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平成３０年１２月定例会提出 予算・一般議案一覧
Ｈ３０．１１．２７

№ 議案番号 議 案 の 題 名 概 要 所管課

1 議案第９７号 平成３０年度 熊谷市一般会計補正予算（第

３号）

別紙参照 財政課

2 議案第９８号 平成３０年度 熊谷市国民健康保険特別会計

補正予算（第１号）

別紙参照 財政課

3 議案第９９号 熊谷市印鑑条例の一部を改正する条例 ①印鑑登録原票の登録事項及び印鑑登録証明書の記載事項から性別に

関する規定を削除するもの

②平成３１年１月１日から施行

市民課

4 議案第１００号 熊谷市手数料徴収条例の一部を改正する条例 ①「建築基準法」の一部改正に伴い、建築物の敷地と道路との関係の

建築の認定申請に係る審査手数料等を新たに徴収するもの

②公布の日から施行

建築審査課

5 議案第１０１号 熊谷市廃棄物の減量及び適正処理に関する条

例の一部を改正する条例

①「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」の一部改正に伴い、

一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者が有すべき資格に関する

規定の整備を行うもの

②平成３１年４月１日から施行

環境推進課

6 議案第１０２号 熊谷市県営土地改良事業負担金に関する分担

金徴収条例の一部を改正する条例

①「土地改良法」の一部改正に伴い、県営土地改良事業に係る特別徴

収金の徴収等を行うもの

②公布の日から施行

農地整備課

7 議案第１０３号 熊谷市農業振興対策委員会条例の一部を改正

する条例

①熊谷市農業振興対策委員会の委員に農地利用最適化推進委員を加え

るもの

②公布の日から施行

農業振興課

8 議案第１０４号 熊谷市水道事業の設置等に関する条例の一部

を改正する条例

①熊谷市下水道事業に「地方公営企業法」の規定の全部を適用するこ

とに伴い、同事業の経営の基本、規模等を定めるもの

②平成３１年４月１日から施行

下水道課
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9 議案第１０５号 熊谷市立児童クラブ条例の一部を改正する条

例

①新たに熊谷市立第２新堀児童クラブを開設するもの

②平成３１年４月１日から施行

保育課

10 議案第１０６号 熊谷市障害者介護給付費等支給審査会の委員

の定数等を定める条例の一部を改正する条例

①「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施

行令」の一部改正に伴い、熊谷市障害者介護給付費等支給審査会の

委員の任期を定めるもの

②平成３１年４月１日から施行

障害福祉課

11 議案第１０７号 熊谷市国民健康保険税条例の一部を改正する

条例

①国民健康保険税の課税額に係る算定方法の変更及び税率の改定を行

うとともに、賦課限度額の見直し等を行うもの

②平成３１年４月１日から施行（一部 公布の日から施行）

保険年金課

12 議案第１０８号 熊谷市景観条例の一部を改正する条例 ①景観計画区域内における届出を要する行為等の基準を緩和するとと

もに、熊谷市景観審議会の調査審議事項を追加するもの

②平成３１年４月１日から施行（一部 公布の日から施行）

都市計画課

13 議案第１０９号 熊谷市水道事業の布設工事監督者を配置する

工事等を定める条例の一部を改正する条例

①「水道法施行令」等の一部改正に伴い、布設工事監督者及び水道技

術管理者が有すべき資格に関する規定の整備を行うもの

②平成３１年４月１日から施行

営業課

14 議案第１１０号 熊谷市家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例

①「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」の一部改正に伴

い、家庭的保育事業者等の連携施設の確保に係る特例等を定めるも

の

②公布の日から施行

保育課

15 議案第１１１号 熊谷市放課後児童健全育成事業の設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例

①「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」の一部改

正に伴い、放課後児童支援員が有すべき資格に関する規定の整備を

行うもの

②平成３１年４月１日から施行

保育課

16 議案第１１２号 熊谷市特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の利用者負担に関する条例の一部を改

