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杉戸町長 古谷松雄 

平成２7年４月 

平成2７年度は、町の設計書である「第５次杉戸町総合振興計画」がスター

トして折り返し地点の５年目を迎えます。地方分権改革の進展に伴い、これか

らのまちづくりは、自らの責任と判断で進むべき方向を決定していかなければ

ならず、町民のみなさまと町議会、行政とが一体となってまちづくりを進める

必要があります。 

従来の予算書は、専門用語がたくさん並び、ページ数も多かったため、町民

のみなさまが手に取ってご覧になることは少なかったことと思います。そこ

で、本年度も町民のみなさまに、杉戸町の予算や財政状況のあらましを知って

いただくため、わかりやすい内容に編集した「平成２７年度 みんなの予算書」

を作成しました。「みんなの予算書」では、本年度予算に盛り込まれた注目事

業や新規・重点事業の紹介をさせて頂いております。 

この予算書をきっかけに、まちづくりに興味をもっていただければ幸いに存

じます。 
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平成２７年度予算のポイント平成２７年度予算のポイント平成２７年度予算のポイント平成２７年度予算のポイント    

杉戸町 

我が国においては、急速な高齢化を背景とする社会保障費の増加、リーマンショック

後の経済危機への対応、名目経済成長率の低迷等もあり、財政状況は大幅に悪化し、極

めて厳しい状況にあります。そのため、強い経済の実現による税収の増加等と、聖域な

き徹底的な歳出削減を一層加速させることにより、経済再生が財政健全化を促し、財政

の健全化の進展が経済再生の進展に寄与する好循環を目指しているところです。 

一方、当町の財政状況については、町債残高の減少や、将来負担比率の低下など、近

年、一部改善傾向を示しています。しかし、財政運営の根幹を成す町税収入が減少して

いるほか、地方交付税も減少するという状況の中、社会保障関係費の増加や公共資産の

老朽化対策等の行政需要が増大し、町の財政運営は依然として厳しい状況にあります。 

平成２７年度予算はこのような状況を背景として、財政の健全性に配慮しつつ、人口

減少・少子高齢化社会に対応すべく、魅力あるまちづくりに取り組むとともに、常に、

人口構成や社会経済情勢の変化、住民ニーズの変化を見極めながら、「確かな安心を構

築する予算」として編成しました。特に重点取組事項として「子育て」「健康」「安

心・安全」「環境」「地域創生」の５つを位置づけ、限りある財源を効率的に配分して

います。  

そして、第５次総合振興計画に掲げる町の将来像の実現を図るべく、現在及び将来に

わたり、町民の皆様の「確かな安心」へつながる施策・事務事業に積極的に取り組む予

算としました。 

 

 ①予算規模 

  一般会計 12,824,000千円（前年度比 7.9％増） 

  特別会計 11,891,231千円（前年度比 4.9％増） 

  

 ②重点取組事項と注目事業 

   

 

 

    平成２７年度予算のポイント平成２７年度予算のポイント平成２７年度予算のポイント平成２７年度予算のポイント    

重点取組事項 注目事業 頁数 

子育て 統合幼稚園・保育園複合施設建設事業 Ｐ５ 

健康 スポーツ推進事業 Ｐ６ 

安心・安全 橋の耐震補強、長寿命化事業 Ｐ７ 

環境 杉戸第二小学校への太陽光発電設備整備事業 Ｐ７ 

地域創生 地域創生！杉戸町魅力再発見（杉戸宿開宿400周年関連）事業 Ｐ８ 
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ⅠⅠⅠⅠ    平成２７年度一般会計予算の規模平成２７年度一般会計予算の規模平成２７年度一般会計予算の規模平成２７年度一般会計予算の規模    

    平成２７年度予算の規模について平成２７年度予算の規模について平成２７年度予算の規模について平成２７年度予算の規模について    

杉戸町 

    一般会計一般会計一般会計一般会計    歳入歳入歳入歳入    

＜用語解説＞ 

○譲与税・交付金 

 国や県へ納めた税

の一部等を国や県か

ら受取るお金です。 

 

○地方交付税 

 行政サービスの一

定水準の確保のため

に、国から受取るお

金です。 

 

○国庫支出金 

 国からの補助金な

どです。 

 

○県支出金 

 県からの補助金な

どです。 

 

○繰入金  

 各種基金（町の貯

金）をおろしたお金

です。 

 

○繰越金 

 昨年度の予算から

引き継いできたお金

です。 

 

○町債 

 公共施設の整備等に

使う町の借金です。 

増減額 伸び率

一般会計　 12,824,000 11,880,000 944,000 7.9

特別会計　計 11,891,231 11,335,356 555,875 4.9

  国民健康保険特別会計

6,305,158 5,635,000 670,158 11.9

  後期高齢者医療特別会計

407,798 389,229 18,569 4.8

  介護保険特別会計

2,719,613 2,853,625 ▲ 134,012 ▲ 4.7

  公共下水道事業特別会計

998,247 818,256 179,991 22.0

  水道事業会計

1,460,415 1,639,246 ▲ 178,831 ▲ 10.9

合　計 24,715,231 23,215,356 1,499,875 6.5

会　計　名

（単位：千円、％）

比較増減

27年度予算額 26年度予算額

増減額 伸び率

町税 5,198,753 5,240,327 ▲ 41,574 ▲ 0.8

譲与税・交付金 872,000 713,000 159,000 22.3

地方交付税 1,641,000 1,673,000 ▲ 32,000 ▲ 1.9

分担金及び負担金 433,188 519,340 ▲ 86,152 ▲ 16.6

使用料及び手数料 220,689 223,452 ▲ 2,763 ▲ 1.2

国庫支出金 1,038,078 935,633 102,445 10.9

県支出金 751,122 682,595 68,527 10.0

繰入金 743,323 543,420 199,903 36.8

繰越金 180,000 180,000 0 0.0

町債 1,385,400 790,500 594,900 75.3

その他 360,447 378,733 ▲ 18,286 ▲ 4.8

合　計 12,824,000 11,880,000 944,000 7.9

比較増減

（単位：千円、％）

区　分 27年度予算額 26年度予算額

町税

5,198,753

40.5%

譲与税・交付金

872,000

6.8%

地方交付税

1,641,000  12.8%

分担金及び負担金

433,188   3.4%

使用料及び手数料

220,689   1.7%

国庫支出金

1,038,078   8.1%

県支出金

751,122 5.9%

繰入金

743,323 5.8%

繰越金

180,000 1.4%

町債

1,385,400  10.8%

その他

360,447 2.8%
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杉戸町 

    一般会計一般会計一般会計一般会計    歳出（目的別）歳出（目的別）歳出（目的別）歳出（目的別）    

＜用語解説＞ 

○議会費 

 議員の報酬など、議会の運

営に必要なお金です。 

 

○総務費 

 広報紙の発行、役場庁舎の

管理、選挙などに使うお金で

す。 

○民生費 

 障がい者や高齢者等に対す

る支援や保育園の運営などに

使うお金です。国民健康保険

特別会計への繰出金もここに

含まれます。 

 

○衛生費 

 母子保健・予防接種などの

保健事業やごみ処理・リサイ

クル事業などに使うお金で

す。 

 

○労働費 

 労働者の福祉向上や就労支

援などに使うお金です。 

 

○農林水産業費 

 農業振興、技術の普及など

に使うお金です。 

 

○商工費 

 観光宣伝や商工業の活性

化、消費生活相談などに使う

お金です。 

 

○土木費 

 道路や公園、町営住宅など

に使うお金です。公共下水道

事業特別会計への繰出金もこ

こに含まれます。 

 

○消防費 

 消防や救急活動などに使う

お金です。 

 

○教育費 

 小・中学校、幼稚園、図書

館 及 び 公 民 館の 管 理 や、文

化・スポーツ振興などに使う

お金です。 

 

○公債費 

 過去に借りた町債（町の借

金）の返済に使うお金です。 

（単位：千円、％）

増減額 伸び率

議会費 141,324 133,365 7,959 6.0

総務費 1,384,685 1,364,503 20,182 1.5

民生費 4,147,078 4,010,104 136,974 3.4

衛生費 1,381,596 1,397,670 ▲ 16,074 ▲ 1.2

労働費 3,582 3,577 5 0.1

農林水産業費 126,279 136,485 ▲ 10,206 ▲ 7.5

商工費 102,756 128,938 ▲ 26,182 ▲ 20.3

土木費 1,020,233 1,101,199 ▲ 80,966 ▲ 7.4

消防費 776,717 769,214 7,503 1.0

教育費 2,720,785 1,697,548 1,023,237 60.3

公債費 997,323 1,115,667 ▲ 118,344 ▲ 10.6

その他 21,642 21,730 ▲ 88 ▲ 0.4

合　計 12,824,000 11,880,000 944,000 7.9

区　分 27年度予算額 26年度予算額

比較増減

議会費

141,324   1.1%

総務費

1,384,685 10.8%

民生費

4,147,078  32.3%

衛生費

1,381,596  10.8%

労働費

3,582   0.0%

農林水産業費

126,279  1.0%

商工費

102,756  0.8%

土木費

1,020,233  7.9%

消防費

776,717  6.1%

教育費

2,720,785  21.2%

公債費

997,323  7.8%

その他

21,642  0.2%
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杉戸町 

    一般会計一般会計一般会計一般会計    歳出（性質別）歳出（性質別）歳出（性質別）歳出（性質別）    

＜用語解説＞ 

○人件費 

 議員、町長、町職員

等の給与や各種委員の

報酬に使うお金です。 

 

○扶助費 

 子ども・高齢者・障

がい者などの支援に使

うお金です。 

 

○公債費 

 過 去 に 借 り た 町 債

（町の借金）の返済に

使うお金です。 

 

○普通建設事業費 

 道路や学校などの公

共施設の建設等に使う

お金です。 

 

○物件費 

 消耗品や光熱水費な

どの事務経費です。仕

事を民間事業者に委託

する委託料もここに含

まれます。 

 

○維持補修費 

 施設・設備の修繕等

に使うお金です。 

 

○補助費等 

 さまざまな団体への

補助金などです。埼玉

東部消防組合に対する

負担金もここに含まれ

ます。  

 

○繰出金 

 国民健康保険や公共

下水道事業などの特別

会計のために使うお金

です。 

（単位：千円、％）

増減額 伸び率

義務的経費計 5,722,188 5,702,578 19,610 0.3

 人件費 2,704,736 2,625,515 79,221 3.0

 扶助費 2,020,129 1,961,409 58,720 3.0

 公債費 997,323 1,115,654 ▲ 118,331 ▲ 10.6

投資的経費計 1,855,586 957,676 897,910 93.8

 普通建設事業費

1,855,586 957,676 897,910 93.8

その他の経費計 5,246,226 5,219,746 26,480 0.5

 物件費 2,475,078 2,534,743 ▲ 59,665 ▲ 2.4

 維持補修費 100,569 92,543 8,026 8.7

 補助費等 1,193,786 1,150,065 43,721 3.8

 繰出金 1,446,650 1,412,164 34,486 2.4

 その他 30,143 30,231 ▲ 88 ▲ 0.3

合　計 12,824,000 11,880,000 944,000 7.9

比較増減

区　分 27年度予算額 26年度予算額

人件費

2,704,736  21.0%

扶助費

2,020,129  15.7%

公債費

997,323  7.8%

普通建設事業費

1,855,586  14.5%

物件費

2,475,078 19.3%

維持補修費

100,569   0.8%

補助費等

1,193,786   9.3%

繰出金

1,446,650   11.3%

その他

30,143   0.3%
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ⅡⅡⅡⅡ    平成２７年度平成２７年度平成２７年度平成２７年度    杉戸町の注目事業杉戸町の注目事業杉戸町の注目事業杉戸町の注目事業    その１（子育て）その１（子育て）その１（子育て）その１（子育て）    

杉戸町 

    統合幼稚園・保育園複合施設の開園に向けて統合幼稚園・保育園複合施設の開園に向けて統合幼稚園・保育園複合施設の開園に向けて統合幼稚園・保育園複合施設の開園に向けて    

    （平成２８年４月開園予定）（平成２８年４月開園予定）（平成２８年４月開園予定）（平成２８年４月開園予定）    
     

  

  

  

 

  

    

  ～基本施策３「人を育む

～基本施策３「人を育む～基本施策３「人を育む

～基本施策３「人を育む 

  

 心豊かなまち」～

心豊かなまち」～心豊かなまち」～

心豊かなまち」～    
【担当】教育総務課 庶務管理担当（内線394） 

    子育て支援課 保育担当（内線268） 

 町立の中央第二幼稚園、東幼稚園、南幼稚園を一つに 

統合した幼稚園に保育園を併設した複合施設を新しく造 

ります。 

 園舎は埼玉県産木材を利用した平屋建てで、日当たり 

がよく、広々とした施設で、子供たちが元気いっぱいに 

遊び、学べる環境を確保します。 

 

