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８ 11地域に根ざした教育・文化のまち

効率的でわかりやすい行財政９

自然の豊かさがあふれるまち

活力ある産業が育つまち

便利で快適な人にやさしいまち

事項欄中、(　  )内は№２「平成２４年度熊谷市一般会計予算
に関する説明書」のページです。
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1  魅力ある郷土をほこれるまち

事 項 概 要 金  額 備  考

ラグビータウン熊谷推
進事業
（Ｐ９２）

「スポーツ拠点づくり推進事業」の認定を受けた“全国高等
学校選抜ラグビーフットボール大会”を核とし、ラグビータウ
ン熊谷を全国に発信する。

6,596 スポーツ振興課

熊谷さくらマラソン大会
事業
（Ｐ９３）

市民及び全国各地からの市民ランナーの参加するマラソン
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 スポーツ振興課

高校女子サッカー大会
（めぬまカップ）事業
（Ｐ９３）

全国から多数のチームを招待し、高校女子サッカー大会を
開催する。集団ステイやホームステイにより地域住民との交
流を深めるなど、全国に本市をＰＲする。

4,000 スポーツ振興課

ラグビーワールドカップ
招致事業
（Ｐ９３）

２０１９年に日本で開催されるラグビーワールドカップの試合
会場を、熊谷スポーツ文化公園ラグビー場へ招致するため
の活動を行う。

4,608
ラグビーワールド
カップ招致室

グライダーフェスタ事業
（Ｐ１９６）

妻沼滑空場を会場に、全日本学生グライダー競技選手権大
会に併せた、グライダーフェスタを開催し、大空を舞うグライ
ダーの魅力をアピールする。

2,695 商業観光課

熊谷ブランド物産事業
（P１９７）

熊谷の知名度向上のため、熊谷オリジナルとして産声を上
げた商品・物産の販売促進に取り組む。

3,718 商業観光課

ウエルカム熊谷観光
事業
（P１９７）

観光情報の発信及び広域連携の観光事業の実施により、
広い地域から幅広い年齢層の観光客の獲得を目指す。
平成２４年度は、「るるぶ熊谷」を発行し、本市の魅力を発信
する。

5,800 商業観光課

グリーンツーリズム研
究事業
（Ｐ１９７）

「熊谷型グリーンツーリズム」の実現に向けて、熊谷産農作
物の収穫と市内観光を組み合わせた日帰りツアーを実施す
る。また、引き続き、旅行会社と連携した実施についても研
究する。

412 商業観光課

熊谷B級グルメ大会
実施事業
（P１９７）

市内グルメの発信と商業振興のため、熊谷Ｂ級グルメ大会
を開催する。

4,000 商業観光課

熊谷駅観光案内事業
（P１９８）

熊谷駅を利用する観光客等に熊谷市の観光ＰＲを行うた
め、熊谷駅連絡所に観光案内所を設け、観光情報の提供を
行う。

1,135 商業観光課

坂田医院旧診療所等
整備事業
（P１９８）

妻沼聖天山を中心に、周辺の観光スポットを周遊できるよ
う、エントランスゾーンとして、坂田医院旧診療所等の施設補
修を行う。

17,550 商業観光課

森村誠一「写真俳句」
チャレンジ事業
（P２７６）

本市出身の作家、森村誠一氏が提唱する「写真俳句」の作
品を広く全国から募集し、優秀作品や森村氏の作品を街な
かに展示するなど、写真俳句を通して、本市の魅力を発信
する。

1,750 図書館

主要事業一覧表

 

（単位：千円）
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2  市民と行政が協働するまち

事 項 概 要 金  額 備  考

くまがや市民まごころ
運動推進事業
（Ｐ７６）

校区連絡会の「くまがや市民まごころ運動」を支援し、自主
的、主体的なまちづくりを推進する。

4,506 市民活動推進課

市民活動推進事業
（Ｐ７７）

市民と行政とが協働したまちづくりを推進するため、市民活
動団体の活動を支援する。市民活動イメージキャラクター
「ニャオざね」のグッズ作製や貸し出しなど「ニャオざね」を活
用した、元気の出る地域づくり・まちづくりを推進する。

6,126 市民活動推進課

市民協働「熊谷の力」
涼しさ体感事業
（Ｐ７８）

小中学生がまいたどんぐり苗木の配布を行うとともに、昨年
度、「暑さ対策」として実施した階段アート等の展示に加え、
平成２４年度は、「緑を増やす工夫をしたアート」の展示を行
う。

