
安全で美しい和光の実現のために

【市民生活】

１ 環 境

２ 衛生管理

３ 安 全

４ 地域社会

５ 消費生活

Ⅳ



■温室効果ガス総排出量・市民一人あたり排出量�

現況と課題

和光市に古くからある雑木林や斜面林などの緑や、そこから地下に雨水が浸

透することによってできる湧水などの“自然”は、都市化とともに年々減少し

ています。こうした資源は、市民の心に潤いを与えるばかりでなく、ありのま

まの生きた自然環境や生態系と触れ合うことで、地球市民の一人としての意識

が醸成されるという意味でも大変重要です。また、地球温暖化や酸性雨など、

地球レベルでの環境問題は年々悪化しており、より一層の対策が求められてい

ます。

本市では、こうした重要な環境の保全に向けて、平成１５年５月に「和光市環

境基本計画」★を策定し、さまざまな主体の役割と取り組むべき行動について

示しました。今後は、この計画に基づいた施策、事業を推進する必要があります。

また近年、一部の市民のモラル低下によって増加していたごみのポイ捨てや

飼い犬のふんの放置などを防止するため、平成１４年４月に「和光市空き缶等の

ポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止に関する条例」を施行しました。

これらの施策や事業を着実に遂行していくためには、市民一人ひとりが身近

な問題として意識し、日々の生活において実践していく必要があり、そのため

の意識啓発や市民との協働の仕組みが必要です。

１ 地球市民の一人としての意識に基づく
生きた緑と環境の保全 （環境）

Ⅳ
安全で美しい和光の実現のために

【市民生活】

★「和光市環境基本計

画」

和光市の環境をより良

くする取り組みを示し、

環境保全に関する施策

を総合的かつ段階的に

推進することを示した

計画。
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施策別計画内容

（１）目標を設定した計画的な環境保全施策の推進

�環境基本計画・実行計画の推進

本市の計画的な環境保全を進めるため、環境基本計画・実行計画に基

づいた各施策・事業を推進します。また、定期的に計画に対する評価を

行い、進行管理に努めます。

�環境事業の推進

すべての事務事業において、省エネルギー・省資源対策、再資源化な

どに関する環境目的と目標値を設けて取り組みに結びつける環境マネジ

メントシステムを継続するとともに、公共施設の緑化等を推進します。
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�公害の防止

