
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１６年１２月 

和光市企画部政策課 

資料－３ 

基礎情報シート 

（第１回ＷＳ資料３） 
 

に対する質問・意見集計結果 
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Ⅰ　全体に対する質問・意見
質問・疑問点・意見

他計画との整合性はどうするのか？(児童・高齢者・障害者・地域福祉・保健など
のプラン)
Ⅰ～Ⅴまで分かれているが、全体として『こういう街にしたい！』という、市独自
のものがない。
全事務事業について内部評価でなく、外部評価にすべきでは。必要・不必要の事業
をはっきりさせること。
後期計画作成後の進渉管理システム。議論して作って、実行してFollowして、結果
を見とどける。
団体とのヒアリングを実施した方がよいのではないか。(障害者・高齢者・自治会
など)
一方的な要望ばかりと受け入れすぎないか。応え方によっては解決策があると思
う。このような機会に行政側も毅然とした態度で。
見直しとはどういう意味か
左サイドは行政の評価で理由が見えず抽象的。右サイドは集計方法が分からない上
に、本当に具体的すぎて論点にならない。

追加資料につい 施策構成事業のH13年度・H14年度・H15年度の実績を各事業ごとに出してください
資料として最新の実施計画を配布して下さい。
個々の施策事業の内容についての説明が必要ではないか
事務事業評価に対する説明がないと理解しづらいので、これをツールとして情報の
共有を進めてほしい。
前期計画について。具体的にどれだけの施策が実施され、成果が上がったのかを知
る資料が必要だと思う。

財政的な問題 この内容の全てを、市役所だけで実施できるのか？
各事業を拡充するのに必要とされる資金量
お金をどれくらい使っているのか示すべき
最小限、これだけは絶対やらなければならない基本構想と課題と、その裏付け(お
金)・組織体は？
見出しに使われている言葉は、定義されているのですか？
拡充という言葉が当てはまる項目と、そうでないものがある。進捗状況という言葉
にならないか。
拡充について。進行状況が具体的であってほしい。
『拡充』とは、具体的にどのようなことか？事業費を増やして進めると理解してよ
いのか。
今後の方向性は、変えられるのか？
拡充と現状維持についての考え方について。現状維持の場合は、良い意見があって
も取り上げられないのか？
成果指標。目標値の出し方、現状値と目標値の関係について。
満足度は予算の投入、1～より上がっていくものだが、満足度だけを成果にすると
問題である。
目標値はどのように設定したのか？ターゲット年は2010年度末ということなのか？
各年度目標は？

市民意識調査に
ついて

アンケート結果の表示の仕方「わからない/未記入」をまとめた訳は？（どちら
も、それなりの意思表示では？）
今後の必要性についても分析した方が良いのでは？
住民の地域性が、意識の違いになると思われるが、地域ごとの分析は行わないの
か。
アンケートの分析が不満。
アンケートを送付の際、行政として現在取り組んでいる内容は同封したのか？
回収率は？アンケート項目は施策構成事業毎に聞いたのですか？

※網掛けのある質問については、資料２「第１回市民WS【報告】８ページにて回答を示しています。

基本計画につい
て

資料全体につい
て

掲載している成
果指標を選んだ
理由は？

今後の方向性の
基準について

今後の進め方に
ついて

今後の評価方法
について
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Ⅱ　各節に対する質問
章 節 質問・疑問点 回答

1.市街地整備 現況の中で『市全体が緑によって有機
的に調和したい』との表現はよく分か
りません。イメージがわかない。有機
的とは？

点在する市内の緑を線として結びつけ、連続
する緑がまち全体を流れるようなイメージで
す。

北口『中丸隧道』『竹の下トンネル』
など、落書きが目立つが、現時点では
どう対処しているのか

現在、隧道の管理区分について関係機関と協
議中です。

2.道路・公共交通 道路に対するアンケート。駅北側、南
側で大きく違う現状がある。アンケー
トの結果も分けるべきでは？

地域別に集計しましたので、市民意識調査結
果を参照してください。

和光市は東京に隣接しているが、交通
の便は悪い。市として政策の具体的な
ものを知りたい。

市全般的には悪いとは考えておりません。鉄
道では東武東上線・地下鉄有楽町線が、道路
では外かん道と国道２５４号線が縦横に通っ
ています。市内循環バスについては運行経路
などの見直しを行っております。

