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平成２８年度
当初予算審査の

概要です
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総務環境常任委員会
定数９名（現行９名）



総務環境常任委員会に付託された３月議会の議案

第四次和光市総合振興計画基本構想を改定することについて

　和光市行政不服審査委員条例を定めることについて

　行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例を定
めることについて

　議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の
一部を改正する条例を定めることについて　

　地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施
行に伴う関係条例の整理に関する条例を定めることについて　

　和光市手数料条例の一部を改正する条例を定めることについて

　和光市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例を定める
ことについて　

　平成27年度埼玉県和光市一般会計補正予算（第6号）、歳入、歳
出の議会費・総務費・衛生費のうち清掃費・農林水産業費・商工
費・土木費・消防費･公債費･諸支出金・各款の給与費･繰越明許
費・地方債の補正



総務環境常任委員会に付託された３月議会の議案

　平成27年度埼玉県和光市 和光都市計画事業 和光市駅北口土地区
画整理事業特別会計補正予算（第4号）

　平成28年度埼玉県和光市一般会計予算、歳入、歳出の議会費・
総務費・衛生費のうち清掃費・農林水産業費・商工費・土木費・
消防費･公債費･諸支出金･予備費・各款の給与費･債務負担行為・
地方債・一時借入金･歳出予算の流用　　　

　平成28年度埼玉県 和光市和光都市計画事業 和光市駅北口土地
区画整理事業特別会計予算

　平成28年度埼玉県和光市水道事業会計予算　　　

　平成28年度埼玉県和光市下水道事業会計予算　　

「平和安全保障関連法」を廃止し、立憲主義の原則を堅持すること
を求める意見書提出に関する陳情書　



「歳　入」①

平成28年度から影響を受ける
　　  税制改正の主な内容は。

個人市民税のふるさと納税で特例控除の部分が１割から
　　　 　  ２割に変更されました。
　　　 （２） 平成26年度に法人市民税の税率が12.3％から9.7％に
　　　　　 引き下げられたために平成27年度の下半期から影響が
　　　　　 出始めています。
　　   （３） 軽自動車税は、二輪、四輪とも平成28年度から増税され
　　　　　ます。



「歳　入」②

諸収入の延滞金が減った理由は。

延滞金の本税の滞納整理が進んでおり、滞納繰
越額自体が下がっていることと、延滞金の割合が
平成27年度から下がっているため、トータルで金額
が下がっています。



諸収入（延滞金）の推移

４億

３億

２億

１億

2億6352万8千円

3億7995万7千円

2億4110万2千円

2899万1千円
4591万7千円

3645万4千円



「議　会　費」

市議会情報提供のうち、会議録検索
システムの業務委託料について、新しい
システムに変更されるが、これまでの
システムとの違いは。

従来型のシステムは、和光市独自のシステムでしたが、
今後は他市でも使っている一般的なシステムに変更します。

　　　　   操作要領が他市と共通になるため、検索等が容易になり
メンテナンス費用も月額2,000円ほど安くなります。



「総　務　費」①

シティプロモーション事業の予算が10万円と少ない理由は。

和光市応援団長への謝礼として
　　　　計上しています。平成27年度は、事務所

及び本人との協議の結果により無償で
やっていただきましたが、平成28年度は
新規事業として予算を計上しました。



「総　務　費」②

庁舎維持管理事業の光熱水費に
ついて、蛍光灯をＬＥＤに交換すると、

　　 どれくらいの節約になるか。

1階ロビーのみLEDライトに交換しています。 現行の蛍光灯
のままで維持管理を続けるには、安定器の交換が必要となり、
約1,400万円かかります。 一方、LED交換には約6,200万円必要
となり、安定器交換のみより4,800万円ほど高くなります。
　しかし、消費電力は50%ほど削減されますので、12年後には

差額分を回収できるものと推計されます。



「総　務　費」③

収納業務のうちクラウド口座振替
　　  とりまとめサービス業務委託料につい
　　　て、対象と変更内容を伺う。

国保税を含めて市税等、保育料、保育クラブ保育料、介護
保険料、後期高齢者医療保険料が対象となります。

現在は、フロッピーディスクにデータを書き込み、職員が
銀行に持参していますが、クラウド口座振替に変更することで、
銀行と市の専用回線を使ってデータのやり取りができるため、
データが漏出する恐れがなくなり、セキュリティが向上します。



「総　務　費」④

番号法施行に伴うカード交付業務について、個人番号
カードの普及を目指すとしているが、市民の利便性は具体的
にあるのか

現在の状況は、高齢者の方の顔写真付き
身分証明書が主な利用となっていますが、
今後ほかの面でも利用できると考えています。



「総　務　費」⑤

新エネルギー等導入の推進事業予算が前年より減額と
　　　なった理由は。

太陽光発電システム設置費補助金と省エネルギー機器等
設置費補助金の２つのメニューがありますが、太陽光から省エネ
にシフトしている現状を勘案し、省エネを100万円から125万円に
増額しましたが、太陽光を200万円から125万円に減額したため、
補助金全体で減額となっています。



