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令和２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

○市税収入は、ほぼ横ばいとなることが見込まれます

○地方消費税交付金は、前年度より増加が見込まれます

○新たに法人事業税交付金が交付されます

○経常的経費のうち、義務的経費である人件費及び公債費が増
 加しています

○義務的経費を除いた経常的経費は、幼児教育・保育の無償化
 に伴う施設型給付費負担金の増加により、補助費等が増加し
 ています

○大規模事業債や臨時財政対策債の借入の減少により、地方債
 残高の減少が見込まれます

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

1



（単位：千円、％）

Ｒ２年度 Ｒ元年度 増減額 増減率

29,995,000 30,730,000 △ 735,000 △2.4

21,066,888 20,589,281 477,607 2.3

石井土地区画整理事業 592,730 584,715 8,015 1.4

日の出町土地区画整理事業 170,070 77,972 92,098 118.1

片柳土地区画整理事業 731,248 811,040 △ 79,792 △ 9.8

関間四丁目土地区画整理事業 214,228 213,719 509 0.2

国民健康保険事業 9,747,000 10,232,000 △ 485,000 △ 4.7

介護保険事業 8,303,861 7,473,811 830,050 11.1

後期高齢者医療事業 1,307,216 1,195,491 111,725 9.3

坂戸市、鶴ヶ島市外三組合公平委員会 535 533 2 0.4

51,061,888 51,319,281 △ 257,393 △ 0.5

 

○歳出のポイント

           ５億540万円の減

幼児教育・保育無償化に係る経費等の増により、民生費が増加しました

森戸橋の架替整備に係る経費等の減により、土木費が減少しました

学校施設の改修に係る経費等の減により、教育費が減少しました

      ４億7,790万円の増

        ５億7,272万円の減

       ４億425万円の減

    ４億6,600万円の増

地方交付税が増加する見込みです     ２億7,000万円の増

幼児保育無償化に伴う保育所運営費保護者負担金等の減により、分担
金及び負担金が減少する見込みです         １億6,154万円の減

令和２年度坂戸市一般会計特別会計予算の概要

 令和２年度の一般会計予算額は、２９９億９，５００万円で、対前年度比較で２．４％の減（７億
３，５００万円の減）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、５１０億６，１８８万８千円となり、
対前年度比較で０．５％の減（２億５，７３９万３千円の減）となりました。

区            分

一般会計

特別会計

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

        ６億6,422万円の減

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

財政調整基金繰入金や教育子ども基金繰入金等の減により、繰入金が
減少となります

防災行政無線デジタル化事業債や橋りょう整備事業債等の減や、臨時
財政対策債の減により、市債が減少となります         ７億5,650万円の減

地方消費税交付金が増加する見込みです

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

23 24 25 26 27 28 29 30 元 2 年度

百万円

一般会計予算規模の推移

令和２年度一般会計

総額 ２９９億９，５００万円

（対前年度比２．４％減）

これを坂戸市の人口で割ると・・・

29万7千円

市税収入額を坂戸市の人口で割ると・・・

12万9千円
※

※令和2年1月1日現在人口101,003人
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歳入款別

予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比 増 減 額 伸 率

1 市 税 13,009,897 43.4 13,008,663 42.3 1,234 0.0

2 地 方 譲 与 税 259,784 0.9 236,000 0.8 23,784 10.1

3 利 子 割 交 付 金 7,000 0.0 20,000 0.1 △ 13,000 △ 65.0

4 配 当 割 交 付 金 51,000 0.2 66,000 0.2 △ 15,000 △ 22.7

5 株式等譲渡所得割交付金 38,000 0.1 70,000 0.2 △ 32,000 △ 45.7

6 法 人 事 業 税 交 付 金 71,000 0.2 0 0.0 71,000 皆増

7 地 方 消 費 税 交 付 金 2,126,000 7.1 1,660,000 5.4 466,000 28.1

8 環 境 性 能 割 交 付 金 44,000 0.1 18,000 0.1 26,000 144.4

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 2,820,000 9.4 2,550,000 8.3 270,000 10.6

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 196,935 0.7 358,470 1.2 △ 161,535 △ 45.1

13 使 用 料 及 び 手 数 料 271,781 0.9 277,873 0.9 △ 6,092 △ 2.2

14 国 庫 支 出 金 4,669,467 15.6 4,729,811 15.4 △ 60,344 △ 1.3

15 県 支 出 金 2,232,476 7.4 2,047,850 6.7 184,626 9.0

16 財 産 収 入 61,962 0.2 63,345 0.2 △ 1,383 △ 2.2

17 寄 附 金 50,002 0.2 70,002 0.2 △ 20,000 △ 28.6

18 繰 入 金 1,565,537 5.2 2,229,761 7.3 △ 664,224 △ 29.8

19 繰 越 金 247,177 0.8 251,136 0.8 △ 3,959 △ 1.6

20 諸 収 入 287,682 1.0 285,289 0.9 2,393 0.8

21 市 債 1,882,300 6.3 2,638,800 8.6 △ 756,500 △ 28.7

△ 自 動 車 取 得 税 交 付金 0 0.0 46,000 0.1 △ 46,000 皆減

29,995,000 100.0 30,730,000 100.0 △ 735,000 △ 2.4

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 5,985,579 46.0 6,085,925 46.8 △ 100,346 △ 1.6

個 人 市 民 税 5,385,825 41.4 5,358,487 41.2 27,338 0.5

法 人 市 民 税 599,754 4.6 727,438 5.6 △ 127,684 △ 17.6

2 固 定 資 産 税 5,637,853 43.3 5,560,494 42.7 77,359 1.4

3 軽 自 動 車 税 213,523 1.6 192,788 1.5 20,735 10.8

4 市 た ば こ 税 503,300 3.9 507,300 3.9 △ 4,000 △ 0.8

5 特 別 土 地 保 有 税 2 0.0 2 0.0 0 0.0

6 都 市 計 画 税 669,640 5.2 662,154 5.1 7,486 1.1

13,009,897 100.0 13,008,663 100.0 1,234 0.0

一般会計歳入予算の状況

                (単位：千円，％）

令和２年度 令和元年度 比較増減
款     別

歳 入 合 計

項     別

市 税 合 計

                (単位：千円，％）

令和２年度 令和元年度 比較増減
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####

####

  1億9,022万円の減

 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

 ⑥市債…公共施設の整備などに使う借入金です

 ④県支出金…県からの補助金などです

 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

 ⑧その他…上記以外の収入で、譲与税や繰越金などです

 ③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

市税

13,009,897
43%

国庫支出金

4,669,467
16%

地方交付税

2,820,000
9%

県支出金

2,232,476
8%

地方消費税交付金

2,126,000
7%

市債

1,882,300
6%

繰入金

1,565,537
5%

その他

1,689,323
6%

（単位：千円）

用語の解説

歳入内訳

歳入合計
29,995,000
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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 249,033 0.8 237,868 0.8 11,165 4.7

