
        ○　構想推進にあたって

平成２３年度

和　 光　 市

    Ⅰ　快適で暮らしやすいまち　　　　　　【 都  市  基  盤 】

　　Ⅱ　自ら学び心豊かに創造性を育むまち　【教育・文化・交流】

　　Ⅲ　健やかに暮らしみんなで支え合うまち【保健・福祉・医療】

　　Ⅳ　安らぎと賑わいある美しいまち　　　【生活・環境・産業】

    一般会計 　 ２１９億５，０００万円 　   （対前年度比 4.3 ％ 増）

国民健康保険特別会計 ６４億３，４１５万４千円 （対前年度比 3.3 ％ 増）

後期高齢者医療特別会計 　４億９，３５４万５千円 （対前年度比 2.9 ％ 増）

老人保健特別会計 ０円 （対前年度比 皆 減）

介護保険特別会計 ２４億９，８６５万２千円 （対前年度比 1.7 ％ 増）

下水道事業特別会計 １１億６，２６６万３千円 （対前年度比 △ 1.4 ％ 減）

水道事業会計 １７億２，１５６万３千円 （対前年度比 5.2 ％ 増）

予 算 規 模



基本目標

ⅰ 予算額（千円） 所属
重点

プラン
優先
度Ａ

1 ○

駅北口地区土地区画整理推進 161,705
駅北口土地区画整理
事業事務所

○

2

和光北インター地域土地区画整理組合活動支援 57,000 都市整備課

3

景観形成推進 52 都市整備課

【新規】和光市景観マップ作成業務 1,436

220,193

ⅱ 予算額（千円） 所属
重点

プラン
優先
度Ａ

4

都市計画業務 1,759 都市整備課

都市基盤整備基金積立 64

都市計画基礎調査 4,830

越後山土地区画整理組合活動支援 375,000

白子三丁目中央土地区画整理組合活動支援 84,500

都市計画道路整備負担金 33,750

地方特定道路整備負担金 15,000

中央第二谷中土地区画整理組合活動支援 453,970 ○

5

建築業務 930 建築課

既存住宅耐震診断・改修助成 2,000

指定道路調書作成 4,000

地区まちづくり推進 8

975,811

ⅲ 予算額（千円） 所属
重点

プラン
優先
度Ａ

6 ○

道路管理 34,922 道路安全課

道路維持 57,289

道路補修 156,208 ○

道路整備 73,424

水路管理・改修 8,847

駅南口広場維持管理 5,359

安全で快適な道路の整備

中心市街地にふさわしい駅北口周辺の整備

快適な住宅地の整備

良好な居住環境の形成

安心して暮らせるまちづくりの推進

Ⅰ　快適で暮らしやすいまち（都市基盤）

小　　　　　計

安全で快適な道路環境の整備

良好な市街地の整備

小　　　　　計

交通の利便性を生かした産業拠点の整備

良好な景観形成の推進

－ 1 －



7

交通安全対策 32,715 道路安全課

駅南口自転車駐車場管理運営 47,797

放置自転車対策 16,968

駅南口自転車駐車場施設整備 12,600

交通安全施設整備 18,921

8

都市計画街路整備 258,500 都市整備課

723,550

ⅳ 予算額（千円） 所属
重点

プラン
優先
度Ａ

9

公園維持管理 60,662 都市整備課

外環上部･下部暫定利用維持管理 1,538

公園管理活動支援 8,880

公園整備 27,300

アーバンアクア広場維持管理 2,760

10

和光樹林公園維持管理 48,302 都市整備課

和光樹林公園施設整備 1,890

151,332

ⅴ 予算額（千円） 所属
重点

プラン
優先
度Ａ

11

浄水場施設改良 165,213 施設課 ○

給配水管整備 192,283

水道料金徴収事務事業 81,549 業務課

12

下水道管理業務 25,309 下水道課

下水道（汚水）維持管理 314,471

下水道（汚水）補修 55,686

汚水整備 64,487

13

下水道（雨水）維持管理 14,833 下水道課

雨水整備 48,011

961,842

3,032,728

