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平成２２年度　重点事業

Ⅰ　便利で心地よい和光の実現のために【都市基盤】

　 事業名・内容 所管課 実施計画事業名 掲載ページ

【駅北口地区土地区画整理推進】
　平成２３年度の仮換地指定を目指し、各種測量、換地設計方針及び
基準を作成し、概略換地設計を行う。

駅北口土地区画整理事業事務所 駅北口地区土地区画整理推進 41

【和光北インター地域土地区画整理】
　優れた交通条件を活かして先端産業の立地用地として区画整理事業
を実施し、新たな産業地区として整備する。

建設部都市整備課 和光北インター地域土地区画整理 62

【白子三丁目中央地区区画整理】
　区画整理事業による面整備を実施し、計画的に良好な宅地の供給を
行う。

建設部都市整備課 白子三丁目中央地区区画整理 63

Ⅱ　元気で明るい和光の実現のために【教育・文化】

　 事業名・内容 所管課 実施計画事業名 掲載ページ

【学校新設】
　市内の小・中学校の適正配置、適正規模を考慮し、新設学校の施設
整備について、市長部局と連携を図りながら具体的な方針を定める。

教育委員会事務局学校教育課 － -

【学校生活支援員の充実】
　小中学校に在学する障がい児童生徒に個々に応じた指導の充実を図
る。

教育委員会事務局学校教育課 学校生活支援員の充実 27
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平成２２年度　重点事業
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・内容 所管課 実施計画事業名 掲載ページ

【保育園児童対策】
　保育園の待機児童対策として、民間保育所を誘致し、運営を支援す
るとともに、認可保育園と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て、保育料の負担軽減を図るため、保育料
の一部を助成する。

保健福祉部こども福祉課
民間保育所誘致・開所支援
家庭保育室保育料助成

31

【子ども医療費助成】
　現行の乳幼児医療費の助成対象を通院は小学校修了まで、入院は中
学校修了までに拡大する。

保健福祉部こども福祉課 子ども医療費助成 32

Ⅳ　安全で美しい和光の実現のために【市民生活】

　 事業名・内容 所管課 実施計画事業名 掲載ページ

【地域資源ネットワーク事業】
　市民活動団体の情報に加え、個々の市民の持つ人的資源と技術的資
源の発掘及び情報集積を行い、それらの資源をつなぐ。それにより、
新たな関係性が生み出され、ソーシャル・キャピタル（社会関係資
本）が蓄積される。

市民環境部市民活動推進課 地域資源ネットワーク事業 154

Ⅴ　創造的で力強い和光の実現のために【産業】

　 事業名・内容 所管課 実施計画事業名 掲載ページ

【市民農園施設整備】
　市民農園利用待機者「ゼロ」を目指して、新規農園を開設する。

市民環境部産業支援課 市民農園施設整備 166
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平成２２年度　重点事業
構想推進のために

　 事業名・内容 所管課 実施計画事業名 掲載ページ

【第四次総合振興計画策定】
　市がどのようなまちづくりを進めるかを明らかにし、計画的効率的
な市政運営を推進するための和光市の総合的な計画である第４次総合
振興計画を策定する。

企画部政策課 第四次総合振興計画策定 177

【施策推進プログラムの精度アップ】
　市民の目線に立った持続可能な安定的行財政運営を推進するために
は、全庁的に「行政評価」、「市民参加」、「行政改革」の視点の位
置づけが必要であり、４年目を迎える「施策推進プログラム」の更な
る充実を図る。

企画部政策課 － -

【公共施設保全業務】
　中長期的な保全計画を策定することによって、施設保全費用の計画
的運用を支援するとともに、ライフサイクルコストの低減、適正かつ
効率的な施設保全を目指す。

総務部総務課 公共施設保全業務 179

【収納率向上対策】
　収納率向上に向けた体制の整備と収納施策の強化策としての差押
（インターネット公売）の実施及び納税相談窓口の充実を図る。

総務部収納課 － -
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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 24

雨水排水施設の整備 市民環境部 環境課 新規事業 25

公園管理活動支援 建設部 都市整備課 新規事業 25

指定道路調書作成業務 建設部 建築課 新規事業 26

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 27

わかる楽しさを味わわせる授業の創造 教育委員会 学校教育課 新規事業 28

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 28

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 29

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 30

民間保育所誘致・開所支援 保健福祉部 こども福祉課 新規事業 31

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 31

家庭保育室保育料助成 保健福祉部 こども福祉課 新規事業 32

子ども医療費助成 保健福祉部 こども福祉課 新規事業 32

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 33

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 33

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】

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 34

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 35

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 35

財産管理 総務部 総務課 新規事業 36

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 36

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 37

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 38

文書管理システム 企画部 市政情報課 新規事業 39

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 39

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 40

所　管　課

所　管　課

所　管　課
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☆投資的事業・臨時的事業・経常的事業☆

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
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 41

駅南口広場維持管理 建設部 都市整備課 経常的事業 42

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 42

都市計画基礎調査 建設部 都市整備課 臨時的事業 43

和光樹林公園施設整備 建設部 都市整備課 投資的事業 43

和光樹林公園維持管理 建設部 都市整備課 経常的事業 44

　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 45

道路維持業務 建設部 道路安全課 投資的事業 46

道路補修 建設部 道路安全課 投資的事業 46

道路整備 建設部 道路安全課 投資的事業 47

市内循環バス運行 建設部 道路安全課 経常的事業 47

駅南口自転車駐輪場管理運営 建設部 道路安全課 経常的事業 48

放置自転車対策 建設部 道路安全課 経常的事業 48

道路・水路台帳整備 建設部 道路安全課 経常的事業 49

不法投棄対策 建設部 道路安全課 経常的事業 49

市道路面・側溝清掃 建設部 道路安全課 経常的事業 50

植樹帯管理 建設部 道路安全課 経常的事業 50

所　管　課

所　管　課
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－10－

　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
給配水管整備 水道部 施設課 投資的事業 51

浄水場・取水施設改良 水道部 施設課 投資的事業 52

水道料金徴収事務事業 水道部 業務課 経常的事業 52

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 53

下水道建設業務・雨水整備 建設部 下水道課 投資的事業 53

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 54

下水道経営事業 建設部 下水道課 臨時的事業 54

下水道台帳整備（下水道） 建設部 下水道課 経常的事業 55

啓発活動（下水道課） 建設部 下水道課 経常的事業 55

　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 56

緑化普及啓発活動 市民環境部 環境課 経常的事業 57

緑化助成金 市民環境部 環境課 経常的事業 57

湧水・緑地保全 市民環境部 環境課 経常的事業 58

河川整備 建設部 道路安全課 投資的事業 58

公園整備 建設部 都市整備課 投資的事業 59

公園維持管理 建設部 都市整備課 経常的事業 59

アーバンアクア広場整備 建設部 都市整備課 投資的事業 60

所　管　課

所　管　課
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－11－

　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 61

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 62

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 62

白子三丁目中央地区区画整理 建設部 都市整備課 投資的事業 63

都市計画道路整備負担金 建設部 都市整備課 投資的事業 63

地方特定道路整備負担金 建設部 都市整備課 投資的事業 64

所　管　課
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－12－

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
幼稚園就園奨励 教育委員会 教育総務課 経常的事業 65

小学校施設整備 教育委員会 教育総務課 投資的事業 66

中学校施設整備 教育委員会 教育総務課 投資的事業 66

小学校防災施設整備 教育委員会 教育総務課 投資的事業 67

中学校防災施設整備 教育委員会 教育総務課 投資的事業 67

小・中学校管理運営 教育委員会 教育総務課 経常的事業 68

教育委員会運営 教育委員会 教育総務課 経常的事業 68

交通安全立哨指導員 教育委員会 教育総務課 経常的事業 69

小・中学校用備品整備 教育委員会 教育総務課 経常的事業 69

教職員研究・研修 教育委員会 学校教育課 経常的事業 70

英語教育推進 教育委員会 学校教育課 経常的事業 70

中学生海外派遣 教育委員会 学校教育課 経常的事業 71

教育支援センター管理運営 教育委員会 学校教育課 経常的事業 71

学校衛生管理 教育委員会 学校教育課 経常的事業 72

学校文書ファイリングシステム 教育委員会 学校教育課 経常的事業 72

コンピュータ教育推進 教育委員会 学校教育課 経常的事業 73

学校図書整備 教育委員会 学校教育課 経常的事業 73

校外活動支援 教育委員会 学校教育課 経常的事業 74

特色ある学校づくり 教育委員会 学校教育課 経常的事業 74

児童・生徒衛生管理 教育委員会 学校教育課 経常的事業 75

教育扶助 教育委員会 学校教育課 経常的事業 75

給食施設整備 教育委員会 学校教育課 投資的事業 76

学校給食業務・安全衛生管理・備品整備 教育委員会 学校教育課 経常的事業 76

所　管　課
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　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
成人式 教育委員会 生涯学習課 経常的事業 77

放課後子ども教室推進 教育委員会 生涯学習課 経常的事業 78

生涯学習推進業務 教育委員会 生涯学習課 経常的事業 78

生涯学習情報提供 教育委員会 生涯学習課 経常的事業 79

生涯学習講座 教育委員会 生涯学習課 経常的事業 79

中央公民館管理運営・講座開催 教育委員会 生涯学習課 経常的事業 80

中央公民館まつり 教育委員会 生涯学習課 経常的事業 80

南公民館施設整備 教育委員会 生涯学習課 投資的事業 81

南公民館管理運営・講座開催 教育委員会 生涯学習課 経常的事業 81

南公民館まつり 教育委員会 生涯学習課 経常的事業 82

坂下公民館施設整備 教育委員会 生涯学習課 投資的事業 82

坂下公民館管理運営・講座開催 教育委員会 生涯学習課 経常的事業 83

坂下公民館まつり 教育委員会 生涯学習課 経常的事業 83

図書館施設整備 教育委員会 図書館 投資的事業 84

図書館管理運営・図書整備 教育委員会 図書館 経常的事業 84

青少年団体活動支援 市民環境部 スポーツ青少年課 経常的事業 85

青少年問題協議会運営 市民環境部 スポーツ青少年課 経常的事業 85

所　管　課
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－14－

　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
文化財施設管理運営 教育委員会 生涯学習課 経常的事業 86

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 87

文化財保護 教育委員会 生涯学習課 経常的事業 87

文化財調査 教育委員会 生涯学習課 経常的事業 88

文化財振興業務 教育委員会 生涯学習課 経常的事業 88

古民家管理運営 教育委員会 生涯学習課 経常的事業 89

文化団体活動支援 企画部 人権文化課 経常的事業 89

市民文化イベント支援 教育委員会 生涯学習課 経常的事業 90

社会教育団体活動支援 教育委員会 生涯学習課 経常的事業 90

文化行政 企画部 人権文化課 経常的事業 91

文化センター施設整備 企画部 人権文化課 投資的事業 91

市民文化センター管理運営 企画部 人権文化課 経常的事業 92

　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 93

体育施設管理運営 市民環境部 スポーツ青少年課 経常的事業 94

和光市総合体育館管理運営 市民環境部 スポーツ青少年課 経常的事業 94

スポーツ振興業務 市民環境部 スポーツ青少年課 経常的事業 95

市民体育祭 市民環境部 スポーツ青少年課 経常的事業 95

体育団体活動支援 市民環境部 スポーツ青少年課 経常的事業 96

契約保養所施設借上げ 市民環境部 市民活動推進課 経常的事業 96

所　管　課

所　管　課
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－15－

　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
人権啓発推進 企画部 人権文化課 経常的事業 97

人権教育推進 教育委員会 生涯学習課 経常的事業 98

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 98

男女共同参画意識啓発 企画部 人権文化課 経常的事業 99

女性相談 企画部 市民相談室 経常的事業 99

国際化推進 企画部 人権文化課 経常的事業 100

平和 企画部 人権文化課 経常的事業 100

地域間交流 企画部 政策課 経常的事業 101

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
次世代育成支援行動計画促進 保健福祉部 こども福祉課 経常的事業 102

保育園施設整備 保健福祉部 こども福祉課 投資的事業 103

保育園管理運営 保健福祉部 こども福祉課 経常的事業 103

給食実施 保健福祉部 こども福祉課 経常的事業 104

公設民営保育園運営 保健福祉部 こども福祉課 経常的事業 104

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 105

民間保育園運営 保健福祉部 こども福祉課 経常的事業 105

しらこ保育園管理運営 保健福祉部 こども福祉課 経常的事業 106

みなみ保育園管理運営 保健福祉部 こども福祉課 経常的事業 106

子育て支援センター・一時保育・休日保育管理運営 保健福祉部 こども福祉課 経常的事業 107

ファミリーサポートセンター 保健福祉部 こども福祉課 経常的事業 107

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 108

児童センター（館）管理運営 保健福祉部 こども福祉課 経常的事業 108

保育クラブ管理運営 教育委員会 生涯学習課 経常的事業 109

家庭保育室運営 保健福祉部 こども福祉課 経常的事業 109

管外保育児童運営 保健福祉部 こども福祉課 経常的事業 110

特別支援学校放課後事業対策 保健福祉部 社会福祉課 経常的事業 110

つどいの広場運営 保健福祉部 こども福祉課 経常的事業 111

児童相談 保健福祉部 こども福祉課 経常的事業 111

ひとり親家庭 保健福祉部 こども福祉課 経常的事業 112

助産施設・母子寮入所措置 保健福祉部 こども福祉課 経常的事業 112

乳幼児医療費助成 保健福祉部 こども福祉課 経常的事業 113

児童手当支給 保健福祉部 こども福祉課 経常的事業 113

所　管　課
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　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 114

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 115

福祉の里管理運営 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 115

高齢者保健福祉計画推進 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 116

在宅高齢者住宅支援 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 116

在宅介護支援 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 117

在宅生活支援 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 117

新倉高齢者福祉センター管理運営 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 118

高齢者福祉センター管理運営 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 118

趣旨普及活動（介護） 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 119

地域包括支援センター(介護） 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 119

在宅介護支援(介護） 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 120

地域生活支援事業 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 120

健康度調査 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 121

健康増進・介護者リフレッシュ 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 121

介護予防支援計画 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 122

介護予防高齢者施策事業 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 122

ケアマネジメント事業 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 123

包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 123

日常生活圏域ネットワーク事業 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 124

生きがい活動 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 124

所　管　課
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－18－

　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
総合福祉会館管理運営 保健福祉部 社会福祉課 経常的事業 125

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 126

障害者福祉支援 保健福祉部 社会福祉課 経常的事業 126

在宅障害者支援 保健福祉部 社会福祉課 経常的事業 127

障害者施設支援 保健福祉部 社会福祉課 経常的事業 127

障害者医療支援 保健福祉部 社会福祉課 経常的事業 128

障害者交流支援 保健福祉部 社会福祉課 経常的事業 128

福祉相談支援 保健福祉部 社会福祉課 臨時的事業 129

民生・児童委員活動支援 保健福祉部 社会福祉課 経常的事業 129

地域福祉団体活動支援 保健福祉部 社会福祉課 経常的事業 130

災害見舞金支給 保健福祉部 社会福祉課 経常的事業 130

　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
健康づくり 保健福祉部 健康支援課 経常的事業 131

母子保健 保健福祉部 健康支援課 経常的事業 132

成・老人保健 保健福祉部 健康支援課 経常的事業 132

予防接種 保健福祉部 健康支援課 経常的事業 133

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 133

保健センター管理運営 保健福祉部 健康支援課 経常的事業 134

　５　効率的で効果的な社会保障制度の推進＜社会保障＞

事　　業　　名 事業区分 ページ数

趣旨普及活動(国保） 保健福祉部 健康支援課 経常的事業 135

特定健康診査・特定保健指導 保健福祉部 健康支援課 経常的事業 136

保健衛生普及活動（国保） 保健福祉部 健康支援課 経常的事業 136

生活保護 保健福祉部 社会福祉課 経常的事業 137

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
環境基本計画実行計画の推進 市民環境部 環境課 経常的事業 138

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 139

公害対策 市民環境部 環境課 経常的事業 139

害虫等駆除 市民環境部 環境課 経常的事業 140

ポイ捨て・路上喫煙防止の啓発 市民環境部 環境課 経常的事業 140

環境マネジメントシステム維持管理 総務部 総務課 経常的事業 141

環境保全対策業務 市民環境部 環境課 経常的事業 141

地域新エネルギービジョンの推進 市民環境部 環境課 経常的事業 142

　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
ごみ減量・クリーン啓発 市民環境部 資源リサイクル課 経常的事業 143

資源ごみ等分別啓発 市民環境部 資源リサイクル課 経常的事業 144

リサイクル団体活動推進費助成 市民環境部 資源リサイクル課 経常的事業 144

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 145

廃棄物収集運搬 市民環境部 資源リサイクル課 経常的事業 145

廃棄物処理・資源化 市民環境部 資源リサイクル課 経常的事業 146

清掃センター管理運営・焼却施設運転管理 市民環境部 清掃センター 経常的事業 146

所　管　課

所　管　課
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　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 147

消防団業務 総務部 くらし安全課 経常的事業 148

消防用施設維持管理業務 総務部 くらし安全課 経常的事業 148

防災施設整備 総務部 くらし安全課 投資的事業 149

防災体制業務 総務部 くらし安全課 経常的事業 149

既存住宅耐震診断・改修助成 建設部 建築課 投資的事業 150

交通安全施設整備 建設部 道路安全課 投資的事業 150

交通安全対策業務 建設部 道路安全課 経常的事業 151

交通安全啓発活動 建設部 道路安全課 経常的事業 151

交通安全団体活動支援 建設部 道路安全課 経常的事業 152

防犯対策業務 総務部 くらし安全課 経常的事業 152

　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
協働推進 市民環境部 市民活動推進課 経常的事業 153

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 154

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 154

市民まつり 市民環境部 市民活動推進課 経常的事業 155

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 155

コミュニティセンター管理運営 市民環境部 市民活動推進課 経常的事業 156

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 156

地域センター管理運営 市民環境部 市民活動推進課 経常的事業 157

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 157

市民相談 企画部 市民相談室 経常的事業 158

　５　時代に即応した消費者保護の推進＜消費生活＞

事　　業　　名 事業区分 ページ数

消費者保護・啓発活動 市民環境部 市民活動推進課 経常的事業 159

消費者相談 企画部 市民相談室 経常的事業 160

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 161

商工団体活動支援 市民環境部 産業支援課 経常的事業 162

　２　次代を担う新しい産業や企業の支援と育成＜工業＞

事　　業　　名 事業区分 ページ数
新産業創出育成支援 市民環境部 産業支援課 経常的事業 163
中小企業資金融資 市民環境部 産業支援課 経常的事業 164

　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
都市農業支援 市民環境部 産業支援課 経常的事業 165

市民農園施設整備 市民環境部 産業支援課 投資的事業 166

市民農園管理運営 市民環境部 産業支援課 経常的事業 166

農地環境保全対策 市民環境部 産業支援課 経常的事業 167

　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
技能者表彰 市民環境部 産業支援課 経常的事業 168

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 169

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 経常的（臨時的）事業 169

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 170

勤労青少年ホーム管理運営 市民環境部 産業支援課 経常的事業 170

所　管　課

所　管　課

所　管　課

所　管　課
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構想推進のために

　１　市民（住民／企業・ＮＰＯ）と行政の協働

事　　業　　名 事業区分 ページ数
市民参加推進 企画部 政策課 経常的事業 171
情報公開及び個人情報保護制度運営 企画部 市政情報課 経常的事業 172
広報活動推進 企画部 市政情報課 経常的事業 172
掲示板管理 企画部 市政情報課 経常的事業 173
議会情報の管理と提供 議会事務局 議事課 経常的事業 173

　２　体質転換による行政の自立

事　　業　　名 事業区分 ページ数
OA化推進 企画部 市政情報課 経常的事業 174

文書管理 企画部 市政情報課 経常的事業 175

住民情報電算システム 企画部 市政情報課 経常的事業 175

戸籍電算システム（システム装置の入れ替え及びデータ移行） 市民環境部 戸籍住民課 臨時的事業 176

民間人材の活用 総務部 職員課 経常的事業 176

職員研修 総務部 職員課 経常的事業 177

第四次総合振興計画策定 企画部 政策課 臨時的事業 177

事業仕分け 企画部 政策課 臨時的事業 178

構想推進 企画部 政策課 経常的事業 178

庁舎施設整備 総務部 総務課 投資的事業 179

公共施設保全業務 総務部 総務課 臨時的事業 179

公共施設デジタル化改修計画 総務部 総務課 臨時的事業 180

　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

事　　業　　名 事業区分 ページ数
広域行政業務 企画部 政策課 経常的事業 182

所　管　課

所　管　課

所　管　課
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　５　目標を明確にした戦略的な市政運営

該当事業なし
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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） 100 373 100

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） 100 373 100

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

単位（千円）

施策の大綱

新　規　事　業
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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

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）

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２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 3,000

平成２３年度
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　　　　　　　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） 2,909 2,909 2,909

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） 2,909 2,909 2,909

事業内容

事業計画

積算基礎

・学校生活支援員２名 ・学校生活支援員２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２名増員する。

・学校生活支援員２名

　　　賃金等　　　　　　2,909 　　　賃金等　　　　　　2,909 　　　賃金等　　　　　2,909

施策の大綱施策の大綱
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事業区分

事業区分

平成２３年度
事業名

わかる楽しさを味わわせる授
業の創造

事業内容

3

事業名

事業内容

2

財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 504 504 504

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） 504 504 504

事業計画

積算基礎

教材費　63千円×8校 教材費　63千円×8校

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の教
材を作成する。

教材費　63千円×8校

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） 716 360 360

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） 716 360 360

事業計画

積算基礎

＜移転費用＞ ＜維持管理費＞

第四小学校内にある歴史資料室を移転す
る。

＜維持管理費＞

＜維持管理費＞

運送費　　　　　　　　　356千円 光熱水費　　30千円×12ヶ月　360千円 光熱水費　　30千円×12ヶ月　360千円

光熱水費　　30千円×12ヶ月　360千円

単位（千円）
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事業区分

樹勢回復補助事業　　　788
事業内容

事業計画

積算基礎

樹木診断委託　　79

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） 867
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） 0 867 0

4

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

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）
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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
への対応、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。

建設工事費　　　　　　　　750,000

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

備品購入費　　　　　　　　20,000

消耗品購入費　　　　　　　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
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事業区分

事業区分

新園（民設園）誘致

　土地購入費　　　　　　　286,354

平成２４年度

（参考：ゆめの木保育園　1684.43㎡）

　施設整備補助金　　　　　115,440

（参考：ゆめの木保育園）

344,074

平成２３年度

401,794

57,720

00

（ロ）
財
源
の
内
訳

（ニ）

（ホ）

県支出金

その他特定財源

一般財源

2

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できるよう、民
間保育所を誘致し、施設整備及び運営を
支援する。

事業内容

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

民間保育所誘致・開所支援
（イ）国庫支出金

事業費　（イ）～（ホ）

新規 こども福祉課

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の利用者増に
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を増額して対
応する。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）
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事業区分

事業区分

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

子育て中の家庭を支援し、子どもの健全
な発達を促すため、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）の助成拡大を実施する。

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）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 51,736 95,907 95,907

5

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

子ども医療費助成 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）　　12,269

　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）　　12,269 補助金（保護者負担軽減費）　　12,269

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
を実施しする。

　 　

増加分　　　　　　　　　　　　12,840 増加分　　　　　　　　　　　　12,840

一般財源 （ホ） 25,109 25,109 25,109
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）

25,109 25,109

家庭保育室保育料助成 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） 25,109
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事業区分

事業区分

対象者　約4,000人　想定受診率　2.0％

34,050円×80人＝2,724,000円

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

人間ドック受診補助　　　　2,724
事業内容

事業計画

積算基礎

人間ドック受診補助　　　　2,724 人間ドック受診補助　　　　2,724

国民健康保険加入者は、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被保険者に対して、
人間ドッグに対する助成制度を創設す
る。

34,050円×80人＝2,724,000円 34,050円×80人＝2,724,000円

対象者　約4,000人　想定受診率　2.0％ 対象者　約4,000人　想定受診率　2.0％

549

一般財源 （ホ） 2,175 2,175 2,175
新規 長寿あんしん課

その他特定財源 （ニ） 549 549

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） 2,724 2,724 2,724

7

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

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）

児童デイサービス事業運営費補助金

上限額　１５０，０００円×１２月 上限額　１５０，０００円×１２月 上限額　１５０，０００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。

一般財源 （ホ） 1,800 1,800 1,800
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）

1,800

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）

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） 1,800 1,800
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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

1,0002,000 3,000（ホ）

事業内容

事業計画

積算基礎

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）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 2,000 3,000 1,000

県支出金

所管課

新規 総務課
一般財源

軽自動車　100万円×２台  2,000 軽自動車　100万円×３台  　3,000 軽自動車１台　1,000

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。

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 　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）

3

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）

平成２３年度 平成２４年度

2,833

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）

単位（千円）

2

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

自治会連合会補助金　　856

（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、自治会連合会運営費等） （自治連わこう発行、自治会連合会運営費等）
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　　856

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）

一般財源 （ホ） 2,801 856 856
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）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 2,801 856 856

5

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

自治会連合会運営支援 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

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

4

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）

単位（千円）
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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　　　5,000　　

策定委員会消耗品費・食糧費　　　　 25

県支出金 （ロ）

（イ）

5,165 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） 5,165

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

2,479,200×11.9／1,000×1／2　　　15 2,479,200×11.9／1,000×1／2　　　15 2,479,200×11.9／1,000×1／2　　　15

2,479,200×1.3／1,000　　　　　　　3

2,479,200×160.58／1,000×1／2　　199 2,479,200×160.58／1,000×1／2　　199 2,479,200×160.58／1,000×1／2　　199

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　　　　　　　80 6,600×12月　　　　　　　80

健康保険 健康保険 健康保険

報酬

2,836

　200,000×12月　　　　　2,400

通勤代 通勤代 通勤代

2,836 2,836

県支出金 （ロ）

2,836 2,836

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　　　　　　　 　782

LGWAN回線費用　　　　　　 　　　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） 2,836

情報化推進アドバイザーの設
置

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　　　　　　　80

－39－



－40－

事業区分

単位（千円）

4

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

県支出金 （ロ）

平成２４年度

187 187

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

電気、ガス、電話、水道の公共料金支払い
について、都市銀行等が開発した「公共料
金等の事前通知サービス」ソフトと市の財
務会計システムを連動させ、払い込み用紙
を用いないで、口座振替の方法により公共
料金の支払い事務を完了させる。具体的に
は、指定金融機関を介し入手する電気、ガ
ス等の請求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
票の起票を行うことなく料金の支払事務を
行う。
これにより各課の庶務手続きに要する人
的・時間的コストの削減が図られ、合理化
部分の時間を他の業務に活用できる。

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

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　

単位（千円）

　　　　　　　　　 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

臨時職員共済費・賃金　1,666

報酬（審議会委員・評価員）　147 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 報酬（審議会委員・評価員）　147

路線測量　5,082 建物移転補償調査　10,000

報酬（審議会委員・評価員）　147

換地設計　15,351 業務支援　2,446 出席費用弁償・普通旅費　64

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

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

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を行い、宅地
の利用増進を図るとともに、健全な市街
地の形成をはかり、安全安心な災害に強
いまちづくりと計画的に進めていきま
す。

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

一般財源 （ホ） 210,733 155,358 158,535

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）

その他特定財源 （ニ）

10,0005,000

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

事業内容

1

事業名

駅北口地区土地区画整理推進

所管課

投資

施策の大綱

施　策　名

施策の内容

投資的事業・臨時的事業・経常的事業
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事業区分

事業区分

需用費                          1,587

南口駅前広場維持管理委託　　　　2,985

南口駅前広場剪定委託            1,000 南口駅前広場剪定委託            1,000 南口駅前広場剪定委託            1,000
事業内容

事業計画

南口駅前広場維持管理委託　　　　2,984 南口駅前広場維持管理委託　　　　2,985

広場清掃・ﾄｲﾚ清掃・施設維持管理

需用費                          1,585 需用費                          1,586　

一般財源 （ホ） 5,569 5,571 5,572
経常 都市整備課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

5,572

駅南口広場維持管理 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

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） 5,569 5,571

事業内容

事業名

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）

投資

（ハ）

（ホ）

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。

3

事業計画

積算基礎

10,000

電線共同溝整備に伴う引込設備工事委託

事業費　（イ）～（ホ） 10,000 0

財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

年　　度　　別 平成２２年度

（ニ）

一般財源

その他特定財源

地方債

平成２４年度

0

平成２３年度

10,000
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事業区分

事業区分

単位（千円）

公園施設補修工事　　　　　　1,890
事業内容

事業計画

積算基礎

公園施設補修工事　　　　　　1,890 公園施設補修工事　　　　　　1,890

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。

一般財源 （ホ） 1,351 1,351 1,351
投資 都市整備課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

539 539県支出金 （ロ） 539

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 1,890 1,890 1,890

5

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）

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。

一般財源 （ホ） 3,500
臨時 都市整備課

その他特定財源 （ニ）

1,000

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

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）

県支出金 （ロ）

4

事業名
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事業区分

防災施設非常用電源維持管理委託   495 防災施設非常用電源維持管理委託   495 防災施設非常用電源維持管理委託   495

有料駐車場管理業務委託         5,727 有料駐車場管理業務委託         5,730 有料駐車場管理業務委託         5,730

公園遊具定期点検業務委託          32 公園遊具定期点検業務委託          32 公園遊具定期点検業務委託          32

和光樹林公園園地清掃業務委託   5,704 和光樹林公園園地清掃業務委託   5,710 和光樹林公園園地清掃業務委     5,710

ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ点検清掃業務委託       494 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ点検清掃業務委託       494 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ点検清掃業務委託       494

自家用電気工作物保安管理業務委託 100 自家用電気工作物保安管理業務委託 100

和光樹林公園園地管理業務委託  14,542 和光樹林公園園地管理業務委託  14,550 和光樹林公園園地管理業務委託  14,550

防災施設非常用井戸維持管理委託   411

管理ｾﾝﾀｰ夜間機械警備委託         250 管理ｾﾝﾀｰ夜間機械警備委託         250 管理ｾﾝﾀｰ夜間機械警備委託         250

役務費                           311

需用費                         3,490 需用費                         3,490 需用費                         3,490

公園警備業務委託　　　　　　　15,250

樹木管理委託　　　　 　　　　　1,500 樹木管理委託　　　　 　　　　　1,500 樹木管理委託　　　　 　　　　　1,500
事業内容

事業計画

公園警備業務委託　　　　　　　15,246 公園警備業務委託　　　　　　　15,250

公園の清掃・除草・警備等維持管理

役務費                           311 役務費                           311

防災施設非常用井戸維持管理委託   411 防災施設非常用井戸維持管理委託   411

自家用電気工作物保安管理業務委託 100

一般財源 （ホ） 34,658 34,673 34,673
経常 都市整備課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ） 13,644 13,650 13,650

