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  Ｈ２７．５．２９ 

№ 議案番号 議 案 の 題 名 概      要 所管課 

1 議案第３４号 専決処分の承認を求めることについて 

（平成２６年度 熊谷市一般会計補正予算

（第８号）） 

繰越明許費の補正 

（「大雪対応」農業者支援事業      ５４４，２９２千円） 

（第２北大通線道路改良事業        １４，４５８千円） 

（年代八ツ口線道路改良事業        １４，５６８千円） 

（市営住宅維持管理経費           ４，５３６千円） 

財政課 

2 議案第３５号 専決処分の承認を求めることについて 

（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２号）） 

繰越明許費 

（籠原中央第一土地区画整理実施事業    ７５，４２０千円） 

（上石第一土地区画整理実施事業      １１，４００千円） 

（上之土地区画整理実施事業        ７２，２３５千円） 

財政課 

3 議案第３６号 専決処分の承認を求めることについて 

（熊谷市税条例等の一部を改正する条例） 

①「地方税法」の一部改正に伴うもの 

ア 固定資産税に係る土地の負担調整措置の継続 

イ 原動機付自転車及び二輪車等に係る軽自動車税の税率の引上げ

時期の延期 

②アの改正は平成２７年４月１日から、イの改正は公布の日から施行 

市民税課 

資産税課 

4 議案第３７号 専決処分の承認を求めることについて 

（熊谷市都市計画税条例の一部を改正する条

例） 

①「地方税法」の一部改正に伴い、都市計画税に係る土地の負担調整

措置の継続等を行うもの 

②平成２７年４月１日から施行 

資産税課 

5 議案第３８号 専決処分の承認を求めることについて 

（熊谷市国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例） 

①「地方税法施行令」の一部改正に伴うもの 

ア ５割減額対象世帯の所得の減額判定基準額の算定に係る被保険

者の数に乗じる金額を２４万５千円から２６万円に引き上げる。 

イ ２割減額対象世帯の所得の減額判定基準額の算定に係る被保険

者の数に乗じる金額を４５万円から４７万円に引き上げる。 

②平成２７年４月１日から施行 

保険年金課 

平成２７年６月定例会提出 予算・一般議案一覧 
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6 議案第３９号 専決処分の承認を求めることについて 

（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小規模保育事業、居宅訪問型保育事業等の職員について、１人に限

り保育士とみなすことができるものに、新たに準看護師を追加する

もの 

②平成２７年４月１日から施行 

保育課 

7 議案第４０号 専決処分の承認を求めることについて 

（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身体障害者手帳、療育手帳等の交付を受けている在宅障害児等が属

する市区町村民税非課税世帯等について、利用者負担額を無料とす

るもの 

②平成２７年４月１日から施行 

保育課 

8 議案第４１号 平成２７年度 熊谷市一般会計補正予算（第

１号） 

別紙参照 財政課 

9 議案第４２号 熊谷市税条例等の一部を改正する条例 ①「地方税法」の一部改正に伴うもの 

ア “ふるさと納税”ワンストップ特例制度の創設 

イ 固定資産税に係る“わがまち特例”の導入 

ウ 軽自動車税に係る“グリーン化特例”（軽課税率）の導入 

エ 旧３級品の製造たばこに係る市たばこ税の税率の見直し 

②ア・イ・ウの改正は公布の日から、エの改正は平成２８年４月１日

から施行 

市民税課 

資産税課 

10 議案第４３号 熊谷市都市計画税条例の一部を改正する条例 ①「地方税法」の一部改正に伴い、都市再生特別措置法に基づき認定

事業者が取得する家屋に係る課税標準の特例措置の新設を行うもの 

②公布の日から施行 

資産税課 

11 議案第４４号 熊谷市立学校設置条例の一部を改正する条例 ①熊谷市立吉岡幼稚園及び熊谷市立秦幼稚園を廃止するもの 

②熊谷市立秦幼稚園に係る部分は平成２８年４月１日から、熊谷市立

吉岡幼稚園に係る部分は平成３０年４月１日から施行 

教育総務課 

12 議案第４５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３東児童クラブ、熊谷市立第４石原児童クラブ及

び熊谷市立第２別府児童クラブを開設するもの 

②平成２７年９月１日から施行 

保育課 
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13 議案第４６号 熊谷都市計画事業籠原中央第二土地区画整理

