
施策内容修正シート（別紙１）

１．施策名

２．施策の目的

＊１ 学習指導要領とは、全国のどこにいても一定の教育水準の教育が受けられるようにするため、学校がカリキュ
ラムを編成する基準として、どんな内容をどの学年でどのくらい学習するかなどを国が示したもの。

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

＊２ 二極化とは、学力分布において、本来もっとも多い中間層の割合が減少し、上位層と下位層の割合が増加して
いること。

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【グラフ】本市小学校教員の年齢構成・【グラフ】本市中学校教員の年齢構成

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 学校教育課 関係課名

No.

確かな学力の育成をめざした教育の推進１４

学習指導要領＊１に基づく教育課程の確実な実施と教員の指導力の向上を図り、習得した知識

技能を基に、よりよく問題を解決していく確かな学力を身につけた児童生徒を育成します。

和光市教育大綱においても、「学びの基礎となる確かな学力の習得と、社会性を育む義務教育

の推進」が基本方針の一つとして定められており、確かな学力を育む施策の充実を図ります。

本市の児童生徒の学力状況は、国や県の学力に関する調査結果の分析では、国や県を上回って

いるものの、学習に対する関心が低くなっている傾向にあります。また、学力の二極化＊２も生

じており、基本的学力が定着できていない児童生徒も見受けられます。

退職する教員の増加により、現在、経験年数５年未満の教員の割合は２３％に上り、今後も教

職経験の少ない教員の割合の増加が予想されます。

平成２６年度全国学力・学習状況調査の結果分析では、小学校は国や県の平均並みからやや上

回っていますが、中学校はやや下回っています。

今後５年間の定年退職予定教員（５５歳以上）の割合は２０％を越えることが予想される一方

で、教職経験の少ない教員の割合がさらに高まることから、指導技術の継承や指導力のさらなる

向上が課題となっています。

学習の大切さを自覚し、進んで学ぼうとする児童生徒の割合が減少しており、児童生徒の学習

に対する関心を高める取組が必要です。また、退職する教員の増加により、学校内での指導技術

の伝承が難しい状況の中で、児童生徒の基礎基本の定着、学力を更に伸ばす、個に応じた対応が

求められています。

主要課題 確かな学力の育成に必要な教育環境の整備

課題解決の考え方 授業に関心、興味を持てるような授業の実施

６．取組内容

＊３ I CT とは、インフォメーション アンド コミュニケーションテクノロジーの略で、情報通信技術のこと。

７．施策指標

＊４ 学習教室とは、長期休業日や放課後の時間を活用して、基礎基本の定着を目的として実施する学習の場のこと。

解決に向けた取組 ①分かる授業、楽しく学べる授業づくり

課題解決の考え方 能力に応じたきめ細かい学習指導

解決に向けた取組 ②個に応じた指導の充実

課題解決の考え方 指導技術の伝承

解決に向けた取組 ③教職員の指導力の向上

① 分かる授業、楽しく学べる授業づくり

道徳教育の充実を図り、将来への夢や向学心の持てる児童生徒を育成します。また、情報教

育機器の整備と教職員の I CT＊３活用能力を育成し、分かりやすい授業、興味関心を高める授
業づくりをします。さらに、特色ある学校づくり事業を通し、児童生徒の実態に応じた教育活

動を進めます。

② 個に応じた指導の充実

少人数加配教員や市費少人数学級推進教員（小学校３、４年で３５人学級を編制）、学力向上

支援教員（学級担任や教科担任とのティームティーチングや少人数指導、補充教室等を実施）

を活用した効果的な指導により、児童生徒一人ひとりの能力を更に伸ばす指導を進めます。ま

た、すべての児童生徒の基礎基本の定着を目指し、長期休業日や放課後などを活用し、個に応

じた指導を充実します。

③ 教職員の指導力の向上

若手教員を対象にした指導法研修会や授業公開の実施、教育委員会学校訪問での全教員授業

参観により、学校の実態や個に応じた指導支援を通し、指導力の向上を図ります。また、学習

コンテンツや作成教材、指導案などの市内教職員での共有化を図り、指導に生かします。

指標名
現状値 目標値

備考
H26 H32

学習への関心度（％） 95.4 98.0

学習教室＊４参加人

数（人）
4,880 5,000 指標説明：延べ人数

教員研修会参加人数

（人） 891 1,000

指標説明：教員研修会の参加延べ人数

(策定時は市費専科補助教員のみを対象としていたが、

県費負担教職員を含めた数に対象を拡大する。）



施策内容修正シート（別紙１）

１．施策名

２．施策の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

3-2．平成２７年度の現状

＊１ 学校応援団とは、小中学校における学習活動、安全確保、環境整備などについてボランティアとして協力・支
援を行う保護者・地域住民による活動組織のこと。

４．課題

【写真】地域連携活動の風景

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 学校教育課 関係課名

No.

地域と連携した教育の推進１５

児童生徒の生きる力の育成を目指し、家庭・地域の持つ教育力を活用して学校と連携した教育

環境を構築します。

和光市教育大綱においても、「地域特性を生かし、生涯継続する学びを支援する社会教育の推

進」が基本方針の一つとして定められており、地域と連携した教育施策の充実を図ります。

本市では、学校応援団＊１の組織体制を整備し、各学校で特色ある教育活動を行うための支援

を行っています。しかしながら、各学校の PTA 組織や学校支援ボランティアなど、支援組織の
整備状況に学校ごとの差がみられ、児童生徒のさまざまな体験活動を行える場所や支援に携わる

協力者が不足しています。

各校とも、学校応援団＊１の協力が充実しています。学校応援団への協力者数を増やし、さら

に充実した取組となるように、今後は、コーディネーターの役割が十分に発揮され、組織として

の取組の充実を図っていくことが必要となっています。

教育活動の一層の充実を図り、教育効果を高めるための家庭・地域の教育力を向上させる支援

体制や活動の場などが不足しているため、地域総ぐるみで児童生徒を育てる支援体制を整備する

必要があります。

また、児童生徒の確かな学力・豊かな心・健やかな体を育成するための支援体制が不足してお

り、通常の学習活動とともにさまざまな体験活動を通した総合的な取組の充実が必要です。

主要課題 生きる力の育成に必要な家庭・地域の教育力の活用

課題解決の考え方 家庭や地域との連携による教育支援

解決に向けた取組

①学校応援団の整備

②家庭や地域総ぐるみの教育支援体制の拡充

③学校応援団の支援による特色ある教育活動の展開

６．取組内容

＊２ みどりの学校ファームとは、県内の小・中学校周辺の遊休農地などを利用して、未来を担う子どもたちが農作

物と触れ合うこと。

７．施策指標

【地図】小・中・高等学校等位置図

課題解決の考え方 体験活動を通じた健全な心身の育成

解決に向けた取組
④みどりの学校ファームの推進

⑤豊かな自然体験活動の実施

① 学校応援団の整備

各学校、地域、自治会などと連携して学校応援団を推進し、若い子育て世代を含めた協力者

を増やすとともに、組織体制を確立して教育活動への支援体制の基盤を整備していきます。

② 家庭や地域総ぐるみの教育支援体制の拡充

家庭や地域の教育力を向上させ、教育支援体制の拡充を図ります。学校応援団などとの連携を

とり、親の学習プログラム実施を通して、家庭や地域との相互連携を高めます。

③ 学校応援団の支援による特色ある教育活動の展開

各学校と家庭・地域の持つ教育力を融合させ、学校応援団の組織を生かして児童生徒のさまざ

まな活動を支援・充実します。

④ みどりの学校ファーム＊２の推進

学校における農業体験活動などを実施していくために、学校応援団、地域の協力者の支援の下、

相互協力して身近な自然と触れ合えるみどりの学校ファームを整備し、維持活用を推進していき

ます。

⑤ 豊かな自然体験活動の実施

生活科・理科・総合的な学習の時間において、みどりの学校ファームを活用した農業体験活動

を行うことを通して、生命の尊さ、勤労の喜びや大切さを学習します。児童生徒の感謝の気持ち

と豊かな心を育成するとともに、潤いのある生活としての価値観を醸成します。

指標名
現状値 目標値

備考
H２６ H32

学校応援団への協力者

数（人）
1807 3,500 指標説明：延べ協力者総数

連携活動実施数（回） 28 40 指標説明：１校当たり平均実施回数

みどりの学校ファーム

設置率（％）
100 －



施策内容修正シート（別紙１）

１．施策名

２．施策の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

＊１ 小１プロブレムとは、教師の話が聞けずに授業が成立しないなど学級がうまく機能しない状況のこと。
＊２ 中１ギャップとは、学校や生活の変化になじめず不登校となったり、いじめが急増したりする状況のこと。

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【写真】教育支援センター相談室

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 学校教育課 関係課名

No.