2 総 務 費 3,780,886 12.6 4,286,284 13.9 △ 505,398 △ 11.8

3 民 生 費 13,046,256 43.5 12,568,353 40.9 477,903 3.8

4 衛 生 費 2,236,295 7.5 2,184,838 7.1 51,457 2.4

5 労 働 費 41,046 0.1 44,850 0.1 △ 3,804 △ 8.5

6 農 林 水 産 業 費 272,173 0.9 179,157 0.6 93,016 51.9

7 商 工 費 115,416 0.4 118,639 0.4 △ 3,223 △ 2.7

8 土 木 費 3,056,303 10.2 3,629,019 11.8 △ 572,716 △ 15.8

9 消 防 費 1,441,743 4.8 1,386,528 4.5 55,215 4.0

10 教 育 費 3,088,455 10.3 3,492,705 11.4 △ 404,250 △ 11.6

11 災 害 復 旧 費 100 0.0 100 0.0 0 0.0

12 公 債 費 2,617,294 8.7 2,551,659 8.3 65,635 2.6

13 予 備 費 50,000 0.2 50,000 0.2 0 0.0

29,995,000 100.0 30,730,000 100.0 △ 735,000 △ 2.4

(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 5,469,758 18.2 4,977,640 16.2 492,118 9.9

扶 助 費 6,653,999 22.2 6,867,869 22.3 △ 213,870 △ 3.1

公 債 費 2,617,294 8.7 2,551,659 8.3 65,635 2.6

小 計 14,741,051 49.1 14,397,168 46.8 343,883 2.4

物 件 費 5,170,482 17.2 5,652,798 18.4 △ 482,316 △ 8.5

維 持 補 修 費 445,162 1.5 446,455 1.5 △ 1,293 △ 0.3

補 助 費 等 5,271,638 17.6 4,729,897 15.4 541,741 11.5

計 25,628,333 85.4 25,226,318 82.1 402,015 1.6

補 助 事 業 費 604,036 2.0 1,320,970 4.3 △ 716,934 △ 54.3

単 独 事 業 費 808,773 2.7 1,283,164 4.2 △ 474,391 △ 37.0

計 1,412,809 4.7 2,604,134 8.5 △ 1,191,325 △ 45.7

積 立 金 50,404 0.2 76,721 0.2 △ 26,317 △ 34.3

貸 付 金 8,400 0.0 13,500 0.0 △ 5,100 △ 37.8

繰 出 金 2,845,054 9.5 2,759,327 9.0 85,727 3.1

予 備 費 50,000 0.2 50,000 0.2 0 0.0

計 2,953,858 9.9 2,899,548 9.4 54,310 1.9

29,995,000 100.0 30,730,000 100.0 △ 735,000 △ 2.4

消
費
的
経
費

義
務
費

投
資
的
経
費

そ
の
他

歳 出 合 計

      (単位：千円，％)

令和２年度 令和元年度 比較増減

歳 出 合 計

区              分

一般会計歳出予算の状況

      (単位：千円，％)

款                 別
令和２年度 令和元年度 比較増減
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 ③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
 ④土木費…道路や公園等の整備や管理に要する経費です
 ⑤公債費…過去に借りた市債の返済に要する経費です
 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

 ①民生費…高齢者や障害者、子育て世帯への支援に要する経費です
 ②総務費…市役所庁舎の維持管理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公債費…過去に借りた市債の返済に要する経費です

 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、高齢者などへの福祉などに要する経費です
 ②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
 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
 ⑤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

民生費

13,046,256
44%

総務費

3,780,886
13%

教育費

3,088,455
10%

土木費

3,056,303
10%

公債費

2,617,294
9%

衛生費

2,236,295
7%

その他

2,169,511
7%

扶助費

6,653,999
22%

人件費

5,469,758
18%

補助費等

5,271,638
18%

物件費

5,170,482
17%

繰出金

2,845,054
9%

公債費

2,617,294
9%

普通建設事業費

1,412,809
5%

その他

553,966
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
29,995,000

歳出合計
29,995,000

（単位：千円）
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令和２年度に実施する主な事業

（１）重点項目

Ⅰ 誰もが安心して暮らせる、やさしいまちづくり

30万2千円 60万4千円

30万2千円

639万2千円 25万円

614万2千円

 ・一般財源  ・消耗品費

 ・機器等借上料

＜主な事業＞

防災安全課

事業費 2,054千円 

防災安全課

 ・防犯環境整備推進県補助金  ・消耗品費

 ・一般財源

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。

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を小中学校などの市内公
共施設に配備し、救命率の向上を目指し、市民の安心感
を高めます。

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）配備事業

事業費 ６３９万２千円

財源内訳 支出内訳

事業費 ６０万４千円

財源内訳 支出内訳

安全で安心なまちづくり推進事業

Ⅰ 誰もが安心して暮らせる、やさしいまちづくり 8



38万5千円 1,312万2千円

1,810万円 35万2千円

185万円

316万1千円

176万1千円 25万7千円

95万円

55万4千円

1,070万円 703万8千円

979万円 880万円

247万1千円

218万1千円

 ・防災用備品

 ・その他

 ・消耗品費 ・防災備蓄倉庫整備事業債

 ・施設整備等工事 ・一般財源

防災安全課

 ・一般財源  ・消耗品費

 ・防災訓練実施等委託料

 ・その他

 ・交通安全啓発事業補助金

 ・その他

防災安全課

 ・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

交通安全推進団体等と連携した交通安全運動等、交通指
導員による交通安全教室・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、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。

市民向けのマイ・タイムライン啓発講座を実施するとと
もに、職員の災害対応能力の向上を図るため、職員を対
象とした講義・演習を実施します。

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。

事業費 ２，０４９万円

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 １，８４８万５千円

財源内訳 支出内訳

事業費 １７６万１千円

財源内訳 支出内訳

防災訓練実施事業
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1億8,340万円 596万6千円

5万1千円 1億7,748万5千円

2億6,250万円 6億344万円

3億4,094万円 ・表彰費 157万5千円

・消耗品 123万円

・その他費用 182万1千円

5,764万1千円 3,098万7千円

2,383万7千円 2,262万4千円

927万9千円

1,858万8千円 ・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

障害者福祉課

 ・健康マイレージ事業
  内訳

 ・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

 ・防災行政無線デジタル化事業債  ・設計等委託料

 ・一般財源  ・防災行政無線等整備工事

  防災安全課

現在の防災行政無線の放送設備の更新を行うとともに、
災害対応情報等の庁内共有等の機能を持つ、防災情報シ
ステムや、市内河川の状況を監視する河川監視システム
等を導入します。

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462
万6千円）

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。

防災行政無線放送設備更新等事業

事業費 １億８，３４５万１千円

財源内訳 支出内訳

地域生活支援事業

事業費 ８，１４７万８千円

財源内訳 支出内訳

事業費 ６億３４４万円

財源内訳 支出内訳

国民健康保険事業
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24万7千円 1,755万6千円

200万円 1,176万円

24万円 72万円

3,011万2千円 256万3千円

2,159万2千円 1億9,274万6千円

9,487万1千円 2,879万1千円

2,430万4千円 4,680万円

１億3,149万円 392万円

37万円 268万8千円

201万6千円 37万円

67万2千円 ・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

 ・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

 ・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。

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。

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。

障害福祉補助事業

事業費 ３，２５９万９千円

財源内訳 支出内訳

障害者成年後見事業

事業費 ３０５万８千円

財源内訳 支出内訳

事業費 ２億７，２２５万７千円

財源内訳 支出内訳

障害者援護事業
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9億4,304万3千円 12億3,808万8千円

