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　３　平成２２年度～平成２４年度和光市総合振興計画実施計画（案）について

　

　市では、総合振興計画実施計画に基づき、計画的な行政運営を行っています。このたび、平成２２年度～平成２４年度総合振興計画
実施計画を策定するにあたり、各部局等から提出された、投資的事業、新規事業及び臨時的事業についての実施計画（案）を公表しま
す。この実施計画（案）は、市長査定を行う前のものであるとともに、予算編成における査定を行う前のものですので、掲載されている事
業費については、概算の事業費であり、今後、実施計画及び予算編成過程の査定の中で変わっていくものです。
　
　投資的事業、新規事業及び臨時的事業の事業費（概算）を合計すると、次の表のとおり、５３～６５億円にもなる事業が挙げられていま
す。限られた財源の中で、これらの事業を実施していくためには、市民ニーズ、緊急性、期待される効果、市が行う役割など、総合的に
判断し、優先度を定め、実施する事業を選択し、計画的に実施していかなければなりません。

実施計画事業（案）の事業数と事業費（概算）【一般会計のみ】
単位（千円）

平成２１年度予算額（参考）
実　　施　　計　　画　　事　　業

事業数
平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

総事業費 うち一般財源 総事業費 うち一般財源 総事業費 うち一般財源 総事業費 うち一般財源

投資的事業 2,989,844 2,518,053 46 4,848,404 4,220,418 5,403,228 4,693,286 4,260,483 3,864,873

新規事業 ― ― 33 225,590 204,650 802,154 791,214 1,006,400 1,004,030

臨時的事業 ― ― 19 235,461 229,475 271,113 264,847 142,429 142,429

合計 98 5,309,455 4,654,543 6,476,495 5,749,347 5,409,312 5,011,332

　実施計画（案）につきましては、基本計画に位置づけられている施策ごとに、事業を掲載していますので、ご覧ください。（掲載事業一覧参照）
　なお、提出された意見に対する回答はいたしませんので、ご了承ください。
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　掲載事業一覧

☆新規事業☆

Ⅰ　便利で心地よい和光の実現のために【都市基盤】

事　　業　　名 事業区分 ページ数
景観形成推進 建設部 都市整備課 新規事業 15

雨水排水施設の整備 市民環境部 環境課 新規事業 16

公園管理活動支援 建設部 都市整備課 新規事業 16

指定道路調書作成業務 建設部 建築課 新規事業 17

Ⅱ　元気で明るい和光の実現のために【教育・文化】

事　　業　　名 事業区分 ページ数
学校生活支援員の充実 教育委員会 学校教育課 新規事業 18

補習授業の全校実施 教育委員会 学校教育課 新規事業 19

文化財施設整備（埋蔵文化財整理室） 教育委員会 生涯学習課 新規事業 19

市内文化財めぐり案内看板撤去工事 教育委員会 生涯学習課 新規事業 20

和光市施行40周年記念冊子作成 教育委員会 生涯学習課 新規事業 20

市指定天然記念物大イチョウ樹勢回復事業 教育委員会 生涯学習課 新規事業 21

遺跡出土自然遺物科学分析 教育委員会 生涯学習課 新規事業 21

所　管　課

所　管　課
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Ⅲ　健やかで優しい和光の実現のために【保健・福祉・医療】

事　　業　　名 事業区分 ページ数
こども総合施設建設 保健福祉部 こども福祉課 新規事業 22

つどいの広場新設 保健福祉部 こども福祉課 新規事業 23

しらこ子育て支援センターの拡充 保健福祉部 こども福祉課 新規事業 23

家庭保育料助成 保健福祉部 こども福祉課 新規事業 24

児童センター（館）管理運営（プール休憩時間廃止分） 保健福祉部 こども福祉課 新規事業 24

子ども医療費助成 保健福祉部 こども福祉課 新規事業 25

障害者グループホーム等入居家賃助成補助金 保健福祉部 社会福祉課 新規事業 25

児童デイサービス事業運営費等補助金 保健福祉部 社会福祉課 新規事業 26

難病患者見舞金等支給事業 保健福祉部 社会福祉課 新規事業 26

後期高齢者に対する人間ドック助成事業 保健福祉部 長寿あんしん課 新規事業 27

Ⅳ　安全で美しい和光の実現のために【市民生活】

事　　業　　名 事業区分 ページ数
省エネルギー化推進計画 総務部 総務課 新規事業 28

地域新エネルギービジョンの推進 市民環境部 環境課 新規事業 29

民間人材の活用（公害防止対策） 市民環境部 環境課 新規事業 29

清掃センター施設管理専門員 市民環境部 資源リサイクル課 新規事業 30

財産管理 総務部 総務課 新規事業 30

自治会連合会運営支援 市民環境部 市民活動推進課 新規事業 31

Ⅴ　創造的で力強い和光の実現のために【産業】

事　　業　　名 事業区分 ページ数
産業振興計画の策定 市民環境部 産業支援課 新規事業 32

所　管　課

所　管　課

所　管　課
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構想推進のために

事　　業　　名 事業区分 ページ数
デジタル広報推進員の設置 企画部 市政情報課 新規事業 33

文書管理システム 企画部 市政情報課 新規事業 34

情報課推進アドバイザーの設置 企画部 市政情報課 新規事業 34

住民記録システム改修 企画部 市政情報課 新規事業 35

効率的な公共料金支払い事務の改善 会計管理者 会計課 新規事業 35

所　管　課
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☆投資的事業・臨時的事業☆

Ⅰ　便利で心地よい和光の実現のために【都市基盤】

　１　まちの顔としての個性ある市街地の整備＜市街地整備＞

事　　業　　名 事業区分 ページ数
和光樹林公園施設整備 建設部 都市整備課 投資的事業 36

地域中心核の形成(電線地中化対策事業) 建設部 都市整備課 投資的事業 37

駅北口地区土地区画整理推進 建設部 駅北口土地区画整理事業事務所 投資的事業 37

都市計画基礎調査 建設部 都市整備課 臨時的事業 38

　２　生活者の目線に合わせた道路・公共交通の整備＜道路・公共交通＞

事　　業　　名 事業区分 ページ数
都市計画街路整備 建設部 都市整備課 投資的事業 39

道路維持業務 建設部 道路安全課 投資的事業 40

道路補修 建設部 道路安全課 投資的事業 40

道路整備 建設部 道路安全課 投資的事業 41

　３　上・下水道サービスの提供＜上・下水道＞

事　　業　　名 事業区分 ページ数
下水道補修・マンホール安全対策 建設部 下水道課 投資的事業 42

下水道建設業務・雨水整備 建設部 下水道課 投資的事業 43

汚水整備・汚水桝等整備・私道公共下水道整備 建設部 下水道課 投資的事業 43

給配水管整備 水道部 施設課 投資的事業 44

浄水場・取水施設改良 水道部 施設課 投資的事業 44

下水道経営事業 建設部 下水道課 臨時的事業 45

所　管　課

所　管　課

所　管　課
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　４　都市に近いふるさとを演出する公園・緑地整備＜公園・緑地＞　

事　　業　　名 事業区分 ページ数
緑地整備 市民環境部 環境課 投資的事業 46

公園整備 建設部 都市整備課 投資的事業 47

アーバンアクア広場整備 建設部 都市整備課 投資的事業 47

河川整備 建設部 道路安全課 投資的事業 48

　５　和光らしい快適な住宅整備＜住環境・住宅＞

事　　業　　名 事業区分 ページ数
越後山土地区画整理組合活動支援 建設部 都市整備課 投資的事業 49

和光北インター地域土地区画整理 建設部 都市整備課 投資的事業 50

白子三丁目土地区画整理 建設部 都市整備課 投資的事業 50

都市計画道路整備負担金 建設部 都市整備課 投資的事業 51

地方特定道路整備負担金 建設部 都市整備課 投資的事業 51

中央第二谷中土地区画整理組合活動支援 建設部 都市整備課 投資的事業 52

所　管　課

所　管　課
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Ⅱ　元気で明るい和光の実現のために【教育・文化】

　１　地域と連携した学校教育の推進＜学校教育＞

事　　業　　名 事業区分 ページ数
小学校施設整備 教育委員会 教育総務課 投資的事業 53

小学校防災施設整備 教育委員会 教育総務課 投資的事業 54

中学校施設整備 教育委員会 教育総務課 投資的事業 54

中学校防災施設整備 教育委員会 教育総務課 投資的事業 55

給食施設整備 教育委員会 学校教育課 投資的事業 55

小学校用備品整備（デジタル化） 教育委員会 教育総務課 臨時的事業 56

中学校用備品整備（デジタル化） 教育委員会 教育総務課 臨時的事業 56

学校給食強化磁器導入 教育委員会 学校教育課 臨時的事業 57

　２　多様化に対応した生涯学習・社会教育の機会提供＜生涯学習＞

事　　業　　名 事業区分 ページ数
坂下公民館施設整備 教育委員会 生涯学習課 投資的事業 58

南公民館施設整備 教育委員会 生涯学習課 投資的事業 59

図書館施設整備 教育委員会 図書館 投資的事業 59

　３　和光の個性を伝える文化の保全／形成＜文化・歴史＞

事　　業　　名 事業区分 ページ数
文化センター施設整備 企画部 人権文化課 投資的事業 60

文化財施設管理運営（文化財保存庫燻蒸消毒） 教育委員会 生涯学習課 臨時的事業 61

　４　日常における身近なスポーツ・レクリエーションの振興＜スポーツ＞

事　　業　　名 事業区分 ページ数
体育施設整備 市民環境部 スポーツ青少年課 投資的事業 62

　５　あらゆる人々との相互理解と交流を通じた地域づくり＜交流＞

事　　業　　名 事業区分 ページ数
第三次和光市行動計画男女共同参画わこうプラン策定 企画部 人権文化課 臨時的事業 63

所　管　課

所　管　課

所　管　課

所　管　課

所　管　課
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Ⅲ　健やかで優しい和光の実現のために【保健・福祉・医療】

　１　地域で支援する子育て環境づくり＜児童福祉＞

事　　業　　名 事業区分 ページ数
保育園施設整備 保健福祉部 こども福祉課 投資的事業 64

児童センター(館)施設整備 保健福祉部 こども福祉課 投資的事業 65

民間保育所施設整備 保健福祉部 こども福祉課 投資的事業 65

　２　お年寄りが生きがいを感じられるまちづくり＜高齢者福祉＞

事　　業　　名 事業区分 ページ数
地域密着型サービス拠点等整備 保健福祉部 長寿あんしん課 投資的事業 66

福祉の里施設整備 保健福祉部 長寿あんしん課 投資的事業 67

　３　地域で日常生活を共有するバリアフリーの心づくり＜障害者福祉＞

事　　業　　名 事業区分 ページ数
福祉相談支援 保健福祉部 社会福祉課 臨時的事業 68

第３期和光市障害福祉計画策定 保健福祉部 社会福祉課 臨時的事業 69

　４　一人ひとりの健康管理意識の向上と保健・医療サービスの充実＜保健・医療＞

事　　業　　名 事業区分 ページ数
保健センター施設整備 保健福祉部 健康支援課 投資的事業 70

　５　効率的で効果的な社会保障制度の推進＜社会保障＞

該当事業なし

所　管　課

所　管　課

所　管　課

所　管　課
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Ⅳ　安全で美しい和光の実現のために【市民生活】

　１　地球市民の一人としての意識に基づく生きた緑と環境の保全＜環境＞

事　　業　　名 事業区分 ページ数
第二次和光市環境基本計画策定 市民環境部 環境課 臨時的事業 72

　２　まちを美しく保ち、市民が快適に過ごすための循環型社会の創出＜衛生管理＞

事　　業　　名 事業区分 ページ数
焼却･粗大施設修繕整備 市民環境部 資源リサイクル課 投資的事業 73

　３　誰もが安心して暮らせるためのリスク・マネジメントと安全の確保＜安全＞

事　　業　　名 事業区分 ページ数
消防団施設整備 総務部 くらし安全課 投資的事業 74

防災施設整備 総務部 くらし安全課 投資的事業 75

交通安全施設整備 建設部 道路安全課 投資的事業 75

既存住宅耐震診断・改修助成 建設部 建築課 投資的事業 76

　４　いつも”ホッ”とさせてくれるコミュニティづくりの支援＜地域社会＞
事　　業　　名 事業区分 ページ数

ふれあい施設整備 市民環境部 市民活動推進課 投資的事業 77

コミュニティセンター施設整備 市民環境部 市民活動推進課 投資的事業 78

地域センター施設整備 市民環境部 市民活動推進課 投資的事業 78

市民斎場施設整備 市民環境部 市民活動推進課 投資的事業 79

地域資源ネットワーク業務 市民環境部 市民活動推進課 臨時的事業 79

　５　時代に即応した消費者保護の推進＜消費生活＞

該当事業なし

所　管　課

所　管　課

所　管　課

所　管　課
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Ⅴ　創造的で力強い和光の実現のために【産業】

　１　地域の個性を活かした商業・サービス業の振興＜商業＞

事　　業　　名 事業区分 ページ数
中小企業産業コーディネーター業務 市民環境部 産業支援課 臨時的事業 81

　２　次代を担う新しい産業や企業の支援と育成＜工業＞

該当事業なし

　３　都市の特性を活かした農業の推進・支援＜農業＞

事　　業　　名 事業区分 ページ数
市民農園施設整備 市民環境部 産業支援課 投資的事業 83

　４　働くことの喜びや充実感の醸成＜勤労者＞

事　　業　　名 事業区分 ページ数
勤労福祉センター施設整備 市民環境部 産業支援課 投資的事業 84

勤労青少年ホーム施設整備 市民環境部 産業支援課 投資的事業 85

勤労福祉センター管理運営（指定管理者制度へ移行） 市民環境部 産業支援課 臨時的事業 85

構想推進のために

所　管　課

所　管　課

所　管　課
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　１　市民（住民／企業・ＮＰＯ）と行政の協働

該当事業なし

　２　体質転換による行政の自立

事　　業　　名 事業区分 ページ数
庁舎施設整備 総務部 総務課 投資的事業 87

第四次総合振興計画策定 企画部 政策課 臨時的事業 88

事業仕分け 企画部 政策課 臨時的事業 88

OA化推進 企画部 市政情報課 臨時的事業 89

公共施設保全業務 総務部 総務課 臨時的事業 89

公共施設デジタル化改修計画 総務部 総務課 臨時的事業 90

課税台帳電子化業務 総務部 課税課 臨時的事業 90

戸籍電算システム（リプレース、保守、借上） 市民環境部 戸籍住民課 臨時的事業 91

　３　経営感覚を取り入れた合理的財政運営

該当事業なし

　４　広域連携による行政運営の効率化

該当事業なし

　５　目標を明確にした戦略的な市政運営

該当事業なし

所　管　課
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　　　　　　　Ⅰ　便利で心地よい和光の実現のために【都市基盤】

事業区分

1

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

景観形成推進 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 100 373 5,900

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

新規 都市整備課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 100 373 5,900

事業内容

事業計画

積算基礎

景観審議会委員報酬　　　　　　100 景観審議会委員報酬　　　　　　100

緑･湧水･農地･河川･社寺･公園･建物･鉄
道･道路などにより形成される和光市の良
好な景観を守り、育て、創り、「みどり
豊かな人間都市、和光」及び「まちに愛
着を抱き、誇りに感じる“都心に近い緑
豊かなふるさと”景観づくり」の実現を
目指す。
景観計画に基づき、良好な景観の形成を
推進するため、景観審議会を設置する。

景観審議会委員報酬　　　　　　100

パンフレット印刷製本(500部）　273 景観重要建造物等補助　　　　5,800

単位（千円）

施策の大綱

新　規　事　業
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事業区分

単位（千円）

図面作成用データの作成業務委託　3,000
事業内容

事業計画

積算基礎

建築基準法施行規則の改正により新たに
第１０条の２の規定に基づき、指定道路
図及び指定道路調書を作成することが望
ましいとされたため、対象となる市道は
２６０本の作成を専門の技術を持つ業者
に委託する。
また、他課保有のデジタルデータを活用
しての指定道路調書等データの作成
する。

一般財源 （ホ） 3,000
新規 建築課

その他特定財源 （ニ）

県支出金 （ロ）

3,000 0

指定道路調書作成業務 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

4

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

0

所管課 地方債 （ハ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ）

－17－



　　　　　　　Ⅱ　元気で明るい和光の実現のために【教育・文化】

事業区分

単位（千円）

1

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 7,271 7,271 7,271

学校生活支援員の充実 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

新規 学校教育課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 7,271 7,271 7,271

事業内容

事業計画

積算基礎

・学校生活支援員５名 ・学校生活支援員５名

和光市立小中学校に在学する障がいのあ
る児童生徒がノーマライゼーションの理
念に基づく豊かな学校生活を過ごすこと
ができるよう、学校からの要望に基づき
市立小中学校に学校生活支援員を配置し
ている。現在１５名配置しているが、平
成２２年以降５名増員する。