騒音規制法などに基づく定期的な検査などにより産業型公害の防止を

図るほか、自動車交通騒音などの監視を行うとともに、一般環境の状態

の把握や日常生活で発生する公害の防止にも努めます。

（２）環境保全の意識啓発

�計画や条例の普及

環境基本計画・実行計画の内容や「和光市空き缶等のポイ捨て及び飼

い犬のふんの放置の防止に関する条例」、「和光市路上喫煙の防止に関

する条例」★の主旨等について市民や市内の事業者に幅広く PRし、普

及を図ります。

�環境教育の推進

環境とそれにかかわる問題に関心を持つとともに、当面する問題を解

決したり、新しい問題の発生を未然に防止するために、学校などと連携

して、環境教育を進めます。

�環境保全イベント・講演会の開催

各種環境保全イベントや講演会などの開催により、市民の理解を促進

し、地域の人材の育成や市民活動の活性化を図ります。

�省エネルギー・省資源意識の高揚

地球温室効果ガスを抑制するため、家庭やオフィスでできる省エネル

ギー対策について広く情報提供するとともに、地球に優しい新エネルギ

ーの活用について検討します。

（３）市民総意としての自然環境保全の促進

�緑地保全に関する制度の積極的な活用

緑地協定の締結など市民の自主的な緑地保全を促進するとともに、「和

光市緑の保護および緑化推進に関する条例」に基づいて、市民の理解と

協力による緑地保全を推進します。

�緑地保全活動の推進

風致や景観など良好な緑地を保全、創出するため、関連する市民活動

との連携を深めるとともに、新たな景観法に基づく景観条例及び景観計

画の策定や、所有者の負担軽減策などについても検討します。

★「和光市路上喫煙の

防止に関する条例」

平成１８年１０月施行予定。

道路等における喫煙マ

ナー及び環境美化意識

の向上を図り、迷惑行

為になっている路上喫

煙を無くし、安全で快

適な歩行環境を確保す

る目的とした条例。

第
２
章

111



■ごみ収集量の推移�

現況と課題

本市では、近年人口が増加傾向にあり、また市民の生活が多様化しているこ

とも相まって、ごみの発生量が毎年増加しています。これに対し、市では、市

民の協力の下に分別収集の推進、リサイクルの促進などの資源循環型社会構築

に向けた取り組みをしてごみの減量に努めており、こうした活動を通じて市民

意識が高まりつつあり、市民意識調査においても高い評価を得ています。

今後もごみ減量やリサイクルを積極的に推進するとともに、ごみの有料化に

ついても引き続いて検討をしてまいります。一般廃棄物処理施設★については、

耐用年数を迎える現有施設の計画的な修繕・整備と同時に新たに広域的な連携

による施設整備計画を立てていく必要があります。焼却灰等の最終処分につい

ては、現行よりも一層環境負荷の少ない適正な処分方法を検討していきます。

また、し尿浄化槽の適正な維持管理のための指導についても、引き続いて、関

係機関との連携の下に推進することが重要です。

２ まちを美しく保ち、市民が快適に過ごすための
循環型社会の創出 （衛生管理）

★一般廃棄物処理施設

各家庭から出される生

活系のごみと事務所な

どから出される事業系

のごみからなる一般廃

棄物を処理する施設

（清掃センター）。
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■リサイクル量の推移�
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施策別計画内容

（１）ごみ減量・分別・再資源化の促進

�ごみ減量の啓発活動の充実

ごみの減量化を推進するため、広報紙、ホームページ、自治会を通じ

た説明会や「おとどけ講座」などにより啓発活動を展開します。

�リサイクル意識の高揚

市民まつりなどのイベント時において、フリーマーケットの開催や各

種リサイクル啓発活動を展開し、より一層のリサイクル意識の高揚を図

ります。
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�ごみ分別の適正化の推進

ごみの分別、排出方法を徹底するため、各種媒体を通じた啓発活動を

展開するとともに、ワンルームマンションの居住者等に対して引き続い

て分別排出ルールの指導を実施します。

（２）ごみ収集・処理体制の充実

�効率的な収集体制の整備

ごみの効率的な収集運搬体制の整備について委託業者へ指導するとと

もに、廃棄物の排出抑制と負担の公平化の観点から、ごみ収集の有料化

についても引き続いて検討します。

�一般廃棄物焼却施設の整備

現有施設の修繕整備に努めるとともに、埼玉県ごみ処理広域化計画に

基づき朝霞市とのごみ処理整備計画について関係機関と連携して進めま

す。

�最終処分の適正処理

ごみ減量に引き続き取り組むとともに、焼却灰・ばいじん等の最終処

分については、最終処分場の確保はもとより現行よりもより一層環境負

荷の少ない適正な処分方法も併せて検討します。

（３）し尿の適正処理の推進

�し尿浄化槽の定期的な維持管理の指導

し尿浄化槽を使用する家庭は減少傾向にありますが、新設・既存のし

尿浄化槽について、継続して適正な維持管理を指導します。
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■法令違反の交通事故発生状況�

資料：道路安全課�

現況と課題

近年大型地震や凶悪化、多様化した犯罪が全国的に発生しており、市民の安

全に対する関心は非常に高まっています。このような中、防災や防犯などへの

対策として、地域の住民が助け合うコミュニティの力が注目されていますが、

本市では、住民の異動率が全国的にも高く、コミュニティの希薄化が懸念され

ています。今後は「和光市地域防災計画」★及び「和光市防犯計画」★に基づ

いた、安全の確保に向けた施策・事業を行うに当たり、さらなるコミュニティ

の確立を目指し、市民との協働を進める必要があります。

本市では、平成１６年８月に新潟県十日町市と「災害時相互応援協定」を締結

し、その後の新潟中越地震において各種の支援を行いました。本市における災

害対応力を高めるためにも、こうした他地域との連携を図るとともに、市民の

地域活動との連携や公共施設をはじめとした建築物の耐震・不燃化の促進を図

ることが必要不可欠です。

さらに、有事を想定した国民保護計画を策定し、市民が安心して生活できる

よう対策を講じることが必要です。

また、市内には幹線道路が多く通っており、通過交通による渋滞、事故の発

生が多く、市民生活に与える不安は大きくなっています。交通事故を減少させ

るため、周辺の生活道路の整備を含め、市民の視点に合わせた効果的な交通安

全対策が望まれます。

本市における犯罪の

特徴は、街頭犯罪★や

住宅への侵入犯罪など

の割合が高く、朝霞警

察署とともに、地域活

動とも密接に連携しな

がら、市民が安心して

生活できる防犯体制を

築いていかなければな

りません。

３ 誰もが安心して暮らすための
リスク・マネジメントと安全の確保 （安全）

★「和光市地域防災計

画」

災害対策基本法第４２条

の規定に基づき市民の

生命、身体及び財産を

災害から守ることを目

的として策定した計画。

★「和光市防犯計画」

平成１７年１月に施行し

た「和光市くらし安全

防犯条例」に基づく安

全で安心して暮らせる

まちを目指すことを目

的として平成１７年１２月

に策定した計画。

★街頭犯罪

主に街頭で発生する犯

罪で、ひったくり、車

上ねらい、乗り物盗な

どがあげられる。
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■刑法犯罪発生件数の推移�

■火災発生件数の推移�

■消防力及び消防水利の概要 平成１８年１月１日現在

資料：和光消防署・くらし安全課

消防署 消防団

職員数 ６４人 団員数 １２１人

署所数 ２ 普通ポンプ車 ５台

普通ポンプ車 １台 水槽付ポンプ車 １台

ハシゴ付
消防ポンプ車

１台
分団車庫 ６箇所

連絡車（広報車） １台

化学消防ポンプ車 １台 サイレン ７箇所

資機材搬送車 １台 水利施設

高規格救急車 ２台 消火栓 ６００箇所

指令車 ２台 貯水槽 ４６５箇所

救助工作車 １台 プール １５箇所

連絡車 １台 池 ２箇所

受水槽 ６箇所
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施策別計画内容

（１）消防、救急体制の充実

�消防、救急・救助体制の強化

震災時に機能が損なわれることのないように消防庁舎を整備するなど、

消防、救急・救助機能の充実のため、埼玉県南西部消防本部や関連医療

機関と一層の連携に努め、体制を強化します。

�教育・訓練の充実

多様化する災害に効果的に対応することができるよう、市職員の緊急

対応の体制を整えるとともに、消防団や地域自主防災組織との連携強化

及び教育・訓練の充実を図ります。

�消防水利の充実

迅速な消防活動が行えるよう、埼玉県南西部消防本部の配置計画に基

づいて、消火栓、防火水槽の適正な配置に努めます。

�予防消防の推進

消防団や地域自主防災組織による予防消防の推進に努めるとともに、

広報活動や防災訓練資機材を活用して、市民の防火・防災意識の高揚に

努めます。

�応急手当の普及

高齢化の進展や疾病構造の変化に対応し、市民と救急隊が一体となっ

て救命活動ができるよう、埼玉県南西部消防本部と連携して、普通救命

講習会、上級救命講習会などを行います。

（２）防災体制の強化と市民の防災意識の醸成

�防災施設、防災備蓄体制の充実

広域避難所の県営和光樹林公園に建設する総合体育館を防災拠点の核

とし、災害時においても避難場所のインフラが途絶しないよう整備しま

す。また、各地域の防災備蓄拠点として防災倉庫を整備し、飲料水、食

糧、防災資機材、衣料品などの備蓄品を整備します。
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�自主防災意識の高揚と市民組織の支援

