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令和３年度予算の概要 

 

一般会計、特別会計、企業会計を合わせた予算総額は、207 億 8,502 万 4 千円で、前年度との比較では金

額で 3 億 8,154 万 2 千円、率にして 1.8 パーセントの減となっています。 

一般会計については 104 億 5,100 万円で、前年度との比較では金額で 1 億 7,200 万円、率にして 1.6 パーセ

ントの減となっています。特別会計については 71 億 6,586 万 3 千円で、前年度との比較では 2 億 4,112 万円、

率にして 3.3 パーセントの減となっています。水道事業会計については 14 億 7,048 万 6 千円で、前年度との比

較では金額で 9,930 万 6 千円、率にして 7.2 パーセントの増となっています。下水道事業会計については、16

億 9,767 万 5 千円で、前年度との比較では金額で 6,772 万 8 千円、率にして 3.8 パーセントの減となっていま

す。 

一般会計予算 

 

 
 歳 入            ～ 町税、各交付金等の減により一般財源総額は減少 ～                                   

基幹財源である町税については、新型コロナウイルス感染症拡大による所得の影響が見込まれること

から、個人町民税は減額（-7,721 万円）を見込んでいます。また、固定資産税も評価替による家屋評価額

の減や税制改正による土地負担調整増分の措置に伴い減額（-5,023 万円）となり、さらに、軽自動車税（-

137 万円）、たばこ税（-308 万円）でもそれぞれ減額となることから、町税全体では、前年度よりも大幅な減

額（-1 億 5,337 万円）となる見込みです。 

地方交付税については、昨年度の交付額及び地方財政計画を勘案し、地方交付税と臨時財政対策債

をあわせた実質的な地方交付税額は増額（27 億 8,700 万円 対前年比+3 億 3,500 万円）すると見込んで

います。 
 

 歳 出      ～ 社会保障関連経費・第５次総合計画の開始に伴う政策的経費の増 ～                       
   社会保障関連経費では、福祉・医療の分野への支出が増額、また、子育て関連経費では幼保の無償

化をはじめ、入所児童数の増加に伴う公立保育園運営費・民間保育園給付費等が増加しており、今後も、

社会保障関連経費・子育て関連経費は増加傾向が続くものと考えられます。 

また、令和３年度は、第５次総合計画前期実行計画初年度として、高齢者等タクシー利用助成事業・西

原自然の森活用事業をはじめ、東武動物公園駅東西口周辺整備事業など構想の実現に向けた事業実施

のために予算を重点配分しています。 

 

「首都圏でいちばん人が輝く町」を目指して 

 

第５次総合計画では、「首都圏でいちばん人が輝くまち」を未来像に据えて、都市と田園の絶妙なバランスを

兼ね備えた「宮代らしさ」を今後１０年で高める機会ととらえ、住みたい、住み続けたいと思える町になることを

目指します。この未来像を実現するために構想を以下のように定め、まちづくりを進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

構想 1 宮代らしさを価値として高めていく 
構想 2 コンパクトな町の強みを活かす 

構想 3 さまざまな活動や主体を生み出す 
構想 4 社会環境の変化に対応し⾏政運営を変化させ続ける 



1 町予算総額は、207億8,502万4千円（対前年度 1.8%減）

（単位：千円）

2 一般会計の歳入

（単位：千円）

□ 町税 … 新型コロナウイルス感染症・評価替の影響により町税全体は減 　-4.2%

新型コロナウイルス感染症拡大による所得への影響から個人住民税の減

□ 地方交付税 … 地方財政計画と前年度実績を勘案し　+3.2%

町税に次ぐ主要財源。依存財源であるため国の
制度改正による増減の影響を受けやすい歳入

□ 譲与税・交付金 … 地方財政対策を勘案し　-6.3%

□ 分担金・使用料 … 公立保育所保護者

 負担金の減　-2.7%

□ 国・県支出金 … 国勢調査の完了に伴う減  -1.4%

国勢調査の完了に伴う国委託金の減

□ 繰入金 … 基金を取り崩しての財政運営  -28.7%

社会保障経費の増を背景に財政調整基金を取崩
ふるさと納税での歳入確保実施

□ 町債　… 臨時財政対策債の増  +34.3%

進修館改修による総務債の発行
地方財政対策により臨時財政対策債は増

▲ 67,728 ▲ 3.8

水 道 事 業 会 計

下 水 道 事 業 会 計

1,470,486 1,371,180 7.2

▲ 4.2

▲ 6.3

評価替による家屋評価額の減、税制改正による土地負担調整増分の据置措置に伴う固定資産税の減

1,697,675 1,765,403

令和３年度予算の構成

R3 R2 増減額 増減率(%)

一 般 会 計 10,451,000 10,623,000 ▲ 172,000 ▲ 1.6

3,529,697 3,629,500 ▲ 99,803 ▲ 2.7
介 護 保 険 3,090,597 3,238,099 ▲ 147,502 ▲ 4.6

国 民 健 康 保 険

R3 R2 増減額

後 期 高 齢 者 医 療 545,569 539,384 6,185

99,306

1.1

増減率(%)

地 方 交 付 税 2,162,000 2,094,000 68,000 3.2

町 税 3,536,717 3,690,084 ▲ 153,367

譲 与 税 ・ 交 付 金 769,600 821,533 ▲ 51,933
分 担 金 ・ 使 用 料 118,574 121,904 ▲ 3,330 ▲ 2.7
国 県 支 出 金 2,014,451 2,043,347 ▲ 28,896 ▲ 1.4
繰 入 金 544,662 763,920 ▲ 219,258 ▲ 28.7
町 債 967,100 720,000 247,100 34.3
そ の 他 337,896 368,212 ▲ 30,316 ▲ 8.2
合 計 10,451,000 10,623,000 ▲ 172,000 ▲ 1.6

