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平成２８年度当初予算案の編成にあたって 

１ 予算編成の考え方 

 

  政府の月例経済報告によりますと、景気の改善テンポにばらつきがみられるが、

緩やかな回復基調が続いているとされております。 

本市におきましても、歳入面では、アベノミクスによる景気回復効果などで、市

税が増加しておりますが、今後の見通しとしては、法人市民税の税率改正による税

収減や消費税率の引き上げ等の影響により、不透明な状況にあります。 

また、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いく

こととなっており、平成２８年度においては、その減少が３割に高まります。 

歳出面では、介護給付費や生活保護費などの扶助費は、少子高齢化やこれまでの

景気低迷等の影響により、年々増加傾向であり、今後も増え続ける社会保障費や防

災対策、子育て支援、公共施設の老朽化対策など、取り組むべき課題は増加する状

況で、厳しい財政運営が続くと考えられます。 

このような中、地域の一体感の醸成はもとより、「久喜市総合振興計画」の将来像

である「豊かな未来を創造する個性輝く文化田園都市」の実現とともに、「久喜Ｎｏ．

１宣言」に掲げた施策については、着実に実行することとしました。 

また、平成２８年度の予算編成にあたっては、平成２７年度策定の「久喜市総合

戦略」及び「久喜市人口ビジョン」を念頭に置き、当該計画に位置付けられる事業

については、積極的に取り組むことといたしました。 

財源に見合った予算編成を行うことは言うまでもなく、限られた財源を有効かつ

合理的に活用し、より質の高い行政サービスが提供できる市政の実現を目指し、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、あらゆる英知を結集して予

算編成に取り組みました。 

   

２ 予算案の規模 

 

  平成２８年度の予算規模は次のとおりです。 

 （１）一 般 会 計  ４６８億７，４００万円   （対前年度比 １７．２％減） 

（２）特別会計合計 ３６８億７，３００万８千円 （対前年度比   ０．２％減） 

 （３）水道事業会計 

     収益的収入  ４２億７，２４０万６千円 （対前年度比  ２．０％増） 

     収益的支出  ３５億２，９５９万１千円 （対前年度比   ９．３％増） 

     資本的収入     ２，４８６万５千円  （対前年度比 ５０．９％増） 

     資本的支出  ２９億２，２８４万４千円 （対前年度比  １．５％増） 



（１）　一般会計・特別会計

（単位：千円、％）

増減額 増減率

46,874,000 56,594,000 △ 9,720,000 △ 17.2

36,873,008 36,937,223 △ 64,215 △ 0.2

国民健康保険特別会計 20,189,100 20,438,300 △ 249,200 △ 1.2

介護保険特別会計 9,173,000 9,020,500 152,500 1.7

後期高齢者医療特別会計 1,528,500 1,436,900 91,600 6.4

下水道事業特別会計 4,713,500 4,851,000 △ 137,500 △ 2.8

農業集落排水事業特別会計 858,900 767,000 91,900 12.0

土地区画整理事業特別会計 407,900 399,800 8,100 2.0

土地取得特別会計 2,108 23,723 △ 21,615 △ 91.1

83,747,008 93,531,223 △ 9,784,215 △ 10.5

（２）　水道事業会計

（単位：千円、％）

増減額 増減率

収益的　　収　入 4,272,406 4,187,415 84,991 2.0

収益的　　支　出 3,529,591 3,228,104 301,487 9.3

資本的　　収　入 24,865 16,476 8,389 50.9

資本的　　支　出 2,922,844 2,880,321 42,523 1.5

比　　較

区　　分 平成28年度 平成27年度
比　　較

合　計

平成２８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28年度 平成27年度
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平成２８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 21,424,150 45.7 21,106,427 37.3 317,723 1.5