防災訓練などにより市民の自主防災意識の高揚を図り、災害時に公的

援助を受けるまでの間、自助・共助により生活することができるよう、

地域自主防災組織の育成・支援を行い、避難所経路・場所の周知などを

通じて、災害時の避難が迅速に行えるよう、市民の安全教育を充実しま

す。

�公共施設の耐震化、市民への啓発

避難所となる公共施設の耐震化を進め、埼玉県南西部消防本部と協力

し、都市型災害の防止を図るため、建築物の防災性を高める不燃化・耐

震化について啓発します。

�自然災害に関する情報体制の整備

台風などによる集中豪雨や地震などの突発的な自然災害への対応を充

実し、災害時における通信回線の確保や防災無線の整備など、市民と行

政が一体となって、自然災害に強いまちづくりを進めます。

�災害時応援協定の充実

災害が発生し、市独自では被災者の救援等が十分に行えない場合に備

え、近隣自治体や民間企業等との災害時応援協定の充実に努めます。

（３）国民保護措置実施体制の確立

�市の実施する国民保護措置

市内には自衛隊や米軍のアンテナ地区等防衛に係る活動の拠点や国の

研究機関等の重要な施設があります。これらの地域特性を考慮した避難

施設や避難経路の確保に努めるとともに、警報、避難指示、緊急通報を

市民に迅速かつ確実に伝達できる体制を確立します。

�和光市国民保護計画の策定

市民を保護するための総合的な推進に係る事項について、国民保護法

に規定する埼玉県国民保護計画に基づき、和光市国民保護計画を策定し

ます。
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（４）すべての人のための交通安全対策の充実

�交通安全啓発・教育活動の充実

広域幹線道路整備などに伴う交通事故の実態に対応しながら、学校や

地域の組織と連携して、歩行者の交通マナーなど、交通安全啓発・教育

活動を推進します。

�交通安全施設の整備・充実

計画的な歩道整備に努めるとともに、段差の解消、防護策・反射鏡・

街路灯などの交通安全施設の設置とその維持管理に努めます。

（５）地域と連携した防犯体制の構築

�防犯体制・施設の充実

朝霞警察署をはじめとする関係機関との連携により、駐在所を交番と

するなど防犯施設の充実を図るとともに、市民による防犯パトロールな

どの主体的な活動の支援を行います。そして「和光市くらし安全防犯条

例」★に基づく防犯計画により、地域が一体となった防犯体制の充実を

図ります。また、防犯灯や「子どもを守る家」★の充実など、防犯のた

めの環境整備に努めます。

�防犯意識の啓発

ポスターの掲示や防犯講習会の開催など、あらゆる機会をとらえて、

市民の防犯意識を啓発するとともに地域組織と連携して、犯罪を生まな

い、明るく住み良いまちづくりに努めます。

★「和光市くらし安全

防犯条例」

市民が安全で安心して

暮らせるまちを実現す

るため、平成１７年１月

１日に施行し、防犯施

策を推進していく。

★子どもを守る家

子どもたちが危険を感

じたらいつでも駆け込

める家で、子どもたち

の事件、事故を未然に

防ぐことが目的。
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現況と課題

本市においては、これまで主に地域の自治会がコミュニティ活動を推進して

きましたが、価値観の多様な２０～４０歳代の年齢層が多い人口構成を反映して、

子育て、環境保全、国際交流、まちづくりなど、さまざまなテーマに基づく自

