
元気で明るい和光の実現のために

【教育・文化】

１ 学 校 教 育

２ 生 涯 学 習

３ 文化・歴史

４ ス ポ ー ツ

５ 交 流

Ⅱ



現況と課題

本市では、幼児教育の振興を図るため、就園奨励費補助及び保護者補助制度

により保護者負担の軽減を図っており、今後も、幼児教育の機会提供を一層促

進するとともに、次世代育成に対応するため、保育園や小学校などの地域活動

との連携を推進し、幼稚園が行う子育て支援事業をサポートする必要がありま

す。

義務教育においては、小・中学校ともに、児童・生徒数の増加傾向が見られ

ますが、地域による在籍数の格差は大きくなっています。これらの推移の正確

な把握に基づき、安心・安全な施設・整備の改善、充実を図り、すべての児童

・生徒に均等な教育の場を提供することが重要です。また、社会の変化や多様

化に対応できる教育のあり方が問われており、各校においては地域の特性を生

かした“特色ある学校づくり”が重要な課題となっています。児童・生徒が人

や事物「ひと・もの・こと」に直接働きかける体験を通し、自ら学び、考え、

解決する学習を展開するためには、学びにかかわる地域環境や人的環境を最大

限に活かした活動の充実が求められており、教育環境の整備とともに、本市に

所在する各種の専門機関等との連携の有り様によっては、教育活動をより高度

で創造的なものに変革できる可能性があり、学校教育の大きな特色として期待

できることから、その具体的な連携を図っていく必要があります。

■幼稚園の概要 各年５月１日現在

資料：学校基本調査

１ 地域と連携した学校教育の推進 （学校教育）

Ⅱ
元気で明るい和光の実現のために

【教育・文化】

年 次 園数 学級数 園児数 教員数 教員１人あたり園児数

平成９年 ４ ２７ ７３０ ３８ １９．２１
１１年 ４ ２９ ７９７ ４９ １６．２７
１３年 ４ ２９ ８８６ ４３ ２０．６０
１５年 ４ ２９ ８５９ ４５ １９．０９
１７年 ４ ３０ ８６８ ４６ １８．８７

第
２
章

56



■小学校別児童数の推移�

■小学校の概要 各年５月１日現在

資料：学校基本調査

■中学校の概要 各年５月１日現在

資料：学校基本調査

年 次 学校数 学級数 児童数 教員数 教員１人あたり児童数

平成９年 ８ １１６ ３，６１８ １６６ ２１．８０
１１年 ８ １１８ ３，５８４ １７１ ２０．９６
１３年 ８ １１４ ３，５５９ １６２ ２１．９７
１５年 ８ １２０ ３，８０２ １７３ ２１．９８
１７年 ８ １３３ ４，０９６ １９５ ２１．０１

平
成
１７
年
内
訳

白 子 小 － ２５ ７８０ ３５ ２２．２９
新 倉 小 － ２０ ６５４ ２９ ２２．５５
第 三 小 － １５ ４９３ ２３ ２１．４３
第 四 小 － １４ ３４７ １９ １８．２６
第 五 小 － ２１ ７１８ ３０ ２３．９３
広 沢 小 － ２２ ６５７ ３１ ２１．１９
北 原 小 － ９ ２３８ １５ １５．８７
本 町 小 － ７ ２０９ １３ １６．０８

年 次 学校数 学級数 生徒数 教員数 教員１人あたり生徒数

平成９年 ３ ４９ １，６６８ ８４ １９．８６
１１年 ３ ４６ １，５５１ ８７ １７．８３
１３年 ３ ４５ １，４７３ ８５ １７．３３
１５年 ３ ４４ １，４５４ ８１ １７．９５
１７年 ３ ４２ １，４２４ ８３ １７．１６

