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令和 2年度当初予算案の編成に当たって 

1 予算編成の考え方 

  現在の日本経済の状況は、景気は、緩やかに回復しているとされています。 

本市における今後の財政の見通しとしては、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、令和元年 10月の消費税等の税率の引き上

げによる景気への影響が懸念されるところであり、大幅な増加は見込み難い状況で

す。 

また、地方交付税のうち普通交付税については、平成 27 年度から合併算定替によ

る加算措置が段階的に減少していましたが、令和 2 年度にはその加算措置がなくな

るため、財源の確保がより一層厳しいものとなります。 

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、令和 2年度からの会計年度任用職員制度導入による人件費の増加等により、

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います。 

このような中、令和 2年度の予算編成に当たっては、「久喜市総合振興計画」をは

じめとする様々な計画や、「まちのつくり方改革」に基づく施策を着実に実行すると

ともに、直面する行政課題に対応した新たな政策にチャレンジし、未来を見据えた

まちづくりを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 

令和 2年度の予算規模は次のとおりです。 

（1）一 般 会 計 541億 8,200万円 （対前年度比 5.9％増） 

（2）特別会計合計 293億 3,700万円  （対前年度比  1.0％増） 

（3）公営企業会計 2ページのとおり

1



（1） 一般会計・特別会計

（単位：千円、％）

増減額 増減率

54,182,000 51,160,000 3,022,000 5.9

29,337,000 29,060,800 276,200 1.0

国民健康保険特別会計 15,224,000 15,672,000 △ 448,000 △ 2.9

介護保険特別会計 11,282,000 10,546,300 735,700 7.0

後期高齢者医療特別会計 1,961,000 1,835,000 126,000 6.9

農業集落排水事業特別会計 751,000 861,000 △ 110,000 △ 12.8

土地区画整理事業特別会計 119,000 146,500 △ 27,500 △ 18.8

83,519,000 80,220,800 3,298,200 4.1

（2） 公営企業会計

（単位：千円、％）

増減額 増減率

収益的　　収　入 4,240,721 4,227,393 13,328 0.3

収益的　　支　出 3,747,159 3,597,998 149,161 4.1

資本的　　収　入 36,547 7,393 29,154 394.3

資本的　　支　出 1,889,946 1,989,790 △ 99,844 △ 5.0

収益的　　収　入 3,922,770 3,817,724 105,046 2.8

収益的　　支　出 3,798,683 3,785,373 13,310 0.4

資本的　　収　入 1,857,012 1,690,104 166,908 9.9

資本的　　支　出 2,706,762 2,506,040 200,722 8.0

令和2年度当初予算案（会計別）一覧

　一　　般　　会　　計

　特　　別　　会　　計

会　　計　　名 令和2年度 令和元年度

下水道事業会計

比　　較

会　　計　　名 令和2年度 令和元年度
比　　較

合　計

水道事業会計
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令和2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 23,069,464 42.6 22,861,505 44.7 207,959 0.9

2 452,222 0.8 396,000 0.8 56,222 14.2

3 14,000 0.0 31,000 0.1 △ 17,000 △ 54.8

4 95,000 0.2 105,000 0.2 △ 10,000 △ 9.5

5 80,000 0.2 114,000 0.2 △ 34,000 △ 29.8

6 157,000 0.3 0 0.0 157,000 皆増

7 2,600,000 4.8 2,682,000 5.2 △ 82,000 △ 3.1

8 65,000 0.1 32,000 0.1 33,000 103.1

9 158,000 0.3 127,000 0.3 31,000 24.4

10 4,242,966 7.8 4,318,083 8.4 △ 75,117 △ 1.7

11 21,158 0.0 22,109 0.0 △ 951 △ 4.3

12 283,978 0.5 470,067 0.9 △ 186,089 △ 39.6

13 298,558 0.6 331,270 0.7 △ 32,712 △ 9.9

14 8,919,173 16.5 8,104,359 15.8 814,814 10.1

15 3,826,949 7.1 3,423,579 6.7 403,370 11.8

16 17,463 0.0 16,680 0.0 783 4.7

17 11,611 0.0 12,111 0.0 △ 500 △ 4.1

18 2,305,042 4.3 3,296,457 6.5 △ 991,415 △ 30.1

19 400,000 0.7 400,000 0.8 0 0.0

20 1,207,816 2.2 1,140,080 2.2 67,736 5.9

21 5,956,600 11.0 3,188,200 6.2 2,768,400 86.8

廃 0 0.0 88,500 0.2 △ 88,500 皆減

歳　入　合　計 54,182,000 100.0 51,160,000 100.0 3,022,000 5.9

令和2年度 令和元年度 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

繰入金

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

法人事業税交付金

自動車取得税交付金

（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
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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

1 352,683 0.6 358,818 0.7 △ 6,135 △ 1.7

2 5,297,000 9.8 5,271,354 10.3 25,646 0.5

3 22,899,552 42.3 21,491,004 42.0 1,408,548 6.6

4 4,230,365 7.8 4,040,561 7.9 189,804 4.7

5 12,439 0.0 13,447 0.0 △ 1,008 △ 7.5

6 843,879 1.6 714,283 1.4 129,596 18.1

7 277,072 0.5 497,809 1.0 △ 220,737 △ 44.3

8 5,392,192 9.9 6,111,292 12.0 △ 719,100 △ 11.8

9 2,307,993 4.3 2,675,807 5.2 △ 367,814 △ 13.7

10 7,981,588 14.7 4,482,289 8.8 3,499,299 78.1

11 4 0.0 4 0.0 0 0.0

12 4,228,244 7.8 4,729,412 9.2 △ 501,168 △ 10.6

13 258,989 0.5 673,920 1.3 △ 414,931 △ 61.6

14 100,000 0.2 100,000 0.2 0 0.0

歳　出　合　計 54,182,000 100.0 51,160,000 100.0 3,022,000 5.9

（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 7,797,326 14.4 7,329,973 14.3 467,353 6.4