2 419,000 0.9 410,000 0.7 9,000 2.2

3 34,000 0.1 36,000 0.1 △ 2,000 △ 5.6

4 156,000 0.3 136,000 0.2 20,000 14.7

5 97,000 0.2 138,000 0.2 △ 41,000 △ 29.7

6 2,100,000 4.5 1,800,000 3.2 300,000 16.7

7 94,000 0.2 82,000 0.1 12,000 14.6

8 94,000 0.2 91,000 0.2 3,000 3.3

9 4,595,175 9.8 5,296,380 9.4 △ 701,205 △ 13.2

10 24,606 0.1 25,766 0.0 △ 1,160 △ 4.5

11 441,662 0.9 419,476 0.7 22,186 5.3

12 319,439 0.7 309,224 0.6 10,215 3.3

13 6,971,363 14.9 9,917,292 17.5 △ 2,945,929 △ 29.7

14 2,775,106 5.9 3,041,213 5.4 △ 266,107 △ 8.8

15 14,710 0.0 13,108 0.0 1,602 12.2

16 12,102 0.0 12,103 0.0 △ 1 0.0

17 2,207,527 4.7 6,890,311 12.2 △ 4,682,784 △ 68.0

18 400,000 0.9 400,000 0.7 0 0.0

19 1,149,560 2.4 1,177,700 2.1 △ 28,140 △ 2.4

20 3,544,600 7.6 5,292,000 9.4 △ 1,747,400 △ 33.0

歳　入　合　計 46,874,000 100.0 56,594,000 100.0 △ 9,720,000 △ 17.2

（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

平成２８年度 平成２７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

1 356,641 0.8 378,589 0.7 △ 21,948 △ 5.8

2 5,265,800 11.2 6,234,452 11.0 △ 968,652 △ 15.5

3 18,980,750 40.5 18,359,580 32.4 621,170 3.4

4 3,763,977 8.0 3,665,190 6.5 98,787 2.7

5 14,636 0.0 25,328 0.0 △ 10,692 △ 42.2

6 706,894 1.5 755,990 1.3 △ 49,096 △ 6.5

7 447,730 1.0 431,007 0.8 16,723 3.9

8 5,229,141 11.2 9,730,238 17.2 △ 4,501,097 △ 46.3

9 2,446,492 5.2 2,322,913 4.1 123,579 5.3

10 4,442,318 9.5 4,437,054 7.8 5,264 0.1

11 4 0.0 4 0.0 0 0.0

12 4,935,311 10.5 5,428,986 9.6 △ 493,675 △ 9.1

13 184,306 0.4 4,724,669 8.4 △ 4,540,363 △ 96.1

14 100,000 0.2 100,000 0.2 0 0.0

歳　出　合　計 46,874,000 100.0 56,594,000 100.0 △ 9,720,000 △ 17.2

（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 7,501,699 16.0 7,637,407 13.5 △ 135,708 △ 1.8

うち職員給 4,986,985 10.6 4,931,990 8.7 54,995 1.1

扶助費 11,494,950 24.5 10,591,444 18.7 903,506 8.5

公債費 4,935,311 10.5 5,428,986 9.6 △ 493,675 △ 9.1

23,931,960 51.1 23,657,837 41.8 274,123 1.2

6,797,206 14.5 6,519,025 11.5 278,181 4.3

636,688 1.4 453,662 0.8 183,026 40.3

5,825,863 12.4 6,039,329 10.7 △ 213,466 △ 3.5

37,191,717 79.3 36,669,853 64.8 521,864 1.4

1,738,243 3.7 5,731,152 10.1 △ 3,992,909 △ 69.7

959,360 2.0 2,800,752 4.9 △ 1,841,392 △ 65.7

4 0.0 4 0.0 0 0.0

2,697,607 5.8 8,531,908 15.1 △ 5,834,301 △ 68.4

184,306 0.4 4,724,669 8.3 △ 4,540,363 △ 96.1

27,384 0.1 23,904 0.0 3,480 14.6

6,672,986 14.2 6,543,666 11.6 129,320 2.0

100,000 0.2 100,000 0.2 0 0.0

6,984,676 14.9 11,392,239 20.1 △ 4,407,563 △ 38.7

46,874,000 100.0 56,594,000 100.0 △ 9,720,000 △ 17.2

（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２８年度

労働費

災害復旧費

平成２７年度

農林水産業費

商工費

土木費

消防費

款
平成２８年度 平成２７年度 比　　較

議会費

総務費
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平成２８年度　施策の体系別予算(案)

　　　　　　　　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～

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

○文化会館事業【新規】 生活安全課 207,147 千円 106

　久喜総合文化会館、菖蒲文化会館及び栗橋文化会館の管理運
営を行います。

○文化会館改修事業【新規】 生活安全課 86,423 千円 106

　久喜総合文化会館の老朽化した施設設備の改修工事等を行い
ます。

○コミュニティ助成事業 自治振興課 7,300 千円 112

　コミュニティ活動及びコミュニティづくりに必要な施設や備
品の整備を支援します。

○鷲宮西コミュニティセンター空調設備改修事業【新規】 鷲宮市民課 2,139 千円 114

　鷲宮西コミュニティセンターの老朽化した空調設備を改修し
ます。

○総合運動公園　花いっぱい運動事業（久喜地域会議事業）
　【新規】

自治振興課 5,000 千円 114

　魅力あるまちづくりを進めるため、総合運動公園内に草花の
植栽等を行います。

○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）
　【新規】

菖蒲総務管理課 5,000 千円 114

　魅力あるまちづくりを進めるため、菖蒲総合支所周辺の施設
整備を行い、イメージアップを図るとともに、賑わいの場を創
出します。

○栗橋宿まちあるき観光活性化事業（栗橋地域会議事業）
　【新規】

栗橋総務管理課 5,000 千円 114

　魅力あるまちづくりを進めるため、栗橋地区の歴史的・文化
的資産の掘り起こしによる、地域の活性化と併せて商店街の活
性化を図る事業を行います。

予算額
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○コスモスふれあいロード推進事業（鷲宮地域会議事業）【新規】 鷲宮総務管理課 5,000 千円 114