　　　夏季特別賃金      193 　　　夏季特別賃金      193

　　　交通費            500 　　　交通費            500

　　　一般拠出金          5

・学校生活支援員５名

　　　賃金　　　　　　5,820 　　　賃金　　　　　　5,820 　　　賃金　　　　　　5,820

　　　夏季特別賃金      193

　　　冬季特別賃金      728 　　　冬季特別賃金      728 　　　冬季特別賃金      728

　　　交通費            500

　　　労災保険           25 　　　労災保険           25 　　　労災保険           25

　　　一般拠出金          5 　　　一般拠出金          5

施策の大綱施策の大綱
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事業区分

事業区分

　（30,000円×10件） 　（30,000円×10件）

事業計画

積算基礎

雨水タンク設置費用補助金　　　　　300

300

雨水タンク設置費用補助金　　　　　300

平成２４年度

300

平成２３年度年　　度　　別 平成２２年度

（ニ）

一般財源

地方債 （ハ）

（ホ）

その他特定財源

県支出金 （ロ）

事業費　（イ）～（ホ） 0 300

財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

300

新規

事業内容

3

事業名

公園管理活動支援

所管課

市内の河川に流れ込む雨水を少なくし、
治水対策に役立てるとともに、雨水を有
効利用することで、水資源の枯渇を防止
するため、雨水の一時的な流出抑制と有
効利用を図るため、雨水利用施設(小型貯
水槽等)を設置する一般個人に対し、設置
に要する費用の一部を補助する。

2

所管課

環境課

雨水排水施設の整備

事業名

新規

事業内容

平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 8,870 8,870 1,300

年　　度　　別 平成２２年度

8,570

平成２３年度

8,570

その他特定財源 （ニ）
都市整備課

財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

一般財源 （ホ） 300 300 1,300

事業計画

積算基礎

公園利用状況調査・公園サポーター 公園利用状況調査・公園サポーター

地域による公園見守り体制の確立により
憩いと交流のための公共空間として利用
され、憩いと交流のための公共空間とし
て活用してもらうため、公園利用状況調
査、啓発・ＰＲを行う。また、(仮称)公
園サポーター制度を立上げるための研修
を行う。平成24年度からは、（仮称）公
園サポーターによる活動の中で、公園の
安全確保のための剪定等を行ってもらう
ことにより、簡易的な剪定費等の削減が
期待できる。

消耗品(清掃・啓発等） 　　　　300 消耗品(清掃・啓発等）　　 　　300

（仮称）公園サポーター支援　1,000

養成委託　　　　　　　　　　8,570 養成委託　　　　　　　　　　8,570 養成講座費用　　　　　　　　　300

単位（千円）
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事業区分

事業区分

事業名

補習授業の全校実施

事業内容

3

事業名

事業内容

2

県支出金 （ロ）
財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

所管課 地方債 （ハ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 5,025 5,025 5,025

年　　度　　別 平成２２年度

新規 学校教育課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 5,025 5,025 5,025

事業計画

積算基礎

・補習授業業務委託料　 ・補習授業業務委託料　

和光市立学校に在学する児童生徒を対象
に基礎学力を十分に定着させ、わかる楽
しさ・できる喜びを味わわせるため、土
曜日等の休日に補習授業を実施する。

市内３会場を予定 市内３会場を予定

・補習授業業務委託料　

　　1,675千円×３会場 　　1,675千円×３会場 　　1,675千円×３会場

市内３会場を予定

県支出金 （ロ）

文化財施設整備（埋蔵文化財
整理室）

財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

所管課 地方債 （ハ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 6,036 6,005 6,005

年　　度　　別 平成２２年度

新規 生涯学習課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 6,036 6,005 6,005

事業計画

積算基礎

第四小学校内にある歴史資料室を移転
し、埋蔵文化財整理室とし、土器・遺跡
写真等の部分展示も行うため、埋蔵文化
財の出土資料を調査・整理・公開を行う
場所をプレハブで建設する。

年間5460 年間5429

5年間リースのプレハブ借上げ料 5年間リースのプレハブ借上げ料 5年間リースのプレハブ借上げ料

年間5429

光熱水費等48*12＝576 光熱水費等48*12＝576 光熱水費等48*12＝576

単位（千円）
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事業区分

事業区分

　※部数は2000部
事業内容

事業計画

積算基礎

・印刷製本費　　　　　　　1,200

市制施行を記念して、和光市の歴史を記
録した写真付冊子を作成する。
平成21年度に和光市施行40周年を迎える
ことに伴い、和光市の昔と今を比較する
ことができる簡単な冊子を作成し、市民
に配布する。

一般財源 （ホ） 1,200
新規 生涯学習課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 1,200 0 0

5

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

和光市施行４０周年記念冊子
作成

財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

　工事費（処分代含む）　　　　851
事業内容

事業計画

積算基礎

・撤去工事費用

現在、市内に「文化財めぐり案内看板」
が９箇所（南公民館、本町児童公園、中
央公民館、坂下公民館、新倉氷川八幡神
社、下新倉氷川八幡神社、東明寺、下新
倉児童センター、勤労青少年ホーム）設
置されている。
同看板は、①劣化が激しく、近い将来に
危険を伴うものが存在する。②内容が古
い。③区画整理等により、市域の景観は
今後変わる可能性がある。といった観点
から、撤去する。
撤去後は、市内の区画整備状況等を考慮
し、新設についても随時検討する。

　【内訳】　94,500円（1基）×9基

一般財源 （ホ） 851
新規 生涯学習課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

0

市内文化財めぐり案内看板撤
去工事

財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

単位（千円）

4

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 851 0

－20－



事業区分

事業区分

自然科学分析委託　　　221
事業内容

事業計画

積算基礎

自然遺物の分類・分析・報告魚骨・獣骨
の種別（タイ・ヒラメ・人間・タヌキ
等）分類、部位（脊椎・あご等）分類、
人骨の場合性別・年齢、貝の種別（アサ
リ・ヤマトシジミ等）分類の分析を行
い、その分析をもとに、当時の古環境・
食物環境を含めた「市場峡・市場上遺跡
発掘調査報告書」を作成する。

一般財源 （ホ） 221
新規 生涯学習課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 221 0 0

7

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

遺跡出土自然遺物科学分析 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

樹木診断委託　　79 樹勢回復補助事業　　　788
事業内容

事業計画

積算基礎

市指定天然記念物の長照寺の大イチョウ
は、風で枝折れ落下が多く危険なため、
専門の樹木医に診断を依頼し、診断のも
と、幹に負担となっている伸びすぎた枝
の剪定、根回りの土壌改良などを行い、
大イチョウの樹勢を回復する。

　（選定・施肥）

一般財源 （ホ） 79 788
新規 生涯学習課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

0

市指定天然記念物大イチョウ
樹勢回復事業

財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

単位（千円）

6

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 79 788

－21－



　　　　　　　Ⅲ　健やかで優しい和光の実現のために【保健・福祉・医療】

事業区分 所管課

単位（千円）

1

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 0 583,245 792,610

こども総合施設建設 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

地方債 （ハ）

新規 こども福祉課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 583,245 792,610

事業内容

事業計画

積算基礎

用地購入費　　　　　　　　　　555,000

子育て家庭に対し、保育ニーズの多様
化、待機児童解消を目的に保護者の就労
形態に関わらず支援事業を実施するた
め、こども総合施設を建設する。

建設費　　　　　　　　　　750,000

設計委託　　　　　　　　　　　28,245 工事監理委託　　　　　　　12,600

備品　　　　　　　　　　　20,000

消耗品　　　　　　　　　　10,000

参考工事費

みなみ保育園　　　　　　　889,928

しらこ保育園　　　　　　　514,500

施策の大綱施策の大綱施策の大綱

－22－



事業区分

事業区分

プール棟管理業務委託料       　3,550

※増額積算根拠 備品購入費（券売機）　　　　   　 800
事業内容

事業計画

積算基礎

プール棟管理業務委託料（増額分）3,355 プール棟管理業務委託料       3,355

市民からの要望もあり、児童の利用しや
すい時間帯を考慮した結果、総合児童セ
ンタープールの休憩（閉館）時間（正午
から13時まで及び16時から17時まで）を
廃止し、9時から20時まで通して開館す
る。※開館時間が拡大するため、現状に
比べ委託人件費が増額となる。

5人×2時間×1,100円×305日

備品購入費（タイムスタンプ）　  　70

一般財源 （ホ） 3,425 3,355 4,350
新規 こども福祉課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 3,425 3,355 4,350

5

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

児童センター（館）管理運営
（プール休憩時間廃止分）

財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

増加分　　　　　　　　　　　　12,840

　

上記補助実施に伴う家庭保育室運営委託料 上記補助実施に伴う家庭保育室運営委託料 上記補助実施に伴う家庭保育室運営委託料

補助金（保護者負担軽減費）　　19,913

　対象世帯　約127世帯 　対象世帯　約127世帯 　対象世帯　約127世帯
事業内容

事業計画

積算基礎

補助金（保護者負担軽減費）　　19,913 補助金（保護者負担軽減費）　　19,913

保育園の待機児童対策として、認可保育
園との保育料に差のある家庭保育室に在
室している保育に欠ける世帯に対し、保
育料の負担軽減を図るために保育料補助
を実施しており、待機児童全体の８割強
を占める０歳から２歳までの待機児童対
策として、保育に欠ける世帯に家庭保育
室を利用してもらうことを目的に、保育
料補助を実施する。

　 　

増加分　　　　　　　　　　　　12,840 増加分　　　　　　　　　　　　12,840

一般財源 （ホ） 32,753 32,753 32,753
新規 こども福祉課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

32,753 32,753

家庭保育料助成 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

単位（千円）

4

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 32,753

－24－



事業区分

事業区分

委託料　　　　　　　　　　　　　7,016

平成２４年度

2,370

4,6464,646

平成２３年度

7,016

2,370

7,016

2,370

8,205

5,835

（ロ）
財
源
の
内
訳

（ニ）

（ホ）

県支出金

その他特定財源

一般財源

2

子育て中の親の孤独感、閉塞感、育児不
安を解消するため、気軽に集う場所を提
供する。
利用者が増えており、２か所目としての
「つどいの広場」を設置する。

事業内容
委託料　　　　　　　　　　　　　7,016

4,098 4,098

単位（千円）

4,098

年　　度　　別 平成２２年度

所管課 地方債 （ハ）

事業名

つどいの広場新設
（イ）国庫支出金

事業費　（イ）～（ホ）

新規 こども福祉課

委託料　　　　　　　　　　　　　8,205

事業計画

積算基礎

3

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

しらこ子育て支援センターの
拡充

財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

事業費　（イ）～（ホ） 4,098 4,098 4,098

平成２３年度 平成２４年度

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

新規 こども福祉課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ）

事業内容

事業計画

積算基礎

運営管理委託料 運営管理委託料

しらこ子育て支援センターについて、利
用者増に対応するため、また、安全面か
ら非常勤職員の１名増及び既存の非常勤
職員の勤務日数の増加に要する経費、ま
た、職員体制を充実させることに伴い、
新たな事業として子育て支援施設の所在
していない地域（坂下公民館等を活用
し）での子育て支援事業の実施を検討す
る。

　　（増加分） 　　（増加分）

運営管理委託料

　しらこ子育て支援センター　　 4,098 　しらこ子育て支援センター　　 4,098 　しらこ子育て支援センター　　 4,098

　　（増加分）

－23－



事業区分

事業区分

補助金　　　　　　　　　　4,200

10人×35,000円×12月 10人×35,000円×12月 10人×35,000円×12月
事業内容

事業計画

積算基礎

補助金　　　　　　　　　　4,200 補助金　　　　　　　　　　4,200

グループホーム、ケアホームに入居して
いる障害者及び家族の経済的負担の軽減
を図るため家賃補助を実施し、もって障
害者の経済的･精神的な援助を図る。

一般財源 （ホ） 4,200 4,200 4,200
新規 社会福祉課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 4,200 4,200 4,200

7

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

障害者グループホーム等入居
家賃助成補助金

財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

印刷代等（需用費）　　　 　   　　500

子ども医療費助成費（扶助費）　 91,803

システム改修等（委託料等）  　　4,032 手数料（役務費）　         　 　3,604 手数料（役務費）　          　　3,604
事業内容

事業計画

積算基礎

子ども医療費助成費（扶助費）　 45,902 子ども医療費助成費（扶助費）　 91,803

医療費の助成の対象者を通院は小学校卒
業まで、入院は中学校までに拡大し、子
育て中の家庭を支援し、子どもの健全な
発達を促す。
小学校１年生から６年生までの児童の通
院と中学校３年生までの入院の保険診療
分の医療費（自己負担３割分）を助成す
る。

手数料（役務費）    　        　1,802 印刷代等（需用費）　　  　    　　500

平成２２年８月診療分から適用(６か月分）

一般財源 （ホ） 51,736 95,907 95,907
新規 こども福祉課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

95,907

子ども医療費助成 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

単位（千円）

6

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 51,736 95,907

－25－



事業区分

事業区分

難病見舞金　380人×20,000円
事業内容

事業計画

積算基礎

難病見舞金　337人×20,000円 難病見舞金　358人×20,000円

埼玉県知事から小児慢性特定疾患医療受
給者証、指定疾患医療受給者証又は特定
疾患医療受給者証の交付を受けている者
を対象に、対象者及び家族の心身の慰労
と福祉の増進を図るため、現在、難病患
者については入院見舞金(１回30,000円×
２回まで)のみを支給しているが、難病等
認定された時点から、本人及び家族の経
済的・精神的負担が重いため、難病患者
全てについて一定額の給付金を支給す
る。

一般財源 （ホ） 6,740 7,160 7,600
新規 社会福祉課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 6,740 7,160 7,600

9

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

難病患者見舞金等支給事業 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

月額利用料補助　5,000円×10人×12月

児童デイサービス事業運営費補助金

上限額　２５０，０００円×１２月 上限額　２５０，０００円×１２月 上限額　２５０，０００円×１２月
事業内容

事業計画

積算基礎

児童デイサービス事業運営費補助金 児童デイサービス事業運営費補助金

市内に開設した指定児童デイサービス事
業所の経営基盤の安定を図るため家賃補
助を実施し、障害者が安心して通える施
設運営を図るとともに利用者の経済的負
担を軽減する。

月額利用料補助　5,000円×10人×12月 月額利用料補助　5,000円×10人×12月

一般財源 （ホ） 3,600 3,600 3,600
新規 社会福祉課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

3,600

児童デイサービス事業運営費
等補助金

財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

単位（千円）

8

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 3,600 3,600

－26－



事業区分

対象者　約4,000人　想定受診率　2.5％

34,050円×100人＝3,405,000円

（自己負担　5,000円） （自己負担　5,000円） （自己負担　5,000円）

人間ドッグ受診補助　　　　3,405
事業内容

事業計画

積算基礎

人間ドッグ受診補助　　　　3,405 人間ドッグ受診補助　　　　3,405

国民健康保険者は、人間ドックに対する
助成制度があるが、後期高齢者医療保険
者に移行した方は、広域連合に所管が変
更になるため、人間ドッグの助成制度が
なくなる。そこで、市では、被保険者の
要望等に応え、健康管理の充実を図ると
ともに、病気を早期発見・早期治療する
ことにより、健康で自立した生活を送れ
るよう支援するため、平成２２年度から
後期高齢者医療保険者に対して、人間
ドッグに対する助成制度を創設する。

34,050円×100人＝3,405,000円 34,050円×100人＝3,405,000円

対象者　約4,000人　想定受診率　2.5％ 対象者　約4,000人　想定受診率　2.5％

一般財源 （ホ） 3,405 3,405 3,405
新規 長寿あんしん課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

3,405

後期高齢者に対する人間ﾄﾞｯ
ク助成事業

財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

単位（千円）

10

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 3,405 3,405
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　　　　　　　Ⅳ　安全で美しい和光の実現のために【市民生活】

事業区分

7,064

（庁舎内照明器具1700台）　 37,485 省エネ法対応業務（39施設）    6,064

小型貨物車１台　 2,200

省エネ法対応業務（39施設）　6,064

軽自動車　100万円×４台  4,000

42,537 9,064（ホ）

事業内容

事業計画

積算基礎

省エネ法対応業務(39施設）  8,852

その他特定財源 （ニ）

地方債 （ハ）

（ロ）

単位（千円）

1

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

省エネルギー化推進計画 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 10,000

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 52,537 9,064 7,064

県支出金

所管課

新規 総務課
一般財源

屋内照明省エネ改修工事　 軽自動車　100万円×３台  　3,000 軽自動車１台　1,000

グリーンニューディール基金を活用した
屋内照明改修工事を実施する。また、平
成８年以前に購入した庁用車を、燃費基
準を達成し、低排出ガス認定を受けてい
る車両に交換することにより、二酸化炭
素排出量の削減を推進する。
　エネルギー使用の合理化に関する法律
（省エネ法）の改正により、和光市が特
定事業者に指定されることから、エネル
ギー管理に関する中長期計画・定期報告
書等の提出が義務付けられるため、計画
の立案・報告書の作成等の業務を業者委
託する。

