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平成２９年４月 

平成２９年度は、町民の皆様に「確かな安心」を更に実感していただけるよ

う、平成２８年度よりスタートした「第５次杉戸町総合振興計画後期基本計

画」、「杉戸町まち・ひと・しごと創生総合戦略」、「第６次杉戸町行政改革

大綱」等に基づく各種施策に積極的に取り組んでまいります。これからのまち

づくりは、 少子高齢化や人口減少が進行する中、これまで以上に「選択と集

中」による政策を基本に、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、町民の皆様と町議会、行政みんなが一体となって進める必要が

あります。 

本年度も、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２９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。 

「「「「平成平成平成平成２９２９２９２９年度年度年度年度みんなのみんなのみんなのみんなの予算書予算書予算書予算書」」」」のののの作成作成作成作成にあたってにあたってにあたってにあたって    
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杉戸町 

 

杉戸町 

①予算規模 

 一般会計 11,813,000千円（前年度比 △5.8％減） 

 特別会計 12,346,894千円（前年度比  0.7％増） 

 

②重点取組事項と注目事業 

重点取組事項 注目事業 頁数 

地域創生 日光街道「杉戸宿」の魅力を発信します Ｐ５ 

子育て 中央幼稚園の保育棟が新しくなります Ｐ６ 

健康 スポーツで健康な身体づくりを Ｐ７ 

安心・安全 安心・安全な道づくりをすすめます Ｐ８ 

環境 家庭でできるリサイクルを推進します Ｐ９ 

 

平成２９年度 平成２９年度 予算のポイント予算のポイント  

当町の財政状況につきましては、各種財政指標が、近年、一部改善傾向を示して

いるものの、平成２７年度決算では、平成２６年度決算において増加した歳入の根

幹を成す町税収入が再び減少に転じています。国内の経済状況は緩やかな回復の兆

しを見せていますが、未だ個々にまで及んでいないのではないかと考えています。

加えて、少子高齢化の進行による社会保障関係費や、老朽化した公共資産の維持管

理費の増加など、今後も行政需要は引き続き増加傾向にあり、町の財政状況は予断

を許さない厳しい状況が続くと思われます。 

平成２９年度予算はこのような状況を背景として、「住みごこち１００％のまち

づくり」の実現を目指すべく、平成２８年度よりスタートした第５次杉戸町総合振

興計画後期基本計画を着実に推進し、町民の「確かな安心」を確実なものとするた

め、将来を見据えた「未来の安心につながる予算」として編成しました。 

また、特に重点的に取り組む施策として、「地域創生」、「子育て」、「健

康」、「安心・安全」、「環境」の５本柱を重点取組事項として、限りある財源を

効率的に配分し、厳しい財政状況の中にあっても、町民の皆様の「未来の安心」へ

繋がる計画性のある予算としました。 
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杉戸町 

Ⅰ 平成２９年度 一般会計予算の規模 

＜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　 11,813,000 12,538,000 ▲ 725,000 ▲ 5.8

特別会計　計 12,346,894 12,256,995 89,899 0.7

  国民健康保険特別会計 6,428,769 6,410,000 18,769 0.3

  後期高齢者医療特別会計 456,155 438,127 18,028 4.1

  介護保険特別会計 2,849,773 2,915,563 ▲ 65,790 ▲ 2.3

  公共下水道事業特別会計 1,027,669 911,353 116,316 12.8

  水道事業会計 1,584,528 1,581,952 2,576 0.2

合　計 24,159,894 24,794,995 ▲ 635,101 ▲ 2.6

会　計　名

（単位：千円、％）

比較増減29年度

予算額
28年度予算額

増減額 伸び率

町税 5,274,517 5,236,247 38,270 0.7

譲与税・交付金 931,800 923,000 8,800 1.0

地方交付税 1,642,000 1,698,000 ▲ 56,000 ▲ 3.3

分担金及び負担金 411,133 541,621 ▲ 130,488 ▲ 24.1

使用料及び手数料 207,114 207,130 ▲ 16 0.0

国庫支出金 1,097,491 1,328,924 ▲ 231,433 ▲ 17.4

県支出金 737,754 750,338 ▲ 12,584 ▲ 1.7

繰入金 251,609 444,257 ▲ 192,648 ▲ 43.4

繰越金 170,000 200,000 ▲ 30,000 ▲ 15.0

町債 754,050 845,100 ▲ 91,050 ▲ 10.8

その他 335,532 363,383 ▲ 27,851 ▲ 7.7

合　計 11,813,000 12,538,000 ▲ 725,000 ▲ 5.8

比較増減

（単位：千円、％）

区　分
29年度

予算額

28年度

予算額

町税

5,274,517

44.6%

譲与税・交付金

931,800

7.9%
地方交付税

1,642,000  13.9%分担金及び負担金

411,133   3.5%

使用料及び手数料

207,114   1.8%

国庫支出金

1,097,491  9.3%

県支出金

737,754 6.2%

繰入金

251,609 2.1%

繰越金

170,000 1.4%

町債

754,050  6.4% その他

335,532 2.9%

  一般会計 歳入 
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杉戸町 

＜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。 
 
○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 131,353 144,202 ▲ 12,849 ▲ 8.9

総務費 1,323,120 1,394,828 ▲ 71,708 ▲ 5.1

民生費 4,254,024 4,511,912 ▲ 257,888 ▲ 5.7

衛生費 1,325,256 1,425,421 ▲ 100,165 ▲ 7.0

労働費 3,579 3,580 ▲ 1 0.0

農林水産業費 145,407 130,594 14,813 11.3

商工費 193,073 144,401 48,672 33.7

土木費 980,030 1,227,311 ▲ 247,281 ▲ 20.1

消防費 801,878 802,288 ▲ 410 ▲ 0.1

教育費 1,627,362 1,696,993 ▲ 69,631 ▲ 4.1

公債費 1,007,315 1,035,162 ▲ 27,847 ▲ 2.7

その他 20,603 21,308 ▲ 705 ▲ 3.3

合　計 11,813,000 12,538,000 ▲ 725,000 ▲ 5.8

区　分
29年度

予算額

28年度

予算額

比較増減

議会費

131,353  1.1%

総務費

1,323,120 11.2%

民生費

4,254,024  36.0%

衛生費

1,325,256  11.2%労働費

3,579   0.0%農林水産業費

145,407  1.2%

商工費

193,073  1.7%

土木費

980,030  8.3%

消防費

801,878  6.8%

教育費

1,627,362  13.8%

公債費

1,007,315  8.5%

その他

20,603  0.2%

  一般会計 歳出 （目的別） 
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杉戸町 

＜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 5,759,617 5,707,315 52,302 0.9

 人件費 2,658,839 2,646,570 12,269 0.5

 扶助費 2,093,463 2,025,583 67,880 3.4

 公債費 1,007,315 1,035,162 ▲ 27,847 ▲ 2.7

投資的経費計 851,202 1,211,513 ▲ 360,311 ▲ 29.7

 普通建設事業費 851,202 1,211,513 ▲ 360,311 ▲ 29.7

その他の経費計 5,202,181 5,619,172 ▲ 416,991 ▲ 7.4

 物件費 2,393,129 2,575,420 ▲ 182,291 ▲ 7.1

 維持補修費 108,018 100,934 7,084 7.0

 補助費等 1,179,361 1,381,096 ▲ 201,735 ▲ 14.6

 繰出金 1,492,569 1,531,913 ▲ 39,344 ▲ 2.6

 その他 29,104 29,809 ▲ 705 ▲ 2.4

合　計 11,813,000 12,538,000 ▲ 725,000 ▲ 5.8

比較増減
区　分

29年度

予算額

28年度

予算額

人件費

2,658,839  22.5%

扶助費

2,093,463  17.7%

公債費

1,007,315  8.5%
普通建設事業費

851,202  7.2%

物件費

2,393,129  20.3%

維持補修費

108,018   0.9%

補助費等

1,179,361   10.0%

繰出金

1,492,569  12.6%

その他

29,104  0.3%

  一般会計 歳出 （性質別） 
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杉戸町 

 

Ⅱ 平成２９年度 注目事業 その１ （地域創生） 

（うち平成28年度からの繰越分 69,000千円）  

▲杉戸宿開宿400年宿場まつり 

一部新規一部新規一部新規一部新規    日光街道「杉戸宿」の魅力を発信します日光街道「杉戸宿」の魅力を発信します日光街道「杉戸宿」の魅力を発信します日光街道「杉戸宿」の魅力を発信します    

