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平成２３年度は、今後１０年間の町の設計書である「第５次杉戸町

総合振興計画」がスタートします。地方分権の進展に伴い、これから

のまちづくりは、自らの責任と判断で進むべき方向を決定していかな

ければならず、町民の皆様と行政とが一体となってまちづくりを進め

る必要があります。 

従来の予算書は、専門用語が羅列し、ページ数も膨大であったため、

町民の方が手に取ってご覧になることは少なかったことと思います。

そこで今回、町民の皆様に、杉戸町の予算（お金の使途）を知ってい

ただくため、わかりやすい内容に編集した「みんなの予算書」を作成

することとしました。「みんなの予算書」には、本年度予算に盛り込

まれた主な新規事業や特に力を入れて進めていく事業を掲げていま

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２３年度みんなの予算書」の作成にあたって 

杉戸町長 古谷松雄 

平成２３年３月 
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平成２３年度予算のポイント 

➣ 平成２３年度予算のポイント 

杉戸町 

平成２３年度は、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～」の実現を図るために、直面する課題に正面から取り組むとともに、将来を見

据えた施策を展開していきます。 

 本町でも依然として厳しい財政状況が続いています。平成２３年度予算編成に当たり、

まず重視したのは、第５次行政改革大綱に基づく行財政改革の取組です。そして、「筋肉

質」な財政構造を確立した先を見据えた、未来につながる施策・事務事業にも積極的にも

取り組んでいきます。さらに、建設事業を見直すことにより、事業の早期実現が図れるよ

う努めました。以上の３点を重点的に取り組む柱に据え、予算を編成したところです。 

 平成２３年度予算では、歳入のおよそ半分を占める町税が大幅に減少する見込みの中、

財政調整基金（町の貯金）をはじめとした各種基金や補助金、町債などを積極的に活用し

て、町民サービスの維持・向上に努めています。とりわけ、本年度は第５次杉戸町総合振

興計画のスタートの年度に当たるため、「みんなでつくる みんなが健やか みんなで育

む みんなで歩む」と謳われたまちづくりの基本理念の具現化に努めるべく、泉保育園園

舎などの改築をはじめとした子育て支援施策の充実や、家族応援手当の創設などの高齢者

支援体制の充実に力点を置き、予算を編成しました。 
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Ⅰ 平成２３年度一般会計予算の規模 

➣ 平成２３年度予算の規模について 

杉戸町 

増減率 伸び率

一般会計 12,030,000 11,610,000 420,000 3.6%

国民健康保険特別会計 4,951,000 4,612,000 339,000 7.4%

水道事業会計 1,797,904 1,817,429 △19,525 △1.1%

公共下水道事業特別会計 976,650 900,553 76,097 8.5%

介護保険特別会計 2,158,734 2,063,677 95,057 4.6%

後期高齢者医療特別会計 304,004 304,075 △71 0.0%

老人保健特別会計 22年度末で廃止 109 △109 －

合　計 22,218,292 21,307,843 910,449 4.3%

（単位：千円、％）

比較増減
会　計　名 23年度予算額 22年度予算額

➣ 一般会計 歳入 

増減額 伸び率

町税 5,209,698 5,367,687 △157,989 △2.9

譲与税・交付金 697,000 721,500 △24,500 △3.4

地方交付税 1,700,000 1,490,000 210,000 14.1

分担金及び負担金 400,394 506,169 △105,775 △20.9

使用料及び手数料 252,460 258,858 △6,398 △2.5

国庫支出金 1,093,251 929,927 163,324 17.6

県支出金 708,724 643,165 65,559 10.2

繰入金 559,387 301,702 257,685 85.4

繰越金 150,000 150,000 0 0.0

町債 913,800 912,950 850 0.1

その他 345,286 328,042 17,244 5.3

合　計 12,030,000 11,610,000 420,000 3.6

比較増減

（単位：千円、％）

区　分 23年度予算額 22年度予算額

国庫支出金

1,093,251 (9.1%)

県支出金

708,724 (5.9%)

使用料

及び手数料

252,460 (2.1%)
分担金

及び負担金

400,394 (3.3%)

繰入金

559,387 (4.6%)

繰越金

150,000 (1.2%)

町債

913,800 (7.6%) その他

345,286 (2.9%)

地方交付税

1,700,000 (14.1%)

譲与税・交付金

697,000 (5.9%)

町税

5,209,698 (43.3%)

＜用語解説＞ 

○譲与税・交付金 

 国や県から、町道の

延長や面積、県民税の

収入割合などにより、

譲与または交付される

ものです。 

○地方交付税 

 行政サービスの一定

水準の確保と自治体間

の財源の不均衡を調整

するため国から交付さ

れるものです。 

○繰入金 

 基金（貯金）の取り

崩しです。 

○町債 

 町が公共施設の整備

費等に充てるため、国

や銀行などから借り入

れるお金です。 
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杉戸町 

➣ 一般会計 歳出（目的別） 

増減額 伸び率

議会費 151,919 121,152 30,767 25.4

総務費 1,469,588 1,485,933 △16,345 △1.1

民生費 4,267,067 3,753,589 513,478 13.7

衛生費 1,373,958 1,253,638 120,320 9.6

労働費 3,586 3,587 △1 0.0

農林水産業費 158,265 153,728 4,537 3.0

商工費 127,961 233,785 △105,824 △45.3

土木費 768,557 688,938 79,619 11.6

消防費 757,415 799,302 △41,887 △5.2

教育費 1,708,961 1,746,907 △37,946 △2.2

公債費 1,222,505 1,349,090 △126,585 △9.4

その他 20,218 20,351 △133 △0.7

合　計 12,030,000 11,610,000 420,000 3.6

（単位：千円、％）

区　分 23年度予算額 22年度予算額
比較増減

商工費
127,961 (1.1%)

土木費
768,557 (6.4%)

消防費

757,415 (6.3%)

教育費

1,708,961 (14.2%)

公債費

1,222,505 (10.1%)

労働費

3,586 (0.0%)

農林水産業費

158,265 (1.3%)

衛生費

1,373,958 (11.4%)

議会費

151,919 (1.3%)

その他

20,218 (0.2%)

総務費
1,469,588 (12.2%)

民生費

4,267,067 (35.5%)

＜用語解説＞ 

○議会費 

 議員の報酬など、議会の

開催に要する経費です。 

○総務費 

 広報紙の発行や役場庁舎

の管理費、各選挙の執行に

要する経費です。町長の給

与もここに含まれます。 

○民生費 

 障がい者や高齢者等に対

する福祉費や保育所などに

要する経費です。国民健康

保険特別会計への繰出金も

ここに含まれます。 

○衛生費 

 母子保健・予防接種など

の保健費やごみ処理・リサ

イクルなどに要する経費で

す。 

○労働費 

 勤労者住宅資融資制度に

係る預託金などです。 

○農林水産業費 

 農業振興、遊休農地対

策、農道などに要する経費

です。 

○商工費 

 商工会に対する補助金や

消費生活相談などに要する

経費です。 

○土木費 

 町道や町営住宅、都市公

園などに要する経費です。

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 

 火災や救急活動などに要

する経費です。 

○教育費 

 小・中学校、幼稚園、図

書館及び公民館などの運営

に要する経費です。 

○公債費 

 過去に借り入れた町債の

返済金などです。 
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杉戸町 

➣ 一般会計 歳出（性質別） 

増減額 伸び率

 人件費 3,512,930 3,498,540 14,390 0.4

 扶助費 1,871,386 1,897,624 △26,238 △1.4

 公債費 1,222,495 1,349,080 △126,585 △9.4

義務的経費計 6,606,811 6,745,244 △138,433 △2.1

 物件費 2,685,868 2,670,249 15,619 0.6

 維持補修費 98,479 116,297 △17,818 △15.3

 補助費等 384,235 514,363 △130,128 △25.3

 繰出金 1,267,850 966,249 301,601 31.2

 その他 28,718 28,851 △133 △0.5

 普通建設事業費 958,039 568,747 389,292 68.4

投資的経費計 958,039 568,747 389,292 68.4

合　計 12,030,000 11,610,000 420,000 3.6

（単位：千円、％）

区　分 23年度予算額 22年度予算額
比較増減

 繰出金

1,267,850 (10.5%)

 その他

28,718 (0.3%)

普通建設事業費

958,039 (8.0%)

 維持補修費

98,479 (0.8%)

 補助費等
384,235 (3.2%)

 物件費

2,685,868 (22.3%)

 人件費
3,512,930 (29.2%)

 扶助費

1,871,386 (15.5%) 公債費

1,222,495 (10.2%)

