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平成３１年度当初予算の概要 

 

１ 予算規模 

①  一般会計 

     ６７億７，４００万円 （前年度比２．５％増） 

 （平成３０年度 ６６億１，０００万円） 

 

②  全会計合計（一般会計・特別会計・公営企業会計） 

         １２８億４，６１８万４千円 （前年度比４．９％増） 

 （平成３０年度 １２２億４，５７９万６千円） 

 

＜参考＞ 一般会計予算規模の推移（当初対比）       （単位：百万円、％） 

年 度 25 26 27 28 29 30 31 

予算額 6,260 7,619 8,007 6,631 6,680 6,610 6,774 

伸び率 1.9 21.7 5.1 ▲17.2 0.7 ▲1.0 2.5 

 

 

２ 基本方針 

平成３１年度予算編成は、第５次川島町総合振興計画の基本理念である「人・自然・

景観を大切にした魅力あふれるまちづくり」、「まちの資源と都市近郊を活かした、人

でにぎわうまちづくり」、「まちが人を育み、人がまちを育む活力と協働のまちづくり」

に沿った施策を計画的かつ効果的に展開するものとした。 

また、少子高齢化による人口減少が進む中、住民ニーズを的確に捉え、時代の先を

読み、１０年、２０年後を見据えた持続可能なまちづくりに向けた取り組みを推進す

るため、限られた財源の中で事業の選択と集中を行い、川島町まち・ひと・しごと創

生総合戦略に掲げられている事業について重点的に予算配分して編成した。 
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３ 平成３１年度一般会計当初予算案の概要 

 （１）歳入の状況 

  主な歳入                        （単位：千円、％） 

 町 税 地方交付税 国庫支出金 県支出金 町 債 

31年度 3,334,221 890,000 500,275 426,632 317,600 

30年度 3,156,730 950,000 475,814 393,468 453,900 

増減額 177,491 ▲60,000 24,461 33,164 ▲136,300 

伸び率 5.6 ▲6.3 5.1 8.4 ▲30.0 

 

①  町税収入は対前年度 177,491千円（5.6％）の増 

    法人町民税、固定資産税の増収が見込まれることから、町税収入は対前年度

177,491千円（5.6％）増の 3,334,221千円を計上 

  【参考】 町税の推移（当初予算計上額）       （単位：百万円、％） 

年 度 25 26 27 28 29 30 31 

予算額 3,036 3,131 3,082 3,102 3,143 3,157 3,334 

伸び率 0.5 3.1 ▲1.6 0.7 1.3 0.4 5.6 

 

②  地方交付税は対前年度▲60,000千円（▲6.3％） 

昨年度の普通交付税の交付額を勘案し、地方交付税は対前年度▲60,000千円

（▲6.3％）の 890,000千円を計上 

 

③  町債は対前年度▲136,300千円（▲30.0％） 

道路整備事業、保健センター及び図書館の改修事業に伴う借入を予定して

いるが、臨時財政対策債の減少が見込まれること等から、町債は対前年度 

▲136,300千円（▲30.0％）の 317,600千円を計上 

【参考】 年度末町債残高の推移             （単位：百万円） 

年 度 25 26 27 28 29 30 31 

総   額 5,950 6,230 6,633 6,556 6,524 6,400 6,150 

臨時財政対策債 3,837 4,086 4,303 4,396 4,477 4,514 4,463 

そ の 他 2,113 2,144 2,330 2,160 2,047 1,886 1,687 

※29年度までは決算、30・31年度は見込 
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 （２）歳出の状況 

  主な歳出                        （単位：千円、％） 

 人件費 扶助費 公債費 投資的経費 補助費等 

31年度 1,353,902 872,652 609,064 531,403 1,148,864 

30年度 1,347,594 842,156 599,315 530,037 1,141,182 

増減額 6,308 30,496 9,749 1,366 7,682 

伸び率 0.5 3.6 1.6 0.3 0.7 

 

①  人件費は対前年度 6,308千円（0.5％）の増 

    退職者の増加による退職手当負担金の増等により、人件費は対前年度 6,308

千円（0.5％）増の 1,353,902千円を計上 

 

②  扶助費は対前年度 30,496千円（3.6％）の増 

障害者自立支援給付費等の増加により、扶助費は対前年度 30,496千円（3.6％）

増の 872,652千円を計上 

 

③  公債費は対前年度 9,749千円（1.6％）の増 

過去に発行した町債の元金償還の開始（据置期間終了）により、公債費は対

前年度 9,749千円（1.6％）増の 609,064千円を計上 

 

④  投資的経費は対前年度 1,366千円（0.3％）の増 

旧役場庁舎及び別館解体事業の実施及び橋梁延命化計画事業の増額等によ

り、投資的経費全体としては対前年度 1,366 千円（0.3％）増の 531,403 千円

を計上 

 

⑤  補助費等は対前年度 7,682千円（0.7％）の増 

放課後児童対策事業補助金及び川越地区消防組合負担金の増加等により、補

助費等は対前年度 7,682千円（0.7％）増の 1,148,864千円を計上 

 



款別歳入

予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 伸率

町 税

地 方 譲 与 税 ▲ 4,220 ▲ 3.7

利 子 割 交 付 金

配 当 割 交 付 金

株式等譲渡所得割交付金 ▲ 4,000 ▲ 26.7

地 方 消 費 税 交 付 金

自 動 車 取 得 税 交 付 金 ▲ 22,000 ▲ 51.2

環 境 性 能 割 交 付 金

地 方 特 例 交 付 金

地 方 交 付 税 ▲ 60,000 ▲ 6.3

交通安全対策特別交付金

分 担 金 及 び 負 担 金 ▲ 3,820 ▲ 7.2

使 用 料 及 び 手 数 料

国 庫 支 出 金

県 支 出 金

財 産 収 入

寄 附 金

繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

町 債 ▲ 136,300 ▲ 30.0

合               計

グラフの「地方交付税等」は、地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡取得割交付金、地方消費税交付金、

自動車取得税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金及び地方交付税となります。

グラフの「その他」は、交通安全対策特別交付金、分担金及び負担金、使用料及び手数料、寄附金及び諸収入となります。

（単位:千円、%)