　魅力あるまちづくりを進めるため、コスモスふれあいロード
の整備等を行います。

○しょうぶ会館管理事業 しょうぶ会館 11,847 千円 152

　しょうぶ会館の利用者が快適に利用できるよう、会館の施
設・設備を維持管理します。

②　協働のまちづくりの推進 所管課 予算書の
ページ

○子ども議会開催事業【隔年事業】 シティプロモー
ション課

32 千円 86

　子どもたちに市行政及び議会への理解を深めてもらい、生徒
会活動等に生かしてもらうとともに、幅広い意見・要望などを
市政運営の参考にします。

○市民活動推進事業 自治振興課 1,200 千円 110

　市民活動を推進するため、公募型補助制度により、団体の活
動を支援します。

③　人権の尊重 所管課 予算書の
ページ

○人権啓発推進事業 1,599 千円 102

　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。

○人権尊重事業 4,844 千円 102

　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。

○埼葛人権を考えるつどい事業【新規】 人権推進課 6,058 千円 104

　地域住民の人権に対する意識の高揚等を図るため、埼葛12市
町の団体が主催する「埼葛人権を考えるつどい」を行います。

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 701 千円 104

　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）の共生セミナー等を行います。

○男女共同参画行動計画策定事業【新規】 人権推進課 774 千円 104

　男女共同参画行動計画を策定します。

人権推進課
各総合支所総務
管理課

人権推進課
各総合支所総務
管理課

予算額

予算額

予算額
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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 自治振興課 600 千円 106

　姉妹・友好都市との親善交流を図ります。

○産業交流事業 401 千円 240

　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

○議場映像インターネット配信事業　 議会総務課 2,346 千円 78

　開かれた議会への取り組みとして、本会議のインターネット
中継を行います。

○広報発行事業 21,659 千円 86

　「広報くき」を月2回発行し、市民に行政情報を提供しま
す。

○ホームページ事業 2,548 千円 86

　ホームページを通じて、様々な行政情報を提供します。

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

○環境マネジメントシステム運用事業 環境課 340 千円 212

　市の活動における環境負荷の低減、市民への率先垂範、環境
に対する職員の意識改革を図ります。

○コウノトリ餌場実証実験事業【新規】 環境課 10 千円 214

　ふゆみず田んぼを確保し、コウノトリをはじめとした野鳥の
餌場を作り、動植物の生態系の維持確保に向けた実証実験を行
うにあたり調査研究等を行います。

②　快適な生活環境の創造 所管課 予算書の
ページ

○公害監視調査事業 11,093 千円 214

　自動車交通騒音、大気汚染、ダイオキシン類濃度、河川水
質、土壌汚染（放射性物質含む）などの調査を行います。

商工観光課
菖蒲環境経済課

環境課
各総合支所環境
経済課

予算額

シティプロモー
ション課

シティプロモー
ション課

予算額

予算額

予算額
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○ポイ捨て等及び路上喫煙防止対策事業 4,395 千円 216

　空き缶等のポイ捨てや犬のふんの放置防止及び路上喫煙防止
についての巡視活動により、指導や啓発などを行います。

○合併浄化槽普及促進補助事業 下水道業務課 60,116 千円 216

　補助対象地域において、既存単独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。

③　美しい景観の形成 所管課 予算書の
ページ

○コスモスふれあいロード推進事業 鷲宮環境経済課 7,361 千円 240

　コスモスふれあいロードを適切に維持管理し、コスモスやポ
ピーの開花を促します。

○あやめ・ラベンダー植栽維持管理事業 菖蒲環境経済課 9,927 千円 242

　菖蒲総合支所付近に植栽されているあやめ及びラベンダーを
適切に維持管理します。

④　廃棄物処理の充実 所管課 予算書の
ページ

○久喜宮代衛生組合負担金事業 環境課 2,232,604 千円 218

　一般廃棄物（塵芥、し尿）を処理する久喜宮代衛生組合への
負担金です。

○ごみ処理施設整備推進事業 環境課 32,718 千円 218

　市内全域のごみ処理を可能にする施設を建設するための準備
に要する経費です。

○ごみ処理施設整備基金積立事業 環境課 50,100 千円 342

　ごみ処理施設整備基金への積立金です。

⑤　地球環境問題への対応 所管課 予算書の
ページ

○低公害車購入事業 管財課 18,760 千円 94

　老朽化した公用自動車を買い換える際、環境に配慮した低公
害車を購入します。

○新エネルギー導入事業 環境課 10,000 千円 212

　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。

○緑のカーテン地域普及事業 環境課 451 千円 214

　地域での緑のカーテンの普及・啓発を行い、緑を豊かにする
ことにより、地球温暖化防止の一助とします。

環境課
各総合支所環境
経済課

予算額

予算額

予算額
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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　健康づくりの推進 所管課 予算書の
ページ

