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１１１１    実施計画の概要実施計画の概要実施計画の概要実施計画の概要    

 

（１）（１）（１）（１）計画策定の趣旨計画策定の趣旨計画策定の趣旨計画策定の趣旨    

第５次杉戸町総合振興計画に掲げる町の目指す将来像「手を取り合い 未来を築こう 

みんなでつくる 心豊かに暮らせるまち 杉戸 ～住みごこち 100％のまちづくり～」

の実現を図るべく、町は直面する課題に正面から取り組むとともに、将来を見据えた施

策・事務事業を展開していきます。 

本実施計画は、計画的かつ効率的な行財政運営を行うため、第５次杉戸町総合振興計

画の後期基本計画で定められた主要施策について、施策目標の達成に必要な事業を施策

体系別に示し、３年度間の事業計画を策定するものです。 

実施計画の策定に当たっては、財政収支見通しを作成することによって、各年度の歳

入確保及び歳出削減を図り、予算編成における目標額（歳出規模）を設定します。それ

らを踏まえた上で、各年度の具体的な事業計画の策定及び予算編成を行うこととします。 

 

（２）（２）（２）（２）計画の期間計画の期間計画の期間計画の期間    

第８次実施計画の期間は、平成３０年度から平成３２年度までの３か年とし、毎年度、

改訂を加える方式（ローリングシステム）によることとします。 

 

基本構想、基本計画及び実施計画との関係（イメージ）基本構想、基本計画及び実施計画との関係（イメージ）基本構想、基本計画及び実施計画との関係（イメージ）基本構想、基本計画及び実施計画との関係（イメージ）    

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

(2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019)

平成

23年度

(2011)

32年度

(2020)

前期基本計画（５年）

基本構想（10年）

後期基本計画（５年）

第１次実施計画(３年)

第２次実施計画(３年)

第３次実施計画(３年)

第４次実施計画(３年)

第５次実施計画(３年)

第６次実施計画(３年)

第第第第８８８８次実施計画次実施計画次実施計画次実施計画((((３３３３年年年年))))

第７次実施計画(３年)
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（３）（３）（３）（３）事業選定基準事業選定基準事業選定基準事業選定基準    

選定基準については、下記の基準によって選定しています（対象事業は７～９頁掲載

の「対象事業一覧表」のとおり）。 

 

○実施計画掲載事業選定基準 

１ 住民との協働のまちづくりの実現のため、必要な事務事業 

２ 複数年にわたり多額の事業費を必要とする主要な事務事業 

３ 社会情勢の変化により、政策判断を必要とする事務事業 

 

○対象事業数 

項目 

選定基準 

合計 

１１１１    

住民との協働の

まちづくりの実

現のため、必要

な事務事業 

２２２２    

複数年にわたり

多額の事業費を

必要とする主要

な事務事業 

３３３３    

社会情勢の変化

により、政策判

断を必要とする

事務事業 

基本施策１基本施策１基本施策１基本施策１    

人をつなぎ、語らいのあるまち 
５ ０ ０ ５ 

基本施策２基本施策２基本施策２基本施策２    

みんなに優しく、思いやりのあるまち 
５ ６ １６ ２７ 

基本施策３基本施策３基本施策３基本施策３    

人を育む、心豊かなまち 
５ ５ １ １１ 

基本施策４基本施策４基本施策４基本施策４    

活力を育み、賑わいのあるまち 
２ ４ ４ １０ 

基本施策５基本施策５基本施策５基本施策５    

安心・安全で、やすらぎのあるまち 
４ １０ ３ １７ 

基本施策６基本施策６基本施策６基本施策６    

快適で、ゆとりのあるまち 
２ ７ ３ １２ 

合   計 ２３ ３２ ２７ ８２ 
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２２２２    財政収支見通し財政収支見通し財政収支見通し財政収支見通し    

 

（１）（１）（１）（１）計画期間における財政収支見通し計画期間における財政収支見通し計画期間における財政収支見通し計画期間における財政収支見通し    

当町の財政状況は、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

２８年度決算では、歳入の根幹をなす町税収入が微増にとどまり、また、地方交付税や

地方譲与税など、一般財源として自由に使うことのできる国・県からの歳入が大きく減

少しております。 

さらに歳出面でも、少子高齢化の進行による社会保障関係費や、老朽化する公共資産

の維持管理費の増加などの行政需要は引き続き増加傾向にあり、今後も厳しい財政状況

が続くと思われます。 

こうした状況のもと、計画期間における財政収支見通しについては、歳入面では、町

の基幹的歳入である町税のうち、固定資産税において、屏風深輪産業団地の企業操業開

始を見込み、一時的な増加が見込まれるものの、個人町民税及び法人町民税は同程度、

もしくは減少が見込まれるとともに、その他主要な歳入である各種交付金、地方交付税

の減少などが大きく、今後、大きな増収を見込むことは難しい状況にあると見込んでお

ります。 

一方、歳出面においては、今後も少子高齢化社会を背景に社会保障関係費（特別会計

繰出金含む）の増加に加え、老朽化が進む公共資産の維持・更新費用や、東武動物公園

駅東口通り線の整備費用等の増加が続くことなど、今後も大きな行政需要が続くことが

見込まれます。 

そのため、限られた財源を有効かつ効率的に配分すべく、決算分析に基づく予算編成、

事務事業総点検（仕分け）の実施、人件費及び経常的経費の削減の取組等、行財政運営

の効率化に努め、歳出削減を図るとともに町税等の収納率の更なる向上をはじめ、国・

県補助金の積極的な獲得、基金や地方債の効果的な活用を行うことが必要となります。 

このような厳しい財政状況の下、計画期間における財政収支見通しでの歳出規模は122

億円～118 億円規模の水準で推移するものと見込んでいます。 
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（２）（２）（２）（２）平成平成平成平成３０３０３０３０年度財政収支見通し年度財政収支見通し年度財政収支見通し年度財政収支見通し    

〔歳入〕〔歳入〕〔歳入〕〔歳入〕    （単位：千円）    

区分 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

町 税 5,242,167 5,272,694 5,365,861 

地方交付税 1,620,000 1,595,700 1,571,765 

譲与税・交付金 927,900 909,342 891,155 

国・県支出金 1,800,675 1,845,756 1,804,511 

繰入金 334,791 366,000 250,000 

町 債 893,360 1,059,600 804,400 

その他 1,177,107 1,175,908 1,174,308 

合 計 11,996,000 12,225,000 11,862,000 

 

〔歳出〕〔歳出〕〔歳出〕〔歳出〕    （単位：千円）    

区分 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

人件費 2,639,104 2,645,545 2,632,251 

扶助費 2,124,694 2,156,564 2,188,912 

公債費 1,028,468 1,079,585 1,130,380 

物件費 2,389,449 2,369,198 2,369,198 

補助費等 1,211,017 1,200,000 1,242,000 

繰出金 1,525,921 1,556,439 1,587,568 

投資的経費 955,493 1,085,000 572,000 

その他 121,854 132,669 139,691 

合 計 11,996,000 12,225,000 11,862,000 

 

〔歳入歳出差引〕〔歳入歳出差引〕〔歳入歳出差引〕〔歳入歳出差引〕    （単位：千円）    

区分 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

歳入歳出差引 0 0 0 

    

〔〔〔〔財政調整基金及び公共施設改修基金残高財政調整基金及び公共施設改修基金残高財政調整基金及び公共施設改修基金残高財政調整基金及び公共施設改修基金残高〕〕〕〕    （単位：千円）    

区分 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

財政調整基金現在高 783,480 587,480 507,480 

公共施設改修基金現在高 360,128 360,128 360,128 
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歳入・歳出推計に当たっての基本的な考え方歳入・歳出推計に当たっての基本的な考え方歳入・歳出推計に当たっての基本的な考え方歳入・歳出推計に当たっての基本的な考え方    

 

〔歳入〕〔歳入〕〔歳入〕〔歳入〕    

 町税町税町税町税 

 ○個人町民税 平成 30 年度は所得の増加を見込む。平成 31、32 年度は、平成 30

年度と同程度を見込む。 

 ○法人町民税 平成 30 年度は法人税割の減少を見込む。平成 31 年度は横這い、

平成 32 年度は税制改正による減少を見込む。 

 ○固定資産税 平成 30 年度は屏風深輪産業団地の土地分の増加を見込むが、家屋

の評価替えによる減少を見込む。平成 31 年度以降は屏風深輪産業

団地の家屋及び償却資産分の増加を見込む。 

 ○その他 軽自動車税は登録台数の増加を見込む。たばこ税は喫煙者の減少

により課税本数の減を見込む。 

   

