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令和４年度予算主要事業一覧表
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感染症対策

新型コロナウイルス感染症対策

政策理念「新熊谷プライドの創造」を実現するための７つの基本政策

１ 1

２ 1ポストコロナに向けた地域・社会支援

安心安全のまち熊谷を創ります

２ 3

３ 6

親も子も笑顔が輝く熊谷を創ります

みんなに優しい福祉の熊谷を創ります

４ 8

５ 元気な農業を創ります 9

文化と伝統の薫る熊谷を創ります

６ 10

７ 12

将来を見据えた熊谷を創ります

持続可能な行政を創ります

　事項欄の（　）内は、№２「令和４年度熊谷市一般会計予算に関する
説明書」のページです。





主要事業一覧表

事　　　項 概　　　　　　　　　　要 金  額 備  考

「ＳＴＯＰコロナ」自宅
療養者支援事業
（令和３年度３月補正）

自宅療養者に対してパルスオキシメーターの配送、食料
及び生活必需品の宅配等を行う。また、自宅療養となった
妊婦の健康状態を把握することができる分娩監視装置の
購入について、医療機関に対し補助する。

R３繰越明許費
7,526

健康づくり課

新型コロナウイルス
ワクチン接種事業
（Ｐ169）

新型コロナウイルス感染症のまん延予防のため、令和３
年１２月から開始した新型コロナワクチンの３回目接種事
業を引き続き実施する。

815,705 健康づくり課

「ＳＴＯＰコロナ」高規
格救急自動車整備
事業
（令和３年度３月補正）

新型コロナウイルス感染症拡大による傷病者の搬送体制
を確保するため、感染症の疑いがある患者を隔離した状
態で安全に搬送できる資器材を装備した、高規格救急自
動車を整備する。

R３繰越明許費
40,070

消防総務課

「ＳＴＯＰコロナ」学校
感染症対策事業
（令和３年度３月補正）

小・中学校において安心安全な学習環境を確保しつつ教
育活動を着実に継続するため、感染症対策や学習保障
のための物品等を購入する。

R３繰越明許費
51,300

教育総務課

事　　　項 概　　　　　　　　　　要 金  額 備  考

「ＳＴＯＰコロナ」シティ
プロモーション事業
（令和３年度３月補正）

ポストコロナを見据えたシティプロモーションとして、電子
雑誌、紙冊子及び動画を制作する事業を実施する。

R３繰越明許費
18,700

企画課

「ＳＴＯＰコロナ」
キャッシュレスで地域
応援事業
（令和３年度３月補正）

市内店舗でのキャッシュレス決済時にポイントを付与する
地域限定のキャンペーンを実施することで市内消費を喚
起し、地域経済の活性化を図る。また、電子地域通貨の
導入検討を行う。

R３繰越明許費
473,560

商工業振興課

「ＳＴＯＰコロナ」子育
て世帯学校給食応援
事業
（令和３年度３月補正）

新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受けた子
育て世帯の経済的負担を軽減するため、食材価格の値上
がりによる学校給食費の上昇分を無償化する。

R３繰越明許費
30,160

教育総務課

新型コロナウイルス感染症対策

１　感染症対策

（単位：千円）

２　ポストコロナに向けた地域・社会支援

（単位：千円）
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事　　　項 概　　　　　　　　　　要 金  額 備  考

市民協働「熊谷の
力」ひろせ野鳥の森
駅駐輪場整備事業
（Ｐ91）

熊谷工業高等学校の生徒と協働し、「ひろせ野鳥の森駅」
の駐輪場の整備を行う。

500 安心安全課

「暑さ対策」ラグササ
イズ動画で暑熱順化
事業
（Ｐ106）

熱中症のピークシーズン前からの暑さに備える対策であ
る「暑熱順化」の周知及び実践のため、ラグビーの動きを
取り入れた「ラグササイズ動画」を作成し、配信する。

466
ラグビータウ
ン推進課

安全なまち推進事業
（Ｐ141）

安心安全なまちづくりを推進するため、市内に防犯カメラ
１０台を設置する。また、各自治会によるＬＥＤ防犯灯や防
犯カメラの設置及び維持管理費用を補助するほか、地域
の自主防犯組織の青色防犯パトロール車燃料費につい
て補助を拡大する。

74,959 安心安全課

市民協働「熊谷の
力」空き家利活用促
進事業
（Ｐ143）

空き家利活用を促進させるため、建築士の有資格者と協
働し、利活用に必要な手続等を広く市民等に周知し、空き
家利活用の促進を図る。

1,000 安心安全課

予防接種事業
（Ｐ168）

予防接種法に定められた対象疾病の発生やまん延を予
防するため、対象者に対して予防接種を行う。また、子宮
頸がんワクチンについて令和３年１２月から再開した中１
～高１相当の世代への勧奨を引き続き実施するとともに、
新たに対象年齢を小６まで拡大する。

779,448 健康づくり課

造血幹細胞移植後
ワクチン再接種費用
補助事業
（Ｐ170）

小児がん等の治療のための造血幹細胞移植により、移植
前に接種したワクチンの免疫が低下又は消失したため、
ワクチンの再接種が必要と医師が認めた者に対して、接
種に係る費用を助成する。