うち職員給 5,687,157 10.5 4,927,025 9.6 760,132 15.4

扶助費 13,646,202 25.2 13,042,474 25.5 603,728 4.6

公債費 4,228,244 7.8 4,729,412 9.2 △ 501,168 △ 10.6

25,671,772 47.4 25,101,859 49.1 569,913 2.3

7,995,301 14.8 7,923,329 15.5 71,972 0.9

133,244 0.2 308,458 0.6 △ 175,214 △ 56.8

8,562,128 15.8 7,992,987 15.6 569,141 7.1

42,362,445 78.2 41,326,633 80.8 1,035,812 2.5

1,812,705 3.3 1,777,670 3.5 35,035 2.0

4,510,072 8.3 2,302,130 4.5 2,207,942 95.9

4 0.0 4 0.0 0 0.0

6,322,781 11.7 4,079,804 8.0 2,242,977 55.0

258,989 0.5 673,920 1.3 △ 414,931 △ 61.6

14,967 0.0 18,739 0.0 △ 3,772 △ 20.1

5,122,818 9.5 4,960,904 9.7 161,914 3.3

100,000 0.2 100,000 0.2 0 0.0

5,496,774 10.1 5,753,563 11.2 △ 256,789 △ 4.5

54,182,000 100.0 51,160,000 100.0 3,022,000 5.9

予備費

計

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。

投
資
的
経
費

普通建設事業費（補助）

普通建設事業費（単独）

災害復旧事業費（単独）

計

そ
の
他

積立金

貸付金

繰出金

消
費
的
経
費

義務的
経　費

小 計

物件費

維持補修費

補助費等

計

予備費

（3） 性 質 別 歳 出

令和2年度 令和元年度 比　　較

土木費

消防費

教育費

災害復旧費

公債費

諸支出金

総務費

民生費

衛生費

労働費

農林水産業費

商工費

（2） 款 別 歳 出

款

令和2年度 令和元年度 比　　較

議会費
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令和2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 17,500 千円 116

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。

○鷲宮西コミュニティセンター調光システム改修事業【新規】 鷲宮総務管理課 29,128 千円 118

コミュニティセンターの適切な維持管理のため、調光システ
ム（舞台照明）の改修工事を実施します。

② 協働のまちづくりの推進 所管課 予算書の
ページ

○地域提案型活動事業 市民生活課 15,000 千円 118

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、補助金を交付します。

③ 人権の尊重 所管課 予算書の
ページ

○人権尊重事業 5,815 千円 108

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」等を実施します。

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 1,160 千円 110

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）の共生セミナーの委託、ＬＧＢＴに関する啓
発等を実施します。

⑤ 交流活動の推進 所管課 予算書の
ページ

○中学生派遣・受入事業 市民生活課 1,266 千円 110

国際感覚を有する人材を育成するため、姉妹都市であるロー
ズバーグ市の中学生を市内中学生の家庭で受入れ、ホームステ
イ等を実施します。

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、17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】、統合・分割・組替事業は【統合】【分割】【組替】と記載しています。

予算額

予算額

予算額

予算額

人権推進課
各総務管理課

予算額
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⑥ 情報公開の推進 所管課 予算書の
ページ

○公文書館活動事業 市政情報課 518 千円 112

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

○シティプロモーション推進事業 1,429 千円 242

市の認知度やイメージの向上、市民の誇りや愛着心の醸成の
ため、クッキー甲子園の参加校を拡大します。また、ＰＲピン
バッジを作製・配布します。

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

○緑化推進事業 環境課 1,695 千円 214

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、苗木を配布します。

② 快適な生活環境の創造 所管課 予算書の
ページ

○公害監視調査事業 13,444 千円 216

自動車交通騒音や大気汚染、ダイオキシン類濃度、河川水質
等の調査を実施します。

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 51,906 千円 252

　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 65,138 千円 218

市内全域のごみ処理を可能にする施設の整備を推進するた
め、ごみ処理施設整備基本計画の策定や工事に向けた専門的な
技術支援業務委託等を実施します。

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 14,000 千円 214

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
ギー機器の導入に対して、補助金を交付します。

久喜ブランド推
進課

資源循環推進課

予算額

予算額

予算額

予算額

予算額

道路河川課

予算額

予算額

環境課
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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

○健幸・スポーツ都市宣言推進事業【新規】【まち⑤⑨】 スポーツ振興課 5,180 千円 334

スポーツや運動等を通じて誰もが心身ともに健康となり、躍
動する活気あふれるまちづくりを目指し、公募によるロゴマー
クの作成や記念講演会等を開催します。

○産後ケア事業【まち⑦】 589 千円 206

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、訪問により、母親の心身のケアや育児指
導・相談等の支援を実施します。

② 地域医療の充実 所管課 予算書の
ページ

○産婦人科医療機関開業支援事業【まち①】 健康医療課 60,000 千円 200

安心して出産できる環境を整備するため、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て、補助金を交付し
ます。

③ 子育て支援の充実 所管課 予算書の
ページ

○私立保育所等施設整備費補助事業 保育課 595,879 千円 190

保育環境の充実・改善を図るため、私立保育所等の新規創設
に係る経費に対して、補助金を交付します。

○保育所等業務効率化推進事業【新規】 保育課 6,000 千円 192

私立保育所等が保育士の業務負担軽減・業務効率化を図るた
めの保育業務支援システム導入に係る経費に対して、補助金を
交付します。

○子育てのための施設等利用給付事業【新規】 81,101 千円 192

幼児教育・保育の無償化に伴い、認可外保育施設や預かり保
育施設等の特定子ども・子育て支援施設等の利用者に対して、
利用料に係る補助金を交付します。（令和元年度補正予算（第
４号）にて計上、当初予算では新規事業）

○保育所等利用者副食費助成金交付事業【新規】 228 千円 192

幼児教育・保育の無償化により３歳以上児の副食費が利用者
負担となったことに伴い、負担額が増加する世帯に対して、助
成金を交付します。（令和元年度補正予算（第４号）にて計
上、当初予算では新規事業）

予算額

保育課

保育課

予算額

中央保健セン
ター

予算額
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○子育てのための施設等利用給付事業【新規】 117,509 千円 310

幼児教育・保育の無償化に伴い、私立幼稚園に通園する児童
の保護者に対して、施設等利用費や預かり保育に対する負担金
を交付します。（令和元年度補正予算（第４号）にて計上、当
初予算では新規事業）

○実費徴収に係る補足給付事業【新規】 2,916 千円 310

幼児教育・保育の無償化に伴い、一定の所得水準にある世帯
等に対して、副食費に対する補助金を交付します。（令和元年
度補正予算（第４号）にて計上、当初予算では新規事業）

