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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。

6,442 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選手と地域住民と
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、
ラグビーワールドカップ2019埼玉県招致委員会とともに活動
を行う。

5,123
ラグビーワールド
カップ招致室

熊谷ブランド物産事業
（P２０２）

熊谷の知名度向上を図るため、熊谷ならではの商品・物産
（雪くま、熊谷ホルどん、熊谷うどん、熊谷染製品など）の販
売促進に取り組む。平成２６年度は、熊谷のご当地グルメ情
報を掲載したチラシを新聞折り込みにし、広くＰＲを行う。

4,614 商業観光課

ウエルカム熊谷観光
事業
（P２０２）

観光情報の発信及び広域連携の推進により、広い地域から
幅広い年齢層の観光客獲得を目指す。また、熊谷市特別版
の観光情報誌及び外国語版の観光ガイドマップを発行すると
ともに、江南地区のホタル観賞をメインに市内の魅力箇所を
めぐるバスツアーを行う。

6,400 商業観光課

熊谷B級グルメ大会
実施事業
（P２０２）

市内グルメの情報発信と商業振興を図るため、第４回熊谷Ｂ
級グルメ大会を、熊谷スポーツ文化公園で開催する。

4,000 商業観光課

「聖天堂国宝記念」
中学生国宝見学事業
（Ｐ２５７）

「歓喜院聖天堂」国宝指定を受けて、市内16中学校の２年生
を対象に、バスを借り上げ、各中学校から送迎し、歓喜院聖
天堂の見学会を開催する。

1,171 学校教育課

森村誠一「写真俳句」
チャレンジ事業
（Ｐ２８６）

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展示する
など、写真俳句を通じて本市の魅力を発信する。

1,030 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。平成２６年度は住みよい
地域とするための地域計画づくりを促進し、そこに位置づけら
れた事業の実施を支援するため、地域計画事業加算金を新
設する。

5,306 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。市マスコットキャラクター「ニャオざ
ね」のグッズの新作作製、着ぐるみの追加作製、また貸出を
通じて「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。

9,410 市民活動推進課

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
（Ｐ８２）

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。

1,139 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。

7,345 男女共同参画室

国際理解促進事業
（Ｐ９０）

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。国際理解を深めるための中高
生ホームステイツアー、語学講座、バスツアー等の交流事業
などを実施する。

7,001 広報広聴課

市民協働「熊谷の力」
市民後見人普及事業
（Ｐ１１９）

市民とともに成年後見を学ぶ会と協働で、市民後見人養成講
座を開催し、地域社会の福祉向上に努める。

459 障害福祉課

市民協働「熊谷の力」
くまがや郷土かるた作
成事業
（Ｐ１４３）

熊谷市こども会育成連絡協議会と協働で、小学校４～６年生
を対象として、かるたの読み札・絵札を作成する。また、かる
た大会の開催等を通じて郷土愛を育み、青少年の健全育成
に寄与する。

960 こども課

市民協働「熊谷の力」
生命（いのち）の授業
（Ｐ１６５）

がんに対する正しい知識を身につけるため、くまがやピンクリ
ボンの会と協働で、生命（いのち）の授業を小中学校等の児
童、生徒、ＰＴＡを対象に実施する。

1,428 健康づくり課

市民協働「熊谷の力」
市民手作りのごみ減量
演劇公演事業
（Ｐ１７４）

ごみの減量化をテーマにした演劇公演を市民参加型で実施
し、ごみ減量化への市民意識の向上を図る。

600 廃棄物対策課

市民協働「熊谷の力」
さとのそら消費拡大事
業
（Ｐ１８７）

熊谷産小麦の新品種「さとのそら」の消費拡大のため、くまが
や小麦の会が実施する、市内高校生考案の製品開発や販売
等を支援し、「さとのそら」の周知、消費拡大を図る。

995 農業振興課

市民協働「熊谷の力」
荒川緑地を花と緑で
いっぱい事業
（Ｐ２３１）

熊谷リリーズ☆ふぁいぶるクラブに花の苗や芝等を提供し、
荒川緑地（市民いきいき広場等）の一部を協働で、整備、管
理する。

109 公園緑地課

（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。また、消費生活講座等を行い、悪質商
法、架空請求などの消費者被害の未然防止を図る。