1,900 企画課

地域づくり応援事業
（Ｐ７８）

小学校区ごとに設置している校区連絡会を対象に、地域づく
りに資する事業を募集し、支援する。

1,800 市民活動推進課

人権問題啓発事業
（P８１）

人権啓発を推進し、人権意識の高揚を図るため、人権問題
に関する講演会の開催など、各種事業を行う。

1,933 人権政策課

男女共同参画推進
事業
（Ｐ８４）

男女共同参画社会の実現に向けて、市民と協働し、諸施策
を推進する。また、ＤＶ相談等にも対応する。

6,085 男女共同参画室

国際理解促進事業
（P８９）

熊谷市国際交流協会と連携し、多文化共生と国際交流をす
すめるための各種事業を行う。平成２５年には、ニュージー
ランド・インバーカーギル市と姉妹都市提携２０周年を迎え
る。

9,230 広報広聴課

市民協働「熊谷の力」
サポーター・タグ普及
事業
（Ｐ１２６）

認知症高齢者等とその介護者の外出の際、周囲の人に介
護者であることに気付いてもらえるよう、「介護中」と記された
サポーター･タグを作成し、店舗等に備える。

400 長寿いきがい課

市民協働「熊谷の力」
介護者サロンほっと
たいむ事業
（Ｐ１２６）

介護者同士の交流の場として「介護者サロン」を設置すると
ともに、介護者を支える支援サポーター養成のためのセミ
ナー等を開催する。

380 長寿いきがい課

市民協働「熊谷の力」
子育て応援セミナー
事業
（Ｐ１３３）

育児相談室を開設し、孫育て・食育・リトミック・育メン・絵本
の選び方等の各種子育て応援セミナーを開催する。

1,905 こども課

市民協働「熊谷の力」
めぬま周遊サイクル
事業
（Ｐ２１９）

妻沼聖天山周辺地域において、レンタサイクル事業の試験
運用を行う。また、観光資源ネットワーク化の一環として、自
転車マップの作成、自転車利用促進イベントを開催する。

700 都市計画課

市民協働「熊谷の力」
甲山古墳美化推進
事業
（Ｐ２６６）

県指定文化財の甲山古墳を適正に維持管理するため、地
元の守る会を中心に、樹木伐採や周回路の整備等を行う。

980 社会教育課

（単位：千円）
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事 項 概 要 金  額 備  考

市民生活支援事業
（P６６）

市民生活の安定と向上のため、市民相談室において、消費
生活相談を実施するとともに、弁護士や税理士等による各
種専門相談を実施するほか、消費生活講座等を行い、消費
者被害の未然防止・拡大防止を図る。

13,430 市民活動推進課

くまがや交通安全フェア
事業
（Ｐ８０）

交通事故の防止や交通安全の啓発を図るため、交通安全
に関するイベントや体験、自転車点検等を行う「くまがや交
通安全フェア」を開催する。

1,930 安心安全課

安全なまち推進事業
（Ｐ１２７）

熊谷警察署と連携し、防犯意識の啓発を行うとともに、自治
会等による自主防犯パトロールを支援するほか、防犯灯の
設置や維持管理費の補助を行う。平成２４年度からは、ＬＥＤ
防犯灯を設置する場合に補助額を加算する。

63,823 安心安全課

防犯拠点事業
（Ｐ１２７）

防犯センター「安心館」を中心に、市民の防犯環境の向上を
図り、安心安全のまちづくりを推進する。

17,499 安心安全課

通学路交通安全対策
事業
（Ｐ２０９）

子どもたちが安全に通学できるよう、小学校の通学路を各学
校から半径約５００ｍの範囲で、交通安全対策整備を総合
的に実施する。

60,000 維持課

建築物耐震改修補助
事業
（P２１８）

昭和５６年以前の木造建築物の耐震診断及び耐震改修に
要した費用の一部を助成する。また、平成２４年度は、新た
に耐震シェルター等の設置費用の一部についても助成す
る。

2,750 建築審査課

宅地耐震化推進事業
（P２１９）

大地震時における大規模盛土造成地の地すべり的変動を
防止するため、変動予測調査の第一次調査を実施する。

1,500 開発審査課

中央消防署等建設
事業
（Ｐ２３４）

熊谷東小学校区公民館を併設した新しい中央消防署を、熊
谷女子高校東側に平成２３年度、２４年度の２か年で新築す
る。

653,843 消防総務課

消防水利整備事業
（Ｐ２３４）

消防水利の充足率の向上を図るとともに、老朽化した水利
施設の改修工事等を行う。

68,284 消防総務課

消防通信指令事務
経費
（Ｐ２３５）

消防サービスの高度化や広域化に対応するため、行田市と
共同して、消防通信指令事務を行う。

32,838 消防総務課

防災のまちづくり事業
（Ｐ２３７）

市民の防災意識の高揚及び啓発を図るため、資材更新に
係る補助を拡充し、自主防災組織の育成支援を行うととも
に、防災関係機関、市民、事業所等と連携し、総合防災訓練
を実施する。また、災害備蓄食糧のより一層の充実を図る。