○放課後児童クラブ施設整備事業 11,510 千円 192

子育て支援の充実を図るため、放課後児童クラブの施設や空
調設備の改修工事等を実施します。

○江面児童クラブ移転改修事業【新規】 24,554 千円 192

保育環境の改善を図るため、江面児童クラブの移転改修工事
を実施します。

④ 高齢者福祉の充実 所管課 予算書の
ページ

○偕楽荘外壁補修事業 高齢者福祉課 75,652 千円 170

老朽化した偕楽荘の外壁について、補修工事を実施します。

○緊急時通報システム設置事業 高齢者福祉課 18,962 千円 164

固定電話のない世帯でも緊急時通報システムの活用を可能に
するため、携帯端末型システムを導入します。

○一般介護予防事業（介護保険特別会計）【まち⑨】 28,832 千円 440

ボランティア活動に応じてポイントが付く介護予防ボラン
ティアポイント制度を導入し、高齢者の地域貢献や介護予防を
図ります。また、介護予防体操ＤＶＤを配布し、地域における
介護予防活動を支援します。

⑤ 障がい者（児）福祉の充実 所管課 予算書の
ページ

○手話普及促進事業 障がい者福祉課 667 千円 158

市民等に手話への理解及び普及を図るため、手話普及カルタ
を作製し学校に配布するなどの啓発活動等を実施します。

○障がい（児）福祉計画策定事業【新規】 障がい者福祉課 4,994 千円 158

令和３年度から令和５年度を計画期間とした、「第６期久喜
市障がい福祉計画・第２期久喜市障がい児福祉計画」を策定し
ます。

予算額

保育課

予算額

保育課

学務課

学務課

高齢者福祉課

8



○くりの木作業室等整備事業【新規】 障がい者福祉課 4,277 千円 162

活動スペースの確保のため、作業室等の整備に向けた設計業
務委託を実施します。

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

○婚活支援事業【まち①】 619 千円 146

婚活事業を実施する団体への支援や、結婚を希望する市民が
活動しやすい環境づくりを実施します。

○社会福祉協議会補助事業 社会福祉課 109,989 千円 144

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に補助金を交付します。

⑦ 社会保障制度の充実 所管課 予算書の
ページ

○生活保護事業 生活支援課 3,100,329 千円 196

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

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【分割】 9,541 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。

② 学校教育の充実 所管課 予算書の
ページ

○プール授業外部委託事業【新規】 指導課 2,112 千円 292

学校体育の充実を図るため、久喜南中学校のプール授業をモ
デル的に外部へ委託します。

○小・中学校適正規模・適正配置推進事業【新規】 606 千円 286

江面第一小学校と江面第二小学校の統合に当たり、児童の教
育環境を整備します。

○江面第一小学校大規模改造事業【新規】 72,994 千円 300

江面第一小学校と江面第二小学校の統合に当たり、教育環境
の改善を図るため、校舎等について機能改善の工事を実施しま
す。

予算額

予算額

教育総務課

予算額

学務課
指導課

久喜ブランド推
進課

予算額

中央幼稚園
栗橋幼稚園
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○小学校トイレ改修事業【まち⑦】 90,121 千円 300

三箇小学校のトイレを衛生的で使いやすい環境に整えるた
め、改修工事を実施します。

○中学校大規模改造事業【まち⑦】 355,245 千円 306

老朽化した太東中学校校舎等のトイレの洋式化を含めた大規
模改造工事を実施します。

○学校給食センター整備事業 2,564,043 千円 340

新たな学校給食センターの建設工事を実施します。

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 1,108 千円 240

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 2,367 千円 178

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 5,159 千円 322

人権意識の高揚と、偏見・差別の解消を図るため、教室や講
座等を実施します。

⑥ 生涯学習の推進 所管課 予算書の
ページ

○図書館管理運営事業【まち①】 246,297 千円 324

民間のノウハウを活用した住民サービスの向上を目的とし
て、指定管理者制度による管理運営を実施します。

○鷲宮図書館空調設備改修事業【新規】 127,672 千円 326

利用者が安心して快適に利用できるようにするため、空調設
備の改修工事を実施します。（令和元年度補正予算（第５号）
にて計上、当初予算では新規事業）

教育総務課

予算額

予算額

教育総務課

学校給食課

久喜ブランド推
進課

生涯学習課

生涯学習課

子ども未来課

生涯学習課

予算額

予算額
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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

○郷土資料館特別展事業【新規】 郷土資料館 1,663 千円 328

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の開催
を記念し、昭和３９年という時代にスポットを当て、当時の市
の世相や文化・スポーツ等を振り返る特別展を開催します。

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】 スポーツ振興課 176,315 千円 334

鷲宮運動広場ナイター照明等の交換並びに菖蒲温水プール及
び鷲宮温水プール設備の改修工事を実施します。

○鷲宮運動広場公衆トイレ改修事業【まち⑤】 36,047 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の
向上を図るため、改修工事を実施します。

○スポーツ活性化事業【新規】【まち⑤】 スポーツ振興課 13,306 千円 334

市民のスポーツへの関心を高めるため、スポーツやオリン
ピックに親しむ機会を創出します。

○オリンピック・パラリンピック気運醸成事業【新規】【まち⑤】 36,497 千円 334

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の開催
に伴うオリンピック聖火リレーの運営委託、レガシー創出のた
めの銘板作成、パラリンピック聖火ビジットや、スポーツイベ
ント等を実施します。

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

○開発許可区域検討事業【新規】 都市計画課 2,825 千円 262

流通業務施設及び工業施設等の立地促進を図るため、都市計
画法第３４条第１２号（産業系）に基づく区域の見直しを検討
します。（令和元年度補正予算（第５号）にて計上、当初予算
では新規事業）

○高柳地区開発整備推進事業【まち③】 都市計画課 37,563 千円 260

高柳地区の産業基盤整備に伴い、幹線道路からのアクセス道
路の改良工事を行うため、各種業務委託を実施します。

○久喜駅周辺まちづくり推進事業【まち②】 都市整備課 11,495 千円 262

久喜駅西口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。

スポーツ振興課

スポーツ振興課

予算額

予算額

予算額
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○東鷲宮駅周辺整備事業 都市整備課 641,521 千円 264

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、東
日本旅客鉄道株式会社と連携し、エレベーターやエスカレー
ター等を設置します。

