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Ⅰ快適で暮らしやすいまち【都市基盤】

（単位：千円）

ⅰ 良好な市街地の整備
29年度
予算額

施策の目的

1 中心市街地にふさわしい駅北口周辺の整備 ＜重点＞

## 駅北口土地区画整理推進 55,747

## 駅北口土地区画整理推進（駅北） ＜特別会計＞ 1,066,542

3 良好な景観形成の推進

# 景観形成推進 52

ⅱ
29年度
予算額

施策の目的

4 良好な居住環境の形成

## 都市基盤整備基金積立 102

## 越後山土地区画整理組合活動支援 410,000

## 白子三丁目中央土地区画整理組合活動支援 476,356

5 安心して暮らせるまちづくりの推進

## 建築業務 1,274

## 既存住宅耐震診断・改修助成 650

## 都市計画業務 37,442

ⅲ
29年度
予算額

施策の目的

6 安全で快適な道路の整備

## 道路管理 37,978

## 道路維持 73,398

## 道路補修 173,440

## 道路整備 96,950

## 水路管理・改修 9,228

## 駅南口広場維持管理 5,806

7 交通安全対策の推進

## 交通安全対策 40,409

## 駅南口自転車駐車場管理運営 55,074

## 放置自転車対策 21,401

## 交通安全施設整備 25,476

## 通学路安全対策 5,000

ⅳ
29年度
予算額

施策の目的

9 計画的な公園の整備と維持管理の充実

## 公園管理 85,414

## 公園整備 64,800

## アーバンアクア公園整備 173,427

ⅴ
29年度
予算額

施策の目的

11 安全な水の安定供給

快適な住宅地の整備

安全で快適な道路環境の整備

憩いと交流のための公園整備と管理

上・下水道サービスの提供

　和光市駅北口周辺の計画的な市街地形成を推進
し、安全な歩行空間の確保、防災性の向上など、安
全で暮らしやすいまちづくりを進めます。

　まちの特色や地域の個性を生かした良好な景観を
形成し次世代に引き継ぐことにより、まちへの愛着や
誇りを育みます。

　公園を利用する市民が、憩いや安らぎを感じられる
ようにします。

　安心と安らぎを感じ、本市に長く住み続けたいと思う
よう、計画的な土地整備を行い、良好な居住環境を形
成します。

　市民、事業者及び行政が協働でまちづくりを進める
とともに、安全に住める宅地・建物を増やし、住みや
すく安心して暮らせるまちにします。

　市民の目線に合わせた道路の整備と歩道の段差解
消を行い、市民が安心して歩けるようにします。

　道路利用者の交通安全に対する意識を高め、安全
に通行できる道路環境を整備します。
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浄水場施設改良 ＜水道事業＞ 85,288

給配水管整備 ＜水道事業＞ 242,363

水道料金徴収事務事業 ＜水道事業＞ 86,737

広報活動 ＜水道事業＞ 201

12 公共下水道利用の推進

# 下水道管理業務 ＜下水道事業＞ 364,782

# 下水道（汚水）維持管理 ＜下水道事業＞ 77,086

# 汚水整備 ＜下水道事業＞ 77,339

13 雨水対策の推進

# 下水道（雨水）維持管理 ＜下水道事業＞ 18,951

# 雨水整備 ＜下水道事業＞ 22,529

3,891,242
Ⅰ　快適で暮らしやすいまち【都市基盤】

合　　計

　安心して飲める水を市民がいつでも利用できるよう
にします。

　公共下水道事業計画区域において、すべての市民
が公共下水道を利用できるようにします。

　集中豪雨などによる浸水被害を防ぎ、安心して暮ら
せるようにします。
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Ⅱ自ら学び心豊かに創造性を育むまち【教育・文化・交流】

