
１ 和光市総合振興計画基本構想における基本目標

 Ⅰ 快適で暮らしやすいまち      【 都  市  基  盤 】

 Ⅱ 自ら学び心豊かに創造性を育むまち 【教育・文化・交流】

 Ⅲ 健やかに暮らしみんなで支え合うまち【保健・福祉・医療】

 Ⅳ 安らぎと賑わいある美しいまち   【生活・環境・産業】

 Ⅴ 構想の推進に当たって       

２ 平成３０年度～平成３３年度の重点施策

 【良好な市街地の整備】

   施策１ 中心市街地にふさわしい駅北口周辺の整備

   施策２ 交通の利便性を生かした産業拠点の整備

 【安全で快適な道路環境の整備】

   施策６ 安全で快適な道路の整備（平成３１年度重点施策）

 【上・下水道サービス提供】

   施策１３ 雨水対策の推進（平成３１年度重点施策）

 【個性を伸ばし生きる力を育む教育】

   施策１５ 地域と連携した教育の推進

 【子どもが健やかに育つための環境づくり】

   施策３２ 多様な保育サービスの推進

 【高齢者の生きがいづくり】

   施策３６ 高齢者の生きがいと社会参加への支援

   施策３７ きめ細かな介護予防の推進

 【低所得者への支援】

   施策４１ 低所得者の生活の安定と自立への支援

 【防災・防犯に取り組むまちづくり】

   施策４８ 防災体制・消防支援体制の強化（平成３１年度重点施策）

 【つながりの強い地域づくり】

   施策５０ コミュニティづくりの推進

 【公共交通の利用促進】

   施策５２ 鉄道・バスの利便性の向上（平成３１年度重点施策）

 【ごみ減量・分別・リサイクルの促進】

   施策６０ 廃棄物の適正処理の推進

 【活力ある産業の振興】

 【市民・行政・企業などとの役割分担と協力】

   施策６６ 協働型社会の構築（平成３１年度重点施策）

 【行財政改革の徹底】

   施策７０ 効果的・効率的な行政サービスの提供

   施策７３ 市有施設の適切な保全

 【透明性を高めた地域経営】

   施策７４ 積極的な広報活動と情報共有化の推進（平成３１年度重点施策）

和 光 市 総 合 振 興 計 画 基 本 構 想 に 基 づ く

平 成 ３ 1 年 度 事 業 費 予 算

   施策６３ 魅力ある新たな産業の推進

※職員人件費及び公債費等の実施計画対象

外経費については計上していません。
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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
31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（駅北） ＜特別会計＞ 934,362

## 駅北口地区高度利用化推進 20,158

2 交通の利便性を生かした産業拠点の整備 ＜重点＞

# 和光北インター東部地区まちづくり推進 128,040

3 良好な景観形成の推進

# 景観形成推進 52

ⅱ
31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 81

## 長期未着手土地区画整理事業の見直し業務 5,119

## 越後山土地区画整理組合活動支援 316,000

## 白子三丁目中央土地区画整理組合活動支援 238,297

## 中央第二谷中土地区画整理組合活動支援 181,000

5 安心して暮らせるまちづくりの推進

## 建築業務 1,803

## 既存住宅耐震診断・改修助成 1,500

## 都市計画業務 2,848

ⅲ
31年度
予算額

施策の目的

6 安全で快適な道路の整備 ＜重点＞

## 道路管理 37,404

## 道路維持 70,784

## 道路補修 241,885

## 道路整備 271,518

## 水路管理・改修 5,332

## 駅南口広場維持管理 6,140

7 交通安全対策の推進

## 交通安全対策 21,446

## 駅南口自転車駐車場管理運営 52,238

## 放置自転車対策 18,794

## 交通安全施設整備 20,278

## 通学路安全対策 5,000

ⅳ
31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 89,594

## アーバンアクア公園整備 80,335

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

　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。 

　東京外かく環状道路、一般国道２５４号和光富士
見バイパスの優れた交通条件をいかし、和光北イン
ターチェンジ周辺に先端的な研究・開発施設及び
物流関連施設等の新たな産業拠点を整備します。

　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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ⅴ
31年度
予算額