計画的な公園の整備と維持管理の充実

雨水対策の推進

都市計画道路の整備

交通安全対策の推進

公共下水道利用の推進

安全な水の安定供給

県営和光樹林公園の有効活用

小　　　　　計

小　　　　　計

憩いと交流のための公園整備と管理

小　　　　　計

上・下水道サービスの提供

Ⅰ快適で暮らしやすいまち（都市基盤）合計

－ 2 －



基本目標

ⅰ 予算額（千円） 所属
重点

プラン
優先
度Ａ

14

教職員研究･研修 864 学校教育課

英語教育推進 30,696 ○

学校衛生管理 11,806

教科書採択替えによる教師用教科書・指導書整備 24,120

コンピュータ教育推進（小学校） 61,135

小学校図書教育推進 6,295

児童教育活動 63,955

児童衛生管理 18,085

教育扶助（小学校） 16,995

コンピュータ教育推進（中学校） 23,326

中学校図書教育推進 2,361

生徒教育活動 26,902

生徒衛生管理 7,447

教育扶助（中学校） 19,165

15 ○

地域連携推進 1,443 学校教育課 ○

校外活動支援（小学校） 3,750

特色ある学校づくり（小学校） 800

校外活動支援（中学校） 3,000

特色ある学校づくり（中学校） 300

16

教育支援センター・特別支援・適応支援 66,112 学校教育課

幼保小連携推進 50

17 放課後児童の居場所づくりの推進

放課後子ども教室推進 4,020 生涯学習課

18 安全でおいしい学校給食の充実

学校給食業務 323,877 学校教育課

給食安全衛生管理 12,441

給食用備品整備 1,145

よりよく適応するための支援体制づくりの推進

地域と連携した教育の推進

確かな学力の育成をめざした教育の推進

個性を伸ばし生きる力を育む教育

Ⅱ　自ら学び心豊かに創造性を育むまち（教育・文化・交流）

－ 3 －



19 安全な学校教育環境の整備

学校教育施設整備基金 103 教育総務課

小学校管理運営 192,114

交通安全立哨指導員 22,130

小学校施設整備 9,992

中学校管理運営 69719

中学校施設整備 16,372

中学校防災施設整備 467,731 ○

20 小中学校の配置・規模の適正化の推進 ○

【新規】和光市市立小学校建設 700 教育総務課 ○

21 幼児教育の機会の支援

幼稚園就園奨励 137,426 教育総務課

1,646,377

ⅱ 予算額（千円） 所属
重点

プラン
優先
度Ａ

22 生涯学習支援の推進

成人式 410 生涯学習課

社会教育団体活動支援 670

生涯学習推進 2,087

中央公民館管理運営 26,586 中央公民館

中央公民館まつり 227

南公民館管理運営 13,496 南公民館

南公民館まつり 200

坂下公民館管理運営 12,101 坂下公民館

坂下公民館まつり 310

図書館管理運営 64,701 図書館

【新規】図書館管理運営（月曜日開館） 5,537

図書整備 18,891

23

生涯学習情報提供 230 生涯学習課

生涯学習講座 553

公民館共通運営 631 中央公民館

中央公民館講座開催 1,104

【新規】夏休み体験教室 431 ○

南公民館講座開催 1,000 南公民館

坂下公民館講座開催 916 坂下公民館

150,081

充実した生涯学習機会の提供

小　　　　　計

小　　　　　計

心豊かな市民生活を築く生涯学習の社会づくり

－ 4 －



ⅲ 予算額（千円） 所属
重点

プラン
優先
度Ａ

24

青少年団体活動支援 4,723 スポーツ青少年課

青少年問題協議会運営 530

5,253

ⅳ 予算額（千円） 所属
重点

プラン
優先
度Ａ

25

文化財施設管理運営 413 生涯学習課

文化財保護 7,616

新倉ふるさと民家園管理運営 6,625

文化財施設整備 39,425

【新規】デジタルミュージアム開設・運営 5,000

