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平成２５年度当初予算案の編成にあたって  
１ 予算編成の考え方 

 

  現在の経済状況は、長年続くデフレと歴史的な円高により、危機的状況に陥って

おります。この状況を脱却するため、国は、「復興・防災対策」「成長による富の創

出」「暮らしの安心・地域活性化」の３分野に重点化した「緊急経済対策等に係る

補正予算案」を、通常国会において審議中です。平成２５年度予算についても、平

成２４年度補正予算と一体的に、通常国会にて審議されることになりますが、今後

とも、注視していく必要があります。 

  このような中で、平成２５年度当初予算案の編成にあたりましては、今年度策定

した、本市の最上位の計画「久喜市総合振興計画」の施策体系に基づき編成いたし

ました。本市の財政状況は、現下の経済情勢を反映して、市税収入の確たる増加は

期待できず、また、合併算定替えの経過措置により、平成２７年度から普通交付税

が減額となるなど、厳しい状況が続いております。しかし、このような状況におい

ても、本市の均衡ある発展と一体性を速やかに確立するとともに、持続可能な発展

が図れるよう、合併によるスケールメリットをさらに追及し、事務事業の見直しを

進めることを基本として予算編成に臨んだところであります。平成２５年度予算の

着実な実行により、「豊かな未来を創造する個性輝く文化田園都市」の実現に向け、

全力で取り組んでまいります。 

   

２ 予算案の規模 

 

  平成２５年度の予算規模は次のとおりです。 

 （１）一 般 会 計 ４５５億５，３００万円   （対前年度比  ３.５％増） 

 （２）特別会計合計 ３２８億１，０２６万２千円 （対前年度比  ０.４％減） 

 （３）水道事業会計 

      収益的収入 ３７億７，９５８万円     （対前年度比  ０.８％増） 

      収益的支出 ３２億１７６万７千円    （対前年度比  ０.６％増） 

      資本的収入    ６，０１２万円    （対前年度比６８.２％減） 

      資本的支出 １５億５，０６０万７千円 （対前年度比１３.６％減） 
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（１）　一般会計・特別会計

（単位：千円、％）

増減額 増減率

45,553,000 44,000,000 1,553,000 3.5

32,810,262 32,943,733 △ 133,471 △ 0.4

国民健康保険特別会計 17,593,700 17,829,900 △ 236,200 △ 1.3

介護保険特別会計 7,760,500 7,295,200 465,300 6.4

後期高齢者医療特別会計 1,342,100 1,242,000 100,100 8.1

下水道事業特別会計 4,714,000 5,350,800 △ 636,800 △ 11.9

農業集落排水事業特別会計 708,000 639,500 68,500 10.7

土地区画整理事業特別会計 655,800 549,600 106,200 19.3

土地取得特別会計 36,162 36,733 △ 571 △ 1.6

78,363,262 76,943,733 1,419,529 1.8

（２）　水道事業会計

（単位：千円、％）

増減額 増減率

収益的　　収　入 3,779,580 3,751,386 28,194 0.8

収益的　　支　出 3,201,767 3,183,692 18,075 0.6

資本的　　収　入 60,120 189,116 △ 128,996 △ 68.2

資本的　　支　出 1,550,607 1,795,278 △ 244,671 △ 13.6

平成２５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25年度 平成24年度
比　　較

区　　分 平成25年度 平成24年度
比　　較

合　計
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平成２５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 20,278,722 44.5 20,078,238 45.6 200,484 1.0

2 471,000 1.0 472,000 1.1 △ 1,000 △ 0.2

3 38,000 0.1 40,000 0.1 △ 2,000 △ 5.0

4 36,000 0.1 30,000 0.1 6,000 20.0

5 5,000 0.0 7,000 0.0 △ 2,000 △ 28.6

6 1,230,000 2.7 1,180,000 2.7 50,000 4.2

7 108,000 0.2 121,000 0.3 △ 13,000 △ 10.7

8 92,000 0.2 100,000 0.2 △ 8,000 △ 8.0

9 5,462,600 12.0 5,400,100 12.3 62,500 1.2

10 24,800 0.1 27,100 0.1 △ 2,300 △ 8.5

11 398,298 0.9 376,139 0.8 22,159 5.9

12 312,144 0.7 298,516 0.7 13,628 4.6

13 5,743,866 12.6 5,284,435 12.0 459,431 8.7

14 2,509,081 5.5 2,395,552 5.4 113,529 4.7

15 9,288 0.0 49,962 0.1 △ 40,674 △ 81.4

16 2,354 0.0 2,363 0.0 △ 9 △ 0.4

17 2,364,345 5.2 2,186,031 5.0 178,314 8.2

18 400,000 0.9 400,000 0.9 0 0.0

19 1,154,402 2.5 1,138,064 2.6 16,338 1.4

20 4,913,100 10.8 4,413,500 10.0 499,600 11.3

歳　入　合　計 45,553,000 100.0 44,000,000 100.0 1,553,000 3.5

平成２５年度 平成２４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

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

（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
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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

1 393,313 0.9 420,283 1.0 △ 26,970 △ 6.4

2 6,060,734 13.3 5,016,121 11.4 1,044,613 20.8

3 17,060,347 37.5 16,906,913 38.4 153,434 0.9

4 3,769,166 8.3 4,024,653 9.1 △ 255,487 △ 6.3

5 18,275 0.0 18,013 0.0 262 1.5

6 749,230 1.6 768,238 1.7 △ 19,008 △ 2.5

7 303,983 0.7 285,791 0.7 18,192 6.4

8 4,904,235 10.8 4,357,670 9.9 546,565 12.5

9 2,467,427 5.4 2,270,363 5.2 197,064 8.7

10 4,361,516 9.6 4,135,328 9.4 226,188 5.5

11 4 0.0 4 0.0 0 0.0

12 5,252,575 11.5 5,584,001 12.7 △ 331,426 △ 5.9

13 112,195 0.2 112,622 0.3 △ 427 △ 0.4

14 100,000 0.2 100,000 0.2 0 0.0

歳　出　合　計 45,553,000 100.0 44,000,000 100.0 1,553,000 3.5

（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 7,807,227 17.1 7,885,839 17.9 △ 78,612 △ 1.0