3.上・下水道 下水道について。地震などで下水管が
壊れた時など、どのように復旧させる
のか、施策はありますか？

壊滅的な打撃を受けた場合、復旧について
は、調査の上、布設替えすることになりま
す。また、耐震対策として、可とう性継手を
現在使用しています。

4.公園・緑地 どのような公園がいくつあって、どこ
にあるのか。設置・整備中・計画の数

公園数４６、整備中２、計画１
場所など詳しくは市のホームページを参照し
てください。

緑地推進事業について。今後の方向性
として現状維持との事。それは、基本
構想の緑地推進の構想と合わないので
は？

この「現状維持」は、事務事業評価表の総合
評価から抜粋してきたものです。この評価表
上の「現状維持」の意味は、「市として事務
事業を実施する必要はあり、事業内容、実施
方法ともに適切な場合」であり、未来を見据
えた評価ではなく、この評価表を作成した時
点の状態を表しています。これは、緑化率な
どが現状のままでよいということではなく、
これまでどおり、「総合振興計画」を頂点と
して、「和光市緑の基本計画」及び「和光市
環境基本計画」などに基づき、今後も積極的
に適切な事務事業を推進していく方針に違い
はありません。

5.住環境・住宅 今後の方向性で全て、現状維持は？何
か拡充があるのでは？

主にソフト施策から構成されているため、現
状維持となっています。

Ⅰ
　
都
市
基
盤
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Ⅱ　各節に対する質問
章 節 質問・疑問点 回答

1.学校教育 北口に中学校が１校も無いのはなぜで
しょう？

和光市が白子村、上新倉村、下新倉村にまだ
分かれていた頃、明治７年に白子小学校と新
倉小学校が開校しました。昭和２２年に大和
中学校がほぼ大和町（和光市）の中央の位置
に開校しました。その後、昭和３５年に第三
小が開校、団地の開発などで南側の児童生徒
数が急増し、昭和４０年に第四小開校。それ
に伴い、昭和４２年に第二中学校が開校。一
方、北側の一部で昭和４５年に市街化調整区
域が決定しました。それに対し南側では昭和
４５年第五小開校、第四小と第五小の児童の
増加に伴い、広沢小の開校が昭和５０年。そ
して、昭和５１年には第三中学校の開校が続
きました。その後、新倉小学校の児童の増加
に伴い、昭和５１年に北原小が開校。昭和５
８年に第三小の児童の増加により、本町小学
校が開校して現在に至っています。このよう
な経緯の中、和光市の南側の児童生徒数の急
増が主な要因であると考えています。

アンケートの質問事項は、『学校教育
が充実している』との設問だったの
か？(詳細があっての設問なら良いと思
うが、大雑把過ぎると思うため)

質問事項については、市民意識調査結果を参
照してください。

児童数増加に伴う、対策として現在何
を考えているのか

和光市は人口が今後も増加する見込みである
ので、市民の方のご協力のもと、平成１７年
度４月からの既設の学校間での学区変更を実
施します。今後、都市基盤整備の推進により
和光市の北側も人口が増加する見込みであ
り、小・中学校を新設することも視野に入れ
検討していきます。

2.生涯学習 各種イベントなどのお知らせは、和光
市内の企業などにPRしていますか？

本田技研と連携しての講座はありますが、特
に企業向けのＰＲはしていません。

公共施設で実施されたイベント・講座
の年間総数は？(他市との比較があると
なお良いです)

