
 （単位：千円）

事業名称 事業内容 予算額

 重点・新規 企画部 資産戦略課
2-1-8-1020504
広沢複合施設整備

 ・広沢複合施設整備事業の推進 591,507

継続 総務部 総務人権課
2-1-8-1016501
国際交流推進

 ・姉妹都市「ロングビュー市」との交流事業 304

 重点・新規 保健福祉部  地域包括ケア課
3-1-1-1082025
 統合型地域包括支援セン
 ター運営

 ・統合型地域包括支援センターの新設 20,650

 重点・新規
 子どもあん
 しん部

保育施設課
3-2-3-1116030
民間保育所等基盤整備

 ・新設保育園の整備補助 47,998

4-1-1-1138010
 健康マイレージ 1,382

 保健衛生普及活動（国民健
 康保険特別会計） 3,163

新規 建設部 道路安全課
8-1-2-1173001
道路補修

 ・古美山立体橋耐震補強工事 49,000

 重点・新規 建設部 都市整備課
8-3-1-1177030
 和光北インター東部地区ま
 ちづくり推進

 ・和光北インター東部地区まちづくり推進 118,440

重点 建設部 都市整備課
8-3-4-1182004
 アーバンアクア公園整備

 ・アーバンアクア公園の一部供用開始

 　※事業予算額
189,969

 重点・新規 建設部
駅北口地区高度
利用化推進室

8-3-6-1185005
駅北口地区高度利用化推進

 ・和光市駅北口地区高度利用化推進 36,859

10-1-3-1198001
 教育支援センター・特別支
 援・適応支援

312

10-1-3-1198002
 特別支援学級新設（難聴） 281

重点
教育委員会
事務局

学校教育課
10-1-3-1199020
地域連携推進

 ・小中学校全校にコミュニティスクールを導入 1,592

新規
教育委員会
事務局

生涯学習課
10-4-1-1218005
文化財保護

 ・「新羅郡の時代を探る」展示会・講演会の開
催 378

新規
教育委員会
事務局

生涯学習課
10-4-1-1218011
 和光市史（仮称）編さん業
務

 ・和光市史編さん業務 112

新規 上下水道部 水道施設課
 浄水場施設改良（水道事業
 会計）

 ・南浄水場第１・２配水池改修工事 233,280

重点 上下水道部 下水道課
 雨水整備（下水道事業会
 計）

 ・越戸川第１号雨水幹線整備工事（市道１号
 線、新倉五丁目地内） 189,000

 平成30年度当初予算における主要事業一覧

所属

 重点・新規 保健福祉部 健康保険医療課  ・わこう健康マイレージの実施

新規
教育委員会
事務局

学校教育課  ・特別支援学級（難聴）の新設

 ※各部等で検討の上、追加・修正・削除等してください。
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１ 目的・背景

