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第四次和光市総合振興計画基本構想中間見直し 施策修正新旧対照表

施策番号 48 施策名 防災体制・消防支援体制の強化

該当箇所 修正後 修正前

平成 27 年度の

現状

市民意識調査における、「日頃から防災対

策を行っている」の割合が下がっていること

から、東日本大震災以降、毎年自治会区ごと

に地域防災訓練を開催し、今年度は更に新た

な事業として、防災イベント「BOSAI フェア」

を開催するなど、市民に対して、防災意識の

啓発に努めております。また、消防団員数

は、１１９名を確保しております。

東日本大震災以降、毎年自治会区ごとに地域防災

訓練を開催し、既に一巡しています。また、消防

団員数は、ほぼ横ばいとなっています。

課題

*１ 要配慮者とは、災害時に配慮が必要な、

災害対応能力の低い乳幼児、高齢者、傷病

者、障害者、外国人などのこと。

*１ 要配慮者とは、災害時に自力での避難が困

難で、災害対応能力の弱い乳幼児、高齢者、傷病

者、障害者、外国人などのこと。

取組内容② 充実を図ります 充実を進めます

取組内容④

災害時における要配慮者対策として、福祉

避難所のあり方について検討します。

庁内連携を図り、避難講堂要支援者名簿を整備

するなど、災害時における要配慮者対策を進めま

す。また、災害弱者に対応した避難所のあり方に

ついて検討します。

指標

地域防災訓練の

実施率（％）

Ｈ26 30.4 Ｈ21 33.3

指標

消防団員充足率

（％）

H26 93.8 H21 93.8

指標

「日ごろから防

災対策を行って

いる」 と回答

した市民の割合

（％）

H27 18.4

H32 25.0

H21 51.4

H32 60.0
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第四次和光市総合振興計画基本構想中間見直し 施策修正新旧対照表

施策番号 49 施策名 地域と連携した防犯対策の推進

該当箇所 修正後 修正前

平成２７年度の

現状

犯罪件数について、過去５年間減少してい

たものが、平成２６年は増加に転じており、

自転車盗が主な増加原因となっています。

振り込め詐欺に関して、全国的に被害が増

加している中、今年は市内でも被害が発生し

ており、市民へ注意喚起しています。

施策指標

犯罪発生件数

（件）

Ｈ26 843

Ｈ32 700

Ｈ21 1,143

Ｈ32 900

施策指標

「日ごろから犯

犯対策を行って

いる」と回答し

た市民の割合

（％）

Ｈ27 15.0

Ｈ32 30.0

Ｈ21 63.3

Ｈ32 75.0

施策指標

防犯リーダー認

定者数（人）

Ｈ26 186

Ｈ32 320

Ｈ21 62

Ｈ32 160
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第四次和光市総合振興計画基本構想中間見直し 施策修正新旧対照表

施策番号 ５０ 施策名 コミュニティづくりの推進

該当箇所 修正後 修正前

H27 年度の現状

自治会加入率は、平成２７年４月１日現在４

２．９％で、前年度と比較し 1.3％の低下とな

りました。また、２７年度市民意識調査にお

ける「コミュニティ活動の充実」に対する満

足度は３０．０％となり、目標値を達成でき

ていないことから取組の強化が必要です。一

方で、「コミュニティ活動が重要ではない」

と考える人の割合は６．８％となり、前回調

査（７．５％）よりも僅かながら低下し、コ

ミュニティ活動が重要であるとの認識は保た

れています。

取組内容 自治会活動 自治活動

施策指標 単位自治会が自主的に行う年間平均事業数

（事業）

自治会が自主的に行う年間平均事業数（事業）

施策指標

コミュニティ活

動が充実してい

るに対し「満足」

「まあ満足」と回

答した割合（％）

30.0（H27）

施策指標

自治会加入率

（％）

44.2（H26）

施策指標

単位自治会が自

主的に行う年間

平均事業数（事

業）

19.1（H26）

19.0（H32)