48,323

和光樹林公園維持管理 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） 48,302 48,323
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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

諏訪越四ツ木線跨線橋橋面工事他

単位（千円）

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
その他特定財源 （ニ）

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）

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

　　　　　　　　　 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

土地貸借料　　　　　　　　　2,400千円

水道管移設工　　　　　　　　3,500千円

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

（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

138,400 20,000

121,000 89,000

227,400

平成２３年度 平成２４年度

20,000

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）

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）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 44,555 44,695 45,045

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） 44,555 44,695 45,045

事業内容

事業計画

積算基礎

道路照明灯（新設）　　　　　　　　0 道路照明灯（新設）　　　　　　　　0

通行の安全性及び防犯性を確保するた
め、道路照明灯、低地対策及び隧道ポン
プ施設の維持管理を行う。

道路照明灯（単独）　　　　　　　　0　　 道路照明灯（単独）　　　　　　　　0　　

その他維持管理　　　　　　　　8,638 その他維持管理　　　　　　　　8,700

道路照明灯（新設）　　　　　　　　0

道路照明灯（修繕等）　　　　　2,911 道路照明灯（修繕等）　　　    2,495 道路照明灯（修繕等）　　　　　2,145

道路照明灯（単独）　　　　　　　　0　　

交差点照明灯　　　　　　　　　　　0 交差点照明灯　　　　　　　　　　　0 交差点照明灯　　　　　　　　　　　0

その他維持管理　　　　　　　　8,900

光熱水費　　　　　　　　　 　33,006 光熱水費　　　　　　　　　　 33,500 光熱水費                　　34,000

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）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 207,935 172,935 172,935

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） 207,935 172,935 172,935

事業内容

事業計画

積算基礎

道路維持補修工事　　　　　　　171,237　　道路維持補修工事　　　　　　　148,785 　

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

橋りょう点検業務委託料　　　　4,725 東和橋・道路補修負担金　　　　　　　0

東和橋・道路補修負担金　　　　　　0

道路維持補修工事　　　　　　　148,785　　

私道舗装補修他工事　　　　　　　1,050 私道舗装補修他工事　　　　　　　1,050 私道舗装補修他工事　　　　　　　1,050

緊急維持補修工事　　　　　　 　21,000

道路補修工事設計業務委託　　　　　0 道路補修工事設計業務委託　　　　2,100 道路補修工事設計業務委託　　　　2,100

東和橋・道路補修負担金　　　　　　　0

橋りょう補修工事　　　　　　　9,923

対象路線(道路維持補修工事）

漆台橋・市道528.475.408.1号線
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事業区分

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    2,100 建物、物件調査、積算業務委託    2,100

用地買収費　　               　80,000 用地買収費                     50,000 用地買収費                     50,000

不動産鑑定業務委託            　2,100 不動産鑑定業務委託              2,100 不動産鑑定業務委託              2,100

物件移転補償費　               10,000 物件移転補償費                 10,500 物件移転補償費                 10,500

道路予備、詳細設計業務委託      8,381 道路予備、詳細設計業務委託     8,400 道路予備、詳細設計業務委託     8,400

道路改良工事                  40,590 道路改良工事                  90,028 道路改良工事                  90,028

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（白子 3丁目） 公共施設管理者負担金（白子 3丁目）

対象路線

対象路線 対象路線

事業区分

運行経費交付金　　　　　　　 37,967

改正時刻表　　　　　　　　　　　420

運行改正業務委託　　　　　　　6,048 運行改正業務委託　　　　　　　3,218 運行改正業務委託　　　　　　　2,343
事業内容

事業計画
交通不便地域住民の足の確保と公共施設
を結ぶ循環運行による施設利用の促進

運行経費交付金　　　　　　　 37,967 運行経費交付金　　　　　　　 37,967

一般財源 （ホ） 44,015 41,185 40,730
経常 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） 44,015 41,185 40,730

5

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

市内循環バス運行 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

道路整備 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） 142,961 265,748 265,748

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） 142,961 265,748 265,748

事業内容

事業計画

積算基礎
安全・快適につうこぷできるよう狭隘道
路を含めた道路拡幅、歩道の設置工事を
実施し、安心安全な道路整備を行う。

62,620

40,000

62,620

40,000

　　　　　　 市道98・537号線他

　　　　　市道98・ 537号線 　　　　　　市道537・1号線
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事業区分

事業区分

単位（千円）

撤去・保管管理委託料　　　　　13,959

その他　　　　　　　　　　　　　 687

土地賃借料                     4,465
事業内容

事業計画

撤去・保管管理委託料　　　　　13,959 撤去・保管管理委託料　　　　　13,959

駅周辺の公共空間の保持及び美観の維持

その他　　　　　　　　　　　　　 687 その他　　　　　　　　　　　　　 687

19,111

土地賃借料                     4,465 土地賃借料                     4,465

19,111 19,111
経常 道路安全課

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） 19,111 19,111 19,111

7

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

放置自転車対策 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

一般管理費　　　　　　　　　　13,874

その他　　　　　　　　　　　　　　 4 その他　　　　　　　　　　　　　　 4 その他　　　　　　　　　　　　　　 4

施設維持管理費　　　　　　  　31,849 　施設維持管理費　　　　　　  　31,849 　施設維持管理費　　　　　　  　31,849　　
事業内容

事業計画

自転車駐車場の管理・運営

一般管理費　　　　　　　　　　13,874 一般管理費　　　　　　　　　　13,874

45,727

一般財源 （ホ）
経常 道路安全課

その他特定財源 （ニ） 45,727 45,727

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

6

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

駅南口自転車駐輪場管理運営 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） 45,727 45,727 45,727
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国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

事業区分 地方債 （ハ）

その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ）

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

事業区分 地方債 （ハ）

その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ）

単位（千円）

違法屋外広告物撤去業務委託料

2,242 2,240 2,240

不法投棄物（ごみ・車）処理業務委託料

3,885 3,888 3,888

啓発看板作製業務委託料

126 125 125
事業内容

事業計画

啓発看板作製業務委託料 啓発看板作製業務委託料

和光市道･和光市水路に不法に投棄された
不法投棄物の処理及び不法投棄撲滅のた
めの啓発看板の設置業務及び違法広告物

の撤去業務

不法投棄物（ごみ・車）処理業務委託料 不法投棄物（ごみ・車）処理業務委託料

違法屋外広告物撤去業務委託料 違法屋外広告物撤去業務委託料

6,253 6,253
経常 道路安全課

6,253

所管課

6,253

不法投棄対策 財
源
の
内
訳

9

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） 6,253 6,253

法定外公共用用地財産譲与委託料 法定外公共用用地財産譲与委託料

4,200 4,200 4,200

　　測量業務委託料

9,450 9,450 9,450

　　道路･水路台帳補正業務委託

7,560 7,560 7,560

道路・水路台帳等整備委託料

（内訳） （内訳） （内訳）
事業内容

事業計画

道路・水路台帳等整備委託料 道路・水路台帳等整備委託料

道路法に基づき実施する和光市市道及び
和光市水路の台帳整備事業。道路改良、
開発事業により追加変更された道路の測
量や台帳（電子化済）の追加、修正作業
等。その他に道路用地買収のための測量
業務及び官民境界確定の業務委託。法定
外公共物の整理のための測量業務の実

施。

　　道路･水路台帳補正業務委託 　　道路･水路台帳補正業務委託

　　測量業務委託料 　　測量業務委託料

法定外公共用用地財産譲与委託料

21,210 21,210
経常 道路安全課

21,210

所管課

21,210

道路・水路台帳整備 財
源
の
内
訳

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） 21,210 21,210
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事業区分

事業区分

単位（千円）

害虫駆除業務委託料　　　　　　  2,776

植樹帯（緑地帯）管理委託料　　 32,575
事業内容

事業計画

植樹帯（緑地帯）管理委託料　　 32,575 植樹帯（緑地帯）管理委託料　　 32,575

植樹帯の除草・樹木の刈込み及び高木剪
定などを行う業務委託料並びに害虫駆除
に伴う捕獲器設置及び害虫駆除に伴う高
木剪定等を行う業務委託料。

害虫駆除業務委託料　　　　　　  2,776 害虫駆除業務委託料　　　　　　  2,776

一般財源 （ホ） 35,351 35,351 35,351
経常 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）

11

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

植樹帯管理 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） 35,351 35,351 35,351

市道側溝清掃業務委託料　　　   13,128

市道路面清掃業務委託料　　  　　3,500
事業内容

事業計画

市道路面清掃業務委託料　　  　　3,500 市道路面清掃業務委託料　　  　　3,500

市道の路面に土砂並びに落ち葉等が堆積
した場合に除去を行う業務委託又道路付
属物である側溝に堆積した土砂等を除去
するための業務委託。

市道側溝清掃業務委託料　　　   13,128 市道側溝清掃業務委託料　　　   13,128

一般財源 （ホ） 16,628 16,628 16,628
経常 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） 16,628 16,628 16,628

10

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

市道路面・側溝清掃 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】

　　　　　　　３　上・下水道サービスの提供（上・下水道）

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)

57,120 21,000

20,000

　　　　　　　　　 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

1

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）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 172,920 96,000 85,000

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

投資 水道部施設課
その他特定財源 （ニ） 172,920 96,000 85,000

一般財源 （ホ）

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により、水道水の安
定供給に努める。
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、平
成21年度に策定する「和光市水道ビジョ
ン」に基づき、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

老朽管布設替え工事

25,800 10,000 10,000

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

舗装本復旧工事 舗装本復旧工事

20,000 20,000 20,000

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

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

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

事業区分

単位（千円）

水道料金等徴収及び収納事業費

(91,676) (92,950) (94,235)
事業内容

事業計画

水道料金等徴収及び収納事業費 水道料金等徴収及び収納事業費

水道料金徴収及び収納事業
空家検針業務
親メータ検針業務
啓発用チラシ配布業務
満期交換チラシ配布業務他

一般財源 （ホ） 91,676 92,950 94,235
経常 業務課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

3

事業名
年　　度　　別 平成２１年度

水道料金徴収事務事業 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

平成２２年度 平成２３年度

事業費　（イ）～（ホ） 91,676 92,950 94,235

2

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）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 50,400 33,600 27,300

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

投資 水道部施設課
その他特定財源 （ニ） 50,400 33,600 27,300

一般財源 （ホ）

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「和光市水道ビ
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

南浄水場１号配水ポンプ改修工事

26,250 26,250 26,250

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

11,550 1,050

3,150

1,050
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事業区分

事業区分

舗装復旧　　　　            　4,900　

単位（千円）

4

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）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 43,057 82,509 40,613

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

投資 下水道課
その他特定財源 （ニ） 43,057 82,509 40,613

一般財源 （ホ）

事業内容

事業計画

積算基礎

下水道補修　　　　　　　　35,891 下水道補修　　　　　　　　35,891

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  3,161 水質検査委託量　　19箇所  3,161

雨水幹線除草業務委託  2,646 雨水幹線除草業務委託  2,646

遠方監視装置借上げ料 2,396

下水道補修　　　　　　　　33,447

管渠清掃消毒等委託　管渠分・伏越分  3,014 管渠清掃消毒等委託　管渠分・伏越分  3,014 管渠清掃消毒等委託　管渠分・伏越分

水質検査委託量　　19箇所  

マンホールポンプ保守点検委託料15箇所    3,499 マンホールポンプ保守点検委託料15箇所    3,499 マンホールポンプ保守点検委託料15箇所

雨水幹線除草業務委託  

管路施設調査業務委託　丸山台地区 7,350 管路施設調査業務委託　丸山台地区 7,350 管路施設調査業務委託　

遠方監視装置借上げ料 2,396 遠方監視装置 　

漏水補修工事　　　　4,410 漏水補修工事　　　　4,410 漏水補修工事　　　　

人孔蓋等購入　25組   1,029 人孔蓋等購入　25組   1,029 人孔蓋等購入　25組

野川調整地清掃・電気室保安管理　　1,036 野川調整地清掃・電気室保安管理　　1,036 野川調整地清掃・電気室保安管理

下水道施設補修工事　　7,350 下水道施設補修工事　　7,350 下水道施設補修工事　　

マンホール安全対策　　　　7,166 マンホール安全対策　　　　7,166 マンホール安全対策　　　　7,166

人孔蓋取替工事　30箇所  3,308 人孔蓋取替工事　30箇所  3,308 人孔蓋取替工事　30箇所  

人孔内補修工事　15箇所　3,858 人孔内補修工事　15箇所　3,858 人孔内補修工事　15箇所　

5

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）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 48,720 31,290 30,170

9,000 4,200

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ） 2,800 9,000 4,200

投資 下水道課
その他特定財源 （ニ） 45,920 13,290 21,770

一般財源 （ホ）

事業内容

事業計画

積算基礎

下水道建設業務　　　　5,670 下水道建設業務　　　　　7,140

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       4,200 実施設計業務委託料       4,200

雨水整備　　　　　　　43,050 雨水整備　　　　　　　24,150

単独事業　谷中川第15排水区 　 3,500

下水道建設業務　　　　5,670

業務委託料 切回し等　　　1,470        業務委託料 切回し等　　　2,940      業務委託料 切回し等　　　1,470

実施設計業務委託料       4,200

雨水整備　　　　　　　24,500

単独事業白子2丁目(浩之湯前)  36,750 単独事業　  　　            14,000

補助事業　白子川第2配水区　19,250 舗装復旧　　　　           　2,100　

舗装復旧　　　　            　2,800 補助事業　越戸川第10配水区　 8,400
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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

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）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 16,625 16,625 16,625

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ） 12,950 12,950 12,950

投資 下水道課
その他特定財源 （ニ） 3,675 3,675 3,675

一般財源 （ホ）

事業内容

事業計画

積算基礎

汚水整備　　　　　　　12,950 汚水整備　　　　　　　12,950

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　　　　　         2,450　　 単独事業　　　　　         2,450　　

公共汚水桝設置　　20箇所　 2,205

汚水整備　　　　　　　12,950

区画整理地内              10,500 区画整理地内              10,500 区画整理地内              10,500

単独事業　　　　　         2,450　　

汚水桝等整備　　　　　　2,940 汚水桝等整備　　　　　　2,940 汚水桝等整備　　　　　　2,940

公共汚水桝設置　　20箇所　 2,205 公共汚水桝設置　　20箇所　 2,205

舗装復旧　 100㎡ 　　　　　　735 舗装復旧　 100㎡ 　　　　　　735 舗装復旧　 100㎡ 　　　　　　735

私道公共下水道整備　　　　735 私道公共下水道整備　　　　735 私道公共下水道整備　　　　735

管敷設通常分　20m       　　735 管敷設通常分　20m       　　735 管敷設通常分　20m       　　735

7

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）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 12,250 13,650 1,400

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

臨時 下水道課
その他特定財源 （ニ） 12,250 13,650 1,400

一般財源 （ホ）

事業内容

事業計画

積算基礎

下水道経営業務委託料　　12,250 下水道経営業務委託料　　13,650

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　　　　　　　2,250 固定資産システム整備　　　　　2,100

長寿命化管路施設更新実施設計業務

下水道経営業務委託料　　1,400

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　　3,150 固定資産整理業務委託　　　1,400

下水道使用料金検討業務委託　　3,500 条例・規則等の制定・改定支援業務　　　　　　1,400

7,000
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事業区分

事業区分

単位（千円）

パンフレット、啓発用品代

150千円
事業内容

事業計画

パンフレット、啓発用品代 パンフレット、啓発用品代

市民祭りに出展し、啓発パンフレット等
を配布したり、工事竣工に合わせ下水道
未接続の家を戸別訪問する。

150

150千円 150千円

150 150
経常 下水道課

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）

9

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

啓発活動（下水道課） 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） 150 150 150

水洗化状況電算打出委託料

126千円 126千円 126千円

下水道情報管理システム整備委託料

2.520千円 2.520千円 2.520千円
事業内容

事業計画

下水道情報管理システム整備委託料 下水道情報管理システム整備委託料

下水道情報管理図のデータ作成及び修正
を行い、 新の下水道情報を管理する。

水洗化状況電算打出委託料 水洗化状況電算打出委託料

一般財源 （ホ） 2,646 2,646 2,646
経常 下水道課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

8

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

下水道台帳整備（下水道） 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 2,646 2,646 2,646

平成２３年度
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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

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

344,720 7,088

1

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

事業費　（イ）～（ホ） 220

緑地整備
県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

投資 環境課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 220 344,720 7,088

事業内容

事業計画

積算基礎

大坂ふれあいの森看板設置工事 178 和光市緑の実態調査 7,140

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、
西本村ふれあいの森用地を取得する。

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 斜面検討調査 7,046

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

保存樹木助成金　　　　　　　　2,972

消耗品（プレ－ト等）　　　　 　 100 消耗品（プレ－ト等）　　　　 　 100 消耗品（プレ－ト等）　　　　 　 100

生垣設置助成金　　　　　　　　　360

保全地区助成金　　　　　　　　3,275 保全地区助成金　　　　　　　　3,275 保全地区助成金　　　　　　　　3,275
事業内容

事業計画

生垣設置助成金　　　　　　　　　360 生垣設置助成金　　　　　　　　　360

市内に残る貴重な樹林、緑地を保全して
いくために、生垣設置、緑地保全地区、
保存樹木を維持するための助成を行う。

保存樹木助成金　　　　　　　　2,972 保存樹木助成金　　　　　　　　2,972

一般財源 （ホ） 6,707 6,707 6,707
経常 環境課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

6,707

緑化助成金 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

3

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） 6,707 6,707

苗木配布（市民まつり）　　    　113

その他（旅費）　        　　　　  9 その他（旅費）　        　　　　  9 その他（旅費）　        　　　　  9

花いっぱい運動　　　　    　　　254

埼玉県緑化推進委員会負担金　     30 埼玉県緑化推進委員会負担金　     30 埼玉県緑化推進委員会負担金　     30

緑化まつり　　　        　      843　　　

記念苗木事業　　　　　　    　　364 　　記念苗木事業　　　　　　    　　364 　　記念苗木事業　　　　　　    　　364　　　
事業内容

事業計画

緑化まつり　　　        　      843 　　緑化まつり　　　        　      843 　　

緑豊かなまちづくりを推進するととも
に、市民の緑化意識を高めるために、緑
化まつり、記念苗木事業、花いっぱい運
動、緑の募金、苗木配布（市民まつり）
等緑化普及啓発活動を行う。

花いっぱい運動　　　　    　　　254 花いっぱい運動　　　　    　　　254

苗木配布（市民まつり）　　    　113 苗木配布（市民まつり）　　    　113

220

一般財源 （ホ） 1,393 1,393 1,393
経常 環境課

その他特定財源 （ニ） 220 220

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

（イ）

事業費　（イ）～（ホ） 1,613 1,613

2

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

緑化普及啓発活動 財
源
の
内
訳

国庫支出金

平成２３年度 平成２４年度

1,613

単位（千円）
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事業区分

需用費(消耗品,燃料,光熱水,修繕） 956 需用費(消耗品,燃料,光熱水,修繕） 956 需用費(消耗品,燃料,光熱水,修繕） 956

謝礼（市民緑地提供者）　 34 謝礼（市民緑地提供者）34 謝礼（市民緑地提供者）34

事業区分

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1,575 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

水路浚渫工事　　　　　　        4,494 水路浚渫工事　　　　　　        5,040 水路浚渫工事　　　　　　        5,040

委託料（高木剪定、低木剪定、除草、

市民協働型管理業務等）　　　 8,041 　　市民協働型管理業務等）　　　 8,041 　　市民協働型管理業務等） 8,041　　　
事業内容

事業計画

委託料（高木剪定、低木剪定、除草、 委託料（高木剪定、低木剪定、除草、

地域住民等のふれあいの場となっている
市民緑地等の緑地の保全をするため管理
を市民との協働型委託及び市直営により
維持管理を行う。

一般財源 （ホ） 9,031 9,031 9,031
経常 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） 9,031 9,031 9,031

4

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

湧水・緑地保全 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

単位（千円）

2号水路改修工事設計業務委託　　2,800

2号水路改修工事　　　          6,546

5号水路改修工事　　　          16,793 5号水路改修工事　　　　　　　　6,454

事業内容

事業計画

積算基礎

水路清掃業務委託料　　　　　　　3,938

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。

一般財源 （ホ） 26,800 11,040 26,800
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） 26,800 11,040 26,800

5

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）
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事業区分

事業区分

単位（千円）

公園管理　　　　　　　　　　　　 　59　 公園管理　　　　　　　　　　　　 　59　

公園遊具定期点検業務委託料        760 公園遊具定期点検業務委託料        760

公園維持管理委託（市北部）     13,730 公園維持管理委託（市北部）     13,740

荒川河川敷運動公園維持管理委託 12,350

公園管理　　　　　　　　　　　　 　59　

外環上部・下部暫定利用維持管理　　　　　　　　2,219 外環上部・下部暫定利用維持管理　　　　　　2,220 外環上部・下部暫定利用維持管理　　　　　　2,220

公園遊具定期点検業務委託料        760

他維持管理（し尿、浄化槽、需用費、原材料） 3,994他維持管理（し尿、浄化槽、需用費、原材料） 3,995他維持管理（し尿、浄化槽、需用費、原材料） 3,899

公園維持管理委託（市北部）     13,740

荒川河川敷施錠管理委託            555 荒川河川敷施錠管理委託            555 荒川河川敷施錠管理委託            555

荒川河川敷運動公園維持管理委託 12,350

公園維持管理委託（市南部）     12,812 公園維持管理委託（市南部）     12,820 公園維持管理委託（市南部）     12,820

水景施設水質検査業務委託          215

本町児童公園他維持管理委託      4,129 本町児童公園他維持管理委託      4,130 本町児童公園他維持管理委託      4,130

公園内砂場大腸菌検査及び湧水水質検査業務委託  3,787

濾過装置保守点検業務委託          500 濾過装置保守点検業務委託          500 濾過装置保守点検業務委託          500

公園樹木剪定業務委託　          3,600

公園ﾄｲﾚ清掃委託                 4,588 公園ﾄｲﾚ清掃委託                 4,590 公園ﾄｲﾚ清掃委託                 4,690
事業内容

公園樹木剪定業務委託　          3,600 公園樹木剪定業務委託　          3,600

清掃・樹木管理･除草・ﾄｲﾚ清掃等維持管
理

公園内砂場大腸菌検査及び湧水水質検査業務委託 3,786公園内砂場大腸菌検査及び湧水水質検査業務委託 3,787

水景施設水質検査業務委託          214 水景施設水質検査業務委託          215

荒川河川敷運動公園維持管理委託 12,345

一般財源 （ホ） 63,291 63,321 63,325
経常 都市整備課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

7

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

公園維持管理 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） 63,291 63,321 63,325

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

公園遊具補修工事　　　　　　3,150

緊急工事　　　　　　　　　　5,040

練田児童遊園地トイレ洗浄化工事　9,450

(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　　　　　　3,150

30,000 公園遊具補修工事　　　　　　3,150
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

詳細設計業務委託           4,142 緊急工事　　　　　　　　　　5,040

緊急工事　　　　　　　　　　5,040

一般財源 （ホ） 15,482 38,790 11,340
投資 都市整備課

その他特定財源 （ニ） 0

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

12,000

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 15,482 50,790 11,340

6

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）
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事業区分

単位（千円）

重機借上げ（機械除草）　　　2,000

維持管理費（人力除草）　　　4,000

光熱水費（水道）　　　　　　　160 光熱水費（水道）　　　　　　　160 光熱水費（水道）　　　　　　　10
事業内容

事業計画

積算基礎

維持管理費（人力除草）　　　4,000 維持管理費（人力除草）　　　4,000

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）　　　2,000 重機借上げ（機械除草）　　　2,000

一般財源 （ホ） 6,160 6,160 6,160
投資 都市整備課

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） 6,160 6,160 6,160

8

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）
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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

単位（千円）

　　　　　　　市　　　　　　　213,240 　　　　　　　市　　　　　　　314,140

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

50,000 300,000
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

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　　　　　　　142,160 　　　　　　　国　　　　　　　180,960

一般財源 （ホ） 263,240 614,140
投資 都市整備課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

180,960

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 405,400 795,100 0

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） 142,160

　　　　　　　　　 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

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）

　　　　　　　国　　　　　　　 43,000

和光市組合等まちづくり整備事業補助金

　　　　　　　市　　　　　　　 64,500

【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　　　　　　　121,900 　　　　　　　国　　　　　　　 40,470

250,000
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

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】

　　　　　　　市　　　　　　　182,850 　　　　　　　市　　　　　　　 61,050

432,850

250,000 250,000

311,050 314,500
投資 都市整備課

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）

40,470 43,000

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 554,750 351,520 357,500

2

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

【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
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は、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。）

【測量業務・換地設計・道路設計】 【道路築造工事・造成工事・移転補償】

一般財源 （ホ） 50,000 400,000 320,000
投資 都市整備課

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） 50,000 400,000 320,000

3

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）
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事業区分

事業区分

単位（千円）

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

　　　　　　　　　　国 5.5/10　21,450 　

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

　　　　　　　　　　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 5/10 　 10,000　　

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

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
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　　

一般財源 （ホ） 97,500 13,775 5,000
投資 都市整備課

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） 97,500 13,775 5,000

5

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）

【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
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）

【測量業務・換地設計・道路設計】 【道路築造工事・造成工事・移転補償】

一般財源 （ホ） 70,000 400,000 400,000
投資 都市整備課

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） 70,000 400,000 400,000

4

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）
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事業区分

市　1/2　　　　　　　　　　　　54,500

単位（千円）

事業費　　　　　　　　　　　　109,000

49,050

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

5,4501,000

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

6,550
投資 都市整備課

その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ）

9,000 58,950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） 10,000 65,500 54,500

6

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）
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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

　　　　　　　　　 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

単位（千円）

1

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

幼稚園就園奨励 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 22,252

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 209,773 209,773 209,773

22,252 22,252

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 教育総務課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 187,521 187,521 187,521

事業内容

事業計画

(国)就園奨励費補助金　 　　95,370 (国)就園奨励費補助金　 　　95,370

幼稚園に就園する園児（３歳から５歳
児）の保護者からの申請に基づき、市民
税所得割課税額や居住要件に該当する対
象者に、補助金を支給する。（就園奨励
費補助金については満３歳児の保護者も
対象）

(市)保護者補助金(保育料） 102,500 (市)保護者補助金(保育料） 102,500

(市)教職員研修等助成金　　　　250 (市)教職員研修等助成金　　　　250

その他経費(消耗品等)　　　　　 57

(国)就園奨励費補助金　 　　95,370

(市)保護者補助金(入園料)　　9,009 (市)保護者補助金(入園料)　　9,009 (市)保護者補助金(入園料)　　9,009

(市)保護者補助金(保育料） 102,500

(市)事務費補助金　　　　　　1,237 (市)事務費補助金　　　　　　1,237 (市)事務費補助金　　　　　　1,237

(市)教職員研修等助成金　　　　250

(市)入園対策特別補助金　　　1,350 (市)入園対策特別補助金　　　1,350 (市)入園対策特別補助金　　　1,350

その他経費(消耗品等)　　　　　 57 その他経費(消耗品等)　　　　　 57

　各補助金制度を通じて、幼児教育の振興 　各補助金制度を通じて、幼児教育の振興 　各補助金制度を通じて、幼児教育の振興

に資し、幼稚園に入園しやすい環境作りに に資し、幼稚園に入園しやすい環境作りに に資し、幼稚園に入園しやすい環境作りに

取り組む。 取り組む。 取り組む。

施策の大綱

施　策　名

施策の内容
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事業区分

小学校施設設計委託　　　　　　1,888 小学校施設設計委託　　　　　　2,800

小学校施設設計委託　　　　　　2,800

事業区分

事業計画

積算基礎

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

市内中学校建物調査業務委託　　　　655

中学校施設改修工事　　　　　　 21,000

　　（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）

第三中管理図作成業務委託　　　　5,801

中学校施設設計委託　　　 　 　　1,833 中学校施設設計委託　　　 　 　　1,050 中学校施設設計委託　　　 　 　　1,050

大和中管理図作成業務委託　　　　4,885

市内３校の、市立中学校建物等教育施設
の維持補修及び改修など教育施設の質的
整備改善を図る。施設整備については、
施設整備計画に基づき執行する。

中学校施設改修工事　　　　　　 30,261 中学校施設改修工事　　　　　　 21,000

その他（空調機賃借分）　　　12,172

一般財源 （ホ） 44,266 39,762 40,023

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）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 44,266 39,762 40,023

年　　度　　別 平成２２年度

2

所管課

教育総務課

市内８校の、市立小学校建物等教育施設
の維持補修及び改修など教育施設の質的
整備改善を図る。施設整備については、
施設整備計画に基づき執行する。

事業内容

投資

事業名

小学校施設整備

その他（空調機賃借分）　　 　9,992

小学校改修工事　　　　　　　 56,000

　　（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

新倉小国有地購入　　　　　　278,220

市内小学校建物調査業務委託　　1,747

事業計画

積算基礎

白子小ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去工事設計      2,036

小学校改修工事　　　　　　　 43,788

　　（修繕台帳に基づく単独事業分）

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

年　　度　　別

（ハ）

73,076 454,459

地方債

平成２４年度平成２３年度

138,792

18,90743,285

白子小ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去工事        105,000

その他（空調機賃借分）　　 　9,992

平成２２年度

411,174

第四小ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去工事　 　　 　70,000

119,885

第四小ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去工事設計　　　　700

73,076

小学校改修工事　　　　　　　 56,000

　　（修繕台帳に基づく単独事業分）

3

事業名

中学校施設整備

所管課

投資

事業内容

単位（千円）
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事業区分

広沢小屋体耐震補強工事　　　　 89,350

事業区分

大和中屋体改築工事設計　　　　12,287 大和中屋体改築工事　　　　　  222,075 大和中屋体改築工事　　　　　  222,075

大和中屋体改築工事監理　　　  　4,900 大和中屋体改築工事監理　　　  　4,900

0

広沢小屋体耐震補強工事監理　　　3,076

（ロ）

事業名

教育総務課

所管課

安心・安全な教育施設の整備を図るた
め、建物耐震診断に基づき、教育施設の
耐震工事を行う。

投資

地方債 （ハ）

34,745

事業費　（イ）～（ホ） 92,426

（ニ）

（ホ） 57,681

財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

一般財源

その他特定財源

事業内容

事業計画

積算基礎

県支出金

4

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

5

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）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 12,287 226,975 229,975

33,190 36,190

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

投資 教育総務課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 12,287 193,785 193,785

事業内容

事業計画

積算基礎
安心・安全な教育施設の整備を図るた
め、建物耐震診断に基づき、教育施設の
耐震工事を行う。

単位（千円）
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事業区分

事業区分

単位（千円）

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） 2,808 2,808 2,808

教育委員会運営 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 教育総務課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 2,808 2,808 2,808

