施策内容修正シート（別紙１）
主担当課名 市民活動推進課

１．施策名
No.

５１

関係課名

コミュニティ施設の整備

②
コミュニティ施設の維持管理と充実
整備基準の作成や中長期的修繕計画の見直しを行い、適正に施設を維持管理します。また、
コミュニティ施設の配置のあり方について、現状の地域格差を踏まえ検討するとともに、新た
なコミュニティ施設として、既存公共施設の活用も含め地域や市民が利用しやすい施設となる
整備を図ります。
７．施策指標
目標値

現状値
指標名

２．施策の目的
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。
３．現状(平成２３年度策定時の現状)
本市では、平成７年にコミュニティ施設設置基本方針を制定し、コミュニティセンターや地
域センター、地区集会所などの施設の意義と設置方針を整備しました。平成１８年度に方針を
改正し、地域センターの９地区９館構想が策定され、現在、コミュニティセンター４館、地域
センター６館を市で設置しています。これらの施設の管理運営は、自治会などで組織した管理
運営協力委員会が行っており、また、自治会や市民団体などにおけるコミュニティ活動の拠点
として利用され、市民サービスにおいても有効的な活用を図っています。
3-2．平成２７年度の現状

４．課題
各地域のコミュニティ施設の利用状況にはバラつきがあり、コミュニティ活動の拠点として
更に活性化を目指す必要があるところもあります。また、施設によっては、経年劣化に伴う機
能低下がみられるため、整備基準及び中長期的修繕計画を定め、適切な施設の維持管理を行う
必要があります。
【地図】コミュニティ施設位置図
５．課題解決の考え方と取組
地域の市民同士のコミュニティづくりに役立つ施設の整備と施設の適正な
主要課題
配置
課題解決の考え方

コミュニティ活動の活性化と拠点づくり

解決に向けた取組

①地域及び市民の活動拠点としてのコミュニティ施設の活用

課題解決の考え方

安全な施設の提供と適正な維持管理・配置の実現

解決に向けた取組

②コミュニティ施設の維持管理と充実

６．取組内容
①
地域及び市民の活動拠点としてのコミュニティ施設の活用
市民によるコミュニティ施設の管理運営を進めるとともに、地域及び市民の活動拠点として
の活用を図ります。

H2６

コミュニティセンター
の利用人年間利用者数
（人）

地域センターの利用人
数（人）

60,157

H27

H32

79,200
109,000

95,040
126,000

70,800

84,960

備考

８．修正理由等
・固有名詞の誤り修正。誤）管理運営委員会⇒ 正）管理協力委員会
・指標名を「事務事業評価表」の指標名に合わせ一つにまとめ、かつ目標値を実態に合わせ再
設定する。

施策内容修正シート（別紙１）
主担当課名 道路安全課

関係課名

政策課
課題解決の考え方
解決に向けた取組

１．施策名
No.

５２

６．取組内容

鉄道・バスの利便性の向上

２．施策の目的
市民が公共交通を安全で快適に利用できるようにし、その利便性を向上します。
３．現状(平成２３年度策定時の現状)
現在、和光市駅の１日当たりの平均乗降客数は、東武東上線沿線では池袋に次いで２番目に多く
なっています。
また、近年では、羽田空港や成田空港へのリムジンバスが発着しており、和光市駅の利便性はま
すます向上しています。市民意識調査でも、これからも本市に住み続けたい主な理由として「交通
の便がよい」ことがあげられています。平成２４年に東京メトロ副都心線と東急東横線の相互直通
運転が行われることによって、本市の利便性は更に高まると期待されています。
さらに、本市では、和光市駅利用者の安全性・利便性の向上のため、鉄道事業者への要望活動を
通じて、駅構内の安全対策及び利便性の向上について働きかけています。
市内循環バスについては、起伏の多い土地柄などから、交通不便地域の子育て世代の方や高齢者
などに多く利用されています。
3-2．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２７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。
４．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

