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平成25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３年目を迎えます。地方分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２５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２５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２５年４月 
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平成２５年度予算のポイント 

➣  平成２５年度予算のポイント 

杉戸町 

我が国の社会経済は、東日本大震災と原発事故を契機とした深刻なエネルギー制約、

少子高齢化の進行、長期にわたる景気の低迷といった様々な困難に直面し、社会には閉

塞感が広がっています。 

昨年末の総選挙により政権交代が行われ、新政権においては、経済再生を中心とする

今後の政治の方向性が示されたところです。また、地方財政を取り巻く大きな環境変化

として、「社会保障と税の一体改革関連法」の成立が挙げられます。同改革の着実な実

施により、社会保障の安定財源の確保と財政健全化の同時達成への第一歩を踏み出すこ

ととなります。 

一方、本町の財政状況についてですが、平成２３年度決算は前年度に引き続き、実質

単年度収支の黒字を維持したほか、外形的には、負債残高、基金残高及び各種財政指標

についても、おおむね改善が見られています。しかし、財政運営の根幹を成す町税収入

等の自主財源が低下し、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、自立

的な行財政運営が厳しい状況になりつつあります。 

平成２５年度予算はこのような認識に立ち、財政の健全性の堅持に配慮しつつ、住民

参加によるまちづくりを基本に、「子育てが好きになるまちづくり」を推進する施策

や、高齢者等が地域社会に積極的に参加できる「心も体も健康に、生きがいのまちづく

り」を推進する施策、さらには、地域防災体制のさらなる充実・強化を志向した「安

心・安全なまちづくり」を推進する施策を中心に、限りある財源を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、近い将来のまちの姿を見据えた施策・事務事業を展開

してまいります。 
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Ⅰ 平成２５年度一般会計予算の規模 

➣  平成２５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 
昨年度の決算から引

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。 

増減率 伸び率

一般会計 11,720,000 11,435,000 285,000 2.5

一般会計　計 11,720,000 11,435,000 285,000 2.5

国民健康保険特別会計 5,619,000 5,264,000 355,000 6.7

後期高齢者医療特別会計 365,400 334,553 30,847 9.2

介護保険特別会計 2,556,967 2,354,452 202,515 8.6

公共下水道事業特別会計 920,667 1,077,709 ▲ 157,042 ▲ 14.6

水道事業会計 1,386,973 1,517,042 ▲ 130,069 ▲ 8.6

特別会計　計 10,849,007 10,547,756 301,251 2.9

合　計 22,569,007 21,982,756 586,251 2.7

会　計　名

（単位：千円、％）

比較増減
25年度予算額 24年度予算額

増減額 伸び率

町税 5,231,995 5,100,861 131,134 2.6

譲与税・交付金 631,000 654,000 ▲ 23,000 ▲ 3.5

地方交付税 1,754,000 1,770,000 ▲ 16,000 ▲ 0.9

分担金及び負担金 414,801 476,969 ▲ 62,168 ▲ 13.0

使用料及び手数料 244,199 255,103 ▲ 10,904 ▲ 4.3

国庫支出金 959,878 860,563 99,315 11.5

県支出金 653,871 854,157 ▲ 200,286 ▲ 23.4

繰入金 438,047 183,432 254,615 138.8

繰越金 150,000 150,000 0 0.0

町債 889,000 760,000 129,000 17.0

その他 353,209 369,915 ▲ 16,706 ▲ 4.5

合　計 11,720,000 11,435,000 285,000 2.5

比較増減

（単位：千円、％）

区　分 25年度予算額 24年度予算額

繰越金

150,000 1.3%
その他

353,209 3.0%

町債

 889,000  7.6%

県支出金
653,871 5.6%

繰入金

438,047 3.7%

国庫支出金

959,878   8.2%

使用料及び手数料

244,199   2.1%
地方交付税

1,754,000  15.0%
分担金及び負担金
414,801   3.5%

譲与税・交付金

631,000

5.4%

町税

5,231,995

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

る支援や保育所の運営などに

使うお金です。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 135,271 134,856 415 0.3

総務費 1,443,812 1,330,623 113,189 8.5

民生費 3,862,420 3,888,652 ▲ 26,232 ▲ 0.7

衛生費 1,376,243 1,407,295 ▲ 31,052 ▲ 2.2

労働費 3,577 3,578 ▲ 1 0.0

農林水産業費 128,484 109,838 18,646 17.0

商工費 119,607 123,842 ▲ 4,235 ▲ 3.4

土木費 1,037,701 832,705 204,996 24.6

消防費 772,480 762,932 9,548 1.3

教育費 1,737,696 1,730,387 7,309 0.4

公債費 1,081,037 1,089,988 ▲ 8,951 ▲ 0.8

その他 21,672 20,304 1,368 6.7

合　計 11,720,000 11,435,000 285,000 2.5

区　分 25年度予算額 24年度予算額
比較増減

土木費

1,037,701  8.9%

農林水産業費

128,484  1.1%

労働費

 3,577   0.0%

消防費

772,480   6.6%

教育費

1,737,696  14.8%

公債費

1,081,037  9.2%
その他

 21,672   0.2%
議会費

 135,271   1.2%

総務費

 1,443,812  12.3%

商工費

 119,607  1.0%

衛生費

1,376,243  11.7%

民生費

3,862,420  33.0%
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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

等の給与や各種委員の

報酬に使うお金です。 
 

○扶助費 
 障がい者・高齢者・

子どもなどの福祉に使

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 
 消耗品費や光熱水費

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

 人件費 2,723,384 3,382,656 ▲ 659,272 ▲ 19.5

 扶助費 1,925,240 1,837,343 87,897 4.8

 公債費 1,081,023 1,089,978 ▲ 8,955 ▲ 0.8

義務的経費計 5,729,647 6,309,977 ▲ 580,330 ▲ 9.2
 普通建設事業費 880,002 812,684 67,318 8.3

投資的経費計 880,002 812,684 67,318 8.3

 物件費 2,495,003 2,516,340 ▲ 21,337 ▲ 0.8

 維持補修費 110,402 111,747 ▲ 1,345 ▲ 1.2

 補助費等 1,142,793 437,708 705,085 161.1

 繰出金 1,331,980 1,217,740 114,240 9.4

 その他 30,173 28,804 1,369 4.8

その他の経費計 5,110,351 4,312,339 798,012 18.5

合　計 11,720,000 11,435,000 285,000 2.5

比較増減
区　分 25年度予算額 24年度予算額

 その他

30,173   0.3% 繰出金

1,331,980   11.4%

 補助費等

 1,142,793   9.8%

 維持補修費

110,402   0.9%

 物件費

2,495,003  21.3%
 普通建設事業費

880,002  7.5%

公債費

1,081,023  9.2%

 人件費

2,723,384  23.2%

 扶助費

1,925,240  16.4%
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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☆ ○まちづくり懇談会の実施  

 ・町政に関する各種情報を提供し、町民のみなさまからの 

  意見や発想を町政に反映させるために実施します。 

 ・特定の課題について、必要に応じて、個別に町民のみな 

  さま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 

杉戸町 

➲予算額    275千円 

 町民のみなさまのご意見を町政運営に取り入れるため、町

の主要事業について外部評価を実施します。 

➣ 町民のみなさまの視点に立った行財政運営を 

 めざします 

 ～外部評価の実施～ 

☆町民による政策点検☆ 

○外部評価の実施  

 町では、第５次杉戸町総合振興計画に基づき、３年度間の

具体的な主要事業を示す「実施計画」を作成しています。

この「実施計画」の達成度等について、総合振興審議会委

員による外部評価を行います。評価結果は町長に報告さ

れ、今後の行財政運営の参考とします。 

❏事業の概要 

【担当】 政策財政課 政策行革担当（内線209） 

・町のお金     723千円 

➲予算額   723千円 

Ⅱ 平成２５年度一般会計予算における主要事業 

財源は 

財源は 
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１ 人をつなぎ、語らいのあるまち 

 町民のみなさまが自主的に取り組む公益性の高いまちづく

り活動に対して、町が支援を行います。 

➣ (仮称）自治基本条例を制定します 

❏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     644千円 

 

杉戸町 

➲予算額   644千円 

 

重点 

☆協働のまちづくりをめざして☆ 

○みんなでつくるまちづくりの支援 

 ・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。 

 ・応募のあった事業について、公募の委員等による審査を   

した上、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、10万円を限度に助成しま   

す。 

❏事業の概要 

・町のお金    3,600千円 

➲予算額  3,600千円 

➣ みんなでつくるまちづくりのために 

・住民検討委員会による内容の検討をふまえ、杉戸町として

の自治の基本理念や原則を定めた（仮称）自治基本条例を

制定します。 

・（仮称）自治基本条例は町民のみなさま、町議会及び行政

が協働してまちづくりを進めるための指針となります。 

○（仮称）自治基本条例の制定 

 昨年度から引き続き住民検討委員会を開催し、様々な意見

をいただきながら、当町にふさわしい条例の制定をめざし

ます。 

 平成25年度 住民検討委員会、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 （仮称）自治基本条例の施行  

