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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）

－62－



－63－

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）

－63－



－64－

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）

－64－