よりよく適応するための支援体制づくりの推進１６

子どもたちが将来に展望と意欲を持ち、社会に適応できるよう、充実した学校生活を実現しま

す。

和光市教育大綱においても、「学びの基礎となる確かな学力の習得と、社会性を育む義務教育

の推進」が基本方針の一つとして定められており、豊かな人間性や社会性を育む施策の充実を図

ります。

本市では、教育支援センターを中心として、教育相談員を配置し、児童生徒の充実した学校生

活が送れるよう支援しています。

本市の児童生徒の状況としては、小１プロブレム＊１、中１ギャップ＊２問題など上級学校に

入学した子どもたちが、それぞれの学校生活にうまく適応できない状況がみられます。特に、市

内中学校における不登校生徒数は他市平均に比べ高くなっています。

また、発達や就学に関する悩みを持つ保護者も増加しており（センター延べ相談件数のうち、

発達に関する相談は平成２０年度延べ６３１件、平成２１年度延べ９７８件）、さらに、発達障

害の児童生徒への対応に苦慮する教職員の増加などがあげられます。

平成２５年度の市内中学校の不登校生徒数の割合は減少しましたが、平成２４年度、２５年度

の市内小学校における不登校児童数の割合は他市平均に比べ高くなっています。

また、発達に関する相談は、平成２５年度延べ５８５件、平成２６年度延べ５８９件となって

います。

幼稚園・保育園・小中学校・高等学校及び関係機関との連携が十分ではなく、子どもたちが上

級学校の生活や学習を知るための情報提供の場と交流の機会確保が必要です。

また、不登校の児童生徒の学校復帰のための支援や教職員の児童生徒への対応についての支援

が必要です。

さらに、子どもたちの将来に対する目的意識が低くなっており、目的意識を高めることが必要

です。

主要課題 児童生徒の充実した学校生活を実現するための支援体制づくり

６．取組内容

＊３ 学校シラバスとは、各学校の教育活動に関する計画のこと。

＊４ キャリア教育とは、児童生徒一人ひとりの勤労観、職業観を育てる教育のこと。

課題解決の考え方 教育関係機関との情報連携

解決に向けた取組 ①関係機関との連携の強化

課題解決の考え方 上級学級との交流促進と学習環境に関する情報提供

解決に向けた取組 ②各園・学校の情報提供と交流会の推進

課題解決の考え方 児童生徒の将来に対する目的意識の醸成

解決に向けた取組 ③小中学校におけるキャリア教育の推進

課題解決の考え方 相談者のニーズに応じた多様な相談体制

解決に向けた取組 ④相談しやすい環境の整備

課題解決の考え方 不登校児童生徒への対応

解決に向けた取組 ⑤個々のケースに合わせた支援の実施

① 関係機関との連携の強化

幼稚園及び保育園と小学校、小学校と中学校、中学校と高等学校の連絡協議会を定期的に実施

し、連携をしやすい仕組みづくりを進めます。また、教育課程、教育内容の工夫改善を図るとと

もに、不登校、発達障害の子どもへの理解を深め、指導力の向上を図るための研修会を実施しま

す。

② 各園・学校の情報提供と交流会の推進

学校シラバス＊３、学力や規律ある態度の課題など学校の情報を市ホームページや学校便りで

情報提供します。また、交流会を定期的に開催し、子ども同士の交流を図り、上級学校へスムー

ズに適応していくことができるようにします。

③ 小中学校におけるキャリア教育＊４の推進

職場体験が計画的に実施できるよう市内における受入れ事業所を拡大するとともに、保護者や

地域の協力を得て、小中学校でのキャリア教育を推進することで、児童生徒の将来に対する目的

意識を高めていきます。

④ 相談しやすい環境の整備

教育相談・発達相談・就学相談など、保護者や児童生徒本人が継続的に相談できるよう、電話

相談・面接相談・巡回訪問による相談など、相談者のニーズに合わせたさまざまな形の相談に対

応します。また、教職員の児童生徒への対応や保護者への対応についても相談体制を充実します。

⑤ 個々のケースに合わせた支援の実施

不登校児童生徒の学校復帰を目指して、個々のケースに合わせた復帰方法の検討などの支援を

行います。



施策内容修正シート（別紙１）

７．施策指標

指標名
現状値 目標値

備考
H2６ H32

小学校不登校者割合

（％）
０．２７ ０．２２ 指標説明：３０日以上の不登校者数／全児童数

中学校不登校者割合

（％）
２．０９ ２．００ 指標説明：３０日以上の不登校者数／全生徒数

相談件数（件） 9,244 9,300 指標説明：教育支援センターと小・中学校の教育相談室の相談件数

適応指導教室児童生

徒の学校復帰率（％）
92.9 100



施策内容修正シート（別紙１）

１．施策名

２．施策の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【写真】放課後子ども教室の風景

５．課題解決の考え方と取組

６．取組内容

主担当課名 生涯学習課 関係課名

No.