○健康・食育まつり事業 健康医療課 1,546 千円 200

　健康増進計画、食育推進計画の周知及び健康づくりと食育の
意識啓発の場として、久喜市健康・食育まつりを開催します。

○予防接種事業 中央保健セン
ター

351,176 千円 200

　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。

○妊婦健康診査事業 中央保健セン
ター

99,796 千円 202

　妊婦の健康管理及び健康の保持増進を図るため、母子健康手
帳の交付と妊婦健康診査を行います。

②　地域医療体制の充実 所管課 予算書の
ページ

○地域医療対策事業 健康医療課 21,330 千円 198

　輪番病院の運営に要する経費の一部助成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。

○休日夜間急患診療所運営事業 健康医療課 12,178 千円 206

　医療機関が休診の時間帯に、休日夜間急患診療所において初
期救急医療を提供します。

③　子育て支援の充実 所管課 予算書の
ページ

○子ども医療費支給事業 子育て支援課 523,669 千円 178

　子どもが必要とする医療が受けられるよう、中学校卒業まで
の子どもに対する医療費の一部を支援します。

○ファミリー・サポート・センター運営事業 10,564 千円 180

　育児の援助を受けたい会員、援助できる会員で構成される市
内4箇所のファミリー・サポート・センターにアドバイザーを
配置して、会員による育児に関する相互援助活動を促進しま
す。

○子どものための教育・保育給付事業【新規】 保育課 2,015,173 千円 182

　教育・保育サービスを提供した保育施設等に対して、サービ
ス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 358,330 千円 192

　私立保育所の施設整備に対し、補助金を交付します。

子育て支援課
各総合支所福祉
課

予算額

予算額

予算額
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○病児保育委託事業 保育課 10,905 千円 192

　病児保育を実施することにより、保護者の仕事と育児の両立
を図り、多様化する保育ニーズに対応します。

○実費徴収に係る補足給付事業【新規】 保育課 133 千円 194

　低所得世帯の保護者が保育施設等に負担する物品の購入費用
又は行事への参加費用等の一部を助成します。（平成27年度補
正予算（第3号）にて計上、当初予算では新規事業）

○保育士試験受験手数料補助事業【新規】 保育課 39 千円 194

　市内の民間保育所等に就職する保育士試験合格者に対して、
受験手数料を補助し、保育士の確保を図ります。（平成27年度
補正予算（第6号）にて計上、当初予算では新規事業）

○不妊治療費助成事業【新規】 中央保健セン
ター

10,500 千円 206

　不妊に悩む夫婦の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療に
要する費用の一部を助成します。

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 35,151 千円 166

　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、健康体操等の介護予防事業を行います。

○高齢者健康増進事業 国民健康保険課 9,978 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。

○公的介護施設等整備補助事業【新規】 介護福祉課 37,589 千円 174

　市内に高齢者施設等を設置する事業所に対し、施設整備費及
び開設準備経費の一部を助成します。（平成27年度補正予算
（第3号）にて計上、当初予算では新規事業）

○介護保険特別会計繰出事業 介護福祉課 1,464,557 千円 176

　介護保険特別会計への繰出金です。

○在宅医療・介護連携推進事業（介護保険特別会計）【新規】 介護福祉課 923 千円 434

　高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、
在宅医療と介護サービスとを一体的に提供する体制を構築しま
す。

○認知症総合支援事業（介護保険特別会計）【新規】 介護福祉課 802 千円 434

　認知症地域支援推進員を配置し、認知症の方やその家族の相
談支援を実施するとともに、速やかに医療・介護等が受けられ
る初期の対応体制が構築されるよう、認知症初期集中支援チー
ムを設置します。

介護福祉課
各総合支所福祉
課

予算額
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○生活支援体制整備事業（介護保険特別会計）【新規】 介護福祉課 6,000 千円 436

　高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、
地域の生活支援サービスの資源を調査してネットワーク化し、
生活支援サービスの提供体制を整えます。

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 1,318,973 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。

○保育所等巡回支援事業【新規】 障がい者福祉課 324 千円 158

　臨床心理士等が保育所等を巡回し、保育士等へ助言・指導を
行うことで、障がいを早期発見し、療育に繋げます。

○重度心身障害者医療給付事業 障がい者福祉課 377,160 千円 158

　重度心身障がい者が安心して医療を受けられるよう、医療費
の一部を支給します。

○障がい者就労支援事業 障がい者福祉課 5,500 千円 160

　障がい者の就労の機会を拡大するため、就労に関する相談、
職場の開拓等を行います。

○在宅超重症心身障がい児レスパイトケア事業【新規】 障がい者福祉課 200 千円 162

　医療的ケアを必要とする在宅の超重症心身障がい児を介助す
る家族の負担を軽減するため、障がい児を受け入れた医療機関
等へ助成金を交付します。（平成27年度補正予算（第3号）に
て計上、当初予算では新規事業）

