
一般会計事業別査定額（主な事業）
（単位：千円）

No. 事業名 新規事業 担当所属所 事業の概要
平成26年度
当初予算額

（A）

平成27年度
要求額

（B）

平成27年度
査定額

（C）

比較1
（C)－（A）

比較1
（C)－（B）

査定内容

1 議会運営事業 議会総務課
本会議・委員会等の運営に要する
経費です。

264,811 255,357 269,524 4,713 14,167
事務費の積算内容を精査した
結果、増額とします。

2 議会会議録調製事業 議会総務課
会議録の調製、会議録検索システ
ムの運営等に要する経費です。

15,058 15,082 14,944 △ 114 △ 138
事務費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

3 秘書業務経費 秘書課
市長及び副市長の秘書業務並びに
栄典表彰事務に要する経費です。

15,829 15,192 15,101 △ 728 △ 91
事務費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

4 人事管理事業 人事課
人事給与システムの運用管理及び
職員採用等、人事管理に要する経
費です。

8,648 10,810 10,747 2,099 △ 63
事務費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

5 職員研修事業 人事課
派遣研修・共同研修をはじめ、職員
の資質向上を図るための職員研修
に要する経費です。

5,168 4,942 4,929 △ 239 △ 13
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

6 職員福利厚生事業

人事課
菖蒲総務管理課
栗橋総務管理課
鷲宮総務管理課

労働安全衛生法に基づく職員健康
診断や業務に必要な被服の貸与
等、職員の福利厚生に要する経費
です。

8,256 7,087 7,074 △ 1,182 △ 13
事務費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 1 / 39
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7 入札参加事務事業 契約検査課
入札事務及び県電子入札の運営に
要する経費です。

2,542 1,452 1,395 △ 1,147 △ 57
事務費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

8 広報発行事業 シティプロモーション課
市民へ公平に情報を提供する広報
紙の発行に要する経費です。

23,036 21,786 21,553 △ 1,483 △ 233
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

9 ホームページ事業 シティプロモーション課
行政情報等を提供するための市
ホームページの運営に要する経費
です。

1,167 2,572 2,548 1,381 △ 24
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

10 データ放送配信事業 ○ シティプロモーション課
テレビ埼玉のデータ放送に久喜市の
行政情報及び防災情報を掲載する
ための経費です。

0 654 648 648 △ 6
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

11 法規管理事業

庶務課
菖蒲総務管理課
栗橋総務管理課
鷲宮総務管理課

例規集等の法規関係全般の管理に
要する経費です。

7,688 5,849 5,546 △ 2,142 △ 303
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

12 文書管理事業

庶務課
菖蒲総務管理課
栗橋総務管理課
鷲宮総務管理課

郵送事務等の文書事務の管理に要
する経費です。

37,839 39,575 38,032 193 △ 1,543
事務費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 2 / 39
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13
ファイリングシステム維持管理事
業

公文書館

情報公開等に的確に対応するため
の公文書の整理や保管を行う全庁
的なファイリングシステムの維持管
理に要する経費です。

1,834 1,845 1,819 △ 15 △ 26
事務費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

14 会計管理業務経費 出納室
会計管理業務に関する一般事務に
要する経費です。

24,049 25,050 23,049 △ 1,000 △ 2,001
事務費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

15 市有財産維持管理事業

管財課
菖蒲総務管理課
栗橋総務管理課
鷲宮総務管理課

市で所有する公有財産の維持管理
に係る経費です。

34,928 122,339 82,081 47,153 △ 40,258
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

16 低公害車購入事業 管財課
低公害車の購入に要する経費で
す。

36,831 22,582 22,452 △ 14,379 △ 130
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

17 本庁舎耐震化整備事業 管財課
本庁舎耐震補強及び改修工事に要
する経費です。

0 448,808 448,808 448,808 0 要求どおりとします。

18 旧寺田ポンプ場解体事業 ○ 菖蒲総務管理課
旧寺田ポンプ場解体工事に要する
経費です。

0 54,276 22,028 22,028 △ 32,248
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 3 / 39
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19 本多静六博士顕彰事業 企画政策課
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
する経費です。

470 1,125 1,111 641 △ 14
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

20 シティプロモーション推進事業 シティプロモーション課
シティプロモーションの推進に要する
経費です。

291 9,157 5,261 4,970 △ 3,896
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

21 久喜市ダントツ戦略本部事業 ○ 企画政策課

市を魅力ある県東北部の拠点都市
として発展させるために、研究する
課題や、まちづくりのヒントを得るた
めにダントツ戦略本部を設置する経
費です。

0 182 181 181 △ 1
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

22 ふるさと納税寄附金推進事業 ○ 企画政策課
ふるさと納税寄附金をした方へ、市
内の特産品など、お礼の品を贈るも
のです。

0 6,650 6,650 6,650 0 要求どおりとします。

23 住民情報システム維持管理事業 管財課
住民情報システムの適正な管理、運
用によるシステム全体の維持管理
に要する経費です。

129,174 132,636 131,557 2,383 △ 1,079
事務費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

24
社会保障・税番号制度対応シス
テム改修事業

管財課

行政手続における特定の個人を識
別するための番号の利用等に関す
る法律（マイナンバー法）に対応する
ため、既存システムの改修等に要す
る経費です。

139,300 180,565 185,579 46,279 5,014
事務費の積算内容を精査した
結果、増額とします。

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 4 / 39
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25
統合型地理情報システム構築事
業

○ 管財課
統合型地理情報システムの構築に
要する経費です。

0 21,000 0 0 △ 21,000 事業の全部を先送りとします。

26
内部情報系システム機器更新事
業

○ 管財課
内部情報系システム（ＬＡＮシステ
ム、ＷＡＮシステム、共通基盤システ
ム）の機器更新に要する経費です。

0 70,646 68,014 68,014 △ 2,632
事務費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

27 人権事業振興補助事業 人権推進課
同和問題完全解消のため、諸活動
及び各種研修会等実施の補助に要
する経費です。

2,600 2,450 2,450 △ 150 0 要求どおりとします。

28 人権尊重事業

人権推進課
菖蒲総務管理課
栗橋総務管理課
鷲宮総務管理課

基本的人権の尊重と平和の啓発に
要する経費です

4,554 4,741 4,891 337 150
事業費の積算内容を精査した
結果、増額とします。

29 女性議会開催事業 ○ 人権推進課
女性議会の開催に要する経費で
す。

0 141 141 141 0 要求どおりとします。

30 久喜総合文化会館事業 生活安全課
久喜総合文化会館の管理運営（指
定管理）に関する経費です。

129,058 130,584 128,633 △ 425 △ 1,951
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 5 / 39
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31 公文書館管理事業 公文書館
公文書館の施設や整備の適切な維
持に要する経費です。