指標説明：防犯パトロールやクリーン・オ

ブ・和光等の回数（回）

10.0（H32)
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第四次和光市総合振興計画基本構想中間見直し 施策修正新旧対照表

施策番号 ５１ 施策名 コミュニティ施設の整備

該当箇所 修正後 修正前

施策の目的 コミュニティセンターや地域センターを活用

したコミュニティ活動を推進します。

コミュニティセンターや地域センターなどをコミ

ュニティ活動の拠点として活用します。

現状 管理協力委員会 管理運営委員会

平成２７年度の

現状

コミュニティセンター4 館及び地域センター6

館を設置し、地域住民等で構成される各施設

の管理協力委員会と協働して、利用者が安全

に、安心して、気持ちよく利用できる環境づ

くりを進めています。一方で、施設の老朽化

に伴う修繕費用の増加が継続的に見込まれる

ことから、今後の各施設のあり方について

は、現在検討が進められている公共施設の配

置及び機能の再編等に関する基本方針に基づ

いて検討していく予定です。

施策指標名 年間利用者数（人） コミュニティセンターの利用人数（人）

施策指標名 削除 地域センターの利用人数（人）

施策指標

現状値 Ｈ26

103,226

施策指標

目標値 Ｈ32

126,000 95,040（95,040+84,960）
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第四次和光市総合振興計画基本構想中間見直し 施策修正新旧対照表

施策番号 ５２ 施策名 鉄道・バスの利便性の向上

該当箇所 修正後 修正前

平成２７年度の現

状

現在、和光市駅は東武東上線、東京メトロ有

楽町線及び副都心線の３線が乗り入れ、平成２

７年度には、県内の駅で初めてホームドアが完

備するなど、駅利用者の安全対策・利便性はま

すます向上しています。

市内循環バスについては、利用者が増加し更

なる利便性の向上が求められています。

課題

鉄道やバスなどの民間交通事業者＊１に対

し、更なる安全性の確保や利便性の向上を働き

かけていくほか、リムジンバス等が、線路沿い

の狭隘な道路に停留所を設置しているため、リ

ムジンバスや高速長距離バスを受け入れるため

のバスターミナルの設置の検討をおこなう必要

性があります。

循環バスについても市民ニーズに応じた運行

をしていく必要があります。

鉄道やバスなどの民間交通事業者＊１に対

し、更なる安全性の確保や利便性の向上を働き

かけていく必要があります。

循環バスについても市民ニーズに応じた運行

をしていく必要があります。

＊１

民間交通事業者とは、民間の鉄道事業者とバ

ス事業者のこと。鉄道事業者については、東武

鉄道㈱、東京地下鉄㈱、都営地下鉄などのこ

と。バス事業者については、東武バス㈱、西武

バス㈱、国際興業バス㈱、京成バス㈱、東京空

港交通㈱などのこと。

民間交通事業者とは、民間の鉄道事業者とバ

ス事業者のこと。鉄道事業者については、東武

鉄道㈱、東京地下鉄㈱、都営地下鉄などのこ

と。バス事業者については、東武バス㈱、西武

バス㈱、国際興業バス㈱などのこと。

課題解決の考え方 ターミナル機能の強化

解決に向けた取組 ③バスターミナルの設置についての検討

取組内容③ バスターミナルの設置についての検討

占有許可を受けている外環蓋かけ上部でのバ

スターミナル構想実現に向けて、荷重、アクセ

シビリティなどの調査・検討を実施します。

施策指標

市内循環バスの乗

客数（人）（１日

平均）

Ｈ26 503 Ｈ32 550 H21 431 Ｈ32 484

施策指標

本市に住み続けた

いと思う理由のう

ち「交通の便がよ

い」と回答した市

民の割合（％）

H27 27.4 H21 23.9
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第四次和光市総合振興計画基本構想中間見直し 施策修正新旧対照表

