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令和３年度予算編成方針のポイント

○「歳入に見合った歳出」を念頭に、徹底した節約や歳入歳出
 両面の見直しを進め、財政運営の更なる健全化を図ります

○市民の行政への関心や参加意識を高め、市民の声に耳を傾け、
 市民満足度の向上に資する市政の展開をスピード感を持って
 実施します

○徹底した情報公開・情報提供に努めます

 Ⅰ 誰もが安全で安心して暮らせる、やさしいまちづくり

 Ⅱ 将来を担う子どもたちを応援するまちづくり

 Ⅲ 地域の活力を高め、快適な環境を創造するまちづくり

○市民税や固定資産税等が減収となる見込みであるため、市税
 収入は減少が見込まれます

○国庫支出金は、新型コロナウイルスワクチン接種に係る補助
 等により増加が見込まれます

○義務的経費のうち、人件費は減少したものの、扶助費及び公
 債費が増加しています

○投資的経費は、前年度まで実施していた防災行政無線放送設
 備更新等事業が完了したこと等により減少しています

○その他の経費では、新型コロナウイルスワクチン接種に係る
 経費等の増加により、物件費が増加しています

１、歳入の状況

３、予算編成基本方針

４、今年度重点施策

２、歳出の状況
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（単位：千円、％）

Ｒ３年度 Ｒ２年度 増減額 増減率

28,830,000 29,995,000 △ 1,165,000 △3.9

18,826,473 21,066,888 △ 2,240,415 △ 10.6

石井土地区画整理事業 412,059 592,730 △ 180,671 △ 30.5

日の出町土地区画整理事業 126,369 170,070 △ 43,701 △ 25.7

片柳土地区画整理事業 525,178 731,248 △ 206,070 △ 28.2

関間四丁目土地区画整理事業 145,092 214,228 △ 69,136 △ 32.3

国民健康保険事業 9,674,000 9,747,000 △ 73,000 △ 0.7

介護保険事業 6,610,804 8,303,861 △ 1,693,057 △ 20.4

後期高齢者医療事業 1,332,436 1,307,216 25,220 1.9

坂戸市、鶴ヶ島市外三組合公平委員会 535 535 0 0.0

47,656,473 51,061,888 △ 3,405,415 △ 6.7

 

○歳出のポイント

防災行政無線のデジタル化及び設備の更新に係る経費等の減により、
総務費が減少しました

合            計

○歳入のポイント

※ 一般会計：地方公共団体の行政運営の基本的な経費を計上した会計

※ 特別会計：特定の事業を行うため、一般会計の歳入歳出と区分して経費を計上した会計

地方交付税が減少する見込みです     5億2,000万円の減

新型コロナウイルスワクチン接種に係る経費等の増により、国庫支出
金が増加する見込みです         3億2,961万円の増

市民税や固定資産税等が減収となる見込みであるため、市税収入が減
少する見込みです     6億3,400万円の減

        5億2,213万円の減財政調整基金繰入金等の減により、繰入金が減少となります

臨時財政対策債等の増により、市債が増加となります         5億5,400万円の増

令和３年度坂戸市一般会計特別会計予算の概要

 令和３年度の一般会計予算額は、２８８億３，０００万円で、対前年度比較で３．９％の減（１１
億６，５００万円の減）となりました。
 また、一般会計及び８つの特別会計を合計した総予算額は、４７６億５，６４７万３千円となり、
対前年度比較で６．７％の減（３４億５４１万５千円の減）となりました。

区            分

一般会計

特別会計

           3億124万円の減

学童保育所整備事業等の減により、民生費が減少しました

新型コロナウイルスワクチン接種に係る経費等の増により、衛生費が
増加しました

小中学校や公民館の施設改修工事に係る経費等の減により、教育費が
減少しました

      4億3,341万円の減

      2億5,586万円の増

        2億7,242万円の減

１、予算のポイント

２、各会計の予算

３、一般会計の歳入歳出ポイント
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～  一般会計予算の状況  ～

20,000
21,000
22,000
23,000
24,000
25,000
26,000
27,000
28,000
29,000
30,000
31,000
32,000

24 25 26 27 28 29 30 元 2 3 年度

百万円

一般会計予算規模の推移

令和３年度一般会計

総額 ２８８億３，０００万円

（対前年度比３．９％減）

これを坂戸市の人口で割ると・・・

28万7千円

市税収入額を坂戸市の人口で割ると・・・

12万3千円
※

※令和3年1月1日現在人口100,612人

3



歳入款別

予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比 増 減 額 伸 率

1 市 税 12,375,893 42.9 13,009,897 43.4 △ 634,004 △ 4.9

2 地 方 譲 与 税 239,274 0.8 259,784 0.9 △ 20,510 △ 7.9

3 利 子 割 交 付 金 5,300 0.0 7,000 0.0 △ 1,700 △ 24.3

4 配 当 割 交 付 金 48,000 0.2 51,000 0.2 △ 3,000 △ 5.9

5 株式等譲渡所得割交付金 69,000 0.2 38,000 0.1 31,000 81.6

6 法 人 事 業 税 交 付 金 45,000 0.2 71,000 0.2 △ 26,000 △ 36.6

7 地 方 消 費 税 交 付 金 1,975,000 6.9 2,126,000 7.1 △ 151,000 △ 7.1

8 環 境 性 能 割 交 付 金 33,000 0.1 44,000 0.1 △ 11,000 △ 25.0

9 地 方 特 例 交 付 金 90,000 0.3 90,000 0.3 0 0.0

10 地 方 交 付 税 2,300,000 8.0 2,820,000 9.4 △ 520,000 △ 18.4

11 交通安全対策特別交付金 13,000 0.0 13,000 0.0 0 0.0

12 分 担 金 及 び 負 担 金 176,542 0.6 196,935 0.7 △ 20,393 △ 10.4

13 使 用 料 及 び 手 数 料 272,591 1.0 271,781 0.9 810 0.3

14 国 庫 支 出 金 4,999,074 17.3 4,669,467 15.6 329,607 7.1

15 県 支 出 金 2,075,180 7.2 2,232,476 7.4 △ 157,296 △ 7.0

16 財 産 収 入 55,982 0.2 61,962 0.2 △ 5,980 △ 9.7

17 寄 附 金 70,002 0.2 50,002 0.2 20,000 40.0

18 繰 入 金 1,043,412 3.6 1,565,537 5.2 △ 522,125 △ 33.4

19 繰 越 金 244,664 0.9 247,177 0.8 △ 2,513 △ 1.0

20 諸 収 入 262,786 0.9 287,682 1.0 △ 24,896 △ 8.7

21 市 債 2,436,300 8.5 1,882,300 6.3 554,000 29.4

28,830,000 100.0 29,995,000 100.0 △ 1,165,000 △ 3.9

市税の内訳

予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比 増 減 額 伸 率

1 市 民 税 5,457,062 44.1 5,985,579 46.0 △ 528,517 △ 8.8

個 人 市 民 税 5,046,048 40.8 5,385,825 41.4 △ 339,777 △ 6.3

法 人 市 民 税 411,014 3.3 599,754 4.6 △ 188,740 △ 31.5

2 固 定 資 産 税 5,512,256 44.5 5,637,853 43.3 △ 125,597 △ 2.2

3 軽 自 動 車 税 219,293 1.8 213,523 1.6 5,770 2.7

4 市 た ば こ 税 521,500 4.2 503,300 3.9 18,200 3.6

5 特 別 土 地 保 有 税 2 0.0 2 0.0 0 0.0

6 都 市 計 画 税 665,780 5.4 669,640 5.2 △ 3,860 △ 0.6

12,375,893 100.0 13,009,897 100.0 △ 634,004 △ 4.9

歳 入 合 計

項     別

市 税 合 計

                (単位：千円，％）

令和３年度 令和２年度 比較増減

一般会計歳入予算の状況

                (単位：千円，％）

令和３年度 令和２年度 比較増減
款     別
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####

####

  1億9,022万円の減

 ⑥地方消費税交付金…消費税を原資に市に交付されるお金です

 ①市税…皆様から坂戸市に納めていただく税金です
 ②国庫支出金…国からの補助金などです

 ④地方交付税…一定水準の行政サービスを確保するために、
        国から県や市町村に交付されるお金です

 ⑦繰入金…過去に積み立てた基金を活用するお金です

 ⑤県支出金…県からの補助金などです

 ⑧その他…上記以外の収入で、譲与税や繰越金などです

 ③市債…公共施設の整備などに使う借入金です

市税

12,375,893
43%

国庫支出金

4,999,074
17%

市債

2,436,300
8%

地方交付税

2,300,000
8%

県支出金

2,075,180
7%

地方消費税交付金

1,975,000
7%

繰入金

1,043,412
4%

その他

1,625,141
6%

（単位：千円）

用語の解説

歳入内訳

歳入合計
28,830,000
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(1) 歳出款別

予   算   額 構 成 比 予   算   額 構 成 比 増   減   額 伸  率

1 議 会 費 246,299 0.9 249,033 0.8 △ 2,734 △ 1.1

2 総 務 費 3,479,648 12.1 3,780,886 12.6 △ 301,238 △ 8.0

3 民 生 費 12,612,842 43.7 13,046,256 43.5 △ 433,414 △ 3.3

4 衛 生 費 2,492,159 8.6 2,236,295 7.5 255,864 11.4

5 労 働 費 58,453 0.2 41,046 0.1 17,407 42.4

6 農 林 水 産 業 費 239,776 0.8 272,173 0.9 △ 32,397 △ 11.9

7 商 工 費 100,623 0.3 115,416 0.4 △ 14,793 △ 12.8

8 土 木 費 2,538,377 8.8 3,056,303 10.2 △ 517,926 △ 16.9

9 消 防 費 1,370,403 4.8 1,441,743 4.8 △ 71,340 △ 4.9

10 教 育 費 2,816,033 9.8 3,088,455 10.3 △ 272,422 △ 8.8

11 災 害 復 旧 費 1 0.0 100 0.0 △ 99 △ 99.0

12 公 債 費 2,825,386 9.8 2,617,294 8.7 208,092 8.0

13 予 備 費 50,000 0.2 50,000 0.2 0 0.0

28,830,000 100.0 29,995,000 100.0 △ 1,165,000 △ 3.9

(2) 歳出性質別

予   算   額 構 成 比 予   算   額 構 成 比 増   減   額 伸  率

人 件 費 5,221,537 18.1 5,469,758 18.2 △ 248,221 △ 4.5

扶 助 費 6,666,662 23.1 6,653,999 22.2 12,663 0.2

公 債 費 2,825,386 9.8 2,617,294 8.7 208,092 8.0

小 計 14,713,585 51.0 14,741,051 49.1 △ 27,466 △ 0.2

物 件 費 5,300,085 18.4 5,170,482 17.2 129,603 2.5

維 持 補 修 費 350,680 1.2 445,162 1.5 △ 94,482 △ 21.2

補 助 費 等 5,280,780 18.3 5,271,638 17.6 9,142 0.2

計 25,645,130 88.9 25,628,333 85.4 16,797 0.1

補 助 事 業 費 53,168 0.2 604,036 2.0 △ 550,868 △ 91.2

単 独 事 業 費 493,005 1.7 808,773 2.7 △ 315,768 △ 39.0

計 546,173 1.9 1,412,809 4.7 △ 866,636 △ 61.3

積 立 金 78,329 0.3 50,404 0.2 27,925 55.4

貸 付 金 6,112 0.0 8,400 0.0 △ 2,288 △ 27.2

繰 出 金 2,504,256 8.7 2,845,054 9.5 △ 340,798 △ 12.0

予 備 費 50,000 0.2 50,000 0.2 0 0.0

計 2,638,697 9.2 2,953,858 9.9 △ 315,161 △ 10.7

28,830,000 100.0 29,995,000 100.0 △ 1,165,000 △ 3.9

一般会計歳出予算の状況

      (単位：千円，％)