事業内容

事業計画

委員報酬　　　　　　　　　　　　1,932 委員報酬　　　　　　　　　　　　1,932

教育基本法の趣旨にのっとり、教育の機
会均等、教育水準の維持向上及び地域の
実情に応じた教育の振興を図る。

負担金　　　　　　　　　　　　 　　90 負担金　　　　　　　　　　　　 　　90

委員報酬　　　　　　　　　　　　1,932

その他経費（需用費等）　　　　　  786 　その他経費（需用費等）　　　　　  786 　その他経費（需用費等）　　　　　  786　　

負担金　　　　　　　　　　　　 　　90

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 266,765 266,765 266,765

6

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

小・中学校管理運営 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 教育総務課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 266,765 266,765 266,765

事業内容

事業計画

卒業記念品代　　　　　　　　1,437 卒業記念品代　　　　　　　　1,437

学校運営を執り行うために必要な光熱水
費、維持管理に係る運営費。

      光熱水費　　　　　 　89,264       光熱水費　　　　　 　89,264

通信運搬費他　　　　　　  　6,592 通信運搬費他　　　　　　  　6,592

小学校敷地使用料           33,275

卒業記念品代　　　　　　　　1,437

学校用消耗品費他　　　　 　34,944 学校用消耗品費他　　　　 　34,944 学校用消耗品費他　　　　 　34,944

施設維持管理委託料         56,008 施設維持管理委託料         56,008 施設維持管理委託料         56,008

      光熱水費　　　　　 　89,264

      修繕料             　38,720       修繕料             　38,720       修繕料             　38,720

小学校敷地使用料           33,275 小学校敷地使用料           33,275

事務機器等借上料他          4,771 事務機器等借上料他          4,771 事務機器等借上料他          4,771

施設用原材料費　            1,754 施設用原材料費　            1,754 施設用原材料費　            1,754

通信運搬費他　　　　　　  　6,592
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事業区分

事業区分

単位（千円）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 23,795 23,795 23,795

8

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

交通安全立哨指導員 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 教育総務課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 23,795 23,795 23,795

事業内容

事業計画

交通安全立哨指導員報酬　　 11,160 交通安全立哨指導員報酬　　 11,160

児童の安全を確保するため、登下校時に
おける交通事故防止を図る。

旅費等　　　　　　　　　　　　269 旅費等　　　　　　　　　　　　269

交通指導員業務委託料　　　 11,743 交通指導員業務委託料　　　 11,743

交通安全立哨指導員報酬　　 11,160

雇用保険料　　　　　　　　　　 56 雇用保険料　　　　　　　　　　 56 雇用保険料　　　　　　　　　　 56

旅費等　　　　　　　　　　　　269

消耗品費　　　　　　　　　　　543 消耗品費　　　　　　　　　　　543 消耗品費　　　　　　　　　　　543

交通指導員業務委託料　　　 11,743

補助金他　　　　　　　　　　　 24 補助金他　　　　　　　　　　　 24 補助金他　　　　　　　　　　　 24

9

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

小・中学校用備品整備 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） 24,611 24,611 24,611

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

24,611
経常 教育総務課

その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 24,611

中学校校用備品　　　　　　　7,735 中学校校用備品　　　　　　　7,735

24,611

である。 である。

中学校校用備品　　　　　　　7,735
事業内容

事業計画

小学校校用備品　　　　　　 16,876 小学校校用備品　　　　　　 16,876

学校備品の充足率を踏まえ、校用備品の
整備充実を図り、好環境づくりをする。

　老朽化に伴う備品の交換と、児童生徒数 　老朽化に伴う備品の交換と、児童生徒数 　老朽化に伴う備品の交換と、児童生徒数

増加による新規の備品購入が継続的に必要 増加による新規の備品購入が継続的に必要 増加による新規の備品購入が継続的に必要

である。

小学校校用備品　　　　　　 16,876
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事業区分

事業区分

修繕費                       21 修繕費                       21 修繕費                       21

手数料                      101 手数料                      101 手数料                      101

損害保険料等                362 損害保険料等                362 損害保険料等                362

建物賃借料                5,304 建物賃借料                5,304 建物賃借料                5,304

機械器具代                  500 機械器具代                  500 機械器具代                  500

負担金・補助及び交付金         682 負担金・補助及び交付金         682 負担金・補助及び交付金         682

平成２４年度

3,096

平成２３年度

3,096

10

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

事業費　（イ）～（ホ） 3,096

教職員研究・研修 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 学校教育課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 3,096 3,096 3,096

事業内容

事業計画

謝礼　　　　1125 謝礼　　　　1125

学校経営の改善充実
教職員の資質能力の向上

印刷製本費  1337 印刷製本費  1337

謝礼　　　　1125

消耗品費     634 消耗品費     634 消耗品費     634

印刷製本費  1337

11

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

英語教育推進 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） 29,826 29,826 29,826

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 学校教育課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 29,826 29,826 29,826

事業内容

事業計画

英語指導助手報酬         19,800 英語指導助手報酬         19,800

学級担任・英語担当教師と外国語指導助
手でティームティーチングを行い、小学
校外国語活動・英語や外国語文化に親し
む授業を行う。

委員旅費                    14 委員旅費                    14

消耗品費                     42    消耗品費                     42    

英語指導助手報酬         19,800

非常員職員等共済費負担金  2,820 非常員職員等共済費負担金  2,820 非常員職員等共済費負担金  2,820

委員旅費                    14

非常勤特別職通勤費　　　　　180 非常勤特別職通勤費　　　　　180 非常勤特別職通勤費　　　　　180

消耗品費                     42    

単位（千円）
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事業区分

事業区分

単位（千円）

12

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） 4,112 4,112 4,112

中学生海外派遣 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 学校教育課
その他特定財源 （ニ） 450 450 450

一般財源 （ホ） 3,662 3,662 3,662

事業内容

事業計画

記念品代      　　   63 記念品代      　　   63

和光市と姉妹都市にあるアメリカ合衆国
ワシントン州ロングビュー市へ市内在住
の中学校２年生と３年生１０名を派遣
し、ホームステイ体験等の交流を通して
国際感覚の育成を図る。

委託業務料        3,927 委託業務料        3,927

記念品代      　　   63

職員旅費             61 職員旅費             61 職員旅費             61

委託業務料        3,927

負担金及び会費       61             負担金及び会費       61             負担金及び会費       61             

13

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

教育支援センター管理運営 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） 39,903 39,903 39,903

県支出金 （ロ） 3,701 3,701 3,701

所管課 地方債 （ハ）

経常 学校教育課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 36,202 36,202 36,202

事業内容

事業計画

教育相談担当専門委員報酬　　　　4,740 教育相談担当専門委員報酬　      4,740

・不登校児童生徒の学校復帰を支援す
る。
・相談員を各小・中学校に派遣して,小・
中学校の相談活動を支援する。
・障害のある児童生徒一人ひとりに応じ
た教育支援をする。
・学校教職員の資質向上を図る研修を支
援する。

臨時職員賃金　　 　　　　　　　30,529 　臨時職員賃金　　 　　　　      30,529 　

教育相談担当専門委員旅費・交通費 312 　　教育相談担当専門委員旅費・交通費 312 　　

センター通信費　　　　　　　   　334

教育相談担当専門委員報酬　　　　4,740

臨時職員共済費　　　　　　　　　2,698 臨時職員共済費　　　　　      　2,698 臨時職員共済費　　　　　　　　　2,698

臨時職員賃金　　 　　　　　　　30,529　　

教育相談員・顧問謝礼   　  　　　727 　 教育相談員・顧問謝礼   　        727 　 教育相談員・顧問謝礼   　  　　　727　　 

教育相談担当専門委員旅費・交通費 312　　　

センター消耗品　　　　　　　 　　119 　　センター消耗品　　　　      　　 119 　　センター消耗品　　　　　　　 　　119　　　

センター通信費　　　　　  　　 　334 センター通信費　　　　　　　   　334

センター事務機器借上料　　　   　444 センター事務機器借上料　　　　444 センター事務機器借上料　　　   　444

備品購入費　　　　　　           　0 備品購入費　　　　　　           　0 備品購入費　　　　　　           　0
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事業区分

事業区分

単位（千円）

14

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

学校衛生管理 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） 8,996 8,996 8,996

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 学校教育課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 8,996 8,996 8,996

事業内容

事業計画

報酬　　578　 報酬　　578　

児童生徒の日本スポーツ振興センターへ
の加入、児童生徒・教職員の健康管理及
び安全の提供及び教職員定期健康診断を
実施する。

役務費　168 役務費　168

負担金・補助及び交付金　6,014 負担金・補助及び交付金　6,014

報酬　　578　

需用費　229 需用費　229 需用費　229

役務費　168

委託料　2,007 委託料　2,007 委託料　2,007

負担金・補助及び交付金　6,014

15

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

学校文書ファイリングシステム 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） 1,154 1,154 1,154

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 学校教育課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 1,154 1,154 1,154

事業内容

事業計画

需用費 個別フォルダ・文書保管箱等              424 需用費 個別フォルダ・文書保管箱等              424

・和光市内の小、中学校の文書管理とし
てファイリングシステムを導入し、シス
テムとして機能させる。
・既に市役所で導入しているシステムを
学校にも導入することにより、文書管理
の共通性、透明性を持たせる。　　・個
人情報保護の強化、情報公開請求に円滑
に対応する。

文書廃棄物処理手数料　 　　　　　120 文書廃棄物処理手数料　 　　　　　120

需用費 個別フォルダ・文書保管箱等              424

委託料 維持管理指導など　　 　   610　 委託料 維持管理指導など　　 　   610　 委託料 維持管理指導など　　 　   610　

文書廃棄物処理手数料　 　　　　　120
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事業区分

事業区分

単位（千円）

16

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） 90,773 88,894 88,894

コンピュータ教育推進 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 学校教育課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 90,773 88,894 88,894

事業内容

事業計画

需用費(消耗品）　　　　　　 　　4400 需用費(消耗品）　　　　　　 　　4400

・学力の向上をめざし、情報機器を活用
した効果的な学習活動の充実を図る。
・児童生徒の情報活用能力、情報モラ
ル、マナーの習得をすすめる。
・コンピュータ、ネットワークを活用し
た校務の効率化をすすめ、教育活動の充
実を図る。

使用料および賃借料　　　 　　　80908 使用料および賃借料　　　 　　　78220

需用費(消耗品）　　　　　　 　　4400

役務費（回線通信料）　　　　　　6274 役務費（回線通信料）　　　　　　6274 役務費（回線通信料）　　　　　　6274

使用料および賃借料　　　 　　　78220

（使用料、賃借料） （使用料、賃借料） （使用料、賃借料）

17

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

学校図書整備 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） 9,489 9,489 9,489

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 学校教育課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 9,489 9,489 9,489

事業内容

事業計画

備品購入費(小学校図書購入費）　　6840 備品購入費(小学校図書購入費）　　6840

　学校図書館が児童生徒にとって、心の
オアシスとなる読書センターとしての機
能と、調べ学習を中心とした学習情報セ
ンターとしての機能が果たせるように児
童生徒数に見合った蔵書と蔵書内容の充
実

備品購入費(小学校図書購入費）　　6840

備品購入費(中学校図書購入費）　　2649 備品購入費(中学校図書購入費）　　2649 備品購入費(中学校図書購入費）　　2649

－73－



－74－

事業区分

事業区分

単位（千円）

18

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） 6,660 6,660 6,660

校外活動支援 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 学校教育課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 6,660 6,660 6,660

事業内容

事業計画

負担金・補助及び交付金　　6,660 負担金・補助及び交付金　　6,660

和光市内に就学する小学校5年生・中学校
2年生に対し、林間学校に参加した児童生
徒1人につき6,000円の補助をする。

負担金・補助及び交付金　　6,660

19

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

特色ある学校づくり 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） 5,500 5,500 5,500

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 学校教育課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 5,500 5,500 5,500

事業内容

事業計画

特色ある小・中学校づくり補助金 特色ある小・中学校づくり補助金

全小・中学校において、児童生徒や地域
の実態を踏まえた特色ある教育を実施す
る。教育環境の整備充実、学習活動や指
導方法の工夫改善、地域人材の活用や地
域との連携により、創意工夫した事業の
推進を図る。

特色ある小・中学校づくり補助金

１校平均500千円×11校      5,500 １校平均500千円×11校      5,500 １校平均500千円×11校      5,500
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事業区分

事業区分

単位（千円）

20

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） 24,333 24,333 24,333

児童・生徒衛生管理 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 学校教育課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 24,333 24,333 24,333

事業内容

事業計画

報酬　　16,267　 報酬　　16,267　

和光市立小中学校児童生徒健康診断の実
施

需用費　1,514　 需用費　1,514　

委託料　6,081 委託料　6,081

報酬　　16,267　

旅費　　　　17 旅費　　　　17 旅費　　　　17

需用費　1,514　

役務費　　454 役務費　　454 役務費　　454

委託料　6,081

21

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

教育扶助 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 399

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 34,950 34,950 34,950

399 399

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 学校教育課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 34,551 34,551 34,551

事業内容

事業計画

扶助費　　34,950 扶助費　　34,950

経済的に就学困難な市内在住児童生徒の
保護者に対し、就学にかかる費用の一部
（学用品費、学校給食費、校外学習費
等）を援助する。

扶助費　　34,950
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事業区分

事業区分

22

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）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 1,000 1,350 3,500

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

3,500
投資 学校教育課

その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 1,000

　第二中給食室改修工事変更設計     　第二中給食運搬費　　　　　1,350

1,350

事業内容

事業計画

積算基礎

・委託料    1,000 ・委託料　　1,350

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　　　　事業費未定

　第二中給食室改修工事

・工事請負費　事業費未定

　第二中給食運搬費　　　　　3,500

　　　　工事監理費　　　　事業費未定

・工事請負費　事業費未定

・委託料　　3,500

　第二中給食室改修工事

単位（千円）

23

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

学校給食業務・安全衛生管理・備品整備 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） 343,838 369,970 375,190

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 学校教育課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 343,838 369,970 375,190

事業内容

事業計画

学校給食業務 学校給食業務

学校給食法に基づき、児童生徒に安全安
心な学校給食を提供するとともに、児童
生徒が生涯にわたり心身ともに健康であ
るために食に関する正しい知識と好まし
い食習慣を身につけるための食育を行
う。

　・旅費　15 　・旅費　15

　　光熱水費・修繕費） 　　光熱水費・修繕費）

　　食材等検査）

学校給食業務

　・報償費　5 　・報償費　5 　・報償費　5

　・旅費　15

　・需用費40,697（消耗品・印刷製本費・　 　・需用費50,131（消耗品・印刷製本費・　 　・需用費40,783（消耗品・印刷製本費・　

　　光熱水費・修繕費）

　・委託料　282,350（給食業務・昇降機 　・委託料　296,633（給食業務・昇降機 　・委託料　311,431（給食業務・昇降機

　　食材等検査） 　　食材等検査）

安全衛生業務 安全衛生業務 安全衛生業務

　・委託料　12,876（防虫防鼠保全業務・ 　・委託料　15,186（防虫防鼠保全業務・ 　・委託料　14,956（防虫防鼠保全業務・

　　施設等清掃業務・グリストラップ清掃 　　施設等清掃業務・グリストラップ清掃 　　施設等清掃業務・グリストラップ清掃

　　業務・給食廃棄物収集運搬業務・生 　　業務・給食廃棄物収集運搬業務・生 　　業務・給食廃棄物収集運搬業務・生

　　ごみ処理品成分検査業務・生ごみ処 　　ごみ処理品成分検査業務・生ごみ処 　　ごみ処理品成分検査業務・生ごみ処

　　理機保守点検業務・腸内細菌検査業務 　　理機保守点検業務・腸内細菌検査業務 　　理機保守点検業務・腸内細菌検査業務

備品整備事業　学校給食用備品7,895 備品整備事業　学校給食用備品8,000 備品整備事業　学校給食用備品8,000
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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

　　　　　　　　　 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

単位（千円）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 1,140 1,140 1,140

1

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

成人式 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 生涯学習課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 1,140 1,140 1,140

事業内容

事業計画

成人式記念品　　　　　　　　　　835 成人式記念品　　　　　　　　　　835

成人記念式典を実施し、新成人としての
門出を祝福する。
また、新成人のアイディアを活かした式
を行うため、毎年新成人からなる実行委
員会を組織し、式の企画・運営を行う。

案内通知通信費等　　　　　　　　 37 案内通知通信費等　　　　　　　　 37

成人式記念品　　　　　　　　　　835

案内通知印刷製本等　　　　　　　105 案内通知印刷製本等　　　　　　　105 案内通知印刷製本等　　　　　　　105

案内通知通信費等　　　　　　　　 37

消耗品、サンアゼリア使用料　　　163 消耗品、サンアゼリア使用料　　　163 消耗品、サンアゼリア使用料　　　163

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

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 4,020 4,020 4,020

2

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

放課後子ども教室推進 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ） 2,546 2,546 2,546

所管課 地方債 （ハ）

経常 生涯学習課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 1,474 1,474 1,474

事業内容

事業計画

指導者・実行委員報酬　　　　　2512 指導者・実行委員報酬　　　　　2512

すべての子どもを対象として、安全・安
心な子どもの活動拠点（居場所）を設
け、地域の方々の参画を得て、子どもた
ちと共に勉強やスポーツ・文化活動、地
域住民との交流活動等の取組を推進す
る。

教室消耗品費・印刷費　　　　　 992 教室消耗品費・印刷費　　　　　 992

指導者、参加児童保険　　　　　 300 指導者、参加児童保険　　　　　 300

指導者・実行委員報酬　　　　　2512

（運営委員、安全管理委員、学習アドバイザー） （運営委員、安全管理委員、学習アドバイザー） （運営委員、安全管理委員、学習アドバイザー）

教室消耗品費・印刷費　　　　　 992

通信運搬費　　　　　　　　　　 216 通信運搬費　　　　　　　　　　 216 通信運搬費　　　　　　　　　　 216

指導者、参加児童保険　　　　　 300

3

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

生涯学習推進業務 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） 3,450 3,450 3,450

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 生涯学習課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 3,450 3,450 3,450

事業内容

事業計画

委員報酬　　　　　　　　　　　1706 委員報酬　　　　　　　　　　　1706

市民の学習ニーズに対応し、市民一人ひ
とりが心豊かで充実した生涯学習・社会
教育活動を実現するために、市民の学習
機会の多様化と学習の日常化の促進に対
応した総合的・包括的な生涯学習・社会
教育を推進する。

社会教育指導員） 社会教育指導員）

臨時職員賃金　　　　　　　　　 899 臨時職員賃金　　　　　　　　　 899

旅費　　　　　　　　　　　　　 132

委員報酬　　　　　　　　　　　1706

（生涯学習専門調査員、社会教育委員、 （生涯学習専門調査員、社会教育委員、 （生涯学習専門調査員、社会教育委員、

社会教育指導員）

非常勤共催費負担金　　　　　　 231 非常勤共催費負担金　　　　　　 231 非常勤共催費負担金　　　　　　 231

臨時職員賃金　　　　　　　　　 899

社会教育功労賞記念品代　　　　　52 社会教育功労賞記念品代　　　　　52 社会教育功労賞記念品代　　　　　52

旅費　　　　　　　　　　　　　 132 旅費　　　　　　　　　　　　　 132

消耗品、楽器修繕料　　　　　　 144 消耗品、楽器修繕料　　　　　　 144 消耗品、楽器修繕料　　　　　　 144

通信運搬費、ゴミ有料シール　　 277 通信運搬費、ゴミ有料シール　　 277 通信運搬費、ゴミ有料シール　　 277

社会教育指導員連絡協議会負担金、年会費   9 社会教育指導員連絡協議会負担金、年会費   9 社会教育指導員連絡協議会負担金、年会費   9

※上記のほかに「第二次和光市生涯

学習振興計画」策定作業に係る事業費

追加あり

単位（千円）
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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） 628 628 628

生涯学習情報提供 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 生涯学習課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 628 628 628

事業内容

事業計画

消耗品費（チラシ用色孔版紙、トナー等） 消耗品費（チラシ用色孔版紙、トナー等）

生涯学習ガイドの作成等を通じて、広く
市民に生涯学習の情報を提供すると共
に、学習者の拡大を図る。

印刷製本費（生涯学習ガイド）　　　394 印刷製本費（生涯学習ガイド）　　　394

消耗品費（チラシ用色孔版紙、トナー等）

234 234 234

印刷製本費（生涯学習ガイド）　　　394

5

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

生涯学習講座 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） 951 951 951

県支出金 （ロ） 55 55 55

所管課 地方債 （ハ）

経常 生涯学習課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 896 896 896

事業内容

事業計画

謝礼（各種講座講師謝礼）　　　　791 謝礼（各種講座講師謝礼）　　　　791

各種講座（和光市民大学、すこやか子育
て講座・親の学習講座、学校開放講座、
わこう市政学習おとどけ講座など）を通
して、市民の学習機会の充実を図る。

博物館等入場料　　　　　　　　　　2 博物館等入場料　　　　　　　　　　2

謝礼（各種講座講師謝礼）　　　　791

消耗品費、食糧費　　　　　　　　158 消耗品費、食糧費　　　　　　　　158 消耗品費、食糧費　　　　　　　　158

博物館等入場料　　　　　　　　　　2
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事業区分

事業区分

6

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

中央公民館管理運営・講座開催 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） 27,822 27,644 27,644

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 中央公民館
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 27,822 27,644 27,644

事業内容

事業計画

中央公民館管理運営　25,961 中央公民館管理運営　25,783

社会教育法第20条及び和光市公民館設置
及び管理条例に基づき、公民館利用者が
安全且つ快適に生涯学習活動を実施でき
るよう、施設の維持管理及び設備の充実
を図っていく。また、社会教育法第22条
に基づく各種講座を実施する事で、地域
住民の学習意欲の向上に資する。

需用費　10,011 需用費　10,011

委託料　14,250 委託料　14,250

備品購入費　178

中央公民館管理運営　25,783

旅費　12 旅費　12 旅費　12

需用費　10,011

役務費　398 役務費　398 役務費　398

委託料　14,250

使用料及び賃借料　1,112 使用料及び賃借料　1,112 使用料及び賃借料　1,112

中央公民館講座開催　1,861 中央公民館講座開催　1,861 中央公民館講座開催　1,861

報償費　1,302 報償費　1,302 報償費　1,302

需用費　236 需用費　236 需用費　236

役務費　73 役務費　73 役務費　73

使用料及び賃借料　250 使用料及び賃借料　250 使用料及び賃借料　250

単位（千円）

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） 664 664 664

中央公民館まつり 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 中央公民館
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 664 664 664

事業内容

事業計画

中央公民館まつり　664 中央公民館まつり　664

中央公民館を利用している社会教育関係
団体が、日頃の活動成果を発表する場と
して、また地域住民との交流を図る場と
して、毎年開催している。

委託料　178 委託料　178

中央公民館まつり　664

需要費　486 需要費　486 需要費　486

委託料　178
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事業区分

事業区分

県支出金 （ロ）
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 （ニ）

8

事業名
年　　度　　別

事業費　（イ）～（ホ）

所管課 地方債 （ハ）

一般財源 （ホ） 10,423 11,119

事業内容

事業計画

積算基礎

南公民館施設整備   　　　　　　10,423

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。

南公民館施設整備　　　　　　　 11,119

体育館改修工事設計委託　　　　　  619

体育館床改修工事    　　　　　 10,500

単位（千円）

11,119

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

10,423

キュービクル取替工事設計　　　  9,847　

0

キュービクル取替工事設計委託　　  576

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 14,679 14,675 14,675

9

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

南公民館管理運営・講座開催 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 南公民館
その他特定財源 （ニ） 504 504 504

一般財源 （ホ） 14,175 14,171 14,171

事業内容

事業計画

管理運営　　　　　　　　　　　 13,528 管理運営　　　　　　　　　　　 13,524

市民の学習要求を把握し、各年齢層にお
ける身近な学習機会の拡充、支援をす
る。また、利用者が安心して学習できる
環境づくりを進める。

　需要費　　　　　　　　　　　　5,216 　需要費　　　　　　　　　　　　5,017

　委託料　　　　　　　　　　　　7,238 　委託料　　　　　　　　　　　　7,442

　公課借　　　　　　　　　　　　　　9

管理運営　　　　　　　　　　　 13,524

　旅費　　　　　　　　　　　　　　14 　旅費　　　　　　　　　　　　　　14 　旅費　　　　　　　　　　　　　　14

　需要費　　　　　　　　　　　　5,212

　役務費　　　　　　　　　　　　　291 　役務費　　　　　　　　　　　　　291 　役務費　　　　　　　　　　　　　291

　委託料　　　　　　　　　　　　7,238

　使用料及び賃借料　　　　　　　　760 　使用料及び賃借料　　　　　　　　760 　使用料及び賃借料　　　　　　　　760

　公課借　　　　　　　　　　　　　　9

講座開催　　　　　　　　　　　　1,151 講座開催　　　　　　　　　　　　1,151 講座開催　　　　　　　　　　　　1,151

　報償費　　　　　　　　　　　　　963 　報償費　　　　　　　　　　　　　963 　報償費　　　　　　　　　　　　　963

　需要費　　　　　　　　　　　　　167 　需要費　　　　　　　　　　　　　167 　需要費　　　　　　　　　　　　　167

　役務費　　　　　　　　　　　　　14 　役務費　　　　　　　　　　　　　14 　役務費　　　　　　　　　　　　　14

　使用料及び賃借料　　　　　　　　7 　使用料及び賃借料　　　　　　　　7 　使用料及び賃借料　　　　　　　　7
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事業区分

事業区分

0

・別館用防犯カメラ設置工事　　　　196

11

事業名
年　　度　　別

所管課 地方債 （ハ）

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 （ニ）

一般財源 （ホ） 196 0 0

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。

平成２４年度

196 0

坂下公民館施設整備

平成２２年度 平成２３年度

県支出金 （ロ）

事業費　（イ）～（ホ）

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） 413 413 413

南公民館まつり 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 南公民館
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 413 413 413

事業内容

事業計画

公民館まつり　　　　　　　　　　　413 公民館まつり　　　　　　　　　　　413

公民館活動成果の発表及び近隣住民との
交流の場として開催している。

　役務費　　　　　　　　　　　　　11 　役務費　　　　　　　　　　　　　11

公民館まつり　　　　　　　　　　　413

　需要費　　　　　　　　　　　　　160 　需要費　　　　　　　　　　　　　160 　需要費　　　　　　　　　　　　　160

　役務費　　　　　　　　　　　　　11

　委託料　　　　　　　　　　　　　242 　委託料　　　　　　　　　　　　　242 　委託料　　　　　　　　　　　　　242
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事業区分

事業区分

単位（千円）

12

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） 13,674 13,524 13,674

坂下公民館管理運営・講座開催 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 坂下公民館
その他特定財源 （ニ） 386 386 386

一般財源 （ホ） 13,288 13,138 13,288

事業内容

事業計画

管理運営　　　　　　　　　　　12,285 　　管理運営　　　　　　　　　　　12,135

市民の生涯学習を支援し、地域住民との
協同施策を進めるために安全で、安心な
施設の管理を行う。　　　　　　　　社
会情勢の変化により、市民の学習ニーズ
が多様化しておりより多種多様な学級、
講座の拡充を図る。

　需要費　　　　　　　　　　　　2,973 　需要費　　　　　　　　　　　　2,973

　委託料　　　　　　　　　　　　6,438 　委託料　　　　　　　　　　　　6,279

管理運営　　　　　　　　　　　12,285　　　

　旅費　　　　　　　　　　　　　　12 　旅費　　　　　　　　　　　　　　12 　旅費　　　　　　　　　　　　　　12

　需要費　　　　　　　　　　　　2,973

　役務費　　　　　　　　　　　　　290 　役務費　　　　　　　　　　　　　290 　役務費　　　　　　　　　　　　　290

　委託料　　　　　　　　　　　　6,438

　使用料及び賃借料　　　　　　　2,572 　使用料及び賃借料　　　　　　　2,572 　使用料及び賃借料　　　　　　　2,572

　公課借　　　　　　　　　　　　　　9

講座開催                       1,389 講座開催                       1,389 講座開催                       1,389

　報償費　　　　　　　　　　　　1,126 　報償費　　　　　　　　　　　　1,126 　報償費　　　　　　　　　　　　1,126

　需要費　　　　　　　　　　　　　237 　需要費　　　　　　　　　　　　　237 　需要費　　　　　　　　　　　　　237

　役務費　　　　　　　　　　　　　13 　役務費　　　　　　　　　　　　　13 　役務費　　　　　　　　　　　　　13

　使用料及び賃借料　　　　　　　　13 　使用料及び賃借料　　　　　　　　13 　使用料及び賃借料　　　　　　　　13

13

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） 798 798 798

坂下公民館まつり 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 坂下公民館
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 798 798 798

事業内容

事業計画

公民館まつり                      798 公民館まつり                      798

公民館活動成果の発表及び近隣住民との
交流の場として毎年開催している。

　需要費　　　　　　　　　　　　　158 　需要費　　　　　　　　　　　　　158

　使用料及び賃借料　　　　　　　　53 　使用料及び賃借料　　　　　　　　53

公民館まつり                      798

　報償費　　　　　　　　　　　　　63 　報償費　　　　　　　　　　　　　63 　報償費　　　　　　　　　　　　　63

　需要費　　　　　　　　　　　　　158

　役務費　　　　　　　　　　　　　524 　役務費　　　　　　　　　　　　　524 　役務費　　　　　　　　　　　　　524

　使用料及び賃借料　　　　　　　　53
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事業区分

事業区分

平成２４年度

14

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）

平成２３年度

事業費　（イ）～（ホ） 0 25,352 0

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

投資 図書館
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 25,352

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

高圧ケーブル取替　　　　　　　 　887

整備　　　　　　　　　　　　　 1,375

単位（千円）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 84,649 84,649 84,649

15

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

図書館管理運営・図書整備 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 図書館
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 84,649 84,649 84,649

事業内容

事業計画

図書館管理運営    63,996 図書館管理運営    63,996

利用者の新たな知識の習得のため図書館
として資料（本・CD・DVD・紙芝居・新
聞）の収集を行い体系的な整理後に収集
した資料を無料で閲覧・貸出を行うほか
読み聞かせ事業と資料に関連した講座開
催のための運営費用や施設維持費と資料
購入費です。

図書館推進員報酬 図書館推進員報酬

施設維持費用 施設維持費用

施設保守点検費用ほか

図書館管理運営    63,996

図書館協議会委員報酬 図書館協議会委員報酬 図書館協議会委員報酬

図書館推進員報酬

講座講師等謝礼 講座講師等謝礼 講座講師等謝礼

施設維持費用

通信費用 通信費用 通信費用

施設保守点検費用ほか 施設保守点検費用ほか

図書整備　　　　　20,653 図書整備　　　　　20,653 図書整備　　　　　20,653

資料購入費用 資料購入費用 資料購入費用

資料整備費用ほか 資料整備費用ほか 資料整備費用ほか
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事業区分