平成３１年度川島町一般会計予算

款
平成31年度 平成30年度 比較増減

町税 
49.2% 

地方交付税等 
21.8% 

国庫支出金 
7.4% 

県支出金 
6.3% 

財産収入 
0.2% 

繰入金 
3.4% 

繰越金 
3.4% 町債 

4.7% 
その他 

3.6% 

歳入予算の構成 



款別歳出

予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 伸率

議 会 費 ▲ 2,617 ▲ 2.6

総 務 費

民 生 費 ▲ 7,076 ▲ 0.3

衛 生 費

労 働 費 ▲ 15 ▲ 4.1

農 林 水 産 業 費 ▲ 10,134 ▲ 4.7

商 工 費 ▲ 535 ▲ 2.2

土 木 費

消 防 費

教 育 費 ▲ 100,021 ▲ 13.0

災 害 復 旧 費

公 債 費

諸 支 出 金 ▲ 23 ▲ 34.3

予 備 費

合                 計

平成３１年度川島町一般会計予算

款
平成31年度 平成30年度 比較増減

（単位:千円、%)

議会費 
1.4% 総務費 

15.6% 

民生費 
30.8% 

衛生費 
10.3% 

労働費 
0.0% 

農林水産業費 
3.0% 

商工費 
0.4% 

土木費 
11.5% 

消防費 
8.0% 

教育費 
9.9% 

災害復旧費 
0.0% 

公債費 
9.0% 諸支出金 

0.0% 

予備費 
0.1% 

歳出予算の目的別構成 



性質別歳出

予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 伸率

人 件 費

物 件 費

維 持 補 修 費

扶 助 費

補 助 費 等

普 通 建 設 事 業 費

災 害 復 旧 事 業 費

公 債 費

積 立 金 ▲ 13,480 ▲ 42.7

繰 出 金 ▲ 19,281 ▲ 3.0

予 備 費

合             計

平成３１年度川島町一般会計予算

（単位:千円  %)

区　　　　　分
平成31年度 平成30年度 比較増減

人件費
20.0% 

物件費 
22.1% 

維持補修費 
1.6% 

扶助費 
12.9% 

補助費等 
17.0% 

普通建設事業費 
7.8% 

災害復旧事業費 
0.0% 

公債費 
9.0% 

積立金 
0.3% 

繰出金 
9.2％ 

予備費 
0.1% 

歳出予算の性質別構成 



（特別会計・公営企業会計）
会　計　名 増減額 伸率

国民健康保険特別会計 ▲ 23,000 ▲ 0.9

学 校 給 食 費 特 別 会 計 ▲ 2,400 ▲ 3.3

下 水 道 事 業 特 別 会 計 262,000 46.6

介 護 保 険 特 別 会 計 60,000 3.5

後期高齢者医療特別会計 17,000 8.3

水 道 事 業 会 計 122,788 18.6

合 計 436,388 7.7

（参考）

（全会計合計）
会　計　名 増減額 伸率

一 般 会 計 164,000 2.5

特 別 会 計
公 営 企 業 会 計 436,388 7.7

合 計 600,388 4.9

6,072,184 5,635,796

12,846,184 12,245,796

5,635,796

6,774,000

824,000

6,072,184

1,760,000

平成31年度 平成30年度

6,610,000

　　　　　　（単位：千円、％）

221,000

1,700,000

2,413,000

　　　　　　（単位：千円、％）
平成30年度

2,436,000

平成３１年度川島町特別会計等予算

平成31年度

661,896

69,500 71,900

562,000

204,000

784,684
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４ 平成３１年度主要施策等の概要 

  平成３１年度当初予算においては、第５次川島町総合振興計画の後期基本計画と同計画のリ

ーディングプロジェクトである川島町まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本目標１～４の施

策を重点推進項目として、限られた財源を重点的に配分する。 

 

                             H31年度事業費【単位：千円】 

                          （予算書の該当ページと事業名を表示） 

 

基本目標１  若い世代が魅力を感じる子育て支援の充実            

１－１ 結婚から子育てまで親子にやさしい環境の充実 

・結婚支援事業                             168 
 （予算書Ｐ58 定住促進事業） 

結婚サポーターと連携し結婚相談やお見合い支援を行います。サポーターの仲介により、成婚した際

は褒賞金（5万円）を支給します。 

 

・子育て支援かわみんマム託児保育事業                 403 
（予算書Ｐ98 児童福祉総務事業） 

町主催の事業で託児が必要な場合、託児ボランティア「かわみんマム」を派遣します。子育て中の親

が、安心して研修やリフレッシュ事業に参加できるよう子育て支援を図ります。 

 

・ファミリーサポートセンター・緊急サポートセンター事業        745 
 （予算書Ｐ98 児童福祉総務事業） 

子育て中の親が仕事と育児を両立し、安心して働ける環境をつくるため、育児の援助を受けたい方と

行いたい方の相互援助活動を支援します。 

・ファミリーサポートセンター事業業務委託料      200 

・緊急サポートセンター事業業務委託料         475 

・ファミリーサポートセンター等利用者負担軽減補助金  70 

 

・産前・産後子育て支援ヘルパー派遣事業                100 
 （予算書Ｐ98 児童福祉総務事業） 

産前・産後の体調不良により家事や育児が困難な家庭の支援を目的に、必要に応じて家事援助をする

ヘルパーを派遣します。 

 

・【拡充】子ども・子育て会議の充実事業               3,995 
 （予算書Ｐ98 児童福祉総務事業） 

  平成２７年度からスタートした「子ども・子育て支援新制度」に向け策定した「かわじま子育て応援

プラン」について、平成３１年度が更新時期であることから、現在、子育て中の保護者のニーズ調査等

を実施し、町民参加のかたちで今後の町の子育て支援施策の指針となる計画を策定します。 
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・放課後児童対策事業                        50,888 
（予算書Ｐ100 放課後児童対策事業） 

町内にある放課後児童クラブ（学童保育）に対し、運営に係る経費の一部を補助します。 

（補助率：国１／３、県１／３、町１／３） 

 

・子育て支援総合センター運営事業                  24,833 
（予算書Ｐ104 子育て支援総合センター管理運営事業） 

安心して出産・子育てができるよう、子育て親子が気軽に集い交流できる施設として、子育て支援総

合センター（かわみんハウス）の管理運営をします。 

 

・予防接種情報等提供サービス事業                   654 
 （予算書Ｐ110 予防接種事業） 

「かわみん子育て応援ナビ」により、予防接種や感染症情報、母子保健、健診等の情報を発信し、安

心して子育てできるよう支援します。 

 

・不妊治療費助成事業                        1,360 
（予算書Ｐ110 母子保健事業） 

不妊に悩む夫婦が不妊治療を受けることによる経済的負担を軽減するため、特定不妊治療（体外受精

及び顕微授精）を受けた方や男性不妊治療を受けた方にその治療費の一部を助成します。さらに、妻の 

 年齢が３５歳未満である夫婦に対しては、すでに助成した治療費を除いた額において、上乗せ助成をし 

 ます。また、不妊検査に係る費用の一部も助成します。 

・不妊治療費助成金    1,000  特定不妊治療 上限10万円 

                  男性不妊治療 上限  5万円      

・早期不妊治療費助成金   300  上限10万円 

・早期不妊検査費助成金    60  上限2万円 

 