イベント・講座数は73で、年間395回実施し
ています。お隣の朝霞市では、講座数が52
で、年間286回実施しています。ただし、市
主催の公民館で行われたものに限らせていた
だきました。

3.文化・歴史
4.スポーツ
5.交流 国際交流の方向性は見直しだが、目標

値100に対する現状値は90。見直しの内
容は？

市民海外派遣事業の実施回数(毎年⇒隔年）
を見直し、身近な国際化を積極的に行うこと
です。

Ⅱ
　
教
育
・
文
化
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Ⅱ　各節に対する質問
章 節 質問・疑問点 回答

1.児童福祉 学童保育の事業が無いようですがどう
なのでしょうか。

事業は実施しており、評価も行っています
が、体系の整理上このシートに載せきれませ
んでした。

次世代育成計画にのせられる予定の(前
のすこやかプランにもあった)子ども条
例やオンブズマン施策には取り組まな
いのか。

現在策定中の次世代育成支援地域行動計画の
中で、子どもの権利条例（児童の権利に関す
る条例）に則り、子どもの 善の利益を図
り、身近な地域において子どもの権利を保障
する「子ども権利条例」の制定を検討しま
す。

2.高齢者福祉 高齢者福祉として、健康な(疾病をもっ
ていない)高齢者対象の施策が具体的に
知りたい。

老人福祉センター運営、健康度調査、筋力ト
レーニング・健康増進などがあります。

今後市として高齢者が住みやすい住宅
計画はあるのか。

要介護状態にない高齢者に対し、管理人が声
かけ等の安全確認を行う高齢者支援住宅の提
供及び家賃補助を行っています。

3.障害者福祉 ノーマライゼーション・バリアフリー
は、障害者だけでなく、高齢者・子供
も入るのでは。

生活上の様々なバリア（障害）を取り除き、
障害者に限らず、あらゆる人がお互いを尊重
し、ともに生きる社会を目指すものです。

増え続ける障害者ニーズ、施策につい
て財源確保はどうするのか？

改革のグランドデザイン、障害福祉サービス
法（仮称）等を見据え、ケアマネジメント手
法の導入等により適性・必要なサービスを提
供していきます。

障害者が増加しているとの事ですが、
出来れば数字を教えてほしい。

平成１５年４月１日現在で、身体障害者手帳
所持者1,127人、療育手帳所持者（知的障
害）177人、精神障害者保健福祉手帳所持者
70人でいずれも年々増加しています。

障害者にもやさしいまちづくりという
ことで、福祉マップづくりに参加し、
和光市内18区域に分かれてチェックし
ました。それはどう活かされているの
でしょうか？

公園整備や歩道段差解消等の道路整備など、
誰にでもやさしいまちづくりを行っていま
す。また、第二次和光市障害者計画（チャレ
ンジドプラン）の取り組み目標施策として、
福祉マップの作成を位置付けています。

民生・児童委員活動が見直しとは、ど
ういうことですか。

地域福祉を進める上で、社会福祉協議会等と
の連携を推進していくことです。

大網の中にある『ノーマライゼーショ
ンを実践出来る様な仕組み』につい
て、イメージがつかめません。日本語
で表現できないのでしょうか？

『障害者や高齢者に関わらず、あらゆる人が
ともに住み、生活できる社会を築いていくた
めのしくみ』

4.保健・医療
5.社会保障
1.環境
2.衛生管理 環境管理になぜゴミしかないのか？ タイトルの誤りです。衛生管理に訂正しま

す。
3.安全 市指定の各避難所の鍵の管理体制につ

いて
収容避難場所１２カ所（小・中学校及び和光
高校）は各校及び市役所で、一時避難場所１
１カ所（公共施設）は各施設の職員及び所管
課が管理しています。

4.地域社会 公民館利用者数152,164人とはどういう
ことか？(7万市民なのに？)

