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平成３０年度は、町の未来の設計図である「第５次杉戸町総合振興計画」の

着実な実行を図るとともに、「第６次杉戸町行政改革大綱」による取組を踏ま

え、的確な政策と健全な財政運営に向けて今まで以上に経営感覚、コスト意識

をもって取り組んでまいります。 

近年、急速な少子高齢化や人口減少など問題は山積しておりますが、地方分

権の進展により、わたしたちは自らの選択と責任で住民のみなさまと一丸と

なって、４D＜ドリーム（夢）、ダイナミック（精力的に）、ディスカッショ

ン（話し合い）、ドゥ（実行）＞の基本姿勢で、地域づくりを進めてまいりま

す。 

本年度も引き続き、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３０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３０３０３０３０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 

①予算規模 

 一般会計 11,996,000千円（前年度比  1.5％増） 

 特別会計 11,192,945千円（前年度比  △9.3％減） 

重点施策 注目事業 頁数 

地域創生 ①杉戸宿を活用した新たな観光振興による地域経済の活性化・

交流人口の拡大 

②東武動物公園駅東口通り線の整備促進 

③もうかる農業の推進 

Ｐ５ 

子育て ①幼稚園・保育園を有効に活用した待機児童のない町 

②子育て負担の軽減、教育環境の整備・充実 

Ｐ６ 

健康 ①がんの早期発見・早期治療をめざし受診勧奨の推進 

②病気にならない健康づくりの推進 

Ｐ７ 

安心・安全 ①防災・減災事業の推進、冠水対策の強化 

②通学路など安全な道路環境の整備 

Ｐ８ 

環境 ①豊かな自然環境の保持と共生 

②太陽光発電、エコカー補助金の継続 

Ｐ９ 

平成３０年度 平成３０年度 予算のポイント予算のポイント  

わが国の経済は、一部に改善の遅れもみられますが、緩やかな回復基調が続いて

おり、先行きについても、雇用・所得環境の改善が続く中で、消費の持ち直しや各

種政策の効果などにより回復していくことが期待されております。ただし、海外経

済の不確実性や金融資本市場の変動の影響に留意が必要です。政府はこのような状

況下で、平成３０年度は経済、財政一体改革を加速させるとしております。 

一方、当町の財政状況につきましては、平成２８年度決算では、町債残高の減少

や将来負担比率の低下など一部改善傾向を示しているものの、財政運営の根幹を成

す町税収入が微増にとどまったほか、財政調整基金の減少や経常収支比率の高止り

が続く中、社会保障関係費や公共施設等の老朽化対策費の増加など、先行きは不透

明と言わざるを得ない状況にあります。 

こうした状況のもと、平成３０年度予算は、的確な政策と健全な財政運営によ

り、第５次杉戸町総合振興計画の基本構想に掲げた「住みごこち１００％のまちづ

くり」の実現を目指すべく、特に、「地域創生」、「子育て」、「健康」、「安

心・安全」、「環境」の５つを重点施策として、限りある予算を効率的に配分しま

した。厳しい財政状況の中にあっても、みなさまに信頼され、将来にわたり安心し

て生活できる行政運営を進めるため、財政健全化と行政サービスの向上を目指した

「杉戸の未来を見据えた予算」としました。 
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杉戸町 

Ⅰ 平成３０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　 11,996,000 11,813,000 183,000 1.5

特別会計　計 11,192,945 12,346,894 ▲ 1,153,949 ▲ 9.3

  国民健康保険特別会計 5,145,931 6,428,769 ▲ 1,282,838 ▲ 20.0

  後期高齢者医療特別会計 519,923 456,155 63,768 14.0

  介護保険特別会計 2,879,994 2,849,773 30,221 1.1

  公共下水道事業特別会計 1,017,450 1,027,669 ▲ 10,219 ▲ 1.0

  水道事業会計 1,629,647 1,584,528 45,119 2.8

合　計 23,188,945 24,159,894 ▲ 970,949 ▲ 4.0

会　計　名

（単位：千円、％）

比較増減30年度

予算額

29年度

予算額

増減額 伸び率

町税 5,242,167 5,274,517 ▲ 32,350 ▲ 0.6

譲与税・交付金 927,900 931,800 ▲ 3,900 ▲ 0.4

地方交付税 1,620,000 1,642,000 ▲ 22,000 ▲ 1.3

分担金及び負担金 462,904 411,133 51,771 12.6

使用料及び手数料 205,219 207,114 ▲ 1,895 ▲ 0.9

国庫支出金 1,056,333 1,097,491 ▲ 41,158 ▲ 3.8

県支出金 744,342 737,754 6,588 0.9

繰入金 334,791 251,609 83,182 33.1

繰越金 170,000 170,000 0 0.0

町債 893,360 754,050 139,310 18.5

その他 338,984 335,532 3,452 1.0

合　計 11,996,000 11,813,000 183,000 1.5

比較増減

（単位：千円、％）

区　分
30年度

予算額

29年度

予算額

町税

5,242,167

43.7%

譲与税・交付金

927,900

7.7%
地方交付税

1,620,000  13.5%
分担金及び負担

金

462,904   3.9%

使用料及び手数

料

205,219   1.7%

国庫支出金

1,056,333  8.8%

県支出金

744,342 6.2%

繰入金

334,791 2.8%

繰越金

170,000 1.4%

町債

893,360  7.5% その他

338,984 2.8%

  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 131,140 131,353 ▲ 213 ▲ 0.2

総務費 1,297,217 1,323,120 ▲ 25,903 ▲ 2.0

民生費 4,314,143 4,254,024 60,119 1.4

衛生費 1,410,058 1,325,256 84,802 6.4

労働費 3,589 3,579 10 0.3

農林水産業費 156,758 145,407 11,351 7.8

商工費 162,319 193,073 ▲ 30,754 ▲ 15.9

土木費 829,870 980,030 ▲ 150,160 ▲ 15.3

消防費 797,014 801,878 ▲ 4,864 ▲ 0.6

教育費 1,845,302 1,627,362 217,940 13.4

公債費 1,028,468 1,007,315 21,153 2.1

その他 20,122 20,603 ▲ 481 ▲ 2.3

合　計 11,996,000 11,813,000 183,000 1.5

区　分
30年度

予算額

29年度

予算額

比較増減

議会費

131,140  1.1%

総務費

1,297,217 10.8%

民生費

4,314,143  36.0%

衛生費

1,410,058  11.8%労働費

3,589   0.0%農林水産業費

156,758  1.3%

商工費

162,319  1.3%

土木費

829,870  6.9%

消防費

797,014  6.6%

教育費

1,845,302  15.4%

公債費

1,028,468  8.6%

その他

20,122  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 5,792,266 5,759,617 32,649 0.6