 日光街道の第５番目の宿場町「杉戸宿」ブランドの確立を目指し、杉戸宿魅力発信拠点施設の 

整備、杉戸宿宿場まつりなどのイベントの開催やグルメ開発、資料集の発行などを行います。 

 また、平成28年度に引き続き、日光街道の他の宿場町と連携し、日光街道埼玉六宿連携事業を 

実施するなど、町内外へ杉戸宿の魅力を発信します。 

 加えて、これまでの開宿400年関連事業で活性化の機運が高まっている杉戸町商店街のさらな 

る魅力向上を図るため、地域消費喚起プレミアム付商品券発行事業を助成します。 

    予算額予算額予算額予算額                78,61478,61478,61478,614千円千円千円千円    

・町のお金       18,614千円 

・国のお金     30,000千円 

・町の借金（地方債）30,000千円 

財源内訳財源内訳財源内訳財源内訳    

▲現在の（仮称）第2流灯工房（清地1丁目） 

 
 

 

 ○杉戸宿魅力発信拠点施設の整備 69,000千円 

  （繰越明許費）  

   既存の（仮称）第2流灯工房を解体し、古利根川流 

  灯まつりのメイン会場や杉戸宿まち歩き休憩場所、 

  杉戸農産物等のPR販売会場等、多目的な活用ができ 

  る施設に改築します。 

 ○杉戸宿宿場まつり運営補助 3,000千円 

   杉戸宿の歴史的資産など町の魅力をPRする 

  「宿場まつり」を開催します。 

 ○杉戸町ブランディング支援事業費補助金 500千円 

   杉戸のグルメなどを開発・ブランド化して、町内 

  外に広く発信する事業に対して補助をします。 

 ○観光案内拠点運営費補助金 1,233千円 

   観光案内を充実させるため、流灯工房を観光案内 

  所として活用します。 

 ○夏休み子どもスタンプラリーの実施 213千円 

 ○日光街道埼玉六宿連携スタンプラリーの実施 

  250千円 

 ○資料集の発行 418千円 

 ○プレミアム付商品券発行事業助成 4,000千円 

  ・20％のプレミアム付き（発行総額 24,000千円） 

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

新 

新 

新 

新 

新 

【担当】商工観光課 魅力発信担当 内線310 ・ 商工担当 内線309 

    社会教育課 町史・文化財担当 内線483 
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杉戸町 

 

 

 

 ○中央幼稚園保育棟改築工事準備費用  

  15,376千円 

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

・町のお金       15,376千円 

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                15,37615,37615,37615,376千円千円千円千円    

 老朽化が進んでいる中央幼稚園保育棟の平成30年 

度改築をめざし、準備を進めます。 

 新しい保育棟については、陽当たりがよく、木の 

温もりを感じることのできる保育室を基本とし、子 

どもたちが元気いっぱいに遊び学ぶことのできる環 

境を整備します。 

【担当】子育て支援課 幼稚園・保育園担当 内線268 

中央幼稚園の保育棟が新しくなります中央幼稚園の保育棟が新しくなります中央幼稚園の保育棟が新しくなります中央幼稚園の保育棟が新しくなります    新規新規新規新規    

 

 施設の概要（予定） 

 建設箇所  ：大字杉戸2199番地 

 建物構造  ：木造平屋建 

 完成予定  ：平成30年度 

    平成２９年度 注目事業 その２ （子育て） 

▲中央幼稚園保育棟 

▼中央幼稚園保育の様子 

新 
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杉戸町 

 

【担当】社会教育課 スポーツ振興担当 内線493 

 スポーツ活動が健康づくり、地域づくりの 

原動力になるよう、「だれでも」、「どこで 

も」、「ひとりでも」気軽に運動に取り組む 

ことができる環境づくりに努めます。 

 また、健康増進だけでなく、スポーツイベ 

ントを通じた交流の場を作り、地域の活性化 

を促進します。 

 

  

 ○各種スポーツイベントの開催 1,280千円 

 ・町民体育祭 

 ・いきいきふれあいスポーツ 

  （ウオーキング大会等予定） 

 ○杉戸町体育協会への補助 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 

 ○エコ・スポ健康スポーツ教室等 1,350千円 

    予算額予算額予算額予算額                    5,7505,7505,7505,750千円千円千円千円    

・町のお金        5,685千円 

・その他のお金         65千円 

財源内訳財源内訳財源内訳財源内訳    

▲エコ・スポまつり 

▲ウオーキング大会 ▲第33回新春マラソン大会 

スポーツで健康な身体づくりをスポーツで健康な身体づくりをスポーツで健康な身体づくりをスポーツで健康な身体づくりを    一部新規一部新規一部新規一部新規    

平成２９年度 注目事業 その３ （健康） 

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

写真の提供をお願いします写真の提供をお願いします写真の提供をお願いします写真の提供をお願いします    

一新 
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杉戸町 

 

一部新規一部新規一部新規一部新規    

【担当】都市施設整備課 道路治水担当 内線379 

 

 

 ○町道Ⅱ級10号線（大字堤根） 78,581千円  

  修正設計、事前調査、舗装補修工事 

 ○町道Ⅱ級13号線（大字本郷） 39,049千円 

  修正設計、事前調査、舗装補修工事、物件補償  

 ○町道Ⅰ級９号線・Ⅰ級19号線 20,000千円    

（大字深輪外） 

  舗装補修工事  

 ○町道Ⅱ級１号線（大字下高野） 3,964千円 

  測量設計  

 ○町道Ⅰ級13号線（大字堤根）  6,900千円 

  設計 

 ○町道2051号線（大字宮前）  58,312千円 

  道路改良工事、物件補償 

 ○町道831号線（大字茨島）    52,912千円 

  道路改良工事、物件補償  

 ○町道Ⅱ級18号線（大字木野川）11,000千円 

  測量設計、物件調査積算 

▲町道831号線（大字茨島） 

・町のお金      106,058千円 

・春日部市からの負担金10,000千円 

・国からのお金   70,210千円 

・町の借金（地方債）84,450千円 

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            270,718270,718270,718270,718千円千円千円千円    

 老朽化の進んだ道路を中心に、舗装補修工事等を行う 

など、道路利用者が安心・安全に通行することができる 

よう、道路防災対策、交通安全対策、道路冠水対策等の 

多様な事業を実施し、道路の安全性を確保します。 

安心・安全な道づくりをすすめます安心・安全な道づくりをすすめます安心・安全な道づくりをすすめます安心・安全な道づくりをすすめます    

平成２９年度 注目事業 その４ （安心・安全） 

▲町道Ⅱ級10号線（大字堤根） 

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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杉戸町 

 

 家庭から排出される可燃ごみの約半分を生ごみが占めており、一般ごみの年間排 

出量の約３割以上を生ごみが占めていると言われています。 

 家庭から排出される生ごみを減量するため、生ごみ処理容器及び電気式生ごみ処 

理機を購入した方に、購入費の一部を補助します。 

・町のお金         123千円 

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                    123123123123千円千円千円千円    

▲生ごみコンポスト 

 

 

 ○生ごみ処理容器及び生ごみ処理機購入に対しての 

  補助 123千円   

【担当】環境課 廃棄物資源担当 ℡(38)0401 

家庭でできるリサイクルを推進します家庭でできるリサイクルを推進します家庭でできるリサイクルを推進します家庭でできるリサイクルを推進します    新規新規新規新規    

平成２９年度 注目事業 その５ （環境） 

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

新 

【補助内容】 

 ・対象者：町内在住の者 

 ・補助額：処理容器 １基  4,500円まで 

      処理機  １基  20,000円まで   
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杉戸町 

 

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    

Ⅲ 平成２９年度 一般会計予算における主要事業 

 町民の皆様からのご意見や発想を町政に反映させ、より 

よいまちづくりをするため、「まちづくり懇談会」を実施 

します。 

▲みなさまのご意見を活かします 

・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き、町政に関する

各種情報を提供する「まちづくり懇談会」を実施しま

す。 

 ・町民の皆様からのご意見を直接伺い、町政に反映させ

るよう努めます。 

 平成29年度より、「杉戸町ふるさと応援寄附金」のイン 

ターネット受付が可能になります。また、「杉戸町ふるさ 

と応援寄附金」を充実させるため、町内事業者による返礼 

品を拡大します。 

▲杉戸町への応援をお願いします 

 

 ○寄附金の活用事業 

 ・快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 

 ・健康で生きがいのあるまちづくり事業 

 ・活力ある産業を育てるまちづくり事業 

 ・心豊かな人をはぐくむまちづくり事業 

 ・事業を指定せず町政全般に活用 
・町のお金         850千円 

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                        850850850850千円千円千円千円    

【担当】秘書広報課 秘書担当 内線205 ／ 各担当課 

町長がみなさまのご意見を伺います町長がみなさまのご意見を伺います町長がみなさまのご意見を伺います町長がみなさまのご意見を伺います    

【担当】政策財政課 財政担当 内線272 

ふるさと応援寄附金のインターネット受付を始めますふるさと応援寄附金のインターネット受付を始めますふるさと応援寄附金のインターネット受付を始めますふるさと応援寄附金のインターネット受付を始めます    一部新規一部新規一部新規一部新規    