○障がい者意思表示支援用具給付事業【新規】 障がい者福祉課 465 千円 162

　被災時において、視覚障がい者及び聴覚障がい者が周囲から
の支援を受けられるよう、障がい者であることを示す支援用ビ
ブス及びバンダナを配布します。

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 128,000 千円 148

　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 30,723 千円 148

　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児童委員の活動費を支援
します。

予算額

予算額
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○要援護者見守り支援事業 社会福祉課 1,250 千円 150

　地域住民・関係団体等の協力の下、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。

○市民後見推進事業 介護福祉課 10,361 千円 174

　市民後見人を育成し活用を図ることで、高齢者や障がい者の
権利擁護に努めます。

⑦　社会保障制度の充実 所管課 予算書の
ページ

○生活困窮者自立支援事業 社会福祉課 24,713 千円 150

　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【新規】 社会福祉課 7,682 千円 150

　生活保護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。

○臨時福祉給付金給付事業【新規】 社会福祉課 156,000 千円 150

　低所得者に対し消費税率の引き上げによる影響を緩和し、ま
た賃金引き上げの影響が及びにくい低年金受給者に対し、「臨
時福祉給付金」を給付します。（平成27年度補正予算（第1
号）にて計上、当初予算では新規事業）

○国民健康保険特別会計繰出事業 国民健康保険課 1,266,326 千円 176

　国民健康保険特別会計への繰出金です。

○後期高齢者医療広域連合負担金事業 国民健康保険課 1,153,821 千円 176

　埼玉県後期高齢者医療広域連合への負担金です。

○後期高齢者医療特別会計繰出事業 国民健康保険課 309,178 千円 176

　後期高齢者医療特別会計への繰出金です。

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

○幼稚園就園奨励費補助事業 学務課 186,866 千円 306

　私立幼稚園在籍園児の保護者に対し、所得等に応じて、入園
料・保育料を支援します。

○私立幼稚園補助事業 学務課 4,920 千円 306

　私立幼稚園の園児の健康保持増進及び教育環境の整備充実を
図るため、幼稚園が実施する事業の費用を支援します。

予算額

予算額
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②　学校教育の充実 所管課 予算書の
ページ

○英語教育指導事業 指導課 52,037 千円 284

外国語指導助手（ALT）を増員し、小中学校の英語教育の充
実及び国際理解教育の推進を図ります。

○小学校理科支援員等配置事業 指導課 2,438 千円 288

小学校に理科支援員を配置し、理科授業での観察・実験活動
等における教員の支援及び理科教育の充実を図ります。

○小中学校タブレット端末導入事業 指導課 31,592 千円 290

小中学校にタブレット端末を導入し、子どもたちの協働学習
の充実、情報収集・活用の能力の向上を図ります。

○コミュニティ・スクール導入促進事業【新規】 204 千円 290

　小中学校に学校運営協議会を設置し、保護者や地域住民の力
を学校運営に生かす取組みを推進します。

○青葉小学校プール改築事業 225,336 千円 296

　老朽化が進んでいる青葉小学校のプールの改築工事及び家屋
事前調査を行います。

○小学校空調設備整備事業【新規】 96,832 千円 296

　市内小学校の空調設備を整備します。

○中学校空調設備整備事業【新規】 58,730 千円 302

　市内中学校の空調設備を整備します。

○学校給食センター整備検討事業【新規】 2,500 千円 336

　老朽化が進んでいる鷲宮第１・第２学校給食センターの更新
について検討を行います。

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 企画政策課 1,007 千円 96

　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 2,345 千円 120

　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。

生活安全課
各総合支所市民
課

教育総務課

指導課

教育総務課

教育総務課

学務課

予算額

予算額

予算額
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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 4,849 千円 318

