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和光市は昭和４５年（１９７０年）に誕生し、平成１２年（２０００年）には市制３０周年

を迎えました。本市では、この間、昭和５４年（１９７９年）に「第一次和光市総合

振興計画」、平成３年（１９９１年）に「第二次和光市総合振興計画」を策定し、

それぞれ「あおさみなぎる文化都市」、「みどり豊かな人間都市、和光」を将

来像として、人と緑の触れ合いを大切にしたまちづくりを行ってきました。

また、第二次和光市総合振興計画の策定１０年を経て、和光市を取り巻く社会

経済状況の変化に加え、東京外かく環状道路の整備、和光市駅南口周辺の区画

整理や市庁舎・市民文化センターの建設などにより、市の姿も様変わりし、そ

の課題も変質あるいは増大し、新たな課題が出現したため、平成１３年に、「第

三次和光市総合振興計画」を策定しました。第二次和光市総合振興計画を継承

した「みどり豊かな人間都市、和光 ～すべての市民による豊かな福祉・環境

・教育の実現」を都市像とし、その実現のための１０年間の基本構想を定めまし

た。

また、基本構想に沿った具体的な施策として前期５年間（平成１３年～１７年度）

の基本計画を定め、以来、前期基本計画に基づき市政を進めてきました。

前期基本計画の計画目標年次となる平成１７年度を迎え、基本構想の実現に向

けて、前期基本計画から積み残している課題や時代の変化によって現れた新た

な課題に対応した、今後５年間に市が取り組むべき施策を明らかにする新たな

市政運営の指針として、後期基本計画を策定します。

Ⅰ 計画策定の趣旨
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本総合振興計画は、計画的、効率的な市政運営のための指針であるとともに、

あらゆる行政施策・事業を調整する役割を持つものであり、以下の３つの部分

より構成されています。

�基本構想：平成１３～２２（２００１～２０１０）年度を期間とし、各種行政施策の最上

位計画として、将来都市像と施策の大綱を定めています。

�基本計画：平成１８～２２（２００６～２０１０）年度を後期計画期間とし、施策の大綱

に基づいて、各施策を具体化し、体系的に定めます。

�実施計画：３か年間を計画期間とし、毎年度見直します（ローリング方式）。

基本計画で定められた施策の効率的な実施を目的として、具体的

な事業実施に係る年次計画とその財源的裏付を定めます。各年度

の予算編成の指針とします。

なお、各分野における施策や事業においては、基本計画、実施計画と整合を

とりながら、分野別計画★を策定し、推進していきます。

■計画期間■

Ⅱ 計画の構成

★分野別計画

各分野別計画の概要に

ついては、付属資料（P

１７４・１７５）を参照のこ

と。
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（１）少子・高齢社会への突入

我が国の人口は、２００６年（平成１８年）にピークに達した後、減少に転じ、

そのまま２１世紀を通して減少を続けるものと予測されています（平成１６年

度版厚生労働白書より）。

その最大の要因の一つである少子化は、若年層の減少、晩婚化の進行等

により、さらに進行していくことが予想されています。

また、これと平行して、高齢化が一層進んでおり、全人口に占める高齢

者人口の比率はますます増大していきます。

（２）個の重視と多様化

高度経済成長時代といわれた時期を経て、経済的、物質的な豊かさをあ

る程度達成した日本の社会は、個人がそれぞれの心のゆとりを求める成熟

段階に入っています。この結果、共通の目標に向けて進む画一的な社会か

ら、それぞれの価値観に基づいて方向を選択する多種多様な社会へと変化

しています。

（３）経済活動の変容

戦後の我が国は欧米諸国に追いつくことを目標として高度経済成長を達

したものの、徐々に低成長期に入り、バブル崩壊によって土地や金融シス

テムに対する信頼は失墜しました。社会やさまざまな性質の転換や成熟に

よって従来の経済システムが役目を終え、現在では産業の国際化や経済的

規制の変革など、構造的な変革やその組換えが進んでいます。

また、労働力人口の中・高年齢化や若年層の未就労化など、雇用構造も

大きな転換期を迎えています。

（４）グローバル化★の推進

現代の社会では、人口・食糧問題、環境問題、人権や生命の問題など、

国家や国民という従来の枠組みにとらわれない、“地球市民”としての個

人同士が関わり合う“グローバル（世界）化”の考え方が一般的になって

います。

近年では、交通・通信網の急速な発達により、飛躍的に国際交流は拡大

し、グローバル化が進んでいます。

Ⅲ 計画策定の背景

１ 我が国における社会・経済の動向

★グローバル化

個人、企業、団体など、

さまざまな主体が国の

枠組みを超えて広く合

理的な選択を求めて行

動しようとすることか

ら、地理的に広範な市

場やネットワークが進

展し、また、個々の立場

がその流れから影響を

受けるようになる過程。
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また、国際交流についても、従来の経済活動を中心とした交流から、文