（単位：千円）

ⅰ
29年度
予算額

施策の目的

14 確かな学力の育成をめざした教育の推進 ＜重点＞

## 教職員研究･研修 447

## 小・中学校研究推進 660

## 英語教育推進 22,366

## 学校衛生管理 13,395

## 教科書採択替えによる教師用教科書・指導書整備 1,126

## コンピュータ教育推進（小学校） 93,423

## 小学校図書教育推進 2,700

## 児童教育活動 79,459

## 児童衛生管理 17,798

## 教育扶助（小学校） 20,931

## コンピュータ教育推進（中学校） 35,905

## 中学校図書教育推進 1,350

## 生徒教育活動 27,761

## 生徒衛生管理 7,910

## 教育扶助（中学校） 19,930

15 地域と連携した教育の推進

## 地域連携推進 1,074

## 学校活性化 9,834

## 校外活動支援（小学校） 3,800

## 校外活動支援（中学校） 3,500

16 よりよく適応するための支援体制づくりの推進

# 教育支援センター・特別支援・適応支援 77,107

# 幼保小連携推進 5

17 放課後児童の居場所づくりの推進

## 放課後子ども教室推進 16,138

18 安全でおいしい学校給食の充実

## 学校給食業務 388,696

## 給食安全衛生管理 13,597

## 給食用備品整備 21,795

## 給食施設整備 9,353

19 安全な学校教育環境の整備

## 学校教育施設整備基金積立 29

## 小学校管理運営 224,879

## 交通安全立哨指導員 28,150

## 小学校施設整備 7,574

個性を伸ばし生きる力を育む教育

　児童生徒の生きる力の育成を目指し、家庭・地域の
持つ教育力を活用して学校と連携した教育環境を構
築します。

　子どもたちが将来に展望と意欲を持ち、社会に適応
できるよう、充実した学校生活を実現します。

　児童生徒が基礎的な知識、技能と創造性を見つけ
るよう、放課後に安全で健やかな場の提供に努めま
す。

　学習指導要領に基づく教育課程の確実な実施と教
員の指導力の向上を図り、習得した知識技能を基
に、よりよく問題を解決していく確かな学力を身につけ
た児童生徒を育成します。

　児童生徒が生涯にわたり健康で心豊かな食生活を
送るため、学校給食を通し食に関する正しい知識や
望ましい食習慣を身につけます。

　児童生徒が、日常の大半を過ごす学校教育環境の
安全性を確保し、安心して学校生活が送れるようにし
ます。
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## 第三小学校土地取得 1