 地方交付税地方交付税地方交付税地方交付税 

 地方財政計画において総額が減少傾向にあることから減を見込む。 

  

 譲与税・交付金等譲与税・交付金等譲与税・交付金等譲与税・交付金等    

 各種譲与税・交付金は、近年の交付状況を踏まえ減少で見込んでいるが、地方消

費税交付金は、配分方法の変更などにより微増を見込む。 

   

    国・県支出金国・県支出金国・県支出金国・県支出金    

 普通建設事業費の推計に応じて金額の増減を見込んでいるほか、定例的な支出

金については横這いで見込む。 

  

    繰入金繰入金繰入金繰入金    

 基金繰入金は現時点では、財政調整基金からの繰入金を見込む。 

その他繰入金は特別会計繰入金について考慮しない。 

  

    町債町債町債町債    

 臨時財政対策債のほか、普通建設事業費の内容に応じた事業債収入を見込む。 
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〔歳出〕〔歳出〕〔歳出〕〔歳出〕    

    人件費人件費人件費人件費    

 給与費等については、今後の定年退職者数の状況を考慮し、増減を見込む。 

  

    扶助費扶助費扶助費扶助費    

 受給対象者数等の増加により、平成 31 年度以降は前年度比で年 1.5％の増を見

込む。 

  

    公債費公債費公債費公債費    

 既存債務及び各年度の新規事業債等に係る元利償還金 

  

    補助費等補助費等補助費等補助費等    

 平成 31 年度は平成 30 年度の所要見込額と同程度を見込む。平成 32 年度は屏風

深輪産業団地関連の奨励金を見込む。 

  

    繰出金繰出金繰出金繰出金    

 特別会計への繰り出しの増加を見込む。 

  

    投資的経費投資的経費投資的経費投資的経費    

 第 8次実施計画の普通建設事業費を考慮して計上。 

  

〔基金〕〔基金〕〔基金〕〔基金〕    

    財政調整基金現在高財政調整基金現在高財政調整基金現在高財政調整基金現在高    

 前年度の決算剰余金の 2 分の 1 を財政調整基金に積み立てるものとして積算。

（歳入歳出差引が 0 となっているが、過去の執行率により剰余金が発生するもの

として算出。） 

  

    公共施設改修基金残高公共施設改修基金残高公共施設改修基金残高公共施設改修基金残高    

 現時点では、基金の取り崩しを行わないものとした。 

 

※注意 

財政収支見通し（平成 30 年 2月推計）は複数年度にわたるものであるため、作成

後の経済動向によって税収や国からの交付金等の見込みが大きく変動すること、

国が補正予算等によって制度改正や経済対策を実施した場合には、これに適切に

対応する必要があることなどから、今後変動する可能性があります。 
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３３３３    第第第第８８８８次実施計画次実施計画次実施計画次実施計画    

 

（１）（１）（１）（１）    対象事業一覧表対象事業一覧表対象事業一覧表対象事業一覧表    

No 
施策 

コード 

選定 

基準 
新規 実施計画事業名 頁 

基本施策基本施策基本施策基本施策 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    

1 111 １     参加と協働のまちづくり推進事業 10 

2 122 １     国際交流事業 11 

3 131 １     人権教育事業 11 

4 132 １     男女共同参画推進事業 12 

5 141 １ 新新新新    第６次杉戸町総合振興計画策定事業 12 

基本施策基本施策基本施策基本施策 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    

6 211 １     だれもが健康長寿のまちづくり事業 13 

7 211 ２     がん検診事業 14 

8 211 ２     予防ワクチン接種事業 14 

9 211 ２     母子健康診査事業 15 

10 212 ３     地域医療支援事業 16 

11 222 ３     高齢者長寿祝い事業 17 

12 222 １     高齢者と地域のつながり再生事業 17 

13 222 ２     介護保険特別会計繰出金 17 

14 222 １ 一部新一部新一部新一部新    地域支援事業 18 

15 223 ３     生活介護施設運営事業 18 

16 223 ２     重度心身障がい者医療費支給事業 18 

17 223 ３     障がい者就労支援センター運営事業 19 

18 223 ３ 新新新新    埼葛北地区基幹相談支援センター運営事業 19 

19 223 ３ 新新新新    杉戸高野台駅内方線付き点状ブロック整備事業 19 

20 224 ３     国民健康保険特別会計繰出金（法定外繰出金） 20 

21 231 ２     こども医療費支給事業 20 

22 231 ３     延長保育促進事業 20 

23 231 ３     放課後児童クラブ運営管理事業 21 

24 231 ３     病児保育事業 21 

25 231 ３     ファミリー・サポート事業 21 

26 231 ３     子育て支援センター運営管理事業 22 

27 231 ３ 新新新新    子育て世代包括支援センター運営事業 22 

28 231 ３     多子世帯保育料軽減事業 22 
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№ 
施策 

コード 

選定 

基準 
新規 実施計画事業名 頁 

29 231 ３     乳幼児健全発達支援相談指導事業 23 

30 231 ３     幼稚園就園奨励費補助金事業 23 

31 231 １     ブックスタート事業 23 

32 231 １     小・中学校自転車損害保険等加入事業 24 

基本施策基本施策基本施策基本施策 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 

33 311 ２ 一部新一部新一部新一部新    小学校環境整備事業 25 

34 311 ２ 一部新一部新一部新一部新    中学校環境整備事業 26 

35 311 ２ 新新新新    小・中学校誇れる学校づくり推進事業 26 

36 311 １     英語指導助手招致事業 26 

37 311 １     中学校ホームステイ体験学習推進事業 27 

38 311 ２ 一部新一部新一部新一部新    学校給食センター設備等改修事業 27 

39 311 ３     幼稚園環境整備事業 27 

40 312 １     すぎと町民大学運営事業 28 

41 312 １     子ども大学すぎと運営事業 28 

42 312 ２     図書館図書等購入事業 28 

43 313 １     生涯スポーツ健康づくり促進事業 29 

基本施策基本施策基本施策基本施策 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 

44 411 ３     明日の農業担い手育成事業 30 

45 411 ２ 一部新一部新一部新一部新    アグリパークゆめすぎと観光・交流拠点機能強化事業 31 

46 411 １     地域特産物・地域ブランド開発事業 31 

47 411 １     地域農業共同活動支援事業 31 

48 411 ２ 新新新新    農地耕作条件改善事業 32 

49 411 ２ 一部新一部新一部新一部新    高野農村センター設備改修事業 32 

50 412 ２ 一部新一部新一部新一部新    杉戸深輪産業団地拡張事業 32 

51 413 ３     農商工連携事業 33 

52 414 ３ 新新新新    就業支援事業 33 

53 421 ３ 一部新一部新一部新一部新    杉戸宿魅力再発見推進事業 34 

基本施策基本施策基本施策基本施策 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    

54 511 ２     埼玉東部消防組合特別負担金 35 

55 511 １     自主防災組織育成事業 36 

56 511 １ 一部新一部新一部新一部新    防災活動事業 36 

57 511 ２ 新新新新    防災行政無線デジタル化事業 36 

58 512 ３     自転車交通安全教育事業 37 
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№ 
施策 

コード 

選基

準定 
新規 実施計画事業名 頁 

59 512 １     防犯灯整備事業（LED化の推進） 37 

60 513 ３     消費者保護事業 37 

61 521 ３     既存木造住宅耐震診断補助及び改修工事費補助事業 38 

62 521 ２     町営住宅設備等改修事業 38 

63 521 ２ 新新新新    フレッシュタウン調整池排水設備改修事業 38 

64 522 １     町内巡回バス運行事業 39 

65 522 ２ 一部新一部新一部新一部新    東武動物公園駅東口通り線整備事業 39 

66 522 ２     町道Ⅰ級 13号線（大字堤根地内）舗装補修事業 39 

67 522 ２     町道Ⅱ級 1号線（大字下高野地内）歩道整備事業 40 

68 522 ２     町道Ⅱ級 10号線（大字堤根地内）舗装補修事業 40 

69 522 ２     町道Ⅱ級 18号線（大字木野川地内）道路改良事業 41 

70 522 ２     町道 831号線（大字茨島地内）整備事業 41 

基本施策基本施策基本施策基本施策 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    

71 611 ２     環境センター焼却施設改修事業 42 

72 611 １     リサイクル推進事業 42 

73 611 １     生ごみ処理容器等購入費補助事業 43 

74 612 ３     住宅用太陽光発電システム設置費補助事業 43 

75 612 ３     次世代自動車促進事業 43 

76 612 ２     し尿処理事業（負担金） 44 

77 612 ２     合併処理浄化槽設置整備事業 44 

78 621 ２     配水場施設更新整備事業 45 

79 621 ２     公共下水道整備事業 45 

80 621 ３     公共下水道事業特別会計繰出金（基準外繰出金） 46 

81 621 ２ 新新新新    ① －６１、①－６８号水路改修事業 46 

82 622 ２ 一部新一部新一部新一部新    南側散策道等維持管理事業 46 

 