12,792 危機管理室

防災行政無線維持管
理経費
（P２３８）

緊急時の情報伝達を迅速かつ的確に行うため、防災行政無
線（固定系・移動系）の維持管理を行うとともに、防災行政無
線受信所の整備を行う。

20,590 危機管理室

3  みんなで創る安全なまち

（単位：千円）
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事 項 概 要 金  額 備  考

「暑さ対策」ＰＲ事業
（Ｐ６９）

本市の暑さ対策に対する取組を広くＰＲするため、ＣＭを作
成し、市内の映画館や庁舎のコミュニティビジョンなどで放映
する。

1,930 広報広聴課

「暑さ対策」熱中症予防
グッズ配布事業
（Ｐ７８）

熱中症にかかりやすい市民に対し、予防グッズ（クールス
カーフ）を無償配布することで重症者の減尐を図る。平成２４
年度は、新たに７５歳以上の高齢者及び新小学校１年生に
配布する。

15,800 企画課

自立支援医療費給付
事業
（Ｐ１１４）

障害の程度を軽くし、または取り除くための自立支援医療費
（更生医療）を給付する。

140,000 障害福祉課

在宅重度心身障害者
手当支給事業
（Ｐ１１６）

在宅の重度心身障害者の福祉の増進を図るとともに、経済
的・精神的負担の軽減を図るため手当を支給する。

156,000 障害福祉課

重度心身障害者医療
費給付事業
（Ｐ１１６）

重度心身障害者の健康の増進と福祉の向上及び経済的負
担の軽減を図るため、医療費の一部を給付する。

525,770 障害福祉課

社会福祉協議会補助
事業
（Ｐ１１８）

地域福祉を推進する民間福祉団体の中枢である社会福祉
協議会の運営費等に補助を行う。運営費の助成のほか、ふ
れあい広場事業の委託、ボランティアセンター活動事業や紙
おむつ給付事業への助成を行う。

100,805
福祉課
長寿いきがい課

障害者自立支援給付
事業
（Ｐ１２０）

障害者自立支援法に基づく福祉サービスを利用した場合、
自己負担額を除いた分を公費で支払うことにより、障害者の
生活の向上と地域での自立生活を助長する。

1,890,315 障害福祉課

埼玉県後期高齢者医
療広域連合負担事業
（Ｐ１２１）

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。

1,374,606 保険年金課

東日本大震災被災家
屋屋根補修資金利子
補給事業
（Ｐ１２１）

被災家屋の屋根補修について、市があっせんした提携金融
機関の融資を契約どおり期限内に返済した場合に金利相当
額を補助する。

3,059 福祉課

高齢者の生きがいと
健康づくり推進事業
（Ｐ１２３）

高齢者が、豊かな経験と知識・技能を活かし、健康で生きが
いを持って社会活動ができるよう各種事業を展開する。
単身高齢者・ねたきり高齢者などに対し、慰問品を配付す
る。

13,983 長寿いきがい課

敬老祝金等給付事業
（Ｐ１２４）

長寿を祝福するため、喜寿、米寿及び白寿以上の高齢者に
祝金の給付を行うほか、各地区等で開催される敬老会に対
し補助する。

69,692 長寿いきがい課

大里広域市町村圏組
合負担事業
（Ｐ１２５）

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。

1,775,482 長寿いきがい課

4  だれもが安心して健康に暮らせるまち

（単位：千円）
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事 項 概 要 金  額 備  考

後期高齢者健康増進
事業
（Ｐ１２６）

高齢者の健康の保持・増進のため、後期高齢者に対する健
診を実施するとともに、人間ドック・脳ドックの検査料及び保
養施設宿泊費の一部を助成する。

80,743 保険年金課

児童扶養手当等支給
事業
（Ｐ１３０）

ひとり親家庭等の健康と福祉の増進を図るため、児童が１８
歳に達する年度末まで手当を支給する。

687,531 こども課

特別保育事業
（Ｐ１３１）

女性の就労の増加や家族形態の変化に伴う保育ニーズの
拡大と多様化に対応するため、特別保育事業を行う。

286,000 保育課

こども医療費給付事業
（Ｐ１３１）

子育てをする保護者の経済的負担の軽減を図るため、中学
校卒業までのすべてのこどもの入院、通院にかかる医療費
を給付する。市内の医療機関については、窓口無料化を実
施している。

