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平成２９年１２月定例会提出 予算・一般議案一覧
Ｈ２９．１１．３０

№ 議案番号 議 案 の 題 名 概 要 所管課

1 議案第７７号 専決処分の承認を求めることについて

（平成２９年度 熊谷市一般会計補正予算（第３号））

歳入歳出予算の補正

（衆議院議員総選挙及び国民審査事業 ６３，８０１千円）

財政課

2 議案第７８号 平成２９年度 熊谷市一般会計補正予算（第４号） 別紙参照 財政課

3 議案第７９号 熊谷市情報公開条例の一部を改正する条例 ①妻沼南河原環境施設組合の解散に伴い、同組合から承継する行

政情報の取扱いに関し必要な事項を定めるもの

②平成３０年４月１日から施行

庶務課

4 議案第８０号 熊谷市個人情報保護条例の一部を改正する条例 ①妻沼南河原環境施設組合の解散に伴い、同組合から承継する個

人情報等の取扱いに関し必要な事項を定めるもの

②平成３０年４月１日から施行

庶務課

5 議案第８１号 熊谷市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正

する条例

①「地方公務員の育児休業等に関する法律」等の一部改正に伴い、

非常勤職員に係る育児休業の期間を拡充することができる場

合等を定めるもの

②平成３０年１月１日から施行

職員課

6 議案第８２号 熊谷市男女共同参画推進センター条例の一部を改正

する条例

①熊谷市男女共同参画推進センターの会議室の移設に伴い、当該

会議室の使用料の額を見直すもの

②平成３０年４月１日から施行

男女共同参

画室

7 議案第８３号 熊谷市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 ①国民健康保険税の賦課限度額の見直しを行うもの

ア 医療給付費分 ５２万円 → ５４万円

イ 後期高齢者支援金等分 １７万円 → １９万円

②平成３０年４月１日から施行

保険年金課

8 議案第８４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の一部を改正する条例

①「子ども・子育て支援法施行規則」の一部改正に伴い、利用者

負担の額の算定基準を見直すもの

②平成３０年４月１日から施行

保育課
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9 議案第８５号 熊谷市立妻沼南河原環境浄化センター条例 ①妻沼南河原環境施設組合の解散による事務の承継に伴い、熊谷

市立妻沼南河原環境浄化センターの設置及び管理について定

めるもの

②平成３０年４月１日から施行

環境推進課

10 議案第８６号 熊谷市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委

員の定数を定める条例

①「農業委員会等に関する法律」の一部改正に伴い、熊谷市農業

委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数等を定める

もの

②公布の日から施行

農業委員会

事務局

11 議案第８７号 損害賠償の額の決定及び和解について 平成１４年４月１日に発生した自動車事故により相手方を負傷

させ、その後相手方が死亡したため、その遺族に対し、治療費、

慰謝料、逸失利益等を賠償し、和解するもの

環境美化セ

ンター

12 議案第８８号 公の施設の指定管理者の指定について

（熊谷市立健康スポーツセンター）

①指定管理者となる団体

株式会社 クリーン工房

②指定の期間 平成３０年４月１日～平成３３年３月３１日

健康づくり

課

13 議案第８９号 公の施設の指定管理者の指定について

（熊谷市立老人福祉センター）

①指定管理者となる団体

社会福祉法人 熊谷市社会福祉協議会

②指定の期間 平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日

長寿いきが

い課

14 議案第９０号 公の施設の指定管理者の指定について

（熊谷市立箱田高齢者・児童ふれあいセンター）

①指定管理者となる団体

社会福祉法人 熊谷市社会福祉協議会

②指定の期間 平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日

長寿いきが

い課

15 議案第９１号 公の施設の指定管理者の指定について

（熊谷市立障害福祉会館）

①指定管理者となる団体

特定非営利活動法人 熊谷市身体障害者福祉会

②指定の期間 平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日

障害福祉課

16 議案第９２号 公の施設の指定管理者の指定について

（熊谷市勤労青少年ホーム、熊谷市熊谷勤労者体育セ

ンター及び熊谷市立勤労会館）

①指定管理者となる団体

日本環境マネジメント株式会社

②指定の期間 平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日

商工業振興

課
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17 議案第９３号 公の施設の指定管理者の指定について

