
第三次和光市総合振興計画審議会第４回会議次第 
 

                                平成１７年１０月２０日(木) 

                                午後１時３０分から 

                                ５０２会議室 

 
１ 重点目標５について 
  （優先順位・コメント・フリートークにより審議会としての優先順位を決定） 

 
 
２ 計画案全体に対する意見について 
 
 
３ その他 
 ・成果指標について 
 ・パブリックコメントの回答について 
 ・今後の財政計画について 
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成果指標について 

指標の説明において（1 年間）と記載がある場合は、最新の 1 年間のデータ（通常で

あれば平成 16 年度のデータ）と 5 年前の 1 年間のデータ（平成 11 年度のデータ）で

す。また、指標の説明において（1 地点）と記載がある場合は、最新のある地点でのデ

ータ（例えば平成 17 年３月のデータ）と 5 年前の同じ地点でのデータ（平成 12 年３

月のデータ）です。 

 

１．安心・安全なまち 

指標名 
単
位 

5 年前値 現状値 
目標値 
(2010) 

指標の説明 

【意識調査】生活の安全が守ら

れていると感じる市民の割合 
（政策課） 

％ － 31.9 

 平成 16 年度和光市民意識調査にて

「地域での安全が確保されている」に

「満足」・「まあ満足」と回答した人の

合計値 
市内の犯罪発生件数（くらし

安全課） 件 1,609 1,803 1,500 市内における刑法犯発生件数（1 年間）

歩行者の交通事故発生件数（道

路安全課） 件 43 48 
 市内における交通事故のうち、歩行者

の関連している件数（1 年間） 

消費者相談件数（地域振興課） 件 282 943 1,100 市で行っている消費者相談で受け付

けた相談件数（1 年間） 
防犯・防災などの啓発事業に

参加した市民の数（くらし安

全課 
人 3,550 2,107 5,000 

防犯・防災など市民の安全確保を目的

とした講演会等の啓発事業に参加し

た市民の数（1 年間） 

自主防災組織の組織率（くら

し安全課） ％ 36.8 51.2 80.0 
市に届出を行っている自主防災組織

に加入している世帯／全世帯数の割

合（１地点） 

小中学校の耐震化率（教育総

務課） ％ 9.0 
(H12.4) 

44.2 
(H17.4) 100 

耐震化がなされている公立小中学校

の数／市内の小中学校数（1 地点）※

体育館を含む 
 
２．安心して子どもを育てられるまち 

指標名 
単
位 

5 年前値 現状値 
目標値
(2010)

指標の説明 

【意識調査】子育てしやすいと

感じる市民の割合（政策課） ％ － 22.7 

 平成 16 年度和光市民意識調査にて

「子育て環境が整っている」に「満

足」・「まあ満足」と回答した人の合計

値 
【意識調査】安心して子ども

を学校に通わせることができ

ると感じる市民の割合（こど

も福祉課） 

％ － 42.9 60 
現時点で類似する意識調査等があれ

ばその数値を使用。なければ今後意識

調査の設問に設定する。 

【意識調査】育児について困

ったとき、相談できる場が充

実していると感じる市民の割

合（こども福祉課） 

％ － 33.3 60 
現時点で類似する意識調査等があれ

ばその数値を使用。なければ今後意識

調査の設問に設定する。 

子どもへの虐待・育児放棄件

数（こども福祉課） 件 10 12 8 家庭児童相談室に寄せられた子ども

への虐待・育児放棄の件数（1 年間）

出生数（戸籍住民課） 人 858 844 
 

出生数（1 年間） 

市民による子育てサークルや

活動団体の数（こども福祉課） 数 － 24 30 市で把握している市民による子育て

サークルや活動団体の数（1 地点） 
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ファミリーサポートセンター

に登録している市民の数（こ

ども福祉課） 
人 46 

(H14.4) 
71 

(H17.4) 120 
ファミリーサポートセンターに登録

（協力会員）している市民の数（1 地

点） 

保育園の待機児童数（こども

福祉課） 人 73 177 0 保育園の待機児童数（1 地点） 

 
３．地域の資源を育てるまち 

指標名 
単
位 

5 年前値 現状値 
目標値 
(2010) 

