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平成３１年度の事業のうち、特に、住民の皆さんに身近なものを抽出し、

内容や実施時期などをできるだけわかりやすく説明しました。

＊主要な取組みを選び掲載している関係で、予算書の事業予算額と一致しないものもあります。

＊予算書の事業名と一致しないものは、予算書の事業名を〔○○事業〕と表記しています。

＊住民 1 人あたりの額は、平成 31 年 1 月 1 日現在の人口（34,097 人）で除して求めています。
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住 民 課

平成３１年度の取り組み

本年度は、住民の皆様に「安心」と「満足」を提供できるよう、引続き住民視点に立った窓口対応

に努めると共に、正確かつ質の高い住民サービスを提供してまいります。また、平成 31 年 2 月から、

マイナンバーカードを利用して住民票の写し及び印鑑登録証明書がコンビニエンスストアで取得でき

るサービス（コンビニ交付）をスタートさせました。そのため、多くの皆様にマイナンバーカードを

取得していただけるようカード申請にかかる支援等に取り組んでまいります。

国民健康保険においては、健全な財政運営を図るため、平成 31 年度の保険税率等を改正します。

被保険者の皆様にご理解いただけるよう周知徹底を図り、円滑な収納に努めてまいります。また、

県の運営方針に基づき、保健事業の充実、医療費及び保険給付費の適性化等に取り組んでまいります。

後期高齢者医療においては、制度改正等の説明を丁寧に行っていくと共に、被保険者の皆様の健康

状態に即した保健事業に取り組んでまいります。

国民年金においては、年金相談員を配置し法改正等に適切に対応した制度運営に努めてまいります。

■ 戸籍住民担当

戸籍や住民基本台帳の記載・記録を適正に管理し、迅速に各種

証明書の交付を行うと共に、パスポート及びマイナンバーカード等

の交付を正確かつ適正に行います。

また、住民票等のコンビニ交付の利用を促進するため、マイナン

バーカード取得にかかる支援（申請時来庁方式による申請受付、マ

イナンバーカードの休日交付）を実施していきます。

今後も、住民の皆様の各種手続きが円滑に行えるよう、窓口サー

ビスの最適化を目指し、業務改善に取り組みます。

[戸籍住民基本台帳管理事業] P３６

各種届出の記載や記録の適正な管理

マイナンバーカードを利用したコンビニ交付実施

［旅券事務事業］ P３６

旅券（パスポート）の申請受付及び交付等

■ 国保年金担当、後期高齢者医療担当

国民健康保険では、県の運営方針に基づき、収納率の向上、

医療費及び保険給付費の適性化等に努めてまいります。

また、被保険者の健康維持及び健康寿命の延伸等を目指し、

健康ステーション事業、重複多受診者対策事業などの効果的な

保健事業に取り組みます。特に、平成 31 年度には、第 2期のデ

ータヘルス計画（32～35 年度）の策定を進めます。

特定健康診査及び特定保健指導においては、積極的な受診勧

奨に取り組み、実施率の向上を目指します。その他、昨年度に

引続き生活習慣病重症化予防対策事業や独自の特典つき健康マ

イレージ事業を実施します。

後期高齢者医療では、被保険者の身近な窓口として、丁寧で

分かりやすい対応に努め、各種申請・届出の受付を行うと共に、

特例軽減措置の見直しにかかる周知に努め、円滑な保険料徴収

に取り組んでまいります。また、広域連合と連携し、フレイル

対策等の効果的な保健事業を推進してまいります。

国民年金では、日本年金機構と連携を図り、相談業務に対応

する専門性を高めると共に、平成 31 年度から開始される産前産

後免除制度や年金生活者支援給付金制度等にかかる周知に努

め、適切な対応に努めてまいります。

[国民健康保険特別会計繰出事業] P３７

国民健康保険特別会計への繰出

[後期高齢者医療特別会計繰出事業] P３８

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等] P３８

後期高齢者への健康診査の実施

[国民年金運営事業] P３９

国民年金事務の実施（法定受託）
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戸籍住民担当

内線３１３

一人あたり

その他の財源

0円

1,194万円 0万円 1,194万円

総事業費
町からの支出

平成３１年度の目標

□電算委託料・電算システム機器経費 759 万円

迅速かつ正確な事務処理及び行政サービスの向上に資するための電算システムに係る経費

です。

□証明書コンビニ交付に係る経費 270 万円

□その他の経費 165 万円

戸籍住民担当

内線３１３

一人あたり 11円

169万円 36万円 133万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３１年度の目標

□旅券交付業務に伴う人件費、需用費等の経費 113 万円

□IC 旅券データ確認端末購入に係る経費 56 万円

証明手数料 1,162 万円

国・県から 32 万円

戸籍住民基本台帳管理事業

戸籍法及び住民基本台帳法その他関係法令に基づく戸籍簿及び住民基本台帳の適正な

記録管理と共に、迅速かつ正確に各種証明書等を発行します。

また、多くの住民の皆様がマイナンバーカードを取得し、住民票の写し及び印鑑登録証

明書のコンビニ交付を利用いただけるよう、申請時来庁方式によるマイナンバーカード作

成の受付及びマイナンバーカードの休日交付を実施します。

旅券事務事業

県から 133 万円

旅券法に基づくパスポートの交付申請及び受取り等の業務について、適正かつ円滑に実

施します。
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国保年金担当

内線３１６

一人あたり

その他の財源

7,686円

38億4,232万円 2億6,207万円 35億8,025万円

総事業費
町からの支出

平成３１年度の目標

□国民健康保険税率等の見直し

町国保の赤字財政の健全化を目指し、国保税率等を以下のとおり改正します。今後は、県の

示す標準保険税率（※）を参考に定期的な保険税の見直しを進めていきます。

医療分 支援分 介護分

所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割

～H30 6.1% 28,200 円 1.9% 9,600 円 1.3% 11,000 円

H31 6.17% 31,800 円 2.05% 11,000 円 1.89% 14,100 円

増減 +0.07% +3,600 円 +0.15% +1,400 円 +0.59% 3,100 円

（参考）H31 標準保険税率（※、以下 標準）

医療分 支援分 介護分

所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割

埼玉県標準 6.65% 38,425 円 2.34% 13,431 円 1.84% 13,715 円

町標準 6.88% 39,784 円 2.29% 13,133 円 1.72% 12,762 円

町標準

（町算定方式）
6.93% 38,089 円 2.23% 12,826 円 1.54% 13,230 円

※標準保険税率：県が示す町の国保が健全運営できる保険税率等（本来の負担水準の見える化）

□生活習慣病重症化予防対策事業

糖尿病性腎症による慢性腎不全等の重篤患者の発症予防のため、医療機関の受診が必要な被

保険者に積極的な受診勧奨を行うと共に、重症化リスクの高い者に対して保健指導を実施しま

す。

□重複、多受診者対策事業

同じ病気で複数の病院を受診したり、お薬を多量に処方されている方など、医療機関の重複、

多受診が疑われる方を対象に保健師等が訪問し、相談支援を行います。

□健康ステーション事業

健康講座等を通じ、被保険者の健康意識の向上を目指します。

□健康マイレージ事業

健康マイレージの参加者が特定健診を受診した場合、抽選で町独自の記念品をプレゼント

し、各自の健康増進への取組みを応援すると共に特定健康診査(以下、特定健診)の実施率の向

上に努めます。

□特定健診、特定保健指導

第 3期特定健診等実施計画に基づき特定健診の実施率 48％、特定保健指導の実施率 34％の

達成を目標に、受診勧奨に取り組みます。

埼玉県運営方針のもと、引き続き安定かつ健全な国保制度運営に努めます。

今年度は、町国保の厳しい財政状況を踏まえ、更なる医療費の適正化、特定健診等受診

率向上、公費獲得に向けた取り組みを進めると共に、国保税率等を改正します。

国民健康保険特別会計

国民健康保険税 7 億 1,607 万円

国・県から 28 億 5,830 万円

その他 588 万円
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後期高齢者医療担当

内線３１４

一人あたり

その他の財源

1,306円

4億8,956万円 4,452万円 4億4,504万円

総事業費
町からの支出

平成３１年度の目標

□ 平成 31 年度の保険料

平成 30 年度に、保険料の改定（2年に 1回）が行われました。

均等割 41,700 円 ＋所得割（総所得金額－33 万円）×7.86％

限度額 62 万円

□保険料の均等割額の軽減特例の見直し

平成 31 年度から「９割軽減」が「８割軽減」に見直されます。なお、「８．５割軽減」は

継続して適用されます。(１年間の延長)

※９割軽減対象は、介護保険料の軽減や年金生活者支援給付金の支給が見込まれています。

□被用者保険の被扶養者であった方の均等割額の軽減見直し

平成 31 年度から軽減が見直されます。医療制度加入後（資格取得後）、２年を経過する月

までは均等割額は「５割軽減」ですが、その後は軽減がなくなります。

□生活習慣病重症化予防対策事業

埼玉県後期高齢者医療広域連合と連携し、健康診査の結果を基に血糖のコントロールを示

す項目(ＨｂＡ１c)が基準値以上の者を対象として医療機関への受診勧奨を実施します。

後期高齢者医療担当

内線３１４

一人あたり

その他の財源

233円

2,320万円 795万円 1,525万円

総事業費
町からの支出

平成３１年度の目標

□健康診査の実施率の向上

疾病の早期発見、早期治療及び心身の健康を保持するために健康診査の実施率の向上を目指し

ます。

後期高齢者医療保険料等 3 億 9,334 万円

国・県から 5,129 万円

その他 41 万円

後期高齢者医療特別会計

超高齢社会を迎え、後期高齢者医療制度の役割は益々重要になっています。平成 31 年度

は、引き続き、身近な窓口として、丁寧で分かりやすい対応に努めると共に、制度改正（特

例軽減の見直し等）にかかる周知に努め、円滑な保険料の徴収に取り組んでまいります。

後期高齢者医療広域連合から 1,525 万円

後期高齢者健康診査事業等

健康診査の実施率向上、被保険者の健康の維持増進、疾病の早期発見に努めます。
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□人間ドック受診費用の一部助成の増額