○施設の概要 

 建設予定箇所：大字清地地内                   

（旧給食センター・旧老人憩の家跡地） 

 建物構造  ：木造平屋建（埼玉県産木材を利用） 

 園舎床面積 ：2,200㎡予定 

 開園予定  ：平成28年４月１日 

 受入児童  ：保育園 ０才～５才（定員100人予定） 

        幼稚園 ３才～５才（定員180人予定） 

・町のお金      402,948千円 

・県のお金     250,000千円 

・町の貯金の取崩し 150,000千円   

（公共施設改修基金）  

・町の借金（地方債）250,000千円 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

     1,052,9481,052,9481,052,9481,052,948千円千円千円千円 

  

 

中央第二幼稚園 

南幼稚園 

東幼稚園 

１

つ

に

統

合

 

☆統合幼稚園・保育園複合施設

☆統合幼稚園・保育園複合施設☆統合幼稚園・保育園複合施設

☆統合幼稚園・保育園複合施設 

  

 平面図（計画案）☆

平面図（計画案）☆平面図（計画案）☆

平面図（計画案）☆ 

  

 

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

重点

重点重点

重点 

  

 

（うち平成26年度からの繰越分 962,531千円）  
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杉戸町 

平成２７年度平成２７年度平成２７年度平成２７年度    杉戸町の注目事業杉戸町の注目事業杉戸町の注目事業杉戸町の注目事業    その２（健康）その２（健康）その２（健康）その２（健康）    

    スポーツでいい汗かいて、健康にスポーツでいい汗かいて、健康にスポーツでいい汗かいて、健康にスポーツでいい汗かいて、健康に    
         

  

 

  

    

  ～基本施策３「人を育む

～基本施策３「人を育む～基本施策３「人を育む

～基本施策３「人を育む 

  

 心豊かなまち」～

心豊かなまち」～心豊かなまち」～

心豊かなまち」～    

・町のお金        4,402千円 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

       4,402  4,402  4,402  4,402千円千円千円千円 

  

 

 日常の健康維持のためには、バランスのと 

れた食事や十分な睡眠のほか、適度な運動が 

重要です。 

 町では、特に「だれでも」「どこでも」 

「ひとりでも」気軽に取り組むことができる 

ウオーキングや健康運動（ストレッチなど） 

を普及させる取組を実施します。  

☆ウオーキングで健康に☆ 

 

○各種スポーツイベントの開催 1,282千円 

 ・町民体育祭 

 ・ウオーキング教室 

 ・ウオーキング大会 

 ・ウオーキングマップの作成 

 ・ストレッチ教室 

○杉戸町体育協会への補助金 1,620千円 

○新春マラソン大会実行委員会への補助 1,500千円 

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

一新 

新 

新 

【担当】社会教育課   

    スポーツ振興担当（内線493） 

☆第31回新春マラソン大会 

（平成27年1月）☆ 

☆第34回町民体育祭 

（平成26年10月）☆ 

一部新規

一部新規一部新規

一部新規 
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杉戸町 

平成２７年度平成２７年度平成２７年度平成２７年度    杉戸町の注目事業杉戸町の注目事業杉戸町の注目事業杉戸町の注目事業    そのそのそのその3333（安心・安全）（安心・安全）（安心・安全）（安心・安全）    

・町のお金       36,398千円 

・国からのお金   69,520千円 

・町の借金（地方債）54,600千円 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

         160,518160,518160,518160,518千円千円千円千円 

  

 

 

○町道Ⅰ級５号線築

つき

道

みち

陸橋耐震補強補修事業 

 ・耐震補強補修工事（東武日光線跨線部分）135,000千円 

 ・耐震補強工事（アプローチ部分） 16,500千円 

 ・現場施工監理業務委託 7,000千円 

  高野台地内の東武日光線の軌道上に架かる町道Ⅰ級５号 

 線築道陸橋の耐震補強補修事業を継続して実施します。 

○鹿島橋（埼葛広域農道上）の定期点検の実施 330千円 

○４４号橋（埼葛広域農道上）耐震補強補修設計  

   1,688千円 

  県が実施する耐震補強事業（点検診断を含む）に対して

負担金を支払います。 

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

    橋の耐震補強、長寿命化を実施します橋の耐震補強、長寿命化を実施します橋の耐震補強、長寿命化を実施します橋の耐震補強、長寿命化を実施します    
 

  

 

 

  

  

  

 ～基本施策５「安心・安全で、やすらぎのあるまち」～

～基本施策５「安心・安全で、やすらぎのあるまち」～～基本施策５「安心・安全で、やすらぎのあるまち」～

～基本施策５「安心・安全で、やすらぎのあるまち」～    

 老朽化する橋の定期点検、または耐震補強等を実施し、地域 

交通の安全を確保します。 

☆築

つき

道

みち

陸橋☆ 

（うち平成26年度からの繰越分 158,500千円） 

新 

一新 

重点

重点重点

重点 

  

 

平成２７年度平成２７年度平成２７年度平成２７年度    杉戸町の注目事業杉戸町の注目事業杉戸町の注目事業杉戸町の注目事業    その４（環境）その４（環境）その４（環境）その４（環境）    

 

○杉戸第二小学校への太陽光発電設備及び蓄電池の整備 

19,819千円 

 ・年間発電量 約10,500kwh（予定） 

 ・非常時の電源としてのみならず、日常の電源としても利

用することができ、電気料の削減が図られます。 

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

    杉戸第二小学校に太陽光発電設備を整備します杉戸第二小学校に太陽光発電設備を整備します杉戸第二小学校に太陽光発電設備を整備します杉戸第二小学校に太陽光発電設備を整備します    
 

  

 

        ～基本施策６「快適で、ゆとりのあるまち」～

～基本施策６「快適で、ゆとりのあるまち」～～基本施策６「快適で、ゆとりのあるまち」～

～基本施策６「快適で、ゆとりのあるまち」～    

【担当】環境課  

    環境保全担当 

    （℡38-0401） 

 エネルギー問題に積極的に取り組むまちづくりを推進する 

ため、地区防災センターに指定されている杉戸第二小学校に 

太陽光発電設備及び蓄電池を整備します。 

新規

新規新規

新規 

  

 

・県からのお金     19,819千円 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

         19,81919,81919,81919,819千円千円千円千円 

  

 

☆学校でも環境対策☆ 

【担当】都市施設整備課  

    道路治水担当（内線379） 
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一部新規

一部新規一部新規

一部新規 

  

 

    地域創生！杉戸町魅力再発見地域創生！杉戸町魅力再発見地域創生！杉戸町魅力再発見地域創生！杉戸町魅力再発見                            

    （（（（まもなく日光街道「杉戸宿」開宿まもなく日光街道「杉戸宿」開宿まもなく日光街道「杉戸宿」開宿まもなく日光街道「杉戸宿」開宿400400400400周年）周年）周年）周年）    
     

  

 

  

    

  ～基本施策４「活力を育み、賑わいのあるまち」～

～基本施策４「活力を育み、賑わいのあるまち」～～基本施策４「活力を育み、賑わいのあるまち」～

～基本施策４「活力を育み、賑わいのあるまち」～    

一部新規

一部新規一部新規

一部新規 

  

 

杉戸町 

 

○杉戸宿魅力再発見協議会の実施 163千円 

  杉戸宿の魅力を再発見し、その活用策を検討します。 

○杉戸宿魅力再発見官学連携事業助成金 300千円 

  近隣の大学などの知識を活用し、杉戸宿の歴史の再現

等に取り組みます。 

○杉戸宿の魅力と資源を活用した 

 地域商業活性化事業補助金 2,000千円 

  新たな観光資源や町の魅力となるものを発掘すること

で、商業活性化につながる事業に対して補助をします。 

○町内ガイドブックの作成 10,000千円 

  杉戸の魅力を発信するガイドブックを発行します。 

○観光案内拠点の整備 6,500千円 

  町の観光に活用できる拠点を整備します。 

○町内周遊ルート等の整備 8,340千円 

  主要な見学地に説明看板を設置するとともに、町歩き

の案内役としてのルートサインを設置します。 

○杉戸宿ブランディング支援事業費補助金 7,000千円 

  杉戸のグルメなどを開発・ブランド化して、全国に発

信する事業に対して補助をします。 

○「杉戸宿学び塾」講演会の開催 30千円 

  杉戸宿への見識を深める講演会を実施します。 

【担当】商工観光課 魅力発信担当（内線308） 

    社会教育課 町史・文化財担当（内線482） 

平成２７年度平成２７年度平成２７年度平成２７年度    杉戸町の注目事業杉戸町の注目事業杉戸町の注目事業杉戸町の注目事業    その５（地域創生）その５（地域創生）その５（地域創生）その５（地域創生）    

 日光街道の江戸から第5番目の宿場町であった 

「杉戸宿」は1616年に開宿し、2016年（平成 

28年）に400周年を迎えます。 

 杉戸宿の歴史的遺産などが持っている魅力を再 

度見つめ直し、町の観光資源としてPRすること 

で、知名度を向上させ、観光客を呼び込み、町の 

活性化につなげます。 

新 

新 

新 

新 

☆ボランティアガイド「杉戸宿案内人」 

による杉戸宿めぐり☆ 

☆杉戸宿の歴史的建造物☆ 

・町のお金        2,493千円 

・国からのお金    31,840千円 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

       34,333  34,333  34,333  34,333千円千円千円千円 

  

 

（うち平成26年度からの繰越分 31,840千円）  

☆杉戸宿 

まちあるき 

マップ☆ 

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

新 

新 

新 
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１１１１    人をつなぎ、語らいのあるまち人をつなぎ、語らいのあるまち人をつなぎ、語らいのあるまち人をつなぎ、語らいのあるまち    

杉戸町 

ⅢⅢⅢⅢ    平成２７年度一般会計予算における主要事業平成２７年度一般会計予算における主要事業平成２７年度一般会計予算における主要事業平成２７年度一般会計予算における主要事業    

    町の未来の設計図を更新します町の未来の設計図を更新します町の未来の設計図を更新します町の未来の設計図を更新します    
（第５次杉戸町総合振興計画後期基本計画等の作成）

（第５次杉戸町総合振興計画後期基本計画等の作成）（第５次杉戸町総合振興計画後期基本計画等の作成）

（第５次杉戸町総合振興計画後期基本計画等の作成） 

  

 

一部新規

一部新規一部新規

一部新規 

  

 

 町政に関する各種情報を提供するとともに、町民のみなさ 

まからの意見や発想を町政に反映させるため、「まちづくり 

懇談会」を実施します。 

☆みなさまの意見を町政に反映させます☆ 

・町のお金          110千円 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

                     110110110110千円千円千円千円 

  

 

 

○まちづくり懇談会の実施 

 ・町長や町職員が町内の各地域に出向いて、町民のみなさ

んと懇談会を実施します。 

 ・特定の課題について、必要に応じて、個別に町民のみな 

  さまからの意見を反映させるために実施します。 

    町長が各地域を訪問し、みなさまのご意見を伺います町長が各地域を訪問し、みなさまのご意見を伺います町長が各地域を訪問し、みなさまのご意見を伺います町長が各地域を訪問し、みなさまのご意見を伺います    

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

【担当】秘書広報課 秘書担当 

              (内線205） 

        各担当課 

・今後のまちづくりの方向性とその実現のための指針となる 

 「第５次杉戸町総合振興計画後期基本計画」を作成します。 

・より効率的な行政サービスを行えるよう、「第６次杉戸町 

 行政改革大綱」を作成します。 

・人口減少、少子高齢化を克服して地域の活力を向上させるた 

 めの「杉戸町版総合戦略」を策定します。 

☆まちづくり町民会議での意見発表☆ 

・町のお金         958千円 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

             8,9588,9588,9588,958千円千円千円千円 

  

 

 

○「第５次杉戸町総合振興計画後期基本計画」の作成 873千円 

  まちづくり懇談会やパブリックコメントを実施し、町民の

みなさまの意見を参考に計画を作成します。 

○「第６次杉戸町行政改革大綱」の作成 85千円  

  行政改革推進会議を開き、町民のみなさまの意見を参考に

大綱を作成します。 

○「杉戸町版総合戦略」の策定 8,000千円  

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

【担当】政策財政課  

    政策行革担当（内線209） 

新 

（うち平成26年度からの繰越分 8,000千円）  

・国からのお金      8,000千円 
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１

１１

１ 

  

 人をつなぎ、語らいのあるまち

人をつなぎ、語らいのあるまち人をつなぎ、語らいのあるまち

人をつなぎ、語らいのあるまち 

  

 

杉戸町 

 

☆町民のみなさまの意見をふまえた 

自治基本条例が制定されました☆ 

・町民のみなさまが自主的に取り組む公共性の高いまちづく 

 り活動に対して、町が支援します。 

・住民コミュニティづくりのための支援を行います。 

・町民のみなさま、議会及び執行機関が協働してまちづくり 

 を進めるための基本理念・基本原則を定めた自治基本条例 

 の普及啓発活動を行います。 

・町のお金        3,030千円 

・その他のお金     7,400千円 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

             10,43010,43010,43010,430千円千円千円千円 

  