13,006 市民活動推進課

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。また、防犯灯の
設置や維持管理費の補助を行うとともに、ＬＥＤ防犯灯の促
進のため、灯具交換を行う経費について無利子の融資制度
を設ける。

137,508 安心安全課

通学路交通安全対策事
業
（Ｐ２１４）

子どもたちが安全に通学できるよう、各小学校から、半径約５
００ｍの範囲で、通学路の交通安全対策整備を総合的に実
施する。

60,000 維持課

ゾーン３０整備事業
（Ｐ２１４）

生活道路において「最高速度３０km／ｈ規制」とするため、交
通管理者である警察と連携し、住宅街を中心に、速度抑制の
表示、外側線、路側帯の表示などの交通安全対策を行う。２
６年度は、河原町地区で実施する。

3,500 維持課

新星川改修事業
（Ｐ２２１）

新星川流域において、浸水被害や道路冠水等の軽減を図る
とともに、良好な生活環境を築くため、取得用地を活用して調
整池を設ける。

31,908 河川課

建築物耐震改修補助事
業
（P２２４）

昭和５６年以前に建築した木造住宅の耐震診断及び耐震改
修に対して補助を行う。また、耐震シェルター等の設置に対し
て補助を行う。

1,750 建築審査課

緊急輸送道路閉塞建築
物耐震化支援事業
（Ｐ２２６）

東日本大震災の教訓を踏まえ、緊急支援物資の輸送及び復
旧復興活動を阻害するおそれのある緊急輸送道路沿道の建
築物の耐震化に対して補助を行う。

13,000 建築審査課

消防設備充実事業
（Ｐ２４２）

各消防署の車両、消防設備等について、計画的に更新整備
することにより、災害に対する消防力の強化、充実を図る。
２６年度は、消防ポンプ車及び救急車等を購入する。

87,011 警防課

消防水利整備事業
（Ｐ２４２）

消防水利の充足率向上及び適正な維持管理を図る。地震に
よる火災にも対応できるよう耐震性防火水槽を計画的に整備
する。２６年度は妻沼消防署北広場に設置する。

64,200 警防課

防災のまちづくり事業
（Ｐ２４６）

市民の防災意識の高揚及び啓発を図るため、自主防災組織
の育成支援を行うとともに、災害対応のための災害備蓄食糧
や避難所及び防災活動拠点に資機材の充実を図る。

29,804 危機管理室

防災行政無線（固定系）
デジタル化事業
（Ｐ２４８）

現在使用している防災行政無線（固定系）のデジタル方式へ
の移行と無線周波数の統合を行うとともに、より利便性の高
いシステムとするため、デジタル化実施設計を行う。

10,800 危機管理室

防災士養成事業
（Ｐ２４９）

市民を対象に、防災士の資格取得にかかる費用の一部を補
助し、地域の防災訓練の指導者や防災講座の講師となること
のできるリーダーを養成する。

600 危機管理室

消防救急デジタル無線
整備事業
（２５年度３月補正）

電波法などの改正により、消防救急無線のデジタル波への
移行が義務付けられたことから、必要な整備を行う。２５年度
３月補正予算を２６年度へ繰り越して実施する。

H25繰越明許費

503,000
指令課

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」スマイルde
クール時計事業
（Ｐ６９）

インターネットの人気サイトを活用し、本市ホームページの中
の「あっぱれ熊谷流」サイトとリンクさせることにより、本市の
暑さ対策の認知度を高める。

2,008 広報広聴課

「暑さ対策」涼しさ体感
アート事業
（Ｐ７８）

視覚的効果による「暑さ対策」として、涼しさを演出する「階段
アート事業」を行う。平成２６年度も全国から作品を募集し、熊
谷駅２か所、籠原駅４か所の階段で実施する。