【担当】 住民参加推進課 住民生活担当（内線283） 

財源は 

財源は 

☆音楽によるまちづくり☆ 
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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一原子力発電所の事故に

より、福島県富岡町（当町と友好都市提携）等から杉戸町

へ避難されている方々に対し、引き続き支援を実施しま

す。 

➣ 福島県富岡町等のみなさまを 

 支援します 

☆富岡町の美しい桜並木☆ 

○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 1,915千円    

○杉戸町の小・中学校に通う被災児童・生徒の就学援助費 

  391千円  

❏事業の概要 

【担当】 住民参加推進課 交通防災担当（内線288) 

     学校教育課 学務担当（内線390） 
・町のお金         3千円 

・県からの支出金  2,303千円 

杉戸町 

➲予算額  2,306千円 

 差別を許さない社会を作るため、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。 

➣ 差別を許さない社会をめざして 

○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 

○人権作文発表会、人権教育講演会の開催 

❏事業の概要 

【担当】 社会教育課 社会教育担当（内線482） 

・町のお金     948千円 

 

➲予算額   948千円 

財源は 

財源は 

☆人権作文発表・心のふれあい講演会☆ 

重点 
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１ 人をつなぎ、語らいのあるまち 

・仕事と子育てが両立できる働きやすい環境づくりのため

に、女性の再就職支援セミナーを杉戸町で開催します。 

・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や研修を実施し、ＤＶ被

害のない社会をめざします。 

➣ 男女共同参画社会の実現をめざして 

○埼玉版ウーマノミクスプロジェクト事業の開催（埼玉県主

催事業） 0千円 

○デートＤＶ予防プログラム（中学生及び保護者等を対象）

を実施 60千円 

○ＤＶ被害者支援研修を実施 50千円 

❏事業の概要 

【担当】 人権・男女共同参画担当（内線217） 

・町のお金      110千円 

 

杉戸町 

➲予算額  110千円 

・たくさんの方々、特に日本の未来を担う子どもたちに来場

してもらうことで、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た平和企画展を

開催します。 

・過去の戦争の悲惨さを風化させず、平和の尊さを後世に伝

えることを目的として、平和見学会を実施します。 

➣ 平和祈念事業を実施します 

○平和企画展「マーシャルはいま」の開催 60千円 

 核兵器や放射能汚染の恐ろしさや根絶への重要性を改めて

知ってもらうため、過去に太平洋核実験場となり、現在は

世界文化遺産に登録されているマーシャル諸島の暮らしを

テーマとした写真パネルを展示した企画展を開催します。 

○平和見学会の実施 95千円 

 平和についての意識を高めるため、戦争関連等の施設見学

会を実施します。 

❏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     155千円 

 

➲予算額  155千円 

☆女性に対する暴力をなくそう☆ 

一部新規 

財源は 

財源は 

重点 

☆戦争のない平和な世界を☆ 

新 
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２ みんなに優しく、思いやりのあるまち 

杉戸町 

 

２ みんなに優しく、思いやりのあるまち 

 健康づくりに関する意識を高めるため、各種健康に関する

事業を展開し、元気でいきいきとしたまちづくりをめざし

ます。 

➣ みんなが健やかに 

 ～すぎとチャレンジ事業～ 

○「すぎとチャレンジ事業」の実施  

 ・すぎと健康フェスタ2013の開催 16千円 

 ・いきいき健康のつどい inすぎと 0千円 

 ・チャレンジ日光街道健康ウォーキングスタンプラリー 8千円 

 ・すぎと健康マイスターの任命 292千円 

 ・知ってほしい健康のことキャンペーン 539千円 

 ・健康チェックシートの全家庭への配布 247千円 

❏事業の概要 

【担当】 健康支援課（℡34-1188） 
・町のお金     1,102千円 

➲予算額   1,102千円 

新規 

財源は 

・健康管理システムの導入により、がん検診の受診率向上を図

り、町民のみなさまが健康で暮らせるまちをめざします。 

・各種がん検診を実施するとともに、がんに関する正しい知識

をお伝えすることで、がんの早期発見・治療につなげます。 

➣ がん撲滅をめざして 

 ～検診無料クーポン券の送付も～ 

○集団検診の実施（各種がん） 16,990千円 

 保健センターで集団検診を実施します。 

○個別検診の実施（子宮頸（けい）がん及び乳がん） 3,797千円 

 町内の指定医療機関での個別検診が可能です。 

○無料クーポンの送付 16,622千円 

 （子宮頸（けい)がん、乳がん及び大腸がん） 

 特定年齢の対象者に検診無料クーポン券を送付します。 

※日程等は、広報すぎとや町ホームページなどでお知らせします。 

❏事業の概要 

【担当】 健康支援課（℡34-1188） 

・町のお金     26,983千円 

・国からの支出金  8,309千円 

・個人からの負担金 2,117千円 

➲予算額   37,409千円 

☆早期発見・治療を☆ 

財源は 

一部新規 

☆適度な運動で健康管理☆ 

新 

新 
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杉戸町 

 

２ みんなに優しく、思いやりのあるまち 

・妊婦や胎児の健康を守るため、妊婦健診を実施し、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～ 

○妊婦健康診査の実施  

 ・母子健康手帳の交付時に、受診券・助成券を交付し、定 

  期的な妊婦健診の受診ができるようにします。 

 ・妊婦健診の主な内容 

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 

❏事業の概要 

【担当】 健康支援課（℡34-1188） 

・町のお金     22,241千円 

・県からの支出金   9,857千円 

➲予算額  32,098千円 

☆           ☆ 
お母さんと 

健やかな赤ちゃんのために 

財源は 

➣ 赤ちゃんと子どもたちの健やかな

成長のために 

・身体の発達が未熟のままで生まれ、入院を必要とする方に

対して、その治療に必要な医療費の一部を負担します。 

・各種事業で乳幼児の子育てを支援します。 

❏事業の概要 

○未熟児養育医療費の助成 3,000千円 

 ・対象：満１歳未満の養育医療の対象となる未熟児 

 ・内容：指定養育医療機関において、入院治療を受けた場 

     合、その医療費の一部を町が負担します。 

○ママパパ教室や離乳食教室の開催 141千円 

○乳幼児健全発達事業 2,140千円 

 必要に応じて、個別相談及び集団教室を開催します。 

【担当】 健康支援課（℡34-1188）  

・町のお金      3,023千円 

・国からの支出金   1,500千円 

・県からの支出金   750千円 

・個人の負担金     7千円 

・その他のお金     1千円 

➲予算額   5,281千円 

財源は 

☆早く大きくな～れ☆ 

一部新規 

新 
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杉戸町 

 

２ みんなに優しく、思いやりのあるまち 

・子宮頸（けい）がん、ヒブ及び小児用肺炎球菌のワクチン
予防接種が定期接種になります。また、インフルエンザの
ワクチン接種の助成を行います。 

・平成25年度は、新たに高齢者用肺炎球菌ワクチンの予防
接種の助成をスタートします。 

➣ 感染症予防のために 

❏事業の概要 

・町のお金    64,808千円 
 

➲予算額  64,808千円 

○子宮頸（けい）がん予防ワクチンの接種（無料） 14,853千円 

 対象者： 小学校６年生から高校１年生の女子 

     （標準的な接種時期は中学１年生の女子） 

○ヒブワクチンの接種（無料） 13,169千円 

 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） 16,550千円 

 対象者： 生後２ヶ月から５歳未満 

○高齢者インフルエンザワクチンの接種（自己負担1,000円） 

 18,736千円 

○高齢者用肺炎球菌ワクチンの接種（助成額3,000円） 

 1,500千円 

☆注射はこわいけど大事だよ☆ 

財源は 

一部新規 

【担当】 健康支援課（℡34-1188） 

新 

すぎぴょんが答える「予算の疑問」 

 予算とは、一会計年度（４月１日～翌年３月

31日）の、税金などの歳入と、それをどのよう

に使うか（歳出）を予め（あらかじめ）計算し

て、見積もったものなんだよ。 

 みなさんから預かった税金を有効に使えるよ

うに予算を作っているともいえるね。 

杉戸町マスコットキャラクター 

すぎぴょん 

その１ 予算って何だろう？ 
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杉戸町 

 

２ みんなに優しく、思いやりのあるまち 

 休日夜間の医療体制の確保のため、町内医療機関と休日診

療の委託契約を結んでいます。また、東部北地区病院群輪

番制方式に参加しています。 

➣ 地域医療を守ります 

○休日診療の実施 2,060千円 

 診療機関等、毎月の広報すぎとでご確認ください。 

 

○東部北地区病院群輪番制方式への参加 4,348千円 

６市２町の地域内の病院が、休日夜間等に入院を必要とす

るような重症救急患者の受入れを輪番で行う制度です。 

❏事業の概要 

【担当】 健康支援課（℡34-1188） 

・町のお金      6,408千円 

 

