
 平成29年2月24日記者発表資料

 （単位：千円）

区分 事業名称 事業内容 予算額

新規 企画部 秘書広報課
 第10回アジア・エア
 ガン選手権大会2017
推進

 第10回アジア・エアガン選手権大会
 2017の開催

240

新規 企画部 政策課
 ニホニウム通り記念
式典

 ニホニウム通り記念式典の実施 499

新規 総務部 総務人権課 庁舎施設整備 庁舎防災拠点整備工事 87,303

新規 総務部 職員課 人事管理  新潟県十日町市との人事交流 1,676

新規 市民環境部
 資源リサイク
 ル課

廃棄物収集運搬  粗大ごみ有料シールの導入 1,437

新規・重点 保健福祉部
 地域包括ケア
課

 地域福祉分野計画（各
 種事業計画）策定

 ・第7期長寿あんしんプランの策定
 ・第5期和光市障害者計画及び第5期
 　障害福祉計画の策定
 ・健康わこう21計画（第2次）の策定

7,676

新規・重点
 子どもあん
 しん部

 保育サポート
課

 教育・保育給付費等
支給

 ・新設保育園等の開園
 ・送迎保育ステーション事業の実施

 ※予算額については、事業費総額。

2,400,502

新規 建設部 都市整備課 公園整備  （仮称）上谷津公園整備工事 64,800

新規 建設部 道路安全課 交通安全施設整備  市内街路灯のＬＥＤ化 21,000

新規
教育委員会
事務局

学校教育課 地域連携推進  コミュニティ・スクールの指定 180

 平成29年度当初予算における主要事業

所属





１ 目的・背景

「エアガン」とは、「エアライフル」と「エアピストル」で構成される競技で、五輪公

式競技のライフル射撃・ピストル射撃の中でも競技人口が最も多く、国内外で急速な普

及が期待される競技である。

この競技の国際大会「アジア・エアガン選手権大会」が 2017 年 12 月 7 日から 12 月

11 日までの間、和光市総合体育館で開催されることが決定した。

和光市に隣接する朝霞駐屯地は、2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会

の射撃会場となっており、本大会を 2020 年に向けたプレ大会として捉え、射撃競技の認

知を高め、気運醸成するとともに、国際大会運営経験を蓄積する機会とする。

２ 事業概要

アジアライフル射撃連盟、公益社団法人日本ライフル射撃協会が主催し、和光市は会

場市として協力する。

種目は、アダルト、ジュニア、ユースの 3クラスで男女個人と団体戦が開催され、ア

ジア各国から 20～30 カ国、300 名程度が出場する予定である。

和光市は、会場市としてレセプションやＰＲイベントを予定し、アジア・エアガン選

手権大会を盛り上げる。

３ 予算額 ２４０千円

重点 ・ 新規

第 10 回アジア・エアガン選手権大会 2017 の開催

担当：秘書広報課

内線：２３２２・２３４４
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１ 目的・背景

当市の重要な地域資源である理化学研究所で生成された１１３番元素が国際的に新元

素として認定されたことを受け、市の新たな魅力を発信する事業の一つとして、和光市

駅前から理化学研究所までの市道及び県道の歩道部分を新元素発見記念通り「ニホニウ

ム通り」と名づけ、市民が理化学に触れる憩いの空間を新たに創出した記念の式典を行

う。

２ 事業概要

市内在住の小学６年生２５名とその保護者に参加していただき、和光市駅南口広場で

記念碑の除幕式を行い、その後、ニホニウム通りを歩いて理化学研究所に行き、研究所

内にてニホニウム発見に関する講演会を開催する。

３ 予算額 ４９９千円

重点 ・ 新規

ニホニウム通り記念式典の実施

担当：政策課

内線：２３２７
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１ 目的・背景

防衛省の防衛施設周辺対策事業補助金を活用し、平成２９年度及び３０年度の２年間

で、災害の発生時に対策本部の拠点となる市庁舎の整備及びバリアフリー対策を実施す

る。

２ 事業概要

外壁改修（外壁タイル一部張替え整備：行政棟、議会棟、展示ホール棟）

庁議室改修（電気・電話線の増設、ＯＡフロアー化、壁面パーテーションウォール設

置）

非常用放送設備（機器交換）

内装改修（ガラス飛散防止フィルムの設置、階段室ひび割れの補修）

バリヤフリー整備（点字ブロック張替え整備、行政棟１階会計課側扉の自動化）

外灯ＬＥＤ化（駐車場、市民広場）

便所洋式化（行政棟地下１階・１階、議会棟１階、展示ホール棟地下１階・１階）

行政棟外壁タイル剥離状況 庁議室内の状況

３ 予算額 ８７，３０３千円

重点 ・ 新規

庁舎防災拠点整備工事

担当：総務人権課

内線：２３７７・２３７８
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１ 目的・背景

和光市の友好都市である新潟県十日町市との交流事業については、平成１６年の「災

害時における相互応援協定」を締結して以来、文化やスポーツなど様々な分野で交流事

業を展開している。

２ 事業概要

職員の広い視野と適切な識見の養成など職員個人の資質の向上及び団体相互の理解と

連携、協調の強化を図るため、平成２９年４月から１年間、新潟県十日町市との間で職

員の人事交流事業を実施する。