1,120 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、育成医療）を給付する。

219,000 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。

539,590 障害福祉課

障害者自立支援給付事
業
（Ｐ１１９）

障害者が能力・適性に応じた日常生活・社会生活を営むこと
ができるよう障害福祉サービスを提供する等、必要な支援を
実施する。

2,190,900 障害福祉課

障害児給付事業
（Ｐ１１９）

在宅の障害児に対する障害児通所支援（児童発達支援、放
課後等デイサービス等）により、障害児の生活能力の向上等
を図る。

50,000 障害福祉課

臨時福祉給付金給付事
業（Ｐ１２０）

消費税率の引き上げに際し、所得の低い方に与える負担の
影響を踏まえ、暫定的・臨時的な措置として臨時福祉給付金
を給付する。

557,600 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。

1,460,215 保険年金課

敬老祝金等給付事業
（Ｐ１２５）

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

72,598 長寿いきがい課

大里広域市町村圏組合
負担事業
（Ｐ１２６）

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。

1,925,689 長寿いきがい課

後期高齢者健康増進事
業
（Ｐ１２７）

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。

89,323 保険年金課

児童扶養手当等支給事
業
（Ｐ１３１）

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手当を支給する。

723,546 こども課

民間保育所補助事業
（Ｐ１３２）

民間保育所の運営改善、保育内容の充実を図るため、民間
保育所に補助を行う。２６年度は、９人以上の０歳児保育が可
能な民間保育所を対象に、看護師等の配置を推進する新た
な補助制度を導入する。

73,000 保育課

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

特別保育事業
（Ｐ１３２）

一時預り、延長保育、送迎保育などの保育ニーズの多様化
に対応するため、民間保育所の特別保育への補助を行う。
２６年度は、２７年度からの「子ども・子育て支援新制度」を円
滑にスタートさせるため、幼稚園預かり保育支援事業（11時
間保育）等の先取り支援事業を実施する。

482,000 保育課

地域子育て支援拠点
事業
（Ｐ１３２）

子育て家庭の親と子どもに親子が交流できる場を提供し、悩
み相談や情報提供等をすることで子育ての不安感を緩和し、
地域の子育て支援機能の充実を図る。２６年度はスポーツ・
文化村に新たな支援拠点を開設する。

99,550 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、健やかな成
長を応援する。

2,200 こども課

こども医療費助成事業
（Ｐ１３３）

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、深谷市、行田市及び寄居町の医療機関に
ついては、窓口無料化を実施している。

677,035 こども課

ひとり親家庭等医療費
支給事業
（Ｐ１３４）

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。

70,850 こども課

民間保育所等施設整備
事業
（Ｐ１３４）

老朽化した保育所を移転・改修し、定員を増やすとともに、待
機児童「ゼロ」を継続するため、幼稚園が認定こども園になる
ための施設改修に補助を行う。

231,960 保育課

子育て世帯臨時特例給
付金給付事業
（Ｐ１３４）

消費税率の引上げに際し、子育て世帯への影響を緩和し、消
費の下支えを図るため、子育て世帯に臨時特例給付金を給
付する。

243,611 こども課

児童手当等支給事業
（Ｐ１３５）

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。

3,086,477 こども課

保育所管理運営経費
（Ｐ１３６）

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。

2,503,490 保育課

放課後児童対策事業
（Ｐ１４０）

放課後等に、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。

317,019 保育課

放課後児童保育室整備
事業
（Ｐ１４１）

放課後等に、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、児童クラブを整備する。２６年度は熊
谷西小学校区に既存の２児童クラブに加え、新たな児童クラ
ブを学校内に整備する。

14,594 保育課

生活保護事業
（Ｐ１４７）

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。

3,848,000 福祉課

予防接種事業
（Ｐ１５１）

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
るために、対象者に対して予防接種を行う。

550,808 健康づくり課

（単位：千円）
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高齢者肺炎球菌ワクチ
ン予防接種費用助成事
業
（Ｐ１５２）

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。

13,300 健康づくり課

小児用肺炎球菌補助的
追加接種支援事業
（Ｐ１５２）

小児用肺炎球菌ワクチンが７価から１３価に変更となったこと
に伴い、すでに７価で接種を終えたこどもに１３価の補助的追
加接種を行う費用の一部を公費負担する。

6,820 健康づくり課

母子保健事業
（Ｐ１６１）

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。

173,269 健康づくり課

健康増進事業
（Ｐ１６４）

市民の健康増進を図るため、各種検（健）診の実施及び生活
習慣改善に関する健康教育、健康相談等を行う。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。

