業を紹介します。

平成30・31年度の事業名 平成30年度の目名（旧） 平成31年度の目名（新）

鉄道輸送力増強促進事業 2款1項7目（企画政策課）

⇒
2款1項15目（交通企画課）

超低床ノンステップバス導入促
進事業費補助事業

企画費 交通対策費

シティプロモーション推進事業
2款1項2目（シティプロモーション課）

➡
7款1項3目（久喜ブランド推進課）

広報広聴費 観光費

公共施設アセットマネジメント
推進事業

2款1項7目（企画政策課）
➡

2款1項6目（アセットマネジメント推進課）

企画費 財産管理費

産学共同研究支援事業
2款1項7目（企画政策課）

➡
7款1項2目（久喜ブランド推進課）

企画費 商工業振興費

元気なバス需要創出モデル事業
補助事業

2款1項7目（企画政策課）
⇒

2款1項15目（交通企画課）

企画費 交通対策費

ふるさと納税寄附金推進事業
2款1項7目（企画政策課）

➡
7款1項3目（久喜ブランド推進課）

企画費 観光費

交通安全対策事業
2款1項15目（生活安全課）

⇒
2款1項15目（交通企画課、各総務管理課）

交通安全対策費 交通対策費

ボートピア栗橋環境整備協力費
活用事業

2款1項14目（企画政策課）
➡

2款1項7目（企画政策課）

自治振興費 企画費

交通安全施設管理事業
2款1項15目（生活安全課、道路河川課）

⇒
2款1項15目（交通企画課、道路河川課、各総務管理課）

交通安全対策費 交通対策費

防犯灯管理事業
2款1項15目（生活安全課）

➡
2款1項17目（市民生活課、各総務管理課）

交通安全対策費 諸費

ゾーン３０推進事業
2款1項15目（道路河川課）

⇒
2款1項15目（道路河川課）

交通安全対策費 交通対策費

2款1項15目（生活安全課）
⇒

2款1項15目（交通企画課、栗橋・鷲宮総務管理課）

交通安全対策費 交通対策費

2款1項15目（生活安全課）
⇒

2款1項15目（交通企画課、各総務管理課）

交通安全対策費 交通対策費

放置自転車対策事業

駐輪場管理事業

消費生活事業
2款1項16目（生活安全課）

➡
2款1項17目（市民生活課）

くらし安全費 諸費
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※統合は【➡】、組替は【⇒】で表示しています。

防犯体制充実事業
2款1項16目（生活安全課）

➡
2款1項17目（市民生活課、各総務管理課）

くらし安全費 諸費

青少年健全育成事業
2款1項17目（生活安全課）

➡
3款2項1目（子ども未来課）

諸費 児童福祉総務費

食品等の放射性物質検査事業
2款1項16目（生活安全課）

➡
2款1項17目（市民生活課）

くらし安全費 諸費

市内循環バス運行事業
2款1項17目（生活安全課）

⇒
2款1項15目（交通企画課）

デマンド交通運行事業

地域公共交通検討事業
諸費 交通対策費

地域公共交通実証実験事業

菖蒲総合支所庁舎管理事業 2款1項18目（各総務管理課）

➡
2款1項6目（各総務管理課）

栗橋総合支所庁舎管理事業
総合支所費 財産管理費

鷲宮総合支所庁舎管理事業

（旧事業名）菖蒲総合支所公用車管理事業
2款1項18目（各総務管理課）

➡

2款1項6目（アセットマネジメント
推進課、各総務管理課）（旧事業名）栗橋総合支所公用車管理事業

（旧事業名）鷲宮総合支所公用車管理事業
総合支所費 財産管理費

（新事業名）公用車管理事業【再掲】

職員給与費
8款1項1目（営繕課）

➡
2款1項1目（アセットマネジメント推進課）

土木総務費 一般管理費

教育指導費 学校管理費（新事業名）情報教育機器維持管理事業【再掲】

（旧事業名）小中学校タブレット端末維持管理事業 10款1項3目（学務課）
➡

10款2項1目・10款3項1目（学務課）

（旧事業名）土木業務経費 8款1項1目（営繕課）
➡

2款1項6目（アセットマネジメント推進課）

（新事業名）財産管理業務経費【再掲】 土木総務費 財産管理費
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(単位：円）

積立 繰入(取崩）

1 5,097,264,994 660,000 2,096,802,000 400,000,000 3,401,122,994

2 129,561,287 22,000 0 129,583,287

3 44,850,924 8,262,000 13,220,000 39,892,924

4 41,586,109 2,007,000 3,967,000 39,626,109

5 6,750,135 2,000 612,000 6,140,135

6 908,758 201,000 200,000 909,758

7 903,296 1,000 500,000 404,296

8 228,633,277 110,038,000 125,000,000 213,671,277

9 26,973,526 5,000 10,000,000 16,978,526

10 529,932,736 552,420,000 1,039,152,000 43,200,736

11 1,296,067,906 214,000 0 1,296,281,906

12 441,864,996 73,000 0 441,937,996

13 86,009,796 15,000 7,000,000 79,024,796

7,931,307,740 673,920,000 3,296,453,000 400,000,000 5,708,774,740

※ 地方自治法第２３３条の２の規定による基金編入額です。

合計

育英資金基金

福祉基金

本多静六博士顕彰事業基金

市民活動推進基金

東鷲宮土地区画整理事業地内
の整備及び管理基金

場外発売場環境整備基金

東鷲宮駅東西連絡地下道バリア
フリー化整備基金

東日本大震災復興交付金基金

ごみ処理施設整備基金

（仮称）本多静六記念
市民の森・緑の公園整備基金

東京理科大学教育振興基金

減債基金

久喜市基金残高(一般会計所管分）

番
号

基金名称
前年度末
残高見込

当該年度中

その他の増減
当該年度末
残高見込

財政調整基金
※
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