平
成
１７
年
内
訳

大 和 中 － １９ ６１４ ３６ １７．０６
第 二 中 － １１ ３８９ ２３ １６．９１
第 三 中 － １２ ４２１ ２４ １７．５４
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■中学校別生徒数の推移�

第
２
章

58



施策別計画内容

（１）幼児教育の機会提供の支援と多様化への対応

�就園奨励事業の推進

幼稚園就園奨励費補助を継続し、保護者負担の軽減を図って、幼保一

元化促進事業の整備に努めます。

�地域や関連機関との連携の促進

次世代育成支援法が成立し、その行動指針には、地域における子育て

支援に関わる幼稚園関係の施策が多数掲げられ、また、児童福祉法の一

部改正により幼稚園における預かり保育や相談・情報提供事業が市にお

ける子育て支援事業と位置付けられ、幼稚園が行う子育て支援事業につ

いて積極的に推進します。
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（２）教育改革の基本理念を活かした義務教育の推進

�児童・生徒数の学校間格差是正

児童・生徒数の増加に伴う教室不足等の学校間の格差是正を図るため、

余裕教室の有効利用や、小中学校の新設、適切な通学区域の設定など、

多様な選択肢から方策を検討します。

�教育施設・設備の整備と適正な維持管理

健康で安全な教育活動や学校生活を営む空間や環境づくりとともに、

情報教育などの新たな教育内容・活動に即した設備の充実、さらに災害

時の避難拠点として対応できる施設整備と維持管理を図ります。

�教育研究・研修の推進

今日的な教育課題に対応できる教職員の資質向上を図るため、課題を

明確にした研究や研修の充実を図ります。

�保護者・地域住民の参画による学校運営の改革推進

学校を地域に密着した「開かれた学校」にするためには、各校の学校

経営に対して、教育委員会の個別的具体的な支援が必要であり、学校評

議員制度や外部評価の効果的な活用を図ります。また、児童・生徒の多

様な学習ニーズへの対応のため、地域人材や関係機関等の連携・活用を

積極的に進めます。

�教育内容の多様化と質の向上

埼玉県三つの達成目標の具現化のために、「知・徳・体」のバランス

のとれた児童・生徒の育成を図るとともに、教育内容の多様化や学力問

題に対応できる基礎・基本を重視した教育課程の編成・改善を進めます。

また、市の独自施策である算数・体育科専科補助教員を効果的に活用し

た授業改善により質の向上を図ります。

�相談活動の充実

個々の児童・生徒が積極的に、充実した学校生活を過ごせるよう、教

育相談や進路指導などを充実させます。また、家庭や地域との連携によ

る適切な生徒指導の充実を図ります。
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現況と課題

本市においては、身近な地域で学習機会を選択して学ぶことができるように、

公民館、コミュニティセンター、図書館、学校などにおいて、市民の学習要望

を取り入れた各種学級や講座を開設し、生涯学習★活動の支援に努めてきまし

た。しかし、施設の老朽化と活動機会・場所の多様化に対応することが重要な

課題となっており、市内の研修・研究機関や病院及び企業などとの連携を努め

ていますが、今後は民間の事業者やNPOが提供する学習機会と生涯学習施設

との連携の可能性についても調査研究していくことが必要です。また、総合的

な計画に基づいて、施設整備や活動内容の多様化を図るとともに、より積極的

に学習活動に関する情報の充実と提供を進め、市民の自主的な学習意欲を高め

ていくことや事業に参画できるように努めていくことも重要です。

さらに、子どもたちが学校外で過ごす時間が増え、大人とほとんど変わらな

い情報に触れられるようになった現代社会では、地域のあり方の子どもたちの

成長に与える影響がますます大きくなっています。地域住民と社会教育施設・

学校との連携を推進し、開かれた社会教育施設・学校として地域住民にも学習

機会を提供することやジュニアリーダーの活躍の場を設けることにより青少年

