
1111

平成３０年度

施政方針施政方針施政方針施政方針及び及び及び及び当初予算当初予算当初予算当初予算

平成３０年度

施政方針施政方針施政方針施政方針及び及び及び及び当初予算当初予算当初予算当初予算

資料資料資料資料１１１１



2222

平成30年度のまちづくり
(施政方針)

的確な政策（未来への投資）的確な政策（未来への投資）

健全な財政運営（節約）健全な財政運営（節約）

地域

創生
子育て 健康

安心

安全
環境

1 Change
（変革）

４Ｃ４Ｃ４Ｃ４Ｃ ４Ｄ４Ｄ４Ｄ４Ｄ

2 Challenge
（挑戦）

4 Creation
（創造）

3 Collaboration
（協働・協⼒）

1 Ｄream
（夢）

2 Dynamic
（精⼒的に）

3 Discussion
（話し合い）

4 Do
（実⾏）

「住みごこち１００％のまちづくり」の実現

++



「住み「住み「住み「住みごこちごこちごこちごこち100%100%100%100%のまちづくり」のまちづくり」のまちづくり」のまちづくり」のののの実現実現実現実現

杉戸杉戸杉戸杉戸の未来を見据えたの未来を見据えたの未来を見据えたの未来を見据えた予算予算予算予算

一般会計一般会計一般会計一般会計 111119191919億億億億9,6009,6009,6009,600万円万円万円万円
＜前年度比＜前年度比＜前年度比＜前年度比 ＋＋＋＋1.51.51.51.5%%%%＞＞＞＞

特別会計特別会計特別会計特別会計 111111111111億億億億9,2949,2949,2949,294万万万万5555千円千円千円千円
＜前年度比＜前年度比＜前年度比＜前年度比 ▲▲▲▲9.39.39.39.3%%%%＞＞＞＞

（全会計合計（全会計合計（全会計合計（全会計合計 222231313131億億億億8,8948,8948,8948,894万万万万5555千円千円千円千円））））
＜前年度比＜前年度比＜前年度比＜前年度比 ▲▲▲▲4.4.4.4.0000%%%%＞＞＞＞

3333

平成30年度当初予算
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注目事業 その１ 「地域創生」

①杉戸宿を活用した新たな観光振興による

地域経済の活性化・交流人口の拡大

2,207万2千円

・・・・ 宿場まつり運営補助宿場まつり運営補助宿場まつり運営補助宿場まつり運営補助

・・・・ 杉戸魅力発信拠点施設外構工事杉戸魅力発信拠点施設外構工事杉戸魅力発信拠点施設外構工事杉戸魅力発信拠点施設外構工事

・・・・ 川の賑わい創出支援事業川の賑わい創出支援事業川の賑わい創出支援事業川の賑わい創出支援事業

などなどなどなど

・杉戸宿魅力発信拠点施設・杉戸宿魅力発信拠点施設・杉戸宿魅力発信拠点施設・杉戸宿魅力発信拠点施設 完成イメージ図完成イメージ図完成イメージ図完成イメージ図



5555

注目事業 その１ 「地域創生」

②東武動物公園駅東口通り線の整備促進

・・・・ 東武動物公園駅東口通り線整備東武動物公園駅東口通り線整備東武動物公園駅東口通り線整備東武動物公園駅東口通り線整備

推進事業推進事業推進事業推進事業 195万7千円

③もうかる農業の推進 2,185万円

・・・・ 明日の農業担い手育成塾運営事業明日の農業担い手育成塾運営事業明日の農業担い手育成塾運営事業明日の農業担い手育成塾運営事業

・・・・ 人・農地プラン推進事業人・農地プラン推進事業人・農地プラン推進事業人・農地プラン推進事業

・・・・ 農地耕作条件改善事業農地耕作条件改善事業農地耕作条件改善事業農地耕作条件改善事業 などなどなどなど
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注目事業 その２ 「子育て」

