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基本施策５ 安心・安全で、やすらぎのあるまち 

 

 

 

 

主要施策１ 消防防災・交通防犯・消費者対策 

 

施策１ 消防・防災対策の充実 

No.54 

実施計画事業名 事業内容 年度 
事業費 

（千円） 

埼玉東部消防組合特別

負担金 

（住民参加推進課） 

久喜市、加須市、幸手市、白岡市、宮代町及び杉戸町

の４市２町により構成された一部事務組合、埼玉東

部消防組合に係る負担金のうち、高機能消防指令セ

ンター及び消防救急デジタル無線の整備に係る経費

について、構成市町で負担金として支出する。 

 

H30 30,235 

H31 98,617 

H32 35,062 
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No.55 

実施計画事業名 事業内容 年度 
事業費 

（千円） 

自主防災組織育成事業 

（住民参加推進課） 

近隣の町民が協力して、自らの地域を守る行動（共

助）を支援するため、自主防災組織が行う訓練や、

資機材の購入に対して補助金を交付し、その育成と

強化を図る。 

H30 1,522 

H31 1,522 

H32 1,522 

 

No.56 

実施計画事業名 事業内容 年度 
事業費 

（千円） 

[一部新規] 

防災活動事業 

（住民参加推進課） 

いつ起こるか分からない災害に備え、杉戸町地域防

災計画に基づき、備蓄食糧及び防災資機材等を整備

し、町民の生命、身体及び財産を災害から保護する。 

・備蓄食料の更新 

・備蓄資機材の更新・新設 

・Jアラート新型受信機整備工事 

H30 4,254 

H31 3,288 

H32 1,824 

 

No.57 

実施計画事業名 事業内容 年度 
事業費 

（千円） 

[新規] 

防災行政無線デジタル

化事業 

（住民参加推進課） 

総務省が促進するデジタル化への移行を図るととも

に、設備や機器の老朽化が進んでいることから更新

を行う。 

また、町内の一部地域において、防災無線の放送が

聞こえにくい地域があるため、改修に併せ放送可能

なエリアの見直しを行い難聴地域への対応を図る。 

平成３０年度 防災行政無線デジタル化実施設計 

業務委託 

平成３１年度 防災行政無線デジタル化工事 他 

H30 8,100 

H31 － 

H32  
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施策２ 交通安全・防犯体制の充実 

No.58 

実施計画事業名 事業内容 年度 
事業費 

（千円） 

自転車交通安全教育 

事業 

（住民参加推進課） 

近年増加している自転車及び高齢者事故防止対策と

して、中学校区単位で「スケアード・ストレイト教

育技法（スタントマンによる仮想交通事故を実演）」

による自転車交通安全教育を実施し、交通安全意識

の醸成を図り、交通事故防止につなげる。 

H30  303 

H31  303 

H32  303 

 

No.59 

実施計画事業名 事業内容 年度 
事業費 

（千円） 

防犯灯整備事業（LED 化

の推進） 

（住民参加推進課） 

犯罪等の未然防止と安全なまちづくりを推進するた

め、長寿命・省エネルギーのＬＥＤ器具による防犯

灯を設置・切替し、町民の安全確保を図る。 

H30 3,110 

H31 3,110 

H32 3,110 

 

 

施策３ 消費者保護対策の充実 

No.60 

実施計画事業名 事業内容 年度 
事業費 

（千円） 

消費者保護事業 

（商工観光課） 

消費者の知識向上と被害を未然に防ぐため、消費生

活センターを設置し、消費生活相談等の事業を実施

する。 

杉戸町（火・木）と宮代町（月・水）で週４日の相談

を実施する。 

H30 1,560 

H31 1,595 

H32 1,595 
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主要施策２ 市街地・道路・交通 

 

施策１ 市街地・居住環境の整備 

No.61 

実施計画事業名 事業内容 年度 
事業費 

（千円） 

既存木造住宅耐震診断

補助及び改修工事費補

助事業 

（建築課） 

既存木造住宅の耐震診断を実施した方、及び耐震診

断結果に基づき、耐震改修工事を実施した方に対し、

補助金を交付する。 

・耐震診断   １/２補助（上限５万円） 

・耐震改修工事 １/３補助（上限４０万円） 

 

H30 450 

H31 450 

H32 450 

 

No.62 

実施計画事業名 事業内容 年度 
事業費 

（千円） 

町営住宅設備等改修事

業 

（建築課） 

町営住宅（下高野団地・三本木団地）の老朽化に伴

い、設備等の改修を行う。 

・三本木団地浴室改修工事 

・三本木団地玄関扉再塗装工事 

H30 5,204 

H31 6,539 

H32 6,539 

 