文化財調査 5,107

26

市民文化活動支援 250 人権文化課

文化振興 164

市民文化センター管理運営 245,667

市民文化センター施設整備 74,571

384,838

ⅴ 予算額（千円） 所属
重点

プラン
優先
度Ａ

27

体育施設管理運営 40,219 スポーツ青少年課

和光市総合体育館管理運営 79,519

28

スポーツ振興業務 1,974 スポーツ青少年課

体育団体活動支援 2,450

市民体育祭 1,600

125,762

歴史的文化資源の保護・活用の推進

青少年の育成に適した環境づくりの支援

スポーツ・レクリエーション活動の推進

スポーツ・レクリエーションの環境の整備

創造的な文化の振興

人と歴史が響き合う文化創造のまちづくり

スポーツ・レクリエーション活動の振興

小　　　　　計

青少年の健やかな成長を支える地域づくり

小　　　　　計

小　　　　　計

－ 5 －



ⅵ 予算額（千円） 所属
重点

プラン
優先
度Ａ

29

人権啓発・相談 1,645 人権文化課

平和 265

人権教育推進 486 生涯学習課

30

男女共同参画推進 698 人権文化課

31

国際交流推進 34 人権文化課

外国人生活支援 13

3,141

2,315,452

国際化の推進

Ⅱ　自ら学び心豊かに創造性を育むまち
（教育・文化・交流）合計

男女共同参画社会の実現

人権啓発・教育及び平和の推進

小　　　　　計

国際化と平和・人権尊重のまちづくり

－ 6 －



基本目標

Ⅲ　健やかに暮らしみんなで支え合うまち（保健・福祉・医療）

ⅰ 予算額（千円） 所属
重点

プラン
優先
度Ａ

32 ○

しらこ保育園管理運営 108,974 しらこ保育園

保育園管理運営 9,584 こども福祉課

みなみ保育園管理運営 171,362 みなみ保育園

公設民営保育園運営 598,827 こども福祉課

民間保育園運営 508,013

家庭保育室運営 61,461 ○

管外保育児童運営 77,529

（仮称）丸山台三丁目保育園運営 88,099 ○

休日保育管理運営 4,741

一時保育管理運営 53,345

保育クラブ管理運営 253,505 生涯学習課

33

児童相談 16,014 こども福祉課 ○

次世代育成支援行動計画促進 90

助産施設・母子生活支援施設入所 851

34

つどいの広場運営 6,651 こども福祉課

ファミリー・サポート・センター 5,201

【新規】ファミリー・サポート・センター（病児預かり） 860

子育て支援センター管理運営 51,577

児童センター(館)管理運営 182,464

35

ひとり親家庭 135,743 こども福祉課

乳幼児・子ども医療費助成 273,093 ○

児童手当支給 1,800

子ども手当支給 1,723,844

4,333,628

ⅱ 予算額（千円） 所属
重点

プラン
優先
度Ａ

36 ○

長寿・敬老支援 774 長寿あんしん課

生きがい活動 7,520

在宅高齢者住宅支援 14,425

子育て家庭への経済的支援

地域における健やかな子育ての実現

安心で楽しい育児の推進

多様な保育サービスの推進

高齢者の生きがいと社会参加への支援

子どもが健やかに育つための環境づくり

小　　　　　計

高齢者の生きがいづくり

－ 7 －



介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画策定 2,300

老人ホーム入所措置 7,680

新倉高齢者福祉センター管理運営 42,042

高齢者福祉センター管理運営 44,215

福祉の里管理運営 3,519

後期高齢者医療 334,995

37

在宅生活支援 3,590 長寿あんしん課

介護認定審査業務 15,565

認定調査業務 9,543

委託センター運営 97,528

介護予防サービス保険給付業務 36,353

特例介護予防サービス保険給付業務 500