施策番号 ５３ 施策名 消費者保護の充実と消費者力の強化

該当箇所 修正後 修正前

平成２７年度の現状 前年度に引き続き、消費生活相談におけ

る適切な助言や業者との交渉等による消

費者被害の回復や消費生活講座、出前講

座、通信講座のほか、市ホームページ、

啓発チラシ、広報紙及び自治会への案内

等を通じて消費者被害防止ための情報提

供を行っています。

グラフ

消費生活相談の推移
H15～H25 グラフと差替え H11～H21 グラフ

施策指標 消費生活相談件数（件）598 （H26）
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第四次和光市総合振興計画基本構想中間見直し 施策修正新旧対照表

施策番号 ５４ 施策名 誰もが気軽に相談できる窓口の推進

該当箇所 修正後 修正前

平成２７年度の現状 前年度に引き続き、専門家による相談機

会を提供し、市民が抱える様々な相談事

の解決に向けた助言等を行っています。

施策指標 目標値 780（H32) 950（H32)

施策指標 現状値 576（H26）
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第四次和光市総合振興計画基本構想中間見直し 施策修正新旧対照表

施策番号 ５５ 施策名 地球温暖化対策の推進

該当箇所 修正後 修正前

３－２．平成２

７年度の現状

市域全体からの温室効果ガス排出抑制の取

組に関しては、平成２５年度から新たに省エ

ネルギー機器等設置補助制度を導入し、再生

可能エネルギーの普及促進を図っています

が、和光北インター地域など土地区画整理事

業の施行が、温室効果ガス排出の増加要因と

なっています。

一方、市役所のエコオフィス化推進のた

め、平成２４年度に策定した第三次地球温暖

化防止実行計画において、平成２７年度まで

に市役所の事業活動に伴う温室効果ガス排出

量を平成２２年度排出量を基準として５％削

減することを目標とし、取り組んでいます。

平成２５年度は、東日本大震災後の節電意識

の向上などにより、平成２２年度と比較する

と１.７％減となっています。

5．課題解決の

考え方と取組③
新エネルギーの導入の促進 新エネルギーの導入の推進

5．課題解決の

考え方と取組④
省エネルギー意識啓発・導入の促進 省エネルギー意識啓発・導入の推進

６．取組内容① 地球温暖化対策実行計画区域施策編 地球温暖化対策地域推進計画

６．取組内容

③新エネルギー

導入の推進

身近な自然エネルギーである太陽光発電シス

テム並びに省エネルギー機器等の設置に対す

る支援を行うとともに、固定価格などによる

余剰電力買取制度の周知を図り、新エネルギ

ーの導入と温室効果ガスの排出抑制を促進し

ます。

身近な自然エネルギーである太陽光発電システム

設置に対する支援を行うとともに、固定価格など

による余剰電力買取制度の周知を図り、新エネル

ギーの導入を図ります。
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６．取組内容③ 新エネルギーの導入の促進 新エネルギーの導入の推進

６．取組内容④ 省エネルギー意識啓発・導入の促進 省エネルギー意識啓発・導入の推進

７．施策指標 太陽光発電買取契約件数（件）

Ｈ26 770

太陽光発電買取契約件数（件）

Ｈ21 127

７．施策指標 環境講座などの参加者数（人）

Ｈ26 78

環境講座などの参加者数（人）

Ｈ21 110

７．施策指標 温室効果ガス排出量（ｔ－ＣＯ２）

Ｈ26 12,243

Ｈ32 10,833

温室効果ガス排出量（ｔ－ＣＯ２）

Ｈ21 11,322

Ｈ32 9,596
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第四次和光市総合振興計画基本構想中間見直し 施策修正新旧対照表