指標の説明 

【意識調査】和光市に愛着があ

ると感じる市民の割合（政策

課） 
％ － 15.9 

 平成 16 年度和光市民意識調査にて

「今後も和光市に住み続けたい」と回

答した人のうち、「住み慣れていて愛

着がある」からと回答した人の割合 

【意識調査】和光市の自然環

境に親しみが持てると感じ

る市民の割合（環境課） 
％ － － 

 現時点で類似する意識調査等があれ

ばその数値を使用。なければ今後意識

調査の設問に設定する。（環境基本計

画アンケート調査） 
【意識調査】市内の国の機関

や企業に親しみが持てると

感じる市民の割合（政策課） 
％ － － 

 現時点で類似する意識調査等があれ

ばその数値を使用。なければ今後意識

調査の設問に設定する。 

環境活動団体の数（環境課） 数 12 12 18 市で把握している市民による環境に

関連した活動団体の数（1 地点） 
市民文化センター自主事業

への参加者数（文化センタ

ー） 
人 28,710 36,460 39,000 市民文化センターの主催した自主事

業に参加した市民の数（1 年間） 

芸術文化団体の数（生涯学習

課） 数 21 21 21 
市で把握している市民による芸術・文

化に関連した活動団体の数（文化団体

連合会の数）（1 地点） 
 
 
４．交流を通して生きがいを感じられるまち 

指標名 
単
位 

5 年前値 現状値 
目標値 
(2010) 

指標の説明 

【意識調査】近所の人と挨拶を

交わしたり、話をする市民の割

合（社会福祉課） 
％ － 40.0 

(H16.5) 

 現時点で類似する意識調査等があれ

ばその数値を使用。なければ今後意識

調査の設問に設定する。（和光市の福

祉を充実するためのアンケート調査）

【意識調査】地域活動やボラ

ンティア、NPO で労力を提

供する側として活動したい

と考える市民の割合（社会福

祉課） 

％ － 46.7 
(H16.5) 

 
現時点で類似する意識調査等があれ

ばその数値を使用。なければ今後意識

調査の設問に設定する。（和光市の福

祉を充実するためのアンケート調査）

【意識調査】高齢者や障害者

など困っている人に対して

行った活動の割合（社会福祉

課） 

％ － 42.2 
(H16.5) 

 現時点で類似する意識調査等があれ

ばその数値を使用。なければ今後意識

調査の設問に設定する。（和光市の福

祉を充実するためのアンケート調査）

総合福祉会館まつりに参加

した市民の数（総合福祉会

館） 
人 － 1,773 

(H16.8) 

 
総合福祉会館まつりなどに参加した

市民の合計数（1 地点） 

ふれあいサロンに参加した

市民の数（社会福祉協議会） 人 － 625 1,000 ふれあいサロンに参加した市民の合

計数（1 年間） 
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５．市民が主体的にかかわるまち 

指標名 
単
位 

5 年前値 現状値 
目標値 
(2010) 

指標の説明 

【意識調査】市民と市との協働

が進んでいると感じる市民の

割合（政策課） 
％ － 10.4 

 平成 16 年度和光市民意識調査にて

「市民と行政の協働が充実している」

に「満足」・「まあ満足」と回答した人

の合計値 

【意識調査】地域活動に参加

している市民の割合（政策

課） 
％ － 49.5 

 平成 16 年度和光市民意識調査にて

「これまでに市民活動・地域活動に参

加したことがある」と回答した人の割

合 

ＮＰＯ法人数（地域振興課） 数 － 7 
(H17.9) 15 

和光市内に事務所を有する、埼玉県認

証および内閣府認証のNPO法人数（1
地点） 

各種ワークショップに参加

した市民の数（市民まちづく

り推進課） 
人 － 516 

 
市が開催した各種ワークショップに

参加した市民の数（1 年間） 
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番号 分野
意見
数

意見の概要 市の回答

1 全体 1

検討委員会や策定委員会の開催方法や審議会の半数を公募委員としなかっ
たなど、従来どおりの行政側の視点で作成されている。本当に住民の視点
をベースにした策定を要望するとともに、ＷＳの提言を最大限取り入れた
計画作りを行ってほしい。