・【拡充】不育症治療費助成事業                     70 
（予算書Ｐ110 母子保健事業） 

不育症に悩む夫婦が検査、治療を受けることによる経済的負担を軽減するため、その検査費及び治療

費の一部を助成します。 

・不育症検査費助成金  20  上限2万円 

・不育症治療費助成金  50  上限5万円 

 

・【新規】新生児聴覚検査助成事業                    475 
（予算書Ｐ110 母子保健事業） 

聴覚障害は早期に発見され適切な支援が行われた場合、聴覚障害による音声言語発達等への影響が最

小限に抑えられるため、聴覚障害の早期発見・早期療育が図られるよう、新生児聴覚検査にかかる費用

について助成をします。（１人１回5,000円） 

・新生児聴覚検査費助成金  475 
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・子宮がん検診事業                           231 
 （予算書Ｐ112 成人検診事業） 

子宮がん検診の受診率向上と受診の利便性を図るため、契約医療機関外で受診された方も対象となる

よう拡充を図ります。 

・子宮がん検診扶助費  231 

 

１－２ 子育てに切れ目のない支援の充実 

・【新規】病児・病後児保育利用者支援事業                200 
 （予算書Ｐ98 児童福祉総務事業） 

  保護者の子育てと就労の両立を支援することを目的として、町内に住所が有り、生後６か月から小学 

 校６年生までの子どもを持つ保護者へ、病児・病後児保育を利用する場合の利用料金について、利用１

回につき1,000円の助成を行います。 

  ・病児・病後児保育利用者負担軽減補助金  200 

 

・子育て支援医療費支給事業                    53,422 
 （予算書Ｐ100 子育て支援医療費支給事業） 

子どもを安心して生み育てることのできる環境づくりを推進するため、少子化対策と子育て支援の観

点から、０歳から中学校３年生までの医療費の一部負担金を支給します。 

 

・ひとり親家庭等医療費支給事業                   8,139 
 （予算書Ｐ100 ひとり親家庭等医療費支給事業） 

母子家庭や父子家庭等のひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、ひとり親家庭等の福祉の増進

を図るため、医療費の一部負担金を支給します。 

 

・【拡充】就学前保育・教育の充実                    859 
（予算書Ｐ102 保育園保育事業） 

平成２７年度から展開している小学校教育への接続を円滑にするために４つの保育プログラムと平成

３１年度より５歳児を対象とした英語教室を新たに実施し、就学前保育・教育を推進します。 

① リズム・リトミック遊び   0 

② 体育指導（外部講師）   389 

③ 絵本・ドリル導入     282 

④ フッ化物洗口（虫歯予防） 19 

⑤ 英語教室         169（新規） 

 

・ロタウイルス予防接種費助成事業                  1,080 
 （予算書Ｐ110 予防接種事業） 

法定外予防接種であるロタウイルス予防接種費用の経済的負担を軽減し、疾病の発生と感染症等の蔓

延を防ぐため、費用の一部を補助します。（補助上限額1万2千円） 

  ・委託料  540 

  ・扶助費  540 
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・多子世帯インフルエンザ予防接種費助成事業             1,244 
 （予算書Ｐ110 予防接種事業） 

多子世帯の第３子以降の中学３年生までのお子さんを対象として、インフルエンザ予防接種費用の１

回分を全額助成し、接種費用の負担軽減を図ります。 

  ・委託料  1,074 

  ・扶助費   170 

 

・子育て世帯へのリフォーム補助事業                 2,800 
 （予算書Ｐ132 商工業振興事業） 

住宅リフォーム補助金制度において、子育て世帯がリフォームする場合の補助率引き上げを継続しま

す。 

・子育て世帯  補助率１０％（上限20万円） 

・その他    補助率 ５％（上限10万円） 

 

・金融機関との提携教育ロ－ン及び 

日本学生支援機構の奨学金借入者への利子助成事業       174 
（予算書Ｐ156 教育総務事業） 

埼玉りそな銀行、埼玉縣信用金庫、埼玉中央農業協同組合、武蔵野銀行と学生向け奨学金事業に向け

た連携及び協力の協定を結び、教育ロ－ン借入者（定住する学生）を対象に利子助成を行います。また、

日本学生支援機構の第２種奨学金借入者の利子も同様に助成します。 

 

・第３子以降私立幼稚園保育料無料化事業               3,380 
 （予算書Ｐ158 幼稚園教育推進事業） 

多子世帯の就園に係る費用の支援を行うため、引き続き、就園奨励費の算定における第３子以降の兄・

姉の認定基準（年齢制限）を保育園と同様に緩和します。 

 

・幼稚園入園祝い金事業                       2,100 
 （予算書Ｐ158 幼稚園教育推進事業） 

私立幼稚園（認定こども園（旧幼稚園）含む）に係る就園奨励費の対象とならない諸経費（制服代等）

に対して、保護者の負担を軽減するため、入園祝い金（3万円／人）を支給します。 
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１－３ 川島町の未来を担う教育の充実 

・【拡充】川島方式子ども学習支援システム構築事業          45,880 
児童生徒の学力の向上を目指して体系的な学習支援事業を次のとおり実施します。 

 

≪小学校≫ 

（新規）日本語検定受検・英語検定受験推進事業                    601 
    （予算書Ｐ164 学力向上推進事業） 

     児童の日本語及び英語力の学習意欲向上を図るため、日本語検定（５級、６級）と実用英語技

能検定（５級）の検定料を町が負担します。 

また、教職員、保護者、児童に対し、事業の推進趣旨を理解してもらうため、ガイダンスを実  

施します。 

 

（拡充）英語村体験事業                               147 
    （予算書Ｐ164 学力向上推進事業） 

     小学生の英語学習を支援するため、実用英語技能検定５級に合格するためのスキルや単語力を 

身につける学習的な要素を組み入れたプログラムの英語体験教室を開催します。 

また、より質の高い英語学習体験をしてもらうため、東京都教育委員会が開設した「東京英語

村（TOKYO GLOBAL GATEWAY）」での体験学習を実施します。 

 

ＩＣＴ機器活用事業                              1,544 

   （予算書Ｐ164 学力向上推進事業） 

ＩＣＴ機器（タブレット端末）を活用した授業を行うことにより、児童の学習への興味関心を高 

め学力向上を目指します。 

 

