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　和光市は、埼玉県朝霞市、戸田市及び東
京都板橋区、練馬区と隣接し、交通網が充
実したアクセスに恵まれたまちです。

◦面積 11.04km2 ◦人口 80,570人
◦世帯 38,940世帯 ◦平均年齢 40.1歳
※平成28年3月1日 現在
※ 平均年齢は平成26年3月31日 現在

和光市長

茨城県

千葉県

栃木県

埼玉県

群馬県

山梨県 東京都

和光市

　和光市は、埼玉県の南端、都心から 20km 圏内で東京都に隣接
しながらも、斜面林や湧き水など豊かな自然に恵まれた土地です。
　昭和 45 年 10 月 31 日に市制を施行し、45 年を迎え、この間、
東京外環自動車道、東京メトロ有楽町線や副都心線の開通、副都心
線と東急東横線の相互直通運転など、交通の便の向上とともに、急
速に発展を続けてまいりました。
　一方で、和光市は、理化学研究所・本田技術研究所をはじめとす
る高度な研究・研修機関が集積する「知の拠点」でもあります。
　総合振興計画に掲げた将来都市像である「みんなでつくる快適環
境都市わこう」の実現に向けて、市民の皆さんとともに、埼玉一の
住宅都市として輝く和光市を目指してまいります。

和光市は交通の利便性に優れたまちです

つながる「わこう」
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「わこう」の表情 四季折々に違った表情を見せる和光市。いつでもどこかで、「ちょう
どいいまち ちょっといいまち和光」の魅力が発見できます。

樹林公園付近の桜並木

協和会盆踊り大会

秋の樹林公園

ニッポン全国鍋グランプリ

別れと出会いの「春」。
和光市は転入・転出が多いまち。素敵
な出会いを予感させる満開の桜が市内
のあちこちで見られます。
春のイベント
◦ロードレースフェスティバル ◦卒業式
◦入学式 ◦熊野神社つつじ祭り
◦福祉の里まつり ◦坂下公民館まつり
◦緑化まつり

夏のイベント
◦自治会夏祭り　◦三小夏まつり（第三小）
◦協和会盆踊り大会　◦諏訪神社大祭
◦飛翔祭（大和中）　◦ラジオ体操
◦夏休みジャブジャブ大会 ◦にいくら夏祭り（新倉小）

さんさんと太陽が輝く「夏」。
市内では至るところで自治会主催の夏祭り
が催され、太陽にも負けないまぶしい笑顔が
まちに溢れます。

冬のイベント
◦熊野神社熊手市 ◦ 自治会お餅つき
◦新倉ふるさと民家園すす払い・餅つき
◦初詣 ◦新倉氷川神社だるま市 ◦成人式
◦ 消防出初め式 ◦ニッポン全国鍋グランプリ

厳しい寒さが続く「冬」。
たくさんの人が集う和光市の名物「ニッポン
全国鍋グランプリ」。全国の鍋が集結し、身も
心もポカポカに温まります。

秋のイベント
◦コミュニティセンターまつり ◦市民体育祭
◦中央公民館文化祭 ◦南公民館まつり
◦チャレンジドスポーツ大会 ◦越戸川まつり
◦図書館まつり ◦和光市市制施行日
◦市民まつり ◦農産物共進会 ◦ゆめあい和光まつり

市の木イチョウが色づく「秋」。
和光市が最も盛り上がる季節です。毎年多くの
来場者が訪れる市民まつりは、年々盛り上がり
を増しています。

夏 summer

春spring

秋autumn

冬 winter
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昭和45年（1970）
	10月	 	和光市市制施行
昭和46年（1971）
	4月	 		初めての	

市議会議員一般選挙

昭和47年（1972）
	2月	 	下水道工事現場から	

古銭11万枚が出土
	4月	 	県立和光高等学校が開校

昭和48年（1973）
	1月	 	保育クラブを設立
	3月	 	広報無線放送開始
	5月	 	和光新倉郵便局が開局
	6月	 	和光音頭が完成

昭和49年（1974年）
	3月	 	第三小学校脇に武道館を建設
	6月	 	坂下公民館オープン
	10月	 	白子小学校で開校百年祭
	11月	 	新倉小学校で開校百年祭

