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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）

－142－



－143－

　　　　　　　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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