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平成24年度は、町の設計書である「第５次杉戸町総合振興計画」がスタートし

て２年目を迎えます。「地域主権改革」の進展に伴い、これからのまちづくりは、

自らの責任と判断で進むべき方向を決定していかなければならず、町民の皆様と

町議会、行政とが一体となってまちづくりを進める必要があります。 

従来の予算書は、専門用語が羅列し、ページ数も膨大であったため、町民の皆

様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、町民の皆

様に、杉戸町の予算や財政状況のあらましを知っていただくため、わかりやすい

内容に編集した「平成２４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主な新規・重点事業の紹介をさせて頂く

とともに、附属資料として財政状況の分析及び連結財務書類４表の資料などを掲

載しています。 

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２４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２４年４月 
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平成２４年度予算のポイント 

➣  平成２４年度予算のポイント 

杉戸町 

 日本経済は東日本大震災直後に大幅に落ち込んだものの、持ち直しの動きが見られま

す。しかし、急速な円高の進行や欧米経済の停滞感の高まりが見られるとともに、依然と

してデフレ状況にあり、景気下振れや産業の空洞化懸念などが取りざたされています。ま

た、本格的な人口減少・少子高齢社会に直面しており、社会経済制度の抜本的な見直しを

迫られています。 

 地方行政においては「地域主権改革」の進展により、地方公共団体の自主性や責任が期

待される一方、町では基幹的歳入である町税が大幅に減少するとともに、臨時財政対策債

をはじめとした依存財源が上昇するなど、財政的体力が低下した状態が慢性化しつつあり

ます。このため、行財政改革を推進する中で、自主財源の安定的確保を図り、財政構造の

転換を図ることが課題となっています。 

 平成24年度予算はこのような認識に立ち、依然として厳しい財政状況の下、住民参画の

仕組みを構築するための「協働のまちづくり」を推進する施策や、災害に強いまちづく

り、安全な道づくり、子育て支援の充実をはじめとした「安心・安全なまちづくり」を推

進する施策を中心に、限られた財源を重点的・効率的に配分し、編成しました。そして、

第５次総合振興計画に掲げる町の将来像「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 ～住み心地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、未来を見据えた施策・事務事業を展開して

まいります。 
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Ⅰ 平成２４年度一般会計予算の規模 

➣  平成２４年度予算の規模について 

杉戸町 

➣  一般会計 歳入 

＜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。 

増減率 伸び率

一般会計 11,435,000 12,030,000 ▲ 595,000 ▲ 4.9

国民健康保険特別会計 5,264,000 4,951,000 313,000 6.3

後期高齢者医療特別会計 334,553 304,004 30,549 10.0

介護保険特別会計 2,354,452 2,158,734 195,718 9.1

公共下水道事業特別会計 1,077,709 976,650 101,059 10.3

水道事業会計 1,517,042 1,797,904 ▲ 280,862 ▲ 15.6

合　計 21,982,756 22,218,292 ▲ 235,536 ▲ 1.1

（単位：千円、％）

比較増減
会　計　名 24年度予算額 23年度予算額

増減額 伸び率

町税 5,100,861 5,209,698 ▲ 108,837 ▲ 2.1

譲与税・交付金 654,000 697,000 ▲ 43,000 ▲ 6.2

地方交付税 1,770,000 1,700,000 70,000 4.1

分担金及び負担金 476,969 400,394 76,575 19.1

使用料及び手数料 255,103 252,460 2,643 1.0

国庫支出金 860,563 1,093,251 ▲ 232,688 ▲ 21.3

県支出金 854,157 708,724 145,433 20.5

繰入金 183,432 559,387 ▲ 375,955 ▲ 67.2

繰越金 150,000 150,000 0 0.0

町債 760,000 913,800 ▲ 153,800 ▲ 16.8

その他 369,915 345,286 24,629 7.1

合　計 11,435,000 12,030,000 ▲ 595,000 ▲ 4.9

比較増減

（単位：千円、％）

区　分 24年度予算額 23年度予算額

繰越金,
150,000, 1.3% その他,

369,915, 3.2%

町債,
 760,000, 6.7%

県支出金,
854,157, 7.5%

繰入金,
183,432, 1.6%

国庫支出金,
860,563, 7.5%

使用料及び手
数料,

255,103, 2.2%

地方交付税,
1,770,000,15.5%

分担金及び負担金,

476,969, 4.2%

譲与税・交付金,

654,000,5.7%

町税,
5,100,861,44.6%
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杉戸町 

➣  一般会計 歳出（目的別） 

＜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。 

（単位：千円、％）

増減額 伸び率

議会費 134,856 151,919 ▲ 17,063 ▲ 11.2

総務費 1,330,623 1,469,588 ▲ 138,965 ▲ 9.5

民生費 3,888,652 4,267,067 ▲ 378,415 ▲ 8.9

衛生費 1,407,295 1,373,958 33,337 2.4

労働費 3,578 3,586 ▲ 8 ▲ 0.2

農林水産業費 109,838 158,265 ▲ 48,427 ▲ 30.6

商工費 123,842 127,961 ▲ 4,119 ▲ 3.2

土木費 832,705 768,557 64,148 8.3

消防費 762,932 757,415 5,517 0.7

教育費 1,730,387 1,708,961 21,426 1.3

公債費 1,089,988 1,222,505 ▲ 132,517 ▲ 10.8

その他 20,304 20,218 86 0.4

合　計 11,435,000 12,030,000 ▲ 595,000 ▲ 4.9

区　分 24年度予算額 23年度予算額
比較増減

土木費,

832,705, 7.3%

農林水産業費,

109,838, 1.0%

労働費,

 3,578, 0.0%

消防費,

762,932, 6.7%

教育費,

1,730,387, 15.1%

公債費,

1,089,988, 9.5%
その他,

 20,304, 0.2%
議会費,

 134,856, 1.2%

総務費,

 1,330,623,11.6%

商工費,

 123,842, 1.1%

衛生費,

1,407,295,12.3%

民生費,

3,888,652,34.0%
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杉戸町 

➣  一般会計 歳出（性質別） 

＜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。 

○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。 

○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。 

 

（単位：千円、％）

増減額 伸び率

 人件費 3,382,656 3,512,930 ▲ 130,274 ▲ 3.7

 扶助費 1,837,343 1,871,386 ▲ 34,043 ▲ 1.8

 公債費 1,089,978 1,222,495 ▲ 132,517 ▲ 10.8

義務的経費計 6,309,977 6,606,811 ▲ 296,834 ▲ 4.5

 普通建設事業費 812,684 958,039 ▲ 145,355 ▲ 15.2

投資的経費計 812,684 958,039 ▲ 145,355 ▲ 15.2

 物件費 2,516,340 2,685,868 ▲ 169,528 ▲ 6.3

 維持補修費 111,747 98,479 13,268 13.5

 補助費等 437,708 384,235 53,473 13.9

 繰出金 1,217,740 1,267,850 ▲ 50,110 ▲ 4.0

 その他 28,804 28,718 86 0.3

その他の経費計 4,312,339 4,465,150 ▲ 152,811 ▲ 3.4

合　計 11,435,000 12,030,000 ▲ 595,000 ▲ 4.9

区　分 24年度予算額 23年度予算額
比較増減

 扶助費,

1,837,343, 16.1%

 人件費,

3,382,656, 29.6%

 公債費,

1,089,978, 9.5%

 普通建設事業費,

812,684, 7.1%

 物件費,

2,516,340, 22.0%

 維持補修費,

111,747, 1.0%

 補助費等,

 437,708, 3.8%

 繰出金,

1,217,740, 10.6%
 その他,

28,804, 0.3%
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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、ご意見を 

 伺います 

☆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     275千円 

❍内訳（事業の財源） 

杉戸町 

➲予算額   275千円 

・杉戸町のまちづくりの最高規範となる自治基本条例の制定

に着手します。 

・町民、議会及び行政が協働してまちづくりを進めるための

指針となります。 

➣ 自治基本条例の制定をめざします 

☆ワークショップでご意見を☆ 

・自治基本条例を制定するため、住民参加によるワーショッ

プを開催し、様々な意見を聴取しながら当町にあった条例

の制定を目指します。 

 平成24年度 ワークショップの開催 

 平成25年度 ワークショップ、審議会及びまちづくり懇談  

       会の開催、議会提案 

 平成26年度 自治基本条例の施行  

❏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     644千円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額   644千円 

