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１ 実施計画の概要 

（１）計画策定の目的 

第５次八潮市総合計画では、「共生・協働」「安全・安心」をまちづくり

の基本理念とし、将来都市像『住みやすさナンバー１のまち 八潮』の実

現を目指し、平成 28 年度から平成 37 年度までを計画期間とした基本計画

を策定しました。 

実施計画は、基本計画で示される「基本目標」を計画的に実施していく

ため、具体的な事業内容や経費などの概要を明らかにし、毎年度における

予算編成や事業実施にあたっての具体的な指針となるよう、短期計画とし

て定めるものです。 

 

（２）実施計画事業の性格 

実施計画事業は、基本計画の分野における「基本目標」の実現や、「施策

の内容」を計画的かつ効果的に達成することを目的として、計画期間内に

実施する事業とします。 

 

（３）実施計画の基本方針 

実施計画の策定においては、中長期的な財政見通しや諸計画等との連携

を図るため、関係部局と緊密な協議、調整を図りながら策定します。 

    

（４）計画の期間 

社会経済情勢の変化や実施計画を取り巻く環境の変化に対応するととも

に、事業内容や実施時期に弾力性を持たせるため、毎年度ローリングを行

っています。 

第５次八潮市総合計画の計画期間は平成 28 年度～平成 37 年度までであ

り、平成 29 年度は平成 30 年度～平成 32 年度までの実施計画を策定しま

した。 

 

（５）基本計画の施策体系及び事務事業 

第５次八潮市総合計画基本計画は、各種の施策を効率的かつ効果的に実

施していくうえで、６章、42 節を総合的、体系的に位置付けています。 

また、各施策に位置づけられた事務事業の総数は 342 事業あり、次のよ

うな施策の体系となっています。 
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第１章 教育文化・コミュニティ：学びとつながりを大切にするまち（79 事業） 

 １節 生涯にわたり楽しく学べる環境づくり 

  （１）生涯学習機会の充実 

  （２）情報提供・相談体制の充実 

  （３）学習成果の活用 

 ２節 次代を担う人づくり 

  （１）教育内容の充実 

  （２）教育環境の充実 

  （３）指導体制の充実 

  （４）食育、健康・安全教育の充実 

  （５）特別支援教育の充実 

  （６）教育相談の充実 

  （７）家庭や地域と一体となった教育体制の充実 

  （８）幼児教育の推進 

  （９）高等教育機関との連携・誘致 

 ３節 心豊かな青少年を育む環境づくり 

  （１）青少年育成体制の充実 

  （２）青少年の社会参加の促進 

  （３）青少年活動の推進 

 ４節 社会の要請に応えた教育の環境づくり 

  （１）社会教育活動の充実 

  （２）社会教育活動の推進 

  （３）家庭における教育の充実 

  （４）社会教育環境の整備 

 ５節 人権を尊重する社会づくり 

  （１）人権教育の推進 

  （２）人権啓発の推進 

 ６節 平和な社会づくり 

  （１）平和教育の推進 

  （２）平和意識の高揚 

 ７節 個性あふれる豊かな市民文化づくり 

  （１）文化活動の推進 

  （２）文化施設の充実 

  （３）文化財保護事業の推進 

  （４）郷土の歴史･文化普及事業の推進 

 ８節 ふれあいと連帯感にみちた地域社会づくり 
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  （１）コミュニティ活動の推進 

  （２）コミュニティ環境の整備 

  （３）外国籍住民との交流の促進 

 ９節 男女がともに育む社会づくり 

  （１）男女共同参画の促進 

  （２）相談体制等の充実 

  （３）男女平等意識の高揚 

  （４）仕事と家庭・地域生活の両立 

 

 

第２章 健康福祉・子育て：誰もがいきいきと暮らせるまち（78 事業） 

 １節 ともに支え合う、心豊かな健康づくり 

  （１）心豊かな健康づくりの推進 

  （２）保健サービスの充実 

 ２節 いのちを守る医療体制づくり 

  （１）地域医療提供体制の充実 

  （２）地域救急医療体制の整備 

 ３節 誰もが安心して生活できる社会づくり 

  （１）国民健康保険制度の適切な運用 

  （２）後期高齢者医療制度の適切な運用 

  （３）国民年金制度の理解促進 

 ４節 スポーツ・レクリエーションに親しめる環境づくり 

  （１）スポーツ・レクリエーション活動の推進 

  （２）スポーツ・レクリエーション活動体制の充実 

  （３）スポーツ・レクリエーション団体の育成 

  （４）スポーツ・レクリエーション施設の充実 

 ５節 互いに支え合い誰もが安心して暮らせる社会づくり 

  （１）相互扶助意識の高揚 

  （２）地域福祉環境の整備 

  （３）地域福祉活動の充実 

  （４）生活の安定のための支援 

 ６節 安心して暮らせ活躍できる長寿社会づくり 

  （１）社会参加の促進と生きがいづくり 

  （２）高齢者が安心して暮らすことができる環境の整備 

  （３）地域支援事業の推進 

  （４）介護保険サービスの充実 
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 ７節 障がい者の安心を支える社会づくり 

  （１）在宅福祉サービスの充実 

  （２）障がい者（児）施設・住環境の整備 

  （３）障がい児等の早期療育の充実 

  （４）社会参加の促進 

  （５）安全、安心のまちづくりの推進 

 ８節 全ての子どもの幸せづくり 

  （１）子育て支援の推進 

  （２）保育施設の整備 

  （３）保育内容の充実 

  （４）要保護児童対策の推進 

  （５）ひとり親家庭等の支援の推進 

 

 

第３章 防災・防犯・消防・救急：誰もが安全で安心して暮らせるまち（26 事業） 

 １節 災害に強いまちづくり 

  （１）地域防災計画の推進 

  （２）地域防災力の強化 

  （３）避難行動要支援者対策の推進 

 ２節 危機に備えた体制づくり 

  （１）危機管理体制の充実 

  （２）感染症対策の推進 

 ３節 犯罪のない安全で安心なまちづくり 

  （１）防犯力の強化 

  （２）防犯施設の整備 

  （３）警察署・交番の誘致 

 ４節 市民を守るまちづくり 

  （１）消防体制の強化 

  （２）救急救助体制の充実 

  （３）消防団を中核とした地域消防力の向上 

 ５節 交通事故のない安全で安心なまちづくり 

  （１）交通安全意識の高揚 

  （２）交通安全施設の整備 

 ６節 安全・安心で豊かな消費生活づくり 

  （１）自立した消費者の育成 

  （２）消費者保護対策の推進 
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  （３）消費者団体の育成・協働 

 

 

第４章 産業経済・観光：地域の特性を活かしたにぎわいと活力のあるまち（28 事業）  

 １節 環境にやさしい魅力ある都市型農業づくり 

  （１）農業の担い手の育成・確保 

  （２）都市と共生した農業環境の促進 

  （３）地産地消の推進と農産物のブランド化 

  （４）農地の保全と有効活用の促進 

  （５）農商工連携事業の振興 

 ２節 魅力あふれる商業づくり 

  （１）経営安定化の促進 

  （２）商業環境の整備 

  （３）中心商業拠点の形成 

 ３節 活力ある工業づくり 

  （１）経営近代化の促進 

  （２）工業環境の整備 

  （３）新時代に対応する工業の育成 

 ４節 水と花にふれあう観光づくり 

  （１）観光の振興 

  （２）産業観光の促進 

  （３）観光情報の提供 

 ５節 いきいきと働ける就業環境づくり 

  （１）労働福祉の充実 

  （２）就業環境の整備促進 

  （３）労働教育の推進 

  （４）雇用の安定 

 

 

第５章 都市基盤・環境：快適でやすらぎと潤いのあるまち（97 事業） 

 １節 自然と調和した都市空間づくり 

  （１）均衡ある土地利用の推進 

  （２）地域の特性を活かしたまちづくりの推進 

  （３）都市核と地域核の形成 

 ２節 快適で住みやすい市街地づくり 

  （１）土地区画整理事業の推進 
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  （２）計画的な市街地の整備 

 ３節 快適で便利な道路・交通網づくり 

  （１）幹線道路の整備 

  （２）生活道路の整備 

  （３）道路環境の整備 

  （４）道路維持管理の充実 

  （５）つくばエクスプレスの利便性の向上 

  （６）地下鉄８号線の導入の促進 

  （７）バス交通の充実 

 ４節 水と緑ゆたかな都市景観づくり 

  （１）八潮らしい魅力ある景観形成 

  （２）調和のとれた良好な街並み景観の保全 

  （３）快適な公共空間のデザイン誘導 

  （４）公園の整備 

  （５）緑道・遊歩道の整備 

  （６）緑地・水辺の保全、緑化の推進 

 ５節 安全な水を供給する体制づくり 

  （１）計画的な浄配水施設の整備 

  （２）安定給水と浄配水施設の維持管理 

  （３）効率的な水運用の推進 

  （４）水質管理の充実 

  （５）水源の確保 

  （６）顧客サービスの向上 

 ６節 治水と水循環によるまちづくり 

  （１）治水対策の推進 

  （２）維持管理の充実 

  （３）水質汚濁の防止 

  （４）河川改修事業の促進 

 ７節 安全で良質な住環境づくり 

  （１）市営住宅の充実 

  （２）良質な住宅確保の促進 

 ８節 環境にやさしいまちづくり 

  （１）地球環境問題への対応 

  （２）環境保全対策の推進 

  （３）環境汚染防止への取組 

 ９節 清潔できれいなまちづくり 
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  （１）ごみの広域処理の充実 

  （２）ごみの独自処理の充実 

  （３）ごみの減量化・資源化の推進 

  （４）環境衛生事業の充実 

  （５）環境美化活動の推進 

 

 

第６章 新公共経営：協働で経営する自主・自律のまち（ 34 事業） 

 １節 市民との協働によるまちづくり 

  （１）協働によるまちづくりの推進 

 ２節 市民に開かれたまちづくり 

  （１）情報公開の充実・個人情報の保護 

  （２）広聴･広報の充実 

  （３）情報交流の支援 

 ３節 健全で計画的・効率的な行政の体制づくり 

  （１）計画的・効率的な行政の推進 

  （２）行政組織の効率化と人材育成 

  （３）行政事務の電子化 

  （４）健全で柔軟な財政運営 

 ４節 公共施設資産の管理体制づくり 

  （１）公共施設等の計画的整備と資産の有効活用 

 ５節 広域的な連携体制づくり 

  （１）広域的な連携の強化 

  （２）県及び他市区町村との協力体制の構築・強化 

 

 

（６）第５次八潮市総合計画基本計画対象外の事務事業 

第５次八潮市総合計画に位置づけられていない行政委員会や内部管理的

な事務は 45 事業あり、対象外の事務事業となっています。 

これらの事務事業は、実施計画としての進行管理の対象とはなりません

が、事務事業の内容等を市民の皆様にお知らせするため、あわせて公表す

るものです。 

 

（７）実施計画の内容について 

この実施計画は、計画期間における各事業の「事業目的」、「事業概要」、

「年度別計画の具体的内容」を端的にまとめたものです。 
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なお、各年度における参考事業費は、計画策定にあたり参考として見込

んだものであるため、実際の予算額とは一致しない場合があります。 

 

また、平成 30 年度～平成 32 年度中に計画がない事務事業は、この実施

計画に掲載しておりません。 

実施計画書の表記内容を説明しますと、下表（例）のうち 

◎コードの「06050102」は「06 は第６章、05 は第５節、01 は施策の内

容の１、02 は事務事業の２」を表しており、その施策の内容のコードに対

応する基本施策名（施策の内容）も表記しています。 

◎「●主要事業」の表記のあるものは、第５次総合計画基本計画で主要

事業に位置づけられているものです。 

 

（例） 

コード：06050102 基本施策名：広域的な連携の強化 ●主要事業 

事 業 名 33 広域連携事業 

担当組織 市民活力推進部 市民協働推進課 

事業目的 

・埼玉県東南部都市連絡調整会議による公共施設の相互利用等、市域を超えて行

われている市民生活に対応した行政サービスが提供できるよう広域的な連携

を強化する。 

事業概要 

・埼玉県東南部都市連絡調整会議で協議し、まんまるよやく（埼玉県東南部地域

公共施設予約案内システム）の利便性の向上と充実を図るため、不具合や利用

状況の把握に努める。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①広域行政の連絡調整に

よる行政課題の調査、

研究 

②まんまるよやくの共同

運営 

③運営事業負担金の支出 

①広域行政の連絡調整に

よる行政課題の調査、

研究 

②まんまるよやくの共同

運営 

③運営事業負担金の支出 

①広域行政の連絡調整に

よる行政課題の調査、

研究 

②まんまるよやくの共同

運営 

③運営事業負担金の支出 

参考事業費 5,281千円 5,281千円 5,281千円 
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第第１１章章  教教育育文文化化・・ココミミュュニニテティィ  
 

第１節 生涯にわたり楽しく学べる環境づくり 

コード：01010101 基本施策名：生涯学習機会の充実 ●主要事業 

事 業 名 1 やしお生涯楽習館運営事業 

担当組織 市民活力推進部 市民協働推進課 

事業目的 

・生涯学習において習得した、知識、技能やボランティア活動の経験を活用し、他

者に提供することにより、提供する側、提供される側、両者の学習機会の拡充を

図る。また、地域に根ざした活動を一層促進するため、会館の充実や有効利用、

他の施設との連携を強化する。 

事業概要 
・市民活動団体の作品展示会を開催する。 

・施設の管理、運営、改修事業を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①市民活動団体を活用し

た作品展を開催する。 

②施設の維持のため、修

繕、改修工事を行う。 

①市民活動団体を活用し

た作品展を開催する。 

②施設の維持のため、修

繕、改修工事を行う。 

①市民活動団体を活用し

た作品展を開催する。 

②施設の維持のため、修

繕、改修工事を行う。 

参考事業費 205,110千円 46,979千円 44,026千円 

 

コード：01010301 基本施策名：学習成果の活用 ●主要事業 

事 業 名 2 生涯学習活動推進事業 

担当組織 市民活力推進部 市民協働推進課 

事業目的 

・生涯学習で学んだ成果の発表と、活動団体同士の交流のイベントを開催すること

により、学習意欲が高まり、生涯にわたり学習していくことを推進する。 

・市民活動支援コーナーを中心に、生涯学習で習得した知識や技術等の活用をする

ため「生涯学習人財バンク」の充実を行う。 

事業概要 

・市民活動支援コーナーを中心に市民活動の学習成果の発表と交流及び講演会を実

施する。 

・生涯学習についての情報提供、相談を市民活動コーディネーターが行う。 

・生涯学習活動を行っている市民に「生涯学習人財バンク登録講師」と協働による

体験フェアを実施する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①市民団体と協働による

学習成果の発表と交流

のイベント「やしおコラ

ボフェスタ」を開催す

る。 

②人財バンク登録講師と

協働による体験フェア

を実施する。 

①市民団体と協働による

学習成果の発表と交流

のイベント「やしおコラ

ボフェスタ」を開催す

る。 

②人財バンク登録講師と

協働による体験フェア

を実施する。     

①市民団体と協働による

学習成果の発表と交流

のイベント「やしおコラ

ボフェスタ」を開催す

る。 

②人財バンク登録講師と

協働による体験フェア

を実施する。 

参考事業費 263千円 269千円 269千円 
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第２節 次代を担う人づくり 

コード：01020101 基本施策名：教育内容の充実 

事 業 名 3 教育指導推進事業 

担当組織 学校教育部 指導課 

事業目的 

・一人一人に応じたきめ細やかな学習指導や生徒指導を実施することにより、学力

向上など児童生徒の「生きる力」を育む。 

・人権を尊重する教育の推進を図る。 

事業概要 

・社会科副読本や教師用指導書などを充実させる。 

・人権研修会を開催し、人権文集を発行する。 

・いじめ防止に向けた取り組みを実施し、いじめゼロ条例を周知する。 

・八潮こども夢大学を実施する。 

・理科支援員を活用した理科授業の充実を図る。 

・学習塾等により学力の向上を図る。 

・ネット講演会では、子どもだけでなく保護者にもネット問題について周知を図る。 

・（仮称）こども防災マイスターを育成し、地域の防災活動に参画するなど防災体制

強化へと繋げる。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①人権研修･文集発行 

②八潮こども夢大学 

③理科支援員配置 

④学習塾との連携 

⑤ネット問題講演会 

⑥教科書採択､教科書･指

導書等の購入 

⑦いじめ防止 

⑧こども防災マイスター 

⑨社会科副読本一部改訂 

①人権研修･文集発行 

②八潮こども夢大学 

③理科支援員配置 

④学習塾との連携 

⑤ネット問題講演会 

⑥教科書採択､教科書･指

導書等の購入 

⑦いじめ防止 

⑧こども防災マイスター 

⑨社会科副読本編成会議･

副読本作成 

①人権研修･文集発行 

②八潮こども夢大学 

③理科支援員配置 

④学習塾との連携 

⑤ネット問題講演会 

⑥教科書採択、教科書・指

導書等の購入 

⑦いじめ防止 

⑧こども防災マイスター 

⑨社会科副読本配付 

参考事業費 14,604千円 31,381千円 35,268千円 

 

コード：01020102 基本施策名：教育内容の充実 

事 業 名 4 体験学習推進事業 

担当組織 学校教育部 指導課 

事業目的 

・児童生徒の「生きる力」を育むため、体験を通して学ぶ学習の充実を図る。 

・身近な人の職業体験を聞き、将来の生き方や進路設計に役立てる。 

・国際理解教育の振興を図る。 

事業概要 
・中学１年生若しくは２年生が、市内の事業所において、職場体験を行う。 

・中学２、３年生を対象に、オーストラリアで学校訪問やホームステイを行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①中学生社会体験チャレ

ンジ事業 

②中学生海外派遣事業                 

①中学生社会体験チャレ

ンジ事業 

②中学生海外派遣事業                 

①中学生社会体験チャレ

ンジ事業 

②中学生海外派遣事業                 

参考事業費 6,327千円 6,364千円 6,364千円 
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コード：01020103 基本施策名：教育内容の充実 ●主要事業 

事 業 名 5 小中一貫教育推進事業 

担当組織 学校教育部 小中一貫教育推進室 

事業目的 

・本市の教育課題である不登校・非行問題行動や基礎・基本の学力の定着、また「中

１ギャップ」といわれる課題等を解決し、次代を担う心豊かな児童生徒を育成す

るため、小学校と中学校の９年間の円滑な接続を目指した小中一貫教育を実施す

る。また、これまでの「学力の向上」と「豊かな心の育成」に「体力の向上」を

加え、「知・徳・体」のバランスの取れた児童生徒を育成する。 

事業概要 

・義務教育９年間にわたる連続性・系統性を生かした学習指導、生徒指導を行い、

系統的な教育課程を編成する。 

・小中学校相互の交流・連携により、教職員の意識改革を図る。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①小中一貫教育推進委員

会の開催 

②研究指定に関すること 

③情報提供に関すること 

④小学校英語の教科化に

関する調査研究 

①小中一貫教育推進委員

会の開催 

②研究指定に関すること 

③情報提供に関すること 

④小学校英語の教科化に

関する調査研究 

①小中一貫教育推進委員

会の開催 

②研究指定に関すること 

③情報提供に関すること 

④小学校英語の教科化に

関する調査研究 

参考事業費 2,670千円 2,870千円 3,248千円 

 

コード：01020201 基本施策名：教育環境の充実 

事 業 名 6 教職員住宅施設管理事業 

担当組織 教育総務部 教育総務課 

事業目的 ・八潮市内小中学校に勤務する教職員の住環境の充実を図る。 

事業概要 
・八潮市内小中学校に勤務する教職員を対象とした住宅の貸与及び住宅施設の維持

管理 

年度別計画 
Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

教職員住宅廃止   

参考事業費    
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コード：01020202 基本施策名：教育環境の充実 

事 業 名 7 入学準備金・教育資金貸付事業 

担当組織 教育総務部 教育総務課 

事業目的 

・入学準備金は、高等学校、大学及び専修学校に入学を希望し、経済的な理由によ

り就学が困難な方の保護者に、また、教育資金は就学が困難な小学生及び中学生

の保護者並びに奨学生に対して貸付するものである。この貸付は、等しく教育を

受ける機会を与えるとともに、有能な人材を育成することを目的とする。 

事業概要 

・入学準備金及び教育資金の貸付事務 

・貸付金返済金に係る債権管理事務 

・長田義弘教育基金及び教育基金の管理 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①入学準備金及び教育資

金の貸付事務 

②貸付金返済金に係る債

権管理事務 

③債権管理システムのた

めの調査 

④教育基金の管理 

①入学準備金及び教育資

金の貸付事務 

②貸付金返済金に係る債

権管理事務 

③債権管理事務徹底のた

め、システム導入 

④教育基金の管理 

①入学準備金及び教育資

金の貸付事務 

②貸付金返済金に係る債

権管理事務 

③債権事務管理に係るシ

ステムのメンテナンス 

④教育基金の管理 

参考事業費 12,515千円 15,577千円 12,731千円 

 

コード：01020203 基本施策名：教育環境の充実 

事 業 名 8 小学校管理事業 

担当組織 教育総務部 教育総務課 

事業目的 

・小学校の運営に係る経費（消耗品費や光熱水費、各種施設設備保守点検、パソコ

ン等リース料、備品購入等）の執行を行い、小学校施設の維持管理を行い、もっ

て教育環境の充実を図る。 

事業概要 

・学校予算の要求受付及び予算配当 

・各学校から提出された請求書等に基づき、教育総務課職員が会計処理をし、学校

で作成した予算差引簿との照合を行う。 

・学校施設の各種保守点検について、法令等に従って定期的に行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①学校予算の要求受付及

び予算配当。 

②各学校からの請求書等

を会計処理、学校の予算

差引簿との照合を行う。 

③学校施設の各種保守点

検について、法令等に従

って定期的に行う。等 

①学校予算の要求受付及

び予算配当。 

②各学校からの請求書等

を会計処理、学校の予算

差引簿との照合を行う。 

③学校施設の各種保守点

検について、法令等に従

って定期的に行う。等 

①学校予算の要求受付及

び予算配当。 

②各学校からの請求書等

を会計処理、学校の予算

差引簿との照合を行う。 

③学校施設の各種保守点

検について、法令等に従

って定期的に行う。等 

参考事業費 151,104千円 148,765千円 149,325千円 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

コード：01020204 基本施策名：教育環境の充実 

事 業 名 9 中学校管理事業 

担当組織 教育総務部 教育総務課 

事業目的 

・中学校の運営に係る経費（消耗品費や光熱水費、各種施設設備保守点検、パソコ

ン等リース料、備品購入等）の執行を行い、中学校施設の維持管理を行い、もっ

て教育環境の充実を図る。 

事業概要 

・学校予算の要求受付及び予算配当 

・各学校から提出された請求書等に基づき、教育総務課職員が会計処理をし、学校

で作成した予算差引簿との照合を行う。 

・学校施設の各種保守点検について、法令等に従って定期的に行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①学校予算の要求受付及

び予算配当 

②各学校から提出された

請求書等に基づき会計

処理をし、学校で作成し

た予算差引簿との照合

を行う。 

③学校施設の各種保守点

検について、法令等に従

って定期的に行う。等 

①学校予算の要求受付及

び予算配当 

②各学校から提出された

請求書等に基づき会計

処理をし、学校で作成し

た予算差引簿との照合

を行う。 

③学校施設の各種保守点

検について、法令等に従

って定期的に行う。等 

①学校予算の要求受付及

び予算配当 

②各学校から提出された

請求書等に基づき会計

処理をし、学校で作成し

た予算差引簿との照合

を行う。 

③学校施設の各種保守点

検について、法令等に従

って定期的に行う。等 

参考事業費 95,437千円 94,288千円 94,568千円 
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コード：01020205 基本施策名：教育環境の充実 ●主要事業 

事 業 名 10 小学校施設整備事業 

担当組織 教育総務部 教育総務課 

事業目的 

・既設小学校施設の老朽化施設の修繕及び改修工事を行い、児童の安全、良好な教

育環境の確保を図る。 

・計画的に八潮南部地区土地区画整理事業内の保留地を購入する。 

事業概要 

・小中学校施設建設委員会 

・小学校施設の修繕及び改修工事 

・遊器具改修工事 

・八潮南部西地区の新設小学校用地の購入 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①小学校施設修繕 

②小学校施設改修工事 

③遊器具改修工事 

④小学校空調設備導入調

査業務委託 

⑤大曽根小学校校舎増築

基本設計業務委託 

⑥八幡小学校小学校エレ

ベーター実施設計業務

委託 

⑦八幡小学校体育館窓改

修実施設計業務委託 

⑧大瀬小学校プールフェ

ンス改修工事 

⑨大原小学校プレハブ校

舎の耐力度調査 

①小学校施設修繕 

②小学校施設改修工事 

③遊器具改修工事 

④小学校空調設備賃貸借

契約 

⑤大曽根小学校校舎実施

設計業務委託 

⑥大曽根小学校エレベー

ター実施設計業務委託、

八幡小学校エレベータ

ー改修工事 

⑦松之木小学校体育館窓

実施設計業務委託、八幡

小学校体育館窓改修工

事 

⑧新設小学校用地分割購

入 南部西地区（10,503

㎡）越谷県土河川用地

（全体1,640㎡） 

⑨大瀬小学校校舎増築基

本設計業務委託 

⑩大曽根小学校防犯カメ

ラ設置工事 

⑪大原小学校校舎建替基

本設計業務委託 

①小学校施設修繕 

②小学校施設改修工事 

③遊器具改修工事 

④小学校空調設備賃貸借 

⑤大曽根小学校校舎増築

工事 

⑥八條小学校エレベータ

ー実施設計業務委託、大

曽根小学校エレベータ

ー改修工事 

⑦松之木小学校体育館窓

改修工事 

⑧新設小学校用地分割購

入 南部西地区（10,503

㎡）越谷県土河川用地

（全体1,640㎡） 

⑨大瀬小学校校舎増築実

施設計業務委託 

⑩大瀬小学校防犯カメラ

設置工事 

⑪大原小学校校舎建替実

施設計業務委託 

参考事業費 690,259千円 745,380千円 868,980千円 
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コード：01020206 基本施策名：教育環境の充実 ●主要事業 

事 業 名 11 中学校施設整備事業 

担当組織 教育総務部 教育総務課 

事業目的 

・既設中学校施設の老朽化施設の修繕及び改修工事を行い、生徒の安全、良好な教

育環境の確保を図る。 

・計画的に八潮南部地区土地区画整理事業内の保留地を購入する。 

事業概要 

・中学校施設の修繕及び改修工事  

・八潮南部西地区土地区画整理事業内の潮止中学校の付保留地を購入 

・八潮南部東地区土地区画整理事業内の新設中学校用地の購入 

・潮止中学校校舎増築 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①中学校施設修繕 

②中学校施設改修工事 

③中学校空調設備導入調

査業務委託 

④潮止中学校校舎増築工 

 事 

⑤大原中学校エレベータ 

ー実施設計業務委託 

⑥潮止中学校付保留地分

割購入  (全体5,392㎡） 

南部東地区新設中学校

用地分割購入 

(全体14,316㎡） 

⑦潮止中学校校庭東側防

球ネット移設実施設計

業務委託 

①中学校施設修繕 

②中学校施設改修工事 

③中学校空調設備賃貸借

契約 

④大原中学校エレベータ

ー改修工事、八條中学校

エレベーター実施設計

業務委託 

⑤潮止中学校付保留地分

割購入  (全体5,392㎡） 

南部東地区新設中学校

用地分割購入 

(全体14,316㎡） 

⑥潮止中学校校庭東側防

球ネット移設工事 

⑦潮止中学校国有地購入 

①中学校施設修繕 

②中学校施設改修工事 

③中学校空調設備賃貸借 

④八條中学校エレベータ

ー改修工事、八幡中学校

エレベーター実施設計

業務委託 

⑤南部東地区新設中学校

用地分割購入 

(全体14,316㎡） 

⑥八條中学校エレベータ

ー改修工事 

⑦空調設備実施設計業務

委託 

参考事業費 1,332,080千円 1,131,000千円 850,720千円 
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コード：01020207 基本施策名：教育環境の充実 

事 業 名 12 小学校教育振興事業 

担当組織 教育総務部 教育総務課 

事業目的 
・小学校の教育振興に係る経費（教材、机・椅子等の消耗品費、パソコン使用料及

び図書・教材・理科教材備品購入）の執行を行い、教育環境の充実を図る。 

事業概要 

・消耗品費（児童が使用する教材、パソコンソフト、机・椅子等）の購入及び支出

を行う。 

・使用料（パソコン教室のパソコンリース料）の支出を行う。 

・備品購入費（図書購入費、教材購入費、理科教材購入費）の支出を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①教育振興に係る経費（教

材、机・椅子等の消耗品

費、パソコン使用料等）

の予算措置及び執行を

行う。 

②指導要領改訂に伴う教

材購入（図書・教材・理

科備品購入）の予算措置

及び執行を行う。 

①教育振興に係る経費（教

材、机・椅子等の消耗品

費、パソコン使用料等）

の予算措置及び執行を

行う。 

②指導要領改訂に伴う教

材購入（図書・教材・理

科備品購入）の予算措置

及び執行を行う。 

①教育振興に係る経費（教

材、机・椅子等の消耗品

費、パソコン使用料等）

の予算措置及び執行を

行う。 

②指導要領改訂に伴う教

材購入（図書・教材・理

科備品購入）の予算措置

及び執行を行う。 

参考事業費 76,798千円 88,838千円 88,838千円 

 

コード：01020208 基本施策名：教育環境の充実 

事 業 名 13 中学校教育振興事業 

担当組織 教育総務部 教育総務課 

事業目的 
・中学校の教育振興に係る経費（教材、机・椅子等の消耗品費、パソコン使用料及

び図書・教材・理科教材備品購入）の執行を行い、教育環境の充実を図る。 

事業概要 

・消耗品費（生徒が使用する教材、パソコンソフト、机・椅子等）の購入及び支出

を行う。 

・使用料（パソコン教室のパソコンリース料）の支出を行う。 

・備品購入費（図書購入費、教材購入費、理科教材購入費）の支出を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①教育振興に係る経費（教

材、机・椅子等の消耗品

費、パソコン使用料等）

の予算措置及び執行を

行う。 

②指導要領改訂に伴う教

材購入（図書・教材・理

科備品購入）の予算措置

及び執行を行う。 

①教育振興に係る経費（教

材、机・椅子等の消耗品

費、パソコン使用料等）

の予算措置及び執行を

行う。 

②指導要領改訂に伴う教

材購入（図書・教材・理

科備品購入）の予算措置

及び執行を行う。 

①教育振興に係る経費（教

材、机・椅子等の消耗品

費、パソコン使用料等）

の予算措置及び執行を

行う。 

②指導要領改訂に伴う教

材購入（図書・教材・理

科備品購入）の予算措置

及び執行を行う。 

参考事業費 55,007千円 61,390千円 61,390千円 
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コード：01020209 基本施策名：教育環境の充実 

事 業 名 14 小学校就学援助事業 

担当組織 教育総務部 教育総務課 

事業目的 
・就学困難な児童の保護者及び小学校の特別支援学級に就学している児童の保護者

に対して、学用品、通学用品、修学旅行費等の経費を援助するもの。 

事業概要 

・申請に基づき認定事務を行う。申請書の内容に疑義がある場合は、所得調査、実

態調査を行う。 

・要保護、準要保護、特別支援教育、被災児童対象者に対して援助費を支給する。 

・補助金申請のため、国に対しては要保護及び特別支援対象者の、県に対しては被

災児童対象者の事業計画及び実績報告を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①申請に基づき認定事務

を行う。 

②要保護、準要保護、特別

支援教育、被災児童対象

者に援助を行う。 

③国庫補助に係る事業計

画の作成及び実績報告

を行う。 

①申請に基づき認定事務

を行う。 

②要保護、準要保護、特別

支援教育、被災児童対象

者に援助を行う。 

③国庫補助に係る事業計

画の作成及び実績報告

を行う。 

①申請に基づき認定事務

を行う。 

②要保護、準要保護、特別

支援教育、被災児童対象

者に援助を行う。 

③国庫補助に係る事業計

画の作成及び実績報告

を行う。 

参考事業費 13,581千円 13,581千円 13,581千円 

 

コード：01020210 基本施策名：教育環境の充実 

事 業 名 15 中学校就学援助事業 

担当組織 教育総務部 教育総務課 

事業目的 
・就学困難な生徒の保護者及び中学校の特別支援学級に就学している生徒の保護者

に対して、学用品、通学用品、修学旅行等の経費を援助するもの。 

事業概要 

・申請事務に基づき認定事務を行う。申請書の内容に疑義がある場合は、所得調査、

実態調査を行う。 

・要保護、準要保護、特別支援教育、被災生徒対象者に対して援助費を支給する。 

・補助金申請のため、国に対しては要保護及び特別支援対象者の、県に対しては被

災生徒対象者の事業計画及び実績報告を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①申請に基づき認定事務

を行う。 

②要保護、準要保護、特別

支援教育、被災生徒対象

者に援助を行う。 

③国庫補助に係る事業計

画の作成及び実績報告

を行う。 

①申請に基づき認定事務

を行う。 

②要保護、準要保護、特別

支援教育、被災生徒対象

者に援助を行う。 

③国庫補助に係る事業計

画の作成及び実績報告

を行う。 

①申請に基づき認定事務

を行う。 

②要保護、準要保護、特別

支援教育、被災生徒対象

者に援助を行う。 

③国庫補助に係る事業計

画の作成及び実績報告

を行う。 

参考事業費 24,470千円 20,821千円 20,821千円 
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コード：01020211 基本施策名：教育環境の充実 

事 業 名 16 高等教育振興事業 

担当組織 教育総務部 教育総務課 

事業目的 
・市内から定時制に通学している勤労少年等の育成のため、定時制高校等に対し経

費の一部を負担し、高等教育の支援を図り、もって教育環境の充実を図る。 

事業概要 
・市内から定時制に通学している勤労少年等の育成のため、埼玉県定時制教育通信

制振興会へ経費の一部を負担する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①市内から定時制に通学

している勤労少年等の

育成のため、定時制高校

等に対し、経費の一部を

負担する。 

①市内から定時制に通学

している勤労少年等の

育成のため、定時制高校

等に対し、経費の一部を

負担する。 

①市内から定時制に通学

している勤労少年等の

育成のため、定時制高校

等に対し、経費の一部を

負担する。 

参考事業費 20千円 20千円 20千円 

 

コード：01020212 基本施策名：教育環境の充実 

事 業 名 17 学校建設基金事業 

担当組織 教育総務部 教育総務課 

事業目的 

・つくばエクスプレス開業後、マンション、住宅等の建設が進み、児童・生徒数の

増加に伴う教室不足を解消するため、南部土地区画整理事業地区内に計画されて

いる新設小学校等の建設に要する経費の財源に充てるため基金の積み立てを行

う。 

事業概要 ・学校建設基金の積み立て。 

年度別計画 
Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①学校建設基金積立金 ①学校建設基金積立金 ①学校建設基金積立金 

参考事業費 300,000千円 300,000千円 300,000千円 

 

コード：01020213 基本施策名：教育環境の充実 

事 業 名 18 小学校大規模改修事業 

担当組織 教育総務部 教育総務課 

事業目的 
・老朽化した教育施設の改善を図るため、大規模改修工事を行い、児童の安全を確

保し、教育環境の充実に努める。 

事業概要 

・耐震診断により、耐震化工事の必要の無い耐震性が確認された建物、昭和56年度

以降の新耐震基準で建築された小学校の校舎、体育館等について計画的に大規模

改修工事を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

 ①八條小（管理特別教室

棟）大規模改修実施設計

業務委託 

②長寿命化計画の策定 

①八條小（管理特別教室

棟）大規模改修工事、工

事監理業務委託 

②松之木小（教室棟）大規

模改修実施設計業務委

託 

参考事業費  8,200千円 296,000千円 
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コード：01020214 基本施策名：教育環境の充実 

事 業 名 19 中学校大規模改修事業 

担当組織 教育総務部 教育総務課 

事業目的 
・老朽化した教育施設の改善を図るため、大規模改修工事を行い、生徒の安全を確

保し、教育環境の充実に努める。 

事業概要 

・耐震診断により、耐震化工事の必要の無い耐震性が確認された建物、昭和56年度

以降の新耐震基準で建築された中学校の校舎、体育館等について計画的に大規模

改修工事を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①大原中（特別教室棟）校

舎、トイレ大規模改修実

施設計業務委託 

①大原中（特別教室棟）校

舎、トイレ大規模改修工

事、工事監理業務委託 

②長寿命化計画の策定 

①八潮中（教室棟）トイレ

大規模改修工事実施設

計業務委託 

参考事業費 7,000千円 226,000千円 5,400千円 

 

コード：01020301 基本施策名：指導体制の充実 

事 業 名 20 小学校活動助成事業 

担当組織 教育総務部 教育総務課 

事業目的 
・教育の研究及び教職員の資質向上に係る活動を行う学校関係団体に支援し、もっ

て学校教育における指導体制の充実を図る。 

事業概要 

・学校連絡団体負担金の予算措置及び支出事務を行う。 

・市内の小学校の教育振興を図ることを目的としている教育研究会に対し必要な公

費負担をし、様々な活動を支援する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①各団体の活動趣旨等を

確認の上、申請（請求）

に基づき負担金を支出

する。なお、児童数や学

級数の増加等に伴い、適

宜必要な予算を措置す

る。 

①各団体の活動趣旨等を

確認の上、申請（請求）

に基づき負担金を支出

する。なお、児童数や学

級数の増加等に伴い、適

宜必要な予算を措置す

る。 

①各団体の活動趣旨等を

確認の上、申請（請求）

に基づき負担金を支出

する。なお、児童数や学

級数の増加等に伴い、適

宜必要な予算を措置す

る。 

参考事業費 1,494千円 1,494千円 1,494千円 
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コード：01020302 基本施策名：指導体制の充実 

事 業 名 21 中学校活動助成事業 

担当組織 教育総務部 教育総務課 

事業目的 
・教育の研究及び教職員の資質向上に係る活動を行う学校関係団体に支援し、もっ

て学校教育における指導体制の充実を図る。 

事業概要 

・学校連絡団体負担金の予算措置及び支出事務を行う。 

・市内の中学校の教育振興を図ることを目的としている教育研究会に対し必要な公

費負担をし、様々な活動を支援する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①各団体の活動趣旨等を

確認の上、申請（請求）

に基づき負担金を支出

する。なお、生徒数や学

級数の増加等に伴い、適

宜必要な予算を措置す

る。 

①各団体の活動趣旨等を

確認の上、申請（請求）

に基づき負担金を支出

する。なお、生徒数や学

級数の増加等に伴い、適

宜必要な予算を措置す

る。 

①各団体の活動趣旨等を

確認の上、申請（請求）

に基づき負担金を支出

する。なお、生徒数や学

級数の増加等に伴い、適

宜必要な予算を措置す

る。 

参考事業費 3,602千円 3,602千円 3,602千円 

 

コード：01020303 基本施策名：指導体制の充実 

事 業 名 22 教職員人事管理事業 

担当組織 学校教育部 学務課 

事業目的 
・市内学校間及び他市町教育委員会管内との適切な人事異動を実践し、市内各小・

中学校の人的環境を整備し学校運営の充実を図る。 

事業概要 
・市内小、中学校の教職員（本採用及び臨時採用）の人事及び他市町教育委員会と

人事交流に関する事務を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①教職員の人事に関する

事務 

①教職員の人事に関する

事務 

①教職員の人事に関する

事務 

参考事業費 2,478千円 2,478千円 2,478千円 
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コード：01020304 基本施策名：指導体制の充実 ●主要事業 

事 業 名 23 教職員資質向上事業 

担当組織 学校教育部 指導課 

事業目的 

・急速に変化する社会の中で、学校や児童生徒の抱える課題は複雑化・多様化し、

教職員に求められる資質・能力も絶えず変化していることを受けて、教職員対象

の研修会や訪問指導の一層の充実により、教職員の資質・能力の向上を図る。 

事業概要 

・市内各小・中学校における教育支援担当・学力向上推進担当訪問や、各学校で実

施する校内授業研究会等において、指導助言を行う。 

・該当年次（初任、２・３年次）教員や臨時的任用教員を対象とする訪問指導を行

う。 

・市内の教員を授業者とした授業研究会や研修会を開催する。 

・優れた指導力を持つ教員を授業マイスターとして活用する。 

・学力向上指導員を配置し、若手教員の指導力向上を図る。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①研究授業や公開授業等

での指導助言。 

②年次研修等での指導助

言。 

③教員の施設体験研修や

社会貢献体験の実施。 

④補助教員（学力向上指導

員）の配置（8人） 

①研究授業や公開授業等

での指導助言。 

②年次研修等での指導助

言。 

③教員の施設体験研修や

社会貢献体験の実施。 

④補助教員（学力向上指導

員）の配置（9人） 

①研究授業や公開授業等

での指導助言。 

②年次研修等での指導助

言。 

③教員の施設体験研修や

社会貢献体験の実施。 

④補助教員（学力向上指導

員）の配置（10人） 

参考事業費 6,399千円 7,182千円 7,965千円 

 

コード：01020305 基本施策名：指導体制の充実 

事 業 名 24 少人数指導充実事業 

担当組織 学校教育部 指導課 

事業目的 
・児童生徒一人一人の特性や課題に応じて、きめ細かな指導を一層充実させること

により、学力・体力の向上や豊かな心の育成を図る。 

事業概要 

・市内小・中学校（１５校）に対して、補助教員を１名ずつ配置する。 

・補助教員は、授業において、教員の補助を行う。 

・年度途中に補助教員に対する訪問指導や面接等を行い、資質能力の向上を図る。 

勤務日数：年間２１０日/１人 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①少人数指導補助教員の

配置（15名） 

①少人数指導補助教員の

配置（15名） 

①少人数指導補助教員の

配置（15名） 

参考事業費 37,443千円 37,443千円 37,443千円 
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コード：01020306 基本施策名：指導体制の充実 

事 業 名 25 地域人材活用推進事業 

担当組織 学校教育部 指導課 

事業目的 

・開かれた学校づくりや多様な教育活動の実現のため、地域の人材や学生ボランテ

ィアを活用し、学校教育活動の充実を図るとともに、地域社会との連携を促進す

る。また、退職した教職員等を学校元気プラスワン支援員として活用し、学力向

上における支援を促進する。 

事業概要 

・保護者や地域の方、学生ボランティア等を地域人材として活用し、学習支援・日

本語支援等が必要な児童生徒への支援や、部活動指導の補助を行う。 

・学校元気プラスワンコーディネーター・支援員を活用し、ジョイスタ（土曜勉強

会）を開催するとともに、各学校で開催するサマースクール等に支援員を配置す

る。また、特別授業として、英語検定合格講座を実施する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①地域の人材活用事業 

②学生ボランティア補助

教員事業 

③学校元気プラスワン（ジ

ョイスタ）事業 

④学校司書の配置 

⑤英語検定合格講座の実   

 施 

①地域の人材活用事業 

②学生ボランティア補助

教員事業 

③学校元気プラスワン（ジ

ョイスタ）事業 

④学校司書の配置 

⑤英語検定合格講座の実   

 施 

①地域の人材活用事業 

②学生ボランティア補助

教員事業 

③学校元気プラスワン（ジ

ョイスタ）事業 

④学校司書の配置 

⑤英語検定合格講座の実 

 施 

参考事業費 4,531千円 5,731千円 6,931千円 

 

コード：01020307 基本施策名：指導体制の充実 

事 業 名 26 語学指導充実事業 

担当組織 学校教育部 指導課 

事業目的 

・市内小中学校に外国人語学指導助手（ＡＬＴ）と中学校に語学指導補助員を配置

し、教材の工夫をすることにより、国際理解教育の一層の充実を図る。 

・児童生徒が実際に活用できる実践的なコミュニケーション能力等を高めることを

目的とする。 

事業概要 

・ＡＬＴ６名を全小中学校に配置する。 

・英文法を中心とした学力向上に向け、日本人の指導員を、語学指導補助員として

各中学校に１名、小学校に２校につき１名、計１０名を配置する。 

・外部団体と連携し、小中学校への講師派遣などを通して国際感覚を養う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①語学指導助手（ＡＬＴ）

配置事業 

②語学指導補助員配置事 

 業 

③国際交流事業 

①語学指導助手（ＡＬＴ）

配置事業 

②語学指導補助員配置事  

 業 

③国際交流事業 

①語学指導助手（ＡＬＴ）

配置事業 

②語学指導補助員配置事 

 業 

③国際交流事業 

参考事業費 27,066千円 28,822千円 29,536千円 
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コード：01020401 基本施策名：食育、健康・安全教育の充実 

事 業 名 27 学校保健事業 

担当組織 学校教育部 学務課 

事業目的 

・学校管理下における児童生徒・教職員の保健教育。 

・保健管理の整備及び円滑な推進。 

・保健事業の拡充を図るための企画、事業実施、調査研究、児童生徒の健康管理の

保持推進を図るための企画、事業実施、調査研究を行う。 

事業概要 

・学校医、学校歯科医、学校薬剤師による検診、検査を実施。 

・３市１町の学校医、学校歯科医、学校薬剤師、学校長、保健主事、養護教諭、Ｐ

ＴＡ連合会代表で埼葛南部学校保健会を組織し、事業を展開。 

・学校管理下での児童生徒の災害に対する共済給付。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①児童・生徒の健康診断 

②教職員の健康診断（胃が

ん・大腸がん検診の年齢

制限廃止） 

③感染症の予防対策 

④健康診断用器具の整備、

充実 

⑤教職員等のストレスチ

ェック 

①児童・生徒の健康診断 

②教職員の健康診断（胃が

ん・大腸がん検診の年齢

制限廃止） 

③感染症の予防対策 

④健康診断用器具の整備、

充実 

⑤教職員等のストレスチ

ェック 

①児童・生徒の健康診断 

②教職員の健康診断（胃が

ん・大腸がん検診の年齢

制限廃止） 

③感染症の予防対策 

④健康診断用器具の整備、

充実 

⑤教職員等のストレスチ

ェック 

参考事業費 38,658千円 38,327千円 38,327千円 

 

コード：01020402 基本施策名：食育、健康・安全教育の充実 

事 業 名 28 学校給食費援助事業 

担当組織 学校教育部 学務課 

事業目的 
・円滑な学校教育を行うため、生活保護法第６条第２項に規定する要保護に準ずる

程度に困窮している児童生徒の学校給食費について、当該保護者に援助する。 

事業概要 ・準要保護認定者に学校給食費を援助する。 

年度別計画 
Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①学校給食費の援助 ①学校給食費の援助 ①学校給食費の援助 

参考事業費 40,667千円 40,667千円 40,667千円 

 

  



 24 

コード：01020403 基本施策名：食育、健康・安全教育の充実 

事 業 名 29 医療費援助事業 

担当組織 学校教育部 学務課 

事業目的 

・円滑な学校教育を行うため、生活保護法第６条第２項に規定する要保護及びこれ

に準ずる程度に困窮している児童生徒に対して学校保健法施行令第８条に規定す

る疾病について、治療に要する費用を援助する。 

事業概要 

・学校保健法施行令第８条に規定する疾病が健康診断にて発見され、医療機関での

治療を必要となる児童生徒のうち、要保護・準要保護の認定者に対し、医療券を

交付し、治療に要する費用の援助を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①医療券の発行       

②虫歯治療費・中耳炎等治

療費の援助 

①医療券の発行       

②虫歯治療費・中耳炎等治

療費の援助 

①医療券の発行       

②虫歯治療費・中耳炎等治

療費の援助 

参考事業費 1,186千円 1,186千円 1,186千円 

 

コード：01020404 基本施策名：食育、健康・安全教育の充実 ●主要事業 

事 業 名 30 学校給食・食育推進事業 

担当組織 学校教育部 学務課 

事業目的 

・教育活動の一環として実施。食に関する指導の基礎・基本は、学校給食を実施す

ることにより、食習慣をとおして児童・生徒に好ましい人間関係の育成、心身の

健全な発達を実現する。 

事業概要 
・学校給食は民間委託で実施する。栄養士による児童・生徒への食育事業を実施す

る。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①地場産野菜の消費拡大             

②給食配送車の更新・新規  

１台 

③給食食器の質の向上（食

器入替え） 

④学校給食等に係る食物

アレルギーの対応強化                                        

①地場産野菜の消費拡大             

②給食配送車の更新・新規 

１台 ２年目１台 

③学校給食等に係る食物

アレルギーの対応強化                    

①地場産野菜の消費拡大             

②給食配送車の更新・新規   

１台 ２年目１台 

３年目１台 

③学校給食等に係る食物

アレルギーの対応強化                  

参考事業費 659,173千円 647,385千円 649,723千円 
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コード：01020405 基本施策名：食育、健康・安全教育の充実 

事 業 名 31 学校安全教育推進事業 

担当組織 学校教育部 指導課 

事業目的 
・各小中学校において、児童生徒の命を守ることを最優先し、危機に対する判断能

力や危機回避能力の育成を図るとともに、教職員の危機管理能力の向上を図る。 

事業概要 

・自然災害や不審者に備えた避難訓練を実施する。 

・交通安全教室を実施する。 

・地域安全マップの見直しを行う。 

・「こどもひなんじょ」の増設に努める。 

・スクールガード・リーダーや防犯パトロール・ボランティア協力員との連携を深

める。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①安全教育（交通安全教

室、地域安全マップの見

直し、防犯教室、避難訓

練等）を実施                  

②こども避難所の設置や

防犯ボランティア活動

の充実 

③教職員の危機管理研修

会 

①安全教育（交通安全教

室、地域安全マップの見

直し、防犯教室、避難訓

練等）を実施                  

②こども避難所の看板印 

刷や防犯ボランティア 

活動の充実                  

③教職員の危機管理研修 

 会 

①安全教育（交通安全教 

室、地域安全マップの見 

直し、防犯教室、避難訓 

練等）を実施                  

②こども避難所の設置や 

防犯ボランティア活動

の充実 

③教職員の危機管理研修 

 会 

参考事業費 15千円 287千円 15千円 

 

コード：01020406 基本施策名：食育、健康・安全教育の充実 

事 業 名 32 健康教育推進事業 

担当組織 学校教育部 指導課 

事業目的 
・健康は命を支える根幹である。健康教育の充実を図り、児童生徒の健康の維持増

進と体力の向上を図る。 

事業概要 

・児童生徒の体力の実態を分析し、体力向上に向けた具体策を立て全小中学校で実

践する。 

・薬物の危険性を知り、薬物に手を出さない児童生徒を育成するため、薬物乱用防

止教室を開催する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①薬物乱用防止教室の開

催 

②早寝・早起き・朝ごはん

の啓発 

③八潮市体力向上推進委

員会及び授業研究会の

開催 

④教員・小学生対象「ラジ

オ体操」講習会の開催 

⑤小・中学生ハンドボール

大会開催 

①薬物乱用防止教室の開

催 

②早寝・早起き・朝ごはん

の啓発 

③八潮市体力向上推進委

員会及び授業研究会の

開催 

④教員・小学生対象「ラジ

オ体操」講習会の開催 

⑤小・中学生ハンドボール

大会開催 

①薬物乱用防止教室の開

催 

②早寝・早起き・朝ごはん

の啓発 

③八潮市体力向上推進委

員会及び授業研究会の

開催 

④教員・小学生対象「ラジ

オ体操」講習会の開催 

⑤小・中学生ハンドボール

大会開催 

参考事業費 116千円 116千円 116千円 
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コード：01020501 基本施策名：特別支援教育の充実 ●主要事業 

事 業 名 33 特別支援教育推進事業 

担当組織 学校教育部 指導課 

事業目的 

・特別支援学級や通常の学級に在籍する特別な支援を要する児童生徒一人一人の教

育的ニーズに応えるため、特別支援教育の充実を図る。 

・通級指導教室においては、言語難聴・発達情緒障がいを持つ児童生徒が、障がい

を改善し、在籍する学級での学習意欲の向上を図る。 

事業概要 

・特別に支援が必要な児童生徒への支援や外部機関との連携を図る。 

・就学支援委員会を実施し、適正な就学の支援を行う。 

・介助員を配置し、通常学級や特別支援学級において指導を行う。 

・平成30・31年度に通級指導教室を新設するにあたり、必要な備品の準備など環境

整備を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①特別支援教育コーディ

ネーター・介助員の配置      

②発達情緒障がい通級指

導教室の新設 

③就学支援委員会におけ

る助言・支援 

④学習障がい児等訪問指

導 

①特別支援教育コーディ

ネーター・介助員の配置      

②難聴言語通級指導教室

の新設 

③就学支援委員会におけ

る助言・支援 

④学習障がい児等訪問指

導 

①特別支援教育コーディ

ネーター・介助員の配置      

②就学支援委員会におけ

る助言・支援 

③学習障がい児等訪問指

導 

参考事業費 27,949千円 30,059千円 32,169千円 

 

コード：01020601 基本施策名：教育相談の充実 ●主要事業 

事 業 名 34 教育相談体制整備事業 

担当組織 学校教育部 指導課 

事業目的 
・いじめ・不登校等の児童生徒の心の問題の重要性に鑑み、児童生徒・保護者との

相談等に応じ、健全な児童生徒の育成を図る。 

事業概要 

・カウンセリングマインドを身に付け、児童生徒の悩みに対応できる教職員を育成

する。 

・不登校改善に向け、不登校特別対策協議会を開催するとともに、さわやか相談員

を全中学校に配置し、各中学校区の教育相談体制を充実させる。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①生徒指導・教育相談研修

会  

②不登校特別対策協議会

の設置運営 

③さわやか相談員配置・研

修会 

④ひまわりの会実施 

⑤総合的な自立支援学校

訪問実施 

⑥自立支援指導員の配置 

⑦自立支援カウンセラー

の配置 

①生徒指導・教育相談研修   

 会 

②不登校特別対策協議会

の設置運営 

③さわやか相談員配置・研

修会 

④ひまわりの会実施 

⑤総合的な自立支援学校

訪問実施 

⑥自立支援指導員の配置  

⑦自立支援カウンセラー

の配置 

⑧スクールソーシャルワ

ーカーの配置 

①生徒指導・教育相談研修  

 会 

②不登校特別対策協議会

の設置運営 

③さわやか相談員配置・研

修会 

④ひまわりの会実施 

⑤総合的な自立支援学校

訪問実施 

⑥自立支援指導員の配置  

⑦自立支援カウンセラー

の配置 

⑧スクールソーシャルワ

ーカーの配置 

参考事業費 16,841千円 18,106千円 18,106千円 
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コード：01020602 基本施策名：教育相談の充実 ●主要事業 