606 健康づくり課

健康増進事業
（Ｐ180）

市民の健康増進を図るため、各種検（健）診及び生活習
慣改善に関する健康教育・健康相談等を実施するほか、
心の健康づくりを推進する。

407,964 健康づくり課

ゾーン３０整備事業
（Ｐ234）

生活道路において区域を定め最高速度を時速３０kmに規
制するため、交通管理者である警察と連携し、区画線、路
面標示及び速度抑制施設等の設置による交通安全対策
を行う。令和４年度は、籠原南地区で実施する。

16,000 維持課

新星川改修事業
（Ｐ240）

準用河川新星川の改修工事を実施し、令和４年度は中央
三丁目地内の護岸工事を行う。

36,410 河川課

都市公園複合遊具
更新事業
（Ｐ252）

安全で親しみのある都市公園の利用を図るため、経年劣
化した複合遊具を計画的に更新する。令和４年度は、東
公園、吉原公園、玉井公園、妻沼東芦際公園の複合遊具
を更新する。

36,000 公園緑地課

１　安心安全のまち熊谷を創ります

（単位：千円）

政策理念「新熊谷プライドの創造」を実現するための７つの基本政策
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事　　　項 概　　　　　　　　　　要 金  額 備  考

消防設備充実事業
（Ｐ261）

消防活動に必要な車両及び資機材を更新し、複雑多様化
する各種災害に対応できるよう消防力の充実・強化を図
る。令和４年度は、熊谷救助２号車、熊谷指揮１号車及び
救急玉井１号車を更新する。

182,321 消防総務課

消防水利整備事業
（Ｐ261）

既設の防火水槽や防火井戸の改修、大規模災害に有効
な耐震性防火水槽の新設を行う。令和４年度は、妻沼運
動公園内に耐震性防火水槽を新設する。

70,410 消防総務課

防災のまちづくり事
業
（Ｐ265）

災害に強いまちづくりを実現するため、自主防災組織を育
成支援するとともに、災害用資機材及び備蓄品の整備を
図る。

24,176 危機管理課

「暑さ対策」通学で日
傘をさそう事業
（Ｐ277）

登下校を中心とした屋外活動時に日傘を活用することで、
体温上昇と脱水を防ぎ熱中症を予防するため、小学生に
本市オリジナルの日傘を配布する。

13,760 学校教育課

事　　　項 概　　　　　　　　　　要 金  額 備  考

「総合戦略」三世代
ふれあい家族住宅取
得等応援事業
（Ｐ134）

親世帯と子世帯がお互いに支援し合うことにより、高齢者
の孤立防止や子育て応援等を図るため、市内で親世帯と
子世帯が同居又は近居するために住宅を新築、購入又
は増改築に要した費用の一部を補助する。

50,020 長寿いきがい課

児童扶養手当等支
給事業
（Ｐ146）

ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するた
め、児童が１８歳に達する年度末まで（一定の障害のある
児童については、２０歳に達する日の属する月まで）手当
を支給する。

610,171 こども課

特別保育事業
（Ｐ147）

保育ニーズの多様化に対応するため、一時預かり、延長
保育、送迎保育、病児・病後児保育などを実施している民
間保育所等への補助を行う。

406,856 保育課

「総合戦略」地域子
育て支援拠点事業
（Ｐ148）

１９か所の地域子育て支援拠点において、子育て中の親
子が交流できる場を提供し、子育てに関する悩みについ
て相談に応じたり、子育て情報を提供したりすることで子
育ての不安感を緩和する。また、３か所の地域子育て支
援拠点に子育て支援コーディネーターを配置し、子育てに
関する様々な相談に応じるほか、各種サービスの情報提
供を行う利用者支援事業を実施するなど、地域の子育て
支援機能の充実を図る。

145,639 こども課

「総合戦略」こども医
療費助成事業
（Ｐ148）

子育てをする保護者の経済的負担の軽減を図るため、高
等学校卒業までの子供の入院、通院に要する医療費の
無料化を実施する。

612,731 こども課

「総合戦略」民間保
育所等施設整備事
業
（Ｐ149）

第２期熊谷市子ども・子育て支援事業計画に基づき、民
間の認定こども園（２園）及び保育園（１園）の整備への補
助を行う。

286,677 保育課

２　親も子も笑顔が輝く熊谷を創ります

（単位：千円）

（単位：千円）
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事　　　項 概　　　　　　　　　　要 金  額 備  考

特定教育・保育施設
等給付事業
（Ｐ150）

認定こども園や子ども・子育て支援新制度に移行した幼
稚園等に対し、運営費の一部を給付する。

1,520,000 保育課

「総合戦略」子育て世
代包括支援センター
運営事業
（Ｐ150）

妊娠期から子育て期にわたる子育て世代の様々なニーズ
に対応するため、本庁舎及び母子健康センター内の「く
まっこるーむ」に母子保健及び子育て支援コーディネー
ターを配置し、子育て関連部署と連携することで、切れ目
のない支援を行う。