人間ドック等を受診した被保険者に対し、年 1回 2万 7,000 円(上限)の補助まで引き上げます

【H30 年度まで 2 万 5,000 円(上限)】。ただし、同一年度内に健康診査を受診している場合は 1

万 5,000 円(上限)の補助となります。

国保年金担当

内線３１５

一人あたり

町からの支出 その他の財源

0円

260万円 0万円 260万円

総事業費

平成３１年度の目標

□平成 31 年度の保険料

国民年金は、老後の暮らしをはじめ、事故などで障がいを負ったときや、一家の働き手が亡くなっ

たときにみんなで暮らしを支え合う制度です。日本国内に住所がある 20 歳以上 60 歳未満のすべ

ての方が加入し、保険料は、20 歳から 60 歳になるまでの 40 年間納めることになっています。

平成 31 年度の保険料は１ヶ月 16,410 円

□産前産後期間の保険料免除

平成 31 年 4 月 1 日から国民年金第 1 号被保険者の産前産後期間の保険料免除制度が施行されま

す。出産予定日または出産日の属する月の前月から 4ヶ月間の国民年金保険料が免除され、この期

間が保険料納付済期間として、将来の年金の受給額に算入されます。

□年金生活者支援給付金

平成 31 年 10 月 1日から年金生活者支援給付金制度が施行されます。年金生活者支援給付金は、

公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の、高齢者の方の生活を支援するために、年金に上

乗せして支給されます。

□「ねんきんネット」サービス

年金加入者や受給者の方が、本人の年金加入記録（共済組合除く）をインターネットで確認でき

ます。インターネットの利用が難しい方は、各年金事務所や町の国保年金担当窓口で確認が可能で

す。

国から 260 万円

国民年金の相談業務に対応する専門性を高め、窓口サービスの向上に努めます。

また、平成 31 年度から開始される産前産後免除制度及び年金生活者支援給付金制度の周知

を図り、円滑な申請手続きを進めます。

国民年金運営事業
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税 務 課

平成３１年度の取り組み

町税は、町民の皆様へ行政サービスを提供するための重要な財源であることから、平成３１年度の税

制改正に伴う事務作業を適切に進め、適正かつ公平な課税と徴収に引き続き努めてまいります。

また、インターネットを活用した地方税eLTAX（エルタックス）による電子申告の利用促進、共通電

子納税システムの導入、国税e-Tax（イータックス）とのデータ連携等により、税務行政サービスの向

上と事務の効率化を推進してまいります。

さらに、スマホ決済PayB (ペイビー)等による納税しやすい環境整備に努めるととともに、滞納者に

対してはきめ細やかな納税相談や財産調査を実施し、差押、公売、処分停止などの滞納整理を強化する

ことでより一層の収納率の向上を図ってまいります。

■ 町民税担当

給与所得者に対する個人住民税の特別徴収（給与から差し引

きによる納付）を徹底し、納税者の利便性の向上に努めてまい

ります。

また、地方税 eLTAX（エルタックス）の活用、共通電子納税

システムの導入等により、行政サービスの向上と事務処理の効

率化を図るとともに、税制改正に対応した適正な課税に努めて

まいります。

[町民税事業] P４２

町民税・軽自動車税・町たばこ税の適正な課税

■ 資産税担当

固定資産税・都市計画税の適正な評価・課税を行うため、土

地・家屋・償却資産の年度異動処理や新増築家屋の評価など適

切な事務処理に努めてまいります。

また、次期評価替えに向けて標準宅地の鑑定評価を実施する

とともに、税制改正に対応した適正な課税に努めてまいりま

す。

[固定資産税事業] P４２

固定資産税・都市計画税の適正な課税

■ 徴収担当

納税者の皆様が納税しやすい環境を引き続き整備していく

とともに、口座振替をはじめコンビニ納税、スマホ決済 PayB

（ペイビー）の利用促進に努めてまいります。

また、納税の公平性を確保するため、納税誠意に欠ける滞納

者に対しては財産調査を実施し、不動産や債権等（預貯金・給

与・年金・生命保険等）の差押・公売を進めてまいります。

[徴収対策事業] P４３

町税の収納・管理、滞納整理

[納税推進事業] P４３

口座振替・コンビニ納税、スマホ決済（PayB）

の利用促進
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町民税担当

内線２３２

一人あたり 332円

1,132万円 1,132万円 0万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３１年度の目標

□ 電算委託料 759 万円

町民税等の適正な課税のための事務処理に必要な電算システムの経費です。

共通電子納税システム、e-Tax（イータックス）とのデータ連携の導入

□ 地方税電子申告支援サービス利用料 241 万円

eLTAX（エルタックス）を利用するための経費です。

□ その他の経費 132 万円

資産税担当

内線２３４

一人あたり

その他の財源

939円

3,202万円 3,202万円 0万円

総事業費
町からの支出

平成３１年度の目標

□ 電算委託料 450 万円

固定資産税等の適正な課税のための事務処理に必要な電算システムの経費です。

□ 評価替調査委託料 2,676 万円

航空写真撮影、地図等更新、地価調査など固定資産評価替えのための委託経費です。

□ その他の経費 76 万円

固定資産税事業・評価替調査事業

航空写真・地番図・土地家屋図等の地図データを用いて、固定資産課税台帳の確認や実

地調査等により課税客体や納税者の的確な把握に努めるとともに、固定資産評価基準に基

づき適正な課税を行います。また、次期評価替えに向けて標準宅地の鑑定評価を行います。

税務署、県税事務所その他関係機関との連携・協力により、課税対象者等の的確な把握

に努め、町民税、軽自動車税及び町たばこ税の適正な課税を行います。

また、インターネットを活用した地方税 eLTAX（エルタックス）による電子申告をはじ

め、共通電子納税システムや e-Tax（イータックス）とのデータ連携の導入により、住民

の利便性の向上を図ります。

町民税事業
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徴収担当

内線２３７

一人あたり

その他の財源

58円

199万円 199万円 0万円

総事業費
町からの支出

平成３１年度の目標

□ 電算委託料・電算システム機器経費 116 万円

町税の収納管理や徴収対策強化のための電算システムの経費です。

□ その他の徴収対策経費 83 万円

徴収担当

内線２３７

一人あたり

町からの支出 その他の財源

67円

230万円 230万円 0万円

総事業費

平成３１年度の目標

□ 口座振替利用手数料 41 万円

・口座振替…納付のために現金を用意して金融機関等で払い込む手間が省け、

一度の手続きで安全･確実に納付できます。

□ コンビニ納税・スマホ決済 PayB（ペイビー）利用手数料 175 万円

・コンビニ納税…全国のコンビニエンスストアで

２４時間いつでも・簡単に納付できます。

・スマホ決済PayB…専用アプリに事前登録して、

納付書バーコードを読取するだけで、いつでも

どこでも簡単に納付できます。

□ その他の納税推進経費 14 万円

納期内納付の促進と滞納の早期解消を図るため、文書等による督促・催告に加え、早期

に納税折衝を行うことにより、納税資力等の把握に努めます。また、納税誠意に欠ける滞

納者に対しては、不動産や債権等の差押や公売により町税等の債権確保に努めます。

徴収対策事業

納税推進事業

納税者の皆様の利便性の向上を図るため、口座振替制度をはじめコンビニ納税、スマホ

決済 PayB（ペイビー）の利用促進に努めます。

また、ライフスタイルの多様化に対応した、新たな納付方法の研究等を進めます。
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町民生活課

平成３１年度の取り組み

町民生活課は、町民の生活安全（防災・防犯・消防・交通安全・自転車対策）、地域振興、環境など

の事業に取り組んでおります。

生活安全各分野では、前年度に引き続き各種事業を実施する他、自主防災組織や自主防犯組織の支

援を通じて地域の防災・防犯力を高め、安心して暮らせるまちづくりを目指しています。

地域振興分野では、自治会組織の運営支援、町民まつりなどコミュニティ事業を推進します。

環境推進分野では、生活環境の維持・向上を図るべく一般廃棄物（ごみ・し尿）の処理、合併処理

浄化槽の普及促進に努める他、町の地域資源でもある里山の保全、桜の管理などの事業に取り組み、

自然環境の維持と活用をテーマとした様々なイベントも開催します。

町民の皆様に、暮らしやすいまちを提供できるよう、市民活動、コミュニティ活動を総合的に支援

してまいります。

■ 環境推進担当

宮代町の豊かな自然環境を五感全てを使って楽しむ、をコン

セプトとする「五楽体験事業」を実施します。さいたま緑のト

ラスト保全第５号地の山崎山周辺において、森遊びや自然観察

会等の体験イベントを行い、宮代ファンを増やしていきます。

環境衛生事業では、衛生的な生活環境の維持のため、あき地

環境保全条例に基づく雑草の刈込みや、側溝清掃等で発生した

たい積物等の運搬処分を行います。

[環境衛生事業] P４６

あき地の除草、側溝たい積物の処分

実行計画事業

・宮代町の魅力推進事業（里山体験事業） P１８

■ 地域振興担当

町のシンボルであり、市民活動の拠点施設である進修館を核

として、人、地域、活動といった地域資源を活かした市民活動

のマッチングを図ります。また、地区・自治会活動への支援と

あわせて集会所の利活用を推進して、地域コミュニティの活性

化を図ります。

[進修館管理事業] P４７

進修館の管理運営（指定管理者制度）

実行計画事業

・市民、活動、地域資源の縁結び事業 P１３

・上手に使おう集会所事業 P１４

■ 生活安全担当

交通安全対策事業では、引続き交通安全関係団体等と連携

し、交通安全運動等を通して啓発活動を実施します。また、通

学路等における危険な箇所の安全対策を実施します。

自転車対策事業では、放置禁止区域を中心に町内全域におい

て放置自転車対策を講じるとともに、有料駐輪場等の適正な管

理運営を実施します。

防犯活動事業では、犯罪のない安心安全な町を目指し地域の

防犯力を向上させるため自主防犯活動への支援を行います。

防災活動事業では、防災力を向上させるため引続き自主防災

組織への支援を実施します。また防災に関する情報を多様な手

段で町民の皆様にお届けします。

[交通安全対策事業] P４８

交通安全の啓発、交通安全施設の整備

[自転車対策事業] P４９

放置自転車等の撤去、町営駐輪場の管理運営

[防犯活動事業] P４９

防犯灯の維持管理

[防災活動事業] P５０

防災設備の維持管理

実行計画事業

・防災コミュニティ促進事業 P１２
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環境推進担当

内線２７４

一人あたり 83円

458万円 284万円 174万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３１年度の目標

□ 側溝等清掃たい積物運搬用かます代及び配送料 13 万円

□ 側溝等清掃たい積物運搬業務委託 208 万円

かますは、4月（秋季実施は随時）に希望する各区長等へ配布します。乾燥等の一定期間経過

後、『かます置場地図』により収集・運搬します。

□ 「宮代町きれいなまちづくり条例」の啓発経費 14 万円

□ 雑草等除去委託料（あき地環境の保全） 174 万円

□ 犬猫路上死骸運搬委託料 44 万円

□ その他の経費 5 万円

環境衛生事業

衛生的な生活環境の保全を目的として、「宮代町あき地環境保全条例」による雑草等除去や

側溝等清掃たい積物の収集・運搬・処分を行います。また、ポイ捨てなどの防止を目的とし

た「宮代町きれいなまちづくり条例」に基づく里親制度の運用により、環境美化意識を更に

高める取り組みを行います。

あき地環境保全受託金 174 万円
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地域振興担当

内線２８１

一人あたり 821円

2,886万円 2,800万円 86万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３１年度の目標

□ 利用案内

・開館時間：午前 9時から午後 9時 30 分まで

・休 館 日：年末年始

・使 用 料：大ホール 2,600 円、小ホール 1,500 円

芝生広場 1,800 円、2階ロビー 1,500 円

研修室 300 円、集会室 300 円

和室 300 円、茶室 300 円

談話室 300 円、食堂 400 円

（すべて 1 時間あたりの料金）

□ 施設管理運営経費（指定管理料） 2,886 万円

進修館管理事業

市民活動、コミュニティ活動の拠点施設である進修館を、市民団体が適正な管理運営を行

います。

行政財産使用料等 3 万円

まちづくり基金（寄付金） 83 万円
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生活安全担当

内線２７８

一人あたり

町からの支出 その他の財源

369円

1,259万円 1,259万円 0万円

総事業費

平成３１年度の目標

□ 交通指導員による交通安全指導 497 万円

通学する児童の安全を確保するとともに、歩行者等が安全に通行できるよう主だった交差点

で児童等への交通安全の指導を行います。また、小中学校の交通安全教室等において、正しい

自転車の乗り方等も指導します。

□ 交通安全母の会の活動への支援 24 万円

新入学園児に交通に関する正しい知識の普及を図るため、町内の保育園・幼稚園において、

交通安全教室等を開催します。また、高齢者世帯を訪問して、交通安全意識の向上を図ります。

□ 交通安全運動の実施（年４回） 11 万円

警察をはじめ交通安全関係団体と連携して、交通安全に関する街頭活動により、交通安全意

識の向上を図ります。

□ 道路照明灯及び地下道の維持・管理 254 万円

交通事故を防止するため、道路照明灯を適切に管理するだけでなく、修繕にあわせて地球環

境にやさしいＬＥＤ化を推進します。また、須賀小学校及び東小学校付近にある地下道につい

ても、安全確保のため、適切な維持・管理を行います。

□ 道路標示等交通安全施設の整備・補修 258 万円

各小中学校からの要望を踏まえ、通学路に道路標示等を設置するとともに、区長等から要望

のあった危険箇所についても、交通事故防止のため注意喚起看板等を設置します。

□ 道路反射鏡の整備・補修 204 万円

区長・自治会長の要望を踏まえ、見通しの悪い交差点について、関係機関と現地を確認した

うえで、道路反射鏡を設置し、安全の確保に努めます。

□ その他の経費 11 万円

各季における街頭キャンペーン等の啓発活動・教育活動を実施する際は、警察をはじめ交

通安全関係団体と連携を密にし、交通事故の減少を図ります。また、各小中学校から要望の

あった通学路等の危険な箇所について、交通安全施設を整備することで、交通の安全を確保

します。

交通安全対策事業
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生活安全担当

内線２７８

一人あたり

その他の財源

0円

690万円 0万円 690万円

総事業費
町からの支出

平成３１年度の目標

□ 放置防止条例に基づく撤去等の実施 6 万円

「宮代町自転車等の放置の防止に関する条例」に基づき、放置禁止区域や公共の場所に放置

されている自転車等を撤去します。

□ 有料駐輪場の管理運営 680 万円

防犯のためのカメラやチェーンを設置する等、安全に利用できる環境づくりを進めます。

□ その他の経費 4 万円

生活安全担当

内線２７６

一人あたり

その他の財源

400円

1,366万円 1,366万円 0万円

総事業費
町からの支出

平成３１年度の目標

□ 防犯灯の新設、維持管理及びＬＥＤ化の推進

・防犯灯電気料 800 万円

・防犯灯の新設、修繕にかかる費用 327 万円

□ 防災・防犯マスター講座の開催 2 万円

□ 自主防犯活動に対する支援（組織の設立及び活動に対する補助） 30 万円

□ その他の経費 207 万円

自転車対策事業

良好な交通環境と町の景観を保持するため、鉄道３駅周辺の放置禁止区域や公共の場所に

放置されている自転車等を撤去します。また、放置自転車等を減少させるために有料駐輪場

（和戸駅第１及び第２駐輪場と姫宮駅西口駐輪場）をはじめとする町営駐輪場の適正な管理

運営を行います。

駐輪場使用料 681 万円

廃棄自転車等回収代金 4 万円

放置自転車等撤去保管料 4 万円

再利用自転車引渡代金 1 万円

防犯活動事業

特殊詐欺や自転車盗、子どもや女性を狙った犯罪が後を絶たないので、警察をはじめ防犯

関係団体と連携を強化して防犯活動を展開してまいります。そこで、街頭キャンペーンや防

犯講座等を実施して被害に遭わないよう啓発するほか、防犯パトロールや防犯灯の管理を徹

底して不審者の警戒にあたります。

また、地域の防犯力を向上させるため、自主防犯組織の設立や活動に対する支援をするほ

か、専門家を招いた研修を開催して地域の防犯リーダーを育成します。
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生活安全担当

内線２７６

一人あたり

町からの支出 その他の財源

402円

1,369万円 1,369万円 0万円

総事業費

平成３１年度の目標

□ 防災行政無線通信施設修繕費 80 万円

□ 防災行政無線、防災情報システム等通信料 397 万円

□ 登録制メール管理委託料 4 万円

災害情報や防災行政無線で放送した内容を登録されたパソコンやスマートフォン等に配信し

ます。

□ 防災行政無線施設保守委託料 272 万円

□ テレビ埼玉（テレ玉）データ放送利用料 65 万円

□ 町内ＡＥＤ維持管理費 58 万円

□ その他の経費 493 万円

※詳しくは町ホームページをご覧ください。

音声による情報伝達

（１）屋外スピーカー：防災、防犯等の情報を放送します。「聞き取りにくい」、「聞こえな

かった」を補うため、屋外スピーカーを４６箇所から２箇所増やし、町内全域の４８箇所

に設置しています。

（２）フリーダイヤル：放送が聞き取れない場合、防災行政無線で放送された内容を電話で

聞くことができます。電話番号は「０１２０－３８４６０２（ミヤシロオーツー）」です。

文字による情報伝達

（１）携帯電話、パソコン：従来のツイッターの他にメール配信サービスを実施しています。

（２）テレビ：テレビ埼玉のデータ放送を使った情報配信サービスです。ご家庭のテレビか

らテレビ埼玉のｄボタンで防災情報等町からのお知らせが確認できます。

～宮代町メール配信サービスのご紹介～

【登録するには・・・】

①右のＱＲコードを読み取る。

②「miyashiro@x.bmd.jp」に空メールを送る。

③「https://x.bmd.jp/bm/p/f/tf.php?id=miyashiro&task=regist」

にアクセスする。

防災活動事業

防災・防犯等の情報を発信しています

多様な災害に備えるため防災体制の整備を継続し、防災行政無線をはじめとした防災施設

の適正な維持管理を行います。また、すでに運用を開始していますメール配信サービスやテ

レビ埼玉（テレ玉）データ放送等で災害の情報をはじめとする町のさまざまな情報をお伝え

します。
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福 祉 課

平成３１年度の取り組み

支援を要する世帯や障がいのある人も住み慣れた地域で安心してともに暮らせる社会の実現を目指

し、「ともに支え合い 助け合う みんなにやさしいまちづくり」を基本理念とする地域福祉の推進を

図るとともに、引き続き効果的な施策を推進してまいります。

■ 社会福祉担当

それぞれの地域において、住民、地域団体、ボランティア団

体、社会福祉法人などと連携し、誰もが安心して暮らせる地域

づくりに取り組んでまいります。

また、福祉交流センター「陽だまりサロン」では、地域のす

べての人が気軽に集い活動し、ふれあいや交流をとおして、互

いに理解を深められるよう事業やイベントを実施してまいりま

す。

[福祉交流センター運営事業] P５２

福祉交流センター陽だまりサロンの運営

■ 障がい者福祉担当

障がいのある方が、地域で自立した日常生活又は社会生活を

営むことができるよう、各種事業を実施してまいります。

また、広域において地域生活支援拠点等整備について検討を

進める等、近隣市町や地域の関係機関等と連携し各種事業の充

実、拡大を図ってまいります。

[障害者総合支援事業] P５２

障害者総合支援法に基づく給付及び事業の実施

[障害者地域生活支援事業] P５３

障がい者の地域生活を支援する事業の実施

実行計画事業

・障がい者の雇用創出事業 P２９
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障がい者福祉担当

内線３２６

一人あたり 4,802円

6億4,849万円 1億6,375万円 4億8,474万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３１年度の目標