施策番号 ５６ 施策名 湧水・緑地の保全と再生

該当箇所 修正後 修正前

3‐2.平成 27 年度

の現状

７箇所あった市民緑地（ふれあいの森）は、土

地所有者の相続や区画整理事業の施行などの開発

行為に伴い３箇所が消滅しましたが、新たに１箇

所が追加されたため、現在は５箇所となっていま

す。

４．課題

～保全意識が十分には浸透しておらず、その自然

環境を継承するべき次世代の人材が育っていませ

ん。また、開発の進行への対応として、緑地を～

～保全意識の向上や継承する次世代の人材

が育っていません。また、緑地を～

6．取組内容 ④公

有地(緑地)の整備
～地区や牛房八雲台特別緑地保全地区などの～ ～地区や（仮称）柿ノ木坂緑地などの～

７．施策指標
緑地・水辺空間の整備面積（㎡）

H26 13,010

H32 21,455

指標説明：市が整備、保全している緑地面積

緑地・水辺空間の整備面積（㎡）

H21 127

H32 22,965

指標説明：市民緑地整備面積

７．施策指標
市民協働事業従事者数（人）

H26 800

H32 1,000

市民協働事業従事者数（人）

H21 1,000

H32 1,400

７．施策指標
生産緑地面積（ha）

H26 44

生産緑地面積（ha）

H21 44
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第四次和光市総合振興計画基本構想中間見直し 施策修正新旧対照表

施策番号 ５７ 施策名 水環境の保全

該当箇所 修正後 修正前

3-2．平成 27 年

度の現状

浄化槽の適正管理について、法定検査受検率

は上昇傾向にありますが、まだ１０％にも満

たず、河川水質への影響が懸念されていま

す。

６．取組内容 ③雨水の有効利用と地下浸透の促進 ③雨水の有効利用の促進

６．取組内容

③雨水の有効利

用と地下浸透の

促進

市民に対し、雨水の再利用を促進するための

雨水貯留槽についての啓発を行い、総合治水

の考え方も取り入れ、雨水の循環を図りま

す。また、雨水の地下浸透及び地下水の涵養

を図るため、雨水浸透施設の設置についての

啓発を行います。

市民に対し、雨水の再利用を促進するための雨水

小型貯留槽についての啓発を行い、総合治水の考

え方も取り入れ、雨水の循環を図ります。

７施策指標

市内３河川のＢＯＤ値※１（mg/L）

H26 2.1

H32 2.0

市内河川のＢＯＤ値※１（ppm）

H21 2

H32 1

７施策指標

浄化槽法定検査受検率（％）

H26 6.2

H32 19.4

指標説明：浄化槽法第１１条に基づく法定検

査の受検率

雨水小型貯水槽設置数（箇所）

H21 -

H32 90

指標説明：補助事業による設置件数

年１０箇所×年数（平成２４年度から実施予定）
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第四次和光市総合振興計画基本構想中間見直し 施策修正新旧対照表

施策番号 ５８ 施策名 生活環境保全の推進

該当箇所 修正後 修正前

3-2．平成 27 年

度の現状

準工業地域など、工場と住宅が混在している

地域では、騒音などの公害苦情がたびたび寄

せられています。

グラフ 美化活動登録団体数の推移 美化サポーター登録団体数の推移

６．取組内容

①市民参加によ

る美化活動の推

進

美化活動団体＊1の登録数を増やすとともに、

登録団体が活動に必要な支援を行い、市民に

よる市内の美化活動を積極的に進めます。

公共施設美化サポーター＊1 の登録数を増やし、

市民による市内の美化活動を積極的に進めます。

注釈 ＊1 美化活動団体とは、本市の公共施設美化

サポーターや埼玉県の美化活動支援制度を活

用し、公共空間である市内の道路、公園及び

緑地並びに河川において、ボランティアで清

掃や花壇の整備などの環境美化活動を行う市

民等のこと。

＊1 公共施設美化サポーターとは、本市の公共

施設美化サポーターに登録を行い、公共空間であ

る市内の道路、公園及び緑地において、ボランテ

ィアで清掃や花壇の整備などの環境美化活動を行

う市民等のこと。

７．施策指標
美化活動登録団体数（団体）

H26 21

H32 27

公共施設美化サポーター登録団体数（団体）

H21 13

H32 18

７．施策指標
駅周辺の美化推進活動によるゴミ収集量

（kg）

H26 844.8

H32 794.6

路上喫煙指導件数（件）【※終了のため】

７．施策指標
生活環境苦情件数（件）

H26 50

生活環境苦情件数（件）

H21 64
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第四次和光市総合振興計画基本構想中間見直し 施策修正新旧対照表