8,112 8,267 8,194 82 △ 73
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

32 公文書館２階中間庫等改修事業 ○ 公文書館

公文書館2階の会議室1・会議室2・
倉庫（いずれも仮活用）を、本来予
定されていた中間庫に改修して活用
等ができるようにするための経費で
す。

0 4,100 0 0 △ 4,100 事業の全部を先送りとします。

33 自治行政区運営事業

自治振興課
菖蒲市民課
栗橋市民課
鷲宮市民課

自治行政区の運営に要する経費で
す。主な内容は、区長・区長代理の
報酬及び区運営費補助金です。

100,740 101,173 101,170 430 △ 3
事業内容を精査した結果、減額
とします。

34 コミュニティ助成事業 自治振興課
コミュニティ活動に助成を行うことに
より、コミュニティの健全な発展を図
る経費です。

22,500 29,700 27,200 4,700 △ 2,500
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

35 コミュニティ施設管理事業
菖蒲市民課
栗橋市民課
鷲宮市民課

コミュニティセンターの管理に要する
経費です。

42,076 38,677 33,764 △ 8,312 △ 4,913
事務費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

36 コミュニティ施設耐震化整備事業 鷲宮市民課
鷲宮東コミュニティセンターの耐震化
に要する経費です。

270 169,515 165,706 165,436 △ 3,809
事業内容を精査した結果、減額
とします。

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 6 / 39
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37
ボートピア栗橋環境整備協力費
活用事業

企画政策課
ボートピア栗橋環境整備協力費の
活用に係る交付金です。

53,000 50,000 50,000 △ 3,000 0 要求どおりとします。

38
鷲宮西コミュニティセンター駐車
場拡張事業

○ 鷲宮市民課
鷲宮西コミュニティセンター駐車場の
拡張に要する経費です。

0 31,727 17,122 17,122 △ 14,605
事業内容を精査した結果、減額
とします。

39 防犯灯管理事業

生活安全課
菖蒲市民課
栗橋市民課
鷲宮市民課

防犯灯の管理に要する経費です。 47,756 62,428 61,998 14,242 △ 430
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

40 交通安全施設整備事業

生活安全課
道路河川課
菖蒲市民課
菖蒲建設課
栗橋市民課
栗橋建設課
鷲宮市民課
鷲宮建設課

安全で安心した道路交通環境のた
めの交通安全施設の整備に要する
経費です。

29,520 26,415 26,081 △ 3,439 △ 334
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

41 ゾーン３０推進事業 菖蒲建設課

最高速度30キロの区域規制を中心
とした総合的な安全対策を推進し、
歩行者・自転車の安全な生活道路
を確保する経費です。

19,436 5,800 5,681 △ 13,755 △ 119
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

42 道路ストック附属物修繕事業

道路河川課
菖蒲建設課
栗橋建設課
鷲宮建設課

道路附属物の修繕業務に要する経
費です。

5,600 14,760 14,760 9,160 0 要求どおりとします。

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 7 / 39
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43 デマンド交通運行事業 生活安全課
デマンド交通の運行に要する経費で
す。

44,010 40,320 39,558 △ 4,452 △ 762
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

44 菖蒲総合支所庁舎管理事業 菖蒲総務管理課
菖蒲総合支所庁舎の管理に要する
経費です。

48,696 46,122 44,097 △ 4,599 △ 2,025 事業の一部を前倒しとします。

45 栗橋総合支所庁舎管理事業 栗橋総務管理課
栗橋総合支所庁舎の管理に要する
経費です。

32,335 30,615 30,357 △ 1,978 △ 258
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

46 鷲宮総合支所庁舎管理事業 鷲宮総務管理課
鷲宮総合支所庁舎の管理に要する
経費です。

53,117 50,690 50,439 △ 2,678 △ 251
事務費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

47 菖蒲総合支所公用車管理事業 菖蒲総務管理課
菖蒲総合支所所管の公用車の維持
管理に要する経費です。

9,510 9,562 9,489 △ 21 △ 73
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

48
栗橋総合支所庁舎外部改修事
業

栗橋総務管理課
栗橋総合支所庁舎の老朽化に伴う
整備に要する経費です。

31,095 9,251 9,083 △ 22,012 △ 168
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 8 / 39
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49 菖蒲総合支所LED照明整備事業 ○ 菖蒲総務管理課
菖蒲総合支所の照明のLED化に要
する経費です。

0 9,920 0 0 △ 9,920 事業の全部を先送りとします。

50
菖蒲総合支所庁舎エレベーター
改修事業

○ 菖蒲総務管理課
菖蒲総合支所庁舎エレベーターのリ
ニューアル工事に要する経費です。

0 18,360 1,080 1,080 △ 17,280 事業の一部を先送りとします。

51 鷲宮総合支所LED照明整備事業 ○ 鷲宮総務管理課
地球環境に配慮したLED照明を支
所庁舎に導入する経費です。

0 10,300 0 0 △ 10,300 事業の全部を先送りとします。

52 市民税・諸税賦課事業

市民税課
菖蒲税務課
栗橋税務課
鷲宮税務課

市民税・軽自動車税の賦課に要す
る経費です。

58,589 58,386 71,624 13,035 13,238
事業内容を精査した結果、増額
とします。

53 固定資産評価事業 資産税課
固定資産税・都市計画税の適正な
賦課を行うための評価に係る経費で
す。

18,544 22,537 22,243 3,699 △ 294
事務費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

54 固定資産空間データ整備事業 資産税課
固定資産税の課税対象を適切に把
握するための地理情報システム等
に係る経費です。

25,298 20,069 19,713 △ 5,585 △ 356
事務費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 9 / 39
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55 市税徴収事業

収納課
菖蒲税務課
栗橋税務課
鷲宮税務課

納税相談・財産調査・滞納処分等に
要する経費です。

15,737 27,346 27,301 11,564 △ 45
事務費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

56 市税収納事業 収納課
市税の収納及び還付・充当に要する
経費です。

84,865 87,818 87,648 2,783 △ 170
事務費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

57 ペイジー・クレジット収納事業 ○
収納課
出納室

ペイジー（MPN）収納及びクレジット
収納を導入するための経費です。

0 13,723 13,474 13,474 △ 249
事務費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

58 戸籍事務事業

市民課（総合窓口）
菖蒲市民課
栗橋市民課
鷲宮市民課

戸籍法に基づく適正な戸籍事務を行
うために要する経費です。

15,593 24,378 23,020 7,427 △ 1,358
事業内容及び事務費を精査し
た結果、減額とします。

59 住民基本台帳事務事業

市民課（総合窓口）
菖蒲市民課
栗橋市民課
鷲宮市民課

住民基本台帳法に基づく事務に要する経費です。25,357 29,950 27,092 1,735 △ 2,858
事業内容及び事務費を精査し
た結果、減額とします。