295,114 健康づくり課

歯科保健事業
（Ｐ１６５）

歯科疾病の予防として、特定の年齢の市民の方を対象に、
医療機関に委託し、歯と口の健康保持のための個別検診を
無料で受けることができるようにする。

7,170 健康づくり課

「暑さ対策」まちかどス
テッカー事業
（Ｐ１６６）

熱中症予防を呼びかけるステッカーを作製し、市内の飲料水
の自動販売機に貼付することで、広く市民に熱中症予防を呼
びかける。

373 健康づくり課

「暑さ対策」みよう広げ
よう熱中症ゼロの輪事
業
（Ｐ１６６）

熱中症予防・対処法のオリジナルＤＶＤを製作する。それを小
中学校へ配布し、一般市民へは貸し出し、また、市主催の会
議等開催前の時間を使って放映を行い、熱中症予防を啓発
する。

1,720 健康づくり課

「暑さ対策」藤のパラソ
ル事業
（Ｐ２１８）

夏季、日差しを避けて緑陰で信号待ちができるよう、駅前通り
の歩道３箇所に藤棚を設置し、熱中症対策などに役立てる。

10,167 道路課

「暑さ対策」緑の力で
クールタウン事業
（Ｐ２３２）

貴重な緑を守るため、市内の処分されてしまう樹木を市民か
ら市民へ譲り渡す機会を作るとともに、一定規模以上の大き
さの樹木の移植にかかる費用の一部を補助するなど、緑の
重要性を啓発していく。

350 公園緑地課

「暑さ対策」暑さにまけ
るな中学生事業
（Ｐ３０１）

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２年生を対象とし、ＡＥＤを活用した救命処
置を含む熱中症対策講習を学校の授業の一環として実施す
る。

430 学校教育課

小児う蝕予防対策事業
（Ｐ３０２）

小学生等を対象として、希望する学校において、フッ化物洗
口液を使用してうがいを行うことにより、う蝕予防を推進する。

1,500 教育総務課

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。 22,547,498 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。

2,001,797 保険年金課

（単位：千円）
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クールシェア推進事業
（Ｐ７８）

涼しい場所をみんなでシェア（共有）するクールシェアについ
て、本市では、節電や人と人とのつながり、コミュニティやまち
の活性化を目的として、官民一体で取り組む。クールシェアく
まがや実行委員会において、クールシェアスポットを紹介する
マップを作製し、全戸配布する。

800 企画課

あっぱれ・冷ませ・壁面
緑化推進事業
（Ｐ１５４）

壁面緑化に取り組む市民や事業者を対象に、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、普及
拡大を図る。

1,550 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
（Ｐ１５５）

地球温暖化対策の一環として、平成２５年４月２日から２６年
４月１日までに、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）を助成す
る。

3,609 環境政策課

あっぱれ・天晴・太陽光
発電等普及推進事業
（Ｐ１５６）

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、市内
において住宅に太陽光発電システム、燃料電池システム及
び太陽熱利用システムを設置する個人等に対し、設置にか
かる費用の一部を補助する。

45,380 環境政策課

急速充電設備設置事業
（Ｐ１５６）

電気自動車（ＥＶ車）やプラグインハイブリッド車（ＰＨＶ）に必
要な充電設備を道の駅めぬまに設置し、ＥＶ車やＰＨＶの更な
る普及を促進させ、低炭素社会の実現を図る。

11,000 環境政策課

大里広域市町村圏組合
負担事業
（Ｐ１７０）

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）に対する経費を
負担する。

1,778,160 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
（Ｐ１７０）

水辺の再生を推進するため、特定地域（ムサシトミヨ生息区
域周辺）で、合併処理浄化槽へ転換をするための費用の一
部を、他の地域より高い割合で補助する。

102,776 環境衛生課

合併処理浄化槽維持管
理費補助事業
（Ｐ１７０）

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。

55,000 環境衛生課

ごみ減量対策事業
（Ｐ１７３）

ごみの減量化とリサイクルを推進するための施策に取り組
む。本市のごみの量の割合が比較的多いと推測される剪定
枝を焼却処分せずに再資源化する事業に取り組む。

7,927 廃棄物対策課

リサイクル活動推進
事業
（Ｐ１７３）

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。

17,010 廃棄物対策課

妻沼南河原環境施設組
合負担事業
（Ｐ１７５）

妻沼南河原環境施設組合（２市で構成）における、し尿処理
施設の事業費を負担する。

111,906 環境衛生課

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。

377,201 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

産地づくり対策事業
（Ｐ１８５）

米のブランド化を図るため、水稲種子の購入費を助成する。
また、米のブランド化を確立し、売れる米作りの推進と農業所
得の向上を図るとともに、米の地産地消運動の推進を図る。