□ 障害福祉サービス・障害児通所支援等

個々の状況に応じた生活上又は療養上に必要な介護やリハビリテーション、また、就労に

つながる支援、給付等を行います。

□ 自立支援医療

更生医療、育成医療に係る費用を支給します。

□ 補装具費の支給

車いすや義肢等の補装具の購入等に対し支援を行います。

□ その他の事業

障がいのある方が地域生活に必要なグループホーム等の支援や障害者就労支援センターと

連携を図り就労につながる支援を行います。

社会福祉担当

内線３２５

一人あたり

その他の財源

99円

340万円 336万円 4万円

総事業費
町からの支出

平成３１年度の目標

□ 主な事業 （詳しくは、町ホームページ及び毎月の広報みやしろをご覧ください）

いつでも誰でも気軽に「陽だまりサロン」を活用できます。また、地域のあらゆる方が年

齢差に関係なく活動できるよう、様々な講座やイベントを実施します。

□ 開館時間：毎週月曜～金曜日、第３、４土曜日の午前 10 時～午後４時

障害者総合支援事業

障がいのある方が、地域で自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、個々

の実態やニーズに応じた各種福祉サービスを提供します。

国から ３億 2,316 万円

県から 1 億 6,158 万円

○居宅介護（ホームヘルプ） ○ショートステイ ○施設入所支援 ○グループホーム

○生活介護 ○自立訓練 ○就労移行支援 ○児童発達支援 ○放課後等デイサービスなど

福祉交流センター運営事業

笠原小学校の中にある福祉交流センター「陽だまりサロン」では、高齢者や障がいのあ

る方、児童など地域のすべての人が気軽に集い活動し、ふれあいや交流をとおして、互い

に理解を深められるよう様々な事業やイベントを実施します。

○さをり織り体験 ○健康づくりの日(体操) ○本読み(読み聞かせ) ○囲碁・将棋の日

○昔の遊びや伝統体験 ○ミニコンサート ○作品の展示など

電話料分担金 ４万円
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障がい者福祉担当

内線３２６

一人あたり

その他の財源

668円

3,223万円 2,276万円 947万円

総事業費
町からの支出

平成３１年度の目標

□ 相談支援事業

障がいのある方からの相談に応じ､必要な情報提供､権利擁護などの支援を行います。また、

埼葛北地区基幹相談支援センターを中心に地域の相談支援体制を強化します。

□ 意思疎通支援事業

聴覚、言語機能などの障がいのため意思疎通に支障がある方に、手話通訳者や要約筆記者

の派遣を行います。

□ 日常生活用具給付等事業

重度の障がいのある方に、日常生活上の便宜を図るため、日常生活用具等の購入経費を助

成します。

□ 移動支援事業

屋外の移動が困難な障がいのある方に、外出の際の介助支援にかかる経費を助成します。

□ 地域活動支援センター事業

障がいのある方に、日中の創作活動、生産活動の機会を提供します。

□ 成年後見制度利用支援事業

成年後見制度を利用することが有用であると認められる障がいのある方で、収入が一定以

下の場合に利用に要する経費の補助を行い、利用を促進します。

□ その他支援事業

日中一時支援事業、訪問入浴サービス事業 等

障害者地域生活支援事業

国から 630 万円

県から 315 万円

利用者負担金 ２万円

障がいのある方が、地域で自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障

がいのある方の状況に応じた支援事業を実施します。また、相談支援業務等を埼葛北地区

基幹相談支援センターへ委託し、地域の相談支援体制の充実、強化を図ります。
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子育て支援課

平成３１年度の取り組み

本年度から更なる子育て支援の推進のため新設された「子育て支援課」では、従来の「福祉課」か

ら引き続き、保護者の皆様が喜びを感じながら安心して子育てができ、子どもたちが愛情に包まれ健

やかに成長していけるよう、保健・福祉・教育の連携に配慮し、世帯状況に応じたより効果的な支援

策の提供に努めるとともに、入所児童数の増加に伴う保育所及び学童保育所の整備等子育て支援基盤

の拡充を図って参ります。

■ 子育て推進担当

家庭、地域、子育て施設など関係する皆様が子どもの健やか

な成長を支えあい、その輪を広げながら子育てができるまちづ

くりに取り組んでいきます。

児童手当、こども医療費助成、幼稚園就園費助成など次世代

を担う子どもたちの健やかな育ちを支援していきます。

[こども医療費支給事業] P５６

中学生以下の子どもへの医療費助成

[幼稚園就園奨励事業] P５７

私立幼稚園に就園する世帯への助成

[児童手当支給事業] P５７

中学生以下の子どものいる世帯への手当支給

■ 保育担当、みやしろ保育園担当、国納保育園担当

みやしろ保育園、国納保育園では、恵まれた環境の中で、一

人ひとりを大切にし、元気な体と優しい心を持った子どもたち

を育てていきます。

また、これから増加していくと予想される保育ニーズに対応

するため、保育所や学童保育所の整備を進めていきます。

[学童保育所運営事業] P５６

学童保育所（各小学校内）の運営

[学童保育所整備事業] P５６

学童保育所（ふじ児童クラブ）の整備

■ 子育てひろば担当

子育てひろば、各子育て支援センターでは、子ども同士、親

同士、地域の様々な人たちと子育て家庭をつなぐ架け橋になる

よう、安心して過ごせる拠点を目指し事業を展開していきます。

また、児童虐待等の深刻な事態に至らないよう、育児の悩み

等を抱えた保護者が気軽に相談できる場を提供していきます。

緊急サポート・ファミリーサポートセンター運営事業は、子

育ての支援を受けたい人（利用会員）と子育てを援助・サポー

トしたい人（サポート会員）が会員となり、一時預かり等の支

援業務を通じて助け合う制度です。さまざまなニーズに対応で

きるよう、有償ボランティアの会員組織の拡充を推進していき

ます。

[緊急サポート運営事業] P５８

急を要する場合の預かり

[ファミリーサポートセンター運営事業] P５８

保育園などへの送迎やその前後の預かり

実行計画事業

・みんなで子育て！こども未来事業 P２０
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保育担当

内線３２４・３２９

一人あたり

その他の財源

791円

2億1,699万円 2,697万円 1億9,002万円

総事業費
町からの支出

平成３１年度の目標

□ 町立小学校に通う放課後の保育が必要な家庭の児童を受け入れます。

町立小学校に通う、放課後の保育が必要な全学年の児童を対象とし、公設公営で３ヶ所（百

間小・東小・笠原小）、公設民営で１ヶ所（須賀小）で実施しています。

□ 入所児童数の増加に伴い、笠原小学校のふじ児童クラブを新たに整備します。

子育て推進担当

内線３２３

一人あたり

町からの支出 その他の財源

2,619円

1億56万円 8,931万円 1,125万円

総事業費

平成３１年度の目標

□ 中学生以下の児童に対する医療費の一部を支給します。

・入通院分：15 歳に達する日以後の最初の３月末日までが対象

・対象の児童が、医療機関で受診した際、医療機関に支払った保険診療の一部負担金を、「こ

ども医療費支給申請書」に基づき、後日、指定口座に振り込みます。

・町内の指定医療機関（医科・歯科・調剤）を受診した場合、現物給付（窓口払い廃止）を

実施します。

学童保育所運営事業・学童保育所整備事業

子ども・子育て支援新制度に準拠し、放課後、土曜日や学校休業日など、児童の保護者

が労働等により、保育が困難な家庭の児童を対象に、放課後児童クラブにおいて家庭に代

わる生活の場を確保し、適切な遊びや指導を行うことにより、児童の健全育成及び仕事と

子育ての両立支援を図ります。また、今後増加することが予想されるニーズに対応するた

め、新たな学童保育所の整備を行います。

国から 4,773 万円

県から 4,773 万円

町債（借金） 7,050 万円

学童保育料等 2,406 万円

こども医療費支給事業

子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、子どもの医療費の一部を支給します。

また、町内指定医療機関では、医療費の現物給付（窓口払い廃止）を行います。

県から 1,125 万円
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子育て推進担当

内線３２３

一人あたり

その他の財源

1,087円

5,448万円 3,708万円 1,740万円

総事業費
町からの支出

平成３１年度の目標

□ 私立幼稚園就園奨励費

・補助額：年額 62,200 円～308,000 円

※保護者の所得に応じて決定します。補助対象とならない場合もあります。

□ 私立幼稚園振興助成金

・補助額：1園につき 150,000 円

障がい児１人につき 2万円に在園月数を乗じて得た額

子育て推進担当

内線３２３

一人あたり 2,008円

4億5,421万円 6,846万円 3億8,575万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３１年度の目標

□ 支給額

・３歳未満 15,000 円

・３歳以上小学校修了まで 10,000 円（第３子以降月額 15,000 円）

・中学生 10,000 円

・所得制限限度額を超過する方は児童１人につき 5,000 円
※すべて子ども一人に対しての月額です。

□ 支給時期

・６月（２～５月分）、１０月（６～９月分）、２月（１０～１月分）

国から 3 億 1,765 万円

県から 6,810 万円

次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに、

中学校修了までの子どもを対象に、児童手当を支給します。

私立幼稚園就園奨励事業

私立幼稚園に就園する幼児のいる世帯の保護者に対して就園奨励費を交付し、保護者の

負担軽減を図り、幼児教育を受けやすい環境を整備します。

また、町内私立幼稚園に対して振興助成金を交付することで、各幼稚園の学習環境の改

善や、幼児教育プログラムの向上及び心身障がい児教育の充実を図ります。

国から 1,740 万円

児童手当支給事業
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子育て応援室担当

内線３２４

一人あたり 27円

277万円 91万円 186万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３１年度の目標

【おもな援助内容】

□ ファミリーサポートセンター運営事業

・保育園や幼稚園、学童保育所への送り迎え

・保育園等の始業時間前または終業時間後の預かり

・臨時的な預かり

□ 緊急サポート事業

・病気または病気の回復期、早朝、夜間、宿泊を要する場合等の緊急を伴う児童の預かり

【運営主体】

・業務委託による実施

ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ運営事業・緊急ｻﾎﾟｰﾄ事業

安心して子育てができるよう、子育ての援助を受けたい方（利用会員）と子育ての援助

を行いたい方（協力会員）の会員組織で、会員相互による育児の援助活動を行います。

（緊急サポートセンター）

国から 93 万円

県から 93 万円
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健康介護課

平成３１年度の取り組み

町民の皆様が健康に暮らせるよう予防接種や各種がん検診等の保健事業を実施いたしますととも

に、町民の健康づくりと疾病予防を計画的に推進していくため、「健康増進計画及び食育推進計画」に

基づき事業を進めてまいります。

また、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活が継続できるよう、「宮代町高齢者保健福祉計画及

び第７期介護保険事業計画」に基づき、介護保険制度の健全な事業運営に努めますとともに、高齢者

福祉サービスの更なる充実を図り、地域包括ケアシステムの構築に取り組んでまいります。

■ 健康増進室 （健康増進担当）

疾病の発生及び蔓延を防止するため、引き続き、乳幼児等や

高齢者に定期予防接種を実施するとともに、赤ちゃん訪問、乳

幼児の健康診査・健康相談を実施します。また、成人の風しん

予防接種費用の一部助成を行い、風しんの流行を防ぐと共に先

天性風しん症候群の予防に努めます。健康診査事業では、４０

歳の方を対象に、これから先の健康について考えるきっかけづ

くりとして、健康づくり講座を実施します。さらに、母子保健

事業では、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を行い、

新たに親と子の歯の健康を守るため親子教室を開催します。

福祉医療センター運営事業では、医療と介護の環境を調査の

結果を踏まえ、今後の福祉医療センターのあり方を示します。

また、初期診療の拠点となるよう、指定管理者制度を活用し、

医療施設の適正な管理運営を行います。

[保健予防事業] P６０

各種予防接種の実施、風しん予防接種の一部助成

[母子保健事業] P６１

妊婦健康診査費用の助成、乳幼児健診の実施

[健康診査事業] P６２

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] P６３

健康マイレージ事業の実施

[福祉医療センター運営事業] P６４

医療・介護環境調査

■ 高齢者支援担当、介護保険担当

高齢者が住み慣れたまちで、地域社会と関係を保ちながらい

きいきと自分らしく健康で安心して暮らせるよう、第 4 次総合

計画に位置づけた地域敬老会支援事業、介護予防･健康づくり活

動支援事業、地域交流サロン支援事業の更なる推進を図ります。

また、団塊の世代の方々の全てが 75 歳を迎える平成 37 年

（2025 年）を見据えた地域包括ケアシステムの構築に向け、平

成 30 年度から平成 32 年度の 3 年を計画期間とする第 7 期介護

保険事業計画に基づき、高齢者の自立支援と要介護状態の重度

化防止、在宅医療・介護連携の推進、認知症施策の推進、生活

支援体制の整備等に努め、計画の将来像「高齢者の尊厳が守ら

れ 自分らしく いきいきと生きるまち」を目指します。

なお、高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画については、

平成 32 年度に次期計画の策定作業を行なうため、その準備とし

て介護予防・日常生活圏域ニーズ調査及び在宅介護実態調査を

実施します。

[介護保険特別会計] P６５

[アクティブシニアの社会参加支援事業] P６６

シニア世代への地域活動デビュー支援

実行計画事業

・地域交流サロン支援事業 P９

・地域敬老会支援事業 P１０

・介護予防・健康づくり活動支援事業 P１１
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健康増進担当

