
第３章
構想推進のために

１ 市民（住民／企業・NPO）と行政の協働

２ 体質転換による行政の自立

３ 経営感覚を取り入れた合理的財政運営

４ 広域連携による行政運営の効率化

５ 目標を明確にした戦略的な市政運営



現況と課題

市民のニーズにあった市政を行うためには、市民の意見を市政に反映させる

仕組みが必要です。また、限られた財政の下で多種多様な施策を効率的に実施

していくためには、住民や企業、NPOなど、さまざまな分野で活躍する市民

との協働が必要不可欠です。

本市では、これまでも市政対話集会や提言箱など、さまざまな方法で広聴活

動を行ってきました。また、より多くの市民が市政にかかわり、市政を更に発

展させていくことが必要なことから、平成１６年１月には、市民が市政に参加す

るための基本的な事項を定めた「和光市市民参加条例」が施行されました。今

後は、市政への市民の参加をより一層推進するとともに、市民との協働につい

てより一層の充実を図る必要があります。

そして、こうした協働関係の前提となるのは、透明で公平・公正な環境であ

り、そのための迅速な情報公開です。本市でも、平成１２年に「和光市情報公開

条例」★及び「和光市個人情報保護条例」★を制定しており、要求に対して情

報提供するというのではなく、市民が常に新しくわかりやすい情報に容易にア

クセスでき、市政に参加できる体制を整備することが重要になっています。

１ 市民（住民／企業・NPO）と行政との協働

★「和光市情報公開条

例」

市政に関する公文書の

開示を請求する権利等

につき定めた条例。

★「和光市個人情報保

護条例」

個人情報の適正な取扱

いの確保に関し必要な

事項等につき定めた条

例。
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施策別計画内容

（１）計画・実施・評価の段階における市民参加の推進

�市民による自主活動の組織化・ネットワーク化の支援

さまざまな分野における市民のボランティア活動やNPO活動の情報

を集約し、そのネットワーク化を支援するとともに、市民の自主的活動

への支援を行う仕組みや体制の充実に努めます。また、アダプト・プロ

グラムのような新しい協働のあり方を検討します。

�市民参加の推進

市民参加条例に基づき、会議の公開や各種委員の公募、計画などの策

定過程での市民参加や市民からの政策提案制度の促進を図るなどを積極

的に行い、市政運営における市民の参加を推進します。
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�市民参加を支援する体制・制度の確立