うち職員給 5,041,214 11.1 5,058,817 11.5 △ 17,603 △ 0.3

扶助費 9,889,441 21.7 9,347,455 21.2 541,986 5.8

公債費 5,252,575 11.5 5,584,001 12.7 △ 331,426 △ 5.9

22,949,243 50.4 22,817,295 51.9 131,948 0.6

6,812,028 15.0 6,154,780 14.0 657,248 10.7

306,546 0.7 302,404 0.7 4,142 1.4

5,911,657 13.0 5,849,947 13.3 61,710 1.1

35,979,474 79.0 35,124,426 79.8 855,048 2.4

424,986 0.9 42,578 0.1 382,408 898.1

2,508,314 5.5 1,954,713 4.4 553,601 28.3

4 0.0 4 0.0 0 0.0

2,933,304 6.4 1,997,295 4.5 936,009 46.9

112,149 0.2 112,577 0.3 △ 428 △ 0.4

28,884 0.1 27,312 0.1 1,572 5.8

6,399,189 14.0 6,638,390 15.1 △ 239,201 △ 3.6

100,000 0.2 100,000 0.2 0 0.0

6,640,222 14.6 6,878,279 15.6 △ 238,057 △ 3.5

45,553,000 100.0 44,000,000 100.0 1,553,000 3.5

款

平成２５年度 平成２４年度 比　　較

議会費

総務費

民生費

衛生費

平成２５年度

労働費

災害復旧費

平成２４年度

農林水産業費

商工費

土木費

消防費

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

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

（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
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平成２５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

○集会所耐震化事業 管財課 6,000 千円 88

　太田集会所及び栗原記念会館の耐震補強工事の設計業務委託を行
います。

○コミュニティ助成事業 自治振興課 6,800 千円 104

　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。

○コミュニティ施設耐震化事業 鷲宮市民課 6,000 千円 106

　鷲宮東コミュニティセンターの耐震補強工事の設計業務委託を行
います。

○しょうぶ会館管理事業 しょうぶ会館 13,539 千円 144

　しょうぶ会館を快適に利用できるよう、施設・設備を安全・清潔
に維持管理します。

②　協働のまちづくりの推進 所管課
予算書の
ページ

○市民活動推進事業 自治振興課 2,000 千円 102

　市民活動を推進するため、公募型補助制度により、団体等の活動
を支援します。

○コミュニティ祭り事業 栗橋市民課 3,601
千円

104

　地域固有の祭りを実施する実行委員会を支援します。 鷲宮市民課

○ボートピア栗橋環境整備協力費活用事業 企画政策課 53,000 千円 106

　場外発売場環境整備基金を活用して、地域のまちづくり等を行う
団体を支援します。

③　人権の尊重 所管課
予算書の
ページ

○人権擁護事業 人権推進課 1,360 千円 92

　人権擁護委員が人権問題に関する市民相談等を実施します。 各総合支所総
務管理課

予算額

予算額

予算額
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○人権尊重事業 人権推進課 4,695 千円 94

　人権意識の向上を図るため、「人権のつどい」等を開催します。 各総合支所総
務管理課

○都市宣言推進事業【新規】 人権推進課 2,323 千円 94

　「人間尊重・平和都市」宣言の趣旨を広く市民に啓発するため、
広告塔等を整備します。
（ただし、平成２４年度は「都市宣言検討事業」として実施）

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 699 千円 96

　男女共同参画推進月間事業、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。

○女性の悩み相談事業 人権推進課 578 千円 96

　女性の様々な悩みを解決できるよう「女性の悩み相談」を実施し
ます。

○女性議会開催事業【隔年実施】 人権推進課 52 千円 96

　女性から市政に対する意見や提案をいただく、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

○中学生派遣・受入事業 自治振興課 1,226 千円 96

　国際交流都市への生徒派遣及び受け入れ交流を実施します。

○れんげ祭り事業 農業振興課 924 千円 218

　農村部の市民と他の地域の市民との交流理解を深め、農村地域の
活性化を図る「れんげ祭り」の開催を支援します。

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　【新規】 議会総務課 1,072 千円 72

　市民に開かれた議会とするため、本会議のインターネット中継を
実施します。

○広報発行事業
広報広聴課 23,469 千円 80

　「広報くき」を発行し、市民に公平に情報を提供します。

○ホームページ事業 広報広聴課 1,134 千円 80

　市のホームページを運営し、行政情報等を提供します。

予算額

予算額

予算額
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○メール配信事業 広報広聴課 971 千円 80