＜用語解説＞ 

○人件費 

 議員、町長、町職員

等の給与費や各種審議

会委員の報酬などで

す。 

○扶助費 

 国の法令に基づいて

支出する障害者自立支

援給付費や子ども手当

の他、町独自の判断に

より支出する福祉タク

シー利用料金助成費な

どです。 

○公債費 

 過去に借り入れた町

債の返済金などです。 

○物件費 

 消耗品やコピー機

リース料などの事務経

費、施設の維持管理委

託料などです。 

○維持補修費 

 施設・設備の修繕費

です。 

○補助費等 

 埼葛斎場組合等に対

する負担金や各種団体

への補助金などです。  

○繰出金 

 国民健康保険特別会

計や公共下水道事業特

別会計などへの繰出金

です。 

○普通建設事業費 

 道路や学校などの公

共施設の建設事業費で

す。 
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１ 人をつなぎ、語らいのあるまち 

１ 人をつなぎ、語らいのあるまち 

・町長や町職員が町内の各地域に出向いて、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。 

・町民のみなさまからの意見や発想を町政に反映させること

を目的としています。 

➣ 町長がみなさまの地域を訪問します 

☆みなさまの意見を町政に反映させます☆ 

・町長や町職員が町内の各地域に出向いて、「まちづくり懇

談会」を実施します。 

・町政に関する各種情報を提供し、町民からの意見や発想を

町政に反映させるために実施します。 

・特定の懸案事項について、必要に応じて、個別に町民から

の意見を反映させるために実施します。 

❏事業の概要 

○担当 ： 秘書広報課 秘書担当（内線205） 

     各担当課 

・町のお金      28万円 

❍内訳（事業の財源） 

杉戸町 

➲予算額 28万円 

・町民のみなさんが自主的に取り組む公共性の高いまちづく

り活動に対して、町が支援します。 

・住民との協働によるまちづくりを推進します。 

➣ みんなでつくるまちづくりを支援します 

☆道路をきれいに☆ 

－ボランティア活動－ 

・毎年12月から１月にかけて、まちづくりのアイデア（事

業）を募集します。応募できるのは、町内に活動拠点を持

つ団体などです（詳しくは担当までお問い合わせくださ

い）。 

・応募のあった事業については、公募の委員等による審査を

経て、助成の対象となる事業を決定します。 

・１団体につき１年間１事業、10万円を限度に支援します。 

❏事業の概要 

○担当 ： 住民参加推進課 住民生活担当（内線283） 

・町のお金     400万円 

 (町長の給与削減額30％を充当) 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額 400万円 

Ⅱ 平成２３年度一般会計における主要事業 

重点 
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１ 人をつなぎ、語らいのあるまち 

・日々高度化するＩＣＴ関連の委託契約等、町職員では適正

な価格で契約されているか判断が難しいものについて、専

門的な業者に支援・助言してもらいます。 

➣ 電子自治体の構築を目指します 

☆電子自治体の構築に向けて☆ 

・住民情報や行政情報などのシステム関連の契約について、

見積書の内容の精査や業務改善に向けたアドバイスなどを

していただきます。 

・さまざまなシステムの導入や更新において、最適に事業が

行えるように支援していただきます。 

❏事業の概要 

○担当 ： 総務課 情報統計担当（内線207） 

・町のお金      78万円 

❍内訳（事業の財源） 

杉戸町 

➲予算額 78万円 

 

新規 

・オーストラリアのバッセルトンシャイヤーと杉戸町は、平

成８年11月に姉妹都市提携を結び、交流を深めています。 

・両国の住民同士の交流を支援し、国際理解を深め、時代に

対応する国際人を育成します。 

☆バッセルトンの友だちと一緒に☆ 

・平成23年度に予定されている主な交流 

  ８月 杉戸町の中学生がバッセルトンを訪問 

 ９月 バッセルトンの中学生が杉戸町を訪問、町内にて

ホームステイ 

 11月 バッセルトンシャイヤー親善訪問団が杉戸町を訪問  

    その際に青年大使も同行し、青年交流を実施予定 

❏事業の概要 

○担当 ： 住民参加推進課 国際化・交流担当（内線287） 

     学校教育課 指導担当（内線385）    

・町のお金     266万円 

❍ 内訳（事業の財源） 

➲予算額 266万円 

➣ 豪州バッセルトンシャイヤーとの交流を促進

します 



7 

 

１ 人をつなぎ、語らいのあるまち 

・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へ

参加し、運動団体及び埼玉県、近隣市町との連絡調整を図

り、人権教育の効果的・継続的な推進に努めます。 

➣ 人権教育事業を推進します。 

☆人権作文発表・心のふれあい講演会☆ 

・各種研修会等への参加。 

・人権教育推進協議会に対する補助。 

・人権教育合同研修会の実施。 

・人権教育講演会の実施。 

❏事業の概要 

○担当 ： 社会教育課 社会教育担当（内線483） 

・町のお金     81万円 

  

❍内訳（事業の財源） 

杉戸町 

➲予算額   81万円 

・夫婦や恋人など親密な間柄で行われる暴力行為をドメス

ティック・バイオレンス（ＤＶ）といい、多くの場合女性

が被害者となっています。 

・平成21年に全国の警察で認知したＤＶの件数は、28,158件

に上り、前年比で11.7％も増加しています。 

・ＤＶに関する正しい知識の普及や予防を目的とした講演会

を実施し、ＤＶ被害のない社会を目指します。 

➣ ＤＶのない社会を目指します 

女性に対する暴力根絶のための 

シンボルマーク 

・住民の方を対象としたＤＶ被害防止のための講演会を実施

します。 

・小学校・中学校・幼稚園教諭や保育士などを対象としたＤ

Ｖ被害者を支援するための研修会を実施します。 

❏事業の概要 

○担当 ： 人権・男女共同参画担当（内線217） 

・町のお金      22万円 

・国からの支出金  20万円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額 42万円 

※平成22年度からの繰越事業となります。 

女性に対する暴力をなくそう 新規 
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１ 人をつなぎ、語らいのあるまち 杉戸町 

 

・町が将来使う用地として、町の土地開発公社が購入したも

のの、長年使われてこなかった土地について、町が購入

（買戻し）します。 

・平成23年度に買戻しを実施することにより、土地開発公社

が所有する土地がなくなりますので、公社の解散について

検討を進めます。 

➣ 土地開発公社公有用地を購入します 

☆公社の土地を買戻します☆ 

・土地開発公社が所有する土地を、町が購入（買戻し）しま

す。 

・購入した土地は、有効な活用方法または売却などを含め

て、検討していきます。 

・買戻しにより公社の所有地がなくなるため、公社の解散に

向けた検討を進めます。 

❏事業の概要 

○担当 ： 財産管理課 財産管理担当（内線273） 

・町のお金      6,882万円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額   6,882万円 

・町の税金（町県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康

保険税）は、役場窓口、金融機関（銀行・郵便局・農協）

や口座振替により納めることができますが、平成20年4月

より、コンビニエンス・ストアでも納められるようになり

ました。 

・ただし、納期限を過ぎた場合は、コンビニから納めること

はできません。 

➣ コンビニでも町の税金が支払えます 

☆コンビニでも支払えます☆ 

・町税のコンビニ収納を実施し、より納税しやすい環境づく

りに努めます。 

・これまでの実績は下記のとおりです。 

❏事業の概要 

○担当 ： 税務課 収納担当（内線240） 

・町のお金       107万円 

❍ 内訳（事業の財源） 

➲予算額 107万円 

※国民健康保険税に係る

部分については、国民

健康保険特別会計から

支出しています。 

年度  
コンビニから納付された件数 

国保税を除く 国保税を含む 国保税を除く 国保税を含む 

20年度 10,417件 13,321件 1億6,924万8,170円 2億2,357万2,170円 

21年度 13,499件 17,499件 2億1,337万2,410円 2億8,647万4,510円 

コンビニから納付された税額 
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１ 人をつなぎ、語らいのあるまち 

・町は、平成23年度に、自治体公会計の整備（財務書類の作

成・公表）を国から求められています。 

・このため、町の財務情報をより詳細に公表し、町の資産・

負債等の状況をよりわかりやすくお知らせします。 

・また、他の市町村との比較・分析がより詳細にできるよう

になります。 

➣ 町の財務情報をより詳細に公表します 

☆財務書類を作成します☆ 

・自治体公会計を整備し、より透明度の高い財政運営を行い

ます。 

・財務書類の作成、説明・分析報告書の作成、その他の支援

・助言などについて、専門的な知識を有する業者に委託し

ます。 

・平成23年度に財務書類などを広報すぎとや町ホームページ

で公表する予定です。 

❏事業の概要 

○担当 ： 政策財政課 財政担当（内線272） 

・町のお金      349万円 

❍内訳（事業の財源） 

杉戸町 

➲予算額 349万円 

 