昭和50年（1975）
	2月	 	勤労青少年		

ホームオープン
	4月	 	広沢小学校開校

昭和51年（1976）
	4月	 	北原小学校・第三中学校開校
	4月	 	老人福祉センター（現在の新倉高

齢者福祉セ	ンター）オープン

昭和52年（1977）
	4月	 	県立和光養護学校・県立和光南養

護学校（現	特別支援学校）開校

昭和53年（1978）
	7月	 	こども議会開催
	11月	 	第1回	

市民まつり開催

昭和55年（1980）
	11月	 	市制施行10周年	

記念式典挙行
	11月	 	市の木「いちょう」	

市の花「さつき」	
市民憲章の策定

昭和56年（1981）
	4月	 	荒川河川敷運動公園オープン
	12月	 	保健センター	

オープン

昭和58年（1983）
	4月	 	本町小学校開校
	5月	 	南公民館オープン

	8月	 	図書館オープン

昭和59年（1984）
	5月	 	総合児童センターオープン
昭和60年（1985）
	4月	 	下新倉児童センターオープン
	11月	 	市制施行15周年を記念し	

市民歌を制定

昭和62年（1987）	
	3月	 	和光市駅北口を開設
	4月	 	県立和光国際高等学校開校
	5月	 	福祉施設「さつき苑」オープン
	8月	 	地下鉄	

有楽町線開通

平成2年（1990）
	5月	 	すわ緑風園オープン
	10月	 	市制施行20周年記念式典挙行

平成3年（1991）
	8月	 	市民農園オープン

平成4年（1992）
	11月	 勤労福祉センターオープン
	11月	 	東京外環自動車道	
（三郷〜和光）	
開通

平成5年（1993）
	1月	 	市役所業務を新庁舎で開始
	2月	 	市内循環バス運行開始
	5月	 	地域間交流事業開始（長野県佐

久市、栃木県烏山町（現	那須烏山
市）、新潟県津南町（現	十日町市））

	7月	 	友好都市交流事業開始（アメリカ合
衆国ワシントン州ロングビュー市）

平成6年（1994）
	3月	 	東京外環自動車道（和光〜大泉）

開通
	5月	 	特別養護老人ホーム	
「福祉の里」オープン

	11月	 	人口6万人突破

平成8年（1996）
	3月	 	中央公民館オープン

平成11年（1999）
	10月	 	アメリカ合衆国ワシントン州	

ロングビュー市	
と姉妹都市提携

平成12年（2000）
	1月	 	和光市ホームページを開設
	5月	 	市制施行30周年記念	

2000年	和光市民まつり開催

平成15年（2003）
	4月	 	和光市・朝霞市・志木市・新座市	

合併の是非を問う住民投票を	
実施し、4市合併を否とする

平成17年（2005）
	4月	 	総合福祉会館オープン

平成18年（2006）
	6月	 	新倉	

ふるさと民家園	
オープン

平成19年（2007）
	4月	 	新倉高齢者福祉センターオープン
	5月	 	総合体育館オープン

平成20年（2008）
	6月	 	東京メトロ副都心線開通

平成22年（2010）
	8月	 	市制施行40周年記念写真展開催

平成23年（2011）
	3月	 	イメージキャラクター	
「わこうっち」誕生

平成24年（2012）
	5月	 	わこうっちの妹	
「さつきちゃん」誕生

	9月	 	天皇皇后両陛下行幸啓

平成25年（2013）
	3月	 	東京メトロ副都心線・東急東横線・

横浜高速鉄道みなとみらい線	
相互直通運転開始

	12月	 	駅北口土地区画整理事業の起工式

平成26年（2014）
	2月	 	和光市駅開業80周年
	7月	 	人口8万人突破

平成27年（2015）
	11月	 	市制施行	

45周年記念	
「出土遺物の	
交流と結」開催

	11月	 	安倍晋三内閣総理大臣が	 	
助産院と地域包括支援センター
を視察

平成28年（2016）
	4月	 	下新倉小学校開校（予定）	

下新倉保育クラブ・児童館オープ
ン（予定）

	11月	 	下新倉図書館分館オープン	
（予定）	

「 わこう」の あ ゆ み
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基本目標Ⅰ

【都市基盤】

快適で
暮らしやすいまち

基本目標Ⅱ

【教育◦文化◦交流】

自ら学び心豊かに
創造性を育むまち

基本目標Ⅲ

【保健◦福祉◦医療】

健やかに暮らし
みんなで支え合うまち

基本目標Ⅳ

【生活◦環境◦産業】

安らぎと賑わいある
美しいまち

第四次