60 コンビニ交付事業 ○ 市民課（総合窓口）
コンビニエンスストアにおいて、各種
証明書を交付するためのシステム構
築に要する経費です。

0 79,767 78,339 78,339 △ 1,428
事務費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 10 / 39
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61 選挙常時啓発推進事業 庶務課 選挙啓発推進に要する経費です。 175 280 276 101 △ 4
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

62 県議会議員一般選挙執行事業

庶務課
菖蒲総務管理課
栗橋総務管理課
鷲宮総務管理課

埼玉県議会議員一般選挙の執行に
要する経費です。

18,052 26,215 26,280 8,228 65
事務費の積算内容を精査した
結果、増額とします。

63
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
小林栢間土地改良区総代総選挙の
執行に要する経費です。

0 488 488 488 0 要求どおりとします。

64 県知事選挙執行事業 ○

庶務課
菖蒲総務管理課
栗橋総務管理課
鷲宮総務管理課

埼玉県知事選挙の執行に要する経
費です。

0 51,776 51,896 51,896 120
事務費の積算内容を精査した
結果、増額とします。

65 平成２７年国勢調査事業 ○ 企画政策課
各種行政施策その他の基礎資料を
得るため、全市民を対象に実施する
国勢調査に要する経費です。

0 57,964 58,031 58,031 67
事務費の積算内容を精査した
結果、増額とします。

66
平成２８年経済センサス活動調
査事業

○ 企画政策課
平成２８年度に実施する経済センサ
ス活動調査の準備作業を行うため
の経費です。

0 105 105 105 0 要求どおりとします。

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 11 / 39
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比較1
（C)－（B）

査定内容

67 商業統計調査事業 ○ 企画政策課
商業統計調査の立地環境特性付け
確認作業の実施に要する経費で
す。

0 8 8 8 0 要求どおりとします。

68 監査委員運営事業 監査委員事務局
監査委員の運営に要する経費で
す。

1,388 1,368 1,368 △ 20 0 要求どおりとします。

69 社会福祉協議会補助事業 社会福祉課
社会福祉協議会の運営（職員の人
件費）に要する補助金です。

126,252 127,514 127,514 1,262 0 要求どおりとします。

70 地域福祉計画推進事業 社会福祉課
地域福祉計画の推進に要する経費
です。

108 3,263 508 400 △ 2,755
事業内容及び事業費を精査し
た結果、減額とします。

71 生活困窮者自立支援事業 ○ 社会福祉課
生活保護に至る前の生活困窮者を
支援し自立促進を図るために要する
経費です。

0 31,059 31,028 31,028 △ 31
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

72 しょうぶ会館事業 しょうぶ会館
しょうぶ会館の運営に要する経費で
す。

9,102 9,161 9,370 268 209
事務費の積算内容を精査した
結果、増額とします。

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 12 / 39
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73 しょうぶ会館管理事業 しょうぶ会館
しょうぶ会館の管理に要する経費で
す。

13,022 12,275 12,305 △ 717 30
事務費の積算内容を精査した
結果、増額とします。

74 障害支援区分認定調査事業 障がい者福祉課
障害支援区分認定調査に要する経
費です。

960 2,620 2,615 1,655 △ 5
事務費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

75 介護給付費事業 障がい者福祉課
障がい者（児）の居宅介護等のサー
ビスの給付に要する経費です。

1,310,431 1,351,052 1,327,126 16,695 △ 23,926
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

76 訓練等給付費事業 障がい者福祉課
障がい者（児）の自立訓練等のサー
ビスの給付に要する経費です。

338,099 410,419 410,419 72,320 0 要求どおりとします。

77 自立支援医療費事業 障がい者福祉課
障がい者への自立支援医療給付に
要する経費です。

188,182 131,877 131,877 △ 56,305 0 要求どおりとします。

78 更生訓練費給付事業 障がい者福祉課

自立訓練等を実施する施設に入所
又は通所している障がい者に、訓練
後の社会復帰の促進を図るために
訓練費を支給する経費です。

1,210 2,475 2,475 1,265 0 要求どおりとします。

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 13 / 39
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79 重度心身障害者医療給付事業 障がい者福祉課
重度心身障がい者(児)が、安心して
医療を受けられるよう医療費を給付
する経費です。

402,599 373,743 373,743 △ 28,856 0 要求どおりとします。

80 くりの木管理運営事業 障がい者福祉課
障がい者支援施設くりの木の管理
運営(指定管理)に要する経費です。

30,222 41,962 31,562 1,340 △ 10,400
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

81 老人ホーム入所者措置事業 介護福祉課

老人ホーム入所判定委員会を開催
し、養護老人ホームへの入所措置を
行うとともに、入所措置している方の
措置費に要する経費です。

69,450 75,570 75,570 6,120 0 要求どおりとします。

82
高齢者日常生活用具購入費助
成事業

介護福祉課
菖蒲福祉課
栗橋福祉課
鷲宮福祉課

心身の機能の低下により防火等の
配慮が必要な高齢者が、電磁調理
器、火災警報器、自動消火器を購入
する場合、購入費の一部助成に要
する経費です。

50 520 209 159 △ 311
事業内容及び事業費を精査し
た結果、減額とします。

83 偕楽荘管理運営事業 介護福祉課

偕楽荘の指定管理者に措置費を含
む指定管理料を支払うことにより、
適正な管理運営を行っていただくた
めに要する経費です。

122,228 136,479 129,709 7,481 △ 6,770
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

84 高齢者訪問事業 ○ 介護福祉課
６５歳以上の高齢者を対象に相談や
支援を行なうことで、健康増進につ
なげるための経費です。

0 275 0 0 △ 275 事業の全部を先送りとします。

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 14 / 39
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85 生活機能検査事業 ○ 介護福祉課

要介護状態になるおそれのある高
齢者を対象に運動器関連の教室に
参加するため医師の判断が必要で
あり、そのため医療機関での検査を
要する経費です。

0 442 0 0 △ 442 事業の全部を先送りとします。

86 市民後見推進事業 ○ 介護福祉課

成年後見制度での専門職後見人以
外の市民後見人を中心とした支援
体制を構築するため体制の整備・強
化をし、市民後見人の活動を推進す
る事業経費です。

0 10,079 9,212 9,212 △ 867
事業内容及び事業費を精査し
た結果、減額とします。

87
国民健康保険特別会計繰出事
業

国民健康保険課
国民健康保険特別会計への繰出金
です。

1,330,881 1,126,415 1,118,072 △ 212,809 △ 8,343
事務費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