化・学術・スポーツなどさまざまな分野における住民レベルの交流が活発

化しています。

（５）高度情報化の進展

コンピュータ・ネットワークや通信機器などが処理する情報の量と速度

は飛躍的に発展し、保健・医療・福祉、教育、防災・防犯等生活に身近な

さまざまな分野で活用がなされ、ゆとりや豊かさを手に入れる機会が増え

ていると言えます。

しかし、それと同時に、個人情報の漏洩による悪用や情報の活用に対す

る格差などの問題も発生しています。

（６）環境保全意識の高揚

科学技術の急速な進歩と効率性や利益ばかりを追求してきたことによっ

て、人類は大量生産、大量消費、そして大量廃棄を続けてきました。この

結果、地球は自立的な再生が不可能なほどに傷つき、その影響は、我々自

身の生活や身近な環境にも現れ始めています。我々はその当事者として、

これまでの考え方や生活のあり方について、より真剣に考え直し、できる

ことから行動に移す必要に迫られています。

（７）地方分権と市民参加

平成７年の地方分権推進法施行以降、地方分権の流れは具体化しつつあ

り、今後も国から地方への権限移譲などが進むと考えられます。これに伴

い、地域の問題に対し、自治体自らの判断と責任により取り組む、自立的

なまちづくりが可能になっています。

このため、地域の特殊性や多様化するニーズに対応したまちづくりを進

めていくために、行政能力の向上とともに、市民が自らの意見を形成して

自主的にまちづくりに参加することが必要です。
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（１）和光市の特性