Ⅱ 平成２４年度一般会計予算における主要事業 

新規 
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１ 人をつなぎ、語らいのあるまち 

・町のネットワーク上で、ウィルス感染やサイバー攻撃によ

る事故等に対応できる体制を整えます。 

・業務システムの更新をする際、仮想サーバーを構築するこ

とにより、経費の削減を図ります。 

➣ みんなでつくるまちづくりを支援します 

☆サイバー攻撃に負けないぞ☆ 

❏事業の概要 

○担当 ： 総務課 情報統計担当（内線208） 

     生涯学習センター・図書館（℡33-4056） 

・町のお金    4,000千円 

（町長の給与削減額30％を充当） 

❍内訳（事業の財源） 

杉戸町 

➲予算額  4,000千円 

 

重点 

☆音楽によるまちづくり☆ 

・ウィルス感染やサイバー攻撃による事件・事故が発生した

場合、様々なログがないと原因究明が難しいため、ログの

収集などを行うシステムを構築します。 

・業務システムの更新などは、非常に高額であることから、

１つのコンピューター上で複数台の仮想的なコンピュー

ターを稼動させる環境を構築することにより、既存のシス

テムを更新することなく、システムを延命することがで

き、大幅な経費削減が期待できます。 

❏事業の概要 

・町のお金    3,997千円 

❍ 内訳（事業の財源） 

➲予算額  3,997千円 

➣ 情報管理の強化とセキュリティの向上を 

 図ります 

・町民のみなさまが自主的に取り組む公共性の高いまちづく

り活動に対して、町が支援します。 

・住民との協働によるまちづくりを推進します。 

・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。 

○担当 ： 住民参加推進課 住民生活担当（内線283） 

一部新規 
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１ 人をつなぎ、語らいのあるまち 

 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。 

➣ 福島県富岡町等のみなさまを支援します 

  

☆みんな仲間☆ 

・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          2,616千円 

・小・中学校に通う被災児童生徒の就学援助費  922千円 

❏事業の概要 

○担当 ： 住民参加推進課 防災担当（内線284） 

     学校教育課 学務担当（内線390） 

・県からの支出金  3,538千円 

  

❍内訳（事業の財源） 

杉戸町 

➲予算額  3,538千円 

・平成24年は戦後67年となり、戦争体験者が年々少なくなっ

てきています。今後、若い世代に戦争の惨禍を伝え、歴史

を学ぶことは重要な課題となっています。 

・暗いイメージを持つ戦争展に、これからの世代を担う子供

たちに来場してもらい、戦争の悲惨さや平和の素晴らしさ

を考える時間を持っていただくことを目的としています。 

➣ 平和企画展を開催します 

・８月の夏休みに合わせて、カルスタすぎとで10日間ほど開

催を予定しています。 

・展示作品には、幅広い世代に人気のあるスタジオジブリの

絵職人の男鹿和雄
おが かずお

氏が沖縄戦をテーマとして描いた｢ウミ

ガメと少年｣のピエゾグラフ22点の他に、特別出品として

ヒロシマ・ナガサキ作品より数点を展示します。 

・展示に合わせて、｢ウミガメと少年｣の映画上映や杉戸町在

住の戦争体験者による語り部などを予定しています。 

❏事業の概要 

○担当 ： 住民参加推進課 国際化・交流担当（内線287） 

・町のお金     223千円 

 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額   223千円 

新規 

新規 

☆              ☆ 
スタジオジブリ絵職人が描く 

     平和へのメッセージ！ 
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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、埼玉県及び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。 

➣ あらゆる差別のない社会をめざします 

☆人権作文発表・心のふれあい講演会☆ 

・人権啓発委託事業（一般向けの人権啓発講演会）の実施 

・各種研修会等への参加 

・人権教育推進協議会に対する補助 

・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 ： 人権・男女共同参画担当 （内線217） 

     社会教育課 社会教育担当（内線482） 

・町のお金      918千円 

・県からの支出金   400千円 

❍内訳（事業の財源） 

杉戸町 

➲予算額  1,318千円 

 

・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。 

・ＤＶ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、ＤＶ被害のない社会を目指します。 

➣ ＤＶのない社会の実現に向けて 

女性に対する暴力根絶のための 

シンボルマーク 

・デートＤＶ防止プログラム（中学生対象）を実施 

・ＤＶ被害者支援研修を実施 

❏事業の概要 

○担当 ： 人権・男女共同参画担当（内線217） 

・町のお金     100千円 

 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額  100千円 

女性に対する暴力をなくそう 

一部新規 

新規 
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１ 人をつなぎ、語らいのあるまち 杉戸町 

 

・優れた行政サービスを提供するため、職員研修を実施しま

す。 

・公務員としての使命感、倫理観の確立、豊かな人権感覚な

どの意識を高める研修を実施します。 

➣ 職員の資質向上に取り組みます 

☆職員研修の風景☆ ・意識改革のための研修の実施 

・コンプライアンス（法令遵守）研修の実施 

・接遇研修の実施 

・キャリア形成研修の実施 

・倫理研修の実施 など 

❏事業の概要 

○担当 ： 総務課 職員担当（内線212） ・町のお金    1,525千円 

❍ 内訳（事業の財源） 

➲予算額  1,525千円 

一部新規 

・「わかりやすい開かれた議会」を目指し、会議録検索シス

テムを導入します。 

・会議録検索システムを導入することで会議録の情報化が図 

 られます。過去の膨大な記録から知りたい情報を杉戸町の

ホームページ上から、「いつでも、どこでも、誰でも、簡

単に」検索できるようになります。 

・会議録検索システムの導入により会議録の印刷部数が減 

 少、印刷製本費の大幅削減を図るとともに、環境への負荷

軽減もねらいとしています。 

➣ 町議会会議録の検索がより便利になります 

☆「わかりやすい開かれた議会」で 

まちづくりを！☆ 

・会議録検索システムで使用するデータを編集（４～６月に

作成） 

・本稼動は平成24年７月を予定 

○担当 ： 議会事務局 （内線224） 

・町のお金   2,148千円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額  2,148千円 

❏事業の概要 

新規 
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２ みんなに優しく、思いやりのあるまち 

・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、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。 

➣ がん撲滅をめざして 

  ～検診無料クーポン券の送付も～ 

・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。 

・また、特定の対象者に子宮頸がん、乳がん及び大腸がん検

診無料クーポン券を送付します。 

※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     19,819千円 

・国からの支出金  4,432千円 

・個人からの負担金 1,909千円 

❍内訳（事業の財源） 

杉戸町 

➲予算額   26,160千円 

 

・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。 

➣ 生まれ来る赤ちゃんのために 

  ～妊婦健康診査の実施～ 

・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、血液検査（血液型、Ｂ型Ｃ型肝炎検査、グルコース

等）、子宮頸がん検診、ＧＢＳ、超音波検査、ＨＩＶ抗体検査、

ＨＴＬＶ－１検査、性器クラミジア検査を実施 

 ※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     22,127千円 

・県からの支出金   9,857千円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額  31,984千円 

２ みんなに優しく、思いやりのあるまち 

☆早期発見・治療を☆ 

☆           ☆ 
お母さんと 

健やかな赤ちゃんのために 
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杉戸町 

 

 発達障がい児とそのご家族が、学校や社会に適応し、健や  

 かで、幸せな、心豊かな人生を送ることができるよう、支 

 援・相談を行います。 

➣ 発達障がい児への支援・相談を行います 

❏事業の概要 

○担当 ： 保健センター 保健予防担当（℡34-1188） 

     学校教育課 指導担当（内線388） ・町のお金     2,380千円 
 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額   2,380千円 