新規 
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２ みんなに優しく、思いやりのあるまち 

・日光街道の走破を目指すスタンプマップを作成し、歩いた

距離に応じて記録する健康ウォーキングを推奨します。 

・遊び心や競争意識を高めつつ、楽しみながらの健康づくり

を目指します。 

➣ 目指せ！日光街道走破 

 （健康づくりを支援します） 

・参加希望者には、公民館、保健センター、役場健康増進課

などでスタンプマップと記録表を交付します。 

・万歩計による計測で健康ウォーキングを行っていただき、

楽しみながら日光街道走破を目指します。万歩計を所持し

ていない方には、短期のレンタルも行います。 

・見事、走破された参加者には認定証を交付します。 

❏事業の概要 

○担当 ： 保健センター 保健予防担当（℡34-1188） 

・町のお金      15万円 

❍内訳（事業の財源） 

杉戸町 

➲予算額     15万円 

 

・各種のがん検診を実施し、がんに関する正しい知識の普及

や、検診受診によるがんの早期発見・治療を図ります。 

・がん検診受診率50％達成を目標に、住民のみなさまが健康

で暮らせるまちを目指します。 

➣ がん検診を実施します 

☆早めに受診を☆ 

・各種のがん検診については、集団検診を保健センターで実

施します。 

・子宮頸がん及び乳がんは、町内の指定医療機関での個別検

診も可能です。 

※検診の日程等は、広報すぎとや町ホームページなどでお知らせし

ます。 

※その他、詳しくは担当までお問い合わせください。 

❏事業の概要 

○担当 ： 保健センター 保健予防担当（℡34-1188） 

・町のお金     2,208万円 

・国からの支出金    473万円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額 2,681万円 

２ みんなに優しく、思いやりのあるまち 

楽しく歩いて 

健康になりましょう 
☆          ☆ 

新規 
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杉戸町 

 

・妊婦や胎児の健康を守るため、妊婦健診を実施し、適切な

保健指導を行います。 

・妊婦健康診査受診券・助成券を交付して、妊娠や出産の経

済的負担を軽減します。 

➣ 妊婦健康診査を実施します 

お母さんと 

健やかな赤ちゃんのために 
・母子健康手帳の交付時に、併せて妊婦健康診査の受診券・

助成券を交付し、定期的な妊婦健診の受診を勧めます。 

・妊婦健診の主な内容は次のとおりです。 

尿化学検査、血液型、Ｂ型Ｃ型肝炎検査、グルコース、子宮頸

がん検診、ＧＢＳ、超音波検査、ＨＩＶ抗体検査、ＨＴＬＶ－

１検査 などを実施 

 ※詳しくは担当までお問い合わせ下さい。 

❏事業の概要 

○担当 ： 保健センター 保健予防担当（℡34-1188） 

・町のお金      3,154万円 

・県からの支出金  1,429万円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額   4,583万円 

☆           ☆ 

・児童・生徒の子宮頸がんを予防するため、希望者にワクチンの

無料接種を行います。 

・ワクチン接種による予防効果は非常に高いと言われています。 

➣ 子宮頸がんワクチンを無料で接種できます 

・「子宮頸がん予防ワクチン」の接種 

 対象者： 中学校１年生から高校２年生の女子 

・「ヒブワクチン」及び「小児用肺炎球菌ワクチン」について

は、平成23年３月に国内で複数件発生した接種後の死亡事例

を受け、しばらくの間接種を見合わせます。再開時期につい

ては、広報すぎとや町ホームページでお知らせします。 

 

※詳しくは担当までお問い合わせください。 

❏事業の概要 

○担当 ： 保健センター 保健予防担当（℡34-1188） 

・町のお金    6,665万円 

・県からの支出金 4,149万円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額 1億814万円 

２ みんなに優しく、思いやりのあるまち 

新規 
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・高齢者保健福祉計画（第５期介護保険事業計画）を策定

し、目指す政策目標とその実現に向けた具体的な施策を明

らかにします。 

➣ 高齢者施策の基本指針を策定します 

☆高齢者施策の指針です☆ ・第５期（平成24年度～平成26年度）の事業計画について、

平成26年度の高齢者介護のあるべき姿を念頭に置き、町が

平成22年度に実施した高齢者実態調査に基づいた策定を行

います。 

・この計画の策定により、平成24～平成26年度の具体的な介

護サービスの内容や給付の内容などの基本方針が決定され

ます。 

・平成24年3月までに計画を策定し、併せて必要な条例改正

などを行います。 

❏事業の概要 

○担当 ： 健康増進課 介護保険担当（内線315） 

・町のお金    273万円 

❍内訳（事業の財源） 

杉戸町 

➲予算額 273万円 

・65歳以上の高齢者の方で、ねたきり又は重度の認知症状態

が続いている方に手当を支給します。 

・平成23年度より、課税世帯の方の手当を増額します。 

・高齢者福祉の増進を目的としています。 

➣ ねたきり老人等手当を支給します 

☆高齢者福祉の増進のために☆ 

○ねたきり老人等手当 

・対象者： ねたきり又は重度の認知症状態が半年以上継続

している方 

・支給額： 非課税世帯 月額10,000円 

      課税世帯  月額 3,000円（22年度までは年額

15,000円） 

※詳しくは担当までお問い合わせください。 

❏事業の概要 

○担当 ： 健康増進課 高齢者福祉担当（内線317） 

・町のお金       228万円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額 228万円 

 

２ みんなに優しく、思いやりのあるまち 

一部新規 
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・介護保険サービスを利用せずに介護を頑張っている家族を

町が応援します。 

・過去１年間、介護保険サービスを利用しなかった場合、介

護者（家族）に応援手当を支給します。 

・平成23年度から新規事業としてスタートします。 

➣ 家族介護で頑張る家族を応援します 

☆家族介護を頑張る家族を応援☆ 

○家族応援手当 

・対象者： 介護度４・５と認定されている方で、１年間介

護保険を利用しなかった方の介護者（家族） 

・支給額： 年額50,000円 

❏事業の概要 

○担当 ： 健康増進課 高齢者福祉担当（内線317） 

・町のお金       150万円 

❍内訳（事業の財源） 

杉戸町 

➲予算額 150万円 

・人生の節目たる年齢に達した高齢者の方に、祝い金を支給

します。 

・高齢者の長寿を祝い敬愛することで、長寿の喜びを感じて

いただくことを目的としています。 

➣ 長寿祝い事業を実施します 

☆長寿をお祝いします☆ 
○高齢者長寿祝い金（年額） 

 ・100歳以上： 30,000円 

 ・100歳  ： 85,000円（平成23年度調整額） 

         100,000円（平成24年度以降予定） 

 ※ 90歳  ： 10,000円（平成25年度以降支給開始予定） 

 ※ 80歳  ：  5,000円（平成26年度以降支給開始予定） 

❏事業の概要 

○担当 ： 健康増進課 高齢者福祉担当（内線317） 

・町のお金     131万円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額 131万円 

 

２ みんなに優しく、思いやりのあるまち 

新規 
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・救急時に必要な情報を迅速・的確に救助者へ伝えるため、

ペットボトルを利用した救急情報キットを作成します。 

・ひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯や寝たきり、障がい

者、認知症などの方にはキットを優先的に配布します。 

・このキットの材料（シール・ラベル・シート）は町内全世

帯分を作成します。 

➣ 安心・安全情報キットを配布します 

☆安心・安全情報キット☆ 

○安心・安全情報キットとは？ 

・個人の血液型などの情報を記入したシートを、空きペット

ボトル容器の中に入れ、冷蔵庫の中で保管します。 

・この緊急情報シートが冷蔵庫の中にあるサインとして、表

示シールを玄関の内側と冷蔵庫のドアに貼ります。 

・緊急時は、救助者が冷蔵庫のペットボトルの中にあるシー

トの情報を入手して、迅速・的確な救助活動を行います。 

❏事業の概要 

○担当 ： 健康増進課 高齢者福祉担当（内線317） 

・町のお金     39万円 

❍内訳（事業の財源） 

杉戸町 

➲予算額    39万円 

・緊急通報システムとは、在宅の緊急時に通報ボタンを押す

ことで、看護師などに通報できるシステムです。 

・ひとり暮らし高齢者の急病などに迅速な通報手段を確保し

て、安心・安全な暮らしをサポートします。 

・平成23年度は、町が無料で設置する対象者の方を拡大しま

す。 

➣ 緊急通報システムを拡大整備します 

☆緊急通報システム☆ 

○平成23年度の無料設置（拡大分）の対象者 

・65歳以上の脳疾患・心疾患を有する方 

・90歳以上のひとり暮らし高齢者など（拡大分） 

・上記以外の65歳以上のひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯

は有料設置 

※通話料など、自己負担が発生します。 

※その他、詳しくは担当までお問い合わせください。 

❏事業の概要 

○担当 ： 健康増進課 高齢者福祉担当（内線317） 

・町のお金       647万円 

・利用者からの負担金   40万円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額 687万円 

 

