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  Ｈ２７．２．２４ 

№ 議案番号 議 案 の 題 名 概      要 所管課 

1 議案第１～９号 平成２７年度 熊谷市一般会計予算ほか 平成２７年度 一般会計予算、特別会計予算、水道事業会計予算 財政課 

営業課 

2 議案第１０号 平成２６年度 熊谷市一般会計補正予算（第

７号） 

別紙参照 財政課 

3 議案第１１号 平成２６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 

4 議案第１２号 平成２６年度 熊谷市下水道特別会計補正予

算（第１号） 

別紙参照 財政課 

5 議案第１３号 平成２６年度 熊谷市熊谷都市計画事業土地

区画整理事業特別会計補正予算（第１号） 

別紙参照 財政課 

6 議案第１４号 平成２６年度 熊谷市農業集落排水事業特別

会計補正予算（第１号） 

別紙参照 財政課 

7 議案第１５号 熊谷市行政手続条例の一部を改正する条例 ①「行政手続法」の一部改正に伴い、行政指導の根拠等の提示、行政

指導の中止等の求め及び処分等の求めに関する規定を定めるもの 

ア 行政指導を行う際に当該権限を行使し得る根拠となる法令等を

提示することに関する規定の新設 

イ 法令等に違反している行政指導の中止等を求めることに関する

規定の新設 

ウ 書面で具体的な事実を提示して一定の処分又は行政指導を求め

ることに関する規定の新設 

②平成２７年４月１日から施行 

行政改革推

進室 

8 議案第１６号 熊谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及

び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例 

①「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部改正に伴い、

教育委員会委員長の報酬に係る規定を削除するもの 

②平成２７年４月１日から施行 

職員課 
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9 議案第１７号 熊谷市特別職報酬等審議会条例の一部を改正

する条例 

①「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部改正に伴い、

特別職としての教育長の給料の額等に関することを特別職報酬等審

議会の所掌事項とするもの 

②平成２７年４月１日から施行 

職員課 

10 議案第１８号 熊谷市特別職の職員で常勤のものの給与及び

旅費等に関する条例の一部を改正する条例 

①「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部改正に伴い、

特別職としての教育長の給料月額等に関する規定の整備を行うもの 

②平成２７年４月１日から施行 

職員課 

11 議案第１９号 熊谷市職員退職手当条例の一部を改正する条

例 

①「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部改正に伴い、

文言の整備を行うもの 

②平成２７年４月１日から施行 

職員課 

12 議案第２０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」等の一部改正に伴い、建築物に関する確認申請等に

係る審査手数料の規定の見直しを行うとともに、農地台帳の閲覧等

に係る手数料を新たに徴収するもの 

ア 要除却認定マンションの建替えにより新たに建築されたマンシ

ョンの容積率の特例許可の申請に対する審査手数料の新設 

イ 設計住宅性能評価書の写しが提出された場合における長期優良

住宅建築等計画の認定の申請に対する審査手数料の新設 

ウ 構造計算適合性判定を要する建築物に関する確認申請等に係る

審査手数料の規定の見直し 

エ 農地台帳の閲覧に係る手数料の新設 

②アの改正は公布の日から、イ・エの改正は平成２７年４月１日から、

ウの改正は同年６月１日から施行 

建築審査課 

農業委員会

事務局 

13 議案第２１号 熊谷市立集会所条例の一部を改正する条例 ①熊谷市立小八林集会所を廃止するもの 

②平成２７年４月１日から施行 

社会教育課 

14 議案第２２号 熊谷市立保育所条例の一部を改正する条例 ①「児童福祉法」の一部改正に伴う保育時間の区分の設定等を行うと

ともに、短時間保育を利用する児童に対して延長保育を行うもの 

②平成２７年４月１日から施行 

保育課 
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15 議案第２３号 熊谷市敬老祝金条例の一部を改正する条例 ①敬老祝金の贈呈方法を商品券の贈呈に見直すもの 

