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第三次和光市総合振興計画後期基本計画 

「５つの重点目標」に基づく施策についての課題整理分析 

 

 

 平成２１年度和光市総合振興計画施策推進会議において

議論した結果、別紙のとおり報告いたします。 
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平成 21年度施策推進会議の評価結果について 

 本年度の施策推進会議は、第三者評価機関として市長へ報告すると同時に、第四次総

合振興計画策定審議会へ報告する役割を担うため、第三次総合振興計画の総括評価を行

いました。 

会議では後期基本計画の終了する平成 22年までに第三次総合振興計画の「計画運営

（ＰＤＣＡサイクル）の完結」を目指すことを最重要とする視点にたち、昨年度の報告

にまとめた『５つの重点目標』の評価・改善策をベースに、重点目標にぶらさがる施策

の課題をさらに掘り下げ、整理しました。 

重点目標を評価の対象にした理由は、次の 3点です。 

１ 第三次総合振興計画前期基本計画には成果目標や指標などの評価基準がない 

２ ５つの重点目標は、分野別計画を横断する重点的施策である 

３ ５つの重点目標は、後期基本計画において市民ニーズを反映する施策である   

また、このあと計画の達成度評価を高めるには、第三次総合振興計画体制の下で構築

された施策推進プログラムを、より一層推進する、のひと言に尽きます。 

具体的には、 

１ ＰＤＣＡサイクルを実現する体制の強化 

＝職員の能力アップや市民・企業・ＮＰＯとの協働事業の実施 

２ 計画を実現する施策の見直し、優先度の順位付け及び事務事業の整理・統合    

３ 成果目標を明確にした合理的な行政経営 

を行うことで、個と公が調和した市民主導型社会の実現を目指したいものです。 

委員が毎週木曜日、夏休みなしで宿題を持ち寄りながら全 4回 13時間の集中討議で

検証した結果を、ここにご報告させていただきます。 

 

平成 21年 8月 24日 

 

                  和光市総合振興計画施策推進会議会長 

                              小倉 順子    

                  和光市総合振興計画施策推進会議委員 

                              佐藤 金造 

                              金子 正義 

                              山田 正史 

                              吉田 武司 

                              都築 知明                        

木田  亮                                         

原田 政雄 
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和光市行政経営アドバイザー報告 
 
平成２１年度施策推進会議では、現行総合振興計画の重点目標の下に組織化されている

具体の施策を抽出し、その成果・達成度と課題の検討を行い、個別具体の施策領域課題と

行政運営全般にかかわる制度運用に対して、改善方策・提言がまとめられた。 
 ここで検討された視点を整理すると、おおよそ、次の 3 点だったと考える。いうまでも

なく、第 1 は策定当時の狙いがどこまで達成されているかの検証である。計画目標と現時

点でのアウトプット・アウトカムの「差」を明らかにし、「後期基本計画の未解決課題」の

確認を行う作業である。第 2 は広義の計画形成・実施運営能力の検証である。制度や社会

環境の変化に合わせた政策法務力等の行政組織（職員）の能力、計画形成過程や成果測定

指標等のシステムの改善、それらを横断する課題として政策目標達成に向けた事業者・市

民との連携形成力の検討である。そして、第 3 は「時代を見据える」という点だ。どうい

う社会が望ましいか、どういう街の姿が望ましいかを市民の視点で提言する作業である。 
一般的にどのような行政計画も策定時の時代背景に拘束されるものであり、時代の変化

