
平成２８年２月１９日記者発表資料

平成２８年度当初予算における主要な事業（新規・重点）

（単位：千円）

区分 担当部局・課所 事業名称 事業の内容 予算額

新規 企画部 人権文化課
市民文化センター

管理運営
丸沼芸術の森美術展 3,000

新規 市民環境部 市民活動推進課 協働推進 みんなの活動マルシェ 44

重点・新規 保健福祉部 こども福祉課
民間保育所等

基盤整備

（仮）ひろさわ保育園

整備
143,559

重点・新規 保健福祉部 こども福祉課 保育クラブ管理運営
民営保育クラブ事業費

補助金
5,063

重点・新規 保健福祉部 社会福祉課
権利擁護センター（成

年後見支援センター）
権利擁護センター設置 9,569

新規 保健福祉部 長寿あんしん課
地域密着型サービス

拠点等整備

地域密着型サービス等

整備助成事業等補助金
128,677

重点 教育委員会 中央公民館 夏休み体験教室 里山体験等 907

重点・新規 上下水道部 下水道課
雨水整備

（下水道特別会計）

越戸川第１号雨水幹線

整備工事（市道１号

線）・新倉二丁目

170,013

新規 教育委員会 学校教育課 いじめ条例 いじめ条例 330



１ 目的・背景

朝霞市にある丸沼芸術の森と和光市、朝霞市、志木市及び新座市の４市との共同事業

として、美術展を開催する。

作品は、丸沼芸術の森が所蔵する作品の提供を受け、各市で作品のテーマを決め、そ

れぞれの会場で美術展を実施し、文化芸術に対する理解や興味、関心を育む。

２ 事業概要

（仮）あさか・しき・にいざ・わこう 四市合同丸沼芸術の森コレクション展

和光市会場は、（仮）「人物表現の世界－彫刻と絵画による」をテーマとして、佐藤忠

良（さとうちゅうりょう）氏をはじめとした芸術家の彫刻とデッサン２０数点の展示を

行う。

開 会 式 平成２８年９月３０日（金） 朝霞市 ゆめパレス（４市合同）

開催期間 平成２８年１０月１日（土）～１０月２３日（日）

開催場所 和光市民文化センター企画展示室・展示ホール

３ 予算額 ３，０００千円

別紙２ 様式 重 点・新 規

丸沼芸術の森美術展

担当：人権文化課

内線：２３３２



１ 目的・背景

市内で活躍する市民活動団体の『活動』の体験や紹介、また、団体同士の『交流』を

目的に、平成２４年度から和光市市民協働推進センター（和光市市民活動推進課内）主

催で開催している。

２ 事業概要

平成２４年度から数えて、今回で５回目の開催となる。過去３年間は、和光樹林公園

及び和光市総合体育館において開催をしていたが、今回は、和光市役所市民広場に舞台

を移し、「緑化まつり」と合同で開催をする。開催日時は、平成２８年５月２２日（日）

１０時から１５時までを予定。例年、環境に関する団体による自然散策や、健康に関す

る団体による健康体操などの『活動』の体験や、団体の『活動』を紹介するパネル展示

などを行っており、前回は１９団体の参加があった。他にも、市のイメージキャラクタ

ーである「わこうっち」や「さつきちゃん」も登場し、一緒になってイベントを盛り上

げる。

３ 予算額 ４４千円

別紙２ 様式 重 点・新 規

『みんなの活動マルシェ～市民活動見本市～』

担当：市民活動推進課

内線：２６３３・２６３４



１ 目的・背景

市とＵＲ都市機構がそれぞれの役割を担って締結した西大和団地再生事業に関するま

ちづくり基本協定書に基づき、ＵＲ都市機構が進める賃貸住宅に併設する保育園の建設

について支援するものです。

２ 事業概要

（仮）ひろさわ保育園整備は、市がＵＲ都市機構に売却した土地に建設されるマンシ

ョンの１階に整備される新たな民間による保育所の改修について補助等を行うものです。

補助内容は、屋外配管・ガス器具等の工事費負担金 8,307,000 円

賃貸物件による保育所改修支援事業補助金等 135,250,000 円他

３ 予算額

１４３，５５９千円

別紙２ 様式 重 点・新 規