8,426万3千円 1億1,633万9千円

42万円 1,531万7千円

3億4,514万6千円 312万8千円

649万3千円 384万3千円

9千円 239万2千円

215万6千円 11万2千円

231万1千円

172万8千円 1,135万円

721万5千円

240万7千円

 ・地域生活支援事業費国・県補助金

 ・一般財源

 ・一般財源  ・その他

障害者福祉課

 ・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

 ・地域生活支援事業費国・県補助金  ・会計年度任用職員報酬

 ・手話通訳者謝金

 ・一般財源

障害者福祉課

 ・研修会参加負担金

 ・その他

 ・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

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。

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。

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

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

１３億７，２８７万２千円

事業費 ８６５万８千円

財源内訳 支出内訳

手話通訳者派遣事業
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1億5,497万9千円 7億9,857万6千円

360万円 2,558万6千円

8億9,700万5千円 387万円

2億2,755万2千円

4,450万3千円 5,683万円

1,481万1千円 96万2千円

142万2千円

10万円

487万8千円 602万5千円

122万5千円 1,079万円

1,130万7千円 34万6千円

24万9千円

 ・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

 ・その他（特別会計繰出金等）

市民健康センター

 ・後期高齢者医療制度特別対策助成金  ・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

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

健康保険課

 ・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

 ・後期高齢者医療保険基盤安定県負担金  ・後期高齢者医療療養給付費負担金

 ・通信運搬費

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11月30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。

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。

後期高齢者医療事業

事業費 １０億５，５５８万４千円

財源内訳 支出内訳

事業費 ５，９３１万４千円

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

000

事業費 １，７４１万円

財源内訳 支出内訳
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3,171万円 9億4,640万6千円

11億8,114万4千円 4,138万6千円

3,394万8千円

1億9,111万4千円

7,863万6千円 7,863万6千円

531万3千円 176万3千円

5万5千円

159万5千円

190万円

 ・手数料

 ・物件移転等補償料

 ・一般財源  ・施設整備等工事

 ・消耗品費

子育て支援課

老朽化により雨漏りや外壁の損耗が見られることから、
計画的に屋根及び外壁等の改修を実施します。
子どもの安全確保を目的に、防犯カメラを設置します。

  ・地域密着型サービス等整備助成事業費等県補助金  ・地域密着型サービス等整備等助成事業費等補助金

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

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

地域密着型サービス事業所の整備や開設に係る費用を補
助します。

介護保険特別会計における支出のうち、保険給付に係る
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。

事業費 ７，８６３万６千円

財源内訳 支出内訳

介護保険事業者支援事業

介護保険事業

事業費 １２億１，２８５万４千円

財源内訳 支出内訳

事業費 ５３１万３千円

財源内訳 支出内訳

児童センター改修事業
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258万5千円 766万8千円

598万6千円 140万8千円

349万5千円 14万4千円

284万6千円

9億7,941万円 4億3,000万円

2,582万6千円 2億5,000万円

3億64万5千円 5億3,000万円

9,588万1千円

48万円 152万4千円

6万7千円 73万9千円

200万円 11万円

17万4千円 ・その他

 ・保健事業費県補助金  ・葉酸プロジェクト検査分析手数料

 ・雑入  ・講師謝金等

 ・一般財源  ・印刷製費

 ・その他

市民生活課

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。

 ・生活保護費等国庫負担金  ・生活扶助

 ・生活保護費県負担金  ・住宅扶助

 ・一般財源  ・医療扶助

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。

福祉総務課

 ・生活保護費等国庫負担金  ・会計年度任用職員報酬

 ・生活保護費国庫補助金  ・レセプトシステム保守管理委託料

 ・一般財源  ・人材派遣委託料

 ・その他

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

生活保護適正実施推進員と就労支援員を配置し、不正受
給調査や就労支援等を行います。また、レセプトの内容
点検や中国残留邦人等に対する通訳派遣事業を行いま
す。

福祉総務課

葉酸プロジェクト（認知症予防等）推進事業

事業費 ２５４万７千円

財源内訳 支出内訳

事業費 １３億５８８万１千円

財源内訳 支出内訳

生活保護等事業

事業費 １，２０６万６千円

財源内訳 支出内訳

生活保護適正実施推進事業
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222万3千円 212万7千円

9万6千円

960万円 960万円

734万8千円 7,133万6千円

193万2千円 589万2千円

7,507万円 511万4千円

200万8千円

 ・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

 ・その他

市民健康センター

 ・保健事業費国・県補助金

 ・通信運搬費

 ・一般財源  ・休日急患診療所運営費補助金

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

市民健康センター

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。

 ・一般財源  ・機械等借上料

 ・消耗品費

市民生活課

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）借り上げます。緊急時に、従
業員が機器の貸出を行います。

事業費 ２２２万３千円

財源内訳 支出内訳

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）普及推進事業

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 ８，４３５万円

財源内訳 支出内訳

成人健診事業
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750万円 2億3,200万円

376万2千円 132万6千円

2億2,470万6千円 60万円

204万2千円

4,737万1千円 544万8千円

635万2千円

2,641万8千円

915万3千円

 ・一般財源  ・予防接種助成金

 ・その他

 ・風しん追加的対策事業国庫補助金  ・予防接種委託料

 ・まちづくり応援基金繰入金  ・システム管理業務委託料

 ・その他

 ・一般財源  ・水防出動報償金

 ・車両保守管理等委託料

 ・防災用備品

防災安全課

市民健康センター

予防接種法に基づく定期予防接種を実施し、感染症予防
等を図るとともに、乳幼児期の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、保護
者の負担軽減を図ります。また、任意接種として高齢者
肺炎球菌及び風しんワクチンの接種費用を助成します。

台風や集中豪雨等による河川の増水等から構成市町住民
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。また、排水ポンプ車や水のうの運用や、水
防資機材の購入を進めます。

事業費 ２億３，５９６万８千円

財源内訳 支出内訳

予防接種実施事業

事業費 ４，７３７万１千円

財源内訳 支出内訳

水防事業
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Ⅱ 将来を担う子どもたちを応援するまちづくり

116万円 116万円

2億803万円 2億7,737万5千円

390万円 780万円

44万6千円 240万円

7,661万1千円 141万2千円

＜主な事業＞

市民生活課
スポーツ推進課

小学生が所属する文化団体（文化芸術活動を目的とする
する団体）及びスポーツ団体（スポーツ及びレクリエー
ション等の活動を目的とする団体）が実施する事業に対
し補助金を交付することにより、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  ・子ども文化団体・スポーツ団体等補助金

 ・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

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 ２億８，８９８万７千円

財源内訳 支出内訳

障害児給付費等支給事業

事業費 １１６万円

財源内訳 支出内訳

【新規】子ども文化・スポーツ団体健全育成補助事業
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3,564万2千円 3億1,961万8千円

1,468万4千円 1,022万9千円

2億8,020万7千円 42万5千円

26万1千円

2,524万6千円 5,554万5千円

3,159万円 111万3千円

8万4千円

9万4千円

93万3千円 395万円

93万3千円

208万4千円

 ・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

事業費 2,054千円 

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。

 ・一般財源  ・通信運搬費

 ・その他

子育て支援課

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。

 ・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、育児の相互援助活動を行うことにより、働きな
がら安心して子育てできる環境づくりと地域における子
育て家庭への支援を行います。