社会資本整備総合交付金の減

特
別
会
計

町税

34%

地方交付税

21%

譲与税・

交付金
7%

分担金・

使用料
2%

国県支出金

19%

繰入金

5%

町債

9%

その他

3%

一般会計

104億5,100万円

特 徴

自治体の借金

建設事業などの財源は規模も大きいため、単年度の収入だけで賄うことが困難であるため借入により

賄う場合があります。また、借入には「将来世代と負担を分け合う」という意味もあります。
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3 一般会計の歳出（目的別）

（単位：千円）

□ 議会費（+2.0%）

議会運営のための経費

□ 総務費（-2.5%） … 戸籍システムの更新完了・国勢調査の完了などによる減

内部管理業務の他、選挙、市民参加、環境、防災、交通安全のための経費

□ 民生費（-0.5%） … 福祉作業所等施設整備完了による減

保険、医療、介護、障がい者、高齢者、児童福祉（保育園、幼稚園）関連の予算

□ 衛生費（+7.6%） … 久喜宮代衛生組合負担金の増

保健・医療経費の他、久喜宮代衛生組合の運営経費

□ 農林水産業費（-7.6%）　… 土地改良施設維持管理適正化事業の

新しい村、農業振興のための経費、農業用施設の改修

□ 商工費（+0.7%）…起業創業支援事業の実施に伴う増

産業と観光の振興、町のＰＲ

□ 土木費（-1.8%） … 下水道会計事業負担金・補助金の減

都市計画、道路をはじめとしたインフラ整備

□ 消防費（-11.9%） … 消防団詰所建築工事の

消防団や埼玉東部消防組合の運営経費

□ 教育費（-8.8%） … 百間小学校屋上防水工事、

　　　　　　　　　　　　　　資料館改修工事の完了に伴う減
小中学校運営と生涯学習

□ 公債費（+2.2%） … 臨時財政対策債など償還額の増
過年度借入金の返済

完了による減

▲ 0.5▲ 19,062

▲ 12.9

増減額

7.6

2,066

66,561

▲ 124

▲ 11.9▲ 66,875

2.2

▲ 34,502

2.0

▲ 7.6

▲ 1.8

▲ 18,623

396

▲ 21,618

0

▲ 172,000

▲ 8.8

▲ 9.5

▲ 1.6

0.0

▲ 98,243

18,028

▲ 4

R3 R2 増減率(%)

107,001
総 務 費 1,357,724 1,392,226 ▲ 2.5

104,935議 会 費

民 生 費 4,168,633 4,187,695
衛 生 費 943,813 877,252

土 木 費 1,207,080 1,228,698

労 働 費 837 961
農 林 水 産 業 費 225,873 244,496

0.7

消 防 費 496,297 563,172
教 育 費 1,016,321 1,114,564

商 工 費 54,992 54,596

公 債 費 852,391 834,363
諸 支 出 金 38 42
予 備 費 20,000 20,000
合 計 10,451,000 10,623,000

   完了に伴う減

特 徴

議会費

1%

総務費

13%

民生費

39%

衛生費

9%

労働費

農水費

2%

商工費

1%

土木費

11%

消防費

5%

教育費

10%

公債費

8%

予備費

1%

一般会計

104億5,100万円

公債費（債務返済）の増減
公債費を長い期間でとらえると、借入により建設した施設の老朽化の進み具合とリンクし、
波のように増減を繰り返しています。近年に実施している都市計画事業の返済が開始されることから、
今後は徐々に増加傾向になると見込んでいます。
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4 一般会計の歳出（性質別）

（単位：千円）

　

□ 人件費（+2.9%）…職員数の増及び会計年度任用職員人件費の増

町職員の他、議会議員、各特別職の人件費

□ 物件費（-0.3%） … 第５次総合計画策定業務委託・戸籍総合システム更新業務委託等の完了による減

消耗品費や備品の購入、指定管理委託料など

□ 維持補修費（-38.1%） … 農業用施設修繕費の減
公共施設などの維持・修繕にかかる経費

□ 扶助費（+1.6%） … 障害者総合支援事業費の増

福祉分野の社会保障関連の経費

□ 補助費等（+0.9%） … 高齢者等タクシー助成事業

ごみ、消防、斎場の各組合負担金と各種補助金

□ 普通建設事業費（-29.0%）

　　　　… 社会福祉施設整備の完了に伴う減

東武動物公園駅東西口整備や都市計画道路
整備、公共施設整備など

□ 公債費（+2.2%） … 臨時財政対策債など償還額の増

□ 積立金（-4.8%） …森林環境譲与税基金積立金の減

まちづくり基金への積立、各種基金利子の積立

□ 繰出金（+3.7%） … 国民健康保険特別会計繰出金の増
特別会計に対する財源補てん

増減率(%)