款                 別
令和３年度 令和２年度 比較増減

      (単位：千円，％)

令和３年度 令和２年度 比較増減

歳 出 合 計

区              分

消
費
的
経
費

義
務
費

投
資
的
経
費

そ
の
他

歳 出 合 計
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 ③公債費…過去に借りた市債の返済に要する経費です
 ④教育費…小中学校、幼稚園、図書館、公民館の維持管理などに要する経費です
 ⑤土木費…道路や公園等の整備や管理に要する経費です
 ⑥衛生費…ごみ処理や予防接種などの保健事業に要する経費です
 ⑦その他…消防活動や議会運営、産業振興などに要する経費です

 ⑦普通建設事業費…道路や公園等の整備などに要する経費です
 ⑥繰出金…国民健康保険や介護保険などの特別会計に要する経費です

 ⑧その他…基金への積立金や予備費などに要する経費です

 ①扶助費…障害者、子ども、高齢者への福祉などに要する経費です
 ②物件費…消耗品や光熱水費、業務委託などに要する経費です
 ③補助費等…団体への補助や一部事務組合への負担金に要する経費です
 ④人件費…職員の給与や市長、議員の報酬などに要する経費です
 ⑤公債費…過去に借りた市債の返済に要する経費です

 ①民生費…高齢者や障害者、子育て世帯への支援などに要する経費です
 ②総務費…防災、戸籍、選挙、庁舎管理などに要する経費です

民生費

12,612,842
44%

総務費

3,479,648
12%

公債費

2,825,386
10%

教育費

2,816,033
10%

土木費

2,538,377
9%

衛生費

2,492,159
8%

その他

2,065,555
7%

扶助費

6,666,662
23%

物件費

5,300,085
18%

補助費等

5,280,780
18%

人件費

5,221,537
18%

公債費

2,825,386
10%

繰出金

2,504,256
9%

普通建設事業費

546,173
2%

その他

485,121
2%

性質別歳出

用語の解説

目的別歳出

用語の解説

（単位：千円）

歳出合計
28,830,000

歳出合計
28,830,000

（単位：千円）
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令和３年度に実施する主な事業

（１）重点項目

Ⅰ 誰もが安全で安心して暮らせる、やさしいまちづくり

36万5千円 36万5千円

963万7千円 106万3千円

332万9千円

524万5千円

 ・機器等設置委託料

 ・機械等借上料

 ・一般財源

＜主な事業＞

防災安全課

各地域に対して防犯パトロール用資機材等の支援や防犯
情報の提供を行い、自主防犯パトロール活動を推進する
ことで、地域におけるコミュニティの醸成、市民個々の
防犯意識の高揚を図り、市域全体を犯罪が起こりにくい
環境を目指します。

事業費 2,054千円 

防災安全課

自動体外式除細動器（AED）を小中学校を基本とした市
内公共施設に配備し、救命率の向上を目指し、市民の安
心感を高めるとともに、必要時に直ちに使用できるよ
う、順次屋外にAED収納ボックスを設置します。

 ・消耗品費

 ・一般財源  ・消耗品費

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）配備事業

事業費 ９６３万７千円

財源内訳 支出内訳

事業費 ３６万５千円

財源内訳 支出内訳

安全で安心なまちづくり推進事業

Ⅰ 誰もが安全で安心して暮らせる、やさしいまちづくり
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53万6千円 1,271万6千円

1,722万9千円 60万円

150万円

294万9千円

69万9千円 69万9千円

773万2千円 591万7千円

155万6千円

25万9千円

大規模災害の被害想定に基づき、避難者等の食料等を備
蓄するとともに、生活用品及び救助用資機材等の整備を
図ります。

 ・その他

 ・消耗品費 ・一般財源

 ・防災用備品

防災安全課

 ・一般財源  ・消耗品費

 ・交通安全啓発事業補助金

 ・その他

防災安全課

災害発生時に住民、関係機関、行政の活動がスムーズに
行えるよう、地域防災拠点での情報伝達、避難所開設訓
練等を実施します。

 ・市町村交通災害共済取扱手数料  ・交通指導員謝金

 ・一般財源  ・各種講習会等委託料

交通対策課

交通指導員による交通安全教室及び児童の通学路におけ
る交通安全指導、スケアードストレイト交通安全教室の
実施、交通安全推進団体等と連携した交通安全運動、市
町村交通災害共済への加入促進などの事業を推進しま
す。

事業費 ７７３万２千円

財源内訳 支出内訳

災害用備蓄品等整備事業

交通安全対策推進事業

事業費 １，７７６万５千円

財源内訳 支出内訳

事業費 ６９万９千円

財源内訳 支出内訳

防災訓練実施事業

9
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700万円 700万円

2億6,250万円 5億3,799万6千円

2億7,549万6千円 ・表彰費 21万5千円

・消耗品費 93万円

・その他費用 218万8千円

5,359万2千円 3,098万7千円

2,607万1千円 2,256万4千円

909万6千円

1,701万6千円 ・その他

 ・地域生活支援事業費国・県補助金  ・障害者相談支援事業等委託料

 ・一般財源  ・日常生活用具給付費

 ・移動支援事業費補助金

障害者とその家族の地域における生活を支援するため、
相談支援事業や障害児介助者自動車改造費補助を実施す
るほか、自立した日常生活を営むことができるよう、移
動支援事業、日中一時支援事業などを実施します。

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

障害者福祉課

 ・国民健康保険保険基盤安定国・県負担金  ・国民健康保険特別会計繰出金

 ・一般財源

健康保険課
市民生活課

 ・一般財源  ・地域防災計画更新委託料

災害対策基本法や水防法の改正、埼玉県地域防災計画と
の整合性を図るとともに、本市の水害の教訓を踏まえ、
地域防災計画を改定します。

  防災安全課

埼玉県と共同で「埼玉県コバトン健康マイレージ」を実
施し、ＩＣＴを活用したポイントの付与など、手軽に楽
しくウォーキングに取り組む環境を整備することで、よ
り多くの市民の健康づくりを支援します。（事業費333
万3千円）

 ・健康マイレージ事業
  内訳

地域防災計画推進事業

事業費 ７００万円

財源内訳 支出内訳

地域生活支援事業

事業費 ７，９６６万３千円

財源内訳 支出内訳

事業費 ５億３，７９９万６千円

財源内訳 支出内訳

国民健康保険事業

Ⅰ 誰もが安全で安心して暮らせる、やさしいまちづくり
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22万5千円 1,687万2千円

200万円 912万円

24万円 72万円

2,666万2千円 241万5千円

2,391万7千円 1億8,480万円

9,100万円 3,189万1千円

2,325万円 4,560万円

1億2,696万9千円 284万5千円

22万円 134万4千円

100万8千円 22万円

33万6千円 ・一般財源

 ・成年後見人制度負担金  ・成年後見人等報酬助成

 ・地域生活支援事業費国・県補助金  ・その他

 ・一般財源  ・その他

障害者福祉課

判断能力が不十分な知的障害者、精神障害者のうち、身
寄りや家族がいない方に援助をしてくれる後見人を家庭
裁判所に選任してもらい、不利益を受けないようにした
り、財産管理や契約行為などの日常生活を支援します。

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

 ・特別障害者手当等給付費国庫負担金  ・重度心身障害者医療費

 ・重度心身障害者医療費支給事業県補助金  ・特別障害者等手当

 ・その他の特定財源  ・重度心身障害者手当

重度心身障害者手当や特別障害者手当等の支給、重度心
身障害者医療費の給付、生活ホーム入居や障害者更生施
設入所の委託等を実施します。

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

 ・障害福祉施設等支援事業県補助金  ・自動車燃料購入費助成金

 ・一般財源  ・その他

障害者福祉課

 ・地域生活支援事業費国・県補助金   ・障害児(者)民間団体生活サポート事業補助金

 ・障害者生活支援事業県補助金  ・福祉タクシー事業費

障害者福祉課

障害者の地域生活を支援するため、民間団体が行う移送
や一時預かりなどのサービスを提供する事業に対して助
成を行います。また、福祉タクシーの利用に対して補助
を行うほか、自動車燃料購入費補助等を実施します。

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

障害福祉補助事業

事業費 ２，９１２万７千円

財源内訳 支出内訳

障害者成年後見事業

事業費 １５６万４千円

財源内訳 支出内訳

事業費 ２億６，５１３万６千円

財源内訳 支出内訳

障害者援護事業
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10億5,474万円 13億8,774万7千円

7,701万8千円 1億750万8千円

47万4千円 1,375万7千円

3億8,007万6千円 329万6千円

478万5千円 307万7千円

7千円 152万円

158万7千円 7万2千円

171万円

176万2千円 1,135万円

719万1千円

239万7千円

 ・一般財源  ・その他

障害者福祉課

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

 ・障害者自立支援給付費国・県負担金  ・介護給付、訓練等給付費

 ・障害者医療費国・県負担金  ・自立支援医療給付費

 ・共同生活援助等事業費県補助金  ・補装具費

障害者福祉課

専任通訳者及び登録手話通訳者による手話通訳者の派
遣、手話通訳者の研修等を実施します。

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

 ・地域生活支援事業費国・県補助金   ・会計年度任用職員報酬

障害者が生活に必要なサービス（介護給付、訓練等給
付、自立支援医療、補装具）について、自分の意思で選
択して給付を受ける制度で、サービスの利用に応じて費
用を支給し、社会参加と共生社会を推進します。

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

障害者福祉課

  ・障害者就労支援事業運営費関係市町負担金   ・障害者就労支援事業委託料

 ・地域生活支援事業費国・県補助金

 ・一般財源

障害者に対する就労相談、就労準備支援、就労定着支
援、職場開拓等の専門的な支援を行います。平成23年４
月から鳩山町より事務委託を受けて運営しています。

 ・雑入   ・手話通訳者謝金

 ・一般財源   ・講師謝金等

  ・その他

自立支援給付費等支給事業

事業費

財源内訳 支出内訳

事業費 １，１３５万円

財源内訳 支出内訳

障害者就労支援センター運営事業

１５億１，２３０万８千円

事業費 ６３７万９千円

財源内訳 支出内訳

手話通訳者派遣事業

Ⅰ 誰もが安全で安心して暮らせる、やさしいまちづくり
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1億6,112万2千円 8億9,841万円