①幼稚園や保育園の有効活用

1億5,000万円

・・・・ 中央幼稚園保育棟の改築中央幼稚園保育棟の改築中央幼稚園保育棟の改築中央幼稚園保育棟の改築

・日当たりや木のぬくもりを重視した園舎に改築

・・・・中央幼稚園保育棟完成イメージ図中央幼稚園保育棟完成イメージ図中央幼稚園保育棟完成イメージ図中央幼稚園保育棟完成イメージ図 ・現在の中央幼稚園保育棟・現在の中央幼稚園保育棟・現在の中央幼稚園保育棟・現在の中央幼稚園保育棟
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注目事業 その２ 「子育て」

②子育て負担の軽減、教育環境の整備・充実

8,890万5千円

・・・・ 子育て世代包括支援センター運営事業（母子保健型・基本型）子育て世代包括支援センター運営事業（母子保健型・基本型）子育て世代包括支援センター運営事業（母子保健型・基本型）子育て世代包括支援センター運営事業（母子保健型・基本型）

・・・・ 各小中学校各小中学校各小中学校各小中学校 普通教室等エアコン設置工事設計普通教室等エアコン設置工事設計普通教室等エアコン設置工事設計普通教室等エアコン設置工事設計

・・・・ 杉戸小学校外壁・屋上防水改修工事設計杉戸小学校外壁・屋上防水改修工事設計杉戸小学校外壁・屋上防水改修工事設計杉戸小学校外壁・屋上防水改修工事設計

・・・・ 杉戸中学校管理・特別教室棟等トイレ改修杉戸中学校管理・特別教室棟等トイレ改修杉戸中学校管理・特別教室棟等トイレ改修杉戸中学校管理・特別教室棟等トイレ改修ⅠⅠⅠⅠ期工事（繰越事業）期工事（繰越事業）期工事（繰越事業）期工事（繰越事業）
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注目事業 その３ 「健康」

①がんの早期発見・早期治療をめざし受診勧

奨の推進 3,317万5千円

・・・・ がんがんがんがん検診検診検診検診の充実の充実の充実の充実

②病気にならない健康づくりの推進 2,199万円

・・・・ すぎと健康アカデミーの実施すぎと健康アカデミーの実施すぎと健康アカデミーの実施すぎと健康アカデミーの実施

・・・・ 健康マイレージ事業への負担金健康マイレージ事業への負担金健康マイレージ事業への負担金健康マイレージ事業への負担金

・・・・ シニアサロンシニアサロンシニアサロンシニアサロン運営費の補助運営費の補助運営費の補助運営費の補助

・・・・ 心の健康づくり事業の実施心の健康づくり事業の実施心の健康づくり事業の実施心の健康づくり事業の実施 などなどなどなど
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注目事業 その４ 「安心・安全」

①防災・減災事業の推進、冠水対策の強化

3,424万4千円

・・・・ 町道町道町道町道ⅠⅠⅠⅠ級級級級13131313号線舗装補修工事（大字堤根）号線舗装補修工事（大字堤根）号線舗装補修工事（大字堤根）号線舗装補修工事（大字堤根）

・・・・ フレッシュタウン調整池ポンプ改修工事事前調査等フレッシュタウン調整池ポンプ改修工事事前調査等フレッシュタウン調整池ポンプ改修工事事前調査等フレッシュタウン調整池ポンプ改修工事事前調査等

・・・・ ①－①－①－①－61616161、、、、68686868号水路改修工事測量設計号水路改修工事測量設計号水路改修工事測量設計号水路改修工事測量設計

（杉戸（杉戸（杉戸（杉戸2222丁目）丁目）丁目）丁目）

・・・・ Ｊアラート新型受信機整備工事Ｊアラート新型受信機整備工事Ｊアラート新型受信機整備工事Ｊアラート新型受信機整備工事

・・・・ 防災行政無線デジタル化工事設計防災行政無線デジタル化工事設計防災行政無線デジタル化工事設計防災行政無線デジタル化工事設計

・①－・①－・①－・①－61号水路（杉戸２丁目）号水路（杉戸２丁目）号水路（杉戸２丁目）号水路（杉戸２丁目）
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注目事業 その４ 「安心・安全」