地域密着型介護予防サービス保険給付業務 11,687

特例地域密着型介護予防サービス保険給付業務 500

介護予防福祉用具購入保険給付業務 612

介護予防住宅改修保険給付業務 3,780

介護予防サービス計画給付業務 2,540

特例介護予防サービス計画給付業務 500

高額介護等予防サービス費給付 51

特定入所者介護予防等サービス費給付 500

特例特定入所者介護予防等サービス費給付 1

介護予防特定高齢者施策事業 61,215 ○

介護予防一般高齢者施策事業 22,368 ○

介護予防ケアマネジメント事業 7,344

地域支援事業（成年後見制度利用支援事業） 3,760

包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 768

日常生活圏域ネットワーク 28,962

介護予防実態調査分析支援 26,803

健康度調査 1,940

健康増進・介護者リフレッシュ 6,582

地域介護予防 288

きめ細やかな介護予防の推進

－ 8 －



38

在宅介護支援 76,223 長寿あんしん課

地域密着型サービス拠点等整備 15,950

介護保険運営協議会運営 488

居宅介護等サービス保険給付業務 675,661

特例居宅介護等サービス保険給付業務 500

地域密着型介護サービス保険給付業務 312,217

特例地域密着型介護サービス保険給付業務 500

施設介護サービス保険給付業務 868,384

特例施設介護サービス保険給付業務 500

居宅介護等福祉用具購入保険給付業務 3,577

居宅介護等住宅改修保険給付業務 9,156

居宅介護等サービス計画給付業務 83,508

特例居宅介護等サービス計画給付業務 500

審査支払業務 2,533

介護給付費請求書電算処理システム 1

高額介護等サービス費給付 53,753

特定入所者介護等サービス費給付 73,817

特例特定入所者介護等サービス費給付 1

財政安定化基金拠出金 1

財政安定化基金返還金 1

紙おむつ等支給 21,039

地域送迎 26,220

食の自立・栄養改善 4,896

介護給付費準備基金等積立 65

介護従事者処遇改善臨時特例基金積立 6

3,030,247

ⅲ 予算額（千円） 所属
重点

プラン
優先
度Ａ

39

福祉相談支援 30,248 社会福祉課

災害時要援護者支援対策業務 1,505

障害者福祉支援 4,918

在宅障害者支援 472,896

在宅障害者地域支援 17,373

障害者施設支援 79,054

障害者医療支援 162,101

障害者交流支援 605

介護サービスの適正な提供

チャレンジドが安心できる障害福祉の推進

小　　　　　計

障害者を地域で支えるまちづくり

－ 9 －



第四次和光市障害者計画・第３期和光市障害福 373

特別支援学校放課後児童対策 4,155

児童デイサービス事業運営費等補助金 1,680

総合福祉会館管理運営 171,333

40

民生・児童委員活動支援 10,415 社会福祉課

地域福祉団体活動支援 65,562

災害見舞金支給 300

1,022,518

ⅳ 予算額（千円） 所属
重点

プラン
優先
度Ａ

41

生活保護 1,419,848 社会福祉課

【新規】生活保護（就労支援員導入） 3,042

【新規】生活保護世帯見守り強化 1,462

1,424,352

ⅴ 予算額（千円） 所属
重点

プラン
優先
度Ａ

42

母子保健 111,614 健康支援課

予防接種 286,856

44

成･老人保健 87,911 健康支援課

心の健康づくり 174

45

医療団体等支援 8,960 健康支援課

健康情報提供 265

495,780

地域で支え合う福祉の推進

低所得者の生活の安定と自立への支援

健康な次世代を育む母子保健の推進

安心できる健康づくりの推進

小　　　　　計

低所得者への支援