 人件費 2,639,104 2,658,839 ▲ 19,735 ▲ 0.7

 扶助費 2,124,694 2,093,463 31,231 1.5

 公債費 1,028,468 1,007,315 21,153 2.1

投資的経費計 955,493 851,202 104,291 12.3

 普通建設事業費 955,493 851,202 104,291 12.3

その他の経費計 5,248,241 5,202,181 46,060 0.9

 物件費 2,389,449 2,393,129 ▲ 3,680 ▲ 0.2

 維持補修費 93,231 108,018 ▲ 14,787 ▲ 13.7

 補助費等 1,211,017 1,179,361 31,656 2.7

 繰出金 1,525,921 1,492,569 33,352 2.2

 その他 28,623 29,104 ▲ 481 ▲ 1.7

合　計 11,996,000 11,813,000 183,000 1.5

比較増減
区　分

30年度

予算額

29年度

予算額

人件費

2,639,104  22.0%

扶助費

2,124,694  17.7%

公債費

1,028,468  8.6%
普通建設事業費

955,493  8.0%

物件費

2,389,449  19.9%

維持補修費

93,231   0.8%

補助費等

1,211,017   10.1%

繰出金

1,525,921  12.7%

その他

28,623  0.2%

  一般会計 歳出 （性質別） 
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杉戸町 

 

 
   

  

①杉戸宿を活用した新たな観光振興による地域経済の杉戸宿を活用した新たな観光振興による地域経済の杉戸宿を活用した新たな観光振興による地域経済の杉戸宿を活用した新たな観光振興による地域経済の

活性化・交流人口の拡大活性化・交流人口の拡大活性化・交流人口の拡大活性化・交流人口の拡大 

○宿場まつり運営補助  2,500千円 

「宿場まつり」をはじめ、歴史的資産など町の

魅力をPRするイベントを開催します。    

○川の賑わい創出支援事業業務委託 1,500千円 

杉戸宿魅力発信拠点施設で農商工物産市などの

賑わい創出事業を実施します。 

 ○杉戸宿魅力発信拠点施設外構工事 

  9,500千円 

 ○杉戸町観光協会補助金 8,100千円  

 ○杉戸町ブランディング支援事業費補助金   

  472千円 

 

②東武動物公園駅東口通り線の整備促進東武動物公園駅東口通り線の整備促進東武動物公園駅東口通り線の整備促進東武動物公園駅東口通り線の整備促進 

○東武動物公園駅東口通り線整備推進事業  

 1,957千円 

  

③もうかる農業の推進もうかる農業の推進もうかる農業の推進もうかる農業の推進    

 ○明日の農業担い手育成塾運営事業 602千円 

 ○新規就農総合支援事業補助金 7,500千円 

 ○人・農地プラン推進事業 12,288千円 

○農地耕作条件改善事業負担金 1,460千円                                        

担い手農業者が耕作しやすくなるよう区画拡大

によるほ場整備を実施し、農地の集積・集約化を

進めます。 

Ⅱ 平成３０年度 注目事業 ～杉戸の未来のために～ 

▲農地の耕作条件を改善します 

重点施策重点施策重点施策重点施策            地域創生地域創生地域創生地域創生    

①杉戸宿を活用した新たな観光振興による地域経済の活性化・交流人口の拡大 

②東武動物公園駅東口通り線の整備促進 

③もうかる農業の推進 

▲杉戸宿魅力発信拠点施設 完成イメージ図 

【担当】商工観光課 魅力発信担当 内線310・東口通り線整備推進室 内線370  

    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 

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

新 

新 

・町のお金       25,738千円 

・県からのお金    18,041千円 

・その他のお金     2,100千円 

    予算額予算額予算額予算額            45,87945,87945,87945,879 千円千円千円千円    

財源内訳財源内訳財源内訳財源内訳    

新 

新 
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杉戸町 

 

①幼稚園・保育園を有効に活用した待機児童のない町 

 ・中央幼稚園保育棟の改築 

②子育て負担の軽減、教育環境の整備・充実 

 ・子育て世代包括支援センターの新設 

【担当】子育て支援課  子育て支援担当 内線265 / 幼稚園・保育園担当 内線268 

          健康支援課 ℡（34）1188・教育総務課 庶務管理担当 内線394 

        子育て子育て子育て子育て    重点施策重点施策重点施策重点施策    

    平成３０年度 注目事業 ～杉戸の未来のために～ 

 

 

①幼稚園・保育園を有効に活用した待機児童のない町幼稚園・保育園を有効に活用した待機児童のない町幼稚園・保育園を有効に活用した待機児童のない町幼稚園・保育園を有効に活用した待機児童のない町 

  ○中央幼稚園保育棟改築工事 150,000千円 

  

 ②子育て負担の軽減、教育環境の整備・充実子育て負担の軽減、教育環境の整備・充実子育て負担の軽減、教育環境の整備・充実子育て負担の軽減、教育環境の整備・充実 

○子育て世代包括支援センター運営事業 

・母子保健型 4,058千円 

・基本型 2,964千円 

○各小中学校 普通教室等空調機設置工事設計  

・小学校 7,863千円 

 ・中学校 5,391千円 

○杉戸小学校外壁・屋上防水改修工事設計  

9,687千円  

 ○杉戸中学校管理・特別教室棟等トイレ改修Ⅰ期工事  

58,942千円（繰越明許費）       

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

▲保健センターと杉戸子育て支援センターたんぽぽに子育て世代包括支援センターが新たに設置されます 

▲中央幼稚園の保育棟が新しくなります 

（現在の中央幼稚園保育棟と完成イメージ図） 

・町のお金        74,218千円 

・国からのお金    18,213千円 

・県からのお金     1,974千円 

・町の借金（地方債) 144,500千円 

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            238,905238,905238,905238,905千円千円千円千円    

新 

新 

新 

新 

新 
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杉戸町 

 