216万円 2,702万9千円

9億9,820万9千円 660万円

2億2,945万2千円

4,698万8千円 5,045万7千円

560万1千円 102万3千円

105万3千円

5万6千円

364万5千円 509万8千円

129万円 839万2千円

897万7千円 17万2千円

25万円

 ・一般財源   ・扶助費（要介護高齢者手当等） 

 ・雑入

  ・その他

 ・安心生活創造事業国庫補助金   ・在宅福祉事業委託料

  ・緊急時通報システム事業業務委託料

高齢者福祉課

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

 ・印刷製本費

 ・その他

 ・後期高齢者医療受託事業収入  ・健康診査に係る委託料等

・一般財源  ・通信運搬費

 ・その他（特別会計操出金等）

市民健康センター

健康保険課

 ・後期高齢者医療療養給付費負担金

 ・後期高齢者保健事業等補助金  ・後期高齢者医療事務費負担金

 ・一般財源  ・人間ドック、保養所施設利用者補助金

 ・後期高齢者医療保険基盤安定県負担金

埼玉県後期高齢者医療広域連合へ療養給付に係る費用等
を負担します。
なお、被保険者の健康増進のため、人間ドック受診料、
保養所施設利用料の一部補助を実施します。

埼玉県後期高齢者医療制度被保険者の健康増進のため、
健康診査を実施し、生活習慣病の予防及び疾病の早期発
見・早期治療につなげます。6月1日から1０月3１日ま
で、坂戸・鶴ヶ島市等の実施医療機関で行います。

在宅で介護が必要な高齢者に、緊急時通報システム事
業、高齢者移送支援サービス事業等のサービスを提供す
ることにより、在宅生活の質の向上、安全の確保、介護
者の負担軽減、緊急時の迅速な対応を図ります。

後期高齢者医療事業

事業費 １１億６，１４９万１千円

財源内訳 支出内訳

事業費 ５，２５８万９千円

財源内訳 支出内訳

後期高齢者医療事業（健康診査）

要介護高齢者生活支援事業

事業費 １，３９１万２千円

財源内訳 支出内訳
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5,677万3千円 7億5,595万5千円

9億6,787万4千円 2,991万4千円

3,452万4千円

2億425万4千円

70万1千円 7万5千円

79万9千円 142万5千円

3,043万1千円 2,376万円

1,014万4千円 1,681万5千円

認知症等により判断能力が低下した高齢者等の財産管理
及び権利擁護に向けた成年後見制度の需要の高まりに対
応するため、市民後見人の養成を行います。また、令和
３年４月より坂戸市成年後見センターを開設し、成年後
見制度の普及啓発に努めるとともに、養成した市民後見
人候補者の方の活動を支援する体制の構築を図ります。

 ・生活困窮者自立支援事業費国庫負担金    ・生活困窮者自立相談支援事業委託料

 ・一般財源    ・住居確保給付金

福祉総務課

生活困窮者の抱える複合的な課題を包括的な相談で把握
し、生活困窮者の活動的な社会参加と就労を支援しなが
ら、その生活向上を図り、地域の活力、つながり、信頼
を高め、生活困窮者すべての社会的経済的な自立と生活
向上を目指します。 1写真 ・イラスト

高さ4.5㎝×幅指定なし

 ・権利擁護人材育成事業県補助金   ・講師等謝金

 ・一般財源   ・市民後見推進事業業務委託料

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

 ・地域支援事業繰出金（包括的支援事業･任意事業）       

 ・その他一般会計繰出金（事務費等繰出金等）      

高齢者福祉課

 ・低所得者保険料軽減国・県負担金  ・介護給付費繰出金        

 ・一般財源  ・地域支援事業繰出金（介護予防・日常生活支援総合事業）

高齢者福祉課

介護保険特別会計における支出のうち、保険給付等に係
る費用の一部を一般会計から介護保険特別会計へ繰り入
れ、介護保険事業の適切な運営を行います。

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

事業費 １５０万円

財源内訳 支出内訳

市民後見推進事業

介護保険事業

事業費 １０億２，４６４万７千円

財源内訳 支出内訳

事業費 ４，０５７万５千円

財源内訳 支出内訳

生活困窮者自立支援事業

Ⅰ 誰もが安全で安心して暮らせる、やさしいまちづくり
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10億2,112万4千円 4億1,748万円

2,582万6千円 6億円

3億1,454万8千円 5,694万円

2億8,707万8千円

49万7千円 87万円

5万2千円 72万7千円

122万4千円 17万6千円

222万3千円 212万7千円

9万6千円

 ・一般財源   ・機械等借上料

  ・消耗品費

市民生活課

 ・保健事業費県補助金  ・手数料

 ・雑入  ・講師謝金等

 ・一般財源  ・その他

市民生活課

 ・生活保護費等国庫負担金   ・生活扶助

 ・生活保護費県負担金   ・医療扶助

 ・一般財源   ・介護扶助

  ・その他

福祉総務課

日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、生活に困窮
する世帯に、その困窮の程度に応じて必要な保護を行
い、最低限度の生活を保障するとともに、被保護世帯の
自立の助長を図ります。

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

女子栄養大学との連携のもと、認知症予防や胎児の健や
かな発育に効果があるとされる葉酸の摂取を促すため、
葉酸の代謝等に関する遺伝子検査や食事調査に基づい
た、個人別の栄養指導を含む講習会等を開催します。

市民の健康への安心・安全のため、コンビニエンススト
アにＡＥＤを設置します。機器は市がリース契約で４年
間（令和元年度～５年度）借上げます。緊急時に、従業
員が機器の貸出を行います。

自動体外式除細動器（AED）普及推進事業

事業費 ２２２万３千円

財源内訳 支出内訳

事業費 １７７万３千円

財源内訳 支出内訳

葉酸プロジェクト（認知症予防等）推進事業

事業費 １３億６，１４９万８千円

財源内訳 支出内訳

生活保護等事業
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960万円 960万円

553万8千円 5,660万2千円

150万5千円 386万1千円

5,963万4千円 583万3千円

38万1千円

138万2千円 5億2,106万2千円

4億814万４千円 5,669万4千円

２億659万４千円 1,281万2千円

2,555万2千円  ・その他

 ・一般財源   ・通信運搬費

  ・コールセンター運営等委託料

 ・一般財源   ・印刷製本費

  ・新型コロナウイルスワクチン接種対策事業国庫補助金

市民健康センター

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

 ・風しん追加的対策事業国庫補助金   ・予防接種委託料

市民健康センター

  ・その他

市民健康センター

 ・保健事業費国・県補助金   ・がん検診等委託料

 ・がん検診等個人負担金   ・印刷製本費

 ・一般財源   ・休日急患診療所運営費補助金

休日等に発生する急病等に対して初期救急医療を行う、
坂戸鶴ヶ島医師会立休日急患診療所に対し、補助を行い
ます。

がんや心疾患、脳血管疾患等の生活習慣病を早期発見す
るために、健（検）診を行います。健康診査、大腸がん
検診、胃がん検診（バリウム、胃カメラ）、肺がん検
診・結核検診、子宮頸がん検診、乳がん検診、肝炎ウイ
ルス検診、骨密度検診

予防接種法に基づく定期予防接種を実施し、感染症予防
等を図ります。16歳以上の方を対象に新型コロナウイル
スワクチンの接種を行います。乳幼児期の保護者の方を
対象に予防接種スケジュールを自動作成する予防接種情
報提供システムを運用します。また、任意接種として風
しんワクチンの接種費用を助成します。

事業費 ９６０万円

財源内訳 支出内訳

坂戸鶴ヶ島医師会立休日急患診療所運営補助事業

事業費 ６，６６７万７千円

財源内訳 支出内訳

成人健診事業

事業費 ６億１，６１２万円

財源内訳 支出内訳

予防接種実施事業

Ⅰ 誰もが安全で安心して暮らせる、やさしいまちづくり
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1,862万3千円 544万8千円

451万円

580万円

286万5千円

  ・車両保守管理等委託料

  ・その他

  ・一般財源   ・水防出動報償金

  ・水のう設置等業務委託料

防災安全課

台風や集中豪雨による河川の増水等から住民の生命・身
体・財産を守るため、水防団による水防活動を行いま
す。

事業費 １，８６２万３千円

財源内訳 支出内訳

水防事業
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24万円 24万円

2億6,786万8千円 3億5,715万9千円

390万円 780万円

44万6千円 248万4千円

9,668万円 145万1千円

＜主な事業＞

市民生活課
スポーツ推進課

市内を中心に活動し、小学生を主な構成員とした文化芸
術活動又はスポーツ及びレクリエーション活動を推進す
る事業を行う団体に対し、事業に係る経費の一部を補助
することにより、児童の心身ともに健全な育成を支援す
ることを目的としています。

障害者福祉課

 ・一般財源   ・子ども文化・スポーツ団体健全育成補助金

 ・障害児通所給付費等国・県負担金  ・障害児通所給付費

 ・障害児レスパイトケア事業県補助金  ・障害児レスパイトケア事業補助金

 ・その他の特定財源   ・障害児介護用自動車燃料購入費助成金

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

障害児に対して、「放課後等デイサービス」等の支給、
軽度・中等度難聴児の補聴器購入費の補助、障害児の家
族に対する自動車燃料費の補助、在宅重症心身障害児等
の家族に対するレスパイトケア事業への補助、障害福祉
サービスの利用に応じた費用の支援を行います。

 ・一般財源  ・その他

事業費 ３億６，８８９万４千円

財源内訳 支出内訳

障害児給付費等支給事業

事業費 ２４万円

財源内訳 支出内訳

子ども文化・スポーツ団体健全育成補助事業

Ⅱ 将来を担う子どもたちを応援するまちづくり 18



3,279万2千円 3億156万1千円

1,015万2千円 933万円

2億6,866万4千円 41万3千円

30万4千円

2,249万5千円 5,063万4千円

2,935万5千円 103万8千円

8万4千円

9万4千円

153万3千円 501万4千円

153万3千円

194万8千円

 ・乳幼児医療費支給事業県補助金  ・こども医療費

 ・まちづくり応援基金繰入金  ・医療費審査支払事務委託料

食育推進事業 子育て支援課

出生から中学校卒業までの児童の医療費の一部負担金と
入院に係る食事療養費の１／２を支給することで、保護
者の経済的負担を軽減し、こどもの保健の向上と福祉の
増進を図ります。
坂戸、鶴ヶ島市内の指定医療機関等で受診の場合は、窓
口払いの無料化を実施します。

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

事業費 2,054千円 

１８歳の年度末までの児童を育てている、ひとり親家庭
等の母又は父及び児童等に対して、医療費の一部負担金
と入院に係る食事療養費の１/２を支給し、生活の安定と
自立を支援することで、福祉の増進を図ります。
坂戸、鶴ヶ島市内の指定医療機関等で受診の場合は、窓
口払いの無料化を実施します。