年間の延べ人数です。

5.消費生活
1.商業 商店街や駅前などで、建ててはいけな

いお店等の規制は、和光市独自で設け
ていますか？

特に定めはありません。

2.工業 工業の成果指標に、なぜ卸売・小売業
の年間商品販売額(商業)なのか？

体系が実際の事業と完全にマッチしておら
ず、広義の分類になっています。

3.農業
4.勤労者

Ⅴ
　
産
業

Ⅲ
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市
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Ⅱ　各節に対する質問
章 節 質問・疑問点 回答

1.市民と行政の
協働

ボランティアグループが実際に市内
に、どれくらいの活動をされている
か。

和光市ボランティアセンターに登録している
ボランティア団体は、現在、２２団体あり、
活動内容は、福祉関係が多くなっています。

2.行政の自立 あらゆる証明書等の交付時間の目標は
何分と考えているのでしょうか？

証明発行までの目標時間は９分としていま
す。

3.合理的財政運 財政の基礎データがほしい 財政推計について検討中です。
殆んど拡充と現状維持ばかりだが、財
政が持つのか

多額の経費を要する事業については、予算編
成の段階で調整しています。

事業をやる上で財政状況が大切。5年先
までの財政シミュレーションの資料が
必要

財政推計について検討中です。

市の財政の健全化の計画はあると思う
が、どうなっているのか？

財政再建団体ではないので健全化計画はあり
ませんが、予算編成時に歳入の確保と歳出の
抑制とともに、予算の重点的かつ効果的な配
分に努めています。

4.広域連携 合併問題否決の結果の表現が良く分か
らないが、どうなのか？

和光市民が４市合併を非とし、単独市政を選
んだ状況を踏まえ、今後は、４市がお互いの
独自性や主体性を尊重しながら広域的な共通
課題の解決に努めることとなります。

構
想
推
進
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Ⅲ　各節に対する意見

章 節 意見(新たな課題や施策の方向性) 意見分類
1.市街地整備 雨水整備率の目標値があまりにも低い(集中豪雨などの都市型災害への

認識が甘い)
新たな課題

和光市駅前が賑やかになったという事は良い事だが、飲食関係のお店ば
かりが乱立している。子供を取り巻く環境は良くなるどころか悪くなる
一方ではないか？

新たな課題

基盤整備拡大について。成果指標(案)に基づいて実施されるのか、具体
的に良い方法を検討したい。

施策・事業

今後の方向性をみると拡充が多い。北口整備など、一番問題があるとこ
ろに予算を集中してやるのはいかが？(全部をちょっとではなく、１つ
ずつ潰していく)

施策・事業

市民参画のまちづくり制度『地区計画』の活用及び啓蒙 施策・事業
土地区画整理区域外の都市計画道路のビジョン策定 施策・事業
南口駅前ロータリー。横断歩道を渡らない人が多い。(りそな銀行の通
り)歩道橋などをつけたらどうか。

施策・事業

2.道路・公共交通 北口の道路が整備されていない。特に駅前歩道が狭く危ない。しっかり
整備をしてほしい。

施策・事業

和光市内の道路は、狭い道路が多いので、少しずつでも市民の協力を得
て広げたらいいと思う。

施策・事業

駅前放置自転車の活用について考えたい 施策・事業
自転車道の確立 施策・事業
市民がどの地区にいても、循環バスなど使えるように。 施策・事業
市民が乗降を希望する路線の循環バスを運行してほしい。 施策・事業
車歩道の分離 施策・事業
駅前通りは自転車と歩行者が通行し、危険。広げてほしい。 施策・事業
バス路線として、西武線へ通じる路線を検討するといいのでは。 施策・事業
雨が降ると水溜りがひどくて歩けない道路や歩道橋があるので直してほ
しい。