　市民に有益な情報を、メールで配信します。

○福祉オンブズパーソン事業 社会福祉課 192 千円 142

　健康福祉サービスの提供を受けている方等からの苦情申し立てに
対し、「福祉オンブズパーソン」が公正・中立な立場で、調査・判
断し、迅速に解決を図ります。

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

○環境監査委員会事業【新規】 環境課 90 千円 204

　環境に関する年次報告書である「久喜市の環境」による環境監査
などを実施します。

○環境マネジメントシステム運用事業 環境課 594 千円 204

　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るため、研修等を実施します。

○緑の基本計画策定事業 環境課 10,000 千円 206

　緑の保全と創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため
「緑の基本計画」を策定します。

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
環境課 12,775 千円 206

　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。

菖蒲環境経済
課
栗橋環境経済
課

○不法投棄対策事業 環境課 1,168 千円 206

　公共用地に不法投棄または放置された廃棄物（家電・自動車な
ど）の処理を行います。

各総合支所環
境経済課

○ポイ捨て等及び路上喫煙防止対策事業 環境課 4,273 千円 206

　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。

各総合支所環
境経済課

○合併浄化槽普及促進補助事業 下水道業務課 37,328 千円 208

　補助対象地域において既設の単独処理浄化槽または汲み取り便槽
から合併処理浄化槽へ転換設置する方に対して補助金を交付しま
す。

予算額

予算額
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③　美しい景観の形成 所管課 予算書の
ページ

○沼井公園ビオトープ管理事業
鷲宮環境経済
課 440 千円 204

　沼井公園内のビオトープを良好に保つため、ビオトープ内の除草
や樹木の伐採を行います。

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 2,290,277 千円 208

　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。

○北本地区衛生組合負担金事業
菖蒲環境経済
課 40,318 千円 210

　菖蒲地区のし尿の処理をする北本地区衛生組合への負担金です。

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 14,570 千円 88

　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 12,500 千円 204

　住宅用太陽光発電システムの設置者（市民）に対して補助金を交
付します。（１kWあたり２万円、上限４kW８万円）

○緑化推進事業 環境課 2,258 千円 204

　保存樹木、樹林を所有する方や新たな生垣を設置する方への奨励
金の交付や緑化推進のための苗木の配布などを行います。

各総合支所環
境経済課

○緑のカーテン事業 環境課 3,417 千円 204

　地球温暖化防止のため、公共施設から排出されるCO2の削減が図
られるよう、ゴーヤなどで緑のカーテンを設置します。

各総合支所環
境経済課

○節電啓発事業 環境課 80 千円 204

　市民、事業者の省エネルギーの取り組みを推進するため、節電の
啓発を行います。

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　健康づくりの推進 所管課 予算書の
ページ

○自殺対策事業 健康医療課 240 千円 190

　ゲートキーパー養成研修など、自殺者減少に向けた人材育成等を
通して予防対策を行います。

予算額

予算額

予算額

予算額
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○高齢者健康増進事業
国民健康保険
課 6,921 千円 164

　後期高齢者医療制度被保険者を対象に、人間ドック等の受診費用
及び保養施設の宿泊費用の助成をします。

○感染症対策事業 健康医療課 328 千円 190

　新型インフルエンザ等の感染症の発生に備え、備蓄品の手指消毒
剤を確保します。

○健康・食育まつり事業 健康医療課 1,421 千円 192

　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 417,812 千円 192

　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。

各保健セン
ター

○妊婦健康診査事業
中央保健セン
ター 98,284 千円 194

　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の費用の助成を行ないます。

○成人健康診査事業
中央保健セン
ター 208,139 千円 196

　生活習慣病の予防及び疾病の早期発見を行うため、検診等を行い
ます。

各保健セン
ター

○健康づくり推進事業
中央保健セン
ター 2,019 千円 196

　健康づくりへの意識高揚を図り、生活習慣の改善を促すため、健
康講座を実施します。

各保健セン
ター

②　地域医療体制の充実 所管課 予算書の
ページ

○医療体制検討事業 健康医療課 270 千円 190

　市内の医療機関のネットワーク構築や医療体制について検討しま
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 568,874 千円 170

　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給します。
　平成２５年度から、通院についても小学校卒業までの子どもから
中学校卒業までの子どもに支給対象を拡大します。

○ファミリー・サポート・センター運営事業 子育て支援課 12,218 千円 170

　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実施します。

各総合支所福
祉課

予算額

予算額
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○母子家庭自立支援事業 子育て支援課 22,824 千円 172

　母子家庭の母親を対象に、就労のための資格取得、知識や技能の
習得を支援する給付金を支給します。

○すくすく出産祝金支給事業 子育て支援課 8,900 千円 172

　第３子以降の出産に対し、子育て支援としての出産祝金を支給し
ます。（第３子５万円、第４子１０万円、第５子以降２５万円）

○子ども・子育て支援事業計画策定事業【新規】 子育て支援課 6,089 千円 172

　地域のニーズや実情にあった子育て支援策を実現するため、平成
２７年度から５年間を計画期間とした「子ども・子育て支援事業計
画」を策定します。

○児童扶養手当給付事業 子育て支援課 481,241 千円 172

　父母の離婚等により父または母と生計を同じくしていない児童を
養育している父母等に対して、手当を給付します。

○児童手当給付事業 子育て支援課 2,365,629 千円 174

　次代を担う児童の成長に資することを目的に、中学校を卒業する
までの児童を養育する者に手当を給付します。

○児童福祉施設入所事業 子育て支援課 4,056 千円 178

　経済的な理由により、入院助産を受けられない場合や、母子家庭
で児童の養育が十分にできない場合に、助産施設及び母子生活支援
施設への入所の措置を行います。

○私立保育所等委託事業 保育課 1,208,201 千円 180

市内・市外の私立保育所等に保育を委託します。

○保育施設更新事業 保育課 381,332 千円 184

　保育の安全を図るため、市立さくら保育園の改築工事を行いま
す。

○私立保育所施設整備費補助事業 保育課 101,667 千円 184

　私立（仮称）鷲宮桜が丘保育所の建設に対し、補助金を交付しま
す。

○放課後児童クラブ施設整備事業 保育課 87,639 千円 184

　栢間小学校、鷲宮小学校において、放課後児童クラブの施設整備
を行います。

④　高齢者福祉の充実 所管課 予算書の
ページ

○敬老事業 社会福祉課 10,405 千円 158

　敬老の日に長寿を祝い、高齢者の方に敬老祝金を贈呈します。
（満７７歳及び満８８歳の方　５千円、満９９歳以上の方　１万
円）

予算額
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○いきいきデイサービス事業 介護福祉課 35,602 千円 158

　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、要介護状態にならないように、健康体操等の介護予
防事業を実施します。