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

継続継続継続継続    

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    
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杉戸町 

 

 

 

 ○バッセルトン市への訪問 811千円 

   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、交流を 

  行います。  

 姉妹都市との友好・信頼を深めるため、相互訪問・文化 

交流を行います。 

・町のお金         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                        811811811811千円千円千円千円    

  
姉妹都市との国際交流をすすめます姉妹都市との国際交流をすすめます姉妹都市との国際交流をすすめます姉妹都市との国際交流をすすめます    継続継続継続継続    

【担当】住民参加推進課 国際化・交流担当 内線287 

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

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    

 

 ○避難されている方々がお住いの国家公務員宿舎  

  （杉戸住宅）の維持管理経費 1,834千円 

 ○小学校に通う被災児童への就学援助 67千円 

【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389 

 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（当町と友好都 

市提携）等から杉戸町へ避難されている方々への支援を引き続き実施します。 

・県からのお金     1,901千円 

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                    1,9011,9011,9011,901千円千円千円千円    

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

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

▲バッセルトン市との交流 
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杉戸町 

 

 

▲平和企画展の様子 

・町のお金          90千円 

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                        90909090千円千円千円千円    

 

 ○平和企画展の実施 70千円   

   戦争の悲惨さ、そして平和の尊さを考えていただく 

  ため、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  

   戦争体験者からの体験談などを通じて、戦争の悲惨 

  さを改めて認識する機会を作り、平和な社会づくりを 

  目指します。 

【担当】住民参加推進課 国際化・交流担当 内線287 

 戦争の記憶を風化させないため、次の世代に戦争の悲惨 

さと平和の尊さを伝えることにより、平和に対する意識を 

高めます。 

  
平和な社会を目指して平和な社会を目指して平和な社会を目指して平和な社会を目指して    継続継続継続継続    

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

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    

予算予算ってなにってなにってなにってなに!?!?!?!?    誰誰誰誰がががが決決決決めるのめるのめるのめるの？？？？    

 予算とは、1年間の収入と支出を見積もることで

す。 

 町長は、各担当部署の案を自分の考えにそって予算

案としてまとめ、町議会に提案します。 

 町民を代表する町議会議員は、提案された予算案を

いろいろな面から審議した上で、町議会の議決により

予算を決めます。 

議 会 
町 長 

 

 民 町 

予算 

議決 

案の 

作成 

執行 
公開 

予
算

要
求

開
始

 

予
算

案
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定
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▼予算ができるまでの流れ 

予算案の検討 町議会での 

審議・議決 
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杉戸町 

 

 

・ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）に関する早期教 

 育を行うなど、正しい知識の普及や予防を目的とした講 

 演・研修により、ＤＶ被害のない社会を目指します。 

・男女共同参画社会を目指し、講座の開催や情報紙を発行 

 します。 

・女性の様々な問題を解決するため、定期的に女性相談を 

 実施します。 

【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）、 

  DV予防研修の実施  125千円 

 ○男女共同参画講座の実施 35千円 

 ○男女共同参画情報紙の発行 207千円 

 ○女性相談を実施（月２回 第１・第３水曜）317千円 

・町のお金          684千円 

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                        684684684684千円千円千円千円    

▲デートDV防止プログラムの様子 

  
男女が互いに尊重しあえる社会を目指して男女が互いに尊重しあえる社会を目指して男女が互いに尊重しあえる社会を目指して男女が互いに尊重しあえる社会を目指して    継続継続継続継続    

 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          944千円 

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                    944944944944千円千円千円千円    

 

 ○人権教育合同研修会の実施（毎年実施） 

 ○人権作文発表・心のふれあい講演会の実施 

  （毎年実施） 

 ○各種人権研修会への参加 

 ○人権教育推進協議会に対する補助 

【担当】社会教育課 人権教育担当 内線482 

▲人権教育合同研修会 

  
人権教育のススメ人権教育のススメ人権教育のススメ人権教育のススメ    ～差別のない社会へ～～差別のない社会へ～～差別のない社会へ～～差別のない社会へ～    継続継続継続継続    

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

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

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    
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杉戸町 

 

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    

 

・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。 

・特定の対象者に、子宮・乳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ます。 

・受診率の向上を目指すため、個別に受診勧奨や未受診者 

 への再受診勧奨を実施します。 

 

 ○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（けい）がん 

 ○無料クーポンの送付 （子宮頸(けい)がん、乳がん） 

   対象者に検診無料クーポン券を送付します。 

  ※日程等は、広報すぎとや町ホームページなどでお知 

   らせします。 
・町のお金       21,171千円 

・国からのお金     283千円 

・その他のお金    11,485千円 

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                32,93932,93932,93932,939千円千円千円千円    

▲がん検診を受けましょう 

【担当】健康支援課 ℡(34)1188 

  
がん検診を受けましょうがん検診を受けましょうがん検診を受けましょうがん検診を受けましょう    継続継続継続継続    

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    
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杉戸町 

 

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    

  
みなさんの健康づくりをお手伝いしますみなさんの健康づくりをお手伝いしますみなさんの健康づくりをお手伝いしますみなさんの健康づくりをお手伝いします    継続継続継続継続    

 

 ○すぎと健康アカデミー 118千円 

   すぎと健康マイスターに任命された方など健康づ 

  くりに意識の高い住民を対象に、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）。 

 ○すぎと健康フェスタ 5千円 

   血管年齢測定・足裏健康測定・体脂肪筋量測定な 

  どを行い、健康への興味・関心を高めるきっかけづ 

  くりをします。 

 ○健康教育 12千円 

   町内の小学校6年生を対象に、自分自身や周りの人 

  の健康に関心を持てるよう、健康教育を実施します。 
・町のお金          89千円 

・県からのお金      46千円 

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                    135135135135千円千円千円千円    

 みなさんの健康づくりを支援するため、広く健康に関す 

る情報を発信するイベントの開催や、検診・健康教室への 

参加を促し、楽しみながら健康への関心を高めていただく 

ことで、元気でいきいきとしたまちづくりをめざします。 

 

 ○健康マイレージ事業費負担金 583千円  

・町のお金          583千円 

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                    583583583583千円千円千円千円    

 専用の歩数計を活用し、ウオーキングの歩数データなどを県内各所に設置されたリーダーで 

ポイントに変換し、集めたポイントに応じて彩の国優良ブランド品などと交換できる、県の健康 

マイレージ事業に参加します。 

  
たくさん歩こう！健康マイレージたくさん歩こう！健康マイレージたくさん歩こう！健康マイレージたくさん歩こう！健康マイレージ    新規新規新規新規    

▲健康アカデミー卒業生による講座の様子 

【担当】健康支援課 ℡(34)1188 

【担当】健康支援課 ℡(34)1188 

新 

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

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    
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杉戸町 

 

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    

・病気に対する免疫をつけ、個別・集団感染及び重症化を 

 防止するために、定期接種を実施します。 

・高齢者を対象とした、インフルエンザワクチンや肺炎球 

 菌ワクチンの予防接種助成を実施します。 

 

 ○主な予防接種 

 ＜小児＞（自己負担なし） 

 ・日本脳炎の接種        15,476千円 

 ・四種混合の接種        14,047千円 

 ・小児用肺炎球菌ワクチンの接種 13,992千円 

 ・ヒブワクチンの接種      10,351千円 

 ＜高齢者＞ 

 ・高齢者インフルエンザワクチンの接種 25,075千円 

  （自己負担1,500円） 

 ・高齢者用肺炎球菌ワクチンの接種 2,865千円 

  （自己負担5,000円） 

 ※その他の予防接種や対象年齢等につきましては、 

  町ホームページ内健康支援課ページをご覧ください。 

▲予防接種を受けましょう 

・町のお金     106,255千円 

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            106,255106,255106,255106,255千円千円千円千円    

  
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    継続継続継続継続    

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

【担当】健康支援課 ℡(34)1188 

杉戸町杉戸町杉戸町杉戸町のののの財政状況はどうなっているのはどうなっているのはどうなっているのはどうなっているの？？？？ 

 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

戸町の平成28年度数値は0.７51となってお

り、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。 

Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度

県内市町村

平均
0.775 0.772 0.774 0.777 0.779

県内町村

平均
0.641 0.635 0.636 0.637 0.639

杉戸町 0.735 0.739 0.742 0.748 0.751

0.600

0.650

0.700

0.750

0.800

H24 H25 H26 H27 H28

財政力指数の推移

県内市町村平均 県内町村平均 杉戸町
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杉戸町 

 

 