88
後期高齢者医療広域連合負担
金事業

国民健康保険課
埼玉県後期高齢者医療広域連合へ
支払う共通経費負担金及び医療給
付費負担金に要する経費です。

1,035,903 1,091,590 1,091,590 55,687 0 要求どおりとします。

89 子ども医療費支給事業 子育て支援課

満15歳になった年の属する年度の
末日まで、子どもの入院及び通院に
おける医療費のうち、保険診療分の
自己負担金に対して助成金を支給
する制度です。

512,031 496,849 496,352 △ 15,679 △ 497
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

90
自立支援医療費（育成医療）支
給事業

子育て支援課

身体に障がいのある児童や病気を
放置すれば障がいが残ると認めら
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
医療費を助成する経費です。

5,802 9,225 9,035 3,233 △ 190
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 15 / 39
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91 児童扶養手当給付事業 子育て支援課

父母の離婚など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、母等に手当を支給しま
す。

474,610 474,427 470,401 △ 4,209 △ 4,026
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

92 児童手当給付事業 子育て支援課

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
歳到達後の年度末）まで支給しま
す。

2,348,105 2,311,699 2,311,130 △ 36,975 △ 569
事務費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

93
地域子育て支援センター管理事
業

子育て支援課
公設の地域子育て支援センターの
管理に要する経費です。

2,235 3,454 3,111 876 △ 343
事業内容及び事業費を精査し
た結果、減額とします。

94 児童福祉施設入所事業 子育て支援課

経済的理由により入院助産を受けら
れない場合の助産施設及び母子避
難等による母子生活支援施設の入
所に要する経費です。

420 3,138 647 227 △ 2,491
事業内容及び事業費を精査し
た結果、減額とします。

95 私立保育所等委託事業 保育課
私立認可保育所等への保育委託に
要する経費です。

1,279,671 1,739,736 1,713,476 433,805 △ 26,260
事業内容及び事業費を精査し
た結果、減額とします。

96 私立保育所補助事業 保育課
私立保育所等の運営と保育内容の
充実を図るための補助金です。

188,364 207,003 207,003 18,639 0 要求どおりとします。

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 16 / 39
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97 放課後児童健全育成事業
保育課

菖蒲福祉課
各放課後児童クラブの管理・運営に
要する経費です。

151,567 167,328 152,944 1,377 △ 14,384
事業内容及び事業費を精査し
た結果、減額とします。

98
私立保育所施設整備費補助事
業

保育課
私立保育所の施設整備に対する補
助金です。

259,420 232,230 232,230 △ 27,190 0 要求どおりとします。

99 放課後児童クラブ施設整備事業 保育課
放課後児童クラブ施設の整備に要
する経費です。

131,718 198,557 160,320 28,602 △ 38,237
事業内容及び事業費を精査し
た結果、減額とします。

100 のぞみ園管理運営事業 障がい者福祉課
心身障がい児通園施設のぞみ園の
管理運営(指定管理)に要する経費
です。

2,921 4,511 4,511 1,590 0 要求どおりとします。

101 中央保育園改修事業 保育課
老朽化した市立中央保育園の改修
工事に要する経費です。

5,471 330,320 267,754 262,283 △ 62,566
事業内容及び事業費を精査し
た結果、減額とします。

102 病児保育委託事業 ○ 保育課
病気の進行期または回復期の児童
等を一時的にお預かりする事業を実
施施設に委託する経費です。

0 10,905 6,455 6,455 △ 4,450
事業内容及び事業費を精査し
た結果、減額とします。

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 17 / 39
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当初予算額
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比較1
（C)－（B）

査定内容

103 生活保護事業 社会福祉課
生活保護及び中国残留邦人等に対
する支援に要する扶助経費です。

2,624,424 2,658,868 2,658,868 34,444 0 要求どおりとします。

104 地域医療対策事業 健康医療課
地域医療提供体制の確保及び充実
のために、救急輪番病院に対する
補助金等に要する経費です。

20,043 22,973 22,459 2,416 △ 514
事業費の一部を防災備蓄品整
備事業に統合します。

105
久喜市健康増進計画及び久喜市
食育推進計画策定事業

○ 健康医療課

久喜市健康増進計画及び久喜市食
育推進計画の評価及び第２次計画
策定にかかる実態調査等に要する
経費です。

0 1,151 1,159 1,159 8
事務費の積算内容を精査した
結果、増額とします。

106 予防接種事業 中央保健センター
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の予防
接種の実施に要する経費です。

382,482 334,961 331,445 △ 51,037 △ 3,516
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

107 成人健康診査事業 中央保健センター
生活習慣病の予防及び疾病の早期
発見を行うための検診等の実施に
要する経費です。

198,996 175,210 174,495 △ 24,501 △ 715
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

108 休日夜間急患診療所運営事業 健康医療課
久喜・白岡休日夜間急患診療所の
運営に要する経費です。

11,278 11,442 11,441 163 △ 1
事務費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 18 / 39
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当初予算額

（A）

平成27年度
要求額

（B）

平成27年度
査定額

（C）

比較1
（C)－（A）

比較1
（C)－（B）

査定内容

109 健康管理システム運用事業 中央保健センター
健康管理システムの運用に要する
経費です。

3,605 21,312 21,258 17,653 △ 54
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

110 新エネルギー導入事業 環境課

地球温暖化対策として、安定的なエ
ネルギーの確保に寄与するため、エ
ネルギーシステムの設置者に対す
る補助金です。

12,500 11,150 9,650 △ 2,850 △ 1,500
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

111 広域利根斎場組合負担金事業 環境課
広域利根斎場組合への負担金で
す。

46,312 46,093 46,093 △ 219 0 要求どおりとします。

112 緑のカーテン地域普及事業 ○ 環境課
地域での緑のカーテンの普及・啓発
に要する経費です。

0 786 438 438 △ 348
事業内容及び事業費を精査し
た結果、減額とします。

113 公害監視調査事業

環境課
菖蒲環境経済課
栗橋環境経済課
鷲宮環境経済課

各種の公害監視調査の実施に要す
る経費です。

11,762 11,538 11,329 △ 433 △ 209
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

114 合併浄化槽普及促進補助事業 下水道業務課
補助対象地域において、合併処理
浄化槽の普及促進を図るために要
する補助金です。

37,194 35,092 35,092 △ 2,102 0 要求どおりとします。

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 19 / 39
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115 水質汚濁防止事業 ○ 環境課
水質汚濁防止法で定める現地調査
の実施等に要する経費です。