②通学路など安全な道路環境の整備

1億3,812万2千円

・・・・ 町町町町道道道道ⅡⅡⅡⅡ級級級級10101010号線舗装補修工事（大字堤根）号線舗装補修工事（大字堤根）号線舗装補修工事（大字堤根）号線舗装補修工事（大字堤根）

・・・・ 町道町道町道町道ⅡⅡⅡⅡ級級級級1111号線号線号線号線歩道歩道歩道歩道整備工事（大字下高野）整備工事（大字下高野）整備工事（大字下高野）整備工事（大字下高野）

・・・・ 町町町町道道道道ⅡⅡⅡⅡ級級級級18181818号線道路改良工事の準備号線道路改良工事の準備号線道路改良工事の準備号線道路改良工事の準備

（大字木野川）（大字木野川）（大字木野川）（大字木野川）

・・・・ 町道町道町道町道831831831831号線道路改良工事（大字茨島）号線道路改良工事（大字茨島）号線道路改良工事（大字茨島）号線道路改良工事（大字茨島）

・・・・ⅡⅡⅡⅡ級級級級1号線（大字号線（大字号線（大字号線（大字下高野下高野下高野下高野））））
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注目事業 その５ 「環境」

①豊かな自然環境の保持と共生

・・・・ 合併処理浄化槽設置整備事業の奨励補助合併処理浄化槽設置整備事業の奨励補助合併処理浄化槽設置整備事業の奨励補助合併処理浄化槽設置整備事業の奨励補助 1,466万8千円

・・・・ 生ごみ処理容器及び生ごみ処理機購入に対しての補助生ごみ処理容器及び生ごみ処理機購入に対しての補助生ごみ処理容器及び生ごみ処理機購入に対しての補助生ごみ処理容器及び生ごみ処理機購入に対しての補助 24万5千円

・対象者：町内在住の方

・補助額：処理容器 １基 4,500円まで

処理機 １基 20,000円まで

・・・・ 南側水路環境整備工事設計（大字堤根）南側水路環境整備工事設計（大字堤根）南側水路環境整備工事設計（大字堤根）南側水路環境整備工事設計（大字堤根）

290万9千円
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注目事業 その５ 「環境」

②太陽光発電、エコカー補助金の継続

・・・・ 住宅用太陽光発電システム設置への補助住宅用太陽光発電システム設置への補助住宅用太陽光発電システム設置への補助住宅用太陽光発電システム設置への補助 310万円

・対象者：町内に自ら居住（予定を含む）する住宅に太陽光発電

システムを設置する方

・補助額：1件につき50,000円 （※HEMS付は1件60,000円）

・・・・ 次世代自動車普及促進対策への補助次世代自動車普及促進対策への補助次世代自動車普及促進対策への補助次世代自動車普及促進対策への補助 50万円

・対象者：電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車を新規購入

する町民の方

・補助額：1件につき50,000円
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基本施策１
人をつなぎ、語らいのあるまち

・・・・ 今後のまちづくりに関する町民アンケート

の実施

→今後のまちづくりの方向性とその実現のための指針

となる「第６次杉戸町総合振興計画」の準備

・・・・ 国際交流の推進

→姉妹都市提携を結んでいるオースラリア・

バッセルトン市の親善訪問団を受け入れ

など



基本施策２
みんなに優しく、思いやりのあるまち

14141414

など

・・・・【福祉】障がい者基幹相談支援センターの設置
→近隣の３市２町（蓮田市、幸手市、白岡市、

宮代町及び杉戸町）が共同で、「埼葛北地区

基幹相談支援センター」を設置（白岡市内）

→高度で専門的な相談支援

・・・・【健康】不妊治療、不妊検査への助成
→不妊治療費を100,000円まで助成

→不妊検査費を20,000円まで助成

・・・・【子育て】ブックスタート事業
→3～4か月児健診時に、絵本・アドバイス集

に加えて、トートバックをプレゼント
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基本施策３
人を育む、心豊かなまち