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    

・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、契約医療機関以外の医療機関で妊婦健 

 康診査を受診する方も、契約医療機関等での受診と同じ 

 経済的負担になるよう助成を行います。 

・赤ちゃんを産み育てていくための準備として、沐浴実習 

 などを行うママパパ教室を開催します。 

・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、その治療に必要な医療費の一部を負担しま 

 す。 

 

 ○妊婦健康診査の実施  26,366千円 

 ・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 

  （基本的な妊婦健康診査 全14回） 

  尿化学検査、血液検査（血液型、梅毒血清反応検査、 

  風疹ウィルス抗体検査、B型肝炎抗原検査、C型肝炎 

  抗体検査、血算、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、ＨＴ 

  ＬＶ－１抗体検査、性器クラミジア検査 

 ○妊婦健康診査（契約医療機関以外）の助成  

  1,516千円 

 ○ママパパ教室、離乳食教室の実施 176千円 

 ○未熟児養育医療費の助成 3,003千円   

業業業業    のののの    概概概概    要要要要    事事事事    ▲妊婦健康診査を受けましょう 

    予算額予算額予算額予算額                    31,06131,06131,06131,061千円千円千円千円    

・町のお金       28,810千円 

・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    

  
赤ちゃんの健やかな成長を願って赤ちゃんの健やかな成長を願って赤ちゃんの健やかな成長を願って赤ちゃんの健やかな成長を願って    継続継続継続継続    

【担当】健康支援課 ℡(34)1188 
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杉戸町 

 

 

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    

・急な病気やけがをした時の初期救急として、休日（午 

 前）診療と冬期限定の小児休日診療を実施しています。 

・輪番制方式により休日・夜間等における重症救急患者の 

 診療を受け入れる体制を整備します。 

・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の減少を目的 

 とした、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 8,566千円 

 ・在宅当番・救急医療情報提供実施委託 

 ・東部北地区病院群輪番制病院等運営負担金 

 ・埼玉利根保健医療圏地域医療連携推進協議会負担金 

 ・休日夜間初期救急の委託 

 ・休日診療等医師賠償責任保険料 

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

▲いざというときも安心 

・町のお金       10,420千円 

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                10,42010,42010,42010,420千円千円千円千円    

 高齢者のみなさまの長寿をお祝いをするため、長寿祝い 

品を贈ります。 

・町のお金        5,188千円 

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                5,1885,1885,1885,188千円千円千円千円    

 

 ○高齢者長寿祝い品の贈呈 5,188千円  

 ・101歳以上の方  …  30千円 

 ・100歳の方    …  100千円 

 ・90歳の方    …  10千円 

 ・80歳の方    …    5千円 

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

【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 

  
安定的な地域医療の体制を確保します安定的な地域医療の体制を確保します安定的な地域医療の体制を確保します安定的な地域医療の体制を確保します    継続継続継続継続    

  
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    継続継続継続継続    

【担当】健康支援課 ℡(34)1188 
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杉戸町 

 

 

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    

 

 ○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） 

 ○シニアサロン運営費の補助 500千円 

   サロン運営に必要な費用の一部を補助します。 

 ○シニアサロン交流事業の実施 260千円  

   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 2,190千円  

   老人クラブ連合会や老人クラブ活動への補助をしま 

  す。 

 ○後期高齢者健康診査等の実施 18,211千円 

   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。 

 ○高齢者保健福祉計画（第7期介護保険事業計画）の策定  

  3,000千円 

   きめ細やかな介護サービスが提供できるよう、高齢 

  者保健福祉計画（第7期介護保険事業計画）を策定し 

  ます。 

【担当】高齢介護課 高齢者福祉担当 内線317 ・ 地域ケア担当 内線319 

               地域包括支援センター担当 内線302   

        町民課 後期高齢者医療担当 内線259  

▲げんきSUGI体操 

・町のお金        8,935千円 

・県からのお金      498千円 

・町の貯金の取崩し  1,110千円 

 （地域福祉基金） 

・その他のお金    14,618千円 

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                25,16125,16125,16125,161千円千円千円千円    

 高齢者のみなさまが、元気に楽しい毎日を過 

ごしていただけるよう、基礎体力づくりのた 

め、各種事業を実施していきます。 

 また、地域で孤立することのないよう、仲間 

づくりのための交流の場を提供します。 

  
健康で生きがいのある人生を健康で生きがいのある人生を健康で生きがいのある人生を健康で生きがいのある人生を    継続継続継続継続    

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

▲シニアサロンの様子 



20 

 

杉戸町 

 

 

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    

  

 ○こども医療費の支給（入院、通院ともに） 149,764千円 

  対象者：中学校修了まで 

 ○児童手当の支給 689,035千円 

  支給月：６月、10月、２月 

  支給額：３歳未満 一律 月額15,000円 

      小学校修了まで  第１･２子   月額10,000円 

                             第３子以降  月額15,000円 

      中学生 一律 月額10,000円 

 ○赤ちゃん家庭に対するごみ袋の支給 321千円 

   出生や転入の際、2歳未満の赤ちゃんがいるご家庭へ 

  ごみ袋（中サイズ）100枚を支給します。（1回のみ） 

 ○保育サービスの充実に関する各種事業への補助 

    11,199千円 

   町内の私立保育園3園（高野台こどもの家保育園、双 

  葉保育園、杉戸みちのこ保育園）が行う、延長保育など 

  の保育サービスに対して補助をします。 

 ○ファミリーサポートセンターの運営 3,353千円 

   一時的な児童の預かりなど、子育ての手助けをして 

  ほしい方と、育児の経験を生かして子育てのお手伝いを 

  していただける方との相互援助活動の調整を行います。 

 ○病児保育事業 8,821千円 

   病気中または病気の回復期にある子どもを一時的に預 

  かることができる保育施設の運営を委託します。 

 ○ブックスタート事業 342千円 

   ３～４か月児健診時に、赤ちゃんに絵本の読み聞かせ   

  を行い、絵本、アドバイス集、トートバックをプレゼン 

  トします。 

▲子育てしやすいまちづくりを 

 誰でも安心して子どもを産み、育てやすいまちを目指し、各種事業を実施します。 

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

・町のお金      242,616千円 

・国からのお金   482,342千円 

・県からのお金   136,407千円 

・その他のお金    1,470千円 

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            862,835862,835862,835862,835千円千円千円千円    

【担当】子育て支援課 子育て支援担当 内線279 ・ 幼稚園・保育園担当 内線277 

    町立図書館 ℡(33)4056 

  
子どもを産み、育てやすい環境をつくります子どもを産み、育てやすい環境をつくります子どもを産み、育てやすい環境をつくります子どもを産み、育てやすい環境をつくります    一部新規一部新規一部新規一部新規    

一新 

一新 

▲平成２９年４月開園予定 

（私立）杉戸みちのこ保育園 イメージ図  



21 

 

杉戸町 

 

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        

 

・放課後の子ども達の安全で安心な活動場所の確保ととも 

 に、地域の大人や異年齢児童との交流、様々な学習体験 

 を通じた健やかな成長のサポートと地域教育力の活性化 

 を図ります。 

・杉戸第二小学校、杉戸第三小学校に加え、平成29年度よ 

 り泉小学校でも実施します。 

 

 ○放課後子供教室の運営 1,239千円 

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

・就労等により、昼間保護者が不在となる家庭の小学生に 

 対し、遊びや生活の場を提供することにより、児童の健 

 全な育成に努めます。 

・平成29年度は、西小学校の余裕教室を活用し、西放課後 

 児童クラブの増床を行います。 

【担当】学校教育課 放課後児童クラブ担当 内線389 

  
西放課後児童クラブを広げます西放課後児童クラブを広げます西放課後児童クラブを広げます西放課後児童クラブを広げます    一部新規一部新規一部新規一部新規    

  
泉小学校に放課後子供教室を設置します泉小学校に放課後子供教室を設置します泉小学校に放課後子供教室を設置します泉小学校に放課後子供教室を設置します    一部新規一部新規一部新規一部新規    

【担当】社会教育課 社会教育担当 内線482 

・町のお金        5,876千円 

・国からのお金    15,630千円 

・県からのお金    15,630千円 

・その他のお金    23,184千円 

    予算額予算額予算額予算額                60,32060,32060,32060,320千円千円千円千円    

財源内訳財源内訳財源内訳財源内訳    

・町のお金         413千円 

・国からのお金      413千円 

・県からのお金      413千円 

    予算額予算額予算額予算額                    1,2391,2391,2391,239千円千円千円千円    

財源内訳財源内訳財源内訳財源内訳    

▲西放課後児童クラブ 

▲放課後子供教室の様子 

 

