
別紙１

駅北口土地区画整理推進 駅北口土地区画整理事
業事務所

駅北口土地区画整理推進（駅北） 駅北口土地区画整理事
業事務所

駅北口地区高度利用化推進 駅北口地区高度利用化
推進室

駅北口土地区画整理推進（重複） 駅北口土地区画整理事
業事務所

駅北口土地区画整理推進（駅北）（重複） 駅北口土地区画整理事
業事務所

駅北口地区高度利用化推進（重複） 駅北口地区高度利用化
推進室

① 有効な土地活用の推進 人件費以外の予算を伴わない取組 都市整備課

② 地区計画の活用による良好な環境形成 人件費以外の予算を伴わない取組 都市整備課

③ 関係機関との連携による都市基盤整備 人件費以外の予算を伴わない取組 都市整備課

④ 新たな地区の事業化 和光北インター東部地区まちづくり推進 都市整備課

① 地域性豊かな景観の形成 景観形成推進 都市整備課

② 都市と自然との調和を大切にする景観の形成 景観形成推進（重複） 都市整備課

③ 生活・暮らしに根ざし、歴史・文化の伝承や地域の交流を通じた景観の形成 景観形成推進（重複） 都市整備課

④ 市民生活及び産業活動の活性化に資する景観の形成 景観形成推進（重複） 都市整備課

⑤ 市民、事業者及び行政の三者の協働による景観の形成 景観形成推進（重複） 都市整備課

越後山土地区画整理組合活動支援 都市整備課

② 住宅市街地総合整備事業の推進 人件費以外の予算を伴わない取組 政策課

建築業務 建築課

都市計画業務 都市整備課

② 紛争の予防と調整の制度の充実 建築業務（重複） 建築課

③ 住宅の耐震化の支援 既存住宅耐震診断・改修助成 建築課

④ 分譲マンションの支援 人件費以外の予算を伴わない取組 建築課

⑤ バランスの良い住宅ストックの形成 建築業務（重複） 建築課

道路管理 道路安全課

道路維持 道路安全課

水路管理・改修 道路安全課

道路整備 道路安全課

道路補修 道路安全課

② 環境に配慮した道路の整備 道路維持（重複） 道路安全課

③ 駅南口周辺の整備・維持管理 駅南口広場維持管理 都市整備課

④ 歩道の拡幅整備・バリアフリー化の推進 道路整備（重複） 道路安全課

⑤ 狭あい道路の歩行者の安全性確保 道路整備（重複） 道路安全課

① 交通安全意識の啓発 交通安全対策 道路安全課

交通安全施設整備 道路安全課

通学路安全対策 道路安全課

駅南口自転車駐車場管理運営 道路安全課

① 計画的な都市計画道路の整備 人件費以外の予算を伴わない取組 都市整備課

② 広域幹線道路との連携による利便性の向上 人件費以外の予算を伴わない取組 都市整備課

③ 電線地中化の整備 人件費以外の予算を伴わない取組 都市整備課

① 計画的な公園の整備 公園整備 都市整備課

② アーバンアクア公園の整備 アーバンアクア公園整備 都市整備課

③ 公園サポーター制度の確立・推進 人件費以外の予算を伴わない取組 都市整備課

④ 公園などの施設の安全性の確保 公園管理 都市整備課

① 公園の特色をいかした有効活用 人件費以外予算を伴わない取組 都市整備課

② 公園利用者の利便性の向上 人件費以外予算を伴わない取組 都市整備課

③ 適切な維持管理 人件費以外予算を伴わない取組 都市整備課

① 安全安心な水質の維持 浄水場施設改良 水道施設課

浄水場施設改良（重複） 水道施設課

給配水管整備 水道施設課

事務事業一覧

施策
番号 施策名

取組
番号 取組内容 事業名 課所等

1
中心市街地にふさわし
い駅北口周辺の整備

① 道路・公園・駅前広場の整備

② 良好な商業地・住宅地の形成

2
交通の利便性を生かし
た産業拠点の整備

3
良好な景観形成の推
進

① 快適な住宅地としての土地利用
白子三丁目中央土地区画整理組合活動支援 都市整備課

5
安心して暮らせるまち
づくりの推進

① 市民主体のまちづくりに関する情報の提供

① 計画的な道路整備の推進

7 交通安全対策の推進
② 交通安全施設の整備

③ 放置自転車対策の推進
放置自転車対策 道路安全課

8 都市計画道路の整備

9
計画的な公園の整備と