・日本の年間自殺者数は３万人を超えています｡自殺の動機

にはさまざまな身体的､社会的要因が複雑に関係していま

す｡その背景には｢うつ｣などの心の病気があるといわれて

います｡ 

・うつ病は､誰にでもかかる可能性があります｡日本人の15人

に１人は､一生に１度はうつ病にかかる可能性があると考

えられています｡ 

・うつ病は､脳内の神経伝達物質の働きが低下して､ゆううつ

な気分になります｡単なる気分の落ち込み･気の持ちようで

はなく､適切な治療を早期に受ければ回復できる病気です｡   

➣ 精神保健講演会を開催します 

 保健センターにおいて、精神保健講演会（自殺・うつ病対

策）を開催します。 

 ※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） 

・県からの支出金 126千円 

 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額   126千円 

２ みんなに優しく、思いやりのあるまち 

・保健センターにおいて、お子さんの言葉や発達の心配、子 

 育てに悩んでいる保護者の相談に専門職が個別に対応しま 

 す。 

・町立幼稚園において、臨床心理士が発達障がい児への支援 

 について巡回相談を実施します。 

☆みんな一緒に仲良く☆ 

☆精神保健講演会の開催☆ 
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・乳幼児・児童・生徒の子宮頸がん・細菌性髄膜炎を予防す

るため、希望者にワクチンの無料接種を行います。 

・これらのワクチン接種による予防効果は非常に高いといわ

れています。 

・65歳以上の高齢者のインフルエンザ予防接種を行います。 

➣ 感染症予防対策を推進します 

・「子宮頸がん予防ワクチン」の接種（無料） 

  対象者： ①中学校１年生から高校１年生の女子 

       ②高校２年生及び高校３年生の女子で、平成    

        23年度に初回接種を受けた方 

・「ヒブワクチン」の接種（無料） 

  対象者： 生後２ヶ月から５歳未満 

・「小児用肺炎球菌ワクチン」の接種（無料） 

  対象者： 生後２ヶ月から５歳未満 

・「インフルエンザワクチン」の接種（自己負担1,000円） 

  対象者： 65歳以上の高齢者 

 ※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      49,683千円 

・県からの支出金 21,202千円 

❍内訳（事業の財源） 

杉戸町 

➲予算額 70,885千円 

➣ 地域医療を守ります 

☆地域医療の充実のために☆ 

・埼玉県東部北地区において、医師会が実施する病院群輪番 

 制病院等の運営に対し補助金を交付     62,088千円 

・町内の医療機関と休日診療の委託契約     1,779千円 

 （休日診療当番医は広報すぎとでご確認ください。） 

 ※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      6,147千円 

・県からの支出金  15,944千円 

・輪番制病院協定市町からの 

 負担金      41,776千円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額  63,867千円 

 

２ みんなに優しく、思いやりのあるまち 

一部新規 

・初期救急医療施設で対応困難な入院や手術を必要とする重

症患者に対応するため、第二次救急体制として５市３町に

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

補助します（平成24年度は杉戸町が幹事）。 

・休日に診療が受けられるよう、町内医療機関と休日診療の

委託契約を結び、地域医療を守ります。 
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 誰もが住み慣れた地域で、自分らしく暮らし続けていくた

めに、地域住民の支え合いを基盤として、身近な生活課題

に対して、地域全体で取り組む仕組みづくりを構築するた

め、地域福祉計画を策定します。 

➣ 地域福祉の総合的推進をめざして 

  ～地域福祉計画の策定～ 

☆地域福祉の充実のために☆ 

 地域福祉を計画的に進めていくため、地域で生活する個人

の尊厳を重視し、町の実情や特性を十分考慮しつつ、次の

事項を一体的に定める｢地域福祉計画｣を策定します。 

 ・地域における福祉サービスの適切な利用 

 ・地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達 

 ・地域福祉に関する活動への住民の参加 

❏事業の概要 

○担当 ： 福祉課 社会福祉担当（内線263） 

・町のお金     1,943千円 

❍内訳（事業の財源） 

杉戸町 

➲予算額  1,943千円 

・所得の低い方を対象に介護保険利用料の助成と介護保険料

の軽減を引き続き実施します。 

・介護保険サービスを利用している方や65歳以上で保険料を

納めている方のうち、一定の要件に該当する方が対象とな

ります。 

➣ 介護保険サービス利用者負担の助成を継続 

 します 

☆社会全体で高齢者の介護を☆ ❏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    13,190千円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額  13,190千円 

 

２ みんなに優しく、思いやりのあるまち 

新規 

・介護保険利用料の支払いが困難な方の費用負担の一定割合

を軽減します。 

・町と協定を締結している事業者で介護サービスを利用した

場合、「介護サービス利用者負担助成認定証」の提示より

利用料が割引となるものです。 

・福祉用具購入費、住宅改修費、または町と締結を結んでい

ない事業者のサービスについては、申請書の提出による償

還払い方法となります。 
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・高齢者が住みなれた地域や家庭で安心して暮らすために、

地域での日常的な支え合いが必要であります。 

・その体制づくり、整備のため身近な居場所づくりとして集

会所等を中心に「憩いの場（サロン）」の設置を促進しま

す。 

➣ お年寄りの「憩いの場（サロン）」をつくり 

 ます 

☆ご近所さんとの談笑☆ 

・地域のみなさんが気軽に自由にお話をしたり、お友達を

作ったり、まちや暮らしの情報交換ができるなど、地域の

憩い・交流の場所として、「憩いの場（サロン）」を３か

所設置します。 

❏事業の概要 

○担当 ： 健康増進課 高齢者福祉担当（内線317） 
・町のお金     1,500千円 

❍内訳（事業の財源） 

杉戸町 

➲予算額   1,500千円 

・介護保険給付費及び事業運営を円滑に行えるよう、一般会

計から繰出金として支出します。 

・高齢者の増加に伴い、介護認定者数も増加し、介護給付費

の伸びにより、一般会計からの繰出金が年々増加している

状況にあります。 

➣ 介護保険制度の安定した運営に努めます 

☆安定した取組みを☆ 
○介護保険特別会計の運営状況 

 ・平成23年12月末現在の介護認定者数  1,241人 

 ・平成22年度の決算   歳入   2,052,510千円 

             歳出   2,041,459千円 

 ・基金現在高（平成23年度末見込） 104,390千円 

 ・平成24年度予算 2,354,452千円 

○一般会計からの繰出金の状況 

 ・平成21年度     269,581千円 

 ・平成22年度     286,734千円 

 ・平成23年度     295,400千円 

❏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   324,837千円 
 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額 324,837千円 

 

２ みんなに優しく、思いやりのあるまち 
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杉戸町 

 

 高齢者の方が元気にいきいきと過ごしていただけるよう、

各種事業を実施していきます。 

➣ もっともっと健やかに長生きを！ 

☆長寿をお祝いします☆ 

○後期高齢者医療保険に加入している方に対し、次の事業を 

 実施します。 

 ・糖尿病等の生活習慣病を早期に発見し、適切な医療につ 

  なげ、重症化を予防することを目的とした健診を実施 

 ・人間ドック（総合健診）の補助を実施（年度内１回３万 

  円を上限） 

 ・保養所等利用の補助を実施（年度内２泊まで１泊につき 

  ２千円） 

○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、商品券を配布します。 

 ・101歳以上 毎年３万円、100歳 10万円、90歳 １万円  

  80歳 ５千円（ただし、80歳は平成26年度、90歳は平成  

  25年度開始）  

○公民館主催の高齢者生きがい事業等を実施します。 

❏事業の概要 

○担当 ： 町民課 医療担当（内線259） 健康増進課 高齢者福祉担当（内線317） 

     公民館（中央公民館℡34-6840） 

・町のお金     4,638千円 

・埼玉県後期高齢者医療広域連合  

 からのお金   6,321千円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額 10,959千円 

 ｢障がいのある人もない人も、ともにいきいきと輝き、安

心して暮らせるまちづくり｣の実現に向けて、障がい者福

祉計画を策定します。 

☆だれもが安心して暮らせるまちに☆ 

・国の障がい者基本計画及び県の障がい者支援計画を基本と

するとともに、当町における障がい者の状況や前計画（平

成20年度から平成24年度）の状況等を踏まえ、障がい者の

ための施策に関する基本的な計画を策定します。 

・平成25年度から平成29年度までの５か年計画 

❏事業の概要 

○担当 ： 福祉課 障害福祉担当（内線264） 
・町のお金   2,048千円 

❍ 内訳（事業の財源） 

➲予算額  2,048千円 

➣ 障がい者福祉の推進に向けて 

  ～障がい者福祉計画の改定～ 

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 

 