施策番号 ５９ 施策名 ごみ減量・リサイクルの推進

該当箇所 修正後 修正前

現状

本市では、廃棄物の資源化を目的とした分別

収集を行っており、第四次一般廃棄物処理基本

計画の目標値（ごみの総排出量を平成１５年度

水準以下に抑え、１日一人当たりの排出量を９

０８g から７％削減する）は達成され、現在の

収集形態が市民生活に定着しています。

しかし、市民意識調査では、ごみの減量化・

資源化に取り組んでいない世帯が１７．５％あ

ります。

また、社会指標分析においても、ごみ処理人

口一人当たりのごみ処理量が先進地平均よりも

年間１０㎏多い状況となっています。

本市では、廃棄物の資源化を目的とした分別

収集を行っており、第四次一般廃棄物処理基本

計画の目標値（ごみの総排出量を平成１５年度

水準以下に抑え、１日一人当たりの排出量を９

０８g から７％削減する）は達成され、現在の

収集形体が市民生活に定着しています。

しかし、市民意識調査では、ごみの減量化・

資源化に取り組んでいない世帯が１７．５％あ

ります。

また、社会指標分析においても、ごみ処理人口

一人当たりのごみ処理量が先進地平均よりも年

間１０㎏多い状況となっています。

平成２７年度の

現状

近年、ごみの総排出量は、年度によって多少

の変動はありますが、概ね横ばいで推移してい

ます。

施策指標

家庭系１日一人当たりのごみ排出量（g）

（H26） 633

（H32） 595

家庭系１日一人当たりのごみ排出量（g）

（H32） 644

参考資料：第 2 次循環型社会形成推進基本計画

に定められた国の目標

施策指標

事業系ごみ搬入量（ｔ）

（H26） 3,724

（H32） 2,865

事業系ごみ搬入量（ｔ）

（H32） 3,437

参考資料：第 2 次循環型社会形成推進基本計画

に定められた国の目標

施策指標

リサイクル展示場における再利用品の引き渡し

点数（点）

（H26） 2,677

（H32） 2,842
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第四次和光市総合振興計画基本構想中間見直し 施策修正新旧対照表