【担当】健康支援課 ℡（34）1188・高齢介護課 高齢者福祉担当 内線317 

     町民課 後期高齢者医療担当 内線259 

①がんの早期発見・早期治療をめざし受診勧奨の推進 

②病気にならない健康づくりの推進 

 

  

 ①がんの早期発見・早期治療をめざし受診勧奨の推進がんの早期発見・早期治療をめざし受診勧奨の推進がんの早期発見・早期治療をめざし受診勧奨の推進がんの早期発見・早期治療をめざし受診勧奨の推進 

  ○がん検診の充実  33,175千円 

    対象者に検診無料クーポンを送付します。 

※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。 

  

 ②病気にならない健康づくりの推進病気にならない健康づくりの推進病気にならない健康づくりの推進病気にならない健康づくりの推進                        

  ○すぎと健康アカデミーの実施  134千円 

「健康長寿のまちづくり」のため、地域への

健康情報の発信源となる人材を育成します。 

  ○すぎと健康フェスタ  5千円 

  ○健康マイレージ事業への負担金  727千円 

○心の健康づくり事業の実施 310千円  

・誰も自殺に追い込まれることのない地域づ 

くりを目指し、杉戸町自殺対策計画を策定 

します。 

・メンタルヘルス講演会の実施 

・ゲートキーパー（命の門番）の養成      

  ○シニアサロン運営費の補助  600千円 

  ○シニアサロン交流事業の実施  130千円  

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 2,140千円 

  ○後期高齢者健康診査等の実施  17,944千円 

高齢者が健康で生活できるよう健康診査を実施

するとともに、人間ドックの費用助成や保養所等

の利用補助を行います。 

    予算額予算額予算額予算額                55,16555,16555,16555,165 千円千円千円千円    

        健健健健    康康康康    重点施策重点施策重点施策重点施策    

平成３０年度 注目事業 ～杉戸の未来のために～ 

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

・町のお金       28,935千円 

・国からのお金      307千円 

・県からのお金       702千円 

・町の貯金の取り崩し  130千円 

 （地域福祉基金） 

・その他のお金    25,091千円 

財源内訳財源内訳財源内訳財源内訳    

▲シニアサロンの様子 
新 
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杉戸町 

 

重点施策重点施策重点施策重点施策    

【担当】くらし安全課 消防・防災担当 内線288 

    都市施設設整備課 道路治水担当 内線379 / 都市計画整備担当 内線375 

 

    ①防災・減災事業の推進、冠水対策の強化①防災・減災事業の推進、冠水対策の強化①防災・減災事業の推進、冠水対策の強化①防災・減災事業の推進、冠水対策の強化 

○町道Ⅰ級１３号線舗装補修工事（大字堤根）  

 20,000千円 

○フレッシュタウン調整池ポンプ改修工事事前調 

 査等 1,392千円 

  ○①-6１、6８号水路改修工事測量設計 

   2,592千円 

  ○Jアラート新型受信機整備工事  

   2,160千円 

  ○防災行政無線デジタル化工事設計  

   8,100千円 

 

 ②通学路など安全な道路環境の整備通学路など安全な道路環境の整備通学路など安全な道路環境の整備通学路など安全な道路環境の整備 

 ○町道Ⅱ級１０号線（大字堤根） 32,897千円 

 修正設計、事前調査、舗装補修工事 

 ○町道Ⅱ級１号線歩道整備工事（大字下高野）   

  72,576千円  

  ○町道Ⅱ級１８号線（大字木野川） 7,387千円 

 分筆登記、不動産鑑定評価、用地購入、物件補償 

 ○町道８３１号線道路改良工事（大字茨島） 

  25,262千円 

▲Ⅱ級１号線（大字下高野） 

①防災・減災事業の推進、冠水対策の強化 

 ・町道Ⅰ級１３号線舗装補修工事 

 ・防災行政無線デジタル化設計業務委託 他 

 

②通学路など安全な道路環境の整備 

 ・町道Ⅱ級１０号線舗装補修工事 

 ・町道Ⅱ級１号線歩道整備工事 他 

        安心・安全安心・安全安心・安全安心・安全    

平成３０年度 注目事業 ～杉戸の未来のために～ 

▲①-61号水路 

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

・町のお金       29,838千円 

・国からのお金    65,868千円 

・町の借金（町債）  76,660千円 

    予算額予算額予算額予算額        172,366172,366172,366172,366 千円千円千円千円    

財源内訳財源内訳財源内訳財源内訳    

新 

新 

新 

新 
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杉戸町 

 

①豊かな自然環境の保持と共生 

 ・合併処理浄化槽設置整備事業奨励補助金 他 

②太陽光発電、エコカー補助金の継続 

 ・住宅用太陽光発電システム設置費補助金 他    

【担当】都市施設整備課 都市計画整備担当 内線374 

    環境課 廃棄物資源担当 / 環境保全担当 ℡(38)0401 

        環環環環    境境境境    重点施策重点施策重点施策重点施策    

平成３０年度 注目事業 ～杉戸の未来のために～ 

 

 

 ①豊かな自然環境の保持と共生豊かな自然環境の保持と共生豊かな自然環境の保持と共生豊かな自然環境の保持と共生    

        ○合併処理浄化槽設置整備事業奨励補助金   

   14,668千円 

・対象者：町内の下水道処理（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 

○生ごみ処理容器及び生ごみ処理機購入に対しての補

助金 245千円 

 ・対象者：町内在住の方 

 ・補助額：処理容器 １基につき4,500円まで 

      処理機  １基につき20,000円まで 

  ○南側水路環境整備工事設計（堤根） 2,909千円 

 

    ②太陽光発電、エコカー補助金の継続②太陽光発電、エコカー補助金の継続②太陽光発電、エコカー補助金の継続②太陽光発電、エコカー補助金の継続 

 ○住宅用太陽光発電システム設置費補助金 

      3,100千円 

・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50,000円 

     （※HEMS付は１件60,000円） 

 ○次世代自動車普及促進対策補助金 500千円 

・対象者：電気自動車または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50,000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        9,088千円 

・国からのお金     5,334千円 

・県からのお金     7,000千円 

    予算額予算額予算額予算額        21,42221,42221,42221,422 千円千円千円千円    

財源内訳財源内訳財源内訳財源内訳    

▲合併処理浄化槽イメージ図 

▲南側水路（堤根） 
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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３０年度 一般会計予算における主要事業 