放課後児童クラブ学習支援事業                         1,080 
（予算書Ｐ164 学力向上推進事業） 

放課後児童クラブと連携した学習支援を行い、放課後児童クラブに通う児童の学習意欲と学力向

上を図ります。 

 

≪中学校≫ 

（拡充）英語検定受験推進事業                           1,030 
    （予算書Ｐ170 学力向上推進事業） 

     生徒の英語力及び学習意欲の向上を図るため、英検を受験する生徒に対して、予算の範囲内に

おいて、実用英語技能検定の検定料を町が負担します。平成３１年度から対象枠を２級まで拡大

します。また、英語検定取得を支援する講座（ガイダンス）を私塾と連携し開設します。 

 

≪小学校・中学校共通≫ 

きめ細かい教育の推進事業                             18,839 

（予算書Ｐ164 学力向上推進事業、Ｐ170 学力向上推進事業） 

きめ細かい教育を行い、学力の向上を図るため、１学級あたりの児童生徒数を３５人程度とする

ことで必要となる教員を補充します。 
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英語教育充実事業                                19,258 

   （予算書Ｐ160 小学校管理事業、Ｐ164 学力向上推進事業、Ｐ170 学力向上推進事業） 

学習指導要領の改訂に伴う、小学校５・６年生の英語の教科化及び３・４年生の外国語活動の導

入を見据え、計画的な外国語教育を行います。また、中学校の生徒のさらなる英語学力及び学習意

欲の向上を図るため、ＡＬＴ（外国語指導助手）の常駐化を行います。 

・臨時職員賃金（小学校外国語活動支援員）   3,123 

・社会保険負担金                439 

・ＡＬＴ講師派遣委託料           15,696 

 

学校と私塾が連携した通塾支援事業                         240 

（予算書Ｐ164 学力向上推進事業、Ｐ170 学力向上推進事業） 

準要保護世帯を対象に支援協定を結ぶ私塾に通塾する場合の受講料の一部を助成する対象を小学

校４・５・６年生とします。中学生は２・３年生とします。 

  

基礎学力向上事業                                3,141 

（予算書Ｐ164 学力向上推進事業、Ｐ168 中学校管理事業、Ｐ170 学力向上推進事業） 

町独自の一斉テストを全ての小中学校で実施し、基礎学力の定着状況を確認することで、課題の

発見・解決を図ります。また、家庭学習ノート及びドリルを作成し、学校と家庭との連携を図りな

がら、教員によるきめ細やかな指導を実施することで児童生徒の学力向上を図ります。 

・学力調査         1,782 

・家庭学習ノート、ドリル  1,359 

 

・【新規】中山小学校グラウンド改修事業               1,996 
 （予算書Ｐ162 小学校施設営繕事業） 

  中山小学校のグラウンドの水はけを良くし、雨天後も使用しやすいよう改修を行い児童の学習環境の 

 向上を図ります。 

  ・設計業務委託料  1,996 

 

・小学校通学バス運行事業                      24,801 
（予算書Ｐ164 小学校通学バス運行事業） 

つばさ南小学校・つばさ北小学校への遠距離通学を支援するため、４台体制でスクールバスを運行し

ます。 

 

・不登校児童生徒対策事業                      5,746 
（予算書Ｐ156 教育相談事業、予算書Ｐ168 中学校保健衛生事業） 

  子育て支援総合センターに設置するスクーリングサポートセンターに職員を配置し、適応支援や相談

業務を行い、児童生徒の不登校対策や教員の研修事務などを行います。また、中学校にさわやか相談員

を配置し、生徒等の相談業務を行います。 

  ・スクーリングサポートセンター  2,587 

・さわやか相談員         3,159 
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・生涯学習推進事業                         2,234 
 （予算書Ｐ174 社会教育事業） 

生涯学習推進のまちとして、子どもからお年寄りまで誰でもが気軽に生涯学習活動に参加できる環境

づくりを行うとともに、地域社会が協力して地域の子どもたちを育てていく力「地域の教育力」の向上

に取り組みます。 
 

・【拡充】地域子ども楽校
がっこう

推進事業                   213 
（予算書Ｐ174 社会教育事業） 

地域で子どもを育てる「地域子ども教室」に加え、子どもにより豊かな体験学習の機会を提供する 

 「地域子ども楽校
がっこう

」を近隣大学等と連携して実施します。 

  ・報償費（謝金）    188 

  ・需用費（消耗品費）   25 

 

基本目標２  地域産業の活性化と雇用の創出                 

２－１ 雇用創出につながる企業誘致の推進 

・雇用対策事業                            126 
 （予算書Ｐ122 雇用対策事業） 

町内の雇用対策を実施するため、公共職業安定所及び商工会と連携し、合同就職面接会及び説明会を

開催します。また、比企地域元気アップ実行委員会でも、比企地域の雇用対策として合同就職面接会を

開催し、住民の就職希望者と企業が出会う場の支援をします。 

 

・圏央道アクセス道路整備事業                   15,800 
 （予算書Ｐ140 道路新設改良事業） 

町道３５５７号線を圏央道側道へのアクセス道路として整備し、流通時間の短縮や周辺環境の改善を

図ります。 

 

・川島インターチェンジ南側地区開発事業               5,370 
 （予算書Ｐ144 圏央道インターシティプラン推進事業） 

圏央道川島インターチェンジ南側地区において、産業拠点の形成に向けた新市街地の都市計画決定手

続きを行うため、関係機関との調整を図ります。 

・川島IC南側地区関連都市計画決定図書等作成業務委託料  5,300 

・諸経費                           70 
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２－２ 農業の活性化と担い手の確保 

・【拡充】すぐソコ！かわじまふるさとビジネス事業            26,246 
 （予算書Ｐ58 地域資源魅力創出事業） 

地方創生推進交付金を活用した平成３１年度から３年間の新たな事業として、平成の森公園を中心と

した観光資源を活用して、農業体験や川遊びなど水と土に触れる「ふるさと体験」ができる観光ゾーン

を整備し、東京２３区をはじめとした都内在住のファミリー層の来訪を促進します。平成の森公園を中

心に、貸農園や観光農園、商品の生産・加工・販売施設を整備するほか、特産品の磨き上げ等を進め、

来訪者の消費促進とリピーター化を図ります。 

また、引き続き町の基幹産業である農業について、農産物や加工品等地域資源を活用したブランド化

（KJブランド）を推進していきます。 

 

・新規就農者への総合支援事業                   15,802 
（予算書Ｐ128 農業者支援事業） 

新規就農者が、自立した農業経営が出来るよう支援します。（補助率：県１０／１０） 

   ・新規就農総合支援事業補助金 通常型 11,250千円（750千円×1人、1,500千円×７人） 

夫婦型  4,500千円（2,250千円×2人） 

   ・推進事業費（サポーター謝金）2,600円×5名×4回＝52千円 

 