（熊谷市立商工会館）

①指定管理者となる団体

熊谷商工会議所

②指定の期間 平成３０年４月１日～平成３３年３月３１日

商工業振興

課

18 議案第９４号 字の区域を新たに画し、及び変更することについて 熊谷中央土地改良区において施行中である県営経営体育成基盤

整備事業の換地処分に伴い、字の区域を新たに画し、及び変更す

るもの

農地整備課

19 議案第９５号 妻沼南河原環境施設組合の解散及び財産処分につい

て

妻沼南河原環境施設組合を解散すること及び同組合の解散に伴

う財産処分について協議するもの

環境推進課

20 議案第９６号 熊谷市総合振興計画基本構想について 熊谷市総合振興計画基本構想を定めるもの 企画課

21 議案第９７号 市道路線の認定について 小島土地改良区における県営畑地帯総合農地整備事業に伴い整

備された道路等の認定（４９路線）

管理課

22 議案第９８号 市道路線の廃止について 小島土地改良区における県営畑地帯総合農地整備事業に伴い整

備された事業区域と重複する市道路線等の廃止（６１路線）

管理課



１　予算規模 （単位：千円）

補　正　額

(第４号) 191,163 

0 34,077,847 

191,163 

0 

191,163 

２　歳出補正予算の主なもの

　　一 般 会 計

補 正 額 担 当 課

2 総 務 費 2,000 男女共同参画室

4,500 長寿いきがい課

48,000 こども課

5,820 農業振興課

54,677 農地整備課

平成29年11月30日発表
担当課：財政課

平成２９年度１２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　 64,501,015 64,692,178 

特 別 会 計 の 計 34,077,847 

一 般 会 計 及 び 特 別 会 計 の 計 98,578,862 98,770,025 

水   道   事   業   会   計 6,640,000 6,640,000 

合　　　　　計 105,218,862 105,410,025 

（単位：千円）

款 事　　　　　　項 備　　　　　　　　　　考

男女共同参画推進センター管理
運営経費

　利用者のニーズに応えるため、男女共同
参画推進センターに新たに７８人定員の会
議室を整備する。

「総合戦略」三世代ふれあい家
族住宅取得等応援事業

　三世代ふれあい家族住宅取得等応援事業
補助金の申請件数が当初の見込みより増加
したため、予算を追加する。

「総合戦略」こども医療費助成
事業

　こども医療費の給付実績が当初の見込み
より増加したため、予算を追加する。

農業災害支援事業
　台風第２１号により被害を受けた農家に
対し、病害虫防除用農薬の購入費を補助す
る。

排水機場維持管理経費
　埼玉県が実施する奈良川排水機場の整備
事業費の増額に伴い、経費の負担割合に応
じ、予算を追加する。

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

3 民 生 費

7 農林水産業費



１ 事業概要

２

３ その他

※

担当者 　　担当

連絡先 　　内線

（内容）
　熊谷駅周辺での会議、研修等の開催ニーズに応えるため、ティアラ２１の４階
に、新たに男女共同参画推進センターの会議室（１５３．１㎡・定員７８人）を設
置し、会議室に必要な什器類を整備します。
　※　平成３０年４月から利用開始予定

（経緯・経過）
　既存の会議室（４７．４㎡・定員２４人）は廃止し、隣接するパスポートセン
ターを拡張整備します。

特徴やPRポイント

　熊谷駅直結で、十分な駐車スペースも備えた施設の利便性を活かし、定員７８人
の大会議室を整備することにより、市内外を問わず、より大人数で利用可能な会議
室へのニーズに応えることができます。

　会議室が広くなることで、参議院議員通常選挙等の選挙時にも期日前投票所の開
設が可能となり、投票率の向上にも寄与します。

資料の有無（　　有　　・　　無　　）

市民部 男女共同参画室 橋本

℡　048-599-0011

熊谷市
記者クラブ取材情報（予算関連）

＜速報＞

平成２９年度１２月補正予算（案）概要

平成２９年１１月３０日発表

事業の名称等

　男女共同参画推進センター管理運営経費



１． 事業概要

２．

３． その他

※

担当者 　　担当

連絡先 　　内線

（目的）
　本事業は、定住人口を増加し、世代間で支え合う多世代家族の形成を推進するた
め、親世帯と子世帯が、市内で同居又は近居し、住宅を新築・購入し、又は増改築
した場合の費用の一部を補助することとしています。

（内容）
　本事業は、市民に好評で、当初の想定を超える見込みとなったことから、補助金
を追加して予算措置するものです。
　Ｈ２８年度申請件数：１７６件（うち、市外からの転入者：６０世帯１９７人）
　Ｈ２９年度申請件数（１０月末まで）
　　　　　　　　　　：１３９件（うち、市外からの転入者：４３世帯１４９人）

〈補助対象等〉
　市内で同居し、又はおおむね１ｋｍ以内に近居するため、住宅を新築・購入し、
又は５００万円以上の増改築をした場合には、費用の１％を市内で使用できる商品
券により補助します。
　上限額は、市内事業者施工の場合は２５万円、それ以外の場合は２０万円です。

特徴やPRポイント

　補助金を商品券により交付することや、定住人口増加のための固定資産税の課税
免除制度を併せて活用すること等により、定住人口の増加や、地域経済の活性化、
地域消費喚起への効果が期待されます。
　また、三世代の同居等のため、市外から転入し、スマートハウス（太陽光発電、
エネファーム、ＨＥＭＳ、ＬＥＤ照明を全て備えた住宅）を新築した場合、以下の
事業を組み合わせることにより、最大で約１００万円のメリットを受けられます。
・本事業＝最大２５万円の商品券
・固定資産税・都市計画税の課税免除＝３年間で２０～２５万円
・スマートハウス補助金＝５０万円

