
－171－

　　　　　　　構想推進のために

　　　　　　　１　市民（住民／企業・ＮＰＯ）と行政との協働

事業区分

市民参加推進会議委員通勤費　 10

各種消耗品　　　　　　　　　 19 各種消耗品　　　　　　　　　 19 各種消耗品　　　　　　　　　 19

市民参加推進会議委員報酬　　270

職員旅費　　　　　　　　　　　5 職員旅費　　　　　　　　　　　5 職員旅費　　　　　　　　　　　5
事業内容

事業計画

市民参加推進会議委員報酬　　270 市民参加推進会議委員報酬　　270

第３者機関である市民参加推進会議で、
市民参加実施状況・市民参加実施予定な
どについて、市民を含めて審議を行って
いる。その後、審議の結果を担当課へ
フィードバックをすることによって、よ
り一層の市民参加を推進している。

市民参加推進会議委員通勤費　 10 市民参加推進会議委員通勤費　 10

一般財源 （ホ） 305 305 305
経常 政策課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 305 305 305

1

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

市民参加推進 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

　　　　　　　　　 計画・実施・評価の段階における市民参画の推進
　　　　　　     　透明で公平・公正な環境づくり

単位（千円）

施策の大綱

施　策　名

施策の内容
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事業区分

事業区分

広報わこう配布業務委託         6,389 広報わこう配布業務委託         6,389 広報わこう配布業務委託         6,389

ホームページ管理ソフト保守委託 1,336 ホームページ管理ソフト保守委託 1,336 ホームページ管理ソフト保守委託 1,336

ホームページ管理ソフト借上料   2,512 ホームページ管理ソフト借上料   2,512 ホームページ管理ソフト借上料   2,512

デジタル広報推進員報酬等　     2,745 デジタル広報推進員報酬等　     2,745 デジタル広報推進員報酬等　     2,745

声の広報吹込者謝礼　             144 声の広報吹込者謝礼　             144 声の広報吹込者謝礼　             144

まちの見聞特派員謝礼　            64 まちの見聞特派員謝礼　            64 まちの見聞特派員謝礼　            64

消耗品代ほか                     578 市勢要覧修正増刷           　　　689 消耗品代ほか                     578

消耗品代ほか                     622

広報わこう作成業務委託        12,661

行政情報を広く伝える手段として、広報
わこうの発行、ホームページの充実を図
る。また、市勢要覧、くらしのガイドを
発行し、市の概要や行政サービスを知ら
せる。

くらしのガイド修正増刷           788 くらしのガイド修正増刷           788 くらしのガイド修正増刷           788

事業内容

事業計画

広報わこう作成業務委託        12,661 広報わこう作成業務委託        12,661

一般財源 （ホ） 27,217 27,950 27,217
経常 市政情報課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 27,217 27,950 27,217

3

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

広報活動推進 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

参考図書                          20 参考図書                          20

職員旅費                           4

非常勤特別職通勤費                13 非常勤特別職通勤費                13 非常勤特別職通勤費                13

個人情報保護審議会委員報酬        76

謝礼                              16 謝礼                              16 謝礼                              16

情報公開・個人情報保護審査会委員報酬

                                 250                                  250                                  250
事業内容

事業計画

情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬

情報公開制度や個人情報保護制度の適正
な執行を図る。

個人情報保護審議会委員報酬        76 個人情報保護審議会委員報酬        76

職員旅費                           4 職員旅費                           4

参考図書                          20

一般財源 （ホ） 379 379 379
経常 市政情報課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 379 379 379

2

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

情報公開及び個人情報保護制度運営 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

単位（千円）

－172－



－173－

事業区分

事業区分

駅前電光掲示板回線使用料         914

駅前電光掲示板システム借上     4,448 駅前電光掲示板システム借上     4,448 駅前電光掲示板システム借上     4,448

広報掲示板修繕　　　　　　　　　 186

広報掲示板設置工事               378 広報掲示板設置工事               378 広報掲示板設置工事               378
事業内容

事業計画

広報掲示板修繕　　　　　　　　　 186 広報掲示板修繕　　　　　　　　　 186

市内広報掲示板の設置及び維持管理と駅
前電光掲示板を活用して行政情報を提供
する。

駅前電光掲示板回線使用料         914 駅前電光掲示板回線使用料         914

広報掲示板土地提供者謝礼           9

一般財源 （ホ） 5,935 5,926 5,926
経常 市政情報課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