 ・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 ３億３，０５３万３千円

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 ５，６８３万６千円

財源内訳 支出内訳

事業費 ３９５万円

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

19 Ⅱ 将来を担う子どもたちを応援するまちづくり



368万2千円 1,841万4千円

88万1千円 139万5千円

828万6千円 3万円

747万6千円 48万6千円

2億4,370万9千円 3億3,034万7千円

180万円 5万6千円

184万4千円

8,305万円

200万3千円 9,396万6千円

2,004万円

200万3千円

6,992万円

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

 ・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、預かり保育等の一部を補助し、子育てを行う家
庭の経済的負担を軽減します。

・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 ２，０３２万５千円

財源内訳 支出内訳

民間保育所運営補助事業

事業費 ９，３９６万６千円

財源内訳 支出内訳

幼児教育無償化事業

事業費 ３億３，０４０万３千円

財源内訳 支出内訳
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4,577万5千円 1億5,000万円

1億800万円 671万円

837万6千円 252万円

292万1千円

6,666万6千円 1億9,9９0万円

6,666万6千円 42万円

6,698万8千円

2億5,196万8千円 4億1,023万3千円

2,232万円

626万4千円

1億2,968万1千円

保育課

学童保育所設計業務、整備工事、及び施設修繕等を実施
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。

 ・一般財源

保育課

 ・子ども・子育て支援整備国・県交付金

 ・学童保育所整備事業債

 ・施設修繕

 ・その他

 ・施設整備等工事

 ・各種工事設計監理委託料

 ・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  ・子供の発達支援巡回事業委託料

 ・一般財源

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、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、保育園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 ４億１，０２３万３千円

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 １億６，２１５万１千円

財源内訳 支出内訳

学童保育所指定管理事業

事業費 ２億３２万円

財源内訳 支出内訳
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12億9,539万5千円 15億3,175万円

5千円 159万4千円

2億4,028万5千円 139万4千円

94万7千円

8,524万2千円 9億9,937万6千円

6億7,889万6千円

1,341万円

2億2,182万8千円

297万7千円 297万7千円

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。

 ・その他

保育課

 ・児童手当国・県負担金  ・児童手当等

 ・雑入  ・通信運搬費

 ・一般財源  ・会計年度任用職員報酬

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 １5億３，５６８万５千円

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 9億９，９３７万６千円

財源内訳 支出内訳

病児保育事業

事業費 ２９７万７千円

財源内訳 支出内訳
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1億1,720万5千円 3億5,161万7千円

2億3,467万4千円 26万2千円

674万7千円 819万6千円

7万5千円 10万円

8千円 309万3千円

455万9千円

105万円 576万円

7,737万7千円 345万円

6,096万6千円

825万1千円

 ・児童扶養手当国庫負担金   ・児童扶養手当

 ・一般財源   ・その他

子育て支援課

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。

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

妊婦健康診査、乳幼児健診（3か月児健診、10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      

 ・産後うつケア推進事業県補助金  ・乳幼児健診医師報酬  

 ・一般財源  ・会計年度任用職員報酬 

母子家庭等自立支援事業

事業費 １，１３８万９千円

財源内訳 支出内訳

乳幼児健診事業

事業費 ７，８４２万７千円

財源内訳 支出内訳

事業費 ３億５，１８７万９千円

財源内訳 支出内訳

児童扶養手当支給事業
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525万円 700万円

176万2千円 8千円

4千円

117万円 596万円

480万8千円 1万円

8千円

116万6千円 230万円

59万2千円 177万6千円

116万6千円 107万1千円

383万6千円 162万4千円

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、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 ７０１万２千円

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 ６７７万１千円

財源内訳 支出内訳

事業費 ５９７万８千円

財源内訳 支出内訳

不妊治療費等助成事業
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73万円 7,130万1千円

22万円 124万1千円

7,159万2千円

578万7千円 2,069万円

3万6千円 40万円

1,534万1千円 7万4千円

1万7千円 4,504万5千円

5,911万2千円 841万2千円

567万2千円

学校教育課

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

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。

 ・一般財源

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

 ・雑入  ・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

・雑入  ・講師謝金等

・一般財源  ・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集団への適応と自立を支
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。

 ・雑入  ・英語指導助手派遣委託料

 ・一般財源  ・英語検定受験手数料

学校教育課

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

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 ７，２５４万２千円

財源内訳 支出内訳

事業費 ５，９１２万９千円

財源内訳 支出内訳

英語指導推進事業

事業費 ２，１１６万４千円

財源内訳 支出内訳

不登校解消事業
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1,389万円 1,078万2千円

263万5千円

47万3千円

394万6千円 28万8千円

312万円

51万円

2万8千円

287万2千円 259万2千円

28万円

学校教育課

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５・６年生を対象に読解力向上のための国
語ドリル、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。中学校で
は、夏休みに夏季集中講座を実施します。

学校教育課

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

 ・一般財源  ・教育研究委託料

 ・消耗品費

 ・夏季集中講座講師謝金

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。

 ・消耗品費

 ・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 １，３８９万円

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 ３９４万６千円

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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1,493万円 4,807万4千円

985万2千円 2,624万6千円

5,490万円 219万円

6,702万8千円 7,020万円

1,255万3千円 750万円

505万3千円

7,295万3千円 7,295万3千円

 ・まちづくり応援基金繰入金  ・各種工事設計監理委託料

教育総務課

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

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。

 ・学校施設改修事業債  ・各種調査委託料

 ・一般財源  ・施設整備工事等

教育総務課

 ・学校施設環境改善国庫交付金  ・修繕料

 ・一般財源  ・修繕料

 ・各種工事設計監理委託料

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

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。今年度は小中学校トイレの洋式化
を実施するとともに、大家小学校、片柳小学校トイレの
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、一時的な学級増に伴う
空調設備の不足についてはレンタルで整備します。

学校施設整備事業

事業費 １億４，６７１万円

財源内訳 支出内訳

事業費 １，２５５万３千円

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 ７，２９５万３千円

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

1億4,819万円 1億2,286万7千円

611万7千円

71万2千円

1,849万4千円

680万5千円 350万1千円

241万5千円

70万円

18万9千円

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ネットワーク通信
の高速化を図り、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。

 ・機器等保守管理等委託料

 ・その他（消耗品、通信運搬費等）

学校教育課

  ・一般財源  ・学校コンピュータ等借上料

 ・ﾈｯﾄﾜｰｸ機器保守管理等委託料

  ・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

 ・交通安全講習会等委託料

子どもたちが交通事故の怖さを認識し、自ら危険回避が
できるようにするため、スタントマンが交通事故を再現
する交通安全講習を実施します。また、中学校１年生に
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。

 ・サスマタ購入費

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 1億４，８１９万円

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 ６８０万５千円

財源内訳 支出内訳
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15万2千円 756万2千円

481万9千円 500万円

1,732万円 377万6千円

595万3千円

564万4千円 564万4千円

187万3千円 77万3千円

93万7千円 162万円

28万4千円

13万3千円

 ・部活動指導員配置促進事業県補助金  ・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、部活動用の消耗品や備品を購入するほか、吹
奏楽用楽器を修繕します。

 ・一般財源  ・部活動外部指導員謝金等

 ・その他

教育総務課

  ・中学校スポーツエキスパート活用事業県補助金  ・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  ・会計年度任用職員報酬

 ・一般財源  ・講師謝金等

社会教育課

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。

 ・消耗品費

 ・その他

中学校部活動推進事業

事業費 ２，２２９万１千円

財源内訳 支出内訳

事業費 ２８１万円

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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418万5千円 108万3千円