## 中学校管理運営 67,328

## 中学校施設整備 15,304

21 幼児教育の機会の支援

# 幼稚園就園奨励費等運営 156,966

ⅱ
29年度
予算額

施策の目的

22 生涯学習支援の推進

## 成人式 441

## 社会教育団体活動支援 520

## 生涯学習推進 5,159

## 中央公民館管理運営 25,776

## 中央公民館文化祭 226

## 南公民館管理運営 12,496

## 南公民館まつり 506

## 坂下公民館管理運営 11,760

## 坂下公民館まつり 379

## 坂下公民館施設整備 1,544

## 図書館管理運営 58,445

## 図書館分館管理運営 29,430

## 図書整備 16,829

## 図書館施設整備 5,801

## 図書館分館図書整備 11,356

23 充実した生涯学習機会の提供 ＜重点＞

## 生涯学習講座 205

## 公民館共通運営 151

## 中央公民館講座開催 754

## 南公民館講座開催 728

## 坂下公民館講座開催 647

ⅲ
29年度
予算額

施策の目的

24 青少年の育成に適した環境づくりの支援

# 青少年団体活動支援 3,468

# 青少年問題協議会運営 257

ⅳ
29年度
予算額

施策の目的

25 歴史的文化資源の保護・活用の推進

## 文化財施設管理運営 883

## 文化財保護 8,365

## 新倉ふるさと民家園管理運営 10,413

## デジタルミュージアム運営 385

## 文化財調査 3,511

26 創造的な文化の振興

心豊かな市民生活を築く生涯学習の社会づくり

青少年の健やかな成長を支える地域づくり

人と歴史が響き合う文化創造のまちづくり

　幼児教育の機会均等を図り、幼稚園教育の振興を
行います。

　青少年が様々な体験を通して社会性や生きる力を
養い、社会の責任ある一員として成長できるようにしま
す。

　市民が生涯学習の重要性を理解し、自主的・自発
的に学習活動を行い、心豊かで充実した生活が送れ
るようにします。

　市民の学習機会を豊かにして、市民一人ひとりの自
主的な学習意欲を高めます。

　市民の貴重な財産である文化財や、それを取り巻く
自然環境を保護・活用し、郷土の歴史を後世に伝え
ていくとともに、郷土への愛着意識を醸成します。
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# 市民文化活動支援 330

# 文化振興 60

# 市民文化センター管理運営 218,814

ⅴ
29年度
予算額

施策の目的

27 スポーツ・レクリエーションの環境の整備

## 体育施設管理運営 38,928

## 和光市総合体育館管理運営 86,295

28 スポーツ・レクリエーション活動の推進

## スポーツ振興業務 3,719

## 体育団体活動支援 4,383

## 市民体育祭 1,600

## 第10回アジア・エアガン選手権大会2017推進 240

## 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会推進 23

ⅵ
29年度
予算額

施策の目的

29 人権啓発・教育及び平和の推進

# 人権啓発・相談 1,406

# 平和 56

# 人権教育推進 288

# 人権教育研究指定校 180

30 男女共同参画社会の実現

# 男女共同参画推進 424

31 国際化の推進

# 国際交流推進 113

# 外国人生活支援 3

1,957,588

スポーツ・レクリエーション活動の振興

国際化と平和・人権尊重のまちづくり

Ⅱ　自ら学び心豊かに創造性を育むまち
【教育・文化・交流】　　　合　　計

　文化活動を行う市民の自主性が尊重され、創造的
な文化活動が活発になるとともに、市民が郷土に愛着
を持てるようにします。

　市民が身近な場所で快適・安全にスポーツ・レクリ
エーションに親しめるようにします。

　基本的人権を尊重する立場から、様々な人権問題
に対する正しい理解と認識を深め、差別は不当なも
のという人権意識を持ち、お互いの個性を尊重し認め
あうようにします。また、命の大切さや平和の尊さを市
民とともに考え、平和な社会を実現します。

　市民一人ひとりが男女平等の理念を理解し、男女が
社会のあらゆる分野に参画し、個性と能力を十分に
発揮できる、男女共同参画社会を実現します。

　市民の国際理解やふるさと意識の普及を促進し、地
域の活性化につなげるとともに、外国籍市民が安心し
て暮らせる環境をつくります。

　市民が自主的にスポーツ・レクリエーション活動に取
り組むようにします。
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Ⅲ健やかに暮らしみんなで支え合うまち【保健・福祉・医療】