維持管理の充実

10 県営和光樹林公園の
有効活用

11 安全な水の安定供給
② 安定した供給の堅持

4
良好な居住環境の形
成

6
安全で快適な道路の
整備
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施策
番号 施策名

取組
番号 取組内容 事業名 課所等

③ 経営の効率化・合理化 水道料金徴収事務事業 企業経営課

④ 市民の水道に対する意識の向上 広報活動 水道施設課

① 着実な下水道の整備 汚水整備 下水道課

下水道（汚水）維持管理 下水道課

下水道管理業務 下水道課

③ 整備区域拡大に伴う大型施設の接続推進 汚水整備（重複） 下水道課

① 雨水排水施設の維持管理及び長寿命化 下水道（雨水）維持管理 下水道課

② 雨水の宅地内処理の指導・啓発 人件費以外予算を伴わない取組 下水道課

③ 雨水排水施設の整備 雨水整備 下水道課

児童教育活動 学校教育課

生徒教育活動 学校教育課

英語教育推進 学校教育課

コンピュータ教育推進（小学校） 学校教育課

コンピュータ教育推進（中学校） 学校教育課

小学校図書教育推進 学校教育課

中学校図書教育推進 学校教育課

学校衛生管理 学校教育課

児童衛生管理 学校教育課

生徒衛生管理 学校教育課

教育扶助（小学校） 学校教育課

教育扶助（中学校） 学校教育課

児童教育活動（重複） 学校教育課

生徒教育活動（重複） 学校教育課

教職員研究･研修 学校教育課

教科書採択替えによる教師用教科書・指導書整備 学校教育課

小・中学校研究推進 学校教育課

① 学校応援団の整備 地域連携推進 学校教育課

② 家庭や地域総ぐるみの教育支援体制の拡充 地域連携推進（重複） 学校教育課

地域連携推進（重複） 学校教育課

学校活性化 学校教育課

④ みどりの学校ファームの推進 学校活性化（重複） 学校教育課

地域連携推進（重複） 学校教育課

校外活動支援（小学校） 学校教育課

校外活動支援（中学校） 学校教育課

教育支援センター・特別支援・適応支援 学校教育課

幼保小連携推進 学校教育課

特別支援学級新設（難聴） 学校教育課

教育支援センター・特別支援・適応支援（重複） 学校教育課

幼保小連携推進（重複） 学校教育課

特別支援学級新設（難聴） 学校教育課

教育支援センター・特別支援・適応支援（重複） 学校教育課

特別支援学級新設（難聴） 学校教育課

教育支援センター・特別支援・適応支援（重複） 学校教育課

幼保小連携推進（重複） 学校教育課

特別支援学級新設（難聴） 学校教育課

① 放課後児童の場の周知・充実 放課後子ども教室推進 生涯学習課

②
保育クラブと一体的な、または連携による実
施

放課後子ども教室推進（重複） 生涯学習課

③ 放課後子ども教室の活動スペースの確保 放課後子ども教室推進（重複） 生涯学習課

④ 福祉部局との連携の強化 放課後子ども教室推進（重複） 生涯学習課

① 食育の推進 学校給食業務 学校教育課

給食施設整備 学校教育課

給食用備品整備 学校教育課

12
公共下水道利用の推
進

②
既存公共下水道施設の維持管理及び長寿命
化

13 雨水対策の推進

② 個に応じた指導の充実

③ 教職員の指導力の向上

③
学校応援団の支援による特色ある教育活動
の展開

⑤ 豊かな自然体験活動の実施

① 関係機関との連携の強化

② 各園・学校の情報提供と交流会の推進

③ 小中学校におけるキャリア教育の推進 特別支援学級新設（難聴） 学校教育課

④ 相談しやすい環境の整備

⑤ 個々のケースに合わせた支援の実施

17
放課後児童の居場所
づくりの推進

18
安全でおいしい学校給
食の充実 ② 給食施設の改修

14
確かな学力の育成を
めざした教育の推進

① 分かる授業、楽しく学べる授業づくり

15
地域と連携した教育の
推進

16
よりよく適応するため
の支援体制づくりの推
進
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施策
番号 施策名