今回はＷＳの提言をもとに重点目標の設定を行うなど、住民の視点
をベースに計画を策定してきました。今後、審議会やこのパブリッ
クコメントの意見をさらに反映するつもりです。

2 全体 1
「計画書」づくりで満足して終わることのないよう、市民の目に見える形
に実現、実行されることを希望する。

今後行政評価の仕組みについても検討を行い、計画の実現を目指し
ます。

3 全体 1
取り組み状況を常に把握し、効率的に成果をあげるようリーダーシップを
発揮し計画を推進・実現するよう総合管理担当部門の充実、強化を強く要
望する。

今後行政評価の仕組みについても検討を行い、計画の実現を目指し
ます。

4 全体 1
前期の各年度毎の重点施策の実施状況、取り組み年度を検証し、明記し、
評価して更に後期においては、更なる成果の向上を目指して、取り組む内
容にするよう、全般的見直しが必要と考える。

事務事業評価により個別事業については検証済み。今後さらに精度
の向上を目指します。

5 全体 1

総合振興計画が行政の首脳部、市民に周知・浸透しておらず、軽視されて
いると感じる。今回の計画策定を機会に実現に向かって、市民参加のも
と、協働してまちづくりを実践していくことを声高に一般市民に対して、
首長及び首脳部が率先して呼びかけることを要望する。

計画の策定後、地域説明会の開催を予定しており、周知に努めてい
きます。

6 全体 1

「総合振興計画」のパブリックコメント募集に際して一般市民に対する説
明会は予定されなかった。原則３公民館での説明会は計画すべきではない
か。重要な計画であればあるほど、説明会は必要であり、今後実施してい
ただくよう要望する。

計画の策定後、地域説明会の開催を予定しており、周知に努めてい
きます。

7 全体 1
義務的に行わなければならない事業の財源を明確にし、事業課には、全体
の収支の中で、必要な事業を選択させるべきである。また、5年間のスパ
ンで財政計画を示してほしい。

事業の選択については、実施計画にて行っていきます。ベースとな
る財政計画は基本計画においても示す予定です。

8 全体 1
多額の費用を要する施設の更新など（学校の新設、増築、ゴミ処理施設の
更新など）には、前もって基金を積み立てるべき。

ご意見を尊重し今後も財政の健全性を図りながら必要な施設を整備
していきます。

9 1 1
これまでのスタイルから脱却して縦割り組織ではカバーできない重点目標
を定め、成果指標を示すことによって事業の進行管理を行う試みは評価で
きる。

ご意見を尊重していきます。

10 1 2
庁内のみの評価ではなく、第三者の評価にも耐えうる評価基準の策定を希
望する。また、横断的な管理体制を確立し、月例、4半期毎に進捗状況を
整理し、市民に公表すべき。

成果指標については検討中であり、今後行政評価の仕組みとあわせ
て、進捗状況の公表について検討していきます。

11 1 2
各項目の「取り組み年度」について、内容を明確にし、誰が、何を、いつ
までに、どうするか、検討し、詳細スケジュールを示してほしい。

ご意見を尊重していきます。

■和光市後期基本計画（案）に対するパブリックコメント

1
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番号 分野
意見
数

意見の概要 市の回答

12 1 1
近年、グローバル化の流れが日常的なこととなっていることから、重点目
標に「国際化・グローバル化の流れに対応したまち」を追加し６つの重点
目標とするべき。

重点目標はＷＳにおける意見や市民意識調査の結果をもとに検討し
ており、国際化に関しては分野別計画にて位置づけていきます。

13 1 2

緑地や農地の減少、マンションの乱立など和光市の環境は悪化している。
市が市民と共に作り上げた環境基本計画、実行計画が出来上がり、これか
ら実践段階であることから、「望ましい環境の保全・再生への取り組みを
積極的に実践する」旨を重点目標として盛り込むべき。

現存する環境の保全等については、重点目標１にてその内容を包括
しています。

14 1 1

地球の資源を大切にし、環境を維持するためにもゴミ問題は避けられな
い。和光市では、焼却炉の更新時期を迎え、リユースとリサイクルによる
ゴミ減量と適正処理、費用負担のあり方など、ゴミ関連の事業は、多額の
税金を使っており、「循環型社会の形成」も重点目標に入れるべき。