5,926 5,926

掲示板管理 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

単位（千円）

4

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 5,935

5

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 10,023 10,023 10,023

議会情報の管理と提供 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 議事課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 10,023 10,023 10,023

事業内容

事業計画

会議録作成印刷製本委託料  8,696 会議録作成印刷製本委託料　　　 　  8,696

　　市議会での本会議と委員会の会議録
を作成し、公開する。同時に、市のホー
ムページ上からインターネットを通じて
本会議の会議録の閲覧、検索ができるよ
うにする。
　また、年４回の各定例会終了後、その
定例会・臨時会の概要と議会活動の状況
を、広報わこうの一部（タブロイド版で
４ページ分[広報わこう作成予算]）を
使って市議会だよりとして発行すること
と、市のホームページに議会の結果等の
情報を迅速にアップすることを行う。

会議録作成印刷製本委託料　　　　   8,696

会議録検索システム委託料　1,327 会議録検索システム委託料　  　 　　1,327会議録検索システム委託料　 　 　 　1,327
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　　　　　　　構想推進のために

　　　　　　　２　体質転換による行政の自立

事業区分

OA化推進　消耗品等　　　　　　 5,657 OA化推進　消耗品等　　　　　　 4,666 OA化推進　消耗品等　　　　　　 4,666

OA化推進　通信回線費用  　　　 9,872 OA化推進　通信回線費用等　　　 9,872 OA化推進　通信回線費用等　　　 9,872

OA化推進　保守委託料等　　　　 3,281 OA化推進　保守委託料等　　　　 2,392 OA化推進　保守委託料等　　　　 2,392

OA化推進　IT機器借上料等　　　29,918

OA化推進　負担金等　　　　　　　 120

OA化推進　負担金等　　　　　　　 120

OA化推進　職員旅費　　　　　　　　63

OA化推進　IT機器借上料等　　　36,296

（H21リースアップ後、継続使用280台） （H23.8.1～：新規PC280台リース予定） （H24.4.1～：新規PC54台リース予定）

事業内容

事業計画

OA化推進　職員旅費　　　　　　　　63 OA化推進　職員旅費　　　　　　　　63

進展する高度情報化に対応するため、電
子計算機等のOA化推進を図り、インター
ネットに常時接続して氏の情報を市の内
外に発信するとともに、インターネット
上のさまざまな情報を取得したり、市民
の意見の聴取の機会を増やす他、電子申
請サービスや公共施設予約システム等に
より、市民サービスの向上を図る。な
お、庁内ネットワーク及びサーバの安定
稼動による事業継続性の確保、外部から
の不正アクセスを防ぐための対応やＯＡ
機器をより有効に活用するため、庁内外
に対するセキュリティ対策を実施する。

OA化推進　IT機器借上料等　　　22,870

OA化推進　負担金・会費　　　　　 120 （H22リースアップ後、継続使用54台）

一般財源 （ホ） 41,863 47,031 53,409
経常 市政情報課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

53,409

ＯＡ化推進 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

単位（千円）

1

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 41,863 47,031

　　　　　　　　　 事務処理能力の向上
　　　　　　     　行政運営の簡素化と合理化
　　　　　　　　　 計画・事業の管理と評価

施策の大綱

施　策　名

施策の内容
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事業区分

事業区分

システム機器等借上料、ＩＤＣ使用料、

システム借上料等　　　　　　　61,067 システム借上料等　　　　　　　61,067 システム借上料等　　　　　　　61,067

システム保守、ハード保守、運用処理

等委託料　　　　　　　　　　　37,317 等委託料　　　　　　　　　　　37,317 等委託料　　　　　　　　　　　37,317

プリンタトナー等消耗品　　　　　　39

本庁－出先機関通信回線費用　　 1,396 本庁－出先機関通信回線費用　　 1,396 本庁－出先機関通信回線費用　　 1,396
事業内容

事業計画

プリンタトナー等消耗品　　　　　　39 プリンタトナー等消耗品　　　　　　39

平成20年10月稼動予定の住民情報電算シ
ステムの構築、導入を行う。今回のシス
テムは、ＩＤＣにおいてメインサーバの
管理を委託することにより、高度なセ
キュリティ施設による常時監視を受け、