ターミナル機能の強化
③バスターミナルの設置検討

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。

【写真】市内循環バス
５．課題解決の考え方と取組
主要課題

課題解決の考え方
解決に向けた取組
課題解決の考え方
解決に向けた取組

市内公共交通機関の快適な利用の実現

民間交通事業者への安全性の確保や利便性の向上の働きかけ
①鉄道・バス利用者の利便性の向上
民間事業者の対応が困難な地域の交通利便性の向上
②市内循環バスの改善

①
鉄道・バス利用者の利便性の向上
鉄道・バス利用者の安全性の確保、利便性の向上を図るよう民間交通事業者に対し、要望を行
います。また、民間交通事業者との連携を深め、市民の生活圏に配慮した、交通の利便性の向上
を図ります。
②
市内循環バスの改善
民間路線バスの運行が難しい交通不便地域において、利用者の生活に密着した循環バスの運行
により、公共施設や駅への移動など日常生活の足として便利に利用できるようにします。
③
バスターミナルの設置検討
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。

７．施策指標
目標値

現状値
指標名

H26

H27

H32

市内循環バスの乗客数
（人）（１日平均）

462

484

本誌にすみ続けたいと
思う理由のうち「交通の
便がよい」と回答した市
民の割合（％）

29.0

34.0

備考

参考資料：市民意識調査

８．修正理由等
政策実行計画に掲げた、外環上部の有効活用とバス路線誘致の実現に向けて、取組を追加す
るため。

施策内容修正シート（別紙１）
主担当課名 市民活動推進課

④消費生活相談体制の充実

関係課名
６．取組内容

１．施策名
No.

５３

消費者保護の充実と消費者力の強化

２．施策の目的
市民が正しい知識・適切な情報により、賢い消費者としての視点を身につけ、安心して生活
できるようにします。
３．現状(平成２３年度策定時の現状)
本市では、消費者被害を防ぐ事業として、消費生活講座、出前講座及び通信講座を開催して
います。
また、市ホームページ、啓発チラシ、広報紙の消費者の窓に事例などを掲載するほか、地域
の自治会等を通じて消費者被害を防ぐための情報を提供しています。
さらに、消費者保護を目的とする消費者団体にも、振り込め詐欺＊１等被害防止街頭啓発活
動に積極的に参加してもらうなど協力をお願いしています。現在、本市の消費生活に関する相
談件数は、平成１６年度から平成１７年度にかけて大きく減少し、その後ほぼ横ばいで推移し
ています。
＊１

振り込め詐欺とは、電話やメールなどを利用し、金銭を要求する架空請求詐欺のこと。

＊２

悪質商法とは、言葉巧みに消費者を勧誘し、高額な商品やサービス及び権利を売りつける販売方法の総称のこ

と。

①
消費者への啓発及び教育の実施
継続して行う意識啓発に加えて、消費者が具体的事例などを知る機会を提供し、消費者被害
を未然に防止できるようにします。
また、消費者が自ら進んで消費生活情報を収集し、知識を身につける意欲を持つことができ
るよう、各年齢層に応じた学習の機会を充実します。
②
消費者被害の防止に向けた関係機関との連携
消費者被害の防止に向けて、国民生活センターや県の消費生活センターなどとの情報連携を
図るとともに、消費生活情報及び市内各地域での情報を収集します。また、広報紙・市ホーム
ページ・リーフレットなど、多様な手段を用いて、市民に収集した情報を提供し、消費者被害
の防止に努めます。
③
消費者団体への活動支援
団体間の情報共有の促進や団体相互の交流を深めることを通じて、各団体の活発な活動を支
援します。また、消費者被害の防止に向け、消費者団体と連携して啓発事業を行います。
④
消費生活相談体制の充実
多様化、増大する消費者被害に対応するため、消費生活相談について広くＰＲをするととも
に、消費生活相談員を育成し、相談体制の充実を図ります。
７．施策指標

3-2．平成２７年度の現状

消費生活相談件数（件）

４．課題
悪質商法＊２や振り込め詐欺などの犯罪の手口は年々複雑・巧妙になっている一方、市民の
消費者被害に関する情報や知識に差があるため、消費者被害を防止していくためには、さまざ
まな情報提供の機会を通じて、消費者への意識啓発を行う必要があります。
また、消費生活情報の迅速な提供や消費者団体との更なる連携が求められています。
さらに、被害者に対する支援として、多様化する消費者被害に対応した消費生活相談が求め
られています。
【グラフ】消費生活相談件数の推移（現状のデータと差替えお願いします。
）
５．課題解決の考え方と取組
主要課題

課題解決の考え方
解決に向けた取組

消費者被害の防止
被害防止のための積極的な情報と学習機会の提供
①消費者への啓発及び教育の実施
②消費者被害の防止に向けた関係機関との連携

課題解決の考え方

消費者被害への適切な対応

解決に向けた取組

③消費者団体への活動支援

目標値

現状値
指標名

H2６

H27

H32

570

590

備考

８．修正理由等
グラフ「消費生活相談件数の推移」（H11～H21）を現状のデータ（H15～H25）に差替え

施策内容修正シート（別紙１）
主担当課名 市民活動推進課

関係課名

７．施策指標

１．施策名
No.