「和光市広沢複合施設基本計画」（平成３０年２月）に基づき、民間事業者とのパート

ナーシップにより、一体的に地域の価値向上を図ることを目的としています。

２ 事業概要

和光市広沢複合施設整備・運営事業は、市民プールの建替えをきっかけとして、公共

施設の複合化と民間収益施設の誘致を一体的に行ない、新たな交流拠点づくりを行いま

す。

■ ゾーニング図

■ 今後のスケジュール（予定）

平成３０年 ６月 募集要項公表

平成３０年１２月 優先交渉権者の決定・公表

平成３１年１０月 東エリア 供用開始

平成３３年 ４月 南エリア 供用開始

平成３４年 １月 北エリア 供用開始

３ 予算額 ５９１,５０７千円（事業費の一部）

重点 ・ 新規

広沢複合施設整備事業の推進

担当：資産戦略課

内線：２３３１・２３３２

計画用地

和光消防署

保健センター

体育館

広沢小学校

南エリア
（国有地を取得）

◎ 認定こども園

◎ 児童発達支援センター

○ 保健センター

東エリア
（広沢小内）

○ 保育クラブ

◎ 防災備蓄倉庫

凡 例

○ 既存施設の建替え

◎ 新規施設の整備

Ｎ

北エリア

南エリア

東エリア

機能移転

学校授業での
プール利用

保育クラブの
広沢小内移転

広場を中心とし
た賑わい創出

北エリア
（民間ノウハウを最大限活

用した施設運営を期待）

○ 総合児童センター

○ 市民プール

◎ 民間収益施設

現広沢小

プール解体

用途廃止後

民間へ賃貸等

国道２５４号

市
道
４
７
６
号
線

2



１ 目的・背景

アメリカ合衆国西海岸のワシントン州にあるロングビュー市と和光市は平成１１年１０

月１日に姉妹都市提携しました。

平成８年から市民をロングビュー市への市民派遣を開始し、平成１７年以降は一旦休止

をしていましたが、平成２６年度から両市互いに隔年での派遣・訪問団受入を再開しまし

た。

相互に訪問・受入を実施することにより、両市の人的・文化的交流の活性化、また市民

の国際化意識の促進を図ります。

２ 事業概要

平成３０年度は、和光市から訪問団を結成し姉妹都市へ派遣する年となっています。

訪問時には、ロングビュー市役所や図書館などの市内見学を行い、更に訪問団員の希望に

応じて、ロングビュー市民宅へのホームビジット、ホームステイを行っており、市民派遣

ならではの体験ができます。その他、ロングビュー市以外の都市の視察もする予定です。

ホームビジットの様子 ナッティー・ナローズ・ブリッジ

（リスのための吊橋）

３ 予算額 ３０４千円

継続

姉妹都市「ロングビュー市」との交流事業

担当：総務人権課

内線：２３８３
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１ 目的・背景

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（いわゆる

地域包括ケア強化法）では、「地域共生社会の実現に向けた取組」として、支援を必要と

する住民（世帯）が抱える多様で複合的な地域生活課題について、関係機関との連携に

より解決を図る、包括的な支援体制を構築することが掲げられています。

統合型地域包括支援センターは、この取組を具現化し、地域の課題や個別の生活課題

を解決するための独自の取組として新設するものです。

２ 事業概要

別紙のとおり

３ 予算額 ２０，６５０千円

重点 ・ 新規

統合型地域包括支援センターの新設

担当：地域包括ケア課

内線：２１４８・２１３２

4



地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（いわゆる地域包括ケア
強化法）では、「地域共生社会の実現に向けた取組」として、支援を必要とする住民（世帯）が抱える
多様で複合的な地域生活課題について、関係機関との連携により解決を図る、包括的な支援体制を
構築することが掲げられています。統合型地域包括支援センターは、この取組を具現化し、地域の課題や
個別の生活課題を解決するための独自の取組として新設するものです。
　統合型地域包括支援センターの設置については、地域福祉計画において取組を定め、各部門計画にお
いて設置と運営を位置付けています。

高齢者
子ども
子育て

障　害
児・者

生活
困窮者

地域包括支援センター

地域生活支援センター

子育て世代
包括支援センター

くらし・仕事
相談センター

　日常生活圏域（概ね中学校区）内において、既存の高齢者、障害児・者、子ども・子育て支援、生
活困窮者支援のマネジメント拠点を1ヶ所に統合し、ケアマネジメントの一元化を実現を目指します

北エリア

中央エリア

南エリア

平成30年度に日常生活圏域中央エリアに統合型セ

ンターを設置。
　平成31年度以降、北エリア及び南エリアにおいて順
次設置する予定。

　高齢者、障害児・者、子ども・子育て、生活困窮のケア
マネジメントを一元化することで、母子健康手帳の交付
から高齢期までの全てのライフステージにおいて、生活
課題（生活の自立を阻む身体・精神・経済的要因）を解
決するための継目のない支援を可能にします。