698,240 こども課

ひとり親家庭等医療費
給付事業
（Ｐ１３１）

ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援するため、医療
費の助成を行う。市内の医療機関については、窓口無料化
を実施している。

55,360 こども課

地域子育て支援拠点
事業
（Ｐ１３２）

おおむね３歳未満の子どもとその保護者を対象とし、親子が
交流できる場の提供や子育てに関する相談等を行うため、
支援拠点を市内１７か所に設置している。平成２４年度は、
新たにショッピングセンター内に支援拠点を設置する。

80,938 こども課

駅中保育所分園整備
事業
（Ｐ１３３）

子どもを安心して育てることができる体制整備を推進するた
め、利便性の高い駅中保育所の分園設置に要する費用の
一部を補助する。

70,443 保育課

子育て応援自転車
おでかけ事業
（Ｐ１３３）

子育て応援のため、安全基準を満たす幼児２人同乗用自転
車を購入した方を対象に、購入費用の一部を補助する。

3,000 こども課

ハローエンジェル誕生
記念品プレゼント事業
（Ｐ１３３）

子どもの出生にあたり、記念品として、熊谷市オリジナルの
ブランケットをプレゼントし、子どもの誕生を祝い、健やかな
子育てを応援する。

8,510 こども課

児童手当等支給事業
（Ｐ１３３）

子どものための恒久的な現金給付の仕組みとして、中学校
修了前の児童を養育している方を対象に、児童手当等の支
給を実施する。

2,745,710 こども課

保育所管理運営経費
（Ｐ１３５）

児童福祉法に基づき、公私立３７か所の保育所で、保育に
欠け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。

2,373,345 保育課

保育所等災害時緊急
連絡システム事業
（Ｐ１３７）

緊急時における保育所、児童クラブと保護者との連絡体制
を充実するため、メール配信システム（メルくま）を活用し、利
用者が利用施設の情報を確認できる機能を追加する。

770 保育課

（単位：千円）
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放課後児童対策事業
（Ｐ１３８）

放課後、保護者が不在となる家庭の小学校低学年児童の
保育を行い健全育成を図る。また、民間学童保育クラブに対
し、事業の委託をするとともに運営費を助成する。

281,092 保育課

放課後児童保育室
整備事業
（P１４０）

放課後、保護者が不在となる家庭の小学校低学年児童の
健全育成を図るため、児童クラブを設置する。
平成２４年度は、大幡小学校内に児童クラブを整備する。

11,901 保育課

生活保護事業
（Ｐ１４５）

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。

3,508,200 福祉課

予防接種事業
（Ｐ１４９）

感染予防、発病防止、症状の軽減のため、予防接種法に基
づき各種予防接種を行う。

448,768 健康づくり課

子宮頸がん等ワクチン
予防接種費用助成事
業
（Ｐ１５０）

市民の健康支援及び経済的負担を軽減するため、子宮頸
がんワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンにつ
いて、対象者の接種費用を全額公費負担する。

152,054 健康づくり課

高齢者肺炎球菌ワクチ
ン予防接種費用助成事
業
（Ｐ１５０）

市内に住所を有する６５歳以上で、肺炎球菌予防接種の初
回または接種後５年以上経過した希望者に、接種費用の一
部を公費負担する。

18,490 健康づくり課

母子保健事業
（Ｐ１５９）

妊産婦及び乳幼児の健康保持・増進を図るため、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
害の疑いのある児童及びその養育者への支援を行う。
また、妊婦健康診査について１４回まで公費負担する。

163,911 健康づくり課

健康増進事業
（Ｐ１６３）

市民の健康増進を図るため、各種健（検）診の実施及び生
活習慣改善に関する健康教育、健康相談、訪問指導等を行
う。また、知識の普及・啓発及び食生活などの実践的な講習
会、教室等を開催する。

214,498 健康づくり課

「暑さ対策」まちなか
オアシス事業
（Ｐ１６４）

屋外で気分が悪くなった市民のために、庁舎や公民館に水
分補給などができる一時的な休息場所を１７か所設置し、熱
中症患者の増加を防ぐ。

1,258 健康づくり課

がん検診推進事業
（Ｐ１６４）

特定の年齢に達した市民を対象に、子宮頸がん、乳がん及
び大腸がん検診の検診費用が無料となるクーポン券等を送
付し、がん検診を受けやすくし、市民の健康管理を支援す
る。

30,933 健康づくり課

「暑さ対策」暑さにまけ
るな中学生事業
（Ｐ２９１）

熱中症を予防し、いざというときの知識・スキルを身につける
ため、市内全中学校２年生を対象とした熱中症対策講習を
学校の授業の一環として実施する。

300 学校教育課

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。 21,413,851 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いて、後期高齢者
医療制度に係る業務を行う。