215万5千円 457万4千円

53万1千円

15万2千円

4,631万6千円 4,390万6千円

77万6千円

150万円

 13万4千円

社会教育課

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４、５年生を対象に「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。

 ・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。

 ・システム修正委託料

 ・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 ６３４万円

財源内訳 支出内訳

多子世帯学校給食費軽減事業

事業費 ４，６３１万６千円

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

150万3千円 143万円

7万3千円

90万円 21万5千円

185万7千円 136万4千円

66万円

51万8千円 ・その他

 ・イメージキャラクターグッズ等売払収入  ・印刷製本費

 ・一般財源  ・イメージキャラクターグッズ等作製委託料

 ・テレビ埼玉データ放送サービス使用料

事業費 2,054千円 

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。

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

＜主な事業＞

議会事務局

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

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。

議会インターネット中継事業

事業費 １５０万３千円

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 ２７５万７千円

財源内訳 支出内訳
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2万円 5,002万円

5,000万円 1,850万円

2,791万円 825万円

116万円

166万3千円 361万2千円

519万円 200万円

88万4千円

35万7千円

56万7千円 49万5千円

7万2千円

 ・一般財源  ・窓口業務等委託料

 ・協議会等負担金

 ・警備委託料

政策企画課

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

 ・太陽光発電電力売払収入  ・店舗賃借料

 ・一般財源  ・住宅団地にぎわい再生事業助成金

 ・光熱水費

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。

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

 ・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。

 ・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。

婚活支援事業

事業費 ５６万７千円

財源内訳 支出内訳

事業費 ７，７９３万円

財源内訳

まちづくり応援寄附金推進事業

支出内訳

事業費 ６８５万３千円

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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459万7千円 182万円

4万7千円

273万円

1,145万2千円 2,101万円

3,309万7千円 1,843万2千円

317万1千円

193万6千円

1,300万円 550万円

4,892万1千円 670万円

2,312万1千円

2,660万円 ・交通安全施設整備等工事

 ・交通安全対策特別交付金  ・修繕料

 ・一般財源  ・各調査委託料

 ・機器等借上料

 ・防犯灯維持管理費補助金

 ・その他

維持管理課

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。

 ・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
きるよう補助金を交付します。

 ・一般財源  ・消耗品費（商品券）

 ・通信運搬費

 ・省エネ機器設置補助金

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

住宅用省エネルギー機器（家庭用燃料電池、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
の普及の促進を図ります。

環境政策課

防犯灯設置・管理事業

事業費 ４，４５４万９千円

財源内訳 支出内訳

事業費 ６，１９２万１千円

財源内訳 支出内訳

交通安全施設等整備事業

省エネルギー機器等普及推進事業

事業費 ４５９万７千円

財源内訳 支出内訳
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187万7千円 187万7千円

1,007万7千円 864万5千円

143万2千円

9,290万8千円 408万8千円

8,535万1千円

301万4千円

45万5千円

 ・土地借上料

 ・その他

 ・修繕料 ・一般財源

 ・指定管理委託料

市民生活課

文化会館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。

 ・一般財源  ・システム管理運用業務委託料

 ・庁用備品

v

ＡＩやロボティスクなどの最先端の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。令和２年度は、人に代わっ
てコンピュータ上のソフトウェアロボットに業務を行わせる
ＲＰＡや、紙媒体の文字をデジタルデータ化するＡＩ-ＯＣ
Ｒ、多言語音声翻訳機を導入し、業務の効率化や市民サービ
スの向上を図ります。

情報政策課

  ・一般財源  ・公共施設予約システムサービス提供業務委託料

情報政策課

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。令和２年４月１日より
サービスを提供している全17施設で利用予約ができるよ
うになります。

１１，０９０千円

ＩＣＴ・データ活用推進事業

事業費 １，００７万７千円

財源内訳 支出内訳

事業費 １８７万７千円

財源内訳 支出内訳

公共施設予約サービス事業

事業費 ９，２９０万８千円

財源内訳 支出内訳

文化施設管理事業
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24万9千円 24万9千円

288万8千円 254万円

34万8千円

353万9千円 210万円

67万円

26万4千円

50万5千円

 ・一般財源  ・地産地消促進事業費補助金

 ・施設等借上料

 ・農業活性化事業費補助金

市民課

課税課
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手数料

令和2年10月から、個人番号カードを利用し、住民票の写
しや印鑑証明書、戸籍・附票の証明書、課税（非課税）証明
書をコンビニエンスストア等に設置された多機能端末機から
取得できるようにします。
坂戸市外や市役所開庁時間外でも証明書を取得できること
で、利用者の利便性の向上を図ります。

農業振興課

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

 ・一般財源  ・消耗品費

 ・通信運搬費

 ・その他

お子さんが出生した世帯に対して、地域消費型商品券を
交付することで、お子さんの出生に対して祝意を表する
とともに、市内の消費喚起を図ります。

農業振興ビジョン実現のための推進計画を策定し、坂戸
市産農畜産物の生産拡大、地産地消の促進等を行い、農
業の活性化を図ります。

見

本

事業費 ３５３万９千円

財源内訳 支出内訳

農業活性化事業

事業費 ２８８万８千円

財源内訳 支出内訳

出生世帯向け商品券交付等事業

事業費 ２４万９千円

財源内訳 支出内訳

【新規】証明書等コンビニ交付事業
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125万円 778万5千円

300万円 300万円

1千円 186万3千円

1,130万2千円 290万5千円

940万円 940万円

198万5千円 27万6千円

501万2千円 156万２千円

450万円

65万9千円

 ・会場設営等委託料

 ・その他

 ・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

商工労政課

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

 ・森林環境整備基金積立金

 ・新規就農総合支援事業費県補助金  ・農業次世代人材投資資金

 ・一般財源  ・商工業ビジョン推進費補助金   

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

農業振興課

農業近代化資金を借り受けた農業者への利子補給、経営所得
安定対策、水稲の病害虫防除等の助成、認定農業者の経営改
善への支援、人・農地プランに位置付けられた中心となる経
営体への支援を行います。国から譲与される森林環境譲与税
について、森林環境整備基金として積立を行います。

坂戸市商工会が中心となって行う、坂戸市商工業ビジョ
ンに基づく事業として、店舗・住宅等改修事業や共通商
品券発行事業などに要する経費を補助し、市内商工業の
振興とビジョンの推進を図ります。

観光ガイドマップ等により観光情報を発信し来訪者の増加に
努め、地域の活性化を図ります。また、北浅羽桜堤公園にお
いて坂戸にっさい桜まつりを開催し、観光資源としての魅力
をＰＲするとともに、東武東上線沿線サミット加盟自治体と
連携したＰＲ活動を行うことで観光振興に努めます。

 ・森林環境整備基金利子  ・病害虫防除事業費補助金

 ・一般財源  ・その他

商工労政課

 ・経営所得安定対策推進事業費県補助金

事業費 １，５５５万３千円

財源内訳 支出内訳

農業振興事業

事業費 ９４０万円

財源内訳 支出内訳

商店街等対策事業

事業費 ６９９万７千円

財源内訳 支出内訳

観光振興事業
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266万円 700万円

434万円

22万3千円 4万円

18万3千円

420万円 420万円 ・一般財源  ・空き店舗活用創業事業補助金

商工労政課

 ・一般財源  ・委員会委員謝金

 ・消耗品費

商工労政課

 ・まちづくり応援基金繰入金  ・坂戸よさこい補助金

 ・一般財源

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

商工労政課

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
行ないます。

坂戸市の産業育成を図るため、市内の事業者がこだわり
を持って作った良品を特産品として認定し、ホームペー
ジやチラシでの情報発信、イベントへの出店案内、ロゴ
マークの活用を通じて、事業者の販売支援をします。

