
■内　●推奨土産品、キャラクターグッズ販売
　　●キッチンカーなどの出店
　　　　
　秋のバラは小ぶりながら、色と香りは春のバラよ
りよいと言われています。そんな秋のバラを観賞し
てみませんか？
※新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、規
模を縮小して実施予定です。検温、手指消毒など
のご協力をお願いします。

※詳しくは、伊奈町観光協会ホームペー
ジをご覧ください。

■問　（一社）伊奈町観光協会
　　蕕７２４－１０５５

※荒天中止

　町内商工業者などの出店（展）、特産品などの
展示・即売やグルメ店舗の出店のほか、ステージ
イベントなど、多くの方が楽しめるイベントです。
３年ぶりの開催を、芸人、各種パフォーマー、
キッチンカーが盛り上げます！
　後日配布されるチラシをご持参の先着1,000名
様に来場者プレゼントをご用意しています。
※敷地内禁煙。喫煙所はありませんのでご了承く
ださい。

※無料駐車場有。駐車スペースには限りがありま
すので、公共交通機関などをご利用ください。

主催▶商工フェスティバル実行委員会
後援▶伊奈町、伊奈町教育委員会、（一社）伊奈
町観光協会、（公財）いきいき埼玉、

　伊奈備前守忠次友の会、（公社）上
　尾法人会伊奈支部
■問　伊奈町商工会蕕７２２－３７５１

秋バラまつり秋バラまつり
～ローズフェスタ２０２２～～ローズフェスタ２０２２～

■日　10月29日㈯・30日㈰９時～15時

■場　町制施行記念公園

■問　生涯学習課＊２５４２

■日　11月５日㈯９時～16時
　　　　６日㈰９時～15時
■場　総合センター
　　伊奈中学校体育館
　　および駐車場など
　　ＪＡさいたま伊奈支店
　　図書館

第75回 総合文化祭

2022 楽しいな2022楽しいな
商工フェスティバル商工フェスティバル
―同時開催：彩の国いきいきフェスティバル―

▲観光協会
ホームページ

▲商工会
ホームページ

■日　10月23日㈰10時～15時※雨天決行
■場　けんかつ（ニューシャトル内宿駅徒歩15分）

伊奈町商工会創立50周年記念

（一社）伊奈町観光協会創立20周年記念（一社）伊奈町観光協会創立20周年記念（一社）伊奈町観光協会創立20周年記念

上映作品▶ 「ボス・ベイビー ファミリーミッション」
日　11月６日㈰13時～15時（予定）
場　総合センター大ホール
費　無料（定員あり、先着順）
※小さいお子さんは、保護者同伴でお願いします。
※新型コロナウイルス感染症対策として、入場時の
参加者名簿記入・検温などのご協力をお願いしま
す。

問　伊奈町コミュニティづくり推進協議会事務局
　　（生活安全課内）＊２２８２

　ちょっぴりスペシャルなおはなし会をお楽しみください。
日　11月５日㈯①11時～11時30分②14時～14時40分
場　図書館
対　①３歳以下の子どもと保護者②３歳～小学生
定　①14名②15名※要事前申込
申・問　10月８日㈯11時～図書館蕕７２３－００１７窓口または電話

　芸能連盟による発表会です。
ぜひ、観に来てください。
日　11月６日㈰
　　９時30分～12時
場　総合センター大ホール
問　生涯学習課＊２５４２

コミュニティ映画会

秋のスペシャルおはなし会歌と踊りの発表会

手指消毒の徹底会場内飲食禁止
※ただし水分補給は可 ※入場制限を設ける場合があります。

来場者間の密集回避マスク着用の推奨マスク着用の推奨
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令和３年度決算における健全化判断比率
および資金不足比率を公表します

令和３年度決算における健全化判断比率
および資金不足比率を公表します

《実質赤字比率》
一般会計などの赤字の大きさ
を表したもの。
《連結実質赤字比率》
すべての会計の赤字と黒字を
合算して赤字の程度を表した
もの。
《実質公債費比率》
一般会計などの借入金返済額
やこれに準ずるものの額の大
きさを表したもの。財政負担
の程度を示す。
《将来負担比率》
一般会計などの借入金残高や
将来支払っていく可能性があ
る負担の程度を表したもの。
将来財政を圧迫する可能性が
高いかどうかを示す。
《資金不足比率》
公営企業の資金不足を、公営
企業の事業規模である料金収
入の規模と比較して表したも
の。経営状況の深刻度を示す。

比率の説明

●早期健全化基準…４指標のうち、１つでもこの基準以上である場合、
財政健全化計画を策定し、自主的な財政再建を目指
す。

●財政再生基準…３指標のうち、１つでもこの基準以上である場合、
財政再生計画を策定し、国の監督の下、早期健全化
基準未満となるまで財政健全化を目指す。

●経営健全化基準…指標がこの基準以上の場合、当該公営企業会計は、
経営健全化基準を策定し、経営改善を目指す。

基
準
の
説
明

■問　企画課●＊２２１８
　町では、「地方公共団体の財政健全化に関する法律」に基づき健全化判断比率と資金不足比率を公表します。
　令和３年度決算における町の健全化判断比率および資金不足比率は次のとおりで、すべて基準を下回りました。