取組
番号 取組内容 事業名 課所等

給食安全衛生管理 学校教育課

小学校管理運営 教育総務課

中学校管理運営 教育総務課

小学校施設整備 教育総務課

② 新たな交通安全立哨指導体制の構築 交通安全立哨指導員 教育総務課

③ 防犯対策の強化 人件費以外予算を伴わない取組 学校教育課

① 学校選択制の活用による市内小中学校の教育環境の適正化 人件費以外予算を伴わない取組 学校教育課

② 小・中学校の建設 人件費以外予算を伴わない取組 学校教育課

③ 学校の適正配置・適正規模の検討と改善 人件費以外予算を伴わない取組 学校教育課

① 幼稚園就園奨励の補助 幼稚園就園奨励費等運営 保育サポート課

② 地域や関係機関との連携 幼稚園就園奨励費等運営（重複） 保育サポート課

成人式 生涯学習課

社会教育団体活動支援 生涯学習課

中央公民館文化祭 生涯学習課

南公民館まつり 生涯学習課

坂下公民館まつり 生涯学習課

中央公民館管理運営 生涯学習課

南公民館管理運営 生涯学習課

坂下公民館管理運営 生涯学習課

坂下公民館施設整備 生涯学習課

③ 生涯学習に関するネットワークの構築・活用 生涯学習推進 生涯学習課

図書館管理運営 生涯学習課

図書整備 生涯学習課

図書館施設整備 生涯学習課

図書館分館管理運営 生涯学習課

生涯学習講座 生涯学習課

中央公民館講座開催 生涯学習課

南公民館講座開催 生涯学習課

坂下公民館講座開催 生涯学習課

公民館共通運営 生涯学習課

② 生涯学習などに関する情報提供 人件費以外予算を伴わない取組 生涯学習課

青少年団体活動支援 スポーツ青少年課

青少年問題協議会運営 スポーツ青少年課

② 青少年と地域の絆を強くするための活動支援 青少年団体活動支援（重複） スポーツ青少年課

文化財保護 生涯学習課

文化財調査 生涯学習課

和光市史（仮称）編さん業務 生涯学習課

新倉ふるさと民家園管理運営 生涯学習課

デジタルミュージアム運営 生涯学習課

和光市史（仮称）編さん業務（重複） 生涯学習課

③ 地域の歴史や文化財への関心の醸成 和光市史（仮称）編さん業務（重複） 生涯学習課

① 市民による自主的で創造的な文化活動の支援 市民文化活動支援 総務人権課

② 文化に触れる機会の提供・文化交流の推進 市民文化センター管理運営 総務人権課

市民文化活動支援（重複） 総務人権課

市民文化センター管理運営（重複） 総務人権課

文化振興 総務人権課

④ 地域文化資源の顕彰・発信・活用 文化振興（重複） 総務人権課

⑤ 文化施設の適正な整備及び活用 市民文化センター施設整備 総務人権課

① 教育施設・設備の整備と適正な維持管理

中学校施設整備 教育総務課

20
小中学校の配置・規模
の適正化の推進

21
幼児教育の機会の支
援

① 市民の主体的・自主的な学習活動の支援

② 社会教育施設の充実

中央公民館施設整備 生涯学習課

④ 生涯学習の場としての図書館機能の充実

図書館分館図書整備 生涯学習課

23
充実した生涯学習機

会の提供

① 多様な市民ニーズに対応した講座の開催

24
青少年の育成に適した
環境づくりの支援

① 青少年健全育成活動の活性化支援

① 地域の文化財の保護
文化財施設管理運営 生涯学習課

② 地域の文化財の活用

③
文化を通した市民や地域の文化団体、企業、
行政などの協働

19
安全な学校教育環境
の整備

22 生涯学習支援の推進

25 歴史的文化資源の保
護・活用の推進

26 創造的な文化の振興
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施策
番号 施策名

取組
番号 取組内容 事業名 課所等

② 総合体育館の利用促進 和光市総合体育館管理運営 スポーツ青少年課

③ 国や民間企業などの施設の有効活用 体育施設管理運営（重複） スポーツ青少年課

スポーツ振興業務 スポーツ青少年課

体育団体活動支援 スポーツ青少年課

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会推進 秘書広報課

② スポーツ・レクリエーション活動の推進 人件費以外予算を伴わない取組 スポーツ青少年課