℡32-1122

一人あたり 2,572円

8,769万円 8,769万円 0万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３１年度の目標

□ ＢＣＧ 244 人 216 万円

□ 四種混合 883 人 1,117 万円

□ 不活化ポリオ 30 人 35 万円

□ Ｂ型肝炎 645 人 586 万円

□ 日本脳炎（乳幼児、児童、生徒） 1,105 人 930 万円

□ 二種混合 208 人 100 万円

□ 麻しん・風しん（ＭＲ） 462 人 562 万円

□ 子宮頸がん予防 5 人 8 万円

□ ヒブ 1,061 人 968 万円

□ 小児用肺炎球菌 1,061 人 1,278 万円

□ 水痘 625 人 633 万円

□ 高齢者インフルエンザ 5,853 人 2,079 万円

□ 高齢者肺炎球菌 270 人 137 万円

□ 風しん予防接種助成金 100 人 30 万円

□ その他の経費 90 万円

保健予防事業

感染症を予防するため、各種ワクチンを接種し病気の発生及びまん延の防止に努めます。

また、予防接種法に基づき、乳幼児等の対象者に定期予防接種を継続して実施します。
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健康増進担当

℡32-1122

一人あたり

その他の財源

895円

3,300万円 3,051万円 249万円

総事業費
町からの支出

平成３１年度の目標

□ 親子教室・乳幼児健康診査（4 か月児、10 か月児、1歳 6か月児、

3歳児）

518 万円

□ 心理相談・ことばの相談（健診後に専門的な助言等の実施） 156 万円

□ 妊婦健康診査 2,199 万円

□ 子育て世代包括支援センター 415 万円

□ その他の経費 12 万円

母子保健事業

親と子の歯の健康を守るため親子教室を開催します。また、健全な親子関係を築けるように

子育て世代包括支援センターにおいて妊産婦・乳幼児等の状況を把握し、妊娠期から子育て期

まで切れ目のない必要な支援を提供します。

国から 132 万円

県から 117 万円

助言・指導

相談

連携

子育てひろば

（基本型）

保健センター

（母子保健型）

連携

子育て世代包括支援センター

・子育て支援機関

（保育所・地域子育て

支援拠点事業等）

・医療機関

（産科・小児科等）

・保健所

・児童相談所 等

関係機関

【妊娠期から⼦育て期にわたるまで切れ⽬のない⽀援の実施】

妊娠期妊娠前 産 後出産 育児

早期不妊

検査・不育

症検査・

不妊治療

助成事業

健康相談・電話相談・家庭訪問等による相談支援 子育て支援策

・保育所

・地域子育て支援

拠点事業

・その他子育て支

援事業

母子健康手帳交付

妊婦健康診査助成

ママパパ教室

乳児家庭全戸

訪問事業

産後ケア事業

(心身のケアや育児のサポート等)

予防接種乳幼児健康診査
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健康増進担当

℡32-1122

一人あたり

その他の財源

715円

2,784万円 2,438万円 346万円

総事業費
町からの支出

平成３１年度の目標

□ 胃がん検診 426 万円

□ 肺がん検診 211 万円

□ 子宮頸がん検診 584 万円

□ 乳がん検診 489 万円

□ 大腸がん検診 909 万円

□ 骨粗しょう症検診 94 万円

□ 肝炎検診 59 万円

□ その他の経費 12 万円

健康診査事業

心身の健康を保持するために各種検診を実施し、各がん検診の個別の受診勧奨通知を行い

ます。また、検査結果に基づき精密検査が必要な方に受診勧奨を行います。骨粗しょう症検

診や肝炎ウィルス検診に該当する方に個別通知し、各種検診の受診率の向上に努めます。

節目の年齢の方に歯科指導等の健康教育を実施します。

国から 245 万円

県から 33 万円

個人負担金 68 万円
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健康増進担当

℡32-1122

一人あたり

その他の財源

93円

441万円 317万円 124万円

総事業費
町からの支出

平成３１年度の目標

□ 各種健康教室 83 万円

□ 健康マイレージ事業 290 万円

□ その他 68 万円

健康教育事業

皆さんの健康づくりをサポートするため、各種健康教室を開催するほか、みやしろ健康マイ

レージ事業に参加していただくことで、楽しくウォーキングができるようにサポートします。

さらに、皆さんにより楽しんでいただけるようにプレゼントを進呈し、より多くの方に継続性

のある健康づくりの取り組みが行えるよう支援します。

県から 105 万円

個人負担金 4 万円

有料広告 15 万円

①参加登録をする

(郵送または WEB)

②歩数計が届く

※スマートフォンの歩数計の方は

登録完了後、利用可能です。

③歩数計を身につけて

歩く

ピ！

④リーダー（タブレット端末）に

かざして歩数データを送信

⑤県ではポイントに応じて抽選で

プレゼント！

⑥町では決められた歩数をクリアし

た方にプレゼント！

みやしろ健康マイレージ事業の流れ
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健康増進担当

℡32-1122

一人あたり

町からの支出 その他の財源

491円

2,133万円 1,673万円 460万円

総事業費

平成３１年度の目標

＜公設宮代福祉医療センター「六花」＞

小児医療から高齢者介護まで地域の健康を守る、医療・介護・福祉の複合施設

※ 詳細は公設宮代福祉医療センター「六花」のホームページ(https://www.rikka-jadecom.jp/)をご覧ください

＜事業費の内訳＞

□ 業務委託料（医療・介護環境調査業務） 330 万円

□ 使用料及び賃借料（医療機器リース料） 460 万円

□ 施設修繕費（エレベーター工事等） 200 万円

□ その他の経費 1,143 万円

福祉医療センター運営事業

町内の医療・介護の環境を調査し、公設宮代福祉医療センター「六花」の今後のあり方につ

いて検討します。地域の「かかりつけ医」として、総合診療の姿勢で初期対応を行うために指

定管理者制度による適正な管理運営を行います。

公設宮代福祉医療センター施設整備基金 460 万円

○診療所

＜診療科目＞ 内科・小児科・整形外科・外科

＜入院病床＞ １９床（１床室：７室、４床室：３室）

＜受付時間＞ 午前の部 ８：３０～１１：３０

＜受付時間＞ 午後の部 １３：３０～１５：３０

＜休 診 日＞ 土曜午後・日曜・祝日・年末年始

○介護老人保健施設

入所定数 ８０名

（一般棟４０床、認知症棟４０床）

（１床室：３２室、４床室：１２室）

※短期入所（ショートステイ）対応

○デイケア

月曜日～土曜日 ８：３０～１７：３０

（日曜日、祝日、年末年始は休み）
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介護保険担当

高齢者支援担当

内線 382・383・385

一人あたり 15,251円

30億6,076万円 5億2,000万円 25億4,076万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３１年度の目標

□ 介護予防・生活支援サービスの推進 3,496 万円

高齢者の能力を活かしつつ、その状態に応じたサービスの選択ができるよう、介護予防・

日常生活支援総合事業について、更に多様なサービス提供体制を整え、介護予防の促進と自

立した生活への支援を図ります。

□ 介護予防事業の充実 925 万円

いつまでも元気で、自分らしくいきいきと過ごしていけるように、65 歳以上の方を中心

に、介護予防教室を実施し、「心身機能」「活動」「参加」につなげ、生活の質の向上を目

指します。また、地域交流サロンへの補助事業を充実させるとともに、新たに介護予防活動

を行う団体を補助事業の対象とすることで支援を行ないます。また、地域で活躍する介護予

防リーダー等の育成を継続し、住み慣れた地域での介護予防活動への参加拡大に努めます。

□ 在宅医療・介護連携の推進 212 万円

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続

けることができるよう、在宅医療と介護サービスを一体的に提供するために、在宅での生活

に関する医療機関と介護サービス事業所などの関係機関の連携を推進します。

□ 認知症施策の推進 96 万円

認知症高齢者等の早期発見・早期診断や状態に応じた適切なケアが提供されるよう、医療・

介護・福祉が連携した切れ目のないケア体制を整備するため、認知症初期集中支援チームの

活動の充実を図るとともに、認知症を正しく理解していただくための啓発活動に努めます。

□ 生活支援体制の整備 392 万円

在宅で生活をおくる高齢者を支えるため、ＮＰＯやボランティア等の多様な主体による生

活支援サービスの重層的な提供体制の構築を目指し、生活支援コーディネーターと協議体と

の連携・協働により地域ニーズの把握や担い手の養成等のサービス資源の開発を推進します。

□ 介護サービス費の給付 25 億 820 万円

（要介護 1～5の方への居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスが含まれます。）

□ 介護予防サービス費の給付 7,978 万円

（要支援 1～2の方への上記サービス）

□ その他の保険給付 1 億 9,915 万円

平成 30 年度から平成 32 年度までの 3 年を計画期間とする第 7 期介護保険事業計画に基づ

き、将来像「高齢者の尊厳が守られ 自分らしく いきいきと生きるまち」を目指し、高齢

者の自立支援と要介護状態の重度化防止、在宅医療・介護連携の推進、認知症施策の推進、

生活支援体制の整備など、団塊の世代が 75 歳を迎える平成 37 年（2025 年）を見据えた地域

包括ケアシステムの構築に努めます。

国から 5 億 3,992 万円

県から 4 億 1,880 万円

介護保険料 7 億 14 万円

支払基金交付金 7 億 6,431 万円

基金繰入金等 1 億 1,759 万円

介護保険特別会計
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高齢者支援担当

内線 382・383

一人あたり 0円

300万円 0万円 300万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３１年度の目標

□ 地域活動応援講座・交流会の実施 60 万円

地域活動の参加の後押しとなる応援講座を実施し、受講者の地域活動への参加を促進しま

す。また、地域活動実践者との交流会を開催し、地域活動の楽しさややりがいを感じていた

だける機会、場所をつくります。

□ 地域活動情報誌の発行 30 万円

地域活動に興味のある方（「縁じょい」メンバー登録者）へ向けた地域活動情報誌（「縁じ

ょい」通信）を発行し、地域活動の楽しさややりがい等をお伝えし、活動へ一歩踏み出す気

持ちを醸成します。また、地域活動応援講座や交流会などのお知らせも行います。

□ 地域活動ＰＲ事業（出前講座実施・イベント開催） 100 万円

地域住民向けの出前講座「地域デビュー『初めの一歩』」を地域の集会所等で開催し、Ｐ

Ｒします。また、地域活動のきっかけ作りのためシニア世代の後押しをする地域デビューイ

ベントを開催します。

□ その他 110 万円

定年退職前後のシニア世代の地域活動への参加支援として、地域活動に興味のある方（「縁

じょい」メンバー登録者）向けに、地域活動に関する情報を集めた情報誌（「縁じょい」通

信）を発行し、参加促進のための講座の企画や実施、及び地域活動実践者との交流会を行う

ことで、昨年度に引き続き、３０名以上を地域活動デビューに繋げます。

また、地域活動に興味を持っていただけるよう、引き続き、ＰＲ活動、ＰＲイベントも実

施します。

県から 300 万円

アクティブシニアの社会参加支援事業

※「縁じょい」メンバーとは、身近なところで何か

をやってみようという思いを持った人たちです。

縁じょい通信（４ヶ月に１回）発行

地域デビュー出前講座開催

地域の縁づくりに向けた勉強会

（事業ＰＲ等の戦略会議） 開催

町と社協の共催による

ボランティア活動ＰＲイベント
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産業観光課

平成３１年度の取り組み

産業観光課は、産業の振興を図り、地域経済の活性化を図るための事業に取り組んでいきます。

農業分野では、地域農業を多様な担い手によって支えていく仕組みづくりの充実、遊休農地の発生抑

止及び解消に向けた取り組みを行うとともに、農作業の効率化や農業の付加価値を高めていく事業の推

進を図ってまいります。

また、新しい村につきましては、「農」のあるまちづくりの拠点施設としての機能を活かし、農産物

等の地産地消、農業体験等のグリーンツーリズム事業、農業支援事業等を通して地域農業の活性化を目

指してまいります。

商工分野では、限られた予算を効果的に活用し、町内商工業事業者を支援するため、一部事業の再編

改廃に取り組み、小規模事業者や起業を目指す方に対するメニュー型補助制度を新たに整備します。

また、メイドイン宮代制度の充実を図り、新たな特産品開発や販路の拡大等を通じて町内産業の活性

化に結び付けてまいります。

観光分野では、宮代型の観光を考えるための勉強会を開催し、中長期的に宮代町の観光のあるべき姿

について考えてまいります。

■ 農地調整担当、農業振興担当

国が進めようとしている農業政策を踏まえ、これからの宮代

農業を支えていく担い手対策の推進や遊休農地対策を進めると

ともに、高付加価値農業の推進を図っていくための対策を重点

的に行っていきます。

まず、担い手対策としては、農地中間管理機構の事業を含め、

人・農地プランに位置づけられた担い手と連携を図り、農地の

集積を進めていきます。さらに、農業担い手塾の塾生募集につ

いては、引き続き新・農業人フェアへ出展し、就農支援の PR

を行うとともに通年での募集を行い、塾生希望者が応募しやす

い環境を整え、育成、独立就農への支援を進めていきます。

遊休農地対策としては、遊休農地の解消を図る事業を引き続

き農業委員及び農地利用最適化推進委員と連携して行います。

また、国が推進する「多面的機能支払交付金」を活用して地

域の共同活動に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を

推進します。

農業の６次化支援では、生産者と商業者の結びつきを強くし、

地元農産物を活用した商品化を推進するための催しや研究活動

をはじめ、郷土料理等を後世に伝えるための料理教室等を実施

します。

農地の集約化と共同化を推進するため、「宮東・中島地区」に

おいて、地元農家の代表者で構成した準備委員会を中心に、地

区の皆様とともに具体的な圃場整備について検討を行います。

[水田農業構造改革対策事業] P６９

新生児誕生お祝い宮代産米贈呈事業

[農業経営基盤強化対策事業] P６９

担い手農家への農地利用集積の推進

実行計画事業

・宮代ファーマーズタウン推進事業 P２３

・宮代町農業の６次化推進事業 P３０

・明日の農業担い手支援事業 P３１,３２

・宮代町農業生産基盤整備推進事業 P３３
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■ 商工観光担当