の健全育成と一体的にとらえていく視点が重要になってきています。

■社会教育施設の利用状況 各年度末実績

資料：中央公民館、市民文化センター

２ 多様化に対応した生涯学習・社会教育の機会提供
（生涯学習）

平成８年度 １０年度 １２年度 １４年度 １６年度

中央公民館 （人） ３，１８４ ４，８６３ ５，２２７ ５，４９３ ５，７３３

坂下公民館 （人） １，１１１ １，３０９ １，７０９ １，６９３ １，８７１

南公民館 （人） ２，３５１ ３，０７７ ２，８５８ ３，０７９ ３，７９０

市民文化センター（件数）

大ホール １７３ ２０１ １９２ １８３ １８７

小ホール １８７ １７７ １４５ １５４ １６４

会議室 １４１ １６６ １４０ １００ １１２

展示室・展示ホール １７０ １３１ １０８ １１８ １１６

★生涯学習

自分の趣味、教養、ス

ポーツなど、各種の学

習活動を自主的・自発

的に実践すること。ユ

ネスコ（国際教育科学

文化機関）が、昭和４０

年に新しい教育の考え

方として幼児期から高

齢期までのライフステ

ージに応じた学習など

を提唱したことを受け、

従来の生涯教育（家庭

教育、学校教育、社会

教育）が生涯学習に改

められた。
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■図書館の概要 平成１７年３月３１日現在

資料：図書館

■図書館の利用状況 各年度末実績

資料：図書館

■生涯学習事業の実施状況一覧 平成１８年４月１日現在

資料：生涯学習課

蔵 書（冊） 視聴覚資料（点）

一般書 児童書 郷土資料 雑誌等 計 カセット・CD等

１０１，８５３ ６５，２０３ ２，８４０ ３，１９４ １７３，０９０ ８，１７８

登録者数
（人）

貸 出 数 貸出人数
（人）図 書（冊） 視聴覚資料（点）

平成８年度 ２６，０７４ ２５６，２１９ ２４，２８１ ７６，３４９

１０年度 ３０，３７６ ２８９，１８９ ２４，９６５ ８１，２２０

１２年度 ３６，１２９ ３２１，３３８ ２９，３５９ ９３，１４０

１４年度 ４２，２２４ ３２５，９４５ ２９，３６５ ９３，２２３

１６年度 ４７，９４５ ３６９，７９０ ３５，３６３ １２５，９７５

No. 事業名 事業の内容 実施時期

１ 和光市民大学
税務大学校、司法研修所、理化学研究所、
保健医療科学院、埼玉病院の５機関の講師
が市民向けに講演

９月～１２月

２ 市民大学講座 理化学研究所などの講師が子ども向けに講
座を開催 １２月

３ 学校開放講座 小中学校の教師が学校の施設を使って、市
民向けに講座を開催 年間

４ わこう市政おとどけ講座
「和光市ってどんなまち」等たくさんのメ
ニューを市民の申請によって市の職員がお
届けする講座

年間

５ 地域子ども教室
子どもは地域のみんなで育てていくといっ
た観点から子どもの居場所づくり事業の開
催

年間

６ すこやか子育て講座 子育てに悩むお母さん、お父さん向けに家
庭教育のあり方を講演 年間

７ 人権教育講座、講演会の開
催

あらゆる差別を根絶し、平等で明るい生活
のために、人権講座を開催 年間

８ 美術作品展、芸能発表会の
開催 市民まつりの中で、日ごろの成果を発表 ５月

９ 成人式の開催 新成人としての自覚を促し、記念となるよ
うに成人をお祝い １月

１０ 菊花展の開催 菊花会会員が１年間丹精を込めて栽培した
菊を観賞 １１月

１１ 生涯学習指導者紹介事業 市民の要望によって登録している生涯学習
指導者を紹介 年間

１２ 生涯学習ガイド発行 生涯学習の年間情報誌 年１回
６月発行

１３ 生涯学習だより「なびい」
の発行 生涯学習の広報誌 年２回

３・１０月発行
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施策別計画内容

（１）学習機会の多様化と学習の日常化の促進

�総合的・包括的な生涯学習の推進

「和光市生涯学習振興計画」★に基づき、総合的・包括的な生涯学習

の推進に努めます。また、生涯学習などのさまざまな成果をその後の地