施策の大綱施策の大綱施策の大綱
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事業区分

事業区分

非常勤特別職通勤費　　　　　　　　142

非常勤特別職共済費　　　　　　　　681 非常勤特別職共済費　　　　　　　　681

非常勤特別職通勤費　　　　　　　　142 非常勤特別職通勤費　　　　　　　　142

環境相談員報酬　　　　　　　　　2,400

非常勤特別職共済費　　　　　　　　681

3,223 3,223

環境相談員報酬　　　　　　　　　2,400

一般財源 （ホ） 3,223

その他特定財源 （ニ）

地方債 （ハ）

3,223 3,223事業費　（イ）～（ホ） 3,223

県支出金 （ロ）

　　　15,000円×10件=150,000円 　　　15,000円×10件=150,000円 　　　15,000円×10件=150,000円

　　　40,000円×5件=200,000円 　　　40,000円×5件=200,000円 　　　40,000円×5件=200,000円

 住宅用潜熱回収型給湯器(エコジョーズ)  住宅用潜熱回収型給湯器(エコジョーズ)  住宅用潜熱回収型給湯器(エコジョーズ)

　　　40,000円×5件=200,000円 　　　40,000円×5件=200,000円 　　　40,000円×5件=200,000円

住宅用CO2冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート) 住宅用CO2冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート) 住宅用CO2冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)

      15,000円×10件=150,000円       15,000円×10件=150,000円

 住宅用ガスエンジン給湯器(エコウィル)  住宅用ガスエンジン給湯器(エコウィル)  住宅用ガスエンジン給湯器(エコウィル)

[700千円内訳]

 住宅用太陽熱温水器  住宅用太陽熱温水器  住宅用太陽熱温水器

　　[100千円×30件]

補助金（住宅用太陽熱温水器等） 700

補助金（太陽光発電システム） 3,000 補助金（太陽光発電システム） 3,000 補助金（太陽光発電システム） 3,000
事業内容

事業計画

積算基礎

補助金（住宅用太陽熱温水器等） 700 補助金（住宅用太陽熱温水器等） 700

温室効果ガス削減効果の高い省エネ機器
を普及啓発を図り「温暖化防止を進める
社会」の実現を目指し、省エネ機器を設
置する家庭に、経費の一部を補助する。
（補助対象機器：住宅用太陽熱温水器、
住宅用ガス発電給湯器、住宅用CO2冷媒
ヒートポンプ給湯器、住宅用潜熱回収型
給湯器）

　　[100千円×30件] 　　[100千円×30件]

[700千円内訳] [700千円内訳]

      15,000円×10件=150,000円

一般財源 （ホ） 3,700 3,700 3,700
新規 環境課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 3,700 3,700 3,700

2

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

地域新エネルギービジョンの
推進

財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

単位（千円）

3

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

所管課

新規 環境課

事業内容

事業計画

積算基礎

環境相談員報酬　　　　　　　　　2,400

平成２３年度 平成２４年度

民間人材の活用（公害防止対
策）

財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

市内の公害(騒音・振動・大気汚染・水質
汚濁等)を抑制し、快適な生活環境を維持
するため、民間人材を活用することによ
り、民間企業での専門的な実務経験を生
かし、市内各所で発生する公害問題への
対応する。
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事業区分

事業区分

白子分署耐震改修工事

　　　　　　　　　　　事業費未定 　　　　　　　　　　　　事業費未定
事業内容

事業計画

積算基礎

白子分署耐震診断業務委託　　　2,310 白子分署耐震改修工事設計業務

白子分署の耐震化を促進するため、耐震
診断を実施する。
旧耐震基準で建築された白子分署につい
て耐震診断を実施することで、耐震改修
の要否を判断し、診断結果に基づき耐震
改修設計及び耐震改修工事を実施する。

一般財源 （ホ） 2,310
新規 総務課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 2,310 0 0

5

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

財産管理 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

　非常勤特別職通勤費 　非常勤特別職通勤費 　非常勤特別職通勤費

　　6,500円×12月×1人　　　　78 　　6,500円×12月×1人　　　　78 　　6,500円×12月×1人　　　　78

　　雇用保険（年額）          38 　　雇用保険（年額）          38 　　雇用保険（年額）          38

非常勤特別職通勤費　　　　　　　　 非常勤特別職通勤費　　　　　　　　 非常勤特別職通勤費　　　　　　　　

　　介護保険（年額）　　　　　16 　　介護保険（年額）　　　　　16 　　介護保険（年額）　　　　　16

　　 児童手当拠出金（年額）　　　　　4 　　 児童手当拠出金（年額）　　　　　4 　　 児童手当拠出金（年額）　　　　　4

　　健康保険（年額）　　　　　102 　　健康保険（年額）　　　　　102

　　厚生年金（年額）　　　　　195 　　厚生年金（年額）　　　　　195 　　厚生年金（年額）　　　　　195

非常勤職員等共済負担金

　非常勤特別職共済費 　非常勤特別職共済費 　非常勤特別職共済費

　委員報酬　　　　　　　　　　2,400

　　　200,000円×1人×12月 　　　200,000円×1人×12月 　　　200,000円×1人×12月＝2,400

清掃センター施設管理専門委員

報酬 報酬 報酬
事業内容

事業計画

積算基礎

清掃センター施設管理専門委員 清掃センター施設管理専門委員

清掃センターの安定した長期稼動のた
め、一般廃棄物を処理する清掃センター
の焼却、粗大施設の保守点検。また、同
施設の補修修繕に係る、市への助言指導
を行う専門員を活用する。

　委員報酬　　　　　　　　2,400 　委員報酬　　　　　　　　　　2,400

非常勤職員等共済負担金 非常勤職員等共済負担金

　　健康保険（年額）　　　　　102

一般財源 （ホ） 2,833 2,833 2,833
新規 資源リサイクル課

その他特定財源 （ニ）

県支出金 （ロ）

2,833

清掃センター施設管理専門員 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

4

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

事業費　（イ）～（ホ） 2,833

所管課 地方債 （ハ）

単位（千円）

平成２３年度 平成２４年度

2,833
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事業区分

自治会連合会事務局人件費等）

自治会連合会補助金　　2,561

（自治連わこう発行、自治会加入促進資料、 （自治連わこう発行、自治会ハンドブック作成、 （自治連わこう発行、
事業内容

事業計画

積算基礎

自治会連合会補助金　　2,801 自治会連合会補助金　　2,791

自治会連合会は、自治会連合会規約に基づ
き、市内自治会･町内会相互の連携を図り、
各自治会の振興発展と地域福祉の増進に努
めるとともに、市と協力し、安全で安心の
住みよい良いまちづくりに寄与することを
目的として、自治会連合会が自治会相互の
連絡調整、自治会活動の総合的企画、市及
びその他の公共的諸団体との連絡調整、そ
の他必要な事項を実施することを支援する
ため、補助金を交付する。（平成２１年度
までの期限付きで助成を行ってきたが、今
後も市と協働で自治振興を推進していくた
め、引き続き、補助金を交付する。）

自治会連合会事務局人件費等） 自治会連合会事務局人件費等）

一般財源 （ホ） 2,801 2,791 2,561
新規 市民活動推進課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

2,561

自治会連合会運営支援 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

単位（千円）

6

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 2,801 2,791
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　　　　　　　Ⅴ　創造的で力強い和光の実現のために【産業】

事業区分

策定委員会車借上料                100

産業振興計画策定業務委託料　　　6,000　　

策定委員会消耗品費・食糧費　　　　 25

県支出金 （ロ）

（イ）

6,165 0 0

単位（千円）

1

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ）

産業振興計画の策定 財
源
の
内
訳

所管課 地方債

新規 産業支援課
その他特定財源

一般財源

国庫支出金

（ハ）

（ニ）

（ホ） 6,165

事業内容

事業計画

積算基礎

実効的な産業振興計画を策定し、その計
画に従って、市内事業者に対する様々な
施策を実施することにより、市内事業者
の経営安定、雇用増進が行われ、市内産
業の振興と発展を図る。

産業振興計画策定委員会謝礼　       40

施策の大綱施策の大綱施策の大綱
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　　　　　　　構想推進のために

事業区分

雇用保険 雇用保険

2,400,000×15.0／1,000 　　 36

児童手当拠出金 児童手当拠出金

2,400,000×1.3／1,000 　　　 3 2,400,000×1.3／1,000 　　　 3 2,400,000×1.3／1,000 　　　 3

介護保険 介護保険

2,400,000×12.3／1,000×1／2 　　15 2,400,000×12.3／1,000×1／2 　　15 2,400,000×12.3／1,000×1／2 　　15

厚生年金 厚生年金

2,400,000×157.04／1,000×1／2　　　189 2,400,000×157.04／1,000×1／2　　　189 2,400,000×157.04／1,000×1／2　　　189

健康保険 健康保険

2,400,000×82／1,000×1／2 　　 98　 2,400,000×82／1,000×1／2 　　 98　

　200,000×12月 　　　　　　 2,400

2,400,000×82／1,000×1／2 　　 98　

報酬 報酬 報酬

2,741

　200,000×12月 　　　　　　 2,400

健康保険

県支出金 （ロ）

2,741 2,741

国庫支出金 （イ）

平成２３年度 平成２４年度

単位（千円）

1

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

事業費　（イ）～（ホ） 2,741

デジタル広報推進員の設置

新規 市政情報課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ）

財
源
の
内
訳

所管課 地方債 （ハ）

2,741 2,741

事業内容

事業計画

積算基礎

ホームページ、電光掲示板などのデジタ
ル広報媒体に関する専門的な知識や実務
経験を持った人材を非常勤特別職「デジ
タル広報推進員」として任用し、もって
広報活動の推進を図る。
デジタル広報推進員は、ホームページ管
理ソフトの総合的な維持管理、更新作業
及び操作指導並びに駅前電光掲示板の維
持管理及び更新作業を行う。

2,400,000×15.0／1,000 　　 36

　200,000×12月 　　　　　　 2,400

厚生年金

介護保険

児童手当拠出金

雇用保険

2,400,000×15.0／1,000 　　 36

施策の大綱施策の大綱施策の大綱施策の大綱
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事業区分

事業区分

厚生年金 厚生年金 厚生年金

介護保険 介護保険 介護保険

児童手当拠出金 児童手当拠出金 児童手当拠出金

雇用保険 雇用保険 雇用保険

2,479,200×15.0／1,000　　　　　　37 2,479,200×15.0／1,000　　　　　　37 2,479,200×15.0／1,000　　　　　　37

2,479,200×12.3／1,000×1／2　　　16 2,479,200×12.3／1,000×1／2　　　16 2,479,200×12.3／1,000×1／2　　　16

2,479,200×1.3／1,000　　　　　　　3

2,479,200×157.04／1,000×1／2　　195 2,479,200×157.04／1,000×1／2　　195 2,479,200×157.04／1,000×1／2　　195

2,479,200×82／1,000×1／2　　　102 2,479,200×82／1,000×1／2　　　102 2,479,200×82／1,000×1／2　　　102

6,600×12月　　　　　　　79 6,600×12月　　　　　　　79

健康保険 健康保険 健康保険

報酬

2,832

　200,000×12月　　　　　2,400

通勤代 通勤代 通勤代

2,832 2,832

県支出金 （ロ）

2,832 2,832

国庫支出金 （イ）

平成２３年度 平成２４年度

システムカスタマイズ費用　　　　650

職員研修　　　　　　　　　　　　500

LGWAN回線費用（総務課）　　　 　782

LGWAN回線費用（総務課）　　　 　261

文書管理システム（12月～）　　1,470 文書管理システム　　　　　　　4,410

3,182 5,192

LGWAN増速作業費用　　　　　　　 301

県支出金 （ロ）

（イ）

3,182 5,192

単位（千円）

2

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 0

文書管理システム 財
源
の
内
訳

所管課 地方債

新規 市政情報課
その他特定財源

一般財源

国庫支出金

（ハ）

（ニ）

（ホ）

事業内容

事業計画

積算基礎

LGWANの導入や電子申請サービスの開始に
よる電子文書の増加及び市民による電子
文書に対するニーズが増えると予想さ
れ、電子文書を文書管理システムによ
り、文書の原本として適切に管理する。
文書の収受から、作成、決裁、保存、廃
棄に至る一連のライフサイクルをシステ
ム化し、その電子化された情報や文書を
一元的に管理することで文書事務の効率
化・共有化・情報の再利用の促進を図
る。

導入に関する調査研究

3

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

事業費　（イ）～（ホ） 2,832

情報課推進アドバイザー 財
源
の
内
訳

所管課 地方債 （ハ）

報酬

新規 市政情報課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ）

報酬

2,479,200×1.3／1,000　　　　　　　3

事業内容

事業計画

積算基礎

ＯＡ機器、ネットワーク等の情報通信技
術に関する専門的な知識や実務経験を
持った人材を非常勤特別職「情報化推進
アドバイザー」として任用し、もって行
政事務の情報化推進を図る。
情報化推進アドバイザーは、ネットワー
クの監視及び障害時の対応、パソコンと
プリンタの設置・設定及び障害時の対
応、並びに、パソコン及びアプリケー
ションソフトの設定・指導等を行う。 2,479,200×1.3／1,000　　　　　　　3

　200,000×12月　　　　　2,400 　200,000×12月　　　　　2,400

6,600×12月　　　　　　　79
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事業区分

事業区分

単位（千円）

4

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 3,602 0 0

住民記録システム改修 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

新規 市政情報課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 3,602

事業内容

事業計画

積算基礎

システム改修　　　　　　3,602

住民票の写し等の不正請求を防止するため
の登録型本人通知制度を平成２２年度中に
導入するため、登録希望者の証明書の発行
状況をシステム管理し、帳票を自動的に迅
速に発行する等により個人情報の動きを管
理し、不正請求の抑制を図り、ひいては市
民の権利を守ることを目的とし、住民記録
システムの改修の使用の確定及びシステム
保守事業者へのシステム改修委託を行う。

5

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

事業費　（イ）～（ホ） 156

効率的な公共料金支払い事務
の改善

財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

平成２３年度 平成２４年度

187 187

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

新規 会計課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 156 187 187

事業内容

事業計画

積算基礎

公共料金事前通知サービスに関する協定 銀行システムとの回線使用料

の締結 １ヶ月　3,150円×12ヶ月＝37,800円

市役所宛に請求される電気、ガス、電話、
水道の公共料金の事前通知サービスと市の
財務会計システムを連動させ、各課の起票
事務を行うことなく、口座振替により自動
的に支払事務が完了できるようにする。実
施することにより、事務を効率的に改善
し、市民サービスの向上を図る。
指定金融機関を介し入手する電気、ガス等
の公共サービス機関からの請求データ（Ｍ
Ｔデータ）を市の財務会計システムにおい
て予算差し引きが可能となるようデータの
加工処理を行い、各課において伝票の起票
事務を行うことなく料金の清算事務を行
う。

従量料金（口座引落し料金）

６月請求分から事業の開始

銀行システムとの回線使用料

１ヶ月　3,150円×12ヶ月＝37,800円

従量料金（口座引落し料金）

１件当り31円×月400件×12ヶ月 １件当り31円×月400件×12ヶ月

銀行システムとの回線使用料 　＝148,800円 　＝148,800円

　１ヶ月　3,150円×10ヶ月＝31,500円

従量料金（口座引落し料金）

　１件当り31円×月400件×10ヶ月

　＝124,000円
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　　　　　　　Ⅰ　便利で心地よい和光の実現のために【都市基盤】

　　　　　　　１　まちの顔としての個性ある市街地の整備（市街地整備）

事業区分

1

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

和光樹林公園施設整備 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 3,700 3,700 3,700

県支出金 （ロ） 1,800 1,800 1,800

所管課 地方債 （ハ）

投資 都市整備課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 1,900 1,900 1,900

事業内容

事業計画

積算基礎

公園施設補修工事　　　　　　3,700 公園施設補修工事　　　　　　3,700

季節を問わず何度でも訪れたくなる公園
とするため、公園の施設補修を行う。

公園施設補修工事　　　　　　3,700

　　　　　　　　　 中心市街地におけるにぎわいの創出
　　　　　　     　土地の有効活用による各地区の特性を生かしたまちづくりの推進

単位（千円）

施策の大綱

施　策　名

施策の内容

投資的事業・臨時的事業
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事業区分

事業区分

用地取得費　101,658　

臨時職員共済費・賃金　1,666　

画地確定測量　9,750

出席費用弁償・普通旅費　64 用地取得費　103,031　 　

用地取得費　152,177　 臨時職員共済費・賃金　1,666　

10,000 支障管路移設工(水道・ガス）31,500

電線共同溝整備に伴う引込設備工事委託 南口駅前線電線共同溝整備工事に伴う

(市道222号線から県道新座・和光線まで) 配水管切回し設計業務委託　3,150

南口駅前線電線共同溝整備工事設計委託 南口駅前線電線共同溝整備工事に伴う

10,000

南口駅前線電線共同溝整備工事に

伴う附帯工事　　　　　　　　5,000

175,000

102,000

南口駅前線電線共同溝整備工事

平成２４年度

180,000

平成２３年度

78,000

（ホ） 20,000

年　　度　　別 平成２２年度

（ニ）

一般財源

その他特定財源

地方債

事業費　（イ）～（ホ） 20,000 34,650

財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

34,650

県支出金 （ロ）

（ハ）

投資

5,000

事業計画

積算基礎

事業内容

3

事業名

駅北口地区土地区画整理推進

所管課

駅前から旧川越街道まで電線類を上空か
ら地下に移設し電柱をなくし、災害に対
応した良好な景観を形成する。

2

所管課

都市整備課

地域中心核の形成
（電線地中化対策事業）

事業名

投資

事業内容

平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 210,733 160,358 168,535

年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度

10,000

その他特定財源 （ニ）駅北口土地区画整
理事業事務所

財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

一般財源 （ホ） 210,733 155,358 158,535

事業計画

積算基礎

都市計画決定図書作成　3,465　 事業計画（第2回変更）・実施計画（第1回

駅北口土地区画整理事業地内の道路、公
園等の公共施設の整備改善及び宅地の利
用増進を図り、健全な市街地の形成する
ために土地区画整理事業の事業化を進
め、さらに事業の促進を図るため、対象
者に対してより安全安心な、災害に強い
まちづくりを進める。