５４

誰もが気軽に相談できる窓口の推進

２．施策の目的
市民の身近な相談窓口となり、市民が安心して生活することができるようにします。
３．現状(平成２３年度策定時の現状)
本市では、市民からの相談に対応するため、各種相談（法律、行政、登記、税務、女性など）
を実施しています。相談日については、休日相談に対する市民ニーズがあり、平成２１年４月
から第３土曜日開庁時に法律相談を実施しています。
3-2．平成２７年度の現状

４．課題
相談窓口の存在を知らない市民が多い状況です。また、多様化する相談内容に適切に対応し
ていくことが求められています。
【グラフ】各種相談件数の推移
５．課題解決の考え方と取組
主要課題

市民に安心して暮らしてもらうための相談業務の充実

解決に向けた取組

相談窓口の周知
①相談窓口の周知徹底

課題解決の考え方

多様化する相談内容への対応

解決に向けた取組

②市民相談の充実

課題解決の考え方

６．取組内容
①

相談窓口の周知徹底

広報紙や市ホームページなどを活用し、相談窓口の周知を図ります。
②
市民相談の充実
市民からの多様な相談（法律、行政、登記、税務、女性など）に対応できるよう、相談体制
の充実を図ります。

目標値

現状値
指標名

相談（法律、行政、
登記、税務、女性、
年金労働、成年後見）
件数（件）

H21

H27

H32

860
690

950
780

８．修正理由等
・目標値を実態に合わせ再設定する。

備考

施策内容修正シート（別紙１）
主担当課名 環境課

１．施策名
No.

５６

関係課名

都市整備課

湧水・緑地の保全と再生

２．施策の目的
次世代に伝えるべき財産である湧水と緑地などの自然環境を、守り、育て、活かし、自然と
調和のとれたまちにします。
３．現状(平成２３年度策定時の現状)
本市の自然環境の特徴は、湧水や斜面林、屋敷林、社寺林などの緑で、この特徴が市民の水
と緑に関する関心を高めています。市民意識調査でも、
「公園・緑地が整備されている」の満足
度は６３．０％、
「自然に恵まれている」の満足度は６１．７％であり、他の施策に比べ高くな
っています。
また、平成１５年に策定した環境基本条例に基づき、これまでに環境基本計画や緑地保全計
画を策定し、緑地の保全に関するさまざまな施策を実施しています。
現在、本市には、７箇所の市民緑地（ふれあいの森）があり、市民との協働による維持管理
を進めるなど、環境保全上重要な役割を担う湧水・緑地の保全・育成・活用に努めていますが、
市内の緑地面積は、都市化が進むにつれて、年々減少しています。
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
湧水や緑地などの自然環境の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、緑地を保全、増加させるためには、公有地（緑地）の整備が求められています。
【イラスト】
５．課題解決の考え方と取組
次世代に伝えるべき市の財産である湧水と緑地などの自然環境の保全と
主要課題
再生の実現
課題解決の考え方