域づくり、まちづくりに生かすための仕組みづくりに努めます。

�拠点となる生涯学習施設の整備

老朽化した施設の改善を進めると同時に、市民による生涯学習活動の

拠点となる生涯学習施設の整備を検討します。

★「和光市生涯学習振

興計画」

和光市における生涯学

習振興の目標とその達

成のための諸施策・事

業をまとめた計画。
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�各種既存施設との連携による身近な学習機会の拡充

市内の公民館や図書館を充実するとともに、学校、研修・研究機関、

病院、企業、近隣市の生涯学習施設などと積極的に連携し、より多くの

学習機会の提供を図ります。

�人材の活用による指導者の養成・活用

講座やサークル活動、生涯学習指導者登録制度、関係団体との連携な

どにより、指導者の養成・活用やその資質向上のための取り組みをさら

に進めます。

�施設や活動に関する情報の充実と提供

さまざまな学習情報をわかりやすく市民に提供できるよう、広報「わ

こう」、生涯学習だより「なびい」、生涯学習ガイドなどの一層の充実を

図るとともに、広域的な情報についても、県と連携しながら生涯学習情

報などの充実に努めます。

（２）青少年が健全に育つための地域づくり

�青少年育成活動への支援とその連携の促進

青少年の育成活動を行う関係団体を支援するとともに、地域活動団体

間の連携を促進し、諸活動の強化を図ります。

�青少年の心のケア体制の整備

青少年や保護者の悩みに適切に対応できるよう、各種機関・団体と協

力するとともに、インターネットなどの活用を進め、相談体制や情報発

信機能の充実を図ります。

�青少年育成活動における指導者の養成

青少年の諸活動に対して指導・助言などを行う青少年指導者やジュニ

アリーダーの育成を図るとともに、指導者が活躍できる場を提供し事業

を企画します。また、指導者相互の連携・交流ができるように努めます。
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現況と課題

本市における人々の生活の歴史は古く、今でも多くの伝統文化が残っており、

また、著名な文化人も輩出しています。これまで、本市では、埋蔵文化財の発

掘調査、民俗文化財の保存、収集や展示会開催などを通じてこれらの地域文化

資源の保全に努めてきました。しかし、急速な都市化によってまちの個性が見

えにくくなる中で、こうした事業をまちづくりの一環として明確に位置付け、

より積極的な地域文化資源の活用をとおして、市民や市外への周知を進めてい

くことが重要です。

さらに、都市住民はライフスタイルの変化により、心のゆとりを求める傾向

をより一層強めています。地域に残る文化自然の保全・活用、古民家★の地域

に根ざした利用・活用に加え、市民文化センターなどを積極的に活用して、市

民や文化団体が活動しやすい環境づくりを図りながら、歴史と都市文化が融合

した個性あるまちづくりを進めることが課題です。

３ 和光の個性を伝える文化の保全／形成
（文化・歴史）

★古民家

旧冨岡家住宅。「新倉ふ

るさと民家園」として

約２８０年前の江戸時代

中期に建てられた市内

最古の民家を復元した。
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施策別計画内容

（１）地域文化資源の保全と活用

�地域文化資源の保全に対する意識の醸成と人材育成

市内の地域文化資源を市民、市外に対して積極的に広報し、保全や活

用に対する意識の醸成を図ります。また、学校と積極的に連携しながら、

地域文化資源を大切にする心を育て、市民全体でこれを継承していく体

制をつくるため、ボランティアや地域組織を育成、支援します。

�郷土資料の活用

市内の貴重な埋蔵文化財や文化遺産の保存とともに、これを活用する

ために、文化財や郷土の偉人の記録などを公開・展示できる施設の整備、

歴史的建造物の保存の方策を検討します。
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�まちづくり事業における文化資源の活用