（単位：千円）

ⅰ
29年度
予算額

施策の目的

32 多様な保育サービスの推進 ＜重点＞

## しらこ保育園管理運営 105,051

## 教育・保育給付費等支給管理 8,469

## みなみ保育園管理運営 170,275

## 教育・保育給付費等支給 2,400,502

## 家庭保育室等助成 20,968

## 民間保育所等基盤整備 18,720

## 公設保育園事業運営 510,231

## 保育クラブ管理運営 290,334

33 安心で楽しい育児の推進

## 子ども・子育て支援計画推進 1,211

34 地域における健やかな子育ての実現

## 子ども個別支援 9,323

## ネウボラ 139,290

## 児童センター(館)管理運営 121,542

35 子育て家庭への経済的支援

## ひとり親家庭 159,766

## 乳幼児・子ども医療費助成 340,126

## 児童手当支給 1,274,508

ⅱ
29年度
予算額

施策の目的

36 高齢者の生きがいと社会参加への支援

## 長寿・敬老支援 437

## 生きがい活動 6,750

## 在宅高齢者住宅支援 27,428

## 老人ホーム入所措置 3,224

## 新倉高齢者福祉センター管理運営 38,931

## 高齢者福祉センター管理運営 54,363

## 後期高齢者医療 475,004

## 新倉高齢者福祉センター施設整備 9,740

## 専門職（栄養・口腔ケア）相談・訪問 4,000

## 介護保険趣旨普及業務 ＜特別会計＞ 2,599

37 きめ細やかな介護予防の推進

## 総合相談支援業務 5,506

## 医療・介護・子育て支援に係る人材確保 1,100

## 在宅生活支援 1,080

子どもが健やかに育つための環境づくり

高齢者の生きがいづくり

　子育て中の家庭の育児不安や悩みが解消され、安
心して楽しく子育てができるようにします。

　子育て家庭の経済的負担を軽減し、子どもを安心し
て養育できるようにします。

　働く保護者が、安心して子どもを預けられる環境を
整えるとともに、子どもが元気で健やかに育つようにし
ます。

　子どもが身近な地域で安心して、友だちと触れ合い
ながら、健やかに育つようにします。

　高齢者が生きがいを持ち、住み慣れた地域で健康
にいきいきと暮らせるようにしていきます。
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## 地域福祉分野計画（各種事業計画）策定 9,540

## 介護保険システム改修事業 ＜特別会計＞ 5,251

## 介護認定審査業務 ＜特別会計＞ 13,862

## 認定調査業務 ＜特別会計＞ 18,119

## 委託センター運営 ＜特別会計＞ 117,466

## 介護予防・生活支援サービス事業 ＜特別会計＞ 126,588

## 一般介護予防事業 ＜特別会計＞ 28,891

## 総合相談支援事業・権利擁護事業 ＜特別会計＞ 9,746

## 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 ＜特別会計＞ 291

## 認知症初期集中支援事業 ＜特別会計＞ 1,258

## 地域ケア会議事業 ＜特別会計＞ 1,266

## 生活支援体制整備事業 ＜特別会計＞ 9,900

## 日常生活圏域ネットワーク ＜特別会計＞ 18,609

## 低所得高齢者等住まい・生活支援モデル事業 ＜特別会計＞ 5,107

## 健康度調査 ＜特別会計＞ 4,763

## 健康増進・介護者リフレッシュ ＜特別会計＞ 4,315

## 地域介護予防 ＜特別会計＞ 247

## 介護予防強化サービス事業 ＜特別会計＞ 9,375

38 介護サービスの適正な提供

## 介護人材育成 148

## 在宅介護支援 104,398

## 福祉の里管理運営 2,083

## 介護保険指定事業者等管理システム 96

## 介護保険運営協議会運営 ＜特別会計＞ 488

## 紙おむつ等支給 ＜特別会計＞ 31,601

## 地域送迎 ＜特別会計＞ 18,900

## 食の自立・栄養改善 ＜特別会計＞ 6,120

## 社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業費 ＜特別会計＞ 1,268

## 介護給付費準備基金積立 ＜特別会計＞ 1

ⅲ
29年度
予算額

施策の目的

39 チャレンジドが安心できる障害福祉の推進 ＜重点＞

## 福祉相談支援 6,540

## 災害時要援護者支援対策業務 170

## 障害者福祉支援 17,308

## 在宅障害者支援 1,014,600

## 在宅障害者地域支援 22,840

## 障害者施設支援 28,888

## 障害者医療支援 191,089

## 障害者交流支援 132

## 和光市障害者計画・和光市障害福祉計画 168

障害者を地域で支えるまちづくり

　多くの高齢者が介護を必要とせず、できるだけ自立
した日常生活を送れるようにします。

　高齢者が要介護状態となっても住み慣れた地域で
安心して過ごせるようにします。

　チャレンジドが安心して地域生活を送れるようにしま
す。
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## 障害者グループホーム等入居家賃助成補助金 3,240