小　　　　　計

生涯にわたり健やかに暮らせるまちづくり

小　　　　　計

地域との連携による保健・医療体制の推進

－ 10 －



ⅵ 予算額（千円） 所属
重点

プラン
優先
度Ａ

46

国民健康保険業務 11,800 健康支援課

賦課業務（国保） 2,705 課税課

徴収業務 5,612 収納課

国民健康保険運営協議会運営 297 健康支援課

国民健康保険趣旨普及活動 1,076

特定健康診査・特定保健指導 57,592

保健衛生普及活動 4,738

47

国民年金業務 3,600 健康支援課

87,420

10,393,945
Ⅲ　健やかに暮らしみんなで支え合うまち

（保健・福祉・医療）合計

国民健康保険の安定運営・国民年金制度の普及

国民健康保険の適正な運営

国民年金の普及

小　　　　　計

－ 11 －



基本目標

Ⅳ　安らぎと賑わいある美しいまち（生活・環境・産業）

ⅰ 予算額（千円） 所属
重点

プラン
優先
度Ａ

48 ○

朝霞地区一部事務組合負担金 788,291 くらし安全課 ○

消防団業務 35,842

消防用施設維持管理業務 11,268

防災体制業務 15,521

49

防犯対策業務 6,671 くらし安全課

857,593

ⅱ 予算額（千円） 所属
重点

プラン
優先
度Ａ

50 ○

コミュニティ活動支援 11,235 市民活動推進課

市民まつり 5,740

ふれあい施設整備 3,000

【新規】自治会活動活性化 5,243

【新規】コミュニティビジネス創生 3,382

51

コミュニティ施設管理運営 63,770 市民活動推進課

コミュニティ施設整備 19,643

112,013

ⅲ 予算額（千円） 所属
重点

プラン
優先
度Ａ

52

交通（鉄道）政策 8 政策課

市内循環バス運行 41,907 道路安全課

ノンステップバス導入補助 1,864

43,779

コミュニティ施設の整備

コミュニティづくりの推進

防災・防犯に取り組むまちづくり

小　　　　　計

つながりの強い地域づくり

小　　　　　計

公共交通の利用促進

小　　　　　計

地域と連携した防犯対策の推進

防災体制・消防支援体制の強化

鉄道・バスの利便性の向上

－ 12 －



ⅳ 予算額（千円） 所属
重点

プラン
優先
度Ａ

53

消費生活相談 5,372 市民相談室

消費者保護･啓発活動 4,973 市民活動推進課

54

市民相談 4,085 市民相談室

14,430

ⅴ 予算額（千円） 所属
重点

プラン
優先
度Ａ

55 ○

省エネルギー化推進 3,203 総務課

地球温暖化対策の啓発 1,027 環境課

新エネルギー等導入の推進 1,500

56

緑化普及啓発活動 1,046 環境課

緑化助成金 6,297

湧水・緑地保全 8,650

緑地整備 2,392 ○

湧水・緑地保全（緑の実態調査） 5,052

【新規】緑化普及啓発活動（緑のカーテン） 300 ○

【新規】生産緑地地区現地調査 1,875 都市整備課

57

水環境保全業務 2,074 環境課

58

環境保全対策業務 275 環境課

害虫等駆除 1,737

猫去勢不妊助成・犬の登録等 498

ポイ捨て・路上喫煙防止の啓発 2,616

美化推進巡回等業務 7,983

公害対策業務 89

大気汚染等調査 3,844

50,458

小　　　　　計

環境に配慮したまちづくり

生活環境保全の推進

水環境の保全

湧水・緑地の保全と再生

地球温暖化対策の推進

安心な市民生活を支えるまちづくり

小　　　　　計

誰もが気軽に相談できる窓口の推進

消費者保護の充実と消費者力の強化

－ 13 －



ⅵ 予算額（千円） 所属
重点

プラン
優先
度Ａ

59

ごみ減量・クリーン啓発 1,075 資源リサイクル課

第五次和光市一般廃棄物処理基本計画の策定 46

資源ごみ等分別啓発 777

リサイクル団体活動推進費助成 4,826