正する条例

①「子ども・子育て支援法施行規則」の一部改正に伴い、利用者負担

の額の算定基準に関する規定の整備を行うもの

②公布の日から施行

保育課
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17 議案第１１３号 熊谷市屋外広告物条例 ①良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危

害を防止するため、屋外広告物について必要な規制を行うもの

②平成３１年４月１日から施行（一部 公布の日から施行）

都市計画課

18 議案第１１４号 損害賠償の額の決定及び和解について 平成３０年４月１１日に発生した自動車事故により、相手方を負傷さ

せるとともに、相手方車両を損傷させたため、治療費、自動車修理費、

慰謝料等を賠償し、和解するもの

社会教育課

19 議案第１１５号 公の施設の指定管理者の指定について ①指定管理者となる団体 日本環境マネジメント株式会社

②指定の期間 平成３１年４月１日～平成３４年３月３１日

公園緑地課

20 議案第１１６号 市道路線の認定について 県道葛和田新堀線の一部区間の供用開始等に伴う道路の認定（５路線） 管理課

21 議案第１１７号 市道路線の廃止について 県道葛和田新堀線の一部区間の供用開始等に伴う市道路線の廃止（３

路線）

管理課



１　予算規模 （単位：千円）

補　正　額

(第3号) 183,360 

0 

183,360 

0 

183,360 

※　そのほか、国民健康保険特別会計補正予算（第１号）として、診療報酬明細書内容点検の業務委託について

　債務負担行為を設定する。

２　歳出補正予算の主なもの （単位：千円）

補 正 額 担 当 課

2 総務費 2,700 企画課

6 農林水産業費 3,675 農地整備課

8 土木費 1,000 都市計画課

３　債務負担行為補正の主なもの （単位：千円）

限度額 担 当 課

272,882 公園緑地課

平成30年11月27日発表
担当課：財政課

平成３０年度１２月市議会補正予算（案）の概要

会　　　　計　　　　区　　　　分 補 正 前 の 額 合　　計

一　般　会　計　補　正　予　算　 64,676,772 64,860,132 

特　　別　　会　　計　　の　　計 28,796,000 28,796,000 

一 般 会 計 及 び 特 別 会 計 の 計 93,472,772 93,656,132 

水   道   事   業   会   計 7,475,000 7,475,000 

合　　　　　計 100,947,772 101,131,132 

款 事　　　　　　項 備　　　　　　　　　　考

ユニバーサルデザイン
タクシー補助事業

　ラグビーワールドカップ２０１９等に向
け、高齢者や障害者、外国人旅行者など、
誰もが利用しやすいタクシーの普及促進を
図るため、バリアフリータクシー車両を購
入又は借用するタクシー事業者に対し、運
行経費の一部を補助する。

ほ場整備事業

　埼玉県が実施を予定している下増田地区
の農業基盤整備事業に先立ち、現況調査等
に要する経費について、経費の負担割合に
応じ、県への負担金を追加する。

景観形成事業

　ラグビーワールドカップ２０１９の開催
に向け、駅前広場の良好な景観を形成する
ため、屋外広告物の改修や撤去等に要する
経費の一部を補助する。

事　　項 期　　　間 備　　　　　　　　　　考

別府沼公園、妻沼
運動公園等指定管
理料

平成31年度から
平成33年度まで

　業務の効率化と利用者の利便性向上を図
ることを目的に、平成２８年度から指定管
理者制度を導入している妻沼運動公園ほか
９施設に、平成３１年度から新たに別府沼
公園を加え、施設の管理運営を民間に委託
するための債務負担行為を設定する。

　　　　担当者　総合政策部財政課　櫻井



１ 事業概要

２

３ その他

※

担当者 　　担当

連絡先 　　内線

【目的】
　ラグビーワールドカップ２０１９、東京オリンピック・パラリンピックに向けて、
高齢者や障害者、訪日外国人旅行者をはじめ誰もが利用しやすいタクシーの普及促進
を図ります。

【内容】
　ユニバーサルデザインタクシー車両を購入又は借用する市内のタクシー事業者に対
し、運行経費として補助金を交付します。
・補助金額：１台あたり３０万円（１台あたり１回限り）
・今年度 導入予定台数：９台