埋蔵文化財や歴史的建造物、文化人の残した実績、古民家の活用など、

有形無形の地域文化資源をまちづくり事業の中で積極的に取り上げ、ま

ちの個性づくりに役立てます。

（２）市民による自主的な文化活動への積極的な支援

�文化団体・組織の連携支援

市民による創造的文化活動の推進を図るため、地域の文化団体・組織

を支援するとともに、こうした団体間の交流を促進し、地域ぐるみの“芸

術・文化のまちづくり”を進めます。

�活動内容を発表できる場や機会の提供

市民文化センターをはじめ、公民館、コミュニティセンターなど公共

施設の積極的な活用を図り、文化活動とその発表の機会提供に努めます。

�組織育成や指導者養成の支援

文化・芸術などに関する専門家との連携を強化し、市民組織の育成や

指導者の養成を支援します。

（３）質の高い文化的な環境づくりの整備と充実

�市民文化センターの活用

市民が質の高い文化に触れられるよう、文化芸術イベントの内容の充

実など、高機能を有する市民文化センターの更なる活用を進めます。

�周辺市・区との連携

インターネットによる情報交換や施設の相互利用、イベントの共同開

催など、周辺市・区との連携を進めます。

�文化施設の整備と適正な維持管理

文化施設の安全性・快適性を確保するため、市民文化センターについ

ては長期修繕計画に基づき、計画的・効率的に整備を進めます。また、

指定管理者制度による適正な維持管理に努めます。
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現況と課題

市民の価値観の多様化、高度化や高齢化の進展などにより、改めて健康の保

持増進への関心が高まっており、年齢や体力に応じた生涯スポーツ★に対する

ニーズが増大しています。そこで、“いつでも、どこでも、だれでも”市民が

楽しくスポーツ・レクリエーションができるように、総合体育館を整備すると

ともに諸施設の充実や学校体育施設の開放などを進め、公共研修・研究機関な

どの施設開放についても一層の充実を図っていく必要があります。

市民の自主的なスポーツ・レクリエーション活動を振興していくためには、

団体の育成や指導者の養成・活用が不可欠です。そのため、学校教育や青少年

育成、保健・健康などのさまざまな活動を連動して、地域の特色や人材を活用

した交流活動を推進することが重要です。さらに、こうした活動を総合的に進

めるための計画づくりなども新たな課題となっています。

市民のための福利厚生についても、幅広い市民ニーズに対応していくことが

求められています。

４ 日常における身近なスポーツ・レクリエーションの振興
（スポーツ）

★生涯スポーツ

心身の両面に影響を与

える文化としてのスポ

ーツは、明るく豊かで

活力に満ちた社会の形

成や個々人の心身の健

全な発達に必要不可欠

なものであるとして、

人々が生涯にわたりス

ポーツに親しむことを

目指す考え方。
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■スポーツ振興施設の利用状況 各年度末実績