※ 当計画では、平成３０年度～３２年度の３ヶ年の事業費を掲載しておりますが、次ペー

ジ以降の事業費欄において、「－」は事業費未定、「／」は事業の完了を示しています。 
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（２）（２）（２）（２）実施計画事業の詳細実施計画事業の詳細実施計画事業の詳細実施計画事業の詳細    

    

基本施策基本施策基本施策基本施策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 

    

 

 

 

主要施策１主要施策１主要施策１主要施策１    参画・協働参画・協働参画・協働参画・協働    

 

施策１施策１施策１施策１    協働によるまちづくりの推進協働によるまちづくりの推進協働によるまちづくりの推進協働によるまちづくりの推進 

No.No.No.No.1111 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

参加と協働のまちづく

り推進事業 

（住民参加推進課） 

平成２７年７月に施行されたまちづくりの規範とな

る自治基本条例に基づき、住民団体が自主的・自発

的に取り組むことにより、まちづくりへつながる公

共性・公益性の高い活動について、みんなでつくる

まちづくり支援金を交付するほか、地域コミュニテ

ィ組織の活性化のため、活動に必要な備品整備等の

助成金を交付する。 

H30 5,305 

H31 5,305 

H32 5,305 
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主要施策２主要施策２主要施策２主要施策２    情報化・交流情報化・交流情報化・交流情報化・交流    

 

施策２施策２施策２施策２    交流活動の推進交流活動の推進交流活動の推進交流活動の推進 

No.No.No.No.2222 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

国際交流事業  

（住民参加推進課） 

町民の国際感覚を育み、異文化理解を推進するため、

杉戸町国際交流協会と共催で、姉妹都市であるオー

ストラリア・バッセルトン市との住民間交流を相互

に実施する。 

平成３０年度は、バッセルトン市訪問団の受入を行

う。 

H30 1,040 

H31 811 

H32 1,040 

 

 

主要施策３主要施策３主要施策３主要施策３    人権・男女共同参画人権・男女共同参画人権・男女共同参画人権・男女共同参画    

 

施策１施策１施策１施策１    人権尊重社会の形成人権尊重社会の形成人権尊重社会の形成人権尊重社会の形成 

No.No.No.No.3333 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

人権教育事業 

（社会教育課） 

町民及び企業等の人権尊重意識の向上のため、各種

研修会や講演会を開催する。 

・人権教育合同研修会の開催  1 回 

・人権作文発表・講演会の開催 1 回 

・各種研修会への参加     随時 

H30 951 

H31 951 

H32 951 
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施策２施策２施策２施策２    男女共同参画社会の実現男女共同参画社会の実現男女共同参画社会の実現男女共同参画社会の実現 

No.No.No.No.4444 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

男女共同参画推進事業 

（人権・男女共同参画

推進室） 

男女共同参画社会の実現のため、啓発及び各種研修

等を実施する。 

・デートＤＶ防止研修（中学生・教職員・保護者） 

・被害者支援研修（職員） 

・女性相談窓口の開設 

・男女共同参画講座（職員・町民） 

・男女共同参画情報紙「Ｙｏｕ＆Ｉ」の発行（全戸配

布） 

H30 684 

H31 684 

H32 684 

 

 

主要施策４主要施策４主要施策４主要施策４    行財政運営行財政運営行財政運営行財政運営    

 

施策１施策１施策１施策１    行政サービスの向上と効率的行財政の運営行政サービスの向上と効率的行財政の運営行政サービスの向上と効率的行財政の運営行政サービスの向上と効率的行財政の運営 

No.No.No.No.5555 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

［新規］［新規］［新規］［新規］ 

第６次杉戸町総合振興第６次杉戸町総合振興第６次杉戸町総合振興第６次杉戸町総合振興

計画策定事業計画策定事業計画策定事業計画策定事業    

（政策財政課） 

２０２１年度から実施する第６次杉戸町総合振興計

画を策定する。策定に当たり、町民アンケートやま

ちづくり町民会議を実施することで、町政に対する

ニーズの把握や、町の目指す将来像を明確にする。 

・住民意識調査の実施（無作為抽出、約 2,500 人） 

・まちづくり町民会議等の開催 他 

 

H30 4,000 

H31 － 

H32 553 
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基本施策基本施策基本施策基本施策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 

    

 

 

    

主要施策１主要施策１主要施策１主要施策１    保健・医療保健・医療保健・医療保健・医療    

 

施策１施策１施策１施策１    自らの健康づくりの推進自らの健康づくりの推進自らの健康づくりの推進自らの健康づくりの推進 

No.No.No.No.6666 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

だれもが健康長寿のま

ちづくり事業 

（健康支援課） 

住民の健康寿命の延伸を目指し、長期的な健康づく

りを支援するとともに、「健康」をテーマに住民との

交流の場を提供することで、健康意識の高い住民の

拡大を図り、地域における自主的な健康づくりを推

進する。 

・埼玉県コバトン健康マイレージ 

（健康長寿埼玉プロジェクト） 

・健康フェスタ 

・すぎと健康アカデミー 

・地域自殺対策強化事業 

H30 1,188 

H31 982 

H32 982 
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No.No.No.No.7777 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

がん検診事業 

（健康支援課） 

集団・個別健診を実施し、がんの予防及び早期発見

の推進を図るとともに、要精密検査とされた者につ

いて、受診につながるよう支援を行う。 

また、未受診者へ勧奨案内および申込ハガキを通知

し、健康意識の普及啓発を図る。 

・集団検診の実施 

（胃・肺・前立腺・乳・子宮頸・大腸がん） 

・個別検診の実施 

（乳・子宮頸がん） 

・新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業

２０歳の子宮頸がん・４０歳の乳がん無料券の交

付 

・受診勧奨通知の実施 

H30 33,175 

H31 33,175 

H32 33,175 

 

No.No.No.No.8888 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

予防ワクチン接種事業 

（健康支援課） 

感染のおそれがある疾病に対して、予防接種を実施

し、個別・集団感染及び重症化を防止する。 

＜主な予防接種＞ 

①Ａ類疾病 

四種混合、二種混合、日本脳炎、麻しん風しん、ＢＣ

Ｇ、ポリオ、子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチ

ン、小児用肺炎球菌ワクチン、水痘、B 型肝炎 

②Ｂ類疾病 

インフルエンザ（高齢者）、高齢者用肺炎球菌ワクチ

ン 

H30 101,323 

H31 99,895 

H32 99,895 
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No.No.No.No.9999 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

母子健康診査事業 

（健康支援課） 

妊娠・出産にかかる経済的不安を軽減するため、妊

婦健康診査助成券を交付し、定期的な妊娠健康診査

の受診を推奨するとともに、妊娠中の異常を早期に

発見し、適切な保健指導を行う。 

＜主な妊婦健康診査＞ 

・一般（風疹、B 型肝炎・C 型肝炎を含む） 

・HIV 抗体検査    ・子宮頸がん検診 

・HTLV-1抗体検査   ・性器クラミジア検査 他 

H30 25,629 

H31 25,660 

H32 25,660 
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施策２施策２施策２施策２    地域医療体制の充実地域医療体制の充実地域医療体制の充実地域医療体制の充実 

No.No.No.No.10101010 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

地域医療支援事業 

（健康支援課） 

地域の医療を守るため、地域の医師会及び病院、並

びに近隣市町と協力して、下記の事業を運営（実施）

するとともに、救急医療や適正受診に対する啓発を

行う。 

①休日夜間初期救急（冬期）の実施 

・円滑な二次救急医療継続のため、北葛北部医師会

の協力を得て、冬期の休日夜間初期救急対応を行

う。 

②小児休日診療（冬期）の実施 

・杉戸町医師会・幸手市医師会の小児科医の協力を

得て、冬期の休日診療を行う。 

③休日診療の実施 

・杉戸町医師会、幸手市医師会、北葛北部医師会の協

力を得て、休日診療を行う。 

④東部北地区病院群輪番制方式の運営 

・第二次救急体制として６市２町（※１）による東部

北地区病院群輪番制方式に参加し、運営費の一部

を参加市町で負担する。 

⑤地域医療ネットワークシステム「とねっと」の運  

 営 

・利根保健医療圏７市２町（※２）で地域医療ネット

ワークシステム「とねっと」を運営し、患者のカル

テ共有化等を実施する。 

 また、運営費の一部を負担する。 

※１ 加須市、羽生市、久喜市、蓮田市、幸手市、

白岡市、宮代町、杉戸町 

※２ 行田市、加須市、羽生市、久喜市、蓮田市、

幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町 

H30 8,526 

H31 8,526 

H32 8,526 
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主要施策２主要施策２主要施策２主要施策２    地域・高齢者・障がい者福祉地域・高齢者・障がい者福祉地域・高齢者・障がい者福祉地域・高齢者・障がい者福祉    