重点目標はＷＳにおける意見や市民意識調査の結果をもとに検討し
ており、循環型社会に関しては分野別計画にて位置づけていきま
す。

15 1-1 1
市北側にはラクガキの道がいくつもあり、放置しておくことは、安心のま
ちとは言い難い。ラクガキにふれて欲しい。

個別の施策については、実施計画や分野別計画の策定、施策の実施
に際して検討します。

16 1-1 2
全市内地域について、各主体が合同で危険家屋、危険地域についてマップ
を作成し、補助金の制度で補修する等、具体的な対策、実施期間を明示す
るべき。

個別の施策については、実施計画や分野別計画の策定、施策の実施
に際して検討します。

17 1-1 1
公園のトイレの見直し及び目線の効く植栽の検討を全公園に実施するべ
き。

①にて盛り込み済みです。

18 1-1 1
市民、警察、消防、警備会社等の協議会を立ち上げ、定例的に連絡会を開
催し、常時連絡体制を確立するなど防犯体制の充実も記載すべき。

⑤にて盛り込み済みです。

19 1-1 1
成果指標に、防災訓練の実施状況、防犯・防災パトロールの実施状況を追
加すべき。

成果指標については検討中ですが、ご意見を尊重してまいります。

20 1-1 1
白子地区の急傾斜地は大地震時に崩壊の発生する危険が高く、また、地下
水の湧水地であることから災害時における「飲料水」の確保に有効とな
る。そのため、自然の湧水活用に取り組む施策を取り入れてほしい。

①にて盛り込み済みです。

21 1-2 1
「地域と連携した学校運営の推進」で通学路の安全、清潔、美観について
ふれていない。朝夕に通る道は、情操面を豊かにする為にとても大切で、
保護者たちが一緒に歩いてみて問題点を改善する必要がある。

学校における個別の施策については、2章Ⅱで盛り込み済みです。

22 1-2 1
若者のマナーが悪化していることから、市民に求められる項目の「各家庭
における子育て」を「各家庭における躾と子育て」とするべき。

適切な表現方法について検討します。

2
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番号 分野
意見
数

意見の概要 市の回答

23 1-2 1
保育園と幼稚園の一体化の促進の方針を明確にし、実施計画を明示してほ
しい。

適切な表現方法について検討します。

24 1-2 1
学校評議員制度、地域運営協議会等に積極的に取り組み、取り組み時期な
ども明示してほしい。また教育委員会の積極的な取り組みを啓発してほし
い。

すでに行われており、今後充実を図っていきます。

25 1-2 1
各地域の子育て支援センターと総合児童センターの関連の明確化、集中支
援か分散支援か今から検討、研究しておく必要がある。

各施設の具体的な役割分担については、今後実施計画や分野別計画
の策定、施策の実施に際して検討していきます。

26 1-2 1

和光市次世代育成支援行動計画などでは、子どもを一人の主体と認め、保
護されるだけの対象としていない。大人の視点だけではなく、子どもの側
にたった目標として｢子どもが健やかに育つまち｣とし、あわせて施策の方
針も修正すべきではないか。

適切な表現方法について検討します。

27 1-2 1
地域の子育てネットワークの充実には、子どもに関する総合相談窓口を
ネットワークの中心におくべきである。

具体的なネットワークの充実方法については、今後実施計画や分野
別計画の策定、施策の実施に際して検討します。

28 1-2 1 「教室不足に対応する学校の施設整備」を追加すべき。 学校における個別の施策については、2章Ⅱで盛り込み済みです。

29 1-2 1
地域と連携した学校運営の促進には、子どもや保護者が参加する学校評価
が重要な役割を持っていることから、「地域運営学校の実現に向けて検討
する」と追加すべき。