 町長や町職員が、町内の各地域に出向いてみなさまから

のご意見や発想をお伺いし、町政に反映させることでより

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。 

▲まちづくり懇談会の様子 

・町のお金          60千円 

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                        60606060千円千円千円千円    

 

  

 ○まちづくり懇談会の実施 

  ・町政に関する各種情報を提供いたします。 

  ・特定の懸案事項について、必要に応じて、個別に町

民のみなさまからのご意見を反映させるために実施

します。 

 戦争のない平和な社会の実現を目指し、平和に対する意

識を高めます。 

▲平和企画展の様子 

 

  

 ○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伝えるため、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。 

・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    

【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】住民協働課 国際化・交流担当 内線287 

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    

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 

 

 

 東日本大震災での東京電力福島第１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。 

▲富岡町の桜まつりの様子 

  

【担当】くらし安全課 消防・防災担当 内線288・学校教育課 学務担当 内線389 

被災されたみなさまへの支援を継続します被災されたみなさまへの支援を継続します被災されたみなさまへの支援を継続します被災されたみなさまへの支援を継続します    継続継続継続継続    

 

  

 ○第６次杉戸町総合振興計画の策定準備  

  4,000千円  

・町民アンケート調査を実施し、町民のみなさまの

意見を取り入れた計画を作成するための準備をし

ます。 

 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６次杉戸町総合振興計画」の策定準備をします。 

  
町政運営に関する町民アンケートを行います町政運営に関する町民アンケートを行います町政運営に関する町民アンケートを行います町政運営に関する町民アンケートを行います    

（第６次杉戸町総合振興計画）（第６次杉戸町総合振興計画）（第６次杉戸町総合振興計画）（第６次杉戸町総合振興計画）    
新規新規新規新規    

【担当】政策財政課 政策・行革担当 内線209 

 

  

 ○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 1,439千円 

 ○小・中学校に通う被災児童生徒の就学援助費  

  297千円 

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    

新 
▲新たに策定する総合振興計画の準備 

  をします 

・県からのお金    1,736千円 

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                1,7361,7361,7361,736千円千円千円千円    

・町のお金        4,000千円 

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                4,0004,0004,0004,000千円千円千円千円    



12 

杉戸町 

 

 

 

  

 ○人権教育事業に係る費用  951千円 

  ・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 

 差別のない明るいまちづくりを推進するため、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、より効果的な人権教育に努めます。 

  
人権について考えよう人権について考えよう人権について考えよう人権について考えよう    継続継続継続継続    

 

  

 ○杉戸町国際交流協会補助金 1,000千円 

   姉妹都市提携を結んでいるオーストラリア・バッセ

ルトン市の親善訪問団を受け入れます。 

【担当】住民協働課 国際化・交流担当 内線287 

 姉妹都市との友好・信頼を深め

るため、訪問団の受入・文化交流

を行います。 

  
グローバルな自治体づくりのため、国際交流を進めますグローバルな自治体づくりのため、国際交流を進めますグローバルな自治体づくりのため、国際交流を進めますグローバルな自治体づくりのため、国際交流を進めます    

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    

継続継続継続継続    

・町のお金       1,000千円 

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                1,0001,0001,0001,000千円千円千円千円    

▲人権教育合同研修会の様子 

・町のお金        951千円 

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                        951951951951千円千円千円千円    

▲バッセルトン市との交流 
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杉戸町 

 

 

▲男女共同参画講座の様子 

・ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）に関する正しい

知識の普及や予防を目的とした講演・研修を実施し、Ｄ

Ｖ被害のない社会を目指します。 

・女性が活躍できる社会環境の実現のため、男女共同参画

講座を実施します。 

・男女共同参画社会を目指し、情報紙を発行します。 

・女性の様々な悩みや問題を解決するため、女性相談を実

施します。 

 

・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防止研修（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 

 ○女性相談の実施 317千円 

【担当】人権・男女共同参画推進課 内線217 

  
男女共同参画社会の実現を目指して男女共同参画社会の実現を目指して男女共同参画社会の実現を目指して男女共同参画社会の実現を目指して    

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    

継続継続継続継続    

ＱＱＱＱＱＱＱＱ：杉戸町の財政状況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２９年度数値は

0.757となっており、県内自治体

の平均と比べて問題のない状況と

言えます。 

0.600

0.650

0.700

0.750

0.800

H25 H26 H27 H28 H29

財政力指数の推移

県内市町村平均 県内町村平均 杉戸町

H25 H26 H27 H28 H29

県内市町村

平均

0.772 0.774 0.777 0.779 0.781

県内町村

平均

0.635 0.636 0.637 0.639 0.639

杉戸町 0.739 0.742 0.748 0.751 0.757
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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、感染及び重症化を防止するた

めに、定期予防接種を実施します。 

・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） 

  ・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 13,865千円 

  ・日本脳炎の接種 11,148千円   

  ・ヒブワクチンの接種 10,257千円 

   

 ＜高齢者＞ 

  ・高齢者インフルエンザワクチンの接種 

   25,302千円 （自己負担1,500円） 

  ・高齢者用肺炎球菌ワクチンの接種 

   3,537千円 （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、

町ホームページ内の健康支援課のページをご覧くだ

さい。 

▲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    

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    

 

・町のお金      101,323千円 

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            101,323101,323101,323101,323千円千円千円千円    
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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    

・町のお金       26,780千円 

・国からのお金    1,500千円 

・県からのお金     1,100千円 

・その他のお金      1千円 

  
妊婦さんと赤ちゃんの健康を守ります妊婦さんと赤ちゃんの健康を守ります妊婦さんと赤ちゃんの健康を守ります妊婦さんと赤ちゃんの健康を守ります    一部新規一部新規一部新規一部新規    

 

  

 ○妊婦健康診査の実施  25,080千円 

 ・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、ＨＴＬＶ－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 

  506千円 

 ○母子健康手帳の発行 33千円 

 ○ママパパ教室・離乳食教室の実施 159千円 

   赤ちゃんを産み育てていくための準備として、ママ

パパ教室を開催します。 

 ○未熟児養育医療費の助成 3,003千円 

 ○不妊治療、不妊検査に要する費用の助成 

  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            29,38129,38129,38129,381千円千円千円千円    