22,712 健康づくり課

子育てのための施設
等利用費給付事業
（Ｐ150）

幼児教育・保育の無償化に伴い、子ども・子育て支援新制
度に移行していない幼稚園及び認可外保育施設等の利
用に要した費用を給付する。

378,000 保育課

「総合戦略」子育て支
援・保健拠点施設整
備事業
（Ｐ150）

こどもセンター、保育所、保健センター、休日・夜間急患診
療所等の機能を有する子育て支援・保健拠点施設の整備
に向けて、事業者募集を行い、整備から管理・運営に至る
までの準備を行う。

12,286
債務負担行為限度額

計　6,391,750
こども課

誕生祝金支給事業
（Ｐ150）

子育て支援基金を活用し、出生した子供の保護者に３万
円の誕生祝金を支給する。

32,245 こども課

児童手当等支給事
業
（Ｐ151）

家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の
社会を担う児童の健やかな成長に資するため、中学校修
了前の児童を養育している方を対象に、手当を支給する。

2,576,960 こども課

保育所管理運営経
費
（Ｐ153）

児童福祉法等に基づき、公私立保育所において、保育を
必要とする乳幼児を保護者に代わって保育し、心身ともに
健やかな育成を図る。

2,869,797 保育課

放課後児童対策事
業
（Ｐ156）

昼間、保護者が就労等で家庭にいない児童の保育を行い
健全育成を図る。また、民間学童クラブに対し、事業の委
託をするとともに運営費を助成する。

212,217 保育課

「総合戦略」放課後
児童保育室整備事
業
（Ｐ158）

児童クラブのより一層の充実のため、待機児童等の状況
に応じ、児童クラブを整備する。令和４年度は、令和５年
度に整備予定の（仮称）第２南児童クラブ、（仮称）新第２
別府児童クラブの設計を行う。

15,348 保育課

夏休み児童クラブ拡
充事業
（Ｐ158）

長期休業期間である夏休みの保育ニーズに応えるため、
利用希望の多い小学校において、期間を限定し児童クラ
ブを開設する。

1,270 保育課

母子保健事業
（Ｐ177）

妊産婦及び乳幼児の健康保持・増進を図るため、妊婦健
康診査、乳幼児健康診査、訪問指導、各種教室等を実施
するとともに、発達障害の疑いのある幼児及びその養育
者への支援を行う。また、産後うつの予防や新生児への
虐待予防等を図るため、令和４年度から新たに、産後１か
月の健康診査に対する公費助成を実施する。

167,792 健康づくり課

（単位：千円）
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事　　　項 概　　　　　　　　　　要 金  額 備  考

「総合戦略」産後ケア
事業
（Ｐ178）

産後の心身の不調や育児不安を解消するため、市内の
実施医療機関において、必要に応じて宿泊又は通所によ
り心身のケア及び育児サポートを実施する。令和４年度は
対象を出産後１年未満の母子まで拡大する。

4,130 健康づくり課

通学路交通安全対
策事業
（Ｐ234）

子供たちが安全に通学できるよう、通学路の交通安全対
策整備を総合的に実施する。

62,000 維持課

人件費
（Ｐ272）

264,795
うち96,244

学力向上対策推進
事業
（Ｐ275）

2,706

人件費
（Ｐ272）

264,795
うち81,038

特別支援教育推進
事業
（Ｐ276）

2,925

「総合戦略」英語教
育推進事業
（Ｐ275）

小・中学校における英語教育の充実と国際感覚を養うた
め、通年英語指導助手を派遣する。また、英語力日本一
を目指し、ストーリー性のある教科書を１年間で何度も繰
り返し学習する「ラウンドシステム」を、小学校５・６年生及
び中学校１年生から３年生まで実施するとともに、全中学
生を対象に、「聞く」、「読む」、「話す」、「書く」のスコア型英
語４技能テスト「ＧＴＥＣ」を実施する。

117,199 学校教育課

「総合戦略」学習支
援充実くまなびス
クール(小学校)事業
（Ｐ276）

4,077

「総合戦略」学習支
援充実くまなびス
クール(中学校)事業
（Ｐ276）

7,366

小中学校ＩＣＴ環境整
備事業
（Ｐ276）

児童・生徒の情報活用能力の育成と教職員の指導力向
上・負担軽減を図るため、段階的に市内全小・中学校のＩ
ＣＴ環境整備を進める。令和４年度は導入の最終年とし
て、小学１年生の普通教室等に電子黒板、指導者用コン
ピューター及び実物投影機を導入する。