 

 

○みんなでつくるまちづくり活動の支援 3,000千円 

  町内団体が自主的・自発的に取り組むことにより、まち

づくりへつながる活動を支援します。 

○コミュニティ事業に対する助成 7,400千円 

  地域のコミュニティ活動を充実させるため、活動に直接

必要な設備の整備に関する事業に対して助成を行います。 

○自治基本条例の普及啓発 30千円 

  平成26年度に制定された自治基本条例や、地域コミュ

ニティ活動の活性化策などについて講演会を開催します。

また、各種団体等の会合時においても説明会を実施するな

ど、積極的な普及啓発活動を行います。 

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

    町民が主役のまちづくりをすすめます町民が主役のまちづくりをすすめます町民が主役のまちづくりをすすめます町民が主役のまちづくりをすすめます    【担当】住民参加推進課 住民生活担当（内線283） 

    マイナンバー制度が実施されますマイナンバー制度が実施されますマイナンバー制度が実施されますマイナンバー制度が実施されます    【担当】総務課 情報統計担当（内線207） 

 行政の効率化、住民の利便性向上のための社会保障・税番号 

制度（マイナンバー制度）が平成28年１月より導入開始さ 

れるにあたり、必要な準備としてシステム改修等を行います。 

新規

新規新規

新規 

  

 

 

○システムの改修 12,656千円 

  住民情報、税情報等のシステムをマイナンバー制度に対

応するために改修します。 

○中間サーバー管理運用負担金 6,536千円 

  他団体とマイナンバーに関する情報を送受信するために

必要な中間サーバー（全自治体で共有）の管理費を負担し

ます。 

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

新 

新 

☆平成28年１月導入開始予定です☆ 

・町のお金        3,091千円 

・国からのお金    16,101千円 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

             19,19219,19219,19219,192千円千円千円千円 
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１

１１

１ 

  

 人をつなぎ、語らいのあるまち

人をつなぎ、語らいのあるまち人をつなぎ、語らいのあるまち

人をつなぎ、語らいのあるまち 

  

 

杉戸町 

 

・町のお金         199千円 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

                 199199199199千円千円千円千円 

  

 

 

○平和企画展の実施 70千円    

  核兵器や放射能汚染の恐ろしさや根絶への重要性を改め

て知ってもらうため、パネルや参考資料の展示を中心とし

た平和企画展を実施します。 

○平和企画展講演会の実施 20千円  

  有識者による講演会などを通じて、戦争の恐ろしさをあ

らためて認識し、平和な社会づくりを目指します。 

○平和記念式典への参加 109千円 

  広島市で開催される平和記念式典に参加します。 

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

    終戦・被爆終戦・被爆終戦・被爆終戦・被爆70707070年、平和な社会の永続を祈って年、平和な社会の永続を祈って年、平和な社会の永続を祈って年、平和な社会の永続を祈って    
【担当】住民参加推進課  

    国際化・交流担当（内線287） 

☆平和企画展☆ 

 終戦・被爆70年を迎え、改めて戦争や核兵器の悲惨さや 

平和の素晴らしさを多くの方が知り、平和な社会の実現を呼 

びかけるため平和企画展等を開催します。 

新 

一部新規

一部新規一部新規

一部新規 

  

 

    福島県富岡町等のみなさまの支援を継続します福島県富岡町等のみなさまの支援を継続します福島県富岡町等のみなさまの支援を継続します福島県富岡町等のみなさまの支援を継続します    

 

○避難されている方々が住まわれている国家公務員宿舎 

 （杉戸住宅）の維持管理経費 1,941千円 

○町内の小・中学校に通う被災児童生徒の就学援助費  

 215千円 

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

【担当】住民参加推進課 消防・防災担当（内線288) 

    学校教育課 学務担当（内線390） 

 東日本大震災での東京電力福島第一原子力発電所の事故に 

より、福島県富岡町（当町の友好都市）等から杉戸町に避難 

されている方々への支援を引き続き実施します。 

☆富岡町の復興を願っています☆ 

・町のお金          1千円 

・県からのお金     2,155千円 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

                 2,1562,1562,1562,156千円千円千円千円 
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１

１１

１ 

  

 人をつなぎ、語らいのあるまち

人をつなぎ、語らいのあるまち人をつなぎ、語らいのあるまち

人をつなぎ、語らいのあるまち 

  

 

杉戸町 

 

・身近な役場でパスポートの申請・交付業務を行い、町民の 

 みなさまの利便性の向上を図ります。 

・他国民との友好・信頼を深めるため、姉妹都市との相互訪 

 問・文化交流を行います。 

・町のお金         624千円 

・県からのお金      967千円 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

             1,5911,5911,5911,591千円千円千円千円 

  

 

 

○パスポートの申請・交付（役場町民課内） 967千円 

 ・平日及び毎月第２、第４日曜日（午前中） 

  ※日曜日は交付のみの取扱いとなります。  

 ・パスポートの申請等の各種手続、受取りができます。 

○バッセルトン市への訪問 624千円 

  姉妹都市提携を結んでいるオーストラリア・バッセルト

ン市へ杉戸町から訪問団が訪問し、文化交流を行います。 

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

    杉戸町から世界へ杉戸町から世界へ杉戸町から世界へ杉戸町から世界へ    
【担当】町民課 住民・戸籍担当（内線254） 

    住民参加推進課 国際化・交流担当（内線287） 

☆バッセルトン市との国際交流☆ 

 差別を許さない社会をつくるため各種研修会を実施すると 

ともに、埼玉県、近隣市町及び関係団体との連絡調整を図 

り、人権教育の効果的・継続的な推進に努めます。 

・町のお金        1,353千円 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

             1,3531,3531,3531,353千円千円千円千円 

  

 

 

○人権教育合同研修会の実施（毎年実施） 

○人権作文発表会、人権教育講演会の実施（毎年実施） 

○各種研修会等への参加  

○人権教育推進協議会に対する補助  

○埼葛人権を考えるつどいの実施（近隣市町と共同実施） 

  

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

    真に人権を尊重できる社会を目指します真に人権を尊重できる社会を目指します真に人権を尊重できる社会を目指します真に人権を尊重できる社会を目指します    
【担当】社会教育課 社会教育担当（内線482） 

    人権・男女共同参加推進室（内線217） 

☆人権教育合同研修会☆ 
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１

１１

１ 

  

 人をつなぎ、語らいのあるまち

人をつなぎ、語らいのあるまち人をつなぎ、語らいのあるまち

人をつなぎ、語らいのあるまち 

  

 

杉戸町 

 

    男女が互いに尊重し、生活できる男女が互いに尊重し、生活できる男女が互いに尊重し、生活できる男女が互いに尊重し、生活できる    

 共同社会を目指して 共同社会を目指して 共同社会を目指して 共同社会を目指して    

・ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）に対する正しい認 

 識を深めるため、ＤＶ防止等を目的とした研修を実施しま 

 す。 

・ＤＶをはじめ、様々な問題に悩む女性を支援するため、女 

 性相談を実施します。 

・女性も男性も、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち 

 合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を発揮できる 

 男女共同参画社会の実現のためのすぎと男女共同参画プラ 

 ン（第４次）の作成をします。 

【担当】人権・男女共同参画推進室（内線217） 

 

○デートＤＶ防止プログラム（中学生対象）の実施  100千円 

○男女共同参画講座の実施 30千円 

○女性相談の実施（月２回 第１・第３水曜日） 317千円 

○すぎと男女共同参画プラン（第４次）の作成 2,400千円   

・町のお金        2,847千円 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

          2,847 2,847 2,847 2,847千円千円千円千円 

  

 

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

☆男女共同の社会づくりを☆ 

    ５年に１度の国勢調査が実施されます５年に１度の国勢調査が実施されます５年に１度の国勢調査が実施されます５年に１度の国勢調査が実施されます    【担当】総務課 情報統計担当（内線207） 

 国内の人口や世帯の実態を明らかにするために、日本国内 

に住むすべての人と世帯を対象として、国勢調査が実施され 

ます。 

 

○調査の基準日 平成２７年１０月１日 

○回答の方法 

 ・インターネット回答（パソコンまたはスマートフォン） 

 ・調査票による回答（郵送または調査員に提出） 

   

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

新規

新規新規

新規 

  

 

・県からのお金   17,424千円 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

         17,42417,42417,42417,424千円千円千円千円 

  

 

☆国勢調査に御協力ください☆ 
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１

１１

１ 

  

 人をつなぎ、語らいのあるまち

人をつなぎ、語らいのあるまち人をつなぎ、語らいのあるまち

人をつなぎ、語らいのあるまち 

  

 

杉戸町 

 

    町税の徴収体制を強化します町税の徴収体制を強化します町税の徴収体制を強化します町税の徴収体制を強化します    

 町の財政の基盤となる税金を公平、公正に納税していただ 

くため、徴収体制の強化に努めます。 

【担当】税務課 町民税担当（内線242） 

        徴収担当(内線438)       

 

○個人住民税特別徴収対策事業  527千円 

  従業員の給料から天引きして町県民税を納付する義務が

ある会社が、天引きをして町県民税の納付をしていない場

合、指導をしていきます。（埼玉県内統一実施事業） 

○徴収事務指導員・徴収補助員の設置 3,629千円  

  納期限までに税を納めなかった滞納者に対して国税徴収

法に基づく捜索、差押え、そして差押えた物の公売といっ

た強制処分を行える体制を整えます。 

○納税催告センターの導入 8,088千円  

  民間の電話コールセンターを活用した納税催告センター

を導入し、収入確保と収納率の向上を図ります。 

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

☆期限内に納税しましょう☆ 

・町のお金        4,156千円 

・県からのお金     8,088千円 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

             12,24412,24412,24412,244千円千円千円千円 

  

 

    みなさんの一票で、住民の代表を選びますみなさんの一票で、住民の代表を選びますみなさんの一票で、住民の代表を選びますみなさんの一票で、住民の代表を選びます    

 平成27年度は、埼玉県議会議員一般選挙、埼玉県知事選 

挙、杉戸町議会議員一般選挙などの重要な選挙が実施されま 

す。 

 投票日当日に投票所に行けない方のために、期日前投票な 

どの制度を準備しています。 

 

○平成27年度に実施予定の主な選挙 

 ・埼玉県議会議員一般選挙（４月12日） 

 ・埼玉県知事選挙（８月予定） 

 ・杉戸町議会議員一般選挙（８月予定） 

 

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    
☆必ず投票に行きましょう☆ 

新 

新規

新規新規

新規 

  

 

【担当】選挙管理委員会事務局 

          (内線402)       

新 

新 

・町のお金       14,581千円 

・県からのお金    22,523千円 

・その他のお金      250千円 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

             37,35437,35437,35437,354千円千円千円千円 
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２２２２    みんなに優しく、思いやりのあるまちみんなに優しく、思いやりのあるまちみんなに優しく、思いやりのあるまちみんなに優しく、思いやりのあるまち    

杉戸町 

 

・町の死亡原因第１位であるがんの撲滅を推進するため、早 

 期発見、早期治療を目的としたがん検診を実施します。 

・特定の年齢に達した方に対して、子宮・乳・大腸がんに関 

 する検診手帳及び無料クーポン券を送付し、がんに対する 

 正しい知識の普及や検診の大切さについて啓発を行い、受 

 診率の向上を目指します。 

・検診対象となる方へ直接的アプローチとして、検診の勧奨 

 を行うコールリコールを実施します。 

 

○集団検診の実施  

 胃がん、肺がん、前立腺がん、大腸がん、        

子宮頸（けい）がん、乳がん 

○個別検診の実施 

 乳がん、子宮頸がん 

○無料クーポンの送付（特定年齢の対象者）  

 子宮頸がん、乳がん、大腸がん 

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

    がん予防の第一歩は検診からがん予防の第一歩は検診からがん予防の第一歩は検診からがん予防の第一歩は検診から    

・町のお金       28,017千円 

・国からのお金    2,404千円 

・その他のお金     2,864千円 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

       33,285  33,285  33,285  33,285千円千円千円千円 

  

 

☆がん検診を受けましょう☆ 

【担当】健康支援課（℡34-1188） 

重点

重点重点

重点 

  

 

    骨髄移植推進のために骨髄移植推進のために骨髄移植推進のために骨髄移植推進のために        【担当】健康支援課（℡34-1188） 

 骨髄移植ドナーが安心して骨髄提供できる社会づくりを進 

めるため、骨髄移植ドナーに関する助成を実施します。 

 