事 業 名 35 教育相談所運営事業 

担当組織 学校教育部 指導課 

事業目的 

・相談内容の多様化や発達に関する諸検査等の相談に応じ、健全な児童生徒の育成

を図る。 

・フレンドスクールにおいては、適応指導やカウンセリングを行うことにより、不

登校児童生徒の学校復帰を目指す。 

事業概要 

・専任教育相談員による教育相談、発達相談、諸検査等を行う。 

・適応指導教室(フレンドスクール）を運営し、不登校児童生徒に適応指導やカウン

セリングを行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①適応指導教室（フレンド

スクール）の運営 

②体験活動の実施 

③適応指導教室連絡協議

会への参加                               

④教育相談の実施 

⑤専任教育相談員増（週２

日7H15M） 

⑥施設の床修繕 

⑦ＡＥＤの設置 

①適応指導教室（フレンド

スクール）の運営          

②体験活動の実施 

③適応指導教室連絡協議

会への参加                               

④教育相談の実施 

⑤ＡＥＤの設置 

⑥専任教育相談員６名配

置 

①適応指導教室（フレンド

スクール）の運営          

②体験活動の実施                 

③適応指導教室連絡協議

会への参加                               

④教育相談の実施 

⑤ＡＥＤの設置 

⑥専任教育相談員６名配

置 

参考事業費 13,136千円 12,886千円 12,886千円 

 

コード：01020701 基本施策名：家庭や地域と一体となった教育体制の充実 ●主要事業 

事 業 名 36 学校運営改善事業 

担当組織 学校教育部 学務課 

事業目的 

・地域に根ざした特色ある学校を築き、信頼される学校づくりを推進し、市内小・

中学校に保護者や地域住民の意向を学校運営に反映させていく。 

・通学区域審議会により、登下校の安全を考えた通学区の指定を行い、地域に信頼

される学校づくりを推進する。 

事業概要 

・学校評議員の職務内容を精査する。 

・地域住民等による学校関係者評価を実施する。 

・児童生徒数の増減を踏まえ、必要に応じて、通学区域の見直しを行うため通学区

域審議会を開催する。 

・学校運営協議会の調査研究及び検討。 

・中学校夜間学級関係市町村連絡協議会に参加する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①学校運営協議会に関す

る事務、学校関係者評価

の実施         

②学校運営協議会の設

置・運営 

③中学校夜間学級開校に

向けての準備期間 

 （教育課程・入学要件・

ニーズ調査・教職員の配

置等） 

①学校運営協議会に関す

る事務、学校関係者評価

の実施 

②学校運営協議会の設

置・運営 

③川口市に夜間学級を開

校後の運営に関する負

担金 

①学校運営協議会に関す

る事務、学校関係者評価

の実施 

②学校運営協議会の設

置・運営 

③川口市に夜間学級を開

校後の運営に関する負

担金 

参考事業費 3,062千円 3,752千円 3,752千円 
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コード：01020702 基本施策名：家庭や地域と一体となった教育体制の充実 ●主要事業 

事 業 名 37 学校・家庭・地域相互連携体制促進事業 

担当組織 学校教育部 指導課 

事業目的 ・学校・家庭・地域の連携を強め、地域に根ざした学校づくりを推進する。 

事業概要 

・学校教育に対する保護者、地域の方の理解を深めるために、「教育の日発表会」を

開催し、併せて授業公開を全小中学校で実施する。 

・学校・家庭・地域の連携を一層深めるため、学校応援団の活動を支援する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①学校応援団の実施                   

②八潮市教育の日発表会

の開催 

③授業公開の実施 

①学校応援団の実施                   

②八潮市教育の日発表会

の開催 

③授業公開の実施 

①学校応援団の実施                   

②八潮市教育の日発表会

の開催 

③授業公開の実施 

参考事業費 176千円 176千円 176千円 

 

コード：01020801 基本施策名：幼児教育の推進 

事 業 名 38 幼稚園就園補助事業 

担当組織 教育総務部 教育総務課 

事業目的 ・幼稚園児の保護者の経済的負担を軽減し、幼児教育の推進を図る。 

事業概要 

・市民税所得割額に応じて、公認の私立幼稚園に通園する園児の保護者(市内在住)

の経済的負担を軽減するため、幼稚園設置者に対し就園奨励費等を交付する。

(H29:年額62,200円～308,000円)。なお、所得割額が国庫補助の対象外となる保護

者に対しては、市単独事業として就園助成金を交付する（年額18,000円）。 

・就園奨励費補助の制度改正や他団体の動向等を踏まえ、必要に応じ市単独事業と

して行っている就園助成金の支給額の見直しを行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①市民税所得割額に応じ

て、幼稚園児の保護者の

経済負担を軽減するた

め、幼稚園設置者に対し

就園奨励費を交付する。 

②国庫補助対象外となる

保護者分については、市

単独事業として就園助

成金を交付する。 

①市民税所得割額に応じ

て、幼稚園児の保護者の

経済負担を軽減するた

め、幼稚園設置者に対し

就園奨励費を交付する。 

②国庫補助対象外となる

保護者分については、市

単独事業として就園助

成金を交付する。 

①市民税所得割額に応じ

て、幼稚園児の保護者の

経済負担を軽減するた

め、幼稚園設置者に対し

就園奨励費を交付する。 

②国庫補助対象外となる

保護者分については、市

単独事業として就園助

成金を交付する。 

参考事業費 161,718千円 161,718千円 161,718千円 
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コード：01020802 基本施策名：幼児教育の推進 

事 業 名 39 幼稚園振興事業 

担当組織 教育総務部 教育総務課 

事業目的 
・幼児教育の充実及び教職員の資質向上に係る経費の一部に成功し、もって幼児教

育の推進を図る。 

事業概要 

・次の内訳により、助成金額を算出し交付する。 

 園均等割 １園に対し １２０，０００円 

 教職員割 １人に対し   ２，５００円 

 教材補充 １園児に対し    ２５０円 

・交付時期は、申請期限(６月末)の翌月(７月)に交付する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①申請期限までに申請の

あった幼稚園に対し、教

職員数や園児数等に基

づき、助成金を交付す

る。 

①申請期限までに申請の

あった幼稚園に対し、教

職員数や園児数等に基

づき、助成金を交付す

る。 

①申請期限までに申請の

あった幼稚園に対し、教

職員数や園児数等に基

づき、助成金を交付す

る。 

参考事業費 1,300千円 1,300千円 1,300千円 

 

コード：01020803 基本施策名：幼児教育の推進 

事 業 名 40 幼保小連携事業 

担当組織 学校教育部 指導課 

事業目的 
・幼稚園、保育園（所）、認定こども園等と小学校の連携体制の整備に努め、小１プ

ロブレムの解消を図る。 

事業概要 

・幼稚園、保育園（所）、認定こども園等と小学校の連携連絡協議会において、協議

を実施する。 

・幼稚園、保育所、認定子ども園等と小学校での行事等での相互交流に努める。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①幼保認定子ども園等小

連携連絡協議会におい

て、協議を実施する。            

②幼稚園、保育園（所）、

認定子ども園と小学校

の行事等での相互交流

に努める。 

①幼保認定子ども園等小

連携連絡協議会におい

て、協議を実施する。            

②幼稚園、保育園（所）、

認定子ども園と小学校

の行事等での相互交流

に努める。 

①幼保認定子ども園等小

連携連絡協議会におい

て、協議を実施する。            

②幼稚園、保育園（所）、

認定子ども園と小学校

の行事等での相互交流

に努める。 

参考事業費 32千円 32千円 32千円 
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コード：01020901 基本施策名：高等教育機関との連携・誘致 

事 業 名 41 高等教育機関誘致促進事業 

担当組織 企画財政部 企画経営課 

事業目的 
・生涯学習を推進するとともに、グローバルな人材の育成、専門的な知識や情報等

の資源を活用した教育環境の充実を図る。 

事業概要 
・大学等の高等教育機関を誘致するため、他自治体等の情報収集に努めるとともに、

高等教育機関と連携を図り機会を捉えて誘致を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①高等教育機関等を誘致

している地方公共団体

から情報収集 

②機会を捉えて誘致 

③サテライトキャンパス

設置に向けた庁内検討 

①高等教育機関等を誘致

している地方公共団体

から情報収集 

②機会を捉えて誘致 

③サテライトキャンパス

設置に向けた庁内検討 

④高等教育機関との協議 

①高等教育機関等を誘致

している地方公共団体

から情報収集 

②機会を捉えて誘致 

③サテライトキャンパス

設置に向けた準備 

④高等教育機関との協議 

参考事業費  30千円 30千円 
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第３節 心豊かな青少年を育む環境づくり 

コード：01030101 基本施策名：青少年育成体制の充実 ●主要事業 

事 業 名 42 青少年指導者養成事業 

担当組織 教育総務部 社会教育課 

事業目的 

・青少年育成に関する研修会などを通じて、青少年活動の指導者及びリーダーを養

成する。 

・ジュニアリーダー養成研修会２泊３日による研修会の実施。 

・彩の国２１世紀郷土かるた大会等への参加促進。 

事業概要 

・ジュニアリーダー養成研修会を４回開催する。 

・八潮市子ども会育成者連絡協議会ややしお子ども週末活動実行委員会等と連携し

て指導者養成研修会やレクリエーション講習会等を実施する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①ジュニアリーダー養成

研修会を開催する。                                                

②八潮市子ども会育成者

連絡協議会ややしお子

ども週末活動実行委員

会等と連携して指導者

養成研修会やレクリエ

ーション講習会等を実

施する。  

①ジュニアリーダー養成

研修会を開催する。                                                

②八潮市子ども会育成者

連絡協議会ややしお子

ども週末活動実行委員

会等と連携して指導者

養成研修会やレクリエ

ーション講習会等を実

施する。  

①ジュニアリーダー養成

研修会を開催する。                                                

②八潮市子ども会育成者

連絡協議会ややしお子

ども週末活動実行委員

会等と連携して指導者

養成研修会やレクリエ

ーション講習会等を実

施する。  

参考事業費 520千円 520千円 520千円 

 

コード：01030102 基本施策名：青少年育成体制の充実 ●主要事業 

事 業 名 43 青少年育成体制づくり事業 

担当組織 教育総務部 社会教育課 

事業目的 
・青少年関係団体の活動を支援するとともに、団体間の連携の強化を図り、青少年

の健全育成を総合的に展開するための体制を整備する。 

事業概要 

・青少年育成関係団体の活動を支援する。 

・八潮市青少年育成推進員協議会の活動を支援する。 

・青少年育成八潮市民会議の組織を強化し、市民主体で青少年育成を進める体制整

備に努める。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①青少年育成関係団体の

活動を支援する。                                               

②青少年育成推進員協議

会に関する会議や研修

会を実施する。                                    

③青少年育成八潮市民会

議の組織を強化し、市民

主体で青少年育成を進

める体制整備に努める。 

①青少年育成関係団体の

活動を支援する。                                               

②青少年育成推進員協議

会に関する会議や研修

会を実施する。                                    

③青少年育成八潮市民会

議の組織を強化し、市民

主体で青少年育成を進

める体制整備に努める。 

①青少年育成関係団体の

活動を支援する。                                               

②青少年育成推進員協議

会に関する会議や研修

会を実施する。                                    

③青少年育成八潮市民会

議の組織を強化し、市民

主体で青少年育成を進

める体制整備に努める。 

参考事業費 2,570千円 2,570千円 2,570千円 
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コード：01030201 基本施策名：青少年の社会参加の促進 ●主要事業 

事 業 名 44 社会参加促進事業 

担当組織 教育総務部 社会教育課 

事業目的 
・青少年が見識をもってさまざまな地域活動やボランティアなどの活動に参加でき

る環境を整備し、青少年の社会参加を促進する。 

事業概要 

・八潮市ジュニアリーダー会などが行う青少年のボランティア活動や社会参加への

活動を支援する。 

・市民まつりやごみゼロ運動等への青少年の参加を促進する。 

・成人式実行委員会の活動を支援する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①成人式実行委員会の活

動を支援。                                                                

②資源回収やごみゼロ運

動等への青少年の参加

を促進。                                               

③八潮市子ども会育成者

連絡協議会等と連携し

て、青少年の社会参加を

促進する事業を実施。 

①成人式実行委員会の活

動を支援。                                                               

②資源回収やごみゼロ運

動等への青少年の参加

を促進。                                               

③八潮市子ども会育成者

連絡協議会等と連携し

て、青少年の社会参加を

促進する事業を実施。 

①成人式実行委員会の活

動を支援。                                                                

②資源回収やごみゼロ運

動等への青少年の参加

を促進。                                               

③八潮市子ども会育成者

連絡協議会等と連携し

て、青少年の社会参加を

促進する事業を実施。 

参考事業費 1,080千円 1,080千円 1,080千円 

 

コード：01030301 基本施策名：青少年活動の推進 ●主要事業 

事 業 名 45 青少年の居場所づくり事業 

担当組織 教育総務部 社会教育課 

事業目的 

・自然に親しみ、異年齢による集団活動やグループ行動が出来るよう野外活動など

の体験の場を提供する。 

・青少年が集い、世代間の交流ができる機会など安全で安心な居場所の確保に努め

る。 

事業概要 

・家庭、学校、地域住民、関係団体等と連携し、「八潮子供土曜広場」など既存施設

を活用した青少年の居場所づくりを推進する。 

・やしお子ども週末活動実行委員会へ事業の委託をし、市民協働による居場所づく

りを進める。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①家庭、学校、地域住民、

関係団体等と連携し、青

少年の居場所づくりを

推進する。 

②やしお子ども週末活動

実行委員会への事業委

託 

①家庭、学校、地域住民、

関係団体等と連携し、青

少年の居場所づくりを

推進する。 

②やしお子ども週末活動

実行委員会への事業委

託 

①家庭、学校、地域住民、

関係団体等と連携し、青

少年の居場所づくりを

推進する。 

②やしお子ども週末活動

実行委員会への事業委

託 

参考事業費 603千円 603千円 603千円 
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第４節 社会の要請に応えた教育の環境づくり 

コード：01040101 基本施策名：社会教育活動の充実 ●主要事業 

事 業 名 46 地域学習活動推進事業 

担当組織 教育総務部 社会教育課 

事業目的 
・市民の学習意欲を高め、地域学習活動を推進するために学校施設を生涯学習の場

として活用するなど、学校、地域との協力連携体制の充実を図る。 

事業概要 ・市内小中学校の施設で生涯学習学校開放講座を展開する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①市内小中学校の施設で

生涯学習学校開放講座

を開催する。                                                  

①市内小中学校の施設で

生涯学習学校開放講座

を開催する。  

①市内小中学校の施設で

生涯学習学校開放講座

を開催する。                                                  

参考事業費 2,400千円 2,400千円 2,400千円 

 

コード：01040102 基本施策名：社会教育活動の充実 ●主要事業 

事 業 名 47 図書館情報提供事業 

担当組織 教育総務部 社会教育課 公民館・図書館 

事業目的 
・図書、記録及びその他必要な資料を収集し、整理し、保存して、市民の利用に供

し、その教養、調査研究及びレファレンス等に資する。 

事業概要 

・一般及び児童向け資料、漫画図書、郷土・行政資料、ＡＶ資料、雑誌等の収集と

提供及び調査活動を行う。 

・おはなし会や子どもの読書活動推進法に基づく学校等への出前活動、障がいがあ

る人への録音資料等の図書館サービスの提供を行う。 

・八潮駅周辺の利便性を生かした図書館サービスの調査研究を行う。 

・計画的な特集図書展示を展開する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①資料収集・提供 

②調査活動 

③集会活動 

④学校等への出前活動 

⑤障がい者サービス 

⑥大学図書館との連携 

⑦図書館資料の充実 

①資料収集・提供 

②調査活動 

③集会活動 

④学校等への出前活動 

⑤障がい者サービス 

⑥大学図書館との連携 

⑦図書館資料の充実 

①資料収集・提供 

②調査活動 

③集会活動 

④学校等への出前活動 

⑤障がい者サービス 

⑥大学図書館との連携 

⑦図書館資料の充実 

参考事業費 42,626千円 42,626千円 42,626千円 
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コード：01040201 基本施策名：社会教育活動の推進 

事 業 名 48 社会教育推進事業 

担当組織 教育総務部 社会教育課 

事業目的 

・社会教育審議会を開催するとともに、社会教育指導員を配置し、社会教育の振興

を図る。 

・埼葛地区社会教育担当者会などの研修会に参加し、職員の資質向上を図る。 

事業概要 

・社会教育審議会の開催、研修会等への参加 

・社会教育指導員の配置 

・埼葛地区社会教育担当者会等への参加 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①社会教育審議会の開催、

研修会等への参加                            

②社会教育指導員の設置                               

③埼葛地区社会教育担当

者会等への参加 

①社会教育審議会の開催、

研修会等への参加                            

②社会教育指導員の設置                               

③埼葛地区社会教育担当

者会等への参加 

①社会教育審議会の開催、

研修会等への参加                            

②社会教育指導員の設置                               

③埼葛地区社会教育担当

者会等への参加 

参考事業費 5,518千円 5,518千円 5,518千円 

 

コード：01040202 基本施策名：社会教育活動の推進 ●主要事業 

事 業 名 49 市民大学・大学院運営事業 

担当組織 教育総務部 社会教育課 

事業目的 
・生涯学習による人づくりを担い、市と協働したまちづくりに貢献できる市民の育

成や、学習・研究した内容を市民に提供することのできる人材の育成を目指す。                     

事業概要 ・運営を委託しているＮＰＯ法人と連携し、市民大学・大学院の事業の充実を図る。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①市民大学、大学院の運営                                                                                                       

②運営の一部をNPO法人に         

委託する。 

③市民大学、市民大学院生

の学習･研究内容を掲載

したホームページの管

理運営をＮＰＯ法人に

委託する。 

①市民大学、大学院の運営                                                                                                       

②運営の一部をNPO法人に

委託する。 

③市民大学、市民大学院生

の学習･研究内容を掲載

したホームページの管

理運営をＮＰＯ法人に

委託する。 

①市民大学、大学院の運営                                                                                                       

②運営の一部をNPO法人に

委託する。 

③市民大学、市民大学院生

の学習･研究内容を掲載

したホームページの管

理運営をＮＰＯ法人に

委託する。 

参考事業費 3,000千円 3,000千円 3,000千円 
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コード：01040203 基本施策名：社会教育活動の推進 ●主要事業 

事 業 名 50 公民館運営事業 

担当組織 教育総務部 社会教育課 公民館・図書館 

事業目的 

・市民が気軽に社会教育活動ができるよう講座の内容等を充実し、市民の学習ニー

ズに応じる。 

・分館事業に対して助成し、市民の地域に根ざした学習活動を支援する。 

事業概要 
・教養、環境、趣味等の分野別に市民の学習ニーズに沿った講座を開催し、参加者

によるサークルやグループづくりを促し、文化活動の推進を図る。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①教養、環境、趣味等の分

野別に市民の学習ニー 

ズに沿った講座を開催

する。 

②分館事業に対して助成

し、地域に根ざした学習 

活動を展開する。 

③指定管理者に対する指

導助言を行う。 

①教養、環境、趣味等の分

野別に市民の学習ニー 

ズに沿った講座を開催

する。 

②分館事業に対して助成

し、地域に根ざした学習 

 活動を展開する。 

③指定管理者に対する指

導助言を行う。 

①教養、環境、趣味等の分

野別に市民の学習ニー 

ズに沿った講座を開催

する。 

②分館事業に対して助成

し、地域に根ざした学習 

活動を展開する。 

③指定管理者に対する指

導助言を行う。 

参考事業費 1,312千円 1,312千円 1,312千円 

 

コード：01040301 基本施策名：家庭における教育の充実 ●主要事業 

事 業 名 51 家庭教育推進事業 

担当組織 教育総務部 社会教育課 

事業目的 

・子どもの人間形成の基礎を培う重要な時期である小中学生の子を持つ保護者を対

象に、家庭教育や子育てに関する講演会を開催する。 

・小中学生を対象とした親になるための学習を開催する。 

事業概要 

・市内全小中学校とＰＴＡと連携し、保護者主導の家庭教育学級を事業委託する。 

・小中学校のＰＴＡ活動を支援する。 

・家庭教育の普及啓発の講演会の開催。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①家庭教育の普及啓発の

講演会の開催。 

②市内全小中学校家庭教

育学級に事業委託する。                              

③ＰＴＡ連合会に補助金

を交付する。                          

④子育てに関わる家庭教

育相談を実施する。                     

⑤親の学習を実施する。 

①家庭教育の普及啓発の

講演会の開催。 

②市内全小中学校家庭教

育学級に事業委託する。                              

③ＰＴＡ連合会に補助金

を交付する。                          

④子育てに関わる家庭教

育相談を実施する。                     

⑤親の学習を実施する。 

①家庭教育の普及啓発の

講演会の開催。 

②市内全小中学校家庭教

育学級に事業委託する。                              

③ＰＴＡ連合会に補助金

を交付する。                          

④子育てに関わる家庭教

育相談を実施する。                     

⑤親の学習を実施する。 

参考事業費 1,552千円 1,552千円 1,552千円 
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コード：01040401 基本施策名：社会教育環境の整備 

事 業 名 52 公民館施設管理事業 

担当組織 教育総務部 社会教育課 公民館・図書館 

事業目的 
・市民が公民館を安心・安全に利用できるように、公民館施設の適正な維持管理を

行う。 

事業概要 

・建築設備、エレベーター等の保守点検により、利用者の安全や利便を損なわない

よう施設の維持管理を行う。 

・八條公民館指定管理者に対し、施設の維持管理について指導助言を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①維持管理に伴うエレベ

ーター、建築設備等の保

守点検 

②エレベーター修繕 

③屋上防水修繕および修

繕に係る設計業務委託 

④駐輪場屋根修繕 

⑤調理機器修繕 

⑥壁紙修繕 

⑦雨漏り修繕 

①維持管理に伴うエレベ

ーター、建築設備等の保 

守点検 

②八幡公民館及び八幡図

書館大規模改修 

①維持管理に伴うエレベ

ーター、建築設備等の保 

守点検 

②八幡公民館及び八幡図

書館大規模改修 

参考事業費 42,176千円 4,243千円 4,104千円 

 

コード：01040402 基本施策名：社会教育環境の整備 

事 業 名 53 視聴覚ライブラリー事業 

担当組織 教育総務部 社会教育課 公民館・図書館 

事業目的 
・市民が視聴覚ライブラリーを活用することによって、その学習効果を高めること

ができるようにする。 

事業概要 

・視聴覚教材、教具の貸出しを行う。 

・視聴覚教材の点検、修繕を行う。 

・視聴覚教材（16ミリフィルム、ビデオテープ）のＤＶＤ等への移行を計画的に行

う。 

・視聴覚教材のＤＶＤ等への移行に伴い、必要となる視聴覚教具の整備を計画的に

行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①視聴覚教材、教具の貸出  

 し 

②視聴覚教材（ＤＶＤ等）

の購入 

③視聴覚教具（ワイヤレス

アンプ）の更新 

①視聴覚教材、教具の貸出   

 し 

②視聴覚教材（ＤＶＤ等）

の購入 

①視聴覚教材、教具の貸出  

 し 

②視聴覚教材（ＤＶＤ等）

の購入 

参考事業費 872千円 615千円 615千円 
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コード：01040403 基本施策名：社会教育環境の整備 

事 業 名 54 図書館施設管理事業 

担当組織 教育総務部 社会教育課 公民館・図書館 

事業目的 
・施設を適正に維持管理することで、地域の図書館として市民サービスの向上に資

するよう、利用者の利便を図る。 

事業概要 

・施設維持に要する修繕、施設管理事業。 

・八條図書館の指定管理者に指導及び助言し、施設の管理を行う。 

・利用者アンケートや近隣市町図書館への照会により、図書館サービスにおける施

設のあり方についての調査研究を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①施設維持に要する管理

事業 

②施設の経年劣化に伴う

修繕 

③指定管理者による八條

図書館及び八條公民館

の管理運営 

④冷暖房設備の更新等快

適な利用環境の整備 

⑤アクションプランに基

づく計画的改修 

①施設維持に要する管理

事業 

②施設の経年劣化に伴う

修繕 

③指定管理者による八條

図書館及び八條公民館

の管理運営 

④冷暖房設備の更新等快

適な利用環境の整備 

⑤アクションプランに基

づく計画的改修 

①施設維持に要する管理

事業 

②施設の経年劣化に伴う

修繕 

③指定管理者による八條

図書館及び八條公民館

の管理運営 

④冷暖房設備の更新等快

適な利用環境の整備 

⑤アクションプランに基

づく計画的改修 

参考事業費 100,581千円 135,507千円 93,137千円 
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第５節 人権を尊重する社会づくり 

コード：01050101 基本施策名：人権教育の推進 ●主要事業 

事 業 名 55 人権教育推進事業 

担当組織 教育総務部 社会教育課 

事業目的 ・人権が尊重される平等な社会を実現するため、人権教育の推進を図る。 

事業概要 

・八潮市人権教育推進協議会と連携して人権教育推進事業を展開する。 

・各種人権教育研修会を開催する。 

・人権教育・同和教育指導者養成講座を開催する。 

・八潮市人権教育推進協議会に補助金を交付する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①八潮市人権教育推進協

議会と連携し人権教育

推進事業を展開する。                                                        

②各種人権教育研修会を

開催する。                                                                      

③人権・同和教育指導者養

成講座を開催する。 

①八潮市人権教育推進協

議会と連携し人権教育

推進事業を展開する。                                                        

②各種人権教育研修会を

開催する。                                                                      

③人権・同和教育指導者養

成講座を開催する。 

①八潮市人権教育推進協

議会と連携し人権教育

推進事業を展開する。                                                        

②各種人権教育研修会を

開催する。                                                                      

③人権・同和教育指導者養

成講座を開催する。 

参考事業費 1,761千円 1,761千円 1,761千円 

 

コード：01050201 基本施策名：人権啓発の推進 

事 業 名 56 人権推進事業 

担当組織 企画財政部 人権・男女共同参画課 

事業目的 
・基本的人権が尊重され、誰もが平等に社会に参画し、喜びや生きがいを実感しな

がら、安心して生活できる社会をつくる。 

事業概要 ・さまざまな人権問題の解消に向けた啓発活動、相談活動を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①同和問題、子ども、女性、

高齢者、障がい者、その

他さまざまな人権問題

に対する啓発活動の実

施 

②人権擁護委員による人

権相談の実施 

①同和問題、子ども、女性、

高齢者、障がい者、その

他さまざまな人権問題

に対する啓発活動の実

施 

②人権擁護委員による人

権相談の実施 

①同和問題、子ども、女性、

高齢者、障がい者、その

他さまざまな人権問題

に対する啓発活動の実

施 

②人権擁護委員による人

権相談の実施 

参考事業費 3,228千円 2,973千円 3,230千円 
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コード：01050202 基本施策名：人権啓発の推進 ●主要事業 

事 業 名 57 人権啓発事業 

担当組織 教育総務部 社会教育課 

事業目的 
・家庭、地域、職場などあらゆる場を通して同和教育をはじめとする人権教育につ

いて、学習機会の拡大と多様な広報媒体を利用した啓発活動の充実を目指す。 

事業概要 
・人権標語や作文を募集し、チラシや啓発冊子等を作成して配布する。 

・啓発ビデオの貸し出しを実施する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①人権標語や作文を募集

し、チラシや啓発冊子等

を作成して配布する。                                  

②啓発ビデオの貸し出し

を実施する。 

①人権標語や作文を募集

し、チラシや啓発冊子等

を作成して配布する。                                  

②啓発ビデオの貸し出し

を実施する。 

①人権標語や作文を募集

し、チラシや啓発冊子等

を作成して配布する。                                  

②啓発ビデオの貸し出し

を実施する。 

参考事業費 482千円 482千円 482千円 
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第６節 平和な社会づくり 

コード：01060101 基本施策名：平和教育の推進 ●主要事業 

事 業 名 58 平和推進事業 

担当組織 企画財政部 人権・男女共同参画課 

事業目的 ・平和都市宣言に基づき、市民の平和に対する意識の高揚を図る。 

事業概要 
・小学生を対象に、平和の尊さを学ぶ機会を提供するため平和施設見学会を実施す

る。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①平和関連施設見学会の

実施 

①平和関連施設見学会の

実施 

①平和関連施設見学会の

実施 

参考事業費 219千円 224千円 224千円 

 

コード：01060201 基本施策名：平和意識の高揚 ●主要事業 

事 業 名 59 平和啓発事業 

担当組織 企画財政部 人権・男女共同参画課 

事業目的 ・平和都市宣言に基づき、市民の平和に対する意識の高揚を図る。 

事業概要 ・平和の大切さを啓発するため、平和パネル展を実施する。 

年度別計画 
Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①パネル展の実施 ①パネル展の実施 ①パネル展の実施 

参考事業費    
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第７節 個性あふれる豊かな市民文化づくり 

コード：01070101 基本施策名：文化活動の推進 ●主要事業 

事 業 名 60 市民文化推進事業 

担当組織 市民活力推進部 市民協働推進課 

事業目的 
・地域や市民生活に根ざした主体的な文化活動の支援等を行うとともに、文化芸術

に触れる機会の充実に努める。 

事業概要 

・文化イベントや講座を開催する。 

・地域に根ざした文化活動を支援する。 

・文化芸術に触れる機会を提供する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①施設を利用して、コンサ

ートや講座等を開催す

る。 

②公共施設等にアーティ

ストを派遣し、ミニコン

サート等を行う。 

①施設を利用して、コンサ

ートや講座等を開催す

る。 

②公共施設等にアーティ

ストを派遣し、ミニコン

サート等を行う。 

①施設を利用して、コンサ

ートや講座等を開催す

る。 

②公共施設等にアーティ

ストを派遣し、ミニコン

サート等を行う。 

③開館30周年事業を行う。 

参考事業費 3,702千円 3,770千円 10,337千円 

 

コード：01070102 基本施策名：文化活動の推進 ●主要事業 

事 業 名 61 文化活動推進事業 

担当組織 教育総務部 社会教育課 公民館・図書館 

事業目的 
・八潮市文化協会等、文化活動団体と協働して文化活動を振興し、市民文化の向上

を図る。 

事業概要 

・文化祭及び文化振興講演会を開催する。 

・書道展、美術展、音楽祭を開催する。 

・文化協会加盟団体による歌謡大会、吟詠大会、民謡民舞大会、吹奏楽演奏会、華

道展、洋らん展、各種講座の開催を支援する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①文化協会補助金 

②催事委託料 

③文化協会振興のための

検討 

①文化協会補助金 

②催事委託料 

③文化協会振興のための

検討 

①文化協会補助金 

②催事委託料 

③文化協会振興のための

検討 

参考事業費 2,552千円 2,552千円 2,552千円 

 

コード：01070103 基本施策名：文化活動の推進 

事 業 名 62 地域文化活性化事業 

担当組織 教育総務部 文化財保護課 

事業目的 

・幅広い市民層に対し、八潮の歴史や文化を学ぶ機会を提供し、地域理解の浸透と

伝統文化の継承を図る。また、資料館ボランティアと協働で事業を実施すること

で、活動の場の提供と市民ニーズの把握に努め、地域文化活動の活性化を目指す。 

事業概要 
・幅広い年齢層を対象に、特色ある地域の伝統工芸や年中行事、食文化などを扱っ

た体験学習方式の講座「体験講座」を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①体験講座の開催 

 (11回開催) 

①体験講座の開催 

 (11回開催) 

①体験講座の開催 

 (11回開催) 

参考事業費 212千円 212千円 212千円 
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コード：01070201 基本施策名：文化施設の充実 

事 業 名 63 八潮市民文化会館施設管理事業 

担当組織 市民活力推進部 市民協働推進課 

事業目的 
・地域に根ざした文化活動を一層促進するため、各種文化施設の充実や有効利用、

相互の連携を強化する。 

事業概要 
・法令に基づく適正な施設管理運営業務を行う。 

・中長期保全計画に基づく施設の修繕・改修工事を実施する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①市の直営により、法令に

基づく施設の管理運営

を行う。 

②施設マネジメント基本

方針及び中長期保全計

画に基づき計画的な、修

繕、改修工事を行う。 

①市の直営により、法令に

基づく施設の管理運営

を行う。 

②施設マネジメント基本

方針及び中長期保全計

画に基づき計画的な、修

繕、改修工事を行う。 

①市の直営により、法令に

基づく施設の管理運営

を行う。 

②施設マネジメント基本

方針及び中長期保全計

画に基づき計画的な、修

繕、改修工事を行う。 

参考事業費 92,685千円 72,071千円 72,071千円 

 

コード：01070202 基本施策名：文化施設の充実 

事 業 名 64 八潮市民文化会館駅前分館施設管理事業 

担当組織 市民活力推進部 市民協働推進課 

事業目的 
・駅前の立地を生かした施設の有効活用の充実を図るため、メセナとの相互連携を

強化し、地域に根ざした文化活動を促進する。 

事業概要 
・施設の維持・管理・運営を行う。 

・市民ニーズに即した事業を展開する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①駅前分館（アネックス）

の管理運営を行う。 

①駅前分館（アネックス）

の管理運営を行う。 

①駅前分館（アネックス）

の管理運営を行う。 

参考事業費 11,404千円 10,326千円 10,326千円 
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コード：01070203 基本施策名：文化施設の充実 

事 業 名 65 資料館運営事業 

担当組織 教育総務部 文化財保護課 

事業目的 

・郷土の歴史や文化の情報発信施設である資料館施設を充実し、施設の利用促進と

郷土に対する市民理解の浸透を図る。また、学習の場の提供に努め、市民の自主

的な文化活動への支援を図る。 

事業概要 

・安全・快適な利用空間を創出するため、施設の維持管理や老朽箇所・故障箇所の

修繕を随時行う。また、学習の場として一般開放している古民家（市指定文化財 旧

藤波家住宅）についても、利用者の安全確保のため、耐震化工事を実施する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①資料館協議会開催 

②資料館・古民家の維持管

理 

③設備の保守点検 

④空調設備調査、改修工事

設計の実施 

⑤古民家耐震化診断の実

施 

⑥図書購入費 

⑦監視カメラ設備修繕 

①資料館協議会開催 

②資料館・古民家の維持管 

理 

③設備の保守点検 

④空調設備工事（ﾁﾗｰﾕﾆｯﾄ

交換）の実施 

⑤古民家耐震化設計の実

施 

⑥図書購入費 

①資料館協議会開催 

②資料館・古民家の維持管

理 

③設備の保守点検 

④空調設備工事（ｴｱｰﾊﾝﾄﾞ

ﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ・ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ）

の実施 

⑤古民家耐震化工事の実

施 

⑥常設展示室ﾘﾆｭｰｱﾙのた

めのﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ及び設計 

⑦図書購入費 

⑧資料館耐震化診断の実

施 

参考事業費 27,364千円 18,378千円 18,378千円 
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コード：01070301 基本施策名：文化財保護事業の推進 ●主要事業 

事 業 名 66 文化財保護充実事業 

担当組織 教育総務部 文化財保護課 

事業目的 

・市民が地域の歴史を知り、歴史から学び、地域理解が得られるよう、市民の貴重

な文化遺産である文化財を保護・継承する。また、文化財の普及啓発を図ること

によって、文化財をまちづくりに活かす。 

事業概要 

・市内文化財の調査を行い、調査結果をまとめた報告書を刊行する。 

・貴重な文化財は登録文化財、指定文化財として保護を図るとともに、所有者・管

理者の適切な保護措置への支援を行う。また、文化財めぐり等の歴史講座を開催

して、文化財の普及啓発と文化財愛護意識の向上を図る。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①文化財保護審議会の開

催 

②文化財調査 

③歴史講座の開催 

④無形民俗文化財等映像

記録の保存活用 

⑤埋蔵文化財調査体制の

整備 

⑥文化財管理及び文化振

興事業・後継者育成事業

への助成 

①文化財保護審議会の開

催 

②文化財調査 

③歴史講座の開催 

④無形民俗文化財等映像

記録の保存活用 

⑤埋蔵文化財調査の実施 

⑥文化財管理及び文化振

興事業・後継者育成事業

への助成 

①文化財保護審議会の開

催 

②文化財調査 

③歴史講座の開催 

④埋蔵文化財調査の実施 

⑤文化財管理及び文化振

興事業・後継者育成事業

への助成 

参考事業費 3,527千円 3,782千円 3,282千円 

 

コード：01070302 基本施策名：文化財保護事業の推進 

事 業 名 67 文化財周辺環境整備事業 

担当組織 教育総務部 文化財保護課 

事業目的 
・文化財建造物等を中心とする文化財の活用環境を整備し、適切な保存と活用促進

を進めることで、地域に育まれた歴史と文化に対する市民理解の向上を図る。 

事業概要 

・重要文化財建造物防災設備の保守点検や修理に係る補助支援を行う。また、一般

公開を行っている文化財建造物に対し、公開日の管理支援を行うとともに、見学

用パンフレットや案内サイン等、活用のための設備整備を進める。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①市指定文化財公開の支

援 

②重要文化財防災設備保

守点検の補助 

③市内文化財公開環境の

整備 

④重要文化財保存活用計

画の策定                 

①市指定文化財公開の支

援 

②重要文化財防災設備保

守点検の補助 

③市内文化財公開環境の

整備                 

④重要文化財保存活用計

画の刊行 

①市指定文化財公開の支

援 

②重要文化財防災設備保

守点検の補助 

③市内文化財公開環境の

整備                 

 

参考事業費 1,100千円 895千円 435千円 
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コード：01070401 基本施策名：郷土の歴史･文化普及事業の推進 

事 業 名 68 収集資料保存・活用事業 

担当組織 教育総務部 文化財保護課 

事業目的 
・市内に伝わる歴史資料や文化遺産を、市民共有の財産として後世に継承するため、

適正な整理保存に努め、市民の利用促進を図る。 

事業概要 

・保存期間の満了した公文書の評価選別を行い、歴史公文書として整理保存を図る。

また、収蔵資料の充実と活用促進のため、古文書や民具資料の収集・調査を進め

るとともにインターネット配信の歴史事典『れきナビ－やしお歴史事典－』等の

活用事業を推進する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①公文書の収集、整理保存 

②収蔵する歴史資料の整

理保存と活用 

③『れきナビ－やしお歴史

事典－』の運営・管理 

④公文書資料のマイクロ

フィルム化 

⑤千ヶ崎悌六油彩画修繕 

①公文書の収集、整理保存 

②収蔵する歴史資料の整

理保存と活用 

③『れきナビ－やしお歴史

事典－』の運営・管理 

④公文書資料のマイクロ

フィルム化 

⑤千ヶ崎悌六油彩画修繕 

①公文書の収集、整理保存 

②収蔵する歴史資料の整

理保存と活用 

③『れきナビ－やしお歴史

事典－』の運営・管理 

④公文書資料のマイクロ

フィルム化 

⑤千ヶ崎悌六油彩画修繕 

⑥資料館デジタルアーカ

イブ構築及び配信 

参考事業費 17,213千円 14,252千円 16,721千円 

 

コード：01070402 基本施策名：郷土の歴史･文化普及事業の推進 ●主要事業 

事 業 名 69 郷土の歴史･文化普及事業 

担当組織 教育総務部 文化財保護課 

事業目的 
・八潮の歴史や文化を広く市内外に向け発信する展示会、郷土学習の機会を提供す

る資料活用事業を開催し、郷土の歴史・文化に対する市民理解の浸透を図る。 

事業概要 

・八潮の歴史や文化をテーマとした企画展示や市内に伝わる年中行事を紹介した季

節展示を行う。また、小中学生に郷土学習の機会を提供する資料活用事業、市民

の自主的学習活動への動機付けとする歴史入門講座等の事業を開催し、学校授業

や市民の学習活動への支援を図る。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①企画展の開催 

②季節展示の開催 

③歴史入門講座の開催 

④資料活用事業の実施 

①企画展の開催 

②季節展示の開催 

③歴史入門講座の開催 

④資料活用事業の実施 

①企画展の開催 

②季節展示の開催 

③歴史入門講座の開催 

④資料活用事業の実施 

参考事業費 2,980千円 2,980千円 2,980千円 
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第８節 ふれあいと連帯感にみちた地域社会づくり 

コード：01080101 基本施策名：コミュニティ活動の推進 ●主要事業 

事 業 名 70 コミュニティ意識の高揚事業 

担当組織 市民活力推進部 市民協働推進課 

事業目的 

・コミュニティの基盤である町会自治会に対して補助金を交付することで活動と人

材育成の支援を行う。 

・地域のつながりの強化や世代間の交流を図り、顔の見える安全で安心なコミュニ

ティづくりを進める。 

事業概要 

・八潮市ホームページによる町会自治会の活動PRを行う。 

・各町会自治会に対し、情報提供を行うとともに補助金を交付する。 

・市が主催する事業において、加入促進のPR活動を行う。 

・マンション未加入世帯への加入促進を図る。 

・地域の子ども達が集う場の一つとして自治会館の活用を検討し推進する。（まち・

ひと・しごと創生総合戦略） 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①各町会自治会の育成活

動支援、補助金の交付、

加入促進事業の実施 

②地域づくり活動への支

援（地域づくり活動促進

事業補助金の交付） 

③防犯担当課や各町会自

治会と連携し、地域で見

守る意識を啓発する。 

①各町会自治会の育成活

動支援、補助金の交付、

加入促進事業の実施 

②地域づくり活動への支

援（地域づくり活動促進

事業補助金の交付） 

③防犯担当課や各町会自

治会と連携し、地域で見

守る意識を啓発する。 

①各町会自治会の育成活

動支援、補助金の交付、

加入促進事業の実施 

②地域づくり活動への支

援（地域づくり活動促進

事業補助金の交付） 

③防犯担当課や各町会自

治会と連携し、地域で見

守る意識を啓発する。 

参考事業費 25,215千円 25,015千円 24,815千円 

 

コード：01080102 基本施策名：コミュニティ活動の推進 ●主要事業 

事 業 名 71 市民活動支援事業 

担当組織 市民活力推進部 市民協働推進課 

事業目的 
・市民の主体的な学習活動を支援するため、生涯学習をはじめとする市民活動に関

する情報提供や相談機能の充実を行う。 

事業概要 

・市民活動支援コーナーを中心に市民活動の情報収集、提供を行う。 

・市民活動コーディネーターが市民活動の相談、コーディネートを行う。 

・市民活動支援のための講座を開催する。              

・ボランティア活動・市民活動についての「活動情報公開一覧」を作成し、周知を

行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①市民活動の情報提供、収

集を行う。 

②市民活動コーディネー

ターが市民活動の相談、

コーディネートを行う。 

③市民活動のための講座

を開催する。      

④「活動情報公開一覧」を

作成する。 

①市民活動の情報提供、収

集を行う。 

②市民活動コーディネー

ターが市民活動の相談、

コーディネートを行う。 

③市民活動のための講座

を開催する。 

④「活動情報公開一覧」を

作成する。 

①市民活動の情報提供、収

集を行う。 

②市民活動コーディネー

ターが市民活動の相談、

コーディネートを行う。 

③市民活動のための講座

を開催する。 

④「活動情報公開一覧」を

作成する。 

参考事業費 4,293千円 4,380千円 4,380千円 
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コード：01080103 基本施策名：コミュニティ活動の推進 ●主要事業 

事 業 名 72 コミュニティ関係団体育成･活動支援事業 

担当組織 市民活力推進部 市民協働推進課 

事業目的 

・コミュニティ活動の多様化に対応するため、さまざまな活動にかかる各種施策の

調整を図り、総合的にコミュニティ施策を推進する。 

・地域のつながりの強化や世代間の交流を図り、顔の見える安全で安心なコミュニ

ティづくりを進める。 

事業概要 

・八潮市コミュニティ協議会事務局として、総会等会議の開催や研修視察の準備を

行い、協議会の活動を支援する。 

・彩の国コミュニティ協議会へ負担金を支出する。 

・地域連携の取組みをコーディネートする地域リーダーを養成する。(まち・ひと・

しごと創生総合戦略） 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①八潮市コミュニティ協

議会の育成・活動支援 

②彩の国コミュニティ協

議会負担金 

③地域リーダー養成講座

（予定）                                         

①八潮市コミュニティ協

議会の育成・活動支援 

②彩の国コミュニティ協

議会負担金 

③地域リーダー養成講座

（3町会予定）                     

①八潮市コミュニティ協

議会の育成・活動支援 

②彩の国コミュニティ協

議会負担金 

                     

参考事業費 937千円 937千円 337千円 

 

コード：01080201 基本施策名：コミュニティ環境の整備 ●主要事業 

事 業 名 73 コミュニティ施設整備事業 

担当組織 市民活力推進部 市民協働推進課 

事業目的 
・地域住民の日常的な活動の場となるコミュニティ施設等の整備充実を図る。 

・世代を超えた地域住民の交流を通じて地域コミュニティの活性化を図る。 

事業概要 

・各町会自治会の拠点となるコミュニティに必要な施設等の改修・修繕に対し補助

金を交付する。 

・複合型コミュニティ施設の整備についてはアセットマネジメント等との整合性を

図り進めていく。                                               

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①コミュニティ活動拠点

施設の整備検討 

②（一財）自治総合センタ

ーのコミュニティ助成

金を活用し、町会自治会

活動に必要な備品等を

購入する 

①コミュニティ活動拠点

施設の整備検討 

②（一財）自治総合センタ

ーのコミュニティ助成

金を活用し、町会自治会

活動に必要な備品等を

購入する 

③ふるさと創造資金を活

用し自治会館を新築す

る 

①コミュニティ活動拠点

施設の整備検討 

②（一財）自治総合センタ

ーのコミュニティ助成

金を活用し、町会自治会

活動に必要な備品等を

購入する 

③ふるさと創造資金を活

用し自治会館を新築す

る 

参考事業費 6,610千円 16,610千円 16,610千円 

 

  



 48 

コード：01080202 基本施策名：コミュニティ環境の整備 

事 業 名 74 コミュニティセンター施設管理事業 

担当組織 市民活力推進部 市民協働推進課 

事業目的 

・地域住民の間に連帯感を醸成し、心豊かなコミュニティの形成を促進するととも

に、市民のコミュニケーション活動の拠点として、快適で、安心して利用できる

施設の維持管理を行う。また、八潮市社会福祉協議会を指定管理者とし、効率的

な運営を図る。 

事業概要 

・施設の老朽化に伴い、計画的な修繕を実施する。 

・魅力ある施設づくりのための自主事業を実施する。 

・国からの通知によるPCBの含有調査を実施し、安全な管理を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①ホール、会議室、和室、

実習室の貸出し業務  

(指定管理者) 

②エアコン取替工事（ホー

ル） 

③PCB含有物保管業務委託 

①ホール、会議室、和室、

実習室の貸出し業務  

(指定管理者) 

②エアコン取替工事（会議

室、調理室） 

③PCB含有物処分予定 

※処分については管財係

と要調整 

①ホール、会議室、和室、

実習室の貸出し業務  

(指定管理者) 

参考事業費 16,692千円 16,723千円 10,684千円 

 

コード：01080301 基本施策名：外国籍住民との交流の推進 

事 業 名 75 多文化交流活動支援事業 

担当組織 市民活力推進部 市民協働推進課 

事業目的 
・ボランティア団体等と連携し、研修会やイベント等の事業を開催することにより、

多国籍住民との交流を促進する。 

事業概要 

・多文化共生の推進に関する調査、検討を行う。 

・市民団体と協働し、国際交流イベントを実施する。 

・日本語ボランティアの育成を図る。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①国際交流の場の提供 

②ホームステイの実施 

③ボランティア、ＮＰＯ団

体との連携 

④多文化共生推進プラン

の策定に向けた市民団

体との調整・アンケート

の実施 

⑤通訳ボランティアの募

集・登録 

①国際交流の場の提供 

②ホームステイの実施 

③ボランティア、ＮＰＯ団

体との連携 

④（仮称）多文化共生推進

委員の委嘱と多文化共

生推進プランの策定 

⑤通訳ボランティアの募

集・登録・更新 

①国際交流の場の提供 

②ホームステイの実施 

③ボランティア、ＮＰＯ団

体との連携 

④（仮称）多文化共生推進

委員の委嘱と多文化共

生推進プランの策定 

⑤通訳ボランティアの募

集・登録・更新 

参考事業費 246千円 934千円 256千円 
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第９節 男女がともに育む社会づくり 

コード：01090101 基本施策名：男女共同参画の促進 ●主要事業 

事 業 名 76 男女共同参画促進事業 

担当組織 企画財政部 人権・男女共同参画課 

事業目的 

・あらゆる分野における男女共同参画の実現を目指し、政策・方針決定の場への男

女共同参画の促進を図る。また、家庭・地域における男女共同参画の意識の高揚

を図る。 

事業概要 

・女性の参画意識を啓発し、政策・方針決定過程への女性の登用を促進する。 

・女性リーダー育成のための情報提供を行う。 

・男女共同参画に係る市民活動を支援する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①男女共同参画審議会 

②苦情処理委員 

③審議会等への女性の登

用促進 

④女性人材リストの充実 

⑤男女共同参画推進団体 

委託事業 

⑥グループ名簿の作成 

①男女共同参画審議会 

②苦情処理委員 

③審議会等への女性の登

用促進 

④女性人材リストの充実 

⑤男女共同参画推進団体

委託事業 

⑥グループ名簿の作成 

①男女共同参画審議会 

②苦情処理委員 

③審議会等への女性の登

用促進 

④女性人材リストの充実 

⑤男女共同参画推進団体 

委託事業 

⑥グループ名簿の作成 

⑦第４次男女共同参画プ

ランの見直し業務 

参考事業費 416千円 323千円 3,502千円 

 

コード：01090201 基本施策名：相談体制等の充実 ●主要事業 

事 業 名 77 相談体制等充実事業 

担当組織 企画財政部 人権・男女共同参画課 

事業目的 

・女性に対する暴力を無くし、男女共同参画社会の実現を目指す。 

・女性の持つ様々な悩みに対し助言や情報提供を行うことにより、女性のエンパワ

ーメントを促進する。 

事業概要 

・市役所ＤＶ相談支援室において、ＤＶ相談を実施する。 

・駅前出張所内相談室において、女性相談を実施する。 

・関係機関との連携を図りＤＶ被害者支援を実施する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①女性相談の実施 

②ＤＶ相談の実施 

③ＤＶ被害者同行支援の

実施 

④緊急一時保護施設との

協定 

⑤女性に対する暴力をな

くす運動実施期間にお

ける啓発 

⑥配偶者暴力相談支援セ

ンターの運営 

①女性相談の実施 

②ＤＶ相談の実施 

③ＤＶ被害者同行支援の

実施 

④緊急一時保護施設との

協定 

⑤女性に対する暴力をな

くす運動実施期間にお

ける啓発 

⑥配偶者暴力相談支援セ

ンターの運営 

①女性相談の実施 

②ＤＶ相談の実施 

③ＤＶ被害者同行支援の

実施 

④緊急一時保護施設との

協定 

⑤女性に対する暴力をな

くす運動実施期間にお

ける啓発 

⑥配偶者暴力相談支援セ

ンターの運営 

参考事業費 4,553千円 4,553千円 4,553千円 
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コード：01090301 基本施策名：男女平等意識の高揚 

事 業 名 78 男女共同参画啓発事業 

担当組織 企画財政部 人権・男女共同参画課 

事業目的 ・固定的な性別役割分担意識の解消を図り、男女平等・男女共同参画の意識を培う。 

事業概要 

・男女共同参画に関する研修会、講座を実施する。 

・男女共同参画週間における啓発、男女共同参画情報紙の発行、女性サロンや８４

０情報資料コーナーの充実を図る。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①職員研修の実施 

②市民企画講座への支援 

③男女共同参画週間の啓

発 

④男女共同参画情報紙の

発行 

⑤女性サロン、840情報資

料コーナーの充実 

①職員研修の実施 

②市民企画講座への支援 

③男女共同参画週間の啓

発 

④男女共同参画情報紙の

発行 

⑤女性サロン、840情報資

料コーナーの充実 

①職員研修の実施 

②市民企画講座への支援 

③男女共同参画週間の啓

発 

④男女共同参画情報紙の

発行 

⑤女性サロン、840情報資

料コーナーの充実 

参考事業費 172千円 175千円 175千円 

 

コード：01090401 基本施策名：仕事と家庭・地域生活の両立 ●主要事業 

事 業 名 79 男女共同参画環境づくり事業 

担当組織 企画財政部 人権・男女共同参画課 

事業目的 

・男女が安心して子育てや介護を行い、家族としての責任を果たすことができる社

会を形成するため、仕事と家庭・地域生活の両立（ワーク・ライフ・バランス）

を推進する。 

事業概要 
・関係各課と連携して啓発活動を行い、男女共同参画社会実現のための環境づくり

を推進する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①ワークライフバランス

推進月間での啓発活動

の実施 

②啓発チラシの作成、配布 

①ワークライフバランス

推進月間での啓発活動

の実施 

②啓発チラシの作成、配布 

①ワークライフバランス

推進月間での啓発活動

の実施 

②啓発チラシの作成、配布 

参考事業費    
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第第２２章章  健健康康福福祉祉・・子子育育てて  
 

第１節 ともに支えあう、心豊かな健康づくり 

コード：02010101 基本施策名：心豊かな健康づくりの推進 ●主要事業 

事 業 名 1 健康づくり推進事業 

担当組織 健康スポーツ部 健康増進課 

事業目的 

・第2次八潮市健康づくり行動計画に基づき、市民一人ひとりが自分の健康に関心を

持ち、自分にあった健康づくりが継続できるよう支援するとともに、市民及び関

係団体等との協働により、健康づくり活動を展開し、健康寿命の延伸を図る。 

事業概要 

・「健康づくり懇話会」等、各種健康づくり事業を実施する。 

・「やしお毎日１万歩運動」から「健康マイレージ」へ移行する。 

・「健康スポーツまつり」を開催する。 

・自殺対策計画の策定、各計画の推進及び進行管理を行う。 

・八潮市補助金等交付規則に基づき、関係団体へ補助金・助成金を交付する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①第20回健康スポーツま

つり、関係団体助成金、

骨髄移植ドナー助成金、

やしお毎日1万歩運動、

各種健康づくり事業の

実施 

②(新規)健康づくり行動

計画中間評価、自殺対策

計画策定、健康マイレー

ジ、体力づくりに関する

講座の実施 

①健康スポーツまつりの

開催、関係団体助成金、

骨髄移植ドナー助成金、

健康マイレージ、体力づ

くりに関する講座、各種

健康づくり事業の実施 

①健康スポーツまつりの

開催、関係団体助成金、

骨髄移植ドナー助成金、

健康マイレージ、体力づ

くりに関する講座、各種

健康づくり事業の実施 

参考事業費 19,910千円 12,095千円 12,483千円 
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コード：02010102 基本施策名：心豊かな健康づくりの推進 