各総合支所福
祉課

○緊急時通報システム設置事業 介護福祉課 14,057 千円 160

　おおむね６５歳以上の方や身体障害者手帳の交付を受けた単身の
方等の自宅に、緊急時通報システムの専用装置を設置し、日常生活
上の不安を軽減し、安心して在宅生活を送れるようにします。

各総合支所福
祉課

○徘徊高齢者・障がい者探索システム事業 介護福祉課 500 千円 160

　認知症により徘徊行動のある高齢者や１８歳以上で療育手帳の交
付を受けている方を在宅で介護している家族に、探索システム専用
の携帯端末機を貸与し、家族介護の負担を軽減します。

各総合支所福
祉課

○介護サービス利用者負担助成事業 介護福祉課 24,831 千円 162

　低所得者に対し、居宅介護サービスを利用した場合、利用者負担
額を助成します。

○高齢者ふれあい元気サロン補助事業 介護福祉課 750 千円 166

　高齢者等に対して集いの場を提供し、併せて趣味活動等を実施し
ている市民ボランティア団体又は個人に対し、補助金を交付しま
す。

各総合支所福
祉課

○介護保険特別会計繰出事業 介護福祉課 1,209,225 千円 168

　介護保険特別会計への繰出金です。

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 1,334,189 千円 146

　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、その費用の一部を助成します。

○コミュニケーション支援事業
障がい者福祉
課 8,552 千円 148

　聴覚障がい者等の社会生活におけるコミュニケーションを円滑に
行うため、手話通訳者及び要約筆記奉仕員の派遣を行います。

○重度心身障害者医療給付事業
障がい者福祉
課 389,944 千円 150

　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
部を給付します。

○難病患者見舞金支給事業
障がい者福祉
課 7,000 千円 152

　難病患者の方の精神的な負担に対する慰謝及び経済的負担の軽減
を図るため、見舞金を支給します。

○民間施設バリアフリー化支援事業
障がい者福祉
課 1,400 千円 152

　自治会等が設置・管理している地域の集会所及び民間施設のバリ
アフリー化を支援するため、補助金を交付します。

予算額
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○重度心身障がい者自動車燃料費助成事業
障がい者福祉
課 19,633 千円 152

　在宅障がい者の方の外出を容易にし、社会参加の機会の拡充と経
済的負担の軽減を図るため、自動車燃料費利用券を交付します。

○パーキングパーミット交付事業 障がい者福祉
課 262 千円 154

　市内の公共施設等に設置されている身障者用駐車場の適正な利用
を図るため、障がい者の方や要介護者の方に対し、おもいやり駐車
場利用証を交付します。

○障がい者虐待防止事業【新規】
障がい者福祉
課 328 千円 154

　障がい者の虐待防止及び権利擁護のため、通報、届出及び相談窓
口を設置し、被虐待者の迅速な安全確認を行う体制を整えます。
（平成２４年度９月補正で計上、当初予算としては新規事業）

○難聴児補聴器購入費助成事業【新規】
障がい者福祉
課 360 千円 154

　身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対
して、補聴器購入費の一部を助成します。

○障がい児通所支援事業
障がい者福祉
課 234,341 千円 172

　障がい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、その費用の一部を助成します。

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

○要援護者見守り支援事業【新規】
社会福祉課 484 千円 144

　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。

○ボランティア育成事業
障がい者福祉
課 4,381 千円 150

　ボランティア活動及び在宅福祉の推進事業を実施することによ
り、地域福祉の振興に寄与する事業及び団体に対し補助金を交付し
ます。

⑦　社会保障制度の充実 所管課 予算書の
ページ

○国民健康保険特別会計繰出事業
国民健康保険
課 1,292,026 千円 166

　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 1,012,115 千円 166

　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 271,459 千円 168

　後期高齢者医療特別会計への繰出金です。

予算額

予算額
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○生活保護事業
社会福祉課 2,503,497 千円 186

　生活保護法に基づき、生活困窮者等に対し、生活保護費を支給し
ます。

○住宅・生活支援対策事業
社会福祉課 7,602 千円 186

　住宅手当緊急特別措置事業に基づき、生活困窮者等に対し、住宅
手当を支給します。

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

○幼稚園就園奨励費補助事業
学務課 170,612 千円 292

　私立幼稚園在籍園児の保護者に対し、所得に応じて、入園料・保
育料の減免措置を行うため、補助金を交付します。

○私立幼稚園補助事業 学務課 5,850 千円 292

　私立幼稚園が実施する施設整備や園児の健康診断に要する経費に
対し、補助金を交付します。（市内１３園）

②　学校教育の充実 所管課 予算書の
ページ

○入学準備金・奨学金貸付事業 学務課 14,384 千円 268

　経済的理由により就学が困難な方に対し、入学準備金または奨学
金を無利子で貸し付けを行います。

○任期付市費負担教職員任用事業【新規】 指導課 6,780 千円 270

　市内小・中学校における児童生徒数減少に伴う複式学級回避のた
め、任期付市費負担教職員を任用します。

○教育相談事業 指導課 24,344 千円 270

小・中学校に、いじめ・不登校等の悩みを抱える児童生徒及び保
護者からの相談に応じる教育相談員を配置します。

○適応指導教室事業 指導課 11,175 千円 270

　市内４箇所に適応指導教室を設置し、指導員及び相談員が不登校
児童生徒への学習支援や教育相談にあたります。

○学校いきいき支援事業 指導課 64,405 千円 272

　小・中学校での特別な教育的支援を必要とする児童生徒に教育活
動指導員及び支援員を配置します。

○児童生徒安全事業 学務課 28,863 千円 272

　児童生徒が安心、安全に学校生活を送れるよう、市内小学校への
安全監視員の配置や遊具等の点検業務を行います。

予算額

予算額
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○学校図書室活用充実事業【新規】 指導課 720 千円 276