1,823,100 保険年金課

（単位：千円）
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あっぱれ・冷ませ・壁面
緑化推進事業
（Ｐ１５２）

壁面緑化に取り組む市民や事業者に対し、費用の一部を助
成するとともに、「みどりのカーテン・コンテスト」を実施する。
また、市庁舎や公民館などにも壁面緑化を実施し、啓発を図
る。

1,850 環境政策課

あっぱれ・冷ませ・低公
害軽自動車導入奨励
事業
（Ｐ１５４）

低公害軽自動車（基準有）を購入し軽自動車税を納めた方
に、軽自動車税相当額（納税額）を奨励金として交付する。

4,491 環境政策課

エコタウンくまがや電気
自動車実証実験事業
（Ｐ１５４）

籠原駅前において、電気自動車（ＥＶ）やプラグインハイブ
リッド車（ＰＨＶ）を使ったパーク・アンド・ライド通勤の可能性
について、埼玉県とホンダ及び地元企業等と共同で実証実
験を行う。

2,575 環境政策課

あっぱれ・天晴・太陽光
発電等普及推進事業
（Ｐ１５４）

地球温暖化対策及びヒートアイランド対策の一環として、家
庭用並びに業務用の太陽光発電システムや高効率給湯器
を設置する市民・事業者に対し、設置にかかる費用の一部
を補助する。

35,000 環境政策課

大里広域市町村圏組
合負担事業
（Ｐ１６７）

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）に対する経費を負担する。

1,553,587 廃棄物対策課

ムサシトミヨ生息区域保
全集中転換促進事業
（Ｐ１６７）

水辺の再生を効率的に推進するため、水質改善の必要な特
定地域（ムサシトミヨ生息区域周辺）で、単独処理浄化槽及
び汲取り便槽から合併処理浄化槽へ転換をするための費用
を一部補助する。

99,896 環境衛生課

合併処理浄化槽維持
管理費補助事業
（Ｐ１６７）

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に対し、補助金を交付する。

50,000 環境衛生課

リサイクル活動推進
事業
（Ｐ１７０）

リサイクル（再資源化）活動を推進し、ごみの減量及び資源
の有効活用を図る。

17,370 廃棄物対策課

妻沼南河原環境施設
組合負担事業
（Ｐ１７１）

妻沼南河原環境施設組合（熊谷市、行田市で構成）におけ
る、し尿処理施設の事業費を負担する。

172,465 環境衛生課

みどりを育む市民ふれ
あい事業
（Ｐ２２４）

みどりの集会、緑化に関する講演会、緑のカーテン花の種
や人生記念樹等の配布など、市民の緑化活動へのきっかけ
となる事業や普及啓発活動を行う。

2,833 公園緑地課

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整
備と維持管理を行う。
平成２４年度は引き続き、処理施設の整備等を行う。

490,676 農地整備課

5  自然の豊かさがあふれるまち

（単位：千円）
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事 項 概 要 金  額 備  考

勤労者住宅資金貸付
あっせん事業
（Ｐ１７６）

勤労者の福祉の向上のため、市内に住宅を購入、新築、増
改築及び宅地を購入しようとする勤労者に対し、１，０００万
円（有担保）及び５００万円（無担保）まで資金の貸付を行う。

300,000 商業観光課

産地づくり対策事業
（Ｐ１８１）

米のブランド化を図るため、水稲種子の購入を助成する。ま
た、地元消費者に「安全・安心・新鮮」な農産物の供給体制
を確立する地産地消運動を推進する。

11,900 農業振興課

環境保全型農業支援
対策事業
（Ｐ１８２）

エコファーマーの認定を受け、化学肥料・化学合成農薬を原
則５割以上低減する取組とセットで地球温暖化防止や生物
多様性保全に効果の高い営農活動に取り組む場合に支援
を行う。

768 農業振興課

農業者戸別所得補償
制度推進事業
（Ｐ１８２）

農業者戸別所得補償制度の実施に必要となる推進活動のう
ち、市農業再生協議会が行う現場における推進活動や要件
確認等に必要となる経費を助成する。

11,228 農業振興課

国営附帯県営農地防
災事業
（Ｐ１８３）

大里用水土地改良区内等の農業用水利施設を整備及び管
理する県の事業に対して、事業費の一部を負担する。

59,918 農地整備課

農地・水保全管理支援
事業
（Ｐ１８３）

農地、農業用水等の資源環境の保全と質的向上を図るた
め、地域ぐるみで道水路の草刈りや水路の堀さらいなどの
活動を実施する活動組織へ活動助成金を交付する。

23,601 農地整備課

ほ場整備事業
（Ｐ１８４）

農業経営の安定化を図るため、経営体育成基盤整備事業
（熊谷中央地区）として玉井・代地内、また畑地帯総合農地
整備事業として妻沼小島地内のほ場整備を継続して実施す
る。