○駅前広場等照明灯維持管理事業【新規】 都市整備課 6,333 千円 264

ＬＥＤ化した駅前広場等照明灯の維持管理を実施します。

○空家等対策計画策定事業 都市整備課 14,040 千円 270

空家等の適切な管理、活用及び流通の促進を図るため、空家
等対策計画の策定に向けた空家等実態調査を実施します。

○空家等対策事業【新規】 都市整備課 336 千円 272

空家等対策協議会を設置し、空家等対策を計画的かつ効果的
に進めます。（令和元年度補正予算（第６号）にて計上、当初
予算では新規事業）

② 道路・公共交通の整備・充実 所管課 予算書の
ページ

○橋りょう架換負担金事業【新規】 建設管理課 44,676 千円 256

県が実施する河川改修にあわせて、東大境橋及び島川橋を拡
幅するため、事業費の一部を負担します。

○東停車場線整備事業【まち③】 道路建設課 105,517 千円 266

都市計画道路久喜東停車場線（久喜駅東口大通り）の延伸整
備に当たり、道路整備工事等を実施します。

○平沼和戸線整備事業 92,505 千円 266

都市計画道路平沼和戸線（けやき通り）の延伸整備に当た
り、道路予定地の買収、支障物件の調査業務委託、橋りょう整
備工事の設計業務委託を実施します。

○佐間・八甫線整備事業 道路建設課 121,700 千円 266

栗橋地区と鷲宮地区を結ぶ佐間・八甫線の整備に当たり、道
路整備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 16,932 千円 266

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
の整備に当たり、道路整備工事のための設計業務委託等を実施
します。

○道路照明灯維持管理事業【新規】 道路河川課 43,928 千円 254

ＬＥＤ化した道路照明灯の維持管理を実施します。

建設管理課
道路建設課

予算額
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○くきふれあいタクシー（補助タク）事業【新規】【まち②】 14,754 千円 122

高齢者や障がい者等の交通弱者の移動手段を確保するため、
タクシー利用料金の一部に対して、補助金を交付します。

③ 公園の緑化と水辺環境の保全 所管課 予算書の
ページ

○公園照明灯維持管理事業【新規】 公園緑地課 14,258 千円 270

ＬＥＤ化した公園照明灯の維持管理を実施します。

○公園施設長寿命化計画策定事業【新規】 41,316 千円 268

老朽化が進んでいる都市公園の遊具や運動施設等の長寿命化
を図るための計画を策定します。

○総合運動公園施設改修事業 公園緑地課 18,392 千円 268

災害発生時の避難を円滑にするため、毎日興業アリーナ 久
喜　メインアリーナ（第１体育館）の非常用電源設備の改修工
事を実施します。

○（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 26,533 千円 268

（仮称）本多静六記念　市民の森・緑の公園の整備に向け、
雨水流出抑制施設等の設計業務委託や、本多静六博士にゆかり
のある樹木を挿木により育成するための業務委託を実施しま
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 845,577 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 533,175 千円 －

老朽化した配水管の更新（布設替）等を行います。

○合併浄化槽普及促進補助事業 下水道施設課 57,828 千円 218

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。

○汚水管渠建設改良事業（下水道事業会計） 下水道施設課 509,817 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。

予算額

交通企画課

予算額

公園緑地課
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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 260

国が実施する首都圏氾濫区域堤防強化対策を円滑に進めるた
め、国への要望活動や地域の活性化に資する協議会の活動を支
援します。

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 280,994 千円 260

液状化対策区域のうち、未収束と判断された地区の地下水位
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、家
屋等の事後調査業務委託を実施します。

○防災訓練事業 4,663 千円 276

総合防災訓練のメイン会場及びサテライト会場において、身
近なものを活用した応急手当等の訓練を実施するとともに、メ
イン会場では、洪水避難等のＶＲ体験を実施します。

また、洪水広域避難訓練や福祉避難所における開設訓練を実
施します。

○防災体制整備事業 29,405 千円 278

防災行政無線の保守点検や避難所看板の更新工事、防災行政
無線の音声のフリーダイヤル化等の防災設備の維持管理及び整
備を実施します。

○洪水避難決断ブック作成事業【新規】 消防防災課 8,822 千円 280

河川の増水や洪水災害に対する住民の避難方法を検討・整理
した洪水避難決断ブックを作成し、市民に配布します。

○地上系防災行政無線施設再整備事業【新規】 消防防災課 6,000 千円 280

県、市町村、消防本部等を接続する県独自の防災用無線設備
について、県が実施する老朽改修工事費の１／２を市が負担し
ます。

⑦ 防犯体制の強化 所管課 予算書の
ページ

○犯罪被害者等支援事業【新規】 554 千円 126

犯罪被害者等支援条例に基づき、制度の周知や理解促進を図
るためのパンフレットの作成及び犯罪被害者等への見舞金の支
給を実施します。

予算額

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
各総務管理課

市民生活課
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⑧ 交通安全対策の充実 所管課 予算書の
ページ

○運転免許返納推進事業【新規】 3,482 千円 122

運転免許証の自主返納を促すための動機づけを行うととも
に、地域公共交通の振興を図るため、返納者に対して市内公共
交通機関の回数乗車券を交付します。

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】 98,904 千円 228

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。

○農産物ブランド化推進事業【まち⑧】 農業振興課 757 千円 230

市内産農産物のブランド化推進を図るため、平成３０年度に
作成した農産物直売所ガイドマップの更新を実施します。

○木材利用推進基金積立事業【新規】 農業振興課 12,223 千円 346

国産木材の利用推進に要する経費に充てるため、森林環境譲
与税を基金へ積み立てます。（令和元年度補正予算（第５号）
にて計上、当初予算では新規事業）

.

②③④　工業、商業、観光の振興 所管課 予算書の
ページ

○ビジネスグランプリ事業【組替】【まち④】 629 千円 240

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
スグランプリを実施します。

○商工会補助事業【まち②】 64,576 千円 238

商工業の振興を図るため、商工会に補助金を交付します。

○観光情報発信事業【まち⑥】 2,613 千円 242

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。また、市の魅力を広く周知し、その効果を検証する
ため、アンケート付きの「ことりっぷ久喜」を作成します。

⑤ 勤労者福祉と就業支援の充実 所管課 予算書の
ページ

○シルバー人材センター補助事業【まち⑨】 12,000 千円 170

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。

交通企画課

久喜ブランド推
進課

予算額

予算額

予算額

農業振興課

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
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⑥ 消費生活の充実 所管課 予算書の
ページ