商工業の分野では、既存の補助制度「空き店舗活用補助金」

「商店街活性化補助金」を統合し、新たに個店の販売促進や事

業承継、起業支援などのメニューを加えた総合的な補助制度を

スタートさせます。

また、町内の店舗・住宅のリフォームを町内事業者に発注し

て行った場合、工事費の一部を助成するリフォーム補助制度、

町内中小企業者の資金運用における利息の負担軽減を目的とす

る利子補給制度の実施、町民主体の実行委員会形式で行われる

宮代マルシェ・トウブコフェスティバルへの支援も引き続き継

続してまいります。

観光分野では、公募市民にも参加いただき将来の宮代型観光

について考える勉強会を開催します。また、「宮代つながり作り

イベント和 e 輪 e」では、町内事業者の自主性を高める開催方

式をさらに進めて、将来の自立運営を目指した実施を進めてま

いります。

消費生活分野では、消費生活講座を開催しトラブルの発生防

止に努めるとともに、杉戸町との連携により行っている週４日

の相談員による相談を実施していきます。

[商工業振興事業] P７０

町内商工業への支援

[新しい村管理運営事業] P７１

新しい村の運営

[メイドイン宮代 PR 事業] P７２

町の特産品づくりの支援及びＰＲ

[消費者対策事業] P７３

消費生活相談・多重債務相談

実行計画事業

・宮代型観光推進事業 P１６,１７

・まちなか起業創業支援事業 P２８
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農業振興担当

内線２６２

一人あたり

その他の財源

62円

261万円 211万円 50万円

総事業費
町からの支出

平成３１年度の目標

□ 新生児誕生お祝い宮代産米贈呈事業 207 万円

出産時に町内に住所を有している方が子どもを出産した際に、宮代産米（20 ㎏）を贈呈

します。

□ その他の経費 54 万円

農業振興担当

内線２６２

一人あたり

町からの支出 その他の財源

42円

172万円 142万円 30万円

総事業費

平成３１年度の目標

□ 農地流動化奨励補助金 80 万円

利用権設定期間に応じた補助金を交付して農地の流動化を推進するとともに、耕作条件

が不利な農地を利用集積する場合には、条件不利地加算補助金を交付して担い手農業者を

支援します。

□ 耕作放棄地再生利用対策補助金 47 万円

担い手経営体が取り組む耕作放棄地等の再生事業を支援します。

□ 農業近代化資金利子補助金 4 万円

認定農業者等が農業経営の規模拡大や生産性の向上を図るため農業機械や栽培設備等

を導入する際に、融資機関から農業近代化資金の融資を受けた場合に利子助成による支援

を行います

□ その他の経費 41 万円

水田農業構造改革対策事業

新生児誕生のお祝いとして宮代産の農産物（宮代産米）を贈呈することにより、地産地

消の推進と米の消費拡大に繋げていきます。

農業経営基盤強化対策事業

農地の利用調整活動を通じて「宮代町人・農地プラン」に位置づけられた担い手経営体

を中核とした農地の集積を推進するとともに、「農地中間管理事業」を活用した農地の効

率的利活用を促進します。

県より 50 万円

諸収入(業務委託料) 30 万円
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一人あたり 421円

1,907万円 1,437万円 470万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３１年度の目標

□（仮称）商工業活性化補助金の創設（再掲） 300 万円

商工業の活性化を図るため、既存の補助金を統合し、起業者支援、個店の販売促進や事業

承継などのメニューを加えた商工業活性化補助制度をスタートさせます。

□ 店舗・住宅リフォーム補助金 200 万円

商工業の活性化を目的として、町内の店舗や住宅を町内事業者に発注してリフォームする場

合、工事費の一部を補助する制度を実施します。

□ 商工会や様々な主体との連携による地域産業の振興 1,307 万円

地域産業の活性化、町のにぎわいと活力創出のため、「産業おこしモデル事業」として各事

業を支援していきます。

また、商工会や商店会が連携して開催する、みやしろ産業祭や桜市を支援し、町内商工業の

振興と活性化を図ります。

□ 利子補給制度の実施 100 万円

町内中小企業者の資金運用における利息の負担軽減を目的として、日本政策金融公庫が実施

する融資制度、小規模事業者経営改善資金貸付（マル経融資）の利息に対して、利子補給を実

施します。

［利子補給金額］平均融資残高の１％以内

［限度額］20 万円

商工業の活性化を図るため、起業者や小規模事業者を支援するメニュー型の補助制度を

整えます。また、引き続き、商工会事業、みやしろ産業祭、産業おこしモデル事業などの

さまざまな事業を支援し、町内の産業振興とにぎわいの創出に努めます。

商工観光担当

内線２６４
暮らしを支える商工業の発展を支援します

[商工業振興事業]

まちづくり基金（寄付金） 470 万円



７ 産業・観光

71

農業振興担当 内線２６２

商工観光担当 内線２６４

一人あたり 869円

7,738万円 2,962万円 4,776万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３１年度の目標

□ 新しい村の運営

新しい村の「農の家」「村の集会所」「市民農園」等の維持管理と貸出しや園内施設の修繕

を行います。また、ホームページ、フェイスブック、ツィッターなどを活用して、新しい村

の取り組みを発信していきます。

□ 農家農業支援事業

水稲苗の生産販売、遊休農地解消のための稲作やそば栽培などの農作業受託などを通して、

町内農家と農業の発展を支援していきます。

□ 地産地消モデル事業・集荷宅配支援事業 3,702 万円

森の市場「結」の維持管理、地元農産物を使った特産品開発、学校給食への食材提供、生

産者の育成などを通して、地産地消及び地域内循環を推進します。また、高齢社会への対応

として、生産者からの野菜集荷、消費者へのお米等の宅配を実施します。

□ 園内管理農体験事業 1,828 万円

ほっつけ、ハーブ園、果樹園、市民農園の維持管理及び新しい村内の除草等を行い、新し

い村の景観を整えます。また、芋掘りや果樹の摘み取りなどの農業体験の場を提供します。

□（仮称）みんなのハーブ園をつくるワークショップ 54 万円

市民参加により、新しい村にふさわしいハーブ園のあり方を検討します。

□ ほっつけ水田体験事業 164 万円

新しい村のシンボルである「ほっつけ」を活用した稲作体験講座を実施します。田植えや

稲刈りをしながら、「ほっつけ」の由来や先人の知恵とともに宮代町が取り組む「農」のある

まちづくりを紹介していきます。

□ 水道設備増設工事の実施 121 万円

新しい村芝生広場に水道設備を設置します。イベントやバーベキュー等屋外で手軽に水を

使用することが可能となり利便性が向上します。

新しい村使用料 3,643 万円

まちづくり基金（寄付金） 1,131 万円

その他収入 2 万円

「新しい村」を拠点に、農産物等の地産地消、「農」の視点を活かした食育・交流事業を

展開し、農業をはじめとする町内産業の活性化や「農」の恵みを実際に体験するグリーンツ

ーリズム事業により交流人口の増加につなげていきます。

「農」のあるまちづくりを推進します

[新しい村管理運営事業]
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商工観光担当

内線２６４

一人あたり

町からの支出 その他の財源

26円

93万円 89万円 4万円

総事業費

平成３１年度の目標

□ メイドインみやしろ推奨品の認定 88 万円

町内で生産、製造、加工又は研究された特色のある商品を「メ

イドイン宮代」推奨品として認定し、町の内外に広くＰＲしてい

きます。平成３０年度は、４１品を認定しました。

平成３１年度は、昨年度から開始したスタンプラリー、ＰＲカ

タログなどの一層の充実

を図ります。また、ふるさ

と納税の返礼品としても

広くＰＲを行っていきま

す。

□ 市民モニター制度の実施 2 万円

市民モニターを公募し、メイドインみやしろ推奨品の感想を伺います。その結果は、生

産者の皆さんにお伝えし、商品開発に役立てていただきます。また、消費者目線で選ぶモ

ニター賞を選考し表彰します。

□ 宮代町外交官による町のＰＲ 3 万円

宮代町にゆかりがあり各界で活躍されている著名人を「宮代町外交官」として任命し、

テレビやラジオ等さまざまな媒体により宮代町の魅力や情報をＰＲしていただきます。

【宮代町外交官】平成３１年１月現在

國府田 マリ子さん 片桐 仁さん

農商工の連携による魅力ある特産品の開発及び宮代町の観光資源・情報のＰＲを積極的

に展開し、町の知名度とイメージの向上を図り交流人口の増加、町内産業の活性化につな

げていきます。

宮代町をＰＲ! ［メイドイン宮代ＰＲ事業］

推奨品登録料 4 万円
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商工観光担当 内線２６５

消費生活相談 内線５２４

一人あたり

その他の財源

34円

120万円 117万円 3万円

総事業費
町からの支出

平成３１年度の目標

□ 消費生活相談の実施

専門の相談員が消費生活に関するトラブルの問題解決のための助言やあっせん等を行う

消費生活相談を杉戸町と連携し、週 4日開設します。

□ 消費者被害防止サポーターの養成

□ 被害未然防止のための啓発グッズの配布

□ 多重債務相談の受付

町内司法書士等と連携を図り問題解決に向けたサポートを行います。

※商工観光担当窓口にて随時受付

悪質商法、契約トラブル、架空請求、不当請求、振り込め詐欺、点検商法、マルチ商法・・・

宮代・杉戸消費生活センター
～困った時・悩んだ時は、ひとりで悩まず、消費生活相談をご利用ください～

【宮代会場】

相談日：〔毎週〕月曜日・水曜日 ／ 時間：１０時～１２時、１３時～１５時（受付）

場 所：宮代町役場２階相談室 ／ 電 話：０４８０－３４－１１１１

【杉戸会場】

相談日：〔毎週〕火曜日・木曜日 ／ 時間：１０時～１２時、１３時～１５時（受付）

場 所：杉戸町役場本庁舎１階 ／ 電 話：０４８０－３３－１１１１

▼両町の町民はどちらの会場の相談も利用できます。

▼電話での相談も受け付けています。

県から 3 万円

悪質商法や契約トラブル、架空請求等に関する相談窓口を開設するとともに各種情報の

提供や研修会等を開催することにより、消費者の利益擁護、被害救済、被害の未然防止を

図っていきます。

消費者相談をご利用ください ［消費者対策事業］
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まちづくり建設課

平成３１年度の取り組み

平成３１年度は、都市計画道路春日部久喜線（町道第１２号線）の用地買収と工事を実施するとと

もに、道仏土地区画整理事業においては引き続き清算業務を行ってまいります。

また、東武動物公園駅西口周辺整備を着実に進めるとともに、東武動物公園駅東口周辺整備を推進

するため、地元協議会をサポートし駅前広場整備に必要な土地の買収を行ってまいります。更には、

下水道施設の中継ポンプ場の長寿命化対策工事を実施し、町民の皆様方が快適で安全に暮らせるため

の都市基盤整備に鋭意取り組んでまいります。

■ 道路担当

都市計画道路春日部久喜線（町道第１２号線）の整備に向け

て引き続き用地取得に努め、一部工事を行います。また、地域

の幹線道路の舗装修繕を行い、町民の皆様の安心・安全の確保

に努めてまいります。

[都市計画道路整備事業] P７６

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

実行計画事業

・道仏土地区画整理周辺整備事業 P24,25

■ 都市計画・都市整備担当

宮代の魅力アップと定住促進に向けて、地域住民の方々と進

めてきた道仏土地区画整理事業は清算業務を継続して行い、東

武動物公園駅東西口においては、宮代の新しい顔づくりに向け

た中心市街地の創出を進めてまいります。

また、町民の皆様の安心・安全を確保するため、住宅の耐震

診断や耐震改修等工事を支援するとともに、公園や緑地等の適

正管理に努めてまいります。

本年度、新たに高齢者サロン等に講師を派遣し、空き家発生

予防につながる相続等に関する講演会を実施します。

[一般住宅耐震対策事業] P７７

住宅の耐震化等に対する補助金

[空き家対策事業] P７８

空き家の予防対策講演会を開催する経費

[公園等環境管理事業] P７８

公園等の良好な環境整備のための経費

[土地区画整理推進事業] P７９

良好な新市街地（道仏地区）の整備

実行計画事業

・東武動物公園駅西口周辺整備事業 P２６

・東武動物公園駅東口周辺整備事業 P２７

・道仏土地区画整理周辺整備事業 P24,25

■ 上下水道室

公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与するため、上下水道

の整備に努めてまいります。

本年度は、上水道事業においては、老朽化した水道管及び浄

水場施設の改修工事を行うとともに、下水道事業においては、

下水道施設の中継ポンプ場の長寿命化対策工事を実施します。

[公共下水道事業特別会計] P８０

[農業集落排水事業特別会計] P８０

[配水管整備事業] P８１

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] P８１

水道水の安定供給を行うための設備更新と改修

[水道事業会計予算概要] P８２

地方公営企業である上水道事業の予算概要
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道路担当

内線３３１

一人あたり 541円

8,766万円 1,846万円 6,920万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３１年度の目標