▲ 0.3

1.6

▲ 5,204

▲ 42,808

34,614

R2R3

人 件 費 1,912,538 1,858,027 2.9

増減額

54,511

▲ 29.0

17,527

▲ 264,582

1,564,247
維 持 補 修 費 69,460 112,268 ▲ 38.1
扶 助 費 2,191,768

▲ 4.8

18,028

▲ 1,132

補 助 費 等 1,869,086 1,851,559 0.9
普 通 建 設 事 業 費 647,238 911,820

皆減

▲ 125

▲ 30,000

公 債 費 852,391 834,363 2.2
積 立 金 22,345 23,477

0.0

47,171

0

貸 付 金 125 250 ▲ 50.0
投 資 及 び 出 資 金 0 30,000

▲ 1.6▲ 172,000

繰 出 金 1,307,006 1,259,835 3.7
予 備 費

1,559,043

実施による増

合 計 10,451,000 10,623,000

20,000 20,000

2,157,154

物 件 費

特 徴

繰出金（くりだしきん）
「特別会計」は、ある特定の利益を得る方々の会費（保険税、使用料などの収入）をもってその支出
（医療給付、施設維持管理など）を賄うことが原則とされています。ただし、その収入が不足する場合
には一般会計から補てんを行なわざるを得ず、この補てんを「繰出金」といいます。
繰出金には、法律などの基準により一般会計が支出するものと、単なる不足額の補てんとしての
繰出金（法定外繰出金）があり、後者「不足額の補てん」により会計の健全性を計ることができます。

人件費

18%

物件費

14％

維持

補修費
1%

扶助費

21%

補助費等

18%

普通建設

事業費
6%

公債費

8%

積立金

1%

貸付金
繰出金

12％

予備費

1%

一般会計

104億5,100万円

4



都市計画税の使途

都市計画税は、道路や公園、公共下水道事業、土地区画整理事業などの都市計画事業の財源として課税される

「目的税」です。今年度は、下記の事業に活用する予定です。 （単位：千円）

引上げ分相当の地方消費税交付金があてられた社会保障施策に要する経費

社会保障・税一体改革により、消費税率引上げによる増収分を含む消費税収（国・地方、消費税率１％分の地方消

費税収を除く）は、全て社会保障財源に充てることとされています。 （単位：千円）

※地方消費税交付金（引上げ分）は各事業の一般財源の比率に応じて按分し、充当しています。

ふるさと納税（寄付）の活用事業

町内、町外からお寄せいただきました寄付金は「宮代まちづくり基金」に積み立て、ご指定のあった

寄付分野に基づき、翌年度以降の事業に活用させていただいています。 （単位：千円）

2,171,166328,8002,499,966合　　　計 4,368,668 1,868,702

505,294

1,126,768

28,365 187,305

28,365 187,305

215,670

215,670

148,195 978,573

36,149

737,090

1,157,528

205,132

50,672 334,605

236,197

385,277

31,065

31,395

96,944 640,146

152,240 1,005,288

66,458 438,836

特定財源

100,877

57,930

21,430

180,237

4,493

1,092,396

229

1,683,972

105,415

228,332

一般財源

121,379

262,910

引上げ分 その他

15,964

34,578

保健衛生

社会福祉

障がい者福祉

高齢者福祉

児童福祉

小計

国民健康保険

後期高齢者医療

798,609

　　　使途が決められている収入について

新しい村を中心とした「農」のあるまちづくりへの活用

保育所や子育て支援センターを中心とした子育て環境整備への活用

町内小中学校におけるきめ細やかな英語教育やGIGAスクール構想実現への活用

事業名 事業費 充当額

社会福祉

社会保険

公債費元金償還事業

宮代の桜を町内外にPRするためのイベント「桜イルミネーション」の実施

その他まちづくり全般への活用

8,400132,910

47,100

24,200

67,467

84,617

194,959

30

7,969

合　　　　計 60,000

300

5,100

3,050

歴史を後世に伝承するための案内板の設置

「宮代マルシェ」の実施や起業創業支援などのまちのにぎわい創出への活用

「トウブコフェスティバル」や観光情報誌の発刊など地域の資源を活かした観光事業への活用 

1,100

3,176

寄付金充当事業 充当額

16,075

18,700

宮代の桜の育成及び保全への活用

市民活動拠点である「コミュニティセンター進修館」での事業への活用

849,968

443,207

526,724

4,500

36,378

1,829,486

2,841,500

337,074

4,493

4,754

220,163

4,289

587,058

都市計画事業に係る元利償還金

事業名 事業費

介護保険

小計

疾病予防対策

小計

都市計画道路（中央通り線）整備工事

東口駅前広場整備等

主な内容

都市計画道路春日部久喜線（町道第１２号線）整備等

1,307,005

220,163

都市計画道路整備事業

東武動物公園駅西口整備事業

東武動物公園駅東口整備事業

125,668
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第５次総合計画 前期実行計画事業 

 

構想１ 宮代らしさを価値として高めていく 

  
東武スカイツリーラインの終点である宮代町は、北関東への入り口であると同時に東京への入り口で

もあります。日本工業大学、東武動物公園が立地し、進修館、山崎山、新しい村などの資源は人々を惹
きつける魅力にあふれています。わずか１６平方キロメートルの中に、宮代町の魅力を高める要素が、
ふんだんに詰め込まれています。 
  
 宮代町では建物が低層に建ち並んでいる、空が高い、駅を降りて視野の先に平地林が見えるといった
特性があります。また、小生物、鳥などは、私たちの生活が自然とともにあることを実感させてくれま
す。古利根川や姫宮落川など、大小の河川が流れ、沿うように点在する桜は 4000本近くになり、各地域
の寺社、教会、地域に今も残る行事は有形無形の魅力を今に伝えています。こうした宮代町の特性は、
都会においてはすでに失われ、望んでも手に入らないものです。 
  
 町に住む人も、外から訪れる人も、こうした宮代町の魅力をかけがえのないものとしてともに認識し、
未来につむいでいくことで、「宮代らしさ」を価値として高めていくことが大切です。そのためには、町
民自身が町の良さを知り、外に伝えていく、ハード事業、ソフト事業問わず、町の施策の一つひとつで、
こうした町の良さを意識しながら事業を進めていく必要があります。そして外に向かって、繰り返し丁
寧に「宮代らしさ」を伝えていき、「さすが宮代」「なるほど宮代」「やっぱり宮代」と思わせる取り組み
を進めていきます。 