駅前広場基本設計　6,541 施工計画作成　11,203

換地方針の検討　1,271 仮換地指定通知作成　3,707

街区確定測量　7,308 実施設計作成　10,500

建物移転補償調査　10,000

総合基本設計　12,905 変更）作成　3,035 工事に伴う補償　3,000

工事に伴う測量　2,000

補償基準作成　672 換地設計（修正）　4,809 造成工事等　50,000

路線測量　5,082 建物移転補償調査　10,000

委員報酬　147

換地設計　15,351 業務支援　2,446 出席費用弁償・普通旅費　64

業務支援　2,425

事業計画（第1回変更）作成　1,659 委員報酬　147

臨時職員共済費・賃金　1,666

委員報酬　147 出席費用弁償・普通旅費　64

単位（千円）
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事業区分

4

事業名

県支出金 （ロ）
都市計画基礎調査 財

源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

所管課 地方債 （ハ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 0 4,500 0

年　　度　　別 平成２２年度

1,000

臨時 都市整備課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 3,500

事業内容

事業計画

積算基礎

都市計画基礎調査業務委託　 　　4,500

都市計画の策定とその実施を適切に遂行
するため、都市計画法第6条により都道府
県は、おおむね5年ごとに都市計画区域に
ついて人口規模、産業分類別の就業人
口、市街地の面積、土地利用、交通量等
の現況及びその見通しについての調査を
行うと規定されている。平成22年度がこ
の調査年度に当たり、県に提出する市の
状況について調査を実施する。

単位（千円）
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　　　　　　　Ⅰ　便利で心地よい和光の実現のために【都市基盤】

　　　　　　　２　生活者の目線に合わせた道路・公共交通の整備（道路・公共交通）

事業区分

227,400

平成２３年度 平成２４年度

20,000

121,000 89,000

138,400 20,000

（通信・電気移設工事含む）245,000千円 （通信・電気設備工事含む）125,000千円 20,000千円

諏訪越四ツ木線跨線橋橋台工事委託料 諏訪越四ツ木線跨線橋上部工工事委託料

諏訪越四ツ木線跨線橋上部桁製作工事料

設計業務委託　　　　　　　　1,000千円 100,000千円

諏訪越四ツ木線跨線橋上部工工事に伴う

土地貸借料　　　　　　　　　2,400千円

水道管移設工　　　　　　　　3,500千円

　　　　　　　　　 幹線道路整備の計画的な推進
　　　　　　     　すべての市民のための生活道路の総合的整備
　　          　 　市民ニーズに基づく市内公共交通網の改善・充実

1

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

事業費　（イ）～（ホ） 251,900

所管課 地方債 （ハ）

土地貸借料　　　　　　　　　2,400千円

都市計画街路整備 財
源
の
内
訳

県支出金 （ロ）

一般財源 （ホ）

国庫支出金 （イ）

その他特定財源 （ニ）

130,900

事業内容

事業計画

積算基礎
交通の利便性の向上を図るため、丸山台
地区と中央第二谷中地区との交通網の整
備を行う。

諏訪越四ツ木線跨線橋橋台工事に伴う

投資 都市整備課

単位（千円）

諏訪越四ツ木線跨線橋橋面工事他

施策の大綱

施　策　名

施策の内容
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事業区分

事業区分

　　495.522.537号線他

漆台橋・市道376.528.475.412.408.1.127.

東和橋・道路補修負担金　　　　　　300

緊急維持補修工事　　　　　　 　21,000

設計業務委託　　　　　　　　　 12,600 設計業務委託　　　　　　　　　 12,600 設計業務委託　　　　　　　　　 12,600

道路維持補修工事　　　　　　　210,000　　

私道舗装補修他工事　　　　　　　3,150 私道舗装補修他工事　　　　　　　3,150 私道舗装補修他工事　　　　　　　3,150
事業内容

事業計画

積算基礎

道路維持補修工事　　　　　　　260,000　　道路維持補修工事　　　　　　　210,000 　

道路の維持管理を適切に行うことによ
り、安全安心な道路にするため、市道の
維持補修、舗装補修、歩道の段差解消、
道路側溝の補修工事を行う。

緊急維持補修工事　　　　　　 　21,000 緊急維持補修工事　　　　　　 　21,000

東和橋・道路補修負担金　　　　　　300 東和橋・道路補修負担金　　　　　　300

対象路線(道路維持補修工事）

一般財源 （ホ） 297,050 247,050 247,050
投資 道路安全課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 297,050 247,050 247,050

3

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

道路補修 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

その他維持管理　　　　　　８,９００

光熱水費　　　　　　　　３５，０００ 光熱水費　　　　　　　　３５，５００ 光熱水費                ３６,０００

道路照明灯（単独）　　　　９,４５０

交差点照明灯　　　　　　　１，０００ 交差点照明灯　　　　　　　１，０００ 交差点照明灯　　　　　　　１,０００

道路照明灯（新設）　　　　４,０００

道路照明灯（修繕等）　　　５，０００ 道路照明灯（修繕等）　　　５,０００ 道路照明灯（修繕等）　　　５,０００
事業内容

事業計画

積算基礎

道路照明灯（新設）　　　　４，５００ 道路照明灯（新設）　　　　４,２００

通行の安全性及び防犯性の向上のため、
市民要望、道路安全点検の結果等に基づ
き、道路照明灯の整備を進める。

道路照明灯（単独）　　　　９，４５０ 道路照明灯（単独）　　　　９,４５０

その他維持管理　　　　　　８，７００ その他維持管理　　　　　　８，７００

一般財源 （ホ） 63,650 63,850 64,350
投資 道路安全課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 63,650 63,850 64,350

2

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

道路維持業務 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

単位（千円）
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事業区分

　　　　　市道98・ 537・1号線 　　　　　　市道537・1・5号線

対象路線 40,000 40,000

　　　　　　 市道98・537号線他 対象路線 対象路線

62,600 62,600 62,600

公共施設管理者負担金（白子 3丁目） 公共施設管理者負担金（白子 3丁目）

道路改良工事                  153,100 道路改良工事                  264,450

公共施設管理者負担金（北インター） 公共施設管理者負担金（北インター） 公共施設管理者負担金（北インター）

物件移転補償費                 42,200

道路予備、詳細設計業務委託     12,500 道路予備、詳細設計業務委託     15,000 道路予備、詳細設計業務委託     16,000

用地買収費                    151,300

不動産鑑定業務委託            　2,000 不動産鑑定業務委託              2,000 不動産鑑定業務委託              2,000

用地、物件移転補償交渉業務委託  3,840

建物、物件調査、積算業務委託　  1,890 建物、物件調査、積算業務委託    3,000 建物、物件調査、積算業務委託    3,000
事業内容

事業計画

積算基礎

用地、物件移転補償交渉業務委託　3,840 用地、物件移転補償交渉業務委託　3,840

周辺住民狭隘道路を含めた道路拡幅、歩
道の設置工事を実施することで安心安全
な道路する。

用地買収費　　               　70,000 用地買収費                    105,400

物件移転補償費　               14,000 物件移転補償費                 43,200

道路改良工事                  132,000

一般財源 （ホ） 298,830 428,140 585,390
投資 道路安全課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 298,830 428,140 585,390

4

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

道路整備 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

単位（千円）
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　　　　　　　Ⅰ　便利で心地よい和光の実現のために【都市基盤】

　　　　　　　３　上・下水道サービスの提供（上・下水道）

事業区分

人孔蓋取替工事　30箇所  4,725 人孔蓋取替工事　30箇所  4,725 人孔蓋取替工事　30箇所  4,725

人孔内補修工事　15箇所　5,512 人孔内補修工事　15箇所　5,512 人孔内補修工事　15箇所　5,512

下水道施設補修工事　　10,500 下水道施設補修工事　　10,500 下水道施設補修工事　　10,500

マンホール安全対策　　　　10,237 マンホール安全対策　　　　10,237 マンホール安全対策　　　　10,237

人孔蓋等購入　25組   1,470 人孔蓋等購入　25組   1,470 人孔蓋等購入　25組   1,470

野川調整地清掃・電気室保安管理　　1,481 野川調整地清掃・電気室保安管理　　1,481 野川調整地清掃・電気室保安管理　　1,481

遠方監視装置借上げ料 3,423 遠方監視装置 1,050

漏水補修工事　　　　6,300 漏水補修工事　　　　6,300 漏水補修工事　　　　6,300

雨水幹線除草業務委託  3,780

管路施設調査業務委託　丸山台地区 21,000 管路施設調査業務委託　 31,500 管路施設調査業務委託　31,500

水質検査委託量　　19箇所  4,515

マンホールポンプ保守点検委託料15箇所    4,998 マンホールポンプ保守点検委託料15箇所    4,998 マンホールポンプ保守点検委託料15箇所    4,998

下水道補修　　　　　　　　58,280

管渠清掃消毒等委託　管渠分・伏越分  4,305 管渠清掃消毒等委託　管渠分・伏越分  4,305 管渠清掃消毒等委託　管渠分・伏越分  4,305
事業内容

事業計画

積算基礎

下水道補修　　　　　　　　61,772 下水道補修　　　　　　　　72,272

下水道管を維持補修し、管の長寿命化・
安全の確保が得られることにより、安定
した下水道サービスを提供するとともに
道路上にあるマンホール蓋の取替えなど
を実施することで安全対策を行なう。

水質検査委託量　　19箇所  4,515 水質検査委託量　　19箇所  4,515

雨水幹線除草業務委託  3,780 雨水幹線除草業務委託  3,780

遠方監視装置借上げ料 3,423

80,136

一般財源 （ホ）
投資 下水道課

その他特定財源 （ニ） 72,009 82,509

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 72,009 82,509 80,136

1

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

下水道補修・
マンホール安全対策

財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

　　　　　　　　　 安全で安定的な水の供給
　　　　　　     　下水道整備による快適な暮らしの確保
　　          　 　雨水対策の充実

単位（千円）

施策の大綱

施　策　名

施策の内容
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事業区分

事業区分

管敷設通常分　20m       　1,050 管敷設通常分　20m       　1,050 管敷設通常分　20m       　1,050

私道公共下水道整備　　　1,050 私道公共下水道整備　　　1,050 私道公共下水道整備　　　1,050

公共汚水桝設置　　20箇所　 3,150 公共汚水桝設置　　20箇所　 3,150

舗装復旧　 100㎡ 　　　　　1,050　　　 舗装復旧　 100㎡ 　　　　　1,050　　　 舗装復旧　 100㎡ 　　　　　1,050　　　

汚水桝等整備　　　　　　4,200 汚水桝等整備　　　　　　4,200 汚水桝等整備　　　　　　4,200

単独事業　　　　　         3,500　　　

汚水整備　　　　　　　18,500

区画整理地内              15,000 区画整理地内              15,000 区画整理地内              15,000
事業内容

事業計画

積算基礎

汚水整備　　　　　　　18,500 汚水整備　　　　　　　18,500

未整備地区への公共下水道の整備、水洗
化の普及のため、工事の発注に伴い公
道・私道ともに管を布設し、併せて宅地
内に汚水桝を設置する。

単独事業　　　　　         3,500　　　 単独事業　　　　　         3,500　　　

公共汚水桝設置　　20箇所　 3,150

5,250

一般財源 （ホ）

18,500

投資 下水道課
その他特定財源 （ニ） 5,250 5,250

18,500 18,500所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 23,750 23,750 23,750

3

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

汚水整備・汚水桝等整備・私
道公共下水道整備

財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

補助事業　白子川第2排水区    27,500 雨水貯留タンク設置補助事業　 2,000

舗装復旧　　　　            　7,000 　　舗装復旧　　　　           　3,000　　　

舗装復旧　　　　            　4,000 　　補助事業　越戸川第10排水区   12,000 補助事業　谷中川第4排水区   15,000

雨水整備　　　　　　　40,000

単独事業白子2丁目(浩之湯前)  25,000 単独事業白子2丁目(浩之湯前)  30,000 単独事業　  　　            20,000

実施設計業務委託料       6,000

下水道建設業務　　　　8,100

業務委託料 切回し等　　　2,100        業務委託料 切回し等　　　4,200        業務委託料 切回し等　　　2,100
事業内容

事業計画

積算基礎

下水道建設業務　　　　8,100 下水道建設業務　　　　10,200

浸水被害から市民を守るため、雨水未整
備地区に工事を発注し、管を布設する。

実施設計業務委託料       6,000 実施設計業務委託料       6,000

雨水整備　　　　　　　61,500 雨水整備　　　　　　　49,000

単独事業　谷中川第15排水区 　 5,000

31,100

一般財源 （ホ）

10,000

投資 下水道課
その他特定財源 （ニ） 39,600 40,200

17,000 13,000所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

6,000 7,000

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 69,600 59,200 48,100

2

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

下水道建設業務・雨水整備 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 13,000

単位（千円）
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事業区分

(市道 253号線・市道412号線・練馬川口線・跨線橋) (練馬川口線)

(練馬川口線他)

事業区分

市道１９３号線導水管布設替え工事

南浄水場計装盤・変換器盤更新工事設計業務委託

単位（千円）

1,050

3,150

11,550 1,050

南浄水場２号配水ポンプ改修工事監理業務委託

8,400 63,000 1,050

南浄水場１号配水ポンプ改修工事

26,250 26,250 26,250
事業内容

事業計画

積算基礎

南浄水場３号配水ポンプ改修工事 南浄水場２号配水ポンプ改修工事

水需要に対応した施設を整備し、安全で
安定的な水の供給を行う。
南浄水場機械・電気設備改築事業計画に
基づき、施設更新工事を行う。重要な自
己水源である取水井戸の改修工事を行
う。
平成２１年度に策定する「和光水道ビ
ジョン」に基づき、施設更新工事を行
う。

浄水場空調機器更新工事 南浄水場計装盤・変換器盤更新工事

南浄水場２号配水ポンプ改修工事監理業務委託

南浄水場３号配水ポンプ改修工事監理業務委託

27,300

一般財源 （ホ）
投資 水道部施設課

その他特定財源 （ニ） 50,400 33,600

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 50,400 33,600 27,300

5

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

浄水場・取水施設改良 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

配水管工事設計業務委託 配水管工事設計業務委託 配水管工事設計業務委託

15,000 15,000

舗装本復旧工事 舗装本復旧工事

20,000 20,000 20,000

配水管新設工事

10,000

土地区画整理事業区域内配水管新設工事

50,000 30,000 30,000

老朽管布設替え工事

25,800 10,000 10,000
事業内容

事業計画

積算基礎

石綿管布設替え工事(私道) 老朽管布設替え工事

配水管布設替え工事や量水器の交換によ
り、水道水の安定供給に努める。
漏水調査については、業者に業務を委託
し漏水を防止する。量水器満期交換につ
いては、計量法に基づき満期を迎える量
水器を交換する。鉛給水管布設替えにつ
いては、計画に基づき施工する。石綿管
布設替えについては、計画に基づき施工
する。配水管新設については、土地区画
整理組合と協議し、計画的に施工する。

配水管新設工事 配水管新設工事

土地区画整理事業区域内配水管新設工事 土地区画整理事業区域内配水管新設工事

舗装本復旧工事

85,000

一般財源 （ホ）
投資 水道部施設課

その他特定財源 （ニ） 172,920 96,000

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 172,920 96,000 85,000

4

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

給配水管整備 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

57,120 21,000

20,000

－44－



事業区分

単位（千円）

下水道使用料金検討業務委託　　5,000 条例・規則等の制定・改定支援業務　　　　　　2,000

下水道経営業務委託料　　2,000

固定資産整理業務委託  200件　 6,500 固定資産整理業務委託　113件　　4,500 固定資産整理業務委託　　　2,000
事業内容

事業計画

積算基礎

下水道経営業務委託料　　27,500 下水道経営業務委託料　　9,500

公営企業法の適用を視野に入れ、下水道
事業経営を健全化するため、平成20年度
事業において、和光市公営企業基本計画
を作成しこの計画に基づき、下水道資産
整理など移行準備を進めるとともに、下
水道使用料金改定の検討や下水道管のラ
イフサイクルコストを 小限に抑えるた
めの下水道施設長寿命化計画を進める。