青少年相談員研修会、親子体験教室 青少年相談員研修会、親子体験教室 青少年相談員研修会、親子体験教室

青少年育成団体活動補助金　　　5,923 青少年育成団体活動補助金　　　5,923 青少年育成団体活動補助金　　　5,923

事業区分

作文・標語表彰式用消耗品・青少年健全 作文・標語表彰式用消耗品・青少年健全 作文・標語表彰式用消耗品・青少年健全

育成作文集印刷製本費　　　　　507 育成作文集印刷製本費　　　　　507 育成作文集印刷製本費　　　　　507

平成２３年度 平成２４年度

青少年育成推進員旅費　　　　 　2

平成２４年度

1,881

6,214

青少年指導者研修会謝礼　　　　50

16

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

青少年団体活動支援 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

事業費　（イ）～（ホ） 6,214 6,214 6,214

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

経常 スポーツ青少年課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 6,214 6,214

事業内容

事業計画

青少年指導者研修会謝礼　　　　50 青少年指導者研修会謝礼　　　　50

青少年育成推進員旅費　　　　 　2 青少年育成推進員旅費　　　　 　2
青少年育成和光市民会議、地域青少年を
育てる会連合会、地域青少年を育てる
会、青少年相談員は、青少年の健全な育
成を図ることを目的として結成され、青
少年の健やかな成長を願い市民の力とし
て市の施策に多大な協力をしており、そ
の活動に対して支援する。主な活動は、
夏季スポーツ大会、青少年育成和光市民
大会、新春凧上げ大会、社会環境浄化活
動、親子ペタンク大会、なわとび大会等
を実施している。

青少年育成推進員損害保険料　　 8 青少年育成推進員損害保険料　　 8 青少年育成推進員損害保険料　　 8

バス借上料　  　　　　　　　 231 バス借上料　  　　　　　　　 231 バス借上料　  　　　　　　　 231

17

年　　度　　別 平成２２年度

青少年問題協議会運営 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

平成２３年度

事業費　（イ）～（ホ） 1,881 2,281

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 スポーツ青少年課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 1,881 2,281 1,881

事業内容

事業計画

青少年問題協議会委員報酬　　184 青少年問題協議会委員報酬　　184

市内における青少年に関する施策の連絡
調整を図り、その効果的推進を期して、
青少年の健全な育成を図ることを目的に
和光市青少年問題協議会条例により設置
され運営されている。また、青少年問題
の調査研究機関として、青少年問題研究
会及び青少年健全育成作文審査委員会も
設置し活動している。

作文審査委員謝礼　　　　　　330 作文審査委員謝礼　　　　　　330

青少年問題研究会アンケート集計及び

青少年問題協議会委員報酬　　184

青少年問題研究会委員、青少年健全育成 青少年問題研究会委員、青少年健全育成 青少年問題研究会委員、青少年健全育成

作文審査委員謝礼　　　　　　330

青少年健全育成作文・標語募集記念品860 青少年健全育成作文・標語募集記念品860 青少年健全育成作文・標語募集記念品860

報告書作成業務委託　　　　　　400

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】

　　　　　　　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

　　　　　　　　　 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

単位（千円）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 413 413 413

1

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

文化財施設管理運営 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 生涯学習課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 413 413 413

事業内容

事業計画

需用費（消耗品、光熱水費、修繕）　235 需用費（消耗品、光熱水費、修繕）　235

文化財保護に使用する保存施設の維持管
理にかかる業務

電気工作物点検業務委託 　　　　　　36 電気工作物点検業務委託 　　　　　　36

事務機器（複写機）借上げ　 　　　　70 事務機器（複写機）借上げ　 　　　　70

※事務所移転が実施された場合は変更の

需用費（消耗品、光熱水費、修繕）　235

役務費（通信費、火災保険料）　　　 50 役務費　　　　　　　　　　　　　　 50 役務費　　　　　　　　　　　　　　 50

電気工作物点検業務委託 　　　　　　36

消防設備点検業務委託　　　　　　　 22 消防設備点検業務委託　　　　　　　 22 消防設備点検業務委託　　　　　　　 22

事務機器（複写機）借上げ　 　　　　70

※事務所移転が実施された場合は変更の ※事務所移転が実施された場合は変更の

　可能性あり。（新規実施計画提出済） 　可能性あり。（新規実施計画提出済） 　可能性あり。（新規実施計画提出済）

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

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）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 1,366 0 0

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

臨時 生涯学習課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 1,366

事業内容

事業計画

積算基礎

文化財保存庫燻蒸消毒業務委託

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。

1,366

3

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

文化財保護 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） 6,673 6,579 7,516

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 生涯学習課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 6,673 6,579 7,516

事業内容

事業計画

調査員賃金　　　　　　　　   　 5,740 発掘調査員賃金　　　　　　   　 5,740

文化財について、保護啓発を行い、貴重
な文化財を守る業務。

文化財保護・整理用消耗品費　　  　273 文化財保護・整理用消耗品費　　  　273

測量器材等修繕料　　　　　　　 　　26 測量器材等修繕料　　　　　　　 　　26

発掘調査員賃金　　　　　　    　5,740

文化財講座講師謝礼　　　　　 　　　20 文化財講座講師謝礼　　　　　 　　　20 文化財講座講師謝礼　　　　　 　　　20

文化財保護・整理用消耗品費　　  　273

印刷製本費　　　　　　　　　　　　614 印刷製本費　　　　　　　　　　　　614 印刷製本費　　　　　　　　　　　　614

測量器材等修繕料　　　　　　　 　　26

単位（千円）
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事業区分

事業区分

単位（千円）

5

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

文化財振興業務 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） 256 432 268

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 生涯学習課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 256 432 268

事業内容

事業計画

文化財保護委員報酬　     　　　 　136 文化財保護委員報酬　     　　 　　136

文化財の保護振興をはかる。

庁用車維持管理費　 　　　      　　86 庁用車維持管理費　 　　　      　　86

庁用車車両点検料等　　 　　　 　　176

文化財保護委員報酬　      　　　　148

会議用旅費　　　　　           　　14 会議用旅費　　　　　           　　14 会議用旅費　　　　　           　　14

庁用車維持管理費　 　 　　     　　86

埼玉県文化財保護協会負担金　　 　　20 埼玉県文化財保護協会負担金         20 埼玉県文化財保護協会負担金　　 　　20

原材料費（セメント等）　　　　　　 18 原材料費（セメント等）　　　　　　 18 原材料費（セメント等）　　　　　　 18

発掘調査員賃金　 　　　　　　　 2,191

需用費（発掘調査用消耗品、燃料費）　65

し尿処理手数料　　　　　　　　　　 10

発掘調査用重機借上料　　　　　　1,726 発掘調査用重機借上料　　　　　  1,726

事業内容

事業計画

発掘調査員賃金　 　　　　　 　　2,191 発掘調査員賃金　 　　　　　　　 2,191

需用費（発掘調査用消耗品、燃料費）　65 需用費（発掘調査用消耗品、燃料費）　65

埋蔵文化財の調査に関する業務

し尿処理手数料　　　　　　　　　　 10 し尿処理手数料　　　　　　　　　　 10

発掘調査用重機借上料　　　　　  1,726

2,010 2,010 2,010
経常 生涯学習課

その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ）

所管課 地方債 （ハ）

1,500

県支出金 （ロ） 500 500 500

4,010 4,010

文化財調査 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 1,500 1,500

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） 4,010
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事業区分

事業区分

7

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

文化団体活動支援 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

所管課

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 11,920 11,920 119,220

県支出金 （ロ）

地方債 （ハ）

経常 人権文化課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 11,920 11,920 11,920

事業内容

事業計画

負担金・補助金及び交付金 負担金・補助金及び交付金

市の文化活動団体・文化振興団体の育成
及び活動の活性化を促進する。

　(財)和光市文化振興公社補助金補助金 　(財)和光市文化振興公社補助金補助金

負担金・補助金及び交付金

　和光市文化団体連合会補助金 270 　和光市文化団体連合会補助金 270 　和光市文化団体連合会補助金 270

　(財)和光市文化振興公社補助金補助金

11,650 11,650 11,650

単位（千円）

社会教育施設整備用事業用地取得費 社会教育施設整備用事業用地取得費

（民家園分）　　　　　　　　　 40,011 （民家園分）　　　　　　　 　　39,425

使用料及び賃借料（コピー機、AED） 143 使用料及び賃借料（コピー機、AED） 143 使用料及び賃借料（コピー機、AED） 143

原材料費（塩化カルシウム等）　　　　9 原材料費（塩化カルシウム等）　　　　9 原材料費（塩化カルシウム等）　　　　9

需要費（光熱水費、修繕等）　　　　699

役務費（通信費等）　　　　　　　　199

委託料（管理運営業務、機械警備等）

5,653 5,603

事業内容

事業計画

需要費（光熱水費、修繕等）　　　　699 需要費（光熱水費、修繕等）　　　　699

役務費（通信費等）　　　　　　　　199 役務費（通信費等）　　　　　　　　199

古民家（新倉ふるさと民家園）の管理運
営業務

委託料（管理運営業務、機械警備等） 委託料（管理運営業務、機械警備等）

5,603

一般財源 （ホ） 46,664 46,128 6,653
経常 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

46,128 6,653

6

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

事業費　（イ）～（ホ） 46,664

古民家管理運営 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）
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事業区分

事業区分

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 80 80 80

8

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

市民文化イベント支援 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 生涯学習課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 80 80 80

事業内容

事業計画

謝礼（菊花展展示場設営）　　　　　70 謝礼（菊花展展示場設営）　　　　　70

文化活動者の交流を深める。芸能発表、
美術作品展、菊花展などの市民の文化活
動の発表する場を設け、文化活動の拡充
を図る。

謝礼（菊花展展示場設営）　　　　　70

消耗品費　　　　　　　　　　　　　10 消耗品費　　　　　　　　　　　　　10 消耗品費　　　　　　　　　　　　　10

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 650 650 650

9

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

社会教育団体活動支援 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 生涯学習課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 650 650 650

事業内容

事業計画

和光市人権教育推進協議会補助金　350 和光市人権教育推進協議会補助金　350

社旗教育団体に補助金を支出することに
より、団体の育成、活動の推進を図る。

和光市PTA連合会補助金　　　　　 150 和光市PTA連合会補助金　　　　　 150

和光市人権教育推進協議会補助金　350

ボーイスカウト和光団補助金　　　100 ボーイスカウト和光団補助金　　　100 ボーイスカウト和光団補助金　　　100

和光市PTA連合会補助金　　　　　 150

白子囃子保存会補助金　　　　　　 50 白子囃子保存会補助金　　　　　　 50 白子囃子保存会補助金　　　　　　 50

単位（千円）
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事業区分

事業区分

        大ﾎｰﾙ調光室窓修繕　　　　740 　　　 照明設備賃借  46,620

賃借料:音響設備賃借　27,951

賃借料:音響設備賃借　27,951 　　　　　　　　　 照明設備賃借  46,620

　　　 照明設備賃借  46,620

　　　　　　　新設工事　　　　6,300

　　　　　　　設計業務委託  　375　

工事費：会議室廊下等空調機

事業費　（イ）～（ホ） 78,974 91,483 80,871

文化センター施設整備 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 人権文化課
その他特定財源 （ニ）

91,483（ホ） 78,974 80,871

　　　　　　　　　交換修繕　　　　788 賃借料:音響設備賃借　27,951 　　　　　　

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 　　　　その他修繕　　　　　　　1,575 　　　　　　　　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

　　　　大ﾎｰﾙ緞帳装置ﾒｲﾝｼｰﾌﾞ 委託料：会議室廊下等空調機器新設工事

　　　　その他修繕　1,575　　 　　　　　　　設計業務委託  　665

　　　　楽屋口屋根新設工事他

　　　 楽屋口屋根新設工事　　　 2,835

11

事業計画

積算基礎

・市民文化センター施設の設備が整備さ
れ、利便性が向上するとともに、定期的
な消防及び避難誘導訓練により安全性を
確保する。
・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・設備の更
新を実施する。また、利便性の向上・安
全性・快適性の確保を図る。

事業内容

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

　　　　その他修繕　1,575

一般財源

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） 655 664 664

文化行政 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 人権文化課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 655 664 664

事業内容

事業計画

報償費 報償費

・市民や市民文化団体等の、自主的で創
造的な文化活動を支援する。
・市が、市民や市民文化団体、企業等と
協働し、地域の個性や特色がより一層見
える文化の形成を図る。
・地域文化資源を保存・顕彰し、有効活
用を図る。

旅費   文化イベント出演者謝礼　　　　　100

需用費 　職員旅費                         29

　和光ｼﾋﾞｯｸｺﾝｻｰﾄﾁﾗｼ印刷　　　　　 105

報償費

　白子ｺﾐｾﾝ展示室ｲﾍﾞﾝﾄ講師謝礼 100 　白子ｺﾐｾﾝ展示室ｲﾍﾞﾝﾄ講師謝礼 100 　白子ｺﾐｾﾝ展示室ｲﾍﾞﾝﾄ講師謝礼 100

　文化イベント出演者謝礼　　　　　100

　職員旅費 29 旅費 旅費

　職員旅費                         29

　白子ｺﾐｾﾝ展示室ｲﾍﾞﾝﾄ啓発物品等 130 需用費 需用費

　白子ｺﾐｾﾝ展示室ｲﾍﾞﾝﾄ啓発物品等   130 　白子ｺﾐｾﾝ展示室ｲﾍﾞﾝﾄ啓発物品等   130

委託費 　文化ｲﾍﾞﾝﾄﾁﾗｼ印刷　　　　 　　　 105 　文化ｲﾍﾞﾝﾄﾁﾗｼ印刷　　　　 　　　 105

　白子ｺﾐｾﾝ展示室業務委託料　　　　200 委託費 委託費

備品購入費 　白子ｺﾐｾﾝ展示室業務委託料　　　　200 　白子ｺﾐｾﾝ展示室業務委託料　　　　200

　白子ｺﾐｾﾝ展示室等ｲﾍﾞﾝﾄ用備品代　　　

91
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事業区分

12

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

市民文化センター管理運営 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） 269,557 269,377 269,377

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 人権文化課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 269,557 269,377 269,377

事業内容

事業計画

報償費 報償費

・市民文化センターの有効活用を図るた
め、指定管理者による管理運営を行う。
（市は指定管理者に対し指定管理料を支
払い、指定管理者は、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う。）
・指定管理者の事業評価において、外部
有識者を活用する。

　指定管理者選定委員謝礼　　　　　240 役務費

　建物火災保険　　　　　　　　　　160 委託料

　指定管理料　　　　　　　　  268,618

報償費

　指定管理者事業評価委員謝礼 180 　指定管理者事業評価委員謝礼 240 　指定管理者事業評価委員謝礼 240

役務費

役務費   建物火災保険 160   建物火災保険 160

委託料

委託料 　指定管理料 268,618 　指定管理料 268,618

使用料及び賃借料 使用料及び賃借料

使用料及び賃借料   自動対外式除細動器借上料 359   自動対外式除細動器借上料 359

　自動対外式除細動器借上料　　　　359

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】

　　　　　　　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

(コ－ト舗装)

　　　　　　　　　 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） 7,609 10,000 4,040

体育施設整備 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 スポーツ青少年課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 7,609

(コ－ト2面張替え) (コ－ト2面張替え)

10,000

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。

武道館耐震診断                 1,109 坂下庭球場整備工事              3,500

総合体育館計画修繕              4,040

(塗装更新工事)                  

4,040

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

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） 39,072 39,072 39,072

体育施設管理運営 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 スポーツ青少年課
その他特定財源 （ニ） 10,403 10,403 10,403

一般財源 （ホ） 28,669 28,669 28,669

事業内容

事業計画

体育施設管理用消耗品、修繕費等需用費、 体育施設管理用消耗品、修繕費等需用費、

市民が体育施設を安全、快適に利用でき
るように管理運営を図る

電話料金、火災保険料等　　　　 　 402 電話料金、火災保険料等　　　　 　 402

庭球場土地賃借料、AED借上料 　  9,852 庭球場土地賃借料、AED借上料 　  9,852

備品購入　　　　　　　　　　　　　 32

体育施設管理用消耗品、修繕費等需用費、

役務費、原材料費　　　　　　　  4,451 役務費、原材料費　　　　　　　  4,451 役務費、原材料費　　　　　　　  4,451

電話料金、火災保険料等　　　　 　 402

施設維持管理委託料　　　　　　 24,138 施設維持管理委託料　　　　　　 24,138 施設維持管理委託料　　　　　　 24,138

庭球場土地賃借料、AED借上料 　  9,852

施設管理用砂、黒土等　　　　　 　 197 施設管理用砂、黒土等　　　　　 　 197 施設管理用砂、黒土等　　　　　 　 197

備品購入　　　　　　　　　　　　　 32 備品購入　　　　　　　　　　　　　 32

3

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

和光市総合体育館管理運営 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） 81,558 81,558 81,558

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 スポーツ青少年課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 81,558 81,558 81,558

事業内容

事業計画

指定管理料　　　　　 　　　　　81,000 　指定管理料　　　　　 　　　　　81,000 　

指定管理者制度を導入し利用者が安全・
快適に施設利用ができるよう総合体育館
の管理運営を図る

指定管理料　　　　　 　　　　　81,000　　

火災保険料・AED借上料　　　　　　558 火災保険料・AED借上料　　　　　　558 火災保険料・AED借上料　　　　　　558
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事業区分

検手数料　　　　　　　　　　　　　 97 検手数料　　　　　　　　　　　　　 97 検手数料　　　　　　　　　　　　　 97

賃借料  　　　　　　　　　　　　　934 賃借料  　　　　　　　　　　　　　934 賃借料  　　　　　　　　　　　　　934

庁用重量税　　　　　　　　　　　　 19 庁用重量税　　　　　　　　　　　　 19 庁用重量税　　　　　　　　　　　　 19

事業区分

160

3,641

平成２３年度

3,801

単位（千円）

平成２４年度

3,801

4

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

事業費　（イ）～（ホ） 3,801

スポーツ振興業務
県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

経常 スポーツ青少年課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ）

160 160

3,641 3,641

事業内容

事業計画

体育指導委員報酬・旅費　　　　　1,178 　体育指導委員報酬・旅費　　　　　1,178 　

「レクリエーションスポーツ」の普及を
することにより、市民が健康で健全な日
常生活を営むことができるよう事業の企
画をし事業の推進を図る

スポーツ事業用消耗品、施設利用登録証 　　スポーツ事業用消耗品、施設利用登録証 　　

FAX回線使用料、自動車等損害保険料、車 FAX回線使用料、自動車等損害保険料、車

埼玉県体育指導委員協議会負担金　　 15 

体育指導委員報酬・旅費　　　　　1,178　　

講師謝礼、体育賞ﾒﾀﾞﾙ等　　　　　　487 講師謝礼、体育賞ﾒﾀﾞﾙ等　　　　　　487 講師謝礼、体育賞ﾒﾀﾞﾙ等　　　　　　487

スポーツ事業用消耗品、施設利用登録証　　　

印刷費等需用費　　　　　　　　　1,046 印刷費等需用費　　　　　　　　　1,046 印刷費等需用費　　　　　　　　　1,046

FAX回線使用料、自動車等損害保険料、車

ハイキング、交流事業バス等使用料 ハイキング、交流事業バス等使用料 ハイキング、交流事業バス等使用料

埼玉県体育指導委員協議会負担金　　 15 埼玉県体育指導委員協議会負担金　　 15 

関東体育指導委員研究大会負担金　　 25 関東体育指導委員研究大会負担金　　 25 関東体育指導委員研究大会負担金　　 25 

平成２３年度 平成２４年度

5

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

市民体育祭 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

事業費　（イ）～（ホ） 2,000 2,000 2,000

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 スポーツ青少年課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 2,000 2,000 2,000

事業内容

事業計画

市民体育祭補助金　　　　　　　　2,000 市民体育祭補助金　　　　　　　　2,000

市民が一同に集まり健康であることの喜
びを実感し、参加者の親睦を図る

市民体育祭補助金　　　　　　　　2,000
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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

体育団体活動支援 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） 2,450 2,450 2,450

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 スポーツ青少年課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 2,450 2,450 2,450

事業内容

事業計画

体育協会等補助金　　　　　　　　2,450 体育協会等補助金　　　　　　　　2,450

主に体育協会が開催する競技スポーツに
対し支援を行い、市民が健康でゆとりあ
る生活がおくれるよう事業推進を図る

体育協会等補助金　　　　　　　　2,450

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 19,443 19,443 19,443

7

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

契約保養所施設借上げ 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 市民活動推進課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 19,443 19,443 19,443

事業内容

事業計画

保養施設契約及び調査旅費　　　　　 44 保養施設契約及び調査旅費　　　　　 44

市民の福利厚生に資する保養施設を借上
げし、市民サービスの向上を図る。

利用申請書･封筒･ﾊﾟﾝﾌ･印刷　　　　 455 利用申請書･封筒･ﾊﾟﾝﾌ･印刷　　　　 455

保養施設契約及び調査旅費　　　　　 44

文具（ﾌｧｲﾙ・ﾍﾟﾝ等消耗品）　　　　　13 文具（ﾌｧｲﾙ・ﾍﾟﾝ等消耗品）　　　　　13 文具（ﾌｧｲﾙ・ﾍﾟﾝ等消耗品）　　　　　13

利用申請書･封筒･ﾊﾟﾝﾌ･印刷　　　　 455

保養施設借上げ料　　　　　　　 18,931 保養施設借上げ料　　　　　　　 18,931 保養施設借上げ料　　　　　 　　18,931

－96－



－97－

　　　　　　　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

旅費:研修会出席旅費 旅費:研修会出席旅費 旅費:研修会出席旅費

需用費:関係機関紙購読料・啓発物等 需用費:関係機関紙購読料・啓発物等 需用費:関係機関紙購読料・啓発物等

研修会参加負担金・協議会負担金等 研修会参加負担金・協議会負担金等 研修会参加負担金・協議会負担金等

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）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 1,869 2,122 1,972

1

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

人権啓発推進 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ） 100 100

所管課 地方債 （ハ）

経常 人権文化課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 1,769 2,022 1,972

254 254 254
事業内容

事業計画

報償費:講演会講師・人権相談員謝礼等 報償費:講演会講師・人権相談員謝礼等

人権擁護委員による人権啓発・人権相談
等の事業を通して、市民の社会生活及び
家庭生活の中での基本的人権の尊重の実
現を図る。また、同和問題をはじめとす
る様々な人権問題の早期解決を目指し、
研修会・講演会の開催や国・県研修会へ
の参加及び啓発資料の作成等を行う。

負担金・補助及び交付金: 負担金・補助及び交付金: 負担金・補助及び交付金:

617 720 600

495 513

635 620503

※23年度は同和対策推進協議会の副会長市を

務めるため、研修会出席回数等が増加する。

498

報償費:講演会講師・人権相談員謝礼等

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

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 625 0 0

3

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）

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

臨時 人権文化課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 0625

事業内容

事業計画

積算基礎

11需用費　625

第3次行動計画男女共同参画わこうプラン
の策定に伴い、プラン本編・概要版を印
刷する。

　

0

・プラン本編・概要版印刷　615、(ラベル　10)　

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） 828 828 828

人権教育推進 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

828
経常 生涯学習課

その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 828

旅費　　　　　　　　　　　　　　　286 旅費　　　　　　　　　　　　　　　286

828

旅費　　　　　　　　　　　　　　　286
事業内容

事業計画

謝礼（講座・イベント講師謝礼）　　350 謝礼（講座・イベント講師謝礼）　　350

人権問題について、より一層の理解を図
るため、人権講演会等のイベント・講座
の開催や人権問題への啓発や周知を行
う。

需用費　　　　　　　　　　　　　　113 需用費　　　　　　　　　　　　　　113

サンゼリア使用料　　　　　　　　　 39 サンゼリア使用料　　　　　　　　　 39 サンゼリア使用料　　　　　　　　　 39

需用費　　　　　　　　　　　　　　113

北足立南部地区人権教育推進協議会負担金 北足立南部地区人権教育推進協議会負担金 北足立南部地区人権教育推進協議会負担金

40 40 40

謝礼（講座・イベント講師謝礼）　　350
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事業区分

事業区分

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） 1,318 1,313 1,313

男女共同参画意識啓発 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 人権文化課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 1,318 1,313 1,313

事業内容

事業計画

01報酬　216
※審議会委員、苦情等処理委員報酬

01報酬　216
※審議会委員、苦情等処理委員報酬

01報酬　216
※審議会委員、苦情等処理委員報酬

 和光市男女共同参画推進条例及び男
女共同参画わこうプラン【改訂版】
に基づき、男女共同参画社会の実現
をめざして、市民、事業者とともに
計画的かつ効果的に施策を進める。
そのため、市民の意識啓発、職員の
意識醸成、市民ニーズ・意識の動向
に基づいたサービスの提供が必要不
可欠であり、市民参画によるフォー
ラム・講座等の開催、男女共同参画
情報紙おるご～るの発行、職員研修
等をより充実させ、きめ細かい啓発
を継続的に長期にわたって行ってい
く。

08報償費　850
※男女共同参画わこうプラン推進会議、
フォーラム、講座等謝礼

08報償費　866
※男女共同参画わこうプラン推進会議、
フォーラム、講座等謝礼

08報償費　866
※男女共同参画わこうプラン推進会議、
フォーラム、講座等謝礼

09旅費　46
※職員研修旅費、審議会委員・苦情等処理委
員等旅費

09旅費　38
※職員研修旅費、審議会委員・苦情等処理委
員等旅費

09旅費　38
※職員研修旅費、審議会委員・苦情等処理委
員等旅費

11需用費　184
※チラシ用用紙他消耗品

11需用費　171
※チラシ用用紙他消耗品

11需用費　171
※チラシ用用紙他消耗品

12役務費　22
※フォーラム手話通訳派遣に伴う手数料

12役務費　22
※フォーラム手話通訳派遣に伴う手数料

12役務費　22
※フォーラム手話通訳派遣に伴う手数料

5

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

女性相談 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） 738 738 738

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 市民相談室
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 738 738 738

事業内容

事業計画

カウンセリング業務委託　　　　　　738 カウンセリング業務委託　　　　　　738

配偶者等からの暴力にかかる相談を含
め、セクハラ、ストーカーなど、女性の
抱える悩みの相談の場として、フェミニ
ストカウンセラーによる市民向けの女性
相談窓口を設置する。

カウンセリング業務委託　　　　　　738

単位（千円）
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事業区分

事業区分

6

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

国際化推進 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） 1,087 1,087 1,087

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 人権文化課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 1,087 1,087 1,087

事業内容

事業計画

報酬：国際交流員報酬 報酬：国際交流員報酬

和光市国際化推進計画に基づき、国際化
推進施策を継続的に実施する。
姉妹都市(アメリカ合衆国ワシントン州ロ
ングビュー市)を啓発活動などで広く紹
介・ＰＲすることにより、市民の姉妹都
市に対する関心を高める。
｢外国人にも暮らしやすいまちづくり｣を
実現するために、外国籍市民等へのサー
ビス体制の強化に努める。また、円滑な
窓口対応等を強化するために、国際交流
員を配置している。

報償費:和光市国際化推進懇話会委員謝礼等 報償費:和光市国際化推進懇話会委員謝礼等

旅費：国際化関係会議等出席旅費等　 旅費：国際化関係会議等出席旅費等　

需用費：国際化推進啓発物品費等

報酬：国際交流員報酬

864 864 864

報償費:和光市国際化推進懇話会委員謝礼等

62 62 62

旅費：国際化関係会議等出席旅費等　

57 57 57

需用費：国際化推進啓発物品費等 需用費：国際化推進啓発物品費等

104 104 104

7

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

平和 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） 417 417 417

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 人権文化課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 417 417 417

事業内容

事業計画

報償費　　　　　　　　　　　　　　 98 報償費                            256

市民とともに戦争の悲惨さと平和の尊さ
を考え、平和への願いを次世代に伝える
ために、平和祈念講演会やパネル展を実
施する。

　平和コンサート出演者謝礼　　　　　 　平和コンサート出演者謝礼　　　　　 

旅費                              166 旅費                                9

需用費                            119

報償費                            256

　講師等謝礼 　講師謝礼 　講師謝礼

　平和コンサート出演者謝礼　　　　　 

　ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ謝礼 　ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ謝礼 　ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ謝礼

旅費                                9

　職員旅費 　職員旅費 　職員旅費

需用費                            119 需用費                            119

　展示物作成消耗品費 　展示物作成消耗品費 　展示物作成消耗品費

　食糧費　　　　　　　　　　　　　　 　食糧費　　　　　　　　　　　　　　 　食糧費　　　　　　　　　　　　　　

  チラシ印刷製本費　　　　　　　　　　　   チラシ印刷製本費　　　　　　　　　　　   チラシ印刷製本費　　　　　　　　　　　

役務費                             34 役務費                             33 役務費                             33

　通信運搬費　　　　　　　　　　　 　通信運搬費　　　　　　　　　　　 　通信運搬費　　　　　　　　　　　 

　手話通訳斡旋手数料 　　　　　　　　　　　手話通訳斡旋手数料 　　　　　　　　　　　手話通訳斡旋手数料 　　　　　　　　　　

単位（千円）
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事業区分

・職員旅費　　　　　　　　　　　　18

（佐久市、那須烏山市、十日町市） （佐久市、那須烏山市、十日町市） （佐久市、那須烏山市、十日町市）
事業内容

事業計画

・職員旅費　　　　　　　　　　　　18 ・職員旅費　　　　　　　　　　　　18

友好都市（佐久市、那須烏山市、十日町
市）との交流を深め、ふるさと意識を高
める。

一般財源 （ホ） 18 18 18
経常 政策課

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） 18 18 18

8

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

地域間交流 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

単位（千円）
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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

9 9

次世代育成支援対策ハンドブック追録 次世代育成支援対策ハンドブック追録 次世代育成支援対策ハンドブック追録

委員長交通費相当額　             　 3

委員長交通費相当額　             　 3

地域協議会委員謝礼

委員長（学識経験者）             　16 委員長（学識経験者）             　16 委員長（学識経験者）             　16
事業内容

事業計画

地域協議会委員謝礼 地域協議会委員謝礼

次世代育成支援対策推進法第８条第１項
に基づき策定した行動計画の促進を図
る。

委員　 　　　　             　　   22 委員長交通費相当額　             　 3

9

一般財源 （ホ） 50 28 28
経常 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） 50 28 28

1

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

次世代育成支援行動計画促進 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

単位（千円）

　　　　　　　　　 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

施策の大綱

施　策　名

施策の内容

－102－



－103－

事業区分

事業区分

単位（千円）

負担金（会費他）                  407 負担金（会費他）                  403 負担金（会費他）                  403