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）

特産品推進事業

事業費 ２２万３千円

財源内訳 支出内訳

事業費 ４２０万円

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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4,122万5千円 2,730万円

3,710万円 4,777万9千円

2,167万5千円 2,390万円

102万1千円

2,530万円 100万円

1,860万円 4,600万円

315万円 5万円

3,388万円 6,160万円

2,490万円

282万円・一般財源

・社会資本整備総合国庫交付金  ・施設修繕工事

・橋りょう整備事業債

維持管理課

・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  ・用地、物件補償代

・一般財源  ・その他

長寿命化修繕計画を策定したことから、橋の落下事故を
防止し、橋りょうの良好な環境を維持するため、計画的
な補修工事を実施します。

 ・その他

道路河川課

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。

 ・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

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  ・用地、物件補償代

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。

橋りょう維持管理事業

事業費 ６，１６０万円

財源内訳 支出内訳

事業費 ４，７０５万円

財源内訳 支出内訳

生活道路整備事業（歩道整備事業）

事業費 １億円

財源内訳 支出内訳

生活道路整備事業
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3,432万4千円 6,240万9千円

2,520万円 461万円

749万5千円

400万円 400万円

8,570万9千円 1億6,000万円

1億930万円 5,630万円

3,718万5千円 1,550万円

39万4千円

 ・一般財源  ・用地、物件補償代

 ・その他

 ・関間千代田線整備事業債  ・委託料

道路河川課

北坂戸地区
まちづくり推進室

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

 ・一般財源  ・北坂戸地区まちづくり推進業務委託料

コンパクトでにぎわいのあるまちづくりを推進するた
め、北坂戸地区を対象とした都市機能の集約及び居住誘
導を図るための施策を展開します。

都市計画道路関間千代田線は、県道新川越坂戸毛呂山線
から都市計画道路共栄関間線までの約660mの道路で
す。東武東上線と市道第2667号線（旧県道川越坂戸毛
呂山線）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。

 ・社会資本整備総合国庫交付金  ・工事費 

 ・橋りょう整備事業債  ・委託料

 ・一般財源

森戸橋は、幅員が狭く車両のすれ違いが難しい状況にあ
り、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す。

道路河川課

 ・社会資本整備総合国庫交付金  ・工事費

事業費 ６，７０１万９千円

財源内訳 支出内訳

森戸橋架替整備事業

北坂戸地区まちづくり推進事業

事業費 ４００万円

財源内訳 支出内訳

関間千代田線整備事業

事業費 ２億３，２１９万４千円

財源内訳 支出内訳
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300万円 600万円

714万円 104万円

310万円

171万5千円 365万円

1万2千円

37万4千円

154万9千円

885万5千円 710万円

16万円 191万5千円

・一般財源  ・住宅改修工事等補助金

・その他  ・その他

高齢化、単身化などが進み、市内の空き家が増加傾向にあ
り、空き家周辺の環境悪化などの問題が発生しています。
この課題に対応するため、空き家改修費や除却費、多世代同
居住宅改修等工事費の補助事業などを実施し、空き家対策と
併せて定住促進を図ります。

・その他の特定財源

住宅政策課

・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

・建築動態統計調査県交付金

住宅政策課

・社会資本整備総合国庫交付金 ・測量設計等委託料

・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

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。

維持管理課

利用頻度、ユニバーサルデザイン化、市民ニーズ等を勘
案して公園やレクリエーション施設を整備し、利用者の
安全に配慮した公園づくりを実施します。

住宅対策事業

事業費 ９０１万５千円

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 ３６５万円

財源内訳 支出内訳

住宅耐震改修促進事業

事業費 １，０１４万円

都市公園等整備事業

財源内訳 支出内訳
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1,448万8千円 1,448万8千円

614万5千円 426万円

150万円

38万5千円

1,500万円 1,910万円

1,936万3千円 650万円

540万円

336万3千円

 ・修繕料

 ・施設管理委託料

・一般財源  ・機器等借上料

・一般財源  ・坂戸のまつり委託料

 （坂戸のまつり実行委員会への委託料）

スポーツ推進課

地域に根付く個性豊かな無形民俗文化財を中心とした伝
統芸能等の後継者の養成や地域の活性化を図る事業を実
施するため、坂戸のまつりを開催します。市民の協力の
もと、市民交流による地域活性化を図ります。

社会教育課

 ・その他

スポーツ推進課

・運動公園施設改修事業債  ・工事請負費

・一般財源  ・修繕料

 ・機器等借上料

施設利用者の利便性の向上を図るため、健康増進施設を
適切に管理し、併せて必要な修繕等を行います。

施設利用者の利便性の向上を図るため、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。

坂戸のまつり開催事業

事業費 １，４４８万８千円

財源内訳 支出内訳

健康増進施設管理事業

事業費 ６１４万５千円

財源内訳 支出内訳

市民総合運動公園管理事業

事業費 ３，４３６万３千円

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

36万1千円 1,200万4千円

1,164万3千円

1万5千円 51万3千円

7万2千円 44万5千円

128万円 40万9千円

・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

環境政策課

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

・有価物売払収入 ・消耗品費

・雑入 ・自動車借上料

・一般財源 ・講師謝金等

＜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、市民バスの現在地を確認できるバスロケーションシステ
ムを導入し、市民サービスの向上を図ります。

環境教育プログラムをはじめ、環境に関する各種イベン
トや事業を幅広く展開し、体験や学習を通して環境につ
いて学ぶ機会を提供することにより、環境保全意識の普
及・啓発を図ります。

統合型地理情報システム管理運用事業

事業費 １，２００万４千円

財源内訳 支出内訳

事業費 １３６万７千円

財源内訳 支出内訳

環境学館いずみ運営事業
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14万8千円 16万円

2万2千円 43万4千円

56万9千円 5万1千円

9万4千円

40万円 40万円

1万5千円 3億6,245万3千円

3億6,570万8千円 327万円

・一般廃棄物処理業許可申請手数料  ・ごみ収集運搬事業委託料

・一般財源  ・その他

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

西清掃センター

 ・消耗品費

・一般財源  ・通信運搬費

 ・その他

環境政策課

市民健康センター

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、歯科講話などを実施
します。

地域に住み着いた飼い主のいない猫を適切に管理してい
く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。

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。

 ・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

・保健事業費県補助金  ・健康教育講師等謝金

・雑入

事業費 ３億６，５７２万３千円

財源内訳 支出内訳

ごみ収集・運搬事業

事業費 ７３万９千円

財源内訳 支出内訳

成人健康教育・相談事業

事業費 ４０万円

財源内訳 支出内訳

【新規】飼い主のいない猫対策事業
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858万円 2,700万円