➲予算額  6,408千円 

財源は 

☆地域医療の充実のために☆ 

 食生活改善や食の安全確保の面などを通して、食育の普

及・啓発を進め、食からの健康管理をサポートします。 

➣ 食育で豊かな心と健康づくり 

○料理教室の開催（骨粗しょう症、メタボ予防） 42千円 

○健康フェスタ等での食生活診断 87千円 

○特定保健指導 0千円 

○栄養相談 0千円 

○食育推進担当者会議、研修会、講演会の開催 30千円 

○食生活改善推進員協議会活動の支援 91千円 

（料理教室、勉強会等） 

❏事業の概要 

【担当】 健康支援課（℡34-1188） 

・町のお金       193千円 

・県からの支出金   40千円 

・個人の負担金   17千円 

➲予算額     250千円 

財源は 

☆バランスのとれた食生活を☆ 

一部新規 

新 
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 高齢者の方が住みなれた地域や家庭で元気に、いきいき

と、安心して過ごしていただけるよう、各種事業を実施し

ていきます。 

➣ 心も体も健康に、元気に、いきいきと！ 

 

☆安否確認サイン☆ 

○憩いの場（サロン）の整備の支援 1,500千円 

 高齢者の地域における身近な居場所づくりのため、集会所

等を中心に「憩いの場（サロン）」の整備を助成します。

（町内３か所） 

○安否確認サインの活用 500千円 

 安否確認サイン（旗など）を利用して、高齢者の方の安否

を地域の人が見守り、孤立化を防ぎます。 

○介護保険についてのアンケート調査の実施 2,939千円 

 高齢者保健福祉計画（第６期介護保険事業計画）を作るた

めのアンケート調査を実施します。  

○老人クラブへの支援 2,603千円 

 老人クラブ連合会や老人クラブ活動への補助をしたり、各

老人クラブへ高齢者の方の生きがいづくりや介護予防のた

めの講師を派遣したりしています。   

○公民館主催の高齢者生きがい事業等の実施 150千円 

 健康体操講座等 

○ふるさと元気村の運営 3,253千円 

 トレーニングマシンを利用した健康づくりのための運動を

することができます（初回の利用にあたっては、事前講習

を受講していただく必要があります）。 

 ※平成25年６月より、ふるさと元気村は現在の旧給食センター 

  ２階から「すぎとピア」へ移転し、より安全で快適な環境の 

  中で健康づくりに取り組んでいただくことができるようにな 

  ります。 

❏事業の概要 

【担当】 高齢介護課 高齢者福祉担当（内線317） 

     高齢介護課 介護保険担当（内線315） 

     公民館（中央公民館℡34-6840） 

     健康支援課（℡34-1188） 

・町のお金       7,901千円 

・県からの支出金  1,044千円 

・町の貯金（地域福祉基金） 

  の取り崩し       2,000千円 

杉戸町 

➲予算額   10,945千円 

 

２ みんなに優しく、思いやりのあるまち 

財源は 

一部新規 

新 
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杉戸町 

 

２ みんなに優しく、思いやりのあるまち 

・後期高齢者医療制度は、長年、社会に貢献してこられた

方々の医療費をみんなで支える仕組みです。 

・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。 

➣ 長寿をみんなが喜ぶことができる社会に 

☆社会全体で高齢者の健康づくり☆ 

❏事業の概要 

【担当】 町民課 医療担当（内線259） 

・町のお金   328,504千円 

・埼玉県後期高齢者医療広域連合 

 からのお金     6,922千円 

➲予算額  335,426千円 

後期高齢者医療保険の加入者に対し、次の事業を実施します。 

○健康診査の実施 

○人間ドック（総合健診）の補助 

 年度内１回３万円を上限 

○保養所等利用の補助 

 年度内２泊まで、１泊につき２千円 

財源は 

➣ 障がい者就労支援センターの 

 運営体制を強化します 

☆障がい者の雇用確保に向けて☆ 

○就労支援センターでは、以下のような業務を行います。 

 ・就労に向けた相談及び情報提供、職業訓練の実施等 

 ・職場定着に必要な支援(就職後の実務援助、通勤援助等) 

 ・安定した職業生活を送るための日常生活等の支援 

 ・雇用を確保するための企業開拓 

 ・離職の際の各種調整及び離職後の生活支援 

 ・他の就労支援組織との連絡調整 

❏事業の概要 

【担当】 福祉課 障害福祉担当（内線264） 

・町のお金      10,232千円 
 

➲予算額  10,232千円 

一部新規 

・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25年度より支援員を増員するとともに、就労支援セ

ンターを役場の敷地内に移転して、利便性の向上と支援体

制の強化を図ります。 

財源は 

新 
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 国民健康保険特別会計は、医療費の増加や景気低迷などの

影響により財源が不足しているため、平成25年度は一般会

計から赤字補てんのためのお金（繰出金）を１億円支出

し、国民健康保険制度の安定した運営に努めます。 

➣ 国民健康保険制度の安定した運営のために 

○国民健康保険特別会計の運営状況 

・平成25年1月末現在被保険者数 14,596人（8,020世帯） 

・平成23年度決算  

         

 

・基金現在高（平成24年度末見込） 322,592千円 

・平成25年度予算 5,619,000千円 

 

○赤字補てんのための一般会計から支出した繰出金の状況 

 平成22年度 ２億円 

 平成23年度 ２億円 

 平成24年度 １億円  

❏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     180,822千円 

（うち赤字補てんのお金(繰出金)） 

           100,000千円 

 

・国からの支出金  10,250千円 

・県からの支出金  46,442千円 

杉戸町 

➲予算額  237,514千円 
 （うち赤字補てん分 １億円） 

 

２ みんなに優しく、思いやりのあるまち 

財源は 

☆国民健康保険マスコット☆ 

「健康まもるくん」 

特定健診を 

受けましょう 

すぎぴょんが答える「予算の疑問」 

 町長が、住みやすい町づくりのためにはどのような

仕事をしたらいいかを、みなさんの意見をふまえなが

ら考え、１年間に入るお金と仕事に必要なお金を計算

して「予算の案」を作るんだ。 

 そして、その予算案を選挙で選ばれた町議会議員が

話し合って「予算として決定」するんだよ。 

杉戸町マスコットキャラクター 

すぎぴょん 

その２ 予算ってどうやって決めるの？ 

歳入 5,359,933千円 

歳出 5,064,937千円 



16 

 

杉戸町 

 

・杉戸町次世代育成支援行動計画を推進し、「子どもたちが

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、町民のみなさまとともに各種事業に取り組みます。 

・平成25年度より、こども医療費（入・通院分）の支給対

象年齢の拡大や保育園保育料の引き下げを行い、さらに子

育てのしやすいまちづくりを進めます。 

➣ 子どもたちに夢や希望を 

 ～子育てしやすい町をめざして～ 

☆子育てしやすいまちに！☆ 

○こども医療費の支給（入院、通院ともに） 138,253千円 

 ・対象者：小学校修了まで（～平成25年5月末） 

      中学校修了まで（ 平成25年６月～） 

         

○児童手当の支給 733,751千円 

 ・支給月：６月、10月、２月 

 ・支給額：３歳未満        一律  15,000円 

  （月額）  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 372千円 

 ・平成24年4月1日以後に生まれた赤ちゃん1人あたり 

  ごみ袋（中サイズ）100枚を支給（１回のみ） 

 ・出生届又は転入届後、児童手当又はこども医療費申請 

  時に支給します。 

 

○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の補助金 

 を交付します。 

 

○保育園保育料の引き下げ  

 平成25年4月より、保育料階層区分の６階層から12階層 

   に該当する方について、保育料を引き下げます。 

 

○ニーズ調査の実施 3,045千円 

 新しい子ども・子育て支援事業計画を作るためのニーズ調 

 査（アンケート）を実施します。 

❏事業の概要 

【担当】 子育て支援課 子育て支援担当（内線265） 保育担当（内線268）  

・町のお金      230,290千円 

・国からの支出金 508,583千円 

・県からの支出金 154,212千円  

➲予算額  893,085千円 

２ みんなに優しく、思いやりのあるまち 

財源は 

一部新規 

新 

新 

新 
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杉戸町 

 

・放課後児童クラブは、保護者が仕事等により放課後の時間 

に家庭にいない場合、家庭に代わる生活の場を提供するこ 

とで、児童の健全な育成を図るとともに、仕事と子育ての 

両立を支援する事業です。 

・平成25年度からは受入対象児童を拡大（小学４年生の常

時受け入れ）し、さらに利用しやすい環境を整えます。 

○放課後児童クラブの種類（校舎やプレハブを利用） 

 ・西（西小）  ・高野台（高野台小）  

 ・内田（杉小） ・内田第２（杉小） 

 ・中央（第二小）・南（第三小）  ・泉（泉小） 

○対象児童 

 小学１年生～小学４年生 

 平成24年度までは、長期休業期間のみの受入れとしてい

た小学４年生について、平成25年度からは常時受入れを

スタートします。 

❏事業の概要 

・町のお金     10,218千円 

・国からの支出金  10,194千円 

 