各々の職員の担当業務は、お互いの地域の特性及び地域資源を活用し、より一層相互

交流を推進し、地域振興等を幅広く経験できる業務として、農業振興部門とする。

３ 予算額 １,６７６千円

重点 ・ 新規

新潟県十日町市との人事交流

担当：職員課

内線：２３９１
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１ 目的・背景

市では、粗大ごみ（縦２４ｃｍ、横２４ｃｍ、高さ３５ｃｍを超えるもの）の戸別収

集を行っている。

戸別収集における粗大ごみ処理手数料の納付について、現行では、収集の申し込み後

に郵送される納付書によって金融機関等で納付する方法及び収集時に立ち会って収集員

に納付する方法で行っている。戸別収集の利用者である市民の利便性の向上を図るため、

粗大ごみシール取扱店で粗大ごみシールを購入して納付する方法に変更することを予定

している。

２ 事業概要

・粗大ごみの戸別収集について、粗大ごみシール取扱店で粗大ごみ処理手数料の額に

応じた粗大ごみシールを購入し、粗大ごみに粗大ごみシールを貼付して排出する方

法に変更する。

・実施時期は、平成２９年１０月を予定している。

・粗大ごみシール取扱店は、コンビニエンスストアを予定している。

・戸別収集の方法の変更に伴い、粗大ごみ処理手数料の料金体系を見直し、粗大ごみ

処理手数料の改正を予定している。

３ 予算額 １,４３７千円

重点 ・ 新規

粗大ごみ有料シールの導入

担当：資源リサイクル課

内線：４６４－５３００
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１ 目的・背景

今年度は、平成３０年度の保健福祉分野における各事業計画の更新に向けた策定作業

の実施年度となる。今回の策定・見直しでは、平成３０年度に実施される介護報酬と診

療報酬の同時改定等に代表される医療と介護の一体改革を見据え、地域包括ケアシステ

ムの強化と更なる充実を目指すとともに、課題解決型行政を推進する。

２ 事業概要

予算は、第７期長寿あんしんプラン、第５期和光市障害者計画及び第５期障害福祉計

画（一体策定）及び健康わこう２１計画（第２次）に係る計画策定委員会委員の謝礼等

及び策定業務委託料を計上。

各計画とも、年度当初に策定委員会を設置し、計画策定の論点となる地域課題抽出の

ために実施する日常生活圏域ニーズ調査等の分析業務を行い、サービス等の必要量の把

握と供給量の推計等を基に、策定委員会において計画内容の検討を行う。

※各計画の詳細については別紙のとおり

３ 予算額 ７，６７６千円

重点 ・ 新規

地域福祉分野計画（各種事業計画）の策定

担当：地域包括ケア課

内線：２１４８
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第７期長寿あんしんプラン策定
計画期間：平成３０年度～平成３２年度

○計画の基本的な方針

　・地域包括ケアシステムの構築と機能化

　　　（自立支援を基本とする包括ケアマネジメントの強化）

　・在宅介護の推進（在宅介護の限界点の向上と在宅医療との連携強化）

　　　　　　　　　　　　　　　↓

　　　介護保険事業スタート時（平成１２年度）から変らずに継承

○計画の手法：日常生活圏域ニーズ調査に基づく政策形成

　⇒課題解決型行政への変革を目指して

　　　地域課題の把握（ニーズ量）→課題解決に向けた実行機能としての施策へ

（サービス必要量の推計）

　⇒効果的なサービス提供基盤の整備へ

○包括ケアマネジメントの実施
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計画期間：平成３０年度から平成３２年度の３年間を予定

・
　障害福祉サービスの提供体制及び　
　見込量を定める計画

・
　障害者施策の基本方針・施
　策の展開を定める計画

論点：平成３０年度からの総合支援法（見直し）改正等

共生型社会のための地域包括ケアシステム
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本旨の考え方
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具体的な取組のイメージ具体的な取組のイメージ
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１ 目的・背景

和光市子ども・子育て支援事業計画に基づき実施した保育所等の整備により、提供体

制として確保した保育所等において、質の高い保育を提供する。

２ 事業概要

平成２９年度は、保育所は１８施設、小規模保育事業所は２０施設での保育の提供体

制により質の高い保育を提供する。

新規事業の和光市送迎保育ステーション事業では、自宅から遠方の指定保育所で保育

を受けている児童の保護者の負担の軽減を図るため、送迎保育ステーションから指定保

育所までのバスによる児童の送迎及びこれに伴う一時的な保育を行う。

※詳細については別紙のとおり

３ 予算額 ２，４００，５０２千円

（※予算額については、事業費総額。）

重点 ・ 新規

新設保育園等の開園・送迎保育ステーション事業の実施

担当：保育サポート課

内線：２１９２・２１７７
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新規・重点　子どもあんしん部保育サポート課