③ 指導者の養成と活用 スポーツ振興業務（重複） スポーツ青少年課

① 学校教育における人権教育の推進 人権教育研究指定校 学校教育課

② 社会教育における人権教育の推進 人権教育推進 生涯学習課

③ 人権啓発・交流の推進 人権啓発・相談 総務人権課

④ 人権相談体制の充実 人権啓発・相談（重複） 総務人権課

⑤ 平和意識の向上 平和 総務人権課

男女共同参画推進 総務人権課

第４次和光市行動計画男女共同参画わこうプラン策定 総務人権課

② 男女共同参画意識の普及啓発 男女共同参画推進（重複） 総務人権課

③ 男女が共にいきいきと暮らせる環境づくり 男女共同参画推進（重複） 総務人権課

④ 暴力の根絶に向けた意識づくりと被害者支援体制の強化 男女共同参画推進（重複） 総務人権課

⑤ まちづくりに関する男女共同参画機会の実現 男女共同参画推進（重複） 総務人権課

① 国際交流活動・機会の充実 国際交流推進 総務人権課

② 多面的な国際交流の促進 国際交流推進（重複） 総務人権課

③ 外国人にも暮らしやすい環境づくり 外国人生活支援 総務人権課

しらこ保育園管理運営 保育施設課

教育・保育給付費等支給管理 保育サポート課

みなみ保育園管理運営 保育施設課

教育・保育給付費等支給 保育サポート課

民間保育所等基盤整備 保育施設課

公設保育園事業運営 保育サポート課

みなみ保育園施設整備 保育施設課

学童クラブ管理運営 保育施設課

学童クラブ等施設整備 保育施設課

③ 家庭保育室利用保護者の負担軽減 家庭保育室等助成 保育サポート課

④ 一時保育の拡充 公設保育園事業運営（重複） 保育サポート課

⑤ 新たな保育ニーズへの対応 人件費以外予算を伴わない取組 保育サポート課

① 児童家庭相談体制の充実 人件費以外予算を伴わない取組 地域包括ケア課

② 地域での子育て応援体制づくり 子ども・子育て支援計画推進 保育施設課

① 地域子育て支援の充実 ネウボラ 地域包括ケア課

② ファミリー・サポート・センター事業の充実 子ども個別支援 地域包括ケア課

③ 子どもや中高生の居場所づくり 児童センター(館)管理運営 保育施設課

④ 児童施設の維持管理 人件費以外予算を伴わない取組 保育施設課

乳幼児・子ども医療費助成 ネウボラ課

児童手当支給 ネウボラ課

② ひとり親家庭の経済的自立支援 ひとり親家庭 ネウボラ課

長寿・敬老支援 長寿あんしん課

新倉高齢者福祉センター管理運営 長寿あんしん課

高齢者福祉センター管理運営 長寿あんしん課

② 老人クラブへの加入促進 生きがい活動 長寿あんしん課

③ 高齢者の知識・経験の活用 生きがい活動（重複） 長寿あんしん課

在宅高齢者住宅支援 長寿あんしん課

老人ホーム入所措置 長寿あんしん課

27
スポーツ・レクリエー
ションの環境の整備

① スポーツ施設の整備 体育施設管理運営 スポーツ青少年課

① 市民が参加しやすいイベントなどの開催
市民体育祭 スポーツ青少年課

29
人権啓発・教育及び平
和の推進

30
男女共同参画社会の
実現

① 男女共同参画わこうプランの着実な推進

31 国際化の推進

② 保育クラブの待機児童の解消

33
安心で楽しい育児の推
進

34
地域における健やかな
子育ての実現

35
子育て家庭への経済
的支援

① 子育て家庭への医療費助成などの充実

① 地域社会活動への参加に対する支援

介護保険趣旨普及業務 長寿あんしん課

④ 施設サービスによる支援

28
スポーツ・レクリエー
ション活動の推進

32
多様な保育サービスの
推進

① 保育園の待機児童の解消

36
高齢者の生きがいと社
会参加への支援

4



別紙１

施策
番号 施策名

取組
番号 取組内容 事業名 課所等

後期高齢者医療 健康保険医療課

専門職（栄養・口腔ケア）相談・訪問 健康保険医療課

在宅生活支援 長寿あんしん課

介護認定審査業務 長寿あんしん課

認定調査業務 長寿あんしん課

介護予防・生活支援サービス事業 長寿あんしん課

一般介護予防事業 長寿あんしん課

日常生活圏域ネットワーク 長寿あんしん課

健康増進・介護者リフレッシュ 長寿あんしん課

地域介護予防 長寿あんしん課

総合相談支援事業・権利擁護事業 長寿あんしん課