リサイクル展示場管理運営 870

60

清掃センター管理運営 18,704 清掃センター

焼却･粗大施設修繕整備 76,150 ○

廃棄物収集運搬 267,533 資源リサイクル課

焼却施設運転管理 275,117 清掃センター

廃棄物処理・資源化 160,421 資源リサイクル課

【新規】定期修繕設計施工管理及び定期修繕見積査定業務 3,450 清掃センター ○

不法投棄対策 2,756 資源リサイクル課

朝霞地区一部事務組合負担金(し尿) 19,992

831,717

ⅶ 予算額（千円） 所属
重点

プラン
優先
度Ａ

62

中小企業産業コーディネーター業務 5,910 産業支援課

中小企業資金融資 12,787

商工団体活動支援 12,000

63

新産業創出育成支援 4,801 産業支援課

64

農地環境保全対策 1,536 産業支援課

都市農業支援 3,489

市民農園管理運営 4,381

65

勤労者住宅資金貸付 129 産業支援課

技能者表彰 39

勤労福祉センター管理運営 40,907

勤労福祉センター施設整備 2,500

勤労青少年ホーム管理運営 20,427

108,906

2,018,896

ごみ減量・リサイクルの推進

Ⅳ　安らぎと賑わいある美しいまち
（生活・環境・産業）合計

ごみ減量・分別・リサイクルの促進

小　　　　　計

活力ある産業の振興

小　　　　　計

廃棄物の適正処理の推進

中小企業の育成支援

就労支援対策の推進

都市農業の推進と担い手の育成

魅力ある新たな産業の推進

－ 14 －



 ○　構想推進にあたって

ⅰ 予算額（千円） 所属
重点

プラン
優先
度Ａ

66

協働推進 3,524 市民活動推進課

地域資源ネットワーク業務 6,000

【新規】協働提案 500 ○

67

市民参加推進 280 政策課

68

広域行政・連携 9 政策課

地域間交流 12

10,325

ⅱ 予算額（千円） 所属
重点

プラン
優先
度Ａ

69

総合振興計画進行管理 285 政策課

【新規】行政評価・実施計画・予算決算システム連携 3,117

70

戸籍住民基本台帳業務 40,912 戸籍住民課

【新規】出張所集金業務 1,323

葬儀費用助成 5,000

71

【新規】寄附条例の制定 140 総務課 ○

契約業務 1,227 財政課

賦課業務 35,393 課税課

収納業務 51,069 収納課

【新規】和光市納税サポートセンター運営 11,731

財政調整基金積立 144 財政課

公共用地取得事業基金積立 23

市債管理基金積立 2

公共施設整備基金積立 115

市民参加の推進

協働型社会の構築

持続可能な財政運営

効果的・効率的な行政サービスの提供

マネジメントシステムによる計画的な行政経営

さまざまな連携によるまちづくりの推進

小　　　　　計

行財政改革の徹底

市民・行政・企業などとの役割分担と協力

－ 15 －



72

職員福利厚生 6,113 職員課

職員健康管理 6,276

職員研修 1,981

73

公共施設保全業務 500 総務課 ○

庁舎施設整備 5,000

170,351

ⅲ 予算額（千円） 所属
重点

プラン
優先
度Ａ

74

市議会情報提供 10,277 議会事務局

広報活動推進 24,542 市政情報課

掲示板管理 5,012

75

文書管理 2,477 市政情報課

ＯＡ化推進 39,951

住民情報電算システム 95,612

76

情報公開及び個人情報保護制度運営 265 市政情報課

77

広聴活動 176 市民相談室

178,312

358,988

情報公開制度の利用の推進

電子市役所の構想

積極的な広報活動と情報共有化の推進

小　　　　　計

透明性を高めた地域経営

小　　　　　計

○　構想推進にあたって　　　合計

市有施設の適切な保全

市民の期待に応える職員の育成

広聴活動の推進

－ 16 －