0 884 867 867 △ 17
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

116
生活排水処理基本計画策定事
業

○ 下水道業務課
久喜市生活排水処理基本計画の策
定に要する経費です。

0 15,042 15,042 15,042 0 要求どおりとします。

117 久喜宮代衛生組合負担金事業 環境課
久喜宮代衛生組合への負担金で
す。

2,290,277 2,290,200 2,232,312 △ 57,965 △ 57,888
事業内容を精査した結果、減額
とします。

118 ごみ処理施設整備推進事業 ○ 環境課
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。

0 7,487 4,972 4,972 △ 2,515
事業内容及び事業費を精査し
た結果、減額とします。

119 北本地区衛生組合負担金事業 菖蒲環境経済課
北本地区衛生組合への負担金で
す。

41,902 45,395 45,395 3,493 0 要求どおりとします。

120 労働会館前用地取得事業 ○ 菖蒲環境経済課

関東財務局から駐車場用地として賃
貸借する国有地について、労働会館
利用者の利便性を継続させるため、
国有地を取得するために要する経
費です。

0 11,034 10,074 10,074 △ 960
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 20 / 39
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（C)－（B）

査定内容

121 農業委員会運営事業 農業委員会事務局
農業委員会の運営に関する経費で
す。

20,527 20,098 20,086 △ 441 △ 12
事務費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

122 環境保全型農業推進事業
農業振興課

菖蒲環境経済課
環境保全型農業の推進に必要な経
費です。

393 655 655 262 0 要求どおりとします。

123 農産物ブランド化推進事業 農業振興課
久喜市産農産物のブランド化に向け
た取り組みに要する経費です。

918 171 171 △ 747 0 要求どおりとします。

124 青年就農給付金事業 農業振興課
就農初期段階の経営が不安定な青
年就農者を支援する給付金です。

9,000 7,500 7,500 △ 1,500 0 要求どおりとします。

125
農業振興地域整備計画改定事
業

○ 農業振興課
農業振興地域整備計画の見直しに
要する経費です。

0 7,150 7,150 7,150 0 要求どおりとします。

126 農業用施設補修事業

農業振興課
菖蒲環境経済課

菖蒲建設課
栗橋環境経済課

栗橋建設課
鷲宮環境経済課

鷲宮建設課

農業用施設の簡易補修、機能維持
に要する経費です。

86,478 80,642 76,908 △ 9,570 △ 3,734
事業内容及び事業費を精査し
た結果、減額とします。

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 21 / 39
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127 雨水ポンプ管理事業
下水道業務課
下水道施設課

久喜菖蒲及び清久工業団地周辺の
農地への浸水被害を防止するため
の雨水排水ポンプ場の維持管理に
要する経費です。

10,502 11,668 11,650 1,148 △ 18
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

128
農業集落排水事業特別会計繰
出事業

下水道業務課
農業集落排水事業特別会計に対す
る繰出金です。

390,000 475,006 389,367 △ 633 △ 85,639
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

129 土地改良施設負担金事業
農業振興課

菖蒲環境経済課
栗橋環境経済課

土地改良施設の整備及び維持管理
に要する負担金です。

21,863 25,541 25,541 3,678 0 要求どおりとします。

130 農業センター各種作業委託事業 鷲宮環境経済課
農業センターで受託作業を委託する
経費です。

12,852 12,802 12,802 △ 50 0 要求どおりとします。

131 しみん農園管理事業

農業振興課
菖蒲環境経済課
栗橋環境経済課
鷲宮環境経済課

しみん農園久喜・菖蒲・栗橋・鷲宮の
管理に要する経費です。

16,395 17,489 15,613 △ 782 △ 1,876
事業内容及び事業費を精査し
た結果、減額とします。

132 しみん農園運営事業 ○

農業振興課
菖蒲環境経済課
栗橋環境経済課
鷲宮環境経済課

しみん農園での自主開催事業に要
する経費です。

1,216 1,251 1,251 35 0 要求どおりとします。

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 22 / 39
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133
農業者トレーニングセンター管理
事業

菖蒲環境経済課
農業者トレーニングセンターの管理
運営に要する経費です。

7,979 7,972 7,891 △ 88 △ 81
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

134
農業者トレーニングセンター施設
整備事業

○ 菖蒲環境経済課
農業者トレーニングセンター利用者
の利便性を向上させるための施設
整備に要する経費です。

0 6,891 0 0 △ 6,891 事業の全部を先送りとします。

135 商工会補助事業 商工観光課
商工会の実施する事業に対する補
助金です。

59,576 59,576 59,576 0 0 要求どおりとします。

136 商店街活性化補助事業
商工観光課

菖蒲環境経済課
栗橋環境経済課

地元商店街活性化のための、商店
街団体が実施する各種共同事業に
対し支援するものです。

14,989 15,920 15,409 420 △ 511
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

137 企業等誘致事業 商工観光課
特定区域への企業等の誘致推進に
必要な優遇措置に要する経費です。

120,047 225,172 224,759 104,712 △ 413
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

138 市営駐車場設備改修事業 ○ 商工観光課
平成９年に設置した機器が老朽化し
たため、更新するものです。

0 9,072 9,072 9,072 0 要求どおりとします。

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 23 / 39
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139 創業支援補助事業 ○ 商工観光課
創業者を支援することで、市内での
創業を促し、空き店舗の解消を図り
ます。

0 3,000 3,000 3,000 0 要求どおりとします。

140 観光協会補助事業 商工観光課
観光協会の統合に要する経費及び
観光協会の実施する事業に対する
補助金です。

9,074 24,904 21,904 12,830 △ 3,000
事業内容及び事業費を精査し
た結果、減額とします。

141 コスモスふれあいロード推進事業 鷲宮環境経済課
コスモスふれあいロードの維持管理
に要する経費です。

7,988 7,445 7,486 △ 502 41
事務費の積算内容を精査した
結果、増額とします。

142 市営釣場管理事業 商工観光課
市営釣場の管理に要する経費で
す。

1,450 5,481 2,513 1,063 △ 2,968 事業の一部を先送りとします。

143 街路灯フラッグ整備事業 ○ 鷲宮環境経済課
「らき☆すた」フラッグの更新に要す
る経費です。

0 711 698 698 △ 13
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

144
コスモスふれあいロード休憩施設
整備事業

○ 鷲宮環境経済課
コスモスふれあいロードの休憩施設
の整備に要する経費です。

0 500 0 0 △ 500 事業の全部を先送りとします。

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 24 / 39
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145 清久大池側溝補修事業 ○ 商工観光課
久喜市市営釣場の清久大池駐車場
の側溝及びグレーチングが破損して
いるため、更新するものです。