## 障害者相談支援 35,000

## 権利擁護センター（成年後見支援センター） 10,569

## 総合福祉会館管理運営 72,384

40 地域で支え合う福祉の推進

## 民生・児童委員活動支援 10,660

## 地域福祉団体活動支援 52,857

## 災害見舞金支給 300

ⅳ
29年度
予算額

施策の目的

41 低所得者の生活の安定と自立への支援

## 生活保護 1,550,059

## 生活困窮者自立促進支援 52,215

ⅴ
29年度
予算額

施策の目的

42 健康な次世代を育む母子保健の推進

# 母子保健 112,572

# 予防接種 240,527

43 健康で元気になる食育の推進

# 健康管理推進 315

44 安心できる健康づくりの推進

# 成･老人保健 118,175

45 地域との連携による保健・医療体制の推進

# 医療団体等支援 16,495

# 健康情報提供 345

# 骨髄移植ドナー助成 280

ⅵ
29年度
予算額

施策の目的

46 国民健康保険の適正な運営

## 賦課業務（国保） ＜特別会計＞ 2,587

## 徴収業務 ＜特別会計＞ 11,019

## 和光市納税サポートセンター運営（国保） ＜特別会計＞ 4,666

## 国民健康保険運営協議会運営 ＜特別会計＞ 334

## 国民健康保険趣旨普及活動 ＜特別会計＞ 1,800

## 特定健康診査・特定保健指導 ＜特別会計＞ 88,621

## 保健衛生普及活動 ＜特別会計＞ 19,275

47 国民年金の普及

# 国民年金業務 7,102

10,443,307

低所得者への支援

生涯にわたり健やかに暮らせるまちづくり

国民健康保険の安定運営・国民年金制度の普及

Ⅲ　健やかに暮らしみんなで支え合うまち
【保健・福祉・医療】　　　合　　計

　地域住民の誰もが地域で支え合う福祉の中で安心
して生活できるようにしていきます。

　生活に困窮する市民が健康的で文化的な生活を送
れるようにします。

　次世代の担い手となる子どもたちが、安心して生み
育てられ、また、乳幼児が健やかな成長・発達ができ
る環境づくりを推進します。

　健全な食生活を実践することができる人間を育て、
市民が生涯にわたり健康で元気に暮らせるようにしま
す。

　生活習慣病に重点を置き、市民の生涯にわたる健
康づくりを支援します。

　関係機関と連携し、地域の保健・医療環境の充実を
図り、市民が安心して暮らせるようにします。

　社会保障制度（国民年金）の普及を行い、制度への
理解を深めます。

　市民が病気やケガをしたときに、誰もが必要な医療
が受けられ、いつも安心して暮らせるようにします。
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Ⅳ安らぎと賑わいある美しいまち【生活・環境・産業】