資料：生涯学習課

年度 施 設 名 回数 延べ利用人数

平成８年度 － １１，７４６ １７０，４０４

１０年度 － １１，３９３ １７６，６５０

１２年度 － １３，５２０ ２３９，９２９

１４年度 － １６，３１０ ３４７，４９８

１６年度 － １７，５９４ ３６５，７９４

平成１６年度
施設別内訳

野球場 ２６４ １３，９９３

運 動 場 庭球場 ４，８７１ ２５，９５３

会議室 １０８ ４，１２９

坂下庭球場 ９８９ ６，１２１

越後山庭球場 １，２０７ ５，９０８

司法研修所庭球場 ５７９ ３，４２４

司法研修所グラウンド ７９ ２，０７４

税務大学校庭球場 ６５９ ３，７７２

税務大学校グラウンド ６６ １，５０５

裁判所職員総合研修所庭球場 ７８ ５０６

裁判所職員総合研修所グラウンド １９ ２８５

荒川河川敷野球場 １，１０５ ４１，１２５

荒川河川敷ソフトボール場 ２９５ ９，８７６

荒川河川敷多目的広場 １，０３９ ６９，４０７

広沢小学校（夜間） ２４６ ６，６４１

小学校体育館（夜間） １，４１１ ２９，２４１

学校開放 小学校体育館（土日祭日） １，３８９ ３１，２４５

小学校校庭（土日祭日） １，５３１ ６６，７１２

中学校体育館（夜間） ９８５ １４，４３５

武道館 ６７０ ２９，３５４

花の木ゲートボール場 ４ ８８
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施策別計画内容

（１）身近な施設・設備の充実と総合的な施設の整備

�スポーツ施設・設備の充実

市民が快適にスポーツを楽しめるよう、既存のスポーツ・レクリエー

ション施設・設備の充実に努めるとともに、より利用しやすい運営方法

について検討します。
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�学校体育施設の開放の充実

地域や登録団体のスポーツ・レクリエーションの身近な活動の拠点と

して、学校の地域開放を進め、利用手続きの簡略化などを検討します。

�市内の各種施設開放への働きかけ

公共研修・研究機関などの施設開放を関係機関に働きかけます。

�総合スポーツ施設の整備

健康づくりとスポーツに対する市民の高い関心に応え、スポーツ・レ

クリエーション活動の振興を図るため、大会開催などにも利用できる災

害対策機能を備えた総合体育館を整備します。併せて、市民の運動と憩

いの場となるアーバンアクア広場の整備事業の推進を図ります。

（２）スポーツ・レクリエーション事業とスポーツ交流活動の充実

�多種多様な事業の開催

多くの人がスポーツ・レクリエーションに親しめるよう、市民の要望

を的確に把握し、多様な種目で、かつ、技術や技能の段階に応じた事業

の開催に努めます。

�保健・健康など活動との連携

スポーツと健康づくりの両面から見たイベント開催を進めます。

�イベントや交流事業の充実

市民体育祭やレクリエーション大会を開催するほか、他市町村とのス

ポーツ交流などに参加し、交流をとおしてさまざまな人々との触れ合い

を図ります。

（３）指導者の養成・活用とスポーツ活動の支援

�指導者の養成・活用

自主的な生涯スポーツ活動を活発化するため、民間団体とも連携しな

がら、スポーツ関係団体や近隣市町村の人材との交流を積極的に進め、

スポーツ・レクリエーション指導者の人材発掘、養成、活用に努めます。
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�スポーツ活動の支援

地域のスポーツ団体やサークルの育成を支援するとともに、施設や活

動に関する情報提供を充実します。また、学校や地域の連携により、異

世代の市民がスポーツなどを楽しめる仕組みとして、市民を主体とした

総合型地域スポーツクラブの育成を検討します。

（４）市民の福利厚生の充実

�保養施設の利用促進

市民のニーズに合った保養施設を借り上げ、市民サービスの向上を図

ります。また、市民により多くの情報を提供し、活発な利用を促すため、

広報「わこう」やホームページを積極的に活用します。
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現況と課題