委託料                            762 委託料                            762

使用料及び賃借料（AED他）       1,297 使用料及び賃借料（AED他）       1,297 使用料及び賃借料（AED他）       1,297

需用費（消耗品費・印刷代）      2,277

役務費（保険料・手数料・修繕料）  332 役務費（保険料・手数料・修繕料）  332 役務費（保険料・手数料・修繕料）  332

報償費（研修会講師謝礼）           70

旅費(通勤費）    　　　　　    3,636 旅費(通勤費）    　　　　　    3,636 旅費(通勤費）    　　　　　    3,636

非常勤嘱託職員      　　　　  127,021

共済費                         15,479 共済費                         15,479 共済費                         15,479
事業内容

事業計画

非常勤嘱託職員      　　　　  127,021 非常勤嘱託職員      　　　　  127,021

公設保育園の共通管理に要する経費

報償費（研修会講師謝礼）           70 報償費（研修会講師謝礼）           70

需用費（消耗品費・印刷代）      2,277 需用費（消耗品費・印刷代）      2,277

委託料                            762

79,783

一般財源 （ホ） 71,498 71,494 71,494
経常 こども福祉課

その他特定財源 （ニ） 79,783 79,783

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） 151,281 151,277 151,277

3

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

保育園管理運営 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

2

所管課

こども福祉課

公設保育園の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　　　　　　　　　　　412

 機器　天吊り型　壁掛けルームエアコン

 　　　(冷房能力5.6kw、暖房能力6.7kw)

（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

412

平成２２年度年　　度　　別

（ハ）

412
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事業区分

事業区分

修繕料　　　　　　　　　　　　 　 630

消耗品費　　　　　　　 　　　　 2,447

備品購入費　　　　　　 　　　　 　840 備品購入費　　　　　　 　　　　 1,218 備品購入費　　　　　　 　　　　 1,218

　給食調理業務委託料　　　　　46,905

賄材料費　　　　　　　 　　　　34,236 賄材料費　　　　　　　 　　　　34,236 賄材料費　　　　　　　 　　　　34,236
事業内容

事業計画

給食調理業務委託料　　　　　　46,441 給食調理業務委託料　　　　　　46,905

公設公営保育園で提供する給食に関する
経費

消耗品費　　　　　　　 　　　　 2,447 消耗品費　　　　　　　 　　　　 2,447

修繕料　　　　　　　　　　　　 　 630 修繕料　　　　　　　　　　　　 　 630

9,468

一般財源 （ホ） 75,126 75,968 75,968
経常 こども福祉課

その他特定財源 （ニ） 9,468 9,468

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） 84,594 85,436 85,436

4

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

給食実施 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

※　公設民営園３園を民設移行予定

修繕料　　　　　　   　　　　　　 500

備品購入費　　　　　　　　　　　　821 備品購入費　　　　　　　　　　　　500 備品購入費　　　 　　　　　　　　 500

保育園運営委託料　　　　  　 111,518

賃借料（園舎・土地）　　　　　 32,870 賃借料（園舎・土地）　　　　　  6,710 賃借料(園舎・土地）　　　　　　 6,710
事業内容

事業計画

保育園運営委託料　　　　　　　567,785 保育園運営委託料　　　　　　　110,964

公設民営保育園の運営に関する経費

修繕料　　　　　　　　　　　　　2,891 修繕料　　　　　　　　　　　　　  500

15,672

一般財源 （ホ） 484,055 103,002 103,556
経常 こども福祉課

その他特定財源 （ニ） 118,296 15,672

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ） 2,016

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 604,367 118,674 119,228

5

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

公設民営保育園運営 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

単位（千円）
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事業区分

事業区分

※　公設民営園３園を民設移行予定

保育園運営委託料　　　　　　　688,444

民間保育所補助金　　　　　　　113,672 民間保育所補助金　　　　　　 299,646　 民間保育所補助金　　　　　　　299,646
事業内容

事業計画

保育園運営委託料　　　　　　　390,776 保育園運営委託料　　　　　　 688,444

民設民営保育園の運営に関する経費

181,300

一般財源 （ホ） 254,860 598,194 598,194
経常 こども福祉課

その他特定財源 （ニ） 91,630 181,300

所管課 地方債 （ハ）

74,892 74,892県支出金 （ロ） 58,013

133,704 133,704

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 504,448 988,090 988,090

7

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

民間保育園運営 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 99,945

※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

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

6

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）

単位（千円）
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事業区分

（非常勤職員被服貸与　2年毎実施）

（非常勤職員被服貸与　2年毎実施） （庁用車車検、2年毎実施）

（庁用車車検、2年毎実施）

（建築物定期調査報告　2年毎実施）

（建築物定期調査報告　2年毎実施） （空調機薬品洗浄　20年度実施分）

（ガスヒートポンプ総合点検） 遠足バス、園駐車場、事務機器等借上料

遠足バス、園駐車場、事務機器等借上料

事業区分

職員研修会等負担金              　107 職員研修会等負担金              　107 職員研修会等負担金              　107

自動車税                         　14 自動車税                         　14 自動車税                         　14

事務機器借上・バス借上等        　634 事務機器借上・バス借上等        　634

備品購入                        　545 備品購入                        　545 備品購入                        　545

電話料・カーテン洗濯費等        　703

清掃・警備等、維持管理委託料 　13,325 清掃・警備等、維持管理委託料　 13,325 清掃・警備等、維持管理委託料 　13,325

職員旅費                         　53

消耗品・修繕費・高熱水費等  　 19,363 消耗品・修繕費・高熱水費等   　20,013 消耗品・修繕費・高熱水費等　   19,363

嘱託医師報酬                    　100

嘱託医師謝礼等                  　374 嘱託医師謝礼等                  　374 嘱託医師謝礼等                  　374
事業内容

事業計画

嘱託医師報酬                    　100 嘱託医師報酬　                    100

みなみ保育園管理運営に要する経費

職員旅費                         　53 職員旅費　                         53

電話料・カーテン洗濯費等　        703 電話料・カーテン洗濯費等        　703

事務機器借上・バス借上等　        634

3,992

一般財源 （ホ） 30,213 30,863 30,213

3,992 3,992
経常 こども福祉課

その他特定財源 （ニ）

1,013

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ） 1,013 1,013

35,218 35,868 35,218

みなみ保育園管理運営 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

研修会参加負担金　　　　　   　　　91 庁用車重量税　　   　   　　　　　　9

9

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）

2990 保育用具等、備品購入費　　   　 　119　　

保育用具等、備品購入費　　   　 　119 　 研修会参加負担金　　　   　　　　　91

2990

保育用具等、備品購入費            119

研修参加負担金                     91 2990

（空調機薬品洗浄　19年度実施分） 施設維持管理委託料　　   　　　　8557

施設維持管理委託料　   　　　　　7307 遠足バス、園駐車場、事務機器等借上料

職員旅費　　　　　　　　　　　   　43

職員旅費　　　　　　　　　   　　　43 消耗品購入費、施設修繕費等       8779 消耗品購入費、施設修繕費等　   　9060

嘱託医報酬費　　　　　　　　   　　62

検診・研修等謝礼　　 　　   　　　288 検診、研修等謝礼                  288 検診・研修等謝礼　　 　　   　　　288
事業内容

事業計画

嘱託医報酬費　　　　　　   　　　　62 嘱託医報酬費　　　　　　　　　 　　62

しらこ保育園管理運営に要する経費

（歯磨き指導歯科衛生士謝礼） 職員旅費                           43

消耗品購入費、施設修繕費等　   　9060 通信費、カーテン洗濯等            386

施設維持管理委託料               7744

14

一般財源 （ホ） 19,886 20,568 21,205
経常 こども福祉課

その他特定財源 （ニ） 518 14

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

20,582 21,219

しらこ保育園管理運営 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） 20,404
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事業区分

備品購入費                       275 備品購入費　　　　　　　　　　　  275 備品購入費                        275

消耗品費                         135 消耗品費                          135 消耗品費                          135

通信運搬費                        81 通信運搬費                         81 通信運搬費                         81

事業区分

支援センター･一次保育･管理運営委託料 

みなみ・しらこ両子育て支援センター、
一時保育及びみなみの休日保育運営に要
する経費

事業内容

事業計画

支援センター･一次保育･管理運営委託料 支援センター･一次保育･管理運営委託料 

14,791

一般財源 （ホ） 77,364 78,501 79,529
経常 こども福祉課

その他特定財源 （ニ） 14,791 14,791

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ） 16,074 16,074 16,074

110,394

子育て支援センター・一時保育・休日保育管理運営 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） 108,229 109,366

役務費　　　　　　　　　　　　　　611 役務費　　　　　　　　　　　　　　611

委託料　　 　　　　　　　　　　　　56 委託料　　 　　　　　　　　　　　　56 委託料　　 　　　　　　　　　　　　56

旅費（アドバイザー通勤費他）　　　62 旅費（アドバイザー通勤費他）　　　62

需用費　　　　　　　　　　　 　　 158 需用費　　　　　　　　　　　 　　 158 需用費　　　　　　　　　　　 　　 158

アドバイザー（4人）報酬　　　　5,040 アドバイザー（4人）報酬　　　　5,040

地域の中で、子育ての手助けをして欲し
い「依頼会員」と子育ての手助け（有償
ボランティア）ができる「協力会員」の
相互マネジメントを行い、仕事と育児を
両立できる環境の整備を行う。

共済　　　　　　　　　 　　　　　　76 共済　　　　　　　　　 　　　　　　76 共済　　　　　　　　　 　　　　　　76

報償費（講師謝礼他）　　　　　　　641 報償費（講師謝礼他）　　　　　　　641 報償費（講師謝礼他）　　　　　　　641

旅費（アドバイザー通勤費他）　　　62

事業内容

事業計画

アドバイザー（4人）報酬　　　　5,040

役務費　　　　　　　　　　　　　　611

一般財源 （ホ） 4,664 4,664 4,664
経常 こども福祉課

その他特定財源 （ニ）

地方債 （ハ）

県支出金 （ロ） 1,980 1,980 1,980

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 6,644 6,644 6,644

11

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

ファミリーサポートセンター 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

所管課

107,738 108,815 109,903
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事業区分

事業区分

使用料及び賃借料（AED他）　　　1,239

備品購入費　　 　　　　　　  　   37

役務費　　　　　 　　　　 　　　　146

委託料（指定管理料他）　　　　152,620 委託料　　　 　　　　　　　　152,620 委託料　　　 　　 　　　　　　152,620

報償費(ﾌﾟｰﾙ棟水泳教室講師謝礼)11,891

需用費（燃料費・光熱水費他）　19,122 需用費（燃料費・光熱水費他）　19,122 需用費（燃料費・光熱水費他）　19,122
事業内容

事業計画

報償費(ﾌﾟｰﾙ棟水泳教室講師謝礼)11,915 報償費(ﾌﾟｰﾙ棟水泳教室講師謝礼)11,891

児童センター・児童館の管理運営に関す
る経費

役務費　　　　　 　　　　　　　　146 役務費　　　　　 　　　　　　　　146

使用料及び賃借料（AED他）　　　1,239 使用料及び賃借料（AED他）　　　1,239

24,985

一般財源 （ホ） 160,094 160,833 160,833
経常 こども福祉課

その他特定財源 （ニ） 24,985 24,985

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

13

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

事業費　（イ）～（ホ） 185,079

児童センター（館）管理運営 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

平成２３年度 平成２４年度

185,818 185,818

・ウォールカーテン、プール床、トップ

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

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

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

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

5,700
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）

事業費　（イ）～（ホ） 0 5,700 23,690

12

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）

単位（千円）

23,690

プール棟内外装改修工事       　23,000

平成２４年度平成２３年度
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事業区分

需用費　　　　　　　　　　　　　2541 需用費　　　　　　　　　　　　　2541

役務費　　　　　　　　　　　　　 134 役務費　　　　　　　　　　　　　 134

指定管理料　　　　　　　　　　263853 指定管理料　　　　　　　　　　263853

業務委託料　　　　　　　　　　　 146 業務委託料　　　　　　　　　　　 146

使用料及び賃借料　 　　　　　　10976 使用料及び賃借料　 　　　　　　10976

事業区分

謝礼（送迎整理員）　　　　　　　1920

（送迎整理員、指定管理者選考委員）

保護者からの申込に基づき、内容審査及
び選考し、保育クラブで児童を保育す
る。

需用費　　　　　　　　　　　　　2541

役務費　　　　　　　　　　　　　 134

指定管理料　　　　　　　　　　263853

業務委託料　　　　　　　　　　　 146

使用料及び賃借料　 　　　　　　10976 備品購入費　　　　　　　　　　　 214 備品購入費　　　　　　　　　　　 214

事業内容

事業計画

謝礼　　　　　　　　　　　　　　1944 謝礼（送迎整理員）　　　　　　　1920

備品購入費　　　　　　　　　　　 214

一般財源 （ホ） 254,333 254,309 254,309
経常 生涯学習課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

25,475 25,475県支出金 （ロ） 25,475

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 279,808 279,784 279,784

14

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

保育クラブ管理運営 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

単位（千円）

家庭保育室委託料　　　　　　　 27,168

需用費　　　　　　　　　　　　　　　8 需用費　　　　　　　　　　　　　　　8 需用費　　　　　　　　　　　　　　　8
事業内容

事業計画

家庭保育室委託料　　　　　　　 24,035 家庭保育室委託料　　　　　　　 27,168

家庭等を基盤とした環境で乳幼児の保育
を行わせるため、私人等が実施する家庭
保育室に乳幼児の保育を委託する。

一般財源 （ホ） 20,812 23,276 23,276
経常 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） 3,231 3,900 3,900

27,176

家庭保育室運営 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

15

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） 24,043 27,176
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事業区分

事業区分

管外保育運営委託料　           87,071　　
事業内容

事業計画

管外保育運営委託料　           87,071 　管外保育運営委託料　           87,071 　

利便性等の理由により市外の保育園に入
園している乳幼児の保育の実施を委託す
る。

26,868

一般財源 （ホ） 56,902 56,902 56,902
経常 こども福祉課

その他特定財源 （ニ） 26,868 26,868

所管課 地方債 （ハ）

1,100 1,100県支出金 （ロ） 1,100

2,201 2,201

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 87,071 87,071 87,071

16

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

管外保育児童運営 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 2,201

単位（千円）

特別支援学校放課後事業対策費補助金

4,914 4,914 4,914
事業内容

事業計画

特別支援学校放課後事業対策費補助金 特別支援学校放課後事業対策費補助金

埼玉県立和光南特別支援学校の児童対象
の放課後学童保育クラブに補助金を交付
し、障害児及び保護者の生活の安定と負
担軽減を図る。

一般財源 （ホ） 3,786 3,786 3,786
経常 社会福祉課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

1,128 1,128県支出金 （ロ） 1,128

平成２２年度 平成２３年度

事業費　（イ）～（ホ） 4,914 4,914 4,914

17

事業名
年　　度　　別 平成２１年度

特別支援学校放課後事業対策 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）
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事業区分

事業区分

つどいの広場管理運営委託料　　　5,935

子育てネットワーク補助金　　 　   500 子育てネットワーク補助金　　 　   500 子育てネットワーク補助金　　 　   500
事業内容

事業計画

つどいの広場管理運営委託料　　　5,935 つどいの広場管理運営委託料　　　5,935

子育て中の親子が気軽に集うことができ
る場所を提供し、親の孤独感、閉塞感、
育児不安等を解消する。

一般財源 （ホ） 4,113 4,113 4,113
経常 こども福祉課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

2,322 2,322県支出金 （ロ） 2,322

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 6,435 6,435 6,435

18

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

つどいの広場運営 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

※需用費増：子育てガイドブック印刷

共済費　　　　　　　　　　　　　1,687

需用費                             83

役務費・負担金等                　494 役務費・負担金等                　494 役務費・負担金等                　494

非常勤職員（2人）報酬         12,000

報償費（相談・研修支援他謝礼）  1,861 報償費（相談・研修支援他謝礼）  1,861 報償費（相談・研修支援他謝礼）  1,861
事業内容

事業計画

非常勤職員（2人）報酬          11,760 非常勤職員（2人）報酬     　　12,000

子育てに関する専門的なアドバイスを行
うほか、言語・心理相談、保育園・幼稚
園巡回相談、グループ活動を行う。

需用費                             83 需用費                            783    

共済費　　　　　　　　　　　　　1,687 共済費　　　　　　　　　　　　　1,687

0

一般財源 （ホ） 15,510 16,450 15,750

0

経常 こども福祉課
その他特定財源 （ニ） 0 0

0 0所管課 地方債 （ハ）

375

県支出金 （ロ） 0 0 0

16,125

児童相談 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 375 375

単位（千円）

19

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） 15,885 16,825
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事業区分

事業区分

委託料:母子助産・母子寮入所措置費　      851
事業内容

事業計画

委託料:母子助産・母子寮入所措置費　      851 委託料:母子助産・母子寮入所措置費　      851

保健上必要があるにもかかわらず経済的
理由により、入院助産を受けることがで
きない妊産婦に対し助産施設において助
産を行う。(児童福祉法第２２条）
保護者（配偶者のいない女子又はこれに
準ずる事情にある女子）とその者の看護
すべき児童から申込みがあったときに、
母子生活支援施設において保護をする。
（児童福祉法第２３条）

0

一般財源 （ホ） 214 214 214

0

経常 こども福祉課
その他特定財源 （ニ） 0 0

0 0所管課 地方債 （ハ）

425

県支出金 （ロ） 212 212 210

849

助産施設・母子寮入所措置 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 425 425

21

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） 851 851

機器使用料等増：児童扶養手当システム入替

　　　　母子自立支援費　　　　  8,313

機器使用料等                    1,836 機器使用料等                    1,836 機器使用料等                    1,836

扶助費：児童扶養手当          146,400

　　　　ひとり親家庭等医療費   13,196 　　　　ひとり親家庭等医療費   15,800 　　　　ひとり親家庭等医療費   18,900
事業内容

事業計画

扶助費：児童扶養手当          110,715 扶助費：児童扶養手当          127,300

ひとり親家庭等への児童扶養手当の支給
及び医療費の一部助成を所得に応じて実
施する。また、母子自立支援のための教
育訓練給付金等の支給をする。

　　　　母子自立支援費　     　 8,313 　　　　母子自立支援費　　　　  8,313

一般財源 （ホ） 86,523 101,152 115,951
経常 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）

52,097 59,498

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 134,060 153,249 175,449

20

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

ひとり親家庭 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 47,537

単位（千円）
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事業区分

事業区分

児童手当支給 （扶助費）       614,600

支払通知書印刷代等　        　    464 支払通知書印刷代等                510 支払通知書印刷代等                560
事業内容

事業計画

児童手当支給（扶助費）    　　508,000 児童手当支給 （扶助費）       558,800

小学校修了前の児童の健全な育成及び資
質の向上を図るため、小学校修了前の児
童の養育している家庭に所得限度額に応
じて児童手当を支給する。

一般財源 （ホ） 126,998 140,210 154,210
経常 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）

419,100 460,950

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 508,464 559,310 615,160

23

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

児童手当支給 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 381,466

乳幼児医療費（扶助費）　    　209,300

事務手数料等　　　       　  　8,653 事務手数料等                    9,500 事務手数料等                   10,400
事業内容

事業計画

乳幼児医療費（扶助費） 　　　173,000 乳幼児医療費（扶助費）　    　190,300

小学校就学前の児童の保護者に乳幼児が
必要とする医療を容易に受けられるよう
にするため、乳幼児に対する医療費を助
成する。

一般財源 （ホ） 155,127 170,700 187,700
経常 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）

29,100 32,000

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 181,653 199,800 219,700

22

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

乳幼児医療費助成 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 26,526

単位（千円）
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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

事業区分

建物総合保険

空調機器借上料 空調機器借上料 空調機器借上料

建物総合保険　　　　　 　　　　　　80

3,440 3,440 3,440
事業内容

事業計画

80 建物総合保険　　　　　 　　　　　　80

福祉の里を運営するために必要な、経常
的経費等の支出を行い、施設の管理運営
を図る。

一般財源 （ホ） 3,520 3,520 3,520
経常 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）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 3,520 3,520 3,520

3

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

福祉の里管理運営 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

単位（千円）

ボイラー改修工事監理委託料　 　4,108

長・中期修繕計画に基づき実施

ボイラー改修工事             115,827
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・

一般財源 （ホ） 119,935 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） 119,935 0
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事業区分

100歳長寿慶祝金5万×12人          600

敬老年金1.7万×22人               374 敬老年金1.7万×22人               374 敬老年金1.7万×22人               374

事業区分

高齢者住宅借上料他　　　　　　　8,669

居室整備資金融資利子補給 5 高齢者支援住宅補助金           4,800 高齢者支援住宅補助金          4,800
事業内容

事業計画

高齢者住宅借上料他　　　　　　　8,671 高齢者住宅借上料他　　　　　　　8,673

民間住宅を借り上げ、立ち退きを求めら
れている等住宅の確保が困難な一人暮ら
しの高齢者に住宅を提供。賃貸住宅の家
主から転居を求められた高齢者世帯に、
転居先の賃貸住宅の家賃の差額を助成す
る。高齢者居室等整備資金融資事業は終
了しているが、利子補給は行う。

高齢者支援住宅補助金           4,800 住み替え家賃助成　　　　　　　　  960 住み替え家賃助成　　　　　　　　960

住み替え家賃助成　　　　　   　  960

一般財源 （ホ） 14,434 14,431 14,433
経常 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）

事業費　（イ）～（ホ） 14,434 14,431 14,433

5

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

在宅高齢者住宅支援 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

平成２３年度 平成２４年度

その他　　　　　　      　　　　　282

事業内容

事業計画

100歳長寿慶祝金5万×9人           450 100歳長寿慶祝金5万×11人          550

100歳長寿者へ慶祝金・ 高齢者男女へ慶
祝記念品を贈呈
敬老年金（明治44年4月1日以前生まれの
方へ17.000円支給）

福祉自治体ユニット会費　　      　100 福祉自治体ユニット会費　　  　　　100 福祉自治体ユニット会費　　　  　　100

その他　　　　　　      　　　　　282 その他　　　　　　      　　　　　282

一般財源 （ホ） 1,356 1,206 1,306
経常 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）

1,306

高齢者保健福祉計画推進 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） 1,356 1,206
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事業区分

地域支援事業相談員等報酬他　14,144

回線使用料他 　　　　　　　 回線使用料他　　　　　　　　　　58 回線使用料他　　　　　　　　　　58

事業区分

生活支援度調査委託料          1,240

高齢者無料入浴券印刷代　　 　　　24 高齢者無料入浴券印刷代　　　　　24 高齢者無料入浴券印刷代　　　　　24

寝具類貸付委託料　　　　　　　1,216

在宅老人援護費　　　　 　　 　1,187 在宅老人援護費　　　　 　 　　1,200 在宅老人援護費　　　　　　  　1,200

講師謝礼等　　　　　　　　　　　540

在宅改修理由書作製手数料         14 在宅改修理由書作製手数料         16 在宅改修理由書作製手数料         18
事業内容

事業計画

講師謝礼等　　　　　　　　　　　540 講師謝礼等　　　　　　　　　　　540

重度の要介護高齢者に寝具類の継続的な
貸付と自宅で調髪するための理容補助権
を交付。自宅に入浴施設がない等常時公
衆浴場を利用する高齢者への無料入浴券
を交付。

寝具類貸付委託料　　　　　　　1,135 寝具類貸付委託料　　　　　　　1,135

生活支援度調査委託料          1,181 生活支援度調査委託料          1,210

一般財源 （ホ） 4,506 4,125 4,238
経常 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）

4,081 4,125 4,238

在宅生活支援 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

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）

介護保険利用者負担金助成     45,000 介護保険利用者負担金助成     45,000

事業内容

事業計画

地域支援事業相談員等報酬他　14,144 地域支援事業相談員等報酬他　　14,144

58

高齢者の地域住宅生活の自立支援のため
の介護予防や権利擁護を包括的にサポー
トするマネジメントスタッフ確保。

高齢者居宅改善整備費補助金  21,477 高齢者居宅改善整備費補助金   22,000 高齢者居宅改善整備費補助金   22,000

介護保険利用者負担金助成     43,079

一般財源 （ホ） 78,758 81,202 81,202
経常 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）

事業費　（イ）～（ホ） 78,758 81,202 81,202

6

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

在宅介護支援 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

平成２３年度 平成２４年度

単位（千円）
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事業区分

火災保険料　　　　　　　　　　　　9 役務費　　　　　　　　　　　　9

自家用電気工作物保安管理業務委託料119 自家用電気工作物保安管理業務委託料119 自家用電気工作物保安管理業務委託料119

事業区分

指定管理料　　　　　　　　　43,478
事業内容

事業計画

指定管理料　　　　　　　　　44,215 指定管理料　　　　　　　　　45,322

地方自治法に基づく公の施設の指定管理
業務運営を主に、一般高齢者に対する地
域活動及び交流の拠点として、各種講座
並びにサークル活動等の場の提供とコー
ディネートをする。また、介護保険法に
基づく地域密着型サービスの介護予防小
規模多機能型施設の運営により、地域高
齢者の介護予防の促進を図る。

一般財源 （ホ） 43,478 44,215 45,322
経常 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）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 43,478 44,215 45,322

9

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

高齢者福祉センター管理運営 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

事業内容

事業計画

役務費　　　　　　　　　　　　9

地方自治法に基づく公の施設の指定管理
業務運営を主に、一般高齢者に対する地
域活動及び交流の拠点として、各種講座
並びにサークル活動等の場の提供とコー
ディネートをする。また、介護保険法に
基づく地域密着型サービスの介護予防小
規模多機能型施設の運営により、地域高
齢者の介護予防の促進を図る。

指定管理料　　　　　　　　　41,834 指定管理料　　　　　　　　　41,834 指定管理料　　　　　　　　　41,834

一般財源 （ホ） 41,962 41,962 41,962
経常 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）

41,962

新倉高齢者福祉センター管理運営 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

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） 41,962 41,962

単位（千円）
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事業区分

窓口パンフレット 窓口パンフレット 窓口パンフレット

　262円×1,500部　　　　 　　　393 　262円×1,500部　　　　　 　　393 　262円×1,500部　　　　　　 　393

事業区分

25,000,000円×3箇所　　　　　 75,000 25,000,000円×3箇所　　　　　 75,000 25,000,000円×3箇所　　　　　 75,000

介護予防プログラム作成委託料　 1,100 介護予防プログラム作成委託料　1,160 介護予防プログラム作成委託料　 1,218

委託センター事業費

地域包括支援センター運営委託料 地域包括支援センター運営委託料 地域包括支援センター運営委託料
事業内容

事業計画

委託センター事業費 委託センター事業費

委託型の地域包括支援センターにおいて、以下①～③の業務を行う。①介

護予防のマネジメント：市が実施する介護予防事業の企画・管理や、介護

予防事業と予防給付が効果的・効率的に提供されるよう、主任ケアマネー

ジャー・保健師（看護師）・社会福祉士等の専門職が適切なマネジメン

ト・調整を実施する。②総合相談支援・権利擁護：高齢者やその家族等の

相談を総合的に受けるとともに、訪問等により実態を把握し、必要なサー

ビスに繋ぐ。また、消費生活問題から高齢者虐待に渡る様々な権利擁護に

必要な援助を行う。③包括的・継続的ケアマネジメント：地域でのケアを

充実させるため、医療と介護の連携、在宅と施設の連携、支援困難事例へ

の対処などの強化に取り組む。利用者ひとりひとりについて、介護保険

サービスを始めとする地域における様々なサービスや資源を活用しながら

継続的にフォローアップする、包括的・継続的なマネジメントを実施す

る。平成２１年度からの第４期介護保険事業計画期間においては高齢者数

の増加・地理的状況等を勘案し北エリアに１センターを増設するととも

に、障害者自立支援法の相談支援事業を実施するため、全センターを５名

体制とし、２０１５年の地域包括ケアの確立に向けた体制強化を行う。

76,218

一般財源 （ホ）
経常 長寿あんしん課

その他特定財源 （ニ） 76,100 76,160

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） 76,100 76,160 76,218

11

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

地域包括支援センター(介護） 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

　ダイジェスト 210円×2,500部　525

長寿あんしんプラン＆介護マップ 長寿あんしんプラン

　389円×2,500部　　　　 　　　973 　389円×2,500部　　　　　　 　973 　計画書 840円×1,400部  　　1,176

介護予防啓発パンフレット 介護予防啓発パンフレット

　200円×1,000部　　　　 　　　200 　200円×1,000部　　　　 　　　200 　200円×1,000部　　　　 　　　200

事業内容

事業計画

被保険者及び被保険者の家族等に対し、
介護保険制度の理解を深めるとともに長
寿あんしんプラン（介護保険事業計画及
び高齢者保健福祉計画）に係る施策を普
及し、介護保険サービスその他の高齢者
保健福祉サービスの適正な利用を促す。
各種パンフレットを窓口配布及び通知等
発送時に配布。

介護予防啓発パンフレット

長寿あんしんプラン＆介護マップ

2,294

一般財源 （ホ）
経常 長寿あんしん課

その他特定財源 （ニ） 1,566 1,566

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

10

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

事業費　（イ）～（ホ） 1,566

趣旨普及活動（介護） 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

平成２３年度 平成２４年度

1,566 2,294

単位（千円）
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事業区分

事業区分

成年後見人制度利用支援手数料 　　 24

成年後見人制度利用補助　　　 　2,200 成年後見人制度利用補助　　　 　2,584 成年後見人制度利用補助　　　 　2,713

後見人等謝礼　　　　 　　　　　1,386

成年後見人制度利用支援郵送切手代  12 成年後見人制度利用支援郵送切手代  16 成年後見人制度利用支援郵送切手代  17
事業内容

事業計画

後見人等謝礼　　　　　　　　　 1,100 後見人等謝礼　　　　　　　　　 1,320

市が申し立てる低所得の高齢者に係る成
年後見制度の申し立て等に要する経費や
成年後見人等の報酬を助成する。

成年後見人制度利用支援手数料 　　 19 成年後見人制度利用支援手数料 　　 23

828

一般財源 （ホ） 666 789 828
経常 長寿あんしん課

その他特定財源 （ニ） 666 789

所管課 地方債 （ハ）

789 828県支出金 （ロ） 666

1,577 1,656

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 3,331 3,943 4,140

13

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

地域生活支援事業 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 1,332

食の自立・栄養改善              3,925

紙オムツ等支給                 17,370

地域送迎　　　　　　　　　　　 25,720 地域送迎　　　　　　　　　　　 27,006 地域送迎　　　　　　　　　　　 28,356
事業内容

事業計画

紙オムツ等支給                 15,756 紙オムツ等支給                 16,543

平成１５年度からの第２期介護保険事業
計画から本市が独自に投入した、紙オム
ツ・地域送迎・食の自立栄養改善サービ
スからなる市町村特別給付は、介護予防
及び居宅介護の限界点の向上に効果を出
し、要介護認定者の低減と施設介護率の
低減というアウトカム数値を出してい
る。平成２１年度からの第４期計画にお
いても、これらのサービスは、必要量と
供給量を的確に見込み計画に位置づけ
る。