大限の事業継続性確保に努めている。

システム保守、ハード保守、運用処理 システム保守、ハード保守、運用処理

システム機器等借上料、ＩＤＣ使用料、 システム機器等借上料、ＩＤＣ使用料、

一般財源 （ホ） 99,819 99,819 99,819
経常 市政情報課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 99,819 99,819 99,819

3

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

住民情報電算システム 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

保管委託　　　　 　　　　　　　 1,832

キャビネット（14台）　　 　　　　 530 キャビネット（ 6台）　　 　　　　 215 キャビネット（ 6台）　　 　　　　 215

文書保存箱（550箱）　　 　　　　　168

ファイリング用品                  315 ファイリング用品                  315 ファイリング用品                  315
事業内容

事業計画

文書保存箱（550箱）　　 　　　　　168 文書保存箱（550箱）　　 　　　　　168

行政の事務処理および情報公開制度を基
幹的に支えるファイリングシステムを適
切に運用できる体制を整備する。
また、保存文書の増加により庁舎内書庫
のスペースが不足となったため、調社外
に保管を委託する。
さらに、文書管理システムを導入し、電
子化された情報や文書を一元的に管理す
ることで文書事務の効率化・共有化・情
報の再利用の促進を図るとともに、文書
の真正性を確保し、電子文書の情報公開
への対応が適切に行えるようにする。

保管委託　　　　 　　　　　　　 1,832 保管委託　　　　 　　　　　　　 1,832

一般財源 （ホ） 2,845 2,530 2,530
経常 市政情報課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

2,530

文書管理 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

単位（千円）

2

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 2,845 2,530
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事業区分

事業区分

単位（千円）

経常的事業に5年に１度の上乗せ分
事業内容

事業計画

積算基礎

戸籍システムデータ移行業務委託料8,800

現在委託・借上契約中の戸籍電算システ
ムについて、平成23年度末で5年のリース
期間が終了し、次期24～28年度事業推進
のため、23年度中に耐用年数が経過した
システム装置を入替え、 新バージョン
のシステム構築及びデータ移行作業を行
うことにより、戸籍事務処理の効率性を
高め、市民の利便性向上を図る。

一般財源 （ホ） 8,800
臨時 戸籍住民課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 0 8,800 0

4

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

戸籍電算システム(システム装置
の入れ替え及びデータ移行)

財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

5

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

民間人材の活用 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 5,753 0 0

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 職員課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ） 5,753

事業内容

事業計画

委員報酬　２業務　　　　　4,800千円 ※事業年度の前年度に、対象となる業務の
調査、決定を行っています。

非常勤職員等共済費負担金　　722千円

　月額200千円×12月×2業務

各箇所等で行っている高度で専門的な知
識経験等を必要とする事務事業におい
て、民間等で培った知識経験を有する人
材を非常勤特別職として任用し、事務事
業の効率な運用と市民サービスのレベル
アップを図る。

　①公共施設営繕管理専門員

　②防災・防犯アドバイザー

非常勤特別職通勤費　　　　　231千円

※清掃施設管理専門員、情報化推進ｱﾄﾞﾊﾞｲ
ｻﾞｰ、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ広報推進員、環境相談員の４業
務については、「民間人材の活用」事業に
おいて、業務の必要性が実証されたことに
より事業担当課に移管。
　なお、工事検査専門員については、廃止
となります。
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事業区分

・派遣研修 ・派遣研修

・教養研修　 ・教養研修　

・派遣研修 ・通信講座の受講費補助 ・通信講座の受講費補助

　　研修負担金　1,326千円

・教養研修　

・通信講座の受講費補助

事業区分

消耗品　　　　　　　　　　　　　 70
事業内容

事業計画

積算基礎

審議会報酬・出席費用弁償（５回）626

市がどのようなまちづくりを進めるのか
を明確にし、計画的効率的市政運営を進
めるため、第三次総合振興計画の計画期
間が終了することに伴い、市が取り組む
べき施策を明らかにした市政運営の指針
となる第四次総合振興計画を策定する。
（平成２１年度から取り組んでいる。）