自然環境の保全、維持管理体制の整備
①自然環境を守る仕組みづくり

解決に向けた取組

②自然環境を育てる仕組みづくり
③自然環境を活かす仕組みづくり

課題解決の考え方

緑化に資する公有地の市民との協働による整備

解決に向けた取組

④公有地（緑地）の整備

課題解決の考え方

計画的な都市農地の保全

解決に向けた取組

⑤計画的な生産緑地の追加指定

６．取組内容
①
自然環境を守る仕組みづくり
緑地、湧水などの自然環境を保全し、市民との協働による維持管理体制を整備するなど、自
然環境を守る仕組みをつくり、自然環境の保全及び再生に努めます。
②
自然環境を育てる仕組みづくり
まちづくりにおける緑の確保や集合住宅・事業所などにおける緑化を奨励するとともに、新
たな緑を創出するため、緑のカーテンを育てる個人や家族の取組を支援します。
③
自然環境を活かす仕組みづくり
自然環境に関する広報や学校教育及び生涯学習における環境学習を通じて、自然環境の保全
意識の向上と継承する次世代の人材を育てます。また、保全・再生に関する市民活動を活性化
させて緑を増やし、土地所有者、市民、事業者などみんなで緑などの自然環境を維持管理し、
活かしていきます。
④
公有地（緑地）の整備
午王山特別緑地保全地区や牛房八雲台特別緑地保全地区などの緑地としての整備方針を市民
との協働により定め、進めていきます。
⑤
計画的な生産緑地の追加指定
市街化区域内の、環境保全などに役立つ農地に関して、地権者との調整を図りながら、計画
的に生産緑地を指定し、都市農地の保全を図ります。
７．施策指標
目標値

現状値
指標名

H26

H27

H32

備考

緑地・水辺空間の整
備面積（㎡）

13,010

13,010

21,455

指標説明：市が整備、保全している緑地
面積

市民協働事業従事者
数（人）

800

800

1,000

生産緑地面積（ha）

44

44

44

【写真】大坂ふれあいの森・
【写真】新倉ふれあいの森観察会の風景
【地図】緑地のまとまりと主要な緑地・湧水位置図、緑地等名称
８．修正理由等
・６.取組内容④・・・当初記載していた柿ノ木坂緑地は市民協働での整備予定は無いため、
新たに市民協働を予定している牛房八雲台特別緑地保全地区を記載したい。
・７.施策指標[緑地水辺空間の整備面積]・・・市民緑地以外にも市が整備、保全している緑
地があり、市民緑地にそれを加えた方が、施策指標としてより適切であるため。
・７.施策指標[市民協働事業従事者数]・・・当初計画策定時に比べ、市民協働事業を実施し
ている市民緑地が減り、それに伴い従事者数も減ったため、現状に即した目標値としたい。

施策内容修正シート（別紙１）
主担当課名 環境課

１．施策名
No.

５７

関係課名

水環境の保全

２．施策の目的
市民が衛生的で水の恵み豊かな生活を送れるよう、水環境を安全に保全します。
３．現状(平成２３年度策定時の現状)
本市は、白子川、谷中川、越戸川、新河岸川、荒川といった河川が縦横に流れており、河川
水質事故などの公害に関する苦情がたびたび発生しています。苦情件数は、近隣市の平均より
多くなっていますが、水質事故発生時には、水質事故を招いた原因者に対し、適宜指導を行い、
水質の改善に努めています。また、道路のアスファルト舗装を進めたことで、雨水が地下に浸
透せず、河川に流入している状況が起こっています。
3-2．平成２７年度の現状

②
河川の水質保全
河川水質調査を定期的に実施し、監視を行います。また、庁内の連携を図り、水質改善を進
め、健全な水循環を保っていきます。
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雨水貯留槽設置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。
７．施策指標
目標値

現状値
指標名

H26

H27

H32

市内３河川の BOD 値※
１（mg/L）

2.1

2.0

2.0

指標説明：３河川８地点の平均値
参考資料：BOD 値の環境基準

雨水小型貯水槽設置数
（箇所）

37

40

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）

＊１

備考

ＢＯＤ値とは、河川や工場排水、下水などに含まれる有機物による汚濁の程度を示すもので、水の中に含まれ

る有機物が一定時間、一定温度のもとで微生物によって生物化学的に酸化されるとき消費される酸素の量のこと。

４課題
地下水の保全に関する関心が高まっている一方で、浄化槽の管理が不十分なことから、今後、
雨水の利用を含め、河川の水質の改善及び保全のための取組が必要です。
【写真】越戸川での活動風景
５．課題解決の考え方と取組
主要課題