介護保険システム改修事業 長寿あんしん課

認知症初期集中支援事業 長寿あんしん課

地域ケア会議事業 長寿あんしん課

生活支援体制整備事業 長寿あんしん課

介護予防強化サービス事業 長寿あんしん課

在宅医療・介護連携推進事業 長寿あんしん課

在宅生活支援（重複） 長寿あんしん課

包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 長寿あんしん課

地域ケア会議事業（重複） 長寿あんしん課

③ 日常生活圏域ニーズ調査の実施 健康度調査 長寿あんしん課

委託センター運営 長寿あんしん課

低所得高齢者等住まい確保事業 長寿あんしん課

統合型地域包括支援センター運営 地域包括ケア課

地域福祉分野計画（各種事業計画）策定 地域包括ケア課

総合相談支援業務 地域包括ケア課

医療・介護・子育て支援に係る人材確保 地域包括ケア課

地域密着型サービス拠点等整備 長寿あんしん課

介護人材育成 長寿あんしん課

介護保険指定事業者等管理システム 長寿あんしん課

在宅介護支援 長寿あんしん課

介護保険運営協議会運営 長寿あんしん課

紙おむつ等支給 長寿あんしん課

地域送迎 長寿あんしん課

介護人材育成（重複） 長寿あんしん課

介護保険指定事業者等管理システム 長寿あんしん課

福祉の里管理運営 長寿あんしん課

福祉の里施設整備 長寿あんしん課

社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業費 長寿あんしん課

福祉相談支援 社会援護課

障害者福祉支援 社会援護課

② 社会参加の促進 障害者交流支援 社会援護課

在宅障害者地域支援 社会援護課

在宅障害者支援 社会援護課

障害者施設支援 社会援護課

総合福祉会館管理運営 社会援護課

和光市障害者計画・和光市障害福祉計画 社会援護課

障害者相談支援 社会援護課

障害者グループホーム等入居家賃助成補助金 社会援護課

⑤ 健康診査等未受診者に対する訪問調査の実施

② コミュニティケア会議の強化

地域ケア会議事業（重複） 長寿あんしん課

① サービス付き高齢者向け住宅などの施設整備

食の自立・栄養改善 長寿あんしん課

③ 医療機関との連携

① 相談支援体制の充実

避難行動要支援者支援対策業務 社会援護課

37
きめ細かな介護予防
の推進

①
介護予防事業（介護予防サービス・地域支援
事業）の充実

④ 地域包括ケアの推進

38
介護サービスの適正な
提供

② 在宅介護における支援

39
チャレンジドが安心で
きる障害福祉の推進

③ 地域での自立を支える生活支援の充実

5



別紙１

施策
番号 施策名

取組
番号 取組内容 事業名 課所等

権利擁護センター（成年後見支援センター） 社会援護課

総合福祉会館施設整備 社会援護課

④ 保健・医療の充実 障害者医療支援 社会援護課

地域福祉団体活動支援 社会援護課

地域福祉計画策定 社会援護課

地域福祉団体活動支援（重複） 社会援護課

地域福祉計画策定（重複） 社会援護課

地域福祉団体活動支援（重複） 社会援護課

民生・児童委員活動支援 社会援護課

災害見舞金支給 社会援護課

地域福祉計画策定（重複） 社会援護課

生活困窮者自立支援 社会援護課

② 生活困窮者自立支援事業の実施 生活困窮者自立支援（重複） 社会援護課

生活保護（重複） 社会援護課

生活困窮者自立支援（重複） 社会援護課

母子保健（重複） ネウボラ課

予防接種 健康保険医療課

③ 母子保健の推進 母子保健（重複） ネウボラ課

① 健康わこう21計画に定めるライフステージに応じた食育の推進 人件費以外の予算を伴わない取組 健康保険医療課

② 食と食育に関する情報提供の充実 健康管理推進 健康保険医療課

成･老人保健 健康保険医療課

健康マイレージ 健康保険医療課

② がん検診の充実 成･老人保健（重複） 健康保険医療課

健康情報提供 ネウボラ課

骨髄移植ドナー助成 健康保険医療課

医療団体等支援 健康保険医療課

骨髄移植ドナー助成（重複） 健康保険医療課

① 制度改正への対応と周知活動 国民健康保険趣旨普及活動 健康保険医療課

特定健康診査・特定保健指導 健康保険医療課