策定業務委託　　　　　　　　　8,400

一般財源 （ホ） 9,096

その他特定財源 （ニ）
臨時 政策課

9,096 0

平成２３年度 平成２４年度

0

7

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

事業費　（イ）～（ホ）

第四次総合振興計画策定 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

単位（千円）

6

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 3,889 3,880 3,880

職員研修 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

所管課 地方債 （ハ）

経常 職員課
その他特定財源 （ニ） 150 150 150

一般財源 （ホ） 3,739 3,730 3,730

事業内容

事業計画

・階層別研修（派遣及び内部研修) ・階層別研修（派遣及び内部研修)

急激に変化する社会状況を的確に捉え、
和光市の実情や多様化する市民ニーズに
対応できる職員を効果的、効率的に育成
するため、職員に対し、下記のような事
業を行う。
①研修による能力開発
　階層別研修・外部研修機関への派遣研
修・その他の研修(教養講座)　など
②職場研修への支援
　ＯＪＴ研修・各課主催の研修
③自己啓発に繋がる自主研修への支援
　ボランティア活動の推進・自主研修へ
の支援・研修報告会の実施・通信講座の
受講費補助

　　業務委託料　948千円

　　消耗品費　　248千円 　　事業費　　1,800千円

　　研修旅費　　470千円 　　事業費　　300千円

・階層別研修（派遣及び内部研修)

　　講師謝礼　　60千円     事業費　　1,480千円     事業費　　1,480千円

　　事業費　　1,800千円

　　研修旅費　　157千円

　　備品購入費　103千円 　　事業費　　300千円 　　事業費　　300千円

　　事業費　　300千円

人材育成基本方針を軸として職員研修制 人材育成基本方針を軸として職員研修制

　　業務委託料　277千円 度と人事制度及び職場づくりとの連携を 度と人事制度及び職場づくりとの連携を

行いながら人材育成を図る。 行いながら人材育成を図る。

　　研修負担金　300千円

人材育成基本方針の職員研修制度に則して、

和光市に求められる職員を育成する。
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事業区分

事業区分

研修会等参加負担金　　　　　　　50

国の機関等との意見交換会用茶代　13

旅費、消耗品費　　          　　62 旅費、消耗品費　　          　　62 旅費、消耗品費　　          　　62

行政経営アドバイザー謝礼　　　　300

職員提案制度記念品代　　　　　　46 職員提案制度記念品代　　　　　　46 職員提案制度記念品代　　　　　　46
事業内容

事業計画

行政経営アドバイザー謝礼　　　　300 行政経営アドバイザー謝礼　　　　300

　和光市版PDCAマネジメントシステムで
ある、「施策推進プログラム」を継続的
に運用し、目標と成果、優先順位を明確
にした戦略的な市政運営を行うため、行
政評価を実施し、見直し改善を図り、次
年度の実施計画へ反映し、事業を推進す
る計画を進める。また、行政評価を総合
振興計画基本計画の進行管理に活用す
る。

国の機関等との意見交換会用茶代　13 国の機関等との意見交換会用茶代　13

研修会等参加負担金　　　　　　　50 研修会等参加負担金　　　　　　　50

一般財源 （ホ） 471 471 471
経常 政策課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

471

構想推進 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

9

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ）

職員旅費　　　　　　　　　　　　　3

消耗品・食糧費　　　　　　　　　 62
事業内容

事業計画

積算基礎

事業仕分け業務委託　　　　　　　630

市の行財政運営全体を改革するため、外
部の第三者や市民の視点で市の事務事業
をチェックし、その事業が必要なのかど
うか、市が行うべきものかどうか、実施
方法に見直す余地はないかどうかなどの
視点により「事業の仕分け」を行う。
（平成２１年度に実施したことの検証も
行う。）

市民評価者謝礼　　　　　　　　　108

一般財源 （ホ） 803
臨時 政策課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

事業費　（イ）～（ホ） 0 0

8

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

事業仕分け 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

803

471 471

平成２４年度

単位（千円）

平成２３年度
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事業区分

外壁改修工事　62,025

事業区分

市庁舎駐車場補修工事　3,000

緊急工事　4,000

69,025 92,372

非常用自家発電設備パワーモジュール

交換工事　　16,905

平成２３年度 平成２４年度

92,372 61,129

事業内容

事業計画

積算基礎

施設保全計画作成・施設調査業務（35施設）25,000

市民サービスの拠点となる公共施設につ
いて、利用者の安全確保及び長期的な財
政運営（施設運営）の視点に立ち、重要
部位を選定した上で、施設整備工事の時
期を標準的な劣化進度から予測し中長期
的な保全計画を策定することで、施設保
全費用の計画的運用を支援するととも
に、ファシリティマネジメントの視点に
立った適性かつ合理的な施設保全を促進
する。