・農地集積事業                          16,500 
 （予算書Ｐ128 農地集積事業） 

耕作放棄地を減少させ、担い手農家の営農環境の安定を図るため、人・農地プラン、農地中間管理事

業により農地集積・集約を推進し、集約化した農地の区画拡大への取組を支援します。 

また、平成３１年度は、埼玉県農林公社を事業主体とした区画整理及び農道整備を行います。 

 

・町特産品ブランド化事業                      1,230 
（予算書Ｐ130 ６次産業化推進事業） 

６次産業化戦略に基づき、町の特産品の６次産業化を推進するため、新商品開発を行う事業者等を対

象に、その商品化に要する費用の一部を補助します。また、農産物と食品製造事業者とのマッチングを

行います。 

 

・「かわじま朝市」の拡充（※マンパワー事業） 
出店者・出店内容の条件の緩和や、開催場所を変更し、「かわじま朝市」を「かわじまるしぇ」にリニ

ューアルします。 
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基本目標３  子どもからお年寄りまでふれあい、 

安心して健やかに暮らせる地域づくり 

３－１ 子どもからお年寄りまで地域でふれあう機会の充実 

・【拡充】集会所整備事業                      2,400 
（予算書Ｐ62 自治振興事業） 

  自治会の管理する集会所の修繕や備品整備にかかる費用の一部へ町が補助を行います。また、平成３

１年度は、宝くじ助成事業を活用し、宮本、伏木、中山久保集会所へエアコンの整備を行います。 

  ・工事請負費  1,878 

・補助金     522 

 

・地域の憩いの場（サロン）整備事業                  453 
（予算書P90 住民サロン事業） 

地域コミュニティの活性化のため、地域住民が主体となり運営するサロンの支援を行います。また、

子どもからお年寄りまで多くの世代が気軽に集えるサロンにするため、入場者に対する傷害保険料も町

負担とし活動を充実させます。 

 

・かわべえ健幸マイレージ事業                     848 
 （予算書Ｐ112 健康づくり推進事業） 

  健康づくりを応援する取組みとして健（検）診の受診、健康づくりの教室や介護予防体操などに参加

することでポイントを付与し、獲得したポイントに応じて景品と交換できるなど、健康づくりを支援し

ます。 

・報償費  720  ・需用費（消耗品費、印刷製本費）  128 

 

・健幸☆筋力アップ教室事業                     5,957 
 （予算書Ｐ112 健康づくり推進事業） 

一人ひとりの体力にあった運動プログラムを作成し、筋力アッフﾟトレーニングと栄養サポートを取り

入れた教室を展開し、健康づくりを支援します。 

  ・委託料  4,769 

  ・借上料   501 

  ・諸経費   687（消耗品等） 

 

・【新規】地域学校協働活動推進事業                 1,733 
（予算書Ｐ174 社会教育事業） 

  地区公民館や地域住民と協働し、地域の想いを講座や活動に結び付けられるように試験的に事業を実

施します。具体的には、複数名のコーディネーターを配置し、地域の課題と地域の人材を把握・集約し、

子どもを中心に大人も楽しく学ぶことができる講座や活動を実施します。 

  ・コーディネーター謝金   1,681 

  ・諸経費（消耗品等）      52 
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・【新規】伊草公民館駐車場整備事業                  9,239 
 （予算書Ｐ178 公民館管理運営事業） 

伊草公民館の駐車場を整備し、来館者の利便性の向上を図ります。 

 ・工事請負費   9,239 

 

・【新規】町立図書館改修（屋上防水）事業                10,228 
 （予算書Ｐ180 図書館管理運営事業） 

町立図書館の屋上について、老朽化により雨漏りが生じているため、屋上防水工事を行います。 

 ・工事請負費   10,228 

 

・【新規】総合型地域スポーツクラブ設立事業               107 
 （予算書Ｐ184 保健体育総務事業） 

幅広い世代の人々が、各自の興味・関心・競技レベルに合わせて、さまざまなスポーツに触れる機会

を提供する、総合型地域スポーツクラブの設立を積極的に支援します。 

  ・旅費         78 

  ・需用費（消耗品費）  9 

  ・有料道路通行料    20 

 

３－２ 誰もが安心して暮らせる地域づくり 

・【拡充】くらしの交通支援事業                   27,255 
（予算書Ｐ58 地域公共交通対策事業） 

町民の買い物や通院、公共施設等への移動を支援するため、かわみんタクシーを運行します。 

平成３１年度より、割引制度を拡充し、子育て支援総合センター「かわみんハウス」と川島町役場 

へ行くために利用する場合に割引となります。 

また、県と連携し、路線バスの増便・延伸など、公共交通への潜在需要を喚起するための取組を行う

事業者に対し、その事業費の一部を補助します。（県１/２、町１/２） 

 

・【新規】福祉総合相談事業                     5,000 
（予算書Ｐ84 社会福祉総務事業） 

  複合化・複雑化した福祉に関する相談に的確に対応するため、福祉の総合的な相談窓口を開設します。 

  （委託事業者：川島町社会福祉協議会） 

  ・多機関の協働による包括的支援体制構築業務委託料  5,000  

 

・障害者就労支援事業                         68,479 
（予算書Ｐ88 障害者自立支援給付事業） 

就労移行支援事業所や公共職業安定所と連携し、障がいのある方が、仕事に就き、住み慣れた地域で

自立して、安心して生活を送ることができるよう、必要な技能の訓練・習得を目的とした就労支援や就

労継続支援を行います。また、就労支援を受け一般就労に移行した障がい者に対して生活面に関しての

指導・助言等の支援も実施します。（補助率：国１／２、県１／４、町１／４） 

 

 



- 18 - 

 

・障害児放課後等デイサービス事業                  33,301 
 （予算書Ｐ88 障害者自立支援給付事業） 

学校教育法に規定する学校（幼稚園、大学を除く）に就学している障がいのある児童・生徒に、学校

授業終了後や休業日において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、自立した

生活を送るための支援をします。（補助率：国１／２、県１／４、町１／４） 

 

・予防接種事業                           44,218 
 （予算書Ｐ110 予防接種事業） 

感染症のおそれのある病気の発生や社会的蔓延を防ぐため、予防接種を実施します。 

 