46,050 農地整備課

企業誘致推進事業
（Ｐ１９３）

企業を誘致することにより、産業の振興、就労機会の拡大や
自主財源の確保を図る。前年度から企業立地奨励金の交
付要件の緩和や環境に係る奨励金のメニューの新設など、
制度を充実させている。

127,988 産業振興課

中小企業融資あっせん
事業
（Ｐ１９３）

中小企業の経営を資金面から支援するため、金融機関と連
携して市の制度融資枠を確保するとともに、償還金の利子
補助や信用保証料補助を行う。

788,590 商業観光課

星川あおぞら市事業
（Ｐ１９５）

交通手段の尐ない高齢者をはじめとする市民の生活を支援
するとともに、中心市街地の賑わいを復活させるため、需要
の高い生鮮野菜を中心に「星川あおぞら市」を継続して開設
する。

598 商業観光課

産学連携推進事業
（Ｐ１９５）

本市産業の活性化のため、産学連携による新製品、新技術
に関する試作品開発などに対し支援を行うとともに、新産業
創出のための研究会を開催する。

750 産業振興課

東日本大震災中小企
業融資利子補給事業
（Ｐ１９５）

震災後、市内中小企業の振興及び経営の安定を図るため、
市内金融機関の協力を得て、特別融資を行った。約定どお
り返済している融資利用者を対象に、償還金の利子半額相
当額を補助する。

16,130 商業観光課

6  活力ある産業が育つまち

（単位：千円）
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事 項 概 要 金  額 備  考

熊谷スマートタウン整
備事業
（Ｐ７４）

全国屈指の快晴率を誇る本市にあって、先導的に環境共生
型のまちづくりに取り組むスマートタウンの整備を推進する。

4,094 庶務課

総合交通体系整備促
進事業
（Ｐ７５）

地域公共交通総合連携計画に沿って、市内を循環する「ゆ
うゆうバス」の６ルートの運行を行い、運行する会社に対し、
運行に関する経費の一部を補助金として交付する。

69,048 企画課

超低床ノンステップバス
導入促進補助事業
（Ｐ７７）

高齢者・身体障害者等の利便性向上を図るため、ノンステッ
プバスの導入を行う民間の路線バス事業者に対し、購入費
の一部を補助する。

2,076 企画課

北部地域振興交流拠
点施設（仮称）基礎調
査事業
（Ｐ７８）

県との共同で、地域の特色や資源を生かした次世代産業の
振興・集積に加え、地域の文化・市民活動支援を促進する
北部地域振興交流拠点施設（仮称）を整備するための基礎
調査を行う。

4,295 企画課

交通安全対策事業
（Ｐ２０８）

区画線、道路反射鏡、防護柵等を設置し、交通安全施設の
整備拡充を図る。

58,000 維持課

道路整備事業
（Ｐ２０９）

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処
理先確保による良好な生活環境の整備のため、側溝整備や
舗装新設等を行う。

239,094 道路課

幹線第３号線道路改良
事業
（Ｐ２１０）

中心市街地と籠原地区との交通アクセスを大幅に向上さ
せ、良好な都市環境をつくるため、未整備である熊谷さくら
運動公園北側から籠原地区までの区間を計画的に整備す
る。

216,693 道路課

東武熊谷線跡地道路
改良事業
（Ｐ２１１）

中心市街地と妻沼地区とを結ぶ幹線道路となる東武熊谷線
跡地の整備を進め、地域の連携強化と交通アクセスの向上
を図る。

93,980 道路課

安心安全道路ネット
ワーク整備事業
（Ｐ２１１）

安心安全で生活しやすい都市機能の充実したまちづくりの
ため、生活に密着した地域幹線道路ネットワークの整備を計
画的に進める。

243,888 道路課

橋りょう長寿命化修繕
計画策定事業
（Ｐ２１２）

橋りょうの長寿命化や橋りょうの修繕等に要する費用の平準
化、縮減を図るため、長寿命化修繕計画の策定に向けた橋
りょう点検を行う。

16,000 維持課

熊谷駅南口エレベー
ター改修補助事業
（Ｐ２１９）

熊谷駅南口エレベーターのバリアフリー状態を維持するた
め、老朽化したエレベーターの改修に対し補助を行う。

3,110 企画課

第２北大通線道路改良
事業
（Ｐ２２１）

メモリアル彩雲（南）から東武熊谷線跡地までの約４５０ｍ
（第一期整備区間）を整備する。また、東武熊谷線跡地から
国道４０７号までの区間約５００ｍ（第二期整備区間）の調査
等を行う。