放課後児童の居場所づくりの推進１７

児童生徒が基礎的な知識、技能と創造性を見つけるよう、放課後に安全で健やかな場の提供

に努めます。

地域社会の中で、放課後や週末等に子どもたちが安全で安心して、健やかに育まれるよう、

現在、文部科学省の放課後子ども教室推進事業と厚生労働省の放課後児童健全育成事業を一体

的、あるいは連携して実施する放課後子どもプランが実施されています。

そこで、本市では、こうした国の取組と併せて、小学校の空き教室、特別教室、校庭などを

利用して放課後児童の居場所づくりに努めていますが、登録率は１７．４％と低い状況となっ

ています。

本市が実施している教室内容としては、ドッジボールやキックベースボールなどのスポーツ

教室、英語教室や工作教室などの文化教室、またこれらのようなイベント型ではなく、勉強や

遊びなど自由な活動ができる開放型の教室があります。

本市では、国の取組と併せて、小学校の空き教室、特別教室、校庭などを利用して放課後児

童の居場所づくりに努め、現在では登録率は３２．６％となっています。

また、平成 27 年度より、更なる居場所の拡充を目標に“わこうっこクラブ”と“放課後図

書室開放事業”がスタートします。

放課後の児童生徒の居場所づくりが地域住民にあまり知られていないことから、子ども教室

の地域協力者の確保が難しく、協力者の確保のための一層の PR 活動が求められます。

主要課題 放課後における児童生徒のための安全で健やかな居場所づくり

課題解決の考え方 積極的な PR活動の実施と実施地域の拡充

解決に向けた取組 ①放課後児童の場の周知・充実

７．施策指標

※一体型とは・・・放課後子ども総合プランでは、保育クラブと放課後子ども教室の児童が、同一の

小学校内等の活動場所において、放課後子ども教室開催時に共通のプログラムに参加できるものを一

体型という。なお、放課後子ども教室を毎日開催する必要はない。

① 放課後児童の場の周知・充実

放課後子ども総合プランの積極的な PR 活動を通じて、地域住民に放課後児童の居場所づくり

を周知するとともに、地域との積極的な連携と人材を含めた地域資源の活用を通して、放課後子

ども教室を各校において毎日開催できるよう、順次整備を推進します。

② 保育クラブと一体的な、または連携による実施

放課後子ども教室のプログラムの企画や保育クラブからの参加方法等に関しては、会場ごとに

開催する実行委員会において保育クラブ支援員も委員として協議に加わり情報交換を行ってい

ます。また、日常的にも、児童の参加状況について情報を共有するなど、放課後子ども教室のコ

ーディネーターと保育クラブの支援員が緊密な連携を図っています。今後も保育クラブとの連携

を進めていきます。

③ 放課後子ども教室の活動スペースの確保

放課後子ども教室の活動を推進するため、小学校の余裕教室の活用について教育委員会と学校

関係者との間で継続的に協議を行い、活動スペースの充実を図ります。

④ 福祉部局との連携の強化

今後、放課後子ども教室を各校で順次毎日開催していくにあたり、設置校を選定する際には、

保育クラブの待機状況を考慮するなど、教育委員会と保健福祉部との間での協議・情報交換を緊

密にします。

指標名
現状値 目標値

備考
H2６ H32

居場所の数（箇所） 8 18 参考資料：市内公共施設

地域協力者の数（人） 291 460
指標説明：コーディネーター、教育活動推進員、教育活動サ

ポーターの登録者数

教室開催数（日） 208 2,019

参加児童数（人） 6,078 31,685 延べ人数

放課後子ども教室を整

備する校区数（校区）
8 9

放課後子ども総合プランに係る整備計画として、平成 28年
度に開校する新設校においても放課後子ども教室を整備し、

平成 31年度において 9校区で実施する。

保育クラブと一体型の

子供教室設置校区数（校

区）

7 8
放課後子ども総合プランに係る目標事業量として、一体型の

放課後子ども教室を平成 31年度までに 8校区で実施する。
（1校区は連携型）



施策内容修正シート（別紙１）

１．施策名

２．施策の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【写真】学校給食の風景

主担当課名 学校教育課 関係課名

No.

安全でおいしい学校給食の充実１８

児童生徒が生涯にわたり健康で心豊かな食生活を送るため、学校給食を通し食に関する正しい

知識や望ましい食習慣を身につけます。

本市では食器は安全で温かみのある強化磁器の導入を進め、食環境を整えるとともに、季節感

あふれる地場産野菜の使用や、おたのしみ献立などを取り入れ、児童生徒が楽しく給食を食べら

れるよう献立の充実を図っています。

また、児童生徒に衛生的で安全安心な学校給食を提供するために平成１２年度からドライシス

テムを取り入れた給食施設の整備を行っています。

強化磁器導入校が小学校４校・中学校２校となっています。また、白子小、新倉小、三小、五

小、広沢小、大和中のドライシステム化が整備されています。今後、第二中のドライシステム化

のため給食施設整備が望まれています。

食育の関心が高まる一方で、本市の農地面積は年々減少しており、将来的に地場産野菜を安定

的に確保していく手だてが必要となります。

また、安全安心な学校給食を提供するため老朽化への対応や児童生徒の増加により手狭になる

作業スペースの確保など、給食施設を学校給食衛生管理基準に基づいた衛生的な給食施設に改築

していくことが課題です。

５．課題解決の考え方と取組

６．取組内容

７．施策指標

主要課題 食に関する正しい知識と食習慣の習得

課題解決の考え方 学校給食を通じた食育の実践と食環境の整備

解決に向けた取組 ①食育の推進

課題解決の考え方 給食施設における衛生管理の強化

解決に向けた取組 ②給食施設の改修

① 食育の推進

農家との連携を強化するなど地場農産物の使用を高める工夫を行います。また、日本古来の米飯

給食を中心に栄養バランスがとれ、季節食を重視した内容豊かな献立を提供します。さらに、市内

全校の給食用食器を食育にふさわしい材質の強化磁器にするなど食環境を整えます。

② 給食施設の改修

計画的にドライシステムを取り入れた給食施設を整備し、衛生管理を図ります。

指標名
現状値 目標値

備考H26 H32

地元産野菜使用率（％） 23.0 32.0 指標説明：地元産野菜／使用野菜

給食の残食率（％） 3.8 3.6

米飯給食実施回数（回） 3.5 4 指標説明：１週間（５日）の米飯給食の実施回数



施策内容修正シート（別紙１）

１．施策名

２．施策の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【グラフ】学校教育施設耐震化率の推移

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 教育総務課 関係課名 学校教育課

No.

安全な学校教育環境の整備１９

児童生徒が、日常の大半を過ごす学校教育環境の安全性を確保し、安心して学校生活が送れ

るようにします。

平成８年度から、順次取り組んできている小・中学校の全施設での耐震化は、平成２１年４

月現在、普通教室など校舎はすべて耐震化が完了しています。また、耐震化率は、９２．３％

であり、県平均の６２．３％を上回っていますが、一部、小・中学校の体育館が未実施の状態

です。

校舎などの施設については、昭和４０年代に建設されたものが多く、経年による劣化がみら

れます。

平成３年度から交通安全立哨指導員を配置し、市内小学校に通学する児童の通学を安全に誘

導して、事故発生を未然に防ぎ、児童の登下校の安全を図っています。

平成 8年度から順次取り組んできた小・中学校の全施設での耐震化は、平成 21 年度では未

実施であった体育館も含めて平成 24 年度で完了しています。校舎などの施設については昭和

４０年代に建設されたものが多く、経年による劣化が見られます。

引き続き、交通安全立哨指導員と朝霞地区シルバー人材センターに委託している交通指導員

を通学路に配置し、児童の登下校時の安全を見守っています。

校舎及び付属設備の施設に経年による劣化が現われています。また、構造部の耐震化は全て

完了しましたが、非構造部材の耐震対策が優先的な課題となっています。

防犯、防災対策では、通学路の交通安全及び防犯上からも交通指導員の活動に対して地域及

び保護者の理解、協力が課題となっています。

主要課題 学校教育環境の安全性の確保

課題解決の考え方 安全な教育施設の整備

解決に向けた取組 ①教育施設・設備の整備と適正な維持管理

６．取組内容

７．施策指標

課題解決の考え方 通学時の安全確保

解決に向けた取組 ②新たな交通安全立哨指導体制の構築

課題解決の考え方 防犯意識の醸成

解決に向けた取組 ③防犯対策の強化

① 教育施設・設備の整備と適正な維持管理

防災対策の一環として、非構造部材耐震化工事を行います。

② 新たな交通安全立哨指導体制の構築

児童が安心して通学できるようにするため、学校を中心とした地域及び保護者を交えた交通

安全立哨指導体制を構築します。

③ 防犯対策の強化

児童生徒の安全を確保する上からも、定期的な不審者対応避難訓練を通じ、防犯意識の醸成

を図ります。

指標名
現状値 目標値

備考
H26 H32

校舎及び体育館の非構

造部材の耐震化率（％）
63.6 100

指標説明：地震による屋内運動場等の天井等の落下防止対

策のための非構造部材耐震化工事の実施率

大規模改修実施率（％） 63.0 81.0
指標説明：施設の経年劣化による維持管理・修繕に対応す

る改修工事の実施率

通学区域内における交

通事故件数（件）
0 0



施策内容修正シート（別紙１）

１．施策名

２．施策の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【グラフ】小学校児童数の推移・【グラフ】中学校生徒数の状況

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 学校建設準備室 関係課名 学校教育課

No.