２ みんなに優しく、思いやりのあるまち 

新規 

一部新規 
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杉戸町 

 

・全国的に高齢者のみの世帯の増加、地域社会での交流の希

薄化が進み、町内でも孤独死などの問題が発生していま

す。 

・地域・住民組織・ＮＰＯ・社会福祉法人・民間事業者など

による日常的な支え合い活動の体制を整備して、地域のつ

ながりの再生に向けて取り組みます。 

➣ 地域のつながりの再生を支援します 

☆安否確認サイン☆ 

※作成中のものです。 

①支え合いマップの作成 

・要援護高齢者や見守りする者を図式化したマップを作成します。 

②安否確認サインの活用 

・町マスコット・キャラクター「すぎぴょん」の旗を作成し、安否

確認サイン（異常なしの印として玄関先に掲示）として活用しま

す。 

③地域の活動拠点の整備 

・空き店舗等の活用による、見守り活動や交流拠点づくりを推進し

ます。 

❏事業の概要 

○担当 ： 健康増進課 高齢者福祉担当（内線317） 

・県からの支出金    496万円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額 496万円 

・障害者自立支援法に基づき、町の障がい福祉計画を策定し

ます。 

・地域の障がい者の実態やニーズを把握し、必要なサービス

などを確保するための計画を作ります。 

・平成24年度から平成26年度までの３ヶ年の計画を策定しま

す。 

☆障がい者のために☆ 

・アンケート調査を実施し、障がい者が必要としているサー

ビスを把握します。 

・パブリックコメントを実施し、住民の皆さんからも広く意

見を募集します。 

・町はアンケートやパブリックコメントの内容を分析し、専

門的な業者に計画の策定を委託します。 

❏事業の概要 

○担当 ： 福祉課 障害福祉担当（内線264） 

・町のお金     221万円 

❍ 内訳（事業の財源） 

➲予算額 221万円 

➣ 障がい福祉計画を策定します 

２ みんなに優しく、思いやりのあるまち 

新規 
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杉戸町 

 

・重度心身障がい者の医療費を助成します。 

➣ 重度心身障がい者の医療費窓口払いを 

 廃止します 

・重度心身障がい者の医療費の助成 

・対象者： 身体障がい者 1.2.3級 

      知的障がい者 .Ａ.Ｂ 

      後期高齢者医療障害認定者 

・平成23年10月より、町内医療機関で受診した場合、窓口で

一部負担金を支払わなくても医療が受けられる「窓口無料

化」を実施予定です。 

❏事業の概要 

○担当 ： 福祉課 障害福祉担当（内線264） 

・町のお金     4,814万円 

・県からの支出金  4,774万円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額 9,588万円 
(うち窓口払い廃止に係る費用 216万円) 

☆安心して医療が受けられるために☆ 

・心身障がい者地域デイケア施設「かわせみ」を、障害者自

立支援法に基づく「生活介護事業」施設に移行します。 

・生産活動の機会などを提供して、障がい者の社会的自立を

促進します。 

・障害者自立支援法に規定される体系に移行することによ

り、国や県からの補助を受けて施設を運営することができ

ます。 

☆生活介護事業施設「かわせみ」☆ 

○生活介護事業所「かわせみ」 

・所在地： 杉戸町大字倉松828-6 

・対象者： 常に介護を必要とする在宅の心身障がい者 など 

・内 容： 排せつ・食事の介護や、創作的活動・生産活動

の機会を提供 

❏事業の概要 

○担当 ： 福祉課 障害福祉担当（内線264） 

・国民健康保険連合会からの 

 支出金     2,818万円 
※この支出金は、国・県・町で負担して

います。 

❍ 内訳（事業の財源） 

➲予算額 2,818万円 

➣ デイケア施設「かわせみ」を生活介護事業に

移行します 

２ みんなに優しく、思いやりのあるまち 

一部新規 
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杉戸町 

 

・国民健康保険制度の安定した運営のために、財源の不足分

を一般会計から繰出金として支出します。 

・国民健康保険特別会計は、加入者の増加や景気低迷などの

影響により近年は財源が不足しているため、一般会計より

法定外の繰出金を２億円支出します。 

➣ 国民健康保険制度の安定した運営に努めます 

☆健康まもるくん☆ ○国民健康保険特別会計の運営状況 

 ・平成22年12月末日現在被保険者数 14,664人（7,864世帯） 

 ・平成21年度決算 歳入 48億8,377万円   歳出 46億4,055万円 

 ・基金現在高（平成22年度末見込）7,221万円 

 ・平成23年度予算 49億5,100万円 

○法定外繰出金の状況 

 ・平成19年度まで なし 

 ・平成20年度   1億8,193万円 

 ・平成21年度   2億5,000万円 

 ・平成22年度   2億円 

❏事業の概要 

○担当 ： 町民課 国民健康保険担当（内線252） 

・町のお金    2億8,460万円 

・国からの支出金     998万円 

・県からの支出金   4,400万円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額 3億3,858万円 
   （うち法定外繰出金 2億円） 

特定健診を 

受けましょう！ 

・共働き世帯の増加や社会経済情勢の変化により、保育所に

入れない乳幼児（待機児童）が全国的に増加しています。 

・町では、待機児童を解消するため、臨時保育士の雇用を拡

大して保育の受入体制を強化します。 

・「子育て支援、日本一」のまちを目指します。 

➣ 待機児童ゼロを目指します 

「子育て支援、日本一」 

のまちを目指します 

・臨時保育士を25人雇用（予定）し、町立保育園（泉・内

田・高野台）に配置します。 

・これにより、町立保育園全体での受け入れ可能な園児数

は、22年度の430人（平成23年２月１日現在）から、23年

度は441人に増加します。 

❏事業の概要 

○担当 ： 子育て支援課 保育担当（内線268） 

・町のお金      4,908万円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額 4,908万円 

☆            ☆ 

２ みんなに優しく、思いやりのあるまち 

重点 
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杉戸町 

 

・泉保育園は、建設から約37年が経過し、老朽化が進んでい

ます。園児の安全を確保するため、園舎を改築します。 

・隣接する泉児童館の改築も併せて実施し、改築後は保育

園・児童館・子育て支援センターの３つの機能が一体と

なった複合施設となります。 

・子育て支援の拠点として保育サービスをさらに充実させま

す。 

➣ 老朽化した泉保育園を建て替えます 

☆新しい園舎の遊戯室☆ 

－ 木のぬくもりたっぷり － 

○泉保育園等の改築 

・建 設 地： 杉戸町大字宮前75-1、76-2 

・計画施設： 園舎等 延床面積1,340㎡程度 

       保育園、児童館、子育て支援センターを併設 

・施設開園： 平成24年４月（予定） 

❏事業の概要 

○担当 ： 子育て支援課 保育担当（内線268） 

・町のお金    1億8,780万円 

・国からの支出金    7,580万円 

・借金（地方債） 1億6,380万円 

・町の貯金の取崩し   5,939万円   

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額 4億8,679万円 

※図面等をもとにしたイメージであり、

実際とは異なる場合があります。 

・すべての家庭が安心して子どもを育てることができるよ

う、地域の子育ての支援を応援します。 

➣ 地域の子育て支援を応援します 

☆目指せ「イクメン」！☆ 
①お子さんの工作教室やお父さんを対象とした子育て講演会

など、さまざまな事業を実施します。 

②子育て支援センター・保育園などにあるおもちゃを消毒す

るため殺菌乾燥庫を購入し、インフルエンザや感染症など

を予防します。 

❏事業の概要 

○担当 ： 子育て支援課 子育て支援担当（内線279） 
・県からの支出金    325万円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額 325万円 

２ みんなに優しく、思いやりのあるまち 

重点 

新規 
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杉戸町 

 

・倉松公園内にある子どもたちの水遊び場は、近年、漏水等

が発生しており、利用者への不便を来たしておりました。

そのため、漏水等の改修工事を行い、利用者の安全と良好

な環境空間の確保に努めます。 

➣ 倉松公園の水遊び場を改修します 

☆噴水池に亀裂が☆ ❏事業の概要 

○担当 ： 都市施設整備課 都市計画整備担当（内線375） 

・町のお金       50万円 

・県からの支出金  300万円 

 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額 ① 300万円 

     ②  50万円 

①倉松公園水遊び場改修工事 

・水遊び場の漏水箇所の補修及び、噴水ポンプの点検、補修

等を実施します。 

②倉松公園水遊び場改修工事設計業務 

・倉松公園水遊び場改修工事を実施するにあたり、専門業者

による設計業務を行います。 

 