➲予算額  63,645千円 

２ みんなに優しく、思いやりのあるまち 

➣ 放課後児童クラブの受入対象学年

を拡大します 

財源は 

【担当】 子育て支援課 放課後児童クラブ担当（℡33-5954）                       

➣ 子どもたちを地域全体で育みます 

 子育て家庭への育児支援及び児童福祉の向上を図るため、

町立の子育て支援センターを運営するとともに、私立の子

育て支援センターの運営を支援します。 

❏事業の概要 

○子育て支援の拠点としての町立の杉戸子育て支援センター

及び泉子育て支援センターを運営します。 13,012千円 

○私立高野台こどもの家保育園の子育て支援センターについ

て、運営費の助成を行います。 7,400千円 

【担当】 子育て支援課  

     子育て支援センター担当（℡37-1504）  

➲予算額  20,412千円 

・町のお金     21,784千円 

・国からの支出金  23,861千円 

・個人の負担金     18,000千円 

財源は 

一部新規 

一部新規 

☆たくさん遊び、たくさん学ぼう☆ 

☆泉子育て支援センター☆ 

（平成24年開園） 

新 

新 
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☆特色ある教育活動を進めます☆ 

【担当】 学校教育課 指導担当（内線387） ・町のお金   4,855千円 

➲予算額  4,855千円 

・英語指導助手を招き、小・中学校における英語教育の充実

に努めます。 

・町内中学生を海外に派遣するとともに、姉妹都市交流団を

受け入れることで、海外の生活や文化に対する理解を深め

ます。 

➣ 外国語教育を充実させ、世界にはばたく人材を

育てます 

☆本場の英語を身近に☆ 

○英語指導助手招致事業 20,518千円 

 英語指導助手を中学校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 2,745千円 

 町内中学生を姉妹都市のオーストラリア・バッセルトンへ

派遣するとともに、姉妹都市からの交流団の国内受入れを

行います。 

 平成25年度より国際交流参加にあたっての経済的負担を軽

くするために、参加される生徒さんへの助成制度を新しく

設けました（１人５万円）。 

【担当】 学校教育課 指導担当（内線387）  

・町のお金    22,879千円 

・その他のお金   384千円 

 

➲予算額   23,263千円 

３ 人を育む、心豊かなまち 

 各学校が日々の授業において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。 

➣ 子どもたち一人ひとりの学びを充実させ、 

 生きる力を育むために 

杉戸町 

 

３ 人を育む、心豊かなまち 

❏事業の概要 

❏事業の概要 

○小・中学校杉の子学び充実プランの推進  

 ・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 
財源は 

財源は 

一部新規 

新 
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杉戸町 

 

・学校のみならず、家庭や地域、関係機関との連携を密に

し、いじめのない学校づくりに取り組みます。 

・深刻化しているいじめから子どもたちを守るため、各中学

校に「さわやか相談員」を配置するとともに、教育相談所

を通じた相談にも応じています。 

➣ いじめのない学校づくりのために 

○さわやか相談員の配置 5,591千円 

 各中学校に１名ずつ配置し、いじめだけでなく、生徒の日

常の悩みについて広く相談をすることができます。 

○教育相談所の運営 4,775千円 

 生涯学習センター内に設置され、教育相談室と適応指導教

室の２つがあります。 

・教育相談室では、教育に関する様々な悩みを児童・生徒の

立場からだけではなく、保護者の立場からも相談すること

ができます。 

・適応指導教室では、不登校となった児童・生徒に対して、

学校に登校できるよう支援を行っています。 

・町のお金     6,646千円 

・県からの支出金  3,720千円   

➲予算額   10,366千円 

【担当】 学校教育課 指導担当（内線387） 

３ 人を育む、心豊かなまち 

❏事業の概要 

財源は 

☆いじめは絶対ダメ！☆ 

重点 

すぎぴょんが答える「予算の疑問」 

 予算の種類は大きく分けると「当初予算」と「補正予

算」の２種類があるよ。 

 この「みんなの予算書」にのっているのは「当初予

算」といって、４月１日～３月３１日までの１年間のお

金のやりくりを見積もったものなんだ。 

 でも、災害が起きて被災者支援のためのお金が必要に

なったときなど、当初予算では予想できなかった出来事

がおきた場合には、当初予算を変更することができるん

だ。この変更の予算のことを「補正予算」っていうんだ

よ。 

杉戸町マスコットキャラクター 

すぎぴょん 

その３ 予算の種類って何種類あるの？ 
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杉戸町 

 

３ 人を育む、心豊かなまち 

 小学校のコンピュータ教室で使用しているコンピュータを

更新し、最新の環境で学ぶことで、高度情報化社会に対応

できる力を身につけます。 

➣ 小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 

○各小学校のコンピュータ教室のコンピュータを更新します。 

 （５年リース、各校児童用40台、教師用１台、６校合計 

  で246台） 14,454千円 

○小学校コンピュータ教室用LAN工事（既設校を除く５校） 

  4,000千円 
・町のお金    18,454千円   

➲予算額   18,454千円 

【担当】 教育総務課 庶務管理担当（内線393） 

❏事業の概要 

財源は 

新規 

☆コンピュータが新しくなるよ！☆ 

 小・中学校の安心・安全で快適な学習環境を整備するた

め、設備や校舎等の環境整備工事等を行います。 

➣ 安心・安全で学びやすい学習環境

をつくります 

○平成25年度に予定している主な環境整備事業 16,150千円 

 ・小学校 

   各小 特別教室等扇風機の設置 

 ・中学校 

   杉中 部室棟屋根防水工事 

      バックネットの設置 

   各中 バスケットコートラインの変更 

      Pてれほんの設置 

      特別教室等扇風機の設置 

      備品の購入（楽器等） 

○焼却炉撤去処分（小・中学校４基分） 3,786千円 

【担当】 教育総務課 庶務管理担当（内線393） 

・町のお金   19,936千円 

  

➲予算額  19,936千円 

❏事業の概要 

一部新規 

財源は 

☆充実した学校生活を！☆ 

新 

新 

新 

新 

新 

新 

新 

新 
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杉戸町 

 

 中学校の部活動を充実させるため、専門の立場から指導・

助言することのできる部活動指導員を増員します。 

➣ 部活動指導員を増員し、頑張る部活動を応援

します 

○部活動指導員の増員 

 平成２４年度の２０人から、平成２５年度は２５人に増員

します。 

 

○部活動指導員を利用する主な部活動の種類 

 ソフトテニス部、サッカー部、野球部、バレーボール部、 

 ソフトボール部、卓球部、剣道部、体操部、吹奏楽部 

【担当】 学校教育課 指導担当（内線387） 

・町のお金       1,047千円 

・県からの支出金   500千円 

 

➲予算額  1,547千円 

３ 人を育む、心豊かなまち 

➣ 学校図書館支援員を新たに配置します 

 読書、学習の場のみならず、様々な情報の発信地となる学

校図書館の機能を充実させ、児童・生徒が利用しやすい学

校図書館とするため、学校図書館支援員を新たに配置しま

す。 

○学校図書館支援員  

 従来、週２日程度、各学校に配置されていた学校図書館ボ

ランティアの制度を拡充し、学校図書館支援員として配置

します。活動日数を週４日程度に増やすとともに一日あた

りの活動時間も増やし、児童・生徒が利用しやすい学校図

書館づくりを進めます。 

【担当】 学校教育課 指導担当（内線387） 

➲予算額   1,260千円 

・町のお金   1,260千円 

  

❏事業の概要 

❏事業の概要 

財源は 

財源は 

新規 

☆魅力的な学校図書館に☆ 

☆がんばれ、部活動！☆ 

新 
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杉戸町 

 

３ 人を育む、心豊かなまち 

➣ （仮称）町民大学を開校します 

 町民のみなさまの学習意欲に応え、知的好奇心・探究心の

充足を図るとともに、まちづくり、地域づくりのリーダー

を育成するため、（仮称）町民大学を開校します。 

○町民大学の開校  

・講義回数 

 １コマ２時間程度の講義や現地研修など（全２０回程度）

を予定しています。 

・講義内容 

 町民のみなさまを対象に、生活に身近な内容から学術的・

専門的な内容まで、様々なテーマの講座をご用意する予定

です。 

・スケジュール（予定）  

 ５月 入学希望者募集 

 ６月 入学式 

 ３月 卒業式 

【担当】 社会教育課 社会教育担当（内線483） 

➲予算額    956千円 

・町のお金    656千円 

・受講料     300千円 

❏事業の概要 

財源は 

新規 

☆幅広い教養を身につけられます☆ 
新 

すぎぴょんが答える「予算の疑問」 

杉戸町マスコットキャラクター 

すぎぴょん 

 当初予算は、その年の３月に開かれる議会で決まるんだ

よ。つまり、この「みんなの予算書」の内容は平成２５年３

月の議会で決められたものなんだね。 

 補正予算も予算だから、議会で決めてもらう必要があるん

だ。議会は毎年６月、９月、１２月、３月の４回が予定され

ているから、補正予算もこの時期に決められているんだよ。

（緊急の場合は、それ以外の時期に開く議会で決められると

きもあるよ。） 

その４ 予算はいつ決まるの？ 
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杉戸町 

 