和光市総合振興計画

豊かな自然環境と便利な都市機能の
調和がとれたまち、

そんな誰もが安心して住み続ける
ことができるようなまちを目指し、
市民との協働によるまちづくりを

推進していきます。

　第四次和光市総合振興計画を推進し、着実な成長を遂げる
ためには、市民・行政・企業が協力し合う協働型社会の実現が
不可欠です。
　計画的な行政経営、透明性の高い地域経営を進めることに
より、快適環境都市を「みんな」で実現するまちを目指します。

構想の推進に
当たって

みんなでつくる
快適環境都市わこう

「わこう」の未来予想図
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基本施策 �

ⅰ �良好な市街地の整備

ⅱ �快適な住宅地の整備

ⅲ �安全で快適な道路環境の整備

ⅳ �憩いと交流のための公園整備と管理

ⅴ �上・下水道サービスの提供

幸魂大橋

越後山中央公園

中心市街地の整備の推進
市内の交通網を含め、和光市駅北口周辺
の道路、駅前広場などの早急な整備を行
い、市の玄関口である和光市駅を中心とし
た一体感あるまちづくりを進めています。

【都市基盤】

快適で
暮らしやすいまち
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県営和光樹林公園
市内には約57か所の公園があり、
憩いと交流の場として市民に愛さ
れています。今後も県営和光樹林公
園において特色を生かしたイベン
ト等の開催ができるよう支援して
いきます。

水道週間
毎年6月に小学4年生を対象に実施
される水道施設見学。安全で安定的
な水の供給の大切さを学びます。今
後も引き続き安全安心な水質の維
持に努めていきます。

和光北インター地域 
土地区画整理事業
開発が進む和光北インター地域。平
成27年5月には、関東の郵便・物流
の拠点となる東京北部郵便局が開
局しました。今後は、新産業・物流業
務地区としての期待が高まります。

中央第二谷中 
土地区画整理事業
安全な歩行空間の確保に努め、快適
な道路整備を推進しています。土地
区画整理事業による計画的な整備
を行うとともに、地区計画を活用し
た住宅地として、良好な居住環境を
形成していきます。

市民の誰もが快適に暮らせるよう、都市基盤の整備水準（質・量）の向上を図ります。また、交通の利便
性をいかした快適な市街地としての環境を整備するとともに、都市と自然の調和した和光市の特長を
いかした良好な景観を形成することで、誰もが住みやすいまちを目指します。
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下新倉小学校
完成予想図
（平成28年4月開校予定）

基本施策 �

ⅰ �個性を伸ばし生きる力を育む教育

ⅱ �心豊かな市民生活を築く生涯学習の社会づくり

ⅲ �青少年の健やかな成長を支える地域づくり

ⅳ �人と歴史が響き合う文化創造のまちづくり

ⅴ �スポーツ・レクリエーション活動の振興

ⅵ �国際化と平和・人権尊重のまちづくり

市民体育祭

自校調理の学校給食

小中学校の配置・規模の適正化
若い世代の転入が多く、児童生徒数が増
加している中で、小・中学校の配置及び規
模の適正化は重要な課題となっています。

【教育・文化・交流】

自ら学び心豊かに
創造性を育むまち
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和光市ゆかりの文化人
童謡「叱られて」で知られる清水か
つら、「チョコレート戦争」の著者大
石真はいずれも和光市が誇る文化
人です。これらの作品を文化振興の
素材として、積極的に活用します。

姉妹都市との交流事業
市立小学校へロングビュー市（アメ
リカ合衆国ワシントン州）の方を招
き、多文化共生意識を育む取組を
行っています。また、市民、企業等の
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。

学校と地域が連携した教育を行い、将来に向かっていきいきと学べる教育環境づくりを進めます。ま
た、市民が多彩な活動や交流の場を通じ様々な文化に触れるとともに多様化・高度化する市民の学習
ニーズに応える生涯学習を推進し、人間性豊かで創造性を育むまちを目指します。

和光市の伝統芸能
和光の「心」ともいえる伝統芸能は、
先人たちからこれまでに脈々と受
け継がれてきました。伝統芸能の普
及を通じて、郷土に対する愛着と誇
りを醸成していきます。