・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のための助成を行い

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

の一部を負担します。 

・平成３０年度から、不妊治療及び不妊検査に要する費用について一部助成を行います。 

【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    

▲妊婦健診を受けましょう 
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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・休日夜間診療を実

施します。 

・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、地域医療提携システム「とねっと」を実施しま

す。 

 

  

 ○休日診療の実施 1,878千円 

 ○地域医療を確保するための支援 6,834千円 

  ・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       8,712千円 

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                8,7128,7128,7128,712千円千円千円千円    

 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、町から長寿をお祝いさせてい

ただきます。 

・町のお金        5,383千円 

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                5,3835,3835,3835,383千円千円千円千円    

 

  

 ○高齢者長寿祝い品の贈呈   

  ・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 

▲いつまでもお元気に 

  
地域医療の基盤を確保します地域医療の基盤を確保します地域医療の基盤を確保します地域医療の基盤を確保します    

  
長寿を心よりお祝いします長寿を心よりお祝いします長寿を心よりお祝いします長寿を心よりお祝いします    

【担当】健康支援課 ℡(34)1188 

継続継続継続継続    

継続継続継続継続    

中核病院 かかりつけ医 
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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    

  近隣の３市２町（蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町及

び杉戸町）が共同で、「埼葛北地区基幹相談支援セン

ター」を設置します（白岡市内）。高度で専門的な相談

支援を実施する相談支援専門員を配置し、地域における

相談支援の中核的な役割を担うとともに、総合的な支援

体制の強化を図ります。 

 

 

 ○基幹相談支援センター事業負担金 4,155千円 

  一般的な相談支援では対応が難しいケース（難病、

発達障がい等の新たな障がい態様など）に対応しま

す。また、各相談支援事業所同士の情報交換や連携を

推進し、障がい者への支援の充実を図ります。 

▲基幹相談支援センター 

（白岡市 はぴすしらおか） 

 「だれでも」、「どこでも」、「ひとりでも」運動を身

近に取り入れることができる環境づくりに努めます。 

 さらに、スポーツイベントを通じた「人」、「地域」と

の交流の場を作り、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 1,271千円 

  ・町民体育祭 （741千円） 

  ・いきいきふれあいスポーツ（530千円） 

   （ウオーキング大会、親子ふれあいイベント、体力 

    測定予定） 

 ○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 

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

【担当】社会教育課 スポーツ振興担当 内線493 

▲町民体育祭の様子 

  
障がい者基幹相談支援センターが設置されます障がい者基幹相談支援センターが設置されます障がい者基幹相談支援センターが設置されます障がい者基幹相談支援センターが設置されます    新規新規新規新規    

  
スポーツで元気に健康な身体づくりをスポーツで元気に健康な身体づくりをスポーツで元気に健康な身体づくりをスポーツで元気に健康な身体づくりを    

【担当】福祉課 障がい福祉担当 内線264  

・町のお金        5,676千円 

・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    

    予算額予算額予算額予算額                5,7415,7415,7415,741千円千円千円千円    

継続継続継続継続    

・町のお金        1,536千円 

・国からのお金     1,746千円 

・県からのお金      873千円 

    予算額予算額予算額予算額            4,1554,1554,1554,155 千円千円千円千円    

財源内訳財源内訳財源内訳財源内訳    

新 

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



18 

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    

・町のお金      231,433千円 

・国からのお金   443,882千円 

・県からのお金   129,857千円 

・その他のお金    1,547千円 

  
安心して子育てできるよう支援します安心して子育てできるよう支援します安心して子育てできるよう支援します安心して子育てできるよう支援します    

 

 ○こども医療費の支給（入院、通院ともに）  

143,485千円 

  ・対象者：中学校修了まで 

 ○児童手当の支給 630,943千円 

  ・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 

   227千円 

   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 

19,543千円 

 ○ファミリーサポートセンターの運営 3,336千円 

   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 8,843千円 

   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事業を委託します。 

 ○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。 

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            806,719806,719806,719806,719千円千円千円千円    

 未来を担う子どもたちの健やかな成長を願い、子育て支援の充実に努め、子育てのしやすいま

ちづくりを推進します。 

【担当】子育て支援課 子育て支援担当 内線265 / 幼稚園・保育園担当 内線277 

    町立図書館 ℡(33)4056 

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

  ▲読み聞かせの様子 

   （ブックスタート） 

継続継続継続継続    



19 

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        

 

 自転車事故が社会問題となっているいま、自転車事故の

リスクを知ることで、交通ルールを守る気持ちの向上につ

なげ、交通事故のないまちづくりを目指します。 

 

  

 ○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） 2,433千円 

  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します。 

 ○「スケアード・ストレイト教育技法」を用いた交通安  

  全教育の実施 303千円 

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

 各小・中学校が日々の授業の充実と特色ある教育活動を

展開し、子どもたち一人ひとりの学びの充実を図ります。 

【担当】学校教育課 指導担当 内線386 

  
児童・生徒の学力向上に努めます児童・生徒の学力向上に努めます児童・生徒の学力向上に努めます児童・生徒の学力向上に努めます    新規新規新規新規    

  
子どもたちを自転車事故から守ります子どもたちを自転車事故から守ります子どもたちを自転車事故から守ります子どもたちを自転車事故から守ります    継続継続継続継続    

【担当】 学校教育課 指導担当 内線388・くらし安全課 交通・防犯担当 内線284  

▲児童・生徒の学力向上に努めます 

 

  

 ○学力向上プロジェクト及び特色ある学校プロジェクト

の実施  

  ・小学校 1,400千円 

  ・中学校  700千円 

 ○学習指導員の導入 6,347千円 

  

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       2,736千円 

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                2,7362,7362,7362,736千円千円千円千円    

・町のお金       8,447千円 

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                8,4478,4478,4478,447千円千円千円千円    
新 

▲ヒヤり、ハッとで学習 
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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    

 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・安全な給食を安定的に提供します。 

 

  

 ○平成３０年度に改修予定の機器等 

  ・厨房機器等修繕 3,300千円 

  ・球根皮剥機改修工事費 616千円 

  ・ボイラー改修工事設計 970千円 

▲学校給食センター 

【担当】学校給食センター ℡(36)7050 

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

  
安心でおいしい学校給食を提供します安心でおいしい学校給食を提供します安心でおいしい学校給食を提供します安心でおいしい学校給食を提供します    一部新規一部新規一部新規一部新規    