○ドナー本人への助成 140千円  

  骨髄・末梢血幹細胞を提供する人に対し、提供に要した

日数に応じた助成を実施します。 

  1人あたり1日20,000円、7日間（上限） 

○事業所への助成 70千円  

  骨髄・末梢血幹細胞を提供する人を雇用する事業所に対

し、提供に要した日数に応じた助成を実施します。 

  1人あたり1日10,000円、7日間（上限） 

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

・町のお金         140千円 

・県からのお金      70千円 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

          210     210     210     210千円千円千円千円 

  

 

☆骨髄移植で救える命があります☆ 

重点

重点重点

重点 
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杉戸町 

 

２

２２

２ 

  

 みんなに優しく、思いやりのあるまち

みんなに優しく、思いやりのあるまちみんなに優しく、思いやりのあるまち

みんなに優しく、思いやりのあるまち 

  

 

・定期接種を実施します。（三種混合・四種混合、二種混 

 合、日本脳炎、麻しん・風しん、ＢＣＧ、ポリオ、子宮頸 

 がん予防ワクチン、ヒブ、小児用肺炎球菌、水痘） 

・高齢者インフルエンザワクチンや高齢者用肺炎球菌ワクチ 

 ンの予防接種の助成を実施します。 

・町のお金      102,465千円 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

      102,465 102,465 102,465 102,465千円千円千円千円 

  

 

 

○主な予防接種 

 ・三種混合・四種混合の接種（無料） 14,678千円 

  対象者： 生後3か月～7歳6か月に至るまで 

 ・ヒブワクチンの接種（無料） 11,268千円 

  対象者： 生後２か月から５歳に至るまで 

 ・小児用肺炎球菌ワクチンの接種（無料） 14,975千円 

  対象者： 生後２か月から５歳に至るまで 

 ・水痘の接種（無料） 7,238千円 

  対象者：１歳から３歳に至るまで 

 ・高齢者インフルエンザワクチンの接種 23,102千円 

  （自己負担1,000円）   

 ・高齢者用肺炎球菌ワクチンの接種 2,191千円 

  （自己負担5,000円）     

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

    予防接種を受けましょう予防接種を受けましょう予防接種を受けましょう予防接種を受けましょう    【担当】健康支援課（℡34-1188） 

☆予防接種を受けましょう☆ 

重点

重点重点

重点 

  

 

 予算とは、その年（４月１日～翌年３月31

日）の、税金などの歳入と、それをどのよう

に使うか（歳出）を予（あらかじ）め計算し

て、見積もったものになります。 

 町民のみなさんから預かった税金などを有

効に活用できるように、予算を作ることが必

要になります。 

 お小遣いをもらったときに、何を

買おうか考えるのと同じように、町

でも、町民のみなさんにとってどの

ようなサービスが必要なのかを考え

て、予算という形で、１年分のお金

の使い道をあらかじめ定めているの

です。 

例えば 

予算の疑問その１ 「予算はなぜ必要？」 
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杉戸町 

 

２

２２

２ 

  

 みんなに優しく、思いやりのあるまち

みんなに優しく、思いやりのあるまちみんなに優しく、思いやりのあるまち

みんなに優しく、思いやりのあるまち 

  

 

 健康づくりに関する意識を高めるため、各種健康に関する 

事業を展開し、元気でいきいきとしたまちづくりをめざし 

ます。 

 

○「すぎとチャレンジ事業」の実施 

 ・健康マイスター事業 356千円 

   健康に関連した事業に一定回数参加された方をすぎと

健康マイスターに任命して、健康への意識を高めてもら

うとともに、地域への情報発信役となってもらいます。 

 ・健康フェスタ 23千円 

   体脂肪の測定、アルコールパッチテストなど、普段は 

わからない自分の健康状態を見つめ直す事業を実施しま

す。 

 ・チャレンジ日光街道健康ウオーキング ４千円 

   遊び心や競争意識を高めることで、歩くことを日常に

楽しく取り入れ、運動習慣を身につけることにより生活

習慣病予防に役立てられるよう事業を実施します。 

 ・すぎと健康アカデミー 126千円 

   すぎと健康マイスターに任命された方など健康づくり

に意識の高い町民を対象に、健康に関する様々な情報を

提供します。（精神保健講演会や食育推進講演会など） 

 ・小学校６年生への健康教育 3千円 

   「たばこ・アルコールと健康」をテーマに、町内6校

の小学校をまわり、6年生を対象とした健康教育を実施

します。 

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

    日々の健康づくりのお手伝いをします日々の健康づくりのお手伝いをします日々の健康づくりのお手伝いをします日々の健康づくりのお手伝いをします    【担当】健康支援課（℡34-1188） 

☆健康マイスターになって健康長寿☆ 

・町のお金         145千円 

・県からのお金     367千円 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

                 512512512512千円千円千円千円 

  

 

重点

重点重点

重点 

  

 

☆健康フェスタ☆ 

 町長が、住みやすい町づくりのためにどのような

サービスをしたらいいかを、みなさんの意見をふま

えながら考え、１年間に入るお金と、サービスに必

要なお金を計算して「予算の案」を作ります。 

 そして、その予算案を町民の代表である町議会議

員が話し合いをした上、予算として決めます。 

議 会 

案の作成 

町 長 

意見の 

反映 

議決 

 

 民 

町 

予算 

予算の疑問その２ 「予算はどうやって決める？」 
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杉戸町 

 

２

２２

２ 

  

 みんなに優しく、思いやりのあるまち

みんなに優しく、思いやりのあるまちみんなに優しく、思いやりのあるまち

みんなに優しく、思いやりのあるまち 

  

 

・妊婦や胎児の健康を守るため、妊婦健康診査を実施し、適 

 切な保健指導を行います。 

・里帰り出産等で遠隔地の医療機関で妊婦健康診査を受診す 

 る方のための助成を行います。 

・赤ちゃんを産み育てていくための準備・育児体験実習や仲 

 間作りの場として、ママ・パパ教室を開催しています。 

・身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児 

 に対して、その治療に必要な医療費を負担します。 

 

○妊婦健康診査の実施  29,330千円 

 ・母子健康手帳の交付時に、助成券を交付し、定期的な妊

婦健康診査の受診を勧奨します。 

 ・妊婦健康診査の主な内容 全14回 

 尿化学検査、血液検査（血液型、Ｂ型Ｃ型肝炎検査、血糖

等）、子宮頸がん検診、Ｂ群溶血性レンサ球菌、超音波検

査、ＨＩＶ抗体検査、ＨＴＬＶ－１抗体検査、性器クラミジ

ア検査、風しん抗体検査 

○妊婦健康診査の助成  1,008千円 

  里帰り出産等で遠隔地の医療機関で妊婦健康診査を受診

する方も、県内の医療機関等での受診と同程度の経済的負

担になるよう助成を行います。 

○ママパパ教室・離乳食教室の実施 197千円 

○未熟児養育医療費の助成 3,006千円 

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

    妊婦さんと赤ちゃんの健康のために妊婦さんと赤ちゃんの健康のために妊婦さんと赤ちゃんの健康のために妊婦さんと赤ちゃんの健康のために    【担当】健康支援課（℡34-1188） 

☆妊婦健康診査を受けましょう☆ 

重点

重点重点

重点 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

     33,541    33,541    33,541    33,541千円千円千円千円 

  

 

・町のお金       31,290千円 

・国からのお金     1,500千円 

・県からのお金       750千円 

・その他のお金      1千円 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

4/1

4/14/1

4/1 

  

 

 予算の種類は大きく分けると「当初予算」と「補正予

算」の２種類があります。 

 「当初予算」とは、４月１日～３月３１日までの１年間

のお金のやりくりを見積もったものになります。 

 しかし、自然災害等、当初予算作成時に予想できない出

来事がおきた場合などは、当初予算を変更することができ

ます。この変更の予算のことを「補正予算」といいます。 

当初予算

当初予算当初予算

当初予算 

  

 

（必要に応じて）補正予算

（必要に応じて）補正予算（必要に応じて）補正予算

（必要に応じて）補正予算 

（

（（

（必要に応じて）補正予算

必要に応じて）補正予算必要に応じて）補正予算

必要に応じて）補正予算 

  

 

翌

翌翌

翌3/31

3/313/31

3/31 

  

 

予算の疑問その３ 「予算の種類は何種類？」 
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杉戸町 

 

２

２２

２ 

  

 みんなに優しく、思いやりのあるまち

みんなに優しく、思いやりのあるまちみんなに優しく、思いやりのあるまち

みんなに優しく、思いやりのあるまち 

  

 

・急な病気やけがをした時の初期救急として、休日（午前） 

 診療と冬季限定の小児休日診療を実施します。 

・また平成27年度より、冬期休日夜間初期救急体制を拡充 

 します。 

・かかりつけ医と中核病院とで患者情報を共有し役割分担を 

 行うことにより効果的な治療や重複診療を減少させること 

 が可能になる、地域医療連携システム「とねっと」を実施 

 しています。 

 

○休日診療の実施 1,854千円 

○地域医療を確保するための支援 

 ・在宅当番・救急医療情報提供実施委託 831千円 

 ・東部北地区病院群輪番制病院等運営負担金 5,095千円  

 ・埼玉利根保健医療圏地域医療連携推進協議会負担金  

  935千円  

 ・休日夜間初期救急の委託 624千円  

 ・休日診療等医師賠償責任保険料 397千円  

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

    安定的な地域医療のために安定的な地域医療のために安定的な地域医療のために安定的な地域医療のために    【担当】健康支援課（℡34-1188） 

☆いざというときも安心☆ 

新 

一部新規

一部新規一部新規

一部新規 

  

 

新 

・町のお金        8,676千円 

・その他のお金    1,060千円 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

             9,7369,7369,7369,736千円千円千円千円 

  

 

 永年にわたり地域社会に貢献してきた高齢者に長寿の喜び 

を感じていただくため、長寿をお祝いします。 

・町のお金        5,266千円 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

             5,2665,2665,2665,266千円千円千円千円 

  

 

 

○高齢者長寿祝い品の贈呈 5,266千円   

 ・101歳以上の方、100歳、90歳、80歳になられた方

に長寿祝い品の贈呈を行います。 

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

    長寿をお祝いします長寿をお祝いします長寿をお祝いします長寿をお祝いします    【担当】高齢介護課 高齢者福祉担当（内線317） 

☆長寿祝い品を贈ります☆ 
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杉戸町 

 

２

２２

２ 

  

 みんなに優しく、思いやりのあるまち

みんなに優しく、思いやりのあるまちみんなに優しく、思いやりのあるまち

みんなに優しく、思いやりのあるまち 

  

 

 高齢者の方に住みなれた地域で、元気に楽しい毎日を過ご 

していただけるよう、仲間づくり等の交流の場の提供や各種 

事業を実施していきます。 

 

○憩いの場（サロン）の整備の支援  1,000千円 

  高齢者の地域における身近な居場所づくりのため、集会

所等を中心に「憩いの場（サロン）」の整備を助成しま

す。（町内２か所） 

○サロン交流事業の実施 290千円  

  サロン同士の交流を深めるイベントを実施するなど、サ

ロンの行事を充実させます。 

○老人クラブへの支援 2,553千円 

  老人クラブ連合会や老人クラブ活動への補助をしたり、

各老人クラブへ高齢者の方の生きがいづくりや介護予防の

ための講師を派遣します。 

○介護予防教室等の実施 16,964千円 

  介護予防を目的とした、らくらくかんたん体操教室を実

施します。また、介護予防活動普及のための介護予防教室

を実施するとともに、介護予防サポーターの養成を行いま

す。 

○公民館主催の高齢者生きがい事業等の実施 150千円 

   健康体操教室などを実施します。 

○後期高齢者健康診査等の実施 11,628千円 

  高齢者が健康で生活できるよう健康診査の実施、人間

ドックの費用助成及び保養所等の利用補助を行います。 

○すぎとピアの指定管理業務委託 43,081千円 

  平成27年度より、すぎとピアの運営管理を杉戸町社会

福祉協議会が行います。すぎとピア内に設置されている

「ふるさと元気村」についても継続して設置されますの

で、機械を用いた筋力トレーニング等で介護予防運動をす

ることができます。 

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

    いつまでも生きがいを見つけられるいつまでも生きがいを見つけられるいつまでも生きがいを見つけられるいつまでも生きがいを見つけられる    

    社会を目指します社会を目指します社会を目指します社会を目指します    
         

  

 

【担当】高齢介護課 高齢者福祉担当（内線317） 

    地域包括支援センター（内線302） 

    公民館（中央公民館℡34-6840） 

    町民課 医療担当（内線259） 

☆すぎとピアサロンでの健康体操☆ 

新 

重点

重点重点

重点 

  

 

一新 

・町のお金       47,694千円 

・国からのお金    4,241千円 

・県からのお金     2,630千円 

・町の貯金の取崩し  1,290千円 

 （地域福祉基金） 

・その他のお金    19,811千円 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

       75,666  75,666  75,666  75,666千円千円千円千円 

  

 