 

施策２施策２施策２施策２    高齢者福祉の推進高齢者福祉の推進高齢者福祉の推進高齢者福祉の推進 

No.No.No.No.11111111 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

高齢者長寿祝い事業 

（高齢介護課） 

高齢者の長寿を祝い、敬愛し、長寿の喜びを感じて

いただくために、下記の対象年齢に応じて長寿祝い

品（商品券）を贈呈する。 

・１０１歳以上    ３０千円 

・１００歳    １００千円 

・  ９０歳        １０千円 

・  ８０歳        ５千円 

H30 5,383 

H31 5,428 

H32 5,226 

 

No.No.No.No.11112222 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

高齢者と地域のつなが

り再生事業 

（高齢介護課） 

高齢者が住み慣れた地域で健康で楽しい生活を送る

ことを目的とし、仲間作り等の交流の場であるシニ

アサロンの活動支援を行う。 

シニアサロン交流事業の開催、シニアサロン運営費

の補助を行う。 

H30 730 

H31 780 

H32 780 

 

No.No.No.No.11113333 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

介護保険特別会計 

繰出金 

（高齢介護課） 

介護保険事業の安定化を図るため、事業実施に必要

な財源の一部について、一般会計から繰出しを行う。 

・平成３０年４月より介護保険料の引き下げを実施

（介護保険特別会計） 

H30 383,695 

H31 389,895 

H32 423,379 

 

        



18 

 

No.No.No.No.11114444 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

［一部新規］［一部新規］［一部新規］［一部新規］ 

地域支援事業地域支援事業地域支援事業地域支援事業    

（高齢介護課） 

※介護保険特別会計 

 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるこ

とができるよう、介護予防・日常生活支援総合事業

を実施する。 

また、包括的支援事業として在宅医療・介護連携や

認知症施策の推進に努め、生活支援サービスの体制

整備を図る。 

・平成３１年度に西地区へ地域包括支援センター・平成３１年度に西地区へ地域包括支援センター・平成３１年度に西地区へ地域包括支援センター・平成３１年度に西地区へ地域包括支援センター    

を設置予定を設置予定を設置予定を設置予定 

H30 111,996 

H31 123,893 

H32 127,961 

 

 

施策３施策３施策３施策３    障がい者福祉の推進障がい者福祉の推進障がい者福祉の推進障がい者福祉の推進 

No.No.No.No.11115555 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

生活介護施設運営事業 

（福祉課） 

「デイケアかわせみ」において、障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律第５条

第７項に規定する「生活介護」事業を実施する。 

在宅の障がい者が自立した日常生活を営むことがで

きるよう生活上の支援を行う。 

H30 30,853 

H31 30,853 

H32 30,853 

 

No.No.No.No.11116666 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

重度心身障がい者医療

費支給事業 

（福祉課） 

重度心身障がい者が傷病等で医療機関を受診した際

に、窓口で負担する保険診療による一部負担金を助

成することで経済的な負担を軽減し、障がい者福祉

の増進を図る。 

なお、町内医療機関を受診した場合は、窓口での一

部負担金の支払いを無料とする。 

H30 103,341 

H31 103,459 

H32 103,459 
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No.No.No.No.11117777 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

障がい者就労支援セン

ター運営事業 

（福祉課） 

障がい者の地域における自立した生活や社会参加を

促すため、関係機関と連携し、職業相談、就労準備支

援、職場開拓、職場実習支援、職場定着支援などを行

い、就労促進を図る。 

H30 10,232 

H31 10,232 

H32 10,232 

 

No.No.No.No.11118888 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

［新規］［新規］［新規］［新規］ 

埼葛北地区基幹相談支埼葛北地区基幹相談支埼葛北地区基幹相談支埼葛北地区基幹相談支

援センター援センター援センター援センター運営運営運営運営事業事業事業事業    

（福祉課） 

近隣市町（蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町）と共同

で、白岡市内に「埼葛北地区基幹相談支援センター」

を設置し、相談支援の中核的な役割を担うとともに、

総合的な障がい者支援体制の強化を図る。 

H30 4,155 

H31 4,155 

H32 4,155 

 

No.No.No.No.11119999 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

［新規］［新規］［新規］［新規］ 

杉戸高野台駅内方線付杉戸高野台駅内方線付杉戸高野台駅内方線付杉戸高野台駅内方線付

き点状ブロック整備事き点状ブロック整備事き点状ブロック整備事き点状ブロック整備事

業業業業    

（福祉課） 

（政策財政課） 

東武鉄道が実施する内方線付き点状ブロックの整備

事業に対し、町が負担金を支出し、東武日光線杉戸

高野台駅のバリアフリー化を図る。 

ホーム側と線路側の位置関係を把握できるよう、内

方線の付いた点状ブロックへ改修することで、視覚

障がい者の転落を防止し、安全性を向上させる。 

H30 4,166 

H31  

H32  
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施策４施策４施策４施策４    社会保障の充実社会保障の充実社会保障の充実社会保障の充実 

No.No.No.No.20202020 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

国民健康保険特別会計

繰出金（法定外繰出金） 

（町民課） 

国民健康保険の健全な運営を図るため、事業運営に

必要な財源の一部を一般会計から繰出しする。 

なお、平成３０年度より、国民健康保険事業の財政

運営の主体が県へ移行する。 

H30 160,000 

H31 － 

H32 － 

    

 

主要施策３主要施策３主要施策３主要施策３    子育て子育て子育て子育て    

 

施策１施策１施策１施策１    子育て支援の充実子育て支援の充実子育て支援の充実子育て支援の充実 

No.No.No.No.21212121 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

こども医療費支給事業 

（子育て支援課） 

子育て家庭の負担を軽減し、子どもがいつでも等し

く医療を受けられる環境を整備するため、乳幼児か

ら中学校終了までにかかった医療費の一部を助成す

る。 

H30 143,485 

H31 143,485 

H32 143,485 

 

No.No.No.No.22222222 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

延長保育促進事業 

（子育て支援課） 

仕事と子育てを両立し、安心して子育てができる環

境を整備するため、私立認可保育所の保育標準時間

以外の保育サービスに係る経費の一部について、補

助金を支出する。 

H30 4,026 

H31 4,026 

H32 4,026 
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No.No.No.No.23232323 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

放課後児童クラブ運営

管理事業 

（学校教育課） 

放課後や土曜日など、児童が安心して過ごせる居場

所として、町立小学校内にある余裕教室等を活用し、

７ヶ所の放課後児童クラブを運営（管理）する。 

H30 55,405 

H31 55,451 

H32 55,350 

 

No.No.No.No.24242424 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

病児保育事業 

（子育て支援課） 

病気中又は病気回復期にある乳幼児及び児童の一時

的な預かり保育を実施し、就労等における保護者の

負担を軽減する。 

H30 8,843 

H31 8,843 

H32 8,843 

 

No25No25No25No25 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

ファミリー・サポート

事業 

（子育て支援課） 

子育て世帯の多様なニーズに対応するため、地域に

おいて子育ての援助を行いたい者（提供会員）と援

助を受けたい者（依頼会員）が、有償の相互援助活動

を行う場として「ファミリー・サポート・センター」

を運営する。 

H30 3,336 

H31 3,336 

H32 3,336 
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No.No.No.No.26262626 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

子育て支援センター運

営管理事業 

（子育て支援課） 

乳幼児及びその保護者が相互交流を行う場所として

杉戸子育て支援センター・泉子育て支援センター・

地域子育て支援センター「ポラーノ広場」を開設し、

子育てについての相談、情報の提供、助言その他の

援助を行う。 

H30 15,781 

H31 16,733 

H32 16,733 

 

No.No.No.No.27272727 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

［新規］［新規］［新規］［新規］ 

子育て世代包括支援セ子育て世代包括支援セ子育て世代包括支援セ子育て世代包括支援セ

ンター運営事業ンター運営事業ンター運営事業ンター運営事業    

（健康支援課） 

（子育て支援課） 

 