適切な表現方法について検討します。

30 1-2 1
青少年の問題行動に対する具体的な施策として「中高生の居場所作りや、
この年齢層への施策」を追加すべきではないか。

青少年の問題行動に対する施策については、2章Ⅳで盛り込み済み
です。

31 1-2 1 成果指標に、子どもがどう感じているか、というものを追加すべき。 成果指標については検討中ですが、ご意見を尊重してまいります。

32 1-3 1
産業や歴史、文化、芸術などに触れる機会を充実するとあるが、具体的に
どのようなことか。また、箱物でない歴史資料館、博物館の設立を検討し
てほしい。

郷土資料等の活用については、2章Ⅱで盛り込み済みです。

33 1-3 1
和光市ではすでに「都市景観形成基本計画」が策定されており、「景観計
画の策定」の表現は適切ではない。

新たな景観法に基づく、実行性の高い施策に取り組んでいけるよう
検討していきます。

34 1-3 1

平成７年に「和光市景観形成基本計画」が策定されたが、この１０年間景
観の保全・保護が実施された形跡は全く見あたらない。早急に検証と見直
しを行い、新景観条例を平成１８、１９年までに早めて策定してほしい。
また、条例は作れば終わりではなく、市民の目に見える形で成果をあげて
貰いたい。

ご意見を尊重していきます。

35 1-3 1
今回古民家の建設がすすめられ、あたらしい文化資源として、またまちづ
くりの有用な資源として活用が期待できることから、地域資源のＰＲとし
て明記すべき。

④に盛り込み済みです。

36 1-3 1 各種まつりを支援する「イベント課（担当・係）」設置を提案する。 組織のあり方については、今後検討を進めていきます。
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第４回　総合振興計画審議会資料

番号 分野
意見
数

意見の概要 市の回答

37 1-4 1
ふれあい市民農園は、利用者達の憩いと生きがいの場、レクリエーション
機能を担っており、高齢者にとって近場で通いやすい南地域に新たな市民
農園の開設を検討していただきたい。

具体的な市民農園のあり方については、今後実施計画や分野別計画
の策定、施策の実施に際して検討します。

38 1-4 1
児童も含め世代間交流の場を総合的に把握し、交流マップ、スケジュール
を作成し周知すべき。

具体的な交流の手法については、今後実施計画や分野別計画の策
定、施策の実施に際して検討します。

39 1-4 1
交流を行うための市民を主体とした連絡会、協議会をたちあげ定例連絡会
を行ってほしい。

具体的な交流の手法については、今後実施計画や分野別計画の策
定、施策の実施に際して検討します。

40 1-4 1
総合福祉会館の土・日曜日の使用、またアクセス対策について検討してい
ただきたい。

総合福祉会館の運営・アクセスについては指定管理者との協議に基
づき、市民サービスの向上に資するよう今後検討していきます

41 1-4 1
公民館やコミュニティセンターなどの役割分担の明確化と、集中、分散に
ついての将来計画を検討すべきである。あわせて周辺住民のみではなく、
全市の市民が利用するとした場合のアクセスも検討してほしい。

各施設の具体的な役割分担については、今後実施計画や分野別計画
の策定、施策の実施に際して検討します。

42 1-5 1 「里親」「里子」という表現は人間以外に用いるべきではない。
公園や道路の「里親制度」については、国においても用語を利用し
ており、和光市においてもこの用語を利用していくつもりです

43 1-5 1
ＮＰＯ支援課（担当・係）の設置計画と県との連携の強化を図っていただ
きたい。

組織のあり方については、今後検討を進めていきます。

44 1-5 1 常設の市民会議を設置していただきたい。 ②にて盛り込み済みです。

45 1-5 1
「後期基本計画の重点目標の進行管理及び行政評価を市民参加で行う」を
施策の方針に、「進行管理及び行政評価の市民委員会を設置」を施策の内
容に追加すべき。

3章2にて盛り込み済みです。

46 2-Ⅰ-1 1

北口については歩行者の危険性が指摘されるが、区画整理は短期的な施行
は不可能であると考えられ、駅前広場等を用地買収方式により早急に施行
すべきである。また。幹線道路については植栽のきれいな道路の建設をす
るべきである。