食の自立・栄養改善              3,560 食の自立・栄養改善              3,738

一般財源 （ホ） 45,036 47,287 49,651
経常 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）

事業費　（イ）～（ホ） 45,036 47,287 49,651

12

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

在宅介護支援(介護） 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

平成２３年度 平成２４年度

単位（千円）
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事業区分

事業区分

健康増進浴場等利用補助　　　　　8,547

第１号被保険者に対する保険料納付還元
及び健康増進・介護予防の促進ならびに
介護者のリフレッシュのため、指定健康
増進浴場施設等における利用料の補助を
行う。

事業内容

事業計画

健康増進浴場等利用補助　　　　　7,869 健康増進浴場等利用補助　　　　　8,140

一般財源 （ホ） 7,869 8,140 8,547
経常 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）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 7,869 8,140 8,547

15

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

健康増進・介護者リフレッシュ 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

介護予防スクリーニング郵送料　　　312

介護予防スクリーニング委託料　　3,060 介護予防スクリーニング委託料　　3,060 介護予防スクリーニング委託料　　3,060
事業内容

事業計画

介護予防スクリーニング郵送料　　　312 介護予防スクリーニング郵送料　　　312

郵送方式による介護予防スクリーニング
調査を実施し、分析結果を個人に送付す
る。高齢者が要支援・要介護状態となる
リスクの把握・分析し、運動・栄養・閉
じこもり等のリスクを抱える高齢者に対
し介護予防事業等への参加を促し、状態
の維持・改善をすることで要支援・要介
護状態への移行を予防する。また、介護
予防・健康寿命の延伸についての意識向
上を図る。

一般財源 （ホ） 3,910 3,910 3,910
経常 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）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 3,910 3,910 3,910

14

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

健康度調査 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

単位（千円）
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事業区分

介護予防プログラム作成委託料 介護予防プログラム作成委託料 介護予防プログラム作成委託料

事業区分

介護予防特定高齢者施策事業費　66,375

介護予防一般高齢者施策事業費　12,538 介護予防一般高齢者施策事業費　12,556 介護予防一般高齢者施策事業費　13,184
事業内容

事業計画

介護予防特定高齢者施策事業費　61,947 介護予防特定高齢者施策事業費　62,262

要介護状態に陥るリスクのある被保険者
（特定高齢者）及び一般高齢者を中心
に、地域における自立支援を図るため
の、運動機能向上・栄養改善・閉じこも
り予防等の通所・訪問スタイルでの目標
指向型の介護予防サービスの提供及びマ
ネジメントを実施する。

36,115

一般財源 （ホ） 25,346 25,353 26,620
経常 長寿あんしん課

その他特定財源 （ニ） 34,268 34,395

所管課 地方債 （ハ）

5,023 5,275県支出金 （ロ） 4,957

10,047 10,549

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 74,485 74,818 78,559

17

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

介護予防高齢者施策事業 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 9,914

単位（千円）

1,430 1,508 1,583
事業内容

事業計画

市内３エリアのうち、南エリアに設置さ
れた南地域包括支援センターを市の直営
で運営している。地域包括支援センター
が担う主要業務のうち、要支援認定者に
対する介護予防支援計画作成業務を一部
委託し、対象者の在宅での生活を支援す
る。

1,583

一般財源 （ホ）
経常 長寿あんしん課

その他特定財源 （ニ） 1,430 1,508

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） 1,430 1,508 1,583

16

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

介護予防支援計画 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）
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事業区分

事業区分

ヘルパー対象介護食等調理講習会　 105

包括ケアプラン（困難ケース支援等）　

　3,000円×266件　　　　　　　　 798 　3,000円×269件　　　　　　　　 807 　3,000円×282件　　　　　　　　 846
事業内容

事業計画

包括ケアプラン（困難ケース支援等）　 包括ケアプラン（困難ケース支援等）　

被保険者を対象に、保健医療・福祉の専
門家がケアプランを検証し、心身等の状
況を定期的に協議するなどの取り組みを
通じて、地域において自立した日常生活
を営むことができるように包括的かつ継
続的な支援を行う事業。

ヘルパー対象介護食等調理講習会　 105 ヘルパー対象介護食等調理講習会　 105

193

一般財源 （ホ） 181 182 190
経常 長寿あんしん課

その他特定財源 （ニ） 181 185

所管課 地方債 （ハ）

185 193県支出金 （ロ） 181

369 385

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 903 912 951

19

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 361

口腔ケアステーション

　8,500円×561件　　　　　　　 4,769 　8,500円×564件　　　　　　　 4,794 　8,500円×592件　　　　　　　 5,032

栄養マネジメント

　8,500円×561件　　　　　　　 4,769 　8,500円×564件　　　　　　　 4,794 　8,500円×592件　　　　　　　 5,032
事業内容

事業計画

栄養マネジメント 栄養マネジメント

栄養状態の低下に関するリスクを有する
と認められる被保険者に対し、栄養改善
の指導等を行う。摂食・咀嚼機能等の口
腔機能の低下またはその恐れのある被保
険者や、口腔衛生状態の不良を改善する
必要がある被保険者に対し、口腔機能改
善に関する指導・訓練等を実施する。

口腔ケアステーション 口腔ケアステーション

2,013

一般財源 （ホ） 1,908 1,918 2,013
経常 長寿あんしん課

その他特定財源 （ニ） 1,908 1,918

所管課 地方債 （ハ）

4,026

県支出金 （ロ） 1,908 1,918 2,013

10,064

ケアマネジメント事業 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 3,815 3,835

単位（千円）

18

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） 9,538 9,588
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事業区分

事業区分

シルバー人材センター負担金

全国シルバー人材協会賛助会費　　　20 全国シルバー人材協会賛助会費　　　20 全国シルバー人材協会賛助会費　　　20

高齢者見守りネットワーク   　　15,850

地域送迎サービス　　　　　　　　6,841

紙オムツ等支給                  1,137 紙オムツ等支給                  1,150 紙オムツ等支給                  1,208
事業内容

事業計画

地域送迎サービス　　　　　　　　6,438 地域送迎サービス　　　　　　　　6,515

要支援・要介護認定のない被保険者に対
し、紙おむつ購入費や通院・通所の際の
送迎費を助成する。また１人暮らしある
いは高齢者世帯で、身体的慢性疾患など
により、日常生活において不安のある高
齢者の住まいに緊急通報システムを導入
し、在宅生活の維持を図る。

高齢者見守りネットワーク   　　15,080 高齢者見守りネットワーク   　　15,095

9,535

一般財源 （ホ） 9,055 9,081 9,535
経常 長寿あんしん課

その他特定財源 （ニ） 9,055 9,081

所管課 地方債 （ハ）

1,533 1,610県支出金 （ロ） 1,515

3,066 3,219

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 22,655 22,760 23,899

20

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

日常生活圏域ネットワーク事業 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 3,030

単位（千円）

シルバー人材センター負担金    5,520

高齢者の豊かな経験・知識・技能を生か
せるようシルバー人材センターの運営を
支援、老人クラブ等の健康づくり・友
愛・奉仕活動支援

老人クラブ補助金　　   　　　　2,110 老人クラブ補助金　　　　 　　　2,150 老人クラブ補助金　　     　　　2,230

事業内容

事業計画

5,510 シルバー人材センター負担金     5,520

一般財源 （ホ） 7,138 7,188 7,268
経常 長寿あんしん課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

502 502県支出金 （ロ） 502

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 7,640 7,690 7,770

21

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

生きがい活動 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】

　　　　　　　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

ゆめあい和光まつり実行委員会補助金 50

指定管理委託料等　　　　    　144,914　

事務機器等借上げ料　　　      　　695 　事務機器等借上げ料　　　      　　695 　事務機器等借上げ料　　　      　　695　　

各種消耗品・光熱水費等　     　25,079　　

建物保険料・通信費等　　 　　   　924　 建物保険料・通信費等　　 　　   　924　 建物保険料・通信費等　　 　　   　924　
事業内容

事業計画

各種消耗品・光熱水費等　     　25,079 　各種消耗品・光熱水費等　     　25,079 　

総合福祉会館を運営するための管理業務
及び委託業務を行う。

指定管理委託料等　　　　    　144,914　 指定管理委託料等　　　　    　144,914　

ゆめあい和光まつり実行委員会補助金 50 ゆめあい和光まつり実行委員会補助金 50

5,001

一般財源 （ホ） 164,034 164,034 164,034
経常 社会福祉課

その他特定財源 （ニ） 5,001 5,001

所管課 地方債 （ハ）

2,627 2,627県支出金 （ロ） 2,627

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 171,662 171,662 171,662

1

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

総合福祉会館管理運営 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

単位（千円）

　　　　　　　　　 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

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

障害福祉システム保守委託料等　　4,910

朝霞地区福祉会運営費負担金等　 52,760 朝霞地区福祉会運営費負担金等　 52,760 朝霞地区福祉会運営費負担金等　 52,760

障害者福祉相談員報酬等         25,535

障害福祉消耗品等　　　　　　　　4,744 障害福祉消耗品等　　　　　　　　4,744 障害福祉消耗品等　　　　　　　　4,744
事業内容

事業計画

障害者福祉相談員報酬等         24,117 障害者福祉相談員報酬等         24,816

障害者が安心して地域で自立した生活を
おくるために障害者団体への補助及び運
営負担金し支援体制を図る。

障害福祉システム保守委託料等　　4,910 障害福祉システム保守委託料等　　4,910

一般財源 （ホ） 85,202 85,903 86,602
経常 社会福祉課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

1,213 1,232県支出金 （ロ） 1,212

114 115

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 86,531 87,230 87,949

3

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

障害者福祉支援 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 117

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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事業区分

事業区分

地域デイケア施設補助金等　　　 20,063

更生訓練費　　　　　　　　　　　　492 更生訓練費　　　　　　　　　　　　492 更生訓練費　　　　　　　　　　　　492

施設修繕等　　　　　　　　　　　235

地域デイケア施設委託料　　　　　6,365 地域デイケア施設委託料　　　　　6,365 地域デイケア施設委託料　　　　　6,365
事業内容

事業計画

施設修繕等　　　　　　　　　　　　235 施設修繕等　　　　　　　　　　　　235

障害者の日中活動・就労支援の充実を図
るため通所施設の心身障害者地域デイケ
ア施設等への補助及び運営負担金をす
る。

地域デイケア施設補助金等　　　 20,063 地域デイケア施設補助金等　　　 20,063

1

一般財源 （ホ） 23,603 23,603 23,603
経常 社会福祉課

その他特定財源 （ニ） 1 1

所管課 地方債 （ハ）

3,305 3,305県支出金 （ロ） 3,305

246 246

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 27,155 27,155 27,155

5

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

障害者施設支援 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 246

訪問入浴費　　　　　　　　　　　1,872 訪問入浴費　　　　　　　　　　　1,909 訪問入浴費　　　　　　　　　　　1,947

介護扶助等　　　　　　　　　　　　844 介護扶助等　　　　　　　　　　　　860 介護扶助等　　　　　　　　　　　　877

介護給付費・訓練等給付費　　　300,000 介護給付費・訓練等給付費　　　315,000 介護給付費・訓練等給付費　　　330,750

補装具交付･修理等　　　　　　　 8,761 補装具交付･修理等　　　　　　　 8,936 補装具交付･修理等　　　　　　　 9,114

在宅重度心身障害者手当等　　　 71,131 在宅重度心身障害者手当等　　　 72,553 在宅重度心身障害者手当等　　　 74,004

福祉タクシー利用料等　　　　　 18,236 福祉タクシー利用料等　　　　　 18,600

日常生活用具給付等　　　　　　 13,043 日常生活用具給付等　　　　　　 13,303 日常生活用具給付等　　　　　　 13,569

補助金　　　　　　　　　　　　 12,723

医療扶助等　　　　　　　　　　　2,080 医療扶助等　　　　　　　　　　　2,121 医療扶助等　　　　　　　　　　　2,163

業務委託料　　　　　　　　　　 32,086

施設入所委託料　　　　　　　　　2,012 施設入所委託料　　　　　　　　　2,052 施設入所委託料　　　　　　　　　2,093

介護人謝礼等　　　　　　　　　　3,173

福祉タクシー券印刷等　　　　　　2,532 福祉タクシー券印刷等　　　　　　2,582 福祉タクシー券印刷等等　　　　　2,633
事業内容

事業計画

介護人謝礼等　　　　　　　　　　3,050 介護人謝礼等　　　　　　　　　　3,111

障害者の在宅での経済的負担を軽減する
ために居宅生活支援、補装具・日常生活
用具の給付、各種手当支給、福祉タク
シー利用料、燃料費の補助等をする。

業務委託料　　　　　　　　　　 30,841 業務委託料　　　　　　　　　　 31,457

補助金　　　　　　　　　　　　 12,230 補助金　　　　　　　　　　　　 12,474

福祉タクシー利用料等　　　　　 17,879

一般財源 （ホ） 178,419 185,600 192,931
経常 社会福祉課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

197,966

県支出金 （ロ） 104,591 108,549 112,835

503,732

在宅障害者支援 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 183,265 190,445

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） 466,275 484,594
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事業区分

事業区分

負担金・補助及び交付金　　　　　　300

ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ大会手話通訳派遣　　　44

使用料及び賃借料　　　　　　　　　234 使用料及び賃借料　　　　　　　　　234 使用料及び賃借料　　　　　　　　　234

ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞ水泳教室講師謝礼等　　　　803

ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ大会消耗品 　　　　　21 ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ大会消耗品 　　　　　21 ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ大会消耗品 　　　　　21
事業内容

事業計画

ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞ水泳教室講師謝礼等　　　　803 ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞ水泳教室講師謝礼等　　　　803

障害者の地域交流事業の促進と支援とし
て、チャレンジドスポーツ大会、心身障
害児バスハイク、チャレンジド水泳教室
をする。

ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ大会手話通訳派遣　　　44 ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ大会手話通訳派遣　　　44

負担金・補助及び交付金　　　　　　300 負担金・補助及び交付金　　　　　　300

1

一般財源 （ホ） 351 351 351
経常 社会福祉課

その他特定財源 （ニ） 1 1

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

1,050 1,050

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 1,402 1,402 1,402

7

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

障害者交流支援 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 1,050

医療扶助　　　　　　　　　　　182,550

役務費(手数料)等　　　　　　　　　673 役務費(手数料)等　　　　　　　　　757 役務費(手数料)等　　　　　　　　　673
事業内容

事業計画

医療扶助　　　　　　　　　　　165,570 医療扶助　　　　　　　　　　　173,850

障害者の必要な医療体制の充実を図るた
めに医療保険各法に基づく一部負担金の
助成、更生医療の給付、精神障害者通院
医療費の助成をする。

一般財源 （ホ） 98,353 102,847 107,397
経常 社会福祉課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

22,915

県支出金 （ロ） 48,030 50,411 52,911

183,223

障害者医療支援 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 19,860 21,349

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） 166,243 174,607
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事業区分

事業区分

単位（千円）

埼玉県民生児童委員協議会負担金    665

民生委員児童委員活動事業消耗品等 　11 

視察研修バス借上料　　　　　      540 視察研修バス借上料　　　　　      540 視察研修バス借上料　　　　　      540

民生委員推薦会委員報酬　　      　 50　　

民生委員児童委員活動費　　　　   9609 民生委員児童委員活動費　　　　   9484 民生委員児童委員活動費　　　　   9484
事業内容

事業計画

民生委員推薦会委員報酬　　      　125 　民生委員推薦会委員報酬　　      　 50 　

低所得者層等の生活困窮者、障害者、高
齢者、ひとり親家庭等、地域においてさ
まざまな理由によって援助を必要とする
人々に対して、福祉サービスに関する情
報提供、生活相談、見守り、調査を行
う。

民生委員児童委員活動事業消耗品等 　56 民生委員児童委員活動事業消耗品等 　11 

埼玉県民生児童委員協議会負担金    665 埼玉県民生児童委員協議会負担金    665

一般財源 （ホ） 5,023 4,851 4,851
経常 社会福祉課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

5,899 5,899県支出金 （ロ） 5,972

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 10,995 10,750 10,750

9

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

民生・児童委員活動支援 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

事業内容

事業計画

積算基礎

福祉相談支援事業業務委託　　　　3,133 福祉相談支援事業業務委託　　　　3,133

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

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） 3,133 3,133

0

福祉相談支援 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

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） 3,133 3,133
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事業区分

事業区分

災害見舞金支給　　　　　　　　     60
事業内容

事業計画

災害見舞金支給　　　　　　　　　　 60 災害見舞金支給　　　　　　　　     60

市民の自然災害時に遺族および被害を受
けた世帯に対し、一定額の災害見舞金を
支給する。

一般財源 （ホ） 60 60 60
経常 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）

11

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

災害見舞金支給 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） 60 60 60

埼玉県更生保護観察協会負担金　　　543

和光市社会福祉協議会等補助金　 84,872 和光市社会福祉協議会等補助金　 84,872 和光市社会福祉協議会等補助金　 84,872
事業内容

事業計画

埼玉県更生保護観察協会負担金　　　543 埼玉県更生保護観察協会負担金　　　543

地域における保健福祉活動を推進する目
的で、各種地域福祉団体に支援を目的に
補助を行う。

一般財源 （ホ） 85,415 85,415 85,415
経常 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）

85,415

地域福祉団体活動支援 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） 85,415 85,415
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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

　（役務費）自賠責保険料等　　16,000円

　（備品購入費）原付　　　　135,000円

  (需用費）原付新車納車点検料　6,000円

負担金・補助及び交付金          1,100

備品購入費                        135

報償費　　　　　　　　　　　　    444

需用費　　　　                     18 需用費　　　　                     11 需用費　　　　                     11
事業内容

事業計画

報償費　　　　　　　　　　　　    444 報償費　　　　　　　　　　　　    444

健康づくり活動、精神保健事業、健康増
進計画・食育推進計画の推進等。

役務費                             16 負担金・補助金及び交付金　　　　1,100

負担金・補助及び交付金          1,100

備品購入費等内訳

一般財源 （ホ） 1,713 1,555 1,555
経常 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）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 1,713 1,555 1,555

1

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

健康づくり 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

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

施策の大綱

施　策　名

施策の内容
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事業区分

報償費                         24,221

需用費                          1,718

役務費                             46

委託料                         79,343

備品購入費                        360

負担金・補助及び交付金          2,283

 備品購入費内訳

  長机　53,00円×3台＝159,000円

　ベビー用ベッド　1台　＝50,000円　 沐浴人形等教材＝108,000円

事業区分

役務費　　　　　　　　　　　　　　 17

役務費　　　　　　　　　　　　　　 17 委託料　　　　　　　　　  　　114,284 委託料　　　　　　　　　  　　114,284

報償費　　　　　　　　　　　　  　433

報償費　　　　　　　　　　　　　　433 需用費　　　　　　　　　　      1,230 　需用費　　　　　　　　　　      1,230　　
事業内容

事業計画

賃金                            1,107 報償費　　　　　　　　　　　　  　433

健康診査及び保健指導、各種がん検診、
個別脳疾患健診、骨粗しょう症検診、肝
炎ウィルス検査、歯周疾患等健診の実
施。健康教育、健康相談の実施と健康手
帳の配布等によって疾病予防と健康増進
を図る。

需用費　　　　　　　　　　　　　1,301 役務費　　　　　　　　　　　　　　 17

委託料                        133,308    

一般財源 （ホ） 113,008 113,007 113,007
経常 健康支援課

その他特定財源 （ニ）

2,957

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ） 2,957 2,957

136,166 115,964 115,964

成・老人保健 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 20,201

　沐浴人形等教材＝108,000円

3

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）

　沐浴人形等教材＝108,000円

　携帯用体重計1台＝22,000円

 備品購入費内訳

  長机　53,00円×3台＝159,000円   長机　53,00円×3台＝159,000円

　訪問用自転車　　1台＝21,000円

備品購入費                        267

負担金・補助及び交付金          2,283 負担金・補助及び交付金          2,283

役務費                             46

委託料                         79,343 委託料                         79,343

報償費                         24,221

需用費                          1,718 需用費                          1,718

共済費                             19

賃金                            1,253 賃金                            1,253 賃金                            1,253
事業内容

事業計画

共済費                             19 共済費                             19

妊婦健康診査、乳幼児健康診査、新生児
等の訪問事業、各種相談、各種健康教育
等の事業実施。

報償費                        24,221

役務費                             46

備品購入費                        288

 備品購入費内訳

　訪問用自転車　　1台＝21,000円

66

一般財源 （ホ） 80,090 80,018 79,997

0

経常 健康支援課
その他特定財源 （ニ） 66 66

0 0所管課 地方債 （ハ）

2,943

県支出金 （ロ） 26,144 26,144 26,144

109,150

母子保健 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 2,943 2,943

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） 109,243 109,171
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事業区分

事業区分

役務費　　　　　　　　　　　　１５３

委託料　　　　　　　　　９０，４７６ 委託料　　　　　　　　　９０，４７６ 委託料　　　　　　　　　９０，４７６

報償費　　　　　　　　　　　　９４８

需用費　　　　　　　　　　１，１３７ 需用費　　　　　　　　　　１，１３７ 需用費　　　　　　　　　　１，１３７
事業内容

事業計画

報償費　　　　　　　　　　　　９４８ 報償費　　　　　　　　　　　　９４８

ポリオ、ＢＣＧ、麻疹、風しん、三種混
合、二種混合及び日本脳炎並び高齢者イ
ンフルエンザ予防接種の接種勧奨。予防
接種の実施(集団接種、個別接種の方法で
実施)

役務費　　　　　　　　　　　　１５０ 役務費　　　　　　　　　　　　１５２

一般財源 （ホ）
経常 健康支援課

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）

4

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

事業費　（イ）～（ホ） 92,711

予防接種

単位（千円）

平成２３年度 平成２４年度

92,712 92,713

保健センター内部改修工事　　　　  461

（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）

保健センター外部改修工事　　　  7,760

キューピクル工事　　　　　　　　6,600 （外階段床改修工事） （防水改修等）
事業内容

事業計画

積算基礎

キューピクル工事設計委託　　　　　400 保健センター外部改修工事　　　　　456

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

一般財源 （ホ） 7,000 1,171 7,806
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）

5

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） 7,000 1,171 7,806

－133－



－134－

事業区分

委託料　　　　　　　　　　４，１７０

使用料及び賃借料　　　　　　　１３２ 使用料及び賃借料　　　　　　　１３２ 使用料及び賃借料　　　　　　　１３２

需用費　　　　　　　　　　　　３００

役務費　　　　　　　　　　　　　　９ 役務費　　　　　　　　　　　　　　９ 役務費　　　　　　　　　　　　　　９
事業内容

事業計画

需用費　　　　　　　　　　　　３００ 需用費　　　　　　　　　　　　３００

保健センター維持管理業務（警備委託、
清掃業務委託、空調機点検、消防設備点
検、植木剪定等）

委託料　　　　　　　　　　４，１７０ 委託料　　　　　　　　　　４，１７０

一般財源 （ホ）
経常 健康支援課

その他特定財源 （ニ）

県支出金 （ロ）

4,611 4,611

保健センター管理運営 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

6

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

事業費　（イ）～（ホ） 4,611

所管課 地方債 （ハ）

単位（千円）

平成２３年度 平成２４年度
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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）

事業区分

　　　　　　　　　 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

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） 641 641 641

趣旨普及活動(国保） 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 健康支援課
その他特定財源 （ニ） 641 641 641

一般財源 （ホ）

事業内容

事業計画

国民健康保険制度周知用 国民健康保険制度周知用

国民健康保険制度に対する理解を深めて
もらうためのパンフレット等を作成し、
啓発する事業。

国民健康保険税周知用 国民健康保険税周知用

国保制度改正周知用　　　　　　　　105 国保制度改正周知用　　　　　　　　105

国民健康保険制度周知用

パンフレット等作成費　　　　　　　441 パンフレット等作成費　　　　　　　441 パンフレット等作成費　　　　　　　441

国民健康保険税周知用

パンフレット等作成費　　　　　　　95 パンフレット等作成費　　　　　　　95 パンフレット等作成費　　　　　　　95

国保制度改正周知用　　　　　　　　105

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

診療報酬内容点検・審査事業費　　3,278 診療報酬内容点検・審査事業費　　3,278

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） 83,144 92,096 92,096

特定健康診査・特定保健指導 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 11,172 13,021 15,016

県支出金 （ロ） 11,172 13,021 15,016

所管課 地方債 （ハ）

経常 健康支援課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 60,800 66,054 62,064

事業内容

事業計画

賃金　　　　　　　　　　　　　 4,405 賃金　　　　　　　　　　　　　 4,405

国民健康保険被保険者の40歳から74歳ま
でを対象に、生活習慣病のおおもととな
るメタボリックシンドロームを発見する
ための検査を中心とする、特定健診を実
施し、該当者または予備軍を早期発見
し、改善のための保健指導を行う、平成
２０年度から新たに始まった事業。

役務費　　　　　　　　　　　　 2,610 役務費　　　　　　　　　　　　 2,610

賃金　　　　　　　　　　　　　 4,405

需用費　　　　　　　　　　　　 2,781 需用費　　　　　　　　　　　　 2,781 需用費　　　　　　　　　　　　 2,781

役務費　　　　　　　　　　　　 2,610

委託料　　　　　　　　　　　　73,348 委託料　　　　　　　　　　　　82,300 委託料　　　　　　　　        82,300　　　

3

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

保健衛生普及活動（国保） 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） 32,359 32,359 32,359

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 健康支援課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 32,359 32,359 32,359

事業内容

事業計画

医療費通知事業　　　　　　　　　1,946 医療費通知事業　　　　　　　　　1,946

指定保養所、浴場施設補助事業費　2.630

保健啓発事業費（健康カレンダー等）80 保健啓発事業費（健康カレンダー等）80

医療費通知事業　　　　　　　　　1,946

診療報酬内容点検・審査事業費　　3,278

国民健康保険医療費適正化のために、被
保険者にかかった医療費を通知し、医療
内容の点検として診療報酬明細書内容点
検・審査を実施。また、被保険者向け保
健事業として、人間ドック補助、指定保
養所、浴場施設補助を実施。健康まつり
では、健康に関するチェックイベントを
実施。

人間ドック補助事業費　　　　　23,952 人間ドック補助事業費　　　　　23,952 人間ドック補助事業費　　　　　23,952

（パンフ、受診券、診断書作成、補助金） （パンフ、受診券、診断書作成、補助金） （パンフ、受診券、診断書作成、補助金）

指定保養所、浴場施設補助事業費　2.630 指定保養所、浴場施設補助事業費　2.630

健康まつりイベント事業　　　　　　473 健康まつりイベント事業　　　　　　473 健康まつりイベント事業　　　　　　473

保健啓発事業費（健康カレンダー等）80
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事業区分

単位（千円）

扶助費　　　　　　　　　　　1,173,068
事業内容

事業計画

扶助費　　　　　　　　　　　1,173,068 扶助費　　　　　　　　　　　1,173,068

生活保護法による生活困窮者に対する扶
助

5,000

一般財源 （ホ） 244,640 244,640 244,640
経常 社会福祉課

その他特定財源 （ニ） 5,000 5,000

所管課 地方債 （ハ）

43,627 43,627県支出金 （ロ） 43,627

879,801 879,801

4

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

生活保護 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ） 879,801

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 1,173,068 1,173,068 1,173,068
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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

　　　　　　　　　 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

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） 225 225 225

環境基本計画実行計画の推進 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 環境課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 225 225 225

事業内容

事業計画

報酬費（講座等の講師謝礼）　　　　 80 報酬費（講座等の講師謝礼）　　　　 80

市民との協働による環境基本計画の積極
的な推進を図るとともに、環境意識の高
揚を図るため、自然観察会、省エネコン
テスト、温暖化防止活動講習会を開催す
る。

報酬費（講座等の講師謝礼）　　　　80

消耗品費（各種消耗品）　　　　　　145 消耗品費（各種消耗品）　　　　　　145 消耗品費（各種消耗品）　　　　　　145

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）

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

03,8425,000

5,000

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

委託料（第二次環境基本計画策定業務）

5,000

（ニ）

（ホ）

県支出金

一般財源

その他特定財源

2

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
（イ）

事業計画

積算基礎

3

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

公害対策 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） 8,807 8,746 8,746

県支出金 （ロ） 166 166 166

所管課 地方債 （ハ）

経常 環境課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 8,641 8,580 8,580

事業内容

事業計画

需用費（ﾊﾟｯｸﾃｽﾄ・機器修理代）　　　77 需用費（ﾊﾟｯｸﾃｽﾄ・機器修理代）　　　77

環境調査（大気汚染調査、河川水質調
査、ダイオキシン類調査、沿道環境調
査、臭気調査）を実施し、基礎数値を積
み上げ、必要に応じて適切な対策を講
じ、市民の快適な生活環境を維持する。

負担金                             72 負担金                             72

（白子川流域環境協議会） （白子川流域環境協議会）

役務費（公害測定機器検定料）　　　61

需用費（ﾊﾟｯｸﾃｽﾄ・機器修理代）　　　77

各種環境実態調査委託料　　　　　8,568 各種環境実態調査委託料　　　　　8,568 各種環境実態調査委託料　　　　　8,568

負担金                             72

（南部環境事務研究会）　　　　　　 （南部環境事務研究会）　　　　　　 （南部環境事務研究会）　　　　　　

（白子川流域環境協議会）

旅費　　　　　　　　　　　　　　　29 旅費　　　　　　　　　　　　　　　29 旅費　　　　　　　　　　　　　　　29
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事業区分

業務委託料 業務委託料 業務委託料

事業区分

役務費　防護服クリーニング代 役務費　防護服クリーニング代 役務費　防護服クリーニング代

　2,000円×1着　  　　　　　　　　　3　　　2,000円×1着　  　　　　　　　　　3 　　2,000円×1着　  　　　　　　　　　3　　

 カラス営巣撤去業務委託料  カラス営巣撤去業務委託料  カラス営巣撤去業務委託料

　22,000円×10件　  　        　　231 　22,000円×10件　  　        　　231 　22,000円×10件　  　        　　231

  成虫駆除　500円×550ﾘｯﾄﾙ　　　　289   成虫駆除　500円×550ﾘｯﾄﾙ　　　　289

  幼虫駆除　27,000円×13㎏　　　　369　　  幼虫駆除　27,000円×13㎏　　　　369 　  幼虫駆除　27,000円×13㎏　　　　369　　

　　　22,000円×35件　　      　　809

 ユスリカ駆除業務委託料　　　　  ユスリカ駆除業務委託料　　　　  ユスリカ駆除業務委託料　　　　

　蜂防護手袋　2,500円×4双　　　　 11　　

 スズメ蜂駆除業務委託料  スズメ蜂駆除業務委託料  スズメ蜂駆除業務委託料

消耗品費

　殺虫剤　1,000円×24本　　　　　　25 　殺虫剤　1,000円×24本　　　　　　25 　殺虫剤　1,000円×24本　　　　　　25
事業内容

事業計画

消耗品費 消耗品費

害虫等駆除業務は、苦情が発生してから
の対応となり、スズメ蜂・カラスについ
ては、営巣された場所だけでなく周辺に
も被害が及ぶ可能性が高い。駆除等の作
業は市民生活の安全性・快適性を確保す
るためにも、迅速かつ的確な対応が求め
られている。また、駆除は、危険を伴う
ため専門業者への業務委託で実施する。