の中で政策の優先度も変化してゆく。評価活動を通じて、このまま継続されるべきか、優

先順位が変わるべきか、そもそも廃止されるべきか、を判断する材料が浮かび上がる。市

の行政計画・運営システムにおける第 3 者評価機関の立場から提起されるその評価・改善

提言内容は、市民参加による次世代総合振興計画策定過程にて参照されるべき重要な評

価・判断情報となる。 
そもそも他市町村の事例を見ても、市民参加型評価組織で自治体の最上位計画である総

合計画の総括評価を実施している事例自体が少なく、行っている場合でも第 3 者評価機関

の活動量が多く、新計画策定過程に深く組み込まれている事例はさらに少ない。今年度に

行われている活動は、評価局面（施策推進会議）と計画策定局面（4 次総振審）の両方で市

民参加の組織が大規模に連動する計画運営・政策創造の試みといえる。 
今後は行政部内の政策検討としては、現行総合振興計画の下での実施計画にて着手すべ

きものと、中長期の課題として第 4 次総合振興計画に反映させる候補となるものとの仕分

け作業が発生する。その際には、今回の検討・評価報告において行われた「未解決課題の

確認」「計画運営・実施運営能力」「時代を見据える」の視点を踏まえ、「理念・哲学」・「将

来像」、「組織・制度設計」「組織運用改善」、そして、「事業」の各次元において検討を進め

ることが望ましいと考える。 
 

平成２１年８月２４日 
和光市行政経営アドバイザー 
跡見学園女子大学マネジメント学部 
生活環境マネジメント学科講師 長野 基 



後期基本計画「５つの重点目標」に基づく施策についての課題整理分析 
 
施策推進会議は、和光市総合振興計画における施策の推進において、その実施状況の

検証、評価及び見直しを行うに当たり、広く意見を求めるため設置されたものである。 
平成２１年度の施策推進会議については、昨年度までの「５つの重点目標」に基づき

議論することではなく、第三次和光市総合振興計画後期基本計画「５つの重点目標」に

基づく施策（１３施策）について、達成度の確認をした。 
議論の結果については、現在、第四次和光市総合振興計画の策定作業に入っているこ

とから、この計画を検討していく際に活用していくとともに、現行計画の計画期間内に

おいて対応できるものについては、関係所管課において施策を推進していく際の参考と

して活用していくこととした。 
 
「５つの重点目標」に基づき、課題整理分析を行った施策は、下記のとおりである。 
 

重点目標１【安心・安全なまち】 

   【都市基盤】 
    Ⅰ―２ 生活者の目線に合わせた道路・公共交通の整備 

【市民生活】 
    Ⅳ―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 

重点目標２【子どもが健やかに育つまち】 

【教育・文化】 
Ⅱ―１ 地域と連携した学校教育の推進 

   【保健・医療・福祉】 
Ⅲ―１ 地域で支援する子育て環境づくり 

  重点目標３【地域の資源を育てるまち】 

   【都市基盤】 
Ⅰ―４ 都市に近いふるさとを演出する公園・緑地整備 

     Ⅰ―５ 和光らしい快適な住宅地整備 
【教育・文化】 

Ⅱ―３ 和光の個性を伝える文化の保全/形成 
【市民生活】 

Ⅳ―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 
重点目標４【交流を通して生きがいを感じられるまち】 

【教育・文化】 
Ⅱ―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 

   【保健・医療・福祉】 
Ⅲ―２ お年寄りが生きがいを感じられるまち 

     Ⅲ―３ 地域で日常生活を共有するバリアフリーの心づくり 
【市民生活】 

Ⅳ―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 
重点目標５【市民がまちづくりの主役となるまち】 

   【構想推進のために】 
     構想１ 市民（住民/企業・NPO）と行政の協働 

 