３ 人を育む、心豊かなまち 

➣ 生涯学習で生きがいを見つけましょう 

 生涯学習の拠点としての生涯学習センター、図書館及び 

町内５か所の公民館では、学ぶことが生きがいとなるよ

う、様々な生涯学習事業を実施します。 

○生涯学習センター及び図書館 91千円 

 ・出前講習会「まなびっちゃすぎと塾」の運営 

  （町職員、住民ボランティアなどの講師により、多く 

   の学習機会を提供します。） 

 ・図書館まつり等の開催 

○公民館 181千円 

 ・次世代育成支援事業  

 ・杉戸町文化祭の開催 

【担当】 生涯学習センター（℡31-2111） 

     図書館（生涯学習センター併設 ℡33-4056） 

     公民館（中央公民館℡34-6840） 

➲予算額    272千円 

・町のお金    272千円 

  

❏事業の概要 

財源は 

☆よい友達が見つかります☆ 

・平成25年度は、参議院議員通常選挙及び杉戸町長選挙が

予定されています（いずれも７月予定）。 

・参議院議員通常選挙では、地元の高校生に投票所の事務の

お手伝いをしてもらいます。 

➣ 育て、未来の有権者！ 

 ～参議院議員通常選挙及び 

  杉戸町長選挙が行われます～ 

○高校生投票事務体験（11か所の投票所で実施） 

 参議院議員通常選挙では、高校生に投票所の事務の仕事を

してもらい、選挙の大切さを実感してもらうことで将来の

投票率アップをめざします。 

 

【担当】 選挙管理委員会事務局 （内線402） 

・県からの支出金   140千円 

➲予算額   140千円 

❏事業の概要 

財源は 

☆大事な一票で明るい未来を☆ 

杉戸町マスコットキャラクター 

すぎぴょん 
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 新しく農業経営をめざす方に、農業技術を伝えるととも

に、新規就農後も経営が安定するまでの間の経済的支援を

する等、人材育成を支援します。 

○「明日の農業担い手育成塾」の運営 1,790千円 

 一定の農業知識を有する人を対象に、専門的な実地研修を

行ったり、農地確保等の支援を行うことで、新規就農者の

確保をめざします。 

 

○新規就農総合支援事業費補助 3,000千円 

 平成25年度から、明日の農業担い手育成塾の卒塾生を対

象に、新規就農後の経営安定のための経済的支援を行いま

す（１人150万円が上限）。 

 

○「人・農地プラン」の策定 140千円 

 後継者不足、耕作放棄地の増加などの問題に対応するた

め、人と農地に関する問題の解決に向けて、プランを作成

します。 

【担当】 農業委員会事務局（内線324）  産業課 農業活性化担当（内線322） 

・県からの支出金 4,930千円   

➲予算額   4,930千円 

❏事業の概要 

杉戸町 

 

➣ 新しく農業経営をめざす人の育成

支援をします 

４ 活力を育み、賑わいのあるまち 

４ 活力を育み、賑わいのあるまち 

一部新規 

財源は 

☆塾生、熱心に研修中☆ 

新 

新 

すぎぴょんが答える「予算の疑問」 

 会計とは財布のことをイメージするとわかりやす

いかな。町には、財布（会計）が６つあり、５つの

特別会計以外、つまり町の仕事のほとんどを担当す

る財布（会計）を一般会計というんだ。 

 この「みんなの予算書」も一般会計と特別会計に

分けられているよ。 

杉戸町マスコットキャラクター 

すぎぴょん 

その５ 一般会計って何？ 
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杉戸町 

 

・地域のブランドづくりに取り組む事業を支援します。 

・魅力ある店づくりについて学ぶ研修会や、商店の自主事業

のPRを支援して、商業の活性化に努めます。 

➣ 地域ブランドづくりなど、商業の活性化 

 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！☆ 

○地域ブランド創出事業費補助 300千円 

 地域のブランドづくりのため、グルメをテーマにしたイ

ベント等を支援します。 

 

○個店経営研修費補助 300千円 

 魅力ある店づくりのためのノウハウを学ぶ研修会に対し

助成を行い、商店の活性化を支援します。 

 

○商店ゼミ事業費補助 200千円 

 商店ならではのコツや知識を公開する自主事業、「杉戸

商人（あきんど）塾」の活動を支援します。 

 

○商店PR冊子作成事業費補助 300千円 

 商店の特色や名物などを紹介して、商店の活性化をめざ

すPR冊子の作成を支援します。 

【担当】 商業活性化推進室（内線310） 

➲予算額   1,100千円 

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 

・町のお金    1,100千円   

財源は 

一部新規 

新 

すぎぴょんが答える「予算の疑問」 

 ①国民健康保険、②後期高齢者医療保険、③介護保

険、④公共下水道事業、⑤水道事業の５つは、特別会

計といって、独立した財布を持っているんだ。 

 例えば、介護の仕事は介護の財布からというよう

に、それぞれの仕事に必要なお金をそれぞれの財布

（会計）でやりくりをしているんだ。 

杉戸町マスコットキャラクター 

すぎぴょん 

その６ 特別会計って何？ 

杉戸町マスコットキャラクター 

すぎぴょん 
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杉戸町 

 

 杉戸深輪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 

☆（仮称）屏風深輪地区産業団地☆ 

（予定地 約24ha）  

○産業団地パンフレット作成 100千円 

 産業団地拡張計画を紹介するパンフレットを作成します。 

○都市計画決定協議資料等の作成 5,600千円 

 適正な土地利用の基準となる都市計画について、埼玉県等

と協議するための資料等を作成します。 

○測量登記等業務 3,287千円 

 道路・水路部分と新しく団地となる部分を明確に区分する

ための測量や登記を行います。 

【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） 

➲予算額   8,987千円 

４ 活力を育み、賑わいのあるまち 

❏事業の概要 

・町のお金    8,987千円   

財源は 

 かつて日光街道の宿場町だった杉戸の歴史文化資源を掘り

起こし、PR活動を行います。 

➣ 日光街道杉戸宿の魅力を再発見 

 します 

○杉戸宿魅力再発見PRマップの作成支援 

 歴史を感じながら杉戸町内を散策しつつ、街中で名物等

を楽しむことができるマップの作成を支援します。 

・町のお金   1,300千円   

➲予算額   1,300千円 

❏事業の概要 

財源は 

新規 

【担当】 産業課 商工担当（内線308）  

 

☆魅力あふれる杉戸宿☆ 

一部新規 拡張予定地 

新 

新 

新 

杉戸町マスコットキャラクター 

すぎぴょん   
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杉戸町 

 

4 活力を育み、賑わいのあるまち 

 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、まちおこしを進め、イメージアッ

プを図るとともに、地域を元気にします！                

➣ 「マスコットキャラクター すぎぴょん」で 

  町を全国にＰＲ！ 

☆平成22年生まれです！☆ 

○各種イベントでのＰＲ 85千円 

 産業祭、体育祭などのイベントで、杉戸町マスコットキャ

ラクター「すぎぴょん」が町のＰＲを行います。 

○ゆるキャラサミットへの参加 5千円 

 各地のゆるキャラが集合するイベントに参加し、全国に 

杉戸町をＰＲします。 

○現在、着ぐるみ２体を貸出ししています。 

【担当】 産業課 商工担当（内線308） 

・町のお金      90千円 

➲予算額    90千円 

❏事業の概要 

財源は 

 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事業補助金を活用し、雇用の機会を創

出します。 

➣ 雇用の機会を創出します 

 ～埼玉県緊急雇用創出基金事業の活用～ 

☆雇用機会の創出に努めます☆ 

平成25年度に予定している緊急雇用創出基金事業 

 ○子育て応援推進事業 643千円 

  【担当】子育て支援課 保育担当（内線268）  

 ○古利根川流灯まつり大型灯籠作成事業 2,403千円 

  【担当】産業課 商工担当（内線308）  

 ○町立幼稚園保育補助員配置事業 1,141千円 

  【担当】教育総務課 庶務管理担当（内線393）  

 ○すぎの子サポーター配置事業 2,622千円 

  【担当】学校教育課 指導担当（内線387） 

・県からの支出金  6,809千円 

➲予算額   6,809千円 

❏事業の概要 

財源は 
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５ 安心・安全で、やすらぎのあるまち 

・町民のみなさまが将来にわたって安心して暮らすことがで

きる安心・安全なまちづくりをめざし、杉戸町地域防災計

画に基づき、防災力を高める事業を実施します。 

・一部事業は「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体

が実施するための施策に必要な財源確保に係る地方税の臨

時特例に関する法律」に基づく、いわゆる復興増税が財源

の一部となります（下記事業に「★」を付しました）。 

➣ 安心・安全な暮らしを守るため、防災体制を

充実・強化します 

☆個人でも防災対策を☆ 

平成２５年度に予定している事業 

○役場非常用電源設備の整備 ★ 33,047千円 

 災害時の指令拠点となる役場の停電時に備えて、非常用電

源設備を整備します。 

○役場防災倉庫の増設 ★ 37,738千円 

 防災用品や備蓄用品を充実させるため、防災倉庫を増設し

ます。  

○西排水機場の排水ポンプ及び杉戸深輪産業団地調整池の排

水ポンプの改修 ★ 22,491千円 

 高野台地区（西排水機場）や杉戸深輪産業団地の異常増水

を防止するための排水ポンプが老朽化しているため、改修

工事などをして、台風やゲリラ豪雨時などの災害に備えま

す。 

○帰宅困難者及び避難者用飲料水の購入 892千円 

○災害用衛星携帯電話の導入 492千円 

 災害発生等、通常の携帯電話回線混雑時における連絡手段

を確保するため、２台の衛星携帯電話を導入します。 

○防災士養成研修の実施 122千円 

 災害時のリーダーとなる人材を養成すべく、研修を実施し

ます。 

○自主防災組織への補助 1,600千円 

 地域住民の防災意識、防災技術向上を支援します。 

❏事業の概要 

【担当】 住民参加推進課 交通防災担当（内線288） 上下水道課 下水道担当（℡37-1238） 

     財産管理課 財産管理担当（内線273）   産業課 基盤整備担当（内線323） 

・町のお金     44,382千円 

・町の借金（地方債） 

         52,000千円 

杉戸町 

➲予算額  96,382千円 

 