歴史的文化資源の保護・活用
市内では43遺跡が見つかっており、
はるか昔からこの地で生活が営ま
れていたことがうかがえます。今後
も歴史的文化財を大切に保護し、地
域の歴史を後世に伝えていきます。

清水かつら大石真

さ
さ
ら
獅
子
舞

白
子
囃
子

和
光
太
鼓
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保育事業

まちかど健康相談室

基本施策 �

ⅰ �子どもが健やかに育つための環境づくり

ⅱ �高齢者の生きがいづくり

ⅲ �障害者を地域で支えるまちづくり

ⅳ �低所得者への支援

ⅴ �生涯にわたり健やかに暮らせるまちづくり

ⅵ �国民健康保険の安定運営・国民年金制度の普及

わこう版ネウボラ事業
わこう版ネウボラ事業では、出産期から
就学時まで切れ目のない支援を行い、子
育て世代を包括的にサポートしています。

【保健・福祉・医療】

健やかに暮らし
みんなで支え合うまち



11

介護予防事業の推進
和光市は健康で元気な高齢者が多
く、若々しいまちです。高齢者が住
み慣れた地域で安心して暮らすこ
とができるよう、介護予防の更なる
推進を図っていきます。

ゆめあい和光まつり
市内の地域のお祭りでは、多世代の
笑い声が響き渡ります。イベント等
を通じて地域住民同士の交流の機
会を増やし、コミュニケーションし
やすい環境づくりに努めます。

市民の誰もが生涯にわたりいきがいを持ち、健やかで安らぎのある暮らしを送ることができるよう、地域
包括ケアシステムの構築により、妊娠期を含む子どもから高齢期までの全ライフステージにおける様々
な地域課題を解決する地域包括ケアシステムを構築します。また、教育大綱に基づき、地域・家庭教育と
の連携により、地域福祉の充実を図ります。

チャレンジドの社会参加支援
スポーツ・レクリエーションなどの
活動や各種福祉サービスを充実し、
チャレンジドが地域で生活を送れ
るよう、ライフステージにあわせた
相談支援体制を構築しています。

健康フェア
健康フェアでは、血管年齢や脳年齢、
骨密度等の測定があり、自分の健康
状態をチェックすることができま
す。市民の健康意識を高め、安心で
きる健康づくりを進めていきます。
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基本施策 �

ⅰ �防災・防犯に取り組むまちづくり

ⅱ �つながりの強い地域づくり

ⅲ �公共交通の利用促進

ⅳ �安心な市民生活を支えるまちづくり

ⅴ �環境に配慮したまちづくり

ⅵ �ごみ減量・分別・リサイクルの促進

ⅶ �活力ある産業の振興

BOSAIフェア

防犯パトロール

地域の連帯感の醸成
災害時の対応や防犯体制を充実させるた
めにも、地域のつながりは不可欠です。自
治会活動を通し、地域の連帯感を強めて
いきます。

【生活・環境・産業】

安らぎと賑わいある
美しいまち
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農業体験
市内の農家や農業後継者倶楽部等
が催す農業体験は大人にも子ども
にも大人気のイベントです。今後も
気軽に農業を体験できる機会を提
供していきます。

和光理研 
インキュベーションプラザ
中小企業が市内研究機関の技術を
活用した事業が推進できるよう、和
光市・埼玉県・中小企業基盤整備機
構・理化学研究所が連携し、引き続き
研究開発をサポートしていきます。

和光ブランド
和光市の風土、歴史、素材などを活
用したアイディアあふれる商品を

「和光ブランド」として認定し、愛さ
れるブランドになるよう情報発信
し、推進していきます。ふるさと納
税の返礼品にも和光ブランド認定
商品が登録されています。

環境イベント
緑豊かな和光市の特 徴を生かし
たイベントの代表が緑化まつりと 
夏休みジャブジャブ大会です。自然
の恵み豊かな生活が送れるよう環
境保全に取り組んでいきます。

豊かな自然環境を次の世代に引き継ぐ美しいまちづくりを市民と行政の協働で進めます。また、和光
市の立地や資源をいかし、産業の発展を目指すとともに、すべての世代がコミュニティづくりに参加す
る、賑わいと活力に満ちたまちを目指します。