11,895 農業振興課

耕作放棄地解消対策事
業
（Ｐ１８６）

土壌改良等を行い、耕作放棄地を再生し、耕作する経営体に
対し、１０ａ当たり３万円の助成を市単独で行う。

3,000 農業振興課

農業経営所得安定
対策推進事業
（Ｐ１８６）

本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。

13,000 農業振興課

経営体育成支援事業
（Ｐ１８７）

人・農地プランに位置づけられた地域農業の中心となる経営
体が、規模拡大等を図るために、必要な農業機械、施設を導
入する際に借入金の一部を支援する。

30,000 農業振興課

地産地消促進計画策定
事業（Ｐ１８７）

本市の農産物と販売高等の基礎データを調査するとともに、
農産物利用促進、消費拡大、６次産業化推進についての計
画を策定する。

3,640 農業振興課

国営附帯県営農地
防災事業
（Ｐ１８８）

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。

29,253 農地整備課

農地・水保全管理支援
事業
（Ｐ１８８）

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。

24,448 農地整備課

ほ場整備事業
（Ｐ１８９）

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）としてほ場整備事業を継続して実施するとと
もに、池上地区、上之東部地区の土地改良事業計画調査を
行う。

48,112 農地整備課

企業誘致推進事業
（Ｐ１９６）

産業の振興及び就労機会の拡大並びに自主財源を確保する
ため、奨励金の交付等により、市外企業の誘致や既存企業
の事業拡大を支援する。

165,786 企業活動支援課

中小企業融資あっせん
事業
（Ｐ１９７）

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。

800,628 企業活動支援課

ウーマノミクス創業支援
事業
（Ｐ２００）

女性の視点や能力を活用し、本市の産業力を高めるため、
県のウーマノミクスプロジェクト等との連携を図りながら、女性
のための創業支援（セミナーや相談会等）を行う。

1,000 企業活動支援課

空き店舗活用支援事業
（Ｐ２００）

空き店舗の現況を把握し、有効活用の調査を行うとともに、
起業希望者に対し、空き店舗について、活用の形態（軒下、
シェアショップ、店舗型）に合わせた支援を行う。

4,500 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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北部地域振興交流拠点
施設（仮称）基礎調査事
業
（Ｐ７８）

県北地域の活性化と本市の拠点機能の強化等を目指した北
部地域振興交流拠点施設(仮称)に関する基礎調査の一環と
して、にぎわい施設の導入検討調査を行う。

4,980 企画課

「中心市街地活性化」
モール委員会活動支援
事業
（Ｐ１９９）

中心市街地の活性化を図るため、まちなかの様々な団体や
組織を横断的につなぐ「モール委員会」の活動について支援
を行う。

8,600 商業観光課

道路維持経費
（Ｐ２１０）

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
理を実施し、生活環境の改善を図るため、計画的に舗装打替
工事を行う。

353,339 維持課

排水路等維持管理経費
（Ｐ２１３）

排水路の流れが悪く、道路冠水や、生活雑排水により悪臭等
が発生する生活排水路について、水路環境を改善するため
整備（農業用排水路等の土地改良施設は除く）を行うととも
に、良好な水路環境を保つよう維持管理を行う。

73,059 河川課

道路整備事業
（Ｐ２１４）

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。

272,964 道路課

幹線第３号線道路改良
事業
（Ｐ２１５）

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。２７年度の全面開通に向け、引き
続き道路の改良工事を行う。

213,936 道路課

市道１３６号線道路改良
事業
（Ｐ２１７）

国道１７号から国道４０７号を結ぶ熊谷西環状線の環状機能
をより効果的に発揮させるため、玉井地区の県営土地改良
事業との一体整備を図り、熊谷西環状線から国道１７号バイ
パスを結ぶ都市計画道路として整備する。