資料の有無（　　有　　・　　無　　）

福祉部 長寿いきがい課 茂木

℡　048-524-1111 271

熊谷市
記者クラブ取材情報（予算関連）

　　　　　　＜速報＞

平成２９年度１２月補正予算（案）概要

     平成２９年１１月３０日発表

事業の名称等

「総合戦略」三世代ふれあい家族住宅取得等応援事業



１ 事業概要

２

３ その他

※

担当者 　　担当

連絡先 　　内線

【目的・経緯】
　本事業は、子育て世代の経済的負担の軽減策の一環として、子供の医療費の自己負担額を
無料化するものです。本市では、平成２９年１月からは無料化の対象年齢を高等学校卒業
（１８歳に達する年度の末日）まで拡大するとともに、市税完納等の受給資格要件を導入し
ました。

【内容】
　受給資格要件の導入の結果、市税等の完納世帯が増加したため、給付費が当初の想定を超
える見込みとなったことから、給付費を追加して予算措置するものです。

特徴やPRポイント

　市税完納の受給資格要件は、小、中、高校生までの世帯が市税等を完納していることを要
件としています。また、低所得者世帯等への配慮のため、市税等を完納に向けて分納してい
る場合等についても、特例措置として受給資格要件を認めています。

資料の有無（　　有　　・　　無　　）

福祉部 こども課 赤沼大輔

℡ 372

熊谷市
記者クラブ取材情報（予算関連）

＜速報＞

平成２９年度１２月補正予算（案）概要

平成２９年１１月３０日発表

事業の名称等

　「総合戦略」こども医療費助成事業



１ 事業概要

２

３ その他

※

担当者 　　担当

連絡先 　　内線

（経緯）
　平成２９年１０月２３日（月）未明の台風第２１号による暴風雨の影響により、
ねぎの倒伏等、農作物の一部に大きな被害が生じ、埼玉県農業災害対策特別措置条
例の規定に基づく「特別災害」の指定を受けました。

（内容）
　被害に遭った農業者に対し、県の補助金を活用し、病害虫防除用の農薬購入費や
樹勢回復用の肥料購入費等として、作物ごとに補助金（県１／２、市１／２負担）
を交付します。
　ねぎ　　　２，７００円／１０ａ
　　　　　（農薬購入費　１，６００円、肥料購入費　１，１００円）
　きゅうり　２，２００円／１０ａ
　　　　　（農薬購入費　１，５００円、肥料購入費　７００円）
　牧草　　　１，７００円／１０ａ
　　　　　（種苗購入費　１，７００円）

特徴やPRポイント

【主な被害農作物／被害面積】＊被害面積程度３０％（牧草の場合７０％）以上
　ねぎ：１６４㏊
　きゅうり（ハウス）：約０．６㏊
　牧草：２７．８㏊
※　被害額　約４億８，７９２万円

資料の有無（　　有　　・　　無　　）

産業振興部 農業振興課 柏木

℡　048-588-1321 343

熊谷市
記者クラブ取材情報（予算関連）

＜速報＞

平成２９年度１２月補正予算（案）概要

平成２９年１１月３０日発表

事業の名称等

農業災害支援事業



１ 事業概要

,

２

３ その他

　

※

担当者 　　担当

連絡先 　　内線

（内容）
　県営かんがい排水事業「奈良川地区」において、平成３０年度に予定していた奈
良川排水機場のポンプの更新工事を今年度に前倒しで実施することに伴い、負担金
が増額するため、予算措置するものです。

（対象施設）
　奈良川排水機場
  葛和田291-1、昭和５３年度竣工、受益面積：374ha(水田283ha、畑91ha)

（県営事業目的）
  計画的な保全対策による施設の長寿命化、維持管理費の低減

（県営事業実施内容）
　事業期間：平成２７年度～平成３１年度（予定）
  総事業費：６７１，９００千円
　事業内容：１号原動機の更新、１号ポンプ・減速機の補修整備、
　【追加】：２号原動機の更新、２号ポンプ・減速機の補修整備、その他自家発電
　　　　　　機等の更新

特徴やPRポイント

　農地耕作条件改善事業の活用により、更新予算が確保されたため、来年度予定し
ていた２号ポンプ等の更新を早期に着手できることで、施設の長寿命化や受益地の
水害の予防が図られます。

　事業費負担割合
　　国50％（0%）、県25%（75%）、市25%（25％）　※カッコ内は事務費負担割合
　　関係市受益面積割合　熊谷市97.5%、行田市2.5%

資料の有無（　　有　　・　　無　　）

産業振興部 農地整備課 大島　実

℡　588-1325 322（妻沼庁舎）

熊谷市
記者クラブ取材情報（予算関連）

＜速報＞

平成２９年度１２月補正予算（案）概要

平成２９年１１月３０日発表

事業の名称等

　排水機場維持管理経費