都心との交通の利便性の高まりとみどり豊かな住環境を両立している和

光市は、基盤整備とともに駅前の商業集積が進み、東京の都市的機能と余

暇時間を過ごす場としての魅力を体験できる“新しいまち”のイメージが

形成されています。

本市では、過去２０年以上にわたって人口は増加傾向にありますが、その

特徴としては、�単身世帯あるいは少人数世帯の増加が大きい事、�人口

に占める２０～３０歳代の比率が高いこと、�転入転出が激しいこと、�職場

が都心という人が増加している事、などがあげられ、ベッドタウンとして

の性格が強くなっています。

地域への帰属意識が比較的薄い若い世代が多いこととベッドタウン化の

進行により、市民が共有すべきまちとしての個性や特色があいまいになっ

ています。

また、市民からの意見には、さまざまな都市機能が整備されていくこと

は好ましいことながら、その目指す方向が今一つ明確でないといった声も

聞かれます。

（２）和光市の課題

●より快適で安全な都市機能の整備

和光市の市域は南北に長く、その中央部を東西に貫く形で鉄道が走り、

駅南側には商業集積と市役所をはじめとする公共施設の整備が進んでいま

す。このため、南部や北部から駅周辺部へのアクセス改善、サービス享受

の機会均等化が重要となっています。また、東京外かく環状道路や高規格

の県道等の整備が進む一方で、市内の生活道路における危険性が増えてい

ます。残る都市機能の整備を進めると同時に、特に生活者の目線に十分に

配慮しながら、その利便性を公平に配分するためにきめ細かな整備を進め

ていくことが課題といえます。

２ 和光市の特性と課題序
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●美しくてやさしい環境の保全

利便性に優れた本市では、市街化・宅地化が進んでいます。人が増え、

まちがにぎやかになる一方で、ごみの増加や水と緑の消失の要因ともなっ

ています。残された水と緑をかけがえのない環境資源として保全するだけ

でなく、新たに創出していくことにも努めていく必要があります。また、

環境への関心が高まる中で、ごみの分別やリサイクル活動などを通じて、

環境にやさしいまちづくりを進めていこうとする動きが市民意識にも現れ、

草の根的な広がりをもってきています。こうした市民運動を育て、都市の

利便性と美しい自然環境が両立したまちづくりが必要です。

●あらゆる世代が支え合う地域の創生

若年層が多い本市の人口構造や著しく転入転出が多い傾向などと一致す

るように、若い世代の育児・教育を支援するための施設整備やシステム改

善に対する要望も増えています。さらに、都市化にともなって、青少年の

行動様式も変化しており、学校のみならず、地域全体で教育に取り組む意

識も高まっています。一方で、確実に進んでいる高齢化も深刻に受け止め

て、入れ替わりの激しい若い世代と長く住む住民の交流を促進するなど、

できるだけ多くの市民が互いにかかわり支え合う地域をつくっていくこと

が必要です。

●個性あるまちづくりの方向性の形成

人口構造や人口動態から見ても明らかなように、和光市のベッドタウン

としてのイメージはより強まっています。市民一人ひとりのさまざまな生

活の場面における満足度を高めるためには、単なる“ベッドタウン＝寝る

ための場所”としてでなく、“ホームタウン＝暮らしのよりどころ”とし

ての総合的なまちのプロデュースが必要です。和光市らしさとは何なのか、

広く市民と議論しながら、市民が「住んで良かった」と思えるようなまち

を実現するための方向性を明確にしなければなりません。東京都への交通

アクセスと市内の水や緑を活かすのはもちろん、本市に立地しているさま

ざまな専門機関なども重要な地域資源として和光市のまちづくりに活用し

ていくことが課題です。
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●まちの性格／魅力を具現化する“まちの顔”づくり