課題解決の考え方
解決に向けた取組

治水と利水のバランスのとれた水環境の形成
浄化槽法に基づく適正な管理の周知徹底
①浄化槽管理者への適正管理の呼びかけ

課題解決の考え方

生活排水の適切な浄化による水質管理と水質調査に基づく健全な水環境の
保全

解決に向けた取組

②河川の水質保全

課題解決の考え方

雨水の有効利用を促進させるために必要な市民に対する協力要請

解決に向けた取組

③雨水の有効利用と地下浸透の促進

６．取組内容
①
浄化槽管理者への適正管理の呼びかけ
浄化槽を設置している管理者に対し、浄化槽法に基づく適正管理を行うよう呼びかけを行い
ます。

８．修正理由等
・施策指標（市内３河川のＢＯＤ値）の見直しについて
現在では水質に係る環境基準は ppm ではなく mg/L を用いるのが一般的であるため、単位
を mg/L に改めた。
ＢＯＤの現状値については、環境省が定める公共用水域水質測定結果における数値の取扱
いに基づき有効数字２桁の表記とした。これに合わせ、目標値についても２桁の表記とした。
また、平成２４年１２月２０日開催の総合振興計画審議会第６回会議（安全部会）におい
て、委員から「浄化槽（からの放流水のＢＯＤ値）の基準値が 20mg/L 以下であることから、
市内河川における生活環境の保全に関する基準のＢＯＤ値を１mg/L とするのは適切ではな
く、緩和してもよい」旨の意見があり、評価結果のまとめにおいても「河川の環境基準と生
活用水の環境基準を区別して、実態に合うように本市の水質基準の目標値の見直しをする必
要がある」とされたことと、生活環境の保全に関する環境基準において、本市では白子川が
Ｃ類型に指定（越戸川・谷中川は類型指定なし）されているが、Ｃ類型のＢＯＤ基準値が 5mg/L
以下で現状で達成していることなどを勘案し、現状値を下回るＡ類型の基準値 2.0mg/L を目
標値として採用した。
・取組内容③の見直しについて
「雨水小型貯留槽」の文言を雨水貯留槽設置費補助金交付要綱の名称に合わせ「雨水貯留
槽」に修正した。また、平成２７年４月から雨水浸透施設設置費補助制度を施行するため、
その内容を追加した。

施策内容修正シート（別紙１）
主担当課名 環境課

１．施策名
No.

５８

関係課名

生活環境保全の推進

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。

②
市民や事業者による環境活動の推進
市民・道路管理者などと連携した啓発活動の実施や各種環境講座を開催することにより、ポイ捨
て防止を図り、自ら環境活動を実践できるよう進めます。
③

２．施策の目的
市民が衛生的で快適に暮らせるよう、生活環境の維持、改善を行います。
３．現状(平成２３年度策定時の現状)
動物の飼い主に対する飼育管理の指導や環境活動の活性化に努めていますが、動物や生活環境に
関する苦情がたびたび寄せられ、公害苦情の発生件数は、近隣市の平均より多くなっています。
また、市民による美化活動によって、環境に関する意識も高まりつつありますが、道路や和光市
駅前のポイ捨てごみや路上喫煙は、依然として減少していません。

3-2．平成２７年度の現状

４．課題
歩行者や車両からのポイ捨てごみや路上喫煙は、依然として一部の人々のマナーが問題となって
おり、引き続き、市民・事業者の環境意識の向上を図る必要があります。また、騒音の発生による
生活環境への影響に対する対応が求められています。
【グラフ】美化活動登録団体数の推移
５．課題解決の考え方と取組
主要課題

課題解決の考え方
解決に向けた取組

市民の衛生的で快適な暮らしを実現するために必要な環境維持
市民・事業者の環境意識の醸成と自主的な活動の促進
①市民参加による美化活動の推進

動物の飼育管理の指導徹底

動物の飼い主に対し、飼育管理の啓発や指導を行います。
④
騒音公害などへの対応
騒音をはじめとする公害苦情などに的確に対応するため、専門性に対応した相談体制を充実しま
す。
７．施策指標
目標値

現状値
指標名

H26

H27

H32

美化活動登録団体数（団
体）

21

22

27

路 上 喫 煙 指 導件 数 （ 件）
【※終了のため】
駅周辺の美化推進活動に
よるゴミ収集量（kg）

※
後日記載

※
後日記載

※
後日記載

45

40

生活環境苦情件数（件）

備考

８．修正理由等
・取組内容①及び施策指標（公共施設美化サポーター登録団体数）の見直しについて
市民等の団体による市内の美化活動を正確に把握するため、市の制度である公共施設美化サポ
ーターに加え、埼玉県の川の国応援団制度及び彩の国ロードサポート制度を包含する内容の記載
とした。このことに併せて、県の制度を活用した団体を含む美化活動登録団体数を施策指標に設
定する見直しを行った。

②市民や事業者による環境活動の推進
課題解決の考え方

動物の飼育管理に関する問題の解消

解決に向けた取組

③動物の飼育管理の指導徹底

課題解決の考え方

専門性に対応した相談体制の充実

解決に向けた取組

④騒音公害などへの対応

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。
＊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

・施策指標（路上喫煙指導件数）の見直しについて
路上喫煙監視業務が平成２５年度で終了したことに伴い、指標を削除した。
・施策指標の追加について
ポイ捨て防止対策に関する指標として、美化推進員による美化推進地区の清掃活動により収集
したゴミの量を新たに設定することとした。

施策内容修正シート（別紙１）
主担当課名 資源リサイクル課

関係課名

課題解決の考え方
解決に向けた取組

１．施策名
No.