109,252 学校教育課

小中学校ＧＩＧＡス
クール構想事業
（Ｐ277）

新型コロナウイルス感染症の影響下においても、子供た
ちの学習機会を保障するため、児童・生徒に対し１人１台
の端末を配備し、活用する。

244,406 学校教育課

校外方式水泳授業
導入事業
（Ｐ277）

令和３年度から開始した、専門のインストラクターによる泳
力向上のための校外方式水泳授業について、令和４年度
は三尻小学校、籠原小学校に導入する。

21,700 学校教育課

児童・生徒一人一人に対するきめ細かな指導を通して学
力の向上を図るため、全小・中学校に学力向上補助員を
配置する。

幼稚園及び小・中学校に在籍する、個別に配慮が必要な
子供たちの指導の充実を図るため、特別支援教育支援員
を配置する。

学校教育課

（単位：千円）

学校教育課

学力日本一を目指し、教員経験者や大学生等の指導者
により、個々の児童・生徒に応じたきめ細かな補充学習を
全校において実施する。

学校教育課
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事　　　項 概　　　　　　　　　　要 金  額 備  考

要保護及び準要保
護児童就学援助事
業（小学校）
（Ｐ282）

74,030

要保護及び準要保
護生徒就学援助事
業（中学校）
（Ｐ286）

92,000

小学校校舎大規模
改造事業
（Ｐ283）

児童・生徒の教育環境の向上を図るため、老朽化した校
舎の外壁改修、屋上防水工事等を計画的に実施する。令
和４年度は、吉岡小学校を当初予算に計上、成田小学
校、籠原小学校について、令和３年度１２月補正予算に計
上し、令和４年度へ繰り越して実施する。

124,484
R３繰越明許費

390,000
教育総務課

小学校トイレ整備事
業
（Ｐ283）

24,000
R３繰越明許費

443,000

中学校トイレ整備事
業
（Ｐ287）

13,900
R３繰越明許費

256,000

「総合戦略」学校給
食費第三子以降無
償化事業
（Ｐ325）

多子世帯の経済的負担の軽減のため、小・中学校及び特
別支援学校に通う第三子以降の児童・生徒の給食費を補
助する。令和４年度は第一子の年齢要件を１８歳以下に
まで拡大する。

39,000 教育総務課

小学校照明ＬＥＤ化
事業
（Ｐ343）

債務負担行為限度額

330,000

中学校照明ＬＥＤ化
事業
（Ｐ343）

債務負担行為限度額

280,000

事　　　項 概　　　　　　　　　　要 金  額 備  考

総合交通体系整備
促進事業
（P85）

利便性の高い公共交通を推進する。令和４年度は、公共
交通網の充実を目指し、持続可能な運送サービスの提供
を確保するため、従来の公共交通サービスに加え、地域
の多様な輸送資源も含めた地域公共交通計画の策定作
業を行う。

153,900 企画課

くまがや市民まごころ
運動推進事業
（Ｐ85）

校区連絡会の活動を支援し、自主的、主体的なまちづくり
を推進する。また、自らの地域を見直し、コミュニティ活動
の充実や課題を再検討し、住みよい地域づくりのための
計画を作成し、実施する校区に対し、地域計画事業加算
金を交付する。

9,012 市民活動推進課

国際理解促進事業
（Ｐ100）

熊谷市国際交流協会と連携し、多文化共生と国際交流を
進めるための各種事業を行う。

7,235 広報広聴課

経済的理由により就学が困難と認められる児童・生徒の
保護者に対して、援助を行うことにより義務教育の円滑な
実施を図る。

教育総務課

３　みんなに優しい福祉の熊谷を創ります

児童・生徒の教育環境の向上を図るため、トイレの洋式化
等の改修工事を計画的に実施する。令和４年度は、大幡
小学校、佐谷田小学校、中条小学校、別府中学校、奈良
中学校について、令和３年度３月補正予算に計上し、令和
４年度へ繰り越して実施する。

教育総務課

（単位：千円）

児童・生徒の教育環境の向上を図るため、小・中学校施
設の照明をＬＥＤ化する１０年間のリース契約を行う。

教育総務課

（単位：千円）
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事　　　項 概　　　　　　　　　　要 金  額 備  考

自立支援医療費給
付事業
（Ｐ128）

障害の程度を軽くし、又は取り除くための自立支援医療費
（更生医療、育成医療、療養介護医療）を給付する。

250,000 障害福祉課

重度心身障害者医
療費給付事業
（Ｐ130）

重度心身障害者の健康増進、福祉の向上及び経済的負
担の軽減を図るため、医療費を助成する。また、市内の医
療機関において実施している一部の医療費の窓口無料
化について、令和４年１０月から、対象を県内医療機関に
拡大する。

384,336 障害福祉課

障害者自立支援給
付事業
（Ｐ133）

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、障害福祉サービスの利用に係る費用の一部を給付す
る。

3,906,717 障害福祉課

障害児給付事業
（Ｐ133）

障害児の日常生活能力の向上を図るため、障害児通所
支援（児童発達支援、放課後等デイサービス等）に係る費
用の一部を給付する。

910,000 障害福祉課

埼玉県後期高齢者
医療広域連合負担
事業
（Ｐ134）

県内全市町村が加入する埼玉県後期高齢者医療広域連
合に対し、後期高齢者の医療給付費の一部を負担する。

1,848,970 保険年金課

あんしんコール事業
（Ｐ135）

高齢者や障害者の在宅での急病等の発生時に、緊急通
報用の発信ボタンを押すことでコールセンター等に通報す
ることができるシステムにより、健康相談や利用者の日常
生活における見守りサービスも提供する。