５ 安心・安全で、やすらぎのあるまち 

重点 

財源は 
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 災害時の緊急情報は、防災行政無線、広報車及びすぎめー

（メール配信システム）でお知らせしていますが、緊急性

が高い災害情報を伝達する手段として、新たに緊急速報エ

リアメール配信システムを導入し、安心・安全なまちづく

りを進めます。 

➣ すぐメール（緊急速報エリアメール配信

システム）を導入します 

○すぐメール（緊急速報エリアメール配信システム） 

   災害時の避難勧告や避難指示などの緊急情報を、非常時の

回線混雑などの影響を受けずに、特定エリア（杉戸町内）

の携帯電話に一斉にメール配信するサービスを開始しま

す。 

 ※対応している携帯電話事業者 

  NTTドコモ、ａｕ、ソフトバンク  

    （利用にあたっては、携帯電話端末でエリアメールの受信 

   設定をする必要があります。） 

【担当】 住民参加推進課 交通防災担当（内線288） 

     総務課 情報統計担当（内線208） 

・町のお金    208千円  

杉戸町 

➲予算額   208千円 

５ 安心・安全で、やすらぎのあるまち 

❏事業の概要 

財源は 

新規 

☆緊急情報を伝えます☆ 新 

すぎぴょんが答える「予算の疑問」 

杉戸町マスコットキャラクター 

すぎぴょん 

 １年間の予算（当初予算と補正予算）のうち、

いくら実際にお金が入り、いくら実際にお金を

使ったのかの結果をまとめたものを「決算」とい

うんだよ。 

 決算をすることで、みなさんからお預かりした

税金を有効に使っているか、見直しをしているん

だね。 

その７ 決算って何？ 
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杉戸町 

 

・下校時や夜間外出時等の防犯対策のため、引き続き防犯灯

の新設及び維持管理に努めます。 

・防犯灯の設置について高効率・長寿命のＬＥＤ照明を一部

採用し、環境に配慮しつつ、安心・安全なまちづくりを進

めます。 

➣ 既存木造住宅耐震診断・工事の補助を拡大 

します 

○防犯灯の設置工事（新設等、一部ＬＥＤ照明を導入） 

376千円 

○ＬＥＤ防犯灯で町のにぎわいづくり 630千円 

 杉戸町の「顔」である中心市街地と古利根川沿いを中心に、

既存の防犯灯をLＥＤ照明に切り替え、防犯対策の役割だけ

でなく、にぎわいのある地域拠点づくりの一環として整備し

ます。 

○防犯灯の維持管理（防犯灯の球切れ交換など） 18,655千円 

❏事業の概要 

【担当】 住民参加推進課 交通防災担当（内線284） 

・町のお金    19,661千円 

➲予算額  19,661千円 

 東日本大震災を受け、改めて重要視される木造住宅の耐震

化を進めるための助成を拡大します。 

➣ 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～ 

☆防犯灯で夜道を明るく☆ 

○既存木造住宅耐震診断補助金 500千円 

  １件５万円上限 

○既存木造住宅耐震改修工事費補助金 2,000千円 

  １件40万円上限  

 ※平成24年度の総額120万円から、平成25年度は総額200万 

      円に拡大しました。  

❏事業の概要 

【担当】 建築課 開発建築指導担当（内線343） 

・町のお金   2,451千円 

・その他のお金   49千円  

 

➲予算額   2,500千円  

５ 安心・安全で、やすらぎのあるまち 

財源は 

財源は 

☆耐震補強で地震に備えます☆ 

一部新規 

新 

新 
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杉戸町 

 

・消防・救急体制の充実強化を図るため、平成２５年４月１

日に、近隣６市町の消防本部が広域化し「埼玉東部消防組

合」が設立されました。 

・地域に密着した消防団の活動を支援し、消防力・防災力の

強化を図ります。 

○埼玉東部消防組合に対する負担金 741,410千円 

  加須市、久喜市、幸手市、白岡市、宮代町及び杉戸町の４

市２町で構成し、構成団体の消防職員や消防車を適切に配

置・運用することで、市町境界付近における消防車等の到

着時間の短縮や、火災での消防力の強化等をめざします。 

 

○消防団活動への支援 25,882千円 

 杉戸町内に８つの分団があり、134人（定員）の消防団員

が活動しています。 

❏事業の概要 

【担当】 住民参加推進課 交通防災担当（内線282） 

・町のお金   767,292千円 

➲予算額  767,292千円 

➣ 消防広域化で消防・救急体制を 

 さらに強化します 

５ 安心・安全で、やすらぎのあるまち 

財源は 

☆常備消防広域化！☆ 

新規 

新 

すぎぴょんが答える「予算の疑問」 

杉戸町マスコットキャラクター 

すぎぴょん 

 町の税金としては、①町民税、②固定資産税、③軽自

動車税、④たばこ税、⑤国民健康保険税があるけれど、①

～④は基準になる税率があって、ほとんどの市町村でこの

基準の税率を使っているから、市町村によって高かったり

ということはほとんどないんだよ。 

 ⑤国民健康保険税は、市町村によって計算方法に違いが

あって、不動産があるかなど各家庭の状況によって税額が

違うから、簡単には比べられないんだよ。 

その８ 杉戸町の税金は高いの？ 
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杉戸町 

 

５ 安心・安全で、やすらぎのあるまち 

➣ 自転車安全運転教育を推進します 

・近年多発している自転車による交通事故を防止するため、

自転車利用者としてのルール・マナーについて学ぶ機会を

設け、交通安全意識を向上させ、交通事故のない明るい社

会をめざします。 

・「自転車安全運転教育・加害者損害保険」への児童・生徒

の全員加入（下記※）を実現し、自転車の安全運転教育を

徹底します。 

○「スケアード・ストレイト技法」による交通安全教育 

  294千円 

 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、“ヒヤッと、ハッと”する体験を通

じて交通安全に対する意識を高めます。 

 ※開催日時等は広報すぎとや町ホームページでお知らせしま
す。 

 

○「自転車安全運転教育・加害者賠償保険」への加入  

  1,849千円 

 自転車安全教育の実施と自転車事故に備えた加害者賠償保

険がセットになった保険に町が加入し、万が一の場合の加

害者の保護者の経済的負担を軽減します。 

 ※保険の対象は、小学１年生から中学３年生までの町内の児童・   

  生徒全員となります。 

❏事業の概要 

・町のお金   2,143千円 

  

 

➲予算額   2,143千円  

財源は 

【担当】 住民参加推進課 交通防災担当（内線284）  学校教育課 指導担当（内線387） 

一部新規 

☆自転車も安全運転でね!☆ 

新 

すぎぴょんが答える「予算の疑問」 

 町の借金の残額は、平成23年度末現在で約81.5億

円あるんだ。みんなの生活を便利にするために道路を

作ったり、安心・安全のために学校を直したりするの

に必要なお金として借りたものなんだよ。 

杉戸町マスコットキャラクター 

すぎぴょん 

その９ 杉戸町の借金は多いの？① 



33 

 

杉戸町 

 

 東武動物公園駅東口から伸びる県道は、車道や歩道が狭

く、一部の区間では、歩道が未整備となっています。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

につながるよう、この路線の整備に向けた検討を進めま

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☆ 

○交通の円滑化と商店街活性化の両立可能な事業の合意に向

けて、関係地権者等に意向調査や相談会等の取組みを行い

ます。 

○道路用地の代替地のイメージをふまえた整備基本計画案を

作成します。 

❏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 

➲予算額  2,500千円 

５ 安心・安全で、やすらぎのあるまち 

財源は 

➣ 消費者保護のための相談を実施します 

・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

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。 

○消費者相談の実施 

 ・毎週火曜日、木曜日の週２回の10時から16時まで、 

  役場において消費生活相談を実施します（年間101回） 

 ・また、宮代町の消費生活相談（毎週月曜日、水曜日） 

  や、埼玉県が実施している生活相談をご案内することも 

  できます。 

❏事業の概要 

【担当】 産業課 商工担当（内線308） 

・町のお金     413千円 

・その他のお金  1,031千円  

 