５９

６．取組内容

ごみ減量・リサイクルの推進

２．施策の目的
ゼロ・廃棄物＊１を目指しつつ、持続可能な循環型社会を実現します。
＊１

事業系ごみ減量化のための情報提供と協力要請
④事業系廃棄物の削減

ゼロ・廃棄物とは、３Ｒ（リデュース（ごみの発生抑制）
・リユース（再使用）
・リサイクル（ごみの再資源化）
）

①
廃棄物の発生抑制対策
家庭でのごみ減量のための情報提供を行うとともに、資材・機器の提供やその効果的な利用・
促進の PR やレジ袋の削減対策などを行い、家庭から排出されるごみを減量します。
②
廃棄物の資源化の促進
市民が分別を行うための情報提供及び指導を行うとともに、市民の自主的なリサイクル活動
を促進します。

の推進などにより、埋め立てや焼却による処理を行わなければならない廃棄物を限りなくゼロに近づけるという考え
方のこと。

３．現状(平成２３年度策定時の現状)
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。

③
廃棄物のリユースの促進
再使用可能な廃棄物の引取り・引渡しを行う場所や情報を提供します。また、そのＰＲや改
善を積極的に行うことにより、廃棄物のリユース（再使用）を促進します。
④
事業系廃棄物の削減
事業所に対し廃棄物の処分先や資源化に関する情報提供を行います。また、立ち入り検査な
どによる指導を行い、事業系廃棄物を削減します。
７．施策指標
目標値

現状値

3-2．平成２７年度の現状

４．課題
廃棄物の発生抑制対策や可燃ごみの中に含まれる資源物の資源化が十分に行われていませ
ん。
また、事業系ごみがごみの総搬入量の約２割を占め、事業系廃棄物の削減が求められていま
す。
【グラフ】家庭系１日一人当たりのごみ排出量の推移
５．課題解決の考え方と取組
主要課題

廃棄物の発生抑制を目指した資源化対策の更なる推進

解決に向けた取組

家庭ごみの減量化のための情報提供
①廃棄物の発生抑制対策

課題解決の考え方

市民による自主的なリサイクル活動の促進

解決に向けた取組

②廃棄物の資源化の促進

課題解決の考え方

廃棄物の再使用によるごみの減量化

解決に向けた取組

③廃棄物のリユースの促進

課題解決の考え方

指標名

H26

H27

H32

目標値設定の参考となる数値

家庭系１日一人当たり
のごみ排出量（g）

－

644

595

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

事業系ごみ搬入量（ｔ）

－

3,437

2,865

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

８．修正理由等
３．現状 記載の誤字の修正
７．施策指標は、家庭系１日一人当たりのごみ排出量及び事業系ごみ搬入量の目標値のＨ３２
において、第五次一般廃棄物処理基本計画をベースにして見直したことによる修正。

施策内容修正シート（別紙１）
主担当課名 資源リサイクル課

関係課名

１．施策名
No.

６０

廃棄物の適正処理の推進

２．施策の目的
市民の日常の生活によって発生する廃棄物による環境負荷を低減します。

３．現状(平成２３年度策定時の現状)
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・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２０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。

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や不燃系ごみ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。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、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。
③
増加する不法投棄への対策
市民への処理方法の情報提供を行い、また警告看板の設置や警察などと連携し、不法投棄者への
指導を行うことで、不法投棄の抑制を図るとともに、不法投棄物の適正な処理を行います。
７．施策指標
目標値

現状値
指標名

H2６

H27

H32

最終処分場への搬入量
（t）

－

1,125

1,043

不法投棄物搬入量（t）

－

－

37

備考

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。
【グラフ】最終処分場への搬入量・不法投棄物搬入量の推移
５．課題解決の考え方と取組
主要課題