事 業 名 2 保健センター管理運営事業 

担当組織 健康スポーツ部 健康増進課 

事業目的 

・市民の健康づくりを推進するための拠点となる保健センター機能を充実させると

ともに、安全で衛生的な施設の管理及び運営を維持することで、市民にとって利

用しやすい施設とする。 

事業概要 

・保健センター機能の充実及び施設等の安全な管理、運営に努める。 

・各事業で発生したデーターを一元管理する健康管理システムの維持管理と効率的

な活用に努める。 

・保健センター事業に関する事項について調査審議を行う審議会等を開催する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①保健センター施設の維

持管理 

②保健センター施設の修

繕 

③健康管理システムの維

持管理 

④保健センター運営委員

会及び検診等に関する

専門部会の開催 

①保健センター施設の維

持管理 

②保健センター施設の修

繕 

③健康管理システムの維

持管理 

④保健センター運営委員

会及び検診等に関する

専門部会の開催 

①保健センター施設の維

持管理 

②保健センター施設の修

繕 

③健康管理システムの維

持管理 

④保健センター運営委員

会及び検診等に関する

専門部会の開催 

参考事業費 32,655千円 42,308千円 23,703千円 

 

コード：02010201 基本施策名：保健サービスの充実 

事 業 名 3 母子保健事業 

担当組織 健康スポーツ部 健康増進課 

事業目的 

・母と子の健康づくりの推進により、乳幼児の疾病等の早期発見・早期治療・早期

療育へ適切につなげることができるようにするとともに、相談体制の充実により、

保護者の育児不安の軽減、児童虐待の予防や早期発見ができるようにする。 

事業概要 

・母子保健法、健康増進法、発達障害者支援法に基づき、妊婦や乳幼児の健診、相

談、講座、訪問指導等各種事業を実施する。 

・保護者や乳幼児に対し、交流の場及び情報を提供する。 

・発育発達等に関する相談事業（すこやか相談）等を実施する。 

・育児不安を抱える母親を対象に「子育てメンタルサロン」を実施する。 

・妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①母子健康手帳の交付、妊

婦及び乳幼児の各種健

診・相談・訪問、パパマ

マ学級等の各種教室、未

熟児養育医療の給付、不

妊検査費助成事業、子育

て応援サイト・アプリ 、

(新規)利用者支援事業 

（母子保健型）等【24

事業】 

①母子健康手帳の交付、妊

婦及び乳幼児の各種健

診・相談・訪問、パパマ

マ学級等の各種教室、未

熟児養育医療の給付、不

妊検査費助成事業、子育

て応援サイト・アプリ、

利用者支援事業（母子保

健型） 等【24事業】 

①母子健康手帳の交付、妊

婦及び乳幼児の各種健

診・相談・訪問、パパマ

マ学級等の各種教室、未

熟児養育医療の給付、不

妊検査費助成事業、子育

て応援サイト・アプリ、

利用者支援事業（母子保

健型） 等 【24事業】 

参考事業費 111,487千円 109,058千円 109,058千円 
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コード：02010202 基本施策名：保健サービスの充実 ●主要事業 

事 業 名 4 健康増進事業 

担当組織 健康スポーツ部 健康増進課 

事業目的 

・各種健康増進事業や精神保健事業等を実施するとともに、正しい知識の普及啓発

を推進することにより、市民自ら生活習慣病等を予防し、心身の健康を保持増進

できるようにする。 

事業概要 

・健康増進法に基づき、各種健康増進事業を実施する。 

・若年者の生活習慣病予防のため、40歳未満の市民を対象としたヘルシーチェック

健診を実施する。 

・精神保健に関する講演会、相談、訪問指導を実施する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①健康増進法に基づく健

康診査及びがん検診等

の実施、(新規)前立腺が

ん検診、（仮称）ダイエ

ットビューティー講座 

②ヘルシーチェックの実

施 

③こころの健康に関する

講演会、相談、訪問指導

等の実施 

①健康増進法に基づく健

康診査及びがん検診等

の実施(新規)胃がん検

診として内視鏡検査を

実施  

②ヘルシーチェックの実

施 

③こころの健康に関する

講演会及び相談、訪問指

導等の実施 

①健康増進法に基づく健

康診査及びがん検診等

の実施 

②ヘルシーチェックの実

施 

③こころの健康に関する

講演会及び相談、訪問指

導等の実施 

参考事業費 68,701千円 90,066千円 82,501千円 

 

コード：02010203 基本施策名：保健サービスの充実 

事 業 名 5 予防接種事業 

担当組織 健康スポーツ部 健康増進課 

事業目的 
・予防接種を行うことで、感染症対策上きわめて大きな役割を果たすとともに、感

染症のまん延を予防する。 

事業概要 

・予防接種法に基づく定期予防接種を実施する。（ヒブ、小児用肺炎球菌、Ｂ型肝炎、

４種混合、ＢＣＧ、麻しん風しん混合、水痘、日本脳炎、二種混合、不活化ポリ

オ、子宮頸がん予防、高齢者向けインフルエンザ及び高齢者肺炎球菌)  

・大人の風しん予防接種に係る費用の一部助成を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①予防接種法に基づく定

期予防接種の実施(13種

類) 

②大人の風しん予防接種

費用の一部助成 

①予防接種法に基づく定

期予防接種の実施(13種

類) 

※平成31年度から高齢者

肺炎球菌の対象が65歳

のみとなる 

②大人の風しん予防接種

費用の一部助成 

①予防接種法に基づく定

期予防接種の実施(13種

類) 

※不活化ポリオは平成32

年度末で終了 

②大人の風しん予防接種

費用の一部助成 

参考事業費 267,527千円 265,045千円 265,045千円 
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第２節 いのちを守る医療体制づくり 

コード：02020101 基本施策名：地域医療提供体制の充実 ●主要事業 

事 業 名 6 地域医療促進事業 

担当組織 健康スポーツ部 健康増進課 

事業目的 

・地域の医療機関との協力体制の充実に努めることで、市民が住みなれた地域にお

いて良質かつ適切な医療サービスを効率的に受けられる環境が整備される。また、

日常的な医療の基盤となり、必要に応じて専門医療機関との連携を行う、かかり

つけ医（歯科医を含む）の普及と定着を推進する。 

事業概要 

・各種の健康づくり事業を通じて、かかりつけ医（歯科医を含む）の必要性につい

て啓発を行う。また、医療機関マップを作成する。 

・地域の医療機関との協力体制を円滑にし、保健衛生、地域医療を推進するため、

地域医療団体へ補助金を交付する。 

・医師会等の協力を得ながら、産科の誘致活動を推進する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①かかりつけ医の普及・定

着 

②地域医療団体等補助事

業 

③産科の誘致活動 

①かかりつけ医の普及・定

着 

②地域医療団体等補助事

業 

③産科の誘致活動 

①かかりつけ医の普及・定 

 着 

②地域医療団体等補助事

業 

③産科の誘致活動 

参考事業費 11,238千円 11,610千円 11,970千円 

 

コード：02020201 基本施策名：地域救急医療体制の整備 ●主要事業 

事 業 名 7 休日診療所運営事業 

担当組織 健康スポーツ部 健康増進課 

事業目的 
・市民が安心して暮らすことができるよう、初期救急医療を担う公的医療機関であ

る休日診療所の円滑な運営を図る。 

事業概要 

・休日（日曜日、祝日、振替休日及び年末年始）における急病患者（内科・小児科）

の初期診療を行う。 

診療科目：内科・小児科  

診療時間：午前10時～正午、午後2時～4時  

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①休日における急病患者

（内科・小児科）の初期

診療 

 

診療科目：内科・小児科 

 

診療時間：午前10時～正午 

午後2時～4時 

①休日における急病患者

（内科・小児科）の初期

診療 

 

診療科目：内科・小児科 

 

診療時間：午前10時～正午 

午後2時～4時 

①休日における急病患者

（内科・小児科）の初期

診療 

 

診療科目：内科・小児科 

 

診療時間：午前10時～正午 

午後2時～4時 

参考事業費 12,804千円 12,577千円 12,488千円 
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コード：02020202 基本施策名：地域救急医療体制の整備 ●主要事業 

事 業 名 8 救急医療対策事業 

担当組織 健康スポーツ部 健康増進課 

事業目的 
・市民が住み慣れた地域において、救急時に適切に医療機関を受診できる環境を整

備し、救急医療体制の充実を図る。 

事業概要 

・草加市及び八潮市における休日の初期救急(内科・外科)医療を確保するため、在

宅当番医制運営費等負担金の八潮市分を負担する。 

・東部南地区第二次救急医療参加病院(１６病院)及び小児の第二次救急医療参加病

院(６病院)の運営費負担金の八潮市分を負担する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①救急医療体制の整備事 

業 

①救急医療体制の整備事

業 

①救急医療体制の整備事

業 

参考事業費 4,939千円 4,939千円 4,939千円 
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第３節 誰もが安心して生活できる社会づくり 

コード：02030101 基本施策名：国民健康保険制度の適切な運用 ●主要事業 

事 業 名 9 国民健康保険保健事業 

担当組織 健康スポーツ部 国保年金課 

事業目的 
・八潮市国民健康保険条例（昭和３４年条例第１号）第１０条（保健事業）の規定

に基づき、被保険者の保健意識を高め、健康増進と医療費の適正化を図る。 

事業概要 

・特定健診・特定保健指導等の保健事業を行う。 

・適正受診促進のための医療費通知等事務を行う。 

・疾病予防、重症化防止のため、保健センターで実施しているがん検診等の検診費

用の一部負担金相当分の補助事業を行う。 

・脳ドック受診費用の一部補助金交付事業を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①特定健診・特定保健指導

等の事業 

②医療費通知等事務 

③がん検診等の検診費用

の補助事業 

④脳ドック受診費用の一

部補助金交付事業 

⑤保健意識啓発事業 

※平成30年度から国保の

都道府県化の予定 

①特定健診・特定保健指導

等の事業 

②医療費通知等事務 

③がん検診等の検診費用

の補助事業 

④脳ドック受診費用の一

部補助金交付事業 

⑤保健意識啓発事業 

①特定健診・特定保健指導

等の事業 

②医療費通知等事務 

③がん検診等の検診費用

の補助事業 

④脳ドック受診費用の一

部補助金交付事業 

⑤保健意識啓発事業 

参考事業費 137,325千円 138,360千円 139,898千円 

 

コード：02030102 基本施策名：国民健康保険制度の適切な運用 

事 業 名 10 国民健康保険税賦課事務 

担当組織 健康スポーツ部 国保年金課 

事業目的 ・国保税の賦課事務を公正公平かつ効率的に処理し、税収の確保に努める。 

事業概要 ・総合行政システムを利用し、国保税の賦課事務を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①国民健康保険税の賦課

事務             

※平成30年度から国保の

都道府県化の予定 

①国民健康保険税の賦課

事務 

①国民健康保険税の賦課

事務 

参考事業費 66,030千円 66,138千円 66,138千円 
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コード：02030103 基本施策名：国民健康保険制度の適切な運用 

事 業 名 11 国民健康保険医療費給付事業 

担当組織 健康スポーツ部 国保年金課 

事業目的 ・保険者として八潮市国民健康保険を運営する。 

事業概要 

・被保険者資格の管理事務（窓口業務等の委託を含む）を行う。 

・保険給付事業を行う。                              

・出産育児一時金・葬祭費の支給事業を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①被保険者資格の得喪及

び被保険者証等の交付

事務 

②療養給付費等の給付 

③出産育児一時金・葬祭費

の支給 

④国県負担金、交付金等の

請求 

⑤国保運営協議会 

※平成30年度から国保の

都道府県化のため事業

費が大幅に変更される

が詳細未定 

①被保険者資格の得喪及

び被保険者証等の交付

事務 

②療養給付費等の給付 

③出産育児一時金・葬祭費

の支給 

④国県負担金、交付金等の

請求 

⑤国保運営協議会 

※平成30年度から国保の

都道府県化のため事業

費が大幅に変更される

が詳細未定 

①被保険者資格の得喪及

び被保険者証等の交付

事務 

②療養給付費等の給付 

③出産育児一時金・葬祭費

の支給 

④国県負担金、交付金等の

請求 

⑤国保運営協議会 

※平成30年度から国保の

都道府県化のため事業

費が大幅に変更される

が詳細未定 

参考事業費 11,839,065千円 11,956,554千円 12,075,217千円 
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コード：02030104 基本施策名：国民健康保険制度の適切な運用 

事 業 名 12 国民健康保険支援事業 

担当組織 健康スポーツ部 国保年金課 

事業目的 

・八潮市国民健康保険特別会計の運営に必要な法定内繰出金及び法定外（財源補填

分）繰出金を一般会計から繰り出す。 

・高額療養費及び出産育児一時金が支払われるまでの間、被保険者の申請により支

払予定額の範囲で貸付を行う。 

事業概要 

・職員給与費等、出産育児一時金等の法定内繰出金は、地方交付税で措置される。 

・財源不足を補填する法定外繰出金は、法的措置は無く一般会計に依存する。 

・保険基盤安定繰出金は、保険税軽減措置に伴う公費負担額（市負担1/4）として繰

出される。 

・高額療養費資金及び出産費資金貸付金は、経済的理由により一部負担金の支払い

が困難な者に対し行う。                                      

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①繰出金の支出 

②高額療養費及び出産育

児一時金の貸付 

※平成30年度から国保の

都道府県化のため詳細

未定 

（H29年度と同額を計上） 

①繰出金の支出 

②高額療養費及び出産育

児一時金の貸付 

※平成30年度から国保の

都道府県化のため詳細

未定 

（H29年度と同額を計上） 

①繰出金の支出 

②高額療養費及び出産育

児一時金の貸付 

※平成30年度から国保の

都道府県化のため詳細

未定 

（H29年度と同額を計上） 

参考事業費 776,439千円 776,439千円 776,439千円 

 

コード：02030201 基本施策名：後期高齢者医療制度の適切な運用 

事 業 名 13 後期高齢者医療保険事務 

担当組織 健康スポーツ部 国保年金課 

事業目的 
・後期高齢者医療制度の運営主体である埼玉県後期高齢者医療広域連合と連携して、

制度の適切な運用を図る。 

事業概要 

・後期高齢者医療制度被保険者を的確に把握する。 

・埼玉県後期高齢者医療広域連合と連携し、保険料徴収事務を適正かつ効率的に実

施する。 

・後期高齢者医療制度の広報・相談等の窓口業務を行う。 

・健康診査等の保健事業を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①被保険者の資格得喪各

種届出の受理 

②賦課資料の提供、保険料

通知書の送付 

③収納管理・徴収事務 

④給付に関する届出の受

理 

⑤健康診査等保健事業 

①被保険者の資格得喪各

種届出の受理 

②賦課資料の提供、保険料

通知書の送付 

③収納管理・徴収事務 

④給付に関する届出の受

理 

⑤健康診査等保健事業 

①被保険者の資格得喪各

種届出の受理 

②賦課資料の提供、保険料

通知書の送付 

③収納管理・徴収事務 

④給付に関する届出の受

理 

⑤健康診査等保健事業 

参考事業費 836,518千円 844,873千円 853,312千円 
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コード：02030202 基本施策名：後期高齢者医療制度の適切な運用 

事 業 名 14 後期高齢者医療費等法定負担事務 

担当組織 健康スポーツ部 国保年金課 

事業目的 
・後期高齢者医療制度の運営主体である埼玉県後期高齢者医療広域連合と連携して、

制度の適切な運用を図る。 

事業概要 
・埼玉県後期高齢者医療広域連合に対し、公費負担割合に応じて市の法定負担分を

支出する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①埼玉県後期高齢者医療

広域連合給付費負担金

の支出 

②後期高齢者医療保険基

盤安定繰出金の支出 

①埼玉県後期高齢者医療

広域連合給付費負担金

の支出 

②後期高齢者医療保険基

盤安定繰出金の支出 

①埼玉県後期高齢者医療

広域連合給付費負担金

の支出 

②後期高齢者医療保険基

盤安定繰出金の支出 

③職員派遣基準に基づく

職員派遣 

参考事業費 735,650千円 743,007千円 750,437千円 

 

コード：02030301 基本施策名：国民年金制度の理解促進 

事 業 名 15 国民年金事務 

担当組織 健康スポーツ部 国保年金課 

事業目的 ・国や日本年金機構などと連携し、国民年金制度に対する理解を促進する。 

事業概要 

・法定受託事務である各種届出を受理及び送達を行う。 

・広報紙やホームページの活用、年金相談などを通じて国民年金制度の理解を深め

る。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①各種届出の受理送達 

②年金相談実施 

③広報紙やホームページ

を用いての啓発 

④年金生活者支援給付金

事務 

①各種届出の受理送達 

②年金相談実施 

③広報紙やホームページ

を用いての啓発 

④年金生活者支援給付金

事務 

①各種届出の受理送達 

②年金相談実施 

③広報紙やホームページ

を用いての啓発 

④年金生活者支援給付金

事務 

参考事業費 7,463千円 7,463千円 7,463千円 
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第４節 スポーツ・レクリエーションに親しめる環境づくり 

コード：02040101 基本施策名：スポーツ・レクリエーション活動の推進 ●主要事業 

事 業 名 16 スポーツ振興事業 

担当組織 健康スポーツ部 スポーツ振興課 

事業目的 

・市民の誰もが、気軽にスポーツ・レクリエーション活動に親しむことが出来るよ

う、年齢、体力、運動能力に応じたスポーツ教室等を行う。また、全国大会など

に出場できるような選手を育成するため、トップアスリート向けの教室を開催す

る。 

事業概要 

・スポーツを「する」事業として、子どもから高齢者までの全ての年齢層に対し、

それぞれのライフステージに応じた教室等を計画し、実施する。また、「する」「み

る」機会を提供するために、スポーツに関する情報提供を行う。そのほかスポー

ツ大会等での不慮の事故等に備えAEDの貸出業務を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①スポーツ・健康教室の実

施、情報提供 

②スポーツ大会等でのAED

貸出し 

③公用車の借り上げ 

④スポーツ推進計画の策

定 

①スポーツ・健康教室の実

施、情報提供 

②スポーツ大会等でのAED

貸出し 

③公用車の借り上げ 

④スポーツ推進計画の策

定 

①スポーツ・健康教室の実

施、情報提供 

②スポーツ大会等でのAED

貸出し 

③公用車の借り上げ 

参考事業費 9,589千円 11,329千円 6,970千円 

 

コード：02040102 基本施策名：スポーツ・レクリエーション活動の推進 ●主要事業 

事 業 名 17 スポーツ大会事業 

担当組織 健康スポーツ部 スポーツ振興課 

事業目的 
・関係団体との共催、または協力を得て、市民体育祭や市内一周駅伝大会等を開催

し、市民がスポーツを「する」「みる」両面から、親しむ場の提供を行う。 

事業概要 
・町会自治会や市民等の参加協力を得ながら、スポーツ・レクリエーション団体と

協働で実施する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①各種大会の開催 

②市内1周駅伝大会の開催 

①各種大会の開催 

②市内1周駅伝大会の開催 

①各種大会の開催 

②市内1周駅伝大会の開催 

参考事業費 3,200千円 3,200千円 3,200千円 
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コード：02040201 基本施策名：スポーツ・レクリエーション活動体制の充実 

事 業 名 18 スポーツ指導者支援事業 

担当組織 健康スポーツ部 スポーツ振興課 

事業目的 ・県、各種団体及び関係機関等と連携協力して、指導者の養成、支援を行う。 

事業概要 

・スポーツ選手を指導できる指導者を養成するとともに広報紙などを活用してスポ

ーツリーダーに関する情報提供を行う。 

・各種団体や地域の指導者の育成を図るため研修会・講習会を開催するほか、参加

の支援を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①研修会等への参加の支

援 

②スポーツ実技指導の向

上 

①研修会等への参加の支

援 

②スポーツ実技指導の向

上 

①研修会等への参加の支

援 

②スポーツ実技指導の向

上 

参考事業費 2,772千円 2,772千円 2,772千円 

 

コード：02040301 基本施策名：スポーツ・レクリエーション団体の育成 

事 業 名 19 スポーツ・レクリエーション団体支援事業 

担当組織 健康スポーツ部 スポーツ振興課 

事業目的 
・体育協会、レクリエーション協会及びスポーツ少年団の自主的な活動を支援し、

団体の育成を図る。 

事業概要 
・体育協会、レクリエーション協会、スポーツ少年団への補助金の交付並びに、各

団体が行う市民大会等の事業環境を整える。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①体育協会・レクリエーシ

ョン協会・スポーツ少年

団支援事業 

①体育協会・レクリエーシ

ョン協会・スポーツ少年

団支援事業 

①体育協会・レクリエーシ

ョン協会・スポーツ少年

団支援事業 

参考事業費 5,219千円 5,219千円 5,219千円 
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コード：02040401 基本施策名：スポーツ・レクリエーション施設の充実 ●主要事業 

事 業 名 20 体育施設管理運営事業 

担当組織 健康スポーツ部 スポーツ振興課 

事業目的 

・市民のスポーツ・レクリエーション活動施設としての体育施設（学校開放施設、

市民温水プールを含む）が安全安心に利用できるよう維持管理に努め、市民の体

力づくり及び健康増進を支援する。 

事業概要 

・文化スポーツセンターは、老朽化による不具合が増加し利用に支障を来たしてい

るが、災害時の避難所としての安全を確保することが必要。 

・エイトアリーナは、空調設備の改修を計画的に行うとともに、随時修繕等を行い

良好な状態を維持。 

・屋外体育施設の照明設備が水銀灯の２０２０年の生産停止に伴う施設改修を計画

的に実施。 

・移設後のサッカー場、ソフトボール場における洪水時のネットの徹去等の実施。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①スポーツ・レクリエーシ

ョン団体等の施設貸出

業務 

②体育施設の安全維持管

理 

③エイト空調設備実施設

計、中央監視装置更新 

④屋外施設夜間照明改修 

⑤中学校夜間照明改修 

⑥サッカー場等のネット

の撤去等 

①スポーツ・レクリエーシ

ョン団体等の施設貸出

業務 

②体育施設の安全な維持

管理 

③エイト空調設備工事 

④屋外施設夜間照明改修

⑤中学校夜間照明改修 

⑥サッカー場等のネット

の撤去等 

①スポーツ・レクリエーシ

ョン団体等の施設貸出

業務 

②体育施設の安全な維持

管理 

③屋外施設夜間照明改修

④中学校夜間照明改修 

⑤サッカー場等のネット

の撤去等 

参考事業費 102,230千円 275,330千円 89,330千円 
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第５節 互いに支え合い誰もが安心して暮らせる社会づくり 

コード：02050101 基本施策名：相互扶助意識の高揚 

事 業 名 21 高齢者・障がい者等交流事業 

担当組織 ふれあい福祉部 社会福祉課 

事業目的 

・八潮市社会福祉協議会との共催（実施主体は当該協議会）により、「八潮市高齢者

と障がい者のスポーツの祭典」等の高齢者と障がい者の交流事業を実施し、市民

の地域福祉活動の増進及び市民の相互扶助意識の高揚を図る。 

事業概要 

・高齢者や障がい者の関係団体、社会福祉協力校やボランティア推進校の児童・生

徒が参加し、高齢者と障がい者の方々がスポーツ（高齢者・障がいの種類や程度

に応じたプログラム）を通じ、健康の維持増進と相互の友愛を深める。事業費は、

｢社会福祉協議会補助事業｣に含める。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①八潮市高齢者と障がい

者のスポーツの祭典の

開催 

※事業費は社会福祉協議

会補助事業に含める 

①八潮市高齢者と障がい

者のスポーツの祭典の

開催 

※事業費は社会福祉協議

会補助事業に含める 

①八潮市高齢者と障がい

者のスポーツの祭典の

開催 

※事業費は社会福祉協議

会補助事業に含める 

参考事業費    

 

コード：02050102 基本施策名：相互扶助意識の高揚 

事 業 名 22 葬祭助成事業 

担当組織 ふれあい福祉部 長寿介護課 

事業目的 
・市民の死亡による葬祭に対して葬祭助成金を支給することにより、市民の福祉の

増進に寄与することを目的とする。 

事業概要 ・市民の死亡による葬祭を行った者に対し、葬祭助成金２万円を支給する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①葬祭助成金２万円を支

給する。 

①葬祭助成金２万円を支

給する。 

①葬祭助成金２万円を支

給する。 

参考事業費 14,940千円 15,620千円 16,460千円 

 

  



 64 

コード：02050201 基本施策名：地域福祉環境の整備 

事 業 名 23 社会福祉事業 

担当組織 ふれあい福祉部 社会福祉課 

事業目的 
・社会福祉事業の公明かつ公正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全

な発達を図るとともに、地域福祉の増進を図る。 

事業概要 

・社会福祉事業として、日本赤十字社及び献血事業、行旅病人及び行旅死亡人事務、

草加(八潮)保護司会への事業協力、災害見舞金及び災害弔慰金の支給等に関する

事務のほか、社会福祉法人設立認可等の事務を実施する。また、第2期八潮市地域

福祉計画に基づく各種事業について、「自助・互助・共助・公助」の適切な役割分

担のもとに取組を実施する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①行旅病人及び行旅死亡

人事務 

②日本赤十字社社資増強

運動を含む献血関係事

務 

③草加・八潮地区保護司会

活動の支援 

④地域福祉推進事業の実

施 

⑤社会福祉法人の認可等

の事務 

①行旅病人及び行旅死亡

人事務 

②日本赤十字社社資増強

運動を含む献血関係事

務 

③草加・八潮地区保護司会

活動の支援 

④地域福祉推進事業の実

施 

⑤社会福祉法人の認可等

の事務 

①行旅病人及び行旅死亡

人事務 

②日本赤十字社社資増強

運動を含む献血関係事

務 

③草加・八潮地区保護司会

活動の支援 

④地域福祉推進事業の実

施 

⑤社会福祉法人の認可等

の事務 

⑥成年後見センターの設

置・運営 

参考事業費 2,284千円 2,311千円 4,179千円 

 

コード：02050202 基本施策名：地域福祉環境の整備 ●主要事業 

事 業 名 24 支援体制整備事業 

担当組織 ふれあい福祉部 社会福祉課 

事業目的 

・子供や障がい者、高齢者など、支援を必要とするすべての人たちが地域で安全・

安心に暮らしていけるよう、保健・医療・福祉の分野が相互に連携しながら支援

を行うための体制づくりを推進する。 

事業概要 

・保健・医療・福祉分野が相互に連携を図りながら、一体化したサービスが提供で

きるよう、支援体制を充実する。また、保健・医療・福祉分野の連携を深めてい

くため、これらの分野全般に通じた人材を育成する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①保健・医療・福祉分野が

一体化したサービスが

提供できるよう、地域福

祉計画推進委員会を通

じて検討を行う。 

①保健・医療・福祉分野が

一体化したサービスが

提供できるよう、地域福

祉計画推進委員会を通

じて検討を行う。 

①保健・医療・福祉分野が

一体化したサービスが

提供できるよう、地域福

祉計画推進委員会を通

じて検討を行う。 

参考事業費    
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コード：02050203 基本施策名：地域福祉環境の整備 

事 業 名 25 成年後見制度普及事業 

担当組織 ふれあい福祉部 社会福祉課 

事業目的 
・成年後見制度の普及・啓発活動を行い、活用を促進し、市民の権利擁護の推進を

図る。 

事業概要 

・成年後見制度の普及と啓発を図るための研修会や、市民後見人を育成していくた

めの研修会を、庁内の関係部署とも連携を図りながら、市民の権利擁護を充実さ

せていく役割を担う八潮市社会福祉協議会が主体となって実施していく。また、

市のホームページ等を通じて当該制度の普及と啓発を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①制度の普及・啓発を図る

ための研修会等の開催 

②市民後見人の育成を図

るための研修会等の開

催 

③市HP等を通じた啓発活

動 

④成年後見センターの検

討 

※①②の事業費は成年後

見制度高齢者支援事業

に含める 

①制度の普及・啓発を図る

ための研修会等の開催 

②市民後見人の育成を図

るための研修会等の開

催 

③市HP等を通じた啓発活 

動 

④成年後見センターの検 

討 

※①②の事業費は成年後

見制度高齢者支援事業

に含める 

①制度の普及・啓発を図る

ための研修会等の開催 

②市民後見人の育成を図

るための研修会等の開

催 

③市HP等を通じた啓発活

動 

④成年後見センターの    

設置 

※事業費は社会福祉事業

に含める 

参考事業費    

 

コード：02050301 基本施策名：地域福祉活動の充実 ●主要事業 

事 業 名 26 社会福祉協議会補助事業 

担当組織 ふれあい福祉部 社会福祉課 

事業目的 

・地域福祉活動の中核となる八潮市社会福祉協議会への補助金の交付を通じ、経営

基盤の強化及び事業活動の促進を図るとともに、地域福祉に関わる各種施策の促

進を図る。 

事業概要 

・八潮市社会福祉協議会の経営基盤の強化及び事業活動の促進を図るため、当該協

議会の職員人件費、高齢者と障がい者のスポーツの祭典、ボランティアセンター

の運営、心配ごと相談所の運営に対して補助金を交付する。また、八潮市地域福

祉計画に位置づけられ、当該協議会が主体となって取り組む地域福祉計画のため

の各種事業への支援を実施する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①職員人件費、高齢者と障

がい者のスポーツの祭

典、ボランティアセンタ

ーの運営、心配ごと相談

所の運営に対する補助

金の交付 

②地域福祉を推進するた

めの各種事業に対する

補助金の交付 

①職員人件費、高齢者と障

がい者のスポーツの祭

典、ボランティアセンタ

ーの運営、心配ごと相談

所の運営に対する補助

金の交付 

②地域福祉を推進するた

めの各種事業に対する

補助金の交付 

①職員人件費、高齢者と障

がい者のスポーツの祭

典、ボランティアセンタ

ーの運営、心配ごと相談

所の運営に対する補助

金の交付 

②地域福祉を推進するた

めの各種事業に対する

補助金の交付 

参考事業費 65,059千円 66,319千円 66,659千円 
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コード：02050302 基本施策名：地域福祉活動の充実 ●主要事業 

事 業 名 27 民生委員・児童委員協議会補助事業 

担当組織 ふれあい福祉部 社会福祉課 

事業目的 
・民生委員・児童委員及び主任児童委員活動に対する支援を通じ、地域における身

近な相談・支援体制の充実を図る。 

事業概要 

・八潮市民生委員・児童委員協議会に対する補助金の交付を通じ、民生委員・児童

委員及び主任児童委員活動に対する支援を行うとともに、民生委員・児童委員及

び主任児童委員としての見識の向上を図るための各種研修会の開催にあたっての

支援に取り組む。また、改選にともなう各種事務手続きに取り組む。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①民生委員・児童委員及び

主任児童委員の活動支

援 

②八潮市民生委員・児童委

員協議会に対する補助

金の交付及び研修会等

の開催支援 

③後任者推薦に向けた各

種事務手続きの実施 

①民生委員・児童委員及び

主任児童委員の活動支

援 

②八潮市民生委員・児童委

員協議会に対する補助

金の交付及び研修会等

の開催支援 

③一斉改選及び後任者推

薦に向けた各種手続き

の実施 

①民生委員・児童委員及び

主任児童委員の活動支

援 

②八潮市民生委員・児童委

員協議会に対する補助

金の交付及び研修会等

の開催支援 

③後任者推薦に向けた各

種事務手続きの実施 

参考事業費 11,874千円 12,150千円 11,876千円 

 

コード：02050401 基本施策名：生活の安定のための支援 ●主要事業 

事 業 名 28 生活困窮者自立支援事業 

担当組織 ふれあい福祉部 社会福祉課 

事業目的 
・生活保護にいたる前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、

自立相談支援事業の実施、住宅確保給付金の支給などを行い自立を助長する。 

事業概要 

・生活困窮者に対し、就労その他の自立に関する相談支援や事業利用のためのプラ

ン作成や離職により住居を失った者に対し家賃相当の住宅確保給付金を支給する

などの各種支援を行う。また、平成29年度から新たに就労による経済的な自立の

ための就労準備支援事業を実施するとともに、家計に問題を抱えた相談者を支援

するため、家計相談支援事業を試行的に実施している。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①自立相談支援業務、住宅

確保金業務、学習支援業

務、就労準備支援業務を

実施する。 

②家計相談支援事業を実

施する。 

①自立相談支援業務、住宅

確保金業務、学習支援業

務、就労準備支援業務を

実施する。 

②家計相談支援事業を実

施する。 

①自立相談支援業務、住宅

確保金業務、学習支援業

務、就労準備支援業務を

実施する。 

②家計相談支援事業を実

施する。 

参考事業費 42,119千円 42,891千円 42,891千円 
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コード：02050402 基本施策名：生活の安定のための支援 

事 業 名 29 セーフティネット支援対策事業 

担当組織 ふれあい福祉部 社会福祉課 

事業目的 
・生活保護事業に係る適正な事務手続きを実施し、適正な保護の実施と自立の支援

を助長する。 

事業概要 

・生活保護事業に係る適正な事務手続きを実施するため、診療報酬明細書及び居宅

介護支援計画点検業務を専門事業者に委託するとともに、嘱託医により病状調査

等の点検や助言等を通じ、医療扶助の適正化を図る。また、不正受給防止対策専

門員により、生活保護費の不正受給防止に向けた取組の強化を図るとともに、生

活保護世帯就労促進指導員により、被保護者の就労自立に向けた支援を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①生活保護事業に係る適

正な事務の執行にかか

る事務的経費の支出 

②被保護者の就労自立に

向けた支援 

③不正受給防止対策専門

員の配置 

④生活保護面接相談員の

配置 

①生活保護事業に係る適

正な事務の執行にかか

る事務的経費の支出 

②被保護者の就労自立に

向けた支援 

③不正受給防止対策専門

員の配置 

④生活保護面接相談員の

配置 

①生活保護事業に係る適

正な事務の執行にかか

る事務的経費の支出 

②被保護者の就労自立に

向けた支援 

③不正受給防止対策専門

員の配置 

④生活保護面接相談員の

配置 

参考事業費 37,358千円 37,761千円 37,761千円 

 

コード：02050403 基本施策名：生活の安定のための支援 ●主要事業 

事 業 名 30 生活保護事業 

担当組織 ふれあい福祉部 社会福祉課 

事業目的 
・憲法25条に基づき、生活に困窮する市民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保

護を行い、最低限度の生活を保障するとともにその自立を助長する。 

事業概要 

・生活保護法に基づき、生活に困窮する市民に対し、その困窮の程度に応じて必要

な保護を行う。また、自立支援プログラム等により、関係諸機関と連携し、被保

護者を支援する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①生活保護法に基づく保

護の実施 

①生活保護法に基づく保

護の実施 

①生活保護法に基づく保

護の実施 

参考事業費 2,648,875千円 2,677,104千円 2,705,633千円 
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コード：02050404 基本施策名：生活の安定のための支援 

事 業 名 31 生活福祉資金貸付事業 

担当組織 ふれあい福祉部 社会福祉課 

事業目的 
・生活に困窮する市民に対し、生活を一時的に支える資金の貸付制度を充実させ、

経済的自立を促進する。 

事業概要 

・八潮市社会福祉協議会が実施する生活一時資金貸付事業と通じて、生活に困窮す

る市民に対し、一時的な生活資金（限度額30,000円）の貸付を行う。原資は「社

会福祉協議会補助事業」において補助しており、その範囲で運用している。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①八潮市社会福祉協議会

「生活一時資金貸付事

業」に対する補助金の交

付 

※事業費は社会福祉協議

会補助事業に含める 

①八潮市社会福祉協議会

「生活一時資金貸付事

業」に対する補助金の交

付 

※事業費は社会福祉協議

会補助事業に含める 

①八潮市社会福祉協議会

「生活一時資金貸付事

業」に対する補助金の交

付 

※事業費は社会福祉協議

会補助事業に含める 

参考事業費    

 

コード：02050405 基本施策名：生活の安定のための支援 

事 業 名 32 臨時給付金事業 

担当組織 ふれあい福祉部 社会福祉課 

事業目的 

・低所得者への負担の軽減を図るために実施した平成28年度臨時福祉給付金に加え、

国の経済対策の一環として平成29年4月から平成31年9月までの2年半分を対象に

給付措置を行う。 

事業概要 
・平成29年度は平成28年度からの繰越明許により、臨時福祉給付金（経済対策分）

として市民税(均等割)の非課税者に対して該当者1人につき１万５千円を支給。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①事業実績報告書の作成、

国庫補助金の清算事務

等 

  

参考事業費    
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第６節 安心して暮らせ活躍できる長寿社会づくり 

コード：02060101 基本施策名：社会参加の促進と生きがいづくり ●主要事業 

事 業 名 33 老人福祉センター運営事業 

担当組織 ふれあい福祉部 長寿介護課 

事業目的 
・高齢者に対して各種の相談に応ずるとともに健康の増進、教養の向上及びレクリ

エーションなどの機会を提供することを目的とする。 

事業概要 

・高齢者が健康で生きがいの持てる充実した生活を営むことのできる機会を計画的

に提供する。また、必要に応じて老人福祉センターの老朽化に伴う施設の修繕工

事を実施する。 

・指定管理者として八潮市社会福祉協議会に委託する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①老人福祉センター寿楽

荘及びすえひろ荘の管

理運営業務は、指定管理

者制度により委託する。 

①老人福祉センター寿楽

荘及びすえひろ荘の管

理運営業務は、指定管理

者制度により委託する。 

①老人福祉センター寿楽

荘及びすえひろ荘の管

理運営業務は、指定管理

者制度により委託する。 

参考事業費 68,001千円 57,820千円 56,679千円 

 

コード：02060102 基本施策名：社会参加の促進と生きがいづくり 

事 業 名 34 老人クラブ補助事業 

担当組織 ふれあい福祉部 長寿介護課 

事業目的 
・老人クラブに対して補助金を交付することによって、これらの団体の健全な発展

や育成を図る。 

事業概要 
・老人クラブに対して毎年度予算の範囲内（基本額：8,000円、会員１人当たり800

円）において補助金を交付する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①老人クラブに対して予

算の範囲内で補助金を

交付する。 

①老人クラブに対して予

算の範囲内で補助金を

交付する。 

①老人クラブに対して予

算の範囲内で補助金を

交付する。 

参考事業費 1,888千円 1,904千円 1,920千円 

 

コード：02060103 基本施策名：社会参加の促進と生きがいづくり 

事 業 名 35 シルバー人材センター補助事業 

担当組織 ふれあい福祉部 長寿介護課 

事業目的 
・高齢者の就業機会を提供するとともに、高齢者の能力を生かした地域づくりに寄

与するため、八潮市シルバー人材センターに補助金を交付する。 

事業概要 

・補助対象は、高齢者の就業機会の確保や就業に必要な知識・技術を付与するため

の講習会等の事業に必要な八潮市シルバー人材センターの管理運営費、事業費に

関する経費で、毎年度予算の範囲内において補助を実施する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①高齢者の就業等に関す

る事業費を対象に補助

金を交付する。 

①高齢者の就業等に関す

る事業費を対象に補助

金を交付する。 

①高齢者の就業等に関す

る事業費を対象に補助

金を交付する。 

参考事業費 11,050千円 11,050千円 11,050千円 
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コード：02060201 基本施策名：高齢者が安心して暮らすことができる環境の整備 ●主要事業 

事 業 名 36 高齢者在宅福祉サービス事業 

担当組織 ふれあい福祉部 長寿介護課 

事業目的 

・在宅の要援護高齢者及びその家族等に対し、介護予防・生活支援等にかかわる各

種サービスを総合的に提供し、これらの者の自立促進及び生活の質の確保並びに

その家族の身体的・精神的及び経済的な負担の軽減を図り、もって要援護高齢者

等の福祉の向上に資することを目的とする。 

事業概要 

・寝具クリーニングサービス、緊急時通報システム、紙おむつ給付、訪問理美容サ

ービス、安否確認・配食サービス、日常生活用具給付、高齢者居室整備資金融資・

住み替え家賃助成事業、家具転倒防止器具等取付サービスの各種サービスを提供

する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①在宅の要援護高齢者及

びその家族等に対し、寝

具クリーニング、緊急時

通報システム、紙おむつ

給付、訪問理美容、安否

確認・配食、家具転倒防

止器具等取付、日常生活

用具給付、高齢者居室整

備資金融資・住み替え家

賃助成の各サービスを

行う。 

①在宅の要援護高齢者及

びその家族等に対し、寝

具クリーニング、緊急時

通報システム、紙おむつ

給付、訪問理美容、安否

確認・配食、家具転倒防

止器具等取付、日常生活

用具給付、高齢者居室整

備資金融資・住み替え家

賃助成の各サービスを

行う。 

①在宅の要援護高齢者及

びその家族等に対し、寝

具クリーニング、緊急時

通報システム、紙おむつ

給付、訪問理美容、安否

確認・配食、家具転倒防

止器具等取付、日常生活

用具給付、高齢者居室整

備資金融資・住み替え家

賃助成の各サービスを

行う。 

参考事業費 38,268千円 41,777千円 45,685千円 

 

コード：02060202 基本施策名：高齢者が安心して暮らすことができる環境の整備 ●主要事業 

事 業 名 37 老人援護措置事業 

担当組織 ふれあい福祉部 長寿介護課 

事業目的 

・やむを得ない理由により、居宅での養護を受けることが困難な高齢者の援護措置

や、高齢者福祉施設やしお苑運営委員会、高齢者保健福祉推進審議会など、各種

高齢者政策の実施を目的とする。 

事業概要 

・養護老人ホーム入所判定委員会の意見を聞き当該施設に措置者を委託する。 

・八潮市高齢者福祉施設やしお苑の施設の改修等をやしお苑と連携を図り実施する。 

・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の計画策定や進捗状況を審議する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①入所者（措置）人数：5

人 

②やしお苑運営委員会年2

回 

③八潮市高齢者保健福祉

推進審議会年3回 

④養護老人ホーム入所判

定委員会 

⑤高齢者支援ネットワー

ク 

①入所者（措置）人数：5

人 

②やしお苑運営委員会年2

回 

③八潮市高齢者保健福祉

推進審議会年3回 

④養護老人ホーム入所判

定委員会 

⑤高齢者支援ネットワー

ク 

①入所者（措置）人数：5

人 

②やしお苑運営委員会年2

回 

③八潮市高齢者保健福祉

推進審議会年6回 

④養護老人ホーム入所判

定委員会 

⑤高齢者支援ネットワー

ク 

参考事業費 48,190千円 45,541千円 34,780千円 
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コード：02060203 基本施策名：高齢者が安心して暮らすことができる環境の整備 

事 業 名 38 長寿祝金支給事業 

担当組織 ふれあい福祉部 長寿介護課 

事業目的 
・高齢者の多年にわたる社会への貢献に対して敬愛し、長寿を祝うことで福祉の増

進に寄与することを目的とする。 

事業概要 

・毎年9月15日を基準日として77歳（5千円支給）、80歳（1万円支給）、88歳（1万5

千円支給）、90歳（1万5千円支給）、99歳（3万円支給）、100歳（5万円支給）、101

歳以上（2万円支給）に長寿祝金を給付する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①毎年9月15日を基準日と

して77歳(5千円支給)、

80歳(1万円支給)、88歳

(1万5千円支給)、90歳(1

万5千円支給)、99歳(3

万円支給)、100歳(5万円

支給)、101歳以上(2万円

支給)を給付する。 

①毎年9月15日を基準日と

して77歳(5千円支給)、

80歳(1万円支給)、88歳

(1万5千円支給)、90歳(1

万5千円支給)、99歳(3

万円支給)、100歳(5万円

支給)、101歳以上(2万円

支給)を給付する。 

①毎年9月15日を基準日と

して77歳(5千円支給)、

80歳(1万円支給)、88歳

(1万5千円支給)、90歳(1

万5千円支給)、99歳(3

万円支給)、100歳(5万円

支給)、101歳以上(2万円

支給)を給付する。 

参考事業費 20,408千円 22,041千円 23,804千円 

 

コード：02060204 基本施策名：高齢者が安心して暮らすことができる環境の整備 

事 業 名 39 成年後見制度高齢者支援事業 

担当組織 ふれあい福祉部 長寿介護課 

事業目的 

・成年後見制度を利用(市長申立てに限る。）するにあたり、必要となる費用負担が

困難な高齢者に対し市が助成することにより、生活の自立と福祉の増進を図るこ

とを目的とする。 

事業概要 

・成年後見制度の普及・啓発のための講演会及び市民後見人育成のための研修を実

施する。 

・成年後見市長申立てに係る費用(調査に係る費用、証明書料、手数料（印紙等）、

申立委託料、被後見人が後見人に支払う報酬等を助成。)を負担する。後見人の資

力により、負担した費用の一部が市に返還されることもある。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①成年後見制度の市長申

立てに係る費用を負担

することが困難な高齢

者に市が助成を行う。 

②八潮市社会福祉協議会

へ事業委託を行い、成年

後見制度講演会、市民後

見人養成のための講座

等を開催する。 

①成年後見制度の市長申

立てに係る費用を負担

することが困難な高齢

者に市が助成を行う。 

②八潮市社会福祉協議会

へ事業委託を行い、成年

後見制度講演会、市民後

見人養成のための講座

等を開催する。 

①成年後見制度の市長申

立てに係る費用を負担

することが困難な高齢

者に市が助成を行う。 

②八潮市社会福祉協議会

へ事業委託を行い、成年

後見制度講演会、市民後

見人養成のための講座

等を開催する。 

参考事業費 3,224千円 3,377千円 1,557千円 
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コード：02060301 基本施策名：地域支援事業の推進 ●主要事業 

事 業 名 40 地域支援事業 

担当組織 ふれあい福祉部 長寿介護課 

事業目的 

・高齢者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等になった場

合においても、心身の状態の改善のみでなく生活機能全体の向上を図ることによ

り、高齢者がいきいきと暮らせる地域作り、まちづくりを支援することを目的と

する。 

事業概要 

・介護予防･日常生活支援総合事業 

介護予防･生活支援サービス事業、一般介護予防事業 

・包括的支援事業 

地域包括支援センター事業、地域包括支援センター機能強化、地域ケア会議、在

宅医療･介護連携推進事業、認知症総合支援事業、生活支援体制整備事業等 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①介護予防･日常生活支援

総合事業の実施(介護予

防･生活支援ｻｰﾋﾞｽ事業、

一般介護予防事業等) 

②包括的支援事業の実施

(地域包括支援ｾﾝﾀｰ事

業、地域ｹｱ会議、在宅医

療介護連携、認知症施策

推進、生活支援体制整備

等) 

③任意事業の実施 

①介護予防･日常生活支援

総合事業の実施(介護予

防･生活支援ｻｰﾋﾞｽ事業、

一般介護予防事業等) 

②包括的支援事業の実施

(地域包括支援ｾﾝﾀｰ事

業、地域ｹｱ会議、在宅医

療介護連携、認知症施策

推進、生活支援体制整備

等) 

③任意事業の実施 

①介護予防･日常生活支援

総合事業の実施(介護予

防･生活支援ｻｰﾋﾞｽ事業、

一般介護予防事業等) 

②包括的支援事業の実施

(地域包括支援ｾﾝﾀｰ事

業、地域ｹｱ会議、在宅医

療介護連携、認知症施策

推進、生活支援体制整備

等) 

③任意事業の実施 

参考事業費 366,455千円 397,624千円 428,476千円 

 

コード：02060401 基本施策名：介護保険サービスの充実 ●主要事業 

事 業 名 41 介護保険運営事業 

担当組織 ふれあい福祉部 長寿介護課 

事業目的 

・介護保険は、介護を要する状態になっても、できる限り自宅で自立した日常生活

を営めるように、真に必要な介護サービスを総合的・一体的に提供し、自己責任

の原則と社会的連帯の精神に基づき、40歳以上の被保険者で公平に支えていく制

度である。 

事業概要 

・八潮市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づいて、被保険者の要介護等

の認定等を行い介護給付費を給付し、利用者ニーズを勘案したサービス基盤等の

整備を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①被保険者の要介護等認

定等を行い介護給付費

を給付し、利用者ニーズ

を勘案したサービスの

基盤等の整備を行う。 

①被保険者の要介護等認

定等を行い介護給付費

を給付し、利用者ニーズ

を勘案したサービスの

基盤等の整備を行う。 

①被保険者の要介護等認

定等を行い介護給付費

を給付し、利用者ニーズ

を勘案したサービスの

基盤等の整備を行う。 

参考事業費 5,258,696千円 5,772,719千円 6,338,144千円 
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コード：02060402 基本施策名：介護保険サービスの充実 

事 業 名 42 介護保険低所得者対策特別事業 

担当組織 ふれあい福祉部 長寿介護課 

事業目的 
・要介護等認定者が介護保険サービスを受けた際に、その利用に要した費用の一部

を補助することにより、経済的負担の軽減及びサービスの利用の促進を図る。 

事業概要 

・①介護保険サービス利用者負担補助金の支給 

「八潮市介護保険サービス利用者負担補助事業実施要綱」に基づき補助金を支給

する。 

・②社会福祉法人等利用者負担軽減助成金の支給 

（県補助金「介護保険事業費補助金」対象事業） 

 ※②は事業の統合によりH29年度から 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①低所得者の介護保険居

宅サービス利用者等に

対し補助を行う。 

②低所得者に対し社会福

祉法人が費用の一部を

免除した場合、法人が負

担した費用の一部を市

が助成する。 

①低所得者の介護保険居

宅サービス利用者等に

対し補助を行う。 

②低所得者に対し社会福

祉法人が費用の一部を

免除した場合、法人が負

担した費用の一部を市

が助成する。 

①低所得者の介護保険居

宅サービス利用者等に

対し補助を行う。 

②低所得者に対し社会福

祉法人が費用の一部を

免除した場合、法人が負

担した費用の一部を市

が助成する。 

参考事業費 8,571千円 9,343千円 10,184千円 

 

コード：02060407 基本施策名：介護保険サービスの充実 

事 業 名 43 介護給付費等法定負担事務 

担当組織 ふれあい福祉部 長寿介護課 

事業目的 
・介護保険制度を運営するため、介護保険法第121～124条に基づき国、県、市、被

保険者で費用を負担する。 

事業概要 

・介護給付費繰入金、地域支援事業繰入金、低所得者保険料軽減繰入金、要介護等

認定事務等に係る経費など、法定負担割合に応じて市が負担すべき経費を負担す

る。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①介護給付費繰入金、地域

支援事業繰入金、要介護

等認定等にかかる経費

及び低所得者の保険料

軽減のための経費など、

市が負担すべき経費を

負担する。 

①介護給付費繰入金、地域

支援事業繰入金、要介護

等認定等にかかる経費

及び低所得者の保険料

軽減のための経費など、

市が負担すべき経費を

負担する。 

①介護給付費繰入金、地域

支援事業繰入金、要介護

等認定等にかかる経費

及び低所得者の保険料

軽減のための経費など、

市が負担すべき経費を

負担する。 

参考事業費 767,101千円 842,602千円 956,516千円 

 

  



 74 

第７節 障がい者の安心を支える社会づくり 

コード：02070101 基本施策名：在宅福祉サービスの充実 ●主要事業 

事 業 名 44 障がい者総合支援事業 

担当組織 ふれあい福祉部 障がい福祉課 

事業目的 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援

法）に基づき、各種サービスを提供し、障がいのある人の日常生活や社会生活に

おける社会的障壁の削除を目指す。 

事業概要 
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、障がい

福祉サービス、自立支援医療、補装具、地域生活支援事業を実施する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①障害者総合支援法に基

づき介護給付費・訓練等

給付費等の障がい福祉

サービスの給付、補装具

の給付、自立支援医療費

等の給付、移動支援や日

常生活用具の給付等の

地域生活支援事業を実

施する。 

①障害者総合支援法に基

づき介護給付費・訓練等

給付費等の障がい福祉

サービスの給付、補装具

の給付、自立支援医療費

等の給付、移動支援や日

常生活用具の給付等の

地域生活支援事業を実

施する。 

①障害者総合支援法に基

づき介護給付費・訓練等

給付費等の障がい福祉

サービスの給付、補装具

の給付、自立支援医療費

等の給付、移動支援や日

常生活用具の給付等の

地域生活支援事業を実

施する。 

参考事業費 946,618千円 1,008,986千円 1,059,524千円 

 

コード：02070102 基本施策名：在宅福祉サービスの充実 

事 業 名 45 障がい者在宅生活支援事業 

担当組織 ふれあい福祉部 障がい福祉課 

事業目的 
・障がい者が在宅で生活する上で必要なことについての負担を軽減し、障がい者の

自立や積極的な社会参加を図る。 

事業概要 

・障がい者が在宅で生活していく上で必要なサービスとして、生活サポート事業、

配食サービス、寝具クリーニング、紙おむつ給付、緊急時通報システム、居宅改

善補助、家具転倒防止器具の取付等を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①障がい者・児に対して配

食サービス、入浴サービ

ス、寝具クリーニングサ

ービス、紙おむつ給付、

緊急時通報システム事

業、居宅改善補助事業、

生活サポート事業等を

行う。 

①障がい者・児に対して配

食サービス、入浴サービ

ス、寝具クリーニングサ

ービス、紙おむつ給付、

緊急時通報システム事

業、居宅改善補助事業、

生活サポート事業等を

行う。 

①障がい者・児に対して配

食サービス、入浴サービ

ス、寝具クリーニングサ

ービス、紙おむつ給付、

緊急時通報システム事

業、居宅改善補助事業、

生活サポート事業等を

行う。 

参考事業費 13,624千円 14,080千円 14,136千円 
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コード：02070103 基本施策名：在宅福祉サービスの充実 

事 業 名 46 障がい者手当支給事業 

担当組織 ふれあい福祉部 障がい福祉課 

事業目的 
・在宅での日常生活において、重度の障がいゆえに特に必要とされる介護等の負担

軽減を図る。 

事業概要 
・特別障害者手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、在宅重度心身障害者手当

等を支給する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①特別障害者手当、障害児

福祉手当、在宅重度心身

障害者手当等を支給す

る。 

①特別障害者手当、障害児

福祉手当、在宅重度心身

障害者手当等を支給す

る。 

①特別障害者手当、障害児

福祉手当、在宅重度心身

障害者手当等を支給す

る。 

参考事業費 67,044千円 67,044千円 67,044千円 

 

コード：02070104 基本施策名：在宅福祉サービスの充実 

事 業 名 47 重度心身障がい者医療費支給事業 

担当組織 ふれあい福祉部 障がい福祉課 

事業目的 ・重度心身障がい者の経済的・精神的負担の軽減を図る。 

事業概要 
・重度心身障がい者が医療機関や院外処方の薬局の窓口で支払った医療保険適用内

の自己負担分を助成する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①重度心身障がい者が医

療機関や院外処方の薬

局の窓口で支払った医

療保険適用内の自己負

担分を助成する。 

②市内の医療機関の受診

分は、現物給付による助

成を行う。 

③高額療養費限度額改正

にともなうシステム改

修を行う。 

①重度心身障がい者が医

療機関や院外処方の薬

局の窓口で支払った医

療保険適用内の自己負

担分を助成する。 

②市内の医療機関の受診

分は、現物給付による助

成を行う。 

①重度心身障がい者が医

療機関や院外処方の薬

局の窓口で支払った医

療保険適用内の自己負

担分を助成する。 

②市内の医療機関の受診

分は、現物給付による助

成を行う。 

参考事業費 208,811千円 207,871千円 207,871千円 
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コード：02070105 基本施策名：在宅福祉サービスの充実 