人権は一人ひとりが生まれながらに持っている大切な権利であり、あらゆる

人々との相互理解や交流を深めてゆくうえでの基本となるものです。

現在の社会生活においては、女性、子ども、高齢者、チャレンジドに関する

ことや、今なお同和問題といった人権問題が存在しており、ドメスティック・

バイオレンス★やいじめ、児童虐待、人権侵害などが発生し、深刻な社会問題

となっています。このため、人権問題の早期解決に向け、あらゆる差別の解消

を目指し、国、県及び市の人権に関する諸計画に基づいて、人権教育や啓発活

動をはじめとした人権施策を積極的に推進していく必要があります。

本市では、「和光市男女共同参画推進条例」★及び「男女共同参画わこうプ

ラン」★が策定されていることから、これらに基づき、男女共同参画社会の実

現に向けて、より積極的に意識啓発を進めるとともに、市民、事業者の理解と

協力のもとに労働環境の改善や子育て支援、介護などの体制整備を進めなけれ

ばなりません。

また、市内に国際的な研究機関もあることなどから、市内には外国人の住民

や訪問客も多いため、お互いの生活習慣や文化を理解し合い、その多様性を活

かしたまちづくりを進められるよう、「和光市国際化推進計画」★に基づく施

策の再構築や、環境の整備が極めて重要になってきています。そして、こうし

た国際交流を通じ、さまざまな人との協調や平和を願う心を持ち続けることが

必要です。

さらに、本市は、長野県佐久市、栃木県那須烏山市、新潟県十日町市と積極

的な地域間交流を行っています。また、市内には司法研修所や税務大学校など

の国の機関や独立行政法人理化学研究所、本田技研工業株式会社など民間企業

が存在しています。これらの機関を地域の資源ととらえ、市の活性化につなが

ることからも積極的な交流や協働を推進していく必要があります。

５ あらゆる人々との相互理解と
交流を通じた地域づくり （交流）

★ドメスティック・バ

イオレンス

夫婦・内縁・同棲・婚

約・恋人など、親密な

間柄で行われる暴力行

為のこと。

★「和光市男女共同参

画推進条例」

国において、２１世紀の

最重要課題と位置づけ

られている男女共同参

画社会の実現を目指す

ため、市の取り組み等

の基本的な考え方をま

とめた条例。

★「男女共同参画わこ

うプラン」

男女共同参画社会基本

法上の規定に基づき、

男女共同参画社会形成

の促進に関する施策に

ついての基本的な計画。

★「和光市国際化推進

計画」

国際化社会に対応した

和光市を築くために、

市の行うべき国際化施

策を体系化し、総合的

かつ計画的に推進する

ことを目的とした計画。
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■外国人の人口推移�

■議会における女性の参加状況の推移

資料：政策課

■審議会等における女性の参加状況の推移

資料：政策課

総数
（人）

女性
（人）

比率
（％）

平成１２年度 ２０３ ５３ ２６．１

１３年度 ２１９ ６８ ３１．１

１４年度 ２０５ ６３ ３０．７

１５年度 ２０５ ６３ ３０．７

１６年度 ３５８ １５０ ４１．９

１７年度 ３５０ １４８ ４２．３

総数
（人）

女性
（人）

比率
（％）

平成１２年度 ２４ ８ ３３．３

１３年度 ２４ ８ ３３．３

１４年度 ２４ ８ ３３．３

１５年度 ２４ ８ ３３．３

１６年度 ２２ ９ ４０．９

１７年度 ２２ ９ ４０．９
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施策別計画内容

（１）人権意識の啓発と差別の解消

�人権に関する学習機会の提供と意識啓発

同和問題をはじめとするすべての差別意識の解消を図るため、講演会

や研修会の開催など、人権に関する学習環境の形成や学習機会の提供に

努めるとともに、各自治体などが実施している人権フェスティバル等の

積極的な参加に努めます。また、基本的人権に対する諸課題の解消を目

指して、さまざまな機会を活用して人権に関する意識啓発に努めます。
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�人権相談の充実