一般財源 （ホ） 25,000
総務課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

臨時

11

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

公共施設保全業務 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

県支出金 （ロ）

平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 25,000 0 0

10

事業名
年　　度　　別 平成２２年度

事業費　（イ）～（ホ） 69,025

所管課 地方債 （ハ）

庁舎施設整備 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

投資 総務課
その他特定財源 （ニ）

一般財源 （ホ）

県支出金 （ロ）

61,129

事業内容

事業計画

積算基礎

外壁改修工事　　62,025

外壁改修工事監理業務委託　　4,274

市庁舎施設について、修繕計画及び保守
点検業者からの報告等を踏まえて、施設
設備を適性かつ合理的に実施すること
で、良好な執務環境を整備するととも
に、施設の長期利用を促進し、ライフサ
イクルコストを削減する。また、設備機
器の経年劣化に併せて省エネ改修を取り
入れることで地球温暖化防止実行計画に
基づく二酸化炭素排出量削減に寄与す
る。

市庁舎駐車場補修工事　3,000

レストラン厨房機器他改修工事　4,168

防火防煙設備改修工事　　38,000

電気温水器更新工事　2,500

空調用ポンプ他更新工事  8,300

給排水ポンプ他更新工事　9,100

空気調和機他省エネ改修工事設計業務

委託　　1,229

緊急工事　2,000 緊急工事　2,000

単位（千円）
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事業区分

単位（千円）

地上デジタル放送対応テレビ等購入

6,960

300×41施設＝12,300

10,009(市庁舎)＋500×20施設＝20,009

ケーブルテレビ受信設備設置委託

922
事業内容

事業計画

積算基礎

デジタル化改修工事設計業務

各施設のテレビ放送受信設備を地上デジ
タル放送に対応させ、公共施設を原因と
する地上デジタル放送の受信障害の対策
を講じるため、平成２３年７月２４日の
地上デジタル放送完全移行に向け、①市
の公共施設（学校を除く）のデジタル
化、②公共施設による受信障害への対
応、の２点について、平成２２年１２月
末までに完了させる。

デジタル化改修工事

一般財源 （ホ） 40,191
臨時 総務課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

40,191 0 0

公共施設デジタル化改修計画 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

12

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ）
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　　　　　　　構想推進のために

　　　　　　　３　経営感覚を取り入れた合理的財政運営

⇒該当する事業なし

　　　　　　　　　 長期展望に基づいた計画的な財政運営
　　　　　　     　施策・事業の選択的実施
　　　　　　　　　 民間の積極的な活用

施策の大綱

施　策　名

施策の内容
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　　　　　　　構想推進のために

　　　　　　　４　広域連携による行政運営の効率化

事業区分

防衛施設周辺整備協議会負担金　9 防衛施設周辺整備協議会負担金　9 防衛施設周辺整備協議会負担金　9

全国基地協議会負担金　　　　　2 全国基地協議会負担金　　　　　2 全国基地協議会負担金　　　　　2

旅費　　　　　　　　　　　　　　　27

　様々な広域的課題に対応するため、関
係自治体と連携し、広域行政業務を推進
する。

東武東上線改善対策協議会負担金　19 東武東上線改善対策協議会負担金　19 東武東上線改善対策協議会負担金　19

事業内容

事業計画

旅費　　　　　　　　　　　　　　　27 旅費　　　　　　　　　　　　　　　27

一般財源 （ホ） 57 27 57
経常 政策課

その他特定財源 （ニ）

所管課 地方債 （ハ）

県支出金 （ロ）

57 57

広域行政業務 財
源
の
内
訳

国庫支出金 （イ）

単位（千円）

1

事業名
年　　度　　別 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

事業費　（イ）～（ホ） 57

　　　　　　　　　 広域圏計画の推進
　　　　　　     　広域行政推進体制の活用
　　　　　　　　　 国や県との連携

施策の大綱

施　策　名

施策の内容
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　　　　　　　構想推進のために

　　　　　　　５　目標を明確にした戦略的な市政運営

⇒該当する事業なし

施策の大綱

施　策　名
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