小中学校の配置・規模の適正化の推進２０

市内学校の配置と児童生徒数のアンバランスを解消し、教育環境の適正化を図ります。

本市は、児童生徒数増加のため、学校選択制を行うなど、児童生徒の教育環境の適正化の対

応を図っています。

本市では、年々児童生徒数が増加しており、小中学校ともに他市平均に比べ１校当たりの児

童生徒数が多い状況にあります。特に、白子小学校、第四小学校、大和中学校、第三中学校の

児童生徒数が増加しており、更に今後も、児童生徒数の増加が見込まれます。

学校の配置をみると、市の南側には中学校３校と小学校５校が配置されていますが、北側に

は小学校３校となっています。

本市は、児童生徒数の増加に伴う学校間のアンバランスを解消し、適正な学校規模を維持す

るために、学校の一部選択制を行ってきております。

本市では、和光市駅北側地域における宅地開発に伴う人口の増加により、白子小学校と大和

中学校が既に大規模校化しており、今後も児童生徒数の増加が見込まれています。

学校の配置については、南側地域に中学校３校と小学校５校であるのに対し、北側地域は小

学校３校となっていましたが、適正規模・適正配置の観点から、小学校では北側地域に下新倉

小学校が平成 28 年４月に開校する予定となっています。また、中学校では適正配置となる北

側地域での学校用地確保の課題を踏まえ、通学区域変更等も視野に入れながら適正な学校規模

の維持に努めます。

学校による児童生徒数の偏りを解消するとともに、下新倉小学校設置後の適正な学校規模を

維持することが必要です。

主要課題 学校による児童生徒数の偏在の解消

課題解決の考え方 児童生徒数の偏り解消と適正な学校規模の維持

解決に向けた取組

①学校選択制の活用による市内小中学校の教育環境の適正化

②小・中学校の建設

③学校の適正配置・適正規模の検討と改善

６．取組内容

７．施策指標

① 学校選択制の活用による市内小中学校の教育環境の適正化

広沢小学校、本町小学校を選択できることで、第四小学校の児童数の増加や本町小学校の児

童数の減少への対応を図ります。また、第二中学校を市内全域から選択できることで、大和中

学校、第三中学校の生徒数の増加への対応を図ります。

② 小・中学校の建設

小学校の建設については、学校選択制での通学距離等による活用状況を踏まえたなかで、下

新倉小学校を新設することで、白子小学校の教育環境の適正化を図ります。また、中学校の建

設については人口増加に伴う生徒数の推移等を見据えながら、適正規模の観点から大和中学校

の教育環境の適正化が図れるように進めます。

③ 学校の適正配置・適正規模の検討と改善

下新倉小学校設置後の市内各学校の教育環境を十分に把握し、適正配置・適正規模の観点か

ら児童生徒数のアンバランスなどの是正にむけた学校の一部選択制や通学区域についての見直

しを図ります。さらに、今後策定される公共施設等管理計画などの市の方針を踏まえ、学校の

統廃合を含めて方策を検討します。

指標名
現状値 目標値

備考
H26 H32

白子小学校児童数（人） 798 460

指標説明：現状の白子小学校児童数

※下新倉小学校設置により、１校当たりの平均児童数（460

人）により近づけることを目標としていきます。

大和中学校生徒数（人） 843 589

指標説明：現状の大和中学校生徒数

※１校当たりの平均生徒数（589 人）により近づけること

を目標としていきます。

※平成 26 年度 1校当たりの生徒数 589 人



施策内容修正シート（別紙１）

１．施策名

２．施策の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【イラスト】

５．課題解決の考え方と取組

６．取組内容

主担当課名 こども福祉課 関係課名

No.

幼児教育の機会の支援２１

幼児教育の機会均等を図り、幼稚園教育の振興を行います。

本市は若い世代も多く、就学前幼児に対する教育が強く求められています。そこで、所得格差

による就学前幼児教育の格差を生じさせないよう、本市では、保護者へ経済的負担の軽減を図る

支援を行っていますが、現在、景気低迷の影響により、幼児教育の機会均等を維持していくこと

が難しくなることが予想されます。

また、本市では、東上地区私立幼稚園協会和光支部が実施している、幼稚園の教職員の資質の

向上と幼児教育の質を高めるための研修についても、支援を行っています。

平成２７年度から子ども・子育て新制度が施行され、幼稚園については、新制度に移行する園と

そうでない園と２元化している状況です。また、幼稚園から幼保連携の認定こども園への転換も

進んでいません。

幼児教育を希望する保護者に対して新制度下においても経済的支援を行う必要があります。ま

た、幼児教育について、地域や関係機関との連携が求められています。

主要課題 幼児教育の機会均等の実現

課題解決の考え方 経済的支援による幼児教育の機会提供

解決に向けた取組 ①幼稚園就園奨励の補助

課題解決の考え方 地域や関係機関との協力体制

解決に向けた取組 ②地域や関係機関との連携

① 幼稚園就園奨励の補助

就園補助の実施により、保護者の経済的負担を軽減し、幼児教育の機会均等を実現します。

７．施策指標

② 地域や関係機関との連携

義務教育就学前の幼児期の教育を充実させるとともに、小学校への入学がスムーズになるよう、

地域や関係機関との連携を図ります。

指標名
現状値 目標値

備考
H26 H32

幼稚園就園奨励補助対象

園児の割合（％）
75.6 65.0

指標説明：就園奨励費補助を受けた数／就園奨励費申請数

幼稚園児保護者補助対象

園児の割合（％）
90.4 94.0

指標説明：幼稚園児保護者補助を受けた数／幼稚園児保護者補

助費申請数



施策内容修正シート（別紙１）

１．施策名

２．施策の目的

＊１ 生涯学習とは、生活の向上や職業上の能力の向上、自分の価値観に従った生き方の実現（自己実現）を目指
して、自発的な意思に基づき、生涯を通して学ぶこと。

３．施策の現状（平成２３年度策定時の現状）

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 生涯学習課 関係課名

No.

生涯学習支援の推進２２

市民が生涯学習＊１の重要性を理解し、自主的・自発的に学習活動を行い、心豊かで充実した生

活が送れるようにします。

生涯学習振興計画に基づき、関係各機関と連携し、市民ニーズに沿った学習内容の支援を推進し

ています。市民意識調査では、生涯学習施策が重要と考える市民は、４．７％であり、他施策と比

較すると重要度は低い状況です。

生涯学習の推進体制としては、市民を含む生涯学習推進会議をはじめ、学校担当者も入れた生涯

学習推進担当連絡会を実施し、社会教育・学校教育・家庭教育の連携を図っています。

また、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、図

書館などにおいて、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

努めています。

「和光市教育行政の基本目標と重点施策」に基づき、関係各機関と連携し、市民ニーズに沿った

学習内容の支援を推進しています。市民意識調査では、生涯学習施策が重要と考える市民は、５８．

６％であり、他施策と比較すると重要度は低い状況です。

生涯学習の推進体制としては、平成 26年度から生涯学習課の非常勤特別職として生涯学習推進

員を設置し、社会教育・学校教育・家庭教育の連携を図っています。

生涯学習活動を充実させていく上で、生涯学習の市民への浸透が十分ではなく、地域に潜在する

社会教育資源や人材を発見・有効活用が求められています。

社会教育施設については、老朽化や利用者の増大が進む中で、市民ニーズへの適切な対応が求め

られています。また、図書館についても、幼児期から本のおもしろさ、楽しさを知ってもらう組織・

団体の育成や市民ニーズに合った図書館サービスの充実が求められています。

主要課題 市民による自主的・自発的な学習活動の活性化

課題解決の考え方 生涯学習に関する市民への積極的な情報提供と活動支援

解決に向けた取組 ①市民の主体的・自主的な学習活動の支援

課題解決の考え方 生涯学習の場の提供と地域資源の活用

６．取組内容

７．施策指標

解決に向けた取組

②社会教育施設の充実

③生涯学習に関するネットワークの構築・活用

④生涯学習の場としての図書館機能の充実

① 市民の主体的・自主的な学習活動の支援

市民が生涯学習の重要性について理解し、主体的かつ自主的な生涯学習活動を行えるよう、地域

に潜在する社会教育資源や人材を発見・有効活用します。また、指導者や生涯学習に関する情報の

確保、提供を行い、活動団体に対する支援を行います。

② 社会教育施設の充実

市民の生涯学習に関するニーズに的確に対応し、世代間の交流の場としても、誰でも利用しやす

い施設となるよう、施設を質・量の両面から充実します。

③ 生涯学習に関するネットワークの構築・活用

市や学校などと地域との連携強化を目指して、旧冨岡家住宅、市内研究機関や民間教育事業所な

どと生涯学習に関するネットワークを構築し、情報の収集、共有、発信を進めます。

④ 生涯学習の場としての図書館機能の充実

所蔵している資料や情報を通して、市民が自主的・自発的な学習活動を行う地域拠点として図書

館機能の充実を図ります。また、図書館分館を設置し、本館と合わせ市内の図書館ネットワークを

充実させるとともに、レファレンスサービス（資料相談業務）の向上を図り、市民の課題解決に役

立つ図書館を目指します。

指標名
現状値 目標値

備考
H26 H32

生涯学習指導者登録人数

（人）
89 90

公民館使用団体登録数

（社会教育団体）
296 310

指標説明：公民館に使用登録している社会教育団体（８割減額団

体）

市民一人当たりの年間貸

出冊数（冊）
3.8 4.1 指標説明：図書館・公民館の図書



施策内容修正シート（別紙１）

１．施策名

２．施策の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【写真】和光市民大学の風景

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 生涯学習課 関係課名

No.