➲予算額   1,444千円  

財源は 

☆買い物トラブルは  

  消費生活相談へ☆ 
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杉戸町 

 

・国道４号の横断に危険と思われる町道Ⅱ級２号・62号線

との交差点への信号機設置が具体化したことから、これに

あわせて国道と交わる箇所の町道の改良を実施します。 

・そのほか、劣化が著しいと見られる路線を中心に舗装補修

工事等を行ったり、通学路となる歩道を整備するなど、道

路の安全性を高め、安心・安全な道づくりを進めます。 

➣ 安心・安全な道づくりを進めます 

○町道Ⅱ級２号・62号線（杉戸１丁目、７丁目）  

  家屋事前事後調査、交差点改良工事 29,500千円 

 

○町道Ⅱ級１号線（大字茨島他）  長さ250ｍ 幅3m 

  歩道整備測量設計、歩道整備工事 60,100千円 

 ※平成24年度から繰越し 

 

○町道Ⅱ級10号線（大字堤根） 長さ800ｍ 幅7m 

  舗装補修設計  8,100千円 

 

○町道Ⅱ級13号線（大字本郷） 長さ860ｍ 幅5ｍ 

  舗装補修設計 8,200千円 

 

○町道756号線（高野台西１丁目） 長さ60ｍ 幅15ｍ 

  舗装補修工事 9,000千円 

 

○町道Ⅰ級９号線（大字才羽他） 長さ580ｍ 幅6.7ｍ 

  舗装補修工事 15,000千円 

 

○町道Ⅰ級12号線（大字目沼他）  長さ270ｍ 幅5ｍ 

  舗装補修工事  5,810千円 

 ※平成24年度から繰越し 

❏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    85,990千円 

・国からの支出金  35,720千円  

・町の借金（地方債）   

          14,000千円 

➲予算額 135,710千円 
（うち平成24年度からの繰越分 

         65,910千円） 

町道Ⅱ級２号・62号線 

（杉戸１丁目、７丁目） 

５ 安心・安全で、やすらぎのあるまち 

一部新規 

財源は 

☆            ☆ 

新 

新 

新 

新 

新 



35 

 

・首都圏中央連絡自動車道（圏央道）の幸手ＩＣ（仮称）

が、近い将来完成する予定です。 

・町内から圏央道や東埼玉総合病院（幸手市）等へのアクセ

ス向上のため、町道Ⅰ級５号線の改良事業を推進します。 

➣ 圏央道などへのアクセスを改善します 

 ～町道Ⅰ級５号線改良事業の推進～ 

☆町道Ⅰ級5号線☆ 

○町道Ⅰ級５号線改良事業 

  ・場 所      大字大島、茨島地内他（幸手市へ向かう路線） 

  ・延 長      780ｍ 

  ・事業内容 用地購入、不動産鑑定、嘱託登記、 

                    物件移転等の補償 

❏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    48,204千円 

・国からの支出金  73,326千円  

・幸手市から受取る負担金    

         11,360千円 

・町の借金 (地方債)         

         43,000千円   

➲予算額 175,890千円
（うち平成24年度からの繰越分 

         27,000千円） 

重点 

財源は 

杉戸町 

 

５ 安心・安全で、やすらぎのあるまち 

 平成24年度に実施した橋りょう点検の結果をもとに、橋

りょう長寿命化（長くもたせる）のための修繕計画を作り

ます。 

➣ 橋を長くもたせるための修繕計画

を作ります 

☆鹿島橋（埼葛広域農道）☆ 

○橋りょう長寿命化修繕計画の作成 7,500千円 

 15m以上の橋りょう31か所について、修繕計画を作成

し、将来の計画的な修繕のための指針とします。 

○鹿島橋の定期点検の実施 315千円 

 交通量が多く老朽化が進んでいる鹿島橋（埼広域農道

上）の状況について、定期的に点検します。 

❏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     4,823千円 

・国からの支出金  2,992千円 

➲予算額    7,815千円 

財源は 

一部新規 

新 
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６ 快適で、ゆとりのあるまち 

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。 

➣ 家庭からできるきれいな川づくり  

 ～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 

 

➲予算額   8,404千円 

○合併処理浄化槽設置整備事業奨励補助金の交付 

 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、補助金を交付しま

す。 

➣ 環境センターの長寿命化を図ります 

 平成９年に完成した環境センターの長寿命化（長くもたせ

る）のため、平成23年度に作った「長期施設整備計画」

（計画期間：平成24～38年度）に基づいて、ごみ焼却施

設の改修を進めていきます。 

❏事業の概要 

【担当】 環境課 廃棄物資源担当（℡38-0401） 

・町のお金      62,022千円 

・幸手市から受取る負担金 

         95,515千円 

・町の貯金（公共施設改修基 

 金）の取崩し          

         20,000千円   

➲予算額  177,537千円 

財源は 

☆施設の長寿命化を図ります☆ 

○平成25年度実施予定の事業 

 ・焼却炉耐火材の改修 

 ・バグフィルタ（排煙の処理装置）の改修 

 ・不燃物排出機（ごみ焼却炉内に混じった金属等の 

  不燃物を取り出す機械）のスクリュー交換 

○その他、ごみ焼却施設に必要な改修を行います。 

財源は 

重点 
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杉戸町 

 

６ 快適で、ゆとりのあるまち 

 町の土地の有効活用と再生可能エネルギー創出の支援の両

立をめざし、江戸川の高規格堤防上にある町の土地を大規

模な太陽光発電施設を建設する用地として、企業に貸し出

します。 

➣ （仮称）埼玉・杉戸ソーラーウェイ

の設置を誘致します 

☆（仮称）埼玉・杉戸ソーラーウェイ☆ 
○（仮称）埼玉・杉戸ソーラーウェイの設置の誘致 

 ・設置運営業者：JAG国際エナジー株式会社 

         （再生可能エネルギー事業） 

 ・貸付場所  ：杉戸町大字木津内192-１ほかの町有地            

 ・貸付面積  ：7,796㎡ 

 ・貸付期間  ：20年 

 ・発電出力  ：約500ｋW 

 ・年間発電量 ：約57万ｋWｈ 

         （一般家庭の約150世帯分相当） 

 ・運転開始  ：平成25年10月頃（予定） 

❏事業の概要 

【担当】 環境課 環境政策担当（℡38-0401） 

・町のお金         0千円 

 

※企業が町へ支払う地代の収入 

            584千円 

➲予算額       0千円 

新規 

財源は 

➣ 公共施設の一部に新電力を導入します 新規 

 役場庁舎をはじめとした公共施設の徹底した節電に取り組

むことはもとより、公共施設の一部について、東京電力㈱

以外の会社の電力（新電力）を導入することで、一層の経

費削減に努めます。 

❏事業の概要 

○新電力の導入 

 現在契約している東京電力㈱よりも電気料金が低価格とな

る見込みである公共施設について、東京電力㈱以外の会社

から電力を提供してもらう契約をします。 

○新電力を導入する予定の公共施設 

 役場、小・中学校、公民館など全16施設 

☆電気料金を節約☆ 

・町のお金         0千円 

 

※電気料の削減効果（推計）       

         ▲2,445千円 

➲予算額       0千円 

財源は 

【担当】 財産管理課 財産管理担当（内線273） 

新 

新 
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杉戸町 

 

６ 快適で、ゆとりのあるまち 

➣ 環境にやさしいまちづくりを推進します 

 ～住宅用太陽光発電システム設置の補助や 

      ＥＶ車（電気自動車）の導入～ 

・再生可能エネルギーの利用を促進するため、住宅用太陽光

発電システムを設置する方に補助金を交付します。 

・環境センターに配備された公用車のうち１台を、環境に配

慮したＥＶ車（電気自動車）に更新します。 

❏事業の概要 

【担当】 環境課 環境政策担当（℡38-0401） 

・町のお金       5,559千円 

➲予算額   5,559千円 

財源は 

○住宅用太陽光発電システム設置に対しての補助 5,000千円 

 ・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5万円 

       ※平成25年度は予算を増額しました 

 

○ＥＶ車（電気自動車）の導入 559千円 

・ガソリンを使わず、排気ガスも出ない環境にやさしいＥＶ 

車を１台、公用車として導入します。 

・このＥＶ車は、車の内部の電池から外部の電気機器に電力 

 を出力できる仕組みが備わっており、災害時のような緊急 

 時の非常用電源として役立つことが期待されます。 

☆再生エネルギーの利用を 

促進しています☆ 

一部新規 

☆クリーンで環境にやさしく☆ 
新 

すぎぴょんが答える「予算の疑問」 

 周辺の市町と比べ

ると、杉戸町の借金

は決して多いとはい

えないんだよ。 

杉戸町マスコットキャラクター 

すぎぴょん その１０ 杉戸町の借金は多いの？② 

【住民１人あたりの借金の残高】 

  ①久喜市 （約31.0万円） 

  ②春日部市（約26.4万円） 

  ③白岡町 （約23.5万円） 

  ④宮代町 （約22.0万円） 

  ⑤幸手市 （約21.4万円） 

  ⑥杉戸町 （約19.5万円）  ※H24.3.31の人口、23年度決算の地方債残高に基づく 
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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