施策番号 ６０ 施策名 廃棄物の適正処理の推進

該当箇所 修正後 修正前

３．現状

本市では、廃棄物の分別収集を行い、びん・

かん・紙類・プラスチック類・金属類などは再

資源化されており、可燃残渣のうち焼却灰につ

いても再資源化を行っています。しかし、独自

の最終処分場を持たない本市では、コスト面や

処理方法の面で資源化が困難な可燃残渣などを

他市の最終処分場を利用し、埋め立て処理して

います。

施設面では、現焼却施設は建設されてから２

０年以上経過するため老朽化しており、毎年定

期的な修繕を行いながら維持管理をしていま

す。

また生活環境面では、テレビ・冷蔵庫など家

電リサイクル法対象品目や処理困難ごみなどの

市内への不法投棄が後を絶たない状況にありま

す。

本市では、廃棄物の分別収集を行い、びん・

かん・紙類・プラスチック類・金属類などは再

資源化されており、可燃残渣のうち焼却灰につ

いても再資源化を行っています。しかし、独自

の最終処分場を持たない本市では、コスト面や

処理方法の面で資源化が困難な可燃残渣・不燃

系ごみなどを他市の最終処分場を利用し、埋め

立て処理しています。

施設面では、現焼却施設は建設されてから２

０年以上経過するため老朽化しており、毎年定

期的な修繕を行いながら維持管理をしていま

す。

また生活環境面では、テレビ・冷蔵庫など家

電リサイクル法対象品目や処理困難ごみなどの

市内への不法投棄が後を絶たない状況にありま

す。

3-2．平成２７

年度の現状

焼却施設は、平成２年３月の竣工から、２５

年以上経過しています。

4.課題

本市の可燃残渣などを埋め立てている最終処

分場の処分能力に限界があり、持続可能な廃棄

物の処理が求められています。また、本市の焼

却施設は建設から２５年以上を経過し、老朽化

が進んでいるため、焼却施設の整備について検

討が必要です。

家電リサイクル法対象品目や処理困難ごみの不

法投棄の増加に対する対応が求められていま

す。

本市の可燃残渣及び不燃系ごみなどを埋め立

てている最終処分場の処分能力に限界があり、

持続可能な廃棄物の処理が求められています。

また、本市の焼却施設は建設から２０年以上を

経過し、老朽化が進んでいるため、焼却施設の

整備について検討が必要です。

家電リサイクル法対象品目や処理困難ごみの不

法投棄の増加に対する対応が求められていま

す。

グラフ 最終処分場への搬入量・不法投棄物搬入量の推

移

最終処分場への搬出量・不法投棄の処理量の推

移

６．取組内容 ① 廃棄物の適正な処理

本市から排出される廃棄物の適正な処理を行

い、さらには最終処分場等の現地確認などの調

査を行います。また、現在、埋め立てされてい

る焼却残渣などについてもコストなどを考慮し

た上で、より環境負荷のかからない処理方法を

検討していきます。

② 老朽化した焼却施設の維持管理及び整備の

検討

焼却施設については毎年定期的に点検・修繕

を行うとともに、和光市清掃センター中長期維

持管理計画に基づき整備を行い延命化を図りま

す。

また、施設の広域化について検討を進め、そ

の結果に基づき、市民の意見を参考に施設整備

を進めていきます。

① 廃棄物の適正な処理

本市から排出される廃棄物の適正な処理を行

い、さらには最終処分場等の現地確認などの調

査を行います。また、現在、埋め立てされてい

る焼却残渣や不燃系ごみについてもコストなど

を考慮した上で、より環境負荷のかからない処

理方法を検討していきます。

② 老朽化した焼却施設の維持管理及び整備の

検討

焼却施設については長期保全計画に基づき毎

年定期的に点検・修繕を行い延命化を図りま

す。

また、第２次埼玉県ごみ処理広域化計画に基

づき朝霞市と施設の広域化について検討を進

め、その結果に基づき、施設整備する際には市

民の意見を参考にしながら進めていきます。
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施策指標 最終処分場への搬入量（t）

（H26） 874

（H32） 1,043

最終処分場への搬入量（t）

（H32） 1,070

施策指標 不法投棄物搬入量（t）

（H26） 38

（H32） 37

不法投棄の処理量（t）

（H32） 47
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第四次和光市総合振興計画基本構想中間見直し 施策修正新旧対照表

施策番号 ６１ 施策名 市の特色を生かした地域ブランドの推進

該当箇所 修正後 修正前

平成２７年度の

現状

商工会と共催による鍋合戦は、平成２６年度

に「ニッポン全国鍋グランプリ」と名称を改

め、６万人を超える来場者があるイベントに

成長し、本市の新たな特色として定着してい

ます。

写真のタイトル ニッポン全国鍋グランプリの風景 鍋合戦の風景

取組み内容③ 開発された地域ブランドの販路開拓による定

着への支援を行います。また、愛されるブラ

ンドや資源となるよう市民へ情報発信し、浸

透を図ります。また、商工会と共催で実施す

る「ニッポン全国鍋グランプリ」について

も、魅力を感じてもらえるよう積極的に情報

発信します。

開発された地域ブランドの販路開拓による定着へ

の支援を行います。また、愛されるブランドや資

源となるよう市民へ情報発信し、浸透を図りま

す。

また、商工会と協働で実施するニッポン全国鍋合

戦についても、魅力を感じてもらえるよう積極的

に情報発信します。

施策指標 地域ブランド認定数

（Ｈ26）１３ （Ｈ32）２０

地域ブランド認定数

（Ｈ26）０ （Ｈ32）１０
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第四次和光市総合振興計画基本構想中間見直し 施策修正新旧対照表