道路に係る総合調整組織づくりが必要である

道路の基本理念（ビジョン）を作成し、問題に対する事前対応（予防）とすばやい事後対応（治
　療）が必要である

公園に関するビジョンを作成し、下新倉・新倉地域における公園整備や公園の活用をすることが
　必要である

緑を創り出す・守ることが必要である

公園・緑地の担い手（リーダー）を育成することが必要である

「Ⅰ―５　和光らしい快適な住宅地整備」

市のイメージである緑を守るため、より効力のある開発の基準等を作成し、規制をかける必要が
　ある

行政が行う開発に対する市民意見の反映をすることが必要である

「Ⅱ―１　地域と連携した学校教育の推進」

学校数・児童数のアンバランスが解消されていないため、新倉・下新倉地域に小中学校の新設が必要である

和光市独自で和光市らしい教育を実現するための仕組みが必要である

地域事業について、市の所管課が違うが同じ事業が数多くあるため、重複事業の見直しをするこ
　とが必要である

「Ⅱ―３　和光の個性を伝える文化の保全/形成」

市内にはさまざまな歴史ある産業があるため、その産業文化に力を入れ、事業を行う必要がある

和光市の歴史を残し、後世に伝えていく必要がある

和光市の文化人の拠点整備を進める必要がある

文化を守っている団体を支援し、和光市の文化を伝承していく必要がある

市民の文化意識の向上を図るため、文化センターの企画プロデュースを高める必要がある

「Ⅱ―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」

あらゆる人々の交流が図られるための新たなプログラム（WS、セミナーなど）の開催及びつどい
　の場の整備が必要である

「Ⅲ―１　地域で支援する子育て環境づくり」

市民等の力を活用し、地域で子育てする環境を整備することが必要である

企業内保育を支援するなど、企業の力を活用し、待機児童対策を図ることが必要である

施設を有効活用し、子育て支援対策等を充実することが必要である

「Ⅲ―２　お年寄りが生きがいを感じられるまち」

元気なお年寄りのよりいっそうの活動を引き出す場と方策が必要である

ケアが必要な人に対しての効果的サービスの提供、介護サービス等の充実を図る必要がある

災害に備え、地域及び市が高齢者の状況を把握しておく必要がある（危機管理体制）

第 三 次 和 光 市 総 合 振 興 計 画 後 期 基 本 計 画

課　　　　　題

「Ⅰ―４　都市に近いふるさとを演出する公園・緑地整備」

「Ⅰ―２　生活者の目線に合わせた道路・公共交通の整備」

「５つの重点目標」に基づく施策についての課題整理分析整理表



「Ⅲ―３　地域で日常生活を共有するバリアフリーの心づくり」

チャレンジドが自立できる収入及び生活の場を確保し、支える環境整備が必要である

チャレンジドや高齢者が移動する際の安全な施設整備を確保することが必要である

チャレンジドと誰もが交流する機会を設け、心のバリアフリーを図る必要がある

エコに対する補助制度の拡充が必要である

ゴミの資源化に向けた新しいシステムの導入（メタンガス化等）をすることが必要である

緑地保全計画を実行し、市民による評価を行う必要がある

防犯活動団体への支援（補助）をすることが必要である

防災行政の危機管理体制の見直しをすることが必要である

危機管理について地域との関係性（自治会単位）を深め、万が一に備える必要がある

防犯、防災に関して、すべての市民への啓発活動が必要である

自治会の機能と活動を見直し、それに基づく自治会の支援等を行うことが必要である

コミュニティ（自治会等）等の施設を配置することが必要がある

地域のテーマに沿ったコミュニティづくりを行う活動に対する支援が必要である

審議会などの市民が参加する場、議論する場のあり方を見直すことが必要である
　（審議会と委員会などの明確な位置づけ、市民と市が協議する場の設定、幅広い市民の参加）

パブリックコメントの運用について、十分に活用し、回答についても周知する必要がある

公共サービスにおける市民運営・協働の領域を高める必要がある

市民活動団体等への職員派遣制度を創設する必要がある

本来の協働を進めるため、市民協働推進センターの位置づけ及び機能を見直す必要がある

行政計画の作り方について、施策とその内容の整合を図るとともに、分野別実行計画についても
　市民とともに作成する必要がある。

「構想ー１　市民（住民／企業・NPO）と行政との協働」

「Ⅳ―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」

「Ⅳ―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」

「Ⅳ―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」



課題整理分析（個別意見） 

 

「Ⅰ―２ 生活者の目線に合わせた道路・公共交通の整備」 

 道路に係る総合調整組織づくりが必要である 

  【課題】 

・道路の維持補修のアセットマネジメントができていない（資産（アセ

ット）を効率よく管理、運用（マネジメント）するという意味） 
・道路に関する総合窓口がない 

・道路についての地域ごとのさまざまな課題に、対応ができていない 

・緑に配慮し、快適で安心な歩道づくりがされていない 

        道路の基本理念（ビジョン）を作成し、問題に対する事前対応（予防）とす

ばやい事後対応（治療）が必要である 

  【課題】 

   ・道路がどうあるべきかのビジョンがない  

・今後、住宅が増えていくことに対し、それを見越した道路整備ができ

ていない 

・一方通行にするなど、歩行者の安全性を図る視点が足りない 

・道路に問題が起きたときに、市の対応が遅い 

・狭隘道路、危険箇所等の改善が見られない 

・道路の凸凹やガードレールの損傷、捨て看板などの違法占有物などが

多くみられる 

 