財務システム整備　　　　　　　6,000 固定資産システム整備　　　　　3,000

長寿命化管路施設更新実施設計業務　　　　　　10,000

2,000

一般財源 （ホ）
臨時 下水道課

その他特定財源 （ニ） 27,500 9,500

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 27,500 9,500 2,000

6

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

下水道経営事業 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）
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　　　　　　　Ⅰ　便利で心地よい和光の実現のために【都市基盤】

　　　　　　　４　都市に近いふるさとを演出する公園・緑地整備（公園・緑地）

事業区分

公有財産購入費 337,538

新規指定保全地区看板設置工事(検討中)　42

新規指定保全地区看板設置工事(漆台)42 新規指定保全地区看板設置工事(検討中)　42
事業内容

事業計画

積算基礎

和光市緑の実態調査 7,140 斜面検討調査 7,046

身近に自然とふれあえ、良好な自然環境
を確保し、緑の保全を行うため、和光市
の湧水や緑地を市民に開放し、健康的で
潤いのある生活環境を提供するための必
要な管理を行う。
市民緑地３箇所（大坂ふれあいの森、上
谷津ふれあいの森、新倉ふれあいの森）
及び午王山特別緑地保全地区についての
斜面検討調査（合計面積7,888㎡）を行
い、緑地の保全を推進する。緑の実態調
査を実施し、緑被率を把握する。また、
平成22年度に西本村ふれあいの森用地を
取得する。

大坂ふれあいの森看板設置工事 178

一般財源 （ホ） 344,898 7,088 42
投資 環境課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

1

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

事業費　（イ）～（ホ） 344,898

緑地整備

単位（千円）

　　　　　　　　　 市民と行政の連携による水と緑の保全と創出
　　　　　　     　健全な市民生活のための適正な都市公園・緑地の配置

平成２３年度 平成２４年度

7,088 42

施策の大綱

施　策　名

施策の内容

－46－



事業区分

事業区分

3

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

アーバンアクア広場整備 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 6,900 6,900 6,900

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

投資 都市整備課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 6,900 6,900 6,900

事業内容

事業計画

積算基礎

維持管理費（人力除草）　　　3,000 維持管理費（人力除草）　　　3,000

公園を整備し、活動の場として利用され
るようにするため、公園の整備・草刈、
植栽等の維持管理を行う。
（現在、事業の方向性を検討しており、
その方向性が決定するまでの期間必要
小限の維持管理を行う。）

重機借上げ（機械除草）　　　3,000 重機借上げ（機械除草）　　　3,000

維持管理費（人力除草）　　　3,000

光熱水費（水道）　　　　　　　900 光熱水費（水道）　　　　　　　900 光熱水費（水道）　　　　　　　900

重機借上げ（機械除草）　　　3,000

2

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

公園整備 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 19,440 43,440 13,440

12,000

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

投資 都市整備課
その他特定財源 （ニ）

31,440 13,440一般財源 （ホ） 19,440

30,000 公園遊具補修工事　　　　　　5,250
事業内容

事業計画

積算基礎

公園利用者安心して利用できる公園とす
るため、整備・緊急工事を行う。
施設等の破損状況を定期的に把握し、使
用に耐えない場合は、補修等を行い安全
で快適な公園を維持する。
平成２３年度に（仮称）中央第二谷中地
区第５公園整備を予定している。

施設補修工事（園内灯等補修）3,150

1,000 緊急工事　　　　　　　　　　5,040

詳細設計業務委託           5,000

緊急工事　　　　　　　　　　5,040

練田児童遊園地トイレ水洗化工事 公園遊具補修工事　　　　　　5,250

(仮称)中央第二谷中地区第5公園整備工事

公園遊具補修工事　　　　　　5,250

緊急工事　　　　　　　　　　5,040

施設補修工事（園内灯等補修）3,150 (仮称)中央第二谷中地区第5公園整備工事 施設補修工事　　　　　　　　3,150

単位（千円）
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事業区分

4

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

河川整備 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 36,300 36,300 33,500

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

投資 道路安全課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 36,300 36,300 33,500

事業内容

事業計画

積算基礎

2号水路改修工事設計業務委託　 　2,800 13号水路改修工事設計業務委託　　2,800

住環境の整備並びに集中豪雨時に雨水の
処理が適切にできるようにするため、水
路の整備と清掃を行う。

越戸川親水施設維持管理業務委託料2,000 越戸川親水施設維持管理業務委託料2,000

5号水路改修工事　　　          22,500 2号水路改修工事　　　          22,500

水路清掃業務委託料              4,000

水路清掃業務委託料　　　　　　　4,000 水路清掃業務委託料　　　　　　　4,000 越戸川親水施設維持管理業務委託料2,000

水路浚渫工事　　　　　　        5,000

水路浚渫工事　　　　　　        5,000 水路浚渫工事　　　　　　        5,000 13号水路改修工事　　　         22,500

単位（千円）
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　　　　　　　Ⅰ　便利で心地よい和光の実現のために【都市基盤】

　　　　　　　５　和光らしい快適な住宅地整備（住環境／住宅）

事業区分

　　　　　　　　　 住民と地区の個性に応じた住環境の整備
　　　　　　     　良好な宅地・住宅の計画的な供給の促進

1

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

越後山土地区画整理組合活動支援 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 180,960

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 795,100 655,400 0

142,160

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

投資 都市整備課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 614,140 513,240

事業内容

事業計画

積算基礎

和光市組合等まちづくり整備事業補助金 和光市組合等まちづくり整備事業補助金

越後山土地区画整理事業の推進（区画道
路・宅地・上下水道・公園等、築造工
事・建物移転・補償）し、越後山地域越
後山土地区画整理事業の安定した運営及
び安心・安全な街づくりを行う。

【道路築造工事・造成工事・移転補償】 【道路築造工事・造成工事・移転補償】

　　　　　　　国　　　　　　　180,960 　　　　　　　国　　　　　　　142,160

300,000 300,000

まちづくり交付金　　　　　　　495,100 まちづくり交付金　　　　　　　355,400

　　　　　　　市　　　　　　　314,140 　　　　　　　市　　　　　　　213,240

単位（千円）

施策の大綱

施　策　名

施策の内容

－49－



事業区分

事業区分

2

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

和光北インター地域土地区画整理 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 50,000 400,000 320,000

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

投資 都市整備課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 50,000 400,000 320,000

事業内容

事業計画

積算基礎

和光市組合等まちづくり整備事業補助金 和光市組合等まちづくり整備事業補助金

和光北インター地域現在の市街化調整区
域から、市街化区域に編入し、関係地権
者の理解と協力を得て、新産業系の優良
な街づくりを推進する。（市街化区域へ
の編入。土地区画整理業の認可。関係権
利者との協議。区画整理組合の設立。）

【道路築造工事・造成工事・移転補償】 【道路築造工事・造成工事・移転補償】

和光市組合等まちづくり整備事業補助金

50,000 400,000 320,000

【道路築造工事・造成工事・移転補償】

3

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

白子三丁目土地区画整理 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 70,000 400,000 400,000

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

投資 都市整備課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 70,000 400,000 400,000

事業内容

事業計画

積算基礎

和光市組合等まちづくり整備事業補助金 和光市組合等まちづくり整備事業補助金

現在の市街化調整区域から、市街化区域
に編入し、関係地権者の理解と協力を得
て、安心安全な優良な街づくりを推進す
る。（市街化区域編入作業に伴う、都市
計画上の手続き及び区画整理事業認可に
向けた権利者協議及び関係各署協議、区
画整理事業認可・組合設立）

【道路築造工事・造成工事・移転補償】 【道路築造工事・造成工事・移転補償】

和光市組合等まちづくり整備事業補助金

70,000 400,000 400,000

【道路築造工事・造成工事・移転補償】

単位（千円）

－50－



事業区分

事業区分

4

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

都市計画道路整備負担金 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 97,500 13,775 5,000

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

投資 都市整備課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 97,500 13,775 5,000

事業内容

事業計画

積算基礎

都市計画道路整備負担金　　　　430,000 都市計画道路整備負担金　　　 　59,000

中央第二谷中土地区画整理組合の依存財
源を確保し、中央第二谷中土地区画整理
事業を推進する。

　　　　　　　　　　国 5/10 　 15,000　　　　　　　　　　　　国 5/10 　 10,000 　

　　　　　　　　　　市 2.5/10   7,500　　　　　　　　　　　　市 2.5/10   5,000 　

　　　　　　　　　　国 5.5/10 220,000　　

都市計画道路整備負担金　　　 　20,000

通常費　　　　　　　　　　　　 30,000 通常費　　　　　　　　　　　　 20,000 通常費　　　　　　　　　　　　 20,000

　　　　　　　　　　国 5/10 　 10,000　　

　　　　　　　　　　県 2.5/10   7,500　　　　　　　　　　　　県 2.5/10　 5,000 　　　　　　　　　　　県 2.5/10　 5,000　　

　　　　　　　　　　市 2.5/10   5,000　　

地域活力基盤創造交付金　　　　400,000 地域活力基盤創造交付金　　　　 39,000

　　　　　　　　　　国 5.5/10　21,450 　

　　　　　　　　　　県 2.25/10 90,000　　　　　　　　　　　　県 2.25/10  8,775 　

　　　　　　　　　　市 2.25/10 90,000　　　　　　　　　　　　市 2.25/10  8,775 　

5

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

地方特定道路整備負担金 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 10,000 65,500 54,500

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ） 9,000 58,950

5,450
投資 都市整備課

その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 1,000

県　1/2　　　　　　　　　　　　10,000 県　1/2　　　　　　　　　　　　65,500

6,550

県　1/2　　　　　　　　　　　　54,500
事業内容

事業計画

積算基礎

事業費　　　　　　　　　　　　 20,000 事業費　　　　　　　　　　　　131,000

中央第二谷中土地区画整理組合の依存財
源を確保し、中央第二谷中土地区画整理
事業を推進する。

市　1/2　　　　　　　　　　　　10,000 市　1/2　　　　　　　　　　　　65,500 市　1/2　　　　　　　　　　　　54,500

単位（千円）

事業費　　　　　　　　　　　　109,000

49,050
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事業区分

6

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

中央第二谷中土地区画整理組合活動支援 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 121,900

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 754,750 351,520 357,500

40,470 43,000

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

投資 都市整備課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 632,850 311,050 314,500

事業内容

事業計画

積算基礎

和光市組合等まちづくり整備事業補助金 和光市組合等まちづくり整備事業補助金

中央第二谷中地域中央第二谷中土地区画
整理事業の安定した運営及び安心・安全
な街づくりのため、中央第二谷中土地区
画整理事業の推進する。（区画道路・宅
地・上下水道・公園等、築造工事・建物
移転・補償）

【道路築造工事・造成工事・移転補償】 【道路築造工事・造成工事・移転補償】

　　　　　　　国　　　　　　　121,900 　　　　　　　国　　　　　　　 40,470

和光市組合等まちづくり整備事業補助金

450,000 250,000 250,000

【道路築造工事・造成工事・移転補償】

まちづくり交付金　　　　　　　304,750 まちづくり交付金　　　　　　　101,750 まちづくり交付金　　　　　　　107,500

　　　　　　　国　　　　　　　 43,000

　　　　　　　市　　　　　　　182,850 　　　　　　　市　　　　　　　 61,050 　　　　　　　市　　　　　　　 64,500

単位（千円）
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　　　　　　　Ⅱ　元気で明るい和光の実現のために【教育・文化】

　　　　　　　１　地域と連携した学校教育の推進（学校教育）

事業区分

小学校施設設計委託　　　　　　4,000

小学校施設設計委託　　　　　　4,000

単位（千円）

　　　　　　　　　 幼児教育の機会提供の支援と多様化への対応
　　　　　　     　教育改革の基本理念を活かした義務教育の推進

北原小校舎･体育館大規模工事監理9,135

北原小学校大規模工事仮設賃借 30,000

小学校改修工事　　　　　　　 80,000

　　（修繕台帳に基づく単独事業分）

第四小ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去工事　 　　 100,000

北原小校舎･体育館大規模工事 449,715

556,886

第四小ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去工事設計　　　1,000

110,864

白子小ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去工事        150,000

その他（空調機賃借分）　　 　9,992

平成２２年度

612,264

平成２４年度平成２３年度

682,842

125,95643,285

年　　度　　別

（ハ）

110,864 655,549

地方債

事業費　（イ）～（ホ）

（ロ）
財
源
の
内
訳

（ニ）

（ホ）

県支出金

その他特定財源

一般財源

（イ）国庫支出金

事業計画

積算基礎

白子小ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去工事設計      1,500

小学校改修工事　　　　　　　 80,000

　　（修繕台帳に基づく単独事業分）

北原小校舎･体育館大規模設計　10,605

新倉小国有地購入　　　　　　397,457

市内小学校建物調査業務委託　　2,495

小学校施設設計委託　　　　　　4,000

小学校改修工事　　　　　　　 80,000

　　（修繕台帳に基づく単独事業分）

その他(教育施設環境整備分）　 25,364 その他（空調機賃借分）　　 　9,992

1

所管課

教育総務課

市立小学校の児童数の増加や教育方法の
多様化により、学校施設の維持補修及び
施設改修など教育施設を整備する。な
お、施設整備については、施設整備計画
に基づき、経年劣化や損壊等による不適
格な部分を修繕等を行う。

事業内容

投資

事業名

小学校施設整備

施策の大綱

施　策　名

施策の内容
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事業区分

広沢小屋体耐震補強工事　　　　 60,000

事業区分

単位（千円）

3

事業名

中学校施設整備

所管課

投資

事業内容

県支出金

2

年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

0

小学校防災施設整備

（ニ）

（ホ） 38,280

事業費　（イ）～（ホ） 63,000

財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

一般財源

その他特定財源

0

事業内容

事業名

教育総務課

所管課 地方債 （ハ）

市内小学校の児童に対し、施設整備計画
に基き、安心で安全な教育施設の整備を
する。建物耐震診断に基づき、教育施設
の耐震工事を行う。

24,720

事業計画

積算基礎

広沢小屋体耐震補強工事監理　　　3,000

（ロ）

投資

平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 50,650 52,895 43,672

年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度

その他特定財源 （ニ）
教育総務課

財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

一般財源 （ホ） 50,650 52,895 43,672

市立中学校の生徒数の増加や教育方法の
多様化により、学校施設の維持補修及び
施設改修など教育施設を整備する。な
お、施設整備については、施設整備計画
に基づき、経年劣化や損壊等による不適
格な部分を修繕等を行う。

中学校施設改修工事　　　　　　 30,000 中学校施設改修工事　　　　　　 30,000

その他（空調機賃借分）　　　12,172

中学校施設設計委託　　　 　 　　1,500 中学校施設設計委託　　　 　 　　1,500 中学校施設設計委託　　　 　 　　1,500

大和中管理図作成業務委託　　　　6,978 第三中管理図作成業務委託　　　　8,287

中学校施設改修工事　　　　　　 30,000

　　（修繕台帳に基づく単独事業分） 　　（修繕台帳に基づく単独事業分） 　　（修繕台帳に基づく単独事業分）

市内中学校建物調査業務委託　　　　936

その他（空調機賃借分）　　　12,172 その他（空調機賃借分）　　　12,172

事業計画

積算基礎
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事業区分

大和中屋体改築工事設計　　　　17,552 大和中屋体改築工事　　　　　  317,250 大和中屋体改築工事　　　　　  317,250

大和中屋体改築工事監理　　　  　7,000 大和中屋体改築工事監理　　　  　7,000

第二中屋体基本設計　　　　　　　1,000

第二中屋体耐力度調査　　　　　　2,400 第二中屋体改築工事設計　　　　 17,000 第二中屋体改築工事　　　　　  317,250

第二中屋体改築工事監理　　　  　7,000

事業区分

単位（千円）

・委託料　　6,500

　（第四小設計費）
事業内容

事業計画

積算基礎

・委託料    13,000

和光市立小中学校児童生徒に対し、安全
で衛生的な給食を提供するため、老朽化
した施設等を汚染区域、非汚染区域の作
業区域により部屋単位で区分しドライシ
ステムを導入する。

        工事監理費              9,500 　　

　第二中給食室改修工事

410,705

　第二中給食運搬費              3,500   

・工事請負費  410,000

6,500
投資 学校教育課

その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 423,000 0 6,500

5

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

給食施設整備 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 12,295

第三中屋体耐震補強工事　　　　 70,047

第三中屋体耐震補強工事監理　　　6,003

事業内容

事業計画

積算基礎

市内中学校の生徒に対し、施設整備計画
に基き、安心で安全な教育施設の整備を
する。建物耐震診断に基づき、教育施設
の耐震工事を行う。

第三中屋体耐震補強工事設計　　　8,005

一般財源 （ホ） 27,957 343,260 582,120
投資 教育総務課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

75,040 66,380

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 27,957 418,300 648,500

4

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

中学校防災施設整備 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）
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事業区分