☆町内のシニアサロン☆ 
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 国民健康保険特別会計は、医療費の増加や景気低迷などの 

影響により財源が不足しているため、平成27年度は一般会 

計から赤字補てんのためのお金（繰出金）を1億8,200万円 

支出し、国民健康保険制度の安定した運営に努めます。 

    国民健康保険の安定的な運営のために国民健康保険の安定的な運営のために国民健康保険の安定的な運営のために国民健康保険の安定的な運営のために    【担当】町民課 国民健康保険担当（内線252） 

・町のお金      266,343千円 

・国からのお金    12,066千円 

・県からのお金    55,792千円 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

    334,201   334,201   334,201   334,201千円千円千円千円 

  

 

（うち赤字補てん分 182,000千円） 

杉戸町 

 

２

２２

２ 

  

 みんなに優しく、思いやりのあるまち

みんなに優しく、思いやりのあるまちみんなに優しく、思いやりのあるまち

みんなに優しく、思いやりのあるまち 

  

 

 

○国民健康保険特別会計の運営状況 

 ・平成26年12月末現在 被保険者数 14,271人 

                  （8,004世帯） 

 ・平成2５年度決算  

   歳入：5,778,099千円  歳出：5,530,099千円 

 ・基金現在高（平成26年度末見込）138,356千円 

 ・平成27年度当初予算 6,305,158千円 

○赤字補てんのための一般会計から支出した繰出金の状況 

 平成24年度 、平成25年度 各１億円、平成26年度 ２億円 

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

☆国保マスコット 健康まもるくん☆ 

重点

重点重点

重点 

  

 

 小学生の学校終了後に保育が必要な児童に対し、生活の場 

としての放課後児童クラブを運営し、児童の健全な育成に努 

めます。平成27年度より受入れ対象学年が小学校６年生ま 

でとなります。 

 

○放課後児童クラブ運営管理費 59,667千円   

  平成27年度より内田、内田第２、中央、高野台、泉、

南、西の各放課後児童クラブの受入学年が、従来の小学校

４年生から、小学生6年生までとなります。   

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

    放課後児童クラブの受入学年を拡大します放課後児童クラブの受入学年を拡大します放課後児童クラブの受入学年を拡大します放課後児童クラブの受入学年を拡大します    【担当】子育て支援課 

     放課後児童クラブ担当（内線265） 

☆放課後児童クラブ☆ 

・町のお金       10,540千円 

・県からのお金    27,455千円 

・その他のお金    21,672千円 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

             59,66759,66759,66759,667千円千円千円千円 

  

 

重点

重点重点

重点 
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杉戸町 

 

２

２２

２ 

  

 みんなに優しく、思いやりのあるまち

みんなに優しく、思いやりのあるまちみんなに優しく、思いやりのあるまち

みんなに優しく、思いやりのあるまち 

  

 

 杉戸町子ども・子育て支援事業計画を基礎とし、「子ども 

たちが夢や希望を持てる明るいまち、ふるさと杉戸」の実現 

に向けて、子どもを産み育てやすい環境づくりを推進します。 

 

○子育て支援パンフレットの作成 81千円   

  町内の子育て関連施設の情報をまとめたパンフレットを

作成します。 

○こども医療費の支給（入院、通院ともに） 139,282千円 

  対象者：中学校修了まで 

○児童手当の支給 706,159千円 

 ・支給月：６月、10月、２月 

 ・支給額(月額)：３歳未満 一律 15,000円 

          小学校修了まで 第１、２子 10,000円 

                  第３子以降 15,000円 

          中学生 一律 10,000円 

○赤ちゃんを育てている家庭に対するごみ袋の支給 321千円 

  出生時または２歳未満の赤ちゃんの転入時に、赤ちゃん 

 1人あたりごみ袋（中サイズ）100枚を支給します。 

 （１回のみ） 

○特別保育事業費補助金の交付 17,799千円 

  私立保育園３園（わかば保育園、高野台こどもの家保育

園 、双葉保育園）に対し、延長保育促進のための補助金を

交付します。   

○保育園における待機児童対策 163,711千円  

 ・町立保育園の保育環境の向上のため、臨時職員を配置し 

ます。 

 ・私立保育園における０歳児・１歳児の受入れ人数を拡大

します。 

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

    地域で育てる次世代の子どもたち地域で育てる次世代の子どもたち地域で育てる次世代の子どもたち地域で育てる次世代の子どもたち    【担当】子育て支援課 子育て支援担当（内線265） 

           保育担当（内線268） 

☆子育てのしやすいまちづくり☆ 

・町のお金      291,707千円 

・国からのお金   510,457千円 

・県からのお金   154,092千円 

・その他のお金   71,097千円 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

  1,027,353 1,027,353 1,027,353 1,027,353千円千円千円千円 

  

 

重点

重点重点

重点 

  

 

一新 

新 
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３３３３    人を育む、心豊かなまち人を育む、心豊かなまち人を育む、心豊かなまち人を育む、心豊かなまち        

杉戸町 

 

 子供たちが「できた」「わかった」と喜びがあふれる授業 

づくりをすることで、確かな学力と豊かな人間性を身に付け 

ます。 

・町のお金        2,679千円 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

             2,6792,6792,6792,679千円千円千円千円 

  

 

 

○小・中学校杉の子学び充実プランの推進 

 ・特色ある教育活動の支援 1,779千円 

 ・魅力ある授業づくりの支援 900千円 

    魅力ある授業で、子どもたちのやる気を引き出します魅力ある授業で、子どもたちのやる気を引き出します魅力ある授業で、子どもたちのやる気を引き出します魅力ある授業で、子どもたちのやる気を引き出します    
【担当】学校教育課  

    指導担当（内線387） 

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

☆わかりやすい授業☆ 

    杉戸から羽ばたく国際人になるために杉戸から羽ばたく国際人になるために杉戸から羽ばたく国際人になるために杉戸から羽ばたく国際人になるために    

・英語指導助手を招き、小・中学校などで生きた英語を学べ  

 る環境を整備します。 

・国際理解を深めるため、町内中学生を姉妹都市のオースト 

 ラリアバッセルトン市へ派遣し、また、姉妹都市からの交 

 流団の受入を行います。 

 

○英語指導助手招致事業 20,228千円 

  中学校に各１名配置するほか、町立小学校、町立幼稚園

及び町立保育園にも英語指導助手を派遣します。 

○中学生ホームステイ体験学習事業 2,774千円 

 ・町内中学生を姉妹都市のオーストラリア・バッセルトン 

市へ派遣し、また姉妹都市からの交流団の受入を行って

います。（それぞれ約12日間） 

 ・参加者の経済的負担を軽減するため、参加生徒への助成

を行っています。（１人５万円） 

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

【担当】学校教育課 指導担当（内線387） 

・町のお金       22,618千円 

・その他のお金     384千円 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

             23,00223,00223,00223,002千円千円千円千円     

  

 

☆生きた英語を学びます☆ 
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杉戸町 

 

３

３３

３ 

  

 人を育む、心豊かなまち

人を育む、心豊かなまち人を育む、心豊かなまち

人を育む、心豊かなまち 

  

 

・心の問題、身体の問題、お金の問題等で、教育を受けるこ 

 とにためらいをおぼえる子どもがいなくなるように、様々 

 な支援策を実施します。 

・不登校、いじめなど子どもたちの悩みを解決するため、各 

 中学校にさわやか相談員を引き続き配置するとともに、教 

 育相談所等を通じての相談にも応じています。 

・町のお金       70,789千円 

・国からのお金     614千円 

 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

         71,40371,40371,40371,403千円千円千円千円 

  

 

 

○児童生徒就学援助制度 39,151千円 

  平成２７年度より就学援助の範囲を、児童（生徒）会

費、ＰＴＡ会費まで拡大します。 

○さわやか相談員の配置 5,592千円 

  各中学校に１名ずつ配置し、生徒の様々な悩みについて

広く相談できる環境を整えています。 

○教育相談所の運営 4,675千円 

・生涯学習センター内に設置され、教育相談室と適応指導教

室があります。 

・教育相談室では、児童・生徒の立場からだけではなく、保

護者の立場からも、教育に関する相談をすることができま

す。 

・適応指導教室では、不登校となっている児童・生徒に対し

て、登校再開できるよう支援を行っています。 

○ことばの教室の設置 30千円 

  杉戸小学校内に設置され、ことばに対して苦手意識を

持っている児童生徒のフォローを実施しています。 

○障がい児等対応教育指導補助員の配置 21,420千円 

  各小中学校に配置され、特別な支援を必要とする児童生

徒に対して、学級担任と協力して学習支援や生活支援を行

います。 

○ＣＡＰプログラムの実施 535千円 

  いじめ、虐待等あらゆる暴力から身を守るための教育プ

ログラムを、児童、保護者、教職員対象に行います。 

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

    すべての子どもが教育を受けやすくなる環境を作りますすべての子どもが教育を受けやすくなる環境を作りますすべての子どもが教育を受けやすくなる環境を作りますすべての子どもが教育を受けやすくなる環境を作ります    
【担当】学校教育課  

    指導担当（内線387） 

☆ことばの教室の教材☆ 

一新 
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    自転車もルールを守って、事故ゼロに自転車もルールを守って、事故ゼロに自転車もルールを守って、事故ゼロに自転車もルールを守って、事故ゼロに    重点

重点重点

重点 

  

 

 

○自転車安全運転教育・加害者賠償責任保険への加入（町内

の全小・中学生が対象） 1,900千円 

  自転車利用者としてのルール、マナーの教育を実施する

とともに、万が一、自転車事故の加害者になってしまった

ときのための加害者賠償責任保険に加入をします。 

○「スケアード・ストレイト教育技法」を用いた自転車交通

安全教育の実施 303千円 

  スタントマンによる交通事故のデモンストレーションを

実際に見て、事故の恐ろしさを感じることで、交通ルール

を守ることの大切さを学びます。 

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

【担当】学校教育課 指導担当（内線387） 

    住民参加推進課 交通・防犯担当(内線284) 

 近年、大きな事故が見受けられる自転車の利用について、 

交通安全のためのルールやマナーを身に付け、交通事故のな 

いまちづくりを目指します。 

☆ヒヤッと、ハッとで学習☆ 

・町のお金       2,203千円 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

          2,203 2,203 2,203 2,203千円千円千円千円 

  

 

    杉戸小学校のトイレを改修します杉戸小学校のトイレを改修します杉戸小学校のトイレを改修します杉戸小学校のトイレを改修します    

 児童が安心してトイレを利用できるよう、洋式トイレの整 

備を含め、トイレの改修を行います。 

【担当】教育総務課 庶務管理担当（内線394） 

 

○杉戸小学校管理・教室棟トイレ改修工事設計 

  児童が快適にトイレを使用できるよう、老朽化により悪

臭等が発生しているトイレの環境を改善するため、洋式化

を含めた改修工事に向け、準備をします。（平成２８年度

工事予定） 

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

・町のお金       3,687千円 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

          3,687 3,687 3,687 3,687千円千円千円千円 

  

 

杉戸町 

 

３

３３

３ 

  

 人を育む、心豊かなまち

人を育む、心豊かなまち人を育む、心豊かなまち

人を育む、心豊かなまち 

  

 

新規

新規新規

新規 

  

 

☆きれいなトイレに変わります☆ 
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杉戸町 

 

３

３３

３ 

  

 人を育む、心豊かなまち

人を育む、心豊かなまち人を育む、心豊かなまち

人を育む、心豊かなまち 

  

 

☆快適な学習環境☆ 

 小・中学校の児童生徒が安心して学習できる環境を維持す 

るため、設備や校舎等の環境整備工事などを実施します。 

 

○平成２７年度に予定している環境整備事業 

 ・小学校 杉小 教室棟塔屋雨漏り修繕 

         電話設備更新工事 

      三小 プール床改修工事 

      高小 体育館ミーティングルーム空調機改修工事 

      各小 図書室空調機設置工事設計 

                       備品の購入、設備等の修繕 

 ・中学校 東中 保健室床修繕、階段床部分修繕 

      広中 特別教室換気扇修繕 

      各中 図書室空調機設置工事設計 

         備品の購入、設備等の修繕 

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

    児童・生徒の良好な学習環境の充実のために児童・生徒の良好な学習環境の充実のために児童・生徒の良好な学習環境の充実のために児童・生徒の良好な学習環境の充実のために    【担当】教育総務課  

    庶務管理担当（内線394） 

・町のお金       31,338千円 

・国からのお金     650千円 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

       31,988  31,988  31,988  31,988千円千円千円千円 

  

 

 安心・安全・おいしい給食を安定的に提供するため、学校 

給食センターの厨房機器の改修を引き続き行います。 

 