「Ⅰ―４ 都市に近いふるさとを演出する公園・緑地整備」 

 公園に関するビジョンを作成し、下新倉・新倉地域における公園整備や公

園の活用をすることが必要である 

  【課題】 

 ・公園の整備方針が明確化されていない 

  ・子どものための公園づくりがされていない（プレーパークなど） 

緑を創り出す・守ることが必要である 

  【課題】 

・緑を創り出す・守るためのトラスト基金がない 

 ・緑地として、市に土地を提供した際の税金の免除がない 

 ・市民も市も緑地の重要さを理解していない 

  ・緑地保全計画の達成度評価を行うための市民評価機関がない 

・緑についての地域ごとのさまざまな課題があり、対応ができていない 



公園・緑地の担い手（リーダー）を育成することが必要である 

  【課題】 

 ・緑地の維持管理をするリーダーや担い手の育成ができていない 

  ・緑を守るための市民のアクションがない  

 

「Ⅰ―５ 和光らしい快適な住宅地整備」 

 市のイメージである緑を守るため、より効力のある開発の基準等を作成し、

規制をかける必要がある 

  【課題】 

   ・市内に住工混在している地域がある 

   ・土地区画整理を実施する場合、現在の緑比率以上に緑を入れる必要が

ある 

・より効力のある規制をかける景観形成の計画がない 

  ・景観として緑の規制を入れていく必要がある 

行政が行う開発に対する市民意見の反映をすることが必要である 

  【課題】 

・行政が行う区画整理に市民意見を反映する仕組みがない（点検・評価） 

  

「Ⅱ―１ 地域と連携した学校教育の推進」 

 学校数・児童数に物理的な問題がある 

  【課題】  

・新倉、下新倉地域において、生徒・児童数のアンバランスが解消され

ていないため、小・中学校の新設が必要である 

 和光市独自で和光市らしい教育を実現するための仕組みが必要である 

  【課題】 

・小中一貫校を推進することが必要である 

   ・経済的に学校（高校生など）に行けない子どもへの財政支援や相談な

どが必要である  

 地域事業について、市の所管課が違うが同じ事業が数多くあるため、重複

事業の見直しをすることが必要である 

  【課題】 

・学校、地域、家庭が一緒になって行う事業で、同じ事業が多すぎる 

   ・公民館でも同じような事業を繰り返している 

 

「Ⅱ―３ 和光の個性を伝える文化の保全/形成」 

 市内にはさまざまな歴史ある産業があるため、その産業文化に力を入れ、



事業を行う必要がある 

  【課題】 

        ・市内には、ホンダ以外にも歴史ある企業がたくさんあるが、それに目を

向けていない 

和光市の歴史を残し、後世に伝えていく必要がある 

  【課題】 

 ・和光市の歴史書の作成が必要である 

   ・戦争や農業など、伝承的な歴史文化を残す仕組みがない 

 和光市の文化人の拠点整備を進める必要がある 

  【課題】 

・清水かつら、大石真に限らず、和光市の文化人を発掘し、拠点をつく 

 る必要がある 

 文化を守っている団体を支援し、和光市の文化を伝承していく必要がある 

  【課題】 

・和光市には日本伝統芸能がたくさんあるが、位置づけがはっきりして

いない 

   ・NPO 等民間団体の育成が必要である 

 市民の文化意識の向上を図るため、文化センターの企画プロデュースを高

める必要がある 

  【課題】 

・市民文化センターの催しが少ない 

   ・和光文化の市民プロデューサーを募集し、市民が文化を育てる土壌づ

くりがない 

   ・文化センターの企画を市民や NPO からの取り入れる協働事業の仕組み

がない 

 