充実した生涯学習機会の提供２３

市民の学習機会を豊かにして、市民一人ひとりの自主的な学習意欲を高めます。

生涯学習振興計画に基づき、関係各機関と連携し、市民ニーズに沿った学習機会の提供をし

ています。市民意識調査では、生涯学習・社会教育の機会が提供されているとした市民は、２

２．３％であり、他施策と比較すると満足度としてはやや高くなっています。

また、生涯学習に関するさまざまな講座やイベントなどは、ガイドブックの作成（年１回）、

生涯学習だよりの発行（年２回）のほかに、広報紙や市ホームページ等への掲載を通じて、情

報発信を行っています。講座・イベントなどの参加者数はやや増加傾向にあり、自主的な学習

活動が行われています。

「和光市教育行政の基本目標と重点施策」に基づき、関係各機関と連携し、市民ニーズに沿

った学習機会の提供をしています。市民意識調査では、生涯学習・社会教育の機会が提供され

ているとした市民は、２１．６％であり、他施策と比較すると満足度としてはやや低くなって

います。

また、生涯学習に関するさまざまな講座やイベントなどは、メールマガジンの発行（月 1回）、

生涯学習だよりの発行（年２回）のほかに、広報紙や市ホームページ等への掲載を通じて、情

報発信を行っています。講座・イベントなどの参加者数はやや増加傾向にあり、自主的な学習

活動が行われています。

生涯学習講座などに関して、さまざまな手法で市民に情報発信し、学習機会の提供をしてい

ますが、学習者の年齢層に偏りがあり、生涯学習の意義から、今後は、より幅広い世代からの

参加が求められています。また、あらゆる世代が学習できる環境づくりが不十分です。

主要課題 生涯学習機会の提供

課題解決の考え方 あらゆる世代が学習できる機会の提供

解決に向けた取組 ①多様な市民ニーズに対応した講座の開催

６．取組内容

７．施策指標

課題解決の考え方 さまざまな手法による情報提供

解決に向けた取組 ②生涯学習などに関する情報提供

① 多様な市民ニーズに対応した講座の開催

地球環境問題、国際理解、情報化への対応、あらゆる差別の根絶やノーマライゼーションな

ど、多様な市民ニーズや現代的課題や社会変化に対応する学習機会を創出し、充実します。

また、各公民館で独自に事業展開を研究するとともに、市内に立地する国の機関などと連携

して、市民大学等の機会を通じて、地域に根ざした独自性のある講座内容を充実します。

② 生涯学習などに関する情報提供

さまざまな広報手段（市ホームページその他生涯学習メールマガジンなど）を通じて、講座・

イベントの情報を迅速に提供します。

指標名
現状値 目標値

備考
H26 H32

生涯学習・社会教育の機

会が提供され ていると

した市民の割合（％）

21.6

（H27)
40.0 参考資料：市民意識調査

公民館主催講座延べ参

加人数
3131 3200

指標説明：各公民館主催事業及び三館共催事業に参加した延

べ人数（公民館まつり及び利用者研修会は除く）



施策内容修正シート（別紙１）

１．施策名

２．施策の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【写真】非行防止キャンペーンの風景

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 スポーツ青少年課 関係課名

No.

青少年の育成に適した環境づくりの支援２４

青少年がさまざまな体験を通して社会性や生きる力を養い、社会の責任ある一員として成長

できるようにします。

青少年の現状としては、インターネットや携帯電話の普及により、有害情報に簡単に接する

機会が増えています。また、青少年の非行に対しては、保護者を中心に非行防止啓発を行って

いますが、非行の低年齢化や再非行の増加が問題となっています。

本市としては、生涯学習振興計画に基づき、青少年が変化の激しい社会を柔軟に生きていく

ための資質を養うよう、事業を進めてきました。その結果、情報提供や意識啓発などを行うこ

とで青少年育成団体の活動を推進し、各団体の事業は自主的に行われるようになってきました。

その一方で、団体の一つである地域青少年を育てる会の数が平成１６年度の４１団体から３４

団体に減少するなど、地域によって空白地ができたり、地域差が生じています。

青少年の現状としては、インターネットやスマートフォンの急激な普及により子どもたちが

メディアに触れる機会が増加しています。携帯電話やスマートフォンをとおして個人情報の流

出、コミュニティサイト等によるいじめ、ネット依存が社会問題になっております。

また、青少年育成団体の活動を推進し、援助しているところですが、団体を組織する役員の

担い手の不足から地域青少年を育てる会の数が平成 16年度の 41団体から 22団体に減少して
います。

青少年が地域とかかわる機会が減少していることの影響もあり、地域や団体間に青少年育成

活動に対する問題意識に差がみられるため、地域の実情や家庭環境に応じた育成を行うために

福祉、コミュニティ施策との密接な連携による地域・家庭教育の推進が必要です。青少年活動

団体や保護者に対して、更に情報提供の充実、問題の共有化を図っていくことが求められてい

ます。

また、青少年育成団体で中心となって活動する人材が不足しているため、新たな人材の獲得

が必要です。

主要課題 青少年の育成に役立つ機会の提供

６．取組内容

７．施策指標

課題解決の考え方 青少年育成活動の問題の共有化と人材の確保

解決に向けた取組 ①青少年健全育成活動の活性化支援

課題解決の考え方 青少年の自主性や積極性の育成に寄与する世代間・地域間の交流促進

解決に向けた取組 ②青少年と地域の絆を強くするための活動支援

① 青少年育成活動の活性化支援

青少年活動団体や保護者に対し、研修や情報交換の場を提供し、地域での子育てに対する意

識を啓発します。また、関係機関が情報交換などにより問題の共有化を図り、新たな人材の獲

得を目指し、青少年育成活動の活性化を図ります。

② 青少年と地域の絆を強くするための活動支援

青少年の自主性や積極性を育てる事業や世代間・地域間の交流の機会提供を支援します。

また、地域ぐるみで青少年健全育成が出来る仕組みを構築します。

指標名
現状値 目標値

備考
H26 H32

青少年健全育成事業数 18 20

青少年健全育成事業参

加人数
7,211 7,600



施策内容修正シート（別紙１）

１．施策名

２．施策の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【地図】文化財等分布図・資料等名称一覧

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 生涯学習課 関係課名

No.