 ○放課後児童クラブの運営 58,773千円   

   内田、内田第２、中央、高野台、泉、南、西の７つ

の放課後児童クラブの運営 

 ○西放課後児童クラブの増床 1,547千円 

 ・警備機器の新規設置、警備業務 304千円 

 ・備品の購入 1,243千円 

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

新 

一新 
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杉戸町 

 

 

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    

・平成28年度に引き続き、杉戸小学校管理・教室棟トイレ改修Ⅱ 

 期工事を行い、児童が安心して利用できるトイレに改修します。 

・老朽化の進んでいる杉戸中学校管理・特別教室棟トイレの改修 

 を行い、生徒が集中して学習できるよう学校環境を整備します。 

 

 ○杉戸小学校管理・教室棟トイレ改修Ⅱ期工事の実施  

  45,633千円（繰越明許費）（平成29年度完了予定） 

 ○杉戸中学校管理・特別教室棟トイレ改修工事の設計 

  3,556千円 

▲平成28年度改修の杉戸小トイレ 

【担当】教育総務課 庶務管理担当 内線394 

・町のお金        3,556千円 

・国からのお金    15,333千円 

・町の借金（地方債）30,300千円 

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                49,18949,18949,18949,189千円千円千円千円    

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

  
杉戸小学校・杉戸中学校のトイレが新しくなります杉戸小学校・杉戸中学校のトイレが新しくなります杉戸小学校・杉戸中学校のトイレが新しくなります杉戸小学校・杉戸中学校のトイレが新しくなります    一部新規一部新規一部新規一部新規    

 小・中学校に通う子どもたちの学習環境を整えるため、 

学校設備の改修や使用する備品の購入などを行います。 

 

 ○平成２9年度に予定している環境整備事業  

  15,966千円 

 ・小学校 杉小 築山改修工事 

      西小 Ａ棟西側外壁改修工事 

      高小 放送室放送卓更新工事 

      泉小 プールサイドすのこ張替工事 

      各校 備品の購入、設備等の修繕 

 ・中学校 広中 樹木剪定工事 

      東中 和式便器洋式化工事 

      各校 備品の購入、設備等の修繕 

 ○音楽室エアコン設置工事の設計（小・中学校）  

  1,247千円 

【担当】教育総務課 庶務管理担当 内線394 

・町のお金       16,617千円 

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                16,61716,61716,61716,617千円千円千円千円    

  
快適な学校環境の整備をすすめます快適な学校環境の整備をすすめます快適な学校環境の整備をすすめます快適な学校環境の整備をすすめます    一部新規一部新規一部新規一部新規    

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

▲快適な学校環境 

新 

新 

（うち平成28年度からの繰越分 45,633千円）  
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杉戸町 

 

 

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    

 

 ○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） 2,492千円 

   万が一、自転車事故の加害者になってしまったとき 

  の対応のため、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。 

【担当】住民参加推進課 交通・防犯担当 内線284 ／ 学校教育課 指導担当 内線388 

 大きな事故を引き起こす可能性がある自転車の利用に 

ついて、交通安全のための備えや早期教育を図ることに 

より、ルール・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。 

▲ヒヤり、ハッとで学習 

・町のお金       2,795千円 

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                2,7952,7952,7952,795千円千円千円千円    

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

  
自転車事故の危険について考えよう自転車事故の危険について考えよう自転車事故の危険について考えよう自転車事故の危険について考えよう    継続継続継続継続    

 学校給食センターの厨房機器等の改修を行い、引き続き 

安心で安全な給食を安定的に提供します。 

 

 ○平成２９年度に改修予定の機器等 

 ・厨房機器等修繕 3,300千円 

 ・廃水処理施設ばっ気用ブロワー交換工事費 3,024千円 

 ・天吊り式蒸気コンテナ消毒機改修工事費 292千円 

【担当】学校給食センター ℡(36)7050 

▲安心安全な給食を作っています 

・町のお金        6,616千円 

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                6,6166,6166,6166,616千円千円千円千円    

  
安心で安全な学校給食をお届けします安心で安全な学校給食をお届けします安心で安全な学校給食をお届けします安心で安全な学校給食をお届けします    継続継続継続継続    

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

 

 ○明日の農業担い手育成塾 1,124千円 

   専門的な農業技術の指導、農地確保等の支援を行  

  い、新規就農希望者の育成を行います。 

 ○新規就農支援事業 9,000千円 

   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」の推進 186千円 

   後継者不足、耕作放棄地などの問題に対応するため 

  に、農地の活用方法や人材確保などについて検討し、 

  安心して営農が継続できる体制を確立します。 

 〇農地中間管理事業機構集積協力金 10,000千円 

   農業経営をやめる方などから、農地中間管理機構が 

  農地を借用し、地域農業の担い手等に貸し出します。 

 ○地域農業共同活動支援金 3,100千円 

   農業・農村が共同作業で支えてきた農村地域の多面 

  的機能の維持・発展を図るため集落の活動を支援しま 

  す。 

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

【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 ・ 基盤整備担当 内線323 

 杉戸町で新しく農業経営を始める方や地域の担い手とな 

る農業者が、安心して農業に従事できるように、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。 

▲農業者のみなさまを支援します 

・町のお金        1,153千円 

・県からのお金    22,257千円 

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                23,41023,41023,41023,410千円千円千円千円    

  
杉戸の農業の発展のために杉戸の農業の発展のために杉戸の農業の発展のために杉戸の農業の発展のために    一部新規一部新規一部新規一部新規    

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    

・町のお金        5,639千円 

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                    5,6395,6395,6395,639千円千円千円千円    
 

 ○遊具改修工事 5,639千円 

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

【担当】農業振興課 農業活性化担当 内線322 

 老朽化した公園遊具の修繕に加え、新たにニーズの高い 

健康遊具を設置し、子どもをはじめ誰もが安全で安心に利 

用できるようリニューアルし、アグリパークゆめすぎとの 

魅力アップを図ります。 

  
アグリパークゆめすぎとの遊具を改修しますアグリパークゆめすぎとの遊具を改修しますアグリパークゆめすぎとの遊具を改修しますアグリパークゆめすぎとの遊具を改修します    新規新規新規新規    

 

 ○各種イベントでのPR 20千円 

   さまざまなイベントに「すぎぴょん」「すぎたろ 

  う」が参加します。 

 ○着ぐるみ維持管理費 154千円 

   希望者に「すぎぴょん」「すぎたろう」の着ぐるみ 

  の貸し出しを行っています。町のイベント以外のさま 

  ざまな場所で「すぎぴょん」「すぎたろう」の活躍を 

  応援してください。 

 ○キャラクターグッズ作成関係費 700千円 

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

【担当】商工観光課 魅力発信担当 内線310 

 杉戸町マスコットキャラクター「すぎぴょん」に加え、 

杉戸宿開宿400年の平成28年に登場した「すぎたろう」 

が各種イベントに出向き、今年も町内外で活躍します！ 

  
すぎぴょん・すぎたろうが今年も活躍しますすぎぴょん・すぎたろうが今年も活躍しますすぎぴょん・すぎたろうが今年も活躍しますすぎぴょん・すぎたろうが今年も活躍します    一部新規一部新規一部新規一部新規    

新 

▲今年も活躍します！ 

・町のお金         811千円 

・その他のお金        63千円 

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                    874874874874千円千円千円千円    

一新 

▲人気のコンビネーション遊具 
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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    

▲産業団地の整備工事の様子 

 

 ○町道2069号線道路改良工事費 90,566千円 

   産業団地内の交通網整備のため、道路改良を行い 

  ます。 

  

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

【担当】商工観光課 商工担当 内線309 

 産業振興、就業機会の拡大や安定的な税収確保のため、 

埼玉県と連携して屏風深輪地区に産業団地の整備を進めて 

きましたが、操業開始に向け、更なる準備を進めます。 

  
屏風深輪産業団地の操業開始に向けて屏風深輪産業団地の操業開始に向けて屏風深輪産業団地の操業開始に向けて屏風深輪産業団地の操業開始に向けて    継続継続継続継続    

・町のお金        1,156千円 

・国からのお金    49,810千円 

・町の借金（地方債） 9,600千円 

・その他のお金    30,000千円 

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                90,56690,56690,56690,566千円千円千円千円    

 ～今後のスケジュール（予定）～ 

 ・平成29年度～ 企業への土地の分譲、引渡し 

 ・平成30年度～ 企業の操業開始 

 

 ○杉戸産農産物利用店看板の購入 162千円  

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

【担当】農業振興課 農業活性化担当 内線322 

 町民をはじめ多くの方に、杉戸産農産物を消費する機会 

を増やしていただけるよう、積極的に取り扱っている飲食 

店等を「杉戸産農産物利用店」として認定します。認定さ 

れたお店に、「杉戸産農産物利用店」の看板を掲示しま 

す。 

  
杉戸産農産物をご賞味ください杉戸産農産物をご賞味ください杉戸産農産物をご賞味ください杉戸産農産物をご賞味ください    新規新規新規新規    

・町のお金         162千円 

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                        162162162162千円千円千円千円    