事 業 名 48 障がい者援護措置事業 

担当組織 ふれあい福祉部 障がい福祉課 

事業目的 ・障がい者の福祉の増進を図る。 

事業概要 

・各種障がい者手帳取得のための支援を行う。 

・身体障害者手帳の診断書料の補助を行う。 

・障がい者の虐待防止のための必要な支援を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①やむを得ない事由によ

る施設への入所、短期入

所等の措置を行う。 

②各種障がい者手帳取得

のための申請、進達等を

行う。 

③障がい者の虐待防止の

ための必要な支援を行

う。 

①やむを得ない事由によ

る施設への入所、短期入

所等の措置を行う。 

②各種障がい者手帳取得

のための申請、進達等を

行う。 

③障がい者の虐待防止の

ための必要な支援を行

う。 

①やむを得ない事由によ

る施設への入所、短期入

所等の措置を行う。 

②各種障がい者手帳取得

のための申請、進達等を

行う。 

③障がい者の虐待防止の

ための必要な支援を行

う。 

参考事業費 1,894千円 1,801千円 1,923千円 

 

コード：02070106 基本施策名：在宅福祉サービスの充実 

事 業 名 49 障がい者行動計画・障がい福祉計画推進事業 

担当組織 ふれあい福祉部 障がい福祉課 

事業目的 
・障がいの有無にかかわらず、市民が人格と個性を尊重し、安心して暮らすことの

できる地域社会を実現する。 

事業概要 

・障がい者の自立及び社会参加の支援等の施策を計画的に図るため、障害者基本法

に基づく障がい者計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律に基づく障がい福祉計画を策定する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①自立支援協議会におい

て、計画の進捗管理及び

施策についての審議を

行う。 

①自立支援協議会におい

て、計画の進捗管理及び

施策についての審議を

行う。 

①障がい者の自立及び社

会参加の支援等の施策

を計画的に図るため、障

害者基本法に基づく障

がい者計画、障害者総合

支援法に基づく障がい

福祉計画を策定する。併

せて計画策定に係るニ

ーズ調査を行う。 

参考事業費 224千円 224千円 6,278千円 
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コード：02070201 基本施策名：障がい者（児）施設・住環境の整備 ●主要事業 

事 業 名 50 地域活動支援センター事業 

担当組織 ふれあい福祉部 障がい福祉課 

事業目的 

・障がい者等を通わせ、地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、

社会との交流の促進等の便宜を供与し障がい者等の地域生活支援の促進を図るこ

とを目的とする。 

・身体障がい者の社会参加を促進する。 

事業概要 

・「精神障害者地域活動支援センターあけぼの」において、主に精神障がい者を対象

に、創作活動や生産活動の機会を提供する。 

・「身体障害者福祉センターやすらぎ」において、身体障害者福祉法に基づき、身体

障がい者の教養の向上、社会との交流促進及びレクリエーション等を行うととも

に、地域活動支援センターとして各種事業を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①精神障がい者地域活動

支援センターにおいて、

創作活動や生産活動の

機会を提供するととも

に、相談支援を行う。 

②指定管理者である八潮

市社会福祉協議会に身

体障がい者福祉センタ

ーの運営を委託し、障が

い者サロン事業等を実

施する。 

①精神障がい者地域活動

支援センターにおいて、

創作活動や生産活動の

機会を提供するととも

に、相談支援を行う。 

②指定管理者である八潮

市社会福祉協議会に身

体障がい者福祉センタ

ーの運営を委託し、障が

い者サロン事業等を実

施する。 

①精神障がい者地域活動

支援センターにおいて、

創作活動や生産活動の

機会を提供するととも

に、相談支援を行う。 

②指定管理者である八潮

市社会福祉協議会に身

体障がい者福祉センタ

ーの運営を委託し、障が

い者サロン事業等を実

施する。 

参考事業費 51,751千円 56,830千円 56,947千円 
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コード：02070202 基本施策名：障がい者（児）施設・住環境の整備 

事 業 名 51 障がい者福祉施設運営事業 

担当組織 ふれあい福祉部 障がい福祉課 

事業目的 
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく生活介

護・就労継続支援Ｂ型を実施し、障がい者及びその保護者等の福祉の増進を図る。 

事業概要 

・生活介護事業では、常に介護を必要とする人に、昼間、施設において排泄・食事

の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供する。 

・就労継続支援Ｂ型事業では、一般企業等への就労が困難な人に働く場を提供する

とともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①福祉的就労の場を提供

し、知識及び能力の向上

のために訓練を行う。 

②利用者の状況にあわせ、

必要となる支援を行う。 

③施設を指定管理者によ

る管理とする。 

④平成31年度以降の指定

管理者の選定を行う。

（やまびこ） 

①福祉的就労の場を提供

し、知識及び能力の向上

のために訓練を行う。 

②利用者の状況にあわせ、

必要となる支援を行う。 

③施設を指定管理者によ

る管理とする。 

④障がい者福祉施設わか

くさの計画的な改修の

ための施設劣化診断を

実施する。 

⑤障がい者福祉施設わか

くさの水銀灯の改修 

①福祉的就労の場を提供

し、知識及び能力の向上

のために訓練を行う。 

②利用者の状況にあわせ、

必要となる支援を行う。 

③施設を指定管理者によ

る管理とする。 

④障がい者福祉施設わか

くさの計画的な改修に

係る実施計画の策定。 

参考事業費 24,371千円 24,371千円 24,371千円 

 

コード：02070203 基本施策名：障がい者（児）施設・住環境の整備 

事 業 名 52 重症心身障がい児施設補助事業 

担当組織 ふれあい福祉部 障がい福祉課 

事業目的 
・重症心身障がい児の支援のため、重症心身障がい児施設「中川の郷療育センター」

の運営の安定と充実を図る。 

事業概要 

・５市１町で設置した重症心身障がい児施設「中川の郷療育センター」の施設の運

営の安定のため、建設費及び運営費を負担する。 

・医療的ケアを必要とする在宅の超重症心身障がい児等を介助する家族の負担軽減

を図るため、レスパイトケア事業を実施した施設等に補助金を交付する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①中川の郷療育センター

の運営費の補助を行う。 

②スパイトケア事業を実

施した施設等に補助金

を交付する。 

①中川の郷療育センター

の運営費の補助を行う。 

②中川の郷療育センター

の短期入所の増床及び

通所定員数の拡大にお

ける運営費の増加分を

補助する。 

③レスパイトケア事業を

実施した施設等に補助

金を交付する。 

①中川の郷療育センター

の運営費の補助を行う。 

②中川の郷療育センター

の短期入所の増床及び

通所定員数の拡大にお

ける建設費の増加分を

補助する。 

③レスパイトケア事業を

実施した施設等に補助

金を交付する。 

参考事業費 9,740千円 9,740千円 9,740千円 
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コード：02070301 基本施策名：障がい児等の早期療育の充実 ●主要事業 

事 業 名 53 障がい児発達支援事業 

担当組織 ふれあい福祉部 障がい福祉課 

事業目的 
・障がい児の早期療育や専門的な訓練を実施し、障がい児の社会性の向上や生活能

力の向上を図る。 

事業概要 

・児童福祉法に基づく児童発達支援、放課後等デイサービス等を実施するとともに、

障がい児発達支援巡回事業を実施する。※平成29年4月1日現在市内の事業所 

 放課後デイサービス 11箇所、児童発達支援 5箇所  

・障がいの早期発見・早期療育のため、また保育所や幼稚園などで障がい児の受け

入れが促進されるよう、発達巡回支援事業を実施する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①児童発達支援事業、医療

型児童発達支援事業、放

課後等デイサービス等

を実施する。 

②市内の民間認可保育所、

幼稚園、認定子ども園に

対する巡回支援事業を

実施する。 

①児童発達支援事業、医療

型児童発達支援事業、放

課後等デイサービス等

を実施する。 

②市内の民間認可保育所、

幼稚園、認定子ども園に

対する巡回支援事業を

実施する。 

①児童発達支援事業、医療

型児童発達支援事業、放

課後等デイサービス等

を実施する。 

②市内の民間認可保育所、

幼稚園、認定子ども園に

対する巡回支援事業を

実施する。 

参考事業費 277,097千円 304,612千円 334,892千円 

 

コード：02070302 基本施策名：障がい児等の早期療育の充実 

事 業 名 54 心身障がい児訓練事業 

担当組織 ふれあい福祉部 保育課 

事業目的 
・心身の発達に障がいや遅れのある児童が日常生活における基本動作等を習得する

ため、必要な指導や訓練等を行う。 

事業概要 ・言語指導、作業療法、理学療法、心理判定等による療育指導を実施する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①心身障がい児の訓練を

行う。 

①心身障がい児の訓練を

行う。 

①心身障がい児の訓練を

行う。 

参考事業費 6,182千円 6,221千円 6,259千円 

 

コード：02070401 基本施策名：社会参加の促進 

事 業 名 55 障がい者修学資金助成事業 

担当組織 ふれあい福祉部 障がい福祉課 

事業目的 ・障がい者の修学に必要な負担の一部を助成し、障がい者の自立更生の促進を図る。 

事業概要 ・専門学校、大学等の学校に修学する障がい者に対し、修学資金を支給する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①専門学校、大学等の学校

に修学する障がい者に

対し、修学資金を支給す

る。 

①専門学校、大学等の学校

に修学する障がい者に

対し、修学資金を支給す

る。 

①専門学校、大学等の学校

に修学する障がい者に

対し、修学資金を支給す

る。 

参考事業費 1,170千円 1,170千円 1,170千円 
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コード：02070402 基本施策名：社会参加の促進 ●主要事業 

事 業 名 56 障がい者就労支援事業 

担当組織 ふれあい福祉部 障がい福祉課 

事業目的 

・自ら就労先を見つけることが困難な障がい者に就労の援助を行い、就職につなげ

ることで自立の支援を行う。 

・就労している障がい者が就労先に定着できるよう支援する。 

事業概要 
・自ら就労先を見つけることや就労を継続していくことが困難な障がい者に対して

就職相談や職場訪問、職場実習などの就労支援を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①就労支援センターにお

いて就労相談、就労支援

を実施し、障がい者の就

職や就労の定着を図る。 

①就労支援センターにお

いて就労相談、就労支援

を実施し、障がい者の就

職や就労の定着を図る。 

①就労支援センターにお

いて就労相談、就労支援

を実施し、障がい者の就

職や就労の定着を図る。 

参考事業費 3,375千円 3,375千円 3,375千円 

 

コード：02070501 基本施策名：安全、安心のまちづくりの推進 

事 業 名 57 障がい者移動等支援事業 

担当組織 ふれあい福祉部 障がい福祉課 

事業目的 
・障がい者が外出しやすくなるような移動手段の確保等について援助し、社会参加

を促進する。 

事業概要 
・自動車運転免許取得・改造助成事業、福祉有償運送事業支援事業、福祉タクシー

券・自動車燃料券交付事業 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①自動車運転免許取得・改

造助成事業、福祉有償運

送事業支援事業、福祉タ

クシー券、自動車燃料券

交付事業 

①自動車運転免許取得・改

造助成事業、福祉有償運

送事業支援事業、福祉タ

クシー券、自動車燃料券

交付事業 

①自動車運転免許取得・改

造助成事業、福祉有償運

送事業支援事業、福祉タ

クシー券、自動車燃料券

交付事業 

参考事業費 29,584千円 29,584千円 29,584千円 

 

  



 81 

コード：02070502 基本施策名：安全、安心のまちづくりの推進 

事 業 名 58 ノーマライゼーション等推進事業 

担当組織 ふれあい福祉部 障がい福祉課 

事業目的 

・障がいのある人とない人とがともに社会の様々な分野において交流し、お互いの

理解を深め、共に協力していけるような社会環境をつくることでノーマライゼー

ションの実現を目指す。 

事業概要 

・ポスター、広報紙、ホームページなどの様々な啓発手段を活用し、市民に障がい

や障がい者についての認識や理解を深める。 

・障がいのある人が安心して生活できるよう公共施設等のバリアフリー化を進める。 

・スポーツ等の機会を通じて、障がい者の交流を図る。 

・障害者差別解消法の施行に伴い、市民への周知及び理解を深め、障がい者に対す

る差別解消を図る。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①公共施設等のバリアフ

リー化を推進する。 

②スポーツの機会を通じ

て障がい者の交流を図

る。 

③広報紙やホームページ

を通じて障がい者や障

がいについての周知を

図る。 

①公共施設等のバリアフ

リー化を推進する。 

②スポーツの機会を通じ

て障がい者の交流を図

る。 

③広報紙やホームページ

を通じて障がい者や障

がいについての周知を

図る。 

①公共施設等のバリアフ

リー化を推進する。 

②スポーツの機会を通じ

て障がい者の交流を図

る。 

③広報紙やホームページ

を通じて障がい者や障

がいについての周知を

図る。 

参考事業費 206千円 148千円 148千円 
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第８節 全ての子どもの幸せづくり 

コード：02080101 基本施策名：子育て支援の推進 ●主要事業 

事 業 名 59 赤ちゃんの駅整備事業 

担当組織 ふれあい福祉部 子育て支援課 

事業目的 

・市内の公共施設等におむつ交換台、授乳室及びベビーチェアー等を設置することに

より「赤ちゃんの駅」を推進し、乳幼児を持つ家庭が、安全・安心に外出できる環

境を整備する。 

事業概要 

・「八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき市内の公共施設に設置してあ

るおむつ交換台等104台について、利用者の安全・安心を確保するため、製造メー

カーなどに業務委託して年１回の保守点検を実施する。 

・屋外イベントにおいても乳幼児を持つ家庭が、安全・安心に参加できるよう、「移

動式赤ちゃんの駅」を市内団体等に貸し出しする。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①おむつ交換台及びベビ

ーチェア 104台につい

て、利用者の安全・安心

を確保するため、製造メ

ーカーなどに業務委託

して年１回の保守点検

を実施する。       

②屋外イベントにおいて

「移動式赤ちゃんの駅」

を市内団体等に貸し出

しする。   

①おむつ交換台及びベビ

ーチェア 104台につい

て、利用者の安全・安心

を確保するため、製造メ

ーカーなどに業務委託

して年１回の保守点検

を実施する。            

②屋外イベントにおいて

「移動式赤ちゃんの駅」

を市内団体等に貸し出

しする。  

①おむつ交換台及びベビ

ーチェア104台につい

て、利用者の安全・安心

を確保するため、製造メ

ーカーなどに業務委託

して年１回の保守点検

を実施する。          

②屋外イベントにおいて

「移動式赤ちゃんの駅」

を市内団体等に貸し出

しする。 

参考事業費 169千円 172千円 172千円 

 

  



 83 

コード：02080102 基本施策名：子育て支援の推進 

事 業 名 60 子育て支援事業 

担当組織 ふれあい福祉部 子育て支援課 

事業目的 

・急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化などにより子育て

を取り巻く環境が大きく変化し、子育て支援のニーズが多様化していることから、

八潮市子ども・子育て支援事業計画に基づき、質の高い教育・保育の提供、保育

の量的拡大・確保、地域の子ども・子育て支援の充実などの事業の着実な推進を

図る。 

事業概要 

・八潮市子ども・子育て支援事業計画に基づき、教育・保育及び地域子ども・子育

て支援事業等について八潮市子ども・子育て支援審議会の報告を経て進行管理を

行う。 

・特定教育・保育及び地域型保育事業の利用定員の設定について、八潮市子ども・

子育て支援審議会の意見を伺う。 

・Ｈ31年度に第２期計画(案）策定のためニーズ調査・計画策定業務を委託する。                                                                                       

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①八潮市子ども・子育て支

援審議会を開催する。

(年2回) 

①八潮市子ども・子育て支

援審議会を開催する。(年

4回)                                                

②第２期子ども・子育て支

援事業計画（案）を策定

するため、ニーズ調査・

計画策定業務委託する。 

①八潮市子ども・子育て支

援審議会を開催(年2回) 

参考事業費 199千円 7,394千円 199千円 

 

コード：02080103 基本施策名：子育て支援の推進 

事 業 名 61 地域子育て支援拠点事業 

担当組織 ふれあい福祉部 子育て支援課 

事業目的 

・地域において子育て親子の交流等を促進する「子育てひろば」の運営により、地

域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、こどもの健やか

な育ちを促進する。 

事業概要 

・子育て親子（概ね３歳未満の児童及び保護者）の交流の場の提供と交流の促進、

子育て等に関する相談・援助の実施、地域子育て関連情報の提供、子育て及び子

育て支援に関する講習等を実施する。                                 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①市内６か所（直営４か

所・委託２か所）で子育

てひろばを開催する。              

②直営４か所のうち２か

所（はちじょう・ゆまに

て）を業務委託する。                                         

③八潮駅周辺に子育てひ

ろば１か所を新たに開

催する。 

①市内７か所（直営２か

所・委託５か所）で子育

てひろばを開催する。                                                    

②直営２か所の業務委託

を検討する。                                     

①市内７か所（直営２か

所・委託５か所）で子育

てひろばを開催する。                                                    

②直営２か所の業務委託

を検討する。                                     

参考事業費 38,160千円 38,160千円 38,160千円 
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コード：02080104 基本施策名：子育て支援の推進 

事 業 名 62 ファミリー・サポート・センター事業 

担当組織 ふれあい福祉部 子育て支援課 

事業目的 
・地域における「育児の援助を行いたい人」と「育児の援助を受けたい人」を組織

化し、相互援助活動を行うことにより、安心して子育てができる環境整備を図る。 

事業概要 

・育児の援助を受けたい人と援助をしたい人とが会員となり、援助を行う会員組織

の充実を図るとともに、会員の資質の向上を図るための研修等を実施する。また、

病児・病後児・宿泊を伴う預かり及び送迎・緊急的な一時預かりを委託により実

施する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①やしお子育てほっとス

テーションに拠点を置

き、NPO法人ヘの業務委

託により事業を実施す

る。                              

②病児・病後児サポート事

業をやしお子育てほっ

とステーション運営事

業者への委託により実

施する。   

①やしお子育てほっとス

テーションに拠点を置

き、NPO法人ヘの業務委

託により事業を実施す

る。                              

②病児・病後児サポート事

業をやしお子育てほっ

とステーション運営事

業者への委託により実

施する。   

①やしお子育てほっとス

テーションに拠点を置

き、NPO法人ヘの業務委

託により事業を実施す

る。                              

②病児・病後児サポート事

業をやしお子育てほっ

とステーション運営事

業者への委託により実

施する。   

参考事業費 4,200千円 4,276千円 4,276千円 

 

コード：02080105 基本施策名：子育て支援の推進 

事 業 名 63 こども医療費支給事業 

担当組織 ふれあい福祉部 子育て支援課 

事業目的 
・中学校修了までの子どもに係る医療費を支給することにより、子どもの保健の向

上と福祉の増進に努める。 

事業概要 

・中学校修了までの子どもに係る医療費を支給する。 

支給の内容は、各種健康保険適用後の一部負担金に相当する額を助成するものと

する。 

所得制限は、設けない。 

入院時食事療養費標準負担額は、全額補助する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①こども医療費の支給 

②申請書、明細書等の確認

作業事務を委託する。 

①こども医療費の支給 

②申請書、明細書等の確認

作業事務を委託する。 

①こども医療費の支給 

②申請書、明細書等の確認

作業事務を委託する。 

参考事業費 376,062千円 376,062千円 376,062千円 

 

コード：02080106 基本施策名：子育て支援の推進 

事 業 名 64 児童手当支給事業 

担当組織 ふれあい福祉部 子育て支援課 

事業目的 
・児童を養育している者に児童手当を支給することにより、児童の健全な育成及び

資質の向上に努める。 

事業概要 
・児童手当法に基づき、児童手当を支給する。 

・児童手当法附則に基づき、特例給付を支給する。 

年度別計画 
Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①児童手当の支給 ①児童手当の支給 ①児童手当の支給 

参考事業費 1,538,100千円 1,538,100千円 1,538,100千円 
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コード：02080107 基本施策名：子育て支援の推進 ●主要事業 

事 業 名 65 ホームスタート事業 

担当組織 ふれあい福祉部 子育て支援課 

事業目的 

・在宅家庭において子育てをして、子育てひろばなどに出向けず、孤立している親

子にボランティアが訪問することにより、心の安定や自信を取り戻し、地域へ踏

み出すきっかけづくりを支援する。 

事業概要 

・未就学児のお子さんがいる家庭に研修を受けたボランティアが訪問し、丁寧に話

を聴いたり、一緒に育児や家事を行うことで、親が心の安定や自信を取り戻し、

地域へ踏み出していく、きっかけづくりを支援するサービスについて、ＮＰＯ法

人の業務委託により実施する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①「やしお子育てほっとス

テーション」において

「ホームスタート」の拠

点を配置し、ＮＰＯ法人

への業務委託により実

施する。 

①「やしお子育てほっとス

テーション」において

「ホームスタート」の拠

点を配置し、ＮＰＯ法人

への業務委託により実

施する。 

①「やしお子育てほっとス

テーション」において

「ホームスタート」の拠

点を配置し、ＮＰＯ法人

への業務委託により実

施する。 

参考事業費 2,049千円 2,086千円 2,086千円 

 

コード：02080108 基本施策名：子育て支援の推進 ●主要事業 

事 業 名 66 利用者支援事業 

担当組織 ふれあい福祉部 子育て支援課 

事業目的 
・保護者等が、子ども・子育て支援新制度における多様な教育・保育施設や地域の

子育て支援事業等を円滑に利用できるよう支援を行う。 

事業概要 

・やしお子育てほっとステーションに子育てコーディネーターを配置し、教育・保

育施設や地域の子育て支援の事業等の利用に関する情報集約と情報提供を行うと

ともに、保護者からの相談に応じ、情報提供、助言を行うサービスについて、Ｎ

ＰＯ法人等に委託し実施する。                                                    

・子育て情報の検索・閲覧等ができる子育て応援サイト・アプリの運用を開始する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①やしお子育てほっとス

テーションにおいて、利

用者支援事業をNPO法人

に委託し実施する。 

②子育て応援サイト等を

運用する。 

③応援サイトに掲載する

企業等の広告募集を行

う。 

①やしお子育てほっとス

テーションにおいて、利

用者支援事業をNPO法人

に委託し実施する。 

②子育て応援サイト等を

運用する。 

③応援サイトに掲載する

企業等の広告募集を行

う。 

①やしお子育てほっとス

テーションにおいて、利

用者支援事業をNPO法人

に委託し実施する。 

②子育て応援サイト等を

運用する。 

③応援サイトに掲載する

企業等の広告募集を行

う。 

参考事業費 7,983千円 8,402千円 8,415千円 
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コード：02080109 基本施策名：子育て支援の推進 

事 業 名 67 こども誕生応援事業 

担当組織 ふれあい福祉部 子育て支援課 

事業目的 

・子育て支援対策事業として次の事業を実施することで、経済的負担を軽減する。                               

①誕生祝金を支給する。                                    

②多子世帯応援クーポン事業を実施する。                       

③パパ･ママ応援ショップ優待カードを配布する。                    

④母乳育児支援給付金を支給する。 

事業概要 

・誕生の日以後、継続して本市に住所を有する児童を対象に、1人につき1回に限り3

万円を支給する。 

・第3子以降の子どもが生まれる世帯に、3キュー子育てチケットの申請書を配布す

る。 

・パパ・ママ応援ショップ優待カードを配布し、子育て家庭等が割引などの優待を

受けられるサービスを提供する。 

・乳房ケアを受けた費用に対し、子どもの誕生日から１年間、5,000円を上限として

支給する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①誕生祝金の支給 

【支給単価】対象児童 

1人30,000円 

【対象人数】770人 

②「3キュー子育てチケッ

ト」の申請書を配布す

る。 

③パパ･ママ応援ショップ

優待カードの配布         

④母乳育児支援給付金の

支給 

①誕生祝金の支給 

【支給単価】対象児童 

1人30,000円 

【対象人数】770人 

②「3キュー子育てチケッ

ト」の申請書を配布す

る。 

③パパ･ママ応援ショップ

優待カードの配布          

④母乳育児支援給付金の

支給 

①誕生祝金の支給 

【支給単価】対象児童 

1人30,000円 

【対象人数】770人 

②「3キュー子育てチケッ

ト」の申請書を配布す

る。 

③パパ･ママ応援ショップ

優待カードの配布         

④母乳育児支援給付金の

支給 

参考事業費 23,696千円 23,650千円 23,650千円 

 

コード：02080201 基本施策名：保育施設の整備 ●主要事業 

事 業 名 68 認定こども園事業 

担当組織 ふれあい福祉部 保育課 

事業目的 

・幼稚園と保育所が一体的に運営される「認定こども園」の設置により、就学前の

子どもに教育、保育及び育児相談等の子育て支援事業を総合的に提供し、保育所

待機児童の解消と地域における新たな子育て支援の拠点づくりを図る。 

事業概要 

・良質な民間の認定こども園を設置することで、保育と教育を総合的に提供するこ

とが可能となる。また、その際には、認定こども園に対して、国の基準に基づく

運営費を支出する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①認定こども園における

保育事業を実施する。 

①認定こども園における

保育事業を実施する。 

①認定こども園における

保育事業を実施する。 

参考事業費 123,477千円 123,477千円 123,477千円 
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コード：02080202 基本施策名：保育施設の整備 ●主要事業 

事 業 名 69 保育所整備事業 

担当組織 ふれあい福祉部 子育て支援課 

事業目的 ・良質な認可保育所の設置及び運営により、待機児童数の解消を図る。 

事業概要 
・良質な民間の保育施設の認可化および、民間法人による認可保育所の整備を図り、

公設公営と同等の保育サービスの提供を図るための施設整備を行う。                     

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①八潮駅周辺に新設保育

所(60人定員)を整備す

る。                 

 

①平成30年度の入所児童の

状況や住環境整備状況等

を勘案しながら、経年劣

化した公立保育所の代替

施設の確保を含め、計画

的な整備を検討する。 

①平成31年度の入所児童の

状況や住環境整備状況等

を勘案しながら、経年劣

化した公立保育所の代替

施設の確保を含め、計画

的な整備を検討する。 

参考事業費 27,000千円   

 

コード：02080203 基本施策名：保育施設の整備 

事 業 名 70 認可保育所委託事業 

担当組織 ふれあい福祉部 保育課 

事業目的 ・良質な認可保育所の設置及び運営により、待機児童数の減少を図る。 

事業概要 

・良質な民間の保育施設を認可保育所にすることで、公設公営と同等の保育の提供

が可能となる。また、その際には、民間の認可保育所に対して、国の基準に基づ

く運営費を支出する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①保育事業を実施する。 

認可保育所委託11か所

（弾力運用等による受

入児童数の増加、全施設

で20人程度） 

②平成30年度から新たに、

民間の認可保育所３か

所を開設する。 

①保育事業を実施する。 

認可保育所委託12か所

（弾力運用等による受

入児童数の増加、全施設

で20人程度） 

②平成31年度から新たに、

民間の認可保育所１か

所を開設する。 

①保育事業を実施する。 

認可保育所委託12か所

（弾力運用等による受

入児童数の増加、全施設

で20人程度） 

参考事業費 1,110,862千円 1,253,322千円 1,253,322千円 
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コード：02080204 基本施策名：保育施設の整備 ●主要事業 

事 業 名 71 放課後児童健全育成施設整備事業 

担当組織 ふれあい福祉部 子育て支援課 

事業目的 
・保護者が労働等により昼間家庭にいない、小学校に就学している放課後児童に対

し、適切な遊び場及び生活の場を与えて児童の健全育成を図る。 

事業概要 

・学童保育所の保育環境の整備を行う。                                        

・児童数の増加により学校敷地内の整備が困難な学校もあることから、社会福祉法

人等の民間活力を導入して、学校敷地外に学童保育所を整備し、送迎サービスな

どを付加した新たな学童保育の提供について検討する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①ひまわり・どんぐり学童

について学校敷地内へ

の移設整備を調査・検討

する。 

②送迎サービスを付加し

た新たな学童保育の提

供について検討する。       

①ひまわり・どんぐり学童

について学校敷地内へ

の移設整備を調査・検討

する。  

②送迎サービスを付加し

た新たな学童保育の提

供について検討する。       

①ひまわり・どんぐり学童

について学校敷地内へ

の移設整備を調査・検討

する。 

②送迎サービスを付加し

た新たな学童保育の提

供について検討する。       

参考事業費    

 

コード：02080205 基本施策名：保育施設の整備 

事 業 名 72 小規模保育事業 

担当組織 ふれあい福祉部 保育課 

事業目的 
・０歳児から２歳児までの低年齢児の保育需要に対応するために、定員６人～19人

の小規模保育施設において、児童の保育を行う。 

事業概要 
・民間の認可保育所と同等の保育を提供する。また、小規模保育事業に対して、国

の基準に基づく地域型保育給付費を支出する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①小規模保育事業を実施

する。民間施設６か所 

①小規模保育事業を実施

する。民間施設６か所 

①小規模保育事業を実施

する。民間施設６か所 

参考事業費 215,096千円 240,496千円 240,496千円 

 

コード：02080206 基本施策名：保育施設の整備 

事 業 名 73 児童館運営事業 

担当組織 ふれあい福祉部 子育て支援課 

事業目的 
・児童に健全な遊び場を提供してその健康を増進し、情操豊かな児童の健全育成を

図る。 

事業概要 
・児童への遊びや体力増進の指導を行うことにより児童の健全な育成を図るため、

「チャレンジランキング」や「なかよしひろば」などの各種イベントを実施する。 

年度別計画 
Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①児童館の運営を行う。       ①児童館の運営を行う。       ①児童館の運営を行う。       

参考事業費 7,616千円 7,622千円 7,622千円 
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コード：02080301 基本施策名：保育内容の充実 

事 業 名 74 保育所管理運営事業 

担当組織 ふれあい福祉部 保育課 

事業目的 
・保育の必要性のある乳幼児を対象に保育を実施する。保育の実施にあたっては、

児童福祉施設最低基準の遵守が求められる。 

事業概要 

・公立保育所において、児童の健康管理、給食の維持、施設の維持管理等の保育所

運営に必要な事業を実施する。 

・多子世帯における経済的負担の軽減を図るため、保育所等に入所する第３子以降

の児童（満３歳未満）の保育料を助成する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①保育所の運営及び維持

管理をする。公立６か所 

①保育所の運営及び維持

管理をする。公立６か所 

①保育所の運営及び維持

管理をする。公立６か所 

参考事業費 266,357千円 271,976千円 270,652千円 

 

コード：02080302 基本施策名：保育内容の充実 

事 業 名 75 学童保育所管理運営事業 

担当組織 ふれあい福祉部 保育課 

事業目的 
・就労等により保護者が日中家庭にいない小学生に対し、放課後に適切な遊び場及

び生活の場を与えることによって、児童の健全育成を図る。 

事業概要 

・公設公営６か所及び公設民営（指定管理者制度）４か所の学童保育所を管理運営

しているが、今後、八潮駅周辺における保育需要の増大に伴い、利用児童が増加

する傾向にある他、長時間保育に対するニーズなど、新たな保育ニーズへの対応

が求められていることから、民間活力を導入した学童保育所運営について検討す

る。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①学童保育所の運営を実

施する。 

・公設公営 ５か所 

・公設民営（指定管理者制

度）４か所 

・民間 ２か所 

の合計11か所 

①学童保育所の運営を実

施する。 

・公設公営 ５か所 

・公設民営（指定管理者制

度）４か所 

・民間 ２か所 

の合計11か所 

①学童保育所の運営を実

施する。 

・公設公営 ５か所 

・公設民営（指定管理者制

度）４か所 

・民間 ２か所 

の合計11か所 

参考事業費 222,317千円 198,865千円 199,428千円 
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コード：02080401 基本施策名：要保護児童対策の推進 

事 業 名 76 要保護児童対策事業 

担当組織 ふれあい福祉部 子育て支援課 

事業目的 
・虐待の未然防止や再発防止に努めるとともに、保護を要する児童等に対し、保護

その他の適切な支援を実施し、当該児童等の安全確保を図る。 

事業概要 

・要保護児童等に関する相談及び保護を実施する。 

・要保護児童対策地域協議会の運営、虐待予防に関する講演会を開催する。 

・助産施設及び母子生活支援施設への委託を実施する。 

・養育支援訪問事業を実施する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①要保護児童等に関する

相談等の実施 

②要保護児童対策地域協

議会の運営 

③虐待予防に関する講演

会等の開催 

④助産施設及び母子生活

支援施設への委託 

⑤養育支援訪問事業の実 

施 

①要保護児童等に関する

相談等の実施 

②要保護児童対策地域協

議会の運営 

③虐待予防に関する講演

会等の開催 

④助産施設及び母子生活

支援施設への委託 

⑤養育支援訪問事業の実

施 

①要保護児童等に関する

相談等の実施 

②要保護児童対策地域協

議会の運営 

③虐待予防に関する講演

会等の開催 

④助産施設及び母子生活

支援施設への委託 

⑤養育支援訪問事業の実

施 

参考事業費 3,333千円 3,333千円 3,333千円 

 

コード：02080402 基本施策名：要保護児童対策の推進 

事 業 名 77 家庭児童相談室運営事業 

担当組織 ふれあい福祉部 子育て支援課 

事業目的 
・育児や子どもの発達に関する相談に対し、専門の相談員が助言や専門機関の紹介

等を行うことにより、不安の解消に努める。 

事業概要 
・家庭児童相談員が、面接相談、電話相談、家庭訪問等を行い、助言や専門機関の

紹介等を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①家庭児童相談員による

相談受付及び処理 

②親支援教室の実施 

①家庭児童相談員による

相談受付及び処理 

②親支援教室の実施 

①家庭児童相談員による

相談受付及び処理 

②親支援教室の実施 

参考事業費 2,486千円 2,486千円 2,486千円 
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コード：02080501 基本施策名：ひとり親家庭等の支援の推進 ●主要事業 

事 業 名 78 ひとり親家庭等支援事業 

担当組織 ふれあい福祉部 子育て支援課 

事業目的 
・経済的支援、自立支援、生活支援等を組み合わせた総合的な支援を実施すること

により、ひとり親家庭の生活の安定を図る。 

事業概要 

・ひとり親家庭等医療費及び児童扶養手当の支給により、経済的な支援を行う。 

・自立支援給付金事業の実施により、自立・就業のための支援を行い、生活の安定

を図る。 

・自立支援員が、面接相談、電話相談等を行い、助言や専門機関の紹介等を行うこ

とにより、ひとり親家庭が抱える経済的、精神的な不安の解消に努める。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①ひとり親家庭等医療費

の支給 

②児童扶養手当の支給 

③自立支援給付金の支給 

④ひとり親家庭からの相

談の受付及び処理 

①ひとり親家庭等医療費

の支給 

②児童扶養手当の支給 

③自立支援給付金の支給 

④ひとり親家庭からの相

談の受付及び処理 

①ひとり親家庭等医療費

の支給 

②児童扶養手当の支給 

③自立支援給付金の支給 

④ひとり親家庭からの相

談の受付及び処理 

参考事業費 372,593千円 372,593千円 372,593千円 
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第第３３章章  防防災災・・防防犯犯・・消消防防・・救救急急  

 

第１節 災害に強いまちづくり 

コード：03010101 基本施策名：地域防災計画の推進 ●主要事業 

事 業 名 1 地域防災計画推進事業 

担当組織 生活安全部 危機管理防災課 

事業目的 

・八潮市地域防災計画を効果的に活用し、市民、事業者及び市が連携し、災害予防、

応急対策及び復旧･復興対策に至る一連の防災活動を実施することにより、市民の

生命、身体及び財産を災害から保護することを目的とする。 

事業概要 

・八潮市地域防災計画に基づき災害の予防に関する施策を行う。また、地震及び風

水害発生時における各種施策を行う。 

・八潮市防災会議を開催し、八潮市地域防災計画の見直し等を行う。 

・平成29年度から３箇年かけて、地域防災計画、業務継続計画、行動マニュアル等

の修正業務を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①災害予防対策。 

②防災活動用品の整備(資

機材点検)。 

③地域防災計画等修正。 

④地震対策用ヘルメット

購入。 

⑤被災者生活再建支援シ

ステム導入。 

⑥耐震貯水槽点検。 

⑦受水槽改修工事。 

⑧子育て親子防災教室等

の開催。 

⑨ドローン事業者と災害

協定締結。 

⑩感震ブレーカー設置の

普及啓発。 

⑪防災公園における防災

機能の検討。 

①災害予防対策。 

②防災活動用品の整備(資

機材点検)。 

③地域防災計画等修正。 

④地震対策用ヘルメット

購入。 

⑤被災者生活再建支援シ

ステム運用。 

⑥子育て親子防災教室等

の開催。 

⑦感震ブレーカー設置の

普及啓発。 

⑧防災公園における防災

機能の検討。 

①災害予防対策。 

②防災活動用品の整備(資

機材点検)。 

③地域防災計画等進行管

理（随時修正）。 

④避難所誘導看板の更新

（学校）。 

⑤地震対策用ヘルメット

購入。 

⑥被災者生活再建支援シ

ステム運用。 

⑦子育て親子防災教室等

の開催。 

⑧感震ブレーカー設置の

普及啓発。 

⑨防災公園における防災

機能の検討。 

参考事業費 36,316千円 31,039千円 9,064千円 
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コード：03010102 基本施策名：地域防災計画の推進 

事 業 名 2 災害救助事業 

担当組織 生活安全部 危機管理防災課 

事業目的 
・災害救助法が適用される大規模災害発生時において、救助を行い、もって、被災

者保護と社会秩序の保全を図る。 

事業概要 

・災害救助法に定める救助は、国からの法定受託事務として埼玉県知事が実施する。

ただし、「救助を県知事から委任された場合」は、市長が実施する。また、災害救

助法適用時に避難所開設や応急仮設住宅の供与等を行うとともに、各救助種目に

関する救助費用を計上する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①災害発生時の避難所開

設や応急仮設住宅の供

与等 

①災害発生時の避難所開

設や応急仮設住宅の供

与等 

①災害発生時の避難所開

設や応急仮設住宅の供

与等 

参考事業費 7千円 7千円 7千円 

 

コード：03010103 基本施策名：地域防災計画の推進 

事 業 名 3 災害援護資金貸付金 

担当組織 ふれあい福祉部 社会福祉課 

事業目的 
・災害救助法による救助の行われる災害により負傷又は住居、家財に被害を受けた

方に対する災害援護資金の貸付を行い、市民の福祉及び生活の安定に資する。 

事業概要 

・県内で災害救助法が適用された市町村が１以上ある災害により、負傷又は住居・

家財に被害を受けた方があった場合に、被害の程度に応じ、3,500,000円を上限に

災害援護資金の貸付けを行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①災害援護資金の貸付 

※事業費は科目設定とし

て計上 

①災害援護資金の貸付 

※事業費は科目設定とし

て計上 

①災害援護資金の貸付 

※事業費は科目設定とし

て計上 

参考事業費 1千円 1千円 1千円 
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コード：03010104 基本施策名：地域防災計画の推進 

事 業 名 4 災害見舞金支給事業 

担当組織 ふれあい福祉部 社会福祉課 

事業目的 

・火災、風水害その他の不慮の災害による被害者又は遺族に対し、見舞金又は弔慰

金を支給することにより、市民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的と

する。 

事業概要 

・下記のとおり見舞金等を支給する。 

 ①死亡者 １人につき７万円 

 ②重傷者 １人につき３万円 

 ③家屋の全焼又は全壊 １世帯につき７万円 

 ④家屋の半焼又は半壊 １世帯につき３万円 

 ⑤家屋の床上浸水 １世帯につき２万円 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①災害による被害者等に

対して見舞金等を支給

する。見舞金等は死亡者

７万円、重傷者３万円、

家屋の全焼又は全壊７

万円、家屋の半焼又は半

壊３万円、家屋の床上浸

水２万円 

①災害による被害者等に

対して見舞金等を支給

する。見舞金等は死亡者

７万円、重傷者３万円、

家屋の全焼又は全壊７

万円、家屋の半焼又は半

壊３万円、家屋の床上浸

水２万円 

①災害による被害者等に

対して見舞金等を支給

する。見舞金等は死亡者

７万円、重傷者３万円、

家屋の全焼又は全壊７

万円、家屋の半焼又は半

壊３万円、家屋の床上浸

水２万円 

参考事業費 490千円 490千円 490千円 

 

コード：03010201 基本施策名：地域防災力の強化 ●主要事業 

事 業 名 5 自主防災組織育成事業 

担当組織 生活安全部 危機管理防災課 

事業目的 

・行政による災害対応には限界があることから、自らの安全は自らが守る「自助」

及び地域において互いに助け合う「共助」の趣旨に基づき、自主的に災害に備え、

また、災害時には応急活動に参加し被害の軽減及び拡大防止が図られるよう、自

主防災組織の育成を図る。 

事業概要 

・自主防災組織の育成と強化を図るため、組織運営、防災訓練活動及び防災資機材

の購入に要する費用に対し補助金を交付する。 

・自主防災組織相互の連絡調整を図り、地域住民の防災意識を高めるため、自主防

災組織連絡協議会へ補助金を交付する。 

・各自主防災組織が開催する訓練及び会議に出向き、防災･減災の情報発信を行い、

自助・共助の意識を高め、市民の災害対応力の向上に努める。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①各組織に対する補助 

②連絡協議会への補助 

③自主防災組織育成事業 

④研修会等の実施 

⑤自主防災計画策定にあ

たっての研修会の実施 

①各組織に対する補助 

②連絡協議会への補助 

③自主防災組織育成事業 

④研修会等の実施 

⑤モデル地区に対する自

主防災計画策定支援、自

主防災計画策定の手引

き作成 

①各組織に対する補助 

②連絡協議会への補助 

③自主防災組織育成事業 

④研修会等の実施 

⑤資機材更新 

⑥自主防災計画未策定防

災会への啓発活動 

参考事業費 6,656千円 8,773千円 6,083千円 
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コード：03010202 基本施策名：地域防災力の強化 

事 業 名 6 総合防災訓練実施事業 

担当組織 生活安全部 危機管理防災課 

事業目的 

・災害時において、被害を最小限に抑えるため最も重要なことは、迅速かつ的確な

防災活動である。そのため、災害発生時の初期対応について、防災訓練を実施す

る。 

事業概要 

・訓練内容は、より実践的なものを想定する。 

現地対策本部設置訓練、情報収集訓練、避難誘導訓練、ジャッキによる救出訓練、

炊き出し訓練、ペット避難所設置訓練など 

年度別計画 
Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①防災訓練実施 ①防災訓練実施 ①防災訓練実施 

参考事業費 1,347千円 1,347千円 1,347千円 

 

コード：03010203 基本施策名：地域防災力の強化 

事 業 名 7 応急物資確保事業 

担当組織 生活安全部 危機管理防災課 

事業目的 
・災害発生時に必要となる避難者・帰宅困難者及び災害対策従事者の食糧や飲料水、

生活必需品などを確保する。 

事業概要 

・八潮市地域防災計画における想定被災者数4,545人に対して、３日分の食糧及び飲

料水等を確保する。 

・災害対応業務従事職員等分の食糧及び飲料水等の備蓄を行う。 

・帰宅困難者への食糧及び飲料水等の備蓄を行う。 

・平成29年度から3箇年かけて、備蓄計画の作成検討を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①防災物資の備蓄 

ｱﾙﾌｧ米 

飲料水 

粉ミルク 

仮設トイレ 

生理用品 

医薬品 

衛生用品等 

①防災物資の備蓄 

ｱﾙﾌｧ米 

飲料水 

粉ミルク 

仮設トイレ 

生理用品 

医薬品 

衛生用品等 

①備蓄計画に基づき計画

的な防災物資の備蓄 

ｱﾙﾌｧ米 

飲料水 

粉ミルク 

仮設トイレ 

生理用品 

医薬品 

衛生用品等 

参考事業費 5,000千円 5,000千円 7,000千円 
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コード：03010204 基本施策名：地域防災力の強化 

事 業 名 8 防災行政無線管理事業 

担当組織 生活安全部 危機管理防災課 

事業目的 
・自然災害や緊急を要する事態に際して、防災行政無線を活用して市民に情報をい

ち早く提供することにより、被害等を最小限に抑える。 

事業概要 

・正常な機能を確保するために、管理運用規程に基づく点検及び修繕を実施する。 

・移動系、固定系防災行政無線の免許を更新する。 

・防災行政無線の子局は、整備してから25年以上が経過し、設備の老朽化が進んで

いることから、整備計画を策定し、国の補助金を活用して、設備の更新及びデジ

タル化を進める。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①防災行政無線（固定系、

移動系）保守点検及び修

繕 

②固定系子局更新工事 

③固定系免許更新 

④移動系防災行政無線基

本設計 

⑤県地上系防災行政無線

再整備 

⑥ホームページ連動  

⑦840メール連動 

⑧工事環境調査 

①防災行政無線（固定系、

移動系）保守点検及び修

繕 

②固定系子局更新工事 

③移動系防災行政無線実

施設計 

④ホームページ連動 

⑤840メール連動 

⑥工事環境調査 

 

①防災行政無線（固定系、

移動系）保守点検及び修

繕 

②移動系防災行政無線更

新工事、避難所との連絡

手段となる無線機の整

備 

③移動系免許更新 

④固定系子局の音達調査

の実施 

⑤ホームページ連動 

⑥840メール連動 

参考事業費 84,476千円 57,583千円 128,834千円 

 

コード：03010205 基本施策名：地域防災力の強化 

事 業 名 9 防災気象情報システム管理事業 

担当組織 生活安全部 危機管理防災課 

事業目的 
・台風や集中豪雨等の際、気象情報を迅速かつ的確に把握し、適切な対応を講じる

ため、気象情報システムを整備する。 

事業概要 
・気象情報システムの情報を活用し、防災体制の確立を図り、迅速かつ的確な防災

活動に努める。 

年度別計画 
Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①気象情報システム ①気象情報システム ①気象情報システム 

参考事業費 3,774千円 3,774千円 3,774千円 
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コード：03010301 基本施策名：避難行動要支援者対策の推進 ●主要事業 

事 業 名 10 避難行動要支援者対策推進事業 

担当組織 ふれあい福祉部 社会福祉課 

事業目的 
・災害時要援護者避難支援計画に基づき、災害時に自ら避難することのできない要

支援者が、迅速かつ安全に避難することができるような体制を整備する。 

事業概要 
・災害時要援護者リストを更新するとともに、個別計画書の提出に向けた周知・啓

発を行い、個別計画書提出者数の増加を図る。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①災害時要援護者避難支

援計画に基づき、要援護

者リストの更新を行い、

関係部署及び関係機関

等と情報の共有を図り

ながら、要援護者への各

種支援を展開する。 

①災害時要援護者避難支

援計画に基づき、要援護

者リストの更新を行い、

関係部署及び関係機関

等と情報の共有を図り

ながら、要援護者への各

種支援を展開する。 

①災害時要援護者避難支

援計画に基づき、要援護

者リストの更新を行い、

関係部署及び関係機関

等と情報の共有を図り

ながら、要援護者への各

種支援を展開する。 

参考事業費    
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第２節 危機に備えた体制づくり 

コード：03020101 基本施策名：危機管理体制の充実 ●主要事業 

事 業 名 11 危機管理体制推進事業 

担当組織 生活安全部 危機管理防災課 

事業目的 

・危機管理体制を強化するとともに総合的な危機対処施策を推進することにより、

市民の生命、身体及び財産の保護並びに市民の生活及び市の産業、経済の安定を

図り、もって安全・安心なまちづくりに資することを目的とする。 

事業概要 

・危機管理指針を運用する。 

・適宜、必要に応じて危機管理指針の見直しを行う。 

・危機管理事象発生時に備え、必要な物資等の備蓄を行う。 

・業務継続計画を見直す。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①危機管理体制の強化・見

直し 

②物資等の備蓄 

③全国瞬時警報システム

（Jアラート）新型受信

機更新 

①危機管理体制の強化・見

直し 

②物資等の備蓄 

①危機管理体制の強化・見

直し 

②物資等の備蓄 

参考事業費 2,999千円 288千円 288千円 

 

コード：03020102 基本施策名：危機管理体制の充実 

事 業 名 12 国民保護計画推進事業 

担当組織 生活安全部 危機管理防災課 

事業目的 

・国民保護法、武力攻撃事態対処法に基づき、武力攻撃事態、武力攻撃予測事態、

緊急対処事態から、市民の生命、身体、財産を保護し、もって市民の安全の確保

を図る。 

事業概要 

・国民保護計画に関する八潮市計画（平成18年11月策定）に基づき、国民保護のた

めの措置を実施する。 

・危機管理事象発生時に備え、市民に対し速やかな避難行動を執るよう市ホームペ

ージ等による啓発活動を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①武力攻撃事態等発生時

の対応 

②国民保護計画（随時修

正） 

①武力攻撃事態等発生時

の対応 

②国民保護計画（随時修

正） 

①武力攻撃事態等発生時

の対応 

②国民保護計画修正業務 

③国民保護協議会 

参考事業費   49千円 
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コード：03020201 基本施策名：感染症対策の推進 ●主要事業 

事 業 名 13 新型インフルエンザ等対策推進事業 

担当組織 健康スポーツ部 健康増進課 

事業目的 

・新型インフルエンザ及び全国的かつ急速なまん延のおそれのある新感染症対策の

ために、関係機関と連携を図り、新型インフルエンザ等の発生時に迅速な対応が

できる体制づくりを推進する。 

事業概要 

・新型インフルエンザ等の発生時に迅速な対応ができるよう、行動計画の随時見直

しや感染防護具等の備蓄を進めるとともに、市民に対し基本的な感染症対策につ

いて周知するなど、新型インフルエンザ等の対策を推進する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①国・県の行動計画が改定

された場合は、本市行動

計画の見直しを検討す

る。 

②感染予防具等の備蓄を

進める。 

①国・県の行動計画が改定

された場合は、本市行動

計画の見直しを検討す

る。 

②感染予防具等の備蓄を

進める。 

①国・県の行動計画が改定

された場合は、本市行動

計画の見直しを検討す

る。 

②感染予防具等の備蓄を

進める。 

参考事業費 463千円 472千円 387千円 
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第３節 犯罪のない安全で安心なまちづくり 

コード：03030101 基本施策名：防犯力の強化 ●主要事業 

事 業 名 14 防犯活動普及事業 

担当組織 生活安全部 交通防犯課 

事業目的 ・犯罪の未然防止や暴力排除の運動によって、市民の安全・安心を確保する。 

事業概要 

・防犯協会を通じて防犯対策の促進を図る。 

・自主防犯組織の育成、支援を行い地域の防犯力の強化を図る。 

・オウム真理教対策を推進する。 

・暴力排除、暴力団排除を推進する。 

・犯罪の起きにくいまちづくり（防犯環境設計）を推進する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①草加八潮地区防犯協会

への負担金 

②自主防犯組織支援 

③オウム真理教対策 

④八潮市暴力排除推進協

議会への補助金交付 

⑤防犯環境設計の展開

(PDCAサイクル) 

⑥青色回転パトロール支

援 

①草加八潮地区防犯協会

への負担金 

②自主防犯組織支援 

③オウム真理教対策 

④八潮市暴力排除推進協

議会への補助金交付 

⑤防犯環境設計の展開

(PDCAサイクル) 

⑥青色回転パトロール支

援 

①草加八潮地区防犯協会

への負担金 

②自主防犯組織支援 

③オウム真理教対策 

④八潮市暴力排除推進協

議会への補助金交付 

⑤防犯環境設計の展開

(PDCAサイクル) 

⑥青色回転パトロール支

援 

参考事業費 3,150千円 3,167千円 3,184千円 

 

コード：03030201 基本施策名：防犯施設の整備 ●主要事業 

事 業 名 15 防犯施設整備事業 

担当組織 生活安全部 交通防犯課 

事業目的 

・防犯灯を設置し、夜間の犯罪等を未然に防止する。また、防犯カメラを設置し、

犯罪の抑止を図る。さらに、防犯環境設計の考えに基づき、犯罪の起きにくいま

ちづくりを促進する。 

事業概要 

・町会自治会が設置管理する防犯灯に対し、設置は３分の２上限６万円、ただしＬ

ＥＤ灯の場合８万円を限度に全額、修繕は３分の２上限２万円、電気料は全額を

補助する。 

・計画に基づき防犯カメラを警察と協議しながら設置場所を決定し、営繕・市営住

宅課に工事を依頼する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①町会・自治会が設置管理

する防犯灯の経費に対

し補助金を交付 

①町会・自治会が設置管理

する防犯灯の経費に対

し補助金を交付 

①町会・自治会が設置管理

する防犯灯の経費に対

し補助金を交付 

参考事業費 27,010千円 27,510千円 28,010千円 
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コード：03030301 基本施策名：警察署・交番の誘致 ●主要事業 

事 業 名 16 警察署・交番設置促進事業 

担当組織 生活安全部 交通防犯課 

事業目的 

・警察署が市内にあることにより、交通事故や犯罪の抑止、安全対策の強化、市民

への安心感などの効果が考えられることから、埼玉県及び埼玉県警察に警察署等

の設置を要望するものである。 

事業概要 
・埼玉県や埼玉県警察に対し、警察署の設置、交番の設置、警察官の増員を要望す

る。また、八潮市警察署誘致活動研究会と連携しながら調査研究に努める。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①埼玉県、埼玉県警察への

要望 

②研究会との意見交換 

①埼玉県、埼玉県警察への

要望 

②研究会との意見交換 

①埼玉県、埼玉県警察への

要望 

②研究会との意見交換 

参考事業費 50千円 50千円 50千円 
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第４節 市民を守るまちづくり 

コード：03040101 基本施策名：消防体制の強化 ●主要事業 

事 業 名 17 広域消防推進事業 

担当組織 生活安全部 危機管理防災課 

事業目的 

・平成27年10月に草加八潮消防組合が設立され、平成28年4月1日に草加八潮消防局

が発足した。適正な草加八潮消防組合運営を執行することを目的して負担金を支

出する。 

事業概要 

・草加八潮消防組合との連絡調整を行う。 

・負担金の支出及び精算事務を行う。 

①草加八潮消防組合運営事業負担金（共通経費） 

②草加八潮消防組合運営事業負担金（単独経費） 

③消防団事業負担金（単独経費） 

④消防庁舎整備事業負担金（単独経費） 

⑤消防水利整備事業負担金（単独経費） 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①草加八潮消防組合との