（単位：千円）

ⅰ
29年度
予算額

施策の目的

48 防災体制・消防支援体制の強化 ＜重点＞

## 朝霞地区一部事務組合負担金 846,924

## 消防団業務 38,579

## 消防用施設維持管理業務 13,110

## 防災体制業務 26,288

## 防災施設整備 24,246

49 地域と連携した防犯対策の推進

# 防犯対策業務 5,860

ⅱ
29年度
予算額

施策の目的

50 コミュニティづくりの推進

## コミュニティ活動支援 14,527

## 市民まつり 5,500

51 コミュニティ施設の整備

# コミュニティ施設管理運営 62,129

ⅲ
29年度
予算額

施策の目的

52 鉄道・バスの利便性の向上

## 交通（鉄道）政策 21

## 外環蓋掛け上部（丸山台地区）利用 510

## 市内循環バス運行 42,357

ⅳ
29年度
予算額

施策の目的

53 消費者保護の充実と消費者力の強化

# 消費生活センター事業 9,877

54 誰もが気軽に相談できる窓口の推進

# 市民相談 2,673

ⅴ
29年度
予算額

施策の目的

55 地球温暖化対策の推進

## 地球温暖化防止対策 3,217

## 地球温暖化対策の啓発 40

56 湧水・緑地の保全と再生

## 緑化普及啓発活動 848

## 緑化助成金 2,269

## 湧水・緑地保全 8,262

57 水環境の保全

## 水環境保全業務 2,141

58 生活環境保全の推進

防災・防犯に取り組むまちづくり

つながりの強い地域づくり

公共交通の利用促進

安心な市民生活を支えるまちづくり

環境に配慮したまちづくり

　地域と連携した防犯対策によって、誰もが安全で安
心して暮らせるまちにします。

　地域の市民同士が日ごろから顔を合わせ、地域コ
ミュニティを活性化することで、地域課題を自助・共
助・公助で解決できるようにします。

　コミュニティセンターや地域センターを活用したコ
ミュニティ活動を推進します。

　市民が公共交通を安全で快適に利用できるように
し、その利便性を向上します。

　市民が正しい知識・適切な情報により、賢い消費者
としての視点を身につけ、安心して生活できるようにし
ます。

　市民の身近な相談窓口となり、市民が安心して生活
することができるようにします。

　地球温暖化対策として、本市全域の温室効果ガス
を削減し、地球温暖化の防止を行い、環境負荷の少
ないまちにします。

　次世代に伝えるべき財産である湧水と緑地などの自
然環境を、守り、育て、活かし、自然と調和のとれたま
ちにします。

　市民が衛生的で水の恵み豊かな生活を送れるよう、
水環境を安全に保全します。

　災害などに際し、市民一人ひとりが自助、共助の意
識を持つとともに、市民が安心して生活できるようにし
ます。
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## 環境保全対策業務 171

## 害虫等駆除 1,165

## 猫去勢不妊助成・犬の登録等 587

## ポイ捨て・路上喫煙防止の啓発 1,921

## 公害対策業務 153

## 大気汚染等調査 3,400

ⅵ
29年度
予算額

施策の目的

59 ごみ減量・リサイクルの推進

## 資源ごみ等分別啓発 2,849

## リサイクル団体活動推進費助成 3,931

## リサイクル展示場管理運営 821

60 廃棄物の適正処理の推進 ＜重点＞

## 清掃センター管理運営 18,929

## 焼却･粗大施設修繕整備 128,971

## 廃棄物収集運搬 281,565

## 焼却施設運転管理 304,522

## 廃棄物処理・資源化 172,243

## 不法投棄対策 2,739

## 朝霞地区一部事務組合負担金(し尿) 21,264

ⅶ
29年度
予算額

施策の目的

61 市の特色を生かした地域ブランドの推進

## 地域ブランド推進 176

## イメージキャラクターＰＲ推進 128

62 中小企業の育成支援

## 中小企業資金融資 11,576

## 商工団体活動支援 12,070

63 魅力ある新たな産業の推進

# 新産業創出育成支援 4,110

64 都市農業の推進と担い手の育成

## 農地環境保全対策 1,230

## 都市農業支援 2,292

## 市民農園管理運営 4,275

65 就労支援対策の推進

## 勤労者住宅資金貸付 27

## 技能者表彰 100

## 勤労福祉センター管理運営 41,330

## 勤労福祉センター施設整備 1,875

## 勤労青少年ホーム管理運営 19,030

2,152,828

ごみ減量・分別・リサイクルの促進

活力ある産業の振興

Ⅳ　安らぎと賑わいある美しいまち【生活・環境・産業】
合　　計

　ゼロ・廃棄物を目指しつつ、持続可能な循環型社会
を実現します。

　本市における地域ブランドの活用により、市内産業
を活性化し、賑わいあるまちをつくります。

　中小企業などの安定した経営を保ちながら、個人商
店をはじめとする市内企業全体の活性化を図り、魅力
あるまちを形成します。

　市内企業が、市内研究機関の知的財産を活用する
ことで新たな産業を創出し、産業の活性化をします。

　農業の担い手を支援し、優良農地を保全・活用する
とともに、様々な機会を通じて、市民が農業への理解
を示し、関心を深めるようにします。

　市民の就労意識を高め、技能の向上と心身の健康
増進を図りながら、豊かな生活が過ごせるようにしま
す。

　市民が衛生的で快適に暮らせるよう、生活環境の維
持、改善を行います。

　市民の日常の生活によって発生する廃棄物による
環境負荷を低減します。
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Ⅴ構想の推進に当たって