　蜂防護手袋　2,500円×4双　　　　 11　　　蜂防護手袋　2,500円×4双　　　　 11 　

　　　22,000円×35件　　      　　809 　　　22,000円×35件　　      　　809

  成虫駆除　500円×550ﾘｯﾄﾙ　　　　289

一般財源 （ホ） 1,737 1,737 1,737
経常 環境課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

1,737

害虫等駆除 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

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） 1,737 1,737

単位（千円）

5

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

ポイ捨て・路上喫煙防止の啓発 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） 7,063 7,159 7,385

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 環境課
その他特定財源 （ニ） 309 309 309

一般財源 （ホ） 6,754 6,850 7,076

事業内容

事業計画

美化推進報酬 美化推進報酬

ポイ捨て防止条例に基づき、ポイ捨て・
路上喫煙をする市民に対して、環境普及
啓発として次の事業を実施している。・
美化推進活動（啓発指導、軽微な清掃、
ごみ散乱調査）・路上喫煙巡回指導　・
啓発活動（街頭PR、ポイ捨て防止看板の
設置）・公共施設美化サポーター支援制
度（清掃用具等の提供、ごみの回収）

　美化推進会議3,000円×7人×4回　  84 　美化推進会議3,000円×7人×4回　  84

　　　3,000円×7人×6回           126 　　　3,000円×7人×6回           126

路上喫煙監視業務委託料　　　　　4,058

美化推進報酬

　日額3,000円×6人×104日       1,872 　日額3,000円×6人×104日       1,872 　日額3,000円×6人×104日       1,872

　美化推進会議3,000円×7人×4回　  84

  ポイ捨て防止キャンペーン   ポイ捨て防止キャンペーン   ポイ捨て防止キャンペーン

　　　3,000円×7人×6回           126

消耗品（ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ、美化サポーター用） 　 770 消耗品（ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ、美化サポーター用） 　 613 消耗品（ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ、美化サポーター用） 　 770

路上喫煙監視業務委託料　　　　　4,464 路上喫煙監視業務委託料　　　　　4,464

電柱用表示板設置業務委託料　　　　 69 電柱用表示板設置業務委託料　　　　 69

美化サポーター活動表示板設置業務

委託料　　　　　　　　　　　　　　 84
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事業区分

事業区分

6

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

環境マネジメントシステム維持管理 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） 659 1,013 659

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 総務課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 659 1,013 659

事業内容

事業計画

地球温暖化防止実行計画推進支援業務　 地球温暖化防止実行計画推進支援業務　

和光市地球温暖化防止実行計画に基づ
き、市の事務事業において温室効果ガス
排出量を削減させるため、全職員でエコ
オフィスに係る取り組みを推進する。

地球温暖化防止実行計画改定　　　　354

地球温暖化防止実行計画推進支援業務　

委託料等　　　　　　　　　　　　　659 委託料等　　　　　　　　　　　　　659 委託料等　　　　　　　　　　　　　659

7

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

環境保全対策業務 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） 312 266 266

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 環境課
その他特定財源 （ニ） 312 266 266

一般財源 （ホ）

事業内容

事業計画

報酬（審議会委員報酬）           184 報酬（審議会委員報酬）            138

環境関連の重要課題に係る条例制定・計
画策定のための意見聴聞する場として環
境審議会を開催して課題を解決する。ま
た、荒川河川敷内に発生する不法投棄等
による可燃物・不燃物・粗大ごみ等の収
集による清掃を国、県、3市（和光市・朝
霞市・志木市）の連携による活動を行
う。

消耗品費（各種消耗品）            84 消耗品費（各種消耗品）             84

会年間負担金）                    25 会年間負担金）                     25

報酬（審議会委員報酬）            138

旅費（職員旅費・委員旅費）        19 旅費（職員旅費・委員旅費）         19 旅費（職員旅費・委員旅費）         19

消耗品費（各種消耗品）             84

負担金・補助及交付金（荒川クリーン協議 負担金・補助及交付金（荒川クリーン協議 負担金・補助及交付金（荒川クリーン協議

会年間負担金）                     25

単位（千円）
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事業区分

8

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）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 3,000 3,000 3,000

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 環境課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 3,000 3,000 3,000

事業内容

事業計画

積算基礎

地球温暖化問題への対策は重要性を増し
てきているため、一般市民への啓発や和
光市としての温室効果ガス削減に向けた
具体的な取り組みとして、太陽光発電シ
ステムを設置する家庭に補助を実施す
る。

　　[100千円×30件] 　　[100千円×30件]

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

　　[100千円×30件]

単位（千円）
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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

生ごみ処理機点検委託料          　360

ごみゼロ運動収集運搬業務委託料    660

堆肥化肥料中有害物質分析業務委託料　　　　69

使用料及び賃借料（生ごみ処理機借上げ）  120 ごみ集積所管理地図更新データ更新業務委託料　　　　　1使用料及び賃借料（生ごみ処理機借上げ）  120

負担金・補助及び交付金　　　　　　700 使用料及び賃借料（生ごみ処理機借上げ）  120 負担金・補助及び交付金　　　　　　700

負担金・補助及び交付金　　　　　　700 生ごみ処理機購入費補助金

廃棄物等減量等推進審議会委員報酬  414 廃棄物等減量等推進審議会委員報酬  414

和光市廃棄物減量等推進委員会出席費用弁償　120 和光市廃棄物減量等推進委員会出席費用

弁償　　　　                    　120

　　　　　　　　　 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

単位（千円）

3,540

1

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

ごみ減量・クリーン啓発 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） 3,006 3,640 3,540

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 資源リサイクル課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 3,006 3,640

事業内容

事業計画

報償費 (クリーン推進員指導謝礼）  170 報償費 (クリーン推進員指導謝礼）  170

ごみゼロ運動の開催、生ごみ処理機の設
置によるリース契約

ごみ減量啓発消耗品等 ごみ減量啓発消耗品等

生ごみ処理機修繕料 生ごみ処理機修繕料

ごみゼロ運動収集運搬業務委託料    660

報償費 (クリーン推進員指導謝礼）  170

需用費　　　　　　　  　　　      927 需用費　　　　　　　  　　　      927 需用費　　　　　　　  　　　      927

ごみ減量啓発消耗品等

生ごみ処理機電気料金 生ごみ処理機電気料金 生ごみ処理機電気料金

生ごみ処理機修繕料

生ごみ処理機点検委託料          　360 生ごみ処理機点検委託料          　360

ごみゼロ運動収集運搬業務委託料    660

堆肥化肥料中有害物質分析業務委託料　　　　69 堆肥化肥料中有害物質分析業務委託料　　　　69

生ごみ処理機購入費補助金

施策の大綱

施　策　名

施策の内容
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事業区分

需用費                          1,145 需用費                          1,145 需用費                          1,145

リサイクル展示場施設管理用消耗品 リサイクル展示場施設管理用消耗品 リサイクル展示場施設管理用消耗品

ゴミ分別パンフレット印刷製本費 ゴミ分別パンフレット印刷製本費 ゴミ分別パンフレット印刷製本費

リサイクル展示上光熱水費 リサイクル展示上光熱水費 リサイクル展示上光熱水費

役務費　                       　　42 役務費　                       　　42 役務費　                       　　42

リサイクル展示場電話料 リサイクル展示場電話料 リサイクル展示場電話料

委託料　　　　            　　  　762 委託料　　　　            　　  　762 委託料　　　　            　　  　762

リサイクル展示場受付管理業務委託料 リサイクル展示場受付管理業務委託料 リサイクル展示場受付管理業務委託料

浄化槽清掃点検委託料              浄化槽清掃点検委託料              浄化槽清掃点検委託料              

負担金・補助及び交付金　　　　　　120 負担金・補助及び交付金　　　　　　120 負担金・補助及び交付金　　　　　　120

環境にやさしいまちづくり市民団体補助金 環境にやさしいまちづくり市民団体補助金 環境にやさしいまちづくり市民団体補助金

事業区分

単位（千円）

2

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

資源ごみ等分別啓発 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） 2,200 2,200 2,200

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 資源リサイクル課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 2,200 2,200 2,200

事業内容

事業計画

報償費             　　　　  　    93 報償費             　　　　  　    93

フリーマーケット開催・リサイクル展示
場開場、ごみ分別パンフレット配布、ご
み分別説明会の開催

旅費                               38 旅費                               38

（イ）

事業費　（イ）～（ホ）

報償費             　　　　  　    93

各種リサイクル啓発事業記念品代等 各種リサイクル啓発事業記念品代等 各種リサイクル啓発事業記念品代等

旅費                               38

平成２３年度 平成２４年度

3

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

リサイクル団体活動推進費助成 財
源
の
内
訳

国庫支出金

9,026

県支出金 （ロ）

9,026 9,026

所管課 地方債 （ハ）

経常 資源リサイクル課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 9,026 9,026 9,026

事業内容

事業計画

需用費　　　　　　　　　　　　　　 26 需用費　　　　　　　　　　　　　　 26

資源物を回収し、リサイクル業者に引き
渡す活動を行う団体に、年に４回補助金
を交付し、各団体の当該補助金を含む決
算書の提出を受ける

負担金・補助及び交付金　　　 　　9000 負担金・補助及び交付金　　　 　　9000

需用費　　　　　　　　　　　　　　 26

リサイクル活動補助金申請書       　 リサイクル活動補助金申請書       　 リサイクル活動補助金申請書       　

負担金・補助及び交付金　　　 　　9000

リサイクル活動推進費補助金 リサイクル活動推進費補助金 リサイクル活動推進費補助金
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事業区分

事業区分

びん・缶・その他ごみ収集運搬業務委託料 びん・缶・その他ごみ収集運搬業務委託料 びん・缶・その他ごみ収集運搬業務委託料

100,000

単位（千円）

国庫支出金

100,000

焼却・粗大施設修繕　100,000

100,000 100,000 100,000

　内訳 　内訳

　　　受入供給設備　　　　　       受入供給設備　　　　　 　

焼却・粗大施設修繕　100,000 焼却・粗大施設修繕　100,000

4

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

事業費　（イ）～（ホ） 100,000

　内訳

（イ）
焼却・粗大施設修繕整備

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　　       

　　　排ガス処理設備　　　　 

　　　受入供給設備　　　　　 

一般財源 （ホ）

      配管設備　　                 配管設備　　                 排水処理設備　         

　　　定期修繕見積査定業務委託料

　　　その他修繕　　           

　　　その他修繕　　          　　　その他修繕　　          

      灰出し設備　　　　 　　

      電気計装設備　　             給排水設備　           

      灰出し設備　　　　 　　       灰出し設備　　　　 　　

　　　燃焼設備　　　　　　　 　　　燃焼設備　　　　　　 　 　　　燃焼設備　　　　　　　　

　　　燃焼ガス冷却設備　　　　       燃焼ガス冷却設備　　  　

　　　余熱利用設備　　        　　　排ガス処理設備　　　　       排ガス処理設備　      　

　　　通風設備 　　　　　　 　　　通風設備 　　　　　　　 　　　通風設備 　　　　　　 　

      電気計装設備　　        

      配管設備　          　　　　定期修繕見積査定業務委託料 　　　定期修繕見積査定業務委託料　

5

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

廃棄物収集運搬 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） 269,179 269,179 269,179

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 資源リサイクル課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 269,179 269,179 269,179

事業内容

事業計画

委託料　       　　　266,459 委託料　       　　　266,459

分別排出されるごみを収集、清掃セン
ターに運搬する。紙・布類については、
古紙問屋に搬入する。

粗大ごみ収集運搬業務委託料　　  粗大ごみ収集運搬業務委託料　　  

プラスチック・ペットボトル収集運搬業務委託料プラスチック・ペットボトル収集運搬業務委託料

有害ごみ等収集運搬業務委託料   

委託料　       　　　      266,459

燃やすごみ収集運搬業務委託料　　   　 燃やすごみ収集運搬業務委託料　　   　 燃やすごみ収集運搬業務委託料　　   　

粗大ごみ収集運搬業務委託料　　  

犬猫等死体収集業務委託料   犬猫等死体収集業務委託料   犬猫等死体収集業務委託料   

プラスチック・ペットボトル収集運搬業務委託料

紙・布類収集運搬業務委託料　　　     紙・布類収集運搬業務委託料　　　     紙・布類収集運搬業務委託料　　　     

有害ごみ等収集運搬業務委託料   有害ごみ等収集運搬業務委託料   

需用費                2,720 需用費                   2,720 需用費                  2,720  

ごみ収集運搬消耗品 ごみ収集運搬消耗品 ごみ収集運搬消耗品

粗大ごみ受付事務用申請書等印刷 粗大ごみ受付事務用申請書等印刷 粗大ごみ受付事務用申請書等印刷

ごみ集積所修繕 ごみ集積所修繕 ごみ集積所修繕
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事業区分

廃乾電池運搬処理業務委託料 廃乾電池運搬処理業務委託料 廃乾電池運搬処理業務委託料

破砕不適合物運搬処理業務委託料 破砕不適合物運搬処理業務委託料 破砕不適合物運搬処理業務委託料

廃油処分業務委託料 廃油処分業務委託料 廃油処分業務委託料

ばいじん等運搬処理業務委託料 ばいじん等運搬処理業務委託料 ばいじん等運搬処理業務委託料

焼却灰運搬処理 焼却灰運搬処理 焼却灰運搬処理

負担金・補助及び交付金　　　　　　300 負担金・補助及び交付金　　　　　　300 負担金・補助及び交付金　　　　　　300

事業区分

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） 297,092 293,796 293,796

清掃センター管理運営・焼却施設運転管理 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 清掃センター
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 297,092 293,796 293,796

事業内容

事業計画

終処分場行政調査旅費　　　　　　110 終処分場行政調査旅費　　　　　　110

・事務所を含めた管理棟及び清掃セン
ターの管理運営。
・ごみ処理施設及び粗大ごみ処理施設の
運転及び管理。

施設運転管理用消耗品 施設運転管理用消耗品

施設運転管理用光熱水費 施設運転管理用光熱水費

施設管理用電話料

終処分場行政調査旅費　　　　　　110

需用費　　　　　　　　　　　　82,254 需用費　　　　　　　　　　　　82,254 需用費　　　　　　　　　　　　82,254

施設運転管理用消耗品

施設運転管理用燃焼費 施設運転管理用燃焼費 施設運転管理用燃焼費

施設運転管理用光熱水費

役務費　　　　　　　　　　　　　　510 役務費　　　　　　　　　　　　　　510 役務費　　　　　　　　　　　　　　510

施設管理用電話料 施設管理用電話料

自動車保険料・手数料 自動車保険料・手数料 自動車保険料・手数料

建物保健料 建物保健料 建物保健料

委託料　　　　　　　　　　　　211,822 委託料　　　　　　　　　　　　208,526 委託料　　　　　　　　　　　　208,526

ごみ搬入受付委託料 ごみ搬入受付委託料 ごみ搬入受付委託料

施設維持管理委託料 施設維持管理委託料 施設維持管理委託料

庁用車借上げ等　　　　　　　　　1,551 庁用車借上げ等　　　　　　　　　1,551 庁用車借上げ等　　　　　　　　　1,551

汚染負荷量賦課金等　　　　　　　　845 汚染負荷量賦課金等　　　　　　　　845 汚染負荷量賦課金等　　　　　　　　845

単位（千円）

6

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

廃棄物処理・資源化 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） 167,410 167,410 167,410

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 資源リサイクル課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 167,410 167,410 167,410

事業内容

事業計画

需用費                            465 需用費                            465

廃棄物の適正処理と、容器包装廃棄物の
選別、圧縮加工、再商品化の業務委託

委託料　　　　              　166,645 委託料　　　　              　166,645

需用費                            465

廃棄物処理資源化用消耗品 廃棄物処理資源化用消耗品 廃棄物処理資源化用消耗品

委託料　　　　              　166,645

環境保全協力金 環境保全協力金 環境保全協力金
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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） 3,000 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） 3,000 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　　3,000 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

設置負担金                      9,400

消防水利表示業務　　　　        　420 消防水利表示業務　　　　        　420 消防水利表示業務　　　　        　420

消火栓修繕等維持管理負担金　　    300

配水管敷設替及び新設の消火栓 配水管敷設替及び新設の消火栓 配水管敷設替及び新設の消火栓

消火栓設置協力者謝礼　　　　　　 　26

防火水槽・消防施設用地賃借料　　1,562 防火水槽・消防施設用地賃借料　　1,562 防火水槽・消防施設用地賃借料　　1,562
事業内容

事業計画

消火栓設置協力者謝礼　　　　　　 　26 消火栓設置協力者謝礼　　　　　　 　26

消火活動等に使用する消防水利（消火
栓・防火水槽）の設置及び修理、消防水
利表示板及び道路ペイント表示など、消
防用施設の維持管理を行う。

消火栓修繕等維持管理負担金　　    300 消火栓修繕等維持管理負担金　　    300

設置負担金                      9,417 設置負担金                      9,400

一般財源 （ホ） 11,725 11,708 11,708
経常 くらし安全課

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） 11,725 11,708 11,708

3

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

消防用施設維持管理業務 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

分団維持費　　　　　　　　     3,200 分団維持費　　　　　　　　     3,200 分団維持費　　　　　　　　     3,200

車検重量税（５台）　　　　　   　278 車検重量税（３台）　　　　　   　189 車検重量税（５台）　　　　　   　278

幹部県外視察研修バス借上料　　   263 幹部県外視察研修バス借上料　　   263 幹部県外視察研修バス借上料　　   263

公務災害補償等掛金負担金     　3,795 公務災害補償等掛金負担金     　3,795 公務災害補償等掛金負担金     　3,795

車検・火災保険等役務費　　　　   122 車検・火災保険等役務費　　　　    83 車検・火災保険等役務費　　　　   122

各種点検等業務委託料　　　　   　989 各種点検等業務委託料　　　　   　779 各種点検等業務委託料　　　　   　779

分団車庫光熱水費　　　　　　　 　549 分団車庫光熱水費　　　　　　　 　549

車両等修繕費　　　　　　     　1,187 車両等修繕費　　　　　　     　1,187 車両等修繕費　　　　　　     　1,187

被服等消耗品費　　　　　　     2,742

燃料費（車両・可搬ポンプ）　　   138 燃料費（車両・可搬ポンプ）　　   138 燃料費（車両・可搬ポンプ）　　   138

出席費用弁償等旅費　　　　　　 9,511

団長交際費　　　　　　　　　　　　60 団長交際費　　　　　　　　　　　　60 団長交際費　　　　　　　　　　　　60

消防団員報酬　　　　　　　　　11,286

消防団員退職報償金等　　　　 　2,006 消防団員退職報償金等　　　　 　2,006 消防団員退職報償金等　　　　 　2,006
事業内容

事業計画

消防団員報酬　　　　　　　　　11,286 消防団員報酬　　　　　　　　　11,286

消防団員報酬等の処遇及び分団車庫等の
維持管理の充実を図り、適切な活動が行
えるよう、体制整備を図る。

出席費用弁償等旅費　　　　　　 9,511 出席費用弁償等旅費　　　　　　 9,511

被服等消耗品費　　　　　　     2,742 被服等消耗品費　　　　　　     2,742

分団車庫光熱水費　　　　　　　 　549

一般財源 （ホ） 36,124 35,611 36,054
経常 くらし安全課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

2

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

消防団業務 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） 36,124 35,611 36,054

単位（千円）
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事業区分

事業区分

自主防災組織活動補助金等       6,021 自主防災組織活動補助金等       6,021 自主防災組織活動補助金等       6,021

その他経常的経費　　　           101 その他経常的経費　　　            63 その他経常的経費　　　           101

防災無線保守点検等委託料       2,718 防災無線保守点検等委託料       2,718

防災資機材(トイレ等)等購入費   2,310 防災資機材(トイレ等)等購入費   2,310 防災資機材(トイレ等)等購入費   2,310

防災無線修繕費等その他需要費　 1,307

防災用携帯電話通信費等役務費　 2,929 防災用携帯電話通信費等役務費　 2,897 防災用携帯電話通信費等役務費　 2,929

防災応援協定市防災訓練参加旅費等　20

災害用備蓄品等消耗品費　　　　 8,831 災害用備蓄品等消耗品費　　　　 8,831 災害用備蓄品等消耗品費　　　　 8,831

防災会議委員報酬等　　　　　　　　56

防災行政無線設置謝礼等　　　　　 175 防災行政無線設置謝礼等　　　　　 175 防災行政無線設置謝礼等　　　　　 175
事業内容

事業計画

防災会議委員報酬等　　　　　　　　80 防災会議委員報酬等　　　　　　　　56

和光市地域防災計画に基づいて、災害用
備蓄品等の計画的な整備・充実をはかる
と共に、防災力の向上に努める。防災倉
庫の設置、市民への情報伝達手段とする
防災行政無線の整備を行う。

防災応援協定市防災訓練参加旅費等　20 防災応援協定市防災訓練参加旅費等　20

防災無線修繕費等その他需要費　 1,307 防災無線修繕費等その他需要費　 1,301

防災無線保守点検等委託料       2,718

一般財源 （ホ） 24,492 24,392 24,468
経常 くらし安全課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

5

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

防災体制業務 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） 24,492 24,392 24,468

13,52613,526

平成２４年度平成２３年度平成２２年度年　　度　　別

（ハ）

（イ）

13,526事業費　（イ）～（ホ）

（ニ）

13,526 13,526

防災行政無線デジタル化子機変換工事

（４箇所）　　　　　　　　　　　13526（４箇所）　　　　　　　　　　　13526（４箇所）　　　　　　　　　　　13526

（ロ）

事業計画

積算基礎

13,526（ホ）

4

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

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

防災行政無線デジタル化子機変換工事防災行政無線デジタル化子機変換工事

単位（千円）
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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

事業区分

単位（千円）

（ロ）

投資

事業名
年　　度　　別

事業費　（イ）～（ホ）

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

8,706 8,706 8,540

平成２２年度

（ニ）

8,540

道路反射鏡（新設）　　　　3,087

道路反射鏡（修繕）　　　　1,575

一般財源 （ホ） 8,706 8,706

事業内容
道路反射鏡（新設）　　　　3,087 道路反射鏡（新設）　　　　3,087

道路標示工事　　　　　　　4,044 道路標示工事　　　　　　　4,044

道路反射鏡（修繕）　　　　1,575

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。

道路反射鏡（修繕）　　　　1,575

道路標示工事　　　　　　　3,878

7

6

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）

投資 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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事業区分

事業区分

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） 7 1,864 932

交通安全対策業務 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 道路安全課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 7 1,864 932

事業内容

事業計画

旅費　　　　　　　　　　　　　　  7

バリアーフリー化を目的に、ノンステッ
プバスの導入を推進する。

中型車　２台分

ノンステップバス導入補助金        0 ノンステップバス導入補助金    1,864 ノンステップバス導入補助金      932

中型車　１台分

9

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

交通安全啓発活動 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） 2,222 2,222 2,222

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 道路安全課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 2,222 2,222 2,222

事業内容

事業計画交通事故の撲滅に向けて、関係機関・団
体・学校等と連携を図り、交通事故防止
のための啓発活動を推進する

その他　　　　　　　　　　　　  111 その他　　　　　　　　　　　　  111

啓発活動費　　　　　　　　　　2,111 啓発活動費　　　　　　　　　　2,111 啓発活動費　　　　　　　　　　2,111

その他　　　　　　　　　　　　  111

－151－



－152－

事業区分

事業区分

防犯視察研修バス借上料　　　　　１０５ 消耗品等　　　　　　　　　　　　１５０ 防犯視察研修バス借上料　　　　　１０５

消耗品等　　　　　　　　　　　　１３８ 消耗品等　　　　　　　　　　　　１５０

青色パトロールカー委託料　　１，５１２ 青色パトロールカー委託料　　１，５１２

防犯リーダー養成講座等講師謝礼　３０３ 防犯講座等講師謝礼　　　　　　　２２３ 防犯リーダー養成講座等講師謝礼　３０３

青色パトロールカー燃料　　　　　２２１

青色パトロールカー修繕・車検等　２２４ 青色パトロールカー修繕・車検等　１６６ 青色パトロールカー修繕・車検等　１６６

市民総合賠償補償保険料　　　１，３９２

防犯啓発用冊子・物資　　　　１，１４６ 防犯啓発用冊子・物資　　　　１，１４６ 防犯啓発用冊子・物資　　　　１，１４６

防犯灯補助金　　　　　　　　　　３００

朝霞地区防犯協会等負担金　　１，７１０ 朝霞地区防犯協会等負担金　　１，７１０ 朝霞地区防犯協会等負担金　　１，７１０
事業内容

事業計画

防犯灯補助金　　　　　　　　　　３００ 防犯灯補助金　　　　　　　　　　３００

防犯意識の高揚を図るための啓発活動防
犯用品の配布と貸与。　　　　　　　防
犯パトロ－ル等の防犯活動への積極的な
取組み。　　　　　　　　　　　防犯灯
の設置・修繕に対する補助金の交付。

市民総合賠償補償保険料　　　１，３９２ 市民総合賠償補償保険料　　　１，３９２

青色パトロールカー燃料　　　　　２２１ 青色パトロールカー燃料　　　　　２２１

青色パトロールカー委託料　　１，５１２

一般財源 （ホ） 7,051 6,820 7,005
経常 くらし安全課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

11

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

防犯対策業務 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） 7,051 6,820 7,005

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 1,316 1,310 1,311

10

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

交通安全団体活動支援 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 道路安全課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 1,316 1,310 1,311

事業内容

事業計画

交通安全関係団体補助金　　　　1,316 交通安全関係団体補助金　　　　1,310

交通事故の撲滅に向けて、関係機関・団
体・学校等と連携を図り、交通事故防止
のための啓発活動を推進する

交通安全関係団体補助金　　　　1,311

単位（千円）
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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

市民活動支援事業補助金　　　　　1,000 市民活動支援事業補助金　　　　　1,000 市民活動支援事業補助金　　　　　1,000

協働推進センター協働負担金　　　2,245 協働推進センター協働負担金　　　2,245 協働推進センター協働負担金　　　2,245

ポータルサイト使用･センター通信費 997 ポータルサイト使用･センター通信費 997 ポータルサイト使用･センター通信費 997

協働推進講座･市民活動支援事業補助金・ 協働推進講座･市民活動支援事業補助金・ 協働推進講座･市民活動支援事業補助金・

協働懇話会委員謝礼　　　　　　　　392 協働懇話会委員謝礼　　　　　　　　392 協働懇話会委員謝礼　　　　　　　　392

旅費･協働推進消耗品　　　　　　　　82 旅費･協働推進消耗品　　　　　　　　82 旅費･協働推進消耗品　　　　　　　　82

その他　　　　　　　　　　　　　　219 その他　　　　　　　　　　　　　　219 その他　　　　　　　　　　　　　　219

単位（千円）

　　　　　　　　　 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

1

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

協働推進 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） 14,729 14,729 14,729

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 市民活動推進課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 14,729 14,729 14,729

事業内容

事業計画

自治会補助金　　　　　　　　　　9,094 自治会補助金　　　　　　　　　　9,094

和光市協働指針に基づき協働を推進する
とともに、住民相互の連帯感を醸成し、
心豊かなコミュニティの形成を推進する
ため、市民活動団体、地域活動団体等の
育成を図り活動の支援を図る。

自治会補助金　　　　　　　　　　9,094

コミュニティ協議会補助金　　　　　700 コミュニティ協議会補助金　　　　　700 コミュニティ協議会補助金　　　　　700

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

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）
臨時 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

2

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

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。

0 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）

3

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

事業費　（イ）～（ホ） 0

所管課 地方債 （ハ）

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

3,500

※対象事業は未定 ※対象事業は未定

単位（千円）
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事業区分

事業区分

単位（千円）

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、

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。

白子コミセン畳面張替（77畳）工事　616

一般財源 （ホ） 400 4,466 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）

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） 400 4,466

4

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

市民まつり 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） 5,740 5,740 5,740

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 市民活動推進課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 5,740 5,740 5,740

事業内容

事業計画

市民まつり廃棄物処理業務委託費　　240 市民まつり廃棄物処理業務委託費　　240

自主的なコミュニティ活動への参加を促
進するため、市民まつりを開催し、市民
間の交流とふるさと意識の高揚を図る。

市民まつり廃棄物処理業務委託費　　240

市民まつり実行委員会補助金　　　5,500 市民まつり実行委員会補助金　　　5,500 市民まつり実行委員会補助金　　　5,500
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事業区分

事業区分

南地域ｾﾝﾀｰ用地取得費(Ｈ19年度から10年

14,993 17,536

※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)　　　　　　　　　　　　 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。

15,195

償還)　　　　　　　　　　　 　 15,195 償還)　　　　　　　　　　　　  14,993

投資 市民活動推進課
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） 15,195 14,993 17,536

7

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）

単位（千円）

6

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

コミュニティセンター管理運営 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） 35,849 35,849 35,849

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 市民活動推進課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 35,849 35,849 35,849

事業内容

事業計画

コミュニティセンター事務用品　　　235 コミュニティセンター事務用品　　　235

地域団体の活発なコミュニティ活動と団
体交流、ふるさと意識の高揚を促す施設
として、効果的な施設の管理運営、市民
サービスの向上を図る。

光熱水費　　　　　　　　　　　　4,965 光熱水費　　　　　　　　　　　　4,965

通信・火災保険　　　　 　　　　　 304 通信・火災保険　　　　 　　　　　 304

施設維持管理委託費　　　　　　　4,824

コミュニティセンター事務用品　　　235

施設利用申請書印刷　　　　　　　　105 施設利用申請書印刷　　　　　　　　105 施設利用申請書印刷　　　　　　　　105

光熱水費　　　　　　　　　　　　4,965

修繕費　　　　　　　　　　　　　　800 修繕費　　　　　　　　　　　　　　800 修繕費　　　　　　　　　　　　　　800

通信・火災保険　　　　 　　　　　 304

管理協力委員会業務委託料　　　 16,401 管理協力委員会業務委託料　　　 16,401 管理協力委員会業務委託料　　　 16,401

施設維持管理委託費　　　　　　　4,824 施設維持管理委託費　　　　　　　4,824

土地賃借料　　　　　　　　　　　6,976 土地賃借料　　　　　　　　　　　6,976 土地賃借料　　　　　　　　　　　6,976

事務機器・物品借上げ料等　　　　1,239 事務機器・物品借上げ料等　　　　1,239 事務機器・物品借上げ料等　　　　1,239
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事業区分