事業区分

単位（千円）

6

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 10,503 0 0

小学校用備品整備
（デジタル化）

財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

臨時 教育総務課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 10,503

事業内容

事業計画

積算基礎

教育設備改修事業　　10,503

市立小学校教育設備教育施設に設置して
あるテレビをデジタル化対応とする。経
年状況に応じ、デジタルテレビの購入並
びに既存テレビにはデジタル対応チュー
ナーを設置する（２０１１年デジタル化
に伴う経費）。

7

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

事業費　（イ）～（ホ） 7,804

中学校備品整備
（デジタル化）

財
源
の
内
訳

国庫支出金

県支出金

平成２３年度 平成２４年度

0 0

（イ）

（ロ）

地方債 （ハ）所管課

臨時 教育総務課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 7,804

事業内容

事業計画

積算基礎

教育設備改修事業　　7,804

市立中学校教育設備教育施設に設置して
あるテレビをデジタル化対応とする。経
年状況に応じ、デジタルテレビの購入並
びに既存テレビにはデジタル対応チュー
ナーを設置する（２０１１年デジタル化
に伴う経費）。
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事業区分

・備品購入費　　8,000

・委託料    2,800

　（広沢小設計費）

　　（広沢小）

・工事請負費  77,700

　本町小　消毒保管庫他(3,000)

  北原小　消毒保管庫他(3,500) 　　（広沢小工事監理費）

　第二中　配膳台他　(1,500)　　 ・委託料   2,200　

和光市立小・中学校の児童生徒が、学校
給食を温かみのある磁器食器で提供し心
豊かな食生活をおくれるようにする。
強化磁器の導入
強化磁器導入のための施設設備の整備

         本町小(1,800) ・備品購入費　　8,500

　（洗浄機他　広沢小）　　

事業内容

事業計画

積算基礎

・需用費　　　　7,500 ・需用費　　　　4,000

　食器等 第二中(3,300)・北原小(2,400) 　　（食器等　広沢小）　

18,300 92,400
臨時 学校教育課

その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ）

所管課 地方債 （ハ）

（イ）

平成２３年度

単位（千円）

8

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

事業費　（イ）～（ホ） 18,300

学校給食強化磁器導入 財
源
の
内
訳

国庫支出金

平成２４年度

92,400 0

県支出金 （ロ）
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　　　　　　　Ⅱ　元気で明るい和光の実現のために【教育・文化】

　　　　　　　２　多様化に対応した生涯学習・社会教育の機会提供（生涯学習）

事業区分

　（障子８枚）

・駐車場プレハブ物置設置工事      767

・別館用防犯カメラ設置工事　　　　196

（照明器具埋込開放型２０台）

坂下公民館施設整備

平成２２年度 平成２３年度

県支出金 （ロ）

平成２４年度

1,624 0

単位（千円）

・本館講堂(３階)照明器具取替え工事478
事業内容

事業計画

積算基礎

工事請負費

昭和４９年に開館した坂下公民館本館、
また、別館の建築物その他の老朽化、長
年使用による破損・毀損を防止改善する
ため、早期に対処し歳出予算の経費節減
を図る。

・本館和室(２階)障子張替え工事　  183

0 0
投資 生涯学習課

その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ）

1

事業名
年　　度　　別

事業費　（イ）～（ホ）

財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

所管課 地方債 （ハ）

　　　　　　　　　 学習機会の多様化と学習の日常化の促進
　　　　　　     　青少年が健全に育つための地域づくり

0

1,624

施策の大綱

施　策　名

施策の内容
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事業区分

事業区分

11,119

キュービクル取替工事設計委託　　  576 体育館改修工事設計委託　　　　　  619

キュービクル取替工事設計　　　  9,847　 体育館床改修工事    　　　　　 10,500

10,423 0

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

単位（千円）

整備　　　　　　　　　　　　　 1,375

高圧ケーブル取替　　　　　　　 　887
事業内容

事業計画

積算基礎

エレベータ取替  　　　　　　　22,817

生涯学習の拠点となる施設の整備とする
ため、設備・機器の改善により快適な図
書館としたい　昭和５８年３月の図書館
竣工から現在まで使用してきたエレベー
タと電柱から受電設備までの高圧ケーブ
ルと揚水ポンプ他と自動ドアの保守をお
こなっきても長年の使用から部品の劣化
による事故を防止するために設備と機器
の取替を行うものである。

揚水ポンプ取替、消化ポンプ分解

自動ドア取替　　　　 　　　　　　273

一般財源 （ホ） 25,352
投資 図書館

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 25,352 0 0

3

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

図書館施設整備 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

事業内容

事業計画

積算基礎

南公民館施設整備   　　　　　　10,423 南公民館施設整備　　　　　　　 11,119

昭和58年4月に開館した南公民館は、地震
等の災害時に避難た所になっており市民
が安心して利用できる安全な施設として
維持運営していく。施設の現状は長期の
経年利用により全般的に老朽化が進んで
いるため、計画的な修繕をしていく。特
にキュービクルは、常時稼動しているた
め老朽化が進んでおり、効率の良い受変
電施設の整備をしていく。

一般財源 （ホ） 10,423 11,119

所管課 地方債 （ハ）

2

事業名
年　　度　　別

事業費　（イ）～（ホ）

（ニ）

南公民館施設整備 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

投資 生涯学習課
その他特定財源

県支出金 （ロ）
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　　　　　　　Ⅱ　元気で明るい和光の実現のために【教育・文化】

　　　　　　　３　和光の個性を伝える文化の保全／形成（文化・歴史）

事業区分

　　　　その他修繕　　　　　　　1,575

　　　　大・小ﾎｰﾙ風除室ﾄﾞｱ他修繕1,124

　　　 照明設備賃借  46,620

工事費：小ﾎｰﾙ幕地更新工事　3,791

賃借料:音響設備賃借　27,951 　　　　　　

　　　 照明設備賃借  46,620

賃借料:音響設備賃借　27,951 　　　　　　　　　　　　　新設工事　　　　6,300

　　　 照明設備賃借  46,620

工事費:展示ﾎｰﾙ照明器具改修工事　3,645

　　　 楽屋口屋根新設工事　　　 2,835

事業計画

積算基礎

市民文化センター利用者及び市民文化センター施設に対
し、活動内容を発表できる場の提供や市民ニーズに応じ
た文化芸術イベントが開催している。また、文化芸術活
動を行う地域の文化団体と連携し、協働事業を展開して
いるとともに、情報提供が積極的に行われている。ま
た、人材育成事業を展開している。
・市民文化センター施設や設備が整備され、利便性が向
上するとともに、定期的な訓練により安全性が確保して
いる。
・市民文化センター利用者が利用促進のための各種施策
により借りやすい施設となっている。指定管理者に指定
管理料を支払い、自主文化事業、貸館事業、友の会事業
など市民文化センターの管理運営を行なう。
・不具合箇所の解消等を行うため、長期修繕計画等を基
に工事、修繕などに加え、利用者の利便性の向上・安全
性・快適性の確保を図り、設備の更新を実施した。
・利用者増に向け、利用者アンケートやヒアリング、申
し込みのしおりやホームページを充実させる。

　　　　　　　　　　設計業務委託 550

事業内容

　　　　自転車駐輪場新設他工事　9,253

1

単位（千円）

　　　　　交換修繕設計業務委託　438 工事費：会議室廊下等空調機

　　　　舞台床研磨工事 　　8,085

　　　　大ﾎｰﾙ緞帳・反射板装置ﾒｲﾝｼｰﾌﾞ

　　　　自転車駐輪場新設他工事

委託料：展示ﾎｰﾙ照明器具改修工事他 　　　　　　　設計業務委託  　801　

　　　　その他修繕　1,575　　

　　　　　　　　　 設計業務委託 876

        大ﾎｰﾙ調光室窓修繕　　　　740 　　　　　　　設計業務委託  　375　 賃借料:音響設備賃借　27,951　　　　　　　

委託料：会議室廊下等空調機器新設工事

　　　　その他修繕　1,575

　　　　　　　　　交換修繕　　　2,835 委託料：舞台床研磨工事他

修繕料：ﾍﾞｰｾﾞﾝﾄﾞﾙﾌｧｰ(1台)･ﾔﾏﾊ(2台)

　　　　　　　　　交換修繕　　　1,300 　　　　　　　　ﾋﾟｱﾉ修繕　　4,725

修繕料：映写機ﾄﾞﾙﾋﾞｰﾌﾟﾛｾｯｻ 修繕料：ｽﾀｲﾝｳｪｲ(2台)ﾋﾟｱﾉ修繕　　5,162

　　　　大ﾎｰﾙ緞帳・反射板装置ﾒｲﾝｼｰﾌﾞ

一般財源 （ホ） 89,613 98,037 93,623
投資 人権文化課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）
文化センター施設整備 財

源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

　　　　　　　　　 地域文化資源の保全と活用
　　　　　　     　市民による自主的な文化活動への積極的な支援
　　　　　　　　　 質の高い文化的な環境づくりの整備と充実

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 89,613 98,037 93,623

施策の大綱

施　策　名

施策の内容
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事業区分

単位（千円）

1,366
事業内容

事業計画

積算基礎

文化財保存庫燻蒸消毒

文化財保存庫内の各資料をカビ・害虫か
ら守るため、3年に1度保存庫の燻蒸消毒
を行う。資料の変質を防ぐため特殊な薬
剤を用い、密閉状態にして48時間燻蒸を
行う。準備から現地安全確認まで6～8日
を要する。前回は、平成19年8月に実施し
た。

一般財源 （ホ） 1,366
臨時 生涯学習課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 1,366 0 0

2

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

文化財施設整備
（文化財保存庫燻蒸消毒）

財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）
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　　　　　　　Ⅱ　元気で明るい和光の実現のために【教育・文化】

　　　　　　　４　日常における身近なスポーツ・レクリエーションの振興（スポーツ）

事業区分

単位（千円）

(コ－ト舗装)

武道館撤去工事                  7,890

(コ－ト2面張替え) (コ－ト2面張替え)
事業内容

事業計画

積算基礎

運動場庭球場整備工事            6,500 運動場庭球場整備工事　　　　　　6,500

利用者が体育施設を快適、安全に利用で
きるよう維持管理し、市民の体力向上と
健康づくりの環境を整える。また、施設
の整備・補修を計画的に進める。
運動場・庭球場・武道館、レクリエー
ション広場の管理運営事務及び荒川河川
敷運動公園、学校開放の貸出し業務
・司法研修所・税務大学校・裁判所職員
研修所等の体育施設（庭球場・グラウン
ド）を借上げ市民に開放する。

坂下庭球場整備工事              3,500 総合体育館計画修繕              4,040

一般財源 （ホ） 17,890 10,540 0
投資 スポーツ青少年課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

0

体育施設整備 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

　　　　　　　　　 身近な施設・設備の充実と総合的な施設の整備
　　　　　　     　スポーツ・レクリエーション事業とスポーツ交流活動の充実
　　　　　　　　　 指導者の養成・活用とスポーツ活動の支援
　　　　　　　　　 市民の福利厚生の充実

1

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 17,890 10,540

(塗装更新工事)                  

施策の大綱

施　策　名

施策の内容
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　　　　　　　Ⅱ　元気で明るい和光の実現のために【教育・文化】

　　　　　　　５　あらゆる人々との相互理解と交流を通じた地域づくり（交流）

事業区分

単位（千円）

　　　　　　　　　 人権意識の啓発と差別の解消
　　　　　　     　男女共同参画社会の実現
　　　　　　　　　 国際化への積極的な対応
　　　　　　　　　 地域間交流及び国の機関等との交流（協働）

0

・市民意識調査及びこども意識調査実施・分析等を含む計画策

　

・プラン本編・概要版印刷　615、(ラベル　10)　
事業内容

事業計画

積算基礎

11需用費　625

男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に
推進するためのプランとして、第３次和光市行動計画
男女共同参画プランを策定する。「第三次和光市行動計
画　男女共同参画わこうプラン」の策定に向けて、市民
意識調査及び子ども意識調査を実施し、その結果をもと
に、指標に照らし合わせて再分析し、全施策を見直す。
また、平成19年のＤＶ防止法改正により、ＤＶ被害者支
援における市の役割が強化されたことから、第三次計画
にＤＶ基本計画としての位置づけを加え、ＤＶ対策施策
の充実を図る。さらに、平成19年の｢仕事と生活の調和
(ワーク・ライフ・バランス)憲章｣が策定されたことに
伴い、新施策として、ワーク・ライフ・バランスに関す
る施策を追加する。平成２２年度の策定にあたっては、
DV基本計画をも含む総合計画として、実効性を伴う施策
を位置づけ、男女共同参画社会のさらなる実現を目指
す。

13委託料　5,652

一般財源 （ホ） 6,277 0
臨時 人権文化課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

1

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

第３次和光市行動計画
男女共同参画わこうプラン策定

財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 6,277 0 0

施策の大綱

施　策　名

施策の内容
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　　　　　　　Ⅲ　健やかで優しい和光の実現のために【保健・福祉・医療】

　　　　　　　１　地域で支援する子育て環境づくり（児童福祉）

事業区分

単位（千円）

1

所管課

こども福祉課

保護者が就労や病気等の理由により、家
庭において保育することができない就学
前の乳幼児に対し、保育園入園を希望す
る児童を待機することなく保育所にて保
育がなされるようにする。適切な環境で
保育が受けられるように、公設保育園の
運営を行ない、また、公設保育園の施設
整備を行う。
しもにいくら保育園給食室については、
調理中の室温が４０度以上となり、調理
員の健康上危険であることから、空調機
を１台増設するものである。

事業内容

投資

事業名

保育園施設整備

しもにいくら保育園給食室空調機設置工事

工事請負費　　　　　　　　　　　1,048

 機器　天吊り型

 　　　(冷房能力12.5kw、暖房能力15kw)

（イ）国庫支出金

事業費　（イ）～（ホ）

（ロ）
財
源
の
内
訳

（ニ）

（ホ）

県支出金

その他特定財源

一般財源

地方債

事業計画

積算基礎

平成２４年度平成２３年度

00

　　　　　　　　　 保育園の改修とサービスの多様化
　　　　　　     　多様な児童保育ニーズへの対応
　　          　 　子どもたちの健康な心と体の実現
　　　　　　　　　 ひとり親家庭への支援

1,048

平成２２年度年　　度　　別

（ハ）

1,048

施策の大綱

施　策　名

施策の内容
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事業区分

事業区分

単位（千円）

・ウォールカーテン、プール床、トップ

※現消防庁舎移転後の土地利用の中での移

転、民設へ移行を前提とし、交付金額は、

事業内容

事業計画

積算基礎

補助金

保護者が就労や病気等の理由により、家
庭において保育することができない就学
前の乳幼児に対し、保育園入園を希望す
る児童を待機することなく保育所にて保
育がなされるようにする。適切な環境で
保育が受けられるように、民設園の運営
を行う。また、施設整備を行う。ひろさ
わ保育園園舎の改築に関しては、現消防
庁舎移転後の土地利用やひろさわ保育園
民設化への移行、開発手法についても併
せて検討していく。

２２年度までの安心こども基金での金額

を計上（２３年度以降の補助制度未定）

ひろさわ保育園施設整備交付金　197,904

98,952
投資 こども福祉課

その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

98,952

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 197,904

3

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

民間保育所施設整備 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

ライト、屋上防水など

プール棟オイルタンク配管工事設計委託料 ※内外装改修予定個所

プール棟内外装改修工事       　23,000

棟）　　　　　　　　　　　　　　3,000 プール棟内外装改修工事設計委託料  690
事業内容

事業計画

積算基礎

雨樋、金物交換工事(総合本館及びプール

１８歳未満の児童及びその保護者を対象
とし、異年齢間の児童、地域の大人た
ち、児童厚生員など、様々な世代との交
流を通じ、児童の健全育成を目指す。ま
た幼児と保護者が集える場所を提供する
ことで、子育てに関する悩みやストレス
を解消する。地域社会と連携しながら、
体育レクリエーション・文化活動・教
室・サークルなどの事業を実施。施設利
用者の安全性及び快適性向上のため、施
設の整備を行う。総合児童センター建築
後２５年が経過しているため、計画的な
修繕を行う。

プール棟オイルタンク配管工事 　 2,500

200

一般財源 （ホ） 5,700 23,690
投資

こども福祉課 その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 5,700 0 23,690

2

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

児童センター（館）
施設整備

財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）
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　　　　　　　Ⅲ　健やかで優しい和光の実現のために【保健・福祉・医療】

　　　　　　　２　お年寄りが生きがいを感じられるまちづくり（高齢者福祉）

事業区分

単位（千円）

　　　　　　　　　 介護サービスを核とする安心の基盤づくり
　　　　　　     　高齢者の健康増進と生活支援
　　          　 　生きがいを持ち、地域とふれあう暮らしの実現
　　　　　　　　　 互いに支え合う福祉コミュニティの実現