8,000 長寿いきがい課

障害者基幹相談支
援センター事業
（Ｐ135）

障害児者及びその家族からの第一次的な相談に応じ、必
要な情報の提供及び助言を行うとともに、地域の相談支
援体制の充実を図る。

13,154 障害福祉課

大里広域市町村圏
組合負担事業
（Ｐ139）

大里広域市町村圏組合（２市１町で構成）における介護保
険事業に対する経費を負担する。

2,617,618 長寿いきがい課

地域密着型サービス
等整備助成事業
（Ｐ140）

市内に介護施設を開設する民間事業者に対し、施設の開
設時に必要な初期経費について、補助金を交付する。

15,102 長寿いきがい課

高齢者・児童ふれあ
いセンター大規模改
修事業
（Ｐ144）

箱田高齢者・児童ふれあいセンターについて、高齢者及
び児童が今後も安心して施設を利用できるよう、大規模改
修工事を行う。

267,213 長寿いきがい課

生活保護事業
（Ｐ163）

生活に困窮する市民に対して、その困窮の程度に応じて
必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活の保
障と自立の支援を図る。

3,966,250 生活福祉課

国民健康保険事業
（特別会計）

国民健康保険事業の円滑な運営を図る。 19,580,781 保険年金課

後期高齢者医療事
業
（特別会計）

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、後期高齢者
医療制度に係る業務を行う。

2,789,229 保険年金課

（単位：千円）

-   7  - 



事　　　項 概　　　　　　　　　　要 金  額 備  考

ラグビータウン熊谷
推進事業
（Ｐ103）

全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会を核とし、日
本・関東・埼玉県・熊谷市の各ラグビー協会が実施する事
業などを通じ、ラグビータウン熊谷を全国に発信する。

9,088
ラグビータウ
ン推進課

熊谷さくらマラソン大
会事業
（Ｐ104）

市民及び全国各地からの市民ランナーが参加するマラソ
ン大会を実施し、本市をＰＲするとともに、健康の増進、体
力の向上を図る。

5,000 スポーツ観光課

高校女子サッカー大
会（めぬまカップ）事
業
（Ｐ104）

全国から４８チームを選考し、高校女子サッカー大会を開
催する。女子サッカーの普及・発展に寄与し、競技レベル
の高い大会を行うことで全国に本市をＰＲする。

4,000 スポーツ観光課

「総合戦略」スポーツ
コミッション事業
（Ｐ105）

スポーツツーリズムを推進するため、スポーツコミッション
が窓口となり、市内で開催される大規模スポーツ大会に
対する助成などを行い、誘致の促進を図る。

6,044 スポーツ観光課

ワイルドナイツ連携
事業
（Ｐ106）

本市を拠点とするラグビーチーム「埼玉パナソニックワイ
ルドナイツ」が地域に愛され、共に盛り上がっていけるよ
う、国際交流試合及び新型コロナウイルス感染症対策を
含めたホストゲームでの支援やファン層の拡大のため、補
助を行う。

5,850
ラグビータウ
ン推進課

熊谷グルメイベント
実施事業
（Ｐ220）

市内グルメ及び「熊谷うどん」のＰＲと観光振興のため、グ
ルメイベントを開催する。

9,800 スポーツ観光課

スカイスポーツフェス
タ事業
（Ｐ220）

グライダーをはじめ熱気球やハンググライダーなどの団体
が一堂に会し搭乗体験等を行う「埼玉スカイスポーツフェ
スタ」の運営費の一部を補助することにより、スカイスポー
ツの振興とスカイスポーツのメッカとしての熊谷を発信す
る。

1,540 スポーツ観光課

「まつりのまち熊谷」
伝統行事等支援事
業
（P221）

本市の観光振興を図るため、一般社団法人熊谷市観光
協会が支援する各種伝統行事等の運営を補助することに
より、伝統を守り、観光客の誘致増大に努める。

63,700 スポーツ観光課

全国さくらシンポジウ
ム事業
（Ｐ221）

公益財団法人日本花の会が主催する「全国さくらシンポジ
ウム」を令和５年度に熊谷市で実施する。令和４年度は、
大会実行委員会を組織し、令和５年４月の開催に向けた
準備を行う。

3,600 スポーツ観光課

第７７期本因坊戦熊
谷対局実施事業
（Ｐ293）

第７７期本因坊戦を令和４年５月に熊谷スポーツ文化公
園ラグビー場で開催することで、囲碁文化の普及のほか、
ラグビータウン熊谷及び国宝指定１０周年を迎える歓喜院
聖天堂を中心とした観光資源を広くＰＲする。

4,400 中央公民館

４　文化と伝統の薫る熊谷を創ります

（単位：千円）
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事　　　項 概　　　　　　　　　　要 金  額 備  考

市民協働「熊谷の
力」歴史ロマン映像
アーカイブス事業
（Ｐ295）

原始から現代に至る熊谷の歴史、偉人、食文化、自然環
境などを伝える資料について、４Ｋ技術、ドローン撮影など
最新鋭の技術を活用した記録映像を制作、アーカイブス
し、その情報を発信する。