緑化まつり夏休みジャブジャブ大会
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至戸田

●和光高校

至高島平

至池袋

至川越

下新倉小（H28.4開校予定）
下新倉図書館分館（H28.11オープン予定）

新河岸川

荒川

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
道
路

●新倉小

●第四小

●本田技術研究所

北原小

●白子小

東
京
外
環
自
動
車
道

和光市駅

●大和中

第三中

埼玉病院

●本町小 第三小●

●第五小

理化学研究所

国立
保健医療
科学院

裁判所職員
総合研修所

県営和光樹林公園

●第二中

総合児童 
センター

●

和光南
特別支援
学校

和光
特別支援学校

●
和光国際高校

川越街道

至
練
馬

新倉ふるさと民家園

熊野神社

図書館●

東武東上線東京メトロ 有楽町線・副都心線

●勤労福祉センター

●
清掃センター

福祉の里

●坂下公民館・出張所

勤労青少年
　ホーム

新倉高齢者
福祉センター

南公民館

運動場

和光理研
インキュベーション

プラザ

保健センター●
●

市役所

●総合体育館

駅出張所

牛房出張所

●吹上出張所

●総合福祉会館

消防署●

サンアゼリア

中央公民館●

広沢小

本田技研工業
株式会社

アグリパーク
農業体験センター

午王山
特別緑地保全地区

体

体

癒

和光北IC

いちご農園
オハナ

長照寺 歴

体

便

和光IC

空港直通
リムジンバス

便

便

便

東京メトロ
和光検車区

便

歴
研

とりかいさん家の
いちご園

露地いちご
露地いちご体 体

体

体
清瀧寺不動院

白子宿歴

大坂
ふれあいの森

癒

癒

研

研
司法研修所

税務大学校

新倉２丁目

新倉4丁目

新倉3丁目

新倉6丁目

下新倉6丁目

下新倉4丁目

下新倉3丁目

下新倉1丁目

下新倉2丁目

下新倉5丁目

新倉5丁目
新倉7丁目

白子4丁目

新倉8丁目

白子３丁目

本　町

新倉１丁目

丸山台

中央１丁目

中央２丁目

広　沢
諏　訪 白子２丁目

白子1丁目

南１丁目

南２丁目

諏訪原団地

西大和団地

いちょうの見所

桜並木の見所

便○ �○便利でちょうどいい場所
歴○ �○歴史・文化を感じて○
ちょっといい場所

研○ �○研究・研修施設が集積していて○
ちょっといい場所

癒○�○癒されてちょっといい場所
体○ �○体験できてちょうどいい場所

ちょうどいいまち ちょっといいまち MAP
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「わこう」のちょうどよくて、
ちょっといいところを紹介します!!
「和光市応援団長」として和光市の
“良いところ”を市内外に向けて発
信しています。和光市は、緑が多く
便利で、住みやすさ抜群のまちで
すが、その中でも選りすぐりの
「ちょうどいい、ちょっといい」
ところを紹介します!

和光市応援団長
SKE48 松村 香織さん

体○験�できてちょうどいい
都心の近くで滝行やイチゴ狩りが体
験できます。また、新倉ふるさと民家
園やアグリパークでは季節のイベン
トが開催されています。

歴○史・文化を感じてちょっといい
かつて宿場町として栄えた白子地区をはじめ、 
市内には歴史を感じる名所がたくさんあります。
また、サンアゼリアでは地域と文化を育むイベ
ントが数多く催されています。

研 �○究・研修施設が集積�していて
ちょっといい

和光市は地下鉄の始発駅であり、
通勤通学もラクラクです。また、
市内から羽田空港や成田空港へ
の直通バスも運行しています。

癒○�されて
ちょっといい
和光市は緑や湧水が大切
に残されています。また、県
営和光樹林公園は市民の
憩いの場になっています。

理化学研究所では113番元
素を発見し、命名権を獲得し

ました。その他、
国などの研究・
研修施設も数多
くあります。

イチゴ狩り
アグリパーク
農業体験センター

サンアゼリア

白子宿

清龍寺不動院

長照寺の
大いちょう

新倉ふるさと民家園

午王山
特別緑地保全地区

大坂ふれあいの森

県営和光樹林公園

東京外環自動車道

羽田空港直通リムジンバス

東京メトロ和光検車区

ちょうどいい
便○利�で

税務大学校

司法研修所

理化学研究所
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