○法律相談事業 市民生活課 2,040 千円 124

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
を実施します。

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

○総合振興計画策定事業【新規】 企画政策課 1,678 千円 102

市の最上位計画である次期の総合振興計画について、令和４
年度中の策定に向けて、審議会の開催や、策定支援の業務委託
を実施します。

○ＡＩ・ＲＰＡ導入事業【新規】 5,816 千円 106

事務の効率化を図るため、手書き資料をデータ化するＡＩ－
ＯＣＲ及びソフトウェアロボットにより業務を自動処理するＲ
ＰＡの導入について、実証実験を実施します。

○会議録システム導入事業【新規】 7,007 千円 106

審議会等の会議録の作成を効率的に行うため、ＡＩを活用し
た会議録システムを導入します。

○公衆無線ＬＡＮ整備事業【新規】 6,160 千円 106

市民の利便性の向上及び災害時の通信環境の確保のため、久
喜市役所本庁舎の一部エリアに公衆無線ＬＡＮを整備します。

○マイキーＩＤ設定支援事業【新規】 6,340 千円 136

個人番号カードを活用した消費活性化策等に必要なマイキー
ＩＤの設定について、久喜市役所本庁舎及び各総合支所に設置
されているマイナポータル用端末を活用し、操作方法などを支
援します。（令和元年度補正予算（第６号）にて計上、当初予
算では新規事業）

○公共施設アセットマネジメント推進事業 9,645 千円 100

市が管理する公共建築物について、状況を把握し、将来の管
理・運営の方向性を定める個別施設計画を策定します。

○アセットマネジメント基金積立事業【新規】 120,701 千円 346

公共建築物の維持更新及び統廃合に要する経費に充てるた
め、基金へ積み立てます。

○旧栗橋第一幼稚園園舎等解体事業【新規】 2,266 千円 100

旧栗橋第一幼稚園園舎等の解体に向けて、設計業務委託を実
施します。

予算額

栗橋総務管理課

情報推進課

情報推進課

アセットマネジ
メント推進課

情報推進課

アセットマネジ
メント推進課

情報推進課

予算額
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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 5,539 千円 244

ふるさと納税の寄附をしていただいた方に、市内の特産品等
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。

※「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

久喜ブランド推
進課

予算額
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※「まちのつくり方改革」の該当事業は、17ページ掲載の区分一覧により【まち（番号）】を記載しています。 合　計

127,672

プール授業外部委託事業

鷲宮図書館空調設備改修事業
（令和元年度補正予算（第５号）にて計上、当初予算では新規事業）

指導課

生涯学習課

郷土資料館特別展事業 郷土資料館 1,663

117,509

2,916

2,139
幼児教育無償化実施事業
（令和元年度補正予算（第２号）にて計上、当初予算では新規事業）

子育てのための施設等利用給付事業
（令和元年度補正予算（第４号）にて計上、当初予算では新規事業）

実費徴収に係る補足給付事業
（令和元年度補正予算（第４号）にて計上、当初予算では新規事業）

学務課

学務課

学務課

72,994

9,725

2,112

38,150小学校ＰＣＢ廃棄物処理事業

江面第一小学校大規模改造事業

中学校ＰＣＢ廃棄物処理事業

606

公園緑地課

小・中学校適正規模・適正配置推進事業

6,000

29,128

2,825

学務課・指導課

都市計画課

都市整備課

洪水避難決断ブック作成事業

消防防災課

消防防災課

子育てのための施設等利用給付事業
（令和元年度補正予算（第４号）にて計上、当初予算では新規事業）

保育所等利用者副食費助成金交付事業
（令和元年度補正予算（第４号）にて計上、当初予算では新規事業）

保育所等業務効率化推進事業

江面児童クラブ移転改修事業

保育課

保育課

保育課

保育課

6,333

44,676

43,928

橋りょう架換負担金事業

道路照明灯維持管理事業

開発許可区域検討事業
（令和元年度補正予算（第５号）にて計上、当初予算では新規事業）

駅前広場等照明灯維持管理事業

建設管理課

道路河川課

6,160

6,340

4,277

4,966

8,250

5,852

ＷＡＮシステム更新事業

統合型地理情報システム更新事業

公衆無線ＬＡＮ整備事業

マイキーＩＤ設定支援事業
（令和元年度補正予算（第６号）にて計上、当初予算では新規事業）

情報推進課

鷲宮西コミュニティセンター調光システム改修事業

情報推進課

情報推進課

情報推進課

3,482

14,754

鷲宮総務管理課

運転免許返納推進事業

くきふれあいタクシー（補助タク）事業【まち②】

交通企画課

交通企画課

12,223

4,994

木材利用推進基金積立事業
（令和元年度補正予算（第５号）にて計上、当初予算では新規事業）

障がい（児）福祉計画策定事業

くりの木作業室等整備事業

幼児教育・保育無償化実施事業
（令和元年度補正予算（第２号）にて計上、当初予算では新規事業）

農業振興課

障がい者福祉課

障がい者福祉課

保育課

336

41,316

空家等対策事業
（令和元年度補正予算（第６号）にて計上、当初予算では新規事業）

公園施設長寿命化計画策定事業

公園照明灯維持管理事業

都市整備課

公園緑地課

教育総務課

教育総務課

教育総務課

14,258

24,554

81,101

228

120,701

554

55,837

145

令和２年国勢調査事業

経済センサス活動調査事業

アセットマネジメント基金積立事業

犯罪被害者等支援事業

情報推進課

情報推進課

アセットマネジメント推進課

市民生活課

スポーツ振興課 5,180

スポーツ活性化事業【まち⑤】 スポーツ振興課 13,306

オリンピック・パラリンピック気運醸成事業【まち⑤】 スポーツ振興課 36,497

健幸・スポーツ都市宣言推進事業【まち⑤⑨】

6,000

8,822

地上系防災行政無線施設再整備事業

70,800

1,678

5,816

総合振興計画策定事業

ＡＩ・ＲＰＡ導入事業

会議録システム導入事業

内部情報系システム更新事業

企画政策課

情報推進課

情報推進課

情報推進課

新規事業

・令和2年度一般会計において計上した新規事業を紹介します。（全46事業）

（単位：千円）

予 算 額

7,007

（会計年度任用職員給与費及び隔年実施の事業は除いています。）

事　業　名 所 管 課

2,266旧栗橋第一幼稚園園舎等解体事業 栗橋総務管理課

1,076,076
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※予算額は、令和元年度当初予算額を記載しています。