特徴やPRポイント

　政令市を除き、県内市町村では初となります（埼玉県は車両に対し６０万円の補
助、さいたま市では車両に対し３０万円の補助あり。）。

ユニバーサルデザインタクシー（ＵＤタクシー）の特長
　乗降しやすく、車いすでの乗車が可能です。広い車内のため、大きな荷物が積めま
す。

ＰＲポイント
　高齢者や障害者の方々の利便性向上はもとより、ラグビーワールドカップ２０１９
の開催に向け、訪日外国人をはじめとする来訪者に対する、熊谷のおもてなしの一つ
になると考えています。

資料の有無（　　有　　・　　無　　）

総合政策部 企画課 西　村

℡　048-524-1111 ２１５

熊谷市
記者クラブ取材情報（予算関連）

＜速報＞

平成３０年度１２月補正予算（案）概要

平成３０年１１月２７日発表

事業の名称等 　

　ユニバーサルデザインタクシー補助事業



 ユニバーサルデザインタクシー（UDタクシー）

 ユニバーサルデザインタクシーマーク

(資料）ユニバーサルデザインタクシー補助事業



１ 事業概要

２

３ その他

※

担当者 　　担当

連絡先 　　内線

【目的】
　埼玉県が実施する農業基盤整備調査「下増田地区」に対して、負担金を予算措置します。

【対象】
　「下増田地区」熊谷市下増田
  地区面積：23.0ha（水田22.0ha、畑1.0ha)

【事業目的】
  整備予定区域の現況調査及び事業計画調査を行い、事業計画書を作成します。

【事業費】7,350千円
　負担割合：県50％　市50％
　市負担額：7,350千円×50％＝3,675千円

特徴やPRポイント
【農地整備事業の概要】
　農地中間管理機構が借り入れている農地について、現況区画を活かし換地を伴わずに再整備を行う
もので、土地改良区の設立が不要であり任意組織により運営されます。
　道路等の拡幅には、用地の提供を前提にしていることから、事業費における地元農家負担が免除さ
れます（通称「埼玉型ほ場整備」）。
　現状は農耕車のすれ違いに苦慮しており、道路幅員の確保、畦畔除去により担い手への集約・集積
を図ります。
　このため、埼玉県が次年度以降に実施する農地中間管理機構関連農地整備事業（新規事業）の実施
を目指すものです。

　農地中間管理機構関連農地整備事業負担割合
　　国62.5％（0%、0%）、県27.5%（77.5％、75%）、市10%（22.5％、25％）、地元0%（0%、0%）
　　※カッコ内は工事雑費、事務費負担割合

資料の有無（　　有　　・　　無　　）

産業振興部 農地整備課 齊藤

℡　588-1329 321（妻沼庁舎）　直通588-1329

熊谷市
記者クラブ取材情報（予算関連）

＜速報＞
平成３０年度１２月補正予算（案）概要

平成３０年１１月２７日発表

事業の名称等 　

　ほ場整備事業



１ 事業概要

２

３ その他

※

担当者 　　担当

連絡先 　　内線

【目的】
　ラグビーワールドカップ2019の開催に向け、駅前広場の良好な景観を形成するため、屋外広告物の
改修や撤去等に要する経費の一部を補助します。

【内容】
⑴　対象となる屋外広告物
　駅前広場に面した建物に掲出される、電飾（点滅し、動光し、又は回転する光源を有するもの（映
像装置を除く。））を利用した屋外広告物。
⑵　対象となる事業
・電飾を取り除く等の改修作業
・広告物全体を取り払う撤去作業
⑶　屋外広告物一つ当たりの補助率及び上限額
　２０万円を限度に、対象となる事業に要した額の３分の２（その額に１，０００円未満の端数があ
る場合においては、その端数を切り捨てた額）
⑷　補助事業の期間
　平成３１年１月１日から平成３１年９月３０日までに完了が予定されるもの