0 13,629 0 0 △ 13,629 事業の全部を先送りとします。

146 既存建築物耐震化補助事業 建築審査課

昭和56年5月31日以前の木造住宅
について、耐震診断・耐震補強設
計・耐震補強工事及び建替え工事
の助成を行い、安全なまちづくりを
目指す経費です。

5,750 5,750 5,750 0 0 要求どおりとします。

147 民間建築物アスベスト対策事業 建築審査課
民間建築物のアスベスト含有調査に
対して補助金を交付する事業です。

500 500 500 0 0 要求どおりとします。

148 道路台帳整備事業

建設管理課
菖蒲建設課
栗橋建設課
鷲宮建設課

道路の適正な管理のため、道路台
帳を整備する経費です。

28,116 34,261 33,752 5,636 △ 509
事務費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

149 公共基準点測量事業 建設管理課
市内公共基準点（2級）の改定に要
する経費です。

10,000 16,863 10,000 0 △ 6,863 事業の一部を先送りとします。

150 道路補修事業

道路河川課
菖蒲建設課
栗橋建設課
鷲宮建設課

傷んだ市道の舗装や側溝の補修に
要する経費です。

215,288 247,837 219,728 4,440 △ 28,109 事業の一部を先送りとします。

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 25 / 39
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151 道路ストック舗装修繕事業

道路河川課
菖蒲建設課
栗橋建設課
鷲宮建設課

道路の舗装修繕業務に要する経費
です。

36,200 37,000 37,000 800 0 要求どおりとします。

152 道路レスキュー事業 ○ 道路河川課

市民からの通報を受けた際、現場に
駆けつけ、道路の穴埋めやカーブミ
ラーの不具合など、その場で対応す
る経費です。

0 23,494 3,529 3,529 △ 19,965
事業内容を精査した結果、減額
とします。

153 道路新設改良事業

道路河川課
菖蒲建設課
栗橋建設課
鷲宮建設課

砂利道の舗装化・拡幅改良など生
活道路の整備に要する経費です。

201,680 220,384 158,814 △ 42,866 △ 61,570 事業の一部を先送りとします。

154
東鷲宮駅西口停車場線延伸整
備事業

鷲宮建設課

JR東鷲宮駅と東武鷲宮駅を結ぶア
クセス道路として、東鷲宮駅西口停
車場線の延伸整備に要する費用で
す。

81,000 45,990 25,972 △ 55,028 △ 20,018 事業の一部を先送りとします。

155 西堀・北中曽根線道路改良事業
道路河川課
菖蒲建設課

菖蒲地区と久喜地区を結ぶ幹線道
路の整備に要する経費です。

160,800 353,083 346,617 185,817 △ 6,466
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

156
市道鷲宮１８号線交差点改良事
業

鷲宮建設課

県道川越栗橋線を挟んでクランク状
となっている交差点を、十字交差の
交差点への改良に要する経費で
す。

5,500 38,192 37,498 31,998 △ 694
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 26 / 39
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157 橋りょう長寿命化修繕事業

道路河川課
菖蒲建設課
栗橋建設課
鷲宮建設課

市内の主な幹線道路に架かる橋りょ
うを計画的に修繕する経費です。

100,710 121,171 120,351 19,641 △ 820
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

158
圏央道側道整備事業負担金事
業

都市計画課
圏央道の側道整備に要する負担金
です。

209,180 291,000 313,487 104,307 22,487
事業内容を精査した結果、増額
とします。

159 利根川堤防対策事業 都市計画課
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に
要する経費です。

710 710 710 0 0 要求どおりとします。

160 液状化対策推進事業 都市整備課
市内で液状化被害にあった地区に
おける液状化対策に要する経費で
す。

73,519 4,426,312 4,345,840 4,272,321 △ 80,472
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

161
土地区画整理事業特別会計繰
出事業

都市整備課
土地区画整理事業特別会計への繰
出金に要する費用です。

447,041 370,349 343,768 △ 103,273 △ 26,581
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

162 栗橋駅自由通路管理事業 栗橋建設課
栗橋駅自由通路を適正に維持管理
するために要する経費です。

12,529 11,043 12,934 405 1,891
事業内容を精査した結果、増額
とします。

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 27 / 39
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163 東鷲宮駅周辺整備事業 都市整備課
東鷲宮駅東西連絡地下道バリアフ
リー化及び同駅周辺整備に要する
経費です。

274,037 275,039 50,039 △ 223,998 △ 225,000
事業内容を精査した結果、減額
とします。

164
久喜駅西口駅前広場施設改修
整備事業

○ 都市整備課
久喜駅西口駅前広場へのドライミス
トの設置等、駅前広場施設の改修
に要する経費です。

0 8,000 0 0 △ 8,000
ドライミスト設置事業に移行しま
す。

165 ドライミスト設置事業 ○ 都市整備課
久喜駅西口駅前広場へのドライミス
トの設置等、駅前広場施設の改修
に要する経費です。

0 0 500 500 500
久喜駅西口駅前広場施設改修
整備事業から移行します。

166 街路用地管理事業 都市整備課
街路用地の管理に要する経費で
す。

1,802 5,300 5,204 3,402 △ 96
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

167 東停車場線整備事業
建設管理課
都市整備課

久喜駅東口大通りの延伸整備に要
する経費です。

210,375 118,351 85,600 △ 124,775 △ 32,751 事業の一部を先送りとします。

168 鷲宮産業団地青毛線整備事業 都市整備課
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
要する経費です。

7,200 4,000 4,000 △ 3,200 0 要求どおりとします。

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 28 / 39
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169 佐間・八甫線整備事業 都市整備課
新市の一体化を促す道路の一つで
ある佐間・八甫線の整備に要する経
費です。

62,000 92,600 56,396 △ 5,604 △ 36,204 事業の一部を先送りとします。

170 総合運動公園施設改修事業 都市整備課
総合運動公園の施設の改修に要す
る経費です。

11,527 134,258 21,074 9,547 △ 113,184 事業の一部を先送りとします。

171 （仮称）菖蒲運動公園整備事業 都市整備課
（仮称）菖蒲運動公園の整備に要す
る経費です。

44,436 522,060 300,000 255,564 △ 222,060
事業内容を精査した結果、減額
とします。

172 久喜区検察庁跡地整備事業 ○
企画政策課
都市整備課

久喜区検察庁跡地を取得し、公園と
して整備する経費です。

0 216,571 153,138 153,138 △ 63,433
事業内容を精査した結果、減額
とします。

173 太鼓田公園改修事業 ○ 菖蒲建設課
太鼓田公園を全面改修する経費で
す。

0 44,342 0 0 △ 44,342 事業の全部を先送りとします。

174 森下公園テニスコート改修事業 ○ 菖蒲建設課
テニスコートの人工芝を全面張り替
える経費です。

0 7,131 7,001 7,001 △ 130
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 29 / 39
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175
福祉健康の森健康公園改修事
業