 

方針 A 町の原風景を形づくる「農」の資源を活かしていく 

方針にもとづく実行計画事業 

西原自然の森活用事業（里山体験事業編） P13                             

西原自然の森活用事業（移築民家活用編） P14                                

新しい村魅力アップ事業 P15                    

集落で支えあう営農事業 P16                       

宮代農業人材育成事業 P17                 

 

方針 B 東武動物公園駅西口エリアの魅力を高めていく 

方針にもとづく実行計画事業 

東武動物公園駅西口わくわくロード事業 P19   

まちなかどこでもミュージアム事業 P20     

 

方針 C 宮代を発信していく 

方針にもとづく実行計画事業 

みやしろズームアッププロジェクト P21     

西原自然の森活用事業（里山体験事業編）（再掲） 

西原自然の森活用事業（移築民家活用編）（再掲） 
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第５次総合計画 前期実行計画事業 

 

構想２ コンパクトな町の強みを活かす 

 

町域が狭く、その中心を鉄道が縦断しているということや、過去においてコンパクト化を志向してき
たということもあり、他の自治体が望んでいるコンパクトシティの姿が、すでに宮代町にはあります。
こうした宮代町の特性は高齢化社会の中においてはプラスに働きます。コンパクトなまちは比較的「顔
が見える関係」を築きやすく、住民と住民、生産者と消費者、店舗と顧客など、顔が見える関係を広げ、
深めていくことができ、安心や安全、地域経済における好循環をもたらすことができます。 
  
 しかし、これからの１０年はさらなる高齢化に突入する１０年でもあり、「今まではそうだった」で
は、済まなくなってきています。人々が生活する範囲も今までよりも狭まってきます。進修館に出てき
て何かをする、というのが出来にくくなります。それよりもむしろ、地域の集会所や公民館で活動する
機会が増えてくることになります。人々の足は進修館や役場から遠のき、自らが生活する半径２００メ
ートル程の世界に孤立してしまいます。 
  
 こうした皆さんが行政に対する関心や興味を失ってしまい、あきらめに近い気持ちを持つようになっ
てはいけません。行政の目が届かなくなってしまう人々が出現しないようにしなければなりません。地
域ごとの地域交流サロンにより、地域の皆さんが交流できる場、を行政が支援する、ということから一
歩踏み出し、行政が役場という「本丸」を出て、地域コミュニティをサポートし、町民との共同作業が
できる素地を作ることも必要になってきます。このことで、コンパクトな町の強みを活かしていきます。 

 

方針 D 歩きたくなる「まちなか」をつくる 

方針にもとづく実行計画事業 

遊休資源活用プロデュース事業 P22    

岸辺遊歩道整備事業 P23           

地域のオリジナルパークをつくろう！ P24 

 

方針 E 日々の生活のアクセス性を高める 

方針にもとづく実行計画事業 

宮代型デマンド交通事業 P25  

   広域道路ネットワークの整備（都市計画道路整備） P26  

   東武動物公園駅東口にぎわいロード事業  P27 

   和戸駅周辺活性化事業 P28 

   姫宮駅西側周辺活性化事業 P29 

   地域の力となる地区コミュニティセンター事業 P30 

 

方針 F 顔が見える地域経済をつくる 

 方針にもとづく実行計画事業 

小商いからはじめようチャレンジショップ推進事業 P31 

身近な場所で子育てサロン事業 P32 
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第５次総合計画 前期実行計画事業 
 
構想３ さまざまな活動や主体を生み出す 
  
人口減少・高齢化社会に対応するためには、かつて例のない、あるいは予測できないような社会変化

にも対応していかなければなりません。そのためには、行政が旗ふりをして住民を組織するという、か
つてのモデルではなく、町民自らが足元の課題に気づき、意思をもって解決していくことが重要になっ
てきます。町が行政課題を的確に捉え、目の前の問題を解決していくのと同じぐらい、あるいは、それ
以上に、町民が自らの意思によって社会的な課題を解決することは大きな意義を持ちます。町民が主役
になって行動を始めてこそ、町は大きく変わっていきます。 
  
そのためには、ある一時に行政が目的をもって市民活動の発生を促すというよりも、その時々の社会
情勢や、地域課題に対応した町民による活動が自発的、自然発生的に生まれる、そういう町になる必要
があります。市民活動や地域活動に取り組む団体は、その分野における専門家集団でもあります。町民
が地域の課題や将来に興味を持ち、共に学び、実践することを繰り返す、こうした共通の場、オープン
な仕組みを、１０年後を見すえて町が用意することも求められています。 
  
一方で民間企業が本業を通して地域貢献を行うという考え方が定着しつつあり、公共的な課題を解決
し、持続可能な公共サービスを提供するためには従来の発想や固定概念にとらわれずに、あらゆる分野
で行政と民間企業の連携を進める「官民連携」手法を取り入れていくことも必要です。また、公共施設
だけでなく、空き家、空き店舗などの点在する遊休スペースや街区公園を有効に使い、さまざまな活動
の場に生まれ変わることを視野に入れていきます。 

 

方針 G 地域に人々が集まる場を生み出す 

方針にもとづく実行計画事業 

地域のみんなでこどもたちの居場所づくり事業 P33  P34  

身近な場所で子育てサロン事業（再掲）  

まちなかどこでもミュージアム事業（再掲） 

 