主活動も盛んになってきています。また、近年では、こういったコミュニティ

活動から発展し、事業性を持ったコミュニティビジネスが全国各地で行われる

ようになっており、コミュニティに元気をもたらす手段として注目されていま

す。従来の地域サービス型の活動に対する支援に加え、こうした多種多様な活

動を支援し、これらを積極的に結んでいくことも、流動性が高く、かつ、多様

な価値観を持つ若い住民が新しいコミュニティをつくっていくために必要とな

っています。さらに本市には、さまざまな国の機関や民間企業が立地しており、

こうした各機関もネットワークに取り込み、中心となっていく市民を窓口とし

ながら、地域と市民と行政が協働関係を築いていくことが重要です。

また、ネットワーク化を具体的に支援するためには、既存のコミュニティ施

設の整備・充実を図りながら、幅広く市民に利用してもらえるように PR活動

を進めるとともに、行政、法律、税金、男女格差の問題など、生活全般にわた

る相談体制の充実に、引き続き努めることも重要です。

葬祭場の整備については、市民ニーズを把握しながら、実現に向けた取り組

みが必要となっています。

４ いつも“ホッ”とさせてくれる
コミュニティづくりの支援 （地域社会）
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■施設の利用状況

資料：地域振興課

平成
８年度

１０年度 １２年度 １４年度 １６年度

白子コミュニティ （件数） ２２２ ８２０ １，３４４ １，６０４ １，３９８

センター （人数） ４，８６５ １４，１１２ ２１，５５２ ２９，５０６ ２５，２６０

吹上コミュニティ （件数） ８０４ ６５７ ７０６ ７０９ ５８９

センター （人数） １３，７６６ １０，８１７ １４，２１３ １１，９８３ １２，９０３

新倉コミュニティ （件数） １，０４７ ９３２ ８６４ ８８２ ９９５

センター （人数） １７，９６７ １６，６４２ １１，４１８ １３，０９２ １３，２０４

牛房コミュニティ （件数） １，１３４ １，１８９ １，３１３ １，１８５ １，２２９

センター （人数） １４，５３４ １３，５６７ １５，０９６ １３，８９４ １６，３２５

１０年度 １２年度 １４年度 １６年度

白子宿地域センター （件数） １７６ ２４７ ２０１ １９７

（人数） １，８０７ ２，６４６ ３，０４６ ２，７５５

新倉北地域センター （件数） ４１９ １，０６２ １，３１５ １，３８８

（人数） ６，１９４ ２５，４０７ ２８，０８８ ２６，７１８

本町地域センター （件数） ６４１ １，４６５ ２，０９８ ２，２７９

（人数） ７，２２９ １６，０５４ １９，５８１ ２０，３７３
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施策別計画内容

（１）市民のコミュニティ活動等の支援

�市民による地域活動参加の支援

自治会を中心とした地域の活動、コミュニティセンター、地域センタ

ーなどを利用したコミュニティ活動への参加を呼びかけるとともに活動

の助成を拡充します。また、地域の各種機関を含めたネットワーク化を

図り、こうした活動の活性化を推進します。

�各種交流イベントの開催

各種まつりへの参加を積極的に促進し、地域住民としての交流を深め

られる機会を提供して、市民相互の連帯感を醸成します。
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�ボランティア・NPOの育成と連携