マネジメント拠点の統合により、従事する職員の専門

性をさらに高め、生活課題についてジェネラルに相談・
支援・調整を行うことができる拠点の運営と人材育成を
推進します。

★

世帯が抱える複合的な課題に対して、地域において

総合的かつシームレスに対応することができる体制を構
築します。例えば、高齢者介護と子育てのいわゆるダブ
ルケアや障害児へのケア、さらに全てのライフステージ
に共通する生活困窮者支援（家計運営や就労への支援
等）など、多重的・複合的な課題への支援を通じて地域
共生型社会の実現を目指します。

◆センターは、既設の「共生型福
祉施設ひかりのさと」（高齢者・障
害者のグループホーム及び相談
支援拠点を併設）をベースに、子
ども・子育て及び生活困窮者の
支援拠点を統合します。
◆中央エリア内に現存する各相
談支援拠点は、統合型センター
のブランチ的機能を担う形で引き
続き存続（運営）します。

高齢者

障害
児・者

【既設】中央
障害者相談支援事業所

【既設】中央第二
地域包括支援センター

子ども
子育て

生活
困窮者

統合

子育て世代
包括支援センター

くらし・仕事相談センター
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１ 目的・背景

平成２９年度において、子ども・子育て支援事業計画の中間見直しを行い、平成２９

年度までの利用実績から、３歳児以降の保育ニーズの高まりが見られました。

また、引き続き、待機児童が発生している状況にあることから、保育所を整備し保育

事業の提供体制の充実を図ります。

２ 事業概要

市内２カ所に民間保育所を整備するため、国庫補助金を活用して施設整備を行う設置運

営者に対して、その費用の一部を補助します。

３ 予算額 ４７，９９８千円

重点 ・ 新規

民間保育所等基盤整備（新設保育園の整備補助）

担当：保育施設課

内線：２１７６
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１ 目的・背景

和光市健康づくり基本条例及び健康増進法第８条に基づく健康増進事業を実施しま

す。

埼玉県の健康マイレージ事業（歩数に応じてポイントを付与し、ポイント数に応じた

抽選で賞品の提供）に参加するに加えて、和光市の独自ポイントとして保健事業参加や

健康づくり行動等へのポイントを付与します。ポイント数に応じて、賞品が提供できる

仕組みとなっています。

２ 事業概要

別紙のとおり

３ 予算額 １，３８２千円（一般会計）

３，１６３千円（国民健康保険特別会計）

重点 ・ 新規

わこう健康マイレージの実施

担当：健康保険医療課

外線：７００９
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和光市健康づくり基本条例及び健康増進法第8条に基づく健康増進事業を実施します。
　埼玉県の健康マイレージ事業（歩数に応じてポイントを付与し、ポイント数に応じた抽選で
賞品の提供）に参加するに加えて、和光市の独自ポイントとして保健事業参加や健康づくり
行動等へのポイントを付与します。ポイント数に応じて、賞品が提供できる仕組みとなっていま
す。

●

申込用紙または、アプリをダウンロードし、WEBから申し込みます。
　（アプリは対応機種でのみ可）

歩数計にたまった歩数を市内8箇所に設置のタブ
レットリーダーにかざすと歩数が送信され、ポイント
が付与されます。歩数計内のデータは42日間保持
されます。
　アプリ参加の方は、アプリを歩数計として利用し、
アプリ内で歩数の送信やポイントの加算・確認がで
きます。

　歩数でためた県のポイント数に応じ、抽選会が実
施されます。

　参加前後の体力比較をして健康づくりを続けるモチ
ベーションの維持や参加者への事業効果を確認します。

ウォーキング（市独自の換算でのﾎﾟｲﾝﾄ付与あり）
市の健康づくり事業（健診や教室等の保健事業）に

参加または市民の健康づくりに協力（ヘルスサポー
ター活動等）
市（他課主催含む）の健康関連事業等への参加
セルフモニタリング（食事・喫煙・飲酒・血圧・体重等

の記録を提出）
開始時に参加者がたてた目標を達成するとボーナス

ポイント

賞品が当たる！
例：県農産品やｄポイント等

年度末に一度、ポイント数に応じて
賞品プレゼント！

例：クオカード、バランスボール、体組成計等
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１ 目的・背景