方針 H 活動が生まれる「学び舎（学びのプラットフォーム）づくり」 

方針にもとづく実行計画事業 

進修館オープンカレッジ P35 

おかえりなさい！地域デビュー事業 P36 

西原自然の森活用事業（新たな福祉の拠点づくり編） P37 

若い世代の健康づくり促進事業 P38 

人権・平和推進事業 P39 

 

方針 I 町の中のキープレイヤー同士で連携する 

方針にもとづく実行計画事業 

チームみやしろ会議 P41 

 

方針 J 町の中の遊休スペースを効果的に活用する 

方針にもとづく実行計画事業 

遊休資源活用プロデュース事業（再掲）  

地域のオリジナルパークをつくろう！（再掲）  
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第５次総合計画 前期実行計画事業 

 

構想４ 社会環境の変化に対応し行政運営を変化させ続ける  
  
宮代町は平成１７年度に策定した「公共改革プログラム」において、町を創り、動かしていくのは行

政だけでなく、それ以外の主体、ＮＰＯや市民グループ、民間企業もそれぞれに公共的な役割を果たし
ていくことが可能であるということを示しました。「行政改革」ではなく「公共改革」としたのは、こう
した理由によります。そして、改革目標として「前例にとらわれない効率的な行政」「多様な主体による
公共の運営」「財政運営と財政基盤の強化」を掲げました。こうした考え方の骨子そのものは、現在も変
わるものではありません。 
  
しかし、目の前にある社会的課題は、時の流れとともに、刻々と変化しています。新しいと思われた

考えや仕組みは、いつかは時代遅れとなり、当たり前と思われていたことも、当たり前ではなくなって
きています。前例踏襲や慣例にとらわれず新しい一歩を踏み出すためには常に行政も変わっていかなけ
ればなりません。また、町の取り組むべき課題は、子育て支援、高齢者の居場所づくりなどさまざまな
世代に及んでいます。地域コミュニティ、公共施設のあり方、地域福祉、定住促進など、一つの分野だ
けで完結することはなく、相互に関連しあいながら課題を解決していくことが求められています。こう
したことを念頭に行政は変化し続けていく必要があります。 
 
 

方針 K 縦割りから横断的行政運営へ 

方針にもとづく実行計画事業 

西原自然の森活用事業（新たな福祉の拠点づくり編）（再掲） 

チームみやしろ会議（再掲）             

   みんなで備える防災力強化促進事業 P42 

 

方針 L 多様な主体による公共の運営 

方針にもとづく実行計画事業 

高齢者困りごとサポート隊事業 P43 

   日工大サイエンスプロジェクト P44 

地域のみんなでこどもたちの居場所づくり事業（再掲）  

  

方針 M 今後求められる機能を核とした公共施設の再編 

方針にもとづく実行計画事業 

公共施設マネジメント計画 2.0 P45 

宮代町立小中学校適正配置事業 P46 
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[住民課] P47 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 戸籍・住民票など
戸籍住民基本台帳管理事業 P48 1,161万円 各種届出の記載や記録の適正な管理

旅券事務事業 5万円 旅券の申請交付事務

■ 国民健康保険・後期高齢者医療制度
国民健康保険特別会計繰出事業 P48 3.37億円 国民健康保険特別会計への繰出

後期高齢者医療療養給付費負担事業 P50 3.32億円 後期高齢者医療制度の町負担分の支出

後期高齢者医療特別会計繰出事業 P50 1.11億円 後期高齢者医療特別会計への繰出

後期高齢者健康診査事業 P51 2,387万円 後期高齢者への健康診査の実施

後期高齢者疾病予防事業 315万円 後期高齢者への人間ドック受診費用の一部助成等

国民年金運営事業 P51 73万円 国民年金事務の実施（法定受託）

[税務課 P53] 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 税の課税
税務総務事業 1,641万円 税務事務に伴う旅費、負担金等の事務経費

町民税事業 P54 904万円 町民税・軽自動車税の課税データの作成、eLTAX利用料

固定資産税事業 P54 456万円 固定資産税・都市計画税の課税データの作成更新

評価替調査事業 P54 1,366万円 評価替えに係る各種地図資料等の作成、標準宅地鑑定評価

■ 税の納付
徴収対策事業 P55 169万円 債権（給与・預貯金等）の差押、不動産の公売等の滞納整理

納税推進事業 P55 278万円 口座振替・コンビニ納税・スマホ決済(PayB)等の利用促進

[町民生活課] P57　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 市民活動支援
地域コミュニティ活性化事業 2,416万円 地区・自治会活動及び集会所の利活用の支援

まちづくり交流事業 5万円 国際交流のつどいの開催

市民活動推進事業 342万円 町民まつり及びクリーン宮代の実施

進修館管理事業 P35 ・P59 1.36億円 進修館の管理運営（指定管理者制度）

■ 生活環境・交通安全・防災・防犯
交通安全対策事業 P60 916万円 交通安全啓発、交通安全施設の整備

埼玉県市町村交通災害共済受託事業 9万円 交通事故見舞金の支給手続き

自転車対策事業 P61 699万円 放置自転車等の撤去、町営駐輪場の管理運営

公害防止対策事業 13万円 不法投棄等の家電リサイクル料金の負担

環境推進事業 2万円 生活環境の維持・改善のための各種施策等の実施

みやしろの魅力推進事業 P13 394万円 桜の環境整備、里山での森遊び、自然観察会等の実施

空き家対策事業 P58 18万円 空き家予防対策の講演会開催経費

防犯活動事業 P61 1,216万円 防犯灯の維持管理・LED化、自主防犯活動に対する支援

防災活動事業 P62 3,056万円 防災設備等の維持管理

災害に強いまちづくり啓発事業 22万円 地域防災訓練の実施

防災コミュニティ促進事業 P42 409万円 防災・防犯マスター講座の開催、自主防災組織の育成と支援(補助)