新 

▲アグリパークゆめすぎとに並ぶ杉戸産農産物 
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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    

 

【担当】住民参加推進課 消防・防災担当 内線282・288 ／ 秘書広報課 広報広聴担当 内線286 

 いつ起きるか分からない災害に備え、地域の防災力・消防力を高める事業を実施します。 

▲防災訓練の様子 

  
いざという時のための防災力・消防力を高めますいざという時のための防災力・消防力を高めますいざという時のための防災力・消防力を高めますいざという時のための防災力・消防力を高めます    一部新規一部新規一部新規一部新規    

・町のお金      774,753千円 

・その他のお金     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            775,353775,353775,353775,353千円千円千円千円    

▲消防特別点検の様子 

 

 ○防災資機材及び食糧の整備等 2,993千円  

   役場防災倉庫及び福祉避難所（すぎとピア）の防災 

  資機材等を整備します。 

 ○消防操法大会出場にかかる費用 1,984千円 

   消防団員の消防技術の向上と士気の高揚を図るとと 

  もに、日頃の訓練により培った消防操法技術を競いあ 

  う消防操法大会に、杉戸町消防団が平成30年度出場す 

  るため、大会に向けた準備を行います。 

 ○防災士の養成 183千円 

   自主防災組織や町職員の中から、災害時のリーダー 

  となるべき人材を養成します。 

 ○テレ玉データ放送サービス情報コンテンツの活用  

  648千円 

   テレビ埼玉のデータ画面から、通常時はイベント 

  等、町の情報を、非常時には避難情報や危機管理情報 

  などをお知らせします。 

 ○埼玉東部消防組合負担金 739,223千円 

   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、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 30,322千円 

   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に係る経費を負担します。 

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

新 

新 
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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    

 平成29年度より、町内巡回バスの便数や運行時刻等 

を見直し、今まで以上に皆様にご利用いただける巡回 

バスを目指します。 

▲巡回バスをご利用ください 

・町のお金       14,964千円 

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            14,96414,96414,96414,964千円千円千円千円    

  

【担当】住民参加推進課 住民生活担当 内線283 

巡回バスの運行方法が変わります巡回バスの運行方法が変わります巡回バスの運行方法が変わります巡回バスの運行方法が変わります    一部新規一部新規一部新規一部新規    

 

 ○運行内容 

 ・路線：北コース・南コース 

 ・始点、終点：すぎとピア 

 ・運行日：月～金（祝日および年末年始を除く）※変更 

 ・便数：１日５便 ※変更 

 ・運行ルート ※変更：北コース…右回りのみ 

            南コース…左回りのみ 

 ・運賃：１回100円 

  ※時刻表等については、町ホームページをご参照くだ 

  さい。 

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

平成平成平成平成29292929年年年年4444月月月月からのからのからのからの

運行運行運行運行ルートですルートですルートですルートです！！！！    
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 ○整備検討業務委託料 5,194千円 

   事業認可準備に向け、事業計画及び土地の交換につ 

  いての計画（素案）に基づき、合意形成を図ります。  

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

【担当】東口通り線整備推進室 内線370 

▲東武動物公園駅東口通り 

 車道や歩道が狭く、一部の区間では歩道が未整備となっ 

ている東武動物公園駅東口から杉戸町側に伸びる県道の整 

備に向け、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準備を進めま 

す。 

・町のお金        5,194千円 

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                5,1945,1945,1945,194千円千円千円千円    

  
東武動物公園駅東口通り線の整備に向けた準備を継続します東武動物公園駅東口通り線の整備に向けた準備を継続します東武動物公園駅東口通り線の整備に向けた準備を継続します東武動物公園駅東口通り線の整備に向けた準備を継続します    継続継続継続継続    

【担当】都市施設整備課 道路治水担当 内線379 

  
橋の安全を確かめます橋の安全を確かめます橋の安全を確かめます橋の安全を確かめます    継続継続継続継続    

 

 ○橋りょう点検 23,814千円 

   町内にある１５ｍ以上の橋りょうについて、近接目 

  視による点検を実施し、橋の安全確保を図ります。 

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

・町のお金       13,003千円 

・国からのお金    10,811千円 

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                23,81423,81423,81423,814千円千円千円千円    

 町内全域の橋りょうの定期的な点検を行い、計画的、 

効率的に橋りょうの維持管理を行います。 

▲町内の橋りょうの様子 
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 ○既存木造住宅耐震診断補助    100千円 

  １件 ５万円（上限） 

 ○既存木造住宅耐震改修工事費補助 800千円 

  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    

【担当】建築課 開発建築指導担当 内線345 

 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    

【担当】商工観光課 商工担当 内線309 

 消費生活相談を定期的に実施し、商品購入やサービスに 

関する問題を解決するお手伝いをします。 

・町のお金          457千円 

・県からのお金    1,476千円 

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                    1,9331,9331,9331,933千円千円千円千円    

▲杉戸町消費生活センター 

▲地震に備えましょう 

・町のお金         450千円 

・国からのお金     450千円 

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                        900900900900千円千円千円千円    

  
木造住宅を地震から木造住宅を地震から木造住宅を地震から木造住宅を地震から守守守守りますりますりますります    継続継続継続継続    

  
消消消消費者費者費者費者のののの問題解決問題解決問題解決問題解決のお手伝いをしますのお手伝いをしますのお手伝いをしますのお手伝いをします    継続継続継続継続    
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 ○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（予定を含む）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 47千円  

   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 32千円 

   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、町民、町内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 9,215千円  

   町内にある防犯灯を順次ＬＥＤ化し、町を明るく照 

  らします。 

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

【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

発電システムの設置に対して補助します。 

・環境に配慮した電気自動車などの次世代自動車の普及を

進めるため、次世代自動車の導入に対して補助します。 

・日ごろからの環境への意識を高めていただくため、環境

に関するイベントを実施します。 

・防犯灯のLED化を引き続き実施し、明るく環境にやさ 

しいまちづくりをすすめます。 

▲町の電気自動車 

・町のお金       13,594千円 

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            13,59413,59413,59413,594千円千円千円千円    

▲LED化した防犯灯 

  
環境にやさしいまちづくりを目指します環境にやさしいまちづくりを目指します環境にやさしいまちづくりを目指します環境にやさしいまちづくりを目指します    継続継続継続継続    



32 

 

杉戸町 

 

 

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    

 

 ○長期施設整備計画に基づく平成29年度実施予定の 

  主な改修事業 131,390千円 

  ・焼却炉耐火材の改修 

  ・高圧設備の更新 

  ・ガス冷却室ダスト関連設備の更新 

  ・２号ごみクレーンバケット外交換 

 ○その他、ごみ焼却施設に必要な修繕 10,000千円  

 ○し尿処理負担金（幸手市へ支払い） 

  ・通常にかかる運営費   53,637千円 

  ・改修にかかった経費      479千円  

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

【担当】環境課 廃棄物資源担当 環境保全担当 ℡(38)0401  

 平成９年に建設した環境センターの長寿命化（長くもた 

せる）のため、平成23年度策定の長期施設整備計画を基 

に、ごみ焼却施設の改修を計画的に進めます。 

 し尿処理の委託先である幸手市へ負担金を支払うこと 

で、し尿処理の安定に努めます。 

▲環境センター 

・町のお金      117,438千円 

・幸手市からの負担金  76,068千円 

・その他のお金    2,000千円 

    予算額予算額予算額予算額            195,506195,506195,506195,506千円千円千円千円    

財源内訳財源内訳財源内訳財源内訳    

  
ごみ・しごみ・しごみ・しごみ・し尿尿尿尿のののの処理処理処理処理を安定的に行いますを安定的に行いますを安定的に行いますを安定的に行います    継続継続継続継続    

杉戸町の借金はどのくらいあるのはどのくらいあるのはどのくらいあるのはどのくらいあるの？？？？    

 

8,000,000

8,250,000

8,500,000

8,750,000

9,000,000

H24 H25 H26 H27 H28

（単位：千円） 

※平成24年度～平成27年度は決算額、平成28年度は見込額 

 このグラフは、杉戸町の年度末の借

金（町債）の現在高を示したもので

す。 

 町債は、大規模な公共工事を実施す

る時などに、国や金融機関等から借り

入れる借金で、財政負担の軽減や将来

その施設等を使う世代にも負担を公平

にするという目的を持っています。た

だし、多額の借入は、町民の皆様に大

きな負担を強いるおそれがあるため 

注意が必要です。 

8,910,966    
8,852,488    

8,708,257    

8,872,489    

8,666,817    
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 ○護岸補修工事 

  ・大字下野 17,755千円 

  ・大字堤根   3,629千円 

   護岸の崩落による被害を防止するため、順次補修工 

  事を行います。 

 ○水路土工事 900千円 

 ○維持管理工事 2,200千円 

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

【担当】都市施設整備課 都市計画整備担当 内線374 

▲南側水路 

 南側水路の適切な維持管理を引き続き行い、快適な生活 

環境づくりに努めます。 

・町のお金       24,484千円 

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                24,48424,48424,48424,484千円千円千円千円    