550×9室×1施設＝4,950 550×29室×1施設＝15,950
事業内容

事業計画

積算基礎

小規模多機能型居宅介護整備補助金 高齢者専用賃貸住宅誘致補助金

介護保険法に基づく地域密着型サービス拠点整
備事業者に対し、第３期介護保険事業計画とな
る和光市長寿あんしんプランに基づく日常生活
圏域設定による地域密着型サービス拠点の基盤
整備について、国の地域介護・福祉空間整備等
施設整備交付金等を活用し推進する。的確な基
盤整備と優良な事業者誘致のため、公有財産系
活用整備は企画提案型による公募を実施し、民
間単独整備は企画協議し和光市長寿あんしんプ
ランにリンクする協定を締結する。

（中央エリア） （南エリア）

国整備交付金は未定

一般財源 （ホ） 4,950 15,950
投資 長寿あんしん課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

平成２３年度 平成２４年度

県支出金 （ロ）

4,950 15,950 0

1

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

地域密着型サービス拠点等整備 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

事業費　（イ）～（ホ）

施策の大綱

施　策　名

施策の内容
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事業区分

単位（千円）

（フードスライサー、洗米器、食器消毒

ボイラー改修工事監理委託料　 　5,135

長・中期修繕計画に基づき実施

ボイラー改修工事             151,200
事業内容

事業計画

積算基礎

和光市介護老人保健福祉施設厨房・ 長・中期修繕計画に基づき実施

介護を必要とする福祉の里入所高齢者入
所が、快適で不便のない生活が送れるよ
うにする。指定管理者選定委員会による
指定管理者の選定。施設の維持管理のた
めの工事等を行う。平成２２年度のボイ
ラー及び厨房工事については、故障、修
繕等が頻発しており、厨房については保
健所からの指導も出されているため、早
急な対応が必要である。

和光市介護老人保健福祉施設厨房・

厨房備品購入費        　　　　15,000

保管庫等）

一般財源 （ホ） 167,735 0 0
投資 長寿あんしん課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

0

福祉の里施設整備 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

2

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 167,735 0

－67－



　　　　　　　Ⅲ　健やかで優しい和光の実現のために【保健・福祉・医療】

　　　　　　　３　地域で日常生活を共有するバリアフリーの心づくり（障害者福祉）

事業区分

単位（千円）

事業内容

事業計画

積算基礎

福祉相談支援事業業務委託　　　　2,652 福祉相談支援事業業務委託　　　　2,652

生活保護受給者、障害者やその家族からの相談を受け、
より迅速な支給決定をはかることで安定した市民生活に
つなげる。生活困窮者等からの生活保護申請をより迅速
に事務処理を進めるため保護担当に1名、また、障害者
や家族からの各種障害者サービスへの相談業務をより円
滑に進めるため障害給付担当に1名をそれぞれ業務委託
により配置して対象者が安定した市民生活が送れるよう
支援する。
なお、この事業は埼玉県ふるさと雇用再生基金事業の財
源（補助率10/10）を活用して実施するもので、平成23
年度末までを実施予定期間とする。平成２１年９月より
実施予定。

一般財源 （ホ）
臨時 社会福祉課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ） 2,652 2,652

0

福祉相談支援 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

　　　　　　　　　 リハビリテーションから就労までの体系的な支援
　　　　　　     　地域福祉の推進及び人材育成の促進・活用
　　          　 　まち全体におけるバリアフリー化の促進

1

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 2,652 2,652

施策の大綱

施　策　名

施策の内容
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事業区分

単位（千円）

2

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

第３期和光市障害福祉計画策定 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 0 4,600 0

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

臨時 社会福祉課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 4,600

事業内容

事業計画

積算基礎

業務委託料　　　　　　　　　　　4,600

障害者が自らその居住する場所を選択
し、その必要とする障害福祉サービスそ
の他の支援を受けつつ、障害者の自立と
社会参加の実現を図る。障害者福祉サー
ビスの数値目標を設定し、計画的な基盤
整備を踏まえた、障害福祉計画の推進と
見直しを行う。
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　　　　　　　Ⅲ　健やかで優しい和光の実現のために【保健・福祉・医療】

　　　　　　　４　一人ひとりの健康管理意識の向上と保健・医療サービスの充実（保健・医療）

事業区分

単位（千円）

　　　　　　　　　 健康づくり施策の推進
　　　　　　     　保健対策の推進
　　          　 　保健・医療の基盤整備

キューピクル工事設計委託　　　　　400

保健センター内部改修工事　　　　6,873

（集団指導室カーテン交換、湯沸室修繕） （各部屋ブラインド交換） （壁、床、天井を修繕）

保健センター外部改修工事　　　　2,509

（外階段床改修工事） （防水改修等） （フェンス、アコーディオン門扉取替等）
事業内容

事業計画

積算基礎

保健センター外部改修工事　　　　　456 保健センター外部改修工事　　　  7,760

保健センターの施設の維持整備を継続的
に行うことにより、保健センター機能を
維持する。また、継続的に施設の管理運
営を実施する。老朽化に対しては、計画
的に実施し、キューピクルについては設
置から27年経過しているため、交換する
必要があると関東電気保安協会から指摘
があったため交換工事を計画した。

保健センター内部改修工事　　　　　715 保健センター内部改修工事　　　　  461

キューピクル工事　　　　　　　　8,000

一般財源 （ホ） 9,571 7,806 9,382
投資 健康支援課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

1

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

保健センター施設整備 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 9,571 7,806 9,382

施策の大綱

施　策　名

施策の内容
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　　　　　　　Ⅲ　健やかで優しい和光の実現のために【保健・福祉・医療】

　　　　　　　５　効率的で効果的な社会保障制度の推進（社会保障）

⇒該当する投資的事業、新規事業なし

　　　　　　　　　 適正な国民健康保険事業の推進
　　　　　　     　国民年金制度の適正な活用
　　          　 　地域の実情に即した介護保険の運営
　　　　　　　　　 自立・自助への支援

施策の大綱

施　策　名

施策の内容
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　　　　　　　Ⅳ　安全で美しい和光の実現のために【市民生活】

　　　　　　　１　地球市民の一人としての意識に基づく生きた緑と環境の保全（環境）

事業区分

単位（千円）

委託料（環境基本計画実行計画策定業務）3,842

3,842

平成２４年度平成２３年度

03,8427,749

7,749

年　　度　　別

（ハ）地方債

平成２２年度

国庫支出金

事業費　（イ）～（ホ）

（ロ）
財
源
の
内
訳

印刷製本費                      1,176

   (環境基本計画書150部       1,050)

   (環境基本計画書概要版1000部  126)

（ニ）

（ホ）

県支出金

一般財源

その他特定財源

1

所管課

環境課

　和光市全域で、市の環境をより良くす
るため、自然環境や生活環境といった身
近な環境の保全はもちろん、地球規模の
環境問題にも取り組んでいく環境基本計
画を策定する。
　また、国の第三次環境基本計画を踏ま
え、市における基本的な環境政策の展開
の方向を示し、第一次環境基本計画に引
き続き、総合的かつ計画的に積極的な環
境施策の推進を図る。

事業内容

臨時

事業名

第二次和光市環境基本計画策定

　　　　　　　　　 目標を設定した計画的な環境保全施策の推進
　　　　　　     　環境保全の意識啓発
　　          　 　市民総意としての自然環境保全の促進

（イ）

事業計画

積算基礎

委託料（第二次環境基本計画策定業務）6,573

施策の大綱

施　策　名

施策の内容
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　　　　　　　Ⅳ　安全で美しい和光の実現のために【市民生活】

　　　　　　　２　まちを美しく保ち、市民が快適に過ごすための循環型社会の創出（衛生管理）

事業区分

単位（千円）

235,940

国庫支出金

327,640

焼却・粗大施設修繕　313,500

314,340 327,640 235,940

　修繕内訳 　修繕内訳

　　　受入供給設備　　　　　  59,500       受入供給設備　　　　　 　7,000

焼却・粗大施設修繕　326,800 焼却・粗大施設修繕　235,100

1

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

事業費　（イ）～（ホ） 314,340

　修繕内訳

（イ）
焼却・粗大施設修繕整備

　　　　　　　　　 ごみ減量・分別・再資源化の促進
　　　　　　     　ごみ収集・処理体制の充実
　　          　 　し尿の適正処理の推進

平成２３年度 平成２４年度

投資
資源リサイクル課 その他特定財源 （ニ）

財
源
の
内
訳

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

事業内容

事業計画

積算基礎
一般廃棄物を遅延なく効率的に処理する
ために、計画的に清掃センターの施設整
備を適切に行う。       電気計装設備　　        13,000

　　　排ガス処理設備　　　　  38,800

　　　受入供給設備　　　　　  52,000

一般財源 （ホ）

      配管設備　　            53,500       配管設備　　            36,500       排水処理設備　         　1,800

定期修繕見積査定業務委託料　　　 840 定期修繕見積査定業務委託料　　　  840 定期修繕見積査定業務委託料　　　  840

　　　その他修繕　　           13,500

      灰出し設備　　　　 　　 53,500

      電気計装設備　　        15,000       給排水設備　           　2,300

      灰出し設備　　　　 　　 33,000       灰出し設備　　　　 　　 13,500

　　　燃焼設備　　　　　　　 104,900 　　　燃焼設備　　　　　　 　120,500 　　　燃焼設備　　　　　　　　40,500

　　　燃焼ガス冷却設備　　　　 6,500       燃焼ガス冷却設備　　  　47,000

　　　余熱利用設備　　         1,800 　　　排ガス処理設備　　　　　43,800       排ガス処理設備　      　22,000

　　　通風設備 　　　　　　　　3,000 　　　通風設備 　　　　　　　 18,000 　　　通風設備 　　　　　　 　18,000

　　　その他修繕　　          13,500 　　　その他修繕　　          13,500       電気計装設備　　         7,500

      配管設備　          　　22,000

施策の大綱

施　策　名

施策の内容
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　　　　　　　Ⅳ　安全で美しい和光の実現のために【市民生活】

　　　　　　　３　誰もが安心して暮らすためのリスク・マネジメントと安全の確保（安全）

事業区分

単位（千円）

　　　　　　　　　 消防、救急体制の充実
　　　　　　     　防災体制の強化と市民の防災意識の醸成
　　          　 　国民保護措置実施体制の確立
　　　　　　　　　 すべての人のための交通安全対策の充実
　　　　　　　　　 地域と連携した防犯体制の構築

1

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 2,000 2,000 17,000

消防団施設整備 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

投資 くらし安全課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 2,000 2,000 17,000

事業内容

事業計画

積算基礎

第５分団車庫等補修工事　　2,000 第４分団車庫等補修工事　　2,000

消防団活動を機能的に実施するために、
消防団車庫や設備の修繕計画を策定し、
計画的・効率的に整備・拡充を図ってい
く。

２階内装（主に床）改装及びホース吊り下

第６分団車庫等補修工事　　2,000

（白子２丁目２８番：牛房コミセン脇） (新倉１丁目４番：バーディゴルフ先） （中央１丁目３番：浅久保集会所入口脇）

第５分団車両購入　　　　 15,000

げ鉄塔修繕等

施策の大綱

施　策　名

施策の内容
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事業区分

事業区分

63,12563,125

平成２４年度平成２３年度平成２２年度年　　度　　別

（ハ）

（イ）

75,006事業費　（イ）～（ホ）

（ニ）

63,125

50,72150,721防災行政無線デジタル化子機変換(16局)

単位（千円）

（ロ）

（ロ）

事業計画

積算基礎

75,006（ホ）

新規

2

事業名
年　　度　　別

事業費　（イ）～（ホ）

災害時に市民の生命と財産を守るため
に、地域防災計画に基づく防災拠点や防
災倉庫の充実を図り、災害に強いまちを
つくる。防災行政無線については、今
後、実施予定のデジタル化に合わせて、
整備していく。

事業内容

事業名

道路安全課
その他特定財源

交通安全施設整備 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金

平成２３年度 平成２４年度

12,436 12,436 12,200

平成２２年度

（ニ）

12,200

道路反射鏡（新設）　　　　５，０００

道路反射鏡（修繕）　　　　１，５７５

一般財源 （ホ） 12,436 12,436

事業内容
道路反射鏡（新設）　　　　５，３８０ 道路反射鏡（新設）　　　　５，３８０

道路標示工事　　　　　　　５，４８１ 道路標示工事　　　　　　　５，４８１

道路反射鏡（修繕）　　　　１，５７５ 道路反射鏡（修繕）　　　　１，７００

道路標示工事　　　　　　　５，５００

3

地方債所管課

財
源
の
内
訳

防災施設整備
県支出金

その他特定財源
くらし安全課投資

国庫支出金

一般財源 63,125

事業計画

積算基礎

市内における交通事故を撲滅し、道路利
用者の安全を図るため、市民要望、道路
安全点検の結果等に基づき、道路交通に
付随する交通安全施設（路面標示・道路
反射鏡等）を整備する。

防災行政無線デジタル化子機変換(15局)防災行政無線デジタル化子機変換(15局)J-ALERT設備設置工事　　　　　8,500

12,40412,404防災行政無線子機新設工事（３箇所）

防災行政無線子機新設工事（３箇所）防災行政無線子機新設工事（３箇所）54,102

12,404

－75－



事業区分

１　耐震診断（１７５万円） １　耐震診断（１７５万円） １　耐震診断（１７５万円）

　　戸建て住宅　　　　計　７５万円 　　戸建て住宅　　　　計　７５万円 　　戸建て住宅　　　　計　７５万円

　　①　一般５万円×５棟＝２５万円 　　①　一般５万円×５棟＝２５万円 　　①　一般５万円×５棟＝２５万円

　　②　弱者10万円×５棟＝５０万円 　　②　弱者10万円×５棟＝５０万円 　　②　弱者10万円×５棟＝５０万円

　　集合住宅　　　　　計１００万円 　　集合住宅　　　　　計１００万円 　　集合住宅　　　　　計１００万円

　　　100万円×１棟＝１００万円 　　　100万円×１棟＝１００万円 　　　100万円×１棟＝１００万円

２　耐震改修（１２０万円） ２　耐震改修（１２０万円） ２　耐震改修（１２０万円）

　　戸建て住宅　　　　計１２０万円 　　戸建て住宅　　　　計１２０万円 　　戸建て住宅　　　　計１２０万円

　　①　一般20万円×２棟＝４０万円 　　①　一般20万円×２棟＝４０万円 　　①　一般20万円×２棟＝４０万円

　　②　弱者40万円×２棟＝８０万円 　　②　弱者40万円×２棟＝８０万円 　　②　弱者40万円×２棟＝８０万円

　　集合住宅　　　　　計　　０　円 　　集合住宅　　　　　計　　０　円 　　集合住宅　　　　　計　　０　円

単位（千円）

4

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

既存住宅耐震診断・改修助成 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 185

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 2,950 2,950 2,950

185 185

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

新規 建築課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 2,765 2,765 2,765

事業内容

事業計画

積算基礎

建築確認を取得し、S56.5.31以前に着工
された所有者自身が居住する戸建て住宅
及び分譲集合住宅の耐震診断を進めて、
安全性の確認、建て替え又は、耐震改修
を推進することにより、市内住宅の耐震
化を図る。
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　　　　　　　Ⅳ　安全で美しい和光の実現のために【市民生活】

　　　　　　　４　いつも”ホッ”とさせてくれるコミュニティづくりの支援（地域社会）

事業区分

単位（千円）

3,500

事業内容

事業計画

積算基礎

「地域住民の自主性に基づく施設整備事
業」に対し、その申請に基づき、当該事
業が地域の生活環境改善･向上になるか要
綱の内容と照らし合わせ、集会所･公園･
体育施設･道路整備など、妥当な事業であ
れば、翌年度その事業に対し、要綱で定
められた割合で補助金を支出する。

3,500 3,500

ふれあい施設整備 財
源
の
内
訳

県支出金 （ロ）

投資 市民活動推進課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ）

1

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

事業費　（イ）～（ホ） 3,500

所管課 地方債 （ハ）

　　　　　　　　　 市民のコミュニティ活動等の支援
　　　　　　     　コミュニティ施設の整備・充実
　　          　 　市民相談の充実

平成２３年度 平成２４年度

国庫支出金 （イ）

3,500

補助金　　　　　　　　　　　3,500 補助金　　　　　　　　　3,500 補助金　　　　　　　　　　3,500

3,500

※対象事業は未定 ※対象事業は未定 ※対象事業は未定

施策の大綱

施　策　名

施策の内容
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事業区分

事業区分

単位（千円）

南地域ｾﾝﾀｰ用地取得費(Ｈ19年度から10年

※平成２２年度に公共施設の長期修繕計画

を総務課で策定予定。この計画に基づき、

（緊急的なものは除く）

計画的に施設維持管理の修繕を実施する

白子宿地域センター屋上防水工事　2,500

工事設計監理業務委託　　　　　　　250

償還)　　　　　　　　　　　 　 15,195 償還)　　　　　　　　　　　　  14,993 償還)　　　　　　　　　　　　 14,786
事業内容

事業計画

積算基礎

南地域ｾﾝﾀｰ用地取得費(Ｈ19年度から10年 南地域ｾﾝﾀｰ用地取得費(Ｈ19年度から10年

　地域センターを自治活動・福祉活動等
の場として活用するため、施設の維持管
理を行い、各施設の老朽化に伴う修繕等
を行う。
　コミュニティセンターと地域センター
施設の利用形態や利用料金、運営管理体
制を統一し、コミュニティ施設設置基本
方針に基づいた施設の適正な利用を図
る。