　児童生徒の図書室の活用を促進させるため、市内全小中学校に学
校図書支援員を配置します。
（平成２４年度９月補正で計上、当初予算としては新規事業）

○情報教育機器維持管理事業（小学校・中学校） 指導課
92,685 千円 280,288

　小学校及び中学校の教育用コンピュータ等の整備及び運用を行い
ます。

○栗橋南小学校備品整備事業【新規】 教育総務課 15,244 千円 282

　老朽化した栗橋南小学校北校舎の改築に伴い、備品を整備しま
す。

学務課

○小学校耐震化整備事業 教育総務課 14,000 千円 282

　江面第二小学校、砂原小学校校舎耐震補強工事の実施設計を行い
ます。

○栗橋南小学校北校舎改築事業 教育総務課 114,078 千円 284

　老朽化した栗橋南小学校北校舎の改築を行うとともに、校舎屋上
に太陽光発電設備を設置します。

○小学校プール改修事業 教育総務課 224,000 千円 284

　老朽化した太田小学校プール改築工事、久喜小学校プール改築工
事の実施設計及び三箇小学校、栢間小学校プール改修工事の実施設
計を行います。

○中学校校庭整備事業【新規】 教育総務課 1,000 千円 288

　久喜中学校校庭の一部を芝生化します。

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 企画政策課 1,008 千円 90

　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
究に対する支援を実施します。

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 生活安全課 2,691 千円 112

　青少年の健全な育成を推進する団体の活動に対し、補助金を交付
します。

各総合支所市
民課

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 生涯学習課 5,077 千円 304

　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。

各教育委員会
分室

予算額

予算額

予算額



15

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 7,492 千円 294

　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。

○中央公民館空調機更新事業【新規】 中央公民館 60,439 千円 302

　中央公民館の空調設備の更新工事を実施します。

○東公民館駐車場拡張事業【新規】 東公民館 1,887 千円 302

　東公民館の駐車場の拡張工事を実施します。

○生涯学習推進事業 生涯学習課 1,657 千円 302

　生涯学習社会の実現に向け、生涯学習推進大会や天体観測等、市
民参加型の行事を実施します。

○市民大学推進事業 生涯学習課 916 千円 302

　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、市民大学事業を実施します。

○高齢者大学推進事業 生涯学習課 3,081 千円 302

　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実施します。

○図書館資料整備事業 中央図書館 38,490 千円 308

　図書、雑誌、新聞、視聴覚資料等の図書館資料を選定、購入、整
備し提供します。

各図書館・室

○中央図書館施設設備更新事業【新規】 中央図書館 6,965 千円 310

　中央図書館のエレベーター設備及び空調設備について、改修工事
を実施します。

⑦　歴史・文化の継承と活用 所管課 予算書の
ページ

○本多静六博士顕彰事業 企画政策課 897 千円 88

　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。

○特別企画展等実施事業 郷土資料館 3,743 千円 312

　郷土資料館で特別展・企画展の開催及び歴史講座等を実施しま
す。

予算額

予算額
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○市指定文化財「吉田家水塚」運営事業 文化財保護課 3,282 千円 312

　市の指定文化財である「吉田家水塚」の展示、公開を行います。

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

○市民体育祭事業 中央公民館 1,280 千円 300

　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久喜地区の市民体育祭
を実施します。

東公民館
西公民館

○地区運動会事業
菖蒲温水プー
ル 4,993 千円 318

　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菖蒲地区、栗橋地区及
び鷲宮地区の体育祭を実施します。

栗橋Ｂ＆Ｇ海
洋センター
鷲宮温水プー
ル

○菖蒲温水プール施設改修事業
菖蒲温水プー
ル 10,920 千円 324

　菖蒲温水プールを安全に運営するため、老朽化した冷温水システ
ムの機器を更新します。

○栗橋Ｂ＆Ｇ海洋センター改修事業
栗橋Ｂ＆Ｇ海
洋センター 28,461 千円 326

　栗橋Ｂ＆Ｇ海洋センターを安全に運営するため、老朽化したプー
ル機械設備等の改修工事を行います。

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

○東鷲宮駅西口自転車駐車場廃止事業【新規】 鷲宮市民課 1,431 千円 110

　新たな自転車駐車場の開設に伴い、既存の自転車駐車場を廃止す
るために要する経費です。

○高柳地区開発整備推進事業
都市計画課 6,938 千円 248

　高柳地区の開発整備に向けた計画書を作成します。

○土地区画整理事業特別会計繰出事業 都市整備課 448,156 千円 250

　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 83,510 千円 252

　東鷲宮駅東西連絡地下道バリアフリー化整備工事の設計業務を行
います。

○南栗橋駅東口駅前広場スロープ設置事業【新規】 栗橋建設課 1,743 千円 252

　南栗橋駅東口駅前広場に車椅子昇降スペースを確保するため、ス
ロープを設置します。

予算額

予算額
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○土地区画整理事業（土地区画整理事業特別会計）
288,099 千円 528

　栗橋駅西土地区画整理事業地内の、道路の整備や建物の移転補償
等を行います。

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 59,712 千円 112

　公共施設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。平成２５年度は、菖蒲東部地区
及び鷲宮南部地区へ延伸します。