・次代を担う子どもの育ちを社会全体で応援するため、子ど

も手当を支給します。 

・子どもを安心して生み育てることができる社会の実現を目

指します。 

➣ 子ども手当を支給します 

☆次代を担う子ども☆ 

○平成22年度の実績 

・対 象 者 ： ０歳から中学校修了まで（15歳になった後の

最初の３月31日まで） 

・支 給 額 ： 一人につき13,000円（月額） 

・支 給 月 ： ６月・10月・３月の年３回 

※平成23年度の支給内容については現在未定ですので、決まり次第、広報

すぎとや町ホームページでお知らせします。 

❏事業の概要 

○担当 ： 子育て支援課 子育て支援担当（内線279） 

・町のお金    1億  197万円 

・国からの支出金 7億1,785万円 

・県からの支出金 1億  203万円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額 9億2,185万円 

２ みんなに優しく、思いやりのあるまち 
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杉戸町 

 

・病気中、または病後の回復期にある乳幼児や児童を、一時

的に預かり保育します。 

・子育て家庭の負担を軽減します。 

➣ 病気中・病後のお子さんの預かり保育を実施

します 

○病児・病後児保育室「とん ことり」 

・所 在 地： 杉戸町高野台西1-5-5 

・対 象 者： 病気中・病後にある子どもを持つ親が仕事を

休めない場合など  

・定  員： ６人 

・保育時間： 8:00～18:00（月～金） 8:00～12:30（土） 

・利用料金： 2,000円（月～金） 1,000円（土）※町内在住者 

        ◇日曜・祝日は休室します。 

❏事業の概要 

・町のお金       267万円 

・県からの支出金    445万円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額    713万円 

☆病児・病後児保育室「とん ことり」☆ 

○担当 ： 子育て支援課 子育て支援担当（内線279） 

・こどもが必要な医療を容易に受けられるようにするため、

こどもの医療費を町が助成します。 

・町内の医療機関で受診する場合、医療機関の窓口で医療費

を支払わずに受診できます（一部例外あり、平成22年6月

より実施）。 

➣ こどもの医療費の一部を助成します 

☆こども医療費の一部を助成☆ 

・対象者 通院は小学校入学前まで 

     入院は中学校入学前まで 

・町内の医療機関で受診した場合は、ほとんどの場合、申請

などは必要ありません（一部例外あり）。 

・町外の医療機関で受診した場合は、診療月の翌月以降に保

護者の申請が必要です。申請を受理した後、町は診療内容

に応じた額を支払います。 

❏事業の概要 

○担当 ： 子育て支援課 子育て支援担当（内線279） 

・町のお金    5,772万円 

・県からの支出金 2,115万円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額 7,887万円 

２ みんなに優しく、思いやりのあるまち 

一部新規 
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杉戸町 

 

・町のお金 599万円（85万円） 

・県からの支出金 

      546万円 
※（  ）内は窓口払い廃止に係る費用 

・ひとり親家庭等の児童などが安心して医療を受けられるよ

うに、医療費の一部を町が助成します。 

・町内の医療機関で受診する場合、医療機関の窓口で医療費

を支払わずに受診できるようになります（平成23年10月よ

り実施予定）。 

➣ ひとり親家庭等の医療費の一部を助成します 

・対象者 所得が一定額未満の母子家庭・父子家庭・養育者

家庭 

・診療月の翌月以降に保護者（養育者）の申請が必要です。

申請を受理した後、町は診療内容に応じた額を支払いま

す。 

・平成23年10月以降、町内の医療機関で受診した場合は、申

請などが不要になります（一部例外あり）。 

❏事業の概要 

○担当 ： 子育て支援課 子育て支援担当（内線279） 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額 1,145万円 
(うち窓口払い廃止に係る費用  85万円) 

・発達障がいに関する相談・支援の体制を強化して、子どもの

発達の促進や保護者の育児の不安を軽減します。 

・乳幼児健診や相談の結果、発達障がいに関して支援が必要な

子どもについては、平成23年度より新たに作業療法士の相談

指導を取り入れます。 

➣ 発達障がい児への支援・相談体制を強化します 

○言語聴覚士による支援 

○理学療法士による支援 

○作業療法士による支援 

・対象： 健診や相談の結果、発達障がいが疑われるなど継続

的な指導を要する子どもとその保護者 

・内容： 発達レベルに合わせた個別相談・集団教室 

❏事業の概要 

○担当 ： 保健センター 保健予防担当（℡34-1188） 

・町のお金    214万円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額 214万円 

☆ひとり親家庭等の医療費を助成☆ 

２ みんなに優しく、思いやりのあるまち 

☆お子さんの発達をサポートします☆ 

一部新規 

一部新規 
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３ 人を育む、心豊かなまち 

・各学校が日々の授業の充実と特色ある教育活動を展開する中

で、子どもたち一人ひとりの学びを充実させ、生きる力を育

みます。 

➣ 小・中学校杉の子学び充実プランを推進します 

☆みんな興味津々☆ 

①小学校杉の子学び充実プラン 

 ・特色ある教育活動の支援 

 ・魅力ある授業づくりの支援 

 ・確かな学力定着プロジェクトの推進 

②中学校杉の子学び充実プラン 

 ・特色ある教育活動の支援 

 ・魅力ある授業づくりの支援 

 ・確かな学力定着プロジェクトの推進 

 ・家庭学習のサポート 

❏事業の概要 

○担当 ： 学校教育課 指導担当（内線387） 

・町のお金     647万円 

❍内訳（事業の財源） 

杉戸町 

➲予算額 ① 344万円 

     ② 303万円 

・児童の学習、生活指導の充実を図るため、町内各小学校に

すぎの子サポーターを配置します。                 

➣ 「すぎの子サポーター」を配置します 

☆細かな教育指導☆ 

・平成21年度より県の補助金（緊急雇用創出基金事業補助

金）を活用し、各小学校に１名ずつ、すぎの子サポーター

を配置し、学習、生活指導の充実に努めております。 

❏事業の概要 

○担当 ： 学校教育課 指導担当（内線388） 
・県からの支出金   401万円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額    401万円 

３ 人を育む、心豊かなまち 
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杉戸町 

 

・「町立幼稚園再編計画（平成22年10月、杉戸町教育委員会

策定）」に基づいて、第５次総合振興計画で進められる町

立幼稚園の再編計画について、国の動向との整合性を図り

つつ、望ましい町立幼稚園のあり方を審議し、よりよい幼

児教育環境の整備を目指します。 

➣ 幼稚園運営審議会を開催します 

☆みんなで楽しく幼稚園☆ 

・審議会の開催 

  国の幼保一体化法案成立の行方を確認し、国の動向との

整合性を図った町立幼稚園の再編整備のあり方を審議して

いきます（国の幼保一体化法案成立後に審議会を開催しま

す）。 

❏事業の概要 

○担当 ： 教育総務課 庶務管理担当（内線394） 

・町のお金    24万円 

  

 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額   24万円 

・パソコン機器の導入以来、５年が経過し、利用者への快適

性も損なわれつつあります。 

・快適で安心して生涯に渡る学習ができるよう、生涯学習セ

ンターのパソコン指導室及び図書館内のパソコン等を更新

します。 

➣ カルスタすぎとのパソコン等を更新します 

☆パソコン指導室☆ 

・パソコン指導室の管理サーバー、講師用パソコン１台、生

徒用パソコン20台、プロジェクター１台、複合機１台を更

新します。 

・図書館内の閲覧用パソコン６台を更新します。 

❏事業の概要 

○担当 ： 生涯学習センター・図書館（℡33-4056） 

・町のお金    749万円 

・国からの支出金 701万円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額  1,450万円 

※平成22年度からの繰越事業となります。 

３ 人を育む、心豊かなまち 
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杉戸町 

 

・図書館電算システムは、資料の発注から受入、蔵書登録、

利用者登録、貸出・返却処理のデータ管理などの業務の合

理化や図書等の検索をはじめ、貸出・予約などのサービス

提供を行います。 

・このシステムを活用し、利用者サービスの効率化を図り、

利便性の向上に努めます。 

➣ 図書館電算システムの更新を行います 

☆自動貸出機☆ 

・現在の図書館電算システムの機器等のリース期間終了に伴

い、新図書館電算システムを導入し、日々の業務の効率化

や図書館利用者サービスとしてのインターネットによる 

Ｗｅｂ予約を実現し、利用しやすい図書館づくりを進めま

す。 

❏事業の概要 

○担当 ： 生涯学習センター・図書館（℡33-4056） 

・町のお金     645万円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額   645万円 
     （新規更新分） 