事業施行規程に関する条例を廃止する条例 

①熊谷都市計画事業籠原中央第二土地区画整理事業の清算事務が終了

したため、条例を廃止するもの 

②公布の日から施行 

都市計画課 

14 議案第４７号 熊谷市ラグビーワールドカップ２０１９運営

基金条例 

①ラグビーワールドカップ２０１９の準備及び運営に要する経費の財

源に充てるため、熊谷市ラグビーワールドカップ２０１９運営基金

を設置するもの 

②公布の日から施行 

ラグビーワ

ールドカッ

プ準備室 

15 議案第４８号 工事請負契約の締結について 

（防災行政無線（固定系）デジタル化整備工

事） 

①概要 親局及び屋外子局のデジタル化、屋外子局の増設等 

②契約金額 ７３７，６４０，０００円 

危機管理室 

（契約室） 

16 議案第４９号 工事請負契約の締結について 

（熊谷市立大里中学校屋内運動場建築工事） 

①概要 屋内運動場 鉄筋コンクリート造２階建て １棟 

②契約金額 ４６４，４００，０００円 

教育総務課 

（契約室） 

17 議案第５０号 工事請負契約の締結について 

（熊谷市立妻沼小学校屋内運動場建築工事） 

①概要 屋内運動場 鉄筋コンクリート造平屋建て １棟 

附属棟   鉄筋コンクリート造平屋建て １棟 

軽量鉄骨造平屋建て ２棟 

②契約金額 ３７０，４４０，０００円 

教育総務課 

（契約室） 

18 議案第５１号 工事請負契約の締結について 

（熊谷市立吉岡小学校屋内運動場建築工事） 

①概要 屋内運動場 鉄筋コンクリート造平屋建て １棟 

附属棟   鉄筋コンクリート造平屋建て １棟 

②契約金額 ３６４，９２１，２００円 

教育総務課 

（契約室） 

19 議案第５２号 財産の取得について 

（水槽付消防ポンプ自動車（Ⅱ型）） 

①概要 水槽付消防ポンプ自動車（Ⅱ型） １台 

②取得価格 ５４，０００，０００円 

警防課 

（契約室） 

20 議案第５３号 財産の取得について 

（高規格救急自動車） 

①概要 高規格救急自動車 ２台 

②取得価格 ３７，５８４，０００円 

警防課 

（契約室） 

21 議案第５４号 財産の取得について 

（高度救命処置用資器材等） 

①概要 高度救命処置用資器材等 ２組 

②取得価格 ３３，９９８，４００円 

警防課 

（契約室） 
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22 議案第５５号 財産の取得について 

（消防デジタル無線受令機） 

①概要 車載デジタル受令機 ３４台 

卓上デジタル受令機 ３２台 

携帯デジタル受令機 ４１台 

②取得価格 １４，０３９，９２４円 

警防課 

（契約室） 

23 議案第５６号 市道路線の認定について 埼玉県農業大学校の整備等に伴う市道路線の認定（１３路線） 管理課 

24 議案第５７号 市道路線の廃止について 埼玉県農業大学校の整備等に伴う市道路線の廃止（１１路線） 管理課 

 



１　予算規模 （単位：千円）

補　正　額

(第1号) 286,506

0

286,506

0

286,506

２　歳出補正予算の主なもの

補 正 額 担 当 課

172,350
ラグビーワー
ルドカップ準

備室

98,250 市民課

4 衛生費 5,723 健康づくり課健康長寿事業

　県の補助金を活用し、健康寿命の延伸と医
療費の抑制を目的に、30歳から74歳までの市
民を対象とした「毎日１万歩運動　くまくま
ウォーキング」を実施する。

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

2 総務費

ラグビーワールドカップ
準備事業

　ラグビーワールドカップ2019開催都市に決
定したことに伴い、ラグビーワールドカップ
2019組織委員会に対する開催自治体分担金等
の経費を計上する。
　また、本大会の成功に向け、円滑な大会運
営等に要する経費の財源に充てるための基金
を創設し、積立てを行う。

マイナンバーカード等交
付事業

　10月から住民票を有する全ての方に12桁の
マイナンバー（個人番号）を通知するため、
通知カードの送付や個人番号カードの交付等
に関する事務経費を計上する。

（単位：千円）

款 事　　　　　　項 備　　　　　　　　　　考

水   道   事   業   会   計 6,820,000 6,820,000

合　　　　　計 104,140,000 104,426,506

特     別     会     計     の     計 32,720,000 32,720,000

一 般 会 計 及 び 特 別 会 計 の 計 97,320,000 97,606,506

平成2７年5月29日発表
担当課：財政課

平成２７年度６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　 64,600,000 64,886,506



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）

　ラグビーワールドカップ2019開催都市に決定したことに伴い、ラグビーワールド
カップ2019組織委員会に対する開催自治体分担金等の経費を計上する。
　【主な使途】　開催都市分担金：50,000,000円

　また、本大会の成功に向け、円滑な大会運営等に要する経費の財源に充てるため
の基金を創設し、積立てを行う。
　【積立金額】　100,000,000円

特徴やPRポイント

　ラグビーワールドカップ2019運営のための基金を新たに設置し、計画的に積立を
行うことで経費負担の平準化を図るとともに、大会の本市開催の更なる周知や、市
民はもとより多くのラグビーファンからの関心や寄附等が期待できる。