□ 都市計画道路春日部久喜線の整備

【字山崎、西原、姫宮地内】 8,766 万円

概 要：用地買収・工事 延長 L=858m

【事業実施箇所】

都市計画道路整備事業

都市計画道路春日部久喜線の整備を実施します。

国から 3,650 万円

町債（借金） 3,270 万円

都市計画税 1,560 万円

H31 整備区間 L=858m

完成区間 L=214m
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都市計画・都市整備担当

内線３４１

一人あたり

その他の財源

73円

500万円 250万円 250万円

総事業費
町からの支出

平成３１年度の目標

内 容 補助率（上限額） 予算額

□ 耐震診断に対する補助

・一般

・高齢者又は障がい者等の世帯
1/2（ 5 万円）

3/4（ 7 万円）

100 万円

□ 耐震改修工事等に対する補助
①改修工事
・一般
・高齢者又は障がい者等の世帯
・二世帯
・高齢者又は障がい者等の世帯で、かつ、二世帯

②建替え
・一般
・高齢者又は障がい者等の世帯
・二世帯
・高齢者又は障がい者等の世帯で、かつ、二世帯

1/2（50 万円）
3/4（60 万円）
1/2（60 万円）
3/4（70 万円）

1/2（20 万円）
3/4（30 万円）
1/2（30 万円）
3/4（40 万円）

400 万円

□ 耐震シェルター等に対する補助 1/2（10 万円）

一般住宅耐震対策事業

宮代町建築物耐震改修促進計画に基づき、地元業者等と連携・協力し、耐震やリフォームに

関する住宅全般の相談会の開催や出前講座等を実施することにより、住民等への意識啓発や情

報提供に努めます。

国から 250 万円
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都市計画・都市整備担当

内線３４１

一人あたり 5円

18万円 18万円 0万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３１年度の目標

□ 空き家発生予防講演会の実施 18 万円

空き家発生の予防対策として、相続されない空き家をなくすための相続に関する講座を開催

します。

都市計画・都市整備担当

内線３４１

一人あたり 750円

2,572万円 2,558万円 14万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３１年度の目標

□ 公園管理報奨金 19 万円

地区・自治会との公園管理協定に基づき、報奨金を交付することにより、公園の維持管理

を支援します。

報奨金交付対象公園等：２３箇所

□ 公園の維持管理等 194 万円

公園パトロール等の実施により、遊具等の不具合の早期発見と早期修繕を実施し、誰もが

安心して安全に利用できる公園環境の維持･向上を図ります。

□ 公園管理業務委託等 2,359 万円

指定管理者制度による「はらっパーク宮代」の運営管理により、民間のノウハウを活かし

た施設運営を図ります。

また、街区公園等の樹木の剪定や害虫駆除等を計画的に実施します。

公園等環境管理事業

地区・自治会と連携・協力して、住民の憩いと潤いの場となる街区公園等を適正に維持

管理することにより、公園利用者の安全と良好な環境空間の確保を目指します。

公園使用料 1４万円

空き家対策事業

空き家対策として空き家を増加させないための講座を実施し、空き家の適正管理を推進

し、良好な住環境の確保を目指します。
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都市計画・都市整備担当

内線 ３４１

一人あたり

町からの支出 その他の財源

14円

48万円 48万円 0万円

総事業費

平成３１年度の目標

□ 道仏土地区画整理組合への支援等 48 万円

換地処分後の組合事業の清算及び解散等に係る事務的経費

道仏土地区画整理組合の早期解散に向け引き続き事務的支援を行います。

土地区画整理推進事業

道仏土地区画整理事業 完成図
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下水道担当

℡ 33-5554

一人あたり 14,127円

9億8,488万円 4億8,170万円 5億318万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３１年度の目標

□ 総務事業（庶務、人件費等） 8,047 万円

□ 施設管理事業（管きょ、中継ポンプ場等の維持管理等） 3,350 万円

□ 管きょ等新設改良事業（中継ポンプ場の長寿命化対策等の工事） 1億 1,901 万円

□ 流域下水道施設管理事業（汚水処理費、中川流域下水道建設の負担金） 1億 6,560 万円

□ 元金利子償還事業（建設時に借りた借金の返済） 5億 8,130 万円

□ 予備費（不測事態に対応する予備的な費用） 500 万円

下水道担当

℡ 33-5554

一人あたり

その他の財源

1,335円

5,483万円 4,553万円 930万円

総事業費
町からの支出

平成３１年度の目標

□ 総務事業（庶務、人件費等） 644 万円

□ 施設管理事業（管きょ、処理場等の維持管理） 1,673 万円

□ 新設改良事業（公共ますの工事等） 148 万円

□ 元金利子償還事業（建設時に借りた借金の返済） 2,818 万円

□ 予備費（不測事態に対応する予備的な費用） 200 万円

農業集落排水事業特別会計

農業集落排水事業の管きょ及び処理場の適切な維持管理を行い、農業用排水の水質保全と

生活環境の向上に努めます。

農業集落排水使用料 930 万円

国から 3,600 万円

下水道使用料等 2 億 4,198 万円

町債（借金） 2 億 2,520 万円

快適な生活環境の向上と河川等の水質保全のため、下水道施設の適切な維持管理を行いま

す。また、中継ポンプ場の長寿命化対策工事を行います。

公共下水道事業特別会計
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上水道担当

℡33-5554

一人あたり

その他の財源

0円

3億7,657万円 0万円 3億7,657万円

総事業費
町からの支出

平成３１年度の目標

□老朽管布設替工事等 3 億 7,657 万円

上水道担当

℡33-5554

一人あたり 0円

8,217万円 0万円 8,217万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３１年度の目標

□ 浄水場改修工事等 8,217 万円

工事負担金 2,940 万円

県補助金 1,568 万円

建設改良積立金 3 億 3,149 万円

配水管整備事業

水道水の安定供給を行うために、老朽管の布設替え工事に取り組みます。

建設改良積立金 1,568 万円

損益勘定留保資金等 6,649 万円

浄水場施設整備事業

安全で安心な水道水の安定供給を図るため、浄水場の計装設備等の改修工事を行います。
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上水道担当

℡33-5554

１. 業務の予定量

２. 収益的収入及び支出

安全で安心な水道水を供給するための予算

収益的収入 ８億５，９２０万円 水道水使用料などの料金収入

収益的支出 ７億６，６４１万円
水道管の維持管理に係る修繕費や埼玉

県より購入している水の受水費など

差 引 ９，２７９万円

※収支の差額については、当年度未処分利益剰余金とします。

３. 資本的収入及び支出

水道水を安定供給するために水道施設などを整備するための予算

資本的収入 ４，５０８万円 水道施設の整備に係る補助金収入など

資本的支出 ６億１，２０９万円
水道管の整備や古くなった施設の改修

のための建設改良費など

差 引 △５億６，７０１万円

※収支の不足額については、建設改良積立金や損益勘定留保資金などで補てんします。

給 水 件 数 １５，０００件

年間総給水量 ３，８１３，０００㎥

一日平均給水量 １０，４１８㎥

水道事業会計予算概要
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教育推進課

平成３１年度の取り組み

次代を担う子どもたちがいきいきと学び健やかに成長するための学校教育の充実、町民の皆さんが

健康で活力に満ちた生活を送るための生涯学習施策の推進を図るとともに、郷土資料館・総合運動公

園・図書館など各施設の効果的な管理運営に努め、教育の基本理念である「憧れを未来につなぎ、生

きる力をはぐくむ宮代教育」を実現して参ります。

また、将来の児童生徒数の推移と学校施設の老朽化による更新需要に対応し、良好な教育環境を構

築するため、学校施設の規模と適正化にも引き続き取り組んでいきます。

■ 教育総務担当

各小中学校の施設、設備の適正な維持管理、並びに児童生徒

の教育環境の充実及び安全確保に努めます。また、小中学校適

正配置計画においては、将来予測される少子化に対応する施設

規模等を検証するため審議会を再設置するととに、資料となる

小学校の劣化診断を実施します。

また、引き続き安全、安心かつおいしい学校給食の安定供給

を確保していきます。

[小中学校 ICT 教育の推進] P８４

小中学校 PC 教室リプレースの実施

[小中学校特別教室へのエアコン設置（H30 補正）] P８４

[学校給食運営管理事業] P８５

学校給食の管理運営

■ 学校教育担当

各小中学校に組織された「学校応援団」をはじめ、地域との

連携を充実させるとともに、引き続き非常勤講師を配置し、児

童生徒のさらなる学力向上を図ります。

また、本年度より新たに小中学生への英検受検料の助成を行

い、児童生徒の学習意欲の向上を図るとともに、小中一貫英語

教育を推進し、英語教育の一層の充実を図ります。

[小中一貫教育推進事業] P８５

小中一貫教育の研究と小中一貫英語教育

[小中学校学力向上（基礎学力定着）推進事業] P８６

非常勤講師を活用した少人数指導の実践

[英語教育推進事業] P８７

教育課程特例校を活用した英語教育の推進

■ 生涯学習室 （生涯学習担当、スポーツ振興担当、文化財保護担当）

町民の創意を生かした生涯学習事業を推進し、学習ニーズを

捉えた事業の展開を図ります。また、町立図書館やぐるる宮代

においては、指定管理者との連携のもと、施設の適正な運営管

理を行うとともに、講座や教室の開催等により、町民の教養・

技能の向上や健康増進、スポーツ・レクリェーションの振興を

図ります。

また、郷土資料館においては、町の歴史や文化財等の資料の

収集、整理、保存を進めるとともに、特別展等の開催や教育普

及活動を行います。

[社会教育活動事業] P８８

文化祭・成人式・みやしろ大学運営等経費

[青少年健全育成事業] P８９

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] P９０

町内公民館（３館）の管理運営

[図書館管理運営事業] P９１

町立図書館の管理運営（指定管理）

[文化財保護事業] P９２

文化財の保護、保存、管理

[資料館管理運営事業] P９３

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] P９４

総合運動公園の管理運営(指定管理）

実行計画事業

・人権尊重平和事業 P１５
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教育総務担当 内線４２５

学校教育担当 内線４２３

一人あたり

その他の財源

528円

1,800万円 1,800万円 0万円

総事業費
町からの支出

平成３１年度の目標

□ 小中学校ＰＣ教室のリプレース

新学習指導要領より、２０２０年度から小学校でのプログラミング教育が必修となり、中

学校においてもプログラミング教育が拡大することから、小中学校ＰＣ教室においてＯＡ機

器の入れ替えを実施します。

□ タブレット端末の導入

ＰＣ教室のリプレースに併せてタブレット端末を導入することで、更なる授業の効率化、

学習意欲の向上を目指します。

教育総務担当

内線４２５

一人あたり

その他の財源

10円

1億3,608万円 34万円 1億3,574万円

総事業費
町からの支出

平成３１年度の目標

□ 事業費：1億 3,608 万円（小学校 5,508 万円/中学校 8,100 万円）

※財源の一部に、ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金（文科省）活用

□ 設置場所

小学校：理科室、図工室、家庭科室 等

中学校：理科室、技術科室、被服室、美術室 等

※小学校 17 教室、中学校 25 教室を予定

小中学校ＩＣＴ教育の推進

小中学校パソコン教室のパソコン・プリンタ等のＯＡ機器をリニューアルするとともに、

タブレット端末を導入しデジタル教材を活用することでＩＣＴ教育を推進します。

国から 2,934 万円

町債（借金） 1 億 640 万円

子どもたちの学習環境の改善・向上を図るため、国の補正予算を活用して、小中学校の特

別教室にエアコンを導入し、快適な教育環境を実現します。

小中学校特別教室へのエアコン設置（H30 補正）
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教育総務担当

内線４２５

一人あたり

町からの支出 その他の財源

5,805円

3億1,473万円 1億9,792万円 1億1,681万円

総事業費

平成３１年度の目標

□ 学校給食運営審議会の実施 10 万円

宮代町学校給食運営審議会を開催し、学校給食の提供に生かします。

□ 学校給食の実施 3 億 593 万円

地場産物を積極的に取り入れた学校給食の提供を行うとともに、安全、安心、安定供給を

行います。食物アレルギーのある児童生徒に対して、除去食・代替食の提供を行います。

□ 学校給食センター施設の維持管理等 870 万円

学校給食センターの衛生的管理を行うとともに、常に安全な給食を提供できるよう施設の

維持管理に努めます。また、衛生管理の観点から、トイレの改修工事を実施します。

学校教育担当

内線４２３

一人あたり 69円

236万円 236万円 0万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３１年度の目標

□ 宮代町小・中学校一貫教育推進委員会の実施 2 万円

宮代町小・中学校一貫教育推進委員会を開催し、公募による町民、教育関係者、PTA 代表の

方々からご意見を伺い、一貫教育推進に生かします。

□ 全中学校区における実践の推進 3 万円

全中学校区において、学校・地域の実態に応じた子どもたちの交流活動、小・中相互の交

流授業を実施します。また、合同の授業研究会や学習面・生活面などについて情報交換会、

共通の課題解決に向けた研修会の実施、小・中学校 9 年間を見通した学習指導についての研

究などを行います。

小・中学校一貫教育推進事業

小学校から中学校への進学の不安や不適応の解消を図るとともに、小・中９年間の教育計

画に基づく教育活動や交流活動等により、子どもたちの豊かな心の育成や学力の向上を図り

ます。

学校給食費等 1 億 1,681 万円

学校給食運営管理事業

安全、かつ良質な学校給食を提供することは、心身ともに成長発達の途上にある児童生

徒にとって、食生活を充実させ、健康な体はもとより豊かな心や好ましい人間関係を育成

するうえからも大切なことです。そのため、学校給食に地場産物を取り入れ、児童生徒が

毎日食べる学校給食の適正な運営を図ります。また、児童生徒の生活習慣と給食の関わり方

等について、学校給食運営審議会での検討を行います。
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□ 小・中学校一貫英語教育の実施 231 万円