保健衛生普及活動 健康保険医療課

賦課業務（国保） 課税課

徴収業務 収納課

国民健康保険運営協議会運営 健康保険医療課

① 社会保障制度（国民年金）の周知 国民年金業務 健康保険医療課

② 年金相談等の充実 国民年金業務（重複） 健康保険医療課

② 防災体制の充実 防災体制業務（重複） 危機管理室

③ 防災施設、備蓄品の計画的な整備 防災施設整備 危機管理室

④ 災害時要配慮者対策 人件費以外の予算を伴わない予算 危機管理室

朝霞地区一部事務組合負担金 危機管理室

消防団業務 危機管理室

消防団施設整備 危機管理室

消防用施設維持管理業務 危機管理室

⑥ 国民保護の措置 人件費以外の予算を伴わない取組 危機管理室

① 地域の自主防犯体制づくり 防犯対策業務 危機管理室

② 防犯意識の啓発 防犯対策業務（重複） 危機管理室

③ 防犯体制の充実 防犯対策業務（重複） 危機管理室

① 自治会活動の活性化 コミュニティ活動支援 市民活動推進課

② 地域の人が集まれるきっかけづくり 市民まつり 市民活動推進課

③ コミュニティに関する情報提供の充実 人件費以外の予算を伴わない取組 市民活動推進課

① 地域でコミュニケーションしやすい環境づくり

② 地域福祉に対する理解の普及

③ 地域の組織や他制度・他職種による連携

41
低所得者の生活の安
定と自立への支援

① 生活困窮者への相談と生活保護の実施
生活保護 社会援護課

③ 稼働年齢層に対する就労支援・自立支援

42
健康な次世代を育む
母子保健の推進

① 相談窓口機能の充実 母子保健 ネウボラ課

② 乳幼児の健康増進

43
健康で元気になる食育
の推進

44
安心できる健康づくり
の推進

① 総合的な健康づくり対策

45
地域との連携による保
健・医療体制の推進

① 健康や医療に関する情報提供

② 関係機関との連携による医療体制の充実

46
国民健康保険の適正
な運営

② 医療費増加への対応

③ 国民健康保険税の適正化と収納率の向上

47 国民年金の普及

① 自助・共助の意識づくり 防災体制業務 危機管理室

⑤ 消防体制の強化

49
地域と連携した防犯対
策の推進

50
コミュニティづくりの推
進

40
地域で支え合う福祉の
推進

48
防災体制・消防支援体
制の強化

6
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施策
番号 施策名

取組
番号 取組内容 事業名 課所等

① 地域及び市民の活動拠点としてのコミュニティ施設の活用 コミュニティ施設管理運営 市民活動推進課

② コミュニティ施設の維持管理と充実 人件費以外の予算を伴わない取組 市民活動推進課

② 市内循環バスの改善 市内循環バス運行 道路安全課

③ バスターミナルの設置についての検討 外環蓋掛け上部（丸山台地区）利用 資産戦略課

① 消費者への啓発及び教育の実施 消費生活センター事業 市民活動推進課

② 消費者被害の防止に向けた関係機関との連携 消費生活センター事業（重複） 市民活動推進課

③ 消費者団体への活動支援 消費生活センター事業（重複） 市民活動推進課

④ 消費生活相談体制の充実 消費生活センター事業（重複） 市民活動推進課

① 相談窓口の周知徹底 人件費以外の予算を伴わない取組 市民活動推進課

② 市民相談の充実 市民相談 市民活動推進課

① 地球温暖化対策実行計画区域施策編の策定・実行 人件費以外の予算を伴わない取組 環境課

② 地球温暖化対策の啓発 地球温暖化対策の啓発 環境課

③ 新エネルギーの導入の促進 人件費以外の予算を伴わない取組 環境課

④ 省エネルギー意識啓発・導入の促進 地球温暖化対策の啓発（重複） 環境課

⑤ エコオフィス化の推進 地球温暖化防止対策 総務人権課

緑化普及啓発活動 環境課

緑化助成金 環境課

湧水・緑地保全（重複） 都市整備課

緑の基本計画策定（重複） 都市整備課

湧水・緑地保全（重複） 都市整備課

緑の基本計画策定（重複） 都市整備課

緑地整備 都市整備課

湧水・緑地保全（重複） 都市整備課

⑤ 計画的な生産緑地の追加指定 人件費以外の予算を伴わない取組 都市整備課

① 浄化槽管理者への適正管理の呼びかけ 水環境保全業務 環境課