近年、首都直下地震などの切迫性が指摘されており、地震被害を軽減するため、速や

かに橋りょうの耐震補強を行う必要があります。

古美山立体橋は、東武東上線及び東京メトロ有楽町線・副都心線に跨る道路橋である

ことから、優先的に耐震補強工事を実施するものです。

２ 事業概要

古美山立体橋 和光市丸山台 3丁目 8番地内～和光市下新倉 3丁目 22番地内
L=70.0m W=7.6m

震災時等に橋桁の落下を防ぐため、橋桁と橋脚の接合部を拡幅する金具を設置し補強

します。また、橋脚の損傷を防ぐため、既存の橋脚を鉄筋コンクリート巻立てにより補

強します。

３ 予算額 ４９,０００千円

重点 ・ 新規

古美山立体橋耐震補強工事

担当：道路安全課

内線：２２３９・２２４０
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２ 事業概要

(仮称)和光北インター東部地区のまちづくりを推進するため、地元の土地区画整理組

合設立準備委員会と連携しながら、地権者の合意形成を図るとともに、環境アセス調査

や基本構想の策定などの土地区画整理事業の検討に必要な調査計画を行うものです。

３ 予算額 １１８，４４０千円

重点 ・ 新規

和光北インター東部地区まちづくり推進

担当：都市整備課

内線：２２２３

１ 目的・背景

外環道和光北インターチェンジ周辺に位置する(仮称)和光北インター東部地区にお

いては、都内に近い市街化調整区域であること等から既に開発が進みつつあり、良好な

市街地を計画的に整備していく必要があります。

このため、県が検討を進めている国道２５４号バイパス延伸の機会を捉え、市街化編

入と一体的な市街地整備による新たな産業拠点の創出を目指します。

(仮称)和光北インター

東部地区
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１ 目的・背景

都市において公園は、市民の憩いや安らぎを提供する貴重なオープンスペースであり、

レクリエーション活動、健康運動等多様な活動の拠点として、計画的に整備を進めてい

ます。

和光市アーバンアクア公園は、荒川右岸流域下水処理施設の覆外上部を有効活用し、

スポーツレクレーション施設を備えた面積８．１ヘクタールの都市公園として整備を進

めています。

２ 事業概要

整備効果の早期発現を図るため、面積３.３ヘクタールとなる一部施設について、平成

３０年１０月の暫定供用を目標に、施設整備工事及び安全対策工事等を実施します。

＜平成３０年１０月暫定供用する施設＞

野球場（１面）、テニスコート（５面）、芝生広場、管理棟、駐車場

３ 予算額 １８９，９６９千円

重点 ・ 新規

アーバンアクア公園の一部供用開始

担当：都市整備課

内線：２２０７

一部供用開始エリア
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１ 目的・背景

和光市は首都東京に隣接し、地下鉄有楽町線及び副都心線の始発駅となる和光市駅と、

外環道に２つのインターチェンジが有り、高い交通利便性を有しています。

今後、外環道の新たな開通による交通利便性の更なる向上や都市間競争の激化といっ

た社会情勢の変化を見据え、民間活力を導入した駅前再開発を実現化し、拠点性向上や

賑わい創出を図ります。

２ 事業概要

まちの玄関口である駅の拠点性をさらに高め、高い交通利便性を活かしたまちづくり

を進めるため、現在施行中である「和光市駅北口土地区画整理事業」の駅前広場を中心

とするエリアにおいて、道路網と鉄道網を結ぶ「ハブ機能を有するバスターミナル」の

駅前広場への導入、再開発事業による駅直結型の再開発ビルの実現に向け、地権者の合