施策の目的

11 安全な水の安定供給

浄水場施設改良 ＜水道事業＞ 245,340

給配水管整備 ＜水道事業＞ 273,130

水道料金徴収事務事業 ＜水道事業＞ 93,453

広報活動 ＜水道事業＞ 1,971

12 公共下水道利用の推進

# 下水道管理業務 ＜下水道事業＞ 359,391

# 下水道（汚水）維持管理 ＜下水道事業＞ 73,248

# 汚水整備 ＜下水道事業＞ 163,443

13 雨水対策の推進 ＜重点＞

# 下水道（雨水）維持管理 ＜下水道事業＞ 29,141

# 雨水整備 ＜下水道事業＞ 233,280

4,222,405

上・下水道サービスの提供

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
31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

## 教職員研究･研修 422

## 小・中学校研究推進 660

## 英語教育推進 34,624

## 学校衛生管理 13,358

## 教科書採択替えによる教師用教科書・指導書整備 331

## コンピュータ教育推進（小学校） 95,100

## 小学校図書教育推進 2,900

## 児童教育活動 77,287

## 児童衛生管理 18,398

## 教育扶助（小学校） 25,565

## コンピュータ教育推進（中学校） 41,567

## 中学校図書教育推進 1,350

## 生徒教育活動 21,440

## 生徒衛生管理 8,074

## 教育扶助（中学校） 24,514

15 地域と連携した教育の推進 ＜重点＞

## 地域連携推進 1,708

## 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 80,212

# 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 42,749

18 安全でおいしい学校給食の充実

## 学校給食業務 387,003

## 給食安全衛生管理 14,948

## 給食用備品整備 9,222

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 32

## 小学校管理運営 230,004

## 交通安全立哨指導員 28,363

## 小学校施設整備 49,057

## 中学校管理運営 65,978

## 中学校施設整備 1,650

21 幼児教育の機会の支援

# 幼稚園就園奨励費等運営 157,073

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。

　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。

　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。

-　4　-



ⅱ
31年度
予算額

施策の目的

22 生涯学習支援の推進

## 成人式 438

## 社会教育団体活動支援 520

## 生涯学習推進 8,077

## 中央公民館管理運営 25,728

## 中央公民館文化祭 325

## 中央公民館施設整備 1,023

## 南公民館管理運営 11,907

## 南公民館まつり 503

## 南公民館施設整備 828

## 坂下公民館管理運営 11,101

## 坂下公民館まつり 496

## 坂下公民館施設整備 1,794

## 図書館管理運営 59,902

## 図書館分館管理運営 28,012

## 図書整備 16,912

## 図書館分館図書整備 12,244

23 充実した生涯学習機会の提供

## 生涯学習講座 223

## 公民館共通運営 151

## 中央公民館講座開催 740

## 南公民館講座開催 715

## 坂下公民館講座開催 646

ⅲ
31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 3,675

# 青少年問題協議会運営 257

ⅳ
31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 776

## 文化財保護 7,674

## 新倉ふるさと民家園管理運営 8,129

## 午王山遺跡史跡整備 3,216

## 和光市史（仮称）編さん業務 191

## デジタルミュージアム運営 392

## 文化財調査 3,368

26 創造的な文化の振興

# 市民文化活動支援 300

# 文化振興 55

# 市民文化センター管理運営 207,920

# 市民文化センター施設整備 19,075

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

　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。

　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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ⅴ
31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

## 和光市総合体育館施設整備 9,900

## 体育施設管理運営 40,810

## 和光市総合体育館管理運営 86,712

28 スポーツ・レクリエーション活動の推進

## 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会推進 4,518

## スポーツ振興業務 3,499

## 体育団体活動支援 3,663

## 市民体育祭 1,650

ⅵ
31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 1,401

# 平和 60

# 人権教育推進 246

30 男女共同参画社会の実現

# 男女共同参画推進 361

# 第４次和光市行動計画男女共同参画わこうプラン策定 2,145

31 国際化の推進

# 国際交流推進 163

# 外国人生活支援 9

2,043,178

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

　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
31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＞