北口区画整理は5年以内に完了は見込めませんが、着実に進めてい
くべき内容であると考えます。そのほかの方法については今後検討
していきます。

47 2-Ⅰ-1 1
美しいまちに住みたいという市民の心をすくいとって、「個性ある美しい
まちづくり」、あるいは「賑わいのある美しいまちづくり」とすべき。

適切な表現方法について検討します。

48 2-Ⅰ-1 2
市内の各所に落書きがあるなど、美しい町とは言えず、安全確保とさわや
かな景観を利用者に提供するため、対応策に言及すべき。

景観等を含めた施策は2章Ⅳで盛り込み済みです。

49 2-Ⅰ-4 1
湧水の健全な水循環構築は地域住民にとって憩いの場、学びの場である。
湧水の保全に向けて、順次公有地化することが重要であり、湧水保全条例
策定と基金創設の方向性を具体的に入れるべき。

湧水の保全については盛り込み済みであり、具体的な手法等につい
ては今後検討します。
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第４回　総合振興計画審議会資料

番号 分野
意見
数

意見の概要 市の回答

50 2-Ⅰ-4 1
水辺空間と緑の保全による水と緑のまちづくりの推進を希望するが、安
全・安心づくりのために、地域の資源である水と緑を保全する明確な文言
を記せないか。

湧水の保全については盛り込み済みです。

51 2-Ⅱ-1 1
小学校高学年および中学生で算数および数学の習得レベルが合格点に達し
ていない者を対象に、公共施設を利用して１０人程度のグループで家庭教
師を派遣するようなことを全国のモデル事業としてできないだろうか。

教育レベルの向上については盛り込み済みです。
具体的な手法等については今後検討します。

52 2-Ⅱ-2 2
市内の企業や機関との連携による特色をいかした専門図書館の併設、駅前
への図書館の設置、蔵書の充実などを行ってほしい。また、講演会を実施
する場として活用できるようにしてほしい。

図書館の充実等は盛り込み済みです。
具体的な手法等については今後検討します。

53 2-Ⅱ-3 1
「和光市文化財保護条例」を整備してほしい。また、地域住民が保存する
文化財を市として認定し、保全していくべきではないか。

具体的な手法等については、今後検討していきます。

54 2-Ⅱ-3 1
今回「郷土資料館」の建設が削除されているが、削除すべきではない。新
築だけでなく市民と共にあらゆる方策を協議していくことが可能ではない
だろうか。

新築ではない方策を検討することを表しています。

55 2-Ⅱ-5 1
前期計画には盛られていたにも拘わらず後期計画では削除された、「国際
理解の増進」を記載すべきである。

教育現場での成果を具体的に記述するために、交流に位置付けを行
なっています。

56 2-Ⅲ-1 1
少子高齢化社会では児童福祉と高齢者福祉の両方を同じ土俵の上で対策を
検討していくのがこれからのあり方で、相互に交流する施策の記述が必要
であり、子ども福祉にも多世代交流を追加すべき。

適切な表現方法について検討します。

57 2-Ⅲ-2 1
和光市には年配者がぶらっとに寄れる所が少ないので、何か気軽に立ち寄
れる公的な施設を作ってほしい。

福祉会館があるほか、交流の場作りについては1章重点目標４で盛
り込み済みです。

58 2-Ⅳ-1 1

環境基本計画の策定にはじまり、市民参加のもと環境課と協働で様々な活
動を行なっているが、環境基本計画の内容が後期基本計画（案）にどのよ
うな形で反映されているのか不明確である。行政内部間での調整を行い、
趣旨を汲み取った文章表現をしてほしい。

整合性は図られていると考えています。

59 2-Ⅳ-1 1
緑地や農地を相続などで手離さなくてはならないときは、市が買い取れる
ような基金を設ける必要がある。

具体的な手法等については今後検討します。

60 2-Ⅳ-1 1
安全で美しい和光の実現について、美しいという文字が出てきて良いが景
観のことにも言及すべき。

標語は簡潔に示しています。

61 2-Ⅳ-1 1
湧水・斜面林による自然環境の保持と景観に配慮した法的整備、歴史的文
化財としての保全など中長期的計画と財源の確保、地域の人との合意形成
など、地域の資源を生かした「流れのある街の創出」を要望する。

具体的な手法等については今後検討します。
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第４回　総合振興計画審議会資料