令和５・６年度物品等競争入札参加資格申請
　伊奈町と物品売買や業務委託の入札・契約または見積り
をする場合、あらかじめ伊奈町に競争入札参加資格審査の
申請をし、入札参加資格者名簿に登載されている必要があ
ります。
　町では、令和５・６年度の定期受付から「埼玉県電子入
札共同システム」を利用した共同受付に移行します。令和
５・６年度物品等競争入札参加資格申請の申請方法は、次
のとおりです。
■対　令和５・６年度名簿に登録を希望する事業所
※すでに埼玉県電子入札共同システムに登録されている事
業所も更新申請が必要です。
対象業務▶物品の販売、物品の賃貸、物品の買受け、印刷
の請負、電子計算に関する業務、催物・映画・広告・そ
の他業務、建築物の管理に関する業務
申請受付期間▶10月６日㈭～11月30日㈬
参加資格の有効期間▶令和５年４月１日～令和７年３月31
日
■申　埼玉県ホームページ「電子入札総合案内」、「競争

　入札参加資格申請受付システム」で電子申請を行ってく
ださい。なお、申請書類は原則、システム添付での提出
となります。（郵送不要）
　　申請の手引、システムの入力方法など詳しく
は、埼玉県ホームページをご確認ください。
●電子証明書（ICカード）の取得について
　資格審査の申請には電子証明書（ICカード）は必要あり
ません。ただし、名簿登録後に、電子入札共同システム
を利用した電子入札に参加するには、電子証明書（IC
カード）を取得し、システムに利用者登録をする必要が
あります。
　※電子入札の導入については、現在検討中です。
■問　申請の受付について…埼玉県入札審査課審査担当
　　蕕８３０－５７７５（10月５日まで）
　　蕕８６４－８３１１（10月６日から）
　　システム操作、パソコンの環境設定について…
　　埼玉県電子入札ヘルプデスク蕕８３０－２２６３
　　資格審査および個別書類について…総務課＊２２２４
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■内　●推奨土産品、キャラクターグッズ販売
　　●キッチンカーなどの出店
　　　　
　秋のバラは小ぶりながら、色と香りは春のバラよ
りよいと言われています。そんな秋のバラを観賞し
てみませんか？
※新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、規
模を縮小して実施予定です。検温、手指消毒など
のご協力をお願いします。
※詳しくは、伊奈町観光協会ホームペー
ジをご覧ください。
■問　（一社）伊奈町観光協会
　　蕕７２４－１０５５

※荒天中止

　町内商工業者などの出店（展）、特産品などの
展示・即売やグルメ店舗の出店のほか、ステージ
イベントなど、多くの方が楽しめるイベントです。
３年ぶりの開催を、芸人、各種パフォーマー、
キッチンカーが盛り上げます！
　後日配布されるチラシをご持参の先着1,000名
様に来場者プレゼントをご用意しています。
※敷地内禁煙。喫煙所はありませんのでご了承く
ださい。
※無料駐車場有。駐車スペースには限りがありま
すので、公共交通機関などをご利用ください。
主催▶商工フェスティバル実行委員会
後援▶伊奈町、伊奈町教育委員会、（一社）伊奈
町観光協会、（公財）いきいき埼玉、
　伊奈備前守忠次友の会、（公社）上
　尾法人会伊奈支部
■問　伊奈町商工会蕕７２２－３７５１

秋バラまつり秋バラまつり
～ローズフェスタ２０２２～～ローズフェスタ２０２２～

■日　10月29日㈯・30日㈰９時～15時

■場　町制施行記念公園

■問　生涯学習課＊２５４２

■日　11月５日㈯９時～16時
　　　　６日㈰９時～15時
■場　総合センター
　　伊奈中学校体育館
　　および駐車場など
　　ＪＡさいたま伊奈支店
　　図書館

第75回 総合文化祭

2022 楽しいな2022楽しいな
商工フェスティバル商工フェスティバル
―同時開催：彩の国いきいきフェスティバル―

▲観光協会
ホームページ

▲商工会
ホームページ

■日　10月23日㈰10時～15時※雨天決行
■場　けんかつ（ニューシャトル内宿駅徒歩15分）

伊奈町商工会創立50周年記念

（一社）伊奈町観光協会創立20周年記念（一社）伊奈町観光協会創立20周年記念（一社）伊奈町観光協会創立20周年記念

上映作品▶ 「ボス・ベイビー ファミリーミッション」
日　11月６日㈰13時～15時（予定）
場　総合センター大ホール
費　無料（定員あり、先着順）
※小さいお子さんは、保護者同伴でお願いします。
※新型コロナウイルス感染症対策として、入場時の
参加者名簿記入・検温などのご協力をお願いしま
す。