・障がい者及びその家族並びに事業主に対し、就労及び雇用

に関する相談、指導、情報提供等を行うことにより、障が

い者の就労支援と雇用促進を図ります。 

・平成24年度より運営体制の強化を図ります。 

○就労支援センターでは、就労を希望する障がい者や雇用を

希望する事業主に対し、次のような支援を行います。 

 ・就労に関する相談及び情報提供 

 ・企業の開拓及び事業主に対しての諸制度の助言 

 ・職場実習等による育成訓練の実施に関する支援 

 ・就職後の実務援助、通勤援助等職場定着に必要な支援 

 ・離職の際における事業主との調整及び離職後の支援 

 ・安定した職業生活を送るための日常生活及び余暇活動の  

  支援 

 ・他の就労支援組織との連絡及び調整 

❏事業の概要 

○担当 ： 福祉課 障害福祉担当（内線264） 

・町のお金    8,560千円 

 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額  8,560千円 

☆杉戸町障がい者就労支援センター☆ 

❏事業の概要 

○担当 ： 福祉課 障害福祉担当（内線264） 

❍ 内訳（事業の財源） 

➲予算額  101,692千円 

２ みんなに優しく、思いやりのあるまち 

 重度心身障がい者に対し、生活機能の回復等必要な医療費

を助成します。 

・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.Ａ.Ｂ 

      後期高齢者医療障がい認定者 

・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」を実施しています。 
・町のお金     51,359千円 

・県からの支出金 50,333千円 

☆安心して医療が受けられるために☆ 

➣ 障がい者就労支援センターの運営体制の強化

に努めます 

➣ 重度心身障がい者の方の医療費を助成します 
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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

繰出金を１億円支出し、赤字を補てんします。 

➣ 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24年1月末現在被保険者数 14,741人（7,986世帯） 

 ・平成22年度決算 歳入   5,085,277千円    

          歳出   4,742,472千円 

 ・基金現在高（平成23年度末見込） 202,346千円 

 ・平成24年度予算 5,264,000千円 

○赤字補てんのための一般会計からの繰出金の状況 

 ・平成21年度    250,000千円 

 ・平成22年度    200,000千円 

 ・平成23年度    200,000千円 

❏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     185,622千円 

・国からの支出金   10,063千円 

・県からの支出金   45,353千円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額  241,038千円 

  （うち赤字補てん繰出金 １億円） 

特定健診を 

受けましょう！ 

・年金を請求できる年齢に達した方が増加し、年金の請求に

関する問い合せや障害年金の相談等が増加しております。 

・平成24年度より年金相談員を１名配置し、年金相談の充

実、窓口サービスの向上を図ります。 

➣ わかりやすく、ていねいな年金相談に努めます 

・年金相談員が基礎年金の請求や国民年金保険料の納付・免

除の相談に応じます。 

・国民年金保険料を未納のままで放置されますと、将来年金

が受給できないことにもなりかねません。 

・どうぞお気軽にご相談ください。 

❏事業の概要 

○担当 ： 町民課 国民年金担当（内線253） 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額  1,994千円 

２ みんなに優しく、思いやりのあるまち 

・町のお金       242千円 

・国からの支出金  1,752千円 

☆気軽に年金相談を☆ 
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杉戸町 

 

 「杉戸町次世代育成支援行動計画」を推進し、「こどもた

ちが夢や希望を持てる明るいまち、ふるさと杉戸」の実現

に向けて、町民の皆様とともに連携し、「子育て、日本

一」を目指して、各種事業に取り組みます。 

➣ 「子育て、日本一」のまちづくりを 

  めざして 

○こども医療費の支給（対象年齢の拡大）（117,295千円） 

 ・対象者：通院 平成24年５月末までは小学校就学前まで 

         平成24年６月から中学校就学前まで 

      入院 中学校就学前まで 

 

○（仮称）新児童手当の支給（746,353千円） 

 ・支給月：６月、10月、２月 

 ・支給額：３歳未満 一律15,000円、小学校終了前まで       

      第１子、第２子 10,000円、第３子以降  

      15,000円、中学校終了前まで 一律10,000円 

 

○赤ちゃんを育てている家庭にごみ袋の支給（372千円） 

 ・平成24年４月１日以降に出生した児童を育てている家庭 

  に対し、（仮称）新児童手当及びこども医療費申請時に 

  ごみ袋100枚を支給 

 

○特別保育事業費補助金の交付（17,664千円） 

 ・私立保育園３園（わかば保育園、高野台こどもの家保育    

  園、双葉保育園）に対し、延長保育促進のため補助金を 

  交付 

    

❏事業の概要 

○担当 ： 子育て支援課 子育て支援担当（内線265）・保育担当（内線268） 

・町のお金    214,463千円 

・国からの支出金 517,566千円 

・県からの支出金  149,655千円   

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額 881,684千円 

２ みんなに優しく、思いやりのあるまち 

重点 

☆「子育て、日本一」☆ 
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杉戸町 

 

❏事業の概要 

❍内訳（事業の財源） 

・私立高野台こどもの家保育園が平成25年１月に新しくオー

プンを予定しています。 

・これに伴い、定員を27名から60名に拡大します。 

・次世代育成支援行動計画の推進により、少子化の抑制及び

子育ての不安の解消を図るため、子育て支援センターを設

置します。 

・保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育需要及び保

護者の疾病等による緊急時の保育需要に対応するため、児

童の一時預り事業を実施します。 

➣ 私立高野台こどもの家保育園の運営を支援 

 します 

☆保育需要に対応します☆ 

・保育園運営業務委託（受入拡大分含む）48,302千円 

・高野台子どもの家保育園子育て支援センター事業費補助      

   1,488千円（平成25年１月から３月までの３ヶ月分） 

・一時預り事業費補助  

   1,077千円（平成25年１月から３月までの３ヶ月分） 

❏事業の概要 

○担当 ： 子育て支援課 保育担当（内線268） 

・町のお金    21,019千円 

・国からの支出金 21,018千円 

・県からの支出金  1,587千円 

・保育料      7,243千円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額  50,867千円 

２ みんなに優しく、思いやりのあるまち 

➣ 泉保育園・泉児童館・泉子育て支援センター

が新しくオープンします！  

・泉保育園・泉児童館の改築及び子育て支援センターの新設

を行い、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。 

○担当 ： 子育て支援課 保育担当（内線268） 泉児童館（℡38-2800） 

     子育て支援センター（℡37-1504） 

・建 設 地： 杉戸町大字宮前75-1 

・建設施設： 園舎等 延床面積1,338.62㎡ 

       保育園、児童館、子育て支援センターを併設 

・施設開園： 泉保育園  平成24年４月（予定） 

       泉児童館・泉子育て支援センター 

             平成24年７月（予定） 

☆新しい園舎のイメージ図☆ 

➲予算額  31,009千円 

・町のお金    28,070千円 

・国からの支出金  2,639千円 

・県からの支出金    300千円 

一部新規 

一部新規 
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杉戸町 

 

 埼玉県子育て支援特別対策事業に基づき、保育サービスの

充実を図るため、私立保育園の改築に要する費用の一部を

補助します。 

➣ 私立わかば保育園の改築を支援します 

・私立わかば保育園園舎の老朽化に伴い、平成24年度に改築

を予定しているため、補助金を交付します。 

・現在の定員60名から定員拡大を予定しています。 

・補助率は、対象事業費に対して、県が1/2、町が1/4となり

ます（残りの1/4は事業主負担）。 

 

❏事業の概要 

・町のお金      53,202千円 

・県からの支出金 106,404千円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額  159,606千円 