（隔年実施の事業は除いています。）

鷲宮総合支所空調設備改修事業 鷲宮総務管理課 28,080

消防防災課防災行政無線デジタル化更新事業 409,684

1,525,247

1,602

合　計

合併１０周年記念特別展事業 郷土資料館

324

700

道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業

プログラミング教育推進事業 指導課

指導課

83,562

495

19,579

小林栢間土地改良区総代総選挙執行事業

久喜北小学校建設等償還金事業

幼稚園就園奨励費補助事業 学務課

教育総務課

菖蒲総務管理課

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

210,000

53,000

5,811

8,233

用途地域検討事業

市営松永団地建物解体事業

（仮称）菖蒲運動公園整備事業

市道久喜２１１号線道路改良事業 道路建設課

公園緑地課

都市整備課

都市計画課

107,779

6,415

101,652

2,700

ふれあいセンター久喜防水補修事業

子ども・子育て支援事業計画策定事業

公共基準点測量事業 建設管理課

保育課

子ども未来課

ふれあいセンター久喜

3,772

6,813

145,000

4,000

合併１０周年記念　プレミアム付商品券発行事業

アニメの聖地推進事業

合併１０周年記念イベント事業

賑わい創出プロジェクト事業 資源循環推進課

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

２０１９年全国家計構造調査事業

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

情報推進課

情報推進課

情報推進課

63,731

700

1,886

20,719地域公共交通実証実験事業

超低床ノンステップバス導入促進事業費補助事業

労働会館空調設備改修事業 久喜ブランド推進課

交通企画課

交通企画課

5,443

あおばっこクラブ移転改修事業

企画政策課

企画政策課

企画政策課

情報推進課

県議会議員一般選挙執行事業 庶務課・各総務管理課

5,000

1,892

868

経済センサス基礎調査事業

令和２年国勢調査調査区設定事業

事　業　名 所 管 課

参議院議員通常選挙執行事業

県知事選挙執行事業

東京理科大学跡地活用検討事業

庶務課・各総務管理課

庶務課・各総務管理課

企画政策課

完了・廃止事業

・令和元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36事業）

（単位：千円）

予 算 額

2,970

35,418

80,805

5,321

36,822

431

50,000

連携協定活用事業

ボートピア栗橋環境整備協力費活用事業

合併１０周年記念式典事業

財務会計システム機器更新事業
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款 項 目 事業 款 項 目 事業

職員給与費

会計年度任用職員給与費

一般管理業務経費

会計年度任用職員給与費

人事管理事業

一般管理費 会計年度任用職員給与費

会計管理費 会計管理業務経費

一般管理費 会計年度任用職員給与費

自治振興費 自治振興業務経費

一般管理費 会計年度任用職員給与費

交通対策費 放置自転車対策事業

一般管理費 会計年度任用職員給与費

諸費 消費生活事業

税務総務費 会計年度任用職員給与費

賦課徴収費 市民税・諸税賦課事業

税務総務費 会計年度任用職員給与費

税務総務費 会計年度任用職員給与費

賦課徴収費 市税徴収事業

税務総務費 会計年度任用職員給与費

賦課徴収費 市税収納事業

会計年度任用職員給与費

住民基本台帳事務事業

会計年度任用職員給与費

旅券事務事業

会計年度任用職員給与費

統計調査総務費 会計年度任用職員給与費

統計調査費 工業統計調査事業

社会福祉総務費 会計年度任用職員給与費

しょうぶ会館費 しょうぶ会館事業

社会福祉総務費 会計年度任用職員給与費

地域生活支援費 相談支援事業

社会福祉総務費 会計年度任用職員給与費

障がい福祉費 障がい福祉業務経費

民生費 社会福祉費 障がい福祉費 障がい者虐待防止事業 ➡ 民生費 社会福祉費 地域生活支援費 相談支援事業

⇒ 人間尊重・平和都市宣
言推進事業

賦課徴収費
固定資産税・都市計画
税賦課事業

通知カード・個人番号
カード交付事業

人権推進費

戸籍住民基本
台帳費

戸籍住民基本
台帳費

戸籍住民基本
台帳費

戸籍住民基本
台帳費

戸籍住民基本
台帳費

戸籍住民基本
台帳費

徴税費

徴税費

徴税費

統計調査費

総務費

総務費

総務費

総務費

民生費 社会福祉費

民生費 社会福祉費

民生費 社会福祉費

総務費

総務費

総務費

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

総務管理費

総務管理費

徴税費

総務費 総務管理費

総務費 総務管理費

一般管理費

総務費

総務費

総務費

総務管理費 一般管理費

総務管理費

総務管理費

総務費

総務費

総務費

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

民生費 社会福祉費 しょうぶ会館費 しょうぶ会館事業

総務費 総務管理費 会計管理費 会計管理業務経費

総務費 総務管理費

総務費 総務管理費 交通対策費 放置自転車対策事業

総務費 総務管理費 一般管理費 人事管理事業

一般管理費 一般管理業務経費

総務費 総務管理費 人権推進費 都市宣言推進事業

民生費 社会福祉費 地域生活支援費 相談支援事業

総務費
戸籍住民基本
台帳費

戸籍住民基本
台帳費

旅券事務事業

民生費 社会福祉費 障がい福祉費 障がい福祉業務経費

戸籍住民基本
台帳費

戸籍住民基本
台帳費

住民基本台帳事務事業

総務費 徴税費 賦課徴収費 市民税・諸税賦課事業

総務費 徴税費

総務費 徴税費 賦課徴収費 市税徴収事業

市税収納事業

賦課徴収費
固定資産税・都市計画
税賦課事業

・一般会計の事業の統合、分割又は事業名に変更があった事業を紹介します。

統合・分割・組替事業

総務費 統計調査費 統計調査費 工業統計調査事業

令和元年度予算 令和2年度予算

総務費
戸籍住民基本
台帳費

戸籍住民基本
台帳費

通知カード・個人番号
カード交付事業

総務費 総務管理費 自治振興費 自治振興業務経費

総務費 徴税費 賦課徴収費

総務費 総務管理費 諸費 消費生活事業

総務費

（会計年度任用職員制度の開始等に伴う社会保険料の統合・分割・組替事業は除いています。）
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款 項 目 事業 款 項 目 事業