市民の自主的な活動と連携しながら市政を運営できるよう、常設の市

民会議の設置などさまざまな市民参加の仕組みづくりや方策を研究しま

す。また、市民活動の場として、既存公共施設の活用を含めた市民活動

センターや市民情報センターなどの設置について検討します。

（２）透明で公平・公正な環境づくり

�情報公開制度の充実

市民の知る権利の保障と行政の説明責任を果たすため、市民サービス

の向上ならびに開かれた市政の実現に向け、情報公開条例及び個人情報

保護条例に基づいた、情報制度の積極的な運用に努めます。

�広報広聴活動の充実

広報「わこう」の更なる充実に努めるとともに、ホームページ、携帯

端末など、多くの媒体を積極的に活用し、分かりやすく、使いやすい情

報提供を進めます。また、Eメールや対話集会などによる広聴機能の充

実を図るとともに、こうした多様な媒体の活用により、市民とのコミュ

ニケーションの双方向化、即時化を進め、情報の信頼性の確保に努めま

す。

�苦情処理・行政相談の充実

苦情処理や行政相談の窓口をより利用しやすいものとするとともに、

市民サービスの総合的な調整機能として位置付け、その結果を積極的に

市政に反映します。また、指定管理者制度★等行政運営の手法が変わる

中、市民に信頼される行政運営を推進するため、第三者による行政苦情

調整窓口の設置を検討します。

★指定管理者制度

公園や福祉施設、体育

館などの公の施設を民

間事業者にも管理運営

を委ねられるようにす

る制度。多様化する住

民ニーズに、より効果

的、効率的に対応する

ため、公の施設の管理

に民間の能力を活用し

つつ、住民サービスの

向上を図るとともに、

経費の節減等を図るこ

とを目的としている。
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■職員一人あたり人口の比較�

現況と課題

市民ニーズがますます高度化、多様化し、将来的にも厳しい財政状況が予想

される中で、三位一体改革をはじめとした地方分権は本格化しており、市行政

の果たす役割や責任が一層大きくなることが想定されます。本市においても、

社会状況に見合った行政改革の一層の推進、効率的な行政運営を図るとともに、

市民サービスの向上に努めなければなりません。データベース化★やオンライ

ン化★による事務の効率化はもちろん、実質的に事務事業を円滑に遂行できる

よう、わかりやすく簡素な組織づくりや総合政策の推進などを図るとともに、

市民参加や民間活用をこれまで以上に積極的に取り入れていく必要があります。

このためには、こうした課題に対応できる政策形成能力を備えた人材の育成

を進めるとともに、計画や事業の目標を明確化し、その達成度や実施効率性等

について評価を行い、常に市政の改善に努めていくことが不可欠です。本市で

は、平成１３年度から行政評価制度★を導入しており、これを一層充実していく

とともに、今後は、市民参加などを通じてニーズを把握し、選択的に施策や事

業を実施していく必要があります。

２ 体質転換による行政の自立

★データベース化

膨大な情報を磁気テー

プやハードディスクな

どの形でコンピュータ

に記憶させ、必要なと

きデータをすばやく取

り出せるシステム。

★オンライン化

離れて設置されている

コンピュータなどの端

末機が通信回線で結ば

れていることで、デー

タベースなどの情報を

相互利用することがで

きる仕組み。事務手続

きなども、処理すべき

事由が発生するたびに、

ただちに処理を完結し

ていくことができる。

★行政評価制度

より効率的で効果的な

行政運営を行うため、

行政の実施する施策や

事業を評価する仕組み。
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施策別計画内容

（１）事務処理能力の向上

�情報管理システムの充実

迅速な事務処理と効率的なデータ管理を図るため、オンライン上での

電子決裁や書類の電子情報化などを推進し、国や県のネットワークとも

接続、連携しながら“電子自治体★”としての整備を進め、あわせて、

情報セキュリティの安全性に努めます。

�文書管理・保管システムの充実

情報の共有化と文書検索の迅速化のため、ファイリング・システム★

の更なる充実に努めるとともに、文書のより効率的な管理を目指し、電

子情報化による文書管理システムの導入についても検討します。

★電子自治体

行政情報を電子化し、

申請や届出など、住民

との間の行政手続きを

オンライン化した自治

体。

★ファイリング・シス

テム

必要な文章をだれでも、

いつでも、すぐに検索、

活用できるように文章

の発生から廃棄に至る

までの流れをシステム

化した文章管理方法。
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�市民サービスの向上

組織の横断的機能の充実や窓口の一元化による、ワンストップサービ

ス★の推進などにより、市民の利便性向上に努めます。また夜間及び休

日開庁と併せてインターネットを利用した公共施設利用申込み、税申告

などの新たなシステムの導入についても検討します。

（２）行政運営の簡素化と合理化

�組織の充実と活性化

多様な市民ニーズや社会情勢に適応できるよう、市役所内の横の連携

を進め、市民にも分かりやすい組織づくりに努めます。そのために、プ

ロジェクトごとのチーム編成や総合政策の推進を図ります。

�人事管理と人材育成

社会の環境変化に的確に対応するため、適正な人事配置とそれぞれの

業務に見合った任用を実施し、職員の専門性を高めるとともに、専門職

や民間の人材の活用についてもなお一層進めます。また、職員一人ひと

りが能力や可能性を最大限に発揮できるよう、各種研修による資質の向

上を図るとともに、職員提案制度の活用を図り、地方分権に対応できる

政策形成能力などの向上に努めます。さらに、職員のやる気を出し、生

き生きとした組織にするため、成果主義の導入を図ります。

（３）計画・事業の管理と評価

�総合振興計画に基づいた総合的な進行管理

行財政の総合的かつ効果的な執行を確保するため、総合振興計画に基

づいて施策の進行状況を把握し、計画のローリングにより実効性の確保

に努めます。あわせて、重点目標については、成果についての目標を数

値化します。また、これらの計画の進行管理や評価、見直しについては、

市民とともに検討する制度の導入を図ります。

★ワンストップサービス

１つの窓口ですべての

用件が済ませられるサ

ービス。当市において

は、転入転出に係る手

続きの省力化を図る。
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�評価制度の充実

行政の効率的な展開と説明責任の明確化を図るため、施策評価や事務

事業評価などの行政評価制度の一層の充実により、行政運営の適正化と

質の向上に努めます。また、より効率的で市民にわかりやすい行政を推

進するため、市民及び専門性を有する者等による外部評価制度の導入を

図ります。
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■経常収支比率の比較�

現況と課題

本市の財政は、民間企業の立地や都心に近く交通便利な立地条件の良さによ

る民間開発により、市民の比較的高い所得水準などに支えられ、これまでほぼ

安定的に推進してきました。しかしながら、少子高齢化社会の現実化や引き続

き見込まれる人口増に伴う市民ニーズの多様化による行政サービスの増大や三

位一体改革をはじめとした依存財源の減少などにより、今後の財政は厳しさを

増すことが予想されます。

こうしたさまざまな変化の中で、本市では、平成１３年度に第三次行政改革大

綱推進計画を策定し、より効率的で弾力的な行財政運営を推進してきました。

今後も、コスト意識を徹底して、民間企業の経営感覚を取り入れながら、市民

ニーズの正確な把握に基づく施策・事業の選択と継続的な管理と評価による計

画の見直しが必要となります。また、指定管理者制度の導入等により、積極的

な民間活力の活用を更に推進していく必要があります。

３ 経営感覚を取り入れた合理的財政運営
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施策別計画内容

（１）長期展望に基づいた計画的な財政運営

�中長期財政計画の充実

計画的な財政運営を図るため、財政シミュレーションに基づいた中長

期財政計画をさらに充実し、明確にします。

�投資的事業と地方債の計画的実施

投資的事業には多額の財源を必要とすることから、計画的な事業執行

に努め、自主財源★の確保に努めるとともに、世代間の負担の公平性に

十分配慮しながら地方債の活用に努めます。

★自主財源

地方公共団体が自主的

に収入できる財源のこ

と。代表的なものとし

て地方税、使用料及び

手数料等がある。
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�経常的経費（公債費、物件費、人件費、補助金など）の適正化