「総　務　費」⑥

ごみ減量・クリーン啓発事業について、生ごみ処理機撤去
業務委託料が計上されているが、設置の経緯及び撤去の
周知状況を伺う。

生ごみ処理機は、平成13年９月にDIKマンション敷地内に
設置し、その後、勤労青少年ホームに移設しました。昨年の
12月末をもって撤去しましたが、その旨を利用者へ通知した
ほか、掲示等を行うなど周知しました。



「総　務　費」⑦

共助の取り組みマッチング事業に　
　　 ついて、広報事業会場設営委託料
　　 の内容は。

市民活動を知っていただく機会として、昨年は秋に市民活動
見本市「みんなの活動マルシェ」を開催しました。

平成28年度は、集客等も考え、春に「緑化まつり」と同時開催
　　　としました。市民広場で実施するため、テント設営委託料を計上
　　　しました。



「衛　生　費」

廃棄物処理・資源化事業について、小型家電
リサイクル処理業務委託料が計上されている理由は。

以前から事業は実施していますが、平成27年度までは業者
が買い取っていたため、市の収入となっていましたが、採算が
あわないという理由で、平成28年度からは、逆に市が処理費用
を支払うことになったため、委託料を計上しました。



「土　木　費」

道路補修について、市内の道路は傷みが早いと思われるが、
　　 補修の際は交通量などを加味して行っているのか。

通過交通とあわせて大型車両の通行も増えているために、
路盤、舗装、それぞれの厚さを変更しなければならないのです
が、掘り返しなどを実施すると埋設管に影響するなど莫大な費
用がかかるため、道路調査、路面下空洞調査、路面性状調査
を委託し、それをもとに職員による道路状況の把握を行い、
路盤に手を加えず、舗装圧を変更することでコストの低減と、
効率的･計画的な修繕を実施しています。



「消　防　費」

防災体制業務について、
ハザードマップ作成業務委託料
として464万４千円を計上して

　　いるが、主な内容は。

土砂災害防止法に基づき、埼玉県が指定した地域
がありますので、その記載と地域防災計画に変更の
あった避難場所、防災倉庫の位置などを載せる予定
です。



「総　務　費」

平成27年度の任期付職員の採用状況と採用基準
について伺う。

平成27年度に危機管理室、財政課、戸籍住民課、
会計課に各１名、保育園に4名の計8名の任期付職員
を採用しています。　特定業務に専門性を持っている
ことが採用基準となっています。



「和光市駅北口土地区画整理事業特別会計」

総事業費約110億円で、事業期間は平成34年度までとなっ
ているが、総事業費と事業期間は膨らむ可能性はあるか？

建物移転等補償費については、事業計画を作成した際の
概算金額よりも上がっていますので、補償費は増える可能性が
あります。 また、事業期間についても、事業の進捗状況に
よって延びる可能性があります。



「水道事業会計」

南浄水場の第３配水池の
建設状況は。

現在、第３配水池の基礎工事と本体築造工事を
発注しており、基礎工事は70％、本体築造工事は
30％程度の進捗状況です。



「下水道事業会計」

平成28年度の資金期末現在高が600万円程度と
なっているが、問題はないのか。

月の段階で水道料金と下水道料金が水道事業
会計に入っています。下水道事業会計に入るまでの
タイムラグがありますので、実際には6,700万円ほど
の現金がありますので経営状況は悪くありません。



文教厚生常任委員会
定数９名（現行９名）



文教厚生常任委員会に付託された
３月議会の議案

11号  和光市子供のいじめ防止条例を定めることについて 賛成多数

13号
平成27年度埼玉県和光市一般会計補正予算（第6号）
 民生費・衛生費のうち保健衛生費

賛成全員

14号
平成27年度埼玉県和光市国民健康保険特別会計補正
予算（第2号）

賛成全員

15号
平成27年度埼玉県和光市介護保険特別会計補正予算
（第3号）

賛成全員

17号
 平成28年度埼玉県和光市一般会計予算
民生費・衛生費のうち保健衛生費・教育費

賛成多数

18号 平成28年度埼玉県和光市国民健康保険特別会計予算 賛成多数

19号
 平成28年度埼玉県和光市後期高齢者医療特別会計予
算

賛成多数

20号 平成28年度埼玉県和光市介護保険特別会計予算 賛成多数



「民　生　費」
（単位：千円）

民 生 費 歳 出 合 計 11,568,893

児 童 福 祉 費 6,004,232

社 会 福 祉 費 3,993,472

生 活 保 護 費 1,535,699

国民年金事務取扱費 35,190

災 害 救 助 費 300

歳出予算合計　24,525,000千円（うち民生費は４７．２％）

児童福祉費

51.9%
社会福祉費

34.5%

生活保護費

13.3%

国民年金事務取扱費

0.3% 災害救助費

0.0%



「民　生　費」①



「民　生　費」②



「民　生　費」③



「民　生　費」④



「民　生　費」⑤



「民　生　費」⑥



「衛　生　費」



「教　育　費」①



「教　育　費」②



「教　育　費」③



「教　育　費」④



「教　育　費」⑤



「教　育　費」⑥



「国民健康保険特別会計」①



「国民健康保険特別会計」②



後期高齢者医療特別会計



介護保険特別会計①



介護保険特別会計②



ご清聴いただき
ありがとう

ございました。
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