連絡調整 

②負担金の支出及び精算

事務 

①草加八潮消防組合との

連絡調整 

②負担金の支出及び精算

事務 

①草加八潮消防組合との

連絡調整 

②負担金の支出及び精算

事務 

参考事業費 963,099千円 1,012,788千円 1,017,669千円 
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第５節 交通事故のない安全で安心なまちづくり 

コード：03050101 基本施策名：交通安全意識の高揚 ●主要事業 

事 業 名 18 交通安全指導・教育事業 

担当組織 生活安全部 交通防犯課 

事業目的 
・交通安全教室や登下校時の立哨活動を通して交通安全に関する正しい知識を身に

つけさせて交通事故を未然に防止する。 

事業概要 

・幼稚園及び保育所においては正しい道路の渡り方を、小学校及び中学校において

は正しい自転車の乗り方を、高齢者施設においては交通ルールの再確認を中心に

交通安全教室を実施する。 

・通学路の主要な交差点等において交通指導員が子どもたちの安全を確保するため

立哨を行う。また、併せて交通指導を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①交通安全教室 

②立哨活動 

③通学路の安全確保 

①交通安全教室 

②立哨活動 

③通学路の安全確保 

①交通安全教室 

②立哨活動 

③通学路の安全確保 

参考事業費 14,582千円 14,582千円 14,582千円 

 

コード：03050102 基本施策名：交通安全意識の高揚 ●主要事業 

事 業 名 19 交通安全運動推進事業 

担当組織 生活安全部 交通防犯課 

事業目的 

・交通事故の防止、とりわけ自転車による交通事故を防止するため、「八潮市自転車

の安全な利用の促進に関する条例」を施行し、関係機関と連携しながら総合的な

安全対策を実施する。 

事業概要 

・交通安全団体に対し、補助金を交付し活動を支援する。  

・年４回の街頭キャンペーン（春夏秋冬）を実施し、交通安全の普及啓発に努める。  

・交通安全大会を開催し、交通安全意識の醸成を図る。 

・自転車ヘルメットの購入費の一部を補助し、自転車ヘルメットの着用を促進する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①交通団体への補助 

②交通安全運動 

③交通安全大会 

④自転車ヘルメットの購

入費補助（100人分） 

①交通団体への補助 

②交通安全運動 

③交通安全大会 

④自転車ヘルメットの購

入費補助（100人分） 

①交通団体への補助 

②交通安全運動 

③交通安全大会 

④自転車ヘルメットの購

入費補助（100人分） 

参考事業費 3,244千円 3,244千円 3,244千円 
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コード：03050201 基本施策名：交通安全施設の整備 

事 業 名 20 放置自転車対策事業 

担当組織 生活安全部 交通防犯課 

事業目的 

・主要なバス停留所に設置している自転車駐車場を適切に管理し、交通利便性の向

上を図る。 

・八潮駅周辺に自転車が放置されないように案内誘導するとともに、一定時間放置

された自転車を撤去・保管するなど、駅周辺の安全で快適な道路交通環境を確保

する。 

事業概要 

・大瀬、南川崎、中馬場、木曽根にある自転車駐車場の管理を行う。 

・八潮駅周辺における放置自転車禁止区域内の管理を行う。 

・撤去した放置自転車の保管、返還を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①バス停留所駐輪場の管

理 

②駅周辺自転車の案内と

警告 

③駅周辺放置自転車の撤

去 

④撤去自転車の保管・返還 

①バス停留所駐輪場の管

理 

②駅周辺自転車の案内と

警告 

③駅周辺放置自転車の撤 

去 

④撤去自転車の保管・返還 

①バス停留所駐輪場の管

理 

②駅周辺自転車の案内と

警告 

③駅周辺放置自転車の撤

去 

④撤去自転車の保管・返還 

参考事業費 16,500千円 16,500千円 16,500千円 

 

コード：03050202 基本施策名：交通安全施設の整備 

事 業 名 21 路上放置自動車等対策推進事業 

担当組織 生活安全部 交通防犯課 

事業目的 
・交通事故の発生要因の一つとなっている路上放置自動車を移動、撤去し、安全で

快適な道路環境を確保する。 

事業概要 

・路上放置自動車を発見（認知）したら、速やかに自主移動（撤去）の措置を講じ

る。また、自主移動（撤去）が困難な場合は、十分な調査を実施したのち廃物判

定委員会に諮問する。さらに、廃物判定委員会の答申を踏まえ公示などの措置を

講じて適切に処理する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①指導、勧告 

②所有者・使用者の調査 

③廃物判定委員会の開催 

④放置自動車の処分 

①指導、勧告 

②所有者・使用者の調査 

③廃物判定委員会の開催 

④放置自動車の処分 

①指導、勧告 

②所有者・使用者の調査 

③廃物判定委員会の開催 

④放置自動車の処分 

参考事業費 192千円 192千円 192千円 

 

コード：03050203 基本施策名：交通安全施設の整備 

事 業 名 22 駐車場整備促進事業 

担当組織 生活安全部 交通防犯課 

事業目的 
・宅地開発等を行う事業者に対し、駐車場設置について適切な指導を行い、安全で

快適な道路環境を確保する。 

事業概要 

・八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例に基づき駐車場及び駐輪場の設置を

指導し、必要に応じて誓約書の提出などの措置を講じる。また、開発の中で予め

必要と思われる交通安全施設の整備を指導する。 

年度別計画 
Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①基準に基づく指導 ①基準に基づく指導 ①基準に基づく指導 

参考事業費    
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コード：03050204 基本施策名：交通安全施設の整備 ●主要事業 

事 業 名 23 交通環境整備事業 

担当組織 生活安全部 交通防犯課 

事業目的 
・交通事故を未然に防止するため、夜間や見通しの悪い交差点に道路照明灯、道路

反射鏡及び路面標示等を整備する。 

事業概要 

・故障や老朽化している道路照明灯及び道路反射鏡、さらには消えかかっている路

面標示の修繕を行う。 

・道路環境や交通状況、さらには市民からの要望を参考に道路照明灯、道路反射鏡

及び路面標示等を整備する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①道路照明灯、道路反射

鏡、路面標示等の修繕 

②LED道路照明灯、道路反

射鏡、路面標示、地点名

表示の設置 

③信号機や交通規制に関

する要望 

④LED灯リース 

⑤ゾーン30中央三･四丁目 

①道路照明灯、道路反射

鏡、路面標示等の修繕 

②LED道路照明灯、道路反

射鏡、路面標示、地点名

表示の設置 

③信号機や交通規制に関

する要望 

④LED灯リース 

⑤ゾーン30緑町二丁目・中

央三丁目 

①道路照明灯、道路反射

鏡、路面標示等の修繕 

②LED道路照明灯、道路反

射鏡、路面標示、地点名

表示の設置 

③信号機や交通規制に関

する要望 

④LED灯リース 

参考事業費 98,000千円 93,500千円 79,000千円 
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第６節 安全・安心で豊かな消費生活づくり 

コード：03060101 基本施策名：自立した消費者の育成 ●主要事業 

事 業 名 24 消費生活情報提供事業 

担当組織 市民活力推進部 商工観光課 

事業目的 

・消費者が主体的かつ合理的に判断し、消費行動がとれるよう、市民や関係機関と

協働し、消費者意識の高揚を促進する。また、資源の再利用に関する啓発活動等

を通して環境にやさしい消費活動を促進する。あわせて、食生活の安全・安心に

関する情報を関係機関と連携して提供する。 

事業概要 

・消費者の意識啓発を図るため、消費生活に関するセミナーを開催するとともに、

消費生活に関するトラブルを未然に防止するため、消費者啓発パネル展を開催す

る。 

・消費生活展を開催し、消費者問題への理解や消費者の自立の促進等の機会を提供

する。 

・高齢者の消費者被害を未然に防ぐため、各町会・自治会の「ふれあいサロン」開

催時に市職員が啓発を実施する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①消費生活展 

②消費生活セミナー 

③消費者啓発パネル展 

④高齢者向け啓発事業 

①消費生活展 

②消費生活セミナー 

③消費者啓発パネル展 

④高齢者向け啓発事業 

①消費生活展 

②消費生活セミナー 

③消費者啓発パネル展 

④高齢者向け啓発事業 

参考事業費 636千円 636千円 636千円 

 

コード：03060201 基本施策名：消費者保護対策の推進 ●主要事業 

事 業 名 25 消費生活相談事業 

担当組織 市民活力推進部 商工観光課 

事業目的 
・消費者と事業者間のトラブル解決を支援するため、県の消費生活支援センターを

はじめとする関係機関との連携を強化し、消費生活の相談体制を充実する。 

事業概要 

・消費生活に関する相談、苦情及び多重債務問題等に対応するため消費生活相談を

実施する。相談日時は、毎週月曜日から金曜日まで、１０時から１２時及び１３

時から１６時まで実施する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①消費生活相談 

②消費生活相談員の研修 

③消費者啓発用資料購入 

①消費生活相談 

②消費生活相談員の研修 

③消費者啓発用資料購入 

①消費生活相談 

②消費生活相談員の研修 

③消費者啓発用資料購入 

参考事業費 7,832千円 7,778千円 7,776千円 
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コード：03060301 基本施策名：消費者団体の育成・協働 

事 業 名 26 消費者団体活動費補助事業 

担当組織 市民活力推進部 商工観光課 

事業目的 
・消費者への啓発活動等を行っている消費者団体を育成するとともに、その活動を

支援する。 

事業概要 ・市内の消費者団体が自主的に行う補助対象の活動に対し、補助金を交付する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①消費者団体活動への補

助 

①消費者団体活動への補 

助 

①消費者団体活動への補

助 

参考事業費 30千円 30千円 30千円 
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第第４４章章  産産業業経経済済・・観観光光  

 

第１節 環境にやさしい魅力ある都市型農業づくり 

コード：04010101 基本施策名：農業の担い手の育成・確保 ●主要事業 

事 業 名 1 経営体支援事業 

担当組織 市民活力推進部 都市農業課 

事業目的 

・八潮市都市農業振興基本計画の施策を推進するため、農業用近代化施設導入事業

及び市内農産物をＰＲする包装用資材購入事業を支援する。 

・米の計画的な生産調整､消費拡大を図り米作農家の経営の安定を図る。 

・中川周辺農地における農業経営の安定化及び分散した農地の集約化を図り、質の

高い農産物の生産を支援する。 

事業概要 

・農業近代化資金の利子補給、農業近代化施設導入事業及び農業用包装資材購入事

業に対する補助を行う。 

・中川農地受け手有機肥料購入事業費及び出し手円滑化事業費に対する補助を行う。 

・米の生産調整及び米の消費拡大事務、経営所得安定対策事務を行う。 

・埼玉県農業共済組合の事業への補助を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①金融協議会負担金 

②利子補給補助金 

③米の生産調整 

④消費拡大ＰＲ 

⑤講師謝礼金 

⑥埼玉県農業共済組合負

担金 

⑦中川農地利用集積円滑

化事業補助金 

⑧スマート農業調査研究 

①金融協議会負担金 

②利子補給補助金 

③米の生産調整 

④消費拡大ＰＲ 

⑤講師謝礼金 

⑥埼玉県農業共済組合負

担金 

⑦中川農地利用集積円滑

化事業補助金 

⑧スマート農業情報提供 

①金融協議会負担金 

②利子補給補助金 

③米の生産調整 

④消費拡大ＰＲ 

⑤講師謝礼金 

⑥埼玉県農業共済組合負

担金 

⑦中川農地利用集積円滑

化事業補助金 

⑧スマート農業情報提供 

参考事業費 4,083千円 3,920千円 3,784千円 

 

コード：04010102 基本施策名：農業の担い手の育成・確保 ●主要事業 

事 業 名 2 農業の担い手育成事業 

担当組織 市民活力推進部 都市農業課 

事業目的 
・農業後継者及び意欲ある農業者を対象に認定農業者の育成確保を図る。 

・農業の担い手となる農業従事者の確保と後継者の育成を支援する。 

事業概要 

・八潮市青耕会に補助金を交付する。 

・八潮市園芸協会に補助金を交付する。 

・埼玉県農業大学校への就学者、海外農業研修への参加者に助成金を支給する。 

・認定農業者を対象に企業的農業経営感覚育成のための研修会、講習会を開催する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①講師謝礼金 

②団体補助金 

③団体助成金 

④農業後継者助成金 

①講師謝礼金 

②団体補助金 

③団体助成金 

④農業後継者助成金 

①講師謝礼金 

②団体補助金 

③団体助成金 

④農業後継者助成金 

参考事業費 860千円 860千円 860千円 
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コード：04010201 基本施策名：都市と共生した農業環境の促進 ●主要事業 

事 業 名 3 環境保全型農業推進事業 

担当組織 市民活力推進部 都市農業課 

事業目的 

・化学肥料や化学農薬など使用量の削減を促し、堆肥等の有機質肥料の使用を基本

とした安全な農産物の供給を図る。 

・組織的な農作物の病害虫防除を徹底し、農業生産の向上及び農家経営の安定を図

る。 

・施設園芸用等に使用した廃ビニールの収集の円滑化を図るとともに、大気汚染の

防止及び農住環境の保全を図る。 

事業概要 

・低農薬、低化学肥料、有機栽培を主とした栽培技術講習会、研修会を開催し、農

薬適正使用の啓発を行う。 

・園芸用廃ビニールを年１回収集し適正処理する。 

・八潮産農作物の放射能濃度測定を実施する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①八潮市環境保全型農業

推進協議会負担金 

①八潮市環境保全型農業推

進協議会負担金 

①八潮市環境保全型農業

推進協議会負担金 

参考事業費 130千円 130千円 130千円 

 

コード：04010301 基本施策名：地産地消の推進と農産物のブランド化 ●主要事業 

事 業 名 4 ふれあい農業促進事業 

担当組織 市民活力推進部 都市農業課 

事業目的 

・農業者の栽培技術の向上と市民と農業者のふれあう機会の提供として農業祭を開

催する。 

・余暇活動機会の提供の一環として市民農園を利用し､その保全を図る。 

・余暇活動機会の提供の一環としてふれあい農園を利用し、緑地空間として都市農

地の保全を図る。 

事業概要 

・農産物の品評会及び野菜即売会を開催する。 

・市民農園施設の清掃及び除草等の管理、修繕を行う。 

・ふれあい農園開設補助金を支給する。 

・農業体験事業補助金を支給する。 

・ガーデンコミュニティの登録、協定の締結、農業サポーターの登録等を行う。 

・みどりの学校ファームを推進する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①市民農園の管理 

②農業祭実行委員会負担

金 

③農業体験事業補助金 

④ガーデンコミュニティ

制度登録、手続 

①市民農園の管理 

②農業祭実行委員会負担

金 

③農業体験事業補助金 

④ガーデンコミュニティ

制度登録、手続 

①市民農園の管理 

②農業祭実行委員会負担

金 

③農業体験事業補助金 

④ガーデンコミュニティ

制度登録、手続 

参考事業費 4,146千円 4,146千円 4,146千円 
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コード：04010302 基本施策名：地産地消の推進と農産物のブランド化 ●主要事業 

事 業 名 5 地産地消推進事業 

担当組織 市民活力推進部 都市農業課 

事業目的 

・直売事業の安定と資質の向上、農業経営の発展を図り、各種イベント等で地場農

産物のＰＲを図る。 

・安全安心な地場農産物の生産事業等への支援及び消費拡大を図る。 

事業概要 

・八潮市直売所連絡協議会への活動を支援する。 

・地場農産物及び直売施設等のＰＲ及び即売会を開催する。 

・農産物加工品の製造及び開発を支援する。 

・研修会、講習会を開催する。 

・地場農産物の消費拡大を支援する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①直売所連絡協議会及び

地産地消推進協議会補

助金 

②枝豆のブランド化 

①直売所連絡協議会及び

地産地消推進協議会補

助金 

②枝豆のブランド化 

①直売所連絡協議会及び

地産地消推進協議会補

助金 

②枝豆のブランド化 

③ブランド枝豆の販売 

参考事業費 367千円 367千円 367千円 

 

コード：04010401 基本施策名：農地の保全と有効活用の促進 

事 業 名 6 幹線農業水利施設管理事業 

担当組織 市民活力推進部 都市農業課 

事業目的 

・葛西下流地盤沈下対策事業により整備した古利根堰を管理し、主幹用水路の通水

の安定を図る。 

・利根中央事業により整備した主幹用水路の水利施設を適正管理し、通水の安全を

図る。 

・葛西用水路、八条用水路等の広域的水管理を目的とする。 

事業概要 

・埼玉県土地改良事業団体連合会負担金を交付する。 

・春日部支所土地改良推進協議会負担金を交付する。 

・南部葛西用水三市連絡協議会負担金を交付する。 

・土地改良事業研修会負担金を交付する。 

・古利根堰連絡協議会負担金を交付する。 

・古利根堰管理費負担金を交付する。 

・利根中央地区基幹水利施設管理事業負担金を交付する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①団体負担金 

②管理負担金 

③古利根堰ストックマネジ

メント負担金（予定） 

①団体負担金 

②管理負担金 

③古利根堰ストックマネ

ジメント負担金（予定） 

①団体負担金 

②管理負担金 

③古利根堰ストックマネ

ジメント負担金（予定） 

参考事業費 1,843千円 1,843千円 1,843千円 
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コード：04010402 基本施策名：農地の保全と有効活用の促進 ●主要事業 

事 業 名 7 農地保全事業 

担当組織 市民活力推進部 都市農業課 

事業目的 

・都市化の進展とともに水利機能が低下している農業用水路の整備を図り、生産性

の向上を図る。 

・農業用水路の管理を徹底し、農業生産の安定を図る。 

・作物の生産以外に緑地空間や防災空間として優れた機能をもつ都市地域内の農地

を周辺景観に配慮し農地の保全を図る。 

事業概要 

・農業用水路の整備、管理を行う。 

・農地周辺の花卉、植木等の植栽及び施設整備費を補助する。 

・農地周辺の植栽管理費を補助する。 

・農地の耕作維持管理費を補助する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①農業用排水路の整備 

②水路敷除草 

③植栽費補助金 

④植栽管理費補助金 

⑤農地維持管理費補助金 

⑥八潮市鉢の会補助金交

付 

⑦潮止揚水機場（跡地整備

工事） 

①農業用排水路の整備 

②水路敷除草 

③植栽費補助金 

④植栽管理費補助金 

⑤農地維持管理費補助金 

⑥八潮市鉢の会補助金交

付 

①農業用排水路の整備 

②水路敷除草 

③植栽費補助金 

④植栽管理費補助金 

⑤農地維持管理費補助金 

⑥八潮市鉢の会補助金交

付 

参考事業費 30,577千円 985千円 985千円 

 

コード：04010501 基本施策名：農商工連携事業の振興 ●主要事業 

事 業 名 8 ６次産業化促進事業 

担当組織 市民活力推進部 都市農業課 

事業目的 

・地域資源を活用した農業者による新事業の創出等に関する施策及び、地域の農産

物の利用の促進に関する施策を総合的に推進することにより、農業の振興等を図

る。 

事業概要 

・６次産業化を促進する。 

・農産物加工施設整備を促進する。 

・農産物販売施設の整備、確保を促進する。 

・農家レストラン整備を促進する。 

・農商工連携事業を促進する。 

・農産物のブランド化を促進する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①６次産業化推進支援補

助金 

①６次産業化推進支援補 

助金 

①６次産業化推進支援補

助金 

参考事業費 510千円 510千円 510千円 
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第２節 魅力あふれる商業づくり 

コード：04020101 基本施策名：経営安定化の促進 ●主要事業 

事 業 名 9 商工団体補助事業 

担当組織 市民活力推進部 商工観光課 

事業目的 
・個店に対する経営指導の強化と魅力ある個店づくりを促進する。 

・市内におけるたばこ販売を促進し、市の経済発展に寄与する。 

事業概要 

・小規模事業者の振興と経営の安定を図るため、その支援を行う八潮市商工会に対

して補助金を交付する。 

・市内におけるたばこ販売を促し、市の経済発展に寄与することを目的として、市

内でたばこ販売促進事業を行う、八潮市たばこ販売促進会に対して補助金を交付

する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①商工会事業費補助金 

②商工業振興事業費補助

金 

③たばこ販売促進事業費

補助金 

④商工会と連携した擬似

６次化の展開 

①商工会事業費補助金 

②商工業振興事業費補助

金 

③たばこ販売促進事業費

補助金 

④商工会と連携した擬似

６次化の展開 

①商工会事業費補助金 

②商工業振興事業費補助

金 

③たばこ販売促進事業費

補助金 

④商工会と連携した擬似

６次化の展開 

参考事業費 18,360千円 18,360千円 18,360千円 

 

コード：04020102 基本施策名：経営安定化の促進 ●主要事業 

事 業 名 10 商店街活性化推進事業 

担当組織 市民活力推進部 商工観光課 

事業目的 
・地域に密着したイベントや販売促進に結びつく各種事業を支援することにより、

商店街の活性化等を促進する。 

事業概要 
・イベント、売り出し、空き店舗等を活用した各種共同事業等を実施する商業者団

体に対して補助金を交付する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①市内商店会の活性化 

②商店街アドバイザー派

遣 

①市内商店会の活性化 

②前年度のアドバイザー

派遣の実施内容にもと

づいた支援策の検討           

①市内商店会の活性化 

②新たな支援策の構築          

参考事業費 820千円 820千円 820千円 
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コード：04020103 基本施策名：経営安定化の促進 ●主要事業 

事 業 名 11 商業振興事業 

担当組織 市民活力推進部 商工観光課 

事業目的 

・地域に密着したイベントや販売促進に結びつく各種事業を支援することにより、

商店街の活性化等を促進する。また、個店に対する経営指導の強化と魅力ある個

店づくりを促進する。 

・農商工連携事業に取り組む商業者を支援する。 

事業概要 

・「商工だより」を発行し、市内事業者への情報提供を行う。 

・「やしお商業＆観光元気ＵＰサイト」を活用し、商業に関する情報発信を行う。 

・さくらカード事業費補助金の交付を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①さくらカード会支援事

業 

②商工だよりの発行 

③埼玉県東部都市商工行

政連絡協議会による活

動 

④中小企業大学校等への

職員派遣 

⑤道の駅の機能・内容につ

いて情報収集を行い整

理              

①さくらカード会支援事

業 

②商工だよりの発行 

③埼玉県東部都市商工行

政連絡協議会による活

動 

④中小企業大学校等への

職員派遣 

⑤道の駅の機能・内容につ

いて情報収集を行い整

理               

①さくらカード会支援事

業 

②商工だよりの発行 

③埼玉県東部都市商工行

政連絡協議会による活

動 

④中小企業大学校等への

職員派遣 

⑤ＰＡを活用した市の活

性化に向けた組織化 

参考事業費 922千円 922千円 922千円 

 

コード：04020201 基本施策名：商業環境の整備 ●主要事業 

事 業 名 12 商業支援事業 

担当組織 市民活力推進部 商工観光課 

事業目的 

・インターネットを活用した商店会情報の提供や、空き店舗等を活用した新たな取

組を支援し、魅力ある商店街づくりを推進する。また、本市での商業やサービス

業の創業を支援する。 

事業概要 

・各種イベントに参加し、市内商品のＰＲを行う。 

・一店逸品運動に参加している店舗へ専門家を派遣する。 

・商店会が1年間に支払った装飾型街路灯の電気料の一部を補助する。 

・新商品開発を実施する商業団体等に対し新商品の開発のための経費の一部を補助

する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①装飾型街路灯電気料補

助金 

②新商品開発支援事業補

助金 

③一店逸品運動の推進 

④商工業セミナーの実施 

①装飾型街路灯電気料補

助金 

②新商品開発支援事業補

助金 

③一店逸品運動の推進 

④商工業セミナーの実施 

①装飾型街路灯電気料補

助金 

②新商品開発支援事業補

助金 

③一店逸品運動の推進 

④商工業セミナーの実施 

参考事業費 871千円 871千円 871千円 
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コード：04020301 基本施策名：中心商業拠点の形成 ●主要事業 

事 業 名 13 中心商業拠点の形成事業 

担当組織 市民活力推進部 商工観光課 

事業目的 ・八潮駅周辺を中心とする地域において、魅力ある商業拠点の形成を推進する。 

事業概要 
・中心商業拠点の形成を図るため八潮駅周辺の事業者の組織化を推進し、市内商店

街との連携を支援して、市内全域の商業活性化に努める。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①前年度の商業集積状況

調査を踏まえ、事業者に

組織化に向けた意向調

査を実施する。 

①駅周辺において店舗等

が組織化された場合、八

潮市商工会と連携して

既存商店会と共同事業

実施に向けた検討を行

う。 

①駅周辺において店舗等

が組織化された場合、八

潮市商工会と連携して

既存商店会と共同事業

実施に向けた検討を行

う。 

参考事業費 4,000千円   
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第３節 活力ある工業づくり 

コード：04030101 基本施策名：経営近代化の促進 ●主要事業 

事 業 名 14 中小企業向け制度融資事業 

担当組織 市民活力推進部 商工観光課 

事業目的 
・中小企業の経営の安定を資金面から支援するため、経営を強化するための近代化

促進における融資制度等の各種事業を充実する。 

事業概要 

・本市の制度融資は、小口資金融資・不況対策資金融資・商工業近代化資金融資と

３つの制度からなっており、小口資金融資・商工業近代化資金融資は、借入者の

金利負担の軽減を図るため、利子補給を実施している。また、不況対策資金融資

は、借入者が信用保証協会に支払う保証料を全額補助している。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①経営の安定及び合理化、

近代化 

②金利負担の軽減 

③各融資管理のシステム

化 

①経営の安定及び合理化、

近代化 

②金利負担の軽減 

③各融資管理のシステム

化 

①経営の安定及び合理化、

近代化 

②金利負担の軽減 

③各融資管理のシステム

化 

参考事業費 343,515千円 365,515千円 387,515千円 

 

コード：04030102 基本施策名：経営近代化の促進 ●主要事業 

事 業 名 15 経営革新取組企業支援事業 

担当組織 市民活力推進部 商工観光課 

事業目的 
・経営革新に取り組む市内の中小企業が「中小企業の新たな事業活動の促進に関す

る法律」による経営革新計画の承認取得をできるよう支援する。                                                                                     

事業概要 
・経営課題に即応するための新たな事業活動や経営目標を盛り込んだ経営革新計画

の承認取得に向け、アドバイザーを派遣する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①経営革新計画策定への

支援 

②経営革新計画認証取得

に関するセミナーの開

催 

③中小企業診断士や経営

アドバイザー等の専門

家の派遣 

④経営診断等の情報提供 

①経営革新計画策定への

支援 

②経営革新計画認証取得

に関するセミナーの開

催 

③中小企業診断士や経営

アドバイザー等の専門

家の派遣 

④経営診断等の情報提供 

①経営革新計画策定への

支援 

②経営革新計画認証取得

に関するセミナーの開

催 

③中小企業診断士や経営

アドバイザー等の専門

家の派遣 

④経営診断等の情報提供 

参考事業費 200千円 200千円 200千円 
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コード：04030201 基本施策名：工業環境の整備 

事 業 名 16 工業支援事業 

担当組織 市民活力推進部 商工観光課 

事業目的 ・創業への支援や生活環境に配慮した工業環境の整備を促進する。 

事業概要 

・工場移転のために借り入れた資金の利子に対し、一定の条件を満たす場合に補助

金を交付する。 

・市内で創業するために借り入れた資金の利子を補助する。 

・八潮市創業支援事業計画に基づく創業塾を八潮市商工会と連携して実施する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①新規創業者が借り入れ

た資金の利子の一部を

補助 

②工業に関する情報提供

及び出前講座の実施 

③創業支援事業計画にも

とづく支援事業 

④工場移転のために借り

入れた資金の利子の一

部を補助 

①新規創業者が借り入れ

た資金の利子の一部を

補助 

②工業に関する情報提供

及び出前講座の実施 

③創業支援事業計画にも

とづく支援事業 

④工場移転のために借り

入れた資金の利子の一

部を補助 

①新規創業者が借り入れ

た資金の利子の一部を

補助 

②工業に関する情報提供

及び出前講座の実施 

③創業支援事業計画にも

とづく支援事業 

④工場移転のために借り

入れた資金の利子の一

部を補助 

参考事業費 6,594千円 6,594千円 6,594千円 

 

コード：04030202 基本施策名：工業環境の整備 ●主要事業 

事 業 名 17 企業立地推進事業 

担当組織 市民活力推進部 商工観光課 

事業目的 

・工場立地の適正化を進めるとともに、創業への支援や工業用地の空き情報の提供

等を通して企業の誘致に取り組む。また、生活環境に配慮した工業環境の整備を

促進する。 

事業概要 ・関係機関と連携を図り、空き不動産の情報提供を行うなど、企業誘致を推進する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①埼玉県企業立地課との

連携を図り、本市で把握

が可能な空き不動産情

報の提供を行う。 

①埼玉県企業立地課との

連携を図り、本市で把握

が可能な空き不動産情

報の提供を行う。 

①埼玉県企業立地課との

連携を図り、本市で把握

が可能な空き不動産情

報の提供を行う。 

参考事業費    
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コード：04030301 基本施策名：新時代に対応する工業の育成 ●主要事業 

事 業 名 18 工業振興事業 

担当組織 市民活力推進部 商工観光課 

事業目的 

・新製品の開発や新たな研究に対する支援を行い、新時代に対応する工業を育成す

る。また、市内製品のＰＲを積極的に行い、販路拡大や受注機会の拡大を推進す

る。 

事業概要 

・市内建築関連事業者の受注機会の拡大を図るため、住宅改修費用の一部を補助す

る。 

・経営の安定に資する事業を対象に経費の一部を補助する。 

・八潮ブランドを認定し、市内で製造されている工業製品の特長等について市内外

に情報発信する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①八潮ブランド認定事業 

②工業振興基金活用事業 

③工業活性化推進事業 

④試験機関等利用補助事

業 

⑤展示会等への出展費用

の補助 

⑥住宅改修資金補助金 

⑦産学官等との連携によ

る情報支援 

①八潮ブランド認定事業 

②工業振興基金活用事業 

③工業活性化推進事業 

④試験機関等利用補助事

業 

⑤展示会等への出展費用

の補助 

⑥住宅改修資金補助金 

⑦産学官等との連携によ

る情報支援 

①八潮ブランド認定事業 

②工業振興基金活用事業 

③工業活性化推進事業 

④試験機関等利用補助事

業 

⑤展示会等への出展費用

の補助 

⑥住宅改修資金補助金 

⑦産学官等との連携によ

る情報支援 

参考事業費 21,371千円 15,662千円 17,017千円 

 

コード：04030302 基本施策名：新時代に対応する工業の育成 

事 業 名 19 市内生産品等展示事業 

担当組織 市民活力推進部 商工観光課 

事業目的 ・市内製品のＰＲを積極的に行い、販路拡大や受注機会の拡大を促進する。 

事業概要 

・八潮市役所及び駅前出張所の展示コーナーにおいて、市内製品を積極的にＰＲを

行い、販路拡大や受注機会の拡大を促進する。 

・各種イベントを活用し、市内生産品等のＰＲを行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①駅前出張所等の市内の

特産品、生産品等の展示

コーナーの整備及び維

持管理            

②各種イベントでの市内

製品のＰＲ 

③八潮市役所物産展示ケ

ースにおける八潮ブラ

ンドＰＲの装飾委託 

①駅前出張所等の市内の

特産品、生産品等の展示

コーナーの整備及び維

持管理            

②各種イベントでの市内

製品のＰＲ 

①駅前出張所等の市内の

特産品、生産品等の展示

コーナーの整備及び維

持管理           

②各種イベントでの市内

製品のＰＲ 

参考事業費 627千円 393千円 393千円 
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第４節 水と花にふれあう観光づくり 

コード：04040101 基本施策名：観光の振興 ●主要事業 

事 業 名 20 観光資源開発事業 

担当組織 市民活力推進部 商工観光課 

事業目的 

・「水にふれあう観光」の視点から、中川やしおフラワーパーク及び中川やしお水辺

の楽校の利活用を推進するとともに、「花にふれあう観光」の視点から、花桃を活

かした各種観光事業を実施し、観光客数の増加につなげる。 

事業概要 

・既存の観光拠点を利活用して、観光客数の増加につながる各種観光イベントを開

催するとともに、ソフト面を重視した観光事業の創出にも取り組む。また、観光

事業の実施主体となる（一社）八潮市観光協会及び中川やしお子どもの水辺運営

協議会に対し、補助金を交付する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①中川やしおフラワーパ

ークの維持管理 

②中川やしお水辺の楽校

の維持管理 

③（一社）八潮市観光協会

支援 

④中川やしお子どもの水

辺運営協議会支援 

⑤ドッグランの整備研究 

⑥フラワーパーク花桃植

え替え 

⑦ものづくり体験事業の

検討 

①中川やしおフラワーパ

ークの維持管理 

②中川やしお水辺の楽校

の維持管理 

③（一社）八潮市観光協会

支援 

④中川やしお子どもの水

辺運営協議会支援 

⑤ドッグランの整備研究 

⑥ものづくり体験事業の

準備 

①中川やしおフラワーパ

ークの維持管理 

②中川やしお水辺の楽校

の維持管理 

③（一社）八潮市観光協会

支援 

④中川やしお子どもの水

辺運営協議会支援 

⑤ドッグランの整備研究 

⑥ものづくり体験事業の

実施 

参考事業費 14,350千円 12,350千円 12,396千円 

 

コード：04040201 基本施策名：産業観光の促進 ●主要事業 

事 業 名 21 ものづくり体験見学会実施事業 

担当組織 市民活力推進部 商工観光課 

事業目的 

・「ものづくりのまち」である本市の特色を活かして、工場見学及びものづくり体験

を中心とする、観光振興に結びつく事業を実施することにより、市内外からより

多くの観光客を招致するとともに、産業の融合を促進し、経済波及効果を高める。 

事業概要 

・工場見学及びものづくり体験事業を活用した観光振興事業。市は、事業の仕組み

の構築と関係する団体または事業所等への支援を行う。支援の内容は、事業全般

の各種広報が中心であるが、事業の規模を拡大する場合には、初期費用等に対す

る補助金の交付が必要となる可能性がある。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①出前講座民間企業編の

工場見学の実施 

②ものづくり体験事業の

実施 

①出前講座民間企業編の

工場見学の実施 

②ものづくり体験事業の

実施 

①出前講座民間企業編の

工場見学の実施 

②ものづくり体験事業の

実施 

参考事業費    
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コード：04040301 基本施策名：観光情報の提供 ●主要事業 

事 業 名 22 観光情報充実事業 

担当組織 市民活力推進部 商工観光課 

事業目的 ・本市の観光の魅力を発信し、観光客数の増加につなげる。 

事業概要 
・インターネット・チラシ・ポスター・冊子・テレビ番組・ラジオ番組等、さまざ

まな媒体を活用して、本市の観光情報を広く発信する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①観光ガイドブックを活

用した観光ＰＲ 

②観光啓発ポスター・チラ

シ等の作成 

②各種媒体を活用した観

光情報の発信 

①観光ガイドブックを活

用した観光ＰＲ 

②観光啓発ポスター・チラ

シ等の作成 

②各種媒体を活用した観

光情報の発信 

①観光ガイドブックの発

行 

②観光啓発ポスター・チラ

シ等の作成 

③各種媒体を活用した観

光情報の発信 

参考事業費 196千円 196千円 7,196千円 
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第５節 いきいきと働ける就業環境づくり 

コード：04050101 基本施策名：労働福祉の充実 

事 業 名 23 勤労青少年ホーム充実事業 

担当組織 市民活力推進部 商工観光課 

事業目的 
・働く若者の福祉の増進及び健全な育成を図るため、勤労青少年ホーム及び勤労者

体育センターを適切に維持管理すること 

事業概要 

・施設の維持管理を行うこと 

・事業目的に支障のない範囲で、まんまるよやくシステムにより公共施設として一

般利用に供すること 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①施設の維持管理 

②まんまるよやくシステ

ムの運用                    

③自動ドア扉交換 

④２階床張替工事 

⑤フットサル用ゴール購

入 

⑥ロビーチェア購入 

①施設の維持管理  

②まんまるよやくシステ

ムの運用 

③２階内装張替工事 

①施設の維持管理 

②まんまるよやくシステ

ムの運用 

参考事業費 17,602千円 13,313千円 12,546千円 

 

コード：04050102 基本施策名：労働福祉の充実 ●主要事業 

事 業 名 24 勤労青少年福祉推進事業 

担当組織 市民活力推進部 商工観光課 

事業目的 

・働く若者の福祉の増進及び健全な育成を図るため、勤労青少年福祉事業を実施す

る。 

・若者の安定雇用のため、就業支援事業を実施する。 

事業概要 

・講座等の開催 

・勤労青少年交流事業の開催（バスケットボール大会、フットサル大会、ゆまにて

祭） 

・若年者就職支援コーナーの管理 

・若年者就職相談事業 

・身寄りのない未成年者のための住宅支援及び身元保証 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①講座等の開催 

②勤労青少年交流事業の

開催 

③勤労青少年ホーム利用

者の会助成金 

④若年者就職支援コーナ

ーの管理 

⑤若年者就職相談事業 

⑥身寄りのない未成年者

住宅支援 

⑦未成年者の就労に係る

身元保証 

①講座等の開催 

②勤労青少年交流事業の

開催 

③勤労青少年ホーム利用

者の会助成金 

④若年者就職支援コーナ

ーの管理 

⑤若年者就職相談事業 

⑥身寄りのない未成年者

住宅支援 

⑦未成年者の就労に係る

身元保証 

①講座等の開催 

②勤労青少年交流事業の

開催 

③勤労青少年ホーム利用

者の会助成金 

④若年者就職支援コーナ

ーの管理 

⑤若年者就職相談事業 

⑥身寄りのない未成年者

住宅支援 

⑦未成年者の就労に係る

身元保証 

参考事業費 1,431千円 1,436千円 1,436千円 
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コード：04050103 基本施策名：労働福祉の充実 

事 業 名 25 労働者団体事業費補助事業 

担当組織 市民活力推進部 商工観光課 

事業目的 
・労働問題に関する情報の提供や相談業務の案内等、労働環境の改善に向けた支援

を行う。 

事業概要 

・労働団体事業費補助金は、労働環境改善のための調査及び研修、労働組合の資質

を高めるための事業に対し補助する。 

・埼玉労働局、埼玉県などと連携を図り、情報の提供や労働相談の案内を行い、ま

た、雇用状況等の調査研究を行う。 

・埼玉土建国保・建設国保組合助成金は、健康保険事業の安定を図り、労働者の福

祉の向上を目的に、労働団体が行う保険活動事業に対し助成金を交付する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①労働団体への補助金交

付 

②労働・雇用情報の提供 

③埼玉土建国保・建設国保

組合への助成金交付 

①労働団体への補助金交

付 

②労働・雇用情報の提供 

③埼玉土建国保・建設国保

組合への助成金交付 

①労働団体への補助金交

付 

②労働・雇用情報の提供 

③埼玉土建国保・建設国保

組合への助成金交付 

参考事業費 1,130千円 1,130千円 1,130千円 

 

コード：04050201 基本施策名：就業環境の整備促進 ●主要事業 

事 業 名 26 就業環境整備事業 

担当組織 市民活力推進部 商工観光課 

事業目的 

・中小規模の事業者の福利厚生制度の充実に努めるため、退職金共済制度の加入を

促進するとともに、勤労者住宅資金融資制度により、労働者の住宅取得を支援す

る。また、誰もが働きやすい就業環境の実現を促進する。 

事業概要 

・中小企業退職金共済制度については、中小企業退職金共済及び八潮市商工会特定

退職金共済制度に新規加入した中小企業に対し、その掛金の一部を２４か月補助

する。 

・勤労者住宅資金融資制度については、中央労働金庫へ預託し、預託金額の７倍の

融資枠内で融資あっせんを行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①中小企業退職金共済掛

金補助 

②勤労者住宅資金融資の

あっせん 

①中小企業退職金共済掛

金補助 

②勤労者住宅資金融資の

あっせん 

①中小企業退職金共済掛

金補助 

②勤労者住宅資金融資の

あっせん 

参考事業費 10,620千円 10,620千円 10,620千円 
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コード：04050301 基本施策名：労働教育の推進 

事 業 名 27 労働セミナー開催事業 

担当組織 市民活力推進部 商工観光課 

事業目的 

・労働セミナー等の開催を通して事業所や関係機関と協働し労働教育に努め、労働

問題に関する正しい知識の普及を推進するとともに、多様な働き方の実現に向け

て意識啓発を実施する。 

事業概要 

・労働問題に関する正しい知識の普及や意識啓発を図るため、埼玉県、八潮市で労

働者向けセミナーを１回、八潮市商工会、八潮市で使用者向けセミナーを１回、

併せて三者との共催事業として実施する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①労働セミナーの開催 

②若者のための就職支援

セミナーの実施 

③若者の自立・就職に悩む

家族向けセミナーの実

施 

①労働セミナーの開催 ①労働セミナーの開催 

参考事業費 336千円 63千円 63千円 

 

コード：04050401 基本施策名：雇用の安定 ●主要事業 

事 業 名 28 雇用安定事業 

担当組織 市民活力推進部 商工観光課 

事業目的 

・草加公共職業安定所や八潮市ふるさとハローワーク等の関係機関との連携により、

若年者や高齢者、障がいのある人、女性、外国人等、一人ひとりに応じた就労情

報を提供する。また、家庭外で働くことが困難な人に対して、内職に関する求人、

求職の相談及びあっせんを行うことにより、就労の機会を提供する。 

事業概要 

・求人情報紙の提供は、ハローワーク草加等の関係機関との連携により、ハローワ

ーク発行の求人情報紙を市民に提供する。 

・内職相談を設置し、毎週火曜日、午前１０時から午後３時３０分に実施する。 

・若年者雇用定着支援補助は、国のトライアル雇用事業が終了した者を引き続き常

用雇用した事業主に対し、３か月を限度に奨励金を交付する。 

・市民に身近な八潮市ふるさとハローワークについて、継続的なＰＲを行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①求人情報紙の提供 

②職業能力情報の提供 

③内職相談の実施 

④雇用に関する各種施策

の情報提供 

⑤若年者雇用定着支援補

助 

①求人情報紙の提供 

②職業能力情報の提供 

③内職相談の実施 

④雇用に関する各種施策

の情報提供 

⑤若年者雇用定着支援補

助 

①求人情報紙の提供 

②職業能力情報の提供 

③内職相談の実施 

④雇用に関する各種施策

の情報提供 

⑤若年者雇用定着支援補

助 

参考事業費 3,542千円 3,523千円 3,495千円 
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第第５５章章  都都市市基基盤盤・・環環境境  

 

第１節 自然と調和した都市空間づくり 

コード：05010101 基本施策名：均衡ある土地利用の推進 ●主要事業 

事 業 名 1 都市計画基本事業 

担当組織 都市デザイン部 都市計画課 

事業目的 

・都市計画制度等の運用により、自然環境と調和した均衡ある土地利用を推進する。 

・平成２０年度に策定した八潮市都市計画マスタープランに基づき、地域特性を活

かしたまちづくりを推進する。 

事業概要 

・都市計画に関する基礎的な調査を行い、その結果等を踏まえて都市計画の制度を

運用する。 

・八潮市都市計画マスタープランに示されたまちづくりを推進するための周知や、

都市計画に関する情報の提供を行う。 

・人口減少や高齢化などの課題に対応した、持続可能なまちづくりについて、検討

を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①都市計画審議会開催 

②計画的なまちづくり推

進の検討 

③都市計画マスタープラ

ンの見直し検討（市街化

調整区域まちづくり基

本方針の策定） 

④都市計画情報の更新及

び充実 

①都市計画審議会開催、委

員改選 

②計画的なまちづくり推

進の検討 

③都市計画情報の更新及

び充実 

①都市計画審議会開催 

②計画的なまちづくり推

進の検討 

③都市計画マスタープラ

ンの見直し検討 

④都市計画情報の更新及

び充実 

参考事業費 7,084千円 1,623千円 19,123千円 

 

コード：05010201 基本施策名：地域の特性を活かしたまちづくりの推進 

事 業 名 2 地区計画制度活用促進事業 

担当組織 都市デザイン部 都市計画課 

事業目的 
・地区の実情に応じたきめ細かなまちづくりルールを定め、地区にふさわしい良好

な土地利用、住環境形成を推進する。 

事業概要 

・既地区計画の変更及び新規地区の決定 

・草加三郷線沿道地区、八潮南部地区、西袋上馬場地区、伊勢野地区、南後谷地区

における届出 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①地区計画の届出処理 

②地区計画制度の活用検

討 

③パンフレットの修正印

刷 

④地区計画の変更準備 

①地区計画の届出処理 

②地区計画制度の活用検

討 

③地区計画の変更手続 

①地区計画の届出処理 

②地区計画制度の活用検

討 

③パンフレットの修正印

刷 

参考事業費 1,300千円  300千円 
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コード：05010202 基本施策名：地域の特性を活かしたまちづくりの推進 ●主要事業 

事 業 名 3 協働による開発事業 

担当組織 都市デザイン部 開発建築課 

事業目的 

・良好な都市環境の形成を図るため、総合型まちづくり条例により、都市計画マス

タープランの土地利用方針の実現を図る。また、市民、事業者・市との「参加と

協働のまちづくり」を進める。 

・都市計画法令（開発関連）の適正な事務を執行する。 

事業概要 

・まちづくり条例に基づき、まちの将来像を実現するための制度、仕組みにより、

協働によるまちづくり施策を展開する。 

・関係法令等に基づき開発行為等の事務を執行する。 

・条例改正に必要な手続きを行う。 

・現場パトロールを実施し、適正な土地利用を誘導する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①開発行為等に関する許

認可等事務 

②その他法令等に関する

事務 

③条例（秩序あるまちづく

り）の運用に関する事務 

④まちづくり計画の運用

に関する事務 

⑤まちづくり活動の支援

等に関する事務 

⑥条例等改正手続事務 

①開発行為等に関する許

認可等事務 

②その他法令等に関する

事務 

③条例（秩序あるまちづく

り）の運用に関する事務 

④まちづくり計画の運用

に関する事務 

⑤まちづくり活動の支援

等に関する事務 

⑥条例等改正手続事務 

①開発行為等に関する許

認可等事務 

②その他法令等に関する

事務 

③条例（秩序あるまちづく

り）の運用に関する事務 

④まちづくり計画の運用

に関する事務 

⑤まちづくり活動の支援

等に関する事務 

参考事業費 8,568千円 4,374千円 2,594千円 

 

コード：05010301 基本施策名：都市核と地域核の形成 ●主要事業 

事 業 名 4 北部拠点まちづくり事業 

担当組織 都市デザイン部 都市計画課 

事業目的 

・東埼玉道路や高速外環状道路による良好な交通アクセスを活かしつつ、外環自動

車道八潮パーキングエリアの整備と併せ、交通施設の設置や流通業務機能、集客

施設等の導入を主体とした拠点の形成を図る。 

事業概要 

・(仮称)外環八潮ＰＡ整備の促進に関すること 

・(仮称)外環八潮スマートＩＣの整備に関すること 

・(仮称)入谷東西線の整備に関すること 

・北部拠点の形成に向けたまちづくりに関すること 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①スマートＩＣ意向確認 

②スマートＩＣ勉強会 

③(仮称)入谷東西線意向

確認 

④北部拠点まちづくり推

進地区看板設置工事 

⑤まちづくり勉強会立上

げ準備 

⑥（仮称）外環八潮ＰＡ都

市計画図書等作成業務 

①スマートＩＣ概略設計

業務 

②スマートＩＣ勉強会 

③(仮称)入谷東西線概略

設計業務 

④まちづくり勉強会 

①スマートＩＣ準備段階

調査業務 

②スマートＩＣ連結許可

申請支援業務 

③(仮称)入谷東西線用地

測量業務 

④まちづくり勉強会 

参考事業費 8,280千円 8,440千円 16,740千円 
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コード：05010302 基本施策名：都市核と地域核の形成 

事 業 名 5 西部拠点形成事業 

担当組織 都市デザイン部 都市計画課 

事業目的 

・つくばエクスプレス沿線整備と一体に、都市高速道路八潮南ランプに近接する交

通利便性を活かし、新しい産業、業務や文化機能の複合的な導入を主体とした拠

点の形成を図る。 

事業概要 

・開発構想案の実現に向けた、都市計画上の課題（用途地域、容積率、高度地区等）

については、市の将来展望に立った西部拠点の形成方針等を考慮しながら、都市

計画としての対応方策を検討する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①西部拠点の形成に向け

た土地区画整理事業施

行者（県)、民間事業者

との意見交換 

②都市計画上の対応の検

討 

①西部拠点の形成に向け

た土地区画整理事業施

行者（県)、民間事業者

との意見交換 

②都市計画上の対応の検

討 

①西部拠点の形成に向け

た土地区画整理事業施

行者（県)、民間事業者

との意見交換 

②都市計画上の対応の検

討 

参考事業費    
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第２節 快適で住みやすい市街地づくり 

コード：05020101 基本施策名：土地区画整理事業の推進 ●主要事業 

事 業 名 6 稲荷伊草第二土地区画整理事業 

担当組織 都市デザイン部 区画整理課 

事業目的 
・事業地区内の公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図り、安全で快適な住環

境を整備する。 

事業概要 

・土地区画整理事業   施行面積：１８．１ha 

・【整備計画】街路延長：６,１９２．１ｍ 

公  園：２箇所 

建物移転：１７８棟 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①換地処分に係る業務 

②工作物移転補償 

③街路築造及び舗装新設

工事 

④調整池整備 

⑤換地処分に係る技術支

援業務 

①換地処分に係る業務 

②換地処分に係る技術支

援業務 

①清算金徴収・交付業務 

参考事業費 411,000千円 141,000千円 55,000千円 

 

コード：05020102 基本施策名：土地区画整理事業の推進 ●主要事業 

事 業 名 7 西袋上馬場土地区画整理事業 

担当組織 都市デザイン部 区画整理課 

事業目的 
・事業地区内の公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図り、安全で快適な住環

境を整備する。 

事業概要 

・土地区画整理事業   施行面積：３９．０ha 

・【整備計画】街路延長：１０,９５８．７ｍ 

公  園：５箇所 

建物移転：５４３棟 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①街路築造及び舗装新設

工事 

②建物移転補償等 

①街路築造及び舗装新設

工事 

②建物移転補償等 

①街路築造及び舗装新設

工事 

②建物移転補償等 

参考事業費 736,000千円 803,000千円 871,000千円 
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コード：05020103 基本施策名：土地区画整理事業の推進 ●主要事業 

事 業 名 8 大瀬古新田土地区画整理事業 

担当組織 都市デザイン部 区画整理課 

事業目的 
・事業地区内の公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図り、安全で快適な住環

境を整備する。 

事業概要 

・土地区画整理事業   施行面積：５２．３ha 

・【整備計画】街路延長：１４,０００．８ｍ 

公  園：９箇所 

建物移転：４４６棟 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①街路築造及び舗装新設

工事 

②排水施設築造工事 

③建物移転補償等 

①街路築造及び舗装新設

工事 

②排水施設築造工事 

③建物移転補償等 

①街路築造及び舗装新設

工事 

②排水施設築造工事 

③建物移転補償等 

参考事業費 426,000千円 416,000千円 426,000千円 

 

コード：05020104 基本施策名：土地区画整理事業の推進 ●主要事業 

事 業 名 9 八潮南部東一体型特定土地区画整理事業 

担当組織 都市デザイン部 区画整理課 

事業目的 
・事業地区内の公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図り、安全で快適な住環

境を整備する。 

事業概要 

・土地区画整理事業   施行面積：８８．１ha 

・【整備計画】街路延長：２２,２５８ｍ 

公  園：５箇所 

建物移転：３８３棟 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①街路築造及び舗装新設

工事 

②造成及び下水道工事 

③建物移転補償等 

①街路築造及び舗装新設

工事 

②造成及び下水道工事 

③建物移転補償等 

①街路築造及び舗装新設

工事 

②造成及び下水道工事 

③建物移転補償等 

参考事業費 1,493,000千円 1,324,000千円 1,154,000千円 

 

コード：05020105 基本施策名：土地区画整理事業の推進 ●主要事業 

事 業 名 10 鶴ヶ曽根・二丁目土地区画整理事業 

担当組織 都市デザイン部 区画整理課 

事業目的 
・事業地区内の公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図り、安全で快適な住環

境を整備する。 

事業概要 

・土地区画整理事業   施行面積：５０．２ha 

・【整備計画】街路延長：１５,１９９ｍ 

公  園：６箇所 

建物移転：３５３棟 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①街路築造及び舗装新設

工事 

②建物移転補償等 

③調整池実施設計 

①街路築造及び舗装新設

工事 

②工作物移転補償等 

③調整池整備 

①街路築造及び舗装新設

工事 

②工作物移転補償等 

③調整池整備 

参考事業費 122,330千円 177,330千円 297,330千円 
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コード：05020106 基本施策名：土地区画整理事業の推進 

事 業 名 11 稲荷伊草第二土地区画整理促進事業 

担当組織 都市デザイン部 区画整理課 

事業目的 
・稲荷伊草第二土地区画整理事業の平成31年度の換地処分を目指し、条例に基づき

事業費の一部を一般会計から繰出す。 

事業概要 

・土地区画整理事業   施行面積：１８．１ha 

・【整備計画】街路延長：６,１９２．１ｍ 

公  園：２箇所 

建物移転：１７８棟 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①調整池築造事業負担金

(320,000千円) 

②繰出金(91,000千円) 

①繰出金(141,000千円) ①繰出金(55,000千円) 

参考事業費 411,000千円 141,000千円 55,000千円 

 

コード：05020107 基本施策名：土地区画整理事業の推進 

事 業 名 12 八潮南部西一体型特定土地区画整理促進事業 

担当組織 都市デザイン部 区画整理課 

事業目的 ・埼玉県が施行する南部西地区の土地区画整理事業を促進する。 

事業概要 
・覚書に基づき、土地区画整理事業の国庫補助金に係る地方負担金の一部を負担す

る。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①補助事業者（埼玉県）へ

の負担 

①補助事業者（埼玉県）へ

の負担 

①補助事業者（埼玉県）へ

の負担 

参考事業費 156,000千円 147,000千円 147,000千円 

 

コード：05020108 基本施策名：土地区画整理事業の推進 

事 業 名 13 西袋上馬場土地区画整理促進事業 

担当組織 都市デザイン部 区画整理課 

事業目的 
・西袋上馬場土地区画整理事業を推進するため、条例に基づき、国庫補助金の市負

担分及び事業費の一部を繰出す。 

事業概要 

・土地区画整理事業   施行面積：３９．０ha 

・【整備計画】街路延長：１０,９５８．７ｍ 

公  園：５箇所 

建物移転：５４３棟 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①国庫補助金の地方負担

分(144,000千円) 

②繰出金(130,000千円) 

①国庫補助金の地方負担

分(168,000千円) 