　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

○放課後子ども教室推進事業 生涯学習課 6,401 千円 308

　小学校の校庭や余裕教室を活用し、放課後等に学習・スポー
ツ・文化芸術分野の各種講座を開講します。

○文化振興事業 生涯学習課 2,428 千円 310

　久喜市美術展、久喜市民芸術祭、埼玉県芸術文化祭「吹奏楽
フェスティバル」等を開催し、文化振興の発展を図ります。

○市民大学推進事業 生涯学習課 853 千円 316

　生涯学習とボランティア活動のリーダーとなる人の育成を目
的に、市民大学事業を行います。

○高齢者大学推進事業 生涯学習課 2,153 千円 316

　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
ための高齢者大学事業を行います。

⑦　歴史・文化の継承と活用 所管課 予算書の
ページ

○公文書館改修事業【新規】 公文書館 11,000 千円 108

　合併により、増大した保存文書を適切に保管するため、公文
書館を改修し、中間庫を整備します。

○文化財保護事業 文化財保護課 3,581 千円 324

　文化財の調査・指定や指定文化財の保護・活用等を行いま
す。

○埋蔵文化財保護事業【新規】 文化財保護課 3,624 千円 324

　埋蔵文化財の調査や活用等を行います。

○市史編さん事業 文化財保護課 487 千円 324

　本市ゆかりの人物に関する資料を整理し、「（仮称）久喜市
ゆかりの人物ブックレット」の刊行を行い、市民等に紹介しま
す。

生涯学習課
各教育委員会分
室

予算額

予算額

予算額
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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

○市民体育祭事業 6,307 千円 314

　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。

○久喜マラソン大会事業 生涯学習課 9,750 千円 330

　久喜マラソン大会（愛称「よろこびのまちマラソン」）を開
催します。

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

○液状化対策推進事業 都市整備課 4,815 千円 258

　液状化被害を受けた地区について、公共施設と宅地の一体的
な液状化対策を行います。

○栗橋北二丁目地区土地区画整理事業【新規】 都市計画課 14,278 千円 260

　国が進める首都圏氾濫区域堤防強化対策事業に合わせ、栗橋
北二丁目地区の土地区画整理を行います。

○都市計画基礎調査事業【新規】 都市計画課 10,843 千円 260

　都市計画に関する基礎調査を実施するにあたり、県と委託契
約を締結し、都市計画区域の現状及び将来の見通しを調査しま
す。

○土地区画整理事業特別会計繰出事業 都市整備課 391,850 千円 260

　土地区画整理事業特別会計への繰出金です。

○東鷲宮駅周辺整備事業 都市整備課 58,239 千円 262

　東鷲宮駅東西連絡地下道バリアフリー化整備を行います。

○ドライミスト設置事業 都市整備課 15,000 千円 262

　久喜駅西口駅前広場にドライミストを設置します。

中央公民館
各公民館

予算額

予算額
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②　道路・公共交通の整備・充実 所管課 予算書の
ページ

○市内循環バス運行事業 生活安全課 54,064 千円 120

　公共施設等への市民の交通手段として、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 生活安全課 40,137 千円 122

　交通弱者の移動手段確保と公共交通不便地域における日常交
通を確保するため、菖蒲地区及び栗橋・鷲宮地区において、デ
マンド交通を運行します。

○道路レスキュー事業【新規】 道路河川課 8,849 千円 250

　市民等から道路に関する不具合について通報を受けた際に、
速やかに現場に駆けつけ、その場で作業を行います。

○東鷲宮駅西口停車場線延伸整備事業 道路河川課 92,080 千円 252

　東鷲宮駅西口停車場線の延伸整備等を行います。

○西堀・北中曽根線道路改良事業 道路河川課 180,159 千円 252

　新市の一体化を促す道路の一つである西堀・北中曽根線の道
路改良工事等を行います。

○東停車場線整備事業 62,911 千円 262

　久喜駅東口大通りの延伸整備のため、土地購入及び整備工事
等を行います。

○鷲宮産業団地青毛線整備事業 都市整備課 4,500 千円 262

　新市の一体化を促す道路の一つである鷲宮産業団地青毛線の
整備に伴い、設計業務を行います。

○佐間・八甫線整備事業 都市整備課 70,955 千円 264

　新市の一体化を促す道路の一つである佐間・八甫線の整備に
伴い、設計業務及び土地購入等を行います。

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 公園緑地課 186,500 千円 266

　（仮称）菖蒲運動公園の一部施設の整備を行います。

建設管理課
都市整備課

予算額

予算額
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○(仮称)本多静六記念　市民の森・緑の公園整備事業 公園緑地課 16,015 千円 266

　（仮称）本多静六記念　市民の森・緑の公園の整備に向けた
基本計画を策定します。

○（仮称）久喜東一丁目公園整備事業 公園緑地課 40,300 千円 266

　久喜区検察庁の跡地を活用し、公園の整備を行います。

④　上下水道の整備 所管課 予算書の
ページ

○農業集落排水事業特別会計繰出事業 下水道業務課 388,896 千円 228

　農業集落排水事業特別会計への繰出金です。

○下水道事業特別会計繰出事業 下水道業務課 1,696,250 千円 268

　下水道事業特別会計への繰出金です。

○下水道管布設事業（下水道事業特別会計） 下水道施設課 484,207 千円 480

　下水道事業認可区域内での下水道管渠の整備を行います。

○浄水場施設更新事業（水道事業会計） 水道施設課 1,278,405 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
備の更新等を行います。