「Ⅱ―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」 

 あらゆる人々の交流が図られるための新たなプログラム（WS、セミナーな

ど）の開催及びつどいの場の整備が必要である 

  【課題】 

  ・すべての人々が参加する世代間交流事業がない 

   ・相互理解と交流（男女、老人、こども、外国人、障害者）をテーマと

したイベントがない 

   ・このようなテーマに協力する市民を増やす方策がない 

  ・お年寄りが集まれる施設が地域にないところがある 

   ・バリアフリーの整備がされていない施設がある 



 

「Ⅲ―１ 地域で支援する子育て環境づくり」 

 市民等の力を活用し、地域で子育てする環境を整備することが必要である 

  【課題】 

・個人（家庭）保育所の育成がなされていない 

   ・少人数の子育て支援団体等に支援がなされていない 

   ・ファミリーサポートの協力会員が少ない 

   ・地域の高齢者を活用した子育て支援がない 

   ・子育て中のおとうさんのネットワークがない 

        企業内保育を支援するなど、企業の力を活用し、待機児童対策を図ること

が必要である 

  【課題】 

・企業内保育所への支援ができていない 

   ・大企業の中に保育所がない 

   ・保育園を併設したマンションがない 

 施設を有効活用し、子育て支援対策等を充実することが必要である 

  【課題】 

・空き店舗の施設活用がされていない 

   ・地域の子育て拠点となる広場や公園の整備がされていない 

 

「Ⅲ―２ お年寄りが生きがいを感じられるまち」 

 元気なお年寄りのよりいっそうの活動を引き出す場と方策が必要である 

  【課題】 

   ・高齢者と子どもの交流を図る機会が少ない 

   ・高齢者に運動することを奨励する必要がある 

   ・高齢者が無理なくできるボランティア活動を推進する必要がある 

   ・お年寄りをサポートするボランティアが少ない 

 ケアが必要な人に対しての効果的サービスの提供を行い、介護事業者を増

やす必要がある 

  【課題】 

   ・高齢者施設の充実が必要である 

   ・高齢者ケアハウスがない 

   ・デイサービス事業等の充実が必要である 

  ・市内介護事業所の充実が必要である 

 災害に備え、地域及び市が高齢者の状況を把握しておく必要がある（危機

管理体制） 



 

「Ⅲ―３ 地域で日常生活を共有するバリアフリーの心づくり」 

 チャレンジドが自立できる収入及び生活の場を確保し、支える環境整備が

必要である 

  【課題】 

   ・チャレンジドの就労支援が十分ではない 

   ・就労支援のための指導者がいない 

   ・チャレンジドが働ける農園や工場がない 

   ・グループホームが少ない 

   ・体育館やプールなど、施設利用に制限がある 

  ・障害者サポーターの養成、支援ができていない 

チャレンジドや高齢者が移動する際の安全な施設整備を確保することが

必要である 

  【課題】 

   ・ユニバーサルデザイン、バリアフリー対応の施設が少ない 

   ・車イスが安心して歩ける歩道となっていない 

   ・災害における障害者の避難体制ができていない 

 チャレンジドと誰もが交流する機会を設け、心のバリアフリーを図る必要

がある 

  【課題】 

   ・チャレンジドと一般市民との交流イベントの開催がない 

   ・身体、知的、精神障害者が一緒になった、つどいの場（ソフト）がな

い 

 

「Ⅳ―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」 

 エコに対する補助制度の拡充が必要である 

  【課題】 

  ・家庭での新エネルギー導入に対しての補助メニューが少ない 

  ・エコカーに対する市の補助がない 

 ゴミの資源化に向けた新しいシステムの導入（メタンガス化等）をするこ

とが必要である 

  【課題】 

   ・ゴミの資源化（メタンガス化）を図る視点が足りない 

   ・廃棄物対策の新たな炉の導入が必要である 

 環境保全計画を実行し、市民による評価を行う必要がある 

  【課題】 



  ・環境大学の開校が必要である 

   ・省資源、省エネルギーの削減方法とその実行のためのマニュアルを作

成し、一般家庭に対し相談に応じられる仕組みが必要である 

 市民のアクション（汗をかく場）を支援する場をつくる必要がある 

  【課題】 

  ・公園緑地管理サポーターを養成することが必要である 

 