会計年度任用職員給与費

社会福祉総務費 会計年度任用職員給与費

高齢者福祉費 敬老事業

社会福祉総務費 会計年度任用職員給与費

社会福祉施設費 会計年度任用職員給与費

社会福祉施設費 会計年度任用職員給与費

高齢者福祉費 彩嘉園運営事業

民生費 社会福祉費 高齢者福祉費 市民後見推進事業 ⇒ 民生費 社会福祉費 高齢者福祉費 成年後見推進事業

会計年度任用職員給与費

会計年度任用職員給与費

家庭児童相談室運営事業

会計年度任用職員給与費

おもちゃ図書館運営事業

会計年度任用職員給与費

児童福祉総務費 会計年度任用職員給与費

児童措置費 児童手当給付事業

会計年度任用職員給与費

児童福祉施設業務経費

会計年度任用職員給与費

会計年度任用職員給与費

つどいの広場事業

会計年度任用職員給与費

児童館運営事業

会計年度任用職員給与費

保育所運営事業

会計年度任用職員給与費

生活保護業務経費

会計年度任用職員給与費

保健衛生業務経費

会計年度任用職員給与費

母子愛育会地域活動事業

保健予防費 予防接種事業

保健センター費 会計年度任用職員給与費

高齢者福祉費
いきいきデイサービス
事業

民生費 児童福祉費

民生費 児童福祉費 児童福祉施設費

民生費 児童福祉費 児童福祉施設費

民生費 児童福祉費

児童福祉費 児童福祉総務費

ふれあいセンター久喜
管理事業

国民年金事務取扱業務
経費

菖蒲老人福祉センター
管理事業

ファミリー・サポー
ト・センター運営事業

地域子育て支援セン
ター運営事業

民生費 児童福祉費 児童福祉総務費

民生費

民生費 社会福祉費 障がい福祉費 民生費 社会福祉費 障がい福祉費
在宅重症心身障がい児
レスパイトケア事業

在宅超重症心身障がい
児レスパイトケア事業 ⇒

民生費 児童福祉費 児童福祉総務費

民生費 社会福祉費
国民年金事務
取扱費

高齢者福祉費

民生費 社会福祉費

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

民生費 児童福祉費 児童福祉施設費 保育所運営事業

民生費 児童福祉費 児童福祉総務費
ファミリー・サポー
ト・センター運営事業

民生費 児童福祉費 児童福祉総務費 家庭児童相談室運営事業

民生費 児童福祉費 児童福祉総務費 おもちゃ図書館運営事業

民生費 児童福祉費 児童措置費 児童手当給付事業

衛生費 保健衛生費 保健衛生総務費 母子愛育会地域活動事業

衛生費 保健衛生費 保健衛生総務費 保健衛生業務経費

民生費 生活保護費 生活保護総務費 生活保護業務経費

衛生費 保健衛生費 保健予防費 予防接種事業

民生費 社会福祉費
国民年金事務
取扱費

国民年金事務取扱業務
経費

民生費 社会福祉費 高齢者福祉費
菖蒲老人福祉センター
管理事業

民生費 社会福祉費 高齢者福祉費 彩嘉園運営事業

民生費 社会福祉費

民生費 社会福祉費 社会福祉施設費
ふれあいセンター久喜
管理事業

高齢者福祉費
いきいきデイサービス
事業

民生費 社会福祉費 高齢者福祉費 敬老事業

民生費 児童福祉費 児童福祉施設費

民生費 児童福祉費 児童福祉施設費 児童福祉施設業務経費 ⇉ 民生費 児童福祉費 児童福祉施設費

民生費 児童福祉費 児童福祉施設費 児童館運営事業

民生費 児童福祉費 児童福祉施設費
地域子育て支援セン
ター運営事業

民生費 児童福祉費 児童福祉施設費 つどいの広場事業

児童福祉施設費

民生費 生活保護費 生活保護総務費

衛生費 保健衛生費 保健衛生総務費

衛生費 保健衛生費 保健衛生総務費

衛生費 保健衛生費

社会福祉施設費

民生費 社会福祉費

民生費 社会福祉費

民生費 社会福祉費

民生費 社会福祉費
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款 項 目 事業 款 項 目 事業

母子成人保健費 妊婦健康診査事業

保健センター費 会計年度任用職員給与費

母子成人保健費 ママ・パパ教室事業

保健センター費 会計年度任用職員給与費

母子成人保健費 乳幼児健康診査事業

保健センター費 会計年度任用職員給与費

母子成人保健費 乳幼児相談・教室事業

保健センター費 会計年度任用職員給与費

母子成人保健費 母子訪問指導事業

保健センター費 会計年度任用職員給与費

母子成人保健費 成人健康診査事業

保健センター費 会計年度任用職員給与費

母子成人保健費 健康づくり推進事業

保健センター費 会計年度任用職員給与費

母子成人保健費 成人健康相談事業

保健センター費 会計年度任用職員給与費

保健センター費 会計年度任用職員給与費

保健衛生総務費 会計年度任用職員給与費

会計年度任用職員給与費

保健センター運営事業

保健衛生費 保健衛生総務費 会計年度任用職員給与費

保健衛生費 保健衛生総務費 会計年度任用職員給与費

環境衛生費 環境保全費 畜犬対策事業

会計年度任用職員給与費

雇用対策事業

労働費 労働諸費 勤労施設費 労働会館管理運営事業 ⇒ 労働費 労働諸費 勤労施設費 労働会館管理事業

農業委員会費 農業委員会運営事業

農業総務費 会計年度任用職員給与費

商工費 商工費 商工業振興費 計量検査事業 ➡ 商工費 商工費 商工総務費 商工業務経費

商工費 商工費 商工業振興費 ビジネスコンテスト事業 ⇒ 商工費 商工費 商工業振興費 ビジネスグランプリ事業

商工総務費 会計年度任用職員給与費

土木総務費 会計年度任用職員給与費

建築指導費 建築指導業務経費

道路維持費 道路維持管理事業

観光費
コスモスふれあいロー
ド推進事業

道路橋りょう
総務費

会計年度任用職員給与費

商工費 商工費 商工業振興費
インキュベーション検
討事業

商工費 商工費 商工業振興費
中小企業・小規模企業
振興会議運営事業

休日夜間急患診療所運
営事業

➡

環境衛生費 環境保全費
ポイ捨て等及び路上喫
煙防止対策事業

母子成人保健費
子育て世代包括支援セ
ンター事業

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

土木費 土木管理費 建築指導費 建築指導業務経費

衛生費 保健衛生費 母子成人保健費 健康づくり推進事業

農林水産
業費

農業費 農業委員会費 農業委員会運営事業

土木費 道路橋りょう費 道路維持費 道路維持管理事業

商工費 商工費 観光費
コスモスふれあいロー
ド推進事業

衛生費 保健衛生費 母子成人保健費
子育て世代包括支援セ
ンター事業

衛生費 保健衛生費 母子成人保健費 妊婦健康診査事業

衛生費 保健衛生費 母子成人保健費 母子訪問指導事業

衛生費 保健衛生費 母子成人保健費 成人健康診査事業

衛生費 保健衛生費 母子成人保健費 乳幼児健康診査事業

衛生費 保健衛生費 保健センター費 保健センター運営事業

衛生費 保健衛生費 診療所費