2,200 社会教育課

図書館管理運営経
費
（Ｐ301）

熊谷図書館閉架書庫所蔵の戦前刊行図書等のうち、特に
希少価値の高い資料を電子化し保存するとともに、電子
図書館で公開することにより活用を図る。

161,655
うち3,500

図書館

事　　　項 概　　　　　　　　　　要 金  額 備  考

農地利用最適化推
進事業
（Ｐ199）

農業者の高齢化や後継者不足等により年々増加している
遊休農地を復元し、担い手農家への貸付けを促進するた
め、ＪＡくまがや、農業委員及び農地利用最適化推進委員
と連携し、遊休農地を除草する費用等の一部を補助す
る。

3,900
農業委員会事
務局

担い手育成支援事
業
（Ｐ201）

次代を担う農業者の育成を図るため、新規就農者、農業
経営体の法人化、担い手の機械導入の支援に加え、新た
に令和４年度から、担い手の経営を継承した後継者が経
営発展に関する計画を策定し、これを実行するための経
費を支援する。

18,400 農業振興課

産地づくり対策事業
（Ｐ201）

米の高品質化を図るため、水稲種子の購入費を助成し、
売れる米作りの推進により農業所得の向上を図る。また、
希少品種で味が良い妻沼茶豆をはじめ、地場産農作物の
ブランド化を促進するため、トップセールスを通じてＰＲを
図る。

12,123 農業振興課

農地中間管理事業
（Ｐ202）

農地中間管理機構が農地を借り受けて、担い手に対し、
まとまりのある形で利用できるよう配慮して貸し付け、農
地の集積・集約化等を図る。

12,149 農業振興課

「スマートシティ」ス
マート農業実証事業
（Ｐ203）

事業実施主体である農業法人が行う、スマート農業の実
証実験（リモートによる水田、気象の状況把握と、その
データを活用した生産技術のマニュアル化）に対して補助
金を交付する。

104 農業振興課

「総合戦略」農産物ブ
ランド化推進事業
（Ｐ203）

「熊谷の顔」となる農産物と農産物加工品のブランド化を
推進する。生産・流通・消費につながる仕組みづくりを若
い生産者などを含めて研究するとともに、生産者への助
成を行う。

1,000 農業振興課

多面的機能支援事
業
（Ｐ204）

水路、農道等の地域資源の保全と質的向上を図るため、
適切な保全管理や補修等に取り組む地域の活動組織に
対し、補助金を交付する。

204,018 農地整備課

ほ場整備事業
（Ｐ204）

農地集積の加速化や農業の生産性の向上を図るため、
池上地区、下増田地区及び日向地区のほ場整備事業を
推進する。

25,557 農地整備課

５　元気な農業を創ります
（単位：千円）

（単位：千円）
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事　　　項 概　　　　　　　　　　要 金  額 備  考

めぬま物産センター
移転事業
（Ｐ223）

地産地消の推進及び地場産農作物の販路拡大を目指す
めぬま物産センターについて、新店舗のオープン（令和４
年春予定）後に現店舗の解体工事及び駐車場整備工事
等を実施する。

37,000
妻沼行政セン
ター

「総合戦略」池上地
区「道の駅」整備事
業
（Ｐ236）

（仮称）道の駅「くまがや」を中心とする食をテーマとした地
域活性化拠点を整備し、地産地消の推進とにぎわいの創
出を図る。令和４年度は、事業者選定に向けた要求水準
書等作成、外周道路整備工事のほか埋蔵文化財発掘調
査を行う。

232,651
東部地域開発
推進室

事　　　項 概　　　　　　　　　　要 金  額 備  考

「総合戦略」スマート
シティ推進事業
（Ｐ88）

令和４年度は、スマートタウンの事業化に向けた調査を行
うスマートタウン調査事業、各種データの利活用検討調査
事業、熊谷まちあるきアプリ「くまぶら」の運用経費を負担
する。

31,810 企画課

（仮称）第２中央生涯
活動センター整備事
業
（Ｐ89）

コミュニティセンター、地域公民館等の機能を集約化・複
合化し、異分野・多世代で交流できる（仮称）第２中央生涯
活動センターの整備に向けて、基本構想・基本計画の策
定及び民間活力導入可能性調査を行う。

19,000 市民活動推進課

荒川公園周辺再整
備事業
（Ｐ106）

（仮称）新市民体育館の整備に向けて、整備エリアとして
想定されている荒川公園周辺の再整備計画の策定等を
行う。

21,480 スポーツ観光課

「温暖化対策」太陽
光発電等普及推進
事業
（Ｐ173）

地球温暖化対策のため、市内の住宅等に太陽光発電シ
ステム、地中熱利用システム等を設置する費用の一部を
補助する。

25,230 環境政策課

「総合戦略」スマート
ハウス補助事業
（Ｐ173）

「創エネ」「省エネ」「蓄エネ」「エネルギーの見える化」設備
を導入した住宅を市内に新築又は購入した者に対し、費
用の一部を補助する。

15,000 環境政策課

電気自動車等充電
設備普及事業
（Ｐ173）

電気自動車やプラグインハイブリッド車に必要な充電設備
を設置する事業者等に補助金を交付する。

2,851 環境政策課

「温暖化対策」電気
自動車充給電設備
普及推進事業
（Ｐ173）

地球温暖化対策及び災害等非常時の電源確保のため、
電気自動車やプラグインハイブリッド車を蓄電池として、住
宅の電源に使用できる電気自動車充給電設備（Ｖ２Ｈ）を
設置する費用の一部を補助する。