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

 ・一般財源  ・通信運搬費

 ・その他

子育て支援課

 ・その他

子育て支援課

 ・ひとり親家庭等医療費支給事業県補助金  ・ひとり親家庭等医療費

 ・一般財源  ・医療費審査支払事務委託料

 ・通信運搬費

育児の援助を受けたい人と行いたい人による会員組織
「ファミリー・サポート・センター」を民間委託により
運営し、子育て家庭への支援を行います。また、令和3年
度より緊急サポート事業として、緊急性の高い預かり等
を、活動内容に含め援助活動を行います。

 ・一般財源

 ・子ども・子育て支援国庫交付金  ・ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ業務等委託料

  ・ファミリー・サポート・センター事業費県補助金

こども医療費支給事業

事業費 ３億１，１６０万８千円

財源内訳 支出内訳

ひとり親家庭等医療費支給事業

事業費 ５，１８５万円

財源内訳 支出内訳

事業費 ５０１万４千円

財源内訳 支出内訳

ファミリー・サポート・センター運営事業
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399万4千円 1,997万1千円

82万円 163万7千円

898万6千円 3万円

791万円 7万2千円

2億4,370万9千円 3億3,358万7千円

288万円 4万4千円

288万円

8,416万2千円

202万9千円 9,398万9千円

2,022万円

202万9千円

6,971万1千円

子育て支援課

 ・生活困窮者自立支援事業費国庫補助金   ・ひとり親家庭等学習支援業務委託料

 ・地域子供の未来応援国庫交付金  ・会計年度任用職員報酬等

 ・母子家庭等対策費県補助金  ・消耗品費

子どもの貧困対策推進計画に基づき、教育部門と福祉部
門をつなぐコーディネーターを配置し、必要に応じた支
援サービスにつなげます。また、児童扶養手当等の公的
援助受給世帯の子どもに対し、学習支援事業を実施しま
す。

 ・子育てのための施設等利用給付国・県交付金  ・施設型給付費負担金

・子ども・子育て支援国庫交付金  ・その他

 ・一般財源  ・その他

保育課

本市在住の3歳から5歳児（小学校就学前）までの子ども
を幼稚園に在園させている保護者に対して、入園料、保
育料等の一部を補助し、子育てを行う家庭の経済的負担
を軽減します。

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

・その他の特定財源

・一般財源

保育課

民間保育所の運営に対し助成を行うことにより、保育士
の確保及び民間保育所の運営改善と児童福祉の向上を図
り、良好な保育の環境を構築します。

 ・一般財源

 ・子ども・子育て支援国庫交付金  ・民間保育所運営改善費補助金

  ・安心・元気、保育サービス支援事業費県補助金

 ・延長保育事業費県補助金

子どもの貧困対策推進事業

事業費 ２，１７１万円

財源内訳 支出内訳

民間保育所運営補助事業

事業費 ９，３９８万９千円

財源内訳 支出内訳

幼児教育無償化事業

事業費 ３億３，３６３万１千円

財源内訳 支出内訳
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180万円 200万円

427万7千円 252万円

155万7千円

7,049万9千円 2億1,550万円

7,049万9千円

7,450万2千円

2億4,448万9千円 3億7,041万1千円

1,854万円

605万7千円

1億132万5千円

保育課

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

学童保育所の整備を行うための設計業務、施設修繕等を
実施します。また、土地の借り上げをはじめとして建物
等の維持管理を行います。

 ・その他

保育課

 ・学童保育所整備事業債  ・実施設計等委託料

 ・一般財源  ・施設修繕料

 ・子ども・子育て支援国庫交付金  ・指定管理委託料

 ・放課後児童健全育成事業費県補助金

 ・一般財源

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

保護者が就労等により昼間家庭にいない場合、学校の授
業が終了した放課後及び土曜日等の休業日において、家
庭に代わる安全な生活の場を確保し、適切な遊びや指導
を行うことで、児童の健全育成を図ります。

 ・子どものための教育・保育給付国・県交付金  ・地域型保育給付費負担金

 ・子どものための施設等利用給付国・県交付金

保育課

地域型保育事業（小規模保育事業等）を実施する事業者
に対し、施設等の運営に要する費用の一部を補助するこ
とにより、保育の質を維持し、増加する保育需要に対応
するとともに、保育所の待機児童の解消を図ります。

 ・その他の特定財源

 ・一般財源

事業費 ３億７，０４１万１千円

財源内訳 支出内訳

地域型保育事業

学童保育所整備事業

事業費 ６０７万７千円

財源内訳 支出内訳

学童保育所指定管理事業

事業費 ２億１，５５０万円

財源内訳 支出内訳
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12億373万7千円 14億2,387万5千円

2億2,202万円 152万円

36万2千円

8,412万6千円 8億6,749万7千円

5億3,772万円

1,312万1千円

2億3,253万円

299万1千円 299万1千円

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

子育て支援課

次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目
的として、中学校修了までの児童を養育している方を対
象に、児童の年齢等により１人あたり月額 １０，０００
円又は１５，０００円（所得制限額以上は５，０００
円）を支給します。

保育課

 ・児童手当国・県負担金  ・児童手当等

 ・一般財源  ・通信運搬費

 ・その他

市内の民間保育所及び管外（市外の公立・私立保育所）
の保育所に対して運営を委託し、充実した保育の実施を
図ります。

 ・その他の特定財源

 ・一般財源

保育課

 ・保育所運営費保護者負担金  ・民間保育所等運営委託料

  ・子どものための教育・保育給付国・県交付金

 ・一般財源  ・病児保育事業負担金

児童が病気又は病気の回復期に、病院・保育所等に付設
された専用の保育スペース等において、保育士及び看護
師が一時的に保育等を実施する事業者に対し、事業費の
一部を負担します。

事業費 １４億２，５７５万７千円

財源内訳 支出内訳

児童手当等支給事業

民間保育所等運営委託事業

事業費 ８億６，７４９万７千円

財源内訳 支出内訳

病児保育事業

事業費 ２９９万１千円

財源内訳 支出内訳
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1億1,730万7千円 3億5,192万4千円

66万円 126万8千円

2億3,522万5千円

551万8千円 655万8千円

7万5千円 10万円

７千円 244万6千円

350万4千円

311万円 450万円

5,211万6千円 215万5千円

4,467万5千円

389万6千円

 ・児童扶養手当国庫負担金   ・児童扶養手当

 ・母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金   ・その他

子育て支援課

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

ひとり親家庭等に対し、手当を支給することで、子ども
を養育する家庭の生活の安定と自立の促進及び子どもの
福祉の増進を図ります。

 ・一般財源

子育て支援課

母子家庭及び父子家庭の相談に応じ、自立に必要な情報
提供及び指導を行います。また、自立に必要な職業訓練
及び教育訓練に対して支援を行います。さらに、日常生
活に支障があるひとり親家庭等に家庭生活支援員を派遣
します。

 ・一般財源

市民健康センター

  ・母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金   ・母子家庭等自立支援給付金

 ・母子家庭等対策費県補助金   ・家庭生活支援員派遣業務委託料

 ・雑入   ・その他

母子健康手帳の交付、妊婦健康診査、新生児聴覚スク
リーニング検査の一部助成、乳幼児健診（3か月児健診、
1歳6か月児健診、2歳児歯科健診、3歳児健診）を実施
します。また母子保健推進員等が、産婦・赤ちゃん訪問
を行います。

 ・妊婦健康診査等委託料

 ・その他      

 ・まちづくり応援基金繰入金  ・乳幼児健診医師報酬  

 ・一般財源  ・歯科保健指導委託料

母子家庭等自立支援事業

事業費 ９１０万４千円

財源内訳 支出内訳

乳幼児健診事業

事業費 ５，５２２万６千円

財源内訳 支出内訳

事業費 ３億５，３１９万２千円

財源内訳 支出内訳

児童扶養手当支給事業

23 Ⅱ 将来を担う子どもたちを応援するまちづくり



375万円 500万円

125万8千円 4千円

4千円

126万5千円 386万円

260万7千円 5千円

7千円

101万9千円 208万5千円

57万6千円 179万6千円

102万7千円 107万1千円

382万5千円 149万5千円

市民健康センター

 ・母子保健衛生費国・県負担金  ・未熟児養育医療費

 ・一般財源  ・医療費審査支払事務委託料

 ・通信運搬費

入院医療を必要とする未熟児に対して、その養育に必要
な医療費を給付します。

  ・早期不妊検査・治療費助成事業県補助金  ・不妊治療費等助成金

 ・一般財源  ・消耗品費

市民健康センター

埼玉県不妊治療費助成事業の支給決定を受けている夫婦
に対し、治療費の一部を補助します。また、早期不妊検
査及び不育症検査の検査費の一部を補助します。

 ・通信運搬費

市民健康センター

妊娠期から子育て期にかけて切れ目のない支援を行うた
め、妊産婦等の状況把握、支援計画の作成などを行いま
す。また、安心して子育てのできる支援体制として、産
後ケア事業及び産前産後サポート事業、各種教室、10か
月児健康相談会などの相談事業を実施します。

 ・一般財源  ・その他

 ・子ども・子育て支援国庫交付金  ・会計年度任用職員報酬 

 ・妊娠・出産包括支援事業国庫補助金  ・健康教育講師等謝金

 ・その他の特定財源  ・産後ケア事業委託料

未熟児養育医療給付事業

事業費 ５００万８千円

財源内訳 支出内訳

子育て世代包括支援推進事業（母子保健型）

事業費 ６４４万７千円

財源内訳 支出内訳

事業費 ３８７万２千円

財源内訳 支出内訳

不妊治療費等助成事業
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71万9千円 6,421万3千円

6,461万円 111万6千円

446万4千円 1,898万2千円

1,600万9千円 40万円

7万円

102万1千円

5,787万5千円 4,504万5千円

838万3千円

444万7千円

学校教育課

個に応じた教育を推進するため、小・中学校の実情に応
じ、支援を必要とする児童生徒に学校支援員を配置し、
学校生活や授業等の支援・補助を行い、学校生活の充実
を図ります。また、中学校へ校務支援員を配置し、教職
員の業務を補助します。

学校教育課

  ・スクールサポートスタッフ配置事業費県補助金  ・学校支援員報酬等

 ・一般財源  ・校務支援員報酬等

・中学校配置相談員助成事業県助成金  ・相談員指導員報酬等

・一般財源  ・講師謝金等

 ・適応指導教室消耗品費等

教育センターに適応指導教室を設置し、教育相談員や学
校と連携して不登校児童生徒の自立と社会生活への適応
を支援します。また、各小・中学校にさわやか相談員を
配置し、児童・生徒や保護者からの相談に応じます。

 ・一般財源  ・英語指導助手派遣委託料

 ・英語検定受験手数料

 ・その他

学校教育課

小・中学校へ外国人の英語指導助手を派遣するととも
に、小学校中学年の外国語活動を支援するため小学校外
国語活動支援員を配置し、英語教育の充実を図ります。
また、すべての中学生が年１回実用英語技能検定を受験
する機会を設け、その受験料を市が負担します。