妊娠期から子育て期までの様々なニーズに対して、

地域の特性に応じた切れ目のない総合的な相談支援

等を実施する「子育て世代包括支援センター」を平

成３０年１０月から開所する。 

利用者支援専門員や保健師等による、産後ケアや子

育て相談、保育園・幼稚園の相談等を行うことで、子

育て世代の育児不安・負担を軽減する。 

 

H30 7,022 

H31 2,689 

H32 2,689 

    

No.No.No.No.28282828 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

多子世帯保育料軽減事

業 

（子育て支援課） 

多子世帯の経済的負担の軽減を図るために、保育所

等に入所する満３歳に達していない乳幼児のうち、

第３子以降の児童の保育料を免除する。 

H30 － 

H31 － 

H32 － 
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No.No.No.No.29292929    

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

乳幼児健全発達支援相

談指導事業 

（健康支援課） 

発達面で継続的な支援が必要な子どもに対し、言語

聴覚士、理学療法士、作業療法士、臨床心理士の個

別・集団指導や相談等を行うことで、子どもの発達

促進や保護者の育児不安等の相談体制の充実を図

る。 

H30 2,160 

H31 2,160 

H32 2,160 

 

No.No.No.No.30303030 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

幼稚園就園奨励費補助

事業 

（子育て支援課） 

子育て家庭の負担を軽減するために、私立幼稚園に

就園する園児の保護者に対し、所得に応じて幼稚園

就園奨励費補助金の支給を行う。 

H30 30,891 

H31 30,891 

H32 30,891 

 

No.No.No.No.31313131    

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

ブックスタート事業 

（社会教育課） 

赤ちゃんと保護者が絵本を介して、心ふれあう時間

を持つきっかけを作るため、３～４か月児健診時に

赤ちゃんへ読み聞かせを行うとともに、絵本等のプ

レゼントを行う。 

H30 342 

H31 342 

H32 342 
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No.No.No.No.32323232    

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

小・中学校自転車損害

保険等加入事業 

（学校教育課） 

自転車運転時に、加害者にも被害者にもならないよ

う自転車安全教育を実施し、自転車運転時の交通事

故の撲滅に努める。 

また、万が一、事故発生時に加害者となった場合、

保護者の経済的負担を軽減するため、全ての小・中

学生を対象とした自転車損害保険に町が加入する。 

H30 2,432 

H31 2,492 

H32 2,492 
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基本施策基本施策基本施策基本施策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 

    

 

 

    

主要施策１主要施策１主要施策１主要施策１    教育・生涯学習・スポーツ・青少年教育・生涯学習・スポーツ・青少年教育・生涯学習・スポーツ・青少年教育・生涯学習・スポーツ・青少年    

 

施策１施策１施策１施策１    幼稚園教育・学校教育の充実幼稚園教育・学校教育の充実幼稚園教育・学校教育の充実幼稚園教育・学校教育の充実 

No.No.No.No.33333333 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

［一部新規］［一部新規］［一部新規］［一部新規］ 

小学校環境整備事業小学校環境整備事業小学校環境整備事業小学校環境整備事業    

（教育総務課） 

小学校の安心・安全な学習環境を維持するため、校

舎及び設備等の環境整備を行う。 

・杉戸小学校外壁・屋上防水改修工事設計業務・杉戸小学校外壁・屋上防水改修工事設計業務・杉戸小学校外壁・屋上防水改修工事設計業務・杉戸小学校外壁・屋上防水改修工事設計業務委託委託委託委託

（管理棟・教室棟新館・教室棟・特殊教室棟）（管理棟・教室棟新館・教室棟・特殊教室棟）（管理棟・教室棟新館・教室棟・特殊教室棟）（管理棟・教室棟新館・教室棟・特殊教室棟）    

・普通教室等空調機設置工事設計業務・普通教室等空調機設置工事設計業務・普通教室等空調機設置工事設計業務・普通教室等空調機設置工事設計業務委託委託委託委託    

・校務用パソコン（全教員分）・校務用パソコン（全教員分）・校務用パソコン（全教員分）・校務用パソコン（全教員分）    他 

H30 31,346 

H31 － 

H32 － 
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No.No.No.No.34343434 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

［一部新規］［一部新規］［一部新規］［一部新規］ 

中学校環境整備事業中学校環境整備事業中学校環境整備事業中学校環境整備事業    

（教育総務課） 

中学校の安心・安全な学習環境を維持するため、校

舎及び設備等の環境整備を行う。 

・杉戸中学校管理・特別教室棟等トイレ改修工事Ⅰ・杉戸中学校管理・特別教室棟等トイレ改修工事Ⅰ・杉戸中学校管理・特別教室棟等トイレ改修工事Ⅰ・杉戸中学校管理・特別教室棟等トイレ改修工事Ⅰ

期（監理含む）期（監理含む）期（監理含む）期（監理含む）    

・普通教室等空調機設置工事設計業務委託・普通教室等空調機設置工事設計業務委託・普通教室等空調機設置工事設計業務委託・普通教室等空調機設置工事設計業務委託    

・校務用パソコン・校務用パソコン・校務用パソコン・校務用パソコン（全教員分）（全教員分）（全教員分）（全教員分） 他 

H30  76,357 

H31 － 

H32 － 

    

No.No.No.No.35353535 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

［新規］［新規］［新規］［新規］ 

小・中学校誇れる学校小・中学校誇れる学校小・中学校誇れる学校小・中学校誇れる学校

づくり推進事業づくり推進事業づくり推進事業づくり推進事業    

（学校教育課） 

各学校が通年で授業の改善や特色ある教育活動を展

開する中で、子どもたちが確かな学力、豊かな人間

性、健康・体力等の「生きる力」を育むため、「学力

向上プロジェクト」と「特色ある学校づくりプロジ

ェクト」を核とした「誇れる学校づくり」に向けた

目標の達成を支援する。 

H30 2,100 

H31 2,100 

H32 2,100 

 

No.No.No.No.36363636 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

英語指導助手招致事業 

（学校教育課） 

児童・生徒の英語活用能力の向上や国際理解浸透の

ため、外国から英語指導助手を招致し、英語教育及

び国際理解教育の充実を図る。 

・ＪＥＴプログラム（語学指導等を行う外国青年招

致事業）英語指導助手 ２名 

・業務委託英語指導助手 ３名 

H30 20,139 

H31 20,344 

H32 20,344 
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No.No.No.No.37373737 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

中学校ホームステイ体

験学習推進事業 

（学校教育課） 

杉戸町と姉妹都市提携を結んでいるオーストラリ

ア・バッセルトン市とのホームステイや授業体験を

中心とした中学生の国際交流事業を行いながら、異

文化理解を深める。 

H30 2,363 

H31 2,363 

H32 2,363 

 

No.No.No.No.38383838 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

［一部新規］［一部新規］［一部新規］［一部新規］ 

学校給食センター設備学校給食センター設備学校給食センター設備学校給食センター設備

等改修事業等改修事業等改修事業等改修事業    

（教育総務課） 

学校給食センターは、開設から１５年以上が経過し、

厨房機器等が老朽化してきていることから、改修計

画に基づく修繕・工事等を実施し、安心・安全で美

味しく、また栄養バランスの取れた学校給食を提供

する。 

・ボイラー改修工事設計業務委託・ボイラー改修工事設計業務委託・ボイラー改修工事設計業務委託・ボイラー改修工事設計業務委託    

・球根皮剥機改修工事・球根皮剥機改修工事・球根皮剥機改修工事・球根皮剥機改修工事    

・牛乳保冷庫購入（３台） 

・食缶更新  

H30 5,445 

H31 － 

H32 － 

    

No.No.No.No.39393939 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

幼稚園環境整備事業 

（子育て支援課） 

 

幼稚園の安心・安全な学習環境を維持するため、園舎

及び設備等の環境整備を行う。 

・中央幼稚園保育棟解体及び改築工事 他   

H30 163,000    

H31 －    

H32 －    
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施策２施策２施策２施策２    生涯学習の推進生涯学習の推進生涯学習の推進生涯学習の推進 

No.No.No.No.40404040 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

すぎと町民大学運営事

業 

（社会教育課） 

生活に身近な内容と学術的で専門性の高い内容など

の講座を年間通して提供し、町民の学習意欲に応え

るとともに、まちづくりや地域づくりのリーダーと

なる人材の育成を図る。 

・一般講座１４回、公開講座１回、現地視察２回 

H30 502 

H31 502 

H32 502 

    