番号 分野
意見
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意見の概要 市の回答

62 2-Ⅳ-1 2
和光市環境づくり市民会議は、振興計画の策定および施策の遂行上重視さ
れるべきものであり，会議の位置づけを明確にすること、より良いまちづ
くりに寄与することができる体制の確立を切望する。

基本計画は施策の方針を明らかにするものであり、個別の市民会議
等の位置づけを明らかにするものではないと考えています。

63 2-Ⅳ-2 1
ゴミの減量化を図るために、ゴミとなるものを「使わない、作らない」と
いった発生抑制が最優先されるべきことであり、その啓発をすべき。

適切な表現方法について検討します。

64 2-Ⅳ-2 2
ゴミ処理について、リサイクル、ごみゼロ運動と関連して、今後和光市と
してどの方向ですすめるのか早急に検討すべきである。焼却炉建設につい
ても他の市との提携を含めて検討すべきである。

第２章Ⅳにおいて盛り込み済みです。

65 2-Ⅳ-3 2
トンネル内の照明など、防犯のために夜道を明るくする必要があり、予算
を投入すべき。

防犯のための環境整備について盛り込み済みです。

66 2-Ⅳ-4 1
自治会、自治会連合会の在り方、広報の在り方も、この機会に見直すべ
き。

具体的な内容については今後検討します。

67 2-Ⅴ-2 1

理化学研究所などの研究機関等と埼玉大学工学部との連携強化により新産
業創出の促進と人材の育成・確保を図るため、埼玉大学工学部の理化学研
究所隣接地への移転を図る。これらの機関を中核とした和光学園・研究・
新産業都市の実現を図る。

具体的な内容については今後検討します。

68 3 1
行政と市民との協働にはお互いの信頼関係が必要なので、文書館を設置し
行政の持つ情報緒や、過去の決定に関する経緯などを市民に公開してほし
い。

具体的な手法等については今後検討します。

69 3 1
国際化、グローバル化の流れに対応した市職員の資質の向上（国際理解の
増進、国際コミュニケーション能力開発）を掲げるべき。

重点目標と同様の内容であり、職員の資質の向上については、3章
２で盛り込み済みです。
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第4回　　総合振興計画審議会資料

財政計画表

(単位：百万円）

区分 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

一般財源 16,137 14,468 14,508 14,814 14,827

特定財源 4,846 4,771 4,719 4,697 4,707

歳入計 20,983 19,239 19,227 19,511 19,534

義務的経費 7,761 8,007 8,099 7,998 7,846

一般行政経費 9,447 9,566 9,575 9,588 9,592

投資的経費 3,775 1,666 1,553 1,925 2,096

歳出計 20,983 19,239 19,227 19,511 19,534

※用語解説

一般財源 財源の使途が特定されず、どのような経費にも使用することができる財源のこと

特定財源 財源の使途が特定されているもの。国庫支出金、地方債、分担金等が代表的なもの

義務的経費

一般行政経費

投資的経費

※歳入のうち大きなウエイトを占める市税の積算根拠

和光市の将来人口での納税義務者(可能性）数の推移をもとに算出しました

その支出の効果が資本形成に向けられ、施設等がストックとして将来に残るものに支出される経費のこと

　 本市の財政は、近年の国の経済情勢を踏まえ、金融システムの安定化とともに、
一時期に比較すると、個人消費、設備投資も緩やかに増加し、厳しいながらも、税収
に若干の回復の兆しが見られるなど、景気の回復傾向を実感として受け止められるも
のとなってきています。
　 一方、本市の行政需要は今後、都市基盤の整備や各施設の更新時期を迎えるなど
の重要課題が山積する状況にあり、歳出抑制など将来の需要を見据えた総合的な財政
調整を行い、健全財政の堅持を強く自覚していかなければいけないものであります。
　 本財政計画の算出にあたっては、制度改正や臨時的な特殊要因による歳入・歳出
の一時的な増減を除き、過去の平常時における推移を分析して求めました。なお、行
財政制度は、現行制度に立脚するものとしました。

その支出が義務付けられ任意に節減できない経費。人件費、扶助費、公債費等が代表的なもの

物件費、維持補修費、補助費をはじめ、積立金、他会計への繰出金等を含めた経費のこと