83,024 道路課

市道５００１０号線道路
改良事業
（Ｐ２１７）

大幡小学校の南の市道５００１０号線について、拡幅整備を
行うために事業着手を行う。２６年度は用地測量と詳細設計
を行う。

15,000 道路課

橋りょう整備事業
（Ｐ２１８）

橋りょうの経年劣化等に対応して、補修を行い、橋りょう機能
の安全を確保する。橋長が１５メートル以上のものは長寿命
化計画をもとに計画的に修繕を行う。２６年度は玉井袴線橋
修繕に着手する。

22,462 維持課

佐谷田地区新駅周辺整
備事業
（Ｐ２２６）

佐谷田地区新駅設置に向け、道路関係の現況調査、測量、
設計及び新駅周辺のまちづくりの基礎調査を進める。

21,370 都市計画課

駅ホーム内方線付き点
状ブロック整備費補助
事業（Ｐ２２６）

視覚障害者の旅客駅ホームからの転落を防止するため、ＪＲ
熊谷駅高崎線ホームで実施される内方線付き点状ブロックの
整備に対し、補助を行う。

11,520 企画課

第２北大通線道路改良
事業
（Ｐ２２８）

東武熊谷線跡地から国道４０７号までの区間約５００ｍを第２
期整備区間とし、２６年度は、その区間の用地買収を引き続
き進める。

133,184 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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年代八ツ口線道路改良
事業（Ｐ２２８）

妻沼地域の県道太田熊谷線から東武熊谷線跡地までの間に
ついて、買収済みの用地について歩道部分を中心とした道路
工事を行う。

30,000 道路課

都市再生公園整備事業
（籠原駅周辺地区）
（Ｐ２３１）

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)籠原駅北口第１
公園の整備を行う。

17,873 公園緑地課

都市公園安全・安心
対策事業
（Ｐ２３１）

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等の改築
工事を行う。

72,400 公園緑地課

都市再生公園整備事業
（上之区画整理）
（Ｐ２３２）

上之土地区画整理事業により創出された公園予定地を市民
の健康増進や交流活動を広げる場として整備する。

14,473 公園緑地課

地域住宅推進事業
（Ｐ２３７）

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。２６年度は、外壁改修工事のほか、給水管改修工事、
棟屋上防水改修工事などを実施する。

60,000 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。

1,286,619

　籠原中央第一土地
　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

(512,144)
土地区画整理
西部事務所

　上石第一土地区画
　整理事業

　○舗装新設、街路汚水施設工事
　○家屋等移転補償　等 (216,620)

土地区画整理
中央事務所

　上之土地区画整理
　事業

　○街路汚水施設工事、計画道路整備
　○家屋等移転補償　等

(557,855)
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２６年度の主な事業
　○下水道工事（高柳・拾六間・別府など）
　○平戸中継ポンプ場汚水ポンプ更新工事　等

3,666,283 下水道課

水道事業

安全で安心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２６年度の主な事業
　○東部浄水場配水ポンプ等更新工事
　○玉作浄水場水源整備工事
　○老朽管更新工事　等

6,802,596 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
（Ｐ２５２）

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。

266,012 教育総務課

情報教育推進事業
（Ｐ２５４）

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。

188,968 教育総務課

英語教育推進事業
（Ｐ２５５）

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共同授業の充実を図る。

71,747 学校教育課

学力向上対策推進事業
（Ｐ２５５）

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を更に増員し、全小中学校
に配置する。

54,817 学校教育課

特別支援教育支援員派
遣事業
（Ｐ２５６）

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 学校教育課

教職員用情報機器整備
事業
（Ｐ２５６）

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。

54,353 教育総務課

観察実験アシスタント配
置事業（Ｐ２５７）

新たに観察実験アシスタントを小中学校に配置することで、
実験の準備、調整等の業務を充実させて、教員が観察・実験
の指導に注力できる環境を整える。

3,000 学校教育課

登校支援推進事業
（Ｐ２５８）

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。

10,220 教育研究所

小学校理科教育設備整
備事業（Ｐ２６２）

12,000

中学校理科教育設備整
備事業（Ｐ２６７）

7,000

要保護及び準要保護児
童就学援助事業
（小学校）   （Ｐ２６２）

81,000

要保護及び準要保護生
徒就学援助事業
（中学校）   （Ｐ２６７）

83,000

小学校校庭芝生化整備
事業
（Ｐ２６３）

子どもたち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、奈良小学校の校庭を一
部芝生化し、学校と地域が連携して管理を行う。