② 河川の水質保全 水環境保全業務（重複） 環境課

③ 雨水の有効利用と地下浸透の促進 水環境保全業務（重複） 環境課

① 市民参加による美化活動の推進 環境保全対策業務 環境課

環境保全対策業務（重複） 環境課

ポイ捨て・路上喫煙防止の啓発 環境課

環境保全対策業務（重複） 環境課

猫去勢不妊助成・犬の登録等 環境課

公害対策業務 環境課

大気汚染等調査 環境課

害虫等駆除 環境課

① 廃棄物の発生抑制対策 人件費以外の予算を伴わない取組 資源リサイクル課

資源ごみ等分別啓発 資源リサイクル課

リサイクル団体活動推進費助成 資源リサイクル課

③ 廃棄物のリユースの促進 リサイクル展示場管理運営 資源リサイクル課

④ 事業系廃棄物の削減 人件費以外の予算を伴わない取組 資源リサイクル課

廃棄物収集運搬 資源リサイクル課

廃棄物処理・資源化 資源リサイクル課

朝霞地区一部事務組合負担金(し尿) 資源リサイクル課

清掃センター管理運営 資源リサイクル課

焼却施設運転管理 資源リサイクル課

焼却･粗大施設修繕整備 資源リサイクル課

③ 増加する不法投棄への対策 不法投棄対策 資源リサイクル課

① 地域ブランドの開発のための連携 地域ブランド推進 産業支援課

② 地域ブランドや地域資源に関する情報収集 地域ブランド推進（重複） 産業支援課

地域ブランド推進（重複） 産業支援課

イメージキャラクターＰＲ推進 産業支援課

51
コミュニティ施設の整
備

52
鉄道・バスの利便性の
向上

① 鉄道・バス利用者の利便性の向上 交通（鉄道）政策 政策課

53
消費者保護の充実と
消費者力の強化

54
誰もが気軽に相談でき
る窓口の推進

55
地球温暖化対策の推
進

① 自然環境を守る仕組みづくり 湧水・緑地保全 都市整備課

② 自然環境を育てる仕組みづくり

③ 自然環境をいかす仕組みづくり

④ 公有地（緑地）の整備

57 水環境の保全

② 市民や事業者による環境活動の推進

③ 動物の飼育管理の指導徹底

④ 騒音公害などへの対応

59
ごみ減量・リサイクル
推進

② 廃棄物の資源化の促進

① 廃棄物の適正な処理

②
老朽化した焼却施設の維持管理及び整備の
検討

61
市の特色を生かした地
域ブランドの推進 ③ 地域ブランドの浸透

56
湧水・緑地の保全と再
生

58 生活環境保全の推進

60
廃棄物の適正処理の
推進
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別紙１

施策
番号 施策名

取組
番号 取組内容 事業名 課所等

④ 農商工連携の推進 人件費以外予算を伴わない取組 産業支援課

① 中小企業の経営支援 中小企業資金融資 産業支援課

② 経営安定化につながる情報提供やサポート 商工団体活動支援 産業支援課

③ 地域貢献の推進 商工団体活動支援（重複） 産業支援課

④ 地域特性に応じた商業環境の整備 人件費以外の予算を伴わない取組 産業支援課

⑤ 商工会との連携強化 商工団体活動支援（重複） 産業支援課

① 新産業地区への誘致 人件費以外の予算を伴わない取組 産業支援課

② 関係機関との連携による新たな産業の創出 人件費以外の予算を伴わない取組 産業支援課

③ 新産業への経営支援 新産業創出育成支援 産業支援課

農地環境保全対策 産業支援課

都市農業支援 産業支援課

② 担い手への農用地の利用集積 人件費以外の予算を伴わない取組 産業支援課

③ 誰もが参加できる農業体験の実施 都市農業支援（重複） 産業支援課

④ ニーズに応じた市民農園の設置 市民農園管理運営 産業支援課

⑤ 地場農産物提供の支援 都市農業支援（重複） 産業支援課

① 関係機関との連携による情報提供 人件費以外の予算を伴わない取組 産業支援課

② 事業者への意識啓発 人件費以外の予算を伴わない取組 産業支援課

③ 就労意識の醸成や職業能力のスキルアップ 人件費以外の予算を伴わない取組 産業支援課

④ 技能・技術向上の推進 技能者表彰 産業支援課

勤労者住宅資金貸付 産業支援課

勤労福祉センター管理運営 産業支援課

勤労青少年ホーム管理運営 産業支援課

① 相談しやすい環境づくり 協働推進 市民活動推進課