114,035 道路課

7  便利で快適な人にやさしいまち

（単位：千円）
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熊谷太田線整備事業
（Ｐ２２１）

本市中心市街地における南北の重要な交通軸である都市
計画道路熊谷太田線の整備を埼玉県が実施するにあたり、
街路事業に係る負担金を支出する。

11,900 道路課

都市再生公園整備事
業（籠原駅周辺地区）
（Ｐ２２４）

籠原駅周辺の貴重な緑の確保と緑化を推進するため、籠原
中央第一土地区画整理事業地内に、(仮称)籠原北口第２公
園、(仮称)籠原北口第４公園の整備を行う。

33,860 公園緑地課

都市公園安全・安心
対策事業
（Ｐ２２４）

子どもや高齢者をはじめ、誰もが安心して利用できる安全な
都市公園の整備を図るため、施設のバリアフリー化や遊具
の改築工事を行う。

76,260 公園緑地課

地域住宅推進事業
（Ｐ２２９）

市営住宅を計画的に改修し、安心して暮らせる住環境を整
備する。平成２４年度は、外壁改修、避難器具設置工事、屋
上防水工事などを実施する。

58,000 営繕課

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。

1,116,742

　籠原中央第一土地
　区画整理事業

○街路築造、汚水・雨水管渠埋設工事
○家屋等移転補償　等

(393,929)
土地区画整理
西部事務所

　上石第一土地区画
　整理事業

○街路築造、汚水・雨水管渠埋設工事
○家屋等移転補償　等 (216,041)

土地区画整理
中央事務所

　上之土地区画整理
　事業

○埋蔵文化財包蔵地発掘調査委託
○街路築造、汚水・雨水管渠埋設工事
○家屋等移転補償　等

(506,772)
土地区画整理
中央事務所

下水道事業
（特別会計）

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。
平成２４年度の主な事業
○汚水管埋設工事（大原・上之・拾六間など）