219万7千円 446万8千円

1,840万円 316万1千円

2,332万8千円 1,787万6千円

150万円 300万円

130万円 14万円

34万円

2,030万円 1,100万円

1,326万6千円 1,200万円

844万8千円

211万8千円

中央公民館

 ・その他

・公民館改修事業債  ・ＬＥＤ化改修工事

・一般財源  ・軒天改修工事

 ・空調設備等改修工事設計業務委託

・一般財源

・社会資本整備総合国庫交付金 ・工事費 

・橋りょう整備事業債 ・委託料

 ・かんがい排水施設整備事業債  ・市営井戸適正化事業負担金

 ・一般財源  ・その他

道路河川課

 ・土地改良事業費県補助金  ・三芳野大排水路整備工事

 ・多面的機能支援事業県補助金  ・土地改良事業補助金

農業振興課

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

井戸等の揚水施設及び農業用用排水路の改修等適正な維
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。

埼玉県が施工する飯盛川河川改修事業に合わせ、谷治川
合流部から北坂戸水処理センターまでの管理道路の幅員
を３ｍから５ｍに拡幅整備し、利便性の向上を図りま
す。

勝呂公民館多目的ホール照明のＬＥＤ化工事、浅羽野公
民館講堂軒天の改修工事、大家公民館空調設備等改修工
事の設計業務を実施します。

橋りょう（飯盛川）整備事業

事業費 ３１４万円

財源内訳 支出内訳

事業費 ５，２５０万５千円

財源内訳 支出内訳

かんがい排水事業

公民館施設整備事業

事業費 ３，３５６万６千円

財源内訳 支出内訳
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2,162万9千円 1,500万円

300万円

251万5千円

111万4千円

・書誌情報作成委託料

・通信運搬費

・一般財源 ・図書等購入費

・消耗品費

図書館

1写真 ・イラスト
高さ4.5㎝×幅指定なし

市民の学習要求や文化・教養に応えられるよう図書館資料
（図書、雑誌、地域資料、CD、DVD等）を整備し、電算シ
ステムによる蔵書管理により、利便性を高めます。また、生
活に役立つ情報を新聞記事、法令情報データベース等を活用
し、正確で早い情報提供に努めています。

図書館資料整備事業

事業費 ２，１６２万９千円

財源内訳 支出内訳
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単 位 （ 千 円 ）

予 算 額 予 算 額

広域連携推進事業 678 婚活支援事業（p.32） 567

総合政策調査研究事業 492 産学官連携事業 47

まちづくり応援寄附金推進事業（p.32） 77,930 総合計画推進事業 5,755

北坂戸団地にぎわい再生事業（p.32） 6,853

財務会計システム運用事業 6,498

電子入札運用事業 2,729 市営住宅改修事業 6,575

契約管理システム運用事業 4,480

広報さかど発行事業 20,937 シティプロモーション推進事業（p.31） 2,757

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 59,769 庁内ポータルサイト管理運用事業 8,072

統合型地理情報システム管理運用事業（p.42） 12,004 情報セキュリティ対策事業 811

公共施設予約サービス事業（p.34） 1,877 基幹系業務システム管理運用事業 148,473

パソコン等管理運用事業 112,648 ＩＣＴ・データ活用推進事業（p.34） 10,077

例規システム等運用事業 984 選挙啓発事業 35

平和行政事業 56

安全で安心なまちづくり推進事業（p.8） 604 自主防災組織整備事業 4,626

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）配備事業（p.8） 6,392 消防・救急事業（常備消防費負担金） 1,275,191

防犯灯設置・管理事業（p.33） 44,549 119,181

防災訓練実施事業（p.9） 1,761

災害用備蓄品等整備事業（p.9） 20,490 水防事業（p.17） 47,371

防災行政無線放送設備更新等事業（p.10） 183,451

人事給与システム運用事業 5,920 職員研修・啓発事業 6,880

人権啓発事業 3,528 男女共生社会促進事業 3,245

人権擁護推進事業 511

航空写真撮影及び地番図作成事業 16,926 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） 24

電子申告システム運用事業 8,629

収納率向上対策事業 32,945

都市交流事業 31 文化施設管理事業（p.34） 92,908

多文化共生事業 171 文化振興事業 175

地区集会所等整備支援事業 16,540 健康なまちづくり事業 404

市民活動普及支援事業 556 葉酸プロジェクト（認知症予防等）推進事業 2,547

市民相談事業 2,686 （p.15）

坂戸駅前集会施設管理事業 6,803 自動体外式除細動器（AED）普及推進事業（p.16） 2,223

入西地域交流センター運営事業 1,103 消費生活推進事業 4,324

 放置自転車対策推進事業 28,892 地域公共交通運行事業 98,217

交通安全対策推進事業（p.9） 18,485

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） 225

出生世帯向け商品券交付事業（p.35） 2,888 マイナンバーカード取得促進事業 21,762

国民健康保険事業（国民健康保険特別会計繰出金） 603,440 埼玉土建・埼玉県建設国民健康保険組合補助事業 450

（p.10） 後期高齢者医療事業（p.13） 1,055,584

後期高齢者医療事業（健康診査）（p.13） 59,314 未熟児養育医療給付事業（p.24） 7,012

坂戸飯能地区病院群輪番制事業 7,767 骨髄移植ドナー助成事業 280

地域医療助成事業 6,182 成人健康教育・相談事業（p.43） 739

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） 5,978

乳幼児健診事業（p.23） 78,427 子育て世代包括支援推進事業（母子保健型） 6,771

成人健診事業（p.16） 84,350 （p.24）

歯科口腔保健推進事業 3,743 自殺対策推進事業 782

献血推進事業 341 予防接種実施事業（p.17） 235,968

【職員課】

令 和 ２ 年 度 実 施 事 業 一 覧 （ 課 別 ）

事     業     名 事     業     名

 【政策企画課】

 【財政課】

【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）

【人権推進課】

【課税課】

【納税課】

【市民生活課】

【交通対策課】

【市民課】

【健康保険課】

【市民健康センター】
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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 370 安心生活創造事業 110