○ 菖蒲建設課
廃止となったラベンダー堤・あやめ
園の補完のため、植栽場所を新設
する事業です。

0 2,739 0 0 △ 2,739 事業の全部を先送りとします。

176 雨水排水施設管理事業
下水道業務課
下水道施設課

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
に要する経費です。

12,208 9,185 9,107 △ 3,101 △ 78
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

177 下水道事業特別会計繰出事業 下水道業務課
下水道事業特別会計に対する繰出
金です。

1,740,000 1,993,626 1,717,687 △ 22,313 △ 275,939
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

178 市営住宅管理事業 営繕課
市営住宅柳島団地、松永団地の維
持に要する経費です。

1,306 2,293 1,293 △ 13 △ 1,000
事業内容を精査した結果、減額
とします。

179
埼玉東部消防組合負担金事業
(常備消防費)

消防防災課
埼玉東部消防組合への負担金（常
備消防分）です。

2,082,614 2,082,614 2,082,614 0 0 要求どおりとします。

180 消防団活動事業 消防防災課
火災や災害の拡大を防止するため
の消防団活動の推進に要する経費
です。

80,417 89,131 81,432 1,015 △ 7,699
事業内容及び事業費を精査し
た結果、減額とします。

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 30 / 39
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181 防災行政無線整備事業 消防防災課
防災行政無線固定系デジタル化実
施設計業務に要する経費です。

5,400 16,478 16,179 10,779 △ 299
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

182 自主防災組織育成事業 消防防災課
自主防災組織の育成を進めるため
の経費です。

8,780 8,780 8,780 0 0 要求どおりとします。

183 防災備蓄品整備事業
消防防災課
社会福祉課
健康医療課

災害時要援護者の避難生活を確保
するための食料、生活必需品及び
資機材の備蓄に要する経費です。

7,660 7,982 8,443 783 461
地域医療対策事業の一部の事
業費を統合します。

184 被災者支援システム導入事業 ○ 消防防災課
被災者支援システムの導入に要す
る経費です。

0 880 0 0 △ 880 事業の全部を先送りとします。

185 学校ＷＡＮ維持管理事業 指導課

庁舎と各学校及び各学校間におけ
るコンピュータネットワーク環境及び
校務用コンピュータ等の維持管理に
要する経費です。

35,995 44,482 39,052 3,057 △ 5,430
事業内容及び事務費を精査し
た結果、減額とします。

186
市立小・中学校学区等審議会運
営事業

○ 学務課
市立小・中学校学区等審議会を開
催するための経費です。

0 864 540 540 △ 324
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 31 / 39
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187 防犯カメラ設置事業 ○ 学務課
全ての小中学校等に防犯カメラを設
置し、安全安心な教育環境の向上を
図るための経費です。

0 6,729 4,968 4,968 △ 1,761 事業の一部を先送りとします。

188 英語教育指導事業 指導課

小学校における外国語活動、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る経費で
す。

49,347 51,717 50,817 1,470 △ 900
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

189 教職員研修事業 指導課

市教育委員会が主催する研修会
や、市教育研究部会が実施する事
業及び学校が実施する校内研修等
を通じて、教職員の資質向上を図る
ために要する経費です。

4,194 30,779 30,065 25,871 △ 714
事業内容及び事業費を精査し
た結果、減額とします。

190 小学校理科支援員等配置事業 指導課
小学校理科教育の充実、教員の指
導力の向上を図るために支援員を
派遣する経費です。

1,388 2,516 2,516 1,128 0 要求どおりとします。

191
小規模学校・小規模学級活性化
事業

○ 指導課

小規模学校・小規模学級の児童が
中学校入学時のギャップを軽減させ
るために実施する事業に要する経
費です。

0 62 62 62 0 要求どおりとします。

192 小中学校タブレット端末導入事業 ○ 指導課
市内すべての小・中学校にタブレット
端末を整備するのに要する経費で
す。

0 42,332 7,563 7,563 △ 34,769 事業の一部を先送りとします。

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 32 / 39
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193 小学校運営事業 小学校（教育総務課）
各小学校の運営に要する経費で
す。

50,373 47,540 45,847 △ 4,526 △ 1,693
事務費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

194 小学校維持管理事業

教育総務課
久喜分室
栗橋分室
鷲宮分室

各小学校の施設・設備の維持管理
に要する経費です。

161,549 153,880 151,096 △ 10,453 △ 2,784
事務費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

195 情報教育機器維持管理事業 指導課
小学校の教育用コンピュータ等の維
持管理に要する経費です。

57,131 49,885 49,849 △ 7,282 △ 36
事務費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

196 小学校教材整備事業
小学校

（学務課）
各小学校の教材の整備充足に要す
る経費です。

37,249 34,807 33,753 △ 3,496 △ 1,054
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

197 小学校耐震化整備事業
教育総務課

指導課

小学校校舎の耐震化を図る経費及
び小学校の耐震化工事に伴い、校
務用の学校ＷＡＮシステムおよび校
務用・教育用のＬＡＮケーブル等の
移設と再構築を行うのに要する経費
です。

169,535 421,303 382,954 213,419 △ 38,349
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

198 小学校プール改修事業 教育総務課
小学校のプール改修に要する経費
です。

59,826 29,390 29,390 △ 30,436 0 要求どおりとします。

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 33 / 39
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199 久喜小学校プール改築事業 教育総務課
久喜小学校のプールの改築に要す
る経費です。

318,000 4,000 4,000 △ 314,000 0 要求どおりとします。

200 青葉小学校プール改築工事 ○ 教育総務課
青葉小学校のプールの改築に要す
る経費です。

0 9,300 8,610 8,610 △ 690
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

201 中学校運営事業
中学校

（教育総務課）
各中学校の運営に要する経費で
す。

29,815 28,250 27,463 △ 2,352 △ 787
事務費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

202 中学校維持管理事業

教育総務課
久喜分室
栗橋分室
鷲宮分室

各中学校の施設・設備の維持管理
に要する経費です。

94,591 89,881 98,206 3,615 8,325
事業内容及び事業費を精査し
た結果、増額とします。

203 中学校教材整備事業
中学校

（学務課）
各中学校の教材の整備充足に要す
る経費です。

32,738 30,543 32,505 △ 233 1,962
事業内容及び事業費を精査し
た結果、増額とします。

204
バスケットボールルール改正対
応事業

○ 学務課
体育授業等で使用している器具を整
備するための経費です。

0 963 0 0 △ 963
中学校教材整備事業に統合し
ます。

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 34 / 39



No. 事業名 新規事業 担当所属所 事業の概要
平成26年度
当初予算額

（A）

平成27年度
要求額

（B）

平成27年度
査定額

（C）

比較1
（C)－（A）

比較1
（C)－（B）

査定内容

205 中学校耐震化整備事業
教育総務課

指導課

中学校校舎の耐震化を図る経費及
び中学校の耐震化工事に伴い、校
務用の学校ＷＡＮシステムおよび校
務用・教育用のＬＡＮケーブル等の
移設と再構築を行うのに要する経費
です。