②繰出金(130,000千円) 

①国庫補助金の地方負担

分(192,000千円) 

②繰出金(110,000千円) 

参考事業費 274,000千円 298,000千円 302,000千円 
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コード：05020109 基本施策名：土地区画整理事業の推進 

事 業 名 14 大瀬古新田土地区画整理促進事業 

担当組織 都市デザイン部 区画整理課 

事業目的 
・大瀬古新田土地区画整理事業を推進するため、条例に基づき、国庫補助金の市負

担分及び事業費の一部を繰出す。 

事業概要 

・土地区画整理事業   施行面積：５２．３ha 

・【整備計画】街路延長：１４,０００．８ｍ 

公  園：９箇所 

建物移転：４４６棟 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①国庫補助金の地方負担

分(96,000千円) 

②繰出金(100,000千円) 

①国庫補助金の地方負担

分(96,000千円) 

②繰出金(100,000千円) 

①国庫補助金の地方負担

分(96,000千円) 

②繰出金(100,000千円) 

参考事業費 196,000千円 196,000千円 196,000千円 

 

コード：05020110 基本施策名：土地区画整理事業の推進 

事 業 名 15 八潮南部東一体型特定土地区画整理促進事業 

担当組織 都市デザイン部 区画整理課 

事業目的 
・八潮南部東一体型特定土地区画整理事業を推進するため、条例に基づき、国庫補

助金の市負担分及び事業費の一部を繰出す。 

事業概要 

・土地区画整理事業   施行面積：８８．１ha 

・【整備計画】街路延長：２２,２５８ｍ 

公  園：５箇所 

建物移転：３８３棟 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①国庫補助金の地方負担

分(109,000千円) 

②繰出金(300,000千円) 

①国庫補助金の地方負担

分(98,000千円) 

②繰出金(300,000千円) 

①国庫補助金の地方負担

分(87,000千円) 

②繰出金(400,000千円) 

参考事業費 409,000千円 398,000千円 487,000千円 

 

コード：05020111 基本施策名：土地区画整理事業の推進 

事 業 名 16 鶴ヶ曽根・二丁目土地区画整理促進事業 

担当組織 都市デザイン部 区画整理課 

事業目的 
・鶴ヶ曽根・二丁目土地区画整理事業の早期完了を目指し、条例に基づき、事業費

の一部を一般会計から繰出す。 

事業概要 

・土地区画整理事業   施行面積：５０．２ha 

・【整備計画】街路延長：１５,１９９ｍ 

公  園：６箇所 

建物移転：３５３棟 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①繰出金(70,000千円) ①調整池築造事業負担金

(100,000千円) 

②繰出金(77,000千円) 

①調整池築造事業負担金

(200,000千円) 

②繰出金(87,000千円) 

参考事業費 70,000千円 177,000千円 287,000千円 
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コード：05020112 基本施策名：土地区画整理事業の推進 

事 業 名 17 南部整備促進事業 

担当組織 都市デザイン部 区画整理課 

事業目的 
・八潮南部地区の土地区画整理事業を関係機関と連携して進め、市街地の整備を促

進する。 

事業概要 

・宅鉄法協議会において、鉄道会社及び面整備の関係機関と情報交換を行い、南部

地区全体の事業進捗を図る。 

・南部中央地区及び南部西地区の土地区画整理事業の造成工事等で発生した建設副

産物の処理費用について、都市再生機構及び埼玉県との覚書等に基づき負担する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①宅鉄法協議会へ参加 

②八潮駅南口周辺整備に

伴う負担金 

③南部西地区整備に伴う

負担金 

①宅鉄法協議会へ参加 

②八潮駅南口周辺整備に

伴う負担金 

③南部西地区整備に伴う

負担金 

①宅鉄法協議会へ参加 

②八潮駅南口周辺整備に

伴う負担金 

③南部西地区整備に伴う

負担金 

参考事業費 119,494千円 119,436千円 119,377千円 

 

コード：05020114 基本施策名：土地区画整理事業の推進 

事 業 名 18 東部拠点形成事業 

担当組織 都市デザイン部 都市計画課 

事業目的 
・つくばエクスプレス沿線整備と一体に、既存の公共施設とも連携し、地域のコミ

ュニティ活動を支える教養・文化機能の導入を主体とした拠点の形成を図る。 

事業概要 ・既存の公共公益施設との連携による教養・文化機能を導入する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①南部東地区の整備状況

及び既存の公共施設の

改修時期等の動向把握 

①南部東地区の整備状況

及び既存の公共施設の

改修時期等の動向把握 

①南部東地区の整備状況

及び既存の公共施設の

改修時期等の動向把握 

参考事業費    
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第３節 快適で便利な道路・交通網づくり 

コード：05030101 基本施策名：幹線道路の整備 ●主要事業 

事 業 名 19 都市計画道路整備事業 

担当組織 建設部 道路治水課 

事業目的 
・県施行の幹線道路の整備促進を図るため要望を行っていくとともに、八潮市内の

幹線道路網の整備を促進し、市民生活の利便性の向上を図る。 

事業概要 

・都市計画道路を市が整備する場合、路線測量、用地測量、用地取得、道路設計を

実施し、道路整備を行う。 

・都市計画道路を埼玉県が施工する場合、事業費のうち国庫補助金を除いた事業費

の１／５を負担する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①県施行街路事業負担金 

②街路事業促進団体への

負担金 

③柳之宮橋・八條橋の早期

架け替え促進 

④都市計画道路木曽根

北・南線街路築造 

①県施行街路事業負担金 

②街路事業促進団体への

負担金 

③柳之宮橋・八條橋の早期

架け替え促進 

①県施行街路事業負担金 

②街路事業促進団体への

負担金 

③柳之宮橋・八條橋の早期

架け替え促進 

参考事業費 42,625千円 25,647千円 78,782千円 

 

コード：05030102 基本施策名：幹線道路の整備 

事 業 名 20 都市計画道路決定事業 

担当組織 都市デザイン部 都市計画課 

事業目的 

・誰もが快適で安全に利用できる道路環境を実現するため、都市間を連結する自動

車専用道路や広域幹線道路、市内の地域間を結ぶ市内幹線道路や地域幹線道路、

生活道路などそれぞれの道路の役割に応じて、総合的な道路交通体系を確立する。 

事業概要 

・交通実態の把握、分析、将来交通量の予測、交通施設の必要性及び規模に関し、

総合的な検討を行う。また、良好な都市環境を確保するため整備することが必要

な道路については、周辺の市街地の状況等に応じて、都市計画決定（変更）を行

う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①都市計画道路八潮三郷

東西線の見直し調査 

②事業未着手の都市計画

道路の整備に向けた検

討 

①都市計画道路八潮三郷

東西線の見直し手続 

②事業未着手の都市計画

道路の整備に向けた検

討 

①事業未着手の都市計画

道路の整備に向けた検

討 

②都市計画道路網構想の

見直し 

参考事業費 5,000千円 2,500千円 10,000千円 
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コード：05030202 基本施策名：生活道路の整備 

事 業 名 21 道路測量事業 

担当組織 建設部 道路治水課 

事業目的 
・道路の舗装及び改良を推進し、安全かつ快適な生活環境を確保することにより、

市民生活に密着した道路整備を進める。 

事業概要 
・市民生活の利便性と安全性を向上させるため、道路の新設や改良等に伴う測量事

務を進める。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①道路用地測量業務委託

（Ｌ＝３００ｍ、３路

線） 

②緊急工事箇所用地測量

業務委託 

①道路用地測量業務委託

（Ｌ＝３００ｍ、３路

線） 

②緊急工事箇所用地測量

業務委託 

①道路用地測量業務委託

（Ｌ＝３００ｍ、３路

線） 

②緊急工事箇所用地測量

業務委託 

参考事業費 9,000千円 9,166千円 9,166千円 

 

コード：05030203 基本施策名：生活道路の整備 

事 業 名 22 道路用地取得事業 

担当組織 建設部 道路治水課 

事業目的 
・道路の舗装及び改良を推進し、安全かつ快適な生活環境を確保することにより、

市民生活に密着した道路整備を進める。 

事業概要 
・道路整備にあたり、道路用地の取得や支障となる電柱等、配線設備の補償、また、

道路拡幅にあたり、支障となるブロック塀等の補償を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①用地取得事務 

②不動産鑑定依頼事務 

③物件移転等補償金事務 

④配電設備の移設事務 

⑤新設道路用地取得 

A=550㎡,77,550千円 

①用地取得事務 

②不動産鑑定依頼事務 

③物件移転等補償金事務 

④配電設備の移設事務 

①用地取得事務 

②不動産鑑定依頼事務 

③物件移転等補償金事務 

④配電設備の移設事務 

参考事業費 87,634千円 9,949千円 9,949千円 
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コード：05030204 基本施策名：生活道路の整備 ●主要事業 

事 業 名 23 道路改良等事業 

担当組織 建設部 道路治水課 

事業目的 

・歩車道の新設・改良及び、歩道部の段差解消、私道における道路整備に対して補

助金の交付を行う等、人にやさしい道づくりを推進し、安全かつ快適な生活環境

を確保することにより、市民生活に密着した道路の整備を図る。 

事業概要 
・歩車道の改良・歩道段差解消・舗装新設工事等、及び私道整備に係る補助金の交

付を継続して実施する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①実施設計委託料 

10,000千円 

②道路改良工事 

11,000千円 

歩道改修工事 

29,000千円 

舗装新設工事 

17,000千円 

③私道整備補助金交付 

１件 

④中央病院跡地 

43,000千円 

①実施設計委託料 

10,000千円 

②道路改良工事 

11,000千円 

歩道改修工事 

29,000千円 

舗装新設工事 

17,000千円 

③私道整備補助金交付 

１件 

①実施設計委託料 

10,000千円 

②道路改良工事 

11,000千円 

歩道改修工事 

29,000千円 

舗装新設工事 

17,000千円 

③私道整備補助金交付 

１件 

参考事業費 112,000千円 69,000千円 69,000千円 

 

コード：05030301 基本施策名：道路環境の整備 

事 業 名 24 放置自動車等撤去処分推進事業 

担当組織 建設部 道路治水課 

事業目的 ・快適な道路環境を確保するとともに、交通事故の発生要因を事前に除去する。 

事業概要 

・路上放置自動車等を発見したら所有者等の確認に努め、必要に応じて関係部署と

連携して撤去を行う。 

・路上放置自転車については、盗難届の有無や事件性を確認した後に警察から通知

される処理票に従い現場から回収し、置き場に仮置きした後に処理する。また、

市民からの通報による場合も状況に応じて通行に支障とならないよう適正に処理

する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①路上放置自動車撤去処

分 

②路上放置自転車撤去処

分 

①路上放置自動車撤去処

分 

②路上放置自転車撤去処

分 

①路上放置自動車撤去処

分 

②路上放置自転車撤去処

分 

参考事業費    
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コード：05030302 基本施策名：道路環境の整備 

事 業 名 25 道路清掃事業 

担当組織 建設部 道路治水課 

事業目的 
・道路清掃業務、街路樹管理業務、堤防兼用道路維持管理業務、汚泥処理業務によ

り道路環境の充実を図る。 

事業概要 

・市民生活に密着した、主要な道路や生活道路について、道路環境の機能維持を図

るため、道路清掃、街路樹管理、堤防兼用道路の草刈、側溝清掃後の回収汚泥の

処理業務などを実施する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①道路清掃委託料 

20,000千円 

②街路樹管理業務委託料 

22,000千円 

③堤防兼用道路維持管理

業務委託料 

2,500千円 

④汚泥処理委託料 

2,500千円 

①道路清掃委託料 

22,000千円 

②街路樹管理業務委託料 

23,000千円 

③堤防兼用道路維持管理

業務委託料 

2,500千円 

④汚泥処理委託料 

2,500千円 

①道路清掃委託料 

22,000千円 

②街路樹管理業務委託料 

23,000千円 

③堤防兼用道路維持管理

業務委託料 

2,500千円 

④汚泥処理委託料 

2,500千円 

参考事業費 47,000千円 50,000千円 50,000千円 

 

コード：05030401 基本施策名：道路維持管理の充実 

事 業 名 26 道路橋りょう事業 

担当組織 建設部 道路治水課 

事業目的 
・道路環境の整備・成果と道路の整備・道路維持管理の充実により市民生活の向上

を図る。 

事業概要 
・道路整備及び道路維持補修作業に伴う車両を確保するため、補修作業に伴う特殊

車両の借り上げにより、道路維持対応能力の充実を図る。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①需用費等 

3,834千円 

②自動車借上料 

9,115千円 

③建設機械借上料等 

1,767千円 

①需用費等 

3,834千円 

②自動車借上料 

9,115千円 

③建設機械借上料等 

1,767千円 

①需用費等 

3,834千円 

②自動車借上料 

9,115千円 

③建設機械借上料等 

1,767千円 

参考事業費 14,716千円 14,716千円 14,716千円 
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コード：05030402 基本施策名：道路維持管理の充実 ●主要事業 

事 業 名 27 道路維持事業 

担当組織 建設部 道路治水課 

事業目的 ・市民生活の安全を図るため、道路の危険箇所を早期に発見し、対応に努める。 

事業概要 
・道路維持工事においては、施工規模及び内容等により、業者対応又は職員対応で

道路維持補修を実施する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①工事積算システム等 

581千円 

②機械借上 

645千円 

③道路維持工事 

25,000千円 

④応急工事 

90,000千円 

⑤資材購入等 

5,191千円 

⑥機械器具費 

601千円 

⑦道路ストック修繕工事 

60,000千円 

⑧道路ストック点検及び

実施設計 

5,000千円 

⑨通報システム 

⑩その他 

①工事積算システム等 

581千円 

②機械借上 

645千円 

③道路維持工事 

30,000千円 

④応急工事 

100,000千円 

⑤資材購入等 

6,000千円 

⑥機械器具費 

800千円 

⑦道路ストック修繕工事 

90,000千円 

⑧道路ストック点検及び

実施設計 

7,000千円 

⑨通報システム 

⑩その他 

①工事積算システム等 

581千円 

②機械借上 

645千円 

③道路維持工事 

30,000千円 

④応急工事 

100,000千円 

⑤資材購入等 

6,000千円 

⑥機械器具費 

800千円 

⑦道路ストック修繕工事 

90,000千円 

⑧道路ストック点検及び

実施設計 

7,000千円 

⑨通報システム 

⑩その他 

参考事業費 198,000千円 248,888千円 245,050千円 

 

コード：05030403 基本施策名：道路維持管理の充実 ●主要事業 

事 業 名 28 橋りょう維持事業 

担当組織 建設部 道路治水課 

事業目的 
・災害等による落橋を防止し、橋りょうの安全性を確保するため、適正な維持管理

を図る。 

事業概要 

・橋りょうの長寿命化修繕計画に基づき、詳細点検や補修工事を順次実施していく。 

・修繕計画未策定のすべての橋りょうについて近接目視により定期点検を実施し、

点検結果を基に橋りょうの補修工事を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①修繕計画に基づく工事

（中馬場橋外１橋修繕

工事22,000千円） 

②橋梁定期点検 

（19橋3,000千円） 

③橋梁定期点検に基づく

実施設計及び修繕工事

（4,000千円） 

①修繕計画に基づく工事

（ 大 原 橋 修 繕 工 事

20,000千円） 

②実施設計 

（八幡橋3,000千円） 

③橋梁定期点検 

（96橋25,000千円） 

④橋梁定期点検に基づく

実施設計及び修繕工事

（15,000千円） 

①修繕計画に基づく工事

（ 八 幡 橋 修 繕 工 事

20,000千円） 

②実施設計 

（西袋橋3,000千円） 

③橋梁定期点検 

（30橋10,000千円） 

④橋梁定期点検に基づく

実施設計及び修繕工事

（15,000千円） 

参考事業費 29,000千円 63,000千円 48,000千円 
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コード：05030404 基本施策名：道路維持管理の充実 

事 業 名 29 道路管理事務 

担当組織 建設部 道路治水課 

事業目的 ・道路台帳等の適正な管理を進めるとともに、道路の適正な維持管理を行う。 

事業概要 

・道路台帳の補正、官民境界の復元、官民境界の確認を行うとともに南部地区電線

共同溝の建設の負担を行う。 

・分筆手数料の軽減を図るため助成を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①官民境界復元、道路台帳

補正等の業務委託 

②嘱託登記委託 

③道路協会、用地協議会負

担金 

④道路施設の他市共同管

理の負担金 

⑤南部電線共同溝負担金 

⑥分筆手数料助成金 

①官民境界復元、道路台帳

補正等の業務委託 

②嘱託登記委託 

③道路協会、用地協議会負

担金 

④道路施設の他市共同管

理の負担金 

⑤分筆手数料助成金 

①官民境界復元、道路台帳

補正等の業務委託 

②嘱託登記委託 

③道路協会、用地協議会負

担金 

④道路施設の他市共同管

理の負担金 

⑤分筆手数料助成金 

参考事業費 24,084千円 24,529千円 24,529千円 

 

コード：05030405 基本施策名：道路維持管理の充実 

事 業 名 30 法定外公共物等管理事業 

担当組織 建設部 道路治水課 

事業目的 
・国有財産譲与に伴い道水路用地を八潮市名義とするため、用地測量、表示登記、

保存登記を進めて適正な管理を行う。 

事業概要 
・法定外公共物等（道路、水路、里道）の払下げ及び付替え等の嘱託登記事務を行

う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①水路施設管理システム

委託 

②道水路権利調査業務委

託 

①水路施設管理システム

委託 

②道水路権利調査業務委

託 

①水路施設管理システム

委託 

②道水路権利調査業務委

託 

参考事業費 3,250千円 1,781千円 1,781千円 

  



 137 

コード：05030501 基本施策名：つくばエクスプレスの利便性の向上 ●主要事業 

事 業 名 31 つくばエクスプレス利便性向上事業 

担当組織 生活安全部 交通防犯課 

事業目的 
・八潮駅の混雑緩和と更なる利用者増加を図るため、輸送サービスを改善し利便性

を向上させる。 

事業概要 

・首都圏新都市鉄道㈱に対し要望する。（快速の停車、8両化、東京駅延伸） 

・関係機関に対し要望する。（東京駅延伸及びそのための調査研究） 

・沿線都市連絡協議会の構成員として活動する。（ＰＲ、要望、調査研究） 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①八潮駅の利便性の向上

や混雑緩和対策に係る

要望書提出 

②東京駅延伸に係る要望

書提出 

③沿線都市連絡協議会へ

負担 

①八潮駅の利便性の向上

や混雑緩和対策に係る

要望書提出 

②東京駅延伸に係る要望

書提出 

③沿線都市連絡協議会へ

負担 

①八潮駅の利便性の向上

や混雑緩和対策に係る

要望書提出 

②東京駅延伸に係る要望

書提出 

③沿線都市連絡協議会へ

負担 

参考事業費 81千円 81千円 81千円 

 

コード：05030601 基本施策名：地下鉄８号線の導入の促進 

事 業 名 32 地下鉄８号線導入促進事業 

担当組織 企画財政部 企画経営課 

事業目的 

・平成28年4月20日に行われた交通政策審議会の答申において、東京8号線（地下鉄8

号線）の延伸として、押上－野田市間が「地域の成長に応じた鉄道ネットワーク

の充実に資するプロジェクト」に位置付けられた。このことから地下鉄8号線が市

内を縦断するルートとして導入されるよう、関係機関等とともに積極的に活動す

る。 

事業概要 

・地下鉄8号線建設促進並びに誘致期成同盟会の構成市として、地下鉄8号線の早期

整備実現に向け、関係機関に対し要望を行う。（国土交通大臣、埼玉県知事、千葉

県知事、茨城県知事） 

・同盟会の研究部会において、地下鉄8号線の事業化における課題の解決に向けた検

討を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①国土交通大臣、埼玉県知

事、千葉県知事及び茨城

県知事に対する要望活

動 

②同盟会の研究部会にお

いて、整備実現に向け

て、課題の解決に向けた

検討 

①国土交通大臣、埼玉県知

事、千葉県知事及び茨城

県知事に対する要望活

動 

②同盟会の研究部会にお

いて、整備実現に向け

て、課題の解決に向けた

検討 

①国土交通大臣、埼玉県知

事、千葉県知事及び茨城

県知事に対する要望活

動 

②同盟会の研究部会にお

いて、整備実現に向け

て、課題の解決に向けた

検討 

参考事業費 89千円 89千円 89千円 
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コード：05030701 基本施策名：バス交通の充実 ●主要事業 

事 業 名 33 路線バス網整備促進事業 

担当組織 生活安全部 交通防犯課 

事業目的 

・市民が安全で快適に移動（外出）できるようにするため、コミュニティバスを含

めた路線バス網を整備する。また、ノンステップバスの導入など利用サービスの

向上を促進する。 

事業概要 

・都市基盤整備や市民要望などを踏まえ、バスルートやダイヤの見直しをバス事業

者へ要望する。 

・要綱に基づきバス事業者に対しノンステップバス導入に係る補助金を交付する。 

・定期的に、路線の新設、増便、終便の延長、バス停留所上屋の整備などをバス事

業者へ要望する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①市民からの要望対応 

②市民ニーズの把握 

③バス事業への要望 

④コミュニティバス運行

事業補助 

⑤ノンステップバス購入

に対する補助金交付 

⑥地域公共交通網形成計

画準備 

①市民からの要望対応 

②計画策定のための公共

交通に対する市民ニー

ズ調査等 

③バス事業への要望 

④コミュニティバス運行

事業補助 

⑤ノンステップバス購入

に対する補助金交付 

①市民からの要望対応 

②市民ニーズの把握 

③バス事業への要望 

④コミュニティバス運行

事業補助 

⑤ノンステップバス購入

に対する補助金交付 

⑥地域公共交通網形成計

画策定 

参考事業費 23,125千円 35,925千円 39,225千円 
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第４節 水と緑ゆたかな都市景観づくり 

コード：05040101 基本施策名：八潮らしい魅力ある景観形成 ●主要事業 

事 業 名 34 八潮街並みづくり推進事業 

担当組織 都市デザイン部 都市計画課 

事業目的 

・八潮らしい街並み形成に向け、やしお家づくりデザインマナーブックに基づく家

づくりの普及を図ると共に、市民等との協働により地域の特性を活かした景観ま

ちづくりを展開する。 

事業概要 

・八潮らしい街並みの形成に向け、やしお家づくりデザインマナーブックに基づく

住宅の普及を推進する。 

・市民や地域による自発的な景観まちづくりを促進するため、相互に意見交換でき

る機会の創出を図る。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①八潮らしい街並み景観

形成支援補助金 

②街並みデザインガイド

ライン検討 

③分譲住宅認定制度創設 

①八潮らしい街並み景観

形成支援補助金 

②街並みデザインガイド

ライン検討のワークシ

ョップ開催 

③分譲住宅認定制度推進 

①八潮らしい街並み景観

形成支援補助金 

②街並みデザインガイド

ライン作成 

③分譲住宅認定制度推進 

参考事業費 2,000千円 4,500千円 5,000千円 

 

コード：05040201 基本施策名：調和のとれた良好な街並み景観の保全 ●主要事業 

事 業 名 35 良好な都市景観形成事業 

担当組織 都市デザイン部 都市計画課 

事業目的 
・魅力ある都市空間を形成するため、総合的な景観施策を展開し、地域の特性を活

かした景観まちづくりの推進を図る。 

事業概要 

・良好な街並み景観の保全のため、まちの景観と空家等対策計画や平成28年６月に

制定した条例に基づき、管理不全状態の建築物等に対する総合的な対策を行う。 

・中川周辺地区における農地景観を保全するため、景観計画の変更に向けた基準等

の検討を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①(仮)まちづくりｾﾝﾀｰ検

討 

②空家バンク等検討業務

委託 

③特定空家等調査委託  

④特定空家等認定審議会 

⑤景観計画（中川）の印刷 

⑥市役所通り課題検討 

①(仮)まちづくりｾﾝﾀｰ運

営補助金 

②特定空家等調査委託 

③特定空家等認定審議会 

④空家等実態調査業務委

託 

⑤特定空家等解体支援補

助金 

⑥屋外広告物条例改正の

検討 

①(仮)まちづくりｾﾝﾀｰ運

営補助金 

②特定空家等調査委託 

③特定空家等認定審議会 

④特定空家等解体支援補

助金 

⑤屋外広告物条例の改正

手続き 

参考事業費 5,400千円 9,200千円 5,400千円 
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コード：05040301 基本施策名：快適な公共空間のデザイン誘導 

事 業 名 36 公共デザイン誘導事業 

担当組織 都市デザイン部 都市計画課 

事業目的 
・景観の先導役となる公共施設のデザインを向上させ、快適で魅力ある公共空間の

形成を推進する。 

事業概要 

・公共施設ガイドライン作成のため、既にガイドラインを策定している自治体等の

情報収集を行いガイドラインの策定を行う。また、ガイドラインに基づく、公共

施設の建替え時のデザイン協議を実施する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①公共施設ガイドランの

検討 

①公共施設ガイドライン

の検討及び策定 

①公共施設の建替え等に

伴う協議 

参考事業費    

 

コード：05040401 基本施策名：公園の整備 ●主要事業 

事 業 名 37 公園等整備事業 

担当組織 都市デザイン部 公園みどり課 

事業目的 
・通常時は地域住民に親しまれる身近な公園・広場として、災害時にはオープンス

ペースとして活用できる公園・広場等の整備を進める。 

事業概要 

・中川河川敷包括占用区域の多目的広場について、国土交通省と協議を行いながら、

スポーツレクリエーション機能を有する運動広場等の整備を進めていく。 

・土地区画整理事業等で用地確保した公園の整備を進めていく。なお、整備にあた

っては、町会や地域住民とワークショップ等を行い、整備内容を決めていく。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①中川河川敷包括占用区

域多目的広場整備（１

期・２期工事） 

②防災機能を備えた地区

公園基本構想策定業務 

③南部西地区近隣公園整

備 

①中川河川敷包括占用区

域案内板設置工事 

②地区公園基本計画策定

業務 

③南部西地区近隣公園整

備 

①地区公園整備基本設計

業務 

②南部西地区近隣公園整

備 

参考事業費 352,305千円 22,515千円 196,005千円 
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コード：05040402 基本施策名：公園の整備 ●主要事業 

事 業 名 38 公園等維持管理事業 

担当組織 都市デザイン部 公園みどり課 

事業目的 
・市が管理している公園、広場、緑道等について計画的、効率的に維持管理及び改

修をすることにより、公園利用者が安全、安心、快適に利用できるようにする。 

事業概要 

・公園、広場、緑道等の管理業務委託 

・高木伐採業務委託 

・遊具、公園灯、ベンチ、トイレ等改修工事 

・公園施設長寿命化計画策定業務委託 

・園路、広場等のバリアフリー改修工事 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①維持管理業務 

②公園灯改修 

③ベンチ改修 

④遊具改修 

⑤バリアフリー改修 

⑥トイレ改修 

⑦大規模改修 

⑧長寿命化計画策定 

⑨指定管理者制度導入検

討 

⑩松之木公園テニスコー

ト改修 

⑪防犯カメラ設置 

①維持管理業務 

②公園灯改修 

③ベンチ改修 

④遊具改修 

⑤バリアフリー改修 

⑥トイレ改修 

⑦大規模改修 

⑧指定管理者制度導入手

続き 

⑨防犯カメラ設置業務 

①維持管理業務 

②公園灯改修 

③ベンチ改修 

④遊具改修 

⑤バリアフリー改修 

⑥トイレ改修 

⑦指定管理者制度運用開

始 

⑧防犯カメラ設置業務 

参考事業費 176,174千円 201,433千円 147,847千円 
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コード：05040501 基本施策名：緑道・遊歩道の整備 ●主要事業 

事 業 名 39 緑道・遊歩道整備事業 

担当組織 都市デザイン部 公園みどり課 

事業目的 

・河川や用水路等の資源を活用し、景観に配慮しながら、緑道や遊歩道の整備を推

進し、水と緑のネットワークの形成を進める。 

・市民が身近に親しめる水辺空間の創出を図るため、葛西用水の親水化整備を行う。 

事業概要 

・H29年度 基本設計（全体）実施設計（第8期）フェンス改修（伊草橋～小作田橋）

1式 

・H30年度 実施設計(第9、10期）（馬場新橋～八幡橋）工事延長 約282ｍ                                   

・H31年度（八幡橋～中馬場橋）工事延長 約203ｍ                    

・H32年度（中馬場橋～新境橋）工事延長 約295ｍ 

経済性を考慮し法面盛土を主体とした断面で整備していく方針である。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①委託料 

葛西用水親水化整備実

施設計 

（第9、10期） 

環境調査業務委託 

工事監理業務委託 

②葛西用水親水化整備工

事（第8期） 

③工事損失補償 

①委託料 

環境調査業務委託工事

監理業務委託 

②葛西用水親水化整備工

事(第9期)               

③工事損失補償 

④案内板計画策定業務委

託 

①委託料 

環境調査業務委託 

工事監理業務委託 

②葛西用水親水化整備工

事(第10期) 

③工事損失補償 

④案内板設置工事 

参考事業費 100,478千円 67,151千円 102,947千円 

 

コード：05040601 基本施策名：緑地・水辺の保全、緑化の推進 ●主要事業 

事 業 名 40 緑化推進事業 

担当組織 都市デザイン部 公園みどり課 

事業目的 

・八潮市緑の基本計画に基づき、市民と協働による緑ゆたかなまちづくりを推進す

る。 

・生産緑地地区の追加指定等により、都市の貴重なオープンスペースとして保全す

る。 

事業概要 

・緑と花いっぱい運動助成金により推奨する草花の啓発をする。 

・市が推奨する草花をPRするとともに種子等の配布をする。 

・イベント等により市民に緑化の推進をPRする。 

・市内小中学校との連携により、緑化の啓発を行う。 

・生産緑地地区の追加指定に伴い、都市計画変更手続き及び標識設置等を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①緑と花いっぱい運動事

業 

②生産緑地地区の変更図

書の作成 

③指定標識改修工事 

④保存樹木等交付金 

⑤生産緑地地区現況調査     

①緑と花いっぱい運動事

業 

②生産緑地地区の変更図

書の作成 

③指定標識改修工事 

④保存樹木等交付金 

①緑と花いっぱい運動事

業 

②生産緑地地区の変更図

書の作成 

③指定標識改修工事 

④保存樹木等交付金 

参考事業費 6,769千円 1,799千円 1,799千円 
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第５節 安全な水を供給する体制づくり 

コード：05050101 基本施策名：計画的な浄配水施設の整備 ●主要事業 

事 業 名 41 浄配水場施設更新整備事業 

担当組織 水道部 施設課 

事業目的 ・誰もがいつでも安全・安心な水道水を利用している。 

事業概要 
・いつでも安全な水道水を供給する体制を確保するため、浄配水場老朽化施設の計

画的な更新整備を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①中央浄水場配水施設更

新事業 

①中央浄水場配水施設更

新事業 

①中央浄水場浄水施設更

新事業 

参考事業費 174,250千円 249,443千円 5,500千円 

 

コード：05050102 基本施策名：計画的な浄配水施設の整備 ●主要事業 

事 業 名 42 配水管等耐震化事業 

担当組織 水道部 施設課 

事業目的 ・誰もがいつでも安全・安心な水道水を利用している。 

事業概要 
・いつでも安全な水道水を供給する体制を確保するため、配水管等の更新工事を進

めることにより耐震化を図る。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①基幹管路等耐震化事業 

②老朽管更新事業 

③配水管整備事業 

①基幹管路等耐震化事業 

②老朽管更新事業 

③配水管整備事業 

①基幹管路等耐震化事業 

②老朽管更新事業 

③配水管整備事業 

参考事業費 664,940千円 677,251千円 677,251千円 

 

コード：05050201 基本施策名：安定給水と浄配水施設の維持管理 ●主要事業 

事 業 名 43 浄配水場施設維持管理事業 

担当組織 水道部 施設課 

事業目的 ・誰もがいつでも安全・安心な水道水を利用している。 

事業概要 
・いつでも安全な水道水を供給する体制を確保するため、浄配水場の老朽化施設の

計画的な修繕や整備を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①中央CVCF直流電源部品

交換修繕 

②南部緊急遮断弁盤修繕 

③南部電気室空調設備 

工事 

④浄配水場施設管理業務

委託 

⑤浄配水場電気設備点検

業務委託 

①２号ろ水機電動弁修繕 

②２号ろ水機盤修繕 

③南部受変電設備継電器

修繕 

④南部CVCF直流電源部品

交換修繕 

⑤浄配水場施設管理業務

委託 

⑥浄配水場電気設備点検

業務委託 

①中央監視制御装置シー

ケンサ交換修繕 

②３号ろ水機電動弁、盤修

繕 

③南部非常用発電機オー

バーホール修繕 

④浄配水場施設管理業務

委託 

⑤浄配水場電気設備点検

業務委託 

参考事業費 162,891千円 201,830千円 252,270千円 
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コード：05050202 基本施策名：安定給水と浄配水施設の維持管理 ●主要事業 

事 業 名 44 配水管等維持管理事業 

担当組織 水道部 施設課 

事業目的 ・誰もがいつでも安全・安心な水道水を利用している。 

事業概要 
・いつでも安全・安心な水道水を供給する体制を確保するため、配水管等の漏水を

早期に発見し、修繕を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①漏水調査及び配水管洗

浄作業委託 

②漏水等緊急対応業務委

託他 

③給･配水管公道漏水等修

繕 

④給･配水管公道漏水の舗

装復旧 

①漏水調査及び配水管洗

浄作業委託 

②漏水等緊急対応業務委

託他 

③給･配水管公道漏水等修

繕 

④給･配水管公道漏水の舗

装復旧 

①漏水調査及び配水管洗

浄作業委託 

②漏水等緊急対応業務委

託他 

③給･配水管公道漏水等修

繕 

④給･配水管公道漏水の舗

装復旧 

参考事業費 95,551千円 97,320千円 97,320千円 

 

コード：05050301 基本施策名：効率的な水運用の推進 

事 業 名 45 県水適正受水の確保事業 

担当組織 水道部 施設課 

事業目的 ・誰もがいつでも安全・安心な水道水を利用している。 

事業概要 ・変化する水需要を予測し、必要な県水受水量を適正に受水する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①変化する水需要を予測

し、必要充分な県水を適

正に受水する。 

①変化する水需要を予測

し、必要充分な県水を適

正に受水する。  

①変化する水需要を予測

し、必要充分な県水を適

正に受水する。 

参考事業費 572,238千円 582,835千円 582,835千円 

 

コード：05050302 基本施策名：効率的な水運用の推進 

事 業 名 46 水の有効活用推進事業 

担当組織 水道部 経営課 

事業目的 
・啓発活動を行うことにより、市民の水の有効活用の意識を高めるとともに、水の

大切さを考える機会とする。 

事業概要 
・水道週間や市民まつりのイベントにおける啓発活動の実施と水道だよりや市のホ

ームページを通じて啓発の実施を図る。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①水の有効活用の意識の

高揚を図るため、水道週

間や市民まつりで啓発

品を配布したり、水道だ

よりや市のホームペー

ジによる広報を行う。 

①水の有効活用の意識の

高揚を図るため、水道週

間や市民まつりで啓発

品を配布したり、水道だ

よりや市のホームペー

ジによる広報を行う。 

①水の有効活用の意識の

高揚を図るため、水道週

間や市民まつりで啓発

品を配布したり、水道だ

よりや市のホームペー

ジによる広報を行う。 

参考事業費 1,033千円 1,033千円 1,033千円 
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コード：05050401 基本施策名：水質管理の充実 

事 業 名 47 良質な水の確保事業 

担当組織 水道部 施設課 

事業目的 ・誰もがいつでも安全・安心な水道水を利用している。 

事業概要 ・国や県等へ要望を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①高度浄水処理施設設置

等について国・県等への

要望活動 

①高度浄水処理施設設置

等について国・県等への

要望活動 

①高度浄水処理施設設置

等について国・県等への

要望活動 

参考事業費    

 

コード：05050402 基本施策名：水質管理の充実 

事 業 名 48 水質測定機器等の整備及び維持管理事業 

担当組織 水道部 施設課 

事業目的 ・誰もがいつでも安全・安心な水道水を利用している。 

事業概要 
・いつでも安全・安心な水道水を供給する体制を確保するため、水質測定機器等の

計画的な整備を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①水質自動監視装置5台の

更新(5ヶ年ﾘｰｽ4年目) 

①水質自動監視装置5台の

更新(5ヶ年ﾘｰｽ5年目) 

①水質自動監視装置5台の

更新(最終年6ヶ月分) 

参考事業費 18,814千円 19,162千円 9,607千円 

 

コード：05050501 基本施策名：水源の確保 

事 業 名 49 自己水源井の更新及び維持管理事業 

担当組織 水道部 施設課 

事業目的 ・誰もがいつでも安全・安心な水道水を利用している。 

事業概要 
・いつでも安全な水道水を供給する体制を確保するため、老朽化した水源井の計画

的な更新等を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①水源等水道施設管理業

務委託 

②第3水源井調査委託 

③第4水源井修繕(盤交換

含む) 

①水源等水道施設管理業

務委託 

②第5水源井調査委託 

③第3水源井修繕(盤交換

含む) 

①水源等水道施設管理業

務委託 

②第6水源井調査委託 

③第5水源井修繕(盤交換

含む) 

④水源井水準測量業務委

託 

参考事業費 41,723千円 42,495千円 42,495千円 
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コード：05050601 基本施策名：顧客サービスの向上 

事 業 名 50 民間への業務委託推進事業 

担当組織 水道部 経営課 

事業目的 

・安定した給水と顧客サービスの向上を図るためには、経常経費の増加を抑制する

必要があることから、水道料金に関する業務及び給水受付業務の一部を委託化す

る。 

事業概要 
・給水開始受付、検針業務、調定～請求～収納までの水道料金徴収業務（下水道使

用料含む）全般及び給水受付業務を委託する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①水道料金徴収事務等業

務委託 

①水道料金徴収事務等業

務委託 

①水道料金徴収事務等業

務委託 

参考事業費 81,966千円 81,966千円 81,966千円 

 

コード：05050602 基本施策名：顧客サービスの向上 ●主要事業 

事 業 名 51 直結給水向上事業 

担当組織 水道部 経営課 

事業目的 ・八潮市直結増圧給水設計施工基準の運用により、顧客サービスの向上を図る。 

事業概要 

・給水方式について、従来は、主に3階建以上の建物は、原則として貯水槽方式を採

用してきた。そこで、増圧ポンプによる直結増圧方式を採用することにより、貯

水槽が不用となり、衛生面での維持管理が軽減されるため、八潮市直結増圧給水

設計施工基準により運用を図る。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①八潮市直結増圧給水設

計施工基準の運用によ

り、顧客サービスの向上

を図る。 

①八潮市直結増圧給水設

計施工基準の運用によ

り、顧客サービスの向上

を図る。 

①八潮市直結増圧給水設

計施工基準の運用によ

り、顧客サービスの向上

を図る。 

参考事業費    
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第６節 治水と水循環によるまちづくり 

コード：05060101 基本施策名：治水対策の推進 

事 業 名 52 水路補修事業 

担当組織 建設部 道路治水課 

事業目的 
・市民対応の応急工事、水路の老朽箇所修繕・部分的改修、河床コンクリート打ち

工事、狭小箇所の部分的改修により、水路機能（流下能力）の維持・確保を図る。 

事業概要 

・市民からの水路に関する苦情や要望に対応し、また水路の流下能力を図るため、

水路構造物の老朽箇所の部分的な補修や改修、河床コンクリート打ち工事や水路

断面の狭小箇所の部分的な改修や、水路の蓋掛等の応急工事を実施する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①水路応急工事 

90,000千円 

②設計委託料 

2,500千円 

①水路応急工事 

100,000千円 

②設計委託料 

3,000千円 

①水路応急工事 

100,000千円 

②設計委託料 

3,000千円 

参考事業費 92,500千円 103,000千円 103,000千円 

 

コード：05060102 基本施策名：治水対策の推進 ●主要事業 

事 業 名 53 水路整備事業 

担当組織 建設部 道路治水課 

事業目的 ・水路の計画的な整備を図り、排水の流下能力向上と、生活環境の改善を図る。 

事業概要 
・水路の排水能力の把握し、治水対策を図る。 

・水路整備工事により水路機能・流下能力の維持、確保を図る。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①水路整備工事 

Ｌ＝200ｍ 

76,000千円 

②実施設計委託料 

4,000千円 

③基本計画・基礎調査 

 18,300千円 

④水路現況調査 

80,000千円 

①水路整備工事 

Ｌ＝200ｍ 

76,000千円 

②実施設計委託料 

4,000千円 

③水路現況調査 

78,000千円 

①水路整備工事 

Ｌ＝200ｍ  

76,000千円  

②実施設計委託料 

4,000千円 

③水路現況調査 

78,000千円 

④水路計画検討 

3,000千円 

参考事業費 178,300千円 158,000千円 161,000千円 
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コード：05060103 基本施策名：治水対策の推進 ●主要事業 

事 業 名 54 排水機場施設整備事業 

担当組織 建設部 道路治水課 

事業目的 
・既存排水施設の更新工事・台風や集中豪雨の際に、河川の潮位に影響を受けずに

効果的な内水排除を図るため、主要な落し（水門）に自動ポンプを設置する。 

事業概要 
・既存排水施設の老朽化に伴う、設備更新工事 

・主要な落し（水門）に自動ポンプを設置 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①木曽根排水機場電機設

備更新工事 

②中馬場排水機場３号ポ

ンプ更新工事実施設計

業務委託 

①中馬場排水機場３号ポ

ンプ更新工事 

②下大瀬排水施設計装・電

気設備更新工事実施設

計業務委託 

③木曽根排水機場除塵機

更新工事 

①下大瀬排水施設計装・電

気設備更新工事 

②和耕排水施設ポンプ・発

電機更新工事実施設計

業務委託 

③木曽根排水機場ポンプ

更新工事 

参考事業費 483,000千円 264,000千円 173,000千円 

 

コード：05060104 基本施策名：治水対策の推進 

事 業 名 55 排水施設改修事業 

担当組織 建設部 道路治水課 

事業目的 
・国や県の河川改修事業等の進捗に合わせ、既存水路の流下能力を高めるため、水

路構造物の改修や水路断面の狭小箇所の改修を行う。 

事業概要 
・中川新旧堤防間にある、排水施設を結ぶ水路の改修、及び狭小箇所の改修等を行

う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①中川新旧堤防間にある

水路の改修及び狭小箇

所の改修工事及び実施

設計委託 

①中川新旧堤防間にある

水路の改修及び狭小箇

所の改修工事 

①中川新旧堤防間にある

水路の改修及び狭小箇

所の改修工事 

参考事業費 25,000千円 21,000千円 20,000千円 

 

コード：05060105 基本施策名：治水対策の推進 

事 業 名 56 水路測量事業 

担当組織 建設部 道路治水課 

事業目的 ・水路の計画的な整備を図り、排水の流下能力の向上と、生活環境の改善を図る。 

事業概要 ・水路の計画的な整備を推進するための、用地測量を実施する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①水路用地測量調査業務

委託（Ｌ＝２００ｍ、２

路線） 

②緊急工事箇所用地測量

業務委託 

①水路用地測量調査業務

委託（Ｌ＝２００ｍ、２

路線） 

②緊急工事箇所用地測量

業務委託 

①水路用地測量調査業務

委託（Ｌ＝２００ｍ、２

路線） 

②緊急工事箇所用地測量

業務委託 

参考事業費 6,000千円 6,111千円 6,111千円 
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コード：05060107 基本施策名：治水対策の推進 

事 業 名 57 雨水流出抑制対策事業 

担当組織 建設部 下水道課 

事業目的 ・雨水流出を抑制し、下水道や河川への負担軽減及び雨水の有効利用を図る。 

事業概要 

・雨水貯留施設を設置し、雨水の有効利用を行うものに対して、その設置に要する

経費の一部を助成する。 

①不用浄化槽の転用補助 80,000円/１件 

②市販の雨水貯留槽補助 25,000円/件を上限として、経費の1/2以内 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①不用浄化槽の転用 

５件×4.3ｔ＝21.5ｔ 

②市販の雨水貯留施設 

８件×0.2ｔ＝1.6ｔ 

合計 23.1ｔ 

①不用浄化槽の転用 

５件×4.3ｔ＝21.5ｔ 

②市販の雨水貯留施設 

８件×0.2ｔ＝1.6ｔ 

合計 23.1ｔ 

①不用浄化槽の転用 

５件×4.3ｔ＝21.5ｔ 

②市販の雨水貯留施設 

８件×0.2ｔ＝1.6ｔ 

合計 23.1ｔ 

参考事業費 580千円 580千円 580千円 

 

コード：05060108 基本施策名：治水対策の推進 ●主要事業 

事 業 名 58 雨水整備事業 

担当組織 建設部 下水道課 

事業目的 
・内水排除機能を向上させ、安全で快適な都市環境を形成するため、雨水幹線、八

潮南部地区内の雨水管、市内ポンプ場等の整備を行う。 

事業概要 

・雨水整備：葛西幹線の外、中川の河川改修に合わせた幹線等の段階的な整備 

・南部雨水整備：南部地区内の雨水管の整備 

・ポンプ場整備：中川の河川改修に合わせたポンプ場の段階的な整備 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①雨水整備 

②南部地区公共下水道（雨

水）整備 

③ポンプ場整備 

①雨水整備 

②南部地区公共下水道（雨

水）整備 

③ポンプ場整備 

①雨水整備 

②南部地区公共下水道（雨

水）整備 

③ポンプ場整備 

参考事業費 602,477千円 1,334,931千円 1,703,923千円 

 

コード：05060201 基本施策名：維持管理の充実 

事 業 名 59 排水路・排水施設事業 

担当組織 建設部 道路治水課 

事業目的 
・生活環境を改善し、排水路、排水施設の整備及び排水施設の整備及び排水施設の

不測の事態に対応する為、市民生活の安全性と快適性の向上を図る。 

事業概要 
・排水路、排水施設の適正な維持管理の為、自動車（作業車両）の借り上げを行う。 

・排水施設の賠償責任保険に加入することにより、不測の事態に対応する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①事務的経費 

1,700千円 

②損害保険料 

3,000千円 

①事務的経費 

1,700千円 

②損害保険料 

3,100千円 

①事務的経費 

1,800千円 

②損害保険料 

3,100千円 

参考事業費 4,700千円 4,800千円 4,900千円 
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コード：05060202 基本施策名：維持管理の充実 ●主要事業 

事 業 名 60 排水路維持管理事業 

担当組織 建設部 道路治水課 

事業目的 
・水路及び調整池機能保持のため、水路等の適正な維持管理を実施する。（水路内に

堆積する土砂、水路・調整池の雑草の、定期的な浚渫及び草刈等を実施する。） 

事業概要 
・水路の浚渫、清掃及び除草等により流下能力を維持するとともに、水路敷地上部

の天端コンクリートの打設等を実施し、防草対策を講じる。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①水路清掃業務委託（葛西

用水・西袋調整池草刈、

市内各所草刈、水路浚渫

等） 

①水路清掃業務委託（葛西

用水・西袋調整池草刈、

市内各所草刈、水路浚渫

等） 

①水路清掃業務委託（葛西

用水・西袋調整池草刈、

市内各所草刈、水路浚渫

等） 

参考事業費 27,000千円 28,000千円 28,000千円 

 

コード：05060203 基本施策名：維持管理の充実 

事 業 名 61 水路管理事務 

担当組織 建設部 道路治水課 

事業目的 
・水路台帳の整備等により水路施設の適正な維持管理を行うと共に宅地開発に伴う

雨水貯留施設等の整備を促進し、流出抑制対策に努める。 

事業概要 

・整備された水路について、水路台帳整備を行う。 

・水路占用等による水路施設の適正な維持管理を図るための指導を行う。 

・借地による雨水調整池の適正な管理を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①水路台帳補正業務委託 

②水路施設の適正な維持

管理を図るための規制 

③河川関係団体への負担

金 

④雨水調整池の管理 

①水路台帳補正業務委託 

②水路施設の適正な維持

管理を図るための規制 

③河川関係団体への負担

金 

④雨水調整池の管理 

①水路台帳補正業務委託 

②水路施設の適正な維持

管理を図るための規制 

③河川関係団体への負担

金 

④雨水調整池の管理 

参考事業費 1,736千円 1,762千円 1,762千円 
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コード：05060204 基本施策名：維持管理の充実 ●主要事業 

事 業 名 62 排水機場施設維持更新事業 

担当組織 建設部 道路治水課 

事業目的 
・大雨時の浸水軽減対策を図るため、排水施設の適正な維持管理に努め、常に良好

な状態を保持すると共に、計画的なポンプ施設の改修・修繕を行う。 

事業概要 
・排水施設の運転及び機能保持、定期的な設備点検及び定期的なポンプ施設の修繕・

改修を実施し、大雨時の浸水軽減を図る。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①臨時職員賃金 

②委託料（施設点検、回収

ゴミ処理、し尿浄化槽維

持管理、施設操作、消防

設備保守点検） 

③原材料費 

④負担金（三郷市へ） 

⑤修繕料（西袋第二雨水、

西袋雨水排水施設ポン

プＯＨ） 

①臨時職員賃金 

②委託料（施設点検、回収

ゴミ処理、し尿浄化槽維

持管理、施設操作、消防

設備保守点検） 

③原材料費 

④負担金（三郷市へ） 

⑤修繕料（浮塚排水機場№

1ポンプＯＨ） 

①臨時職員賃金 

②委託料（施設点検、回収

ゴミ処理、し尿浄化槽維

持管理、施設操作、消防

設備保守点検） 

③原材料費 

④負担金（三郷市へ） 

⑤修繕料（浮塚排水機場№

2ポンプＯＨ） 

参考事業費 109,000千円 155,000千円 206,000千円 

 

コード：05060205 基本施策名：維持管理の充実 ●主要事業 

事 業 名 63 施設改修事業 

担当組織 建設部 下水道課 

事業目的 
・今後老朽化する下水道施設に対応するため、従来の事後的な修繕改修から予防的

な改修への転換とともに、耐震化を図り、安全性・信頼性を確保する。 

事業概要 ・当面は、主要な管路等の耐震化及びポンプ場の耐震・長寿命化対策を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①汚水中継ポンプ場 改

修 

②管路等  耐震実施設

計・工事 

③南後谷ポンプ場 耐震、

長寿命工事 

①汚水中継ポンプ場 改

修 

②管路等 耐震工事 

③南後谷ポンプ場 耐震、

長寿命工事 

①汚水中継ポンプ場 改

修 

②管路等 耐震工事 

③南後谷ポンプ場 耐震

工事、長寿命工事 

参考事業費 185,440千円 307,750千円 324,980千円 
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コード：05060206 基本施策名：維持管理の充実 

事 業 名 64 維持管理事業 

担当組織 建設部 下水道課 

事業目的 
・下水道施設の維持管理を行い、市民が支障なく利用できるように下水道施設等の

機能を確保する。 

事業概要 

・汚水管渠等の維持を行う。 

・西袋汚水中継ポンプ場等の維持管理を行う。 

・下水道台帳の整備を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①汚水管渠等の維持管理

を行う。 

②西袋汚水中継ポンプ場

等の維持管理を行う。 

③下水道台帳の整備を行

う。 

①汚水管渠等の維持管理

を行う。 

②西袋汚水中継ポンプ場

等の維持管理を行う。 

③下水道台帳の整備を行

う。 

①汚水管渠等の維持管理

を行う。 

②西袋汚水中継ポンプ場

等の維持管理を行う。 

③下水道台帳の整備を行

う。 

参考事業費 577,897千円 591,856千円 604,900千円 

 

コード：05060301 基本施策名：水質汚濁の防止 

事 業 名 65 公共下水道推進事業 

担当組織 建設部 下水道課 

事業目的 
・公共下水道の整備により、都市の健全な発達を促し、市民の生活環境の向上を図

る。 

事業概要 
・公共下水道事業を円滑に進めるため一般会計からの繰出を行い、事業の推進を図

る。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①公共下水道事業を円滑

に進めるため一般会計

から繰出を行う。 

①公共下水道事業を円滑

に進めるため一般会計

から繰出を行う。 

①公共下水道事業を円滑

に進めるため一般会計

から繰出を行う。 

参考事業費 952,609千円 939,431千円 943,291千円 

  



 153 

コード：05060302 基本施策名：水質汚濁の防止 

事 業 名 66 一般管理事務 

担当組織 建設部 下水道課 

事業目的 ・下水道事業を適切に運営する。 

事業概要 

・下水道事業審議会、下水道協会等、下水道事業の総務経理に関する業務を行う。 

・下水道使用料に関する業務を行う。 

・指定下水道工事店、排水設備工事責任技術者、排水設備工事申請、検査、指導に

関する事務を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①下水道事業審議会、下水

道協会等、下水道事業の

総務、経理の業務を行

う。 

②下水道事業受益者負担

金、下水道使用料の業務

を行う。 

③指定下水道工事店、排水

設備工事責任技術者、排

水設備工事の申請、検

査、指導の業務を行う。 

④公営企業会計移行事務 

①下水道事業審議会、下水

道協会等、下水道事業の

総務、経理の業務を行

う。 

②下水道事業受益者負担

金、下水道使用料の業務

を行う。 

③指定下水道工事店、排水

設備工事責任技術者、排

水設備工事の申請、検

査、指導の業務を行う。 

④公営企業会計移行事務 

①下水道事業審議会、下水

道協会等、下水道事業の

総務、経理の業務を行

う。 

②下水道事業受益者負担

金、下水道使用料の業務

を行う。 

③指定下水道工事店、排水

設備工事責任技術者、排

水設備工事の申請、検

査、指導を行う。 

④公営企業会計運用 

参考事業費 47,885千円 40,028千円 17,826千円 

 

コード：05060303 基本施策名：水質汚濁の防止 

事 業 名 67 中川流域下水道建設事業 

担当組織 建設部 下水道課 

事業目的 ・中川流域下水道の整備を図り、公共用水域の水質汚濁の防止を図る。 

事業概要 
・流域下水道建設に伴い八潮市が利益を受ける分を、負担する。 

・高度処理等の費用の負担をする。 

年度別計画 
Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①流域下水道築造 ①流域下水道築造 ①流域下水道築造 

参考事業費 139,318千円 139,318千円 139,318千円 

 

コード：05060304 基本施策名：水質汚濁の防止 ●主要事業 

事 業 名 68 汚水整備事業 

担当組織 建設部 下水道課 

事業目的 
・安全で衛生的な生活環境の整備をする。 

・公共用水域の水質汚濁の防止を図る。 

事業概要 ・中川流域関連公共下水道として、下水道（汚水）の整備を行う。 

年度別計画 
Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①汚水管渠築造 ①汚水管渠築造 ①汚水管渠築造 

参考事業費 4,406,200千円 4,483,800千円 4,482,700千円 
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コード：05060305 基本施策名：水質汚濁の防止 