民間保育所等基盤整備

担当：こども福祉課

内線：２１３３



１ 目的・背景

子ども・子育て支援事業計画に基づき、多様な事業提案を可能とした「和光市日常生

活圏域北エリアにおける保育所整備事業」の事業者を公募したところ、保育クラブ運営

を含む事業提案で応募した社会福祉法人エイドセンター※が整備運営事業者として選定

され、これにより、市内で初となる民営保育クラブが誕生することとなりました。

※公募では、「特定非営利活動法人エイドセンター」として応募し、保育所等の整備運

営は社会福祉法人を設立して行うものとして選定されたため、事業者決定後に「社会

福祉法人エイドセンター」が設立され、整備運営事業が継承されました。

２ 事業概要

民営保育クラブ事業費補助金は、民営保育クラブの運営に対する国の子ども・子育て

支援交付金の事業の１つとして、国・県・市が１／３ずつ事業者に対して補助するもの

です。

また、県と市による民間加算分としての補助金が含まれています。

３ 予算額

５，０６３千円

別紙２ 様式 重 点・新 規

保育クラブ管理運営

担当：こども福祉課

内線：２１３３



１ 目的・背景

和光市の65歳以上の高齢者のうち、介護保険制度を利用している認知症高齢者は平成26年度時点

で、約400人おり、また、日常的に金銭管理などを必要としている知的障害者や精神障害者は約180

人いると推計している。

認知症高齢者の増加や、知的障害者、精神障害者の地域移行が進む中にあって、こうした方々が

地域において安心して自立した生活を送るためには、判断能力や生活の状況をふまえた多様な支援

が求められており、成年後見制度や日常生活自立支援事業を中心とする権利擁護センターを整備す

る必要がある。

また、成年後見制度に対するニーズや諸課題に対応するためには、親族又は弁護士などの専門職

による後見人がその役割を担うだけでは、支援の必要量をカバーできず、専門職後見人以外の市民

を含めた後見人（市民後見人）も重要な役割を果たすことが求められている。

２ 事業概要

権利擁護センター業務

【業務１】

● 支援対象者の補助、保佐、成年後見人を探し、家庭裁判所における審判手続等に対する支援

● 選任された補助、保佐、成年後見人の業務に対する支援と監督

● 比較的軽易な権利擁護案件における法人後見人（社協が組織として後見人となる）業務

（例：銀行等からの生活費の出し入れ、通帳、印鑑の預かり等の行為）

● 市民後見人育成事業（研修事業）の実施

委託先：和光市社会福祉協議会

【業務２】

● 社会福祉協議会での対応が困難で、処理に高度な専門性を必要とする権利擁護案件への対応

● 支援対象者に対する補助・保佐・成年後見人・法人後見人のコーディネート及び手続の支援

● 社会福祉協議会が行う法人後見業務及び市民後見人育成事業に対する助言等の支援

委託先：弁護士会、司法書士会、社会福祉士会等の権利擁護に関する職能団体で構成するコンソ

ーシアムを組織して委託先とする

３ 予算額

９，５６９千円

別紙２ 様式 新 規

権利擁護センター設置

担当：社会福祉課

内線：２１４３



１ 目的・背景

第６期和光市介護保険事業計画において定めている基本目標（地域包括ケアシステム

による介護保障と自立支援のさらなる発展をめざして）を着実に推進するため、計画に

おける長寿あんしんグランドデザインに基づくサービス基盤の整備を行い、地域におけ

る在宅介護のサービス拠点機能の充実及び将来の介護需要の増嵩を見据えたサービスの

供給体制の強化を図ることで、在宅介護の限界点を高め、地域包括ケアの更なる充実を

目指すために、日常生活圏域ニーズ調査により把握された地域ごとの高齢者保健福祉に

かかる課題を踏まえた地域密着型サービス拠点の整備を図る。

２ 事業概要

(1)日常生活圏域北エリア

認知症対応型共同生活介護及び看護小規模多機能型居宅介護（併設）

【定員等】ア 認知症対応型共同生活介護（グループホーム）：２ユニット１８人