・町民の健康増進と体力の向上に寄与するとともに、地域のコ

ミュニティーの拠点としての機能を生かし、利用促進に努め

ます。 

・施設の老朽化による設備の改修等に多額の経費を要していま

す。今後、施設の運営方法等について検討していきます。 

➣ エコ・スポいずみの利用促進に努めます 

☆エコ・スポいずみで体力づくり☆ 

○エコ・スポいずみの運営及び維持管理 

 ・水泳教室の開催 

 ・オープンスクールの開催 

 ・施設の維持管理 

❏事業の概要 

○担当 ： 社会教育課 スポーツ振興担当（内線493） 

・町のお金    7,111万円 

・使用料     2,715万円 

  

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額  9,826万円 

３ 人を育む、心豊かなまち 
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杉戸町 

 

・平成23年度に執行予定の県議会議員選挙、県知事選挙及び

町議会議員選挙において、地元の高校生を臨時職員として

雇用し、投票所の事務に従事していただきます。 

・将来有権者となる高校生に選挙の大切さを実感してもら

い、将来の投票率アップを目指すとともに、若者が地域に

目を向けるきっかけづくりや、高校生の職場体験などを目

的としています。 

・県内でも珍しい取り組みとなります（旧北川辺町、草加

市・三郷市・吉川市などで実施しています）。 

➣ 高校生が投票所で選挙のお手伝いをします 

☆選挙のめいすいくん☆ 

・町内の高校と協力して参加高校生を募集します。 

・参加高校生は町の臨時職員として雇用し、選挙事務に従事

します。 

・従事前に、町職員が参加高校生に対して事務内容や守秘義

務などについて説明をします。 

❏事業の概要 

○担当 ： 選挙管理委員会事務局（内線402） 

・町のお金      10万円 

・県からの支出金   17万円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額  27万円 

・放課後や学校の休業日に、小学校等の施設を使用し、子ど

もたちの安全・安心な活動拠点を設け、地域社会の中で異

年齢の子どもや大人との交流、体験活動を通じ、心豊かで

健やかに育まれる環境づくりを推進するとともに、地域の

教育力の強化を図ります。 

・平成20年度より、第三小学校で週2回、放課後子ども教室

を実施しています。さらに、平成23年度からは、新たに１

校開設し、より一層、事業の拡充を図ります。 

➣ 放課後子ども教室の拡充を図ります 

☆みんなで楽しくお勉強☆ 

・学びの場を設け、予習、復習等の学習活動を行います。 

・体験の場を設け、スポーツ、文化活動等の体験活動を行い

ます。 

・交流の場を設け、地域住民や異なる年齢の子どもたちとの

交流活動を行います。 

❏事業の概要 

・町のお金     60万円 

・国からの支出金  46万円 

・県からの支出金  46万円  

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額 152万円 

○担当 ： 社会教育課 社会教育担当（内線483） 

３ 人を育む、心豊かなまち 

一部新規 

新規 
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４ 活力を育み、賑わいのあるまち 

・農業経営を目指す新規参入希望者が就農できる体制を整備す

るために、「明日の農業担い手育成塾」を運営し、新規参入

希望者を確実に就農させることを目的としています。 

➣ 担い手農業者の育成と支援を行います 

☆担い手農業者を募集中です☆ ・平成22年度より「明日の農業担い手育成塾」を開校し、新規

就農者の確保と育成対策の推進、また、遊休農地の解消、食

料自給率の向上に努めています。 

・県の補助金を活用した事業で、平成22年度から平成26年度ま

での５年間の事業となります。 

❏事業の概要 

○担当 ： 農業委員会事務局（内線324） ・県からの支出金  199万円 

❍内訳（事業の財源） 

杉戸町 

➲予算額   199万円 

・町の情報発信基地として、「道の駅」「まちの駅」である

アグリパークゆめすぎとの加工施設を利用し、地域農産物

を使った新たな加工商品の開発を進め、新規雇用者の技術

能力を生かしながら、ブランド商品の開発及び販売ルート

の拡大を行います。 

➣ 地域農産物ブランド加工品の開発及び販路 

 拡大に努めます 

☆美味しそうなパン☆ 

・埼玉県のふるさと雇用再生基金事業補助金を活用し、新規

雇用者の技術能力を生かした、加工商品やブランド商品の

開発を行います。 

・また、消費者に信頼される加工商品やブランド商品を開発

することにより、他の地域の商品と比較をして有利な地位

を築き、有利販売を実現し、農家の所得向上、後継者の確

保、農村地域の活性化を推進します。 

❏事業の概要 

○担当 ： 産業課 農業活性化担当（内線322） 

・県からの支出金  1,831万円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額  1,831万円 

４ 活力を育み、賑わいのあるまち 

新規 
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杉戸町 

 

・グリーンツーリズム（※）事業に係る農業全般の推進を図

ります。 

（※）グリーンツーリズムとは                   

農山村地域において自然、文化、人々との交流を楽しむ滞

在型の余暇活動です。                    

➣ グリーンツーリズムの推進を図ります 

☆家族で稲刈り体験☆ 

・埼玉県のふるさと雇用再生基金事業補助金を活用し、アグ

リパークの敷地内にあるアグリカントリー農園の充実を図

り、農業体験及びグリーンツーリズム事業をより一層活性

化させるため、観光会社との連携により都内の小学校の田

植えや稲刈り体験、いちご・トマト・なす・ほうれん草・

小松菜・ブロッコリーなどの季節野菜の作付や収穫、農園

の除草・耕運・肥料・薬剤散布などの運営管理を実施しま

す。 

❏事業の概要 

○担当 ： 産業課 農業活性化担当（内線322） 

・県からの支出金  1,538万円 
 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額  1,538万円 

・屏風深輪地区に新たに産業団地を拡張し、町の産業の振興

と就業機会の拡大、安定的な税収の確保に努めます。 

➣ 屏風深輪地区の産業団地拡張事業を 

 推進します 

☆屏風深輪地区産業団地☆

（予定地）約19ha 

①都市計画決定資料作成業務 

 ・拡張地区については都市計画上での位置付けを行ってい         

く必要があり、本地区の市街化区域編入等を行うために、

都市計画原案の作成等を行います。 

②立地動向アンケート調査 

 ・企業の進出意欲や条件等の意向を把握するため、企業

1,000社程度にアンケート調査を実施します。 

③道路改良工事設計業務 

 ・新たな産業団地の整備にあたり、児童、生徒の通学の安

全の確保のため、町道2069号線の歩道を整備するための設

計業務を実施します。 

❏事業の概要 

❍内訳（事業の財源） 

○担当 ： 産業団地拡張推進室（内線326） 都市施設整備課 都市計画整備担当（内線374） 

・町のお金    1,905万円   

➲予算額 ① 872万円 

     ② 220万円 

     ③ 813万円 

４ 活力を育み、賑わいのあるまち 

重点 
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杉戸町 

 

・プレミアム付商品券の発行、地域ブランド（特産品）の開

発、また、商店のＰＲマップを作成するため、杉戸町商工

会に支援を行い、商業の活性化に努めます。 

➣ 商業の活性化に向けて支援します 

☆杉戸のグルメで町の活性化を！☆ 
①プレミアム付商品券発行事業 

  消費者の購買意欲を拡大し、商店街等の活性化を図るた

め、プレミアム付商品券を発行します。 

②地域ブランド創出事業 

  食を通じたまちおこしとして、町内にて独自のグルメイ

ベントを開催し、杉戸らしいグルメを創出します。 

③商店ＰＲマップ作成事業 

  個店の経営支援の一環として、商店の逸品等をＰＲする

マップを作成し、販売機会の拡大を図ります。   

❏事業の概要 

○担当 ： 商業活性化推進室（内線310） 

・町のお金     150万円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額   150万円 

・杉戸町宣伝大使を通じて、町の観光資源をはじめ、町の旬な

情報を発信し、町のイメージアップや認知度の向上を図りま

す。 

➣ 宣伝大使で町を全国にＰＲ！ 

☆宣伝大使の虻川さん☆ ・「町の魅力、ＰＲと知名度アップを図っていく」ために、町

内外で活躍する杉戸にゆかりのある方を杉戸町の宣伝大使に

委嘱しました。 

・平成22年度より開始した事業で、宣伝大使にはＴＶ等に出て

発信する機会が多く、かつ町民に親しみやすいお笑いタレン

ト「北陽」虻川美穂子さんを任命しました。 

・宣伝大使ご自身の判断により、日々の活動を通じ杉戸町の

様々な情報や杉戸町宣伝大使であることなどを全国にＰＲし

ていただきます。 

・５月に開催予定のアグリパークゆめすぎとの10周年記念イベ

ント並びに11月の産業祭への出演を予定しています。 

❏事業の概要 

○担当 ： 産業課 商工担当（内線308） 

・町のお金         134万円 

 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額   134万円 

４ 活力を育み、賑わいのあるまち 

新規 

新規 
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杉戸町 

 