○デマンド交通運行事業【新規】 生活安全課 62,618 千円 112

　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
通を実施します。

○道路台帳整備事業 建設管理課 28,843 千円 238

　道路の適正な管理のため、道路台帳の整備を行います。 各総合支所建
設課

○道路補修事業 道路河川課 272,246 千円 240

　市内道路の舗装や側溝の補修、修繕を行います。 各総合支所建
設課

○道路新設改良事業 道路河川課 207,213 千円 240

　市内道路の新設改良整備を行います。 各総合支所建
設課

○市道久喜７号線道路改良事業 道路河川課 1,500 千円 240

　市道久喜７号線の改良整備を行います。

○東鷲宮駅西口停車場線延伸整備事業 鷲宮建設課 97,300 千円 240

　東鷲宮駅西口停車場線の延伸整備を行います。

○市道久喜２１１号線道路改良事業
道路河川課 60,500 千円 240

　市道久喜２１１号線の改良整備を行います。

○西堀・北中曽根線道路改良事業
道路河川課 91,314 千円 242

　西堀・北中曽根線の改良整備を行います。 菖蒲建設課

○県道交差点改良事業負担金事業【新規】 菖蒲建設課 2,000 千円 242

　県道川越栗橋線の交差点改良事業に要する負担金です。

予算額

栗橋駅西土地
区画整理事務
所
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○市道鷲宮１８号線交差点改良事業【新規】 鷲宮建設課 2,500 千円 242

　市道鷲宮１８号線交差点の改良整備を行います。

○出来野橋架換事業負担金事業【新規】 建設管理課 62,549 千円 242

　埼玉県が実施する出来野橋の架換工事に伴う、整備に係る負担金
です。
（平成２４年度９月補正で計上、当初予算としては新規事業）

○橋りょう長寿命化修繕計画策定事業【新規】 道路河川課 15,000 千円 242

　幹線道路に架かる橋長１０ｍ以上で、昭和５５年以前に建設され
た橋りょうについて、計画的な更新を図るため、橋りょう長寿命化
修繕計画を策定します。

○圏央道側道整備事業負担金事業 都市計画課 89,000 千円 248

　圏央道の側道の工事等の施行に関する協定書に基づく、整備にか
かる負担金です。

○（仮称）鷲宮産業団地・青毛線道路整備事業【新規】 都市計画課 4,400 千円 248

　新市の一体化を促す道路の一つである鷲宮地区と久喜地区を結ぶ
道路を整備します。

○街路整備事業 都市整備課 3,600 千円 252

　（仮称）佐間・八甫線（市道栗橋680号線）の設計業務を行いま
す。

○東停車場線整備事業【新規】 都市整備課 53,300 千円 252

　久喜駅東口大通りの延伸整備のため、東停車場線の設計・測量業
務等を行います。

③　公園の緑化と水辺環境の保全 所管課
予算書の
ページ

○宝治戸池管理事業 栗橋建設課 2,300 千円 244

　清掃、除草を実施し、宝治戸池の環境改善を図ります。

○総合運動公園施設改修事業 都市整備課 70,550 千円 254

　市民プールのろ過機補修工事、第１体育館の空調設備改修工事な
どを行います。

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 380,000 千円 222

　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 1,750,000 千円 256

　下水道事業特別会計への繰出金です。

予算額

予算額
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○雨水排水路改修事業 下水道施設課 44,200 千円 256

　安心な生活環境にするとともに、雨水排水対策の強化を図るた
め、久喜本地区の雨水排水路を改修します。

○下水道管布設事業（下水道事業特別会計） 下水道施設課 353,487 千円 472

　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。

○合流式下水道改善事業（下水道事業特別会計） 下水道施設課 145,530 千円 482

　公共用水域への影響を軽減するため、新たに雨水貯留施設を設け
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 262,800 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 23,200 千円 244

　市内の河川の小規模修繕及び浚渫工事を行います。 菖蒲建設課
鷲宮建設課

○河川改良事業 道路河川課 500 千円 244

　市内の河川・排水路整備を行います。

○利根川堤防対策事業
都市計画課 710 千円 248

　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に対し、補助金を交付します。

⑥　防災・消防体制の充実 所管課
予算書の
ページ

○本庁舎耐震化整備事業【新規】 管財課 286,625 千円 88

　来庁する市民の安全を守り、災害時の拠点として活用するため、
本庁舎の耐震補強及び改修工事を実施します。
（平成２５年度から平成２７年度までの継続費を設定）

○食品等の放射性物質検査事業【新規】
生活安全課 1,076 千円 112

　市民の放射性物質に対する不安を緩和するため、食品や飲料物の
放射性物質検査を実施します。
（平成２４年度９月補正予算で計上、当初予算としては新規事業）

○被災者住宅支援事業 社会福祉課 1,800 千円 114

　東日本大震災により住宅が被災し、一時的に賃貸住宅に転居して
いる被災した方の家賃の一部を補助します。

○被災住宅復旧資金利子補給事業 商工観光課 3,000 千円 114

　東日本大震災により被災した住宅を修繕をする場合等に、金融機
関から資金を借入れた方に対し、利子の一部を補助します。

予算額

予算額
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○被災者住宅再建支援事業 都市計画課 25,000 千円 114

　東日本大震災により被災した方の居住環境の向上や生活再建を支
援するため、住宅補修費用に対し補助金を交付します。

○戸籍副本データシステム構築事業【新規】
市民課（総合
窓口） 1,743 千円 126

　大規模災害による、戸籍の正本と副本の同時滅失を防止するた
め、総合行政ネットワーク回線を通じて、戸籍副本データを送信
し、遠隔地にある法務局で安全な保管・管理をします。