○水道石綿セメント管更新事業（水道事業会計）　 水道施設課 140,250 千円 －

　老朽化した石綿セメント管の更新（布設替）を行います。

⑤　治水対策の充実 所管課 予算書の
ページ

○河川補修事業 道路河川課 51,289 千円 254

　市内の河川の補修及び浚渫工事を行います。

○利根川堤防対策事業 都市計画課 695 千円 258

　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。

予算額

予算額
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○雨水排水施設管理事業 下水道業務課
下水道施設課

9,607 千円 266

　市街地の浸水被害を防止するため、調整池及び遊水池の維持
管理を行います。

⑥　防災・消防体制の充実 所管課 予算書の
ページ

○埼玉東部消防組合負担金事業(常備消防費)（非常備消防費） 消防防災課 2,179,377 千円 270

　埼玉東部消防組合の常備消防費及び非常備消防費への負担金
です。

○消防団活動事業 消防防災課 85,024 千円 270

　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。

○自主防災組織育成事業 消防防災課 8,780 千円 274

　防災意識の高揚と地域の実状に応じた自主防災組織の育成を
進めます。

○防災倉庫建設事業 菖蒲市民課 8,234 千円 274

　防災体制の充実を図るため、防災倉庫（2棟）を設置しま
す。

○防災行政無線デジタル化更新事業【新規】 消防防災課 63,909 千円 274

　固定系の防災行政無線をデジタル化するため、更新工事を行
います。

○衛星系防災行政無線施設再整備事業【新規】 消防防災課 11,350 千円 276

　衛星系防災行政無線設備の老朽化により、再整備を行いま
す。

⑦　防犯体制の強化 所管課 予算書の
ページ

○防犯灯管理事業 55,474 千円 116

　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。

○防犯灯新設事業 6,159 千円 116

　犯罪被害の防止、歩行者の安全・安心の確保を図るため、Ｌ
ＥＤ防犯灯の新設整備を行います。

○防犯灯ＬＥＤ化事業【新規】 生活安全課 10,584 千円 118

　市内に設置されている防犯灯のＬＥＤ化を行います。

生活安全課
各総合支所市民
課

生活安全課
各総合支所市民
課

予算額

予算額
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⑧　交通安全対策の充実 所管課 予算書の
ページ

○交通安全施設整備事業 27,888 千円 116

　道路反射鏡（防曇タイプ）、照明灯、路面標示、防護柵など
の交通安全施設の設置や補修工事を行います。

○交通指導員運営事業 生活安全課 37,441 千円 118

　交通指導員を配置し、幼児、児童、高齢者等の歩行者の安全
通行のため、交通の整理及び誘導などを行います。

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

○環境保全型農業推進事業 675 千円 226

　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。

○農業経営安定推進事業 6,681 千円 226

　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します。

○農産物ブランド化推進事業 農業振興課 171 千円 228

　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。

○青年就農給付金事業 農業振興課 7,500 千円 228

　就農初期段階の経営が不安定な青年就農者を支援します。

②　工業の振興 所管課 予算書の
ページ

○企業等誘致事業 商工観光課 205,776 千円 240

　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 商工観光課 59,576 千円 238

　商工業の振興を図るため、市商工会に補助金を交付します。

○創業支援補助事業 商工観光課 3,000 千円 240

　市内で創業を希望する方や、創業間もない方を支援するた
め、補助金を交付します。

生活安全課
道路河川課
各総合支所市民
課

農業振興課
菖蒲環境経済課

農業振興課
菖蒲環境経済課
鷲宮環境経済課

予算額

予算額

予算額

予算額
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④　観光の振興 所管課 予算書の
ページ

○観光協会補助事業 商工観光課 19,945 千円 240

　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 商工観光課 1,168 千円 240

　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。

○栗橋地域歴史マップ作成事業【新規】 栗橋環境経済課 4,000 千円 242

　市民が興味を持てるような魅力ある「栗橋まちあるきマッ
プ」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

○雇用対策事業 商工観光課 998 千円 220

　雇用の創出や就業の促進のため、久喜市ふるさとハローワー
クの運営支援及び内職相談を行います。

○勤労者住宅資金貸付事業 商工観光課 3,400 千円 220

　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。

⑥　消費生活の充実 所管課 予算書の
ページ

○消費生活事業 生活安全課 3,204 千円 118

　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。

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

○職員研修事業 人事課 4,930 千円 84

　派遣研修・共同研修をはじめ、職員の資質向上を図るため、
職員研修を行います。

○行政不服審査会運営事業【新規】 庶務課 248 千円 84

　行政の処分に対してなされた審査請求に関し、審査庁の判断
の妥当性について、第三者の立場で調査・審議を行います。

○行政改革推進事業 企画政策課 476 千円 96

　行政改革大綱に基づき、行政改革の推進を図ります。

○行政評価推進事業 企画政策課 249 千円 98

　簡素で効率的な行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。

予算額

予算額

予算額

予算額
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○総合振興計画後期基本計画策定事業【新規】 企画政策課 6,041 千円 98