 ・小学校外国語活動支援員報酬等

学校支援員配置事業

事業費 ６，５３２万９千円

財源内訳 支出内訳

事業費 ５，７８７万５千円

財源内訳 支出内訳

英語指導推進事業

事業費 ２，０４７万３千円

財源内訳 支出内訳

不登校解消事業
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778万6千円 602万6千円

176万円

565万9千円 24万円

372万円

119万2千円

50万7千円

287万2千円 259万2千円

28万円

児童生徒の実態を把握するため、各種学力調査等を実施
します。また、小学校３年生以上に家庭学習ノートを購
入して活用することで、学習習慣の定着と学力向上を目
指します。

学校教育課

学校教育課

 ・一般財源  ・教育研究委託料

 ・消耗品費

就学支援委員会を開催し特別な配慮を必要とする児童生
徒の就学を支援します。また、小学校の難聴･言語障害及
び小･中学校の発達･情緒障害通級指導教室を運営しま
す。教育センターには臨床心理士を配置し、特別な配慮
を必要とする児童生徒の就学や学校生活を支援します。

 ・教育研究委託料

 ・その他

学校教育課

  ・一般財源  ・就学支援委員会委員報酬等

 ・相談員等謝金（臨床心理士）

  ・一般財源  ・水泳指導員派遣手数料

 ・柔道指導講師謝金

小学校の夏休み水泳教室や水泳授業、中学校の柔道授業
に、専門的な技術をもつ講師を派遣し、小学生の泳力向
上と中学校の柔道授業における安全確保を図ります。

事業費 ７７８万６千円

財源内訳 支出内訳

学力向上推進事業

特別支援教育推進事業

事業費 ５６５万９千円

財源内訳 支出内訳

事業費 ２８７万２千円

財源内訳 支出内訳

体力向上推進事業
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747万1千円 5,180万円

5,410万円 480万7千円

5,011万4千円 5,195万8千円

312万円

350万円 482万1千円

132万1千円

7,145万3千円 7,145万3千円

 ・学校施設改修事業債  ・各種工事設計監理委託料

教育総務課

施設の老朽化に伴い、施設や設備の不良が年々増加して
おりますので、学校施設の維持管理上必要な修繕や改修
を適宜実施します。また、長寿命化計画に基づき、計画
的な施設整備を進めてまいります。

 ・一般財源  ・施設整備工事等

教育総務課

 ・まちづくり応援基金繰入金  ・修繕料

 ・その他

 ・学校施設改修事業債  ・各種工事設計監理委託料

 ・一般財源

学校のトイレは汚い、臭い、暗いという意見が多いこと
から、児童生徒が気持ちよく安心して利用できる清潔な
トイレに改修します。今年度は勝呂小学校、坂戸中学校
トイレの一部改修に向けた設計を進めてまいります。

 ・一般財源  ・エアコン借上料

教育総務課

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

児童生徒が安全、快適に学校生活を送れるよう小中学校
の普通教室及び中学校の理科室等特別教室へリースによ
る空調設備の借上を継続実施します。

学校施設整備事業

事業費 １億１，１６８万５千円

財源内訳 支出内訳

事業費 ４８２万１千円

財源内訳 支出内訳

学校トイレ改修事業

学校エアコン整備事業

事業費 ７，１４５万３千円

財源内訳 支出内訳
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1,282万4千円 1,100万円

182万4千円

350万円 1億2,286万7千円

1億4,146万9千円 776万1千円

1,434万1千円

636万9千円 316万8千円

320万1千円

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

学校教育課

読書により児童生徒の学習に対する興味・関心を呼び起
こし、想像力豊かな心を育むとともに、調べ学習に向け
た図書資料の充実を図るため、児童生徒に必要な図書を
購入し、学校図書館の充実を図ります。

学校教育課

 ・一般財源  ・図書購入費

 ・新聞購入費

情報教育のより一層の推進を図るため、システム等運用
支援業務を行い、引き続き小・中学校で児童生徒用コン
ピュータ機器等を継続して活用するとともに、教職員１
人につき１台のパソコンを配置し統合型校務支援システ
ムを運用します。

 ・その他（消耗品、通信運搬費等）

学校教育課

  ・情報機器整備費国庫補助金  ・学校コンピュータ等借上料

  ・一般財源  ・機器等保守管理等委託料

  ・一般財源  ・自転車乗車用ヘルメット購入費

 ・自転車保険一括加入費補助金

中学校１年生に自転車乗車用ヘルメットを貸与するとと
もに、小・中学校のPTAと連携し、自転車保険一括加入
費を補助します。

学校図書館整備事業

事業費 １，２８２万４千円

財源内訳 支出内訳

事業費 1億４，４９６万９千円

財源内訳 支出内訳

学校コンピュータ整備事業

児童生徒安全対策事業

事業費 ６３６万９千円

財源内訳 支出内訳
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329万円 492万円

1,218万4千円 400万円

255万7千円

399万7千円

564万4千円 564万4千円

81万2千円 86万4千円

40万6千円 28万4千円

7万円

 ・一般財源  ・各種大会参加生徒交通費等補助金

学校教育課

部活動の推進のため、専門的技術を持つ部活動指導員等
を配置するとともに、各種大会出場費等の補助を行いま
す。また、部活動用の消耗品を購入するほか、吹奏楽用
楽器を修繕します。

 ・部活動外部指導員謝金等

 ・その他

教育総務課

 ・部活動指導員配置促進事業県補助金  ・部活動指導員報酬・費用弁償

  ・一般財源  ・私立幼稚園等特別支援教育費補助金

心身に障害のある幼児に対し、市内の私立幼稚園等への
就園を促進するため、支援を必要とする園児に係る特別
支援職員の雇用経費の一部を補助します。

 ・放課後子ども教室県補助金  ・講師謝金等

 ・一般財源  ・消耗品費

社会教育課

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

児童の放課後の居場所づくりを目的に、三芳野小学校、
勝呂小学校、大家小学校、片柳小学校において放課後子
どもげんき教室を実施します。
なお、活動の見守りを行うサポーターは地域にお住まい
の方々の参画を得て実施します。

 ・傷害保険料

中学校部活動推進事業

事業費 １，５４７万４千円

財源内訳 支出内訳

事業費 １２１万８千円

財源内訳 支出内訳

青少年地域ふれあい事業

私立幼稚園等特別支援教育費補助事業

事業費 ５６４万４千円

財源内訳 支出内訳
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382万2千円 78万1千円

197万3千円 443万4千円

49万4千円

8万6千円

4,561万6千円 4,361万5千円

186万8千円

13万3千円

児童の基礎学力の定着と自学自習の姿勢を身につけるこ
とを目的とし、小学生を対象に「学力のびのび塾」を開
催します。
なお、学習支援員は地域の人材等を活用し、児童の学力
に合わせた指導を行います。

社会教育課

 ・その他

教育総務課

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

 ・放課後子ども教室県補助金  ・会計年度任用職員報酬

 ・一般財源  ・講師謝金等

 ・消耗品費

子育て世帯の負担軽減を図るため、一定の要件の下、第
３子以降の給食費を補助します。補助金額は、小学校は
月額４，１００円、中学校は月額５，０００円で保護者
が実際に負担した第３子以降の児童生徒の給食費相当額
です。

 ・通信運搬費

 ・一般財源  ・多子世帯学校給食費補助金

 ・学校給食システム機器等借上料

地域人材を活用した学習支援事業

事業費 ５７９万５千円

財源内訳 支出内訳

多子世帯学校給食費軽減事業

事業費 ４，５６１万６千円

財源内訳 支出内訳
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Ⅲ 地域の活力を高め、快適な環境を創造するまちづくり

155万8千円 148万5千円

7万3千円

100万円 231万円

236万7千円 66万円

15万9千円

23万8千円

＜主な事業＞

議会事務局

本会議の様子をインターネット中継で配信することによ
り、市議会の情報提供を図ります。なお、公開について
は、定例会・臨時会を問わず、全ての本会議について行
います。

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

広報広聴課

 ・一般財源   ・議会インターネット映像中継委託料

  ・通信運搬費

 ・イメージキャラクターグッズ等売払収入   ・イメージキャラクターグッズ等作製委託料

 ・一般財源   ・テレビ埼玉データ放送サービス使用料

  ・手数料

イメージキャラクター「さかろん」の着ぐるみの貸出し
やグッズ作製、テレビ埼玉のデータ放送サービスなどを
活用し、坂戸市のPR、市政情報等の発信を市内外へ行い
ます。

事業費 2,054千円 

  ・その他

議会インターネット中継事業

事業費 １５５万８千円

財源内訳 支出内訳

シティプロモーション推進事業

事業費 ３３６万７千円

財源内訳 支出内訳
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2千円 7,000万2千円

7,000万円 2,590万円

3,558万3千円 854万7千円

113万6千円

66万円 361万2千円

163万9千円 200万円

454万1千円 88万4千円

34万4千円

47万1千円 39万9千円

7万2千円

 ・まちづくり応援基金利子  ・まちづくり応援基金積立金

 ・まちづくり応援寄附金  ・協力者謝礼

政策企画課

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

ふるさと納税制度による財源確保、地域産業の振興等を
図るため、謝礼品の充実や専門のサイト運営事業者の活
用等により、広く市外にＰＲを図り、魅力あるまちづく
りのための各種事業の原資を確保します。

 ・一般財源  ・まちづくり応援寄附金制度業務委託料

 ・その他

政策企画課

ＵＲ都市機構の施設に設置した太陽光発電システムによ
る売電収入で空き店舗を借上げ、大学と連携し、にぎわ
い再生の拠点施設として運営します。

 ・警備委託料

政策企画課

県事業のＳＡＩＴＡＭＡ出会いサポートセンター事業と
連携し、結婚を望む独身の男女に対し、相談窓口を開設
するとともに、出会いと交流の場を提供します。

 ・まちづくり応援基金繰入金  ・店舗賃借料

 ・太陽光発電電力売払収入  ・住宅団地にぎわい再生事業助成金

 ・一般財源  ・光熱水費

 ・一般財源  ・窓口業務等委託料

 ・協議会等負担金

婚活支援事業

事業費 ４７万１千円

財源内訳 支出内訳

事業費 １億５５８万５千円

財源内訳 支出内訳

まちづくり応援寄附金推進事業

事業費 ６８４万円

財源内訳 支出内訳

北坂戸団地にぎわい再生事業
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300万円 600万円

300万円

368万9千円 146万円

3万9千円

219万円

328万円 1,909万3千円

3,830万4千円 1,843万2千円

311万円

94万9千円

政策企画課

 ・地域少子化対策重点推進国庫交付金  ・結婚新生活支援補助金

 ・一般財源

結婚を機に本市に居住する年齢・所得等の要件を満たす
新婚世帯に対し、新生活のスタートアップに係るコスト
（新居の家賃、引越費用等）を予算の範囲内で支援を行
います。