意形成を図ると共に、基本計画案の作成などを行います。

３ 予算額 ３６,８５９千円

重点 ・ 新規

駅北口地区高度利用化推進

担当：駅北口地区高度利用化推進室

内線：４５０－１６０６

＜現在の区画整理の設計図＞ ＜高度利用化を図るための１つの案＞

個別地権者による
小規模建築

地権者の共同による
駅直結型の再開発ビル

【まちづくりのイメージ】
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１ 目的・背景

難聴の特別支援学級への転籍を希望する児童及び平成３１年度以降に難聴の特別支援

学級へ就学を希望している幼児が市内に在住しています。これらの教育的ニーズに応え

るために、平成３０年度より市内本町小学校に難聴の特別支援学級を新設する予定です。

埼玉県内で難聴の特別支援学級を設置しているのは小川町立八和田小学校、本庄市立

旭小学校の２校ですので、県内では３校目の設置となることが予想されます。

２ 事業概要

難聴児は、多くのやりとりを聞くために補聴器や人口内耳などの器具を使用し、こと

ばの獲得に向けた訓練を行っています。難聴によりことばの理解が十分でないと、抽象

的な概念の理解が遅れがちになります。また、日々の生活や学習において、情報収集が

困難になると、本来持っている力が十分に発揮できない場面も想定されます。苦手なこ

とやできないことへの不安は、児童の活動に対する自信や積極性を失うことにもつなが

ります。

新設される難聴の特別支援学級においては、少人数によるきめ細かな指導の充実を図

ると共に、ことばの理解を深める指導や情報不足を補う振る舞い方の指導、視覚情報を

有効活用した学習等を実施します。中学校以降の学習において、音声情報の文字化など

のシステム活用により学習を進められるように、特別支援学級で支援を行っていきます。

設置後は、特別支援学級に在籍している児童だけでなく、通常の学級に在籍する難聴

のある児童に対しても弾力的な運用を行っていきます。また、就学前の幼児の教育相談

や就学相談等にも積極的に関わっていきます。

３ 予算額 ５９３千円

重点 ・ 新規

特別支援学級（難聴）の新設

担当：学校教育課

内線：２４１２
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１ 目的・背景

和光市では平成３０年度より市内小中学校全校（平成２９年度に和光市立白子小学校、

新倉小学校は導入済み）にコミュニティ・スクールの制度を導入する予定です。コミュ

ニティ・スクール（学校運営協議会制度を導入した学校）は、保護者や地域が学校の様々

な課題解決に参画し、それぞれの立場で主体的に子供たちの成長を支えていくための仕

組みです。学校運営協議会では教育目標や目指すべき子供像について協議を行うなど、

学校・家庭・地域の連携・協働体制を構築することが重要となります。

２ 事業概要

《コミュニティ・スクールの役割》

少子・高齢化が進展し、地域コミュニティに多様な機能が求められる中で、学校は、

人と人をつなぎ、様々な課題へ対応し、まちづくりの拠点としての役割を果たすことが

求められています。こうした観点から、全ての学校において地域住民や保護者等が学校

運営に参画するコミュニティ･スクール化を図り、地域との連携･協働体制を構築し、学

校を核とした地域づくりへの発展を目指すことが重要となります。

《コミュニティ・スクールの魅力とは》

コミュニティ・スクールは、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です。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