500 環境政策課

大里広域市町村圏
組合負担事業
（Ｐ185）

大里広域市町村圏組合（２市１町で構成）における清掃事
業（可燃物・不燃物処理・長寿命化施設整備・新施設整
備）に対する経費を負担する。

1,712,147 環境推進課

６　将来を見据えた熊谷を創ります
（単位：千円）

（単位：千円）
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事　　　項 概　　　　　　　　　　要 金  額 備  考

合併処理浄化槽維
持管理費補助事業
（Ｐ185）

合併処理浄化槽の適正な管理の促進を図るため、合併
処理浄化槽の維持管理経費の一部を補助する。

56,500 環境推進課

塵芥収集業務経費
（Ｐ186）

市民生活から発生するごみを公衆衛生及び生活環境に
支障が生じないよう、市民に適正に排出してもらい、収集
する。ごみの収集日や分別方法などについて、スマート
フォン等を活用し、情報提供を行う。

353,452
環境美化セン
ター

ごみ減量対策事業
（Ｐ188）

ごみ減量化の推進を図るため、リサイクル工作教室を実
施するほか、コンポスターや電気式生ごみ処理機の購入
補助を行う。

4,230 環境推進課

「総合戦略」企業誘
致推進事業
（Ｐ214）

産業の振興及び就労機会の拡大並びに自主財源の確保
を図るため、市外企業の誘致や既存企業の事業拡大の
支援として奨励金の交付等を行う。

455,793 商工業振興課

「総合戦略」空き店舗
活用支援事業
（Ｐ216）

地域商業の活性化と市民の暮らしやすさの向上を図るた
め、市内の空き店舗を利用して開業する事業者に対し、
開業費用の一部を補助する。

4,561 商工業振興課

「総合戦略」創業支
援事業
（Ｐ217）

本市で起業を目指す方々を支援するため、新たに事業所
の内外装工事費及び広告宣伝費を補助する。

4,400 商工業振興課

「総合戦略」中小企
業融資あっせん事業
（Ｐ217）

中小企業の振興と経営の安定を図るため、市内金融機関
による市制度融資のあっせんを行うとともに、中小企業一
般事業資金融資について利子の一部を補助する。

759,600 商工業振興課

「総合戦略」住宅リ
フォーム資金補助事
業
（Ｐ218）

市内の住宅環境の向上と地域経済の活性化のため、市
内の業者が行う住宅リフォーム工事の費用の一部を補助
する。

60,000 商工業振興課

個店連携応援事業
（Ｐ218）

市内商業の活性化と若手商業者の育成を図るため、個店
が連携して取り組む商品開発やイベントなどに対し、費用
の一部を補助する。

5,034 商工業振興課

ＮＥＸＴ商店街くまが
や事業
（Ｐ218）

中心市街地の商店街の活性化及び賑わいの創出のた
め、空き店舗等の活用やイベントの開催の支援を行う。

4,476 商工業振興課

通学路整備事業
（Ｐ237）

玉井小学校と玉井中学校の通学路となっている久保島地
内の市道４０４３５号線と市道４０４３６号線について、児
童・生徒の安全確保のための歩道整備を行う。令和４年
度は、現況測量を実施する。

6,500 道路課

「総合戦略」ソシオ流
通センター駅周辺整
備事業
（Ｐ246）

佐谷田地区のまちづくりを進めるため、ソシオ流通セン
ター駅周辺の計画的な整備を行う。令和４年度は、市街
化区域への編入に向け、換地設計への着手や物件補償
等を実施する。

24,808
東部地域開発
推進室

（単位：千円）
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スポーツ・文化村Ｗｉ
－Ｆｉ環境整備事業
（Ｐ314）

スポーツ・文化村「くまぴあ」の人工芝グラウンド、多目的
グラウンド、体育館、総合管理棟及び創作展示棟の一部
並びに宿泊棟にフリーＷｉ-Ｆｉ環境を整備する。

24,883 社会教育課

土地区画整理事業
（特別会計）

健全な市街地の形成と宅地の利用増進を図るため、土地
区画整理事業を次のとおり実施する。

1,743,307

　籠原中央第一土地
　区画整理事業

　○換地処分準備　等 (90,559)

　上石第一土地区画
　整理事業

　○街路築造、汚水管埋設工事
　○家屋等移転補償　等

(455,284)

　上之土地区画整理
　事業

　○街路築造、汚水管埋設工事
　○家屋等移転補償　等

(1,197,464)