「Ⅳ―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」 

 防犯活動団体への支援（補助）をすることが必要である 

  【課題】 

  ・防犯組織に対する補助制度の充実を図ることが必要である 

  ・犯罪は、減少傾向にあるため、引き続き、現在の市民活動を支援する

ことが必要である 

  ・防犯組織を明確化することが必要である 

 防災行政の危機管理体制の見直しをすることが必要である 

  【課題】 

   ・地域防災組織の見直しが必要である 

  ・地震緊急通報システムが導入されていない 

 危機管理について地域との関係性（自治会単位）を深め、万が一に備える

必要がある 

  【課題】 

  ・何かあったときに市民同士がすぐに助け合う仕組みがない 

  ・地震時に老人、病人等の安全確保するため、居住地位置を把握し、誘

導するための役割を決めておく必要がある  

防犯、防災に関して、すべての市民への啓発活動が必要である 

  【課題】 

  ・地域防災・地域防犯計画について市民が理解していない 

 

「Ⅳ―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」 

自治会の機能と活動を見直し、それに基づく自治会の支援等を行うことが

必要である 

  【課題】 

  ・自治会加入率が低下している 

  ・自治会のあり方について、各自治会の意識の統一が図られていない 

  ・自治会役員のなり手がいない 

  ・自治会独自の経営能力がない 



自治会等の施設を配置することが必要である 

  【課題】 

  ・地域内自治会の活動拠点がない 

  ・駅周辺にコミュニティ施設（コミュニティカフェなど）がない 

  ・自治会の場所によっては、コミュニティ施設がないところがある 

地域のテーマに沿ったコミュニティづくりを行う活動に対する支援が必要

である 

  【課題】 

  ・市民のコミュニティ活動への支援ができていない 

  ・NPO 団体が、まだ少ない 

 

「構想－１ 市民（住民／企業・NPO）と行政との協働」 

 審議会などの市民が参加する場、議論する場のあり方を見直すことが必要 

  である（審議会と委員会などの明確な位置づけ、市民と市が協議する場の 

  設定、幅広い市民の参加） 

  【課題】 

  ・審議会と各種会議を明確に位置づけ、その説明を公表する。 

  ・審議会委員の募集はまとめて、年間計画で出してわかりやすくする 

  ・市民の声が反映されているか。公募市民の枠を拡大してほしい 

  ・市民と行政の話し合う場所・時間がない 

  ・特定の市民に偏らないように市政と一般市民との対話ができる集会な 

   どをつくったらよい 

 パブリックコメントの運用について、十分に活用し、回答についても周知 

  する必要がある 

  【課題】 

   ・景観計画・条例案に関するパブリックコメントの際の市民の声をど 

    のように反映するのか 

   ・パブリックコメントは活用されていない。全てのコメントに回答す 

    る必要がある。また、すべてを公表する必要がある。 

 公共サービスにおける市民運営・協働の領域を高める必要がある 

  【課題】 

  ・計画づくりの段階での市民参加が先行しているので、実施や評価を行

う際も市民の参加を進めることが必要である 

  ・あらゆる階層の市民に協働してもらう仕組みの構築が必要である 

  ・市民提案制度の導入 

  ・市民政策提案手続きは、市からも市民からもほとんど使われていない。 



   周知されていない。 

市民活動団体等への職員派遣制度を創設する必要がある 

  【課題】 

  ・市民活動や NPO 団体への職員派遣制度をつくる 

  ・市民協働推進センターの位置づけ及び協働負担金の金額を見直す必要

がある 

本来の協働を進めるため、市民協働推進センターの位置づけ及び機能を見

直す必要がある。 

 【課題】 

  ・行政主導の協働の普及、センター設置では、本当の協働になっていな 

 い 

行政計画の作り方について、施策とその内容の整合を図るとともに、分野

別実行計画についても市民とともに作成する必要がある 

 【課題】 

  ・実行計画は、市民とともに策定する。パブコメで終わらせない。ある 

   いは、一方的（行政のみ）でなく、常に双方向性のルールを守る。 

  ・施策名と施策を実施する計画や内容がずれている（成果指標含め） 
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