No.No.No.No.41414141 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

子ども大学すぎと運営

事業 

（社会教育課） 

子どもの学ぶ力や生きる力を育むとともに、地域で

子どもを育てる仕組みを創るため、町内在住の小学

校４～６年生を対象に、年４回程度、毎回異なる内

容の講座を開催し、講義及び体験学習等を企画・実

施する。 

町と包括的連携協定を結んだ日本工業大学と実行委

員会を組織・運営し、企業・ＮＰＯ等とも連携しな

がら引き続き事業を実施する。 

H30 75 

H31 75 

H32 75 

 

No.No.No.No.42424242 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

図書館図書等購入事業 

（社会教育課）  

乳幼児から高齢者まで幅広い年齢の様々な生涯学

習活動を支援するため、利用者の多種多様なニーズ

や社会情勢を加味した蔵書整備を進める。 

・蔵書数（平成２８年度末） １４２，０４０冊 

H30 7,000 

H31 7,000 

H32 7,000 
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施策３施策３施策３施策３    生涯スポーツの振興生涯スポーツの振興生涯スポーツの振興生涯スポーツの振興 

No.No.No.No.43434343 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

生涯スポーツ健康づく

り促進事業 

（社会教育課） 

いつでも、どこでも、ひとりでも取り組むことので

きる「ストレッチ」や「ウォーキング」の活動を広く

町民に普及することでスポーツに対する意識の向上

と町民一人一人の健康増進につなげる。 

・ウォーキング大会の開催 

・親子ふれあいスポーツイベントの開催 

・体力測定の実施 

H30 530 

H31  530 

H32 530 
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基本施策基本施策基本施策基本施策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 

    

 

 

    

主要施策１主要施策１主要施策１主要施策１    農業・工業・商業・勤労者対策農業・工業・商業・勤労者対策農業・工業・商業・勤労者対策農業・工業・商業・勤労者対策    

 

施策１施策１施策１施策１    農業の振興農業の振興農業の振興農業の振興 

No.No.No.No.44444444 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

明日の農業担い手育成

事業 

（農業委員会） 

町への新規就農者を確保するため、「明日の農業担い

手育成杉戸塾」を運営し、就農希望者の育成を図る。 

H30 602 

H31 953 

H32 953 
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No.No.No.No.45454545 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

［一部新規］［一部新規］［一部新規］［一部新規］    

アグリパークゆめすぎアグリパークゆめすぎアグリパークゆめすぎアグリパークゆめすぎ

と観光・交流拠点機能と観光・交流拠点機能と観光・交流拠点機能と観光・交流拠点機能

強化事業強化事業強化事業強化事業    

（農業振興課） 

農をテーマとした地域活性化を図るため、地場農産

物を販売する直売所の魅力や観光スポットとしての

機能向上を目指す。 

また、子どもから高齢者まで、誰もが触れ合える交

流の場を提供するため、既存施設の改修・充実を図

り、地域創生拠点としての一層の充実を図る。 

・平成３０年度・平成３０年度・平成３０年度・平成３０年度～～～～    施設内トイレ改修工事施設内トイレ改修工事施設内トイレ改修工事施設内トイレ改修工事    

H30 1,296 

H31 1,300 

H32 1,300 

 

No.No.No.No.46464646 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

地域特産物・地域ブラ

ンド開発事業 

（農業振興課） 

地場農産物の産地化支援・加工品の開発促進など、

地産地消や６次産業化を推進し、魅力ある地域農業

の実現ともうかる農業の支援を行う。 

・町内各種イベント等での特産品のＰＲ支援 

・「杉戸産農産物利用店」認定事業の継続 他 

H30 0 

H31 100 

H32 100 

 

No.No.No.No.47474747 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名 事業内容事業内容事業内容事業内容 年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円） 

地域農業共同活動支援

事業 

（農業振興課） 

 

 

農業・農村には、自然環境の保全に加え治水や良好

な景観の形成などの多面的機能がある。この機能の

維持・発展を図るため、地域の共同活動を支援し、遊

休農地の発生防止や地域資源の適切な保全管理を推

進する。 

・活動組織：４組織 

・受益面積：約１２０ha 

H30 3,979 

H31 5,000 

H32 6,000 
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No.No.No.No.48484848 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容 年度年度年度年度 
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円） 

［新規］［新規］［新規］［新規］            

農地耕作条件改善事業農地耕作条件改善事業農地耕作条件改善事業農地耕作条件改善事業    

（農業振興課） 

 

 

 

畦畔撤去による農地の大区画化により、農業生産性

の向上と営農条件の改善を図るとともに、経営規模

の拡大を進め、高収益を目指す農業経営体を支援す

る。 

・平成３０年度 下高野地区、堤根地区（約２８ha） 

H30 38,220 

H31 － 

H32 － 

    

No.No.No.No.49494949 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名 事業内容事業内容事業内容事業内容 年度年度年度年度 
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円） 

［一部新規］［一部新規］［一部新規］［一部新規］    

高野農村センター設備高野農村センター設備高野農村センター設備高野農村センター設備

改修事業改修事業改修事業改修事業    

（農業振興課） 

 

高野農村センターは、地場農産物を活用した加工品の

開発に加え、町民の研修やコミュニティ活動の拠点と

なっている。 

開館から３０年が経過し、設備の老朽化が著しいた

め、設備改修等を行い、利用者の安全性・利便性を確

保する。 

・平成平成平成平成３０年度３０年度３０年度３０年度    空調設備改修工事空調設備改修工事空調設備改修工事空調設備改修工事 他 

H30 20,353 

H31  

H32 

 

 

 

施策２施策２施策２施策２    工業の振興工業の振興工業の振興工業の振興 

No.No.No.No.50505050 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

［一部新規］［一部新規］［一部新規］［一部新規］    

杉戸深輪産業団地拡張杉戸深輪産業団地拡張杉戸深輪産業団地拡張杉戸深輪産業団地拡張

事業事業事業事業    

(商工観光課) 

杉戸屏風深輪産業団地の造成工事が完了したことか

ら、平成３０年度より県企業局への負担金を５年間

支出する。 

また、企業等を訪問して、誘致に向けた営業活動や

情報発信を行うとともに、企業誘致条例に基づき、

進出企業への優遇措置を講じる。 

・企業局負担金企業局負担金企業局負担金企業局負担金、根用水路負担金根用水路負担金根用水路負担金根用水路負担金 

H30 54,182 

H31 56,545 

H32 40,007 
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施策３施策３施策３施策３    商業の振興商業の振興商業の振興商業の振興 

No.No.No.No.55551111 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

農商工連携事業 

（農業振興課） 

（商工観光課） 

産業の振興や地域経済の活性化を図るため、農業、

商業及び工業が連携し、町の特産品等の普及やＰＲ

活動を行う。 

また、町民参加による各種イベント等、交流機会を

図る。 

・産業祭実行委員会に対する補助 

H30 2,000 

H31 2,000 

H32 2,000 

 

 

施策４施策４施策４施策４    勤労者福祉と雇用の充実勤労者福祉と雇用の充実勤労者福祉と雇用の充実勤労者福祉と雇用の充実 

No.No.No.No.52525252 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

［新規］［新規］［新規］［新規］    

就業支援事業就業支援事業就業支援事業就業支援事業    

(商工観光課) 

屏風深輪産業団地をはじめとする、ハローワークに

登録されている町内の求人情報を提供することで、

就業機会の拡大を図るとともに、町内企業の人材確

保に繋げる。 

H30 10 

H31 30 

H32 30 
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主要施策２主要施策２主要施策２主要施策２    観光観光観光観光    

 

施策１施策１施策１施策１    観光の振興観光の振興観光の振興観光の振興 

No.No.No.No.53535353 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

[[[[一部新規一部新規一部新規一部新規]]]]    

杉戸宿魅力再発見推進杉戸宿魅力再発見推進杉戸宿魅力再発見推進杉戸宿魅力再発見推進

事業事業事業事業    

（商工観光課） 

（社会教育課） 

日光街道の宿場町として栄えた杉戸宿の開宿４００

年に係る事業を展開してきたことで、年々町外から

の観光客が増加し、「杉戸宿ブランド」が徐々に定着

してきている。 

今後、さらなる観光客の誘致や商工業の活性化、ま

た、住民の杉戸宿に対する理解を深めるため、「一宿、

二グルメ、三巡り」をテーマとして、杉戸宿ブランド

を町全体に広げ、新たなグルメ開発やまち歩きを進

めていく。 

また、文化財保護啓発活動の一環として、引き続き

「日光道中」や「杉戸宿」等をテーマとした講演会等

の事業を展開していく。 

・杉戸町ブランディング支援事業 

・日光街道埼玉六宿連携事業の実施 

・杉戸宿宿場まつりの開催 

・観光案内所の運営 

・文化財歴史講演会の開催 

・杉戸宿魅力発信拠点施設の運営・杉戸宿魅力発信拠点施設の運営・杉戸宿魅力発信拠点施設の運営・杉戸宿魅力発信拠点施設の運営管理（外構工事管理（外構工事管理（外構工事管理（外構工事    