資料の有無（　　有　　・　　無　　）

総合政策部 ラグビーワールドカップ準備室 鯨井

℡　048-524-1111 390

事業の名称等  

ラグビーワールドカップ準備事業 

      ＜速報＞ 

平成２７年度６月補正予算（案）概要 
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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）
・マイナンバー制度のうち、法定受託事務に位置づけられた以下の２点について対応します。
　①「マイナンバー（個人番号）」を通知する。
　②「マイナンバー（個人番号）カード」を交付する。

（内容）
・「マイナンバー（個人番号）」の通知
　平成２７年１０月以降に、住民票を有する全ての方に付番する１人１つの１２桁の番号（マイナン
バー）を通知するため「通知カード」を送付します。
　「通知カード」は券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー（個人番号）が記載されたも
のとなります。

・「マイナンバー（個人番号）カード」の交付
　「通知カード」とともに送付される「マイナンバー（個人番号）カード交付申請書」に必要事項を
記入し、顔写真を添付して申請された方へ平成２８年１月以降「マイナンバー（個人番号）カード」
を無料で交付します。
　「マイナンバー（個人番号）カード」は、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー（個
人番号）が記載され、顔写真が表示されます。
　「マイナンバー（個人番号）カード」は、本人確認のための身分証明書として使えるほか、カード
のＩＣチップに搭載された電子証明書を用いてe-Tax（国税電子申告・納税システム）などの各種電
子申請等に使用できます。

特徴やPRポイント
・「マイナンバー（個人番号）カード」の交付場所について
　窓口の混雑緩和のため、交付場所を本庁及び行政センター（大里・妻沼・江南）の計４か所としま
す。（市で指定した交付場所にて受領していただきます。）

・「マイナンバー（個人番号）カード」の交付を予約制とします。
　窓口の混雑緩和と待ち時間短縮のため「マイナンバー（個人番号）カード」の受領希望日時を事前
予約してから来庁していただく方法を採用します。
　また、事前予約とカード関連の問い合わせに対応するため市の「コールセンター」を設置します。

資料の有無（　　有　　・　　無　　）

市民部 市民課 原口

℡　０４８－５２４－１１１１ 229

事業の名称等  

  マイナンバーカード等交付事業 

      ＜速報＞ 
平成２７年度６月補正予算（案）概要 
     平成２７年５月２９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）
　誰でも取り組みやすいウォーキングを中心とした毎日１万歩運動を実施し、誰もが毎日健康で医
療費が少なく生き生きと暮らすことができる健康長寿社会の実現を目的とします。
（内容）
　３０歳～７４歳までの市民１６０名を対象に教室を実施します。参加者に活動量計（歩数計）を
配付し、毎日１万歩を目標にウォーキングを６か月実施し、その間に正しい歩き方やバランスのよ
い食事のとり方についても指導を行います。熊谷保健センターに送信機能付きの体組成計及び血圧
計を設置し、その場所で参加者から体組成計及び活動量計のデータを送信してもらいます。
　教室参加前後に体力測定と血液検査を行い、検査データを比較し、健康づくりへの効果を検証し
ます。
（経緯）
　埼玉県が平成２４年度から「健康長寿プロジェクト」を推進し、７市のモデル事業の実施成果か
ら身体状況が改善し、医療費の抑制が実証されたことから、新たに「健康長寿埼玉モデル普及促進
事業補助金」制度を創設しました。本市においても健康寿命の延伸や医療費の抑制は、重要な課題
となっていることから、県補助金を活用し、本事業に取り組むことにいたしました。
（効果）
　教室終了後も自主的に継続できるよう支援することでウォーキングの普及と健康への意識の向上
につながり、また、医療費の負担の軽減にもつながるものと考えられます。

特徴やPRポイント
　参加者本人に実施効果が見え、やる気が継続できるように次のような取組を行う予定です。
　①教室参加前後に体力測定・血液検査を実施し評価を行います。
　②熊谷保健センターに設置した送信機能付きの体組成計及び血圧計を利用し、体組成計及び活動
　　量計のデータを専用サーバに送信することにより、個人のパソコンやスマートフォンを利用し
　　データの経過が見られます。
　③参加者のうち、身体状況の改善した結果の優秀者上位３名、各コースごとに目標達成者の中か
    ら抽選で３名に「熊谷市商品券」の贈呈を行います。

資料の有無（　　有　　・　　無　　）

市民部 熊谷保健センター 宇田

℡　　048-526-5737（直通）

事業の名称等  

健康長寿事業  「毎日１万歩運動 くまくまウォーキング」 

      ＜速報＞ 

平成２７年度６月補正予算（案）概要 
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