施策・事業

3.上・下水道
4.公園・緑地 満足度48.3％とは思えない。緑地はなくなっている。 新たな課題

和光市の景観保持について。市で条例を作って、例えば駅前のパチンコ
屋をなくせないか。

施策・事業

5.住環境・住宅 斜面林・屋敷林・畑を活かしたまちづくり、住宅開発とはなっていな
い。乱開発に近いと思う。

新たな課題

大型マンションの建設についての規制。先住民の意志に関わらず、建設
されている。景観上にも問題あり。

新たな課題

1.学校教育 学校教育の今後の方向性は、法改正などに配慮していない。(地区と一
体となった学校づくりなど)

新たな課題

教育委員会運営に対し、委員の自覚不足の点が伺える。現状維持とは認
識がなさ過ぎる(いま教育界は大きな転換期を向かえているのに)

新たな課題

安全な通学路づくり 施策・事業
学校建設について。第３次振興計画について述べられていないが、北側
下新倉地区に新設校が必要

施策・事業

2.生涯学習 生涯学習の場である、公民館職員の専門性について。何をすべきか分か
らないまま異動してくるような気がします。

新たな課題

文化財に対する意識が低い。和光の貴重な文化財を市民に伝え、高く評
価することが必要。

施策・事業

公民館活動は、地域社会にもっと活かす仕組みが必要。 施策・事業
生涯学習での、心のバリアフリー(障害者など)の推進。 施策・事業

3.文化・歴史 新しい和光市民や子供たちに、和光市の歴史や文化を伝える事が必要
『地域の活動』

施策・事業

全世代の連携ができる施策が必要(幼児・学校・青年等、関係外の所に
無関心すぎる)

施策・事業

4.スポーツ 樹林公園内に建設予定の体育館は、本当に必要なのか疑問です。 新たな課題
5.交流

Ⅰ
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Ⅲ　各節に対する意見
1.児童福祉 子育てモデル市町村として『こども総合課』を創設し、縦割り行政の障

害をも打破する。
施策・事業

2.高齢者福祉 高齢者が安心して過ごせるまちづくりをしたい 新たな課題
3.障害者福祉 障害者施策については、拡充するだけでなく、事業のスクラップ＆ビル

ド『障害者も自分で出来ることは自分で』のシステム化などをして財源
見直しをするべき。

施策・事業

障害者に対する意識で『どちらでもない』『わからない』が多いのは、
知らないからに他ならない。障害者対象でない集まりに、障害者が参加
できる仕掛けが必要。

施策・事業

障害者施策にケアマネジメント理論を導入し、サービス提供の適正化を
図り、なぁなぁの関係を改めるべき。

施策・事業

増え続ける障害者ニーズ、施策を適正に実現させるため、市の担当職員
の体制を見直してほしい。

施策・事業

4.保健・医療
5.社会保障
1.環境
2.衛生管理 全体的に満足度が低いが、環境管理について著しく高いと思う。
3.安全 防犯・防災の項目立てが必要では？ 新たな課題
4.地域社会 理化学研究所に住む方を始めとする、外国人の方と交流できる機会が増

えると良い。
施策・事業

コミュニティセンターのハードだけでなくソフト面が必要。 施策・事業
5.消費生活
1.商業 歩いて楽しい商店街の活性化・魅力あるまちづくり 新たな課題

駅前通りのきれいな景観や、活気ある楽しい商店街になってほしい(未
だなっていない)

新たな課題

2.工業
3.農業 農業の推進支援については、市内農家の必要性を明確にすべき。 新たな課題
4.勤労者 中途失明者が点字やパソコンを学ぶ場が必要。そこから社会参加が図れ

るのではないか。
施策・事業

1.市民と行政の
協働

情報公開・個人情報保護条例を制定して、かなり経過しています。市民
参加条例も制定されたことですので、もっと市民参加条例を重点的に触
れてはと思います。

新たな課題

2.行政の自立
3.合理的財政運
4.広域連携 一部事務組合の中部が見えず、このままではいけないのではないです

か。
新たな課題

Ⅴ
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