 幼稚園・保育園・放課後児童クラブなどの利用状況や利

用希望を把握することにより「子ども・子育て支援事業計

画」作成の基礎資料とするため、ニーズ調査を行います。 

 

  

 ○子ども・子育て支援事業計画の作成準備  

2,000千円  

  ニーズ調査を実施し、幼稚園・保育園などの子育て 

支援について、提供体制の確保と子育て施策の指針と

なる計画を作成するための準備をします。 

【担当】子育て支援課 子育て支援担当 内線265 

・町のお金       2,000千円 

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                2,0002,0002,0002,000千円千円千円千円    

  
子育てに関するニーズ調査を行います子育てに関するニーズ調査を行います子育てに関するニーズ調査を行います子育てに関するニーズ調査を行います    

（子ども・子育て支援事業計画）（子ども・子育て支援事業計画）（子ども・子育て支援事業計画）（子ども・子育て支援事業計画）    

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

▲杉戸町子ども・子育て支援事業計画 新 

新 

新 

新規新規新規新規    

・町のお金       4,886千円 

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                4,8864,8864,8864,886千円千円千円千円    
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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    

 

 洪水の防止や、多様な生きものの生息環境、良好な景観

形成など、農業・農村の持つ多面的機能の維持・発揮を図

るための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します。 

 

  

 ○地域農業共同活動支援金 3,979千円 

   地域ぐるみで取り組む農用地法面の草刈り、水路

の泥上げ等の保全活動や植栽による景観形成等を行

う活動組織に支援金を交付します。 

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

 杉戸屏風深輪産業団地整備事業に係る工事費用を負担

し、産業の振興、就業機会の拡大、安定した税収の確保に

努めます。 

【担当】商工観光課 商工担当 内線309  

  
杉戸屏風深輪産業団地造成工事が完了しました杉戸屏風深輪産業団地造成工事が完了しました杉戸屏風深輪産業団地造成工事が完了しました杉戸屏風深輪産業団地造成工事が完了しました    新規新規新規新規    

  
地域農業の共同活動を支援します地域農業の共同活動を支援します地域農業の共同活動を支援します地域農業の共同活動を支援します    継続継続継続継続    

【担当】農業振興課 基盤整備担当 内線323 

▲杉戸屏風深輪産業団地造成工事完了 
 

  

 ○杉戸屏風深輪産業団地整備事業負担金 

  40,000千円 

   平成２９年度に完了した杉戸屏風深輪産業団地整備

事業に対し、県へ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    

新 

▲地域農業の共同活動を支援します 

・町のお金        10,000千円 

・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    

    予算額予算額予算額予算額                40,00040,00040,00040,000千円千円千円千円    

・町のお金         996千円 

・県からのお金     2,983千円 

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                3,9793,9793,9793,979千円千円千円千円    
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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    

 

  

  

 ○アグリパークゆめすぎとトイレ改修工事  

 1,296千円 

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  

 高齢者や観光客をはじめ、誰もが

安心・快適に利用できるよう駐車場

のトイレを洋式化します。 

  
アグリパークゆめすぎとのトイレを洋式化しますアグリパークゆめすぎとのトイレを洋式化しますアグリパークゆめすぎとのトイレを洋式化しますアグリパークゆめすぎとのトイレを洋式化します    新規新規新規新規    

 

  

 ○高野農村センター空調設備改修工事  

  ・機械設備工事費 14,397千円 

  ・電気設備工事費   4,897千円 

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 

 老朽化が進んでいる空調を改修し、

快適に施設を利用できるように整備を

します。 

  
高野農村センターのエアコンを改修します高野農村センターのエアコンを改修します高野農村センターのエアコンを改修します高野農村センターのエアコンを改修します    新規新規新規新規    

・町のお金        1,296千円 

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                    1,2961,2961,2961,296千円千円千円千円    

新 

・町のお金       19,294千円 

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                19,29419,29419,29419,294千円千円千円千円    

新 

▲高野農村センターの 

  エアコンを改修します 

 ▲アグリパークゆめすぎとのトイレを 

  洋式化します 
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杉戸町 

 

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】くらし安全課 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、地域の防災力を高める事業を実施します。 

  
防災力を高めます防災力を高めます防災力を高めます防災力を高めます    継続継続継続継続    

 

  

 ○防災資機材及び食糧の整備 2,491千円  

計画的に防災資機材を整備し、また、福祉避難所

（すぎとピア）の防災資機材等の整備を行います。 

○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 

町からの情報をテレ玉のデータ放送画面に表示する

というシステムを活用し、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。（平常時はイベント

情報等を発信します） 

○埼玉東部消防組合負担金 731,882千円 

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 30,235千円 

・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を維持管理するための費用

を負担します。 

○防災士の育成 183千円 

 

 

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

▲消防特別点検の様子 

・町のお金      765,439千円 

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            765,439765,439765,439765,439千円千円千円千円    
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杉戸町 

 

 

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    

 

  

  ○消防操法大会にかかる費用 3,477千円 

消防操法大会とは、全国の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、消防活動の充実

発展に寄与することを目的とし、日頃の訓練により

培った消防操法技術を競いあう大会です。 

  

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

【担当】くらし安全課 消防・防災担当 内線282・288  

▲消防団の技術を磨きます 

 平成３０年度は、杉戸町の消防団が消防操法大会に出場

し、日々の訓練の成果を発揮します。 

・町のお金        3,477千円 

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                3,4773,4773,4773,477千円千円千円千円    

  
消防団の技術を磨きます（消防操法大会に出場します）消防団の技術を磨きます（消防操法大会に出場します）消防団の技術を磨きます（消防操法大会に出場します）消防団の技術を磨きます（消防操法大会に出場します）    新規新規新規新規    

新 

【担当】建築課 開発建築指導担当 内線345 

  
木造住宅の耐震診断及び工事を支援します木造住宅の耐震診断及び工事を支援します木造住宅の耐震診断及び工事を支援します木造住宅の耐震診断及び工事を支援します    

 

  

 ○既存木造住宅耐震診断補助金 50千円 

  １件 ５万円（上限） 

 ○既存木造住宅耐震改修工事費補助金 400千円 

  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    

 今後予想される大規模地震災害による被害を軽減する

ため、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。 

▲地震に備えましょう 

・町のお金         225千円 

・国からのお金     225千円 

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                        450450450450千円千円千円千円    