事業区分

単位（千円）

平成２４年度

0

平成２３年度

事業費　（イ）～（ホ） 15,000 307,500

9

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）

投資 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

8

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

地域センター管理運営 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） 28,722 28,722 28,722

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 市民活動推進課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 28,722 28,722 28,722

事業内容

事業計画

地域センター事務用品　　　　　　　209 地域センター事務用品　　　　　　　209

地域住民の活発なコミュニティ活動と団
体交流、ふるさと意識の高揚を促す施設
として、効果的な施設の管理運営、市民
サービスの向上を図る。

光熱水費　　　　　　　　　　　　4,566 光熱水費　　　　　　　　　　　　4,566

通信・火災保険　　　　 　　　　　 424 通信・火災保険　　　　 　　　　　 424

施設維持管理委託費　　　　　　　4,919

地域センター事務用品　　　　　　　209

施設利用申請書印刷　　　　　　　　158 施設利用申請書印刷　　　　　　　　158 施設利用申請書印刷　　　　　　　　158

光熱水費　　　　　　　　　　　　4,566

修繕費　　　　　　　　　　　　　1,100 修繕費　　　　　　　　　　　　　1,100 修繕費　　　　　　　　　　　　　1,100

通信・火災保険　　　　 　　　　　 424

管理協力委員会業務委託料　　　 16,381 管理協力委員会業務委託料　　　 16,381 管理協力委員会業務委託料　　　 16,381

施設維持管理委託費　　　　　　　4,919 施設維持管理委託費　　　　　　　4,919

事務機器・物品借上げ料等　　　　　965 事務機器・物品借上げ料等　　　　　965 事務機器・物品借上げ料等　　　　　965
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事業区分

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） 5,503 5,503 5,503

市民相談 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 市民相談室
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 5,503 5,503 5,503

市民相談員を配置し、多様化する市民か
らの相談や要望、苦情等に迅速かつ適切
に対応する。また、離婚や交通事故など
の民事上の問題に対し、弁護士や司法書
士などの法律専門家による相談を実施す
る。

事業計画

市民相談員報酬　　　　　　　　　1,810 市民相談員報酬　　　　　　　　　1,810

相談委員謝礼　　　　　　　　　　3,186 相談委員謝礼　　　　　　　　　　3,186

相談業務委託料　　　　　　　　　　252 相談業務委託料　　　　　　　　　　252

市民相談員報酬　　　　　　　　　1,810

行政苦情調停委員報酬　　　　　　　162 行政苦情調停委員報酬　　　　　　　162 行政苦情調停委員報酬　　　　　　　162

相談委員謝礼　　　　　　　　　　3,186

旅費・市民相談消耗品等　　　　　　 93 旅費・市民相談消耗品等　　　　　　 93 旅費・市民相談消耗品等　　　　　　 93

相談業務委託料　　　　　　　　　　252
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　　　　　　　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）

事業区分

消費者行政活性化補助金事業　　 消費者行政活性化補助金事業　　

消費生活特別講演会講師謝礼　60

街頭配布協力謝礼　80

街頭配布啓発消耗品　83

啓発冊子印刷代　　1,245

啓発資料郵送料 360

啓発チラシ全戸配布委託料 679

　　　　　　　　　  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

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） 4,141 2,177 1,634

消費者保護・啓発活動 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ） 2,507 543

所管課 地方債 （ハ）

経常 市民活動推進課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 1,634 1,634 1,634

事業内容

事業計画

消費生活講座・講演会講師等謝礼　210 消費生活講座・講演会講師等謝礼　210

消費者被害予防、消費生活向上のため、
健全で自立した消費者の育成や講座等の
啓発活動を行う。平成21年度から創設さ
れた消費者行政活性化補助金を活用して
事業を行う。消費者行政活性化補助金(平
成21年度～23年度）

職員旅費　19 職員旅費　19

バス・机借上げ料　134 バス・机借上げ料　134

消費生活講座・講演会講師等謝礼　210

消費生活地域相談員謝礼　312 消費生活地域相談員謝礼　312 消費生活地域相談員謝礼　312

職員旅費　19

啓発用品・消耗品等 918 啓発用品・消耗品等 918 啓発用品・消耗品等 918

バス・机借上げ料　134

研修参加等負担金　41 研修参加等負担金　41 研修参加等負担金　41

消費生活啓発冊子・資料購入第　483

消費生活特別講演会講師謝礼　60

施策の大綱

施　策　名

施策の内容
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事業区分

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） 5,856 5,994 5,994

消費者相談 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 市民相談室
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 5,856 5,994 5,994

事業内容

事業計画

消費生活相談員報酬　　　　　　　4,680 消費生活相談員報酬　　　　　　　4,800

消費者被害の未然防止及び救済のため、
消費生活相談員を配置し、複雑・多様化
する消費生活相談を実施している。消費
者庁創設に伴い消費生活センターのなお
一層の充実が求められている。

旅費　　　　　　　　　　　　　　　342 旅費　　　　　　　　　　　　　　　342

研修負担金　　　　　　　　 　　　　18 研修負担金　　　　　　　　 　　　　18

消費生活相談員報酬　　　　　　　4,800

共済費　　　　　　　　　　　　　　706 共済費　　　　　　　　　　　　　　724 共済費　　　　　　　　　　　　　　724

旅費　　　　　　　　　　　　　　　342

消費生活相談消耗品　　　　　　　　110 消費生活相談消耗品　　　　　　　　110 消費生活相談消耗品　　　　　　　　110

研修負担金　　　　　　　　 　　　　18

単位（千円）
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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）

事業区分

　　　　　　　　　 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 5,910

平成２４年度平成２３年度

05,910 5,910

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）

（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

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

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

単位（千円）

2

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

商工団体活動支援 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） 12,000 12,000 12,000

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 産業支援課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 12,000 12,000 12,000

事業内容

事業計画

商工会補助金　　　　　　　　　12,000 商工会補助金　　　　　　　　　12,000

地域の総合経済団体でありかつ小規模企
業政策の中核的実施機関である商工会に
対しては、地域小規模企業の活性化に関
する地元企業からの期待は極めて大き
く、経済社会構造の大きな変革への新た
な対応を図る母体として商工会が果たす
役割はますます重要となっている。商工
会の地域活性化事業を支援することに
よって地域小規模企業の促進を図って行
く。

商工会補助金　　　　　　　　　12,000
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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）

事業区分

　　　　　　　　　 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

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） 11,316 8,116 8,116

新産業創出育成支援 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 産業支援課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 11,316 8,116 8,116

事業内容

事業計画

ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝﾏﾈｰｼﾞｬｰ業務委託費 　　4,116 ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝﾏﾈｰｼﾞｬｰ業務委託費 　　4,116

新技術・新産業の創出を図るインキュ
ベーションプラザに対して、インキュ
ベーションマネージャーの配置を行うと
ともに、入居者への助成事業として賃料
補助を行うことにより、プラザ卒業後に
企業の市内地域への定着を促す。

ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝﾏﾈｰｼﾞｬｰ業務委託費 　　4,116

賃料補助金　　　　　　　　　　　7,200 賃料補助金　　　　　　　　　　　4,000 賃料補助金　　　　　　　　　　　4,000

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 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 13,744 14,280 14,843

中小企業資金融資 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 産業支援課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 13,744 14,280 14,843

事業内容

事業計画

利子補給・保証料補助金　　　　 10,734 利子補給・保証料補助金　　　　 11,270

中小企業者に対する融資制度を実施し、
融資の依頼等を適正かつ円滑に行うため
の審査を行い、市内中小企業者の経営の
安定と振興を図るとともに、セーフティ
ネットや県融資等の公的融資制度の利用
促進を図る。

消耗品　　　　　　　　　　　　　　 10 消耗品　　　　　　　　　　　　　　 10

利子補給・保証料補助金　　　　 11,833

損失補償金　　　　　　　　　　　3,000 損失補償金　　　　　　　　　　　3,000 損失補償金　　　　　　　　　　　3,000

消耗品　　　　　　　　　　　　　　 10

－164－



－165－

　　　　　　　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

運搬車両借上料　　　　　 74 運搬車両借上料　　　　　 74 運搬車両借上料　　　　　 74

　　　　　　　　　 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

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） 3,596 3,596 3,596

都市農業支援 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 産業支援課
その他特定財源 （ニ） 50 50 50

一般財源 （ホ） 3,546 3,546 3,546

事業内容

事業計画

農業用廃プラスチック収集処理手数料122 農業用廃プラスチック収集処理手数料122 農業用廃プラスチック収集処理手数料122

農産物に対する安全安心志向の高まりや
生産者の販売の多様化の取組を推進する
ため、農業経営の改善に資する新たな事
業を行う農業者及び農業者団体に対して
各種支援を実施する。

都市農業支援等補助金　3,400 都市農業支援等補助金　3,400 都市農業支援等補助金　3,400

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）

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、新規市民農園を開
設する。

県支出金 （ロ）

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

2

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

平成２２年度 平成２３年度

一般財源 （ホ）

平成２４年度

01,000 0

工事請負費　新規市民農園開設工事

1,000

（３０㎡タイプ　３０区画）

3

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

市民農園管理運営 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） 4,159 4,159 4,159

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 産業支援課
その他特定財源 （ニ） 4,159 4,159 4,159

一般財源 （ホ）

事業内容

事業計画

農業相談員報酬　　　　　　618 農業相談員報酬　　　　　　618

優良農地の保全及び都市住民の憩いの
場、ゆとりとこども達の教育場として市
民農園を運営する。市民農園や農業体験
事業を通じて、自然や土とのふれあいを
楽しめ、生き甲斐の場として市民農園や
農業体験の場所を提供し、農業と市民が
共に学び交流できる農業体験センターの
施設整備を行う。

体験センター消耗品等　　　546 体験センター消耗品等　　　546

施設管理運営委託料等　　　2,695 施設管理運営委託料等　　　2,695

農業相談員報酬　　　　　　618

農業技術講座の講師謝礼　　 50 農業技術講座の講師謝礼　　 50 農業技術講座の講師謝礼　　 50

体験センター消耗品等　　　546

電話料金等　　　　　      122 電話料金等　　　　　      122 電話料金等　　　　　      122

施設管理運営委託料等　　　2,695

物品借上料　　　　　　　　128 物品借上料　　　　　　　　128 物品借上料　　　　　　　　128 
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事業区分

平成２３年度 平成２４年度

1,956

4

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

事業費　（イ）～（ホ） 1,956

所管課 地方債 （ハ）

1,956

農地環境保全対策 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

経常 産業支援課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 1,956 1,956 1,956

事業内容

事業計画

農地環境保全対策謝礼　　　　1,000 農地環境保全対策謝礼　　　　1,000

市内農地における営農及び農産物生産、
農地保全を促すため、緑肥景観作物や土
砂流出防止作物、風塵対策作物、花景観
作物を市内農家や農業団体に支給して、
農業環境の美化及び緑地農地機能の維持
を行う。

農地環境保全対策謝礼　　　　1,000

農地環境保全維持事業消耗品　　956 農地環境保全維持事業消耗品　　956 農地環境保全維持事業消耗品　　956

単位（千円）
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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

　　　　　　　　　 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

単位（千円）

1

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

技能者表彰 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） 104 104 104

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 産業支援課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 104 104 104

事業内容

事業計画

記念品代　　　　　　　　　　　　　 63 記念品代　　　　　　　　　　　　　 63

市内の中小企業の事業所へ長年勤務し、
企業の発展とともに技能の向上に貢献
し、市内の商工業の発展に寄与した者を
表彰し、労働力の意欲向上を図ることを
目的とする。

揮亳料　　　　　　　　　　　　　　　6 揮亳料　　　　　　　　　　　　　　　6

記念品代　　　　　　　　　　　　　 63

消耗品印刷等　　　　　　　　　 　　35 消耗品印刷等　　　　　　　　　 　　35 消耗品印刷等　　　　　　　　　 　　35

揮亳料　　　　　　　　　　　　　　　6

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

県支出金 （ロ）

国庫支出金 （イ）

2

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

事業費　（イ）～（ホ） 1,000

単位（千円）

所管課 地方債 （ハ）

勤労福祉センター施設整備 財
源
の
内
訳

一般財源 （ホ） 1,000
投資 産業支援課

その他特定財源 （ニ）

1,000 1,000

1,000

平成２３年度 平成２４年度

1,000

事業内容

事業計画

積算基礎

緊急修繕料　　　　　　　　　　　1,000 緊急修繕料　　　　　　　　　　　1,000

　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。

緊急修繕料　　　　　　　　　　　1,000

平成２３年度

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）

平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 52,615 43,233 43,233

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常（臨時） 産業支援課
その他特定財源 （ニ） 6,520

一般財源 （ホ） 46,095 43,233 43,233

事業内容

事業計画

積算基礎

講師謝礼等                    1,986 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。

通信費、保険料等                297 物品等借上料　　　　　　　　　　 133

その他業務委託料             24,787

指定管理者料　　　　　　　　　43,000

光熱水費、消耗品等           10,984 火災保険料　　　 　　　　　　　　100 火災保険料　　　 　　　　　　　　100

物品等借上料　　　　　　　　　　 133

管理運営業務委託料           13,429

機器借上、受信料              1,132

－169－



－170－

事業区分

事業区分

単位（千円）

緊急修繕料　　　　　　　　　　　500
事業内容

事業計画

積算基礎

緊急修繕料　　　　　　　　　　　500 緊急修繕料　　　　　　　　　　　500

　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。

一般財源 （ホ） 500 500 500

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

4

事業名
事業費　（イ）～（ホ） 500

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

平成２４年度

500 500

所管課 地方債 （ハ）

（イ）

5

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

勤労青少年ホーム管理運営 財
源
の
内
訳

国庫支出金

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 23,313 23,178 23,313

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 産業支援課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 23,313 23,178 23,313

事業内容

事業計画

火災保険料                          3 火災保険料                          3

勤労青少年の福祉の増進及び健全な育成
を目的として施設の管理運営を実施す
る。

その他業務委託料                  121 その他業務委託料                  121

火災保険料                          3

指定管理料                     23,060 指定管理料                     22,925 指定管理料                     23,060

その他業務委託料                  121

ＡＥＤ借上料                      129 ＡＥＤ借上料                      129 ＡＥＤ借上料                      129

年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度
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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

事業区分

市民参加推進会議委員通勤費　 10

各種消耗品　　　　　　　　　 19 各種消耗品　　　　　　　　　 19 各種消耗品　　　　　　　　　 19

市民参加推進会議委員報酬　　270

職員旅費　　　　　　　　　　　5 職員旅費　　　　　　　　　　　5 職員旅費　　　　　　　　　　　5
事業内容

事業計画

市民参加推進会議委員報酬　　270 市民参加推進会議委員報酬　　270

第３者機関である市民参加推進会議で、
市民参加実施状況・市民参加実施予定な
どについて、市民を含めて審議を行って
いる。その後、審議の結果を担当課へ
フィードバックをすることによって、よ
り一層の市民参加を推進している。

市民参加推進会議委員通勤費　 10 市民参加推進会議委員通勤費　 10

一般財源 （ホ） 305 305 305
経常 政策課

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） 305 305 305

1

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

市民参加推進 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

　　　　　　　　　 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

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

広報わこう配布業務委託         6,389 広報わこう配布業務委託         6,389 広報わこう配布業務委託         6,389

ホームページ管理ソフト保守委託 1,336 ホームページ管理ソフト保守委託 1,336 ホームページ管理ソフト保守委託 1,336

ホームページ管理ソフト借上料   2,512 ホームページ管理ソフト借上料   2,512 ホームページ管理ソフト借上料   2,512

デジタル広報推進員報酬等　     2,745 デジタル広報推進員報酬等　     2,745 デジタル広報推進員報酬等　     2,745

声の広報吹込者謝礼　             144 声の広報吹込者謝礼　             144 声の広報吹込者謝礼　             144

まちの見聞特派員謝礼　            64 まちの見聞特派員謝礼　            64 まちの見聞特派員謝礼　            64

消耗品代ほか                     578 市勢要覧修正増刷           　　　689 消耗品代ほか                     578

消耗品代ほか                     622

広報わこう作成業務委託        12,661

行政情報を広く伝える手段として、広報
わこうの発行、ホームページの充実を図
る。また、市勢要覧、くらしのガイドを
発行し、市の概要や行政サービスを知ら
せる。

くらしのガイド修正増刷           788 くらしのガイド修正増刷           788 くらしのガイド修正増刷           788

事業内容

事業計画

広報わこう作成業務委託        12,661 広報わこう作成業務委託        12,661

一般財源 （ホ） 27,217 27,950 27,217
経常 市政情報課

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） 27,217 27,950 27,217

3

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

広報活動推進 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

参考図書                          20 参考図書                          20

職員旅費                           4

非常勤特別職通勤費                13 非常勤特別職通勤費                13 非常勤特別職通勤費                13

個人情報保護審議会委員報酬        76

謝礼                              16 謝礼                              16 謝礼                              16

情報公開・個人情報保護審査会委員報酬

                                 250                                  250                                  250
事業内容

事業計画

情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬

情報公開制度や個人情報保護制度の適正
な執行を図る。

個人情報保護審議会委員報酬        76 個人情報保護審議会委員報酬        76

職員旅費                           4 職員旅費                           4

参考図書                          20

一般財源 （ホ） 379 379 379
経常 市政情報課

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） 379 379 379

2

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

情報公開及び個人情報保護制度運営 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

単位（千円）
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事業区分

事業区分

駅前電光掲示板回線使用料         914

駅前電光掲示板システム借上     4,448 駅前電光掲示板システム借上     4,448 駅前電光掲示板システム借上     4,448

広報掲示板修繕　　　　　　　　　 186

広報掲示板設置工事               378 広報掲示板設置工事               378 広報掲示板設置工事               378
事業内容

事業計画

広報掲示板修繕　　　　　　　　　 186 広報掲示板修繕　　　　　　　　　 186

市内広報掲示板の設置及び維持管理と駅
前電光掲示板を活用して行政情報を提供
する。

駅前電光掲示板回線使用料         914 駅前電光掲示板回線使用料         914

広報掲示板土地提供者謝礼           9

一般財源 （ホ） 5,935 5,926 5,926
経常 市政情報課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

5,926 5,926

掲示板管理 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） 5,935

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） 10,023 10,023 10,023

議会情報の管理と提供 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 議事課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 10,023 10,023 10,023

事業内容

事業計画

会議録作成印刷製本委託料  8,696 会議録作成印刷製本委託料　　　 　  8,696

　　市議会での本会議と委員会の会議録
を作成し、公開する。同時に、市のホー
ムページ上からインターネットを通じて
本会議の会議録の閲覧、検索ができるよ
うにする。
　また、年４回の各定例会終了後、その
定例会・臨時会の概要と議会活動の状況
を、広報わこうの一部（タブロイド版で
４ページ分[広報わこう作成予算]）を
使って市議会だよりとして発行すること
と、市のホームページに議会の結果等の
情報を迅速にアップすることを行う。

会議録作成印刷製本委託料　　　　   8,696

会議録検索システム委託料　1,327 会議録検索システム委託料　  　 　　1,327会議録検索システム委託料　 　 　 　1,327
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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

OA化推進　消耗品等　　　　　　 5,657 OA化推進　消耗品等　　　　　　 4,666 OA化推進　消耗品等　　　　　　 4,666

OA化推進　通信回線費用  　　　 9,872 OA化推進　通信回線費用等　　　 9,872 OA化推進　通信回線費用等　　　 9,872

OA化推進　保守委託料等　　　　 3,281 OA化推進　保守委託料等　　　　 2,392 OA化推進　保守委託料等　　　　 2,392

OA化推進　IT機器借上料等　　　29,918

OA化推進　負担金等　　　　　　　 120

OA化推進　負担金等　　　　　　　 120

OA化推進　職員旅費　　　　　　　　63

OA化推進　IT機器借上料等　　　36,296

（H21リースアップ後、継続使用280台） （H23.8.1～：新規PC280台リース予定） （H24.4.1～：新規PC54台リース予定）

事業内容

事業計画

OA化推進　職員旅費　　　　　　　　63 OA化推進　職員旅費　　　　　　　　63

進展する高度情報化に対応するため、電
子計算機等のOA化推進を図り、インター
ネットに常時接続して氏の情報を市の内
外に発信するとともに、インターネット
上のさまざまな情報を取得したり、市民
の意見の聴取の機会を増やす他、電子申
請サービスや公共施設予約システム等に
より、市民サービスの向上を図る。な
お、庁内ネットワーク及びサーバの安定
稼動による事業継続性の確保、外部から
の不正アクセスを防ぐための対応やＯＡ
機器をより有効に活用するため、庁内外
に対するセキュリティ対策を実施する。

OA化推進　IT機器借上料等　　　22,870

OA化推進　負担金・会費　　　　　 120 （H22リースアップ後、継続使用54台）

一般財源 （ホ） 41,863 47,031 53,409
経常 市政情報課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

53,409

ＯＡ化推進 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

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） 41,863 47,031

　　　　　　　　　 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

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

システム機器等借上料、ＩＤＣ使用料、

システム借上料等　　　　　　　61,067 システム借上料等　　　　　　　61,067 システム借上料等　　　　　　　61,067

システム保守、ハード保守、運用処理

等委託料　　　　　　　　　　　37,317 等委託料　　　　　　　　　　　37,317 等委託料　　　　　　　　　　　37,317

プリンタトナー等消耗品　　　　　　39

本庁－出先機関通信回線費用　　 1,396 本庁－出先機関通信回線費用　　 1,396 本庁－出先機関通信回線費用　　 1,396
事業内容

事業計画

プリンタトナー等消耗品　　　　　　39 プリンタトナー等消耗品　　　　　　39

平成20年10月稼動予定の住民情報電算シ
ステムの構築、導入を行う。今回のシス
テムは、ＩＤＣにおいてメインサーバの
管理を委託することにより、高度なセ
キュリティ施設による常時監視を受け、

大限の事業継続性確保に努めている。

システム保守、ハード保守、運用処理 システム保守、ハード保守、運用処理

システム機器等借上料、ＩＤＣ使用料、 システム機器等借上料、ＩＤＣ使用料、

一般財源 （ホ） 99,819 99,819 99,819
経常 市政情報課

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） 99,819 99,819 99,819

3

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

住民情報電算システム 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

保管委託　　　　 　　　　　　　 1,832

キャビネット（14台）　　 　　　　 530 キャビネット（ 6台）　　 　　　　 215 キャビネット（ 6台）　　 　　　　 215

文書保存箱（550箱）　　 　　　　　168

ファイリング用品                  315 ファイリング用品                  315 ファイリング用品                  315
事業内容

事業計画

文書保存箱（550箱）　　 　　　　　168 文書保存箱（550箱）　　 　　　　　168

行政の事務処理および情報公開制度を基
幹的に支えるファイリングシステムを適
切に運用できる体制を整備する。
また、保存文書の増加により庁舎内書庫
のスペースが不足となったため、調社外
に保管を委託する。
さらに、文書管理システムを導入し、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とともに、文書
の真正性を確保し、電子文書の情報公開
への対応が適切に行えるようにする。

保管委託　　　　 　　　　　　　 1,832 保管委託　　　　 　　　　　　　 1,832

一般財源 （ホ） 2,845 2,530 2,530
経常 市政情報課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

2,530

文書管理 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

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） 2,845 2,530
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事業区分

事業区分

単位（千円）

経常的事業に5年に１度の上乗せ分
事業内容

事業計画

積算基礎

戸籍システムデータ移行業務委託料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年度中に耐用年数が経過した
システム装置を入替え、 新バージョン
のシステム構築及びデータ移行作業を行
うことにより、戸籍事務処理の効率性を
高め、市民の利便性向上を図る。

一般財源 （ホ） 8,800
臨時 戸籍住民課

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 8,800 0

4

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

戸籍電算システム(システム装置
の入れ替え及びデータ移行)

財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

5

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

民間人材の活用 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） 5,753 0 0

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 職員課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 5,753

事業内容

事業計画

委員報酬　２業務　　　　　4,800千円 ※事業年度の前年度に、対象となる業務の
調査、決定を行っています。

非常勤職員等共済費負担金　　722千円

　月額200千円×12月×2業務

各箇所等で行っている高度で専門的な知
識経験等を必要とする事務事業におい
て、民間等で培った知識経験を有する人
材を非常勤特別職として任用し、事務事
業の効率な運用と市民サービスのレベル
アップを図る。

　①公共施設営繕管理専門員

　②防災・防犯アドバイザー

非常勤特別職通勤費　　　　　231千円

※清掃施設管理専門員、情報化推進ｱﾄﾞﾊﾞｲ
ｻﾞｰ、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ広報推進員、環境相談員の４業
務については、「民間人材の活用」事業に
おいて、業務の必要性が実証されたことに
より事業担当課に移管。
　なお、工事検査専門員については、廃止
となります。
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事業区分

・派遣研修 ・派遣研修

・教養研修　 ・教養研修　

・派遣研修 ・通信講座の受講費補助 ・通信講座の受講費補助

　　研修負担金　1,326千円

・教養研修　

・通信講座の受講費補助

事業区分

消耗品　　　　　　　　　　　　　 70
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年度から取り組んでいる。）

策定業務委託　　　　　　　　　8,400

一般財源 （ホ） 9,096

その他特定財源 （ニ）
臨時 政策課

9,096 0

平成２３年度 平成２４年度

0

7

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

事業費　（イ）～（ホ）

第四次総合振興計画策定 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

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） 3,889 3,880 3,880

職員研修 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 職員課
その他特定財源 （ニ） 150 150 150

一般財源 （ホ） 3,739 3,730 3,730

事業内容

事業計画

・階層別研修（派遣及び内部研修) ・階層別研修（派遣及び内部研修)

急激に変化する社会状況を的確に捉え、
和光市の実情や多様化する市民ニーズに
対応できる職員を効果的、効率的に育成
するため、職員に対し、下記のような事
業を行う。
①研修による能力開発
　階層別研修・外部研修機関への派遣研
修・その他の研修(教養講座)　など
②職場研修への支援
　ＯＪＴ研修・各課主催の研修
③自己啓発に繋がる自主研修への支援
　ボランティア活動の推進・自主研修へ
の支援・研修報告会の実施・通信講座の
受講費補助

　　業務委託料　948千円

　　消耗品費　　248千円 　　事業費　　1,800千円

　　研修旅費　　470千円 　　事業費　　300千円

・階層別研修（派遣及び内部研修)

　　講師謝礼　　60千円     事業費　　1,480千円     事業費　　1,480千円

　　事業費　　1,800千円

　　研修旅費　　157千円

　　備品購入費　103千円 　　事業費　　300千円 　　事業費　　300千円

　　事業費　　300千円

人材育成基本方針を軸として職員研修制 人材育成基本方針を軸として職員研修制

　　業務委託料　277千円 度と人事制度及び職場づくりとの連携を 度と人事制度及び職場づくりとの連携を

行いながら人材育成を図る。 行いながら人材育成を図る。

　　研修負担金　300千円

人材育成基本方針の職員研修制度に則して、

和光市に求められる職員を育成する。
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事業区分

事業区分

研修会等参加負担金　　　　　　　50

国の機関等との意見交換会用茶代　13

旅費、消耗品費　　          　　62 旅費、消耗品費　　          　　62 旅費、消耗品費　　          　　62

行政経営アドバイザー謝礼　　　　300

職員提案制度記念品代　　　　　　46 職員提案制度記念品代　　　　　　46 職員提案制度記念品代　　　　　　46
事業内容

事業計画

行政経営アドバイザー謝礼　　　　300 行政経営アドバイザー謝礼　　　　300

　和光市版PDCAマネジメントシステムで
ある、「施策推進プログラム」を継続的
に運用し、目標と成果、優先順位を明確
にした戦略的な市政運営を行うため、行
政評価を実施し、見直し改善を図り、次
年度の実施計画へ反映し、事業を推進す
る計画を進める。また、行政評価を総合
振興計画基本計画の進行管理に活用す
る。

国の機関等との意見交換会用茶代　13 国の機関等との意見交換会用茶代　13

研修会等参加負担金　　　　　　　50 研修会等参加負担金　　　　　　　50

一般財源 （ホ） 471 471 471
経常 政策課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

471

構想推進 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

9

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）

職員旅費　　　　　　　　　　　　　3

消耗品・食糧費　　　　　　　　　 62
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

一般財源 （ホ） 803
臨時 政策課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

事業費　（イ）～（ホ） 0 0

8

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）

803

471 471

平成２４年度

単位（千円）

平成２３年度
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事業区分

外壁改修工事　62,025

事業区分

市庁舎駐車場補修工事　3,000

緊急工事　4,000

69,025 92,372

非常用自家発電設備パワーモジュール

交換工事　　16,905

平成２３年度 平成２４年度

92,372 61,129

事業内容

事業計画

積算基礎

施設保全計画作成・施設調査業務（35施設）25,000

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。

一般財源 （ホ） 25,000
総務課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

臨時

11

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

公共施設保全業務 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 25,000 0 0

10

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

事業費　（イ）～（ホ） 69,025

所管課 地方債 （ハ）

庁舎施設整備 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

投資 総務課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ）

県支出金 （ロ）

61,129

事業内容

事業計画

積算基礎

外壁改修工事　　62,025

外壁改修工事監理業務委託　　4,274

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

レストラン厨房機器他改修工事　4,168

防火防煙設備改修工事　　38,000

電気温水器更新工事　2,500

空調用ポンプ他更新工事  8,300

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設計業務

委託　　1,229

緊急工事　2,000 緊急工事　2,000

単位（千円）
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事業区分

単位（千円）

地上デジタル放送対応テレビ等購入

6,960

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

922
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

一般財源 （ホ） 40,191
臨時 総務課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

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）

12

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）

－180－



－181－

　　　　　　　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

施策の大綱

施　策　名

施策の内容

－181－



－182－

　　　　　　　構想推進のために

　　　　　　　４　広域連携による行政運営の効率化

事業区分

防衛施設周辺整備協議会負担金　9 防衛施設周辺整備協議会負担金　9 防衛施設周辺整備協議会負担金　9

全国基地協議会負担金　　　　　2 全国基地協議会負担金　　　　　2 全国基地協議会負担金　　　　　2

旅費　　　　　　　　　　　　　　　27

　様々な広域的課題に対応するため、関
係自治体と連携し、広域行政業務を推進
する。

東武東上線改善対策協議会負担金　19 東武東上線改善対策協議会負担金　19 東武東上線改善対策協議会負担金　19

事業内容

事業計画

旅費　　　　　　　　　　　　　　　27 旅費　　　　　　　　　　　　　　　27

一般財源 （ホ） 57 27 57
経常 政策課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

57 57

広域行政業務 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

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） 57

　　　　　　　　　 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

－182－



－183－

　　　　　　　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

⇒該当する事業なし

施策の大綱

施　策　名

－183－



和光市総合振興計画　実施計画

平成２２年度～平成２４年度
（2010年度～2012年度）

発　行　　埼玉県和光市
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　　　　　ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.city.wako.saitama.jp/
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