☆わかば保育園の改築☆ 

○担当 ： 子育て支援課 保育担当（内線268） 

２ みんなに優しく、思いやりのあるまち 

新規 
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☆特色ある教育活動！☆ 

○担当 ： 学校教育課 指導担当（内線386） 
・町のお金   6,447千円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額  6,447千円 

・外国語で積極的にコミュニケーションを図ることのできる

能力を育成するため外国語指導助手を招致します。 

・国際社会へ対応する資質を培うため、町内中学生を海外に

派遣し、海外の生活や文化に対する理解を深めます。 

➣ 外国語教育の充実と国際交流の進展をめざして 

☆国際化社会への対応☆ 

○英語指導助手招致事業  

 英語指導助手を町立中学校３校に各１名を配置、小学校６

校に２名を派遣し児童・生徒の英語活用能力を高めます。 

○中学校ホームステイ体験学習推進事業  

 杉戸町と姉妹締結都市オーストラリア・バッセルトンが交

互に交流団の派遣とホームステイの受入れを行い、国際交

流を深めます。 

○杉戸町国際交流協会への補助     

○担当 ： 学校教育課 指導担当（内線386） 住民参加推進課 国際化・交流担当（内線287） 

・町のお金   23,073千円 

・その他のお金  384千円 

 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額   23,457千円 

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こ

とで、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。 

➣ 「杉の子学び充実プラン」を推進します 

杉戸町 

 

３ 人を育む、心豊かなまち 

❏事業の概要 

❏事業の概要 

①小学校、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 

②自主学習のサポート 

 家庭学習や授業時間外の学習サポートとしてネットを利用し

たアクセス型学習ソフトを導入し、自主的な学習意欲の向上

を図ります。 
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杉戸町 

 

・普通教室に続き、平成24年度は各小・中学校の特別教室等

へ扇風機の設置を行います。 

・小・中学校の安心・安全で快適な学習環境を維持するた

め、設備校舎等の環境整備工事を行います。 

➣ 小・中学校の環境整備を実施します 

 ～特別教室等への扇風機設置など～ 

☆教室への扇風機設置☆ 

○各小・中学校特別教室等扇風機設置工事 

 ・小学校（６校） 

  27教室108台設置予定 

 ・中学校（３校） 

  23教室92台設置予定 

 

○平成24年度予定している環境整備工事 

 ・小学校  

  杉 小 体育館北側外壁塗装及び舞台裏壁改修工事 

  第三小 渡り廊下床改修工事、正面玄関舗装改修工事 

  泉 小 ブランコ改修工事 

  西 小 校舎B棟東側階段手摺設置工事 

 ・中学校  

  杉 中 第二校舎手摺設置工事 

      体育館電灯昇降機改修工事 

  広 中 プールポンプ制御盤等配線改修工事 

      体育館ハンガードア改修工事 

  東 中 外バスケットコートネットフェンス改修工事 

 

・町のお金  21,851千円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額   21,851千円 

○担当 ： 教育総務課 庶務管理担当（内線393） 

３ 人を育む、心豊かなまち 

❏事業の概要 

新規 
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杉戸町 

 

 中学校のコンピュータ教室で使用しているコンピュータの

更新を行い、最新の環境機器で学ぶことで情報化社会に対

応するための資質を養います。 

➣ 中学校コンピュータ教室のコンピュータが 

 新しくなります 

☆コンピュータ教室☆ 

 中学校コンピュータ教室コンピュータ借上料（５年リース） 

 各中学校のコンピュータ教室用コンピュータを配備します。 

 （画像転送用１台 教師用１台 生徒用40台を３校分 

  計126台配備） 

○担当 ： 教育総務課 庶務管理担当（内線393） 

・町のお金   6,784千円 

  

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額  6,784千円 

３ 人を育む、心豊かなまち 

❏事業の概要 

新規 
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杉戸町 

 

 これまで埋蔵文化財の調査をはじめ、町内に存在する文化

財の保存管理等に努めてきました。そこで、平成24年度

は、住民の文化財愛護意識の高揚を図るため、これまでの

発掘調査によって発見された遺物（考古資料）展示や、文

化財調査によって得られた新たな知見、その成果と課題等

をわかりやすく解説する各種事業を展開します。 

➣ 文化財の保存管理や情報提供に努めます 

☆発掘された馬具☆ 

○宮代町との共催による（仮称）「杉戸宿展」の開催 

 ・杉戸町 平成24年11月「記念講演会」（カルスタすぎと   

  を予定）、12月「文化財めぐり」を予定。 

 ・宮代町 平成24年10月下旬～12月下旬「資料展示」 

  （宮代町郷土資料館を予定） 

○平成25年３月頃「発掘調査報告会」と「資料展示」 

  （カルスタすぎとを予定） 

○担当 ： 社会教育課 社会教育担当（内線482） 

・町のお金       1,657千円 

・国からの支出金 1,750千円 

・県からの支出金   875千円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額  4,282千円 
・文化財保護活動事業494千円 

・発掘調査活動事業3,788千円 

３ 人を育む、心豊かなまち 

➣ エコ・スポいずみで健康づくり！ 

・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するた

め、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 

○担当 ： 社会教育課 スポーツ振興担当（内線493） 

☆エコ・スポいずみで健康づくり☆ 

➲予算額  103,886千円 

❍内訳（事業の財源） 

・町のお金  78,762千円 

・使用料   25,124千円 

❏事業の概要 

❏事業の概要 

一部新規 
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 庄内領用悪水路土地改良区が管理している根用水路につい

て、農業基盤の整備のために、改修工事費の一部を町が負

担します。 

☆根用水路の機能回復を！☆ 

・改修工事内容 

 場 所   大字鷲巣・深輪地内 根用水路 

 工事区間  350ｍ 

 改修期間  改修工事を３か年で実施予定 

  

❍内訳（事業の財源） 

○担当 ： 産業課 基盤整備担当 （内線323）  

・町のお金   3,910千円   

➲予算額   3,910千円 

❏事業の概要 

杉戸町 

 

➣ 根用水路の改修工事を行います  

４ 活力を育み、賑わいのあるまち 

新規 

４ 活力を育み、賑わいのあるまち 

➣ 「明日の農業担い手」の育成・支援を行い 

 ます 

 農業経営をめざ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。 

・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。 

☆担い手農業者を募集中です☆ 

➲予算額   1,790千円 

❍内訳（事業の財源） 

・県からの支出金  1,790千円 

○担当 ： 農業委員会事務局（内線324） 

❏事業の概要 
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杉戸町 

 

 屏風深輪地区産業団地の拡張を推進し、町の産業振興と就

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 

・産業団地パンフレット作成 

 産業団地整備計画の案内としてパンフレットを作成し配布

します。 

・地区計画策定業務 

 屏風深輪産業団地の適正な土地利用を誘導する地区計画の

内容を詳細に検討し、策定します。  

・町道2124号線道路改良整備工事設計業務 

 産業団地拡張に伴い、整備が必要となる町道の設計業務を

実施します。 

❍内訳（事業の財源） 

○担当 ： 産業団地拡張推進室（内線326）  

・町のお金   8,358千円   

➲予算額   8,358千円 

４ 活力を育み、賑わいのあるまち 

❏事業の概要 

 農業者支援の一環として、農業所得の激減、農業従事者の

減少、高齢化に対応すべく杉戸地域農業再生協議会へ農業

者戸別所得補償制度への補助金を交付し、農業の活性化を

促進します。                   

➣ 「食」と「地域」の再生に向けて 

 ～農業者戸別所得補償制度の推進～ 

☆農業の活性化を推進します☆ 

・制度内容 

 販売価格が生産費を恒常的に下回っている作物を対象に、 

 その差額を交付することにより、農業経営の安定を図りま

す。 

○担当 ： 産業課 農業活性化担当（内線322） 
・県からの支出金  600千円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額   600千円 

❏事業の概要 

新規 

重点 
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杉戸町 

 

・地域ブランドを創出する機会として、グルメイベント等を

開催します。 

・繁盛店づくりについて学ぶ研修会や、新商品の開発・宣伝

に必要な経費を助成し、商業の活性化に努めます。 

➣ 商業活性化に向けた取組みを支援します 

 