継続継続継続継続    
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杉戸町 

 

 

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    

 

  

 ○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、国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 

 消費生活相談を実施し、商品やサービスに関する苦情な

どの問い合わせを受け付け、トラブル解決のための助言を

行うほか、消費者に必要な情報の提供を行い、消費者の意

識高揚と消費者団体の育成を図ります。 

・町のお金          484千円 

・県からのお金    1,076千円 

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                    1,5601,5601,5601,560千円千円千円千円    

  
消費者の問題解決のお手伝いをします消費者の問題解決のお手伝いをします消費者の問題解決のお手伝いをします消費者の問題解決のお手伝いをします    継続継続継続継続    

 

ＱＱＱＱＱＱＱＱ：杉戸町の借金はいくらあるの？ 

 杉戸町の平成２９年度末現在の借金（地方債）の残高（見込）は、約８5億円と前年度に比べ１億７千

万円程減っていますが、この主な要因は平成２９年度に高野台保育園建設事業債や国体記念運動広場等整

備事業債などの償還（返済）が終了したためです。返済は順調に進んでおりますが、今後も老朽化する施

設の改修等に多額の費用がかかることが見込まれるため、「杉戸町公共施設等総合管理計画」に基づき、

計画的に進めることで効率的な行政運営を図ります。 

平成25年度 8,852,488 195

平成26年度 8,708,257 191

平成27年度 8,872,489 195

平成28年度 8,666,817 191

平成29年度 8,494,330 187

　※1　平成25年度～平成28年度は決算額、平成29年度は見込額

　※2　人口は、平成27年国勢調査人口（45,495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
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億
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ま
ず

は
相

談
を

！
 

▲消費者の問題解決のお手伝いをします 
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６ ６ ６ 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    

 

・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、長期施設整備計画に基

づいたごみ焼却施設の改修を実施します。 

・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。 

【担当】環境課 廃棄物資源担当 / 環境保全担当 ℡(38)0401  

  

一部新規一部新規一部新規一部新規    

 

  

 ○長期施設整備計画に基づく平成30年度実施予定の主な

改修事業 206,675千円 

 ・焼却炉耐火材の補修 

 ・温水冷却塔の更新 

 ・４成分分析計の更新 

 ・１号給じん機の更新 

 ○その他、ごみ焼却施設に必要な修繕を行います。 

14,000千円 

 ○し尿処理負担金（幸手市へ支払い） 

 ・通常にかかる運営費   50,692千円 

 ・改修にかかる経費      5,350千円  

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

新 

ごみ・し尿の処理を安定的に行いますごみ・し尿の処理を安定的に行いますごみ・し尿の処理を安定的に行いますごみ・し尿の処理を安定的に行います    

新 

新 

・町のお金      155,450千円 

・幸手市からの負担金 120,267千円 

・その他のお金     1,000千円 

    予算額予算額予算額予算額        276,717276,717276,717276,717 千円千円千円千円    

財源内訳財源内訳財源内訳財源内訳    

▲環境センター 

一部新規一部新規一部新規一部新規    

  
環境対策を推進します環境対策を推進します環境対策を推進します環境対策を推進します    継続継続継続継続    

・環境に関するイベントを通じて、日ごろからの環境へ

の意識を高めることに努めます。 

【担当】環境課 環境保全担当 ℡(38)0401 

 

  

 ○環境ポスター展覧会 47千円 

 ○グリーンカーテンコンテスト 32千円  

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

・町のお金          79千円 

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                        79797979千円千円千円千円    

▲グリーンカーテンで夏場も涼しく 
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Ⅳ 平成３０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 5,145,931千円 △20.０％ 28 

２ 後期高齢者医療特別会計 519,923千円 14.0％ 30 

 

３ 
 

介護保険特別会計 2,879,994千円 1.1％ 32 

４ 公共下水道事業特別会計 1,017,450千円 △1.0％ 34 

５ 水道事業会計 1,629,647千円 2.8％ 36 

 （特別会計合計） 11,192,945千円 △９.3％  
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51億4,593万1千円（対前年度比 △20.0％） 

    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。 

    主な歳入・歳出の内容主な歳入・歳出の内容主な歳入・歳出の内容主な歳入・歳出の内容    

○主な歳入歳入歳入歳入の内容は、国民健康保険税9億5,609万5千円、県支出金37億7,000万6千円、繰

入金3億9,811万6千円となっています。 

 

○主な歳出歳出歳出歳出の内容は、保険給付費37億5,304万2千円、国民健康保険事業費納付金12億

6,912万5千円、保健事業費（特定健診・特定保健指導を含む）8,637万6千円となってい

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    

    予算額予算額予算額予算額    

◇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）

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 12,685

H29 6,428,769 994,811 383,119 5,050,839 4,033,319 12,018

H30 5,145,931 956,095 348,116 3,841,720 3,753,042 12,133

※1 赤字補てん分も含めた額 ※2 H26-28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、市町村それぞれが保険者となって運営し 

ていましたが、平成３０年度からは埼玉県と市町村が共同 

保険者となって運営します。財政運営の責任主体は埼玉県 

となり、制度の安定化を図ります。 

 

  

 ○国民健康保険の加入状況 

  ・平成２９年１２月末現在 被保険者数1２,232人（7,344世帯） 

 ○各種給付費 3,753,042千円 

 【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・退職被保険者等がひと月に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 

 ○国民健康保険事業費納付金 1,269,125千円 

 ○特定健康診査の実施 48,156千円 

  ・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。 

  

▲国保マスコット 健康まもるくん 

  
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    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    

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    

5億1,992万3千円（対前年度比 14.0％） 

○主な歳入歳入歳入歳入の内容は、後期高齢者医療保険料4億2,036万7千円、繰入金9,900万4千円と

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5億1,233万8千円となっています。 

 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）

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 5,641

H29 456,155 364,712 91,443 450,058 6,187

H30 519,923 420,367 99,556 512,338 6,216

※H26-28は実績値

年 度
当初予算額

　　　（千円）

歳入（千円）

被保険者数※

（人)

    予算額予算額予算額予算額    

    目的目的目的目的    

    主な歳入・歳出の内容主な歳入・歳出の内容主な歳入・歳出の内容主な歳入・歳出の内容    
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 ○後期高齢者医療保険の加入状況 