講座やセミナーなどを通じてボランティアやNPOの育成を促進する

とともに、施設やホームページなど、交流と情報交換の機会を積極的に

提供し、ボランティアやNPOによる自主活動を支援します。

�コミュニティビジネスの促進と支援

住民が主体となって、地域社会の発展に貢献するために行うコミュニ

ティビジネスに対して、主旨の普及を推進するとともに、支援の方策に

ついて検討します。

（２）コミュニティ施設の整備・充実

�ニーズに基づく施設・設備の充実

利用者のニーズに基づいて、老朽化の進んだ各コミュニティ施設の設

備整備を計画的に進めるとともに、使いやすい利用方法について市民と

協力して検討し、利便性の高い施設として機能の充実を目指します。

�葬祭場の整備

市民が利用できる葬祭場の整備について、市民の理解と協力を得なが

ら計画的に進めていきます。

（３）市民相談の充実

�市民の要望に基づく内容の充実

市民から多様な各種相談（法律、行政、登記、税金、女性、人権など）

及び市政に対する提言・要望・苦情の受付処理を行い、市民サービスの

向上と開かれた市政の推進に努めます。
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現況と課題

市民の消費生活をめぐる環境はめまぐるしく変化、多様化しており、近年で

は、振り込め詐欺を始めとして、若者や高齢者などを狙った悪質な手口も増加

しています。こうした被害やトラブルを予防していくには、新しい情報の入手

と市民への迅速な提供が求められます。現在、本市では各種講座・講演会の開

催や広報を通して情報提供を行っていますが、これだけでは十分ではありませ

ん。消費生活モニターなどからの生の声に加えて、中央省庁などからの最新情

報を入手し、インターネット上のホームページによる情報提供や各地域の消費

生活地域相談員のネットワーク化などで対応することが必要となっています。

また、電子商取引★や個人情報の管理に関連する被害のほか、食品や生活環

境上の化学物質などの被害も深刻化しており、法律や環境の専門家などとも連

携をとりながら、複雑・多様化する相談・苦情に対応できるように相談体制を

拡充することが課題です。特に食品を取り巻く環境は、「食品安全基本法」が

施行されるなど、市民の関心も高くなっており、消費者の安全・安心を確保し

ていく必要があります。このため、市民の自発的な防御能力や問題意識の向上

を支援するためにも、消費者団体相互の交流を促進し、その活動を支援するこ

とも重要です。

５ 時代に即応した消費者保護の推進 （消費生活）

★電子商取引

コンピュータ上での契

約や電子マネーによる

商取引。
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■消費者生活相談件数数の推移�

■消費生活相談の相談中身上位５件の推移 平成１７年４月現在

資料：地域振興課

平成
８年度

件数 １０年度 件数 １２年度 件数 １４年度 件数 １６年度 件数

１位 住居品 ５３ 土地 ４０ 教養娯楽品 ４５
金融・保険
サービス

６９
運輸・通信
サービス

４９６

２位 教養娯楽品 ４４
商品関連
役務

３９
金融・保険
サービス

２９
運輸・通信
サービス

５２
金融・保険
サービス

８５

３位 他の相談 ４３ 住居品 ３１ 住居品 ２６ 住居品 ３９ 他の相談 ５３

４位 役務一般 ２５ 教養娯楽品 ２３
レンタル・
リース・賃借

２６
レンタル・
リース・賃借

３９
レンタル・
リース・賃借

４３

５位
商品関連
役務

２３ 被服品 １７
運輸・通信
サービス

２４ 他の相談 ３４ 教養娯楽品 ３０
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施策別計画内容

（１）最新情報の迅速な提供などによる消費者被害の予防

�消費生活に関する講座・講演会の充実

若年層が多い企業、学校などでの出前講座、講演会を行い、意識啓発

に努めます。

�インターネット等による最新情報入手と提供

ホームページ等を活用して被害情報の収集や提供を行うとともに、広

報やパンフレットによる情報提供を行います。
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�消費生活地域相談員・消費生活モニター制度の充実

消費生活地域相談員や消費生活モニターを市民と行政のパイプ役とし

て、地域からの要望、情報を収集します。

�食の安全の推進

関係機関との連携により、食育教育や地産地消の取り組みを推進する

とともに、モニターによる食品パトロールを行い、市内における食の安

全確保に努めます。

（２）複雑・多様化する消費者被害の救済

�消費生活相談体制の充実

消費者被害の増加に対応するため、消費生活相談日の増設を検討しま

す。

�消費生活相談員の育成

継続した消費生活相談体制を整えるため、消費生活相談員の育成・確

保に努めます。

（３）消費者団体の自立支援

�消費者団体の交流促進

消費生活展、合同講演会、合同県外視察などを行い、団体相互の交流

をさらに深め消費者団体の自立を支援します。

�消費者団体活動への支援

学習、実践の手助けとなるよう、講演会、講習会などの機会や情報の

提供を続けます。
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