 ・一般財源  ・消耗品費（商品券）

 ・通信運搬費

環境政策課

住宅用省エネルギー機器（家庭用燃料電池、定置用リチ
ウムイオン蓄電池）及び再生可能エネルギー機器（住宅
用太陽光発電システム）を導入する市民に補助金及び商
品券を交付し、機器の普及の促進及び地球温暖化の防止
を図ります。

 ・省エネ機器設置補助金

防災安全課

LED防犯灯をリース契約方式により設置及び維持管理す
るとともに、自治会等所有の防犯灯を適正に維持管理で
きるように補助金を交付します。

 ・その他

 ・まちづくり応援基金繰入金  ・光熱水費

 ・一般財源  ・機器等借上料

 ・防犯灯維持管理費補助金

省エネルギー機器等普及推進事業

事業費 ３６８万９千円

財源内訳 支出内訳

事業費 ４，１５８万４千円

財源内訳 支出内訳

防犯灯設置・管理事業

【新規】移住定住促進事業

事業費 ６００万円

財源内訳 支出内訳
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1,300万円 550万円

4,652万1千円 670万円

2,312万1千円

2,420万円

178万円 178万円

754万4千円 754万4千円

 ・機器等借上料

 ・交通安全施設整備等工事

情報政策課

 ・交通安全対策特別交付金  ・修繕料

 ・一般財源  ・各種調査委託料

維持管理課

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

交通環境上課題のある箇所において、交通安全施設（道
路反射鏡、路面標示、道路照明灯等）の修繕及び設置を
実施します。

  ・公共施設予約システムサービス提供業務委託料

市民サービスの向上を図るため、インターネットを利用
して２４時間いつでも施設の利用予約及び空き状況を確
認できるサービスを提供します。現在、市内17施設を対
象とするサービスが利用できます。

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

 ・一般財源

 ・システム管理運用業務委託料 ・一般財源

情報政策課

ＡＩやロボティクスなどの最先端技術を活用して業務改
善や市民サービス向上を図ります。ＲＰＡやＡＩ-ＯＣＲ
の運用のほか、音声テキスト化技術を導入し、会議等を
記録した音源データをテキストデータに変換すること
で、業務の効率化を図ります。

１１，０９０千円

公共施設予約サービス事業

事業費 １７８万円

財源内訳 支出内訳

事業費 ５，９５２万１千円

財源内訳 支出内訳

交通安全施設等整備事業

事業費 ７５４万４千円

財源内訳 支出内訳

ＩＣＴ・データ活用推進事業
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8,992万7千円 150万円

8,535万1千円

306万7千円

9千円

27万8千円 27万8千円

1,209万2千円 1,051万7千円

2万7千円  ・消耗品費 8万9千円

23万1千円

128万2千円

市民課

 ・コンビニ交付証明書手数料   ・証明書等コンビニ交付委託手数料

個人番号カード（マイナンバーカード）の取得促進のた
め、広報紙への掲載や市民課窓口においてオリジナルの
行政情報CMの放映をすることで、積極的にPRします。
また、各出張所等において、出張申請受付及び申請サ
ポート受付を実施し、取得率の向上を図ります。

課税課
市民課

市民生活課

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

 ・一般財源  ・修繕料

 ・指定管理委託料

 ・土地借上料

 ・その他

文化会館ふれあ及び文化施設オルモの効率的な施設運営
を指定管理者により行います。

 ・通信運搬費

 ・個人番号カード交付事務費国庫補助金  ・会計年度任用職員報酬等

 ・雑入

 ・印刷製本費

個人番号カード（マイナンバーカード）を利用し、住民
票の写しや課税（非課税）証明書等の各種証明書を、コ
ンビニエンスストア等に設置されている多機能端末機か
ら取得できます。
坂戸市外や市役所閉庁時でも、各種証明書を取得でき、
利便性の向上に努めています。

事業費 １，２１１万９千円

財源内訳 支出内訳

マイナンバーカード取得促進事業

事業費 ２７万８千円

財源内訳 支出内訳

証明書等コンビニ交付事業

事業費 ８，９９２万７千円

財源内訳 支出内訳

文化施設管理事業
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212万1千円 4万5千円

8万円

1万6千円

198万円

35万2千円 22万円

13万2千円

120万6千円 60万円

26万4千円

18万円

16万2千円

誕生した子に祝意を表し、健やかな成長を祈念するとと
もに、坂戸市への愛着を深めてもらえるよう、さかろん
グッズを記念品として贈呈します。

市民課

 ・通信運搬費

  ・イメージキャラクターグッズ等作製委託料

廃棄物対策課

 ・一般財源  ・消耗品費

 ・印刷製本費

 ・一般財源  ・システムセットアップ委託料

 ・システム管理業務委託料

ごみ分別アプリを導入することにより、ごみ・資源物の
適正な排出及び分別の徹底を図ります。

 ・一般財源  ・農業活性化事業費補助金

 ・施設等借上料

農業振興課

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

坂戸市産農畜産物の生産量拡大、販売機会の増加に係る
取組を支援し、市内農業の活性化を図ります。

 ・光熱水費

 ・その他

事業費 ２１２万１千円

財源内訳 支出内訳

誕生祝いメモリアル事業

事業費 ３５万２千円

財源内訳 支出内訳

ごみ・資源物分別マニュアル改訂事業

事業費 １２０万６千円

財源内訳 支出内訳

農業活性化事業
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104万円 1,050万円

1,050万円 827万5千円

1,146万9千円 186万3千円

1千円 237万2千円

400万円 400万円

106万4千円 27万6千円

491万4千円 85万7千円

450万円

34万5千円

新規就農者への国庫補助金交付、農業再生協議会の行う
経営所得安定対策推進事業への国庫補助金交付、病害虫
防除事業を行う団体への補助金交付、認定農業者が行う
経営改善計画達成に向けた取組に対する補助金交付のほ
か、森林環境譲与税の基金積立を行います。

農業振興課

 ・その他  ・その他

商工労政課

坂戸市商工会が中心となって行う、街バル事業や共通商品券
発行事業などに要する経費を補助し、市内商工業の振興と商
工業ビジョンの推進を図ります。

 ・経営所得安定対策推進事業費県補助金  ・農業次世代人材投資資金

 ・新規就農総合支援事業費県補助金  ・森林環境整備基金積立金

 ・一般財源  ・病害虫防除事業費補助金

商工労政課

 ・一般財源  ・商工業ビジョン推進費補助金   

 ・まちづくり応援基金繰入金  ・消耗品費

 ・一般財源  ・印刷製本費

 ・会場設営等委託料

市内観光資源関係団体と連携し、観光ガイドマップ等を
活用した観光情報の発信に努め、来訪者の増加を図りま
す。また、市の観光資源である北浅羽桜堤公園で坂戸
にっさい桜まつりを開催し、市の魅力をPRします。さら
に、東武東上線沿線サミット加入の他自治体と連携し、
観光振興PRを行います。

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

 ・その他

商店街等対策事業

事業費 ４００万円

財源内訳 支出内訳

事業費 ５９７万８千円

財源内訳 支出内訳

観光振興事業

事業費 ２，３０１万円

財源内訳 支出内訳

農業振興事業
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700万円 700万円

286万円 286万円

855万円 1,800万円

860万円 1,300万円

1,600万円 115万円

100万円

 ・一般財源  ・坂戸よさこい補助金

商工労政課

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

坂戸よさこい実行委員会へよさこい運営に対する補助を
行います。また、会場運営、安全計画、広報PRなどに対
し、事務局として支援します。

商工労政課

地域経済の活性化を促進するため、市内の空き店舗等を
利用して創業される方に対し補助金を交付します。改修
費：対象経費の２分の１（上限５０万円）、賃借料：対
象経費の２分の１（上限６０万円、５万円×１２カ月）

道路河川課

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

 ・一般財源  ・空き店舗活用創業事業補助金

地元からの、請願・陳情・要望等により、狭あい道路の
拡幅整備を行うとともに、側溝等の整備を行います。
これにより、地域の交通安全や生活環境の向上を図って
います。

 ・一般財源  ・補償料

 ・その他

 ・社会資本整備総合国庫交付金  ・工事費

 ・道路新設改良整備事業債  ・委託料

生活道路整備事業

事業費 ３，３１５万円

財源内訳 支出内訳

事業費 ２８６万円

財源内訳 支出内訳

創業経営発達支援事業

事業費 ７００万円

財源内訳 支出内訳

坂戸よさこい支援事業
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700万5千円 700万円

5千円

550万円 1,000万円

450万円

9,750万円 9,000万円

1,090万円 940万円

900万円

 ・一般財源

 ・橋りょう整備事業債  ・工事費

道路河川課

 ・一般財源  ・委託料

 ・その他

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

地元からの、請願・陳情・要望等により、通学路等の安
全確保のため、歩道を整備します。
これにより、地域の交通安全や生活環境の向上を図って
います。

 ・一般財源  ・委託料

道路河川課

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

維持管理課

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

 ・社会資本整備総合国庫交付金  ・各種調査委託料

歩行者や自転車等の安全確保、地域の皆さんの利便性の
向上を図るため、車が交互通行できる2車線の橋に架け替
えるとともに、歩道も併せて整備しました。
今後は、旧橋撤去工事等を進めていきます。

道路法施行規則に基づいた近視目視による点検結果をも
とに、橋りょうの良好な状態を維持していくための橋
りょう長寿命化修繕計画を策定します。

 ・補償料

事業費 ７００万５千円

財源内訳 支出内訳

生活道路整備事業（歩道整備事業）

橋りょう維持管理事業

事業費 １，０００万円

財源内訳 支出内訳

森戸橋架替整備事業

事業費 １億８４０万円

財源内訳 支出内訳
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4,680万円 1,875万円

570万5千円 1,828万9千円

1,500万円

46万6千円

286万円 136万円

150万円

102万9千円 219万円

116万1千円

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

道路河川課

都市計画道路関間千代田線は、都市計画道路共栄関間線
から県道川越坂戸毛呂山線までの約660mの道路です。
東武東上線と市道第2667号線をくぐるアンダーパスで
関間側と千代田側を繋ぎ、利便性の向上及び歩行者等の
安全確保を図ります。

 ・その他

維持管理課

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

 ・関間千代田線整備事業債  ・工事費

 ・一般財源  ・委託料

 ・補償料

市民との協働により、安全で安心して利用できる公園の
管理を行います。また、遊具点検を実施し、危険と判断
された遊具の撤去工事を実施します。

住宅政策課

 ・一般財源  ・都市公園等管理業務委託料

 ・都市公園等整備工事

 ・社会資本整備総合国庫交付金  ・住宅耐震改修等補助金

 ・一般財源

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

市では、震災に強い安全で安心なまちづくりの推進のた
め、木造住宅の「耐震診断」及び「耐震改修」に要する
費用の一部を補助します。

住宅耐震改修促進事業

事業費 ２１９万円

財源内訳 支出内訳

高麗川遊歩道整備事業

事業費 １０，１００千円

財源内訳 支出内訳

事業費 ２８６万円

財源内訳 支出内訳

都市公園等整備事業

事業費 ５，２５０万５千円

関間千代田線整備事業

財源内訳 支出内訳
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786万2千円 600万円

22万円

15万円

149万2千円

82万4千円 15万円

85万7千円 38万2千円

85万5千円

29万4千円

520万円 750万円

1,117万2千円 540万円

260万円

87万2千円

・一般財源  ・機器等借上料

 ・修繕料

 ・その他

スポーツ推進課

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

・運動公園施設改修事業債  ・各種工事設計監理委託料

市民総合運動公園施設を適切に管理し、併せて必要な修
繕等を行います。

住宅政策課

増加傾向にある管理不全な空き家については、地域の住
環境に深刻な影響を及ぼすことが課題となっています。
そのため、市は空き家の改修費・除却費等に関する補助
事業や空き家対策工事などを実施し、市民の住環境の保
全を図ります。 1写真 ・イラスト