・町の観光や物産のＰＲ、町内の各種イベントを支援するた

め、誰もが親しみやすく、また参加したくなるようなマス

コットキャラクターを設置し、今後の広報活動等で広く使用

していくことで、地域おこし、まちおこしを推進します。                

➣ マスコットキャラクター「すぎぴょん」で 

 町を全国にＰＲ！ 

☆すぎぴょんです。よろしくね！☆ 

・平成22年に誕生した杉戸町マスコットキャラクター「すぎ

ぴょん」を活用し、杉戸町のＰＲを図っていきます。 

・現在、1体ある着ぐるみをもう1体作成し、より多くの方々に

貸出しが出来るように努めます。 

・マスコットキャラクターの携帯電話用ストラップを作成し、

頒布を行い、ＰＲを図っていきます。 

❏事業の概要 

○担当 ： 産業課 商工担当（内線308） 

・県からの支出金  108万円 

・マスコットキャラクター関係 

 頒布代       48万円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額   156万円 

４ 活力を育み、賑わいのあるまち 

新規 
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５ 安心・安全でやすらぎのあるまち 

・消防業務を円滑に遂行するため、救助工作車用各種資器材

を計画的に更新整備し、消防体制の確保を図ります。 

➣ 消防体制の確保を図ります 

☆これが救助工作車です☆ 

・救助工作車に積載している各種救助資器材は、整備後14年

を経過し、各資機材が老朽化している現状です。 

・特に空気呼吸器、空気ボンベ、可燃性ガス測定器は、15年

でメーカーによる修理や保守点検が終了するため、油圧救

助器具用延長ホースは経年劣化が著しいため更新をするも

のです。 

❏事業の概要 

○担当 ： 消防本部 警防担当 ℡33-6012 
・町のお金     396万円  

❍内訳（事業の財源） 

杉戸町 

➲予算額   396万円 

・自動体外式除細動器（ＡＥＤ）は、救命率の向上を目的と

して各公共施設に設置し、安心・安全な社会環境の形成に

寄与するものです。                  

➣ 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を設置します 

☆もしもの時の、ＡＥＤ☆ ・平成18年度より各公共施設へ計画的にＡＥＤを整備してお

り、平成23年度は環境センター、高野農村センター、東公

民館及び上下水道課の４施設に整備を予定しております。 

・平成23年度をもって、計画している公共施設へのＡＥＤ設

置は完了します。 

〔ＡＥＤ設置施設〕 

18年度・・役場、生涯学習センター、西公民館 

19年度・・小・中学校9校、エコ・スポいずみ 

20年度・・保健センター、深輪産業団地地区センター、  

     中央公民館、南公民館、町主催イベント貸出用 

21年度・・幼稚園５園、保育園３園、泉児童館、 

     子育て支援センター 

❏事業の概要 

○担当 ： 消防本部 警防担当 ℡33-6012 

・町のお金         123万円 

・水道事業会計からの負担金 

          41万円 
 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額   164万円 

５ 安心・安全でやすらぎのあるまち 
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杉戸町 

 

・全国的に自転車利用中の事故が増加しており、町内におい

ても死亡事故が発生しました。 

・交通安全教育を実施し、自転車利用者としてのルール・マ

ナーについて広く学ぶ機会を設けます。 

・交通安全意識の向上により、交通事故のない明るい社会を

目指します。 

➣ 自転車利用者のルール・マナーの向上を 

 目指します 

☆あっ！危ない！☆ 
※スケアード・ストレイト教育技

法を用いた仮想事故等の実演 

・ヒヤッとする体験を通じて啓発効果を高める「スケアー

ド・ストレイト教育技法」を用いた交通安全教育（※）を

実施します。 

※スタントマンによる歩行者・自転車と自動車による仮想事故等の実演を

実施します。実施時期等は広報すぎとや町ホームページでお知らせしま

す。 

❏事業の概要 

○担当 ： 住民参加推進課 交通防災担当（内線288） 

・町のお金      29万円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額 29万円 

・消費者保護対策の充実を図るため、消費生活相談を実施し

ます。 

・消費生活相談では、商品やサービスに関する苦情、問合せ

等を受け付け、トラブル解決のための助言、あっせん、情

報提供等を行っています。 

➣ 消費生活相談を実施します 

☆お気軽に、ご相談を☆ 

・当町では平成22年度から毎週火曜日、10時から16時まで消

費生活相談を実施しています（毎週水曜日は、宮代町の消

費生活相談を受けることが出来ます）。 

・相談を希望する方は、産業課商工担当までお電話でご予約

ください。 

・また、埼玉県が実施している生活相談を受けることも出来

ます。 

 埼玉県消費生活支援センター春日部 ℡048-734-0998 

❏事業の概要 

○担当 ： 産業課 商工担当（内線308） 

・町のお金      15万円  

・県からの支出金    226万円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額 241万円  

５ 安心・安全でやすらぎのあるまち 

新規 
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杉戸町 

 

・町営住宅下高野団地の耐震性を確認するため、耐震診断を

行い、住民の安心と安全を確保し、町営住宅の適切な維持

管理に努めます。 

➣ 町営住宅下高野団地の耐震診断を行います 

☆町営住宅下高野団地☆ 

○町営住宅下高野団地 

  ・昭和55年建設 ・RC構造（鉄筋コンクリート構造） 

  ・18戸（3階建て） 

○建築物を建築するときには、建築基準法に定める耐震基準

に従って建築します。この耐震基準は何度か改正が行われ

ていますが、特に昭和56年に大きな改正がありました。そ

のため、昭和56年以前に建築された建築物は、現在の耐震

基準に照らし合わせると、耐震性が低い可能性があること

から、耐震診断を行うものです。なお、簡易的な耐震診断

は実施済みです。 

❏事業の概要 

○担当 ： 建築課 営繕担当（内線345） 

・町のお金      185万円 

・国からの支出金   79万円 

 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額   264万円 

・東武動物公園駅の乗降客数は、約33,000人（１日）ありま

すが、道幅が狭く、大半が歩道未整備であるため、交通安

全上、大変危険な状態です。 

・安全で快適な交通環境を整備するとともに、駅周辺の中心

市街地の活性化にも寄与できるよう考慮し、本路線の整備

を推進します。 

➣ 東武動物公園駅東口通り線整備を推進します 

☆東武動物公園駅東口通り線☆ 

・平成22年度は、杉戸町が主体となり、検討業務委託を宮代

町と共同で委託をしましたが、平成23年度は、宮代町が主

体となり、引き続き検討業務を進めます。宮代町の委託予

定額の半分である250万円を負担します。 

❏事業の概要 

○担当 ： 都市施設整備課 都市計画整備担当（内線374） 

・町のお金     250万円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額   250万円 

５ 安心・安全でやすらぎのあるまち 

新規 
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杉戸町 

 

・首都圏中央連絡自動車道（圏央道）の（仮称）幸手ＩＣが

平成24年度に供用開始される予定です。町内から圏央道ま

でのアクセス性の向上を図るため、大字大島地内外の町道

Ⅰ級５号線の道路改良工事を行う準備作業として、測量業

務等を実施します。 

➣ 道路改良工事に係る測量業務を実施します 

☆町道Ⅰ級5号線☆ 

・町 道  名   町道Ⅰ級５号線 

・場    所   大字大島地内外 

・延    長   780ｍ 

・委 託 内 容   現況測量調査、道路計画線の決定 

❏事業の概要 

○担当 ： 都市施設整備課 道路治水担当（内線379） 

・町のお金    1,270万円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額  1,270万円 

・道路の安全性の向上を図るため、舗装の補修工事と橋りょ

う長寿命化修繕計画策定に伴う橋りょう台帳整備、また、

鹿島橋の修繕工事設計業務等を実施します。 

➣ 舗装補修工事と橋りょうの点検及び橋りょう

台帳整備を行います 

☆埼葛広域農道（鹿島橋）☆ 

・町道Ⅱ級７号線舗装補修工事の実施（大字佐左ェ門地内外） 

・町道Ⅱ級１号線舗装補修工事の実施（大字杉戸地内外） 

・橋りょう長寿命化修繕計画策定に伴う橋りょう台帳整備業務

の実施（15ｍ以上の橋りょう33箇所） 

・老朽化が激しい鹿島橋の橋りょう点検及び修繕工事設計業務

の実施 

❏事業の概要 

○担当 ： 都市施設整備課 道路治水担当（内線379） 

・町のお金    1,682万円 

・国からの支出金 2,216万円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額   3,898万円 

※平成22年度からの繰越事業となります。 

５ 安心・安全でやすらぎのあるまち 

新規 

新規 
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６ 快適で、ゆとりのあるまち 

・住宅用太陽光発電システムを設置する方に、予算の範囲内

で補助金を交付します。 

・地球温暖化対策やエネルギーの安定供給の確保を図り、自

然豊かな環境にやさしいまちづくりを推進します。 

➣ 太陽光発電の設置家庭を支援します 

☆地球に優しい太陽光発電☆ 

○住宅用太陽光発電システム設置に対しての補助 

・対象者： 町内に自ら居住（予定含む）する住宅に、太陽

光発電システムを設置する方 

・補助額： １件につき50,000円 

※詳細は担当までお問い合わせください。 

❏事業の概要 

○担当 ： 環境課 環境政策担当（℡38-0401） 

・町のお金      100万円 

❍内訳（事業の財源） 

杉戸町 

➲予算額 100万円 

 