休日夜間急患診療所運
営事業

衛生費 保健衛生費 母子成人保健費 ママ・パパ教室事業

衛生費 保健衛生費 母子成人保健費 成人健康相談事業

衛生費 保健衛生費 母子成人保健費 乳幼児相談・教室事業

労働費 労働諸費 労働諸費 雇用対策事業

衛生費 環境衛生費 環境保全費
ポイ捨て等及び路上喫
煙防止対策事業

衛生費 環境衛生費 環境保全費 畜犬対策事業

衛生費 保健衛生費

衛生費 保健衛生費

衛生費 保健衛生費

衛生費 保健衛生費

保健センター費

衛生費 保健衛生費

衛生費 保健衛生費

衛生費 保健衛生費

衛生費 保健衛生費

衛生費 保健衛生費

診療所費

商工費 商工費

衛生費 保健衛生費

衛生費 保健衛生費

衛生費

衛生費

土木費

土木費

土木管理費

道路橋りょう費

労働費 労働諸費 労働諸費

農林水産
業費

農業費
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款 項 目 事業 款 項 目 事業

道路維持費 道路レスキュー事業

土木費 河川費 河川維持改良費 宝地戸池管理事業 ➡ 土木費 河川費 河川維持改良費 河川維持管理事業

都市計画総務費 会計年度任用職員給与費

公園費 公園維持管理事業

会計年度任用職員給与費

事務局業務経費

事務局費 会計年度任用職員給与費

教育指導費 教育相談事業

事務局費 会計年度任用職員給与費

教育指導費 適応指導教室事業

事務局費 会計年度任用職員給与費

教育指導費 特別支援教育事業

教育費 教育総務費 教育指導費 学校いきいき支援事業 ⇒ 教育費 教育総務費 事務局費 会計年度任用職員給与費

事務局費 会計年度任用職員給与費

教育指導費 教育活動補助事業

教育費 教育総務費 教育指導費 日本語指導事業 ⇒ 教育費 教育総務費 事務局費 会計年度任用職員給与費

事務局費 会計年度任用職員給与費

教育指導費 児童生徒安全事業

事務局費 会計年度任用職員給与費

教育指導費 教育活動補助事業

教育費 教育総務費 教育指導費 幼児教育研究協議会事業 ➡ 教育費 教育総務費 教育指導費 教職員研修事業

教育総務費 事務局費 会計年度任用職員給与費

小学校費 学校管理費 小学校業務事業

教育総務費 事務局費 会計年度任用職員給与費

中学校費 学校管理費 中学校業務事業

職員給与費

会計年度任用職員給与費

幼稚園運営事業

会計年度任用職員給与費

幼稚園業務経費

会計年度任用職員給与費

社会教育推進事業

会計年度任用職員給与費

公民館運営事業

会計年度任用職員給与費

職員給与費

会計年度任用職員給与費

学校給食運営事業

※統合は【➡】、分割は【⇉】、組替は【⇒】で表示しています。

児童生徒等健康診断・
健康管理事業

⇒

道路橋りょう
総務費

会計年度任用職員給与費

事務局費 会計年度任用職員給与費

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

⇉

適応指導教室事業

教育相談事業

特別支援教育事業

道路レスキュー事業

教育費 教育総務費 事務局業務経費事務局費

公民館運営事業

社会教育委員等運営事業

教育総務費 教育指導費

教育総務費 教育指導費

社会教育費

社会教育費 社会教育総務費

英語教育指導事業

教育活動補助事業

教育総務費 教育指導費
教育支援センター等設
置促進支援事業

教育費

教育総務費 教育指導費

教育総務費 教育指導費

教育総務費 教育指導費

教育費

教育費

教育費

教育費

教育費

公民館費

教育費

教育費 保健体育費 学校給食費 学校給食運営事業

教育費

保健体育費 保健体育総務費 保健体育業務経費

幼稚園費 幼稚園費 幼稚園運営事業

中学校業務事業

教育費

幼稚園費 幼稚園費 幼稚園業務事業

小学校費 学校管理費 小学校業務事業

中学校費 学校管理費

教育費

教育費

教育費

教育費

教育費 教育総務費 教育指導費 児童生徒安全事業

土木費 都市計画費 公園費 公園維持管理事業

土木費 道路橋りょう費 道路維持費

幼稚園費

教育総務費

教育費 教育総務費

教育費 教育総務費

教育費 教育総務費

教育費 教育総務費

教育費 教育総務費

教育費 教育総務費 事務局費

幼稚園費

教育費 幼稚園費 幼稚園費

土木費

土木費 道路橋りょう費

都市計画費

教育費

教育費

学校給食費

教育費 保健体育費 保健体育総務費

教育費 保健体育費

教育費 社会教育費 公民館費

教育費 社会教育費 社会教育総務費

教育費 教育総務費

教育費

教育費
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(単位：円）

積立 繰入(取崩）

1 4,873,666,507 507,000 1,904,265,000 400,000,000 3,369,908,507

2 129,762,340 14,000 0 129,776,340

3 47,909,292 8,613,000 9,200,000 47,322,292

4 40,041,067 1,505,000 2,760,000 38,786,067

5 6,821,395 1,000 1,202,000 5,620,395

6 891,440 201,000 200,000 892,440

7 404,355 1,000 405,000 355

8 323,048,817 115,028,000 85,000,000 353,076,817

9 17,015,670 2,000 17,016,000 1,670

10 289,357,912 1,000 277,990,000 11,368,912

11 1,298,060,948 136,000 0 1,298,196,948

12 442,847,680 47,000 0 442,894,680

13 79,141,313 9,000 7,000,000 72,150,313

14 5,752,000 12,223,000 0 17,975,000

15 0 120,701,000 0 120,701,000

7,554,720,736 258,989,000 2,305,038,000 400,000,000 5,908,671,736

※地方自治法第２３３条の２の規定による基金編入額です。

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

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

木材利用推進基金

アセットマネジメント基金

※
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