高さ4.5㎝×幅指定なし

 ・その他

・一般財源  ・消耗品費

 ・ボランティア活動保険料

・学校応援団推進事業県補助金  ・運営委員等謝金

・一般財源  ・住宅改修工事等補助金

 ・空き家等対策工事

 ・空き家管理処理委託料

 ・その他

学校教育課

学校運営協議会（コミュニティ・スクール）を小学校２
校、中学校２校に設置し、環境整備を図るとともに、学
校応援団への支援及び市内中学校１・２年生の地域にお
ける職場体験を支援します。

住宅対策事業

事業費 ７８６万２千円

財源内訳 支出内訳

学校・地域等連携推進事業

事業費 １６８万１千円

財源内訳 支出内訳

市民総合運動公園管理事業

事業費 １，６３７万２千円

財源内訳 支出内訳
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（２）まちづくりを下支えする施策

91万1千円 1,181万4千円

1,090万3千円

820万4千円 13万2千円

807万2千円

全庁的な事務の効率化を図るため、メールや掲示板等の
機能を有したグループウェアシステムの運用のほか、離
れた場所でも会議や打ち合わせなどができるWeb会議シ
ステムを導入し、業務の効率化を図るとともに、新型コ
ロナウイルス感染症の拡大防止を図ります。

 ・安心生活創造事業国庫補助金  ・システム管理運用業務委託料

 ・一般財源

情報政策課

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

 ・一般財源  ・消耗品費

 ・パソコン等借上料

＜主な事業＞

情報政策課

全庁的に地図データの共有を図り、電子地図上で道路や
建物など市内全域の位置や空間に関する様々な情報を重
ね合わせて視覚的に確認できるシステムを運用します。
また、公開型地理情報システムによる地図データの一般
公開や、バスロケーションシステムによる市民バスの現
在地確認など、市民サービスの向上を図ります。

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

統合型地理情報システム管理運用事業

事業費 １，１８１万４千円

財源内訳 支出内訳

事業費 ８２０万４千円

財源内訳 支出内訳

庁内ポータルサイト管理運用事業

まちづくりを下支えする施策 42



110万円 12万円

12万円 30万円

140万9千円 200万円

20万9千円

12万4千円 13万2千円

1万2千円 26万5千円

38万3千円 5万1千円

7万1千円

40万円 40万円

6千円 4万7千円

4万1千円

 ・地域猫活動推進事業費県補助金  ・飼い主のいない猫対策事業費補助金

 ・まちづくり応援基金繰入金  ・備品購入費

 ・一般財源

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

地域に住み着いた飼い主のいない猫を適切に管理する地
域猫活動を行う団体に対し、その活動費の一部を補助し
ます。また、飼い主のいない猫を容易に区別できるよ
う、マイクロチップリーダーを導入します。

環境政策課

環境政策課
（環境学館いずみ）

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

ミツバチは環境指標生物とも言われており、「ミツバチ
と共生できる環境づくり」をメインテーマに、自然を豊
かにしてくれるミツバチの輪を広め、自然環境と共生す
る意識を育み、健全で恵み豊かな自然が未来へ引き継が
れるよう坂戸市の環境保全へ繋げます。

 ・ふるさと創造資金事業県補助金  ・消耗品費

 ・雑入  ・詳細設計等業務委託料

 ・一般財源  ・施設設置工事

 ・その他

市民健康センター

 ・一般財源  ・通信運搬費

 ・その他

 ・保健事業費県補助金  ・健康教育講師等謝金

 ・雑入  ・消耗品費

生活習慣病の予防・改善のため、慢性腎臓病予防講演
会・食事教室、骨密度アップ講座、食生活改善推進員協
議会の育成及び支援などを行います。

事業費 ４４万７千円

財源内訳 支出内訳

飼い主のいない猫対策事業

事業費 ２６２万９千円

財源内訳 支出内訳

【新規】ミツバチプロジェクト推進事業

事業費 ５１万９千円

財源内訳 支出内訳

成人健康教育・相談事業
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61万5千円 21万9千円

39万6千円

3億6,878万6千円 3億6,599万5千円

279万1千円

3,664万8千円 4,849万円

294万5千円 392万８千円

980万円 308万７千円

2,437万2千円 1,826万円

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

農業振興課

 ・一般財源  ・その他

 ・市営井戸適正化事業国庫補助金  ・土地改良事業等工事

 ・多面的機能支援事業県補助金  ・多面的機能発揮促進補助金

 ・かんがい排水施設整備事業債  ・土地改良事業補助金

井戸等の揚水施設及び農業用用排水路の修繕等適正な維
持管理を行い、農業生産のための用水の安定供給と排水
機能の改善を図ります。

・一般財源  ・ゴミ収集運搬事業委託料

 ・その他

西清掃センター

市内各家庭から搬出されたごみ・資源物の収集運搬を民
間委託により実施し、衛生的で健康な市民の暮らしを守
ります。

 ・緑と花と清流基金繰入金  ・システム管理運用業務委託料

 ・スマート浄化槽使用料

環境政策課

浄化槽台帳の導入により、浄化槽の使用状況等の把握及
び関係機関（浄化槽管理者、県、指定検査機関、維持管
理業者）と連携が可能となり、適正な維持管理を推進す
ることで公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保
全を図ります。

ごみ収集・運搬事業

事業費 ３億６，８７８万６千円

財源内訳 支出内訳

事業費 61万５千円

財源内訳 支出内訳

【新規】浄化槽台帳推進事業

かんがい排水事業

事業費 ７，３７６万５千円

財源内訳 支出内訳
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1,070万円 1,100万円

121万8千円 91万8千円

2,142万6千円 1,.350万円

411万4千円

249万2千円

132万円

287万7千円 251万2千円

21万円

12万円

3万5千円

図書館

・一般財源  ・図書等購入費

 ・消耗品費・通信運搬費

・公民館改修事業債  ・ＬＥＤ化改修工事

・一般財源  ・LED化改修工事設計及び監理業務委託料

中央公民館

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

勝呂公民館多目的ホール等の照明をＬＥＤ化（第2期）し
ます。

 ・その他

 ・書誌情報作成委託料

 ・電子書籍使用料

  スポーツ推進課

聖火リレー実施に伴う交通規制、警備、会場設営等を行
います。

市民の学習・文化・教養に係る要求に応えられるよう図
書館資料（図書、雑誌、地域資料、CD、DVD、電子書
籍等）を整備し、電算システムにより利便性の高い蔵書
管理を行います。また、新聞記事、法令、判例等の情報
について、商用データベースを活用し、情報提供に努め
ます。