経常経費の増加は財政の硬直化を招くことから、定員管理の適正化と

事務事業の見直しを図り、財政構造の弾力性の確保に努めます。

（２）施策・事業の選択的実施

�費用対効果評価の実施

事業の妥当性評価のために、それぞれの事業の成果を具体的な数値指

標で示し、その達成に要する費用と事業実施によってもたらされる効果

を比較検討することで、市民にとってもわかりやすい事業の実施と運営

を進めます。

�コスト意識の徹底

事業ごとの費用に関する点検、行政評価制度を充実し、職員の意識改

革を進め、コストの意識の高揚を図ります。

�入札制度の公正性の向上

より一層の公正性確保のため、電子入札制度の導入などにより、入札

手続の透明化を図るとともに入札制度の改革に努めます。

（３）民間の積極的な活用

�民間との機能分担の明確化

住民や企業、NPOなどの活動の実態を踏まえて、行政の役割と守備

範囲を見直し、市民と行政の機能分担とそれぞれの責任を明確にした上

で、協働のシステムの構築を図ります。

�民間活用の新しい概念の導入

公共部門の効率化とサービスの質向上を図るために、地域の人的資源

や民間資金などを効率的に活用できるよう、引き続き外部委託を推進し

ます。

�指定管理者制度の導入

公の施設の適切な運営と市民の利便性の向上を目的とした、指定管理

者制度の導入を推進します。
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現況と課題

日常生活圏の拡大、価値観やライフスタイルの多様化などにより、行政ニー

ズはますます複雑多様化しており、市域を越えた広域的な行政サービスの必要

性が高まっています。

このような状況の下、より合理的で効率性の高い行財政運営を実現するため

に、関係自治体間における連携の強化が必要とされており、埼玉県西部第一広

域行政推進協議会、埼玉県南西部４市まちづくり協議会による広域的な行政圏

計画の策定や行政課題の検討に加え、消防やし尿処理などの事業については、

朝霞地区一部事務組合により共同処理を行っています。さらに、彩の国さいた

ま人づくり広域連合による市町村職員の人材開発や人材交流などについても共

同で推進しています。

今後ますます多様化、高度化する行財政需要に対応し、かつ、財源の効率的

運用を図るために、隣接する板橋区や練馬区も含めた広域的連携のより一層の

活用に努めるとともに、共同処理に適した事務事業については、関係自治体と

十分調整し、積極的に推進していく必要があります。

４ 広域連携による行政運営の効率化
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施策別計画内容

（１）広域圏計画の推進

�調和のとれたまちづくりの推進

埼玉県南西部４市まちづくり協議会や埼玉県西部第一広域行政推進協

議会を構成する市町と連携を図りながら、広域圏計画の事業を効果的に

推進します。また、「埼玉県新５か年計画」などとの整合性を保ちなが

ら、調和がとれたまちの形成に努めます。

（２）広域行政推進体制の活用

�公共施設の相互利用

埼玉県南西部４市まちづくり協議会による公共施設の相互利用をさら

に充実し、効率的な施設の運用を図ります。
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�新たな行政需要に対する広域的な対応

新たな広域的な行政需要に対応するため、関係自治体と協力し、課題

解決に取り組みます。特に、埼玉県南西部４市まちづくり協議会構成市

との連携を深め、独自性や主体性を尊重しながら共通課題の解決に努め

ます。

�新たな広域連携の検討

生活圏の一部が隣接する板橋区、練馬区と重なっていることから、公

共施設の相互利用や防犯、防災などの面での連携を検討します。

（３）国や県との連携

�国や県との連携

本市の目指す将来都市像の実現のため、自主財源の確保、広域的な都

市基盤の整備、基地跡地の有効活用、社会保障制度の充実など、市政の

枠を越える要素について、国や県に対する要請を継続します。
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和光市が直面する課題を克服し、基本構想が描く未来をかたちにしていくた

めに象徴的な施策・事業をまとめ、目標と成果、優先順位を明確にした戦略的

な市政運営に努めます。

後期基本計画では、次の５つの重点目標を定め、これを実現するための施策

や事業等について第１章において、掲載しています。

５つの重点目標

重点目標１ 安心・安全なまち

重点目標２ 子どもが健やかに育つまち

重点目標３ 地域の資源を育てるまち

重点目標４ 交流を通して生きがいを感じられるまち

重点目標５ 市民がまちづくりの主役となるまち

５ 目標を明確にした戦略的な市政運営

第
３
章

161