事 業 名 69 水洗化促進事業 

担当組織 建設部 下水道課 

事業目的 ・下水道に対する住民の理解と協力を求め、水洗便所への切替えの促進を図る。 

事業概要 

・処理区域内に住宅を所有するものに対し、排水管を八潮市公共下水道へ接続する

ために必要な工事に要する資金（水洗便所等改造資金）を貸し付け、水洗化率の

向上を図る。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①水洗便所等改造資金の

貸付を行う。 

①水洗便所等改造資金の

貸付を行う。 

①水洗便所等改造資金の

貸付を行う。 

参考事業費 6,693千円 6,693千円 6,693千円 

 

コード：05060401 基本施策名：河川改修事業の促進 

事 業 名 70 国管理河川改修事業 

担当組織 建設部 道路治水課 

事業目的 ・国が実施する河川改修事業の促進を行う。 

事業概要 ・国に対して、中川及び綾瀬川の河川改修事業について、要望活動を行う。 

年度別計画 
Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①国の計画による ①国の計画による ①国の計画による 

参考事業費    

 

コード：05060402 基本施策名：河川改修事業の促進 

事 業 名 71 県管理河川改修事業 

担当組織 建設部 道路治水課 

事業目的 ・大場川及び垳川の河川改修事業の促進を行う。 

事業概要 ・埼玉県に対して要望活動を行う。 

年度別計画 
Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①埼玉県の計画による ①埼玉県の計画による ①埼玉県の計画による 

参考事業費    
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第７節 安全で良質な住環境づくり 

コード：05070101 基本施策名：市営住宅の充実 ●主要事業 

事 業 名 72 市営住宅改修事業 

担当組織 建設部 営繕・市営住宅課 

事業目的 

・市営住宅長寿命化計画に基づき、長寿命化を図るべき住宅とした中層住宅につい

ては、計画的に改善を図り、高齢者等にも配慮された安全で安心な居住環境を整

備することを目的とする。 

事業概要 

・中層住宅（宮田団地5階建、大原団地1,2号棟、中馬場住宅1,2号棟）については、

維持管理改善費の縮減を図りながら、計画的かつ効果的に長寿命化を図るため大

規模改善工事を実施する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①大原団地1号棟 

外壁改修、屋上防水改

修、給水方式の変更、給

排水管、ガス配管の更

新、給湯機器の設置、浴

室内の改修及び手摺設

置等工事 

②大原団地2号棟 

実施設計 

①大原団地2号棟 

外壁改修、屋上防水改

修、給水方式の変更、給

排水管、ガス配管の更

新、給湯機器の設置、浴

室内の改修及び手摺設

置等工事 

②中馬場住宅1,2号棟 

実施設計 

①中馬場住宅1、2号棟 

外壁改修、屋上防水改修

及び手摺設置等工事 

参考事業費 76,853千円 75,676千円 29,608千円 

 

コード：05070102 基本施策名：市営住宅の充実 

事 業 名 73 市営住宅管理事業 

担当組織 建設部 営繕・市営住宅課 

事業目的 

・市営住宅については、適正かつ効率的に管理を行っていく必要があるため、保守

点検、清掃委託及び施設の修繕を計画的に実施し、良質な住まいで安心して暮ら

していける居住環境を維持することを目的とする。 

事業概要 

・日常の施設維持管理となる植木手入れ、貯水槽清掃、給水ポンプ保守点検、消防

設備等保守点検については、業務委託により実施する。また、施設の修繕につい

ては、空家の発生時及び緊急的な修繕が必要な場合に実施する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①緊急及び空家修繕 

②受水槽及び高架水槽清

掃 

③植栽手入れ 

④給水ポンプ保守点検 

⑤消防設備等保守点検 

⑥市営住宅管理システム

保守 

①緊急及び空家修繕 

②受水槽及び高架水槽清

掃 

③植栽手入れ 

④給水ポンプ保守点検 

⑤消防設備等保守点検 

⑥市営住宅管理システム

保守 

①緊急及び空家修繕 

②受水槽及び高架水槽清

掃 

③植栽手入れ 

④給水ポンプ保守点検 

⑤消防設備等保守点検 

⑥市営住宅管理システム

保守 

参考事業費 11,388千円 11,388千円 11,388千円 
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コード：05070103 基本施策名：市営住宅の充実 ●主要事業 

事 業 名 74 市営住宅建替等事業 

担当組織 建設部 営繕・市営住宅課 

事業目的 

・更新期を迎えている低層の市営住宅については、財政負担の軽減・平準化を考慮

しながら事業方式を選定し、ストックの健全化を図りながら、建替等事業を計画

的におこなうことにより、市営住宅の最適な配置を実現することを目的とする。 

事業概要 
・アセットマネジメントアクションプランにより、老朽化した低層市営住宅の建替

えと借上げ型による人口増に伴う戸数の拡充を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①借上げ料 

②大曽根住宅の除却工事

（更地化) 

①借上げ料 ①借上げ料 

参考事業費 16,992千円 12,096千円 16,128千円 

 

コード：05070201 基本施策名：良質な住宅確保の促進 

事 業 名 75 高齢者向け優良賃貸住宅整備事業 

担当組織 建設部 営繕・市営住宅課 

事業目的 

・高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定する認定事業者に対し、家賃の減額

に要する費用の一部を補助することにより、高齢者が低廉な家賃で入居できる良

質な賃貸住宅の供給を目的とする。 

事業概要 
・八潮市高齢者向け優良賃貸住宅補助金交付要綱に基づき、埼玉県の認定を受けた

民間事業者が整備・管理を行う住宅への家賃減額補助を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①高齢者向け優良賃貸住

宅家賃対策補助金の交

付 

①高齢者向け優良賃貸住

宅家賃対策補助金の交

付 

①高齢者向け優良賃貸住

宅家賃対策補助金の交

付 

参考事業費 12,960千円 12,960千円 12,960千円 

 

コード：05070202 基本施策名：良質な住宅確保の促進 

事 業 名 76 住生活基本計画策定事業 

担当組織 都市デザイン部 都市計画課 

事業目的 

・市民の誰もが安心して住むことができる住環境の整備を図るため、住生活基本計

画を策定し、福祉施策と連携を図り、子育て世帯や高齢者世帯等に配慮した総合

的な住宅施策を展開する。 

事業概要 

・住宅施策の体系的整理 

・住生活基本計画策定に向けた調査、研究 

・住生活基本計画策定 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①住生活基本計画策定に

向けた調査、研究 

①住生活基本計画策定に

向けた調査、研究 

①住生活基本計画策定に

向けた調査、研究 

参考事業費    
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コード：05070203 基本施策名：良質な住宅確保の促進 

事 業 名 77 建築行政事務 

担当組織 都市デザイン部 開発建築課 

事業目的 

・建築基準法に基づく建築確認申請及び建設リサイクル法に基づく届出を審査し、

財産の保護を図り住みよいまちづくりに寄与する。 

・住まいの安全性を確保するため、完了検査の受検率の向上を促進する。 

・建築協定の活用を促進し良好な住環境の向上を図る。 

事業概要 

・建築基準法及び条例に基づく申請の受付・審査を行う。 

・建設リサイクル法に基づく届出を受理する。 

・違反建築物に対して是正指導及び措置を行う。 

・建築確認検査制度による建築物の安全性確保についてPRする。 

・建築協定の活用を促進する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①建築確認審査及び完了

検査 

②違反建築指導 

③各協議会及び講習会へ

の参加 

④建築確認検査制度のPR

活動 

⑤建築協定の活用促進 

①建築確認審査及び完了

検査 

②違反建築指導 

③各協議会及び講習会へ

の参加 

④建築確認検査制度のPR

活動 

⑤建築協定の活用促進 

①建築確認審査及び完了

検査 

②違反建築指導 

③各協議会及び講習会へ

の参加 

④建築確認検査制度のPR

活動 

⑤建築協定の活用促進 

参考事業費 335千円 335千円 335千円 

 

コード：05070204 基本施策名：良質な住宅確保の促進 ●主要事業 

事 業 名 78 民間住宅等耐震化促進事業 

担当組織 都市デザイン部 開発建築課 

事業目的 

・昭和５６年５月以前の民間住宅耐震化の促進により、住宅の安全性を確保する。 

・地震や火災等に強いまちづくりを推進するため建築物等の耐震及び耐火の向上を

図る。 

・地震時の安全対策に係る取組みとして、看板及びブロック塀等の改修指導を行う。 

事業概要 

・民間住宅の耐震性向上について、耐震相談、簡易耐震診断を実施する。 

・耐震化促進のため補助金交付事業を実施する。 

・公共建築物及び民間建築物の耐震・不燃化を促進する。 

・地震時の看板落下防止やブロック塀等の倒壊防止のパンフレットを配布する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①耐震相談の実施 

②簡易診断の実施 

③耐震診断・改修補助金交

付事業 

④公共及び民間建築物の

耐震・不燃化の促進 

⑤耐震化のPR実施 

⑥耐震シェルター補助金

交付事業 

①耐震相談の実施 

②簡易診断の実施 

③耐震診断・改修補助金交

付事業 

④公共及び民間建築物の

耐震・不燃化の促進 

⑤耐震化のPR実施 

⑥耐震シェルター補助金

交付事業 

①耐震相談の実施 

②簡易診断の実施 

③耐震診断・改修補助金交

付事業 

④公共及び民間建築物の

耐震・不燃化の促進 

⑤耐震化のPR実施 

⑥耐震シェルター補助金

交付事業 

参考事業費 2,166千円 2,166千円 2,166千円 
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第８節 環境にやさしいまちづくり 

コード：05080102 基本施策名：地球環境問題への対応 ●主要事業 

事 業 名 79 循環型社会推進事業 

担当組織 生活安全部 環境リサイクル課 

事業目的 

・八潮市地球温暖化対策実行計画（事務・事業編）において、市の事務・事業に伴

い排出される温室効果ガスの排出削減に取り組む。 

・太陽光等の自然エネルギーの利用について、普及・啓発に努め、持続可能な循環

型社会形成を目指す。 

事業概要 

・八潮市地球温暖化対策実行計画(事務・事業編)に基づき、各所施策に取り組むと

ともに、進行管理を行う。 

・太陽光発電等の環境負荷の少ない自然エネルギーや省エネルギー製品を利用する

ことで、地球温暖化防止としての二酸化炭素の削減を図る。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①八潮市地球温暖化対策

実行計画(事務・事業編)

の運用 

②循環型社会の形成を推

進するための普及・啓発

事業 

③太陽光発電システム設

置費補助制度 

①八潮市地球温暖化対策

実行計画(事務・事業編)

の運用 

②循環型社会の形成を推

進するための普及・啓発

事業 

③太陽光発電システム設

置費補助制度 

①八潮市地球温暖化対策

実行計画(事務・事業編)

の運用 

②循環型社会の形成を推

進するための普及・啓発

事業 

③太陽光発電システム設

置費補助制度 

参考事業費 1,500千円 1,500千円 1,500千円 

 

コード：05080201 基本施策名：環境保全対策への推進 ●主要事業 

事 業 名 80 環境保全対策推進事業 

担当組織 生活安全部 環境リサイクル課 

事業目的 
・八潮市環境基本計画に基づき、市内の良好な環境を保全するため、総合的かつ計

画的な環境保全施策を推進する。 

事業概要 

・環境基本計画に基づき、環境保全施策を総合的かつ計画的に推進する。 

・環境活動を行う市民団体等の交流、情報交換、活動の機会等を共有するためネッ

トワークづくりを進める。 

・環境活動を実践するため、市内の自然環境調査を実施する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①環境に関する調査・審議 

②環境基本計画の推進 

③環境保全行政事務 

④第6回環境推進大会の開

催 

⑤自然環境調査の実施 

①環境に関する調査・審議 

②環境基本計画の推進 

③環境保全行政事務 

④自然環境調査の実施 

①環境に関する調査・審議 

②環境基本計画の推進 

③環境保全行政事務 

④自然環境調査の実施 

参考事業費 1,767千円 620千円 620千円 
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コード：05080301 基本施策名：環境汚染防止への取組 

事 業 名 81 公害対策事業 

担当組織 生活安全部 環境リサイクル課 

事業目的 
・市民の健康を保護し、生活環境の保全を図るため、公害の防止に関し、公害関係

諸法令や八潮市公害防止条例に基づき、工場等の指導を実施する。 

事業概要 

・市内の河川等における水質汚濁等の実態、幹線道路等での自動車による騒音や振

動の実態、工場・事業所等の騒音、振動、悪臭の実態の把握及び市民からの苦情

などに対応する。 

・工場事業所等における公害防止設備の整備を促進するため、工場事業所等に対す

る助成（利子補給）を行う。 

・野外焼却の指導及び市民からの苦情などに対応する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①公共用水域調査（水質・

底質）、悪臭調査、分析

機器検定 

②設備資金利子補給 

③自動車借上料 

①公共用水域調査（水質・

底質）、悪臭調査、分析

機器検定 

②設備資金利子補給 

③自動車借上料 

①公共用水域調査（水質・

底質）、悪臭調査、分析

機器検定 

②設備資金利子補給 

③自動車借上料 

参考事業費 5,110千円 5,391千円 5,246千円 

 

コード：05080302 基本施策名：環境汚染防止への取組 

事 業 名 82 放射能対策事業 

担当組織 生活安全部 環境リサイクル課 

事業目的 

・平成２３年３月に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故による放射性物

質の飛散に伴い、市民の内部被ばくに対し、市内で生産される農産物をはじめ給

食食材の安全・安心の確認を行う。また、小中学校、保育所、公園等市内の空間

放射線量の定点観測を行い、状況を監視する。 

事業概要 

・市の測定基本方針及び運用指針に基づき、市内で生産される農産物及び給食食材

について、放射性物質簡易測定機器による放射性物質濃度測定を実施する。 

・小中学校、保育所、公園等市内59箇所の放射線量の測定を定期的に行い、測定結

果を市ホームページ等で公表するとともに、市民等が身近な生活環境等の放射線

量を把握するために放射線量計の貸出しを行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①給食食材及び八潮市産

農産物等における放射

性物質の濃度測定 

②放射性物質簡易測定機

器、放射線量測定器の校

正 

③市内５９箇所の空間放

射線量定点測定 

①給食食材及び八潮市産

農産物等における放射

性物質の濃度測定 

②放射性物質簡易測定機

器、放射線量測定器の校

正 

③市内５９箇所の空間放

射線量定点測定 

①給食食材及び八潮市産

農産物等における放射

性物質の濃度測定 

②放射性物質簡易測定機

器、放射線量測定器の校

正 

③市内５９箇所の空間放

射線量定点測定 

参考事業費 1,704千円 1,704千円 1,704千円 
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第９節 清潔できれいなまちづくり 

コード：05090101 基本施策名：ごみの広域処理の充実 

事 業 名 83 広域処理事業 

担当組織 生活安全部 環境リサイクル課 

事業目的 ・可燃ごみ、し尿、浄化槽汚泥を、安全、確実、効率的に処理すること 

事業概要 
・東埼玉資源環境組合への分担金の支出 

・組合構成５市１町で組合運営に対する協力 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①分担金の支出 

②東埼玉資源環境組合第

二工場環境保全管理値

の監視 

③汚泥再生処理センター

建設に伴う周辺環境整

備事業 

①分担金の支出 

②東埼玉資源環境組合第

二工場環境保全管理値

の監視 

③汚泥再生処理センター

建設に伴う周辺環境整

備事業 

①分担金の支出 

②東埼玉資源環境組合第

二工場環境保全管理値

の監視 

参考事業費 418,374千円 414,465千円 409,077千円 

 

コード：05090201 基本施策名：ごみの独自処理の充実 

事 業 名 84 リサイクルプラザ管理運営事業 

担当組織 生活安全部 環境リサイクル課 リサイクルプラザ 

事業目的 ・資源ごみ、燃えないごみ、粗大ごみ等の処理を行う。 

事業概要 

・資源ごみ、燃えないごみ、粗大ごみ等を分別処理して、有価物としての売却や最

終処分を行う。 

・租大ごみの戸別収集を行う。 

・一般廃棄物最終処分場の管理運営を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①資源ごみの処理 

②不燃ごみの処理 

③粗大ゴミの戸別収集《部

分委託》 

④リサイクルプラザの管

理運営 

⑤八潮市一般廃棄物最終

処分場及び水処理施設

の管理 

⑥一般廃棄物最終処分場

残余容量測量調査業務

委託料 

①資源ごみの処理 

②不燃ごみの処理 

③粗大ゴミの戸別収集《部

分委託》 

④リサイクルプラザの管

理運営 

⑤八潮市一般廃棄物最終

処分場及び水処理施設

の管理 

⑥一般廃棄物最終処分場

残余容量測量調査業務

委託料 

①資源ごみの処理 

②不燃ごみの処理 

③粗大ゴミの戸別収集《部

分委託》 

④リサイクルプラザの管

理運営 

⑤八潮市一般廃棄物最終

処分場及び水処理施設

の管理 

⑥一般廃棄物最終処分場

残余容量測量調査業務

委託料 

参考事業費 168,914千円 158,866千円 158,035千円 
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コード：05090202 基本施策名：ごみの独自処理の充実 ●主要事業 

事 業 名 85 リサイクルプラザ改修・備品整備事業 

担当組織 生活安全部 環境リサイクル課 リサイクルプラザ 

事業目的 
・リサイクルプラザの改修事業及び備品整備事業を行い、不燃ごみ処理の安全・安

心・安定処理を行うための環境を整備する。 

事業概要 

・リサイクルプラザ（工場棟・水処理施設等）は、平成７年７月１５日に稼動して

から２２年が経過した。このようなことから経年劣化による備品・設備や機械の

故障が想定される。これを未然に防止するため、随時点検を行い、年次修繕計画

を策定後に修繕を行う。また、突発的な故障については、緊急修繕を行い、常に

安全・安心・安定した処理を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①処分場・水処理施設の修

繕他 

・工場棟内の機械の修繕 

②水銀灯交換修繕 

①処分場・水処理施設の修

繕他 

・工場棟内の機械の修繕 

②水銀灯交換修繕 

①処分場・水処理施設の修

繕他 

・工場棟内の機械の修繕 

②水銀灯交換修繕 

参考事業費 21,500千円 6,325千円 6,325千円 

 

コード：05090203 基本施策名：ごみの独自処理の充実 

事 業 名 86 リサイクルプラザ環境整備事業 

担当組織 生活安全部 環境リサイクル課 リサイクルプラザ 

事業目的 ・リサイクルプラザ周辺の道水路等の整備及び周辺環境の改善 

事業概要 

・リサイクルプラザ周辺の道水路等を整備し、周辺環境及び公園を整備し、周辺環

境の改善を図っていく。 

・定期的に周辺環境を測定することにより、環境の悪化を防ぐことが出来る。 

年度別計画 
Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①環境測定業務 ①環境測定業務 ①環境測定業務 

参考事業費 1,000千円 1,000千円 1,000千円 

 

コード：05090301 基本施策名：ごみの減量化・資源化の推進 

事 業 名 87 清掃行政推進事業 

担当組織 生活安全部 環境リサイクル課 

事業目的 
・ごみの減量化・資源化のため、市民意識の向上を図るとともに、処理体制の検討、

必要な情報の収集等を行うこと 

事業概要 

・廃棄物処理法に基づく一般廃棄物処理計画の策定 

・ごみ処理・分別収集の検討 

・ごみ処理等に関する情報収集 

・一般廃棄物処理業、浄化槽清掃業の許可など 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①廃棄物減量等推進審議

会委員報酬 

②旅費 

③各種協議会負担金 

①廃棄物減量等推進審議

会委員報酬 

②旅費 

③各種協議会負担金 

①廃棄物減量等推進審議

会委員報酬 

②旅費 

③各種協議会負担金 

参考事業費 170千円 170千円 170千円 
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コード：05090302 基本施策名：ごみの減量化・資源化の推進 

事 業 名 88 し尿処理事業 

担当組織 生活安全部 環境リサイクル課 

事業目的 ・円滑なし尿の収集運搬により、環境衛生の保持を図る。 

事業概要 
・し尿収集運搬の委託 

・し尿処理手数料の徴収 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①封筒・作業伝票印刷製本 

②口座振替手数料 

③し尿処理委託料 

④過誤納還付金 

①封筒・作業伝票印刷製本 

②口座振替手数料 

③し尿処理委託料 

④過誤納還付金 

①封筒・作業伝票印刷製本 

②口座振替手数料 

③し尿処理委託料 

④過誤納還付金 

参考事業費 11,403千円 11,403千円 11,403千円 

 

コード：05090303 基本施策名：ごみの減量化・資源化の推進 ●主要事業 

事 業 名 89 ごみ収集運搬事業 

担当組織 生活安全部 環境リサイクル課 

事業目的 ・円滑な家庭ごみの収集運搬により、環境衛生の保持を図ること 

事業概要 

・ごみカレンダーを作成・配布し、ごみの正しい分け方・出し方を周知 

・家庭ごみの収集運搬を実施 

・カラスネットを配布し、集積所の衛生管理を支援 

・高齢・障がい等によりごみを自らごみ集積所へ持ち出すことが困難な世帯に対す

る訪問収集 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①カラスネット作成配布 

②ごみカレンダー作成配

布 

③ごみ収集運搬 

①カラスネット作成配布 

②ごみカレンダー作成配

布 

③ごみ収集運搬 

④まごころ収集の委託 

①カラスネット作成配布 

②ごみカレンダー作成配

布 

③ごみ収集運搬 

④まごころ収集の委託 

参考事業費 339,396千円 344,002千円 344,002千円 

 

コード：05090304 基本施策名：ごみの減量化・資源化の推進 

事 業 名 90 リサイクル活動推進事業 

担当組織 生活安全部 環境リサイクル課 リサイクルプラザ 

事業目的 
・「ごみを出さない(Reduce)」「再利用する(Reuse)」「再生利用する(Recycle)」の3R

啓発活動を行い、市民意識の高揚を図る。 

事業概要 

・リサイクル活動の啓発のため市内の子ども会・自治会等の資源回収活動に対して

奨励金を交付する。 

・リサイクル意識の高揚を図るため、粗大ごみを再生して、リサイクル品の販売を

行う。 

・「ごみを出さない(Reduce)」「再利用する(Reuse)」「再生利用する(Recycle)」の3R

啓発活動の一貫として、リサイクルフェアを開催する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①資源回収奨励金の交付 

②リサイクルフェアの開

催 

③粗大ごみを再生し販売 

①資源回収奨励金の交付 

②リサイクルフェアの開

催 

③粗大ごみを再生し販売 

①資源回収奨励金の交付 

②リサイクルフェアの開

催 

③粗大ごみを再生し販売 

参考事業費 13,394千円 13,394千円 13,394千円 

 



 163 

コード：05090401 基本施策名：環境衛生事業の充実 

事 業 名 91 畜犬登録等事業 

担当組織 生活安全部 環境リサイクル課 

事業目的 
・狂犬病の発生の予防及び撲滅をするため狂犬病予防法の規定により犬の登録、鑑

札の交付、注射済票の交付及び集合注射の事務を行う。 

事業概要 
・狂犬病予防法及び埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例に基づき犬の登録、鑑

札の交付、注射済票の交付及び集合注射、フン害防止啓発看板の配布等を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①畜犬登録事務 

②集合狂犬病予防注射 

③飼育の仕方等の啓発 

①畜犬登録事務 

②集合狂犬病予防注射 

③飼育の仕方等の啓発 

①畜犬登録事務 

②集合狂犬病予防注射 

③飼育の仕方等の啓発 

参考事業費 180千円 180千円 180千円 

 

コード：05090402 基本施策名：環境衛生事業の充実 

事 業 名 92 環境衛生推進事業 

担当組織 生活安全部 環境リサイクル課 

事業目的 
・きれいなまちづくりのための、環境衛生委員制度によるごみ集積所の設置等の調

整、ごみゼロ運動への指導、協力、防疫活動の実施を行う。 

事業概要 

・環境衛生委員により、きれいなまちづくりのため、ごみ集積所の設置等の調整や

防疫活動やごみゼロ運動への指導・協力                           

・八潮市環境衛生委員の視察研修の実施 

・土砂条例の制定による許可事務及び指導業務 

・八潮市墓地等の経営の許可等に関する条例に基づく設置､変更等の許可に関する事

務 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①環境衛生の推進(環境衛

生委員報酬） 

②環境衛生委員の視察研

修の実施 

③土砂条例、墓地等の経営

の許可、指導 

①環境衛生の推進(環境衛

生委員報酬） 

②環境衛生委員の視察研

修の実施 

③土砂条例、墓地等の経営

の許可、指導 

①環境衛生の推進(環境衛

生委員報酬） 

②環境衛生委員の視察研

修の実施 

③土砂条例、墓地等の経営

の許可、指導 

参考事業費 3,056千円 3,056千円 3,056千円 

 

コード：05090403 基本施策名：環境衛生事業の充実 ●主要事業 

事 業 名 93 防疫・草刈事業 

担当組織 生活安全部 環境リサイクル課 

事業目的 
・ユスリカやボウフラ等の害虫の駆除と空地の雑草類を除去し、清潔な生活環境を

保持する。 

事業概要 

・カ、ボウフラ、ユスリカ等の発生抑制、駆除のための水路散布業務委託を実施す

る。 

・土地所有者からの草刈依頼による「委託業者」への発注及び作業の実施する。 

・環境衛生委員を通じての町会へのカ、ハエ等を駆除するための防疫薬剤を配布す

る。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①防疫・草刈事業 

②防疫薬剤の購入 

③防疫・草刈の委託 

①防疫・草刈事業 

②防疫薬剤の購入 

③防疫・草刈の委託 

①防疫・草刈事業 

②防疫薬剤の購入 

③防疫・草刈の委託 

参考事業費 4,770千円 4,770千円 4,770千円 
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コード：05090404 基本施策名：環境衛生事業の充実 

事 業 名 94 動物愛護事業 

担当組織 生活安全部 環境リサイクル課 

事業目的 

・交通事故等で死亡した飼い主のわからない犬、猫等を動物愛護及び環境衛生の観

点から、収容し火葬、納骨までの処理を一括して行う。 

・ペットの適正飼養の啓発 

事業概要 

・市民からの通報により交通事故等で死亡した飼い主のわからない犬、猫等を動物

愛護及び環境衛生の観点から、収容し火葬、納骨までの処理を一括して行う。 

・ペットに対する適正飼養の啓発看板等の配布 

年度別計画 
Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①動物愛護霊園委託事業 ①動物愛護霊園委託事業 ①動物愛護霊園委託事業 

参考事業費 3,285千円 3,285千円 3,285千円 

 

コード：05090405 基本施策名：環境衛生事業の充実 

事 業 名 95 浄化槽適正管理促進事業 

担当組織 生活安全部 環境リサイクル課 

事業目的 ・浄化槽管理者による浄化槽の適正管理の促進 

事業概要 

・浄化槽関連届出の受理等 

・浄化槽管理の周知 

・浄化槽転換補助金の支出 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①浄化槽管理の周知 

②浄化槽の規制等 

③浄化槽転換補助金の支

出 

①浄化槽管理の周知 

②浄化槽の規制等 

③浄化槽転換補助金の支

出 

①浄化槽管理の周知 

②浄化槽の規制等 

③浄化槽転換補助金の支

出 

参考事業費 6,272千円 6,272千円 6,272千円 

 

コード：05090501 基本施策名：環境美化活動の推進 ●主要事業 

事 業 名 96 ゴミゼロ運動事業 

担当組織 生活安全部 環境リサイクル課 

事業目的 
・八潮市民美化運動推進協議会主催のゴミゼロ運動を通じ、環境美化に関する市民

意識の高揚を図ること 

事業概要 
・八潮市民美化運動推進協議会に補助金を交付 

・ゴミゼロ運動の実施を支援 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①補助金の支出 

②ゴミゼロ運動の実施の

支援 

①補助金の支出 

②ゴミゼロ運動の実施の

支援 

①補助金の支出 

②ゴミゼロ運動の実施の

支援 

参考事業費 2,000千円 2,000千円 2,000千円 
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コード：05090502 基本施策名：環境美化活動の推進 

事 業 名 97 清掃美化活動推進事業 

担当組織 生活安全部 環境リサイクル課 

事業目的 
・環境美化活動を通じ、環境美化に対する市民意識の高揚を図ること 

・不法投棄された物の早期回収により、不法投棄防止を図ること 

事業概要 

・環境美化指導員によるポイ捨て防止の啓発指導を実施 

・各種団体による清掃美化活動を支援（町内清掃の支援） 

・路上喫煙防止条例の周知啓発活動の実施 

・業者委託による不法投棄物の回収 

・職員による不法投棄物の回収及びパトロールの実施 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①ポイ捨て防止の啓発指

導 

②路上喫煙防止の啓発指

導 

③不法投棄物の回収委託 

④職員による不法投棄物

の回収 

①ポイ捨て防止の啓発指

導 

②路上喫煙防止の啓発指

導 

③不法投棄物の回収委託 

④職員による不法投棄物

の回収 

①ポイ捨て防止の啓発指

導 

②路上喫煙防止の啓発指

導 

③不法投棄物の回収委託 

④職員による不法投棄物

の回収 

参考事業費 1,463千円 1,463千円 1,463千円 
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第第６６章章  新新公公共共経経営営  

 

第１節 市民との協働によるまちづくり 

コード：06010101 基本施策名：協働によるまちづくりの推進 ●主要事業 

事 業 名 1 協働のまちづくり推進事業 

担当組織 市民活力推進部 市民協働推進課 

事業目的 
・各種審議会や委員会等に市民が参画できる機会や場を拡充するとともに、まちづ

くり出前講座を活用し、市民との協働によるまちづくりを推進する。 

事業概要 

・「協働」に対する共通的な理解を広く周知する。 

・審議会等への参画機会を拡充するため、ホームページへの掲載等、情報発信を展

開する。 

・協働のまちづくり推進事業助成金の充実を図る。 

・広く市民活動団体の意見を取り入れる機会をつくる。 

・出前講座を市民と行政による協働で実施し、まちづくりの推進を図る。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①自治基本条例の検証 

②出前講座の充実 

③市民の審議会等への参

加機会の拡充 

④市民まつりの開催及び

補助 

⑤協働のまちづくり推進

事業助成事業の募集 

⑥パブリックコメントの

周知 

①自治基本条例の検証結

果等周知 

②出前講座の充実 

③市民の審議会等への参

加機会の拡充 

④市民まつりの開催及び

補助 

⑤協働のまちづくり推進

事業助成事業の募集 

⑥パブリックコメントの

周知 

①自治基本条例の周知 

②出前講座の充実 

③市民の審議会等への参

加機会の拡充 

④市民まつりの開催及び

補助 

⑤協働のまちづくり推進

事業助成事業の募集 

⑥パブリックコメントの

周知 

参考事業費 6,383千円 6,044千円 5,705千円 
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第２節 市民に開かれたまちづくり 

コード：06020101 基本施策名：情報公開の充実・個人情報の保護 

事 業 名 2 情報公開・個人情報保護事務 

担当組織 総務部 総務人事課 

事業目的 
・市民の知る権利の保障及び行政機関の説明責任を果たす。 

・個人情報の適正な取扱いを確保する。 

事業概要 
・情報の開示等を行う。 

・個人情報の開示等を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①情報の開示等 

②個人情報の開示等 

①情報の開示等 

②個人情報の開示等 

①情報の開示等 

②個人情報の開示等 

参考事業費 235千円 235千円 235千円 

 

コード：06020201 基本施策名：広聴･広報の充実 ●主要事業 

事 業 名 3 広報事業 

担当組織 企画財政部 秘書広報課 

事業目的 
・様々な媒体を通して、市政の情報を提供することにより、市民が必要な情報を適

切に得られるようにする。 

事業概要 

・広報紙の編集・発行、ホームページの更新及び維持管理、記者会見等の情報提供

を行う。 

・やしお８４０メール配信サービス、ソーシャルネットワークキングサービス等の

様々な媒体を利用した情報提供の充実を図る。 

・スマートフォン用のアプリの導入について検討する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①広報やしお発行・配布 

②ホームページ維持・管

理・更新 

③記者会見及び情報提供 

④やしお８４０メール配

信サービスの実施 

⑤シティセールスの実施 

⑥スマートフォン向けア

プリの検討 

⑦フィルムコミッション

の検討 

①広報やしお発行・配布 

②ホームページ維持・管

理・更新 

③記者会見及び情報提供 

④やしお８４０メール配

信サービスの実施 

⑤シティセールスの実施 

⑥フィルムコミッション

の設立 

①広報やしお発行・配布 

②ホームページ維持・管

理・更新 

③記者会見及び情報提供 

④やしお８４０メール配

信サービスの実施 

⑤シティセールスの実施 

⑥フィルムコミッション

の運用 

参考事業費 21,561千円 21,391千円 24,920千円 
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コード：06020202 基本施策名：広聴･広報の充実 ●主要事業 

事 業 名 4 広聴事業 

担当組織 企画財政部 秘書広報課 

事業目的 ・市民の市政に関する意見や要望等を的確に把握し、行政運営に反映させる。 

事業概要 

・市民の声ボックス制度の実施、市長とまちづくりを語る集いの開催により、市民

から市政に関する意見や要望等を聴く。 

・各種相談（法律・くらし・税理士・行政書士・不動産・司法書士）を実施し、市

民生活の悩みについて解決を図る。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①市民の声ボックス制度

の実施 

②市民の声アドバイザー

会議の開催 

③市長とまちづくりを語

る集いの開催 

④新聞からの情報収集 

⑤各種相談（法律・くら

し・税理士・行政書士・

不動産・司法書士）の実

施 

①市民の声ボックス制度

の実施 

②市民の声アドバイザー

会議の開催 

③市長とまちづくりを語

る集いの開催 

④新聞からの情報収集 

⑤各種相談（法律・くら

し・税理士・行政書士・

不動産・司法書士）の実

施 

⑥市民意識調査の実施 

①市民の声ボックス制度

の実施 

②市民の声アドバイザー

会議の開催 

③市長とまちづくりを語

る集いの開催 

④新聞からの情報収集 

⑤各種相談（法律・くら

し・税理士・行政書士・

不動産・司法書士）の実

施 

参考事業費 1,897千円 5,097千円 1,897千円 

 

コード：06020301 基本施策名：情報交流の支援 

事 業 名 5 地域情報化推進事業 

担当組織 企画財政部 企画経営課 情報化推進担当、社会保障・税番号制度担当 

事業目的 
・市民同士、また市民と行政が情報交流を行い、コミュニケーションを図れるよう、

セキュリティを確保したネットワークを活用し、地域情報サービスを提供する。 

事業概要 

・地域情報化の実現にあたり、アンケート調査等により市民に対して意見を求める。 

・市民や八潮市を訪れる人々のニーズを反映できるコミュニケーションツールの調

査研究等を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①市ホームページシステ

ム運用の支援 

②八潮市情報化基本計画

（地域情報化）の検討 

③地域情報のコミュニケ

ーションシステムの試

験・検証 

①市ホームページシステ

ム運用の支援 

②八潮市情報化基本計画

（地域情報化）の検討 

③地域情報のコミュニケ

ーションシステムの試

験・検証 

①市ホームページシステ

ム運用の支援 

②八潮市情報化基本計画

（地域情報化）の見直し 

③地域情報のコミュニケ

ーションシステムの試

験・検証 

参考事業費    
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コード：06020302 基本施策名：情報交流の支援 ●主要事業 

事 業 名 6 駅前出張所管理・サービス事業 

担当組織 生活安全部 市民課 

事業目的 

・八潮駅及び周辺商業施設利用者や市南部地域等に居住する市民のみならず、駅を

拠点とするバス網の整備により、市全域からの交通利便性の向上した八潮駅前に

出張所を設け、市民サービスの向上を図る。 

事業概要 

・住民異動届の受付、印鑑登録・戸籍の届出受付、住民票・印鑑証明・戸籍・各種

税証明の交付、市税・税外諸収入の収納、児童手当・こども医療等の届出、一般

旅券の申請受理・交付、印紙の売捌き 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①転入出・転居・世帯変更

届 

②印鑑登録等 

③戸籍の届 

④住民票・戸籍・課税・納

税証明書 

⑤税・料金の収納 

⑥児童手当裁定請求･こど

も医療費登録 

⑦一般旅券の申請受理・交

付 

⑧印紙の売り捌き 

①転入出・転居・世帯変更

届 

②印鑑登録等 

③戸籍の届 

④住民票・戸籍・課税・納

税証明書 

⑤税・料金の収納 

⑥児童手当裁定請求･こど

も医療費登録 

⑦一般旅券の申請受理・交

付 

⑧印紙の売り捌き 

①転入出・転居・世帯変更

届 

②印鑑登録等 

③戸籍の届 

④住民票・戸籍・課税・納

税証明書 

⑤税・料金の収納 

⑥児童手当裁定請求･こど

も医療費登録 

⑦一般旅券の申請受理・交

付 

⑧印紙の売り捌き 

参考事業費 51,780千円 51,780千円 51,780千円 
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第３節 健全で計画的・効率的な行政の体制づくり 

コード：06030101 基本施策名：計画的・効率的な行政の推進 ●主要事業 

事 業 名 7 行政改革推進事業 

担当組織 企画財政部 企画経営課 

事業目的 

・最少の経費で最大の効果（市民サービスの向上）を上げるため、限られた資源（ヒ

ト、モノ、カネ）を有機的に機能させ、事務事業の見直し、職員の意識改革、市

民への説明責任を果たすとともに、総合的、計画的、効果的な行政運営を推進し、

市民満足度の向上を図る。 

事業概要 

・第５次八潮市行政改革大綱・実施計画に基づき、さらなる事務事業の見直しを図

る。 

・社会環境や市民ニーズに対応した市政運営を行うため、行政マネジメントシステ

ムを活用した行政評価（施策評価及び事務事業評価）を行い、さらに、評価の透

明性、客観性を高めるため、事務事業評価及び年次事業評価における外部評価を

実施する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①第5次八潮市行政改革大

綱・実施計画の進行管理 

②行政評価の実施 

③行政マネジメントシス

テム管理運営 

④いきいきやしお改善運

動の実施 

⑤公民連携(PPP、PFI)手法

の活用等 

⑥外部評価の実施 

⑦八潮コンソーシアムの

設置の検討 

⑧既存計画の不断のロー

リングの仕組みの検討 

⑨業務改善の仕組みの検

討 

①第5次八潮市行政改革大

綱・実施計画の進行管理 

②行政評価の実施 

③行政マネジメントシス

テム管理運営 

④いきいきやしお改善運

動の実施 

⑤公民連携(PPP、PFI)手法

の活用等 

⑥外部評価の実施 

⑦八潮コンソーシアムの

設置の検討 

⑧既存計画の不断のロー

リングの仕組みの検討 

⑨業務改善の仕組みの検

討 

⑩第6次八潮市行政改革大

綱・実施計画の策定準備 

①第5次八潮市行政改革大

綱・実施計画の進行管理 

②行政評価の実施 

③行政マネジメントシス

テム管理運営 

④いきいきやしお改善運

動の実施 

⑤公民連携(PPP、PFI)手法

の活用等 

⑥外部評価の実施 

⑦八潮コンソーシアムの

設置の検討 

⑧既存計画の不断のロー

リングの仕組みの決定 

⑨業務改善の仕組みの構

築 

⑩第6次八潮市行政改革大

綱・実施計画の策定 

参考事業費 780千円 790千円 1,380千円 
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コード：06030102 基本施策名：計画的・効率的な行政の推進 ●主要事業 

事 業 名 8 計画行政推進事業 

担当組織 企画財政部 企画経営課 

事業目的 

・戦略的な自治体経営を推進するため各部局間の施策調整を行い、第５次八潮市総

合計画の着実な進行を図る。 

・八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略に係る事業の成果検証を行い、必要に応

じて見直しの検討を行う。 

事業概要 

・第５次八潮市総合計画の進行管理を行う。 

・八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略の進行管理を行う。 

・権限移譲を推進していく。 

・八潮市総合教育大綱の進行管理を行う。 

・ふるさと納税寄附の受付・管理を行う。 

・2020年東京オリンピック・パラリンピックを活用した地域活性化推進首長連合の

正会員として、地域活性化等に向けた取組を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①第5次八潮市総合計画進

行管理 

②権限移譲等の事務 

③実施計画事務 

④指定管理者制度に関す

る事務 

⑤八潮市まち・ひと・しご

と創生総合戦略成果検

証 

⑥ふるさと納税寄附者に

対する返礼品贈呈の実

施 

⑦総合教育会議、教育大綱

に関すること 

⑧ 2020東京オリンピッ

ク・パラリンピックを活

用した地域活性化推進

首長連合への参加 

①第5次八潮市総合計画進

行管理 

②権限移譲等の事務 

③実施計画事務 

④指定管理者制度に関す

る事務 

⑤八潮市まち・ひと・しご

と創生総合戦略成果検

証・次期総合戦略策定 

⑥ふるさと納税寄附者に

対する返礼品贈呈の実

施 

⑦総合教育会議、教育大綱

に関すること 

⑧2020 東京オリンピッ

ク・パラリンピックを活

用した地域活性化推進

首長連合への参加 

①第5次八潮市総合計画進

行管理・見直し 

②権限移譲等の事務 

③実施計画事務 

④指定管理者制度に関す

る事務 

⑤八潮市まち・ひと・しご

と創生総合戦略成果検

証 

⑥ふるさと納税寄附者に

対する返礼品贈呈の実

施 

⑦総合教育会議、教育大綱

に関すること 

⑧ 2020東京オリンピッ

ク・パラリンピックを活

用した地域活性化推進

首長連合への参加 

参考事業費 5,527千円 13,796千円 5,527千円 
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コード：06030103 基本施策名：計画的・効率的な行政の推進 

事 業 名 9 公用車管理事業 

担当組織 企画財政部 財政課 

事業目的 ・共用車の一括管理による保有台数の適正化及び維持経費等の抑制を図る。 

事業概要 
・共用車の一括管理（運行管理・維持管理・貸出等）を行なうと共に、計画的な車

両の入替え及び安全運転を推進する。                   

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①共用車の運行及び維持

管理、安全運転の推進 

①共用車の運行及び維持

管理、安全運転の推進                    

①共用車の運行及び維持

管理、安全運転の推進 

参考事業費 9,183千円 9,183千円 9,183千円 

 

コード：06030104 基本施策名：計画的・効率的な行政の推進 

事 業 名 10 共通物品購入管理事業 

担当組織 企画財政部 財政課 

事業目的 
・行政事務に用いる文具、紙等の消耗品（共通物品）の購入管理を一括して行い、

調達の効率化を図る。 

事業概要 

・各所属に共通物品の次年度請求につき照会して請求内容を取りまとめ、予算措置

のうえ、共通物品の品目ごとに単価購入契約を締結して必要量を購入し、各所属

からの請求に基づいて共通物品を交付する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①文具、紙等の消耗品（共

通物品）の購入及び在庫

管理 

②各所属への交付 

 

※本市のシティセールス

の一環として、市名入り封

筒について、ハッピーこま

ちゃんのデザインを入れ

て印刷する。 

①文具、紙等の消耗品（共

通物品）の購入及び在庫

管理 

②各所属への交付 

 

※本市のシティセールス

の一環として、市名入り封

筒について、ハッピーこま

ちゃんのデザインを入れ

て印刷する。 

①文具、紙等の消耗品（共

通物品）の購入及び在庫

管理 

②各所属への交付 

 

※本市のシティセールス

の一環として、市名入り封

筒について、ハッピーこま

ちゃんのデザインを入れ

て印刷する。 

参考事業費 6,570千円 6,570千円 6,570千円 
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コード：06030105 基本施策名：計画的・効率的な行政の推進 

事 業 名 11 契約事務 

担当組織 企画財政部 財政課 

事業目的 

・市の発注する建設工事、設計・調査・測量、土木施設維持管理、その他の物品等

の調達等について、地方自治法、八潮市契約規則等に基づく競争入札により、契

約先を決定する。 

事業概要 

・入札参加資格業者の格付け及び登録を行い、指名委員会を開催して、指名競争入

札参加業者の指名、制限付一般競争入札の参加要件の決定等を行うとともに、競

争入札を執行して契約先を決定する。また、年間工事発注見通しの取りまとめ、

公共事業費調査、指名停止措置、小規模建設工事等契約希望者の登録、入札結果

等の公表、その他入札及び契約関係全般に関する事務を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①入札参加資格業者の格

付け及び登録(定期登

録) 

②競争入札の執行 

③年間工事発注見通しの

取りまとめ 

④公共事業費調査 

⑤指名停止措置 

⑥小規模建設工事等契約

希望者の登録 

⑦入札結果等の公表 

①入札参加資格業者の格

付け及び登録(追加登

録) 

②競争入札の執行 

③年間工事発注見通しの

取りまとめ 

④公共事業費調査 

⑤指名停止措置 

⑥小規模建設工事等契約

希望者の登録 

⑦入札結果等の公表 

①入札参加資格業者の格

付け及び登録(定期登

録) 

②競争入札の執行 

③年間工事発注見通しの

取りまとめ 

④公共事業費調査 

⑤指名停止措置 

⑥小規模建設工事等契約

希望者の登録 

⑦入札結果等の公表 

参考事業費 3,084千円 1,850千円 3,459千円 

 

コード：06030201 基本施策名：行政組織の効率化と人材育成 

事 業 名 12 行政組織等管理事務 

担当組織 企画財政部 企画経営課 

事業目的 

・多様化した市民の行政ニーズに迅速かつ的確に対応し、第５次八潮市総合計画に

掲げる事業を効率的かつ効果的に実施するため、状況に応じた行政組織の見直し

を行うとともに、職員定数の適正化を図る。 

事業概要 

・各部の現状・課題の把握や積極的な民間委託(指定管理者制度)の導入など事務事

業の見直し手法を探るため、毎年ヒアリングを実施する。必要に応じて組織の見

直しを図り、「八潮市定員管理計画」に基づき、適正な定数の決定をしていく。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①定員管理調査及び定員

管理診断の実施 

②職員定数の決定 

①定員管理調査及び定員

管理診断の実施 

②職員定数の決定 

①定員管理調査及び定員

管理診断の実施 

②職員定数の決定 

③定員管理計画（Ｈ３３

～）の策定 

参考事業費    
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コード：06030202 基本施策名：行政組織の効率化と人材育成 ●主要事業 

事 業 名 13 人事管理事務 

担当組織 総務部 総務人事課 

事業目的 

・給与・勤務条件をはじめとする様々な職場環境の整備・充実を図ることで、職場

の職務に対する意欲を維持・向上、職場を活性化させ、もってより良い市民サー

ビスの提供に努める。 

事業概要 ・給与の支給、職員の採用・昇任・異動等の人事管理を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①給与の支給、職員の採

用・昇任・異動等の人事

管理 

②給与システムを利用し

た事務事業の改善 

③会計年度任用職員制度

のためのシステム改修 

④保守点検(H30システム

改修分の保守含む） 

①給与の支給、職員の採

用・昇任・異動等の人事

管理 

②保守点検（H30システム

改修分の保守含む） 

①給与の支給、職員の採

用・昇任・異動等の人事

管理 

②保守点検(H30システム

改修分の保守含む） 

参考事業費 35,709千円 23,066千円 23,066千円 

 

コード：06030203 基本施策名：行政組織の効率化と人材育成 ●主要事業 

事 業 名 14 人材育成推進事業 

担当組織 総務部 総務人事課 

事業目的 
・職務の効率的・効果的な遂行のため、職員一人ひとりの能力や可能性を最大限に

引き出すとともに、職員の資質の向上を図る。 

事業概要 ・人材育成基本方針に基づき、継続的に適切な研修を実施する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①八潮市人材育成基本方

針に基づく研修の実施。

職場外研修として基本

研修・専門研修・派遣研

修等を実施 

②女性管理職登用促進に

向け、自治大学校の特別

課程への派遣研修と内

部研修を実施 

①八潮市人材育成基本方

針に基づく研修の実施。

職場外研修として基本

研修・専門研修・派遣研

修等を実施 

②女性管理職登用促進に

向け、自治大学校の特別

課程への派遣研修と内

部研修を実施 

①八潮市人材育成基本方

針に基づく研修の実施。

職場外研修として基本

研修・専門研修・派遣研

修等を実施 

②女性管理職登用促進に

向け、自治大学校の特別

課程への派遣研修と内

部研修を実施 

参考事業費 3,416千円 3,416千円 3,416千円 
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コード：06030204 基本施策名：行政組織の効率化と人材育成 

事 業 名 15 職員福利厚生事業 

担当組織 総務部 総務人事課 

事業目的 
・良質な市民サービスの提供には、職員が心身ともに良好な状態でなければならな

い。このため、職員に対し各種福利厚生事業を実施する。 

事業概要 ・職員の心身の健康を維持・促進するため、継続的に各種福利厚生事業を実施する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①職員健康診断 

②衛生委員会 

③公務災害補償 

④職員互助会への助成 

⑤職員住宅の管理 

⑥その他の福利厚生に関

する事務 

①職員健康診断 

②衛生委員会 

③公務災害補償 

④職員互助会への助成 

⑤職員住宅の管理 

⑥その他の福利厚生に関

する事務 

①職員健康診断 

②衛生委員会 

③公務災害補償 

④職員互助会への助成 

⑤職員住宅の管理 

⑥その他の福利厚生に関

する事務 

参考事業費 14,648千円 14,648千円 14,648千円 

 

コード：06030301 基本施策名：行政事務の電子化 

事 業 名 16 情報機器・ネットワーク管理事務 

担当組織 企画財政部 企画経営課 情報化推進担当、社会保障・税番号制度担当 

事業目的 

・庁内共通のネットワーク及びシステムの円滑な運用、見直しによる更なる事務の

効率化を目指すとともに、様々な情報を安全に運用できるようセキュリティレベ

ルの高い環境を構築する。 

事業概要 

・市域行政ネットワークの運用管理 

・インターネット通信の運用管理 

・総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）の運用管理 

・複合機の運用管理 

・ネットワーク運用管理業務の充実（外部委託による維持管理、より最適なネット

ワーク環境の構築の検討） 

・カード認証及び生体認証による業務権限の運用管理 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①ファイル共有サーバ、ネ

ットワーク管理システ

ム及びクライアントの

更新 

②埼玉県情報セキュリテ

ィクラウドへの接続 

③ＬＧＷＡＮの運用管理 

④複合機の運用管理 

⑤ネットワーク管理の外

部委託 

①ファイル共有サーバの

管理及びネットワーク

管理システム、クライア

ントの更新 

②埼玉県情報セキュリテ

ィクラウドへの接続 

③ＬＧＷＡＮの運用管理 

④複合機の運用管理 

⑤ネットワーク管理の外

部委託 

①ファイル共有サーバの

管理及びネットワーク

管理システム及びクラ

イアントの更新 

②埼玉県情報セキュリテ

ィクラウドへの接続 

③ＬＧＷＡＮの運用管理 

④複合機の運用管理 

⑤ネットワーク管理の外

部委託 

参考事業費 102,821千円 94,860千円 95,408千円 
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コード：06030302 基本施策名：行政事務の電子化 

事 業 名 17 基幹系情報処理業務管理事務 

担当組織 企画財政部 企画経営課 情報化推進担当、社会保障・税番号制度担当 

事業目的 
・住民サービスの向上を目指し、行政事務の基幹系情報処理業務の正確で安定した

運用を図る。 

事業概要 
・基幹系情報処理業務は、従来の職員直営型の情報処理業務を外部委託するととも

に、自治体クラウド型サービスを利用する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①基幹系情報処理システ

ムのサービス共通利用

及び業務共通外部委託

の実施 

②次期システムサービス

の検討 

③次期システム更新 

①基幹系情報処理システ

ムのサービス共通利用

及び業務共通外部委託

の実施 

②次期システムサービス

の検討 

①基幹系情報処理システ

ムのサービス共通利用

及び業務共通外部委託

の実施 

②次期システムサービス

の検討 

③次期システム更新準備 

参考事業費 131,003千円 132,153千円 133,304千円 

 

コード：06030303 基本施策名：行政事務の電子化 

事 業 名 18 行政情報化推進事業 

担当組織 企画財政部 企画経営課 情報化推進担当、社会保障・税番号制度担当 

事業目的 

・現在の情報化社会に対応した八潮市情報化基本計画の見直しに向けた検討を行う。

また、全国自治体・地域を連携する共通の基盤づくりを進め、ネットワークを利

用した公的サービスの拡大と、行政と住民との有用な情報の流通を図る。 

事業概要 

・埼玉県電子申請共同システムサービスの共同利用 

・八潮市情報化基本計画の見直しに向けた検討 

・地方税電子申告の運用支援 

・公的個人認証サービス機器保守、マイナンバー対応 

・埼玉県東南部５市１町の公共施設等の予約システム「まんまるよやくシステム」

の運用支援 

・他部署庁内システムサービス及び機器の更新支援 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①埼玉県市町村電子申請

共同システム更新 

②八潮市情報化基本計画

の検討 

③地方税電子申告の運用

支援 

④公的個人認証サービス

の機器保守 

⑤「まんまるよやくシステ

ム」の運用支援 

⑥他部署庁内システムサ

ービス及び機器の更新

支援 

①埼玉県市町村電子申請

共同システム更新 

②八潮市情報化基本計画

の検討 

③地方税電子申告の運用

支援 

④公的個人認証サービス

の機器保守 

⑤「まんまるよやくシステ

ム」の運用支援 

⑥他部署庁内システムサ

ービス及び機器の更新

支援 

①埼玉県市町村電子申請

共同システム更新 

②八潮市情報化基本計画

の見直し 

③地方税電子申告の運用

支援 

④公的個人認証サービス

の機器保守 

⑤「まんまるよやくシステ

ム」の運用支援 

⑥他部署庁内システムサ

ービス及び機器の更新

支援 

参考事業費 495千円 500千円 718千円 
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コード：06030306 基本施策名：行政事務の電子化 

事 業 名 19 社会保障・税番号制度管理事務 

担当組織 企画財政部 企画経営課 情報化推進担当、社会保障・税番号制度担当 

事業目的 
・番号制度を導入し、業務の見直しや情報連携を行って市民の利便性の向上や行政

事務の効率化を図り、以て社会保障や税負担の公平化を図る。 

事業概要 
・番号制度に係る庁内連絡調整、機器・システムの借上げ・管理、特定個人情報保

護評価の取りまとめ等を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①個人番号カード交付に

伴う臨時職員賃金関係、

機器賃貸借関係（統合端

末関係、団体内統合宛名

サーバー関係、中間サー

バー接続端末関係）、負

担金（中間サーバー・プ

ラットフォーム）等 

①個人番号カード交付に

伴う臨時職員賃金関係、

機器賃貸借関係（統合端

末関係、団体内統合宛名

サーバー関係、中間サー

バー接続端末関係）、負

担金（中間サーバー・プ

ラットフォーム）等 

①個人番号カード交付に

伴う臨時職員賃金関係、

機器賃貸借関係（統合端

末関係、団体内統合宛名

サーバー関係、中間サー

バー接続端末関係）、負

担金（中間サーバー・プ

ラットフォーム）等 

参考事業費 25,788千円 25,790千円 26,038千円 

 