☆杉戸のグルメで町の活性化を！☆ 

①地域ブランド創出事業費補助金 

 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

ント等の開催を支援します。 

②個店経営研修費補助金 

 繁盛店となる理論・店づくりを学ぶ研修会に対し補助金を

支出し、魅力ある店づくりを支援します。 

③産・学・農連携事業費補助金 

 事業者・農業者・学校機関が連携し、新商品の開発や宣伝

に対し補助金を支出します。 

○担当 ： 商業活性化推進室（内線310） 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額   700千円 

４ 活力を育み、賑わいのあるまち 

☆個店経営の研修を開きます！☆ 

❏事業の概要 

一部新規 

・町のお金    700千円   
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杉戸町 

 

 緊急的な短期雇用の機会を創出することを目的とした埼玉

県緊急雇用創出基金市町村補助事業を活用し、雇用機会の

拡充を図ります。 

➣ 雇用の機会を創出します 

  ～県緊急雇用創出基金事業の活用～ 

☆雇用機会の拡充に努めます☆ 

○平成24年度に予定している雇用創出事業 

  

 ・南側水路樹木等美観維持業務  

   担当：都市施設整備課  

      都市計画整備担当（内線375） 

  

 ・土地家屋台帳ファイリング検索システム構築導入業務 

   担当：税務課 資産税担当（内線247） 

 

 ・地番図等デジタル化業務 

   担当：税務課 資産税担当（内線247） 

 

 ・古利根川流灯まつり大型灯篭作成業務   

   担当：産業課 商工担当（内線308） 

 

 ・消費者保護事業業務  

   担当：産業課 商工担当（内線308） 

 

・県からの支出金 55,260千円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額  55,260千円 

4 活力を育み、賑わいのあるまち 

❏事業の概要 
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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に杉戸町のマ

スコットキャラクター「すぎぴょん」を活用することで、

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を行います。 

・現在、着ぐるみ２体を貸出ししています。 

・平成24年度はマスコットキャラクター製品を作成し、頒布

することでＰＲを図っていきます。 

○担当 ： 産業課 商工担当（内線308） 

・町のお金     236千円 

・マスコットキャラクター関係 

 頒布代     805千円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額  1,041千円 

４ 活力を育み、賑わいのあるまち 

➣ 「宣伝大使 虻ちゃん」で町を全国にＰＲ！ 

 杉戸町宣伝大使を通じて、町の観光資源や旬な情報を発信

し、町のイメージアップや認知度の向上を図ります。 

・平成22年に「町の魅力、ＰＲと知名度アップを図ってい

く」ためにＴＶ等に出て発信する機会が多く、杉戸にゆか

りのあるお笑いタレント「北陽」の虻川美穂子
あぶかわ みほこ

さんを杉戸

町宣伝大使として任命しました。 

・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。 

○担当 ： 産業課 商工担当（内線308） 

☆宣伝大使の虻川さん☆ 

➲予算額   630千円 

・町のお金         630千円 

❍内訳（事業の財源） 

❏事業の概要 

❏事業の概要 
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５ 安心・安全で、やすらぎのあるまち 

・自然災害の発生は防ぐことはできないため、災害発生後の

被害を最小限にとどめるよう、地域の防災体制の充実・強

化に努め、総合的な防災対策を推進します。 

・東日本大震災を受け、国や県の防災計画の見直しにあわせ

杉戸町地域防災計画の修正を行います。 

➣ いつか来る「その日」に備えて 

  ～防災体制の充実・強化～ 

☆個人でも防災対策を☆ 

○防災行政無線移動系無線更新事業（3,516千円） 

 ・防災行政無線のうち移動系無線の更新を行います。 

○防災資機材購入事業（2,151千円） 

 ・避難所用の給水槽（１ｔ）を17基購入します。 

○水道企業会計耐震性貯水槽等維持管理事業（6,524千円） 

 ・町内４ヶ所ある耐震性貯水槽の維持管理経費として、水 

  道企業会計へ負担金を支出します。 

○一時集合避難場所看板の修繕事業（884千円） 

 ・町内に設置した｢避難場所｣看板について、計画的に修繕  

  を行います（平成24年度は16か所修繕）。 

○杉戸町自主防災組織への補助事業（1,600千円） 

 ・地域防災力の向上のため、自主防災組織が行う活動に要 

  する経費の一部を補助します。 

○杉戸町役場第１庁舎耐震補強事業（2,391千円） 

 ・耐震診断を行った結果、屋上に設置している高架水槽と 

  庁舎壁の一部が倒壊の恐れがあるため、耐震補強を行い 

  ます。 

○既存木造住宅の耐震診断や耐震改修工事の補助事業（1,700千円） 

 ・既存木造住宅耐震診断補助金     １件５万円上限 

 ・既存木造住宅耐震改修工事費補助金 １件40万円上限 

❏事業の概要 

○担当 ： 住民参加推進課 防災担当（内線284） 財産管理課 財産管理担当（内線273） 

     建築課 開発建築指導担当（内線343） 

・町のお金     16,546千円 

・国からの支出金    274千円 

・水道企業会計からの負担金 

          1,946千円 

 

❍内訳（事業の財源） 

杉戸町 

➲予算額  18,766千円 

 

５ 安心・安全で、やすらぎのあるまち 

重点 
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 平成25年４月の常備消防広域化時における消防業務を円滑

にするため、各署のＯＡネットワークを整備します。 

➣ 消防体制の充実・強化を図ります 

  ～消防広域化の推進～ 

☆常備消防広域化！☆ 

 消防広域化第７ブロック協議会（久喜市、加須市、幸手

市、白岡町、杉戸町、宮代町の３市３町で構成）で現在進

められている常備消防広域化に備え、新消防局と各消防署

間におけるＯＡネットワークの整備を行います。 

○担当 ： 消防本部 総務担当 ℡33-0119 ・町のお金   10,436千円  

❍内訳（事業の財源） 

杉戸町 

➲予算額  10,436千円 

 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）は、救命率の向上を目的と

して消防隊や各公共施設に設置し、安心・安全な社会環境

の形成に寄与します。                  

➣ 公共施設などのＡＥＤ（自動体外式除細動器）

が新しくなります 

 ☆救急活動支援の充実！☆ 

・救急活動による救命率向上のため、平成24年度は消防車等

に積載しているＡＥＤ３台を更新し、救急隊と消防隊が協

力して救急活動支援を行います。 

・平成18年度より各公共施設へ計画的にＡＥＤを整備し、平

成24年度は更新を進めます。また、ＡＥＤの普及啓発活動

として各種団体や中学校等への講習を行っています。 

○担当 ： 消防本部 警防担当 ℡33-0119 ・町のお金       3,880千円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額   3,880千円 

  

５ 安心・安全で、やすらぎのあるまち 

☆AEDの配備と講習を実施！☆ 

❏事業の概要 

❏事業の概要 

重点 
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杉戸町 

 

・全国的に自転車同士の事故や、自転車対歩行者の事故など

自転車のマナー違反による事故が多発している状況です。 

・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

めざします。 

➣ 自転車利用者のルール・マナーの向上を 

 めざして 

・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。開催日時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     294千円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額   294千円 

 下校時や夜間外出時の防犯対策のため、引き続き防犯灯の

新設及び維持管理に努めます。 

➣ 犯罪等のないまちづくりを推進します 

  ～防犯灯の新設・維持管理～ 

☆球切れの防犯灯は教えてね☆ 

○既存の防犯灯約3,770灯の維持管理 

 ・防犯灯の球切れ交換など 

○防犯灯の設置工事（新設等） 

❏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   16,915千円  

 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額  16,915千円  

５ 安心・安全で、やすらぎのあるまち 

☆危ない！自転車の運転は 

  気をつけて！☆ 
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杉戸町 

 