② 協働に関する情報の共有 協働推進（重複） 市民活動推進課

③ 中間支援組織の育成 協働推進（重複） 市民活動推進課

④ 新たな協働システムの構築・推進 協働提案 市民活動推進課

① 市民参加の情報発信の充実 市民参加推進 政策課

② 市民参加の機会拡大 市民参加推進（重複） 政策課

① 国の機関などとの連携の強化 広域行政・連携 政策課

② 友好都市との交流の促進 地域間交流 総務人権課

③ 広域行政の推進 広域行政・連携（重複） 政策課

② 行政評価の制度の充実 総合振興計画進行管理（重複） 政策課

③ 優先度を明確にした施策・事業の実施 総合振興計画進行管理（重複） 政策課

① 簡素で効率的な組織づくり 人件費以外予算を伴わない取組 政策課

② 民間の積極的な活用 人件費以外予算を伴わない取組 政策課

戸籍住民基本台帳業務 戸籍住民課

住居表示維持管理 戸籍住民課

葬儀費用助成 戸籍住民課

土地区画整理事業に伴う住居表示整備 戸籍住民課

④ 多様な人材の確保 人件費以外予算を伴わない取組 職員課

⑤ 新たな行政改革の推進 人件費以外予算を伴わない取組 政策課

① 予算編成過程の公表 人件費以外予算を伴わない取組 財政課

② 中長期財政計画の策定 人件費以外予算を伴わない取組 財政課

賦課業務 課税課

④ 新地方公会計制度の利活用 人件費以外の予算を伴わない取組 財政課

⑤ 入札制度の改革 契約業務 財政課

① 職員能力の向上 職員研修 職員課

62 中小企業の育成支援

63
魅力ある新たな産業の
推進

64
都市農業の推進と担
い手の育成

① 農業の担い手の育成と支援

⑤ 勤労意欲の向上への支援

勤労福祉センター施設整備 産業支援課

66 協働型社会の構築

67 市民参加の推進

68
さまざまな連携による
まちづくりの推進

69 計画的な行政経営

① マネジメントシステムを徹底した行政経営 総合振興計画進行管理 政策課

③ 利用者の視点に立った窓口サービスの向上

収納業務 収納課

まちづくり基金積立 総務人権課

65 就労支援対策の推進

70
効果的・効率的な行政
サービスの提供

71 持続可能な財政運営 ③ 和光市健全な財政運営に関する条例の運用
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別紙１

施策
番号 施策名

取組
番号 取組内容 事業名 課所等

② 適正かつ効果的な人事制度の確立 人件費以外の予算を伴わない取組 職員課

職員福利厚生 職員課

職員健康管理 職員課

① 計画的な耐震改修の実施 人件費以外の予算を伴わない取組 資産戦略課

庁舎施設整備 総務人権課

公共施設保全業務 資産戦略課

広報活動推進 秘書広報課

掲示板管理 秘書広報課

市議会情報提供 議事課

シティプロモーション 秘書広報課

広報活動推進（重複） 秘書広報課

シティプロモーション（重複） 秘書広報課

① セキュリティの強化と情報技術への対応 ＯＡ化推進 情報推進課

ＯＡ化推進（重複） 情報推進課

① 情報公開制度の周知 情報公開及び個人情報保護制度運営 情報推進課

情報公開及び個人情報保護制度運営（重複） 情報推進課

文書管理 情報推進課

③ 個人情報の保護 情報公開及び個人情報保護制度運営（重複） 情報推進課

行政苦情等調整 市民活動推進課

市長への手紙 秘書広報課

行政苦情等調整（重複） 市民活動推進課

市長への手紙（重複） 秘書広報課

③ 公正・中立な機関による苦情の処理 行政苦情等調整（重複） 市民活動推進課

72
市民の期待に応える
職員の育成

③ 職員の心身の健康の維持増進

73
市有施設の適切な保
全 ② 適切な施設保全

広沢複合施設整備 資産戦略課

74
積極的な広報活動と情
報共有化の推進

① 各種媒体による情報提供

② 積極的な情報発信

75 電子市役所の推進
② システムの利便性の向上

住民情報電算システム 情報推進課

76
情報公開制度の利用
の推進

② 情報公開請求に対する決定の迅速化

77 広聴活動の推進

① 多様で積極的な意見収集

② 庁内連絡体制の強化
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