歴史的文化資源の保護・活用の推進２５

市民の貴重な財産である文化財や、それを取り巻く自然環境を保護・活用し、郷土の歴史を後

世に伝えていくとともに、郷土への愛着意識を醸成します。

本市は、文化財保護法や文化財保護条例、生涯学習振興計画などの関係法令・計画に基づき、

市民の財産である建造物、民俗資料、考古遺物、古文書などの文化財の保護・活用に努めてき

ました。

しかし、市民意識調査では「和光市の個性を伝える文化・歴史が保全、形成されている」と

いう項目についての満足度が１９．２％と他の施策と比べて低い結果となっています。

平成 24 年度に和光市デジタルミュージアムを開設、平成 25 年度に地域の文化財である午王

山遺跡が和光市指定文化財（史跡）として指定されるなど、保存と同時に活用するための機運

が高まりつつあります。

「和光市デジタルミュージアム」開設後、実物資料を閲覧することへの要望が高まり、常設

展示施設の整備が求められています。また、市内の開発に伴う記録保存のための発掘調査が行

われる中で、貴重な出土遺物が多数得られていますが、既存の収蔵施設への収蔵量に限界があ

ることから、出土遺物等の考古資料をはじめ、失われてしまう恐れのある民具等の生活用具や

古文書を適切に保管するための収蔵場所の確保が課題となっています。

市内の史跡については、史跡公園として活用するなど、適切な整備について検討する必要が

あります。

主要課題
和光の歴史、文化に関する学習機会の確保。

課題解決の考え方 文化財と親しむ機会の提供

解決に向けた取組
①地域の文化財の保護

②地域の文化財の活用

課題解決の考え方 文化財への関心の向上

解決に向けた取組 ③地域の歴史や文化財への関心の醸成

６．取組内容

＊１ 記録保存とは、開発行為が行われると、地中に眠っている埋蔵文化財は破壊されてしまうため、周知の埋蔵文

化財包蔵地とされている土地が、開発により現状保存が困難である場合は、発掘調査を実施し、記録を後世に残すこ

と。

７．施策指標

① 地域の文化財の保護

開発による破壊や失われていく地域の歴史・民俗・自然を守るため、史跡整備や記録保存＊

１、その他文化財を保護する取組を通じて、地域の歴史をできる限り後世に伝えていきます。

② 地域の文化財の活用

本市の歴史的建造物である旧冨岡家住宅等の活用や企画展の開催などにより、文化財に触れ

る機会を創出し、文化財を公開・活用します。

③ 地域の歴史や文化財への関心の醸成

郷土に対する愛着と誇りを持ってもらうために、郷土の歴史について、自主的に学習する機

会や楽しく学べる環境を整えます。

指標名
現状値 目標値

備考
H26 H32

市指定文化財の数（件） 15 18

文化財関係の講座参加

率（％）
62 80



施策内容修正シート（別紙１）

１．施策名

２．施策の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【写真】市民文化センター（サンアゼリア）大ホール

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 人権文化課 関係課名

No.

創造的な文化の振興２６

文化活動を行う市民の自主性が尊重され、創造的な文化活動が活発になるとともに、市民が

郷土に愛着が持てるようにします。

本市では、平成２０年３月に策定した文化振興基本方針に基づき、市民の自主的で創造的な

文化活動を推進しているとともに、本市ゆかりの童謡詩人清水かつら、児童文学作家大石真を

市民文化団体などと協働により顕彰・発信しています。

市民文化センターでは、市民などの文化活動が活発に行われているとともに、国内外の優れ

た文化に親しむ機会を提供しています。しかし、経年による施設の老朽化が進んでいます。

一方で、平成２１年に行われた市民意識調査の結果、文化に対する市民満足度は低くなって

います。

本市では、平成２０年３月に策定した文化振興基本方針に基づき、市民の自主的で創造的な

文化活動を推進しているとともに、本市ゆかりの童謡詩人清水かつら、児童文学作家大石真を

市民文化団体などと協働により顕彰・発信しています。

市民文化センターでは、市民などの文化活動が活発に行われているとともに、国内外の優れ

た文化に親しむ機会を提供しています。しかし、経年による施設の老朽化が進んでいます。

市民に対して、広く文化に触れる機会を市民文化センターなどにおいて提供していますが、

更に、市民の自主的な文化活動を促進させていくことが求められています。

その一方で、本市の地域文化資源が市民に広く知られていません。また、市民や地域の文化

団体、企業、行政などが協働した文化活動にも力を入れていく必要があります。

主要課題 創造的な文化活動の活性化

課題解決の考え方 市民や文化団体などの文化活動の活性化・新たな文化の創造

解決に向けた取組

①市民による自主的で創造的な文化活動の支援

②文化に触れる機会の提供・文化交流の推進

③文化を通した市民や地域の文化団体、企業、行政などの協働

課題解決の考え方 地域文化資源の周知

解決に向けた取組 ④地域文化資源の顕彰・発信・活用

６．取組内容

７．施策指標

【資料】清水かつらの代表作（みどりのそよ風・叱られて）
【写真】白子コミュニティセンター展示室

課題解決の考え方 文化施設の安全で快適な活用

解決に向けた取組 ⑤文化施設の適正な整備及び活用

① 市民による自主的で創造的な文化活動の支援

多種多様な文化活動、発表、創作の場の充実を図るとともに、文化に関して相談できる環境

を整え、市民の文化活動を支援します。また、文化に関する専門的人材を育成する機会を提供

します。

② 文化に触れる機会の提供・文化交流の推進

市民文化センターで国内外の優れた舞台芸術を鑑賞する機会を提供するとともに、市民文化

センターに足を運ぶことが困難な人たちにも、出前コンサートなどにより、文化に触れる機会

を提供します。また、新たな創造を生み出し、創作活動を活発化させる文化交流事業を行いま

す。

③ 文化を通した市民や地域の文化団体、企業、行政などの協働

市民、企業、行政などが協働による文化事業を開催し、地域コミュニティや地域経済を活性

化することで、本市特有の文化を創造します。また、地域課題解決のために文化力を活用しま

す。

④ 地域文化資源の顕彰・発信・活用

本市が誇る文化人や伝統芸能を積極的に活用し、個性的な文化を創造するとともに、新たな

地域の魅力を再発見し、文化振興の素材として積極的に活用します。また、それらの地域文化

資源を情報発信します。

⑤ 文化施設の適正な整備及び活用

市民文化センターの利用者が安全で快適に利用できるよう、不具合箇所の改善と設備の充実

など施設の整備に努めます。また、市民文化センターを市民の文化振興に寄与する中核施設と

して活用します。

指標名
現状値 目標値

備考
H26 H32

市民文化センター稼働

率（％）
60.0 72.6 参考資料：指定管理者実績報告書

文化に対する市民満足

度（％）
21.6 28.8 参考資料：市民意識調査



施策内容修正シート（別紙１）

１．施策名

２．施策の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【地図】スポーツ施設位置図

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 スポーツ青少年課 関係課名

No.

スポーツ・レクリエーションの環境の整備２７

市民が身近な場所で快適・安全にスポーツ・レクリエーションに親しめるようにします。

生涯学習振興計画に基づき、市民の健康維持・増進のため、身近な地域でスポーツ・レクリ

エーションを楽しめる環境の整備に努めてきました。現在市民に提供している市内のスポーツ

施設には、総合体育館や運動場など、市が運営管理する施設や市内小中学校の校庭・体育館及

び国の施設（庭球場・グラウンド）の計２４施設があります。年間に延べ４０万人以上が利用

しており、年々利用者数が増えています。しかし利用者の増加に応じた施設の増加や利用枠の

増加が追いついていません。

現在市民に提供している市内のスポーツ施設等は計２３施設あります。年間に延べ４６万人

以上が利用しており、年々利用者数が増えています。しかし施設利用は週末に集中しており予

約がしづらい状況です。

既存施設の老朽化・劣化が進んでいます。また、年々増加するスポーツ施設利用者の要望に

応えるため、スポーツ・レクリエーション活動のための場所の確保が求められています。

主要課題
市民が快適かつ安全にスポーツ・レクリエーションを楽しむための場の提

供

課題解決の考え方 安全なスポーツ施設の提供

解決に向けた取組 ①スポーツ施設の整備

課題解決の考え方 スポーツ・レクリエーション活動の拠点づくり

解決に向けた取組 ②総合体育館の利用促進

課題解決の考え方 市内にある国の施設を有効に活用するための働きかけ

解決に向けた取組 ③国や民間企業などの施設の有効活用

６．取組内容

７．施策指標

① スポーツ施設の整備

施設の老朽化や劣化の状況を早期に把握し、施設の充実や補修・改修について、緊急度や必

要性を勘案しながら計画的な整備を推進します。

また、市内遊休資産の利活用についても検討していきます。

② 総合体育館の利用促進

総合体育館をスポーツ・レクリエーション活動の拠点として利用を促進します。

③ 国や民間企業などの施設の有効活用

スポーツ・レクリエーション活動をするための身近な場所として、市内の小中学校の校庭・

体育館を学校教育に支障のない範囲で地域や登録団体に開放を進め、市内にある国の施設（司

法研修所・裁判所職員総合研修所・税務大学校）を有効に活用するため市民開放を拡大するよ

う関係機関に働きかけます。

指標名
現状値 目標値

備考
H26 H32

スポーツ施設の延べ利

用者数（人）
490,976 500,000

登録団体数（団体） 2,417 3,000



施策内容修正シート（別紙１）

１．施策名

２．施策の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【写真】和光市民ロードレースフェスティバルの風景