他）他）他）他）    

・川の賑わい創出支援事業・川の賑わい創出支援事業・川の賑わい創出支援事業・川の賑わい創出支援事業の実施の実施の実施の実施    

H30 17,181 

H31 － 

H32 － 
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基本施策５基本施策５基本施策５基本施策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 

    

 

 

    

主要施策１主要施策１主要施策１主要施策１    消防防災・交通防犯・消費者対策消防防災・交通防犯・消費者対策消防防災・交通防犯・消費者対策消防防災・交通防犯・消費者対策    

 

施策１施策１施策１施策１    消防消防消防消防・防災対策の充実・防災対策の充実・防災対策の充実・防災対策の充実    

No.No.No.No.54545454 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

埼玉東部消防組合特別

負担金 

（住民参加推進課） 

久喜市、加須市、幸手市、白岡市、宮代町及び杉戸町

の４市２町により構成された一部事務組合、埼玉東

部消防組合に係る負担金のうち、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係る経費

について、構成市町で負担金として支出する。 

 

H30 30,235 

H31 98,617 

H32 35,062 
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No.No.No.No.55555555 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

自主防災組織育成事業 

（住民参加推進課） 

近隣の町民が協力して、自らの地域を守る行動（共

助）を支援するため、自主防災組織が行う訓練や、

資機材の購入に対して補助金を交付し、その育成と

強化を図る。 

H30 1,522 

H31 1,522 

H32 1,522 

 

No.No.No.No.56565656 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

[[[[一部新規一部新規一部新規一部新規]]]]    

防災活動事業防災活動事業防災活動事業防災活動事業    

（住民参加推進課） 

いつ起こるか分からない災害に備え、杉戸町地域防

災計画に基づき、備蓄食糧及び防災資機材等を整備

し、町民の生命、身体及び財産を災害から保護する。 

・備蓄食料の更新 

・備蓄資機材の更新・新設 

・・・・JJJJ アラート新型受信機整備工事アラート新型受信機整備工事アラート新型受信機整備工事アラート新型受信機整備工事    

H30 4,254 

H31 3,288 

H32 1,824 

 

No.No.No.No.57575757 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

[[[[新規新規新規新規]]]]    

防災行政無線デジタル防災行政無線デジタル防災行政無線デジタル防災行政無線デジタル

化事業化事業化事業化事業    

（住民参加推進課） 

総務省が促進するデジタル化への移行を図るととも

に、設備や機器の老朽化が進んでいることから更新

を行う。 

また、町内の一部地域において、防災無線の放送が

聞こえにくい地域があるため、改修に併せ放送可能

なエリアの見直しを行い難聴地域への対応を図る。 

平成３０年度 防災行政無線デジタル化実施設計 

業務委託 

平成３１年度 防災行政無線デジタル化工事 他 

H30 8,100 

H31 － 

H32  
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施策２施策２施策２施策２    交通安全・防犯体制の充実交通安全・防犯体制の充実交通安全・防犯体制の充実交通安全・防犯体制の充実    

No.No.No.No.58585858 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

自転車交通安全教育 

事業 

（住民参加推進課） 

近年増加している自転車及び高齢者事故防止対策と

して、中学校区単位で「スケアード・ストレイト教

育技法（スタントマンによる仮想交通事故を実演）」

による自転車交通安全教育を実施し、交通安全意識

の醸成を図り、交通事故防止につなげる。 

H30  303 

H31  303 

H32  303 

 

No.No.No.No.59595959    

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

防犯灯整備事業（LED化

の推進） 

（住民参加推進課） 

犯罪等の未然防止と安全なまちづくりを推進するた

め、長寿命・省エネルギーのＬＥＤ器具による防犯

灯を設置・切替し、町民の安全確保を図る。 

H30 3,110 

H31 3,110 

H32 3,110 

 

 

施策３施策３施策３施策３    消費者保護対策の充実消費者保護対策の充実消費者保護対策の充実消費者保護対策の充実    

No.No.No.No.60606060 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

消費者保護事業 

（商工観光課） 

消費者の知識向上と被害を未然に防ぐため、消費生

活センターを設置し、消費生活相談等の事業を実施

する。 

杉戸町（火・木）と宮代町（月・水）で週４日の相談

を実施する。 

H30 1,560 

H31 1,595 

H32 1,595 
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主要施策２主要施策２主要施策２主要施策２    市街地・道路・交通市街地・道路・交通市街地・道路・交通市街地・道路・交通    

 

施策１施策１施策１施策１    市街地・居住環境の整備市街地・居住環境の整備市街地・居住環境の整備市街地・居住環境の整備    

No.No.No.No.61616161 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

既存木造住宅耐震診断

補助及び改修工事費補

助事業 

（建築課） 

既存木造住宅の耐震診断を実施した方、及び耐震診

断結果に基づき、耐震改修工事を実施した方に対し、

補助金を交付する。 

・耐震診断   １/２補助（上限５万円） 

・耐震改修工事 １/３補助（上限４０万円） 

 

H30 450 

H31 450 

H32 450 

 

No.No.No.No.62626262    

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

町営住宅設備等改修事

業 

（建築課） 

町営住宅（下高野団地・三本木団地）の老朽化に伴

い、設備等の改修を行う。 

・三本木団地浴室改修工事 

・三本木団地玄関扉再塗装工事 

H30 5,204 

H31 6,539 

H32 6,539 

 

No.No.No.No.63636363 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

［新規］［新規］［新規］［新規］    

フレッシュタウン調整フレッシュタウン調整フレッシュタウン調整フレッシュタウン調整

池排水設備改修事業池排水設備改修事業池排水設備改修事業池排水設備改修事業    

（都市施設整備課） 

フレッシュタウン調整池の排水施設の計画的な更新

を行うことで、台風等の大雨による宅地への被害を

未然に防ぎ、地域の安全・安心の向上を図る。 

平成３０年度 釜場築造調査測量・設計 他 

平成３１年度 排水設備設計・工事 

平成３２年度 堆積物除去 

H30 1,392 

H31 － 

H32 － 
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施策２施策２施策２施策２    道路・交通網の整備道路・交通網の整備道路・交通網の整備道路・交通網の整備    

No.No.No.No.66664444 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

町内巡回バス運行事業 

（住民参加推進課） 

町民の交通手段を確保し、公共施設等の利用促進及

び日常生活の利便性の向上を図るため、町内巡回バ

ス「あいあい号」を運行する。 

路 線：北コース、南コース 

起点・終点：彩の国いきいきセンターすぎとぴあ 

運 行 日：毎週月曜日から金曜日（祝日、年末年 

始は除く。） 

運行便数：各コースとも 1日 5便 

運 賃：1 回 100円 

H30 14,629 

H31 15,033 

H32 － 

 

No.No.No.No.66665555 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

［一部新規］［一部新規］［一部新規］［一部新規］    

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

り線整備事業り線整備事業り線整備事業り線整備事業    

（東口通り線整備推進

室） 

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も寄与するため、東武動物

公園駅東口通り線の整備を推進する。 

・・・・東口駅前広場整備事業への支援東口駅前広場整備事業への支援東口駅前広場整備事業への支援東口駅前広場整備事業への支援    

H30 1,967 

H31 － 

H32 － 

 

No.No.No.No.66666666    

 

    

        

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

町道Ⅰ級 13 号線（大字

堤根地内）舗装補修事

業 

（都市施設整備課） 

町道Ⅰ級 13 号線は、国道 4 号から大字才羽を結ぶ主

要幹線町道である。県立杉戸農業高等学校正門付近

の路面損傷及び道路冠水対策工事を実施する。 

・舗装補修工事（L＝240ｍ） 

H30 20,000 

H31  

H32  
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No.No.No.No.66667777 

 

No.No.No.No.66668888 

    

        