②平成２７年４月１日から施行 

長寿いきが

い課 

16 議案第２４号 熊谷市消防団員の定員、任免、給与、服務等

に関する条例の一部を改正する条例 

①非常勤消防団員の報酬額の改定を行うもの 

②平成２７年４月１日から施行 

警防課 

17 議案第２５号 熊谷市保育の実施に関する条例を廃止する条

例 

①「児童福祉法」の一部改正に伴い、熊谷市保育の実施に関する条例

を廃止するもの 

②平成２７年４月１日から施行 

保育課 

18 議案第２６号 熊谷市教育委員会教育長の勤務時間、休日及

び休暇並びに職務に専念する義務の特例に関

する条例 

①「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部改正に伴い、

特別職としての教育長の勤務時間、休日及び休暇並びに職務に専念

する義務の特例について必要な事項を定めるもの 

②平成２７年４月１日から施行 

教育総務課 

19 議案第２７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 

①「子ども・子育て支援法」に基づく特定教育・保育施設又は特定地

域型保育事業の利用に係る支給認定保護者又は扶養義務者が負担す

べき費用について必要な事項を定めるもの 

 ア 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等の利用者負担の額 

 イ 熊谷市立保育所における延長保育料の額 

②平成２７年４月１日から施行 

保育課 

20 議案第２８号 市道路線の認定について 都市計画法の規定に基づき本市に帰属された道路等の認定（１２路線） 管理課 

 



１　予算規模 （単位：千円）

補　正　額

(第７号) 2,423,405

(第１号) △ 55,636

(第１号) 26,090

(第１号) △ 15,000

(第１号) 3,000

0

△ 41,546

2,381,859

0

2,381,859

２　歳出補正予算の主なもの

補 正 額 担 当 課

2 総務費 1,501,051 企画課

3 民生費 68,000 障害福祉課

6 農林水産業費 1,500 農地整備課

※この他、地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生関連交付金）対象事業として、768,089千円を３月補正予算に計上しています。

会　　　　計　　　　区　　　　分

水 道 事 業 会 計

合　　　　　計

95,511,289

2,311,524

特別会計の計(今回歳入歳出予算の補正は4会計)

特

別

会

計

一 般 会 計 補 正 予 算 62,940,305

30,147,579

そ の 他 の 特 別 会 計

65,363,710

377,201

1,271,619

下 水 道 特 別 会 計 補 正 予 算 3,666,283 3,692,373

合　　計

380,201

平成27年2月24日発表
担当課：財政課

6,802,596

99,932,026

補 正 前 の 額

平成２６年度３月補正予算（案）の概要

6,802,596

102,313,885

農業集落排水事業特別会計補正予算

備　　　　　　　　　　考

22,491,862

30,189,125

22,547,498

2,311,524

土地区画整理事業特別会計補正予算 1,286,619

一 般 会 計 及 び 特 別 会 計 の 計 93,129,430

国民健康保険特別会計補正予算

障害者自立支援給付事業

款 事　　　　　　項

公共施設建設基金積立事業

　　　　担当者　総合政策部財政課　櫻井
　　　　連絡先　048-524-1111（内線241）

（単位：千円）

土地改良施設維持管理経費

農業用ため池の機能保全を目的に、大里地区
の三階沼（小八林）について、耐震点検を実
施する（国の補正予算を活用し繰越明許費と
する）。

障害者総合支援法に基づく各サービスの利用
件数等が、当初の見込みより増加したことに
伴い、給付費を増額する。

今後の公共施設アセットマネジメント計画を
見据え、公共施設の整備に要する経費の財源
を確保するため、基金に積立てを行う。



１． 事業概要

２．

３． その他

※

担当者 　　担当

連絡先 　　内線

資料の有無（　　有　　・　　無　　）

総合政策部 企画課 持田

℡　048-524-1111 214

熊谷市
記者クラブ取材情報（予算関連）

（内容）
　公共施設の整備に要する経費の財源に充てるための基金に積立てを行います。

（経緯）
　今後策定する予定の熊谷市アセットマネジメント基本方針に基づき、公共施設を
整備するための費用を確保するため、計画的に基金を積み立てる必要があります。

（基金の状況）
Ｈ22年度末　1,101,259,553円
Ｈ23年度末　3,305,077,746円
Ｈ24年度末　5,310,627,907円
Ｈ25年度末　6,312,187,915円
Ｈ26年度末　7,823,459,999円（見込み）