## 子ども・子育て支援システム再構築業務 22,300

## しらこ保育園管理運営 101,557

## 教育・保育給付費等支給管理 6,832

## みなみ保育園管理運営 167,121

## みなみ保育園施設整備 6,664

## 教育・保育給付費等支給 3,052,148

## 家庭保育室等助成 11,112

## 民間保育所等基盤整備 56,977

## 公設保育園事業運営 458,465

## 学童クラブ管理運営 336,117

33 安心で楽しい育児の推進

## 子ども・子育て支援計画推進 5,878

34 地域における健やかな子育ての実現

## 子ども個別支援 142,078

## 子育て活動支援 300

## 児童センター(館)管理運営 124,103

35 子育て家庭への経済的支援

## ひとり親家庭 173,356

## 乳幼児・子ども医療費助成 347,240

## 児童手当支給 1,257,355

ⅱ
31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 ＜重点＞

## 長寿・敬老支援 503

## 生きがい活動 6,770

## 在宅高齢者住宅支援 33,600

## 老人ホーム入所措置 832

## 新倉高齢者福祉センター管理運営 39,255

## 高齢者福祉センター管理運営 54,674

## 後期高齢者医療 552,469

## 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＞ 179

37 きめ細かな介護予防の推進 ＜重点＞

## 統合型地域包括支援センター運営 21,350

## 地域福祉分野計画（各種事業計画）策定 3,960

## 総合相談支援業務 8,848

## 医療・介護・子育て支援に係る人材確保 400

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。

　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。

　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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## 在宅生活支援 2,780

## 介護保険システム改修事業（健康保険医療課） ＜特別会計＞ 1,242

## 介護認定審査業務 ＜特別会計＞ 13,421

## 認定調査業務 ＜特別会計＞ 18,666

## 委託センター運営 ＜特別会計＞ 137,466

## 介護予防・生活支援サービス事業 ＜特別会計＞ 113,978

## 一般介護予防事業 ＜特別会計＞ 32,872

## 総合相談支援事業・権利擁護事業 ＜特別会計＞ 13,723

## 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 ＜特別会計＞ 340

## 認知症初期集中支援事業 ＜特別会計＞ 792

## 地域ケア会議事業 ＜特別会計＞ 967

## 生活支援体制整備事業 ＜特別会計＞ 9,600

## 在宅医療・介護連携推進事業 ＜特別会計＞ 2,539

## 日常生活圏域ネットワーク ＜特別会計＞ 13,754

## 低所得高齢者等住まい確保事業 ＜特別会計＞ 5,092

## 健康度調査 ＜特別会計＞ 4,840

## 健康増進・介護者リフレッシュ ＜特別会計＞ 4,303

## 地域介護予防 ＜特別会計＞ 280

## 介護予防強化サービス事業 ＜特別会計＞ 5,012

38 介護サービスの適正な提供

## 介護人材育成 149

## 介護保険指定事業者等管理システム 271

## 在宅介護支援 98,277

## 地域密着型サービス拠点等整備 28,600

## 福祉の里施設整備 9,216

## 福祉の里管理運営 88

## 介護保険運営協議会運営 ＜特別会計＞ 366

## 紙おむつ等支給 ＜特別会計＞ 39,436

## 地域送迎 ＜特別会計＞ 21,105

## 食の自立・栄養改善 ＜特別会計＞ 12,603

## 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＞ 1,372

## 介護給付費準備基金積立 ＜特別会計＞ 1

ⅲ
31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

## 福祉相談支援 6,505

## 避難行動要支援者支援対策業務 227

## 障害者福祉支援 23,244

## 在宅障害者支援 1,095,438

## 在宅障害者地域支援 22,412

## 障害者施設支援 26,083

## 障害者医療支援 183,737

## 障害者交流支援 89

## 和光市障害者計画・和光市障害福祉計画 64

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 5,040

## さつき苑改修工事 1,079

## 障害者相談支援 43,600

## 権利擁護センター（成年後見支援センター） 9,197

## 総合福祉会館管理運営 87,599

## 総合福祉会館施設整備 5,605

40 地域で支え合う福祉の推進

## 民生・児童委員活動支援 11,010

## 地域福祉団体活動支援 47,620

## 地域福祉計画 273

## 災害見舞金支給 300

ⅳ
31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 ＜重点＞

## 生活保護 1,554,821

## 生活困窮者自立促進支援 51,705

ⅴ
31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 119,867

# 予防接種 287,100

43 健康で元気になる食育の推進

# 健康管理推進 271

44 安心できる健康づくりの推進

# 成･老人保健 133,187

# 健康マイレージ 3,223

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 18,728

# 健康情報提供 308

# 骨髄移植ドナー助成 280

ⅵ
31年度
予算額

施策の目的

46 国民健康保険の適正な運営

## 国民健康保険趣旨普及活動 ＜特別会計＞ 780

## 賦課業務（国保） ＜特別会計＞ 3,587

## 徴収業務 ＜特別会計＞ 17,356

## 国民健康保険運営協議会運営 ＜特別会計＞ 292

## 保健衛生普及活動 ＜特別会計＞ 16,199

## 特定健康診査・特定保健指導 ＜特別会計＞ 87,690

47 国民年金の普及

# 国民年金業務 8,274

11,462,384

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
31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 831,352