4,100 教育総務課

新学習指導要領における理科教育の重要性の見直しに伴
い、小中学校の実験器具などの理科教育設備を計画的に整
備する。

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
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事 項 概 要 金  額 備  考

久下小学校屋内運動場
建築事業
（Ｐ２６３）

88,010
H25繰越明許費

398,000

奈良小学校屋内運動場
建築事業
（Ｐ２６３）

24,885
H25繰越明許費

410,000

星宮小学校屋内運動場
建築事業
（Ｐ２６３）

61,912
H25繰越明許費

310,000

吉岡小学校屋内運動場
建築事業
（Ｐ２６３）

15,399

妻沼小学校屋内運動場
建築事業
（Ｐ２６４）

15,799

大里中学校屋内運動場
建築事業
（Ｐ２６８）

17,618

スポーツ・文化村整備
事業
（Ｐ２９５）

２５年度にオープンしたスポーツ・文化村「くまぴあ」を生涯学
習センターとして整備する。２６年度は、２７年４月の第２期
オープンを目指し、創作展示棟、人工芝グラウンドの整備な
どを行う。

1,261,838 社会教育課

スポーツ・文化村維持
管理経費
（Ｐ２９５）

スポーツ・文化村の総合管理棟、練習棟、体育館、宿泊棟の
維持管理を行う。

57,719 社会教育課

市史編さん事業
（Ｐ２９８）

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。２６年度は、「資料編１　考古」を刊行する。

34,349 社会教育課

学校保健推進事業
（Ｐ３００）

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健診、受動喫煙検診などを実
施する。

101,532 教育総務課

小学校特別教室空調整
備事業
（２５年度３月補正）

H25繰越明許費

480,000

中学校特別教室空調整
備事業
（２５年度３月補正）

H25繰越明許費

347,000

吉岡小学校、妻沼小学校及び大里中学校の屋内運動場の
耐震化を推進するため、耐震診断の結果を踏まえ、改築に向
けた地質調査及び設計等を行う。

教育総務課

久下小学校、奈良小学校及び星宮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、防災用
井戸、マンホールトイレ等を設置する。

教育総務課

熱中症予防対策として、市内の全小中学校４５校の理科室、
音楽室、少人数教室にエアコンを設置する。なお、設計と本
体工事については、２５年度３月補正予算を２６年度へ繰り越
して実施する。

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。

92,854 広報広聴課

本庁舎耐震化事業
（Ｐ７４）

来庁する市民の安全を確保し、災害時には対策本部としての
機能を果たすべく、市役所本庁舎の耐震改修を行う。
２６年度は、耐震化詳細設計を行う。

75,140 庶務課

アセットマネジメント計
画策定事業（Ｐ７８）

道路、上下水道などの都市インフラを含む公共施設の現状
把握をもとに、更新、統廃合、大規模修繕等施設管理が計画
的に実施できるようにするためのアセットマネジメント計画を
策定する。

2,220 企画課

航空写真作成事業（ＧＩ
Ｓ対応）
（Ｐ９８）

固定資産税の評価替え年度の賦課期日にあわせて航空写
真を撮影する。

10,000 資産税課

家屋現況図作成事業
（ＧＩＳ対応）
（Ｐ９９）

航空写真から作成する家屋図と課税データを突合し、家屋現
況図を完成させる。

6,300 資産税課

都市計画基本図整備事
業（ＧＩＳ対応）
（Ｐ２２６）

航空写真撮影データと国土地理院の基盤地図情報を使い、
統合型ＧＩＳの基図となる都市計画基本図（デジタルマッピン
グ方式）を作成する。

4,000 都市計画課

○人件費の削減
定員管理の適正化及び昇給抑制により総人件費の削減を図
る。

（一般会計）

11,572,399
（特別会計）

634,107

職員課
消防総務課
教育総務課

○市債償還経費の減
適債事業の選定等により、借入額の縮減に努め、市債償還
経費の削減を図る。

4,793,511 財政課

（単位：千円）

健全な財政運営の推進
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