特徴やPRポイント

今後、計画的に積み立て、公共施設のアセットマネジメントの推進に役立てます。

事業の名称等  
 

    公共施設建設基金積立事業 

      ＜速報＞ 

平成２６年度３月補正予算（案）概要 

     平成２７年２月２４日発表 
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１． 事業概要

２．

３． その他

※

担当者 　　担当

連絡先 　　内線

資料の有無（　　有　　・　　無　　）

福祉部 障害福祉課 持田

℡　048-524-1111 287

熊谷市
記者クラブ取材情報（予算関連）

　障害者が日常生活や社会生活を営むための支援として、障害者が障害者総合支援
法に基づく障害福祉サービスを利用した場合に、サービスに要した費用の９割を給
付しています（所得に応じた負担軽減措置あり）。
　サービスごとの利用者合計数が前年度比約1.2倍になっていること、費用を算定す
る際に基準となるサービスごとの単位数が上がったこと、一単位あたりの単価が上
がったこと等の影響により、給付費が増加しています。
　当初予算では給付費として2,190,000,000円を見込んでいましたが、不足が見込ま
れるため補正予算措置を行うものです。

特徴やPRポイント

　支援制度が充実し、施設整備が進む中、利用者のニーズに合った適切なサービス
提供に努めています。

事業の名称等  
 

     障害者自立支援給付事業 

      ＜速報＞ 

平成２６年度３月補正予算（案）概要 

     平成２７年２月２４日発表 
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１． 事業概要

２．

３． その他

※

担当者 　　担当

連絡先 　　内線

熊谷市
記者クラブ取材情報（予算関連）

（目的）土地改良事業で築造された施設の機能を保持する。

（内容）大里地区の三階沼について、耐震点検として堤のボーリング調査、１箇所
を実施します。

（経緯）平成２５年度から２カ年で、市内のかんがい用ため池３２個所の一斉点検
調査を実施しました。調査内容は現況調査で、決壊の危険度、周辺への影響確認が
主なものです。
　本市のため池は、決壊のおそれはありませんが、国からの指導により調査を行っ
たものです。
　結果として、ため池周辺への影響が比較的大きいことが予想される大里地区の三
階沼の、より詳細な調査を実施します。

（効果）調査結果により、危険と判断された場合、耐震化のための補修事業につい
て国からの支援があります（補助金が交付されます。）。

特徴やPRポイント

国の経済対策に伴う補正予算対応

資料の有無（　　有　　・　　無　　）

産業振興部 農地整備課 山下

℡　048-588-1325

事業の名称等  

      ＜速報＞ 

平成２６年度３月補正予算（案）概要 

     平成２７年２月２４日発表 

事業の名称等  
  

     土地改良施設維持管理経費 

3



地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生関連交付金）対象事業一覧 単位：千円

事業名
予算額

（３月補正）
事業概要 担当課

1
熊谷市誕生10周年記念プレミアム
付商品券発行事業

448,000
　市内における消費喚起と地域経済の活性化を目的に、総額２４億円のプレミアム付商品券
を発行する実行委員会に対し、プレミアム分（２０％）及び事務経費を補助する。

商業観光課

2 まち元気・熊谷市商品券発行事業 89,800

　市内における消費喚起と地域経済の活性化を目的に、市の補助制度等の一部について、
現金支給から、市内の登録店のみで利用できる熊谷市商品券に替えて交付する。（三世代
ふれあい家族住宅取得等応援事業、敬老祝金等給付事業）
　また、商品券の利用を希望する方に対し窓口販売を併せて実施する。

商業観光課

3 敬老祝金等給付事業 36,650
　市内における消費喚起と地域経済の活性化を目的に、市内の登録店のみで利用できる商
品券を作成し、喜寿等の祝金を商品券で交付する。

長寿いきがい課

4
三世代ふれあい家族住宅取得等
応援事業

50,220

　親世帯と子世帯がお互いに支援し合い、高齢者の孤立防止や子育て応援等を図ることを
目的に、市内で親世帯と子世帯が同居又は近居し、住宅を新築、購入又は増改築した場
合、費用の一部を補助する。なお、補助金の交付について、市内における消費喚起と地域
経済の活性化を目的に商品券で交付する。