特徴やPRポイント
　熊谷市屋外広告物条例の制定により、平成31年4月から、駅前広場に面した建物に掲出される電飾
を利用した屋外広告物を規制することを予定しています。
　ラグビーワールドカップ2019の開催にあたり熊谷の玄関口にふさわしい景観で出迎えられるように
するため、新たに規制対象となる屋外広告物が早期に適正化される必要があるが、条例の施行前から
存在する広告物については、既存不適格の扱いとなります。
　そこで、条例の制定による効果の発現を促進するため、駅前広場に面して掲出される電飾を利用し
た屋外広告物の改修や除却に要する費用に対し補助を行います。

資料の有無（　　有　　　）

都市整備部 都市計画課 坪田寿夫

℡　0493-39-4813 53

熊谷市
記者クラブ取材情報（予算関連）

＜速報＞

平成３０年度１２月補正予算（案）概要

平成３０年１１月２７日発表

事業の名称等 　

　景観形成事業　―熊谷市屋外広告物適正化促進事業補助金の創設―



熊谷市屋外広告物適正化促進事業 

ラグビーワールドカップ2019の開催に向け、 
 駅前広場に面して掲出されている電飾広告物を 
  撤去等する場合に、その費用の一部を補助します 

補助事業の期間 
 平成31年1月1日～9月30日 

補助の対象 
 下記の駅前広場に面して掲出されている電飾広告物 
（点滅、動光、回転する光源のあるもの）を撤去等する場合 

補助対象事業 
 改修：広告物の電飾部分を取り払う場合 
 撤去：電飾広告物全部を取り払う場合 

補助率（上限金額） 
  対象事業に要した費用の2/3（上限20万円） 
  （1,000円未満の端数は切捨て） 

熊谷駅正面口（北口） 熊谷駅南口 熊谷駅東口（ティアラ口） 

籠原駅北口 籠原駅南口 

問い合わせ    都市整備部都市計画課 ☎0493-39-4813 
    ※詳細は、補助要綱をご覧ください。 

（案） 



１ 事業概要

２

３ その他

※

担当者 　　担当

連絡先 　　内線

【目的】
　指定管理者制度の導入により、民間の管理運営のノウハウを活用し、業務の効率化と利用者の利便
性の向上を図ることを目的としています。

【内容】
　平成２８年度から指定管理者制度を導入している妻沼運動公園ほか９施設に、新たに別府沼公園を
加え、平成３１年度から３年間、指定管理者による管理運営を行います。

【経緯】
　第２次熊谷市行政改革大綱により、指定管理者制度の導入を検討してきた別府沼公園について、妻
沼運動公園等の指定管理期間が平成３１年３月３１日をもって満了となりますことから、別府沼公園
を含めて、引き続き平成３１年４月から、指定管理者制度の導入を決定したものです。
　平成３１年度当初から、管理運営を遅滞なく行う必要があり、平成３０年度中に協定を締結するた
め、債務負担行為を設定します。

【効果】
　民間のノウハウや、柔軟な発想による効率的な施設管理と、魅力的な自主事業を行うことにより、
利用者の増加が期待できます。

特徴やPRポイント
　公園施設の効率的な管理運営を目指し、妻沼地区の１０施設（妻沼運動公園、利根川総合運動公
園、妻沼東運動公園、妻沼西第一公園、妻沼西第二公園、妻沼西第１緑地、妻沼西第２緑地、妻沼西
第３緑地、妻沼西第４緑地、妻沼西第５緑地）に別府沼公園を新たに加え、一括して指定管理者制度
を導入します。

　指定管理者制度を導入している公園施設は、平成２１年度からの熊谷運動公園、２５年度からの江
南総合公園、平成２８年度からの妻沼運動公園等（１０施設）、平成２９年度からの中央公園及び荒
川緑地（熊谷、久下、村岡）につづき、別府沼公園が１７施設目となります。

資料の有無（　　有　　・　　無　　）

都市整備部 公園緑地課 計画係　細田

℡ 0493-39-4806

熊谷市
記者クラブ取材情報（予算関連）

事業の名称等 　

　　別府沼公園、妻沼運動公園等指定管理料

＜速報＞

平成３０年度１２月補正予算（案）概要

平成３０年１１月27日発表