  ・平成２９年１２月末現在 被保険者数5,926人 

 ○広域連合に対する保険料負担金 512,338千円 

  ・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。 

▲後期高齢者医療被保険者証の見本 

  
後期高齢者医療の円滑な運営のために後期高齢者医療の円滑な運営のために後期高齢者医療の円滑な運営のために後期高齢者医療の円滑な運営のために    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    

 平成２０年４月より、従来の老人保健制度が廃止され、後 

期高齢者医療制度が創設されました。 

 これにより、７５歳以上（一定の障害がある場合は６５歳 

以上）の方は、居住している都道府県ごとに設置された広域  

連合が運営する後期高齢者医療制度に加入することになりま 

した。 

 また65歳以上74歳以下の方で、一定の障がいをお持ちの 

方は、申請により加入することができます。 

    主な歳出（後期高齢者医療広域連合納付金）と被保険者数の推移主な歳出（後期高齢者医療広域連合納付金）と被保険者数の推移主な歳出（後期高齢者医療広域連合納付金）と被保険者数の推移主な歳出（後期高齢者医療広域連合納付金）と被保険者数の推移    

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

0

1

2

3

4

5

6

H26 H27 H28 H29 H30

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Ｈ28までは実績値
H29は実績値見込
H30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    

28億7,999万4千円 （対前年度比 1.1％）  

 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 

用者の方が必要なサービスを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）

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 13,331

H28 2,915,563 760,637 398,550 1,756,376 2,820,204 13,666

H29 2,849,773 776,448 383,081 1,690,244 2,645,382 13,919

H30 2,879,994 736,623 400,401 1,742,970 2,728,807 14,080

※Ｈ26-28は実績値

年度
当初予算額

　　　（千円）

歳入（千円）

被保険者数

　　（人） ※

    予算額予算額予算額予算額    

    目的目的目的目的    

    主な歳入・歳出の内容主な歳入・歳出の内容主な歳入・歳出の内容主な歳入・歳出の内容    

○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、保険料の減額改定により7億3,662万3千円となり、 

 前年度と比較して△3,982万5千円、5.1％の減となっています。 

・保険給付費等に対する主な財源は、国庫支出金5億3,641万8千円、支払基金交付金7億 

 5,585万円、県支出金4億1,849万円となっています。 

・繰入金のうち、町が負担する一般会計繰入金は、4億40万1千円となっています。 

○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、27億2,880万7千円となり、前年度と比較して8,342万5 

  千円、3.2％の増となっています。 

 ・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5,842万5千円、一般介  

  護予防事業費は1,221万4千円、包括的支援事業・任意事業費は4,122万2千円となって 

  います。 



33 

杉戸町 

 

 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。 

 ４０歳以上の皆さまが加入者（被保険者）となって保 

険料を納め、介護が必要となったときにはサービスが利 

用できるしくみになっています。 

 

  

 ○介護保険の加入状況 

  ・平成２９年１２月末現在 被保険者数13,919人 

               うち要介護認定者数1,404人 ／ 要支援認定者数447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（デイサービス）・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）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サービス（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など）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 22,641千円 

  ・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 12,214千円 

  ・介護予防を目的とした体操教室や認知症予防教室の実施や地域リハビリテーション活動

を行います。また、自主シニアサロン運営に対し、補助をいたします。 

▼役場窓口の様子 

  
介護予防のために多介護予防のために多介護予防のために多介護予防のために多様様様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充充充実します実します実します実します    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    

一新 

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    

10億1,745万円（対前年度比 △1.0％）  

 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30年度当初予算においては、前年度と比較して△1,021万9千円（1.0％減）の減額予算

となっており、主な事業としては、下水道区域拡大のため、平成29年度に引き続き、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）

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 4,415,298

H30 1,017,450 317,692 290,367 409,391 505,199 4,376,151

※H29-30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。 

    予算額予算額予算額予算額    

    目的目的目的目的    

    主な歳入・歳出の内容主な歳入・歳出の内容主な歳入・歳出の内容主な歳入・歳出の内容    
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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。 

▲人孔吊り込みの様子 

 

 

 ○杉戸町下水道事業特別会計の地方公営企業法適用化 1,998千円 

   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 195,061千円 

   内田４丁目地区で、下水道の面整備工事を実施します。 

 ○むさし堤団地地内下水道整備に係る準備費用 26,600千円 

   むさし堤団地地内の公共下水道事業の準備のため、地質調査及び実施設計を実施します。 

 ○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ののの整備整備整備整備を推進しますを推進しますを推進しますを推進します    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26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30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 161,657 46.35 130,941 39.64 152,548 51.18 160,406 55.05 145,463 50.10 

基準外 比率 187,122 53.65 199,441 60.36 145,509 48.82 130,972 44.95 144,904 49.90 

計 348,779 100.00 330,382 100.00 298,057 100.00 291,378 100.00 290,367 100.00 

【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 
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    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    

16億2,964万7千円（対前年度比 2.8％）  

 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30年度の杉戸町水道事業は、給水戸数18,500戸、年間総給水量5,407,000㎥、一 

日平均給水量14,814㎥を業務予定量としています。 

 収入は、新規加入による水量の増を見込み、前年度比1.45％増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支管の布

設替や第二配水場の施設を更新し、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10億6,252万3千円を、資本的支出では5億6,712万4千円を計上してい

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）

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 1,397,902

H30 1,629,647 856,845 100,249 1,347,655

※H29-30は見込値

当初予算額

　　　　　　（千円）
年度

参　考※

    予算額予算額予算額予算額    

    目的目的目的目的    

    主な歳入・歳出の内容主な歳入・歳出の内容主な歳入・歳出の内容主な歳入・歳出の内容    
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    予算額に予算額に予算額に予算額に占占占占めるめるめるめる水道使用料収水道使用料収水道使用料収水道使用料収入の入の入の入の割割割割合の推移合の推移合の推移合の推移    

0

5

10

15

20

H26 H27 H28 H29 H30

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をめをめをめざざざざしてしてしてして    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。 

 

 

 ○第二配水場ろ過機更新工事  177,018千円 

 ○公共下水道工事に伴う配水支管布設替工事   41,376千円 

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３０年度平成３０年度平成３０年度平成３０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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