　総合振興計画後期基本計画を2ヵ年で策定するため、住民ア
ンケートや審議等を行います。

○コンビニ交付事業 9,724 千円 138

　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。

○通知カード・個人番号カード交付事業【新規】 15,153 千円 138

　マイナンバー制度の実施に伴い、通知カード・個人番号カー
ドを交付します。（平成27年度補正予算（第2号）にて計上、
当初予算では新規事業）

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 企画政策課 6,650 千円 98

　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、寄附の増加を図ります。

○東京理科大学跡地管理事業【新規】 企画政策課 41,239 千円 98

　東京理科大学跡地を適正に維持管理します。

○ペイジー・クレジット収納事業 収納課、出納室 9,348 千円 134

収納課、出納室
（国民健康保険
特別会計分）

2,133 千円 380

○市営釣場撤去事業【新規】 商工観光課 40,228 千円 242

　市営釣場の廃止により、既存施設を撤去し、調整池として管
理していくための整備を行います。

③　地方分権・広域行政の推進 所管課 予算書の
ページ

○シティプロモーション推進事業 7,474 千円 96

　久喜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、市の魅力の掘り起こしや戦略的な情報発信を行いま
す。

○広域利根斎場組合負担金事業 環境課 46,129 千円 214

　広域利根斎場組合への負担金です。

○久喜宮代衛生組合負担金事業【再掲】 環境課 2,232,604 千円 218

　一般廃棄物（塵芥、し尿）を処理する久喜宮代衛生組合への
負担金です。

市民税課
市民課（総合窓
口）

シティプロモー
ション課

予算額

　ペイジー収納及びクレジット収納を導入し、市税等の納付機
会の拡大による市民サービスの向上を図ります。

予算額

市民課（総合窓
口）
各総合支所市民
課
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●スクラップ・アンド・ビルドした主な事業

平成２７年度 事業名 所管課

○久喜総合文化会館事業 生活安全課

○菖蒲文化会館管理事業 菖蒲文化会館

○菖蒲文化会館自主事業 菖蒲文化会館

○栗橋文化会館管理事業 栗橋文化会館

○栗橋文化会館自主事業 栗橋文化会館

○文化会館運営委員会事業 栗橋文化会館

　以上の６事業は、指定管理者制度を導入するため、文化会館
事業（所管課：生活安全課）に統合しました。

○節電啓発事業 環境課

　ゼロ予算事業 ※予算計上を伴わない事業です。

○市営釣場管理事業 商工観光課

　市営釣場廃止のため、事業を廃止しました。

○市税徴収事業 収納課

　納税コールセンター業務委託を廃止し、市税収納推進員が、
滞納者に対して電話催告を行うこととしました。

○教育相談事業 指導課

　小学校に配置していた教育相談員について、小中一貫教育の
推進のため、同一中学校区内の小学校に同一の教育相談員を配
置することとしました。

○英語教育指導事業 指導課

　小学校に配置していた小学校外国語活動支援員の任用を休止
し、外国語指導助手（ＡＬＴ）を増員することとしました。

○特別企画展等実施事業 郷土資料館

　事業の全部を郷土資料館運営事業に統合しました。
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(単位：円）

積立 繰入(取崩）

5,510,623,475 1,250,000 1,963,377,000 400,000,000 3,948,496,475

129,557,818 27,000 129,500,000 84,818

7,098,717 3,000 449,000 6,652,717

212,696,837 120,031,000 70,000,000 262,727,837

1,044,460 2,000 1,000 1,045,460

812,474 201,000 200,000 813,474

58,871,317 2,015,000 14,927,000 45,959,317

26,765,225 4,587,000 4,584,000 26,768,225

32,973,153 7,000 6,000,000 26,980,153

2,403,911 2,000 500,000 1,905,911

48,576,051 5,901,000 17,984,000 36,493,051

750,021,000 50,100,000 0 800,121,000

1,100,480,000 180,000 0 1,100,660,000

7,881,924,438 184,306,000 2,207,522,000 400,000,000 6,258,708,438

※１　地方自治法第２３３条の２の規定による基金編入額です。

久喜市基金残高(一般会計所管分）：平成２８年度

基金名称
平成２７年度末
残高見込

平成２８年度中

そ の 他 の 増減

東日本大震災復興交付金基金

平成２８年度末
残高見込

財政調整基金

減債基金

本多静六博士顕彰事業基金

場外発売場環境整備基金

東日本大震災被災者支援基金

市民活動推進基金

福祉基金

合計

東鷲宮駅東西連絡地下道バリアフ
リー化整備基金

東鷲宮土地区画整理事業地内
の整備及び管理基金

育英資金基金

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

※１ 
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