小学校における英語活動を充実するため、担任が外国語指導助手や各小学校に 1 名ずつ配

置されている日本人英語指導助手とともに授業を実施します。また、小・中合同研修会を通

して、より効果的な英語学習が実施できるようにするとともに、国際理解教育の推進を図り

ます。また、島村盛助を顕彰する英語活動発表会、小中合同研修会を実施します。

学校教育担当

内線４２３

一人あたり

町からの支出 その他の財源

912円

3,908万円 3,108万円 800万円

総事業費

平成３１年度の目標

□ 小学校 2,044 万円

各小学校に２名の非常勤講師を配置し、算数の授業を中心に、少人数指導やティーム

ティーチングを授業に導入し、児童一人ひとりの基礎学力の定着及び学力の向上を図ります。

成果について国県の学力調査を通して効果の検証を行います。

□ 中学校 1,864 万円

各中学校に２名の非常勤講師を配置し、数学・英語の授業を中心に、少人数指導やティー

ムティーチングを授業に導入し、生徒一人ひとりの基礎学力の定着及び学力の向上を図りま

す。成果について国県の学力調査を通して効果の検証を行います。

小・中学校学力向上推進事業
［小・中学校学力向上（基礎学力定着）推進事業］

まちづくり基金（寄付金） 800 万円

小・中学校全校に非常勤講師を配置して、少人数指導等、子どもたち一人ひとりに対応し

たきめ細かな指導を行い、学力向上を推進します。



９ 教育推進

87

教育推進課

内線４２３

一人あたり 467円

1,692万円 1,592万円 100万円

総事業費 町からの支出 その他の財源

平成３１年度の目標

□ 英語検定受検料の助成（平成３１年度から） 119 万円

小学６年生を対象とした英検 Jr.ブロンズ、中学生を対象とした英検３級受検料の助成を新た

に行います。

児童生徒の学習意欲の向上を図るとともに、英語力の定着状況を検証し、英語教育の一層の

充実を図ります。

□ 教育課程特例校による英語授業の充実（平成３０年度から） 23 万円

外国語教育強化地域拠点事業として、これまで笠原小学校・東小学校を中心に英語教育の

強化を実施してきましたが、特区の認可により、町内の全小学校において、３～６年生の総

合学習の時間の一部を新教科「英語科」として英語教育に活用することが可能となりました。

そこで、引き続き３・４年生では音声で英語に慣れ親しむための「活動型」（週１コマ）の

授業を、５・６年生では音声に加え文字の学習も行う「教科型」（週２コマ）の教育課程を編

成し、コミュニケーションを図る基礎となる資質・能力を育成していきます。

□ ＡＬＴ（外国語指導助手）の配置（平成３０年度から） 1,550 万円

英語教育の時間の拡大に伴い、小学校においては、ＡＬＴ（外国語指導助手）を２校に１

人配置し、各小学校の授業の充実を図ります。

クラス担任、各小学校に１名ずつ配置されている日本人英語指導助手、ＡＬＴ（外国語指

導助手）が連携することで、より質の高い英語教育を行っていきます。

英語教育推進事業

平成３２年度の小学校英語の教科化に先立ち、特別な教育課程を編成することで、町内の

全小学校において、新教科「英語科」を実施します。各小学校が連携を図りながら、「読む」

「聞く」「書く」「話す」内容について、コミュニケーションを中心とした英語教育を推進し

ます。

まちづくり基金（寄付金） 100 万円

教育課程特例校による英語授業の充実

⼩学校３・４年⽣は年間３５時間、⼩学校５・６年⽣は年間７０時間の実施

ＡＬＴ（外国語指導助手）の配置

小学校２校につき１⼈配置することで指導⼒を向上！

英語検定受検料の助成

英検受検機会の拡大



９ 教育推進

88

生涯学習担当

内線４３３

一人あたり

その他の財源

39円

223万円 132万円 91万円

総事業費
町からの支出

平成３１年度の目標

□ みやしろ大学 97 万円

60 歳以上の町民を対象に、文化・芸術やスポーツ

・レクリエーションを始めとする生涯学習の機会を

提供することで、生きがいづくり、社会参加への意

欲を促進します。

□ 成人式 35 万円

新成人の新しい人生の門出を祝福するために、新成人からなる実行委員会の企画・運営に

よる式典を開催します。

□ 第４１回 宮代町民文化祭 90 万円

町民の文化・芸術活動の発表及び交流の機会として、舞台発表及び作品展示、文化公演会

を開催します。

□ 家庭教育学級 1 万円

児童・生徒の保護者を対象に講習会を実施し、教育の原点である家庭の教育力向上を図り

ます。

社会教育活動事業

参加者負担金 91 万円

町民の誰もが心豊かで生きがいのある生活を送り、地域社会の一員として活躍するための

学習や活動の機会を提供します。
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生涯学習担当

内線４３３

一人あたり 31円

113万円 104万円 9万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３１年度の目標

□ 子ども大学みやしろ 6 万円

地元大学等と連携を図り、さまざまな分野の講義や体験学習、集団活動の機会を提供し、

子供たちの「学ぶ力」や「生きる力」を養います。

□ 新みやしろ郷土かるた大会・彩の国２１世紀郷土かるた大会 10 万円

平成 28 年度に制作した「新みやしろ郷土かるた」等を活用した「かるた大会」を開催し、

青少年の郷土愛醸成及び健全育成を推進します。

□ 放課後子供教室（モデル事業） 61 万円

児童が放課後に安心して活動できる場を確保するとともに、地域住民の協力を得ながら、

勉強やスポーツ・文化活動等に取組む機会を提供する「放課後子供教室」を実施します。

→百間小学校においてモデル事業として実施

□ 青少年育成活動 36 万円

青少年の心身の健全な育成と、そのための環境づくりについて、青少年育成推進員や青少

年相談員と連携し、啓発活動など各種の取り組みを行います。

→青少年健全育成パトロール、青少年相談員サマーキャンプの開催 ほか

▲新みやしろ郷土かるた大会

▲子ども大学みやしろ

参加者負担金等 9 万円

青少年健全育成事業

次代を担う青少年の健全な育成を図るため、地域の青少年活動を総合的に推進します。
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生涯学習担当

内線４３４

一人あたり 38円

378万円 128万円 250万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３１年度の目標

□ ご利用案内

・利用時間 午前 9時～午後 9時 ※3時間単位の 4区分制

・休 館 日 毎週月曜日と年末年始

・申 込 み 利用日の 3ヶ月前から予約ができます。予約は教育推進課窓口または電話にて

受け付けています。予約後、教育推進課窓口での利用許可申請が必要です。

・使 用 料 和室 500 円、洋室（大）500 円、洋室（小）300 円 ※1 区分（3時間）

□ 施設管理経費 378 万円

→電気料、水道料、清掃委託、空調設備等の保守点検委託、施設備品修繕費ほか

公民館管理運営事業

生涯学習活動の拠点となる公民館（百間公民館 川端公民館 和戸公民館）の適正な管理

運営を行います。

施設使用料等 250 万円
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生涯学習担当

内線４３３

一人あたり 2,481円

8,460万円 8,458万円 2万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３１年度の目標

□ ご利用案内

・開館時間 火～金曜日 午前 10 時～午後 7時

土・日・祝日 午前 10 時～午後 6時

・休 館 日 月曜日（祝日を除く）、祝日直後の平日（一部開館日あり）、年末年始、

館内整理日（毎月月末。土日祝日の場合は翌平日）、特別整理休館日

・有料施設（研修室、ホール、展示ホール）

利用できる人：町内に在住、在勤又は在学している方

利用予約：研修室は利用日の 3ヶ月前、ホール及び展示ホールは 6ヶ月前から受付

利 用 料：ホ ー ル 1時間あたり 1,500 円 研 修 室 1時間あたり 300 円

展示ホール 1日あたり 300 円

※レファレンスや図書の予約などもホームページからできます。

・行事

一般向け：ライブラリーシアター、ピアノ名演奏を満喫する会（ナクソス・ミュージッ

ク・ライブラリー）、大人も楽しめる紙芝居の集い、大人のための昔話と音楽

の集いなど

子供向け：童話と絵本の会、紙芝居と折り紙、おはなし会、子ども映画会、

すいようえほんの会、ベビーマッサージ&あかちゃんえほんの会など

・デジタル資料

みやしろ電子図書館、デジタル郷土資料、ナクソス・ミュージック・ライブラリー、

歴史的音源（国立国会図書館配信提供）など

□ 指定管理者による事業及び管理運営 8,347 万円

・指定管理者 （株）図書館流通センター

・指 定 期 間 平成 28 年 4月 1日～平成 33 年 3月 31 日（5年間）

□ 図書館協議会の開催 14 万円

町民の図書館サービスに対する要望や意見を図書館運営に反映させるため、図書館協議会

を開催します。

□ 図書館ビジョンの改定

平成 21 年度に策定した「図書館ビジョン（図書館の将来像とその実現のための施策）」に

ついて、指定管理者導入による成果と課題、図書館を取り巻く社会状況の変化を踏まえたも

のとして改定します。

→図書館協議会からの意見聴取、利用者アンケート、ワークショップ、パブリックコメン

トなどを実施

□ 浄化槽修繕工事 99 万円

合併処理浄化槽の修繕を行います。

図書館管理運営事業

時代の変化や町民のニーズに的確に対応し、まちづくりの原動力となる情報を提供し続け

られる「知の拠点」となるよう、指定管理者制度を活用し、適正かつ効果的な管理運営を行

います。

財産使用料 2 万円
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文化財保護担当

℡34-8882

一人あたり 16円

97万円 53万円 44万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３１年度の目標

□ 文化財保護委員会の活動 23 万円

町の文化財の指定に関する審議や調査を行うとともに、文化財の保存及び活用について指

導、助言、提案などを行います。

□ 郷土史講座 3 万円

古文書や民俗調査の事例等から郷土宮代の歴史・文化に触れ、町に対する愛着と理解を促

進します。

□ 文化財保護経費 28 万円

指定文化財を含む文化財の保護・保存・調査・活用に関する経費です。

□ 文化財案内板の設置 43 万円

文化財のネットワークを図るため、町内に

文化財案内板を設置します。

参加者負担金 1 万円

まちづくり基金（寄付金） 43 万円

文化財保護事業

町の文化財の調査、保護・保存、並びに文化財保護意識の啓発・普及に努めます。
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文化財保護担当

℡34-8882

一人あたり

その他の財源

354円

1,210万円 1,207万円 3万円

総事業費
町からの支出

平成３１年度の目標

□ ご利用案内

・利用案内 常設展示や特別展・企画展及び各種

講座等を開催します。

・開館時間 午前 9時 30 分～午後 4時 30 分

・休 館 日 月曜日（祝日を除く）、

祝日直後の平日、年末年始、資料整理日

□ 資料整理作業及び屋外展示物管理

資料整理や展示物を管理・保存し、特別展や企画展などを開催します。

52 万円

□ 体験講座

夏休みを中心に実施します。（開催時期は広報でお知らせします。）

▲夏休みとっておき体験「郷土資料館に行こう」 －しぼり染め体験－

3 万円

□ 施設管理経費

清掃委託料、電気設備保守点検委託料、エレベーター保守点検委託料等

735 万円

□ 郷土資料館外構整備工事測量設計業務委託

敷地の一部返還に伴う外周フェンス移設及び駐車場整備等のための設計委託

420 万円

資料館管理運営事業

参加者負担金 3 万円

町の歴史や文化財等の貴重な資料を収集、整理、保存及び管理を行うとともに、展示や教

育普及活動を行います。

公共施設整備基金 420 万円
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スポーツ振興担当

内線４３２

一人あたり

町からの支出 その他の財源

1,853円

6,708万円 6,319万円 389万円

総事業費

平成３１年度の目標

□ 施設概要

多目的広場、野球場、ソフトボール場、テニスコート(一部夜間照明設備有り)