・【拡充】橋梁延命化計画事業                    47,000 
 （予算書Ｐ138 橋梁維持管理事業） 

橋梁の延命化と安全を確保するため、定期点検を実施し、計画的な修繕を行います。平成３０年度に

全橋梁の定期点検が終了し、平成３１年度は松永橋の修繕工事及び下狢地内にある５－５９号橋橋梁修

繕の設計業務を行います。 

・５－５９号橋橋梁補修設計業務委託料  7,000 

・松永橋修繕工事            40,000 

 

・生活道路環境改善事業                      14,850 
 （予算書Ｐ138 道路新設改良事業） 

道路側溝について、側溝新設及び既存の蓋なし側溝に蓋を設置し、生活道路の環境改善を図ります。 

・工事請負費  14,850 

 

・幹線道路整備事業                         7,000 
 （予算書Ｐ138 道路新設改良事業） 

県道鴻巣川島線と県道日高川島線を結ぶ町道１－２号線を整備することにより、車両の通行及び通学

路の安全を確保し、幹線道路における通行の環境改善を図ります。なお、平成３１年度から地元説明及

び用地測量を行います。 

  ・測量業務委託料  7,000 

 

・排水路整備事業                          34,300 
 （予算書Ｐ132 用排水路整備事業） 

平成３０年度より、大雨等による冠水被害を防止するため計画的に浅間排水路の整備を行うことによ

り、生活環境の改善を図ります。 

・工事請負費  34,300 

 

・【新規】地震洪水ハザードマップ・ガイドブック作成事業       4,500 
 （予算書Ｐ150 災害対策事業） 

  国等から新たに示された洪水データ等を反映させ、地震のメカニズムや避難の仕方等を掲載した、地

震洪水ハザードマップ・ガイドブックを作成します。 

  ・地震洪水ハザードマップ・ガイドブック作成委託料  4,500 
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・【新規】避難計画作成事業                     4,300 
 （予算書Ｐ150 災害対策事業） 

  国等から新たに示された洪水データをもとに高台等も含めて避難適地の考え方を整理し、新たな避難

計画を作成します。 

  ・避難計画作成業務委託料  4,300 

 

・自主防災組織の充実事業                      1,752 
 （予算書Ｐ150 災害対策事業） 

自主防災組織の充実を図るため、資機材整備や訓練活動に対する補助金を交付します。また、組織の

充実・訓練等支援のため、防災アドバイザーを派遣します。 

・防災アドバイザー謝金                78 

・自主防災組織資機材整備及び活動支援事業補助金  1,174 

・消防施設費補助金                 500 

 

・災害用マンホール蓋交換事業                    2,378 
（予算書Ｐ150 災害対策事業、予算書P274 汚水維持管理費） 

災害時に指定避難所に設置する仮設トイレを直接下水道管に接続できるようにするため、災害用仮設

トイレに対応したマンホール蓋に交換します。平成３１年度は、伊草小学校周辺に４箇所設置します。 

また、下水道事業では、中山小学校周辺道路上のマンホール蓋２箇所を災害用に交換します。 

   ・工事請負費  1,512、866（※下水道事業特別会計） 

 

・自転車総合保険加入事業                       293 
 （予算書Ｐ168 中学校保健衛生事業） 

自転車保険への加入が義務化され、自転車通学する中学生が事故を起こした際、被害者への救済や加

害者の経済的負担軽減、また、加入漏れを無くすため全学年を対象に引き続き町が加入します。 

 

基本目標４  人を呼び込む観光・交流の活性化                

４－１ 川島町の魅力発信と認知度向上 

・ふるさとかわじまＰＲ大使活用事業                   81 
 （予算書Ｐ48 広聴広報事業） 

ふるさとかわじまＰＲ大使に、町の魅力などの情報発信を依頼し、地域振興とイメージアップを図り

ます。 

 

・【拡充】マスコットキャラクターＰＲ事業               1,748 
 （予算書Ｐ58 地域資源魅力創出事業、Ｐ132 観光振興事業） 

商工会等と協力し「かわべえ」「かわみん」のキャラクターグッズを作製し、町内外に向けて広くＰＲ

します。また、新しい時代にあわせマスコットキャラクターのリニューアルを行います。 

  ・マスコットキャラクターＰＲ事業業務委託料  1,000 

  ・需用費（印刷製本費）             548 

  ・手数料                    200 
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・【拡充】kawajima Spring Festival 開催事業             4,096 
 （Ｐ84 社会福祉総務事業、Ｐ146 公園事業） 

  子どもから大人まで楽しめるイベントとして、「ちびっこフェスティバル」、「バラの小径まつり」 

 「健康福祉まつり」が一つのイベントとなり、平成の森公園で開催します。 

  また、伊奈町、毛呂山町、川島町の３町で、バラによる交流事業も展開し、町をＰＲしてまいります。 

・春まつり運営業務委託料        2,683 

・その他イベント関係諸経費（消耗品等） 1,129 

・健康福祉まつり事業補助金        250 

・バラ相互交流負担金            34 

 

・【新規】鈴木聞多氏・宇津木妙子氏企画展事業              160 
 （予算書Ｐ176 文化財保護事業） 

  東京オリンピック・パラリンピック開催に向け、川島町出身のオリンピックにゆかりのある、鈴木聞

多氏、宇津木妙子氏の企画展を実施することで、町のＰＲにつなげます。 

  ・謝金                60 

  ・需用費（消耗品費、印刷製本費）  100 

 

４－２ 新たな観光資源の発掘と交流の創出 

・（再掲）すぐソコ！かわじまふるさとビジネス事業          26,246 
 （予算書Ｐ58 地域資源魅力創出事業） 

  地方創生推進交付金を活用した平成３１年度から３年間の新たな事業として、平成の森公園を中心と

した観光資源を活用して、農業体験や川遊びなど水と土に触れる「ふるさと体験」ができる観光ゾーン

を整備し、東京23区をはじめとした都内在住のファミリー層の来訪を促進します。平成の森公園を中心

に、貸農園や観光農園、商品の生産・加工・販売施設を整備するほか、特産品の磨き上げ等を進め、来

訪者の消費促進とリピーター化を図ります。 

また、町の農産物や加工品等地域資源を活用したブランド化（KJブランド）を推進していきます。 

 

・観光農園推進事業                         1,000 
 （予算書Ｐ128 農業者支援事業） 

いちご、いちじく、ブルーベリーなど摘み取りができる観光農園の推進を図るとともに、新たな観光

スポットとして、観光農園の拠点となる農業ふれあい拠点の整備を進めます。 

 

・観光マップ等作成事業                        454 
 （予算書Ｐ132 観光振興事業） 

町の観光地を掲載した観光マップを増刷し、町内外に向けて広くＰＲします。 

 