・・・・ 児童・生徒の学力向上に向けて

→学力向上プロジェクト及び特色ある学校プ

ロジェクトの実施

→学習指導員の導入

・・・・ 子どもたちを自転車事故から守ります
→自転車安全運転教育・加害者賠償保険への加入

→「スケアード・ストレイト教育技法」を用いた

交通安全教育の実施

・・・・ 子育てに関するニーズ調査の実施
→幼稚園・保育園・放課後児童クラブなどの利用

状況や利用希望を把握

→平成３１年度に「子ども・子育て支援事業計画」

の策定 など
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基本施策４
活力を育み、賑わいのあるまち

・・・・ アグリパークゆめすぎとのトイレ洋式化

→高齢者や観光客をはじめ、誰もが安心・快適に

利用できるよう駐車場のトイレの洋式化を実施

・・・・ 高野農村センターのエアコン改修

→快適に施設を利用できるよう、老朽化が進んで

いるエアコンを改修

など
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基本施策５
安心・安全で、やすらぎのあるまち

・・・・ 防災資機材及び食糧の整備
→計画的に防災資機材を整備し、また、福祉避難所

（すぎとピア）の防災資機材等の整備を実施

・・・・ 消防操法大会に出場
→平成３０年度、杉戸町の消防団が消防操法大会に

出場し、日々の訓練の成果を発揮

・・・・ 消費生活相談の実施
→毎週火・木曜日の週２回、１０時から１６時まで、

町役場で消費生活相談を実施

→宮代町の消費生活相談（毎週月・水曜日）や、国

や埼玉県の消費生活相談等と連携

→相談体制の充実 など

ま
ず
は

ま
ず
は

ま
ず
は

ま
ず
は
相
談

相
談

相
談

相
談
をを をを
！！ ！！
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基本施策６
快適で、ゆとりのあるまち

・・・・ 環境センター焼却施設の補修

→長期施設整備計画に基づく補修等を実施

→ごみ処理の安定化を図る

・・・・ 環境対策の推進

→環境に関するイベントを通じ、日ごろからの

環境への意識を高める

・環境ポスター展示会の実施

・グリーンカーテンコンテストの実施

など
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町債（町の借金）の現在高

・・・・ 町債（町の借金）残高は減少傾向

10,069,500 

9,541,555 

9,310,357 

9,122,048 

8,910,966 
8,852,488 

8,708,257 

8,872,489 

8,666,817 
8,494,330 

8,000,000

8,500,000

9,000,000

9,500,000

10,000,000

10,500,000

H20末 H21末 H22末 H23末 H24末 H25末 H26末 H27末 H28末 H29末見込

（千円）

平成2９年度末で

約8４.９億円
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財政調整基金（町の貯金）の現在高

・・・・ 財政調整基金（町の貯金）の現在高はH24がピーク
→使いみちに限定がない基金（貯金）

857,039 844,677 

1,273,306 1,318,264 

1,630,308 

1,478,876 

927,533 

1,070,185 

967,045 
934,738

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

H20末 H21末 H22末 H23末 H24末 H25末 H26末 H27末 H28末 H29末見込

（千円）

平成2９年度末で

約9.４億円



21212121

公共施設改修基金（町の貯金）の現在高

・・・・ 公共施設改修基金（町の貯金）の現在高はほぼ横ばい
→公共施設改修経費にあてるための基金（貯金）、H23に新設

130,000 

272,315 

441,927 
389,409 

309,822 309,967 
360,002

0

250,000

500,000

750,000

1,000,000

H20末 H21末 H22末 H23末 H24末 H25末 H26末 H27末 H28末 H29末見込

（千円）

平成2９年度末で

約3.６億円
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みんなの予算書

・・・・ まちの予算の主なものをまちの予算の主なものをまちの予算の主なものをまちの予算の主なものを

わかりやすく編集したものわかりやすく編集したものわかりやすく編集したものわかりやすく編集したもの

・・・・ 毎年度作成し、ホームページに掲載毎年度作成し、ホームページに掲載毎年度作成し、ホームページに掲載毎年度作成し、ホームページに掲載