No.63 

実施計画事業名 事業内容 年度 
事業費 

（千円） 

［新規］ 

フレッシュタウン調整

池排水設備改修事業 

（都市施設整備課） 

フレッシュタウン調整池の排水施設の計画的な更新

を行うことで、台風等の大雨による宅地への被害を

未然に防ぎ、地域の安全・安心の向上を図る。 

平成３０年度 釜場築造調査測量・設計 他 

平成３１年度 排水設備設計・工事 

平成３２年度 堆積物除去 

H30 1,392 

H31 － 

H32 － 
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施策２ 道路・交通網の整備 

No.64 

実施計画事業名 事業内容 年度 
事業費 

（千円） 

町内巡回バス運行事業 

（住民参加推進課） 

町民の交通手段を確保し、公共施設等の利用促進及

び日常生活の利便性の向上を図るため、町内巡回バ

ス「あいあい号」を運行する。 

路 線：北コース、南コース 

起点・終点：彩の国いきいきセンターすぎとぴあ 

運 行 日：毎週月曜日から金曜日（祝日、年末年 

始は除く。） 

運 行 便 数：各コースとも 1日 5便 

運 賃：1回 100 円 

H30 14,629 

H31 15,033 

H32 －  

 

No.65 

実施計画事業名 事業内容 年度 
事業費 

（千円） 

［一部新規］ 

東武動物公園駅東口通

り線整備事業 

（東口通り線整備推進

室） 

安全で快適な交通環境を整備するとともに、駅周辺

の中心市街地の活性化にも寄与するため、東武動物

公園駅東口通り線の整備を推進する。 

・東口駅前広場整備事業への支援 

H30 1,967 

H31 － 

H32 － 

 

No.66 

 

 

  

実施計画事業名 事業内容 年度 
事業費 

（千円） 

町道Ⅰ級 13号線（大字

堤根地内）舗装補修事

業 

（都市施設整備課） 

町道Ⅰ級 13号線は、国道 4号から大字才羽を結ぶ主

要幹線町道である。県立杉戸農業高等学校正門付近

の路面損傷及び道路冠水対策工事を実施する。 

・舗装補修工事（L＝240ｍ） 

H30 20,000 

H31  

H32  
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No.67 

 

No.68 

 

  

実施計画事業名 事業内容 年度 
事業費 

（千円） 

町道Ⅱ級 1号線（大字下

高野地内）歩道整備事業 

（都市施設整備課） 

町道Ⅱ級 1 号線は、県道境・杉戸線から町道Ⅰ級 5

号線につながる主要幹線町道であり、この路線を通

行する車両が多いことから、歩行者等の安全確保の

ため、水路を利用した歩道整備を実施する。 

・平成３０年度 歩道整備工事（Ｌ＝180m） 

・平成３１年度 歩道整備工事（Ｌ＝145m） 

※「社会資本整備総合交付金」活用事業 

H30 72,576 

H31 － 

H32  

実施計画事業名 事業内容 年度 
事業費 

（千円） 

町道Ⅱ級 10 号線（大字

堤根地内）舗装補修事業 

（都市施設整備課） 

町道Ⅱ級 10号線は、県道次木杉戸線から町道Ⅰ級 9

号線を結ぶ主要幹線町道であると共に通学路に指

定されている。 

この路線の大字堤根地内の区間は、道路舗装の老朽

化が激しいため、舗装補修整備を行い、地域交通の

安全性を確保する。 

・平成 30年度 舗装補修工事（L＝92ｍ） 

・平成 31年度 境界杭設置 

※「社会資本整備交付金」活用事業 

H30 32,897 

H31 2,400 

H32  
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No.69 

実施計画事業名 事業内容 年度 
事業費 

（千円） 

町道Ⅱ級 18号線（大字 

木野川地内）道路改良 

事業 

（都市施設整備課） 

町道Ⅱ級 18 号線は、深輪産業団地方面から県道西

宝珠花屏風線を結ぶ主要幹線町道であると共に通

学路に指定されている。 

歩道整備等を行うことにより、地域交通の安心性、

安全性が図れると同時に通学路の安全性が確保で

きる。（延長 L＝338ｍ、現況 W=6～7m） 

・平成３０年度 用地購入、物件補償 

・平成３１年度 道路改良工事 

舗装補修工事 

・平成３２年度 道路改良工事 

H30 7,387 

H31 － 

H32 － 

 

No.70 

実施計画事業名 事業内容 年度 
事業費 

（千円） 

町道 831 号線（大字茨島

地内）整備事業 

（都市施設整備課） 

町道 831 号線は、拡幅された町道Ⅰ級 5号線から東

埼玉総合病院に繋がる最短ルートであるが、幅員が

狭くなっている。そのため、病院への良好なアクセ

スを可能にするため拡幅改良工事を実施する。 

（現道 L＝220ｍ W=4m） 

・平成３０年度 道路改良工事（L=80m） 

※「社会資本整備総合交付金」活用事業 

H30 25,262 

H31  

H32  

 

 

 