施策番号 ６２ 施策名 中小企業の育成支援

該当箇所 修正後 修正前

平成 27 年度の

現状

近年の社会的、経済的な環境の変化により業

況が不安定となっている中小企業者において

は、資金繰りのためセーフティネット保証制

度＊１が活用されており、一部の業種につき

ましては、業況の改善が進んでいます。

課題

経済情勢の変化により、市内の企業も経営

状況の改善が進んでいるものの、特に景気の

影響を大きく受ける中小企業の経営の安定化

を支援するための融資制度については、見直

しを検討する必要があります。

また、大型小売店への利用者流出により個

人商店が減少しており、商業集積の魅力を引

き出す必要があります。市内企業の地域貢献

への取組については、今後も商工会との連携

が必要です。

経済情勢の変化により、市内の企業にも経営状

況が深刻な企業が多く、特に景気の影響を大きく

受ける中小企業の経営の安定化を支援するための

制度融資については、見直しを図る必要がありま

す。

また、大型小売店への利用者流出により個人商

店が衰退しており、商業集積の魅力を引き出す必

要があります。市内企業の地域貢献への取組につ

いては、今後も商工会との連携が必要です。

取組内容① 創業者を支援するための制度融資等や社会情

勢に応じた利用しやすい制度融資の創設及び

利子補給の見直しを図るなど、市の制度融資

の充実により、市内企業の経営安定化を支援

します。

創業者向け制度融資や社会情勢に応じた利用しや

すい制度融資の創設及び利子補給の見直しを図る

など、市の制度融資の充実により、市内企業の経

営安定化を支援します。

取組内容④ 地域の特性を生かした個人商店の活性化と消

費生活の利便性を向上するために、日常の買

物や、コミュニティ活動の場としても利用で

きる近隣型商業地の整備を促進します。

地域の特性を生かした商店街の賑わいと消費生活

の利便性を向上するために、日常の買物や、コミ

ュニティ活動の場としても利用できる近隣型商業

地の整備を促進します。
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取組内容⑤ 中小企業の地域貢献を推進するため「企業市

民＊３」の認定制度により、商工会との連携

を更に強化することによって、中小企業など

と一体となって賑わいのあるまちづくりを行

います。

中小企業の地域貢献を推進するため「企業市民＊

３」の認定制度を確立し、商工会との連携を更に

強化することによって、中小企業などと一体とな

って賑わいのあるまちづくりを行います。

施策指標 製造品出荷額（千万円）

現状値 4,038 （H19）

目標値 4,837 （H32)

施策指標 卸売・小売業年間商品販売額（千万円）

現状値 9,840 （H19）

目標値 10,332 （H32)
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第四次和光市総合振興計画基本構想中間見直し 施策修正新旧対照表

施策番号 ６３ 施策名 魅力ある新たな産業の推進

該当箇所 修正後 修正前

平成２７年度の

現状

新産業＊１創出具体化の指針に基づき、市内

研究機関のシーズ＊２を活用した事業を推進さ

れ、和光理研インキュベーションプラザでは、

引き続き同プラザに入居している企業・理研ベ

ンチャーの研究開発などをサポートしていま

す。さらに、和光北インター地域土地区画整理

事業が進み、都市計画マスタープランで位置付

けた新産業系ゾーンへ市内の中小企業による進

出が進みつつある。

取組内容①

交通の利便性に優れた和光北インター地域土地

区画整理事業施行地域を新産業系ゾーンとし、

高度な技術を用いた新産業の誘致を促すため、

新たな補助制度を実施します。

交通の利便性に優れた和光北インター地域土地区

画整理事業施行地域を新産業系ゾーンとして、高

度な技術を用いた新産業を誘致します。

施策指標

インキュベーションプラザ｢卒業後市内定着率

（延べ（％））

H26 0

インキュベーションプラザ｢卒業後市内定着率

（延べ（％））

H21 －

施策指標

工場等移転利子補給補助金利用数

H26 －

H32 3
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第四次和光市総合振興計画基本構想中間見直し 施策修正新旧対照表