狂犬病予防事業 30万円 狂犬病集合予防接種の実施

合併処理浄化槽設置推進事業 557万円 合併処理浄化槽設置整備補助金の交付

環境衛生事業 P58 1,613万円 あき地の除草、側溝たい積物の処分

広域利根斎場組合負担金事業 1,012万円 広域利根斎場組合運営費の負担

清掃総務事業 5.45億円 久喜宮代衛生組合運営費の負担

消防総務事業 4.96億円 埼玉東部消防組合運営費の負担、消防団、消火栓管理

  令和３年度当初予算　事業一覧
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※事業名の「５」は第５次総合計画事業を示しています。



[福祉課] P63

■ 障がい者福祉・社会福祉
社会福祉事業 P37 3,396万円 社会福祉協議会、民生委員･児童委員協議会等への補助

重度心身障害者医療費支給事業 7,339万円 重度心身障がい者への医療費助成

重度心身障害者手当支給事業 2,677万円 重度心身障がい者への手当支給

障害者総合支援事業 P64 7.08億円 障害者総合支援法に基づく給付及び事業の実施

福祉交流センター運営事業 P64 363万円 福祉交流センター陽だまりサロンの運営

宮代町生活サポート事業 150万円 障がい者に生活支援を行う事業者への補助

介護給付費等支給審査会運営事業 114万円 障害支援区分の審査判定等に関する審査会の開催

障害者地域生活支援事業 P65 4,008万円 障がい者の地域生活を支援する事業の実施

障害者更生援護事業 179万円 障がい者の社会参加を促進する事業の実施

福祉タクシー等利用料金助成事業 857万円 タクシー初乗り助成券、自動車燃料費助成券による移動支援

宮代町災害見舞金等支給事業 10万円 災害により被災した町民への災害見舞金等の支給

行旅病人取扱事業 27万円 身元不明死亡人の葬祭の実施

墓地、埋葬等取扱事業 25万円 葬祭執行者がない死亡人の葬祭の実施

[子育て支援課] P67

■ 子育て支援・保育園の運営
学童保育所運営事業 P69 1.20億円 学童保育所（各小学校内）の運営

ひとり親家庭等の医療費支給事業 1,026万円 ひとり親家庭等への医療費助成

児童福祉対策事業 3,652万円 民間保育所への補助

こども医療費支給事業 P69 1.02億円 中学生以下のこどもへの医療費助成

特別児童扶養手当事務取扱事業 10万円 特別児童扶養手当支給の事務経費

みんなで子育て！こども未来事業 P32・P33・P70 724万円 子育てひろばの運営

障害児デイサービス事業 37万円 心身障がい児への軽易な機能訓練、生活指導の実施

未熟児養育医療給付事業 240万円 入院時の未熟児への医療費助成

私立幼稚園運営支援事業 P72 229万円 私立幼稚園に対する振興助成金の支給

緊急サポート運営事業 P73 53万円 病気等の緊急時における児童の預かりの支援

ファミリーサポートセンター運営事業 P73 455万円 児童の一時預かり等会員相互による育児の支援

子育てのための施設等利用給付事業 P74 1.79億円 子育てのための施設等利用給付費の支給

児童手当支給事業 P74 4.44億円 中学生以下のこどものいる世帯への手当支給

保育所運営事業 93万円 保育所運営を図るための経費

みやしろ保育所運営事業 P75 4,792万円 みやしろ保育所の運営、一時保育の実施

国納保育所運営事業 P75 2,575万円 国納保育所の運営

保育所管理事業 5.11億円 民間保育所及び管外保育所への委託

[健康介護課] P77

■ 介護保険と高齢者福祉
老人福祉施設措置委託事業 79万円 養護老人ホームへの入所委託

高齢者健康づくり支援事業 15万円 輪投げ大会、グラウンドゴルフ大会の実施

地域敬老会支援事業 689万円 地域敬老会への補助、敬老祝品（商品券）の贈呈

みやしろ健康福祉プラン策定事業 49万円 次期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定

老人福祉総務事業 657万円 シルバー人材センター、老人クラブへの補助

高齢者日常生活用具給付事業 4万円 火災警報器、電磁調理器等の給付

低所得者利用者負担対策事業 619万円 低所得者への介護保険サービス利用料の一部助成

介護保険特別会計繰出事業 P84 5.27億円 介護保険特別会計への町負担分の繰出

避難行動要支援者支援事業 19万円 あんしんカードの配布、避難行動要支援者名簿の更新

■ 予防接種・健康診断 〔健康増進室〕

保健衛生総務事業 1,115万円 保健センターの管理運営、献血事業の実施

保健予防事業 P78 9,886万円 各種予防接種の実施

母子保健事業 P79 2,909万円 親子教室の開催、子育て世代包括支援センター事業の実施

健康診査事業 P81 2,956万円 各種がん検診、肝炎、骨粗しょう症検診の実施

健康教育事業 P38・P82 486万円 健康講座の実施、健康マイレージの実施

健康相談事業 3万円 健康相談の実施

不妊治療費助成事業 9万円 不妊治療費・早期不妊検査費・不育症検査費の助成

健康増進計画等策定事業 6万円 健康増進計画の進行管理

福祉医療センター運営事業 P83 1,761万円 公設宮代福祉医療センターの管理運営
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[産業観光課] P85