○既存建築物耐震化補助事業 開発建築課 5,750 千円 234

　住宅の耐震診断、設計に対して、補助金を交付します。（診断・
設計１／２以内、上限５万円、改修等は１／２以内、上限５０万
円）

○液状化対策推進事業 都市計画課 250,360 千円 248

　東日本大震災により市内で液状化被害を受けた地区における液状
化対策を検討します。

○埼玉東部消防組合負担金事業(常備消防費)（非常備消防費）【新規】
消防防災課 2,187,679 千円 258

　埼玉東部消防組合の常備消防及び非常備消防への負担金です。

○消防団車両購入事業 消防防災課 67,329 千円 260

　消防団車両の適切な配備及び管理を推進します。

○消火栓整備事業【新規】 消防防災課 19,300 千円 260

　災害時（火災時）の迅速な対応を図るため、消火栓の適正な設置
と、その維持管理を実施します。

○水防組合負担金事業 消防防災課 1,693 千円 260

　利根川栗橋流域水防事務組合への負担金です。

○防災訓練事業 消防防災課 3,652 千円 260

　安全・安心なまちづくりを推進するため、防災訓練を実施しま
す。

各総合支所市
民課

○防災体制整備事業 消防防災課 36,247 千円 262

　災害の拡大を防止するため、防災施設等の適切な維持管理及び広
報活動等を推進します。

各総合支所市
民課

○防災行政無線整備事業【新規】 消防防災課 34,078 千円 262

　災害時における情報伝達手段の確保のため、防災行政無線（固定
系・移動系）の整備を行います。
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○自主防災組織育成事業 消防防災課 8,780 千円 262

　市民の防災意識の高揚及び自主防災活動の向上を図るため、自主
防災組織に対し、補助金を交付します。

○防災備蓄品整備事業 消防防災課 9,512 千円 262

　災害に備え、食糧及び防災用資機材を備蓄します。

○防災倉庫建設事業 消防防災課 4,067 千円 262

　防災体制の充実を図るため、防災倉庫（２棟）を設置します。 栗橋市民課

○災害時通信用ＰＨＳ整備事業【新規】 教育総務課 2,570 千円 270

　災害時の通信確保のため、PHS電話機を各小・中学校に設置しま
す。

○小・中学校等放射線量測定事業【新規】 学務課 6,728 千円 316

　児童・生徒等の放射性物質に対する不安を解消するため、小・中
学校等において、放射線量の測定を行います。
（平成２４年度６月補正で計上、当初予算としては新規事業）

○マンホール浮上防止対策事業【新規】（下水道事業特別会計） 下水道施設課 20,600 千円 480

　震災時における第一次特定緊急輸送路の機能を確保するため、公
共下水道マンホールの浮上防止対策を行います。

○吉羽雨水ポンプ場耐震補強事業【新規】（下水道事業特別会計） 下水道施設課 85,426 千円 482

　吉羽雨水ポンプ場の耐震補強工事に係る埼玉県への負担金です。

⑦　防犯体制の強化 所管課
予算書の
ページ

○防犯灯新設事業 生活安全課 5,417 千円 108

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

各総合支所市
民課

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 生活安全課 32,828 千円 108

　道路反射鏡、照明灯、路面表示、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。

道路河川課
各総合支所市
民課
各総合支所建
設課

○交通指導員運営事業 生活安全課 37,723 千円 110

　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。

予算額

予算額
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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 農業振興課 827 千円 218

　安全・安心な農産物の生産・販売の推進を図るため、減農薬・減
化学肥料による栽培農家との実証業務委託契約や、冬水田んぼの試
験を行います。

菖蒲環境経済
課

○農業経営安定推進事業 農業振興課 7,837 千円 218

　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。

各総合支所環
境経済課

○明日の農業担い手育成塾事業 農業振興課 1,800 千円 218

　新規就農希望者を支援するため、研修等を行います。

○農業振興地域整備計画策定事業 農業振興課 6,700 千円 218

　優良農地の確保を図るため、「農業振興地域整備計画」を策定し
ます。

○戸別所得補償経営安定推進事業【新規】 農業振興課 700 千円 220

　地域農業の在り方に関する計画を作成することで、地域農業を担
う経営体の確保、地域農業の振興を図ります。
（平成２４年度９月補正で計上、当初予算としては新規事業）

○経営体育成支援事業【新規】 農業振興課 4,460 千円 220

　人・農地プランに位置付けられた中心的な経営体を支援し、主体
的な経営展開を図ります。

○農業用施設補修事業 農業振興課 81,869 千円 220

　農業用排水路などの農業用施設の補修・改修をします。 各総合支所環
境経済課
各総合支所建
設課

○土地改良施設負担金事業 農業振興課 19,042 千円 222

　土地改良施設の整備及び維持管理に要する負担金を通じて農業生
産性の向上及び農業経営の安定化を図ります。

菖蒲環境経済
課
栗橋環境経済
課

②　工業の振興 所管課
予算書の
ページ

○産学共同研究支援事業【再掲】 企画政策課 1,008 千円 90

　地域経済の活性化を図るため、市内の企業と大学における共同研
究費用に対し補助金を交付します。

○企業等誘致事業 商工観光課 106,441 千円 232

　企業誘致を推進する「特定地域」へ進出した企業に対して、奨励
金を交付します。

予算額

予算額
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○清久工業団地周辺地区開発整備推進事業 都市計画課 683 千円 248

　清久工業団地周辺地区の開発計画に伴い、周辺地区の整備を行い
ます。

○菖蒲南部産業団地整備推進事業 都市計画課 23,050 千円 248

　菖蒲南部産業団地整備事業に関する基本協定に基づく、埼玉県企
業局への負担金です。

③　商業の振興 所管課
予算書の
ページ

○市民まつり支援事業 商工観光課 5,180 千円 230

　市民相互の交流と調和、連帯感を高め、市民文化の向上を図るた
め、市民まつりを実施します。

○商工融資事業 商工観光課 6,060 千円 230

　事業資金を円滑に調達できるよう、中小企業者に対して、必要な
資金を融資します。

○商工会補助事業 商工観光課 52,494 千円 230

　商工業の振興を図るため、各商工会に補助金を交付します。

○商店街活性化補助事業 商工観光課 17,781 千円 230

　商店街団体が行う各種事業が円滑に実施されるよう、補助金を交
付します。

菖蒲環境経済
課
栗橋環境経済
課

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 8,220 千円 232

　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。

○コスモスふれあいロード推進事業 鷲宮環境経済
課 8,079 千円 232

　市民との協働により、花を活用した観光資源化及び市民のウォー
キング等による健康づくりを図るため、コスモスふれあいロードの
管理推進を行います。

○観光情報発信事業 商工観光課 470 千円 232

　市のイベントＰＲとボランティアガイドの育成を行います。

○市営釣場管理事業 商工観光課 432 千円 232

　市営釣場の環境整備のため、釣場駐車場樹木の害虫駆除と池の水
質検査を行います。

○あやめ・ラベンダー圃場管理事業 菖蒲建設課 8,600 千円 254

　観光事業の促進のため、菖蒲地区のあやめ・ラベンダーの管理育
成を図ります。

予算額

予算額
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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 1,058 千円 212

