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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
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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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－77－

　　　　　　　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

－84－



－85－

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
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　　　　　　　Ⅱ　元気で明るい和光の実現のために【教育・文化】

　　　　　　　５　あらゆる人々との相互理解と交流を通じた地域づくり（交流）

事業区分

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

－97－



－98－

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）

－99－



－100－

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）

－100－



－101－

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）

－101－