いじめや人権侵害など、身近に起こるさまざまな人権問題に対し、専

門家による相談機能の充実に努めます。また、関係機関との連携を図り、

人権問題の解決に努めます。

（２）男女共同参画社会の実現

�男女平等を支える意識づくり

一人ひとりが男女平等の意義を理解し、性別による固定的な役割分担

意識を解消していくために、男女共同参画意識の普及啓発を図ります。

また、男女が社会のあらゆる場で、個性や能力が十分に発揮できるよう、

家庭、学校、職場、地域における男女平等教育を推進し、学習機会の提

供に努めます。そして、ドメスティック・バイオレンスやセクシュアル

・ハラスメントの防止に向けた意識啓発を進めるとともに、被害者への

相談・支援対策の強化を図り、あらゆる暴力の根絶をめざします。

�男女が共にいきいきと暮らせる環境づくり

男女が共に子育ての喜びや楽しさを享受することができるよう、さま

ざまなニーズに対応した子育て支援サービスを充実させるとともに、地

域で子育てを支え合う仕組みづくりを進めます。また、男女が共に安心

して働ける職場づくりを進めるため、男女共同参画を推進する労働環境

の整備を促すための働きかけを行います。そして、各ライフステージに

応じた健康支援や性教育、相談、各種健（検）診の充実を図ることにより、

生涯を通じた生と性の健康づくりを進めます。

�男女共同参画によるまちづくり

政策や方針の立案・決定の場などへ男女双方の意見が反映されるよう、

市の審議会等における委員の男女比率の均衡に努めるとともに、地域活

動等への男女共同参画の促進を図ります。また、国際社会「平等・開発

・平和」への貢献として、国際的視野の醸成を図り、国際貢献への参画

意欲を促進します。そして、男女共同参画を推進する市の体制を整備し、

市民や事業者と連携しながら男女共同参画の推進に関する施策を総合的

かつ計画的に推進します。
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（３）国際化への積極的な対応

�市民の国際理解の促進
市民の国際理解を促進するため、姉妹都市アメリカ合衆国ワシントン

州ロングビュー市との相互の交流や情報交換を充実します。また、国際

交流市民団体等のネットワーク化や国際交流基金（独立行政法人）日本

語国際センターの生徒を受け入れる「ワンナイトステイ」★、市独自の

「和光市ワンナイトステイ」などを積極的に推進し、市民がさまざまな

文化に接することのできる機会の拡充に努めます。

�外国人が暮らしやすい環境の整備
本市は埼玉県と共同で「国際研究開発・産業創出」構造改革特区の認

定を受けており、外国人研究者の暮らしやすい環境を実現するため、外

国語による各種表示の普及を推進するとともに、広報や生活ガイドなど

の行政による情報提供方法の充実に努めます。

�市民による国際交流活動への協力・支援
本市に居住、あるいは勤務する外国人を対象に、和光市をより深く理

解してもらうことを目的とした市の文化・史跡を紹介する事業等を実施

し、一般市民との交流の促進に努めます。また、その家族の生活支援な

どを自主的に行っている国際交流市民団体や市民の活動を積極的に支援

します。

�平和事業の推進
戦争の悲惨さや、命の尊さ、平和の尊さについて改めて考える機会を

市民に提供するために平和祈念展を開催し、市民の平和に対する意識の

高揚を図ります。

（４）地域間交流及び国の機関等との交流（協働）

�地域間交流の推進
既に実施している長野県佐久市、栃木県那須烏山市、新潟県十日町市

との地域間交流事業を充実し、文化や産業など、さまざまな分野での交

流を推進します。

�国の機関等との交流（協働）の推進
市内にあるさまざまな国の機関や民間企業を地域資源ととらえ、学校

教育や生涯学習など、さまざまな場面での交流や協働の取り組みを推進

します。

★ワンナイトステイ

（国際化交流基金日

本語国際センター）

広く県民に国際交流・

国際理解の場を提供す

るとともに、日本語国

際センターの研修生に

対し、日本人の生活、

習慣、考え方を知って

もらい、また、県民と

の親善を深めてもらう

ことを主旨に埼玉県在

住で宿泊用に一部屋提

供できる家庭（ホスト

ファミリー）を募集し、

一泊二日を基本に宿泊

（ホームステイ）する

制度。
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