問　伊奈町コミュニティづくり推進協議会事務局
　　（生活安全課内）＊２２８２

　ちょっぴりスペシャルなおはなし会をお楽しみください。
日　11月５日㈯①11時～11時30分②14時～14時40分
場　図書館
対　①３歳以下の子どもと保護者②３歳～小学生
定　①14名②15名※要事前申込
申・問　10月８日㈯11時～図書館蕕７２３－００１７窓口または電話

　芸能連盟による発表会です。
ぜひ、観に来てください。
日　11月６日㈰
　　９時30分～12時
場　総合センター大ホール
問　生涯学習課＊２５４２

コミュニティ映画会

秋のスペシャルおはなし会歌と踊りの発表会

手指消毒の徹底会場内飲食禁止
※ただし水分補給は可 ※入場制限を設ける場合があります。

来場者間の密集回避マスク着用の推奨マスク着用の推奨
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令和３年度決算における健全化判断比率
および資金不足比率を公表します

令和３年度決算における健全化判断比率
および資金不足比率を公表します

《実質赤字比率》
一般会計などの赤字の大きさ
を表したもの。
《連結実質赤字比率》
すべての会計の赤字と黒字を
合算して赤字の程度を表した
もの。
《実質公債費比率》
一般会計などの借入金返済額
やこれに準ずるものの額の大
きさを表したもの。財政負担
の程度を示す。
《将来負担比率》
一般会計などの借入金残高や
将来支払っていく可能性があ
る負担の程度を表したもの。
将来財政を圧迫する可能性が
高いかどうかを示す。
《資金不足比率》
公営企業の資金不足を、公営
企業の事業規模である料金収
入の規模と比較して表したも
の。経営状況の深刻度を示す。

比率の説明

●早期健全化基準…４指標のうち、１つでもこの基準以上である場合、
財政健全化計画を策定し、自主的な財政再建を目指
す。

●財政再生基準…３指標のうち、１つでもこの基準以上である場合、
財政再生計画を策定し、国の監督の下、早期健全化
基準未満となるまで財政健全化を目指す。

●経営健全化基準…指標がこの基準以上の場合、当該公営企業会計は、
経営健全化基準を策定し、経営改善を目指す。

基
準
の
説
明

■問　企画課●＊２２１８
　町では、「地方公共団体の財政健全化に関する法律」に基づき健全化判断比率と資金不足比率を公表します。
　令和３年度決算における町の健全化判断比率および資金不足比率は次のとおりで、すべて基準を下回りました。

令和５・６年度物品等競争入札参加資格申請
　伊奈町と物品売買や業務委託の入札・契約または見積り
をする場合、あらかじめ伊奈町に競争入札参加資格審査の
申請をし、入札参加資格者名簿に登載されている必要があ
ります。
　町では、令和５・６年度の定期受付から「埼玉県電子入
札共同システム」を利用した共同受付に移行します。令和
５・６年度物品等競争入札参加資格申請の申請方法は、次
のとおりです。
■対　令和５・６年度名簿に登録を希望する事業所
※すでに埼玉県電子入札共同システムに登録されている事
業所も更新申請が必要です。
対象業務▶物品の販売、物品の賃貸、物品の買受け、印刷
の請負、電子計算に関する業務、催物・映画・広告・そ
の他業務、建築物の管理に関する業務
申請受付期間▶10月６日㈭～11月30日㈬
参加資格の有効期間▶令和５年４月１日～令和７年３月31
日
■申　埼玉県ホームページ「電子入札総合案内」、「競争

　入札参加資格申請受付システム」で電子申請を行ってく
ださい。なお、申請書類は原則、システム添付での提出
となります。（郵送不要）
　　申請の手引、システムの入力方法など詳しく
は、埼玉県ホームページをご確認ください。
●電子証明書（ICカード）の取得について
　資格審査の申請には電子証明書（ICカード）は必要あり
ません。ただし、名簿登録後に、電子入札共同システム
を利用した電子入札に参加するには、電子証明書（IC
カード）を取得し、システムに利用者登録をする必要が
あります。
　※電子入札の導入については、現在検討中です。
■問　申請の受付について…埼玉県入札審査課審査担当
　　蕕８３０－５７７５（10月５日まで）
　　蕕８６４－８３１１（10月６日から）
　　システム操作、パソコンの環境設定について…
　　埼玉県電子入札ヘルプデスク蕕８３０－２２６３
　　資格審査および個別書類について…総務課＊２２２４

◎健全化判断比率 （単位：％）
名　　称 伊奈町の数値 早期健全化基準 財政再生基準

実 質 赤 字 比 率　 －   13.55 20.0

連結実質赤字比率 －   18.55 30.0

実 質 公 債 費 比 率　  6.3  25.0 35.0

将 来 負 担 比 率  － 350.0
※「－」の部分は、黒字を表します。

◎資金不足比率 （単位：％）
特別会計の名称 伊奈町の数値 経営健全化基準

水 道 事 業 会 計 － 20.00

公 共 下 水 道 事 業 会 計 － 20.00
※「－」の部分は、黒字を表します。
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