イ 看護小規模多機能型居宅介護：２９人：（訪問、通い、泊り（９室））

【補助金額】グループホーム整備分 43,178 千円

看護小規模多機能型居宅介護整備分 37,589 千円

(2)日常生活圏域中央エリア

定期巡回・随時対応型訪問介護看護（本町ＣＩハイツ周辺）

【補助金額】15,970 千円

(3)日常生活圏域南エリア

① サービス付き高齢者向け住宅及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護（併設）

【定員等】 予定住戸数５４戸中、計画整備分２９室

【補助金額】定期巡回・随時対応型訪問介護看護整備分 15,970 千円

※サービス付き高齢者向け住宅への補助は、国土交通省から整備事

業者への直接補助

② 定期巡回・随時対応型訪問介護看護（白子２丁目ＤＩＫマンション周辺）

【補助金額】 15,970 千円

３ 予算額 １２８，６７７ 千円（埼玉県補助金を原資とする）

別紙２ 様式 重 点・新 規

地域密着型サービス拠点等整備

担当：長寿あんしん課

内線：２１４５



１ 目的・背景

那須鳥山市の自然豊かな里山で体験学習を行い、親子のふれあいや地元の人との交流

を通して、子どもたちがたくましく健やかに育つこと、また、友好都市との地域間交流

を目的に平成２３年度から実施してきた。平成２８年度からは児童のみ２０人が古民家

に宿泊し体験・交流活動を行う。

２ 事業概要

日 程 平成２８年７月下旬 二泊三日

場 所 栃木県那須烏山市 「ほたるの里の古民家おおぎす」

体験内容

① 集団生活の中での体験を通して異学年との交流を深めるとともに、協調性や自主

性等を養成する。

② 土に触れることで農作業の大変さ、食物を実らせることの大切さを学習する。

③ 自然の中で地元の人たちと交流し、楽しい思い出づくりをする。

対 象 者 市内小学校に通う高学年

定 員 ２０人

そ の 他 交通手段、参加費等は検討中

昨年の様子 古民家おおぎす

３ 予算額 ９０７千円

別紙２ 様式 重 点・新 規

夏休み体験教室

担当：生涯学習課中央公民館

電話：048-464-1123



１ 目的・背景

雨水幹線未整備箇所の排水機能を強化し、対象区域における住民が安心して暮らせる

ように雨水管の整備を実施します。

２ 事業概要

工 事 名：（仮称）越戸川第 1号雨水幹線整備工事（市道 1号線）

工事箇所：和光市新倉二丁目地内

工事概要：雨水管布設工 内径φ1800 ㎜管 施工延長 L=170m

３ 予算額 １７０，０１３千円

４ 今後の予定 和光市総合振興計画実施計画（平成 28 年度～平成 30 年度）により、

今回工事予定箇所の上流側の雨水管整備を順次予定しています。

・H29 年度分：内径φ1800 ㎜管 延長 L=310m

・H30 年度分：内径φ1800 ㎜管 延長 L=250m

別紙２ 様式 重 点・新 規

雨水整備

担当： 下水道課

内線： ２２５２



１ 目的・背景

平成２５年９月に制定された「いじめ防止対策推進法」に基づき、和光市では平成２

６年３月に「和光市いじめ防止基本方針」を定めましたが、いじめ防止に関する意識を

さらに高め、取組の充実を図るために、国や県の法及び方針に基づいて、市・市立学校・

市立学校職員の責務と、保護者・児童生徒・市民及び事業者等の役割を明らかにして、

いじめ防止等に関する対策を総合的に推進することを目的とした「和光市子供のいじめ

防止条例」を平成２８年４月１日より施行します。

２ 事業概要

小・中学校において、いじめを早期に発見したり、いじめを速やかに解消したりする

ために、いじめ防止対策に関する市の理念、市の責務その他基本的な事項を定める「い

じめ条例（２８年３月議会に上程）」に基づいて設置される協議会等の委員報酬。

３ 予算額 ３３０千円

別紙２ 様式 重 点・新 規

和光市子供のいじめ防止条例

担当：学校教育課

内線：２４２８