  
南側水路南側水路南側水路南側水路の適の適の適の適切切切切なななな維持管理維持管理維持管理維持管理を行いますを行いますを行いますを行います    一部新規一部新規一部新規一部新規    

 

 ○合併処理浄化槽設置整備事業奨励補助金 13,988千円 

   下水道処理（計画）区域外の地域で、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の転換 

  を行う方に対し、補助金を交付します。 

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

 合併処理浄化槽は、し尿と生活雑排水を併せて処理する 

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、転換を行う方に対し補 

助します。 

【担当】環境課 環境保全担当 ℡(38)0401  

▲合併処理浄化槽で川をきれいに 

・町のお金        2,494千円 

・国からのお金    4,494千円 

・県からのお金     7,000千円 

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                13,98813,98813,98813,988千円千円千円千円    

  
ききききれれれれいないないないな川川川川をををを次世代次世代次世代次世代にににに    継続継続継続継続    

一新 
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Ⅳ 平成２９年度 特別会計予算の概要 

     会計区分会計区分会計区分会計区分          予算額予算額予算額予算額                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 6,428,769千円 0.3％ 36 

２ 後期高齢者医療特別会計 456,155千円 4.1％ 38 

３ 介護保険特別会計 2,849,773千円 △2.3％ 40 

４ 公共下水道事業特別会計 1,027,669千円 12.8％ 42 

５ 水道事業会計 1,584,528千円 0.2％ 44 

 （特別会計合計） 12,346,894千円 0.7％  
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64億2,876万9千円（対前年度比 0.3％） 

    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。 

    主主主主なななな歳入歳入歳入歳入・・・・歳出歳出歳出歳出のののの内容内容内容内容    

○主な歳入歳入歳入歳入の内容は、国民健康保険税9億9,481万1千円、国・県支出金15億1,400万2千

円、前期高齢者交付金17億9,668万4千円、共同事業交付金12億8,080万7千円及び繰入金

6億4,309万9千円となっています。 

 

○主な歳出歳出歳出歳出の内容は、保険給付費40億3,331万9千円、後期高齢者支援金等7億3,612万2千

円、介護納付金2億5,880万5千円、共同事業拠出金12億9,016万9千円、保健事業費（特

定健診・特定保健指導を含む）7,185万9千円となっています。 

    １１１１    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    

    予予予予算額算額算額算額    

◇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※1

その他の収入

(国や県からの

支出金など）

保険給付費

　　　（千円）

H25 5,619,000 1,105,949 237,514 4,275,537 3,775,597 14,315

H26 5,635,000 1,100,853 336,467 4,197,680 3,806,696 14,166

H27 6,305,158 1,076,243 334,201 4,894,714 3,797,340 13,666

H28 6,410,000 1,049,097 430,664 4,930,239 4,002,894 12,740

H29 6,428,769 994,811 383,119 5,050,839 4,033,319 13,095

※1 赤字補てん分も含めた額 ※2 H25-27は実績値

年度
当初予算額

　　　（千円）

歳入（千円）

被保険者数

    （人）※2
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 国民健康保険（国保）とは、病気やケガをした場合に安 

心して医療を受けることができるよう、加入者が普段から 

保険料（税）を納め医療費の負担を支えあう、助け合いの 

制度です。 

 国保は、すべての人が何らかの医療保険に加入すること 

となっている我が国の「国民皆保険制度」の中核として、 

地域住民の医療の確保と健康の保持増進に大きく貢献して 

います。 

 なお、国保は、市区町村や国保組合（保険者といいま 

す）により、加入者（被保険者といいます）が納める保険 

料（税）によって運営されています。 

 

  

 ○国民健康保険の加入状況 

 ・平成２８年１２月末現在 被保険者数13,012人（7,628世帯） 

 ○各種給付費 4,033,319千円 

 【主な給付】 

  ・療養給付費 

    一般・退職被保険者等の疾病、負傷に対する保険者負担の費用 

  ・療養費 

    一般・退職被保険者等の疾病、負傷に対し療養の給付を受けないもの（柔道整復、 

   マッサージ、はり、灸等）に対する保険者負担の費用 

  ・高額療養費 

    一般・退職被保険者等で同じ人が同じ月内に同じ医療機関で限度額を超えて一部 

   負担金を支払ったときに、その超えた分の保険者負担費用 

 ○特定健康診査等の実施 36,632千円 

  ・40歳以上75歳未満の国保被保険者について、生活習慣病に着目した特定健康診査を行 

   います。 

  ・第2期特定健康診査等実施計画の計画年度が終了することをふまえ、第3期特定健康診査 

   等実施計画の策定を行います。 

▲国保マスコット 健康まもるくん 

  
国国国国民民民民健康保険の安定的な運健康保険の安定的な運健康保険の安定的な運健康保険の安定的な運営営営営のためにのためにのためにのために    国保特会国保特会国保特会国保特会    

なななな    事事事事    業業業業    主主主主    

一新 

１１１１    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    
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    ２２２２    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    

4億5,615万5千円（対前年度比 4.1％） 

○主な歳入歳入歳入歳入の内容は、後期高齢者医療保険料3億6,471万2千円、繰入金9,089万1千円と

なっています。 

 

○主な歳出歳出歳出歳出の内容は、後期高齢者医療広域連合納付金4億5,005万8千円となっています。 

 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。 

◇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）

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

H26 389,229 316,329 72,900 384,150 4,902

H27 407,798 328,256 79,542 402,749 5,255

H28 438,127 350,993 87,134 433,073 5,744

H29 456,155 364,712 91,443 450,058 5,752

※H25-27は実績値

年 度
当初予算額

　　　（千円）

歳入（千円）

被保険者数※

（人)

    予予予予算額算額算額算額    

    目的目的目的目的    

    主主主主なななな歳入歳入歳入歳入・・・・歳出歳出歳出歳出のののの内容内容内容内容    
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 ○後期高齢者医療の加入状況 

 ・平成２８年１２月末現在 被保険者数5,525人 

 ○広域連合に対する保険料負担金 450,058千円 

 ・広域連合は、保険料率や保険料の決定、医療費の給付などの事務を行い、町は申請受付な 

  どの窓口業務と保険料の徴収業務を行います。 

▼役場窓口の様子 

  
後後後後期期期期高高高高齢者齢者齢者齢者医療の円医療の円医療の円医療の円滑滑滑滑な運な運な運な運営営営営のためにのためにのためにのために    後期特会後期特会後期特会後期特会    

なななな    事事事事    業業業業    主主主主    

 後期高齢者医療制度は、高齢者の医療の確保に関する法律 

に基づき、老人保健制度が平成１９年度をもって終了したた 

め、それに代わるものとして平成２０年度より実施された医 

療制度です。 

 対象者（被保険者）は７５歳以上の方（６５歳以上で一定 

の障がいがあると認定された方を含む。）で、埼玉県後期高 

齢者医療広域連合が保険者として医療の給付等を行い、町は 

保険料の徴収と被保険者からの各種申請等の窓口業務を行い 

ます。 

    主主主主なななな歳出（歳出（歳出（歳出（後後後後期期期期高高高高齢者齢者齢者齢者医療広域医療広域医療広域医療広域連合納連合納連合納連合納付金付金付金付金））））とととと被被被被保険保険保険保険者数者数者数者数のののの推移推移推移推移    

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

0

1

2

3

4

5

H25 H26 H27 H28 H29

後期高齢者医療広域連合

納付金

被保険者数

（億円） （人）

注：被保険者数Ｈ27までは実績値
H28は実績値見込
H29は当初予算

２２２２    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    
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    ３３３３    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    

28億4,977万3千円 （対前年度比 △2.3 ％）  

 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。  

◇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）

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 12,850

H27 2,719,613 732,547 396,694 1,590,372 2,571,944 12,970

H28 2,915,563 760,637 398,550 1,756,376 2,820,204 13,090

H29 2,849,773 776,448 383,081 1,690,244 2,645,382 13,355

※Ｈ25-27は実績値

年度
当初予算額

　　　（千円）

歳入（千円）

被保険者数

　　（人） ※

    予予予予算額算額算額算額    

    目的目的目的目的    

    主主主主なななな歳入歳入歳入歳入・・・・歳出歳出歳出歳出のののの内容内容内容内容    

○主な歳入歳入歳入歳入の内容 

・第１号被保険者の介護保険料は、賦課人数の増加により7億7,644万8千円となり、 

 前年度と比較して1,581万1千円、2.1％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5億175万7千円、支払基金交付金7億 