長寿いきがい課

5
「地方版総合戦略」
の策定

総合戦略策定事業 11,293 　国のまち・ひと・しごと総合戦略に基づき熊谷版総合戦略を策定する。 企画課

6
熊谷で暮らす・転入促進パンフレッ
ト作成事業

2,070 　市外からの若年層の転入促進を目的に、各種制度をＰＲするパンフレットを作成する。 企画課

7
あっぱれ・天晴・スマートハウス補
助事業

30,000
　「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、５０万円を限度に費用の一部を補助する。

環境政策課

8
地域しごと支援
事業等

企業誘致推進事業 39,096

　アンケート調査に基づき、市内への立地の意向がある企業に対し、電話・訪問によるヒアリ
ング調査を行う。
　新たに事業所を設置した企業に対し奨励金を交付する（3年間）。また、市内企業が増設や
新たに市民を雇用した場合に対し奨励金を交付する。

企業活動支援課

9 産学連携推進事業 1,087
　新たな産業を創出するため、産学連携による新製品等開発を支援する。
　商工会議所等が主催する産学連携による「熊谷発　ビジネスプランコンテスト」の経費の一
部を補助する。

企業活動支援課

10 女性の起業は熊谷ｄｅ事業 1,941
　地域からの産業の創出を図るため、起業を目指す女性を対象に、セミナー、相談会の開
催、空き店舗活用による事業支援を実施する。

企業活動支援課

11 空き店舗活用支援事業 3,500 　空き店舗を利用し、創業する事業者を支援する。 商業観光課

項目

ＵＩＪターン助成

創業支援

地域における消
費喚起策



事業名
予算額

（３月補正）
事業概要 担当課項目

12
あっぱれ・アピール・ＦＭ-ＮＡＣＫ５
番組放送事業

3,009
　本市の知名度向上を目的に、うちわ祭期間中の１日、「熊谷ｐｒｅｓｅｎｔｓ ＧＯＧＯＭＯＮＺスペ
シャル」（仮称）と題して、祭り会場からの中継も含め、熊谷市一色の１０周年記念特番を地
元ＦＭ局の人気番組を借り切って放送する。

広報広聴課

13
熊谷の魅力発信！シティセールス
推進事業

14,866

　本市の知名度向上と観光客の獲得を目的に、シティセールスの観点を盛り込んだ観光情
報誌や、全国書店で販売される「るるぶ情報版　埼玉」にブックインブック形式で綴じ込む「る
るぶ熊谷」小冊子版を作成する。また、地元商品・物産の販売促進を目的に、雪くま等を紹
介した「熊谷ご当地グルメ」チラシを作成し新聞折込を実施する。さらに、観光資源の発掘や
地域ブランドの強化に向けたアイデア等の立案について、観光アドバイザー等の専門家に
業務委託する。

商業観光課

14 暑さ対策えんむすび日傘事業 1,800
　妻沼聖天山周辺の商店街等に、誰でも自由に使える日傘（和傘）を置き、観光客のまちな
かの移動を快適にするとともに、「おもてなしの熊谷」をピーアールする。

商業観光課

15
熊谷の魅力発見観光・文化財ナビ
導入事業

5,457
　観光客の獲得を目的に、市内の観光名所や文化財等を紹介するアプリ「熊谷市観光・文
化財ナビ」を導入する。

社会教育課

16
子育て応援予防接種スケジュール
支援アプリ導入事業

1,480 　予防接種の時期等を管理するアプリ「子育てモバイルサービス」を導入する。 健康づくり課

17 不妊治療費助成事業 11,030 　不妊治療費の一部を補助する。 健康づくり課

18 子育て応援自転車おでかけ事業 2,000 　幼児2人同乗用自転車の購入費の一部を補助する。 こども課

19
ハローエンジェル誕生記念品プレ
ゼント事業

2,500 　新生児誕生記念として、子育てに必要な物品（ブランケット等）を贈呈する。 こども課

20 暑さ対策ちびっこ元気事業 3,500
　熱中症予防のため、３歳児を対象に、熊谷市オリジナルの冷却機能を備えた垂れ付き帽
子を配布する。

こども課

21
学習支援充実くまなびスクール事
業

8,790
　学力日本一を目指し、中学生を対象に、教員ＯＢや大学生等を指導者に、各学校において
補充学習を実施する。

学校教育課

768,089 ２１事業合　　計

尐子化対策

観光振興


	1-1
	1-2-1
	1-2-2
	1-2-3
	1-2-4
	1-2-6