○平成２７年度に改修予定の厨房機器等 8,511千円 

 ・洗米機  

 ・連続炊飯機  

 ・炊飯釜  

 ・ボイラー制御盤  

 ・コンテナ洗浄機  

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

    安心・安全・おいしい給食安心・安全・おいしい給食安心・安全・おいしい給食安心・安全・おいしい給食    【担当】学校給食センター（℡36-7050） 

☆毎日おいしい給食を作っています☆ 

・町のお金        8,511千円 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

             8,5118,5118,5118,511千円千円千円千円 
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杉戸町 

 

３

３３

３ 

  

 人を育む、心豊かなまち

人を育む、心豊かなまち人を育む、心豊かなまち

人を育む、心豊かなまち 

  

 

 生涯学習環境の更なる充実と町民のみなさまの学習意欲に 

応えるため、平成２７年度も「すぎと町民大学」を開校しま 

す。 

・町のお金         330千円 

・その他のお金     300千円 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

                 630630630630千円千円千円千円     

  

 

 

○すぎと町民大学講義内容 

  １コマ２時間程度を原則とした、歴史、文化、防災など

様々な講義や実地研修など、年２０回の講義を予定してい

ます。 

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

    学ぶ楽しさ伝えます、すぎと町民大学学ぶ楽しさ伝えます、すぎと町民大学学ぶ楽しさ伝えます、すぎと町民大学学ぶ楽しさ伝えます、すぎと町民大学    【担当】社会教育課 社会教育担当（内線482） 

☆町民の学習意欲に応えます☆ 

 平成２６年秋より内部改修工事を進めていましたエコ・ス 

ポいずみが、町民の健康増進と生涯学習の推進、ふれあいと 

交流を促進する施設として、リニューアルオープンします。 

・町のお金       47,745千円 

・その他のお金    5,108千円 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

       52,853  52,853  52,853  52,853千円千円千円千円 

  

 

 

○施設の概要 

 ・多目的スペース 

 ・文化財常設展示コーナー、体験学習コーナー 

 ・ミーティングルーム 

 ・オープンスペース 

 ・防災倉庫 

 （入浴施設、大広間については従来通りです） 

○健康スポーツ等の開催 

  多目的スペースを中心に、週３回程度、簡単な運動等を

もちいた教室を実施し、地域住民の健康増進に努めます。

（７月より実施予定） 

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

☆地域住民の健康づくりを 

応援します☆ 

新 

    エコ・スポいずみが新しくなりましたエコ・スポいずみが新しくなりましたエコ・スポいずみが新しくなりましたエコ・スポいずみが新しくなりました    
【担当】社会教育課  

    スポーツ振興担当（内線493） 

一部新規

一部新規一部新規

一部新規 

  

 

新 

新 

新 

新 

新 
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杉戸町 

 

４４４４    活力を育み、賑わいのあるまち活力を育み、賑わいのあるまち活力を育み、賑わいのあるまち活力を育み、賑わいのあるまち    

・県からのお金      8,797千円 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

        8,797   8,797   8,797   8,797千円千円千円千円 

  

 

 

○明日の農業担い手育成塾の運営 1,152千円  

  専門的な農業技術の指導、農地確保等の支援を行い、杉

戸町における新規就農者の育成を行います。 

○新規就農総合支援事業費補助 7,500千円 

  明日の農業担い手育成塾の卒塾生を対象に、新規就農後

の経営安定のための支援を行います。（１人150万円） 

○「人・農地プラン」の策定 145千円 

  後継者不足、耕作放棄地の増加などの問題に対応するた

め、農地の活用方法や人材の確保について、未来の設計図

を策定します。 

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

    農農農農業の後業の後業の後業の後継者継者継者継者を育てますを育てますを育てますを育てます    
【担当】 農業委員会事務局（内線324） 

     農業振興課 農業活性化担当（内線322） 

 杉戸町で新しく農業を始める方が、安心して農業に専念で 

きるように、農業技術を指導するとともに、経営安定のため 

の助成を行います。 

☆農業の後継者を支援します☆ 

☆（仮称）屏風深輪地区産業団地☆ 

（予定地 約24ha）  

・町のお金        3,835千円 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

                 3,8353,8353,8353,835千円千円千円千円 

  

 

 

○産業団地パンフレットの作成 76千円 

  拡張計画の案内としてパンフレットを作成します。 

○根用水路機能保全計画の見直し 3,759千円 

  産業団地拡張により影響を受ける根用水路の水路施設の

長寿命化計画の見直しをします。   

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

    屏風深輪屏風深輪屏風深輪屏風深輪地地地地区区区区のののの産産産産業業業業団団団団地の拡地の拡地の拡地の拡張張張張にににに向向向向けてけてけてけて    【担当】産業団地拡張推進室（内線326） 

 町の産業振興と雇用の創出、安定的な税収確保のために、 

屏風深輪地区の産業団地の拡張を推進します。 

拡張予定

（うち平成26年度からの繰越分 3,759千円）  

重点

重点重点

重点 
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杉戸町 

 

４

４４

４ 

  

 活力を育み、賑わいのあるまち

活力を育み、賑わいのあるまち活力を育み、賑わいのあるまち

活力を育み、賑わいのあるまち 

  

 

☆夏祭りでも人気者☆ 

・その他のお金        20千円 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

                         20202020千円千円千円千円 

  

 

 

○各種イベントでのＰＲ  

 ・産業祭や町民体育祭などの町のイベントに「すぎぴょ

ん」が参加します。 

 ・希望者には「すぎぴょん」の着ぐるみの貸し出しも行っ

ていますので、町のイベント以外の場所でも「すぎぴょ

ん」の活躍が見られます。 

○世界キャラクターさみっとへの参加 20千円 

  各地のゆるきゃらが集まるイベントに「すぎぴょん」が

参加し、全国に杉戸町を宣伝します。 

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

    「すぎ「すぎ「すぎ「すぎぴぴぴぴょん」で杉戸町を全国にょん」で杉戸町を全国にょん」で杉戸町を全国にょん」で杉戸町を全国にＰＲ！ＰＲ！ＰＲ！ＰＲ！    
【担当】商工観光課 魅力発信担当（内線308） 

 杉戸町マスコットキャラクター「すぎぴょん」が、各種イ 

ベントに出向き、杉戸町を全国にPRします！ 

☆古利根川流灯まつり☆ 

・町のお金        3,567千円 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

                 3,5673,5673,5673,567千円千円千円千円 

  

 

 

○杉戸町観光協会への補助（灯籠作成作業分） 2,500千円 

  大型灯籠作成作業に対し、補助を実施します。 

○流灯工房の維持管理 1,067千円 

  平成２６年度に整備され、大型灯籠作成の拠点となって

いる流灯工房の維持管理を行います。 

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

    杉戸の杉戸の杉戸の杉戸の夏夏夏夏のののの風物詩風物詩風物詩風物詩「「「「古利根川流灯古利根川流灯古利根川流灯古利根川流灯まつり」まつり」まつり」まつり」    【担当】商工観光課 魅力発信担当（内線308） 

・古利根川流灯まつりは毎年８月に実施され、古川橋～清地 

 橋間の大落古利根川に係留された畳一畳分の大型灯籠（約 

 250基）が、夜になるとライトアップされて幻想的な雰 

 囲気を醸し出しています。 

・古利根川流灯まつりを盛り上げるために、杉戸町観光協会 

 への補助を行うとともに、大型灯籠作成の拠点となる流灯 

 工房の維持管理を実施します。 
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５５５５    安心・安全で、やすらぎのあるまち安心・安全で、やすらぎのあるまち安心・安全で、やすらぎのあるまち安心・安全で、やすらぎのあるまち    

杉戸町 

 

万万万万が一のが一のが一のが一の災害災害災害災害に備えて、防に備えて、防に備えて、防に備えて、防災災災災体制を充実します体制を充実します体制を充実します体制を充実します    【担当】住民参加推進課  

    消防・防災担当（内線288） 

    すぎとピア（℡33-8192） 

 町民のみなさまが将来にわたって安心して暮らすことがで 

きる安心・安全なまちづくりを目指し、杉戸町地域防災計画 

等に基づき、防災力を高める事業を実施します。 

☆いざという時に備えて 

（役場防災倉庫内部）☆ 

 

○避難所防災倉庫の設置 1,794千円 

  防災用品や備蓄用品を充実させるため、防災倉庫を設置

します。 

○衛星系防災行政無線の再整備 11,950千円   

  災害時の情報収集・伝達を万全にするため、老朽化した

衛星系防災行政無線の再整備を行います。（県への負担

金） 

○すぎとピア非常用電源設備の整備 48,864千円 

  福祉避難所となるすぎとピアの緊急時の停電に備えるた

め非常用電源設備を整備します。 

○防災資機材及び食糧の整備 1,756千円  

  計画的に防災資機材の更新整備に努めるほか、福祉避難

所となるすぎとピアの防災資機材等の整備を行います。 

○防災士の養成 366千円 

  災害時のリーダーとなるべき人材を養成します。 

○埼玉東部消防組合負担金 739,241千円 

  消防体制の充実強化を図るため、加須市、久喜市、幸手

市、白岡市、宮代町及び杉戸町の４市２町で「埼玉東部消

防組合」を構成し、組合の円滑な運営のための必要経費を

負担します。 

○埼玉東部消防組合特別負担金 5,852千円 

  埼玉東部消防組合にて、高機能消防指令センター及び消

防救急デジタル無線の整備に要した組合発行の地方債の元

利償還金及び維持管理経費を負担します。 

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

新 

・町のお金     749,923千円 

・町の借金（地方債）59,900千円 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

      809,823 809,823 809,823 809,823千円千円千円千円 

  

 

重点

重点重点

重点 
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杉戸町 

 

５

５５

５ 

  

 安心・安全で、やすらぎのあるまち

安心・安全で、やすらぎのあるまち安心・安全で、やすらぎのあるまち

安心・安全で、やすらぎのあるまち 

  

 

 

○既存木造住宅耐震診断補助金 300千円    

 １件  5万円（上限） 

○既存木造住宅耐震改修工事費補助金  1,200千円 

 １件40万円（上限） 

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

    地震から地震から地震から地震から木造木造木造木造住住住住宅宅宅宅を守るためにを守るためにを守るためにを守るために    
【担当】建築課  

    開発建築指導担当（内線343） 

 東日本大震災を教訓に、地震発生時の木造住宅の倒壊を予 

防するために、耐震診断および耐震改修工事に対する費用を 

助成します。 

 

○消費生活相談の実施 

 ・毎週火・木曜日の週２回、１０時から１６時まで、町役 

場において消費生活相談を実施します。 

 ・また、宮代町の消費生活相談（毎週月・水曜日）や、埼

玉県の消費生活相談等と連携し、充実した相談体制を整

えます。 

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

    消費者消費者消費者消費者のののの悩悩悩悩み・み・み・み・相談相談相談相談を受けを受けを受けを受け付付付付けますけますけますけます    【担当】商工観光課 商工担当（内線308） 

 消費者生活相談を実施し、商品やサービスに関する苦情、 

問い合わせを受け付け、トラブル解決のための助言、あっせ 

ん、情報提供等を行い、消費者保護対策を充実させます。 

・町のお金          425千円 

・県からのお金    1,186千円 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

        1,611   1,611   1,611   1,611千円千円千円千円 

  

 

☆賢い消費者になりましょう☆ 

☆地震に備えて☆ 

・町のお金        1,000千円 

・国からのお金     500千円 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

        1,500   1,500   1,500   1,500千円千円千円千円 
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杉戸町 

 

５

５５

５ 

  

 安心・安全で、やすらぎのあるまち

安心・安全で、やすらぎのあるまち安心・安全で、やすらぎのあるまち

安心・安全で、やすらぎのあるまち 

  

 

 

○道路冠水箇所の調査 3,000千円 

  ゲリラ豪雨時の道路冠水の原因を特定するための調査を

実施します。（大字目沼、清地５丁目地内） 

○既存住宅団地内雨水排除施設整備工事 1,500千円 

  ゲリラ豪雨時の道路冠水を軽減するため、雨水を

適切に排出できる施設を整備します。（大字木野川地内） 

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

    冠水冠水冠水冠水被被被被害軽減害軽減害軽減害軽減へへへへ向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組みをすすめますみをすすめますみをすすめますみをすすめます    【担当】都市施設整備課  

    道路治水担当（内線379） 

 近年、多発するゲリラ豪雨等により道路冠水等の被害が発 

生しています。町民の安心・安全なくらしを守るため、冠水 

被害を軽減する取組みを実施します。 

・町のお金       20,900千円 

 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

       20,900  20,900  20,900  20,900千円千円千円千円 

  

 

 