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 スポーツ青少年課 関係課名

No.

スポーツ・レクリエーション活動の推進２８

市民が自主的にスポーツ・レクリエーション活動に取り組むようにします。

本市では、各種教室、大会、イベント、講習会などのさまざまなスポーツ・レクリエーショ

ン事業を展開しています。また、総合体育館では、指定管理者制度を導入し、個人開放日の設

定など個人で気軽に参加できる機会を提供しています。

市民意識調査では、日常における身近なスポーツ・レクリエーションの機会が充実している

に対して満足度は９．５％で、施策全体の平均値を若干上回っていますが、スポーツを週１回

以上実施している人の割合は３１．４％にとどまっています。

和光市スポーツ推進計画のアンケート調査では週1回以上スポーツをする人の割合は34％全

く運動をしていない人の割合は 50％となっています。

スポーツ・レクリエーションの参加状況は、その内容によって違いがあり、参加者の年齢層

に偏り、幅広い世代に対するスポーツ・レクリエーション活動への参加意識を高めるための取

組が求められています。また、多種多様な事業を展開していくための指導者が不足しているた

め、指導者の確保が求められています。

主要課題
市民の自主的なスポーツ・レクリエーション活動を促進させるための機会

提供

課題解決の考え方 あらゆる世代が参加できる機会の提供

解決に向けた取組 ①市民が参加しやすいイベントなどの開催

課題解決の考え方 自主的なスポーツレクリエーションの活動への参加意識の醸成

解決に向けた取組 ②スポーツ・レクリエーション活動の推進

課題解決の考え方 生涯スポーツ活動を支える指導者の確保

解決に向けた取組 ③指導者の養成と活用

６．取組内容

７．施策指標

① 市民が参加しやすいイベントなどの開催

年齢に応じて市民や体育団体のスポーツに関するニーズを把握し、そのニーズに対応した参

加しやすいイベントなどを開催します。また、子育て中の親が参加しやすい環境づくりにも配

慮していきます。

② スポーツ・レクリエーション活動の推進

指定管理者制度を導入した総合体育館などでは、利用者の意見・要望を反映し、施設として

の魅力の向上を図り、広報紙や市ホームページ等を活用した情報の発信をしていきます。

③ 指導者の養成と活用

市民の自主的な生涯スポーツ活動を支えるための指導者を確保するため、体育団体や民間団

体と連携しながら、指導者養成講習会や研修会などを開催し、指導者を養成します。また、各

種事業に生かしていきます。

指標名
現状値 目標値

備考
H26 H32

スポーツ・レクリエーシ

ョン事業参加人数（人）
3,009 10,000

総合体育館個人利用者

人数（人）
92,366 98,000

総合体育館のトレーニングルームやサービスプログラ

ム等の個人利用者の延べ利用人数



施策内容修正シート（別紙１）

１．施策名

２．施策の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【写真】人権教育の風景

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 人権文化課 関係課名 学校教育課・生涯学習課

No.

人権啓発・教育及び平和の推進２９

基本的人権を尊重する立場から、さまざまな人権問題に対する正しい理解と認識を深め、差

別は不当なものという人権意識を持ち、お互いの個性を尊重し認めあうようにします。また、

命の大切さや平和の尊さを市民とともに考え、平和な社会を実現します。

人権・同和行政実施計画に基づき、人権教育の充実を図ってきましたが、いじめなどの人権

問題が発生しています。

また、市民や企業、市職員に対し、講演会や研修会を実施し、人権啓発の場を広げるよう努

めてきましたが、参加者数は横ばい傾向にあります。

さらに、人権擁護委員と連携し、人権啓発を進めてきましたが、人権相談件数は少なく、人

権擁護委員を知る人も少ないのが現状です。

人権・同和行政実施計画に基づき、人権教育の充実を図っていますが、いじめなどの人権問

題が発生しています。また、市民や企業、市職員に対し、講演会や研修会を実施し、人権啓発

の場を広げるよう努めておりますが、参加者数は横ばい傾向にあります。さらに、人権擁護委

員と連携し、人権啓発を進めてきましたが、人権相談件数は少なく、人権擁護委員を知る人も

少ないのが現状です。また、法務省では近年インターネット上の誹謗中傷といった人権問題が

発生していることから、「インターネットを悪用した人権侵害をなくそう」を平成 27年度啓発
活動年間強調事項の一つに掲げ、人権擁護機関を中心に人権啓発活動を展開しています。

人権問題の現状を市民や企業、市職員に十分に理解・認識してもらうため、講座などの参加

者を増やす必要があります。

また、人権相談や人権擁護委員について、より周知する必要があります。

平和事業については、毎年平和祈念事業を行って市民の意識の向上を図っていますが、子ど

もの参加者が少なく、次世代を担う子どもたちにも参加しやすい平和事業が求められています。

主要課題 人権問題と平和活動に対する理解の促進

課題解決の考え方 人権問題に関する情報提供と意識啓発

解決に向けた取組

①学校教育における人権教育の推進

②社会教育における人権教育の推進

③人権啓発・交流の推進

６．取組内容

７．施策指標

課題解決の考え方 人権問題に対する専門職による解決

解決に向けた取組 ④人権相談体制の充実

課題解決の考え方 平和について考える機会の提供

解決に向けた取組 ⑤平和意識の向上

① 学校教育における人権教育の推進

小中学生の人権意識の醸成を目的とした人権作文、人権標語への取組や道徳を中心とした教

育活動を通じて人権教育を推進します。また、教職員に対する、人権問題への正しい理解と認

識を深めるための研修会の充実を図ります。

② 社会教育における人権教育の推進

市民や企業、市職員に人権に対する学習機会を提供します。また、参加者が増えるよう、よ

り魅力的な内容となるよう努めます。

③ 人権啓発・交流の推進

庁内の連携を図り、啓発交流活動を行いさまざまな差別問題に対する市民の理解を深めてい

きます。また、人権擁護委員と連携して活動を行うことで地域における人権啓発活動を強化し

ます。

④ 人権相談体制の充実

人権相談窓口の周知を図るとともに、関係機関との連携を深め、相談体制を充実します。

⑤ 平和意識の向上

市民の平和意識の向上を図るため、市民が共に考える機会の提供や啓発活動などを行います。

指標名
現状値 目標値

備考H2６ H32

人権講演会参加率（％） 57 75

人権相談の相談件数

（件）
7 15



施策内容修正シート（別紙１）

１．施策名

２．施策の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【グラフ】男女平等だと思う人の割合

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 人権文化課 関係課名

No.
男女平等参画社会の実現３０

市民一人ひとりが男女平等の理念を理解し、男女が社会のあらゆる分野に参画し、個性と能

力を十分に発揮できる、男女共同参画社会を実現します。

男女共同参画推進条例及び男女共同参画わこうプランに基づき、男女共同参画社会の実現を目指
して取組を進めてきましたが、市民意識調査（平成 19年度）では「社会全体で男女の地位が平等に
なっていると考える人の割合（12.6％）」はいまだに低く、家事や子育てについても、性別による固
定的な役割分担意識が依然として存在しています。
また、結婚・妊娠・出産・育児期にある女性の労働力率は低く「M 字型曲線」を描き、女性労働