・川と親しみを持つイベント開催事業                  113 
 （予算書Ｐ132 観光振興事業） 

和舟を活用したイベントを開催し、観光客の集客と自然豊かな魅力ある町の推進を図ります。 

 

・広域観光周遊ルートの形成（※マンパワー事業） 
近隣市町と連携し、広域的な観光周遊ルートの形成を図ります。 
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５ その他の施策                             

・【新規】議会映像インターネット配信事業                458 
 （予算書Ｐ38 議会運営事業） 

  定例会等の本議会について、インターネットを活用して映像配信を行うことで、町民へ議会の活動を

より知ってもらい、開かれた議会を推進していきます。 

  ・議会映像配信システムホスティングサービス使用料  458 

 

・【拡充】職員育成事業                        1,218 
 （予算書Ｐ46 職員育成事業）  

  町民の期待に応える政策を着実に実践するため、職員一人ひとりの全体的な資質の底上げを積極的に 

 行い、職員の能力開発を進めるため、接遇や企画力、プレゼンテーション研修等の充実を図り、人材育

成を推進します。 

  ・職員研修講師委託料  918 

  ・諸経費（謝金、旅費） 300 

 

・【新規】個別施設計画策定事業                    8,000 
 （予算書Ｐ50 財政管理費） 

  川島町公共施設等総合管理計画に基づき、個別施設ごとの具体的な対応方針を定める計画を策定しま

す。点検・診断によって得られた個別施設の状態や維持管理・更新等に係る対策の優先順位の考え方、

対策の内容や実施時期を定めます。（2019、2020年度債務負担行為設定） 

  ・個別施設計画策定業務委託料  8,000 

 

・【拡充】ふるさと納税推進事業                   12,343 
 （予算書Ｐ50 ふるさと納税推進事業） 

ふるさと納税寄附金を通じて、町の特産品などの認知度を向上させ、地域の活性化を図ります。 

平成３１年度より、ふるさと納税を申し込むことができるサイトを拡充し、寄附金額の増額に向けて

取り組みます。【平成３１年度寄附金目標額：30,000千円】 

 

・【新規】保健センタートイレ改修事業                11,300 
 （予算書Ｐ52 財産管理事業） 

  平成３１年度の包括支援センター業務開始に伴い、保健センター内の１階・２階の男女のトイレを利

用者が快適に利用できるよう改修します。 

・工事請負費      10,800 

  ・工事監理業務委託料    500 

 

・【新規】旧川島町役場庁舎及び別館解体事業             91,723 
 （予算書Ｐ52 財産管理事業） 

  旧川島町役場庁舎及び別館を解体撤去し、町有地の有効活用を図ります。 

・工事請負費      89,550 

  ・工事監理業務委託料   2,173 
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・【新規】役場庁舎備品更新事業                   12,405 
 （予算書Ｐ52 庁舎管理事業） 

  老朽化している委員会室等の机、椅子類について更新を行います。 

  ・備品購入費  12,405 

 

・小学校跡地維持管理事業                      9,419 
 （予算書P54 学校跡地管理事業） 

廃校となった出丸小学校・小見野小学校の維持管理を行うとともに、活用方法について、地域の方々

や関係団体等と検討を進め、平成３１年度中に活用方法を決定します。 

 

・住民力結集事業                           466 
 （予算書Ｐ58 住民力結集事業） 

町民と町職員が協働して地域の課題について調査・研究を行う「かわじま未来塾」の活動を支援しま

す。また、「町民力登録制度」により、専門的な知識や技能をもつ人材を確保し、まちづくりに反映して

いきます。 

 

・【拡充】ごみ減量化対策事業                    1,274 
（予算書Ｐ116 ごみ減量化対策事業） 

可燃ごみ２０％減量化計画の最終年度として、シンポジウムの開催やエコ料理コンテスト（仮）等の

啓発活動に取り組んでいきます。 

 

・小型合併処理浄化槽維持管理及び設置等補助事業          30,282 
 （予算書Ｐ116 雑排水処理事業） 

生活排水による河川等の水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図るため、小型合併処理浄化槽の新規

設置、緊急生活排水対策重点地域の指定による単独槽や汲取からの転換及び維持管理に要する費用の一

部を補助します。 

・小型合併処理浄化槽設置補助金    14,527 

・小型合併処理浄化槽維持管理補助金  15,730 

 

・ふれあい戸別収集事業                        954 
 （予算書Ｐ118 ごみ処理施設維持管理事業） 

集積所にごみ出しをすることができない世帯に対して、週１回決まった曜日に戸別に訪問し、ごみの

「収集」と共に安否確認のための「声かけ」を行います。 

 

・ごみ処理広域化事業                       38,821 
 （予算書Ｐ120 一部事務組合塵芥処理等負担事業） 

広域による可燃ごみ及び粗大ごみの処理施設の建設及び管理運営並びにこれに附帯する事

務の共同処理を進めます。 
 

・【拡充】特定外来生物等捕獲事業                  4,413 
 （予算書Ｐ126 農業総務事業） 

 アライグマ、ハクビシンの年間捕獲数が年々増加しており、回収等を迅速に対応するため、捕獲業務

を委託します。また、アライグマ捕獲従事者数の増加に取り組みます。 
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・【新規】ミュージアムワークショップ事業               175 
 （予算書Ｐ176 文化財保護事業） 

本町の歴史と文化の特徴や素晴らしさを再発見することで、郷土を誇りに感じ、町外に魅力を発信す

る方策を検討するワークショップを開催します。 

  ・謝金         150 

  ・需用費（消耗品費）  25 

 

・【拡充】雨水幹線整備事業（※下水道事業特別会計）        485,746 
 （予算書Ｐ272 雨水建設事業費） 

市街化区域内の浸水対策として、飯島３号雨水幹線及び飯島６号雨水幹線の整備を実施します。 

・環境事前・事後調査業務委託料  6,495 

・用地測量業務委託料        934 

・物件調査業務委託料        493 

・工事請負費          470,000 

・土地購入費            324 

・物件補償費           7,500 

 

・下水道維持管理事業（※下水道事業特別会計）           19,792 
（予算書Ｐ274 汚水維持管理費） 

下水道管への浸入水対策として、取付管や宅内最終桝の調査を行い、補修を実施するとともに、下水

道マンホール蓋の交換工事を実施します。 

・下水道管渠調査業務委託料  4,428 

・工事請負費         15,364 

 

・公営企業会計適用化事業（※下水道事業特別会計）         12,618 
 （予算書Ｐ274 公営企業会計適用化事業費） 

下水道事業に公営企業会計を適用するに当たり、必要となる下水道事業固定資産台帳の整備、下水道

事業会計システム構築等の移行業務を推進します。（平成30～31年度の債務負担行為設定） 

  ・委託料  12,618 

 