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

町道Ⅱ級 1号線（大字下

高野地内）歩道整備事業 

（都市施設整備課） 

町道Ⅱ級 1 号線は、県道境・杉戸線から町道Ⅰ級 5

号線につながる主要幹線町道であり、この路線を通

行する車両が多いことから、歩行者等の安全確保の

ため、水路を利用した歩道整備を実施する。 

・平成３０年度 歩道整備工事（Ｌ＝180m） 

・平成３１年度 歩道整備工事（Ｌ＝145m） 

※「社会資本整備総合交付金」活用事業 

H30 72,576 

H31 － 

H32  

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

町道Ⅱ級 10 号線（大字

堤根地内）舗装補修事業 

（都市施設整備課） 

町道Ⅱ級 10号線は、県道次木杉戸線から町道Ⅰ級 9

号線を結ぶ主要幹線町道であると共に通学路に指

定されている。 

この路線の大字堤根地内の区間は、道路舗装の老朽

化が激しいため、舗装補修整備を行い、地域交通の

安全性を確保する。 

・平成 30 年度 舗装補修工事（L＝92ｍ） 

・平成 31 年度 境界杭設置 

※「社会資本整備交付金」活用事業 

H30 32,897 

H31 2,400 

H32  
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No.No.No.No.66669999    

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

町道Ⅱ級 18 号線（大字 

木野川地内）道路改良 

事業 

（都市施設整備課） 

町道Ⅱ級 18 号線は、深輪産業団地方面から県道西

宝珠花屏風線を結ぶ主要幹線町道であると共に通

学路に指定されている。 

歩道整備等を行うことにより、地域交通の安心性、

安全性が図れると同時に通学路の安全性が確保で

きる。（延長 L＝338ｍ、現況 W=6～7m） 

・平成３０年度 用地購入、物件補償 

・平成３１年度 道路改良工事 

舗装補修工事 

・平成３２年度 道路改良工事 

H30 7,387 

H31 － 

H32 － 

 

No.No.No.No.70707070 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

町道 831号線（大字茨島

地内）整備事業 

（都市施設整備課） 

町道 831号線は、拡幅された町道Ⅰ級 5号線から東

埼玉総合病院に繋がる最短ルートであるが、幅員が

狭くなっている。そのため、病院への良好なアクセ

スを可能にするため拡幅改良工事を実施する。 

（現道 L＝220ｍ W=4m） 

・平成３０年度 道路改良工事（L=80m） 

※「社会資本整備総合交付金」活用事業 

H30 25,262 

H31  

H32  
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基本施策基本施策基本施策基本施策６６６６    快適で、ゆとりの快適で、ゆとりの快適で、ゆとりの快適で、ゆとりのあるまちあるまちあるまちあるまち 

    

 

 

    

主要施策１主要施策１主要施策１主要施策１    環境環境環境環境    

 

施策１施策１施策１施策１    循環型社会の形成循環型社会の形成循環型社会の形成循環型社会の形成    

No.No.No.No.77771111 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

環境センター焼却施設

改修事業 

（環境課） 

環境センターの適切な維持管理、延命化を図るため、

平成２３年度に策定した「環境センター長期施設整

備計画」に基づき、計画的に焼却施設の改修を行う。 

H30 206,675 

H31 － 

H32 － 

 

No.No.No.No.77772222 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

リサイクル推進事業 

（環境課） 

ごみの減量化及び資源化を促進し、廃棄物を適正に

処理することにより、循環型社会の形成を推進する。 

また、資源回収団体等の地域活動を通じたリサイク

ルを推進する。 

H30 123,051 

H31 123,051 

H32 123,051 
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No.No.No.No.77773333    

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

生ごみ処理容器等購入

費補助事業 

（環境課） 

家庭から排出される生ごみの減量化・資源化を推進

するため、生ごみ処理容器等の購入費用を補助する。 

・生ごみ処理容器 ２/３補助（上限４，５００円） 

・生ごみ処理機  ２/３補助（上限２万円） 

 

H30 245 

H31 245 

H32 245 

 

 

施策２施策２施策２施策２    環境の保全環境の保全環境の保全環境の保全    

No.No.No.No.77774444 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

住宅用太陽光発電シス

テム設置費補助事業 

（環境課） 

地球温暖化やエネルギー問題に積極的に取り組む町

を目指し、環境に配慮した取組を推進するため、住

宅用太陽光発電システムの設置に対して補助する。 

・1件につき５万円 

※ＨＥＭＳ（エネルギー節約管理システム）付は

１件につき６万円 

H30 3,100 

H31 3,100 

H32 3,100 

 

No.No.No.No.77775555 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

次世代自動車促進事業 

（環境課） 

地球温暖化やエネルギー問題に積極的に取り組む町

を目指し、環境に配慮した取り組みを推進するため、 

次世代自動車（電気自動車及びプラグインハイブリ

ッド自動車）の普及促進として、当該自動車の導入

に対して補助する。 

・1台につき５万円 

H30  500 

H31  500 

H32  500 
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No.No.No.No.77776666 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

し尿処理事業（負担金） 

（環境課） 

し尿等の処理施設が町内にはないことから、幸手市

に処理を委託し、生活環境の保全及び公衆衛生の向

上を図る。 

H30 56,042 

H31 63,159 

H32 63,159 

 

No.No.No.No.77777777 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

合併処理浄化槽設置整

備事業 

（環境課） 

下水道処理計画区域外で、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

対して補助金を交付することで、生活環境の保全と

公衆衛生の向上を図る。 

・５人槽  ７０４千円/基 

・７人槽  ７４６千円/基 

・１０人槽  ８５８千円/基 

H30 14,668 

H31 14,668 

H32 14,668 
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主要施策２主要施策２主要施策２主要施策２    上下水道・公園・緑地・水辺上下水道・公園・緑地・水辺上下水道・公園・緑地・水辺上下水道・公園・緑地・水辺    

 

施策１施策１施策１施策１    上下水道の整備上下水道の整備上下水道の整備上下水道の整備    

No.No.No.No.77778888 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

配水場施設更新整備 

事業 

（上下水道課） 

※水道事業会計 

経年により老朽化した第二配水場自己水造水設備、

第一配水場自家発電設備の更新を実施することで、

生活に欠くことのできない水道水の安定供給を図

る。 

・平成３０年度 

  第二配水場ろ過機の更新を兼ねた耐震化 

・平成３１年度 

第一配水場自家発電設備更新の実施 

９号取水井導水管敷設替工事の設計 

・平成３２年度 

９号取水井導水管布設替工事の実施 

第二配水場場内配管更新工事の設計 

H30 177,018 

H31 160,639 

H32 81,378 

 

No.No.No.No.79797979 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

公共下水道整備事業 

（上下水道課） 

※公共下水道事業 

特別会計 

生活環境の向上及び、町全体の環境保全に寄与する

ため、公共下水道を順次整備する。 

・平成３０、３１年度 

  内田４丁目地内面整備（7.9ha） 

・平成３２年度 

むさし堤団地地内面整備（1.4ha） 

H30 221,661 

H31 185,600 

H32 151,000 
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No.No.No.No.80808080 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

公共下水道事業特別 

会計繰出金（基準外 

繰出金） 

（上下水道課） 

公共下水道事業の健全な運営を図るため、事業運営

に必要な財源の一部を一般会計から繰り出し、生活

排水処理区域内の生活環境の向上に努める。 

H30 290,367 

H31 300,000 

H32 300,000 

    

No.No.No.No.88881111 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

［新規］［新規］［新規］［新規］    

①－６１、①－６８号①－６１、①－６８号①－６１、①－６８号①－６１、①－６８号

水路改修事業水路改修事業水路改修事業水路改修事業    

（都市施設整備課） 

大雨の際に土水路の洗掘による民地への被害を防止

するため、水路改修工事を実施し水路の機能を保持

する。 

・平成３０年度 設計 他 

・平成３１年度 改修工事 

H30 2,592 

H31 － 

H32  

 

 

施策２施策２施策２施策２    公園・緑地・水辺の整備公園・緑地・水辺の整備公園・緑地・水辺の整備公園・緑地・水辺の整備    

No.No.No.No.88882222 

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    年度年度年度年度    
事業費事業費事業費事業費    

（千円）（千円）（千円）（千円）    

［一部新規］［一部新規］［一部新規］［一部新規］    

南側散策道等維持管理南側散策道等維持管理南側散策道等維持管理南側散策道等維持管理

事業事業事業事業    

（都市施設整備課） 

南側水路の補修工事が多発している箇所を調査し、

計画的に補修工事を行う。 

・平成３０年度平成３０年度平成３０年度平成３０年度    大字堤根の一部大字堤根の一部大字堤根の一部大字堤根の一部    調査・設計調査・設計調査・設計調査・設計 他 

H30 2,909 

H31 － 

H32 － 

    

        



 

 

  



 

 

       

       

  第５次杉戸町総合振興計画（平成２３年度～平成３２年度）   

  第８次実施計画（計画期間 平成３０年度～平成３２年度）   

  平成３０年２月   

  発行／杉戸町役場政策財政課   

  〒345-8502 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地 2丁目 9番 29号   

  電話 ：0480-33-1111（代表）   

  FAX ：0480-33-4550   

  ホームページ ：http://www.town.sugito.lg.jp/   

      

    