○東武動物公園駅東口通り線整備検討業務 20,900千円 

  事業計画案等の作成及び事業認可準備のため、対象区域

の一部について物件等の補償調査等を行います。 

○引き続き、地元地権者の合意形成のために、相談会等を実

施するとともに、東武動物公園駅東口駅前広場と一体した

整備を実現するために、埼玉県及び宮代町などの関係団体

と協議を継続します。 

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

    東武動物公園駅東口通東武動物公園駅東口通東武動物公園駅東口通東武動物公園駅東口通りりりり線線線線の整備にの整備にの整備にの整備に向向向向けてけてけてけて    

    準準準準備をしていきます備をしていきます備をしていきます備をしていきます    
【担当】都市施設整備課  

    都市計画整備担当（内線374） 

 東武動物公園駅東口から杉戸町側に伸びる県道は、車道や 

歩道が狭く、一部の区間では歩道が未整備となっています。 

 安全で快適な交通環境を整備するとともに、駅周辺の中心 

市街地の活性化につながるよう、路線の整備に向けて準備作 

業をしていきます。 

☆東武動物公園駅東口通り☆ 

☆道路冠水を軽減します☆ 

新 

新規

新規新規

新規 

  

 

新 

・町のお金        4,500千円 

 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

                 4,5004,5004,5004,500千円千円千円千円 

  

 

重点

重点重点

重点 
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杉戸町 

 

５

５５

５ 

  

 安心・安全で、やすらぎのあるまち

安心・安全で、やすらぎのあるまち安心・安全で、やすらぎのあるまち

安心・安全で、やすらぎのあるまち 

  

 

 

○町道Ⅰ級５号線道路改良事業 152,948千円 

 前年度に引き続き、用地購入及び物件移転の補償を進める

とともに、道路改良工事を実施します。（長さ300ｍ） 

○町道831号線道路改良工事測量設計 5,000千円 

 道路改良工事をするための準備として、測量及び設計を行

います。（長さ220ｍ） 

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

・首都圏中央連絡自動車道（圏央道）幸手ＩＣへのアクセス 

 道路となる町道Ⅰ級５号線（大字大島及び茨島地内）の改 

 良を実施します。 

・また、地域の救急医療機関として重要な東埼玉総合病院へ 

 の救急輸送路を十分に確保するために町道831号線（大 

 字茨島地内）の道路改良に着手します。 

    圏央圏央圏央圏央道道道道及及及及びびびび東埼玉総合病院東埼玉総合病院東埼玉総合病院東埼玉総合病院へのへのへのへの    

    アアアアククククセセセセスを改スを改スを改スを改善善善善しますしますしますします    
【担当】都市施設整備課  道路治水担当（内線379） 

☆町道Ⅰ級5号線☆ 

一新 

重点

重点重点

重点 

  

 

・町のお金       60,647千円 

・国からのお金    56,101千円 

・町の借金（地方債）41,200千円 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

      157,948 157,948 157,948 157,948千円千円千円千円 

  

 

新 

 杉戸町の平成２６年度末現在の

借金（地方債）の残高は約８７億

円ですが、返済が順調に進んでい

ますので、その残高は、年々減少

しています。 

平成22年度 9,310,357 198

平成23年度 9,122,048 194

平成24年度 8,910,966 190

平成25年度 8,852,488 189

平成26年度 8,708,256 186

　※1　平成22年度～平成25年度は決算額、平成26年度は見込額

　※2　人口は、平成22年国勢調査人口（46,923人）による

年度

（単位：千円）

借金（地方債）の残高

                      （※1）

町民１人あたりの借金（地方債）

                               （※２）

80

85

90

95

H22 H23 H24 H25 H26

億

町の借金（地方債）の残高

予算の疑問その４ 「杉戸町の借金はいくら？」 



34 

 

杉戸町 

 

５

５５

５ 

  

 安心・安全で、やすらぎのあるまち

安心・安全で、やすらぎのあるまち安心・安全で、やすらぎのあるまち

安心・安全で、やすらぎのあるまち 

  

 

 

○町道Ⅱ級10号線（大字堤根） 長さ150ｍ 

  修正設計、事前事後調査、舗装補修工事 31,805千円 

○町道Ⅱ級13号線（大字本郷） 長さ150ｍ 

  修正設計、事前事後調査、舗装補修工事 32,090千円 

○町道Ⅱ級21号線（大字倉松） 長さ120m 

  道路改良工事 30,000千円 

○町道Ⅰ級９号線・Ⅰ級19号線（大字深輪）長さ150ｍ 

  設計、舗装補修工事 21,200千円 

○町道2051号線（大字宮前） 長さ180ｍ 

  道路改良設計 1,500千円 

○町道2190・2216号線（大字木津内）長さ290m  

  道路改良測量設計 6,500千円 

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

    道路の改修を行い、道路の安全性を確保します道路の改修を行い、道路の安全性を確保します道路の改修を行い、道路の安全性を確保します道路の改修を行い、道路の安全性を確保します    
【担当】都市施設整備課  

    道路治水担当（内線379） 

 老朽化の進んだ道路を中心に舗装補修工事等の改修を行 

い、道路の安全性を確保します。 

☆町道Ⅱ級10号線（大字堤根）☆ 

新 

重点

重点重点

重点 

  

 

新 

・町のお金       40,545千円 

・春日部市からの負担金 10,000千円 

・国からのお金   38,250千円 

・町の借金（地方債）34,300千円 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

      123,095 123,095 123,095 123,095千円千円千円千円 

  

 

 自治体の財政力の目安となる「財

政力指数」（１．０に近づくほどよ

いとされています）が、杉戸町は平

成２６年度の数値で0.７４２で、県

内自治体の平均と比べても問題のな

い状況といえます。 

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

県内市町村平均 0.831 0.801 0.775 0.772 0.774

県内町村平均 0.695 0.669 0.641 0.635 0.636

杉戸町 0.774 0.752 0.735 0.739 0.742

0.600

0.700

0.800

0.900

H22 H23 H24 H25 H26

財政力指数の推移

県内市町村平均 県内町村平均 杉戸町

予算の疑問その５ 「杉戸町の財政状況は？」 
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６６６６    快適で、ゆとりのあるまち快適で、ゆとりのあるまち快適で、ゆとりのあるまち快適で、ゆとりのあるまち    

杉戸町 

 

 

○住宅用太陽光発電システム設置の助成 3,800千円 

 ・対象者： 町内に自ら居住（予定含む）する住宅に太陽

光発電システムを設置する方 

 ・補助額： １件につき５万円 

      （※HEMS付は１件６万円） 

○次世代自動車普及促進対策事業費の助成 500千円  

 ・対象者：電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車を    

      新規購入する町民の方 

 ・補助額：１件につき５万円 

○環境ポスター展覧会の開催 49千円  

  家族とともに環境について考えてもらうため、小学生を

対象に環境ポスターを募集し、入選者の表彰を行います。 

○グリーンカーテンコンテスト 41千円 

  夏の節電対策となるグリーンカーテンを普及させるた

め、町内の住民、事業者を対象とした写真コンテストを行

い、入選者の表彰を行います。 

○防犯灯のLED化 5,713千円  

    町内にある防犯灯を順次ＬＥＤ化していきます。 

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

    省省省省エエエエネネネネで環境にやさしいまちづくりをで環境にやさしいまちづくりをで環境にやさしいまちづくりをで環境にやさしいまちづくりを    
【担当】環境課 環境保全担当（℡38-0401） 

    住民参加推進課 交通・防犯担当（内線284） 

・再生可能エネルギー利用を推進するため住宅用太陽光発電 

 システムの補助金を交付します。平成27年度も引き続き 

 HEMS（ホーム・エネルギー・マネジメント・システム） 

 を導入する方に補助金を交付します。 

・環境にやさしい電気自動車などの次世代自動車の普及を促 

 進するため、購入費の一部を助成します。 

・環境に関するイベントを実施し、日ごろからの環境への意 

 識を高めることに努めます。 

・防犯灯のLED化を引き続き実施し、環境にやさしく犯罪 

 のないまちづくりをすすめます。 

☆町保有の電気自動車と 

アグリパークゆめすぎとの 

電気自動車用急速充電器 

（平成２６年度に設置）☆ 

重点

重点重点

重点 

  

 

・町のお金       10,103千円 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

         10,10310,10310,10310,103千円千円千円千円 

  

 

☆環境にやさしいエネルギー 
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杉戸町 

 

６

６６

６ 

  

 快適で、ゆとりのあるまち

快適で、ゆとりのあるまち快適で、ゆとりのあるまち

快適で、ゆとりのあるまち 

  

 

 

○長期施設整備計画に基づく平成27年度実施予定の主な環

境センター改修事業 147,985千円 

 ・焼却炉耐火材の改修 

 ・排ガス分析計の改修 

 ・無停電電源装置の更新 

 ・統合化制御システムの更新 

○その他、環境センターに必要な修繕の実施 8,500千円 

○し尿処理負担金（幸手市へ支払い） 

 ・し尿処理等経費  48,924千円   

 ・施設改修経費   14,822千円  

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

    ごごごごみ・しみ・しみ・しみ・し尿処理尿処理尿処理尿処理を安定的にを安定的にを安定的にを安定的に行行行行いますいますいますいます    
【担当】環境課 廃棄物資源担当  

        環境保全担当（℡38-0401）  

・平成９年に完成した環境センターの長寿命化（長くもたせ 

 る）のため、長期施設整備計画に基づき、計画に基づいた 

 ごみ焼却施設の改修を進めていきます。 

・し尿の処理を委託している幸手市で、し尿処理施設の計画 

 的な改修を行うため、改修費用の負担をし、安定したし尿 

 処理に努めます。 

☆環境センター☆ 

・町のお金      116,369千円 

・幸手市からの負担金    83,562千円 

・貯金の取崩し    

 （公共施設改修基金）20,000千円 

・その他のお金      300千円 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

      220,231 220,231 220,231 220,231千円千円千円千円 

  

 

重点

重点重点

重点 

  

 

・町のお金       15,989千円 

 

○護岸改修事業（大字下野） 13,166千円 

  護岸の崩落による住宅への被害を防止するため、順次補

修工事を行います。 

○浚渫

しゅんせつ

工事 623千円 

  土砂等の堆積により水の流れが悪化している箇所につい

て、水路の土砂をさらい、水の流れをよくします。 

○維持管理工事 2,200千円 

  フェンスや護岸の改修を行います。 

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

    南側水路南側水路南側水路南側水路のののの適切適切適切適切なななな維持管理維持管理維持管理維持管理をしますをしますをしますをします    
【担当】都市施設整備課  

        都市計画整備担当（内線374） 

 南側水路の適切な維持管理を継続し、快適な生活環境づく 

りに努めます。 

    予算額予算額予算額予算額 

  

       15,989  15,989  15,989  15,989千円千円千円千円 

  

 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

☆南側水路☆ 
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杉戸町 

 

６

６６

６ 

  

 快適で、ゆとりのあるまち

快適で、ゆとりのあるまち快適で、ゆとりのあるまち

快適で、ゆとりのあるまち 

  

 

 

○合併処理浄化槽設置整備事業奨励補助金の交付  

   14,013千円 

  下水道処理（計画）区域外の地域で、単独処理浄化槽及

び汲取便槽から合併処理浄化槽への転換を行う方に対し

て、補助金を交付します。 

○生活排水処理基本計画策定業務委託 3,600千円 

  平成２７年度に県内市町村で一斉に生活排水処理基本計

画の見直しを行い、これをもとに県で埼玉県生活排水処理

施設整備構想を策定します。 

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

    家庭家庭家庭家庭からできるからできるからできるからできる川川川川のののの再再再再生生生生    

・合併処理浄化槽は、し尿と生活雑排水を個別にまとめて処 

 理する浄化槽で、従来のし尿のみを処理する単独処理浄化 

 槽に比べて、河川等の汚濁を軽減する効果があります。 

・この合併処理浄化槽の設置を促進するため、補助金を交付

します。 

・生活排水の適切な処理を可能とするための施設等の整備の

基本計画の見直しをします。 

新 

【担当】環境課  環境保全担当（℡38-0401）  

・町のお金        7,221千円 

・国からのお金    2,596千円 

・県からのお金    7,796千円 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

    予算額予算額予算額予算額 

  

         17,61317,61317,61317,613千円千円千円千円 

  

 

☆合併処理浄化槽で川をきれいに☆ 

・町のお金      320,217千円 

    下水下水下水下水道の整備を推進します道の整備を推進します道の整備を推進します道の整備を推進します    【担当】上下水道課 経営総務担当（℡37-1232） 

・快適な生活環境の確保のため、下水道施設の維持管理及び 

 下水道管の整備を行います。 

・公共下水道事業特別会計の財源不足を補てんするため、一 

 般会計から繰出金を支出し、公共下水道事業の安定的な運 

 営に努めています。 

    予算額予算額予算額予算額 

  

         320,217320,217320,217320,217千円千円千円千円 

  

 

財源内訳

財源内訳財源内訳

財源内訳 

  

 

☆マンホール工事の様子☆ 

 