　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
開設及び内職相談を実施します。

⑥　消費生活の充実 所管課
予算書の
ページ

○消費生活事業 生活安全課 3,373 千円 110

　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

○仮称第２庁舎改修事業【新規】 管財課 197,060 千円 88

　本庁舎の機能を補完するため、仮称第２庁舎として、旧幸手保健
所久喜分室の改修工事を実施します。

○行政評価推進事業 企画政策課 373 千円 90

　簡素で効率的な行政運営を推進するため、行政評価システムを構
築し、事務事業評価及び施策評価を行います。

○行政改革推進事業 企画政策課 169 千円 90

　行政改革大綱に基づき、行政改革の推進を図ります。

○共通基盤システム維持管理事業 管財課 8,608 千円 92

　共通基盤システムの効率的な運用及び各種システムのとの連携を
行います。

○住民情報システム更改事業【新規】 管財課 483,000 千円 92

　老朽化した住民情報システムの更改を実施します。
（平成２４年度９月補正で計上、当初予算としては新規事業）

○栗橋総合支所庁舎外部改修事業【新規】 栗橋総務管理
課 3,045 千円 118

　栗橋総合支所庁舎の老朽化に伴う整備を行います。

○下水道電子管理図作成事業【新規】（下水道事業特別会計） 下水道施設課 34,650 千円 480

　下水道管渠の維持管理に伴い、管理図の電子化を図るための水道
事業への負担金です。

予算額

予算額

予算額
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○農業集落排水電子管理図作成事業【新規】（農業集落排水事業特別
会計） 下水道施設課 9,975 千円 508

　農業集落排水管渠の維持管理に伴い、管理図の電子化を図るため
の水道事業への負担金です。

②　健全な財政運営の確立 所管課
予算書の
ページ

○市有財産維持管理事業 管財課 44,632 千円 84

　市が所有する公有財産を維持管理します。 各総合支所総
務管理課

○固定資産空間データ整備事業 資産税課 20,985 千円 122

　固定資産の課税対象把握に有効な、ＧＩＳ（地理情報システム）
等の借上、データ更新及び保守等を行います。

○場外発売場環境整備基金積立事業 企画政策課 105,015 千円 334

　場外発売場環境整備基金への積立金です。

③　地方分権・広域行政の推進 所管課
予算書の
ページ

○自立支援医療費（育成医療）支給事業【新規】 子育て支援課 14,801 千円 172

　身体に障がいのある児童や、病気を放置すれば障がいを残すと認
められる児童に対して、手術等により確実な治療効果が期待できる
場合に、医療費の助成を行います。

○未熟児養育医療給付事業【新規】 子育て支援課 11,546 千円 172

　未熟児に対して、指定された養育医療機関において養育に必要な
医療の給付を行います。

○子ども・子育て支援事業計画策定事業【新規】【再掲】 子育て支援課 6,089 千円 172

　地域のニーズや実情にあった子育て支援策を実現するため、平成
２７年度から５年間を計画期間とした「子ども・子育て支援事業計
画」を策定します。

○広域利根斎場組合負担金事業 環境課 29,455 千円 204

　広域利根斎場組合への負担金です。

○特定行政庁移行事業【新規】 開発建築課 1,075 千円 236

　平成２６年４月に発足する予定である特定行政庁の準備を進めま
す。

○埼玉東部消防組合負担金事業(常備消防費)（非常備消防費）【新規】
【再掲】 消防防災課 2,187,679 千円 258

　埼玉東部消防組合の常備消防及び非常備消防への負担金です。

予算額

予算額



(単位：円）

積立 繰入(取崩）

4,548,879,206 915,000 2,042,226,000 400,000,000 2,907,568,206

129,437,466 2,000 129,300,000 139,466

75,032,369 3,450,000 14,384,000 64,098,369

125,356,337 2,033,000 43,732,000 83,657,337

6,556,284 7,000 897,000 5,666,284

764,755 701,000 1,000,000 465,755

(現金） 224,540,787 46,000 224,586,787

(土地） 734,662,966 734,662,966

107,724,430 22,000 79,300,000 28,446,430

3,900,562 2,000 500,000 3,402,562

0 0

60,270,639 105,015,000 53,000,000 112,285,639

2,003,096 2,000 1,000 2,004,096

(現金） 5,284,465,931 112,195,000 2,364,340,000 400,000,000 3,432,320,931

(土地） 734,662,966 0 0 0 734,662,966

育英資金基金

久喜市基金残高(一般会計所管分）：平成２５年度

基金名称
平成２４年度末
残高見込

平成２５年度中 地 方 自 治 法
第 ２ ３ ３条 の ２ の
規 定 に よ る
基 金 編 入 額
≪ 見 込 額 ≫

平成２５年度末
残高見込

財政調整基金

減債基金

鷲宮南部施設整備基金

場外発売場環境整備基金

東日本大震災被災者支援基金

合計

福祉基金

本多静六博士顕彰事業基金

市民活動推進基金

土地開発基金

東鷲宮駅東西連絡地下道バリアフ
リー化整備基金繰入金
（旧東鷲宮駅橋上化整備基金）

東鷲宮土地区画整理事業地内
の整備及び管理基金
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