総合体育館（メインアリーナ・サブアリーナ・柔道場・剣道場・弓道場・トレーニング室・

会議室・研修室）、室内プール

□ 指定管理者による事業及び管理運営 5,723 万円

指定管理者による自主事業の実施により、スポーツに親しむ機会を創出し、利用者サービ

スの向上を図ります。

また、施設の適切な管理運営と有効活用を図り、スポーツやレクリエーション活動を通じ

た交流や健康づくりを促進します。

・指定管理者 ミズノグループ 代表企業 美津濃株式会社

・指 定 期 間 平成 30 年 4月 1日～平成 35 年 3月 31 日（5年間）

□ 施設管理、設備修繕等 523 万円

施設等の適正な管理を行うため、設備の修繕等を行います。

・野球場修繕工事（不陸整備、バックネット修繕）

・野球場放送棟エアコン設置

□ トレーニングマシン等の増設 462 万円

スポーツ振興くじ助成金を活用し、トレーニング室にランニングマシンや体組成計等を設

置します。

総合運動公園管理事業

財産使用料（電柱等） 19 万円

スポーツ振興くじ助成金 370 万円

町民の健康増進とスポーツ・レクリエーションの普及推進を図るために、指定管理者制度

による総合運動公園の適正な管理運営を行います｡

また、スポーツ振興くじ助成金を活用し、トレーニング室にランニングマシン等を増設す

ることにより、１０代から高齢者までの幅広い年齢層の健康意識へのニーズに対応します。



95

総 務 課

平成３１年度の取り組み

町民の皆様にとって、町からの情報は極めて重要で、日常生活に欠かせないものです。「広報みやし

ろ」や町ホームページ、ツイッターなどを活用して、さまざまな情報をタイムリーかつ分かりやすく

提供してまいります。その他、広報みやしろをより見やすくするため紙面のリニューアルを行います

（1月予定）。

また、町民の皆様の様々な悩み事を解決するために、定期的に法律相談を開催し、問題の解決を図

ってまいります。

さらには、職員研修や人事評価制度などを通し、職員の育成と能力の向上に努め、町民の皆様のニ

ーズに的確かつ迅速に応えていきます。

■ 秘書担当、広報担当

町の政策や生活情報、身近な話題を「広報みやしろ」や町ホ

ームページ、ツイッターなどの情報媒体を活用し、町民の皆様

をはじめ多くの皆様へタイムリーに提供します。さらに、より

見やすい広報紙を作成するため紙面のリニューアルを行います

（1月予定）。

また、インターネット放送局を活用し、町内で行われている

スポーツ活動や文化活動、学校行事、行政情報などの動画や各

種イベントの告知動画を発信します。

[広聴・広報事業] P９６

「広報みやしろ」の発行、町ホームページの

運営

実行計画事業

・市民の活動をつなぐインターネット放送局 P１９

■ 庶務職員担当、文書法規担当、人権推進室（人権・男女共同参画担当）

町民の皆様がいろいろな悩みごとを気軽に相談できる各種相

談会を実施いたします。また、町民一人ひとりの人権意識を高

め、あらゆる差別や偏見の解消を図ってまいります。

さらに、町民の皆様から親しまれ信頼される組織を目指し、

職員の人材育成と人材開発に取り組みます。

[顧問弁護士委託事業] P９６

町民法律相談の実施

実行計画事業

・人権尊重平和事業 P１５
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人権推進室

内線２１０

一人あたり

その他の財源

54円

183万円 183万円 0万円

総事業費
町からの支出

平成３１年度の目標

□ 実 施 日：毎月第２月曜日（休日の場合は翌日となります。）

□ 会 場：進修館茶室（広報みやしろ最新号をご確認ください。）

□ 受付時間：午前１０時～１２時 ／ 午後１時～３時３０分 予約は不要です。

□ 相談内容：金銭貸借、相続、不動産、損害賠償など様々な悩みごとにおける法的な解釈

あや手続き

広報担当

内線２０7

一人あたり 238円

811万円 811万円 0万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３１年度の目標

□ 広報紙編集・印刷費 564 万円

毎月、「広報みやしろ」を編集･発行します。

□ 広報サポーター謝礼 2 万円

市民参加による広報紙づくりのため、広報サポーターを委嘱します。

□ 町ホームページの管理運営 226 万円

町民と行政の情報の共有を図るため、町のさまざまな情報を発信します。

□ その他の事務経費 19 万円

町民法律相談事業 ［顧問弁護士委託事業］

町民の日常生活における様々な悩み事を法的に解決するために毎月１回、法律相談を開催

し、弁護士のアドバイスにより問題の解決を図ります。

広聴・広報事業

「広報みやしろ」をより見やすくするためリニューアルを行います（1 月予定）。また、

町ホームページ、ツイッターを活用し町の政策や生活に関する情報、身近な話題などを発

信します。町民の声をまちづくりに反映させるため、「町長への手紙」により皆さんの意見・

提案を伺います。
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企画財政課

平成３１年度の取り組み

企画財政課は、まちづくりの指針である総合計画の策定及び進行管理、予算編成及び執行管理、Ｉ

Ｔシステム管理、各種統計事務、庁舎など公用財産管理、便利バスの運行業務などを所管しています。

平成 31 年度は、平成 33 年度からスタートする第５次宮代町総合計画の策定に着手します。策定に

あたっては、町民の声をまちづくりに反映するために対話の機会を多く設けてまいります。

あわせて、第４次宮代町総合計画後期実行計画全体の進行管理を引き続き行うとともに、「みやしろ

定住促進作戦」、「公共施設再編第２期計画」の 2 事業に取り組み、人口減少への対応や健全財政の維

持に努めてまいります。

また、情報系システムの職員端末を入れ替えるほか、便利バスについては、高齢者など交通弱者を

はじめ多くの人たちに利用される便利バスの運行を継続します。

■ 政策担当、財政担当

町の未来設計図である第５次宮代町総合計画を策定するため

に、住民意識調査、ワークショップ、総合計画審議会を開催し、

町民の声を反映した計画づくりを進めます。

第４次宮代町総合計画後期実行計画事業である「みやしろ定

住促進作戦」については、定住促進サイト「みやしろで暮らそ

っ」で宮代の良さを引き出す記事を掲載し、町内の各エリアの

魅力をきめ細かく発信することで定住促進を図ります。

対話のまちづくりの推進については、対話ワークショップを

開催し、多くの市民と直接話し合い、生まれたアイデア等をま

ちづくりに活かしていきます。

ふるさと納税を活用した「宮代のまちづくりをみんなで応援

する寄付制度」については、町の取り組みや特産品を広く町内

外に PR し、町事業への寄付者（応援者）を増やし、事業の活力

を高めます。

また、持続可能なまちづくりを進めるため、引き続き行財政

改革に取り組みます。

[政策調整事業] P９８

主要施策の総合的な調整、指定管理者制

度、広域行政の推進

［対話のまちづくり推進事業］ P９９

市民参加推進・評価委員会、対話ワークショ

ップの開催

［第５次総合計画策定事業］ P１００

総合計画審議会の開催、住民意識調査、

ワークショップの実施

[ふるさと納税管理事業] P１０１

ふるさと納税 PR 及び返礼品の送付

実行計画事業

・みやしろ定住促進作戦 P２２

・公共施設再編第２期計画 P３４

■ 情報担当、管財担当

第４次宮代町総合計画後期実行計画事業である「公共施設再

編第２期計画」については、公共用地として使用している借地

の削減を進めます。

便利バスが走る事業については、高齢者など交通弱者をはじ

め多くの人たちに利用される便利バスの運行を継続します。

ＯＡ管理事業については、職員端末の入替えを行います。

統計調査事業では、経済センサス基礎調査、農林業センサス、

国勢調査調査区設定等を実施します。

[統計調査事業] P１０２

統計法に基づく指定統計調査の実施

[OA 管理事業] P１０３

第四次 LGWAN 本格稼動

[便利バスが走る事業] P１０４

便利バスの運行
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対話のまちづくり推進担当

内線２１４

一人あたり 9円

31万円 31万円 0万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３１年度の目標

□ 第４次宮代町総合計画後期実行計画及び宮代町まち・ひと・しごと創生

総合戦略の評価検証と進捗状況の公表

12 万円

庁内の自治体経営会議、まち・ひと・しごと創生本部及び識見者や公募市民等により構

成された有識者会議を開催して、進捗状況を検証し公表します。

□ 指定管理者候補者選定委員会の開催 8 万円

公共施設の指定管理者指定手続における公正性を確保するほか、施設サービスの向上や経

費削減等の制度導入の効果を的確に引き出すため、公募委員を含む指定管理者候補者選定委

員会を開催します。今年度は、新しい村の候補者選定を予定しています。

□ その他の経費 11 万円

総合計画における「まちづくりの基本的視点」に沿った行政運営を行うため、総合的な

事業の企画立案及び調整を行います。

また、第４次宮代町総合計画後期実行計画及び宮代町まち・ひと・しごと創生総合戦略

の進捗状況について、広報紙、町公式ホームページ等を通じて、町民の皆さんに分かりや

すくお知らせします。

政策調整事業
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対話のまちづくり推進担当

内線２１４

一人あたり

町からの支出 その他の財源

13円

44万円 44万円 0万円

総事業費

平成３１年度の目標

□ 市民参加推進・評価委員会の開催 24 万円

宮代町における市民参加の取組みを評価検証し、実効性を確保するため、市民参加推進・

評価委員会を開催します。

□ 市民を対象とした対話ワークショップの開催 20 万円

宮代町を良くするアイデア等をテーマとし、市民を対象としたワークショップを開催しま

す。

より多くの市民の声をまちづくりに反映するため、また、地域活動による地域力の向上

のため、市民と行政、市民と市民の対話を促進します。

市民参加推進・評価委員会を開催し、市民参加条例に基づく市民参加手法の評価検証を

行います。また、ワークショップを中心とした市民参加手法を促進します。

対話のまちづくり推進事業



１１ 企画・財政

100

対話のまちづくり推進担当

内線２１４

一人あたり

その他の財源

260円

886万円 886万円 0万円

総事業費
町からの支出

平成３１年度の目標

□ 総合計画審議会の開催 91 万円

有識者や各団体の役員、公募市民等で構成される総合計画審議会を開催します。今後のま

ちづくりの方向性や重点的な取り組みなどについて、幅広い視点から意見を交換し、第５

次総合計画の策定について審議します。

□ 第５次総合計画策定サポート業務委託 708 万円

第５次総合計画の策定作業の円滑化、効率化を図るため、総合計画審議会の運営や人口推

計、産業推計、各社会指標の分析、市民参加の実施及び計画案の検討等のサポートをコンサ

ルタントに業務委託します。

□ その他の経費 87 万円

第５次総合計画（2021 年～2030 年）の策定に向けて、人口推計や産業推計、各社会指

標の調査、市民意見の把握、行政課題の把握を行います。

市民意見の把握においては、無作為抽出市民を対象としたアンケート、ワークショップ

等を開催します。また、総合計画審議会を開催し、基本構想等の検討を進めていきます。

第５次総合計画策定事業
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財政担当

内線２１６

一人あたり 284円

970万円 970万円 0万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３１年度の目標

□ ふるさと納税制度の活用 970 万円

宮代のまちづくりをみんなで応援する寄付制度（ふるさと納税）を活用して町に寄付をい

ただいた町外の方に、その金額に応じて町の特産品をお礼の品としてお贈りします。

＜寄付を募っている事業分野＞

①農のあるまちづくり ②子どもたちの未来 ③市民活動支援 ④宮代の桜保全

⑤宮代の歴史伝承 ⑥宮代の観光・ＰＲ ⑦にぎわいづくりプロジェクト

＜寄付をいただいた方へお贈りする特産品＞

巨峰（６月～８月）やお米、お餅、東武動物公園チケット、宮代わいん、和菓子 など

＜申込み＞

ふるさとチョイス（ふるさと納税ポータルサイト）から簡単にお手続きいただけます。ま

た、納付書や口座振込、クレジットカードでの寄付納入もご利用できます。

★ 詳しくは 宮代町 ふるさとチョイス で

＜ふるさと納税によりこれまでに実施した事業＞

『宮代のまちづくりをみんなで応援する寄付制度』（ふるさと納税制度）を通じて、宮

代のまちづくりに共感し、趣旨に賛同する皆さんからの寄付を募集しています。

ふるさと納税制度を活用し、ふるさと納税ポータルサイトをはじめ、カタログや雑誌

等のメディアによるＰＲを実施することで、町知名度の向上を目指します。また、これ

まで以上にまちづくりへの興味をもっていただけるよう寄付分野や特産品の拡充を図っ

ていきます。

ふるさと納税管理事業

検 索

山崎山トラスト整備地での⾥⼭体験！トウブコフェスティバル開催！ みやしろ桜イルミネーション！
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情報担当

内線２１３

一人あたり

町からの支出 その他の財源

4円

207万円 14万円 193万円

総事業費

平成３１年度の目標

□ 経済センサス基礎調査 44 万円

事業所・企業の活動の状態を調査し、事業所母集団データベースの整備に資するとともに、

我が国における事業所・企業の活動状態等の基本的構造を全国的及び地域別に明らかにする

ことを目的として実施する調査です。

□ 農林業センサス 115 万円

農林業、農山村の基本構造の実態とその動向を総合的に把握し、各種農林業施策

の検討及び各種農林統計調査の母集団整備のためのデータを得ることを目的とし

て実施する調査です。

□ 国勢調査調査区設定 23 万円

翌年度実施予定の国勢調査の調査区設定を行うものです。

□ その他 各種統計事務 25 万円

県から 193 万円

国や地方公共団体の様々な計画や施策の立案、企業活動や学術研究等の基礎資料として

利用するための各種統計調査を実施します。

今年度は、経済センサス基礎調査、農林業センサス、国勢調査調査区設定等を実施しま

す。

統計調査事業
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情報担当

内線２１３

一人あたり

町からの支出 その他の財源

3,042円

1億7７４万円 1億374万円 400万円

総事業費

平成３１年度の目標

□ 埼玉県電子自治体推進協議会負担金 60 万円

情報漏えい等を防止するため埼玉県自治体情報セキュリティクラウドの適切な運用を行

い、インターネットによる外部通信の制御を行います。

□ 社会保障・税番号制度カード関連事務委任交付金 959 万円

通知カード及び個人番号カードの発行等、関連する事務について地方公共団体情報システ

ム機構に委任して実施します。

マイナンバー制度等の運用に使用しているＬＧＷＡＮは、前年度更新を行い、平成３１

年４月から第四次ＬＧＷＡＮとして本格稼動となることから、適切に運用を行います。

また、老朽化している職員端末について入替えを行います。

国補助金 400 万円

ＯＡ管理事業
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管財担当

内線２１１

一人あたり 892円

3,047万円 3,042万円 5万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３１年度の目標

□ 町内循環バス運行委託料 2,998 万円

□ その他の経費（バス停留所看板製作費、事務用品費 等） 49 万円

便利バスが走る事業

駅や公共施設、医療施設へ“便利に”“安全に”移動するための手段として、高齢者な

どの交通弱者をはじめ多くの人たちに利用される便利バスの運行を継続します。

諸収入（有料広告） 5 万円

【循環バス運行ルート図】
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議会事務局

平成３１年度の取り組み

町議会では、早くから議会改革に取り組み、経費の節減や議会運営の合理化・効率化に努めてきま

した。

引き続き、開かれた議会と更なる議会活動の充実を図るため、今年度からインターネットを通じた

一般質問の録画配信を行うほか、議会懇談会の開催等を通じて町民の意向の把握に努めるとともに、

政策立案及び提言能力の向上等を図るため議員研修を充実させ、その成果を活かし議会基本条例に規

定する目的の達成に取り組んでまいります。

議会事務局

内線３０３

一人あたり 77円

263万円 263万円 0万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３１年度の目標

□ 議会だよりの発行（発行回数：年 4回、発行部数：毎回 11,300 部） 145 万円

議員自らが編集・作成し、町民の皆様に親しまれる広報紙づくりを目指していきます｡

なお、議会広報については全戸配布、主要な公共施設への配置とともに、町ホームページ

で公開しています｡

□ 議会だより編集に伴う備品の購入 36 万円

□ その他の経費 82 万円

議会事務局

内線３０３

一人あたり

その他の財源

1,927円

6,571万円 6,571万円 0万円

総事業費
町からの支出

平成３１年度の目標

□ 議員の報酬等 6,422 万円

□ 議長交際費 40 万円

□ 各種団体等への負担金 109 万円

町民と議会を結ぶ媒体としての広報紙「みやしろ議会だより」を発行して、議会の活動内

容を広く町民にお知らせします｡

議会運営事業

議会の本会議及び委員会の円滑な推進を図るものです｡

議会総務事業
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議会事務局

内線３０３

一人あたり 33円

112万円 112万円 0万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３１年度の目標

□ 研修旅費 53 万円

□ 有料道路等使用料及びバス借上料 59 万円

議会事務局

内線３０３

一人あたり 123円

421万円 421万円 0万円

総事業費
町からの支出 その他の財源

平成３１年度の目標

□ 会議録調製委託料 292 万円

□ 会議録検索システム委託料 26 万円

□ 録画配信委託料 103 万円

議員研修事業

先進事例や類似団体の事務事業等の実情を視察することにより、その成果を行政課題の解

決や議員の政策立案及び提言能力の向上等に活かすため、研修の充実を図るものです。

会議録調製事業

本会議の審議内容について会議録を調製するとともに、一般質問の状況をインターネット

を通じて録画配信します。