・快適な生活環境の向上と公共用水域の水質保全のため、下

水道施設の維持管理と管きょ整備を行います。 

・公共下水道事業特別会計においては、財源の不足を一般会

計から繰出金として支出しており、公共下水道事業の安定

的な運営に努めています。 

➣ 公共下水道の普及・促進を図ります 

☆マンホールを設置してます☆ 

・下水道区域の拡大に向けて、平成23年度は県道下高野・杉

戸線の万願寺橋交差点より和戸橋方面に約650ｍ、杉戸第

1-3汚水幹線の布設を行います。 

・管きょやマンホールポンプなどの下水道施設の維持管理を

行います。 

❏事業の概要 

○担当 ： 上下水道課 経営総務担当 ℡37-1232 

・町のお金     33,280万円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額  33,280万円 
  （一般会計から公共下水道  
    事業特別会計への繰出金） 

６ 快適で、ゆとりのあるまち 

新規 
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杉戸町 

 

６ 快適で、ゆとりのあるまち 

・大島新田調節池の水辺再生事業の取組を通じて、多くの町

民が水辺にふれあい、様々な活動を通して自然環境意識の

高揚が図れるよう努めます。 

➣ 大島新田調節池に休憩施設を整備します 

☆大島新田調節池☆ ❏事業の概要 

○担当 ： 社会教育課 スポーツ振興担当（内線493） 

・町のお金       500万円 

・県からの支出金  1,000万円 

・幸手市からの負担金 500万円 

 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額   2,000万円 ・杉戸町と幸手市の境に位置する大島新田調節池は、埼玉県

の水辺再生100プラン事業の採択を受け、児童等の校外活動

の場となるビオトープや散策路等の整備計画を検討してき

ました。 

・これを受け、両市町では、総合学習の時間に訪れる児童や

グラウンド利用者のための手洗い、トイレ、ベンチ等の休

憩施設の整備を行います。 

新規 
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Ⅲ 平成２３年度特別会計予算の概要 

杉戸町 

➣ 概要 

    【会計区分】         【予算額】            （比較増減）          頁 

  

１ 国民健康保険特別会計予算 

          4,951,000千円     7.4％     37 

 

２ 水道事業会計予算 

          1,797,904千円    △1.1％     38 

 

３ 公共下水道事業特別会計予算 

             976,650千円     8.5％     39 

 

４ 介護保険特別会計予算 

          2,158,734千円     4.6％     40 

 

５ 後期高齢者医療特別会計予算 

              304,00４千円     0.0％     41 

 

○ 老人保健特別会計予算 

                           0千円     22年度末廃止 

 

  【特別会計予算合計】 

          10,188,292千円 
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杉戸町 

１ 国民健康保険特別会計予算 

（１）予算額 

○ 49億5,100万円（対前年度比7.4％増） 

（２）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。 

（３）概要及び事業内容 

○ 平成23年度杉戸町国民健康保険特別会計予算額は、49億5,100万円（前年度対比7.4％増）

です。 

 

○ 被保険者の高齢化及び社会経済情勢の低迷に伴い、無職者や低所得者等が増加する傾向に

ある中、前年度と比較すると、歳入では、国民健康保険税が4.9％の減。また、歳出では、

保険給付費が7.7％の増となっています。 

 

○ 主な内容として、歳入につきましては、国民健康保険税、国・県支出金、前期高齢者交付

金、共同事業交付金及び繰入金などです。 

 

○ 歳出につきましては、保険給付費、後期高齢者支援金等、介護納付金、共同事業拠出金、

保健事業費（特定健診・特定保健指導を含む）及び事業の管理運営のために必要な経費など

です。 



38 

 

杉戸町 

２ 水道事業会計予算 

（１）予算額 

○ 17億9,790万４千円（対前年度比1.1％減） 

（２）目的 

○ 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住民

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。 

（３）概要及び事業内容 

○ 平成23年度の杉戸町水道事業は、給水戸数17,900戸、年間総給水量5,917,000㎥、一日

平均給水量16,167㎥を業務予定量としています。 

 

  収入では水道加入金を10％引き下げ（13㎜を除く）、住民への利益還元に努めました。 

また、支出では建設改良費において、施設の老朽化対策に重点を置いた事業を実施する

こととし、安全で安心な水を供給するため、施設の整備を図る予算編成となっています。 

主に、配水場整備として、第二配水場受変電設備及び遠方監視設備等更新工事を実施

し、施設の総合的な整備を推進し安定供給に努めます。 

 

収益的支出では10億2,010万４千円を、資本的支出では７億7,780万円を計上しました。 

 

○ 第二配水場受変電設備及び遠方監視設備等更新工事   ３億8,650万５千円 
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杉戸町 

３ 公共下水道事業特別会計予算 

（１）予算額 

○ ９億7,665万円（対前年度比8.5％増） 

（２）目的 

○ 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。 

（３）概要及び事業内容 

○ 杉戸町における下水道事業については、市街地を平成２年度より、豊岡地区を平成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23年度杉戸町公共下水道事業特別会計当初予算においては、前年度と比較して7,609万7千

円（+8.5%）の増額予算となっており、主な事業としては、下水道区域拡大のため、下高野地区

内の汚水幹線の整備を予定しています。 

 

○ また、平成22年度に引き続き公的資金補償金免除繰上償還の実施を予定しており、繰上償還元

金の計上により公債費が増額となっています。 
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杉戸町 

４ 介護保険特別会計予算 

（１）予算額 

○ 21億5,873万４千円（対前年度比4.6％増） 

（２）目的 

○ 老後の最大の不安要因である介護を社会全体で支える仕組みである介護保険制度の適正運

営を図り、社会保険方式により給付と負担の関係を明確にし、利用者の選択による必要な

サービスに係る給付を行うことを目的としています。  

（３）概要及び事業内容 

○ 第４期介護保険事業計画の最終年度となる平成23年度の杉戸町介護保険特別会計予算は21

億5,873万４千円で、前年度と比較して9,505万７千円、4.6％の増となっています。 

 

○ 歳入予算である第１号被保険者保険料では、賦課人数の増加により４億9,182万９千円と

なり、前年度と比較して1,526万８千円、3.2％の増となっています。 

 

○ 他では、保険給付費等によるルール割合により、国庫支出金は5.1％増の3億8,339万３千

円、支払基金交付金は4.9％増の６億3,167万４千円、県支出金は4.1％増の３億1,749万３千

円となっています。 

 

○ 繰入金については、ルール割合による町負担分、事務費及び基金繰入金より、6.0％増の

３億3,415万６千円となっています。 

 

○ 一方、歳出予算の中枢をなす保険給付費については、20億7,846万２千円を計上し、各

サービスの予算額については、事業計画に基づいて予算を編成しました。 

 

○ このような中、前年度予算額と比較して大きな伸び率を示したのが、地域密着型介護サー

ビス給付費で11.0％増の１億6,339万４千円となっています。 

 

○ また、高額医療合算介護サービス費では、前年度の実績から127.0％増の680万４千円と

し、高額医療合算介護予防サービス費も同様に127.0％増の68万１千円としました。 

 

○ 介護予防事業を推進する地域支援事業費については、5,251万９千円を計上し、前年度と

比較して12.3％の増となっています。特に介護予防対策である二次予防事業費では、39.2％

増の1,063万７千円、一次予防事業費では18.0％増の1,648万３千円となっています。 
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杉戸町 

５ 後期高齢者医療特別会計予算 

（１）予算額 

○ ３億400万４千円（対前年度比は、ほぼ同額） 

（２）目的 

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

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

けおよ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。 

（３）概要及び事業内容 

○ 当初予算額は、３億400万４千円（前年度対比は、ほぼ同額）です。 

 

○ 歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料２億4,391万５千円、繰入金5,907万７千円で

す。 

 

○ 歳出の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金２億9,890万２千円です。 
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