■ 農業振興
農業委員会事務事業 458万円 農業委員会の運営

農業者年金業務受託事業 4万円 農業者年金制度の資格管理等

農業総務事業 87万円 農業振興の事務経費

水田農業構造改革対策事業 P87 262万円 地産地消・米の消費拡大の推進

農業経営基盤強化対策事業 P87 147万円 担い手農家への農地利用集積の推進

農業振興地域整備計画管理事業 555万円 農業振興地域整備計画の策定

新しい村管理運営事業 P15 3,806万円 新しい村の運営

明日の農業担い手支援事業 P17 1,324万円 新規就農者・担い手農家の育成支援

農地費一般管理事業 1,809万円 農業用施設の適正な管理

農業生産基盤整備推進事業 P16 2,297万円 用排水路の整備、農地基盤整備

■ 産業振興・消費者行政
労働事業 84万円 特設ウエブサイト「宮代で働こっ」の運営

商工業振興事業 P31・P88 1,837万円 町内商工業への支援

まちなか起業創業支援事業 P31 319万円 月３万円ビジネス講座・宮代マルシェの開催

宮代ブランド創造事業 P89 392万円 町の特産品づくりの支援及び観光資源・特産品のPR

消費者対策事業 P90 9万円 消費生活相談・多重債務相談

[まちづくり建設課] P91

■ 道路と河川
道路橋りょう総務事業 258万円 道路、橋りょう行政全般の事務経費

道路台帳整備事業 300万円 道路、橋りょうの新設・改良及び認定・廃止に伴う台帳管理

道路維持管理事業 P93 6,286万円 道路及び道路付属物の適切な維持管理、舗装・側溝修繕

都市計画道路整備事業 P26・P94 1.33億円 近隣市町との広域的生活圏の形成を図る幹線道路の整備

地区生活道路整備事業 522万円 地域住民の日常生活に利用される生活道路の整備

主要町道整備事業 P95 950万円 都市計画道路を補填し、近隣市町とを結ぶ主要な道路の整備

橋りょう維持管理事業 P96 5,130万円 地域住民の日常生活に利用される橋りょうの維持管理

橋りょう整備事業 1,751万円 橋りょうの架替及び取付道路の整備

■ 都市計画とまちづくり
都市計画総務事業 745万円 都市計画行政全般の事務的経費

一般住宅耐震対策事業　 P97 300万円 住宅等の耐震化に対する補助金

東武動物公園駅西口周辺整備事業 P19 8,462万円 東武動物公園駅西口周辺地区の整備

東武動物公園駅東口周辺整備事業 P27 1.95億円 東武動物公園駅東口周辺地区の整備

建築開発事務事業 6万円 開発許可制度の許可事務、建築事務及び屋外広告事務

公園等環境管理事業 P98 2,930万円 公園等の良好な環境整備のための維持管理

■ 上水道
配水管整備事業 P99 4.38億円 水道水の安定供給を行うための配水管整備

浄水場施設整備事業 P99 1.16億円 老朽化施設の更新を目的とした施設整備

■ 下水道
公共下水道事業 P101 16.10億円 公共下水道施設の維持管理

農業集落排水事業 P101 8,736万円 農業集落排水施設の維持管理
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[会計室] 