施策番号 ６４ 施策名 都市農業の推進と担い手の育成

該当箇所 修正後 修正前

平成 27 年度の

現状

地域の農業の担い手となる認定農業者は徐々

に増加しています。また、平成 24 年度から農

業体験センター及び市民農園管理運営を協働

事業として市民団体に委託しており、そのノ

ウハウを活かした事業展開により農業体験事

業等の参加者が増加しています。

課題
また、収穫体験等の事業は実施されています

が、市民がより身近に農業を感じることがで

きるよう農業者や市民団体による農業体験の

機会を増やすことが求められます。

また、市民の農業体験に関するニーズは多い反

面、事業数が少なく市民農園の利用待機者もいる

ことから、農業体験の機会を増やすことが求めら

れています。

写真 農業後継者倶楽部によるじゃがいも掘りの風

景

駅前農業体験の風景

取組内容③
市民が気軽に農業を体験できるよう、農業

者、農業者団体と協力して、収穫体験などの

さまざまな形態での農業体験の機会を提供し

ます。

市民が気軽に農業を体験できるよう、収穫体験な

どのさまざまな形態での農業体験の機会を提供し

ます。

取組内容④
市民農園の利用を拡大するために、市が設置

する市民農園の充実を図るとともに、農業者

自らが運営する体験型農園の設置を支援しま

す。

市民農園の利用を拡大するために、市が設置する

市民農園の充実を図るとともに、農業者自らが運

営する営農方式による体験型農園の設置を支援し

ます。

取組内容⑤
直売、庭先販売の施設設置を支援し、周知し

ます。消費者が地場農産物を手軽に購入でき

るよう、農業者が行う直売、庭先販売、軽ト

ラ市などの取組を支援し、周知します。

直売、庭先販売の施設設置を支援し、周知しま

す。

消費者が地場農産物を手軽に購入できるよう、農

業者が行う直売、庭先販売の施設設置を支援し、

周知します。

施策指標 認定農業者数

（Ｈ26）32 （Ｈ32）50

認定農業者数

（Ｈ26）23 （Ｈ32）50

施策指標 農業体験事業参加者数

（Ｈ26）944 （Ｈ32）1000

農業体験事業参加者数

（Ｈ26）64 （Ｈ32）160

施策指標 市民農園面積

（Ｈ26）11,085 （Ｈ32）14,000

市民農園面積

（Ｈ26）10,230 （Ｈ32）14,000
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第四次和光市総合振興計画基本構想中間見直し 施策修正新旧対照表

施策番号 ６５ 施策名 就労支援対策の推進

該当箇所 修正後 修正前

平成 27 年度の

現状

平成２２年度の国勢調査によると、本市の

＊１就業率は９５．１％、＊２６５歳以上の

就業率も９４．４％と大変高い数値となって

います。

平成 27 年度の

現状

＊１ 就業者／労働力人口

＊２ 65 歳以上就業者数／労働力人口（65 歳

以上）

課題

本市の失業率は約５％（平成２２年度）とな

っており、景気の緩やかな回復基調のもと新

規求人数は増加傾向であるものの、一部に厳

しさが見られる状況であるため、求職者に対

する就職に役立つ知識や求人情報の提供、短

時間勤務や在宅勤務などの雇用形態や労働環

境の整備が求められています。

本市の失業率は約 4％（平成 17 年度）にとどま

っているものの、不況の影響による企業の雇用縮

小により就業率及び就労意欲の低下が懸念されて

おり、今後、増加が予想される失業者に対する就

労意識の醸成や職業能力の向上に関する支援が必

要です。また、求職者に対する就職に役立つ知識

や求人情報の提供、短時間勤務や在宅勤務などの

雇用形態や労働環境の整備が求められています。

取組内容①

関係機関と連携を図り、庁舎内にふるさとハ

ローワークを設置し、市内や近隣における事

業所の最新求人情報を提供します。

関係機関と連携を図り、市内や近隣における事業

所の最新求人情報を提供します。

施策指標 就業率

H22 95.1

就業率

H17 95.8

施策指標 高齢者就業率

H22 94.4

高齢者就業率

H17 94.5

施策指標 勤労福祉センター講座参加者数

H26 5,300

H30 5,500

勤労福祉センター講座参加者数

H21 1,618

H30 3,000