3,640,785 下水道課

水道事業

安心で安全なおいしい水の安定供給と市民サービスの充実
等を図るため、事業を行う。
平成２４年度の主な事業
○県からの受水
○配水管布設工事
○配水管改良工事

7,146,000 水道部

（単位：千円）
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8  地域に根ざした教育・文化のまち

事 項 概 要 金  額 備  考

就園奨励事業
（Ｐ２４３）

幼稚園教育の普及・充実を図るため、私立幼稚園が保護者
の所得に応じて保育料を減免した場合に補助を行う。

191,013 教育総務課

情報教育推進事業
（Ｐ２４６）

小中学校のパソコン整備及び情報通信ネットワークを充実
することにより、児童生徒の情報機器操作に必要な知識や
情報活用能力の向上を図る。

179,754 教育総務課

英語教育推進事業
（Ｐ２４６）

小中学校における英語教育の充実と国際感覚を培うため、
英語指導助手を全小中学校に配置し、英語教師等と外国人
英語指導助手による協同授業の充実を図る。

66,876 学校教育課

学力向上対策推進
事業
（Ｐ２４７）

基礎学力の定着及び学力の向上を図るため、学級内での授
業をサポートする学力向上補助員と学校教育支援者を全小
中学校に配置する。

43,412 学校教育課

特別支援教育支援員
派遣事業
（Ｐ２４７）

特別支援教育支援員を配置することにより、特別支援学級
に在籍する障害のある児童生徒の学校生活における指導
の充実を図る。

42,000 教育総務課

教職員用情報機器整
備事業
（Ｐ２４８）

すべての小中学校の教職員へのパソコン配備などにより情
報環境の整備を図る。

43,580 教育総務課

登校支援推進事業
（Ｐ２５０）

不登校児童生徒に対して、教育相談指導員の指導のもと教
育相談・生活指導及び学習指導を行い、児童生徒の自立と
学校生活への適応を図り、学校復帰を目指す。

10,002 教育研究所

要保護及び準要保護
児童就学援助事業
（小学校）   （Ｐ２５３）

73,300

要保護及び準要保護
生徒就学援助事業
（中学校）   （Ｐ２５７）

70,400

被災児童就学援助
事業（小学校）
（Ｐ２５３）

415

被災生徒就学援助
事業（中学校）
（Ｐ２５７）

237

小学校校庭芝生化整
備事業
（Ｐ２５４）

子ども達のスポーツに親しむ機会を増やすとともに、地球温
暖化防止や砂ほこり対策のため、石原小学校の校庭を一部
芝生化し、学校と地域が連携して管理を行う。

2,400 教育総務課

中学校教師用教科書
等購入事業
（Ｐ２５７）

学習指導要領改訂に伴い、中学校については平成２４年度
に教科書の全面改訂が実施されるため、新学習指導要領に
対応した指導用書籍及び教科書準拠教材を整備する。

33,800 教育総務課

（単位：千円）

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

東日本大震災により被災し、就学困難と認められる児童生
徒の保護者に対し、必要な経済的援助を行う。

教育総務課
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事 項 概 要 金  額 備  考

三尻小学校屋内運動
場建築事業
（Ｐ２５３）

5,041
H23繰越明許費

370,000
教育総務課

籠原小学校屋内運動
場建築事業
（Ｐ２５４）

5,041
H23繰越明許費

376,000
教育総務課

熊谷南小学校屋内運
動場建築事業
（Ｐ２５４）

5,041
H23繰越明許費

358,000
教育総務課

桜木小学校屋内運動
場建築事業
（Ｐ２５４）

10,258

熊谷西小学校屋内運
動場建築事業
（Ｐ２５４）

10,358

佐谷田小学校屋内運
動場建築事業
（Ｐ２５４）

10,458

あっぱれ・冷ませ・小学
校みどりのカーテン整
備事業（Ｐ２５４）

2,900

あっぱれ・冷ませ・中学
校みどりのカーテン整
備事業（Ｐ２５７）

1,200

第６７期本因坊戦熊谷
対局実施事業
（Ｐ２６４）

囲碁の第６７期本因坊戦を聖天山歓喜院で開催するため、
実行委員会に対しその運営費を補助する。

2,000 中央公民館

熊谷東小学校区公民
館建設事業
（Ｐ２７２）

熊谷女子高校東側に移転する中央消防署に併設した熊谷
東小学校区公民館を、平成２３年度、２４年度の２か年で新
築する。

199,196 社会教育課

（仮称）スポーツ・文化
村整備事業
（Ｐ２８６）

旧市立女子高等学校の用地及び既存施設の有効活用を図
るため、生涯学習センターとして、（仮称）スポーツ・文化村を
整備する。平成２４年度は、第一期工事分の耐震補強設計
及び改修設計等を行う。

16,563 社会教育課

市史編さん事業
（Ｐ２８８）

熊谷市の歴史的・文化的発展の過程を調査し、先人の営み
や歴史をまとめた「熊谷市史」を順次、発行していく予定であ
る。平成２４年度は、「資料編２　古代・中世」を刊行する。

32,500 社会教育課

学校保健推進事業
（Ｐ２９０）

児童、生徒、教職員の健康の保持・増進を図るため、定期健
康診断、小児生活習慣病予防検診、受動喫煙検診など各種
検査を実施する。

100,324 教育総務課

中学校エアコン整備
事業
（H23繰越明許費）

暑さ対策の一環として、全中学校１６校の普通教室にエアコ
ンを整備し、教育環境の充実を図る。

H23繰越明許費

410,000
教育総務課

三尻小学校、籠原小学校及び熊谷南小学校の屋内運動場
を改築し、学校施設の安全性、利便性を高め、教育環境の
充実を図る。屋内運動場改築に併せて太陽光発電設備を設
置する。

屋内運動場の耐震化を推進するため、耐震診断の結果や
建築年度などを踏まえ、改築に向けた地質調査及び設計等
を行う。

教育総務課

暑さ対策の一環として、全小中学校に「みどりのカーテン」を
作り、教室内の気温の上昇を抑える。また、みどりのカーテ
ンコンテストを実施し、児童生徒の環境問題への関心を高め
る。

教育総務課

（単位：千円）
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9  効率的でわかりやすい行財政

事 項 概 要 金  額 備  考

広報発行事業
（P６７）

「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。また、最新の市政情報などを電子メールやツイッター
等により配信する。

89,600 広報広聴課

事務管理経費
（P７６）

事務事業の実施効果を検証し、事務改善を促す事務事業評
価システムに、客観性と透明性を高めるため、外部の市民
の視点からの点検、評価を試み、市民の目線に立った事業
の実施につなげる。

1,070 行政改革推進室

総合振興計画後期
基本計画策定事業
（Ｐ７８）

本市の目指すべき将来都市像の実現を図るため、総合振興
計画を平成１９年度に策定しており、平成２４年度は、後期
基本計画（計画期間　平成２５年度から２９年度）を策定す
る。

2,252 企画課

納税コールセンター
運営事業
（Ｐ９９）

納税率の向上を図るため、声による電話催告を実施するこ
とで納付を促す納税コールセンターを運営する。

12,837 納税課

（単位：千円）
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