1,881 89,132 87,522 85,641 △ 1,610
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

206 幼稚園管理事業 幼稚園（学務課）
各幼稚園の管理に要する経費で
す。

7,201 6,965 6,819 △ 382 △ 146
事務費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

207 幼稚園運営事業
幼稚園

（学務課）
各幼稚園の運営に要する経費で
す。

28,279 27,389 27,719 △ 560 330
事務費の積算内容を精査した
結果、増額とします。

208 幼稚園就園奨励費補助事業 学務課
幼稚園教育の振興を図るため、私
立幼稚園在籍園児の保護者への適
切な支援を行うための経費です。

239,176 199,174 199,174 △ 40,002 0 要求どおりとします。

209
市立幼稚園保育料等検討委員
会運営事業

○ 学務課
子ども子育て新制度による公立幼
稚園の適正な保育料を検討するた
めの経費です。

0 540 540 540 0 要求どおりとします。

210 放課後子ども教室推進事業 生涯学習課
小学校の余裕教室等を活用し、子ど
もたちの安全安心な活動拠点を設
ける経費です。

7,553 6,454 6,161 △ 1,392 △ 293
事業内容及び事業費を精査し
た結果、減額とします。

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 35 / 39



No. 事業名 新規事業 担当所属所 事業の概要
平成26年度
当初予算額
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査定内容

211
いきいき活動センターしずか館管
理事業

生涯学習課
いきいき活動センターしずか館の管
理に要する経費です。

8,452 8,024 7,964 △ 488 △ 60
事務費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

212 公民館管理事業 中央公民館
公民館の施設及び設備の維持管理
に要する経費です。

65,136 68,474 64,768 △ 368 △ 3,706
事務費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

213 公民館運営事業 中央公民館 公民館の運営に要する経費です。 24,290 26,050 23,710 △ 580 △ 2,340
事務費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

214 森下公民館施設改修事業 ○ 中央公民館
公民館施設及び設備の改修に要す
る経費です。

0 2,235 0 0 △ 2,235 事業の全部を先送りとします。

215 図書館資料整備事業 中央図書館
図書、雑誌、新聞、視聴覚資料等の
図書館資料の充実に係る経費で
す。

38,202 34,653 34,247 △ 3,955 △ 406
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

216 中央図書館施設設備更新事業 中央図書館
図書館利用者が安心して快適に利
用できるよう施設設備の改修工事、
修繕工事を行うための経費です。

8,443 4,946 883 △ 7,560 △ 4,063 事業の一部を先送りとします。

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 36 / 39



No. 事業名 新規事業 担当所属所 事業の概要
平成26年度
当初予算額
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（B）
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比較1
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査定内容

217 文化財保護事業 文化財保護課
市指定文化財の保護・保存、活用及
び啓発活動等に要する経費です。

5,212 5,645 4,304 △ 908 △ 1,341
事業内容及び事業費を精査し
た結果、減額とします。

218 市史編さん事業 文化財保護課
久喜市栗橋町史編さん事業に要す
る経費です。

11,546 6,196 4,721 △ 6,825 △ 1,475
事業内容及び事業費を精査し
た結果、減額とします。

219 郷土資料館管理事業 文化財保護課
郷土資料館の維持管理に要する経
費です。

506 1,127 901 395 △ 226
事業内容及び事業費を精査し
た結果、減額とします。

220 特別企画展等実施事業 文化財保護課
特別展・企画展の開催及び青葉小
学校文化財展示室リニューアル化
に要する経費です。

2,390 3,874 3,239 849 △ 635
事業内容及び事業費を精査し
た結果、減額とします。

221 （仮称）久喜マラソン大会事業 ○ 生涯学習課
（仮称）久喜マラソン大会の実施に
要する経費です。

0 14,426 5,000 5,000 △ 9,426
事業内容及び事業費を精査し
た結果、減額とします。

222
久喜市スポーツ推進計画策定事
業

○ 生涯学習課
久喜市スポーツ推進計画を策定す
るための審議会に係る経費です。

0 270 270 270 0 要求どおりとします。

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 37 / 39
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223 体育施設管理事業 生涯学習課
体育施設、B＆G海洋センターの管
理に要する経費です。

179,546 178,699 176,778 △ 2,768 △ 1,921
事業費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

224
栗橋B＆G海洋センター用地買収
事業

○ 生涯学習課
栗橋B＆G海洋センター用地の買収
に要する経費です。

0 65,559 3,475 3,475 △ 62,084
事業内容及び事業費を精査し
た結果、減額とします。

225 学校給食運営事業
学務課

教育総務課
安全で安心な学校給食を実施、運
営するための経費です。

1,132,743 1,208,861 1,197,881 65,138 △ 10,980
事業内容及び事業費を精査し
た結果、減額とします。

226 元金償還事業 財政課
市債の元金償還に要する経費で
す。

4,676,724 4,880,732 4,880,732 204,008 0 要求どおりとします。

227 利子償還事業 財政課
市債の利子償還に要する経費で
す。

618,738 548,254 548,254 △ 70,484 0 要求どおりとします。

228
場外発売場環境整備基金積立
事業

企画政策課
場外発売場環境整備基金への積立
金です。

105,012 120,025 120,025 15,013 0 要求どおりとします。

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 38 / 39
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229
東日本大震災復興交付金基金
積立事業

都市整備課
東日本大震災復興交付金基金への
積立に係る経費です。

73,286 4,425,994 4,345,522 4,272,236 △ 80,472
事務費の積算内容を精査した
結果、減額とします。

230
新ごみ処理施設整備基金積立事
業

○ 環境課
新ごみ処理施設整備基金への積立
金です。

0 50,001 50,001 50,001 0 要求どおりとします。

231
（仮称）本多静六記念　市民の
森・緑の公園整備基金積立事業

○ 都市整備課
（仮称）本多静六記念　市民の森・緑
の森の公園整備基金への積立金で
す。

0 200,001 200,001 200,001 0 要求どおりとします。

※事務費とは、「事業を執行するための事務処理を進める上で必要となる内部的な経費」のことです。
※事業費とは、「事業を執行する上で事業そのものに必要となる対外的な経費」のことです。 39 / 39