事　　　項 概　　　　　　　　　　要 金  額 備  考

広報発行事業
（P75）

「市報くまがや」、「熊谷市くらしのカレンダー」等、定期刊
行物の発行やホームページにより、市政の広報活動の充
実を図る。

95,334 広報広聴課

道路等通報システム
事業
（Ｐ78）

道路・公園設備の破損や防犯灯の故障等について、ス
マートフォンから写真及び位置情報付きで投稿できる無料
のアプリケーションを使用し、市民から投稿があった場合
にメールで通知を受け、迅速に現場で補修等の対応を行
う。

594 広報広聴課

高度情報化推進事
業
（P86）

デジタル化社会の推進に合わせ、行政手続や事務処理
のデジタル化を推進する。

11,943 情報政策課

ふるさと熊谷応援寄
附金推進事業
（Ｐ87）

財源確保を図るため、ふるさと納税の制度を活用し、市の
特産品等を全国にアピールすることにより、本市へのふる
さと納税（寄附）の推進を図る。

11,500 企画課

情報管理業務経費
（P94）

本庁舎及び行政センターのフリーＷｉ-Ｆｉ環境を整備し、市
民の利便性の向上を図る。

562,951
うち1,218

情報政策課

テレワーク環境整備
事業
（P95）

職員の自宅等、庁舎外から安全に市の内部情報ネット
ワークに接続する環境と専用端末を引き続き整備し、デジ
タル社会の推進に合わせたテレワーク環境の管理運用を
行う。

23,296 情報政策課

武道館大規模修繕
事業
（P106）

利用者の安全性や利便性の観点から、個別施設計画に
基づき、大規模修繕工事を実施し、武道館の長寿命化対
策を行う。

229,000 スポーツ観光課

マイナンバーカード
等交付事業
（Ｐ115）

令和４年度末までに大多数の市民に対しマイナンバー
カードの普及を図る国の交付円滑化計画に対応し、専用
窓口及び専用申請端末を設置の上、交付の推進を図る。

109,884 市民課

７　持続可能な行政を創ります

土地区画整理
事務所

（単位：千円）

（単位：千円）
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住民票等コンビニ交
付事業
（Ｐ115）

市民サービスの向上と窓口の混雑緩和を図るため、コン
ビニエンスストアにおいて、マイナンバーカードを用いて住
民票の写しや市県民税所得・課税証明書等の交付を行
う。

7,144 市民課

道路維持経費
（Ｐ230）

道路パトロールや陳情、要望等に基づき、道路施設の維
持管理を実施する。また、生活環境の改善を図るため、計
画的に舗装打替工事や舗装新設工事を行う。

672,637 維持課

排水路等維持管理
経費
（Ｐ233）

農業用用排水路を除く排水路や調整池の維持管理を行う
とともに、水路環境改善のための整備工事を行う。

153,709 河川課

道路整備事業
（Ｐ235）

狭あいな生活道路について、拡幅・改良等の整備を行う。
また、道路冠水の防止、交通安全の確保及び生活排水の
放流先確保による良好な生活環境を整備するため、側溝
整備等を行う。

499,193 道路課

市道９０００７号線道
路改良事業
（Ｐ236）

県道武蔵丘陵森林公園広瀬線から吉岡地区の工業地域
を結ぶ約１，４００ｍを整備する。令和４年度は、道路整備
工事及び物件補償等を行う。

145,985 道路課

橋りょう整備事業
（Ｐ237）

経年劣化等による大規模な改修工事が必要となる前に補
修を行い、橋りょうの機能を維持することで、橋りょう利用
における安全を確保する。

356,380 維持課

籠原駅南口線道路
改良事業
（Ｐ249）

籠原駅南口から県道深谷東松山線までの未整備区間約
８２０ｍを整備する。令和４年度は、道路改良工事、用地
買収及び物件補償等を行う。

159,650 道路課

消防本部庁舎大規
模修繕事業
（Ｐ262）

消防本部及び熊谷消防署庁舎について、個別施設計画
に基づき、資機材の増加等の職場環境の変化に対応する
ため、大規模修繕工事を実施する。令和４年度は、設計
委託を行う。

8,900 消防総務課

○人件費
職員定員や事務事業の見直しにより総人件費の適正管
理を図る。

（一般会計）
12,820,902

（特別会計）
352,965

職員課
消防総務課
教育総務課

○市債償還経費
市債を計画的に発行することで、財源の平準化及び世代
間の負担の均衡を図るとともに、将来世代の負担を抑制
する。

4,337,780 財政課

農業集落排水事業
（特別会計）

農村集落環境の向上に資するよう、農業集落排水施設の
維持管理を行う。

542,884 農地整備課

水道事業

安全で安心な水道水の安定供給を図るため、事業を実施
する。
令和４年度の主な事業
　○吉岡配水場施設改修工事
　○老朽管更新工事　等

9,024,000

下水道事業

公共下水道の普及を促進し、生活環境の整備を図るた
め、事業を実施する。
令和４年度の主な事業
　○事業認可区域内の汚水管渠の整備
　○老朽管更新工事　等

6,780,000

上下水道部

健全な財政運営の推
進

（単位：千円）
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