コード：06030401 基本施策名：健全で柔軟な財政運営 

事 業 名 20 市民税賦課事務 

担当組織 総務部 市民税課 

事業目的 ・市が実施する様々な事業を展開するために、自主財源を確保する。 

事業概要 
・個人市民税に関する賦課事務を行う。 

・法人市民税に関する賦課事務を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①個人市民税の賦課調定、

申告指導、賦課資料調

査、統計報告等に関する

こと 

②法人市民税の賦課調定、

統計、報告等に関するこ

と 

①個人市民税の賦課調定、

申告指導、賦課資料調

査、統計報告等に関する

こと 

②法人市民税の賦課調定、

統計、報告等に関するこ

と 

①個人市民税の賦課調定、

申告指導、賦課資料調

査、統計報告等に関する

こと 

②法人市民税の賦課調定、

統計、報告等に関するこ

と 

参考事業費 30,132千円 19,441千円 19,441千円 
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コード：06030402 基本施策名：健全で柔軟な財政運営 

事 業 名 21 諸税賦課事務 

担当組織 総務部 市民税課 

事業目的 ・市が実施する様々な事業を展開するために、自主財源を確保する。 

事業概要 

・軽自動車税に関する賦課事務を行う。 

・原動機付自転車、小型特殊自動車の標識の交付及び返納に関する事務を行う。 

・市たばこ税に関する賦課事務を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①軽自動車税の賦課調定

に関すること 

②原動機付自転車、小型特

殊自動車の標識の交

付・返納に関すること 

③市たばこ税の賦課調定

に関すること 

①軽自動車税の賦課調定

に関すること 

②原動機付自転車、小型特

殊自動車の標識の交

付・返納に関すること 

③市たばこ税の賦課調定

に関すること 

①軽自動車税の賦課調定

に関すること 

②原動機付自転車、小型特

殊自動車の標識の交

付・返納に関すること 

③市たばこ税の賦課調定

に関すること 

参考事業費 3,712千円 3,730千円 913千円 

 

コード：06030403 基本施策名：健全で柔軟な財政運営 

事 業 名 22 税証明事務 

担当組織 総務部 市民税課 

事業目的 ・地方税法に定められている証明の発行及び市民サービス等を行う。 

事業概要 
・納税証明、課税証明等に関する事務を行う。 

・自動車の臨時運行許可に関する事務を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①納税証明、課税証明等に

関すること。 

②自動車の臨時運行許可

に関すること。 

①納税証明、課税証明等に

関すること。 

②自動車の臨時運行許可

に関すること。 

①納税証明、課税証明等に

関すること。 

②自動車の臨時運行許可

に関すること。 

参考事業費 243千円 247千円 247千円 

 

コード：06030404 基本施策名：健全で柔軟な財政運営 

事 業 名 23 固定資産税等賦課事務 

担当組織 総務部 資産税課 

事業目的 
・自主財源の多くを占める固定資産税及び都市計画税を確保するため、市内に土地、

家屋及び償却資産を所有する個人及び法人に対し、適正かつ公平な課税を行う。 

事業概要 ・固定資産税及び都市計画税の賦課事務全般を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①固定資産税及び都市計

画税の賦課 

①固定資産税及び都市計

画税の賦課 

①固定資産税及び都市計

画税の賦課 

参考事業費 57,904千円 61,753千円 48,583千円 
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コード：06030405 基本施策名：健全で柔軟な財政運営 

事 業 名 24 市税収納事務 

担当組織 総務部 納税課 

事業目的 
・納税率を向上させるため、現年・滞繰ともに滞納処分の強化を図り、自主財源で

ある市税等の収入を確保する。 

事業概要 

・納期内納付の推奨、現年度未納分の早期処分を図る。 

・速やかな財産調査により担税力を確認し、滞納繰越分の差押・処分停止等、滞納

処分による事案解決を促進する。 

・市税等の収納管理を適切に行い、過誤納金の還付・充当処理を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①市税等の徴収、納税相

談、実態調査及び滞納処

分事務 

②市税等の口座振替事務 

③コンビニ収納事務 

④督促、催告事務 

⑤過誤納金の還付及び充

当処理事務 

①市税等の徴収、納税相

談、実態調査及び滞納処

分事務 

②市税等の口座振替事務 

③コンビニ収納事務 

④督促、催告事務 

⑤過誤納金の還付及び充

当処理事務 

①市税等の徴収、納税相

談、実態調査及び滞納処

分事務 

②市税等の口座振替事務 

③コンビニ収納事務 

④督促、催告事務 

⑤過誤納金の還付及び充

当処理事務 

参考事業費 90,793千円 90,793千円 90,793千円 

 

コード：06030406 基本施策名：健全で柔軟な財政運営 

事 業 名 25 財政事務 

担当組織 企画財政部 財政課 

事業目的 

・財政規律に充分に配慮した予算編成を行い、財務会計システムを活用しながら、

その適正な執行管理を行う。また、財政状況等の公表について、先進自治体の取

組事例の調査研究を行い、市民に分かりやすい情報提供に努める。 

事業概要 

・予算～執行～決算までの財務処理を行うため、適切に財務会計システムの維持管

理及び更新を行う。また、地方自治法に基づく年２回の財政状況の公表、総務省

の示す統一的な基準による財務諸表の公表、当初（補正）予算に関する情報の開

示など、分かりやすい財政情報の公表を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①予算編成事務（予算書の

印刷等） 

②財政（決算）状況の公表

（主要な施策の印刷） 

③財務諸表の作成及び公

表 

④財務会計システムの維

持管理 

⑤東部都市財政研究会 

①予算編成事務（予算書の

印刷等） 

②財政（決算）状況の公表

（主要な施策の印刷） 

③財務諸表の作成及び公

表 

④財務会計システムの更

新 

⑤東部都市財政研究会 

①予算編成事務（予算書の

印刷等） 

②財政（決算）状況の公表

（主要な施策の印刷） 

③財務諸表の作成及び公

表 

④財務会計システムの維

持管理 

⑤東部都市財政研究会 

参考事業費 20,839千円 20,839千円 20,839千円 
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コード：06030407 基本施策名：健全で柔軟な財政運営 ●主要事業 

事 業 名 26 財政健全化事業 

担当組織 企画財政部 財政課 

事業目的 
・地方公共団体の財政の健全化に関する法律（財政健全化法）等の趣旨を踏まえ、

公営企業等を含めた財政の健全化を図る。 

事業概要 

・財政健全化法による健全化判断比率等の適正化を図りながら、健全で柔軟な財政

運営を行う。 

・各種基金の活用、公債費負担の適正化を踏まえた予算編成や、資金管理など適切

な予算管理を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①財政健全化法に基づく

健全化判断比率等の算

定 

②算定結果の検証 

③当該比率の検証結果を

公債費負担の適正化、資

金管理、予算編成などに

活用 

①財政健全化法に基づく

健全化判断比率等の算

定 

②算定結果の検証 

③当該比率の検証結果を

公債費負担の適正化、資

金管理、予算編成などに

活用 

①財政健全化法に基づく

健全化判断比率等の算

定 

②算定結果の検証 

③当該比率の検証結果を

公債費負担の適正化、資

金管理、予算編成などに

活用 

参考事業費    
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第４節 公共施設資産の管理体制づくり 

コード：06040101 基本施策名：公共施設等の計画的整備と資産の有効活用 ●主要事業 

事 業 名 27 アセットマネジメント推進事業 

担当組織 企画財政部 アセットマネジメント推進課 

事業目的 

・将来的な人口動態や財政運営、市民要望などを的確に見極めた上で、公共施設を

一つの経営資源として捉え、施設の統廃合や複合化・長寿命化・民間活力の活用

方策等を含め、アセットマネジメントの各種取組を推進する。 

事業概要 

・公共施設マネジメントアクションプランに基づく取組の実行 

・リーディングプロジェクト実施にあたり官民連携に係る可能性調査の実施 

・アクションプランの公表と有識者によるパネルディスカッションの実施 

・リーディングプロジェクトの基本構想策定における市民ワークショップの実施 

・専門委員による取組の評価と知識の活用 

・実施計画や予算編成と連動した施設保全の優先順位の取組を実行 

・公共施設マネジメント推進委員会の実施 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①新スポーツ施設整備プ

ロジェクト基本計画策

定 

②跡地利用の基本計画策

定 

③事業手法の検討 

④官民連携実施方針案の

作成 

⑤第三者機関運用 

⑥ファシリティマネジメ

ント取組 

⑦情報管理システム導入 

①新スポーツ施設整備プ

ロジェクト要求水準書

作成・事業者選定 

②跡地利用事業実施 

③第三者機関運用 

④ファシリティマネジメ

ント取組 

⑤情報管理システム運用 

①新スポーツ施設整備プ

ロジェクト事業者契約 

②新スポーツ施設整備プ

ロジェクトSPC設計協議 

③第三者機関運用 

④ファシリティマネジメ

ント取組 

⑤情報管理システム運用 

⑥公共施設マネジメント

白書作成 

参考事業費 21,567千円 25,822千円 7,646千円 
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コード：06040102 基本施策名：公共施設等の計画的整備と資産の有効活用 

事 業 名 28 庁舎管理事業 

担当組織 企画財政部 財政課 

事業目的 
・建築基準法、ビル管理法等関係法令に基づき、施設の適正な維持管理の実施及び

施設の機能を適切に保持し、適正な執務環境を維持する。 

事業概要 ・法令に基づく機械設備の保守点検、執務環境の整備 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①庁舎及び機械設備の維

持管理、宿日直、電話交

換、備品検査等に関する

こと 

②電話交換機入替え 

③機械警備入札 

④フロン排出抑制点検業

務 

⑤庁舎ガス空調機器点検

業務 

⑥ＰＰＳ入札 

①庁舎及び機械設備の維

持管理、宿日直、電話交

換、備品検査等に関する

こと 

②庁舎清掃業務委託入札 

③電話交換業務委託入札 

④庁舎ガス空調機器保守

業務委託 

①庁舎及び機械設備の維

持管理、宿日直、電話交

換、備品検査等に関する

こと 

②庁舎設備維持管理（自家

発オーバーホール） 

③庁舎ガス空調機器保守

業務委託 

参考事業費 97,866千円 82,710千円 82,710千円 

 

コード：06040103 基本施策名：公共施設等の計画的整備と資産の有効活用 

事 業 名 29 公有財産管理事業 

担当組織 企画財政部 財政課 

事業目的 
・公有財産の適正な維持管理を行うと共に、未利用地の処分及び有効利用を図る。 

・行政活動や市民活動における事故等に適切に対応する。 

事業概要 

・公有財産の適正な維持管理及び財産台帳の管理を行う。 

・全国市有物件建物総合損害共済に加入する。（火災に備える） 

・全国市長会市民総合賠償補償保険に加入する。（市事業に参加する市民の事故に備

える） 

・市有地除草等を実施する。  

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①建物保険の加入 

②市民賠償補償保険の加

入 

③市有地の除草等 

④財産台帳の保守管理 

⑤土地鑑定料 

⑥市有地防護柵管理業務

委託 

①建物保険の加入 

②市民賠償補償保険の加

入 

③市有地の除草等 

④財産台帳の保守管理 

⑤建設資材置場の劣化診

断 

①建物保険の加入 

②市民賠償補償保険の加

入 

③市有地の除草等 

④財産台帳の保守管理 

⑤建設資材置場改修に係

る実施設計 

参考事業費 7,929千円 6,905千円 6,905千円 
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コード：06040104 基本施策名：公共施設等の計画的整備と資産の有効活用 

事 業 名 30 本庁舎等改修事業 

担当組織 企画財政部 財政課 

事業目的 

・本庁舎の耐震性には、問題があるため公共施設等調査特別委員会などに諮り、庁

舎の建替えの方向性の方針が決定し、今年度より、新庁舎整備担当ができ、建替

えの準備を実施して行きますが、建替えまでには数年かかるため、それまでは、

庁舎及び敷地内等の改修を行い維持して行く必要がある。 

事業概要 ・適時必要な改修を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

・適時必要な改修を行う。 

・庁舎東通用門夜間駐車場

改修を行う。 

・庁舎東側棟竪樋改修を行

う。 

・適時必要な改修を行う。 ・適時必要な改修を行う。 

参考事業費 4,333千円   

 

コード：06040105 基本施策名：公共施設等の計画的整備と資産の有効活用 

事 業 名 31 新庁舎整備事業 

担当組織 企画財政部 財政課 

事業目的 
・平成28年11月に策定した「八潮市庁舎耐震化方針」に基づき、建替えによる庁舎

の整備を行う。 

事業概要 

・基本構想では、新庁舎の基本理念・基本方針、機能、場所等を整理する。 

続いて、基本計画では、構想の考えを具体的に示し、その後の手法や設計等への

要求事項を決定する。また、庁舎整備基金（H27.9創設）への積立てを行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①基本計画の策定 

②基本計画策定審議会の

運営 

③PFI導入可能性調査の実

施 

④庁舎整備基金への積立

て 

【PFI方式の場合】 

・事業者の選定手続 

【DB方式の場合】 

・DB整備事業 

【従来方式の場合】 

・基本設計 

①庁舎整備基金への積立

て 

【PFI方式の場合】 

・事業者の選定手続 

・PFI整備事業 

【DB方式の場合】 

・DB整備事業 

・新庁舎への移行計画準備 

【従来方式の場合】 

・実施設計 

参考事業費 321,666千円 300,000千円  
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第５節 広域的な連携体制づくり 

コード：06050101 基本施策名：広域的な連携の強化 ●主要事業 

事 業 名 32 広域行政推進事業 

担当組織 企画財政部 企画経営課 

事業目的 ・複雑化、多様化する行政課題を効率的に解決するため、広域で連携して取り組む。 

事業概要 

・埼玉県東南部地域に位置する５市１町（草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川

市、松伏町）において、共通する行政課題に対し、埼玉県東南部都市連絡調整会

議を通して調査研究し、解決に向け取り組む。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①埼玉県東南部都市連絡

調整会議において、多様

化する行政課題につい

て５市１町で連携し調

査・研究を行う。 

①埼玉県東南部都市連絡

調整会議において、多様

化する行政課題につい

て５市１町で連携し調

査・研究を行う。 

①埼玉県東南部都市連絡

調整会議において、多様

化する行政課題につい

て５市１町で連携し調

査・研究を行う。 

参考事業費 1,008千円 1,008千円 1,008千円 

 

コード：06050102 基本施策名：広域的な連携の強化 ●主要事業 

事 業 名 33 広域連携事業 

担当組織 市民活力推進部 市民協働推進課 

事業目的 

・埼玉県東南部都市連絡調整会議による公共施設の相互利用等、市域を超えて行わ

れている市民生活に対応した行政サービスが提供できるよう広域的な連携を強化

する。 

事業概要 

・埼玉県東南部都市連絡調整会議で協議し、まんまるよやく（埼玉県東南部地域公

共施設予約案内システム）の利便性の向上と充実を図るため、不具合や利用状況

の把握に努める。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①広域行政の連絡調整に

よる行政課題の調査、研

究 

②まんまるよやくの共同

運営 

③運営事業負担金の支出 

①広域行政の連絡調整に

よる行政課題の調査、研

究 

②まんまるよやくの共同

運営 

③運営事業負担金の支出 

①広域行政の連絡調整に

よる行政課題の調査、研

究 

②まんまるよやくの共同

運営 

③運営事業負担金の支出 

参考事業費 5,281千円 5,281千円 5,281千円 
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コード：06050201 基本施策名：県及び他市区町村との協力関係の構築・強化 

事 業 名 34 広域協力体制構築事業 

担当組織 企画財政部 企画経営課 

事業目的 

・市民が利便性の高い生活を送ることができるよう、関係自治体との協力関係を強

化し、広域的な行政サービスの提供を図る。 

・市民が安心して、生活できるよう、関係自治体との連携の強化を推進する。 

事業概要 

・交通網の整備や防災・減災対策等、広域的な対応が重要な施策、事業を効果的に

推進するため、県及び他市区町村との協力体制を構築し、その関係を強化する。 

・また、つくばエクスプレス沿線自治体との交流や連携を推進する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①関係自治体と情報交換

等を行う。 

②広域的な連携体制につ

いて、調査・研究する。 

①関係自治体と情報交換

等を行う。 

②広域的な連携体制につ

いて、調査・研究する。 

①関係自治体と情報交換

等を行う。 

②広域的な連携体制につ

いて、調査・研究する。 

参考事業費    
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３３  第第５５次次八八潮潮市市総総合合計計画画基基本本計計画画対対象象外外のの事事務務事事業業  

 

コード：99999901 基本施策名： 

事 業 名 1 統計事務 

担当組織 企画財政部 企画経営課 

事業目的 

・統計事務の研究、統計制度の改善及び統計思想の普及を図る。（統計協会、統計事

務研究会） 

・国及び県が行う統計調査を円滑に行うため、登録調査員を確保し、その資質の向

上を図る。（調査員確保対策事業）  

・『統計やしお』を発行する。（行政資料の提供） 

事業概要 

・埼玉県統計協会、統計事務研究会埼玉県連合会及び東部ブロック研究会において、

統計に関する調査・研究、研修等を行う。 

・統計功労者の表彰の推薦を行う。 

・各種統計調査を円滑に行うために、登録調査員の確保と、その資質向上を目的に

視察研修等を実施する。 

・『統計やしお』を作成する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①埼玉県統計協会・統計事

務研究会埼玉県連合会

東部ブロック研究会             

②登録調査員視察研修会            

③『統計やしお』の発行 

①埼玉県統計協会・統計事

務研究会埼玉県連合会

東部ブロック研究会             

②登録調査員視察研修会            

③『統計やしお』の発行 

①埼玉県統計協会・統計事

務研究会埼玉県連合会

東部ブロック研究会             

②登録調査員視察研修会            

③『統計やしお』の発行 

参考事業費 221千円 226千円 226千円 

 

コード：99999902 基本施策名： 

事 業 名 2 工業統計調査事務 

担当組織 企画財政部 企画経営課 

事業目的 
・製造業に属する事業所の実態を明らかにするとともに、行政諸施策や企業経営の

基礎資料を得ることを目的とする。 

事業概要 

・製造業に属する事業所の、従業員や製造品出荷額等を調査する。 

・従業員が４人以上の事業所が本調査対象で、従業員３人以下の事業所については

事業所名や製造品、活動の状態を確認する。 

・調査方法は、国が直接郵送・回収する国担当調査と、調査員調査を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①調査の実施 ①調査の実施 ①国勢調査実施のため中

止見込み 

②平成34年調査に向け事

前準備を実施 

参考事業費 2,245千円 2,254千円 7千円 
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コード：99999903 基本施策名： 

事 業 名 3 学校基本調査事務 

担当組織 企画財政部 企画経営課 

事業目的 
・学校教育法に規定されている学校に関する基本的事項を調査し、学校教育行政上

の基礎資料を得る。 

事業概要 

・学級数、児童数等学校に関する基本的事項を調査する。 

・調査対象は市内小中学校、幼稚園、認定こども園。調査対象により、教育委員会

と分担して調査を行う。 

（調査対象） 

  小中学校→教育委員会で調査 

  幼稚園、認定こども園→統計担当で調査 

年度別計画 
Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①調査の実施 ①調査の実施 ①調査の実施 

参考事業費 14千円 15千円 15千円 

 

コード：99999904 基本施策名： 

事 業 名 4 県単統計調査事務 

担当組織 企画財政部 企画経営課 

事業目的 

・県内に居住する住民の異動状況及び市区町村別人口・世帯の実態を把握する。（埼

玉県住民異動月報） 

・市町村の町（丁）字別の年齢別及び男女別人口を把握し、人口に関する小地域統

計調査情報を整備し、各種行政施策その他の基礎資料とする。（埼玉県町（丁）字

別人口調査） 

事業概要 

・毎月末日の世帯数、男女別人口、出生数・死亡数、男女別県内市区町村間及び県

外転入転出人口を主要調査事項として報告する。（埼玉県住民異動月報）                                       

・町（丁）字別の年齢別及び男女別人口を明らかにし、人口に関する小地域統計情

報を整備し、各種行政施策の基礎資料を提供する。（埼玉県町（丁）字別人口調査） 

年度別計画 
Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①調査の実施 ①調査の実施 ①調査の実施 

参考事業費 57千円 59千円 59千円 
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コード：99999905 基本施策名： 

事 業 名 5 経済センサス事務 

担当組織 企画財政部 企画経営課 

事業目的 

・統計法に基づく基幹統計調査で、農林漁業を除く全ての事業所・企業の活動状態

を調査し、我が国における事業所及び企業の産業、従業者規模の基本的構造を全

国及び地域的に明らかにするとともに、各種統計調査実施のための母集団名デー

タを得ることを目的とする。 

事業概要 

・経済センサスは、事業所・企業の基本的構造を明らかにする「基礎調査」と事業

所・企業の経済活動の状況を明らかにする「活動調査」から成り立っている。 

・従業者数や資本金、収入金額や各種費用等を調査する。 

・回答方法としては、調査員による直接回収、郵送、オンライン回答がある。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①調査区管理 ①調査区管理 

②事業所母集団情報の整

備（経済センサス-基礎

調査） 

①調査区管理 

②事業所母集団情報の整

備（経済センサス-基礎

調査） 

③経済センサス-活動調査

の準備 

参考事業費 8千円 9千円 76千円 

 

コード：99999907 基本施策名： 

事 業 名 6 住宅・土地統計調査事務 

担当組織 企画財政部 企画経営課 

事業目的 

・我が国における住戸（住宅及び住宅以外で人が居住する建物）に関する実態並び

に現住居以外の住宅及び土地の保有状況、その他の住宅等に居住している世帯に

関する実態を調査し、その現状と推移を明らかにすることにより、住生活関連諸

施策の基礎資料を得ることを目的とする。 

事業概要 

・単位区設定は、調査区内の全ての建物を調査し、住宅及び住宅以外で人が居住し

ている建物を漏れなく把握する。 

・本調査は、調査単位区内から抽出した住宅及び住宅以外で人が居住する建物並び

にこれらに居住している世帯を対象とし、敷地面積や住宅の構造、建築面積など

の住宅に関する事項及び世帯構成や世帯収入など世帯に関する事項を調査する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①調査の実施(国勢調査に

基づく調査区から抽出

した住宅及び住宅以外

で人が居住する建物並

びにこれらに居住する

世帯) 

①実査なし ①実査なし 

参考事業費 5,966千円   
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コード：99999908 基本施策名： 

事 業 名 7 商業統計調査事務 

担当組織 企画財政部 企画経営課 

事業目的 

・商業を営む事業所について、産業別、従業者規模別、地域別等に従業者数、商品

販売額等を把握し、我が国の商業の実態を明らかにし、商業に関する施策の基礎

資料を得る。 

事業概要 
・調査期日は平成30年６月１日 

・卸売・小売業の事業所を対象に、従業者数、年間仕入額や年間販売額を調査する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①調査の実施 

（工業統計調査との同

時実施） 

①実査なし 

（国直轄による年次調

査化の予定） 

①実査なし 

（国直轄による年次調

査化の予定） 

参考事業費 1,369千円   

 

コード：99999909 基本施策名： 

事 業 名 8 国勢調査事務 

担当組織 企画財政部 企画経営課 

事業目的 
・我が国の人口構造を明らかにする最も基本的な統計調査であり、人口・世帯の状

況を把握し、各種行政施策その他の基礎資料を得ることを目的とする。 

事業概要 

・外国人を含めた我が国に住む全ての人が対象であり、性別、出生の年月、世帯構

成、就業状態などを調査する。 

・登録調査員及び町会自治会を中心とした一般市民の調査員により実施する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①実査なし ①本調査実施の前年に調

査区域の重複・脱漏を防

ぐため調査区を設定す

る。 

①国勢調査の実施 

参考事業費  511千円 36,163千円 

 

コード：99999910 基本施策名： 

事 業 名 9 全国消費実態調査事務 

担当組織 企画財政部 企画経営課 

事業目的 

・国民生活の実態について、家計の収支及び貯蓄、負債、耐久消費財、住宅、宅地

等の家計資産を総合的に調査し、消費、所得、資産に係る水準、構造分布等を明

らかにすることを目的とする。 

事業概要 

・家計上の収入と支出、主要耐久消費財（家具類や自動車等）の所有数量、貯蓄現

在高及び借入金残高などを調査する。 

・９月から11月末までの３か月間、家計簿をつけてもらうことにより調査する。 

・調査方法は、調査員による調査及びオンラインによる回答調査を実施する。 

年度別計画 
Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①実査なし ①調査の実施 ①実査なし 

参考事業費  1,093千円  
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コード：99999911 基本施策名： 

事 業 名 10 農林業センサス事務 

担当組織 企画財政部 企画経営課 

事業目的 
・農林業の生産構造を明らかにし、農林業諸施策の推進に資するとともに、農林業

に関しての基礎資料を整備することを目的とする。 

事業概要 

・調査対象は、経営耕地面積30アール以上又は販売金額50万以上等の調査対象基準

を満たす農林業経営体である。 

・調査方法は、調査員による調査である。 

年度別計画 
Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①実施前年準備事務 ①調査の実施 ①督促事務 

参考事業費 2千円 710千円 43千円 

 

コード：99999913 基本施策名： 

事 業 名 11 秘書事務 

担当組織 企画財政部 秘書広報課 

事業目的 

・庁内の関係各課をはじめ、他市との連絡調整、また市内の教育・芸術・スポーツ・

文化・福祉などの各種、市民活動団体との円滑な関係を構築することで、効率的

な行政運営を図る。 

事業概要 

・市長、副市長のスケジュール管理 

・関係各課・各種団体等との連絡調整 

・面会者、来客者の対応 

・公用車の運転及び管理 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①市長、副市長のスケジュ

ール管理 

②関係各課・各種団体等と

の連絡調整 

③面会者、来客者の対応 

④公用車の運転及び管理 

①市長、副市長のスケジュ

ール管理 

②関係各課・各種団体等と

の連絡調整 

③面会者、来客者の対応 

④公用車の運転及び管理 

①市長、副市長のスケジュ

ール管理 

②関係各課・各種団体等と

の連絡調整 

③面会者、来客者の対応 

④公用車の運転及び管理 

参考事業費 4,287千円 4,307千円 4,307千円 
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コード：99999914 基本施策名： 

事 業 名 12 総務管理事務 

担当組織 総務部 総務人事課 

事業目的 
・内部管理を行う。 

・市政功労者の表彰を行う。 

事業概要 

・文書の収受・発送、文書管理、議会事務等を行う。 

・条例・規則等の制定改廃を行う。 

・不服申立て、訴訟等の対応を行う。 

・市政功労者・優良職員の表彰を行う。 

・行政に対する不当要求への対策を講じる。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①文書の収受・発送、文書

管理、議会事務等 

②条例・規則等の制定改

廃、不服申立て・訴訟対

応等 

③市政功労者・優良職員の

表彰 

④行政に対する不当要求

への対策 

①文書の収受・発送、文書

管理、議会事務等 

②条例・規則等の制定改

廃、不服申立て・訴訟対

応等 

③市政功労者・優良職員の

表彰 

④行政に対する不当要求

への対策 

①文書の収受・発送、文書

管理、議会事務等 

②条例・規則等の制定改

廃、不服申立て・訴訟対

応等 

③市政功労者・優良職員の

表彰 

④行政に対する不当要求

への対策 

参考事業費 62,035千円 62,198千円 62,198千円 

 

コード：99999915 基本施策名： 

事 業 名 13 固定資産評価審査委員会運営事業 

担当組織 総務部 納税課 

事業目的 ・固定資産税の課税の適正公平を期する。 

事業概要 
・固定資産税課税台帳に登録された価格に関する審査の申出があった場合に、価格

を審査決定する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①固定資産課税台帳に登

録された価格に関する

不服を審査決定する。 

①固定資産課税台帳に登

録された価格に関する

不服を審査決定する。 

①固定資産課税台帳に登

録された価格に関する

不服を審査決定する。 

参考事業費 127千円 51千円 51千円 

 

コード：99999916 基本施策名： 

事 業 名 14 財政調整基金積立金 

担当組織 企画財政部 財政課 

事業目的 
・災害復旧、地方債の繰上償還その他財源に不足が生じたときの財源を確保し、健

全で柔軟な財政運営を図る。 

事業概要 
・災害復旧や年度間の財源調整などのため、基金に積み立てるものである。 

・予算では利子分のみ計上している。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①財政調整基金への積立

金 

①財政調整基金への積立

金 

①財政調整基金への積立

金 

参考事業費 12千円 12千円 12千円 
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コード：99999917 基本施策名： 

事 業 名 15 減債基金積立金 

担当組織 企画財政部 財政課 

事業目的 
・市債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる市財政の健全な運営に資

するものである。 

事業概要 
・公債費の平準化を図るため、必要に応じ基金に積み立てるものである。 

・予算では利子分のみ計上している。 

年度別計画 
Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①減債基金への積立金 ①減債基金への積立金 ①減債基金への積立金 

参考事業費 2千円 2千円 2千円 

 

コード：99999918 基本施策名： 

事 業 名 16 公共施設整備基金積立金 

担当組織 企画財政部 財政課 

事業目的 
・公共施設(庁舎を除く)の整備に必要な財源を確保し、もって将来にわたる市財政

の健全な運営に資するものである。 

事業概要 

・公共施設(庁舎を除く)の整備に要する経費の財源に充てるため、八潮市公共施設

整備基金を設置している。 

・基金は、公共施設の整備に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分す

ることが出来る。 

・予算では、利子分のみ計上している。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①公共施設整備基金への

積立金 

①公共施設整備基金への

積立金 

①公共施設整備基金への

積立金 

参考事業費 4千円 4千円 4千円 

 

コード：99999919 基本施策名： 

事 業 名 17 長期債元金償還金 

担当組織 企画財政部 財政課 

事業目的 
・公共施設の建設等にあたり、地方債を活用することで、財源を確保するとともに、

世代間の負担の公平を図る。 

事業概要 

・国の定めた許可方針、地方債計画に基づいて起債申請を行い、許可（協議）を経

て、国等の公的機関や民間金融機関から借り入れる。 

・当該借入後、借入約款に基づき償還する。 

年度別計画 
Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①長期債の元金償還金 ①長期債の元金償還金 ①長期債の元金償還金 

参考事業費 2,562,223千円 2,500,416千円 2,485,053千円 
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コード：99999920 基本施策名： 

事 業 名 18 長期債利子 

担当組織 企画財政部 財政課 

事業目的 
・公共施設の建設等にあたり、地方債を活用することで、財源を確保するとともに

世代間の負担の公平を図る。 

事業概要 

・国の定めた許可方針、地方債計画に基づいて起債申請を行い、許可（協議）を経

て、国等の公的機関や民間金融機関から借り入れる。 

・当該借入後、借入約款に基づき償還する。 

年度別計画 
Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①長期債の利子の支払い ①長期債の利子の支払い ①長期債の利子の支払い 

参考事業費 193,831千円 176,378千円 160,741千円 

 

コード：99999921 基本施策名： 

事 業 名 19 一時借入金利子 

担当組織 企画財政部 財政課 

事業目的 
・会計年度内の一時的な歳計現金の不足を金融機関からの借入や基金の繰替運用等

により補うことで、健全で柔軟な財政運営を進めていく。 

事業概要 

・歳計現金の不足が見込まれる場合、次の順で資金調達を行う。 

①他会計からの流用、②基金からの繰替運用、③水道部からの借入、④金融機関

からの借入 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①短期借入に伴う利子の

支払い 

①短期借入に伴う利子の

支払い 

①短期借入に伴う利子の

支払い 

参考事業費 3,000千円 3,000千円 3,000千円 

 

コード：99999922 基本施策名： 

事 業 名 20 公有財産取得（土地） 

担当組織 企画財政部 財政課 

事業目的 ・市が行政を行う上で必要とする、土地について、必要に応じて適正に取得する。 

事業概要 ・普通財産として必要な土地を適正に取得する。 

年度別計画 
Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①市に必要な土地を取得 ①市に必要な土地を取得 ①市に必要な土地を取得 

参考事業費 1千円 1千円 1千円 

 

コード：99999923 基本施策名： 

事 業 名 21 公有財産取得（建物） 

担当組織 企画財政部 財政課 

事業目的 ・市が行政を行う上で必要とする、建物について、必要に応じて適正に取得する。 

事業概要 ・普通財産として必要な建物を適正に取得する。 

年度別計画 
Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①市に必要な建物を取得 ①市に必要な建物を取得 ①市に必要な建物を取得 

参考事業費 1千円 1千円 1千円 
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コード：99999924 基本施策名： 

事 業 名 22 土地開発公社健全化事業 

担当組織 企画財政部 財政課 

事業目的 
・土地開発公社に先行取得させた土地の借入金に係る利子等の補助を行うことによ

り、八潮市土地開発公社の健全化を図る。 

事業概要 
・土地開発公社に先行取得させた土地等の借入金に係る利子等の返済のための補助

金事業 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①開発公社に先行取得さ

せた土地等の借り入れ

資金に係る利息等の返

済のための補助金 

①開発公社に先行取得さ

せた土地等の借り入れ

資金に係る利息等の返

済のための補助金 

①開発公社に先行取得さ

せた土地等の借り入れ

資金に係る利息等の返

済のための補助金 

参考事業費 3,217千円 3,235千円 3,217千円 

 

コード：99999925 基本施策名： 

事 業 名 23 予備費 

担当組織 企画財政部 財政課 

事業目的 
・一般会計予算には、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため予備費を設け

なければならない。 

事業概要 ・当初予算で予備費を計上する。 

年度別計画 
Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①予備費の計上 ①予備費の計上 ①予備費の計上 

参考事業費 50,000千円 50,000千円 50,000千円 

 

コード：99999926 基本施策名： 

事 業 名 24 戸籍事務 

担当組織 生活安全部 市民課 

事業目的 ・日本国民の国籍とその親族的身分関係を戸籍簿に登録し、これを公証する。 

事業概要 
・戸籍法、戸籍法施行規則等に基づき届書の受付、受付帳登載、戸籍記載、戸籍簿

編製の戸籍事務を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①戸籍事務（戸籍記載、受

付帳登載、戸籍簿編製） 

②戸籍副本システム保守 

①戸籍事務（戸籍記載、受

付帳登載、戸籍簿編製） 

②戸籍副本システム保守 

①戸籍事務（戸籍記載、受

付帳登載、戸籍簿編製） 

②戸籍副本システム保守 

参考事業費 12,976千円 13,184千円 13,184千円 
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コード：99999927 基本施策名： 

事 業 名 25 住民基本台帳事務 

担当組織 生活安全部 市民課 

事業目的 

・住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録及び印鑑登録証明書を発行するととも

に、住民の住所に関する届出書等の簡素化を図り、併せて住民に関する記録の適

正な管理を行うことで、住民の利便を増進し、行政の合理化に資することを目的

とする。 

事業概要 

・住民異動及び印鑑登録、各種証明書の発行に関する事務を行う。 

・個人番号カードの交付に関する事務を行う。 

・市町村交通災害共済制度に関する事務を行う。 

・コンビニ交付事務に関する事務を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①住民異動 

②印鑑登録 

③各種諸証明の発行 

④住基ネットワークシス

テム 

⑤市町村交通災害共済制

度 

⑥個人番号カード交付 

⑦コンビニ交付 

①住民異動 

②印鑑登録 

③各種諸証明の発行 

④住基ネットワークシス

テム 

⑤市町村交通災害共済制

度 

⑥個人番号カード交付 

⑦コンビニ交付 

①住民異動 

②印鑑登録 

③各種諸証明の発行 

④住基ネットワークシス

テム 

⑤市町村交通災害共済制

度 

⑥個人番号カード交付 

⑦コンビニ交付 

参考事業費 17,883千円 17,775千円 17,775千円 

 

コード：99999928 基本施策名： 

事 業 名 26 外国人登録事務 

担当組織 生活安全部 市民課 

事業目的 
・日本に在留する外国人の登録を行うことにより、外国人の居住関係及び身分関係

を明確にし、在留外国人の公正な管理に資することを目的とする。 

事業概要 
・外国人の居住関係の公証及び、特別永住者に対する特別永住者証の受付、交付に

関する事務を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①住民登録事務及び特別

永住者証の受付・交付 

①住民登録事務及び特別

永住者証の受付・交付 

①住民登録事務及び特別

永住者証の受付・交付 

参考事業費 22千円 22千円 22千円 
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コード：99999929 基本施策名： 

事 業 名 27 公債費 

担当組織 建設部 下水道課 

事業目的 ・健全で柔軟な下水道事業を推進するために確保した地方債の償還を行う。 

事業概要 

・長期債元金を借入先に償還する。 

・長期債利子を借入先に支払う。 

・歳計現金が不足する際に金融機関等から一時的に借入を行うときの利子 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①毎期の長期債元金を借

入先に償還する。 

②毎期の長期債利子を借

入先に支払う。 

③歳計現金が不足する際

に金融機関等から一時

的に借入を行う。 

①毎期の長期債元金を借

入先に償還する。 

②毎期の長期債利子を借

入先に支払う。 

③歳計現金が不足する際

に金融機関等から一時

的に借入を行う。 

①毎期の長期債元金を借

入先に償還する。 

②毎期の長期債利子を借

入先に支払う。 

③歳計現金が不足する際

に金融機関等から一時

的に借入を行う。 

参考事業費 1,670,523千円 1,664,667千円 1,676,499千円 

 

コード：99999930 基本施策名： 

事 業 名 28 予備費 

担当組織 建設部 下水道課 

事業目的 ・予算外の支出は予算超過の支出に充てるため、歳入歳出予算に予備費を計上する。 

事業概要 ・予備費を計上する。 

年度別計画 
Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①予備費を計上する。 ①予備費を計上する。 ①予備費を計上する。 

参考事業費 1,716千円 1,716千円 1,716千円 

 

コード：99999931 基本施策名： 

事 業 名 29 土地区画整理事務 

担当組織 都市デザイン部 区画整理課 

事業目的 ・本市で施行している土地区画整理事業の促進を図る。 

事業概要 

・本市が抱えている課題を解決するため、情報収集、知識の修得及び技術向上を図

る場として協議会へ参加する。 

・指定の金融機関から融資を受けた付け保留地購入者から申請があった場合、規定

の諸条件に合致する者へ限度額の範囲で利子補給する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①協議会への参加 

②付け保留地購入利子補

給金 

①協議会への参加 

②付け保留地購入利子補

給金 

①協議会への参加 

②付け保留地購入利子補

給金 

参考事業費 1,317千円 1,317千円 1,317千円 
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コード：99999932 基本施策名： 

事 業 名 30 工事検査事務 

担当組織 工事検査課 工事検査課 

事業目的 

・公共工事の目的物によって受ける給付の完了等に対し、市民に代わって厳正な検

査を行う。 

・建設技術の向上と工事の適正な施工の確保に努める。 

・工事検査業務研究会等の研修を通し、相互の技術向上を図り、より良い品質の確

保に努める。 

事業概要 

・請負金額130万円を超える建設工事の検査を行う。 

・検査業務に携わる工事技術を習得するため、研修に参加する。 

・埼玉県工事検査担当者連絡会、越谷県土市町工事検査業務研究会等の研修を通じ、

品質確保における検査技術の向上を図る。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①建設工事完成等実地検

査 

②優秀建設工事現場代理

人表彰の実施 

③工事検査業務研究会等

の研修に参加 

①建設工事完成等実地検

査 

②優秀建設工事現場代理

人表彰の実施 

③工事検査業務研究会の

幹事市として研修を実

施（会長市が八潮市） 

①建設工事完成等実地検

査 

②優秀建設工事現場代理

人表彰の実施 

③工事検査業務研究会等

の研修に参加 

参考事業費 174千円 294千円 174千円 

 

コード：99999933 基本施策名： 

事 業 名 31 会計事務 

担当組織 会計課 会計課 

事業目的 
・市民から付託されている公金等について、法令等に基づき適正に管理し、適切な

出納を行う。 

事業概要 

・公金の適切な保管及び出納事務を実施するため、金銭会計システムにより操作、

管理を行う。また、システムにより作成した伝票の審査を的確に行い、速やかに

予算執行する。 

・指定金融機関等に対し、適正な処理がなされているか検査を実施する。 

・出納閉鎖後、決算を調製する。 

・適正な資金管理に努め、常時、不測の事態に備える。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①伝票審査 

②収支日計及び出納事務 

③決算書作成 

④例月検査 

⑤基金・債権等の保管及び

財産の記録 

⑥県収入証紙の管理及び

販売 

⑦債権者登録及び源泉徴

収の管理 

⑧金融機関等の検査 

①伝票審査 

②収支日計及び出納事務 

③決算書作成 

④例月検査 

⑤基金・債権等の保管及び

財産の記録 

⑥県収入証紙の管理及び

販売 

⑦債権者登録及び源泉徴

収の管理 

⑧金融機関等の検査 

①伝票審査 

②収支日計及び出納事務 

③決算書作成 

④例月検査 

⑤基金・債権等の保管及び

財産の記録 

⑥県収入証紙の管理及び

販売 

⑦債権者登録及び源泉徴

収の管理 

⑧金融機関等の検査 

参考事業費 16,141千円 16,141千円 16,141千円 
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コード：99999934 基本施策名： 

事 業 名 32 議会事務局運営事業 

担当組織 議会事務局 議事調査課 

事業目的 
・議決機関として市議会を構成し、市民の意思を市政に反映させる。 

・議会の公開及び透明性を確保し、議会に対する市民の理解と認識を高める。 

事業概要 

・議会運営に関する事務 

・議場の維持管理に関する事務 

・各種議長会に関する事務 

・行政視察など議員活動の補助事務 

・インターネットなどを活用した議会広報事務 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①議会運営に関する事務 

②議会の維持管理 

③各種議長会及び委員会

の行政視察 

④議会ホームページの保

守及び議会活動状況を

周知するための「議会だ

より」を発行 

⑤会議録検索システムデ

ータの作成及び会議録

作成業務の委託 

①議会運営に関する事務 

②議会の維持管理 

③各種議長会及び委員会

の行政視察 

④議会ホームページの保

守及び議会活動状況を

周知するための「議会だ

より」を発行 

⑤会議録検索システムデ

ータの作成及び会議録

作成業務の委託 

①議会運営に関する事務 

②議会の維持管理 

③各種議長会及び委員会

の行政視察 

④議会ホームページの保

守及び議会活動状況を

周知するための「議会だ

より」を発行 

⑤会議録検索システムデ

ータの作成及び会議録

作成業務の委託 

参考事業費 214,036千円 207,680千円 207,865千円 

 

コード：99999935 基本施策名： 

事 業 名 33 公平委員会運営事業 

担当組織 監査委員事務局・公平委員会 

事業目的 
・職員の利益の保護と公平な人事権の行使を保障するため、任命権者から独立した

地位を有する機関として、公平委員会が設置された。 

事業概要 

・人事行政の状況を把握するため、定例会において、市及び教育委員会の職員の採

用や異動状況等を聴取する。職員の勤務条件に関する措置や不利益処分に対する

審査請求に対し、必要な措置を講じる。また、職員からの苦情相談があった場合、

必要に応じて関係者から事情聴取を行い、適切な助言をする。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①定例会の開催（職員及び

教職員の人事異動、新規

職員採用等について説

明聴取） 

②総会・研究会への参加    

①定例会の開催（職員及び

教職員の人事異動、新規

職員採用等について説

明聴取） 

②総会・研究会への参加    

①定例会の開催（職員及び

教職員の人事異動、新規

職員採用等について説

明聴取） 

②総会・研究会への参加    

参考事業費 343千円 343千円 343千円 
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コード：99999936 基本施策名： 

事 業 名 34 監査委員事務局運営事業 

担当組織 監査委員事務局・公平委員会 

事業目的 
・地方自治法第199条の規定により、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の

管理が適正、合理的かつ効率的に行われているかを監査する。 

事業概要 

・定期監査、随時監査、行政監査、財政援助団体等監査、住民の直接請求による監

査、市長の要求に基づく監査、議会の請求に基づく監査、住民監査請求による監

査、職員の賠償責任に関する監査、例月出納検査、決算審査、基金の運用状況審

査、健全化判断比率等審査など法令に基づく監査等を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①例月出納検査及び報告

書作成 

②定期監査の実施 

③決算審査及び意見書作

成 

④健全化判断比率等の審

査及び意見書作成 

⑤財政援助団体等監査の

実施及び報告 

⑥水道事業棚卸立会い等 

①例月出納検査及び報告

書作成 

②定期監査の実施 

③決算審査及び意見書作

成 

④健全化判断比率等の審

査及び意見書作成 

⑤財政援助団体等監査の

実施及び報告 

⑥水道事業棚卸立会い等 

①例月出納検査及び報告

書作成 

②定期監査の実施 

③決算審査及び意見書作

成 

④健全化判断比率等の審

査及び意見書作成 

⑤財政援助団体等監査の

実施及び報告 

⑥水道事業棚卸立会い等 

参考事業費 3,396千円 3,396千円 3,396千円 

 

コード：99999937 基本施策名： 

事 業 名 35 選挙管理委員会運営事業 

担当組織 選挙管理委員会 

事業目的 

・選挙管理委員会は、公職選挙法の定めるところにより、議会の議員及び長の選挙

に関する事務を管理するほか、他の法令によってその権限とされたその他の選挙

に関する事務を管理する。 

事業概要 

・選挙に関する事務 

法律又はこれに基づく政令の定めるところによる国又は当該地方選挙の選挙に関

する事務を行う。                                

・選挙に関係のある事務 

選挙人名簿の調製、選挙啓発等を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①選挙に関する事務の管

理 

①選挙に関する事務の管

理 

①選挙に関する事務の管

理 

参考事業費 2,434千円 2,434千円 2,434千円 
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コード：99999938 基本施策名： 

事 業 名 36 選挙啓発事業 

担当組織 選挙管理委員会 

事業目的 
・選挙人の政治に対する理解を深め、政治に参加する手段である投票の大切さを周

知するとともに「明るい選挙きれいな政治」の実現を目指す。 

事業概要 
・明るい選挙推進協議会と連携し、選挙が公正かつ適正に行われるよう選挙人に対

し啓発を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①選挙の啓発 

 明るい選挙推進協議会

と連携し、「明るい選挙

きれいな政治」の実現を

目指す。 

①選挙の啓発 

 明るい選挙推進協議会

と連携し、「明るい選挙

きれいな政治」の実現を

目指す。 

①選挙の啓発 

 明るい選挙推進協議会

と連携し、「明るい選挙

きれいな政治」の実現を

目指す。 

参考事業費 686千円 686千円 686千円 

 

コード：99999940 基本施策名： 

事 業 名 37 参議院議員通常選挙事務 

担当組織 選挙管理委員会 

事業目的 
・選挙が選挙人の自由に表明する意思によって公明かつ適正に行われることを確保

し、もって民主政治の健全な発達を期することを目的とする。 

事業概要 ・任期満了による参議院議員通常選挙の管理及び執行をする。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

 ①任期満了による参議院

議員通常選挙の管理執

行 

 

参考事業費  25,234千円  

 

コード：99999941 基本施策名： 

事 業 名 38 埼玉県知事選挙事務 

担当組織 選挙管理委員会 

事業目的 
・選挙が選挙人の自由に表明する意思によって公明かつ適正に行われることを確保

し、もって民主政治の健全な発達を期することを目的とする。 

事業概要 ・任期満了による埼玉県知事選挙の管理及び執行をする。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

 ①任期満了による埼玉県

知事選挙の管理執行 

 

参考事業費  24,266千円  
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コード：99999942 基本施策名： 

事 業 名 39 埼玉県議会議員一般選挙事務 

担当組織 選挙管理委員会 

事業目的 
・選挙が選挙人の自由に表現する意思によって公明かつ適正に行われることを確保

し、もって民主政治の健全な発達を期することを目的とする。 

事業概要 ・任期満了による埼玉県議会議員一般選挙の管理及び執行をする。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①平成３１年任期満了に

よる埼玉県議会議員一

般選挙の準備 

（年度またがりの選挙） 

①任期満了による埼玉県

議会議員一般選挙の管

理執行 

（執行年） 

 

参考事業費 5,467千円 14,528千円  

 

コード：99999946 基本施策名： 

事 業 名 40 葛西用水路土地改良区総代選挙事務 

担当組織 選挙管理委員会 

事業目的 
・農業生産の基盤の整備及び開発を図り、農業の生産性の向上・農業総生産の増大

や農業構造の改善等に資することを目的とした土地改良区の総代選挙を行う。 

事業概要 ・任期満了による葛西用水路土地改良区総代総選挙の管理及び執行をする。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

  ①任期満了による葛西用

水路土地改良区総代総

選挙の管理執行 

参考事業費   112千円 

 

コード：99999947 基本施策名： 

事 業 名 41 八条用水路土地改良区総代選挙事務 

担当組織 選挙管理委員会 

事業目的 
・農業生産の基盤の整備及び開発を図り、農業の生産性の向上・農業総生産の増大

や農業構造の改善等に資することを目的とした土地改良区の総代選挙を行う。 

事業概要 ・任期満了による八条用水路土地改良区総代総選挙の管理及び執行をする。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

  ①任期満了による八条用

水路土地改良区総代総

選挙の管理執行 

参考事業費   119千円 
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コード：99999948 基本施策名： 

事 業 名 42 農業委員会運営事業 

担当組織 農業委員会 

事業目的 

・農業委員会等に関する法律の規定に基づき、農業生産力の増進及び農業経営の合

理化を図り、農業の健全な発展に寄与する。 

・農地法の規定に基づき、耕作放棄地の発生防止･解消、担い手への農地集積･集約

化、新規参入の促進に努め、農地利用の最適化を推進する。 

事業概要 

・農地の転用及び権利移動、農地基本台帳の整備、農地の利用状況調査及び遊休農

地の利用意向調査、農業者への情報提供、農業経営基盤強化促進法による農地利

用集積計画の承認、独立行政法人農業者年金基金からの委託業務、農地等の利用

関係についての調整、その他、法令により農業委員会の権限に属する事項を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①農業委員会運営事務 

②農地転用事務 

③農地調査事務 

④農業委員研修 

⑤農地管理台帳整備事務 

⑥農業者年金事務 

⑦納税猶予等証明事務 

①農業委員会運営事務 

②農地転用事務 

③農地調査事務 

④農業委員研修 

⑤農地管理台帳整備事務 

⑥農業者年金事務 

⑦納税猶予等証明事務 

①農業委員会運営事務 

②農地転用事務 

③農地調査事務 

④農業委員研修 

⑤農地管理台帳整備事務 

⑥農業者年金事務 

⑦納税猶予等証明事務 

参考事業費 7,918千円 7,594千円 7,594千円 

 

コード：99999949 基本施策名： 

事 業 名 43 教育委員会運営事業 

担当組織 教育総務部 教育総務課 

事業目的 

・教育基本法の趣旨にのっとり、教育の機会均等、教育水準の維持向上及び地域の

実情に応じた教育の振興に向け、国との適切な役割分担及び相互の協力の下、公

正かつ適正に行われるよう、地方公共団体における教育行政を行うもの。 

事業概要 

教育委員会会議の運営に関し、主に次の事務等を行う。 

・教育委員会の規則等の改正の審議、附属機関の委員の委嘱、任命に関する審議、

教育委員会の予算等の審議 

・その他当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務 

・教育委員会の事務に係る点検・評価を行い、報告・公表する。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①附属機関の委員の委嘱、

任命 

②教育委員会の規則等の

改正 

③教育委員会の予算等の

審議 

④児童・生徒の教育に関す

る研究（小中一貫教育

等）                                               

⑤教育委員会の事務事業

に対する点検評価 

①附属機関の委員の委嘱、

任命 

②教育委員会の規則等の

改正 

③教育委員会の予算等の

審議 

④児童・生徒の教育に関す

る研究（小中一貫教育

等）                                               

⑤教育委員会の事務事業

に対する点検評価 

①附属機関の委員の委嘱、

任命 

②教育委員会の規則等の

改正 

③教育委員会の予算等の

審議 

④児童・生徒の教育に関す

る研究（小中一貫教育

等）                                               

⑤教育委員会の事務事業

に対する点検評価 

参考事業費 3,214千円 3,214千円 3,214千円 
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コード：99999950 基本施策名： 

事 業 名 44 事務局運営事業 

担当組織 教育総務部 教育総務課 

事業目的 

・地方教育行政の組織及び運営に関する法律(第１７条)に基づき、教育委員会の権

限に属する事務を処理させるため、教育委員会に事務局を置き、もって教育の機

会均等、教育水準の維持向上及び地域の実情に応じた教育の振興を図る。 

事業概要 

《主な事務・事業》 

・教育長の秘書事務・教育委員及び教育関係者の叙位・叙勲・教育委員会事務局職

員の服務その他の人事事務・教育委員会内の調整・教育要覧(八潮の教育)の編集・

作成・ＯＡ機器等の管理・備品など 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①教育長の秘書事務 

②教育委員の任命及び教

育関係者の叙位・叙勲 

③教育委員会事務局職員

の服務その他人事事務 

④教育委員会内の調整 

⑤教育要覧（八潮の教育）

の編集・作成など 

①教育長の秘書事務 

②教育委員の任命及び教

育関係者の叙位・叙勲 

③教育委員会事務局職員

の服務その他人事事務 

④教育委員会内の調整 

⑤教育要覧（八潮の教育）

の編集・作成など 

①教育長の秘書事務 

②教育委員の任命及び教

育関係者の叙位・叙勲 

③教育委員会事務局職員

の服務その他人事事務 

④教育委員会内の調整 

⑤教育要覧（八潮の教育）

の編集・作成など 

参考事業費 3,965千円 3,965千円 3,965千円 

 

コード：99999951 基本施策名： 

事 業 名 45 学校管理事務 

担当組織 学校教育部 学務課 

事業目的 
・健全な学校教育を実施するために児童・生徒の学籍について適正な管理を行う。

また、国や埼玉県の学校教育全般に関する重要な調査を行う。 

事業概要 
・就学、転入、転出、指定校変更等の手続き及び学齢簿の編製・管理を行う。 

・学校と連携して学校教育全般に関する調査を行う。 

年度別計画 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

①児童・生徒の就学に関す

る事務 

②学校教育全般に関する

調査事務 

③児童生徒の就学に関す

る事務のシステム化 

①児童・生徒の就学に関す

る事務 

②学校教育全般に関する

調査事務 

③児童生徒の就学に関す

る事務のシステム化 

①児童・生徒の就学に関す

る事務 

②学校教育全般に関する

調査事務 

③児童生徒の就学に関す

る事務のシステム化 

参考事業費 6,638千円 2,238千円 2,238千円 

 