 6,088万4千円、県支出金4億2,707万8千円となっています。 

・繰入金のうち、町が負担する一般会計繰入金は、3億8,308万1千円となっています。 

○主な歳出歳出歳出歳出の内容 

 ・歳出予算の根幹をなす保険給付費については、介護保険事業計画及び給付実績に基 

  づいた予算編成をした結果、26億4,538万2千円となり、前年度と比較して1億7,482万 

  2千円、6.2％の減となっています。 

 ・地域支援事業費のうち、介護予防・生活支援サービス事業費は5,886万円、一般介護 

  予防事業費は1,319万6千円、包括的支援事業・任意事業費は3,690万4千円となって 

  います。 
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 介護保険制度は、介護が必要な高齢者が心身の状況や 

生活環境等に応じてサービスを選択し、できる限り在宅 

で自立した日常生活をおくることを目指す制度です。 

  地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、 

多様なサービスを充実することにより、地域の支え合い 

の体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ 

効率的な支援等を可能とすることを目指します。 

 

  

 ○介護保険の加入状況 

  ・平成２８年１２月末現在 被保険者数13,558人 

               うち要介護認定者数1,295人 ／ 要支援認定者数396人 

 ○各種給付費 

  【主な給付】 

  ・居宅介護サービス給付費 

    在宅での介護を中心としたサービス（訪問介護・通所介護・通所リハビリテーション・ 

   短期入所生活介護（ショートステイ等））などに対する保険者負担の費用  

  ・地域密着型介護サービス給付費 

    高齢者が中重度の要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた自宅または地域で生 

   活を継続できるようにするため、身近な町で提供されるのが適当なサービス類型（認知 

   症対応型共同生活介護（高齢者グループホーム）・小規模多機能型居宅介護等）に対す 

   る保険者負担の費用 

  ・施設介護サービス給付費 

    要介護者が施設サービス（介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施 

   設に入所して介護サービスを利用すること）を受けたとき、町が要介護者に代わって施 

   設に支払う介護報酬 

 ○総合相談事業の実施 21,810千円 

  ・地域包括支援センターの運営 

   高齢者が住み慣れた地域で安心して生活するために、日常生活圏域ごとに地域包括支援 

   センターを設置し、高齢者を総合的に支援します。 

 ○介護予防教室等の実施 13,196千円 

  ・介護予防を目的とした体操教室や認知症予防教室を実施します。また、地域における自 

   主的な介護予防のため、介護予防サポーターの育成支援を行います。 

▼役場窓口の様子 

  
介護介護介護介護予防のために予防のために予防のために予防のために多様多様多様多様ななななササササーーーービビビビスをスをスをスを充実充実充実充実しますしますしますします    介護特会介護特会介護特会介護特会    

なななな    事事事事    業業業業    主主主主    

３３３３    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    
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    ４４４４    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    

10億2,766万9千円（対前年度比 12.8％）  

 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29年度当初予算においては、前年度と比較して1億1,631万6千円（12.8％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、内田4丁目地区の面整備を予

定しています。 

◇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）

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 4,714,819

H27 998,247 292,581 320,217 385,449 489,922 4,648,234

H28 911,353 330,158 298,057 283,138 501,199 4,516,806

H29 1,027,669 333,456 291,378 402,835 503,193 4,428,298

※H28-29は見込値

年度
当初予算額

　　　（千円）

歳入（千円）

説明説明説明説明 

下水道使用料、負担金とは、主に皆様から頂いた下水道料金です。 

繰入金とは、一般会計から下水道事業特別会計に繰入れたものです。  

その他の収入とは、国庫補助金や事業を執行するために借りる地方債などです。  

公債費とは、過去に借りた地方債にかかる償還金です。 

    予予予予算額算額算額算額    

    目的目的目的目的    

    主主主主なななな歳入歳入歳入歳入・・・・歳出歳出歳出歳出のののの内容内容内容内容    
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 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。 

 下水道事業に係る費用の負担については、「雨水公費、 

汚水私費」の考えに基づき、雨水の排除及び処理に関する 

費用は公費（税収入）、汚水の処理費用は下水道の受益者 

である使用者からの使用料（料金収入）によって賄うべき 

ものです。 

 しかし、町では平成28年1月1日に使用料の改定（平均 

改定率：13.78％）を実施したところですが、未だ汚水処 

理費用を賄えない赤字分があるため、一般会計から下水道 

事業特別会計に赤字補てん分として繰出し（基準外）を 

行っている状況です。 

▲管渠布設工事の様子 

 

 

 ○杉戸町下水道事業特別会計の地方公営企業法適用化 5,100千円 

   現在の官公庁方式から、地方公営企業法の適用に移行するもの。これにより、経営状況 

  や資産状況が明確になり、適正な会計管理が可能となります。 

 ○内田４丁目下水道整備に係る事業費 211,458千円 

   内田４丁目地区で、下水道の面整備工事を実施します。 

 ○事業計画の策定 4,824千円 

   むさし堤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。 

  
下水道下水道下水道下水道の整備をの整備をの整備をの整備を推進推進推進推進しますしますしますします    下水特会下水特会下水特会下水特会    

なななな    事事事事    業業業業    主主主主    

※基準内繰出金：地方公営企業法に定める経費の負担区分により一般会計が負担すべき費用 

 基準外繰出金：赤字補てん分 

  年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

項目   決算額 決算額 決算額 当初予算額 当初予算額 

基準内 比率 171,158 45.94 161,657 46.35 130,941 39.64 152,548 51.18 160,406 55.05 

基準外 比率 201,413 54.06 187,122 53.65 199,441 60.36 145,509 48.82 130,972 44.95 

計 372,571 100.00 348,779 100.00 330,382 100.00 298,057 100.00 291,378 100.00 

【一般会計から下水道事業特別会計への繰出金】 
（単位：千円、％） 

４４４４    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    

新 

新 

新 



44 

 

杉戸町 

 

    ５５５５    水道事業会計水道事業会計水道事業会計水道事業会計    

15億8,452万8千円（対前年度比 0.2％）  

 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29年度の杉戸町水道事業は、給水戸数18,450戸、年間総給水量5,322,000㎥、一 

日平均給水量14,581㎥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1.87％減の給水収益としていま 

す。 

 支出では、建設改良費において、内田４丁目地内公共下水道工事に伴う配水管の布設 

替や第三配水場場内の老朽化した配管等を更新し、安心で安全な水を供給できるよう努 

めます。 

 収益的支出では10億4,639万2千円を、資本的支出では5億3,813万6千円を計上してい 

ます。 

◇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）

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

H28 1,581,952 860,667 109,640 1,379,492

H29 1,584,528 844,561 111,591 1,417,902

※H28-29は見込値

当初予算額

　　　　　　（千円）
年度

参　考※

    予予予予算額算額算額算額    

    目的目的目的目的    

    主主主主なななな歳入歳入歳入歳入・・・・歳出歳出歳出歳出のののの内容内容内容内容    
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    予予予予算額算額算額算額にににに占占占占めるめるめるめる水道使用料収入水道使用料収入水道使用料収入水道使用料収入のののの割合割合割合割合のののの推移推移推移推移    

0

5

10

15

20

H25 H26 H27 H28 H29

予算額

水道使用料収入

(億円）

▲第一配水場配水池 

  
信頼度１００％信頼度１００％信頼度１００％信頼度１００％のののの水道水道水道水道をめざしてをめざしてをめざしてをめざして    水道特会水道特会水道特会水道特会    

 水道は、住民生活や経済活動を支える重要なライフラ 

インとなっていますが、近年、節水意識の向上や人口減 

少などにより給水量が減少し、経営状況は厳しさを増し 

ています。 

 今後も、安定的な収入の確保と更なる経営努力による 

経営基盤の強化を進め、いつでも安心で安全な水を供給 

できるように、配水場及び水道管の整備や耐震化を継続 

して行い、災害に強いライフラインの構築を進めます。 

 

 

 ○第三配水場場内配管更新工事（その２） 118,595千円 

 ○公共下水道工事に伴う配水管布設替工事   87,752千円 

なななな    事事事事    業業業業    主主主主    

５５５５    水道事業会計水道事業会計水道事業会計水道事業会計    



 

 

 

平成２９年度平成２９年度平成２９年度平成２９年度    

み ん な の 予 算 書み ん な の 予 算 書み ん な の 予 算 書み ん な の 予 算 書 
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