会計管理事業 1,420万円 出納事務経費、県証紙及び収入印紙販売

共通事務事業 236万円 事務用品の購入

[教育推進課] P103

■ 教育総務
教育委員会活動事業 118万円 教育委員会委員の活動経費

小中学校適正配置事業 P46 42万円 小中学校の適正配置等に関する検討

教育総務事務事業 16万円 教育総務全般に係るの事務経費

奨学資金事業 19万円 就学困難者へ資金支援

小学校施設管理事業 P105 6,845万円 小学校用務補助員経費、学校施設の維持管理

中学校施設管理事業 P105 5,218万円 中学校用務補助員経費、学校施設の維持管理

学校給食運営管理事業 P105 3.14億円 学校給食の運営管理

■ 学校教育
就学支援委員会事業 35万円 教育上特別な配慮を要する児童生徒への就学指導

学校教育事務事業 15万円 学校教育全般に係る事務経費

交通安全・防犯対策事業 34万円 交通安全と防犯啓発資料の作成及び配布

不登校対策事業 5万円 さわやか相談室や相談員による不登校対策

小中一貫教育推進事業 P106 26万円 小中一貫教育の研究と小中一貫英語教育

町民みんなが先生推進事業 107万円 学校応援団やクラブ活動へのボランティア指導

英語教育推進事業 P108 1,706万円 国際化に対応するための英語教育の一層の向上

教育支援センター設置事業 P34 10万円 適応指導教室の設置

教職員研修奨励事業 25万円 小中学校教職員の研修

小学校管理運営事業 2,285万円 小学校の教育活動経費

児童・教職員の健康管理等対策事業 851万円 児童・教職員の健康管理

小学校教材教具備品購入事業 244万円 小学校の教材備品の購入

小学校要準特別支援教育就学援助事業 1,533万円 経済的に支援を要する家庭への就学支援

小学校環境教育推進事業 0.6万円 子ども環境会議による環境教育の実践

中学校管理運営事業 1,523万円 中学校の教育活動経費

生徒・教職員の健康管理等対策事業 P107 670万円 生徒・教職員の健康管理

家庭・学校・地域ふれあい事業 10万円 中学生による職場体験

中学校教材教具備品購入事業 277万円 中学校の教材備品の購入

中学校要準特別支援教育就学援助事業 1,199万円 経済的に支援を要する家庭への就学支援

■ 生涯学習 〔生涯学習室〕

社会教育活動事業 P109 314万円 文化祭・成人式・みやしろ大学運営等経費

社会教育総務事業 68万円 文化団体助成等

人権教育推進事業 92万円 研修会・啓発活動経費

青少年健全育成事業 P110 159万円 青少年健全育成活動・放課後子供教室運営等経費

公民館管理運営事業 P111 403万円 町内公民館（３館）の管理運営

図書館管理運営事業 P112 8,892万円 町立図書館の管理運営（指定管理）

文化財保護事業 P113 78万円 文化財の保護、保存、管理

埋蔵文化財発掘調査事業 1,067万円 開発行為などの際の発掘調査

埋蔵文化財発掘調査受託事業 273万円 民間開発に伴う発掘調査

資料館管理運営事業 P14・P114 799万円 町の歴史、文化に関する資料の収集と展示

総合運動公園管理事業 P115 5,714万円 総合運動公園の管理運営(指定管理）

社会体育施設維持管理事業 356万円 グラウンド・テニスコートの管理運営

社会体育総務事業 87万円 スポーツ・レクリエーション団体助成等

生涯スポーツ振興事業 202万円 町民体育祭・各種スポーツ教室・大会の運営経費

スポーツ推進委員活動事業 83万円 スポーツ推進委員の活動経費

東京２０２０オリンピック聖火リレー事業 P116 731万円 聖火リレーのサポート及び学校連携観戦経費
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[総務課] P117

■ 総務・職員管理・情報公開・町民相談・選挙
特別職報酬等審議会事務事業 2万円 報酬額を審議する附属機関の運営

総務管理事業 621万円 内部管理のための事務経費

職員研修事業 121万円 町職員の研修経費

文書通信庶務事業 1,777万円 郵便料（全庁共通）

図書追録整備事業 258万円 町例規データベースの運用

文書管理事業 70万円 行政文書のファイリングシステムの運用

情報公開推進事業 16万円 情報公開手続、情報公開コーナーの運営

行政不服審査会運営事業 11万円 行政処分に対する不服申立ての調査・審議を行う審査会の運営

公平委員会運営事業 5万円 人事の公平確保のための委員会の運営

固定資産評価審査委員会運営事業 5万円 固定資産の評価額に対する不服審査機関の運営

選挙管理委員会運営事業 39万円 選挙執行事務を担う委員会の運営

町長選挙執行事業 1,197万円 町長選挙の執行

衆議院議員総選挙執行事業 1,380万円 衆議院議員総選挙の執行

監査委員運営事業 32万円 監査委員による行政運営監査

■ 人権・男女共同参画 〔人権推進室〕

人権・平和推進事業 P39 195万円 人権・平和に関する啓発活動

顧問弁護士委託事業 P118 185万円 町民法律相談の実施

男女共同参画社会推進事業 P39 113万円 第３次男女共同参画プランの策定、男女共同参画セミナーの開催、情報誌の発行

■ 広聴・広報
広聴・広報事業 P118 981万円 「広報みやしろ」の発行、町ホームページの運営

秘書事務事業 223万円 町長交際費など

みやしろズームアッププロジェクト P21 52万円 地域特派員の活動経費、ワークショップの開催

[企画財政課] P119

■ 企画・財政
政策調整事業 P120 39万円 主要施策の総合的な調整

市民参加推進事業 P121 20万円 市民との対話によるまちづくりの推進

みやしろ定住促進作戦 P122 146万円 定住促進ウェブサイト「みやしろで暮らそっ」の運営

公共施設マネジメント計画策定事業 P45 95万円 公共施設マネジメント計画2.0の策定

チームみやしろ会議 P41 32万円 官民連携組織の設立とプラットホームの運営

財政管理事業 288万円 予算書、成果書及び財務諸表の作成

減債基金積立事業 0.1万円 債務返済に充てるための基金への積立金

財政調整基金積立事業 18万円 町の預金に相当する基金への積立金

公共施設整備基金積立事業 11万円 公共施設整備の財源となる基金への積立金

宮代まちづくり基金積立事業 2,002万円 ふるさと納税の積立て

森林環境譲与税基金積立事業 200万円 森林環境譲与税の積立て

ふるさと納税管理事業 P123 965万円 ふるさと納税PR及び返礼品の送付

公債費元金償還事業 7.99億円 債務返済（元金分）

公債費利子償還事業 5,378万円 債務返済（利子分）

土地開発基金繰出事業 4万円 公共用地取得のための基金への積立金

一般会計予備費 2,000万円 不測の事態に備えた予備費
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■ 管財・情報
便利バスが走る事業 P126 3,062万円 町内循環バスの運行

高齢者等タクシー助成事業 P25 835万円 宮代型デマンド交通の導入

庁舎等管理事業 6,874万円 役場庁舎の維持管理

庁用自動車管理事業 908万円 庁用自動車の維持管理

公有財産等管理事業 2,860万円 町財産の適正管理と効率的活用

契約事務管理事業 75万円 入札、契約事務の適正化

ＯＡ管理事業 P125 1.12億円 情報システムの構築とシステム機器の維持管理

統計調査事業 P124 168万円 統計法に基づく基幹統計調査の実施

[議会事務局] P127

■ 町議会の運営
議会総務事業 P127 235万円 議会だより（年4回）発行

議会運営事業 P127 6,903万円 町議会議員の報酬等

議員研修事業 P128 132万円 町議会議員の研修経費

会議録調製事業 P128 648万円 町議会会議録の調製、議会（一般質問）録画配信

資料編　町の財政状況 P129
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