・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。 

➣ 安心・安全な消費生活をめざして 

  ～消費生活相談の強化～ 

☆お気軽に、ご相談を☆ 

・平成24年度は消費生活相談を従来の月４回（年48回）から

週２回（年102回）に回数を増やします。 

・平成24年度より毎週火曜日と木曜日の10時から16時まで消

費生活相談を実施します（毎週月曜日と水曜日は、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、下記担当までお問い合わせくださ

い。また、埼玉県が実施している生活相談を受けることも

できます。 

○担当 ： 産業課 商工担当（内線308） 

・町のお金        437千円  

・県からの支出金  2,913千円 

 ※28ページ表記の県緊急雇用 

 創出基金事業を活用 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額  3,350千円  

５ 安心・安全で、やすらぎのあるまち 

❏事業の概要 
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杉戸町 

 

 東武動物公園駅東口に通じる幹線道路ですが、車道の幅員

や歩道の幅員が狭く、一部の区間では、歩道が未整備と

なっています。交通安全上、大変危険であるため、安全で

快適な交通環境を整備し、駅周辺の中心市街地の活性化に

寄与できるよう、本路線の整備を推進します。 

➣ 東武動物公園駅東口通り線の今後の整備の 

 あり方を検討します 

☆東武動物公園駅東口通り線☆ 

・検討業務は、杉戸町と宮代町が共同で実施し、平成24年度

は、杉戸町が主体となり検討業務を実施します。 

・事業の合意に向けた取組みとともに商店街活性化策の具体

的な内容を検討するため、事業手法に関係する地権者など

の理解を深め、商店街活性化に向けたルール作りや将来像

について、道路整備と一体となって検討するワークショッ

プを実施します。 

❏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    2,500千円 

・宮代町からの負担金 

         2,500千円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額  5,000千円 

５ 安心・安全で、やすらぎのあるまち 
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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

今後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、設計調査業務等を実施します。 

➣ 圏央道などへのアクセスを改善 

 ～町道Ⅰ級５号線の改良事業の推進～ 

☆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 

・事 業 内 容    道路改良詳細設計、地質調査、 

          物件移転補償調査、用地購入 

          用地購入に伴う不動産鑑定 

❏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    6,637千円 

・県からの支出金 11,330千円  

・幸手市からの負担金   

          4,853千円  

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額  22,820千円 

 橋りょう長寿命化修繕計画策定に伴う橋りょう点検業務委

託を実施します。 

➣ 橋りょうの安全点検を行います 

  ～橋りょう長寿命化修繕計画策定に伴う 

   安全点検～ 

☆埼葛広域農道（鹿島橋）☆ 

・橋りょう長寿命化修繕計画策定に伴う橋りょう点検業務の

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定期点検業務の実施 

❏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     8,730千円 

・県からの支出金 10,285千円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額   19,015千円 

５ 安心・安全で、やすらぎのあるまち 

重点 

一部新規 
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杉戸町 

 

・道路の安全性向上を図るため、通常の舗装補修工事のほ

か、平成24年度は社会資本整備総合交付金を利用した舗装

補修工事等を実施します。 

・豊岡地区緑ヶ丘団地（１班）内の雨水対策を実施します。 

➣ 安全な道づくりや雨水対策事業を実施します 

  

① ・町道名  町道756号線 

  ・場 所  高野台西１丁目地内 

  ・延長等  延長260ｍ 幅15ｍ 

  ・事業内容 舗装補修修正設計業務、舗装補修工事 

   <事業スケジュール> 

   平成24年度 舗装補修修正設計業務 延長260ｍ 幅15ｍ 

         舗装補修工事 延長145ｍ 幅15ｍ 

   平成25年度 舗装補修工事 延長115ｍ 幅15ｍ（予定） 

② ・町道名  町道Ⅰ級９号線 

  ・場 所  大字堤根地内 

  ・延長等  延長580ｍ 幅6.7ｍ 

  ・事業内容 舗装補修工事 

③ ・町道名  町道Ⅱ級21号線 

  ・場 所  大字倉松地内外 

  ・延長等  延長400ｍ 幅7.0ｍ 

  ・事業内容 舗装補修工事詳細設計業務 

④ ・場 所  豊岡地区 緑ヶ丘団地（１班） 

  ・延 長  延長83ｍ  

  ・事業内容 雨水排除施設整備工事 

        バイパス管設置 

        集中桝４基設置 

        ポンプ設置 

❏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    61,220千円 

・県からの支出金 18,480千円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額  79,700千円 

☆町道756号線（高野台駅西口周辺）☆ 

５ 安心・安全で、やすらぎのあるまち 

新規 
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杉戸町 

 

・町内巡回バスは、平成６年から公共施設の利用促進を図る

ため運行を開始し、今では年間２万５千人以上の方に利用

されています。 

・今後も皆さんの交通手段の一つとして、また、バス利用者

の方々のコミュニティづくりのきっかけとして運行の継続

を行い、より多くの方に利用していただけるよう努めてい

きます。 

➣ 町内巡回バスの利用がいっそう便利に 

 なります！ 

☆町内巡回バス｢あいあい号｣

・町内巡回バスの停留所を７か所増やし、また、停留所の移

設を３か所行い、利便性の向上に努めます。 

・回数券の導入を予定しており、より利用しやすい環境を整

えます。 

 ※現在、南コースと北コースを１日５便ずつ運行しております 

  が、平成24年５月頃から４便に変更する予定です。 

❏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    12,116千円 

 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額  12,116千円 

５ 安心・安全で、やすらぎのあるまち 

一部新規 
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６ 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適切な維持管理、延命

化を図るため、焼却施設の改修工事を行います。 

・施設の長寿命化を図り、性能水準を維持した安定したごみ

焼却を行うために平成24年度から平成38年度までにおける

長期施設整備計画を策定しました。 

➣ 環境センターの適切な整備・改修に努めます 

☆施設の長寿命化を図ります☆ 

・杉戸町環境センター長期施設整備計画に基づき、焼却施設

の整備・改修を行います。 

・平成24年度から平成38年度までの整備事業費の総額は

1,812,700千円見込んでいます。 

❏事業の概要 

○担当 ： 環境課 廃棄物資源担当（℡38-0401） 

・町のお金      83,131千円 

・幸手市からの負担金 

          96,416千円 

❍内訳（事業の財源） 

杉戸町 

➲予算額  179,547千円 

 

・杉戸町環境基本計画は、平成15年３月に策定し、計画期間

が平成15年度から平成34年度までの20年間となっておりま

す。 

・この計画は５年ごとに見直し、平成24年度で第２期が終了

するため、平成25年度から平成29年度までの第３期分の計

画策定を行います。 

・地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、新たに地球

温暖化対策実行計画を策定します。 

➣ よりよい環境を将来の世代に引き継ぐために 

  ～環境基本計画等の改定等～ 

☆地球温暖化を防ごう☆ 

 杉戸町がめざす環境の実現に向けて、杉戸町環境基本計画

の見直し及び地球温暖化対策実行計画の策定を職員直営で

行う予定です。 

 ※予算額は、印刷製本費代になります。 

❏事業の概要 

○担当 ： 環境課 環境政策担当（℡38-0401） 

・町のお金      137千円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額     137千円 

６ 快適で、ゆとりのあるまち 

新規 

重点 
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杉戸町 

 

６ 快適で、ゆとりのあるまち 

・合併処理浄化槽はし尿と生活雑排水を個別にまとめて処理

する浄化槽で、従来のし尿処理のみを処理する単独浄化槽

に比べて、河川等の汚濁を軽減する効果があります。 

・この合併処理浄化槽の設置を促進するため、補助金を交付

します。 

➣ 川に愛着を持ち、ふるさとを実感できるため

に ～合併処理浄化槽の設置促進～ 

☆合併処理浄化槽に転換を☆ 

❏事業の概要 

○担当 ： 環境課 生活環境担当（℡38-0401）） 

・町のお金     1,854千円 

・国からの支出金  2,300千円 

・県からの支出金  4,250千円 

 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額   8,404千円 

 下水道処理（計画）区域外で、単独処理浄化槽から合併処

理浄化槽への転換を行う方に対して、杉戸町合併処理浄化

槽設置整備事業奨励補助金交付要綱に基づき、補助金を交

付します。 

  