○後宿地区で、下水道の面整備工事を実施します。 

 （杉戸第1-318号線外枝線、杉戸第1-321号線外枝線、      

杉戸第1-319号線外枝線）  

○内田4丁目地内の公共下水道事業の認可を取るための準備

を実施します。 

○設置済の下水管やマンホールポンプなどの下水道施設の適

切な維持管理を行います。 

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    

（公共下水道事業特別会計への繰出金）  

新 

新 

一部新規

一部新規一部新規

一部新規 
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ⅣⅣⅣⅣ    平成２７年度平成２７年度平成２７年度平成２７年度    特別会計予算の概要特別会計予算の概要特別会計予算の概要特別会計予算の概要    

杉戸町 

     会計会計会計会計区分区分区分区分          予算予算予算予算額額額額                 
  

 伸伸伸伸びびびび率率率率           頁頁頁頁 

  

 

１ 国民健康保険特別会計 6,305,158千円 11.9％ 

39 

２ 後期高齢者医療特別会計 407,798千円 4.8％ 

41 

３ 介護保険特別会計 2,719,613千円 ▲4.7％ 

43 

４ 公共下水道事業特別会計 998,247千円 22.0％ 

45 

５ 水道事業会計 1,460,415千円 ▲10.9％ 

47 

 （特別会計合計） 11,891,231千円 4.9％ 

 

    概要概要概要概要    
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杉戸町 

 １ １ １ １    国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計    

    予算予算予算予算額額額額    

○ 63億515万８千円（対前年度比 11.9％） 

    目的目的目的目的    

○ 国民健康保険に課せられた使命とその性格を考え、租税公平負担の原則に基づいて保険税

を賦課徴収するとともに、保険給付及び保健事業を適正に行うことを目的としています。 

    概要概要概要概要・事業・事業・事業・事業内容内容内容内容    

○ 主な歳入の内容は、国民健康保険税10億7,624万３千円、国・県支出金14億544万３千円、

前期高齢者交付金17億3,581万円、共同事業交付金12億7,975万８千円及び繰入金４億320万

１千円となっています。 

 

○ 主な歳出の内容は、保険給付費37億9,734万円、後期高齢者支援金等８億1,203万２千円、

介護納付金３億1,376万６千円、共同事業拠出金12億8,673万６千円、保健事業費（特定健

診・特定保健指導を含む）5,934万７千円となっています。 

◇５か年の当初予算額等の推移

主な歳出

国民健康

保険税

一般会計からの

繰入金※

その他の収入

(国や県からの

支出金など）

保険給付費

　　　（千円）

H23 4,951,000 1,103,552 338,583 3,508,865 3,344,018 14,809

H24 5,264,000 1,108,402 241,038 3,914,560 3,455,842 14,569

H25 5,619,000 1,105,949 237,514 4,275,537 3,775,597 14,450

H26 5,635,000 1,100,853 336,467 4,197,680 3,806,696 14,317

H27 6,305,158 1,076,243 334,201 4,894,714 3,797,340 14,187

※赤字補てん分も含めた額

※H23-25は実績値

年度

当初予算額

　　　（千円）

歳入（千円）

被保険者数

　　　　（人）

　　　　  ※
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杉戸町 

    参考参考参考参考１１１１    歳歳歳歳入の入の入の入の内訳内訳内訳内訳と被保険と被保険と被保険と被保険者数者数者数者数の推移の推移の推移の推移    

    参考参考参考参考２２２２    主な主な主な主な歳歳歳歳出出出出（（（（保険給保険給保険給保険給付費付費付費付費）と被保険）と被保険）と被保険）と被保険者数者数者数者数の推移の推移の推移の推移    
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H23 H24 H25 H26 H27

その他(国や県からの支出

金など）

一般会計からの繰入金

国保税収入

被保険者数

(人）(億円）

注：H25までの被保険者数は

実績値（他は当初予算）
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保険給付費

被保険者数

注：H25までの被保険者数は

実績値（他は当初予算）

(人）

(億円）
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杉戸町 

 ２ ２ ２ ２    後期高齢者医療特別会計後期高齢者医療特別会計後期高齢者医療特別会計後期高齢者医療特別会計    

○ ４億779万８千円（対前年度比 4.8％） 

○ 主な歳入の内容は、後期高齢者医療保険料３億2,825万６千円、繰入金7,884万円となって

います。 

 

○ 主な歳出の内容は、後期高齢者医療広域連合納付金４億274万９千円となっています。 

○ 埼玉県後期高齢者医療広域連合が保険者として運営する後期高齢者医療制度において、被

保険者と広域連合との橋渡し的な役割として行う、保険料の徴収事務、申請や届け出の受付

け及び保険証の引渡し等の業務に関する歳入と歳出を経理するために設けられたものです。 

    予算予算予算予算額額額額    

    目的目的目的目的    

    概要概要概要概要・事業・事業・事業・事業内容内容内容内容    

◇５か年の当初予算額等の推移

主な歳出

後期高齢者

医療保険料

その他の収入

（国や県からの支

出金など）

後期高齢者医療

広域連合納付金

（千円）

H23 304,004 243,915 60,089 298,902 4,233

H24 334,553 268,888 65,665 328,872 4,483

H25 365,400 296,506 68,894 359,892 4,671

H26 389,229 316,329 72,900 384,150 5,003

H27 407,798 328,256 79,542 402,749 5,113

※H23-25は実績値

年 度

当初予算額

　　　（千円）

歳入（千円）

被保険者数※

　　　　（人)
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杉戸町 

    参考参考参考参考１１１１    歳歳歳歳入の入の入の入の内訳内訳内訳内訳と被保険と被保険と被保険と被保険者数者数者数者数の推移の推移の推移の推移    

    参考参考参考参考２２２２    主な主な主な主な歳歳歳歳出出出出（（（（後後後後期高齢者期高齢者期高齢者期高齢者医療医療医療医療広広広広域域域域連合納付金連合納付金連合納付金連合納付金）と被保険）と被保険）と被保険）と被保険者数者数者数者数の推移の推移の推移の推移    
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杉戸町 

 ３ ３ ３ ３    介護保険特別会計介護保険特別会計介護保険特別会計介護保険特別会計    

○ 27億1,961万３千円 （対前年度比 ▲4.7 ％）  

○ 介護保険は、加齢に伴う疾病等により介護を必要とする状態になっても、できる限り自立

した日常生活を送ることができるよう、高齢者の介護を社会全体で支える制度です。この介

護保険制度について、適正な運営を行うことにより給付と負担の関係を明確にし、利用者の

方に必要なサービスが受けられるようにすることを目的としています。  

○ 主な歳入の内容 

・第１号被保険者の介護保険料は、賦課人数の増加及び保険料の改定により７億3,254万７ 

 千円となり、前年度と比較して8,329万円、12.8％の増となっています。 

・保険給付費等に対する主な財源は、国庫支出金４億7,595万円、支払基金交付金７億 

 2,758万２千円、県支出金３億8,648万５千円となっています。 

・繰入金のうち、町が負担する一般会計繰入金は、３億9,669万４千円となっています。 

 

 ○ 主な歳出の内容 

 ・歳出予算の根幹をなす保険給付費については、介護保険事業計画に基づいた予算編成を 

  した結果、25億7,194万４千円となり、前年度と比較して１億8,185万７千円、6.6％の 

  減となっています。 

 ・地域支援事業費のうち、介護予防事業費は2,656万７千円、包括的支援事業・任意事業費 

  は2,581万５千円となっています。 

    予算予算予算予算額額額額    

    目的目的目的目的    

    概要概要概要概要・事業・事業・事業・事業内容内容内容内容    

◇５か年の当初予算額等の推移

主な歳出

介護保険料

一般会計からの

繰入金

その他の収入

（国や県からの

支出金など）

保険給付費

　　　（千円）

H23 2,158,734 491,829 295,400 1,371,505 2,078,462 11,012

H24 2,354,452 600,366 324,837 1,429,249 2,266,762 11,694

H25 2,556,967 633,440 347,010 1,576,517 2,476,053 12,255

H26 2,853,625 649,257 387,909 1,816,459 2,753,801 12,348

H27 2,719,613 732,547 396,694 1,590,372 2,571,944 12,825

※Ｈ23-25は実績値

年度

当初予算額

　　　（千円）

歳入（千円）

被保険者数

　　　　（人） ※
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杉戸町 

    参考参考参考参考１１１１    歳歳歳歳入の入の入の入の内訳内訳内訳内訳と被保険と被保険と被保険と被保険者数者数者数者数の推移の推移の推移の推移    

    参考参考参考参考２２２２    主な主な主な主な歳歳歳歳出出出出（（（（保険給保険給保険給保険給付費付費付費付費）と被保険）と被保険）と被保険）と被保険者数者数者数者数の推移の推移の推移の推移    
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杉戸町 

 ４ ４ ４ ４    公共下水道事業特別会計公共下水道事業特別会計公共下水道事業特別会計公共下水道事業特別会計    

○ ９億9,824万７千円（対前年度比 22.0％）  

○ 公共用水域の水質保全並びに公衆衛生の向上による生活環境の改善を図るため、公共下水

道を整備します。 

○ 杉戸町における下水道事業については、市街地は平成２年度より、豊岡地区は平成８年度より

供用を開始しており、現在も事業認可区域内において下水道の整備を行っています。 

 

○ 平成27年度当初予算においては、前年度と比較して１億7,999万１千円（22.0%増）の増額予算

となっており、主な事業としては、下水道区域拡大のため、下高野地内の面整備を予定していま

す。 

    予算予算予算予算額額額額    

    目的目的目的目的    

    概要概要概要概要・事業・事業・事業・事業内容内容内容内容    

◇５か年の当初予算額等の推移

主な歳出 参考※

下水道使用料、

負担金収入

一般会計からの

繰入金

その他の収入

（町債など）

公債費

　　　（千円）

地方債残高

　　　（千円）

H23 976,650 289,019 332,795 354,836 608,551 5,258,196

H24 1,077,709 296,928 318,849 461,932 628,052 5,090,262

H25 920,667 295,469 364,647 260,551 473,682 4,931,887

H26 818,256 300,732 345,289 172,235 480,759 4,760,018

H27 998,247 292,581 320,217 385,449 489,922 4,738,948

※H26-27は見込値

年度

当初予算額

　　　（千円）

歳入（千円）
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    参考参考参考参考１１１１    歳歳歳歳入の入の入の入の内訳内訳内訳内訳    

    参考参考参考参考２２２２    主な主な主な主な歳歳歳歳出出出出（公債費（公債費（公債費（公債費）と地）と地）と地）と地方債残高方債残高方債残高方債残高の推移の推移の推移の推移    
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杉戸町 

 ５ ５ ５ ５    水道事業会計水道事業会計水道事業会計水道事業会計    

○ 14億6,041万５千円（対前年度比 ▲10.9％）  

○ 日常生活に欠くことのできないライフラインであり、健康で文化的な生活を営む上で町民

のみなさまに密着したサービスとして、安心・安全なおいしい水を提供することを目的とし

ます。 

○ 平成27年度の杉戸町水道事業は、給水戸数18,350戸、年間総給水量5,563,000㎥、一日

平均給水量15,199㎥を業務予定量としています。 

  収入は、節水志向及び節水機器の普及により前年度比0.15％減の給水収益としていま

す。 

また、支出では建設改良費において、老朽化した配水管の更新や配水場整備を計画的に

行うための予算編成となっています。 

主に、第二配水場の着水井、塩素接触池内部防水工事や、後宿地内の公共下水道工事に

伴う配水管布設替工事を継続実施することで、安心で安全な水を安定して供給できるよう

努めます。 

収益的支出では10億9,380万１千円を、資本的支出では３億6,661万４千円を計上してい

ます。 

 

○ 第二配水場着水井、塩素接触池内部防水工事            32,076千円 

○ 後宿地内公共下水道工事に伴う配水支管布設替工事（第２工区）  21,546千円 

    予算予算予算予算額額額額    

    目的目的目的目的    

    概要概要概要概要・事業・事業・事業・事業内容内容内容内容    

◇５か年の当初予算額等の推移

主な歳入

水道使用料収入

　　　　　（千円）

企業債償還費

　　　　　　　（千円）

企業債残高

　　　　　　（千円）

H23 1,797,904 883,675 63,545 1,650,320

H24 1,484,042 875,181 76,939 1,573,382

H25 1,386,973 867,594 78,428 1,494,955

H26 1,639,246 881,968 98,098 1,396,858

H27 1,460,415 880,656 107,728 1,389,131

※H26-27は見込値

当初予算額

　　　　　　（千円）

年度

参　考※
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    参考参考参考参考１１１１    予算予算予算予算額額額額にににに占占占占めるめるめるめる水水水水道道道道使用料使用料使用料使用料収入の収入の収入の収入の割合割合割合割合の推移の推移の推移の推移    

    参考参考参考参考２２２２    主な主な主な主な歳歳歳歳出出出出（企（企（企（企業業業業債償還費債償還費債償還費債償還費）と）と）と）と企企企企業業業業債残高債残高債残高債残高の推移の推移の推移の推移    
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