が広がっていきます。

【学校・保護者・地域が手を揃えて新しい学校づくりを推進していきます！】

【教育委員会より指定】 【学校運営協議会】 【委員さんの授業参観】【学校の壁に横断幕】

３ 予算額 １，５９２千円

重点 ・ 新規

小中学校全校にコミュニティ・スクールを導入

担当：学校教育課

内線：２４２５
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１ 目的・背景

天平宝字二（758）年に建郡された「新羅郡」は、和光市を含む朝霞地区四市とその

周辺地域で構成していたと推定されています。建郡前後の奈良・平安時代の遺跡から出

土した遺物を展示すると共に講演会を開催することにより、市民の方に地域の歴史・文

化財の大切さを知っていただく機会とします。

開催に当たっては、和光市まちづくり寄附条例に基づきいただいた寄附金を活用しま

す。

２ 事業概要（予定）

展示

日時：平成 30 年 11 月 15 日（木）から同年 12 月 2 日（日）まで１８日間

9時 00 分～17 時 00 分

場所：和光市民文化センター（企画展示室・展示ホール）

内容：朝霞地区四市の遺跡のうち

・新羅郡建郡以前の 7世紀後半からの遺跡と遺物の展示

・新羅郡建郡期の 8世紀初めから末までの遺跡と遺物の展示

・新羅郡成立後の 9世紀以降の遺跡と遺物の展示

・墨書土器、刀子、すずり（円面硯）、印章などの特殊遺物の展示

講演会

日時：11 月 24 日（土）10：00～15：30

11 月 25 日（日）10：00～16：00

場所：和光市民文化センター（サンアゼリア小ホール）

３ 予算額 ３７８千円

重点 ・ 新規

「新羅郡の時代を探る」展示会・講演会の開催
しらぎぐん

担当：生涯学習課

内線：２４４２
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１ 目的・背景

「和光市史」（６巻）及び市史編さん関係資料集（９冊）は、昭和５４年度から昭和６

２年度にかけて発行され、３０年が経過しています。平成３２年度に市制５０周年を迎

えるに当たり、未掲載である昭和の終わりから平成の現代までの歩みを「和光市史」の

続編とするため取りまとめます。(発行予定：平成３３年度）

また、併せて昭和以前についても、『和光市史』発刊後の調査などにより、発見された

新たな資料や成果が得られた研究内容を掲載することにより、貴重な郷土の歴史を後世

に伝えていくとともに郷土への愛着意識を醸成します。

平成３０年度の予算額については、和光市まちづくり寄附条例に基づきいただいた寄

附金を活用します。

２ 事業概要

平成３０年度は、新たに学識経験者で構成する（仮称）市史編さん準備委員会を設置

し、現在、市が保有している情報を整理し、平成３１年度に設置を予定している市史編

さん委員会において具体的な協議･検討に入るための準備を行います。

３ 予算額 １１２千円

重点 ・ 新規

和光市史（仮称）編さん業務

担当：生涯学習課

内線：２４４２
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１ 目的・背景

平成６年に南浄水場内に建設された既設配水池を適切に管理・更新し、安全で安定的

な水の供給を行なうため、配水池の改修を実施します。

２ 事業概要

工 事 名：南浄水場第１・２配水池改修工事

工事箇所：和光市南浄水場内

工事概要：配水池改修面積 10,771m2（高圧洗浄、壁面補修、内面塗装塗替え）

３ 予算額 ２３３,２８０千円

４ 今後の予定 平成 30 年度～平成 31 年度の継続事業として予定しています。

平成 31 年度分 １５５,５２０千円

重点 ・ 新規

南浄水場第１・２配水池改修工事

担当：水道施設課

内線：６４１・６４２
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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：18 越戸川第 1号雨水幹線整備工事（市道 1号線）

工事箇所：和光市新倉五丁目地内

工事概要：雨水管布設工 内径φ1800 ㎜管 施工延長 L=77m

３ 予算額 １８９，０００千円

４ 今後の予定 和光市総合振興計画実施計画（平成 30 年度～平成 32 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。

・H31 年度分：内径□2000×1200 ㎜管 延長 L=284m

・H32 年度分：内径□2000×1200 ㎜管 延長 L=119m

重点 ・ 新規

越戸川第 1号雨水幹線整備工事

担当：下水道課

内線：２２５２
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