・水道配水管耐震化事業（※水道事業会計）             95,656 
  指定避難所等への重要給水拠点までの配水管を耐震化し、水道水の安定供給や災害時における給水体

制の充実を図ります。 

  ・設計業務委託料  10,846 

  ・工事請負費    84,810 

 

・【新規】吹塚浄水場ＲＣ配水池耐震補強事業（※水道事業会計）    54,720 
  吹塚浄水場のＲＣ配水池が老朽化し、耐震基準を満たしていないため、施設の耐震補強工事を実施し

ます。 

  ・工事請負費  54,720 
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平成３１年度 当初予算 道路工事関係 

 

■農地費 

〇用排水路整備事業・・・・・・・・・２件 ４３，８００，０００円 

・東野用水路整備工事 三保谷宿地区 約100ｍ  

 ※県道日高・川島線東側に位置する用水路を整備 継続 

・浅間排水路整備工事 曲師・西谷地区 約70ｍ  

 ※県道平沼・中老袋線北側に位置する排水路を整備 継続 

 

■道路維持費・・・・・・・・・・ １５件 ６３，０５０，０００円 

〇道路（舗装）整備・路肩補修 

・町道3363号線舗装補修工事 中山地区 約120ｍ 

 ※中山小学校北側に面する道路の舗装補修 継続 

・町道1-3号線舗装補修工事 戸守地区 約300ｍ 

 ※県道川島こども動物自然公園自転車道路の南側から延びる道路の舗装補修 継続 

 ・町道3029号線舗装補修工事 八幡地区 約160ｍ 

  ※八幡地内のまるや石油㈱南側道路の舗装補修 新規 

・町道1-4号線舗装補修工事 かわじま 1丁目地区 約100ｍ 

  ※川島産業団地北側に面する道路の舗装補修 継続 

・町道2-5号線舗装補修工事 上伊草地区 約120ｍ 

  ※さくら保育園北側に面する道路の舗装補修 継続 

 ・町道1-7号線舗装補修工事 下伊草地区 約120ｍ 

  ※落合橋の東側で大和伸管所跡地北側に面する道路の舗装補修 継続 

・町道2-31号線舗装補修工事 平沼地区 約330ｍ 

  ※旧役場から圏央道へと延びる道路の舗装補修 継続 

 ・町道1-5号線舗装補修工事 白井沼地区 約220ｍ 

  ※川島中学校南側に位置する圏央道側道の舗装補修 継続 

 ・町道1-23号線舗装補修工事 宮前地区 約130ｍ 

  ※三保谷小学校南側に面する道路の舗装補修 継続 

・町道1-8号線舗装補修工事 上八ツ林地区 約140ｍ 

  ※川島町役場西側に面する道路の舗装補修 新規 

・町道1394号線舗装補修工事 上小見野地区 約130ｍ 

  ※大里比企広域農道｢みどりの道｣の舗装補修 継続 

・町道1-2号線舗装補修工事 谷中地区 約100ｍ 

  ※旧小見野小学校南側に位置する道路の舗装補修 新規 

○路肩補修 

・路肩部分等の雑草防除工事 川島町内 約470ｍ 

  ※交通に支障が生じる恐れがある路肩部分等の雑草防除 新規 

・町道4613号線道路整備 畑中地区 約120ｍ 

  ※遠山記念館北西に位置する道路の路肩整備 新規 
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■道路新設改良費・・・・・・・・・・ ８件 ７１，２００，０００円 

〇道路改良 

・町道4088・4094号線道路改良工事 平沼地区 約50ｍ 

※県道平沼・中老袋線から西へ延びる道路の改良整備 継続 

・町道2-18号線道路改良工事 畑中地区 約215ｍ 

※つばさ北小学校東側道路の改良整備 新規 

・町道4533号線道路改良工事 牛ケ谷戸地区 約130ｍ 

※県道川越・栗橋線から西へ延びる道路の改良整備 継続 

〇側溝整備 

・町道1080号線側溝整備工事 長楽地区 約100ｍ 

※中山地区水防倉庫から西側へ延びる町道の側溝整備 継続 

・町道3178号線側溝整備工事 上伊草地区 約150ｍ 

※埼玉縣信用金庫から北側へ延びる道路（片側整備済）の側溝整備 継続 

・町道4430号線側溝整備工事 吉原地区 約60ｍ 

※県道川越・栗橋線から西へ延びる道路の片側側溝整備 継続 

〇舗装新設 

 ・町道3557号線舗装新設工事 中山地区 約480ｍ 

  ※白金工業㈱北側に面する改良済道路（片側歩道付）の舗装新設 継続 

○歩道整備 

・町道2-5号線歩道整備工事 上伊草地区 約15ｍ 

※県道鴻巣・川島線から西へ延びる道路の歩道未整備区間の歩道整備 継続 

 

■河川改良費・・・・・・・・・・ ２件 １１，１５０，０００円 

〇排水路整備 

・水路404整備工事 戸守地区 約100ｍ 

※市街化区域の戸守地内を流れる排水路の整備 新規 

・町道1-10号線脇水路整備工事 出丸下郷地区 約90ｍ 

※旧出丸駐在所跡地から北側に延びる町道 1-10号線脇水路の整備 継続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



　　　（歳入）

　　　地方消費税 148,000 千円

　　　（歳出）

　　　社会保障施策に要する経費 1,805,615 千円

（994,489 千円）

（単位：千円）

うち引上げ分
の

540,539 367,029 173,510 25,822

13,446 1 13,445 2,001

527,482 313,358 214,124 31,866

1,081,467 680,388 401,079 59,689

248,600 2,065 246,535 36,689

120,943 76,521 44,422 6,611

269,615 41,573 228,042 33,937

639,158 120,159 518,999 77,237

84,990 10,579 74,411 11,074

84,990 10,579 74,411 11,074

1,805,615 811,126 994,489 148,000

　　 地方消費税交付金のうち消費税率引き上げによる増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に

　要する経費に充てるものとされています。増収分は、下記の社会保障関係費の一般財源の一部として活用します。

　　　（うち一般財源）

５　消費税率引き上げ分に伴う地方消費税交付金の増収分の使途について

障害者福祉事業

（単位：千円）

事業名 事業費

財源内訳

特定財源
一般財源

合　計

社会福祉

小　計

小　計

国民健康保険事業

後期高齢者医療事業

疾病予防対策事業

高齢者福祉事業

児童福祉事業

介護保険事業

小　計

社会保険

保健衛生
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