（単位：千円）

ⅰ
29年度
予算額

施策の目的

66 協働型社会の構築

# 協働推進 3,100

# 協働提案 300

67 市民参加の推進

# 市民参加推進 259

68 さまざまな連携によるまちづくりの推進

# 広域行政・連携 18

# ニホニウム通り記念式典 499

ⅱ
29年度
予算額

施策の目的

69 計画的な行政経営

# 総合振興計画進行管理 303

70 効果的・効率的な行政サービスの提供

## 戸籍住民基本台帳業務 62,184

## 葬儀費用助成 6,500

## 住居表示維持管理 107

## 土地区画整理事業に伴う住居表示整備 4,417

## 国有地利活用 11,848

71 持続可能な財政運営

## 公会計業務 539

## 契約業務 1,165

## 賦課業務 38,348

## 収納業務 55,395

## 和光市納税サポートセンター運営 5,710

## 財政調整基金積立 572

## 公共用地取得事業基金積立 185,845

## 市債管理基金積立 0

## 公共施設整備基金積立 75

## まちづくり基金積立 15

72 市民の期待に応える職員の育成

# 職員福利厚生 4,460

# 職員健康管理 7,660

# 職員研修 787

73 市有施設の適切な保全 ＜重点＞

## 公共施設保全業務 133

## 庁舎施設整備 99,813

市民・行政・企業などとの役割分担と協力

行財政改革の徹底

　市民と行政が相互に理解・協力し合い、対等のパー
トナーとして、共通の課題や目標に向け協力し、自立
した協働のまちづくりを実現します。

　市民が市政に参加することにより、市民の知識・経
験・創造性が生かされたまちづくりを実現します。

　関係自治体間の連携による行政運営の効率化と関
係機関や友好都市などとの連携・交流を通じ、活性
化を図ります。

　マネジメントシステムに基づいた行政経営を行うこと
により、社会経済環境の変化や複雑化・多様化する
市民ニーズに迅速かつ的確に対応します。

　職員一人ひとりが高い職務意識を持ち、組織として
の総合力を高めていくことで、市民の期待に応え、質
の高い行政サービスを提供していきます。

　市有施設の利用における市民の安全と安心を確保
するとともに、ライフサイクルコストの低減を目指しま
す。

　限られた経営資源を有効に活用し、市民の期待に
応える行政サービスの提供を目指します。

　多様化する市民ニーズに柔軟に対応していくため、
中長期的な展望に立った計画的な財政運営を行い、
将来世代に過度な負担を残さないようにします。
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## 公共用地整備 23,386

ⅲ
29年度
予算額

施策の目的

74 積極的な広報活動と情報共有化の推進

## 市議会情報提供 11,678

## 広報活動推進 24,435

## 掲示板管理 265

## シティプロモーション 648

75 電子市役所の推進

## ＯＡ化推進 58,515

## 住民情報電算システム 100,852

76 情報公開制度の利用の推進

# 文書管理 1,480

# 情報公開及び個人情報保護制度運営 296

77 広聴活動の推進

# 行政苦情等調整 144

711,751

19,156,716

透明性を高めた地域経営

Ⅴ　構想の推進に当たって
合　　計

基本目標Ⅰ～Ⅴ　総合計

　市民が市の情報について知ることができ、情報の共
有化が図れるようにします。

　情報通信技術を活用し、事務処理を効率化すること
で、市民に対し、質の高い行政サービスを提供しま
す。

　情報公開制度を周知、推進することで市民に対する
説明責任を果たし、公正で開かれた行政を実現しま
す。

　市政に対する市民の意向や提言などを収集・分析
して、市民ニーズに対応した行政運営を行います。

-　12　-