一般財源 （ホ） 15,195 14,993 17,536
投資 市民活動推進課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 15,195 14,993 17,536

3

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

地域センター施設整備 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

計画的に施設維持管理の修繕を実施する

（緊急的なものは除く）

※平成２２年度に公共施設の長期修繕計画

を総務課で策定予定。この計画に基づき、

白子コミセン畳面張替（77畳）工事　616

工事設計監理業務委託　　　　　　　500

上･白子・新倉）　　 　　100×4館＝400 白子コミセン屋上防水工事　　　　3,500 白子コミセン空調機交換工事　　　5,000
事業内容

事業計画

積算基礎

緊急通報警備システム設置工事（牛房･吹 工事設計監理業務委託　　　　　　　350

　地域住民が相互に連帯感を醸成し、心
豊かなコミュニティ形成を促進する場と
し供するため、管理業務を行い、各施設
の老朽化に伴う改修工事等を行う。
　コミュニティセンターと地域センター
施設の利用形態や利用料金、運営管理体
制を統一し、コミュニティ施設設置基本
方針に基づいた施設の適正な利用を図
る。

新倉コミセン畳面張替（28畳）工事　224

一般財源 （ホ） 1,240 3,850 5,500
投資 市民活動推進課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

5,500

コミュニティセンター施設整備 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

2

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 1,240 3,850
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事業区分

事業区分

単位（千円）

事業内容

事業計画

積算基礎

地域資源ネットワーク業務　5,266 地域資源ネットワーク業務　5,266

個々の市民が持つ経験や技能など、市内
の人的資源と技術的資源を発掘し、それ
らの資源をつなぐことにより、新たな関
係を生み出し、ソーシャル･キャピタル
（社会関係資本）を蓄積するため、ＮＰ
Ｏに“地域資源コーディネーター”を派
遣委託することにより、集積した地域資
源の情報から、コミュニティビジネスの
創出や協働事業のコーディネートなど、
自立した市民の育成と新たな地域コミュ
ニティの形成に向けた支援を行う。

一般財源 （ホ）
新規 市民活動推進課

その他特定財源 （ニ）

地方債 （ハ）

県支出金 （ロ） 5,266 5,266 0

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 5,266 5,266 0

平成２４年度

0

5

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

地域資源ネットワーク業務 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

所管課

平成２３年度

事業費　（イ）～（ホ） 15,000 307,500

4

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

市民斎場施設整備 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

新規 市民活動推進課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 15,000 307,500

事業内容

事業計画

積算基礎

市民斎場設計業務委託　　 　　　15,000 市民斎場監理業務委託　　　　　　7,500

世帯区分では、独身や高齢者などの１人
世帯が４割に達し、住民間の交流や活動
が停滞する現状の中で、地域住民が安心
して暮らせる街を形成するために、立
地・交通・面積共に好適条件を備えたＪ
Ａあさか野和光支店前の外環道上部を利
用し、市民葬斎場を設置する。

施設管理運営

市民斎場建設工事　　　　　　　300,000

－79－



　　　　　　　Ⅳ　安全で美しい和光の実現のために【市民生活】

　　　　　　　５　時代に即応した消費者保護の推進（消費生活）

⇒該当する投資的事業、臨時的事業なし

　　　　　　　　　  新情報の迅速な提供などによる消費者被害の予防
　　　　　　     　複雑・多様化する消費者被害の救済
　　          　 　消費者団体の自立支援

施策の大綱

施　策　名

施策の内容

－80－



　　　　　　　Ⅴ　創造的で力強い和光の実現のために【産業】

　　　　　　　１　地域の個性を活かした商業・サービス業の振興（商業）

事業区分

単位（千円）

1

所管課

産業支援課

中小企業・個人事業者が新産業の創出及
び付随する新たな雇用が創出され、事業
者が経営安定、技術革新などの企業成長
を経て、持続可能な経営ができるように
なり、市内企業が活性化するため、和光
理研インキュベーションプラザを市内産
業の支援拠点として、産業コーディネー
ターを派遣する。

事業内容

臨時

事業名

中小企業産業コーディネー
ター業務

産業コーディネーター業務委託料　5,910

（イ）国庫支出金

事業計画

積算基礎

（ホ）

県支出金

その他特定財源

一般財源

地方債

産業コーディネーター業務委託料　5,910

年　　度　　別

（ハ）

平成２２年度

事業費　（イ）～（ホ）

（ロ）
財
源
の
内
訳

（ニ）

5,910 5,910

平成２４年度平成２３年度

0

5,910

　　　　　　　　　 大型店と個人商店の連携による”まちの顔”づくり
　　　　　　     　近隣型商業地のコミュニティ・エリア化の促進

5,910

施策の大綱

施　策　名

施策の内容
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　　　　　　　Ⅴ　創造的で力強い和光の実現のために【産業】

　　　　　　　２　次代を担う新しい産業や企業の支援と育成（工業）

⇒該当する投資的事業、臨時的事業なし

　　　　　　　　　 中小企業の経営安定と強化
　　　　　　     　知識集約型産業の振興
　　　　　　　　　 環境と調和した産業立地の促進

施策の大綱

施　策　名

施策の内容

－82－



　　　　　　　Ⅴ　創造的で力強い和光の実現のために【産業】

　　　　　　　３　都市の特性を活かした農業の推進・支援（農業）

事業区分

単位（千円）

1,000

（３０㎡タイプ　３０区画）

工事請負費　新規市民農園開設工事

1,000 0 0

平成２４年度

一般財源 （ホ）

平成２２年度 平成２３年度

1

事業名
年　　度　　別

事業費　（イ）～（ホ）

市民農園施設整備 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

投資 産業支援課

　　　　　　　　　 産業としての農業の活性化
　　　　　　     　農業への市民参加の促進
　　　　　　　　　 地域資源としての農地の保全

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

その他特定財源 （ニ）

1,000

事業内容

事業計画

積算基礎

　農業に触れ、農業者と交流しながら、
都市農業のあり方や実態に対しての理解
を深めるため、市民農園を整備し、農業
体験を通じて自然や土とふれあい、余暇
としての場を提供する。
　平成２２年度には、新規市民農園をア
グリパーク内に開設する。

施策の大綱

施　策　名

施策の内容
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　　　　　　　Ⅴ　創造的で力強い和光の実現のために【産業】

　　　　　　　４　働くことの喜びや充実感の醸成（勤労者）

事業区分

単位（千円）

長期修繕計画修繕料　　　　　　　6,000
事業内容

事業計画

積算基礎

緊急修繕料　　　　　　　　　　　2,000 長期修繕計画修繕料　　　　　　　6,000

　勤労者の福利厚生施設であることか
ら、いつも気軽に利用できるような施設
とするため、施設管理を行う。
　また、行政改革の観点から、平成２３
年度に指定管理者制度の導入に向け、施
設整備を順次行うとともに、平成２２年
度に策定される長期修繕計画に従い、計
画的な修繕を実施し、施設整備を図る。

6,000 6,000

6,000

平成２３年度 平成２４年度

6,000

投資 産業支援課
その他特定財源 （ニ）

勤労福祉センター施設整備 財
源
の
内
訳

一般財源 （ホ） 2,000

所管課 地方債 （ハ）

　　　　　　　　　 市民が働く機会を平等に得るための支援
　　　　　　     　すべての人のための労働環境の整備
　　　　　　　　　 勤労者の福利厚生の充実

1

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

事業費　（イ）～（ホ） 2,000

県支出金 （ロ）

国庫支出金 （イ）

施策の大綱

施　策　名

施策の内容
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事業区分

事業区分

物品等借上料　　　　　　　　　　 133

指定管理者料　　　　　　　　　43,000

火災保険料　　　 　　　　　　　　100 火災保険料　　　 　　　　　　　　100
事業内容

事業計画

積算基礎

指定管理者料　　　　　　　　　43,000

　勤労者の福利厚生施設であることか
ら、気軽に利用できる施設であり、効率
的効果的な運営により、勤労者の利用を
増加し、勤労者の健康増進に寄与するた
め、卓球やエアロビクス・ボディシェイ
プ等各種類の講座を開催している。アス
レチックルームの筋力トレーニングに指
導員を配置している。
　また、平成２３年度に指定管理者制度
を導入し、効率的効果的な事業運営を図
る。

物品等借上料　　　　　　　　　　 133

一般財源 （ホ） 43,233 43,233
臨時 産業支援課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 0 43,233 43,233

3

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

勤労福祉センター管理運営
（指定管理者制度へ移行）

財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

単位（千円）

所管課 地方債 （ハ）

平成２４年度

1,000 1,000

平成２３年度

2

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

事業費　（イ）～（ホ） 1,000

勤労青少年ホーム施設整備

投資 産業支援課
その他特定財源 （ニ）

財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

一般財源 （ホ） 1,000 1,000 1,000

事業内容

事業計画

積算基礎

緊急修繕料　　　　　　　　　　　1,000 長期修繕計画修繕料　　　　　　　1,000

　勤労青少年の趣味、スポーツ、語学等
の習得や余暇の活用など、健全育成を図
る場として、平成２２年度に策定される
長期修繕計画に従い、計画的な修繕を実
施し、施設整備を図る。

長期修繕計画修繕料　　　　　　　1,000
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　　　　　　　構想推進のために

　　　　　　　１　市民（住民／企業・ＮＰＯ）と行政との協働

⇒該当する投資的事業、臨時的事業なし

　　　　　　　　　 計画・実施・評価の段階における市民参画の推進
　　　　　　     　透明で公平・公正な環境づくり

施策の大綱

施　策　名

施策の内容
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　　　　　　　構想推進のために

　　　　　　　２　体質転換による行政の自立

事業区分

外壁改修工事　124,050　

外壁改修工事　監理業務委託　4,274

空気調和機他省エネ改修工事　設計業務委託

1,229

レストラン厨房機器他改修工事　4,168

非常用自家発電設備パワーモジュール交換工

事　16,905

単位（千円）

緊急工事　2,500

緊急工事　2,000

個別パッケージ空調機改修工事設計業務委託

339

個別パッケージ空調機改修工事　18,900

緊急工事　2,000

事業内容

事業計画

積算基礎

防火防煙設備改修工事　　38,000

電気温水器更新工事　2,500

市庁舎施設について、修繕計画及び保守
点検業者からの報告等を踏まえて、施設
設備を適性かつ合理的に実施すること
で、良好な執務環境を整備するととも
に、施設の長期利用を促進し、ライフサ
イクルコストを削減する。また、設備機
器の経年劣化に併せて省エネ改修を取り
入れることで地球温暖化防止実行計画に
基づく二酸化炭素排出量削減に寄与す
る。

市庁舎駐車場補修工事　3,000

空調用ポンプ他更新工事  8,300

156,126 143,100 21,239
投資 総務課

その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

156,126 143,100 21,239

庁舎施設整備 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

　　　　　　　　　 事務処理能力の向上
　　　　　　     　行政運営の簡素化と合理化
　　　　　　　　　 計画・事業の管理と評価

1

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ）

給排水ポンプ他更新工事　9,100

空気調和機他省エネ改修工事　80,200

市庁舎駐車場補修工事　3,000

施策の大綱

施　策　名

施策の内容
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事業区分

事業区分

単位（千円）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

0

第四次総合振興計画策定 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

2

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 9,096 0

平成２３年度

臨時 政策課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 9,096

事業内容

事業計画

積算基礎

審議会報酬・出席費用弁償（５回）626

市がどのようなまちづくりを進めるのか
を明確にし、計画的効率的市政運営を進
めるため、第三次総合振興計画の計画期
間が終了することに伴い、市が取り組む
べき施策を明らかにした市政運営の指針
となる第四次総合振興計画を策定する。
（平成２１年度からの取り組んでい
る。）

策定業務委託　　　　　　　　　8,400

消耗品　　　　　　　　　　　　　 70

平成２４年度

803 0

3

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

事業仕分け 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

事業費　（イ）～（ホ） 0

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

臨時 政策課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 803

事業内容

事業計画

積算基礎

事業仕分け業務委託　　　　　　　630

市の行財政運営全体を改革するため、外
部の第三者や市民の視点で市の事務事業
をチェックし、その事業が必要なのかど
うか、市が行うべきものかどうか、実施
方法に見直す余地はないかどうかなどの
視点により「事業の仕分け」を行う。
（平成２１年度に実施したことの検証も
行う。）

市民評価者謝礼　　　　　　　　　108

消耗品・食糧費　　　　　　　　　 62

職員旅費　　　　　　　　　　　　　3
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事業区分

事業区分

単位（千円）

（イ）国庫支出金

セキュリティＵＳＢメモリ調達　　448

　（50本×8,300円×1.05）　　

事業名

4

事業費　（イ）～（ホ）

平成２４年度平成２３年度平成２２年度年　　度　　別

448

事業内容

事業計画

積算基礎

ＵＳＢメモリからのウイルス感染・紛失
等による情報漏えいを防止するため、以
下のようにセキュリティが強化されたＵ
ＳＢメモリを導入する。
・保存される情報が自動的に暗号化、パ
スワードがかけられる。
・ＵＳＢメモリを媒体とするウイルスを
駆除する機能を持つ。

一般財源 （ホ） 448
臨時 市政情報課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

ＯＡ化推進 財
源
の
内
訳

県支出金 （ロ）

0

5

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 33,537 0

公共施設保全業務 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

臨時 総務課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 33,537

事業内容

事業計画

積算基礎

施設保全計画作成業務　3,079

市民サービスの拠点となる公共施設につ
いて、利用者の安全確保及び長期的な財
政運営（施設運営）の視点に立ち、重要
部位を選定した上で、施設整備工事の時
期を標準的な劣化進度から予測し中長期
的な保全計画を策定することで、施設保
全費用の計画的運用を支援するととも
に、ファシリティマネジメントの視点に
立った適性かつ合理的な施設保全を促進
する。

施設調査業務（35施設）　30,458
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事業区分

事業区分

単位（千円）

6

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 40,191 0 0

公共施設デジタル化改修計画 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

臨時 総務課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 40,191

事業内容

事業計画

積算基礎

デジタル化改修工事設計業務

各施設のテレビ放送受信設備を地上デジ
タル放送に対応させ、公共施設を原因と
する地上デジタル放送の受信障害の対策
を講じるため、平成２３年７月２４日の
地上デジタル放送完全移行に向け、①市
の公共施設（学校を除く）のデジタル
化、②公共施設による受信障害への対
応、の２点について、平成２２年１２月
末までに完了させる。

デジタル化改修工事

922

300×41施設＝12,300

10,009(市庁舎)＋500×20施設＝20,009

ケーブルテレビ受信設備設置委託

地上デジタル放送対応テレビ等購入

6,960

7

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 720

課税台帳電子化業務 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ） 720

所管課 地方債 （ハ）

臨時 課税課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ）

事業内容

事業計画

積算基礎

パート賃金　　　　　　　　　720

平成２０年以降の固定資産税課税台帳
データはパブリンカーで管理している
が、１９年以前のデーターが紙ベースで
別管理しているので一緒に管理できるよ
う、パブリンカーに取り込みするため、
紙ベースの台帳および付属資料をスキャ
ナー読み込みして、パブリンカー内のマ
スターデータと一緒に管理する。

　　（1,000円×6Ｈ×120日）
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事業区分

単位（千円）

8

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

戸籍電算システム(リプレー
ス、保守、借上)

財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 0 8,800 0

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

臨時 戸籍住民課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 8,800

事業内容

事業計画

積算基礎

移行委託料(リプレース)        　8,800

現在委託・借上契約中の戸籍電算システ
ムについて、平成23年度末で5年のリース
期間が終了し、次期24～28年度事業推進
のため、23年度中に機器を入れ替え 新
バージョンのシステムをリプレース(再構
築、ソフトウェア・ハードウェア、デー
タ移行等導入作業)することにより、戸籍
事務処理の効率性及び利便性の向上を図
る。
　耐用年数が経過した機器類の入れ替
え、 新バージョンのシステムのリプ
レース及びデータの移行作業を行う。

経常的事業に5年に１度の上乗せ分
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　　　　　　　構想推進のために

　　　　　　　３　経営感覚を取り入れた合理的財政運営

⇒該当する投資的事業、臨時的事業なし

　　　　　　　構想推進のために

　　　　　　　４　広域連携による行政運営の効率化

⇒該当する投資的事業、臨時的事業なし

　　　　　　　構想推進のために

　　　　　　　５　目標を明確にした戦略的な市政運営

⇒該当する投資的事業、臨時的事業なし

　　　　　　　　　 長期展望に基づいた計画的な財政運営
　　　　　　     　施策・事業の選択的実施
　　　　　　　　　 民間の積極的な活用

　　　　　　　　　 広域圏計画の推進
　　　　　　     　広域行政推進体制の活用
　　　　　　　　　 国や県との連携

施策の大綱

施　策　名

施策の内容

施策の大綱

施　策　名

施策の内容

施策の大綱

施　策　名
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