➣ 太陽光発電システムを設置する家庭を応援 

 します！ 

・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。 

❏事業の概要 

○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 

○担当 ： 環境課 環境政策担当（℡38-0401） 

☆地球に優しい太陽光発電☆ 

➲予算額    2,000千円 

❍内訳（事業の財源） 

・町のお金     2,000千円 
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杉戸町 

 

・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渠整備を行います。 

・公共下水道事業特別会計に対し、財源の不足を補てんする

ために一般会計から繰出金を支出しており、公共下水道事

業の安定的な運営に努めています。 

➣ 高野団地の下水道整備に向けて汚水幹線を 

 整備します 

☆マンホールを設置しています☆ 

・下水道区域の拡大に向けて、平成24年度は県道下高野・杉

戸線の和戸橋周辺約720ｍについて、杉戸第１-３汚水幹線

築造工事を行います。 

・管渠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。 
・町のお金     318,849千円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額 318,849千円 
  （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 

❏事業の概要 

 杉戸西近隣公園のテニスコートについては、昭和61年から

の供用開始以来、多くの方々に利用されていますが、近年

全体的にヒビ割れや凹凸が多々みられ、利用者の方にご不

便をかけていることから、新たに人工芝コート（オム二

コート）に全面改修を行います。 

➣ 杉戸西近隣公園のテニスコートが新し

くなります 

☆杉戸西近隣公園テニスコート☆ 

○事業内容 

 ・テニスコート改修工事設計業務 

 ・テニスコート改修工事 

○改修内容 

 ・杉戸西近隣公園テニスコートを既存のハードコートから

人工芝コート（オム二コート）に全面改修 

 ・面積 2,660㎡（４面）  

❏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    22,520千円 

・県の支出金   13,600千円 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額  36,120千円 

重点 

新規 

○担当 ： 上下水道課 経営総務担当 ℡37-1232 
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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みを通じて、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。 

・体育施設として供用している多目的グラウンドの維持管理

を行います。 

➣ 水辺のふれあいと憩いの空間をつくります 

  ～水辺再生事業の推進～ 

☆ビオトープのイメージ☆ 

○担当 ： 都市施設整備課 道路治水担当（内線379） 

     社会教育課 スポーツ振興担当（内線493） 

・町のお金     1,389千円 

・幸手市からの負担金 361千円 

 

 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額   1,750千円 

・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を行いました。

平成24年度はビオトープ周辺の除草作業を行うなど、適切

な維持管理を行います。 

・多目的グラウンドの維持管理を行います。 

☆大島新田調節池水辺再生計画イメージ図☆ 

❏事業の概要 

一部新規 
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杉戸町 

 

 南側水路の整備済箇所及び調整区域内の未整備部分につい

て、快適な生活環境づくりのため適切な維持管理を行いま

す。 

➣ 南側水路の適切な維持管理に努めます 

☆南側水路☆ 

・南側維持管理事業としてフェンス改修及び護岸改修工事等

を行います。 

・大字堤根地内の約230ｍ区間において、土砂等の堆積によ

り水の流れが阻害され、近隣住宅の排水に支障をきたして

いるため、浚渫工事を行います。 

○担当 ： 都市施設整備課 都市計画整備担当（内線375） 

・町のお金     16,904千円 

・県からの支出金  14,661千円 

 ※28ページ表記の県緊急雇用創出  

 基金事業を活用 

❍内訳（事業の財源） 

➲予算額  31,565千円 

6 快適で、ゆとりのあるまち 

❏事業の概要 
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Ⅲ 平成２４年度特別会計予算の概要 

杉戸町 

➣  概要 

    【会計区分】         【予算額】            （伸び率）          頁 

  

１ 国民健康保険特別会計 

          5,264,000千円     6.3％     44 

 

２ 後期高齢者医療特別会計 

              334,553千円     10.0％     45 

 

３ 介護保険特別会計 

          2,354,452千円     9.1％     46 

 

４ 公共下水道事業特別会計 

            1,077,709千円     10.3％     47 

 

５ 水道事業会計 

          1,517,042千円    ▲15.6％     48 

 

  

〔特別会計合計〕   10,547,756千円        3.5% 
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杉戸町 

 １ 国民健康保険特別会計 

（１）予算額 

○ 52億6,400万円（対前年度比 6.3％） 

（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 

○ いわゆる「団塊の世代」の方々の退職により、被保険者が増加傾向にあるため、前年度と

比較すると、歳入では国民健康保険税が0.4％の増となっています。また、歳出では、保険

給付費が3.3％の増を見込みました。 

 

○ 主な歳入の内容につきまして、国民健康保険税11億840万２千円、国・県支出金14億1,725

万５千円、前期高齢者交付金14億9,037万円、共同事業交付金６億4,688万３千円及び繰入金

２億4,103万９千円などです。 

 

○ 主な歳出の内容としては、保険給付費34億5,584万２千円、後期高齢者支援金等７億3,060

万４千円、介護納付金２億9,253万８千円、共同事業拠出金６億9,799万７千円、保健事業費

（特定健診・特定保健指導を含む）4,683万７千円及び事業の管理運営のために必要な経費

などです。 
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杉戸町 

 ２ 後期高齢者医療特別会計 

（１）予算額 

○ ３億3,455万３千円（対前年度比 10.0％） 

（２）目的 

（３）概要及び事業内容 

○ 主な歳入の内容につきましては、後期高齢者医療保険料２億6,888万８千円、繰入金6,465

万３千円です。 

 

○ 主な歳出としては、後期高齢者医療広域連合納付金３億2,887万２千円です。 

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

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

け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。 
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杉戸町 

 ３ 介護保険特別会計 

（１）予算額 

○ 23億5,445万２千円（対前年度比 9.1％） 

（２）目的 

（３）概要及び事業内容 

○ 老後の最大の不安要因のひとつである介護を、社会全体で支える仕組みである介護保険制

度の適正な運営を行い、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。  

○ 平成24年度は、第５期介護保険事業計画の初年度となります。 

 

○ 歳入のうち、第１号被保険者保険料では、賦課人数の増加により６億36万６千円となり、

前年度と比較して１億853万７千円、22.1％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9.9％増の４億2,149万４千

円、支払基金交付金は5.3％増の６億6,518万円、県支出金は7.5％増の３億4,144万８千円と

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、2.5％減の

３億2,567万４千円となっています。 

 

○ 一方、歳出予算の根幹をなす保険給付費については、22億6,676万２千円を計上し、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、23.9％増の２億243万１千円となっています。 

 

○ また、居宅介護サービス計画給付費では、前年度の実績から41.2％増の１億2,176万４千

円を計上しました。 

 

○ 介護予防事業を推進する地域支援事業費については、5,429万９千円を計上し、前年度と

比較して3.4％の増となっています。介護予防対策である二次予防事業費では、7.1％減の

988万３千円、一次予防事業費では3.5％増の1,706万８千円となりました。 
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杉戸町 

 ４ 公共下水道事業特別会計 

（１）予算額 

○ 10億7,770万９千円（対前年度比 10.3％） 

（２）目的 

（３）概要及び事業内容 

○ 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24年度当初予算においては、前年度と比較して１億105万９千円（10.3%増）の増額予算と

なっており、主な事業としては、下水道区域拡大のため、下高野地区内の汚水幹線の整備を予定

しています。 

 

○ また、平成23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 

 ５ 水道事業会計 

（１）予算額 

○ 15億1,704万2千円（対前年度比 ▲15.6％） 

（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24年度の杉戸町水道事業は、給水戸数18,200戸、年間総給水量5,808,000㎥、一日

平均給水量15,912㎥を業務予定量としています。 

 

  収入は、節水志向による水需要の減少により、前年度比1.0％減の給水収益としまし

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、第三配水場No.１配水池耐震化及び内部改修工事を実施し、

施設の耐震化整備を推進し安定供給に努めます。 

 

収益的支出では10億5,336万８千円を、資本的支出では４億6,367万４千円を計上しまし

た。 

 

○ 第三配水場No.１配水池耐震化及び内部改修工事   9,602万８千円 
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