・一般財源  ・各種大会等実施委託料

 ・傷害保険料

 ・消耗品費

公民館施設整備事業

事業費 １，１９１万８千円

財源内訳 支出内訳

オリンピック・パラリンピック聖火リレー実施事業

事業費 ２８７万７千円

財源内訳 支出内訳

図書館資料整備事業

事業費 ２，１４２万６千円

財源内訳 支出内訳
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単 位 （ 千 円 ）

予 算 額 予 算 額

行政改革推進事業 242 婚活支援事業（p.32） 471

広域連携推進事業 507 産学官連携事業 47

総合政策調査研究事業 450 総合計画推進事業 5,343

まちづくり応援寄附金推進事業（p.32） 105,585 移住定住促進事業（p.33） 6,000

北坂戸団地にぎわい再生事業（p.32） 6,840

電子入札運用事業 1,058 契約管理システム運用事業 4,542

庁舎施設等改修事業 12,969 市営住宅改修事業 3,000

広報さかど発行事業 19,453 シティプロモーション推進事業（p.31） 3,367

ホームページ運営事業 2,016

庁内ネットワーク基盤整備事業 65,064 庁内ポータルサイト管理運用事業（p.42） 8,204

電子申請システム運用事業 213 情報セキュリティ対策事業 734

統合型地理情報システム管理運用事業（p.42） 11,814 基幹系業務システム管理運用事業 147,456

公共施設予約サービス事業（p.34) 1,780 ＩＣＴ・データ活用推進事業（p.34） 7,544

パソコン等管理運用事業 129,700

例規システム等運用事業 984 選挙啓発事業 12

平和行政事業 20

安全で安心なまちづくり推進事業（p.8） 365 自主防災組織整備事業 4,516

自動体外式除細動器（AED）配備事業（p.8） 9,637 消防・救急事業（常備消防費負担金） 1,243,468

防犯灯設置・管理事業（p.33） 41,584

防災訓練実施事業（p.9） 699

災害用備蓄品等整備事業（p.9） 7,732 水防事業（p.17） 18,623

地域防災計画推進事業（p.10） 7,000

人事給与システム運用事業 6,027 職員研修・啓発事業 5,599

人権啓発事業 2,770 男女共生社会促進事業 3,429

人権擁護推進事業 510

航空写真撮影及び地番図作成事業 14,323 固定資産台帳管理システム運用事業 350

家屋評価システム運用事業 1,542 証明書等コンビニ交付事業（p.35） 41

電子申告システム運用事業 6,264

収納率向上対策事業 18,402

都市交流事業 26 文化施設管理事業（p.35） 89,927

多文化共生事業 164 文化振興事業 115

地区集会所等整備支援事業 22,770 健康なまちづくり事業 321

市民活動普及支援事業 474 1,773

市民相談事業 2,023

入西地域交流センター運営事業 551 自動体外式除細動器（AED）普及推進事業（p.15） 2,223

坂戸駅前集会施設管理事業 7,079 消費生活推進事業 3,956

放置自転車対策推進事業 22,046 地域公共交通運行事業 98,198

交通安全対策推進事業（p.9） 17,765

住民基本台帳ネットワークシステム整備事業 2,454 証明書等コンビニ交付事業（p.35） 237

誕生祝いメモリアル事業（p.36） 2,121 マイナンバーカード取得促進事業（p.35） 12,119

537,996 埼玉土建・埼玉県建設国民健康保険組合補助事業 413

後期高齢者医療事業（p.13） 1,161,491

後期高齢者医療事業（健康診査）（p.13） 52,589 未熟児養育医療給付事業（p.24） 5,008

坂戸飯能地区病院群輪番制事業 7,759 骨髄移植ドナー助成事業 140

地域医療助成事業 6,135 成人健康教育・相談事業（p.43） 519

坂戸鶴ヶ島医師会立休日急患診療所運営補助事業 9,600 公的病院等救急医療体制支援事業 30,000

（p.16） 不妊治療費等助成事業（p.24） 3,872

乳幼児健診事業（p.23） 55,226 子育て世代包括支援推進事業（母子保健型） 6,447

成人健診事業（p.16） 66,677 （p.24）

歯科口腔保健推進事業 2,999 自殺対策推進事業 511

献血推進事業 110 予防接種実施事業（p.16） 616,120

【人権推進課】

【課税課】

【納税課】

【市民生活課】

【市民課】

【健康保険課】

【市民健康センター】

【交通対策課】

葉酸プロジェクト（認知症予防等）推進事業
（p.15）

国民健康保険事業（国民健康保険特別会計繰出金）
（p.10）

【職員課】

令 和 ３ 年 度 実 施 事 業 一 覧 （ 課 別 ）

事     業     名 事     業     名

 【政策企画課】

【施設管理課】

【広報広聴課】

【情報政策課】

【庶務課】

【防災安全課】

消防・救急事業（非常備消防費・消防施設費負担
金）

108,312

【財政課】
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単 位 （ 千 円 ）

予 算 額 予 算 額事     業     名 事     業     名

行旅病人救護等事業 291 安心生活創造事業 104

社会福祉協議会活動補助事業 45,000 生活困窮者自立支援事業（p.14） 40,575

民生委員・児童委員活動支援事業 15,702 社会福祉法人指導監査事業 919

更生保護活動支援事業 566 生活保護適正実施推進事業 8,893

福祉センター指定管理事業 12,489 生活保護等事業（p.15） 1,361,498

地域福祉計画推進事業 381 災害救助事業 501

戦没者遺族援護事業 137

児童相談事業 9,207 子育て世代包括支援推進事業（基本型） 2,143

つどいの広場事業 6,064 子育て短期支援事業 440

こども医療費支給事業（p.19） 311,608 子どもの貧困対策推進事業（p.20） 21,710

ひとり親家庭等医療費支給事業（p.19） 51,850 児童手当等支給事業（p.22） 1,425,757

言語発達遅滞児支援事業 1,662 児童扶養手当支給事業（p.23） 353,192

児童虐待防止事業 1,466 母子家庭等自立支援事業（p.23） 9,104

ファミリー・サポート・センター運営事業（p.19） 5,014 児童センター講座等開催事業 932

民間保育所運営補助事業（p.20） 93,989 幼児教育無償化事業（p.20） 333,631

学童保育所整備事業（ｐ.21） 6,077 民間保育所等運営委託事業（p.22） 867,497

子育て支援センター事業 17,506 家庭保育室措置委託事業 222

学童保育所指定管理事業（p.21） 215,500 病児保育事業（p.22） 2,991

認定こども園整備等事業 436,282 公立保育園改修等事業 2,586

幼稚園預かり保育支援事業 5,424 公立保育園障害児加配保育士等採用事業 36,465

地域型保育事業（p.21） 370,411 保育園給食調理業務委託事業 48,790

認可外保育施設等一時預かり事業 28,278 すくすく保育推進事業 1,374

老人福祉施設入所事業 2,080 介護保険事業（介護保険特別会計繰出金）（p.14） 1,024,647

要介護高齢者生活支援事業（p.13） 13,912 低所得者利用者負担金補助事業 61

高齢者福祉サービス事業 561 市民後見推進事業（p.14） 1,500

老人クラブ活動支援事業 6,023 老人福祉センター運営管理事業 50,133

高齢者生きがい対策事業 3,468

福祉であいの広場開催事業 1,000 障害者計画等推進事業 199

地域生活支援事業（p.10） 79,663 福祉作業所整備事業 100

障害福祉補助事業（p.11） 29,127 障害者スポーツ振興事業 135

障害者援護事業（p.11） 265,136 手話通訳者派遣事業（p.12） 6,379

障害者成年後見事業（p.11） 1,564 障害者就労支援センター運営事業（p.12） 11,350

自立支援給付費等支給事業（p.12） 1,512,308 障害児給付費等支給事業（p.18） 368,894

環境学館いずみ運営事業 3,547 緑の保全・創造事業 512

ごみ不法投棄監視等事業 4,376 火葬事業（広域静苑組合負担金） 97,750

緑と花と清流基金積立事業 9 犬の適正飼養対策事業 160

空き地等適正管理指導事業 201 飼い主のいない猫対策事業（p.43） 447

河川水質汚濁状況等調査事業 6,000 浄化槽設置等整備事業（p.44） 26,878

地球温暖化対策事業 467 環境美化清掃等事業 759

省エネルギー機器等普及推進事業（p.33） 3,689 浄化槽維持管理推進事業 1,075

特定外来生物等防除事業 3,947 浄化槽台帳推進事業 615

ミツバチプロジェクト推進事業（p.43） 2,629 し尿処理事業（坂戸地区衛生組合負担金） 96,982

花のまちづくり推進事業 3,915

家庭用生ごみ処理器等購入補助事業 410 ごみ・資源物分別マニュアル改訂事業（p.36） 352

４Ｒ推進事業 130

農業活性化事業（p.36） 1,206 畜産振興事業 500

市民農園事業 1,038 かんがい排水事業（p.44） 73,765

農業振興事業（p.37） 23,010 ほ場整備事業 23,811

ワークプラザ指定管理事業 9,224 工場誘致奨励事業 15,806

シルバー人材センター支援事業 12,731 商店街等対策事業（p.37） 4,000

雇用促進事業 779 観光振興事業（p.37） 5,978

勤労者支援事業 170 坂戸よさこい支援事業（p.38） 7,000

勤労者住宅資金貸付事業 2,212 商工会支援事業 10,000

ワークプラザ改修事業 18,237 産業まつり支援事業 500

中小企業融資事業 1,629 特産品推進事業 74

商店街環境施設整備等補助事業 5,732 創業経営発達支援事業（p.38） 2,860

商店街活性化推進事業 1,800

【障害者福祉課】

【環境政策課】

【廃棄物対策課】

【農業振興課】

【商工労政課】

【高齢者福祉課】

【福祉総務課】

【子育て支援課】

【保育課】
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単 位 （ 千 円 ）

予 算 額 予 算 額事     業     名 事     業     名

焼却施設等整備事業 72,005 一般廃棄物処分事業 97,627

粗大ごみ収集事業 5,546 容器包装分別収集事業 62,370

ごみ収集・運搬事業（p.44） 368,786 ４Ｒ推進事業 139

開発推進地区推進事業 3,000 坂戸、鶴ヶ島下水道整備事業（下水道組合負担金） 708,722

都市計画基礎調査事業 6,700 大谷川流域浸水対策事業（下水道組合負担金） 22,097

入西東部地区環境影響評価事後調査実施事業 12,837

住宅耐震改修促進事業（p.40） 2,190 住宅対策事業（p.41） 7,862

交通安全施設等整備事業（p.34） 59,521 橋りょう維持管理事業（p.39） 10,000

道路維持管理事業 71,150 都市公園等整備事業（p.40） 2,860

生活道路整備事業（p.38） 33,150 ふるさとの川整備事業（高麗川） 2,061

生活道路整備事業（歩道整備事業）（p.39） 7,005 河川等維持管理事業 7,777

土木積算システム運用事業 2,242 関間千代田線整備事業（p.40） 52,505

森戸橋架替整備事業（p.39） 108,400

石井土地区画整理事業（特別会計繰出金） 304,674 片柳土地区画整理事業（特別会計繰出金） 234,025

100,329 関間四丁目土地区画整理事業（特別会計繰出金） 65,657

さかど市議会だより発行事業 4,314 議会インターネット中継事業（p.31） 1,558

会議録インターネット公開事業 1,193 文書共有システム運用事業 2,672

入学準備金貸付事業 2,500 小・中学校就学援助事業（医療費） 108

学校施設整備事業（p.27） 111,685 学校体育振興事業 510

学校プレハブ借上事業 41,693 小・中学校就学援助事業（給食費） 51,339

学校トイレ改修事業（p.27） 4,821 給食施設・設備整備事業 13,693

学校エアコン整備事業（p.27） 71,453 多子世帯学校給食費軽減事業（p.30） 45,616

市立幼稚園園児送迎バス運行事業 9,200 学校給食システム運用事業 2,626

幼稚園特別支援職員等採用事業 10,798 学校給食調理業務委託事業 320,654

私立幼稚園等特別支援教育費補助事業（p.29） 5,644

学校支援員配置事業（p.25） 65,329 教育研究事業 8,312

インターナショナルアシスト事業 2,220 体力向上推進事業（p.26） 2,872

スチューデント・インターンシップ事業 66 学校図書館整備事業（p.28） 12,824

小中一貫教育推進事業 844 学校コンピュータ整備事業（p.28） 144,969

学校読書活動支援事業 10,468 児童生徒安全対策事業（p.28） 6,369

不登校解消事業（p.25） 20,473 学校・地域等連携推進事業（p.41） 1,681

英語指導推進事業（p.25） 57,875 就学援助事業 55,507

学力向上推進事業（p.26） 7,786 中学校部活動推進事業（p.29） 15,474

特別支援教育推進事業（p.26） 5,659

青少年地域ふれあい事業（p.29） 1,218 地域人材を活用した学習支援事業（p.30） 5,795

人権教育推進事業 1,820 社会教育施設整備事業 500

社会教育団体支援事業 280 指定文化財保護事業 1,081

青少年健全育成活動推進事業 1,011 文化財調査事業 53,911

体育祭・文化祭・成人式開催事業 1,178 公民館施設整備事業（p.45） 11,918

各種教室・講座等開催事業 3,459

図書館運営事業 19,390 図書館企画講座等開催事業 108

図書館資料整備事業（p.45） 21,426 子ども読書活動推進事業 299

図書館電算システム整備事業 14,597 図書館ボランティア推進事業 132

坂戸市民チャリティマラソン実施事業 3,000 200

各種スポーツ大会出場費補助事業 500

関東古希・還暦野球大会実施事業 600 運動公園施設管理事業 14,205

スポーツフェスティバル実施事業 1,718 市民総合運動公園管理事業（p.41） 16,372

学校体育施設開放事業 2,859 市民総合運動公園指定管理事業 105,752

ニュースポーツ等普及事業 54 健康増進施設管理事業 5,962

障害者スポーツ振興事業 132 健康増進施設指定管理事業 66,743

2,877オリンピック・パラリンピック聖火リレー実施事業
（p.45）

子ども文化・スポーツ団体健全育成補助事業
（p.18）

坂戸中央２日の出町土地区画整理事業（特別会計繰
出金）

【公民館】

【図書館】

【スポーツ推進課】

【議会事務局】

【教育総務課】

【学校教育課】

【社会教育課】

【区画整理事務所】

【都市計画課】

【住宅政策課】

【維持管理課】

【道路河川課】

【西清掃センター】
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