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 20,370

民生委員・児童委員活動支援事業 15,638 社会福祉法人指導監査事業 1,054

更生保護活動支援事業 619 生活保護適正実施推進事業（p.15） 12,066

福祉センター指定管理事業 12,399 生活保護等事業（p.15） 1,305,881

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 322

児童相談事業 11,054 子育て短期支援事業 440

つどいの広場事業 6,031 子どもの貧困対策推進事業（p.20） 20,325

こども医療費支給事業（p.19） 330,533 児童手当等支給事業（p.22） 1,535,685

ひとり親家庭等医療費支給事業（p.19） 56,836 児童扶養手当支給事業（p.23） 351,879

言語発達遅滞児支援事業 1,653 母子家庭等自立支援事業（p.23） 11,389

児童虐待防止事業 1,594 児童センター講座等開催事業 1,037

ファミリー・サポート・センター運営事業（p.19） 3,950 児童センター改修事業（p.14） 5,313

子育て世代包括支援推進事業（基本型） 2,765

民間保育所運営補助事業（p.20） 93,966 幼児教育無償化事業（p.20） 330,403

学童保育所整備事業（p.21） 162,151 民間保育所等運営委託事業（p.22） 999,376

子育て支援センター事業 19,706 家庭保育室措置委託事業 582

学童保育所指定管理事業（p.21） 200,320 病児保育事業（p.22） 2,977

認定こども園整備等事業 334,137 公立保育園改修等事業 1,934

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 55,925

地域型保育事業（p.21） 410,233 保育園給食調理業務委託事業 45,760

認可外保育施設等一時預かり事業 21,543 すくすく保育推進事業 2,959

老人福祉施設入所事業 4,774 介護保険事業（介護保険特別会計繰出金）（p.14） 1,212,854

要介護高齢者生活支援事業（p.13） 17,410 低所得者利用者負担金補助事業 101

高齢者福祉サービス事業 4,639 介護保険事業者支援事業（p.14） 78,636

老人クラブ活動支援事業 6,223 市民後見推進事業 1,500

高齢者生きがい対策事業 4,211 老人福祉センター運営管理事業 49,781

福祉であいの広場開催事業 1,000 障害者計画等推進事業 5,995

地域生活支援事業（p.10） 81,478 障害者スポーツ振興事業 137

障害福祉補助事業（p.11） 32,599 手話通訳者派遣事業（p.12） 8,658

障害者援護事業（p.11） 272,257 障害者就労支援センター運営事業（p.12） 11,350

障害者成年後見事業（p.11） 3,058 障害児給付費等支給事業（p.18） 288,987

自立支援給付費等支給事業（p.12） 1,372,872

環境学館いずみ運営事業（p.42） 1,367 保存樹木等補助事業 1,349

ごみ不法投棄監視等事業 4,562 緑の保全・創造事業 670

緑と花と清流基金積立事業 8 火葬事業（広域静苑組合負担金） 94,397

空き地等適正管理指導事業 390 犬の適正飼養対策事業 185

河川水質汚濁状況等調査事業 6,497 飼い主のいない猫対策事業（p.43） 400

ごみ散乱防止啓発事業 12 浄化槽設置等整備事業 34,840

地球温暖化対策事業 467 環境美化清掃事業（ごみゼロ運動） 1,101

省エネルギー機器等普及推進事業（p.33） 4,597 浄化槽維持管理推進事業 1,751

特定外来生物等防除事業 3,151 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 6,236

家庭用生ごみ処理器等購入補助事業 370 ごみ減量実践モデル地区指定事業 500

４Ｒ推進事業 130

農業活性化事業（p.35） 3,539 畜産振興事業 600

市民農園事業 1,251 かんがい排水事業（p.44） 52,505

農業振興事業（p.36） 15,553 ほ場整備事業 85,573

ワークプラザ指定管理事業 9,224 工場誘致奨励事業 1,832

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.36） 9,400

雇用促進事業 821 観光振興事業（p.36） 6,997

勤労者支援事業 170 坂戸よさこい支援事業（p.37） 7,000

勤労者住宅資金貸付事業 2,400 商工会支援事業 10,000

ワークプラザ改修事業 809 産業まつり支援事業 1,000

中小企業融資事業 8,903 特産品推進事業（p.37） 223

商店街環境施設整備等補助事業 8,256 創業経営発達支援事業（p.37） 4,200

商店街活性化推進事業 1,900

【高齢者福祉課】

【福祉総務課】

【子育て支援課】

【保育課】

【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】
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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 149,307 一般廃棄物処分事業 99,815

粗大ごみ収集事業 6,087 容器包装分別収集事業 62,830

ごみ収集・運搬事業（p.43） 365,723 ４Ｒ推進事業 305

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） 732,523

都市計画道路交通網調査事業 200 大谷川流域浸水対策事業（下水道組合負担金） 21,679

入西東部地区環境影響評価事後調査実施事業 11,869

北坂戸地区まちづくり推進事業（p.39） 4,000

住宅耐震改修促進事業（p.40） 3,650 住宅対策事業（p.40） 9,015

建築行政共用データベースシステム運用事業 170

交通安全施設等整備事業（p.33） 61,921 橋りょう維持管理事業（p.38） 61,600

通学路安全対策事業 8,000 都市公園等整備事業（p.40） 10,140

道路維持管理事業 162,950

生活道路整備事業（p.38） 100,000 森戸橋架替整備事業（p.39） 67,019

生活道路整備事業（歩道整備事業）（p.38） 47,050 ふるさとの川整備事業（高麗川） 2,595

土木積算システム運用事業 1,941 河川等維持管理事業 2,600

橋りょう（飯盛川）整備事業（p.44） 3,140 関間千代田線整備事業（p.39） 232,194

石井土地区画整理事業（特別会計繰出金） 298,662 片柳土地区画整理事業（特別会計繰出金） 195,413

163,566 関間四丁目土地区画整理事業（特別会計繰出金） 142,801

さかど市議会だより発行事業 5,055 議会インターネット中継事業（p.31） 1,503

会議録インターネット公開事業 1,229 文書共有システム運用事業 3,192

入学準備金貸付事業 2,500 小・中学校就学援助事業（医療費） 132

学校施設整備事業（p.27） 146,710 学校体育振興事業 510

学校プレハブ借上事業 47,814 小・中学校就学援助事業（給食費） 52,316

学校トイレ改修事業（p.27） 12,553 給食施設・設備整備事業 16,107

学校エアコン整備事業（p.27） 72,953 多子世帯学校給食費軽減事業（p.30） 46,316

市立幼稚園園児送迎バス運行事業 8,300 学校給食システム運用事業 4,276

幼稚園特別支援職員等採用事業 17,119 学校給食調理業務委託事業 329,161

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） 72,542 教育研究事業 7,102

インターナショナルアシスト事業 2,286 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 821 学校コンピュータ整備事業（p.28） 148,190

学校読書活動支援事業 11,644 児童生徒安全対策事業（p.28） 6,805

子ども議会運営事業 48 学校応援団推進事業 1,237

不登校解消事業（p.25） 21,164 就学援助事業 49,871

英語指導推進事業（p.25） 59,129 中学生社会体験チャレンジ事業 321

学力向上推進事業（p.26） 13,890 中学校部活動推進事業（p.29） 22,291

特別支援教育推進事業（p.26） 3,946

青少年地域ふれあい事業（p.29） 2,810 地域人材を活用した学習支援事業（p.30） 6,340

人権教育推進事業 2,045 指定文化財保護事業 2,371

青少年地域活動参加促進事業 71 坂戸のまつり開催事業（p.41） 14,488

社会教育団体支援事業 1,080 文化財調査事業 57,708

青少年健全育成活動推進事業 775

体育祭・文化祭・成人式開催事業 1,171 公民館施設整備事業（p.44） 33,566

各種教室・講座等開催事業 6,858

図書館運営事業 24,204 図書館企画講座等開催事業 116

図書館資料整備事業（p.45） 21,629 子ども読書活動推進事業 346

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 160

中央図書館整備事業 4,782

【区画整理事務所】

【西清掃センター】

【都市計画課】

【北坂戸地区まちづくり推進室】

【住宅政策課】

【維持管理課】

【道路河川課】

【図書館】

坂戸中央２日の出町土地区画整理事業（特別会計繰
出金）

【議会事務局】

【教育総務課】

【学校教育課】

【社会教育課】

【公民館】
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単 位 （ 千 円 ）

予 算 額 予 算 額事     業     名 事     業     名

坂戸市民チャリティマラソン実施事業 3,100 子ども文化・スポーツ団体健全育成補助事業 1,060

各種スポーツ大会出場費補助事業 800 （p.18）

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 14,211

スポーツフェスティバル実施事業 1,616 市民総合運動公園管理事業（p.41） 34,363

学校体育施設開放事業 3,378 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 196 市民総合運動公園施設改築等事業 5,500

障害者スポーツ振興事業 130 健康増進施設管理事業（p.41） 6,145

健康増進施設指定管理事業 67,581

【スポーツ推進課】
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