【事業名】教育・保育給付費等支給

　平成２９年度から開所する施設

　保育所

北エリア　　和光プライムスター保育園　　定員９０名

　　　　　　　 　和光どろんこ保育園　　　　　定員９０名

　　 中央エリア　中央ひなた保育園　　　　　　定員６０名

　小規模保育事業所

北エリア　　しらこ北リトルスター保育園　定員１９名

　　 中央エリア　丸山台ひなた保育園　　　　　定員１９名

　　 南エリア　　しらこ南リトルスター保育園　定員１９名
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新規・重点　子どもあんしん部保育サポート課

　　　　　平成２９年４月１日に提供する利用定員及び施設数
３号認定こども（０歳児～２歳児） ２号認定こども（３歳児～５歳児）

定
員

エリア別 計画 実績 計画 実績

保育所

北エリア 215人 254人 315人 426人

中央エリア 169人 167人 273人 271人

南エリア 131人 116人 209人 254人

合計 515人 517人（+2） 797人 931人（+134）

小規模保育事業所

北エリア 200人 172人

中央エリア 93人 131人

南エリア 76人 57人

合計 369人 360人（△9）

施
設
数

エリア別 計画 実績

保育所

北エリア 8施設 10施設

中央エリア 5施設 5施設

南エリア 3施設 3施設

合計 16施設 18施設

小規模保育事業所

北エリア 11施設 10施設

中央エリア 5施設 7施設

南エリア 4施設 3施設

合計 20施設 20施設
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新規・重点　子どもあんしん部保育サポート課

【事業名】教育・保育給付費等支給

和光市送迎保育ステーション事業（当初予算額２０，３９４千円）
自宅から遠方の指定保育所で保育を受けている児童の保護者の負
担の軽減を図るため、送迎保育ステーションから指定保育所までの
バスによる児童の送迎及びこれに伴う一時的な保育を行います。

　　保護者は、送迎保育ステーションまでの送り迎えになります。

　　　（仮称）中央ひなた保育園内

和光市送迎保育ステーション　　　　指定保育園（A保育園）

　保護者

　児　童　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　指定保育園（B保育園）
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１ 目的・背景

平成２７年７月に閉鎖となった上谷津児童遊園地の代替措置として、計画予定地の用

地取得を行い、市民参加によるワークショップを踏まえて新公園プランを作成した。

２ 事業概要

（仮称）上谷津公園 面積；２,１０７㎡

越戸川水辺再生事業、上谷津ふれあいの森（市民緑地）と一体的な市街地の豊かな

みどりを形成する都市公園として整備する。また、社会資本整備総合交付金を活用す

ることから、交付要件となる緑化率に配慮した植栽計画とし、公園施設については、

市民ワークショップでの意見を踏まえて遊具等を整備する。

３ 予算額 ６４，８００千円

重点 ・ 新規

（仮称）上谷津公園整備工事

担当：都市整備課

内線：２２０７

※市民ワークショップによるイメージ図であり、

今後の検討により変更になる可能性があります。
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１ 目的・背景

環境への影響や照明効率、費用削減等から、市内に設置されている街路灯を、現在の

水銀灯、蛍光灯等から LED を使用した灯具へ交換する。

２ 事業概要

市内に設置されている約３,５００基の街路灯(水銀灯、蛍光灯等)を環境面や維持管理

面(電気料、修理等)、照明効率も踏まえ LED 灯具へ交換するもの。

１０年間のリース期間経過後、市へ無償譲渡するものとするリース契約により、４月

から５月にかけて契約、諸準備を行い、６月から８月頃にかけて順次灯具交換を進める。

３ 予算額 ２１,０００千円

重点 ・ 新規

市内街路灯の LED 化

担当：道路安全課

内線：２２３５・２２４４
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１ 目的・背景

コミュニティ・スクールは、学校運営協議会での熟議を通して、学校運営や学校の課

題に対して、広く保護者や地域住民の皆さんが参画できる仕組みとなっている。当事者

として、子供の教育に対する課題や目標を共有することで、学校を支援する取組が充実

するとともに、関わる全ての人に様々な魅力が広がっていくことが期待される。

平成２８年４月１日現在、４６都道府県で２８０６校、埼玉県では４市９校がコミュ

ニティ・スクールに指定されている。

２ 事業概要

地域とともにある学校づくり

文部科学省ＨＰよりイメージ図

和光市教育委員会では、平成２９年度に和光市立白子小学校、新倉小学校をコミュニ

ティ・スクールに指定し、地域とともにある学校づくりを進めていく。

３ 予算額 １８０千円

重点 ・ 新規

コミュニティ・スクールの指定

担当：学校教育課

内線：２４２５
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