水道の整備と下水道施設の維持管理を行います。 

・公共下水道事業特別会計の財源不足を補てんするため、一

般会計からお金を支出して（繰出金）、公共下水道事業の

安定的な運営に努めます。 

➣ 高野団地の下水道整備を推進します 

☆マンホールを設置しています☆ 

○高野団地の下水道整備 

 平成25年度は高野団地内を公共下水道に接続するための

枝線を布設します（杉戸第1-291号線、杉戸第1-271号

線、杉戸第1-299号線、杉戸第1-288号線）。 

○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。 
・町のお金     364,647千円 

➲予算額 364,647千円 
  （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 

重点 

【担当】 上下水道課 下水道担当（℡37-1232(代)） 

財源は 

 快適な生活環境をつくるため、南側水路の維持管理を行

い、環境改善に努めます。 

➣ 南側水路の環境改善に努めます 

☆南側水路☆ 
○フェンス及び護岸改修工事 6,180千円 

 危険と思われる箇所のフェンスや護岸を改修します。 

 

○浚渫（しゅんせつ）工事 1,260千円 

 水路にたまった土砂等をさらい、水の流れを良くして、環

境を改善します。 

【担当】 都市施設整備課 都市計画整備担当（内線375） 

・町のお金      7,440千円 

 

➲予算額   7,440千円 

❏事業の概要 

財源は 
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Ⅲ 平成２５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 5,619,000千円 6.7％ 41 

２ 後期高齢者医療特別会計 365,400千円 9.2％ 43 

３ 介護保険特別会計 2,556,967千円 8.6％ 45 

４ 公共下水道事業特別会計 920,667千円 ▲14.6％ 47 

５ 水道事業会計 1,386,973千円 ▲8.6％ 49 

 （特別会計合計） 10,849,007千円 2.9％  
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杉戸町 

 １ 国民健康保険特別会計 

（１）予算額 

○ 56億1,900万円（対前年度比 6.7％） 

（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 

○ 主な歳入の内容は、国民健康保険税11億594万９千円、国・県支出金14億3,212万３千円、

前期高齢者交付金15億8,716万２千円、共同事業交付金６億3,011万７千円及び繰入金４億

9,151万４千円となっています。 

 

○ 主な歳出の内容は、保険給付費37億7,559万７千円、後期高齢者支援金等７億7,502万２千

円、介護納付金３億1,633万１千円、共同事業拠出金６億6,552万６千円、保健事業費（特定

健診・特定保健指導を含む）3,894万６千円となっています。 

◇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

その他の収入
(国や県からの
支出金など）

保険給付費
　　　（千円）

H21 4,464,000 1,170,414 200,000 3,093,586 2,888,147 14,683

H22 4,612,000 1,160,605 200,000 3,251,395 3,105,753 14,732

H23 4,951,000 1,103,552 200,000 3,647,448 3,344,018 14,809

H24 5,264,000 1,108,402 100,000 4,055,598 3,455,842 14,569

H25 5,619,000 1,105,949 100,000 4,413,051 3,775,597 14,450

※H21-23は実績値

年度
当初予算額
　　　（千円）

歳入（千円）
被保険者数
　　　　（人）
　　　　  ※
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杉戸町 
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 参考１ 歳入の内訳と被保険者数の推移 

 参考２ 主な歳出（保険給付費）と被保険者数の推移 
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杉戸町 

 ２ 後期高齢者医療特別会計 

（１）予算額 

○ ３億6,540万円（対前年度比 9.2％） 

（２）目的 

（３）概要及び事業内容 

○ 主な歳入の内容は、後期高齢者医療保険料２億9,650万６千円、繰入金6,788万２千円と

なっています。 

 

○ 主な歳出の内容は、後期高齢者医療広域連合納付金３億5,989万２千円となっています。 

○ 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、申請や届け出の受付

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）

H21 296,181 240,358 55,823 289,475 3,784

H22 304,075 251,106 52,969 298,747 3,985

H23 304,004 243,915 60,089 298,902 4,233

H24 334,553 268,888 65,665 328,872 4,265

H25 365,400 296,506 68,894 359,892 4,744

※H21-23は実績値

年度
当初予算額
　　　（千円）

歳入（千円）
被保険者数
　　　　（人）
           ※



44 

 

杉戸町 

 参考１ 歳入の内訳と被保険者数の推移 

 参考２ 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 
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杉戸町 

 ３ 介護保険特別会計 

（１）予算額 

○ 25億5,696万７千円（対前年度比 8.6％）  

（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25年度は、第５期介護保険事業計画の２年目となります。 

○ 歳入 

  ・第１号被保険者保険料では、賦課人数の増加により６億3,344万円となり、前年度と比 

   較して3,307万４千円、5.5％の増となっています。 

  ・保険給付費等によるルール割合により、国庫支出金は7.6％増の４億5,367万４千円、支 

   払基金交付金は9.0％増の７億2,530万９千円、県支出金は10.0％増の３億7,554万４千 

   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、13.1%増 

   の３億6,841万６千円となっています。 

○ 歳出 

  ・歳出予算の根幹をなす保険給付費については、24億7,605万３千円を計上し、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。 

  ・歳出のうち、地域密着型介護サービス給付費は、前年度から9.0％減の１億8,427万１千 

   円となっています。 

  ・居宅介護サービス計画給付費では、前年度から2.7％増の１億2,508万１千円を計上しま 

   した。 

  ・介護予防対策である二次予防事業費では、2.4％減の964万８千円、一次予防事業費では 

   10.0％減の1,535万８千円となりました。 

◇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）

H21 1,926,688 458,125 30,844 1,437,719 1,855,805 10,193

H22 2,063,677 476,561 30,853 1,556,263 1,985,415 10,467

H23 2,158,734 491,829 27,153 1,639,752 2,078,462 11,012

H24 2,354,452 600,366 32,769 1,721,317 2,266,762 11,382

H25 2,556,967 633,440 29,364 1,894,163 2,476,053 11,865

※Ｈ21-23は実績値

年度
当初予算額
　　　（千円）

歳入（千円）
被保険者数
　　　　（人）
　　　　  ※



46 

 

杉戸町 

 参考１ 歳入の内訳と被保険者数の推移 

 参考２ 主な歳出（保険給付費）と被保険者数の推移 
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杉戸町 

 ４ 公共下水道事業特別会計 

（１）予算額 

○ ９億2,066万７千円（対前年度比 ▲14.6％）  

（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25年度当初予算においては、前年度と比較して１億5,704万２千円（14.6%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、下高野地内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）

H21 880,957 296,243 277,923 306,791 447,355 5,505,412

H22 900,553 297,905 288,928 313,720 454,996 5,433,346

H23 976,650 288,424 332,795 355,431 608,551 5,258,196

H24 1,077,709 296,468 318,849 462,392 628,052 5,102,462

H25 920,667 295,469 364,647 260,551 473,682 4,978,142

※H24-25は見込値

年度
当初予算額
　　　（千円）

歳入（千円）
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杉戸町 

 ４ 公共下水道事業特別会計 

 参考１ 歳入の内訳の推移 

 参考２ 主な歳出（公債費）と地方債残高の推移 
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杉戸町 

 ５ 水道事業会計 

（１）予算額 

○ 13億8,697万３千円（対前年度比 ▲8.6％）  

（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。 

（３）概要及び事業内容 

○ 平成25年度の杉戸町水道事業は、給水戸数18,250戸、年間総給水量5,650,000㎥、一日

平均給水量15,479㎥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0.9％減の給水収益としていま

す。 

また、支出では建設改良費において、老朽化した配水管の更新や配水場整備を計画的に

行うための予算編成となっています。 

主に、高野団地内の公共下水道工事に伴い、配水管布設替の工事を実施することで、安

心で安全な水を安定して供給できるよう努めます。 

収益的支出では10億7,363万６千円を、資本的支出では３億1,333万７千円を計上してい

ます。 

 

○ 高野団地公共下水道工事に係る配水支管布設替工事   52,700千円 

◇５か年の当初予算額等の推移

主な歳入（千円）

水道使用料収入
　　　　　（千円）

企業債償還費
　　　　　　　（千円）

企業債残高
　　　　　　（千円）

H21 1,590,341 909,301 54,317 1,431,929

H22 1,817,429 904,424 82,023 1,613,864

H23 1,797,904 883,675 95,061 1,650,320

H24 1,484,042 875,181 108,849 1,573,382

H25 1,386,973 867,594 108,647 1,494,955

※H24-25は見込値

当初予算額
　　　　　　（千円）

年度

参考
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杉戸町 

 参考１ 予算額に占める水道使用料収入の割合の推移 

 参考２ 企業債償還費と企業債残高の推移 
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