## 消防団業務 38,494

## 消防用施設維持管理業務 10,436

## 防災体制業務 24,655

## 防災施設整備 27,632

## 首都圏総合防災訓練（和光市会場） 10,000

49 地域と連携した防犯対策の推進

# 防犯対策業務 5,917

ⅱ
31年度
予算額

施策の目的

50 コミュニティづくりの推進 ＜重点＞

## コミュニティ活動支援 14,592

## 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 63,843

# コミュニティ施設整備 162,230

ⅲ
31年度
予算額

施策の目的

52 鉄道・バスの利便性の向上 ＜重点＞

## 交通（鉄道）政策 21

## 外環蓋掛け上部（丸山台地区）利用 15

## 和光市駅舎施設整備支援 15,644

## 市内循環バス運行 47,045

ⅳ
31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 9,092

54 誰もが気軽に相談できる窓口の推進

# 市民相談 3,017

ⅴ
31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 1,240

## 地球温暖化対策の啓発 51

56 湧水・緑地の保全と再生

## 緑化普及啓発活動 747

## 緑化助成金 2,364

## 湧水・緑地保全 12,922

57 水環境の保全

## 水環境保全業務 2,115

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 161

## 害虫等駆除 1,085

## 猫去勢不妊助成・犬の登録等 541

## ポイ捨て・路上喫煙防止の啓発 1,894

## 公害対策業務 3,970

ⅵ
31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 471

## リサイクル団体活動推進費助成 3,631

## リサイクル展示場管理運営 829

60 廃棄物の適正処理の推進 ＜重点＞

## 清掃センター管理運営 16,299

## ごみ広域処理 18,950

## 焼却･粗大施設修繕整備 121,842

## 廃棄物収集運搬 317,205

## 焼却施設運転管理 291,488

## 廃棄物処理・資源化 173,035

## 不法投棄対策 2,130

## 朝霞地区一部事務組合負担金(し尿) 27,416

ⅶ
31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 219

## イメージキャラクターＰＲ推進 1,545

62 中小企業の育成支援

## 中小企業資金融資 9,968

## 商工団体活動支援 12,070

63 魅力ある新たな産業の推進 ＜重点＞

# 新産業創出育成支援 5,742

64 都市農業の推進と担い手の育成

## 農地環境保全対策 1,218

## 都市農業支援 3,820

## 市民農園管理運営 4,332

## 市民農園施設整備 1,076

65 就労支援対策の推進

## 勤労者住宅資金貸付 1

## 技能者表彰 78

## 勤労福祉センター管理運営 41,630

## 勤労福祉センター施設整備 1,911

## 勤労青少年ホーム管理運営 18,913

## 勤労青少年ホーム施設整備 495

2,372,889

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。

　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。
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Ⅴ構想の推進に当たって

（単位：千円）

ⅰ
31年度
予算額

施策の目的

66 協働型社会の構築 ＜重点＞

# 協働推進 2,785

# 協働提案 540

67 市民参加の推進

# 市民参加推進 254

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

# 地域間交流 8

ⅱ
31年度
予算額

施策の目的

69 計画的な行政経営

# 第五次総合振興計画策定 13,799

70 効果的・効率的な行政サービスの提供 ＜重点＞

## 戸籍住民基本台帳業務 63,850

## 葬儀費用助成 6,500

## 住居表示維持管理 109

71 持続可能な財政運営

## 契約業務 774

## 埼玉県電子入札共同システム更新 302

## 賦課業務 44,653

## 収納業務 90,444

## 財政調整基金積立 427

## 公共用地取得事業基金積立 5

## 公共施設整備基金積立 36

## まちづくり基金積立 9

72 市民の期待に応える職員の育成

# 職員福利厚生 4,004

# 職員健康管理 9,327

# 職員研修 876

73 市有施設の適切な保全 ＜重点＞

## 公共施設保全業務 2,039

## 公共施設マネジメント実行計画推進 5,185

## 庁舎施設整備 16,101

## 広沢複合施設整備 111,512

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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ⅲ
31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 ＜重点＞

## 市議会情報提供 11,237

## 広報活動推進 22,739

## 掲示板管理 391

## シティプロモーション 320

## 市制施行５０周年記念シティプロモーション 210

75 電子市役所の推進

## ＯＡ化推進 70,559

## 住民情報電算システム 110,652

76 情報公開制度の利用の推進

# 文書管理 1,697

# 情報公開及び個人情報保護制度運営 305

77 広聴活動の推進

# 行政苦情等調整 74

591,741

20,692,597

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。
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