本市の核として、和光市駅の北口・南口を一体的に整備していくために、

本市の個性を再発見できるような魅力あるまちづくりの方向性を示すこと

が求められています。これを前提に、駅南口周辺地区における区画整理の

次の段階として、駅北側の整備は、緊急かつ重要な課題となっています。

駅南口についても、商店街の活性化を含めた、より明確な“まちの顔”づ

くりを促進することが必要になっています。

●市民と行政の協働と役割分担

都市住民の多様なニーズを満足させながら効率的に行政を運営するため

には、市民（住民／企業・NPO★）と行政との積極的な協働が必要です。

その前提として、行政は積極的に情報を公開し、行政活動に関する説明責

任（アカウンタビリティ）★を十分に果たしていかなければなりません。

情報と問題認識の共有化を下地として本市の恵まれた人的資源を活かした

市民参加と市民自治を進め、市民と行政との間に信頼と理解と協力の関係

を築き、分担と連携・協働による個性的で魅力あるまちづくりが必要です。

★NPO

Non-Profit-Organization

の略。民間の非営利組

織のことで、社会的各

組織。本計画では法人

格の有無に関わらず、

広義の意味で使用して

いる。

★説明責任（アカウン

タビリティ）

組織の事業内容や収支

について、社会に対し

て情報公開し、不正が

ないことを説明する責

任。
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（１）前提となるフレーム

●人口フレーム

本計画の策定にあたっては、過去の国勢調査、住民基本台帳調査をもと

に将来人口を推計しました。

これによると、本市の人口は今後も増加を続け、本計画の目標年次であ

る平成２２年（２０１０年）の和光市の人口は、約８０，９００人になると予想されま

す。

また、目標年次における年齢別人口の構成比は、１５歳未満が１５．８％、１５

～６４歳が６９．８％、６５歳以上が１４．４％（うち７５歳以上が５．４％）になると予

想され、若年層の減少と高齢化が一層進むと予想されます。

３ 後期基本計画の策定にあたって

年 度 平成７年 平成１２年 平成１７年 平成２２年 平成２７年

１５歳未満

（比率）

９，９３５ １０，２１０ １０，９６９ １２，２００ １２，６００

１５．９％ １４．５％ １５．３％ １５．８％ １５．６％

１５－６４歳

（比率）

４７，３３４ ５２，８５５ ５２，４７０ ５３，９００ ５５，２００

７５．６％ ７５．０％ ７３．２％ ６９．８％ ６８．１％

６５歳以上

（比率）

５，０８９ ６，９５５ ８，２８８ １１，１００ １３，２００

８．１％ ９．９％ １１．６％ １４．４％ １６．３％

＜うち７５歳以上＞

（比率）

１，８０１ ２，３２１ ２，９２６ ４，２００ ５，５００

２．９％ ３．３％ ４．１％ ５．４％ ６．８％

そ の 他 ２３０ ４７６ ３，２３２ ３，７００ ４，０００

合 計 ６２，５８８ ７０，４９６ ７４，９５９ ８０，９００ ８５，０００

注：平成１７年、２２年、２７年は住民基本台帳をもとにした数値となっているため、「その他」に外
国人人口を追加しています。

注：平成７年、１２年は国勢調査の数値であり、「その他」は、年齢不詳人口をあらわしています。

序

論

9



●財政フレーム

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が更新時期を迎

えるなど、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

ればなりません。

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。

（単位：百万円）

四捨五入の操作により、合計が一致しない個所があります。

※用語解説

※歳入のうち大きなウエイトを占める市税の積算根拠

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

自 主 財 源 １７，３２０ １５，５９０ １５，６３４ １５，５６５ １５，５０４

依 存 財 源 ５，１６２ ４，１５１ ３，７１２ ３，５６８ ３，５７８

歳 入 計 ２２，４８３ １９，７４１ １９，３４６ １９，１３３ １９，０８２

義務的経費 ７，９６９ ８，２４８ ８，３２７ ８，０１７ ８，１２８

任意的経費 ９，４４０ ９，７３０ ９，７１８ ９，７３１ ９，７３５

投資的経費 ５，０７４ １，７６３ １，３０１ １，３８４ １，２１９

歳 出 計 ２２，４８３ １９，７４１ １９，３４６ １９，１３３ １９，０８２

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。地方税、使用料及び
手数料等が代表的なもの

依 存 財 源 国や県の決定により交付される収入のこと。国庫支出金、地方譲与税
等が代表的なもの

義務的経費 人件費、扶助費、公債費のこと

任意的経費 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

投資的経費 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

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
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（２）後期基本計画の構成・特徴

後期基本計画は大きく３章から構成されています。（次頁参照）

●前期基本計画の継続と発展

本計画は第三次和光市総合振興計画の後期５年間に取り組む施策を明ら

かにする計画であり、基本構想・前期基本計画の流れを汲みつつ、その進

み具合や時代の変化にあわせて見直しを行いました。

第２章「分野別計画」及び第３章「構想推進のために」では、基本構想

に定められた施策の大綱、前期基本計画の施策体系をもとに、前期基本計

画策定時から新たに出てきた課題に対応するための施策や事業の検討を行

い、まとめました。

●市民生活の視点に基づいた重点目標の設定

これまでの基本計画は総花的で、抽象的な言葉が並んでいるため、市民

にとってわかりにくいという意見がありました。

そのため、本計画では、今後５年間のうちに重点的に取り組むことで達

成を目指す５つの重点目標を新たに設定しました。

この重点目標は、分野もしくは行政の組織にとらわれず市民生活の視点

に基づいて設定しており、それぞれの目標を達成するために必要な取り組

みについて、その具体的な内容、時期、協働の相手を明示しています。

また、目標の達成に向けて「どれだけ成果が出ているか」、達成状況を

測る指標も設定し、今後の進行管理を行いやすくしています。

●計画策定の取り組み

本計画の策定にあたっては、平成１６年１月に施行された「和光市市民参

加条例」に基づき、市民参加の機会と場の確保を図り、職員との協働によ

り計画づくりを進めてきました。

平成１６年８月に実施された市民意識調査★をはじめ、５回にわたる市民

ワークショップ、パブリックコメント★の実施、審議会の開催など、さま

ざまな機会において市民の皆様からの意見を収集いたしました。

特に市民ワークショップからは、各分野別計画に対する見直しの意見と

ともに、重点目標についての具体的な提言も出され、これを最大限尊重し

た検討を行いました。

★市民意識調査

本計画策定にあたり、

市民が市政にどのよう

な要望を持っているの

か等を把握するために

実施した調査。

（市内在住満２０歳以上

２，０００人・有効回収数

９３０人、有効回収率４６．５

％）

★パブリックコメント

本計画策定にあたり、

平成１７年７月２２日～８

月１０日まで実施した

（意見提出者１５人、提

出件数７８件）。
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■後期基本計画の構成■
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