力率と潜在的女性労働力率を比較すると、希望と現実の差がひらいていることが分かります。
さらに、配偶者や恋人間における身体的暴力、精神的暴力、性的暴力を暴力として認識していな

い人も多くいます。
そして、市のまちづくりへの女性の参画に関して、審議会などの女性委員の割合は、平成 21年度

現在 33.1％にとどまっています。

和光市男女共同参画意識調査（平成 26年度）では「社会全体で男女の地位が平等になっていると
考える人の割合」は 21.8％といまだに低く、家事や子育てについても、性別による固定的な役割分
担意識が依然として存在してることから、男女の人権を尊重する意識の浸透を図るための一層の取組
が必要です。また、和光市の審議会等における女性委員の比率は、平成26年度で34.7％と、国の35.4％
よりも低く、埼玉県の 26.5％よりも高くなっています。但し、中には女性委員が一人もいない審議
会等もあり、自治会等の役職や行政職員などの政策や方針の立案・決定の場においては、依然として
女性が少ない傾向にあり、男女双方の意見が対等に反映されにくい状況が見られます。

家庭や職場において、性別による固定的な役割分担意識が解消されておらず、社会のあらゆる場
における男女共同参画の推進が必要です。また、ドメスティックバイオレンス、セクシャルハラス
メント及び児童虐待については、被害者が多く存在することから、それらを人権侵害行為として市
民が認識する必要があります。
さらに、まちづくりの政策や方針の立案・決定の場において、女性の積極的な参画を促進する必

要があります。

主要課題 男女平等の理念の普及とあらゆる分野への男女共同参画

課題解決の考え方 家庭、学校、職場などのあらゆる場における性別役割分担意識の解消

解決に向けた取組

①男女共同参画わこうプランの着実な推進

②男女共同参画意識の普及啓発

③男女が共にいきいきと暮らせる環境づくり

６．取組内容

７．施策指標

課題解決の考え方 「DV やセクハラ、児童虐待は人権侵害行為である」という認識の向上

解決に向けた取組 ④暴力の根絶に向けた意識づくりと被害者支援体制の強化

課題解決の考え方 まちづくりの政策や方針の立案・決定の場への女性の参画

解決に向けた取組 ⑤まちづくりに関する男女共同参画機会の実現

① 男女共同参画わこうプランの着実な推進

第三次行動計画男女共同参画わこうプランに基づき、全庁的に男女共同参画推進体制を強化

し市民及び事業者と連携して、男女共同参画を着実に推進します。

② 男女共同参画意識の普及啓発

男女共同参画意識の普及啓発を図り、男女が社会のあらゆる場で個性や能力を十分に発揮で

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。

③ 男女が共にいきいきと暮らせる環境づくり

男女が共にいきいきと働ける環境をつくるため、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の

調和）を進めます。さらには、女性の起業や就職・再就職への支援を図ります。

④ 暴力の根絶に向けた意識づくりと被害者支援体制の強化

ドメスティックバイオレンスやセクシャルハラスメント、児童虐待などの暴力を絶対に許さ

ない体制づくりを進めます。また、被害者や周囲の人々が安心して相談できる環境づくりや安

全で安心な保護と自立支援を行います。

⑤ まちづくりに関する男女共同参画機会の実現

社会のあらゆる分野に男女双方の意見が反映されるよう、審議会などにおける委員の男女比

率の均衡を図ります。また、地域活動などへの男女共同参画を促進します。

指標名
現状値 目標値

備考
H26 H32

社会全体で男女の地位

が平等になっていると

考える人の割合（％）

21.8 25.0 参考資料：男女共同参画わこうプラン

女性の労働力率（％）
62.3

（H22）
70.0

指標説明：働いている女性数／全女性回答者数

参考資料：男女共同参画市民意識調査

審議会における女性委

員の登用率（％）
33.9 50.0

指標説明：審議会の女性委員／審議会の男女委員総数

参考資料：男女共同参画わこうプラン

セミナー開催数（回） 5 6



施策内容修正シート（別紙１）

１．施策名

２．施策の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

＊１ 和光市国際ネットワークとは、平成１５年に設立された組織で、市内を中心に国際交流・協力活動を行ってい

る団体のほか、市内の学校や民間企業などが参加しているもの。

＊２ 姉妹都市とは、姉妹提携（両市長による提携書があり、議会の承認を受けている）を結んだ市のこと。

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【地図】ロングビュー、【写真】国際交流の活動風景

主担当課名 人権文化課 関係課名

No.

国際化の推進３１

市民の国際理解やふるさと意識の普及を促進し、地域の活性化につなげるとともに、外国籍

市民が安心して暮らせる環境をつくります。

本市では、国際化推進計画に基づき、年々増加する外国人登録者（平成 21年 12 月 1日現在

1,742 人。10 年前の約 1.65 倍）に対応するため、各種表示への英語併記や、市ホームページ

の英語・中国語版及びやさしい日本語による情報発信を実施しています。

また、市民に対しては、国際化推進事業、和光市国際ネットワーク＊１の運営などを行って

います。

本市は、平成１１年１０月１日にアメリカ合衆国ワシントン州ロングビュー市と姉妹都市＊

２提携を結び、パネル展の開催や市民まつりにおいて姉妹都市の周知・ＰＲをしています。

平成 26 年度から市民海外派遣事業を再開し、隔年で姉妹都市を訪問しています。訪問しな

い年においては姉妹都市からの訪問団を受入します。

市民や和光市国際ネットワークの活動による国際交流活動や国際理解を深める機会の充実が

求められています。

また、外国籍市民が抱える問題や市政への要望・意見を把握する機会、外国人への情報提供

が共に不足しているため、外国籍市民が地域になじむ機会や仲間を得る機会が十分とはいえま

せん。

さらに、和光市・ロングビュー市ともに、姉妹都市に対する認知度が低い状況です。

５．課題解決の考え方と取組

6．取組内容

＊３ 多文化共生とは、国籍や民族などの異なる人々が互いの文化的違いを認め合い、日本人と外国人が協働して地

域社会を支える主体として、それぞれの能力を十分に発揮しながら共に生きる、安全・安心で活力ある社会のこと。

7．施策指標

主要課題 市民の国際理解の向上と外国籍市民が安心して暮らせる環境づくり

課題解決の考え方 国際理解の意識の普及

解決に向けた取組
①国際交流活動・機会の充実

②多面的な国際交流の促進

課題解決の考え方 外国籍市民の支援体制の充実

解決に向けた取組 ③外国人にも暮らしやすい環境づくり

① 国際交流活動・機会の充実

市民、国際交流団体、企業、研究機関などの国際交流・協力活動を支援し、共に国際化を推進

していきます。

また、外国籍市民と日本人市民が交流する機会や場を提供し、多文化共生＊３意識の普及を図

ります。

② 多面的な国際交流の促進

姉妹都市をはじめとするさまざまな地域との交流促進を図ります。また、市民のロングビュー

市に対する認知度を更に高めます。

③ 外国人にも暮らしやすい環境づくり

外国籍市民の要望などを把握し、生活上のさまざまな問題に対応するため、国際交流員を活用

するとともに、ボランティア制度の運用によって、外国人支援体制を充実していきます。

また、重要な行政情報・生活情報について、多言語ややさしい日本語などで外国人にも分かり

やすい情報提供を推進していきます。

指標名
現状値 目標値

備考H２６ H32

国際交流イベント参加

者数（人）
53 85

指標説明：市が主催する国際交流イベントに参加した市民の

数

ボランティア登録者数

（人）
53 85