市内で発生する廃棄物の排出を抑制し、環境負荷の低減を図ること

課題解決の考え方

最終処分場における廃棄物の適正な処理・環境負荷を提言する処理方法の検討

解決に向けた取組

①廃棄物の適正な処理

課題解決の考え方

焼却施設の適正な維持管理・広域化の検討

解決に向けた取組

②老朽化した焼却施設の維持管理及び整備の検討

課題解決の考え方

不法投棄の防止のための啓発

解決に向けた取組

③増加する不法投棄への対策

８．修正理由等
３-２．焼却施設の経年修正。
４．課題は、最終処分場の利用、また、焼却施設の経年に関する修正。
【グラフ】は、第五次一般廃棄物処理基本計画との整合を図ることによる修正。
６．取組内容の②は、和光市清掃センター中長期維持管理計画を策定したこと、また、朝霞市との
ごみ処理の広域化は不調に終わり、朝霞市では単独で行うとされたことによる修正。
７．施策指標は、最終処分場への搬入量の目標値のＨ３２において、第五次一般廃棄物処理基本計
画をベースにして見直したこと、また、指標を見直し、不法投棄物搬入量を指標としたことによ
る修正。

施策内容修正シート（別紙１）
主担当課名 産業支援課

１．施策名
No.

６１

関係課名

地域ブランドや地域資源に関する情報収集

地域ブランドや地域資源に関する情報収集を積極的に行い、新たな地域ブランドづくりに活用し
ます。

市の特色を生かした地域ブランドの推進

２．施策の目的
本市における地域ブランド＊１の活用により、市内産業を活性化し、賑わいあるまちをつくり
ます。
＊１ 地域ブランドとは、特産品、伝統工芸品、温泉などを、密接なつながりのある地域名と合わせてつくられたブ
ランド（銘柄）のこと。

３．現状(平成２３年度策定時の現状)
本市では、地域ブランドの開発や地域資源＊２の発掘などに取り組んでいます。例えば、商工
会による彩の国鍋合戦は、毎年３万人を超える来場者があるイベントで、本市の新たな特色とし
て定着しつつあります。
また、市民提案では、個人商店、専門店及び商店街の形成に要望がありますが、実際は、和光
市駅前の大型小売店舗の利用が多く、個人商店の利用が少なくなっています。
＊２

②

③
地域ブランドの浸透
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。
④

農商工連携の推進

市内の農産物と商工業の技術やノウハウなどを活用した新たな商品やサービスを創り出せるよ
う、商工会をはじめ、市内産業との連携を図ります。
７．施策指標
目標値

現状値
指標名

H2６

H27

H32

地域ブランド認定数（個）

13

15

20

地域資源活用数（個）

1

2

3

備考

地域資源とは、自然資源のほか、特定の地域に存在する特徴的な人やものを資源として活用可能なものと捉え

た広義の総称のこと。

3-2．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。

４．課題
本市の代名詞となる地域ブランドの開発や地域資源の発掘が十分にできていないため、地域ブ
ランドという考え方を市民全体の共通認識となるよう、更に取り組み広めていくことが必要で
す。また、地域ブランドの開発に向けた農商工連携を推進していく必要があります。
【写真】ニッポン全国鍋グランプリの風景
５．課題解決の考え方と取組
主要課題

課題解決の考え方

解決に向けた取組

地域ブランドの活用による市内産業の活性化とまちづくりの実現

地域ブランドの開発、発掘の推進
①地域ブランドの開発のための連携
②地域ブランドや地域資源に関する情報収集
③地域ブランドの浸透
④農商工連携の推進

６．取組内容
①

地域ブランドの開発のための連携

新たな地域ブランドの開発や地域資源を発掘するため、商工会など各関係団体、市内企業、
大型店や個人商店等との連携を進めます。

８．修正理由等
第四次総合振興計画の策定時期から状況が変化していることから次の点について修正を行う。
・イベント名称の変更「ニッポン全国鍋グランプリ」、来場者数
・和光ブランドの認定数

施策内容修正シート（別紙１）
主担当課名 産業支援課

１．施策名
No.

６２

関係課名

中小企業の育成支援

課題解決の考え方

地域の特性と消費生活の利便性を考えた商業地の整備

解決に向けた取組

④地域特性に応じた商業環境の整備

課題解決の考え方

地域貢献の実現を目的とする商工会との連携強化

解決に向けた取組

⑤商工会との連携強化

６．取組内容
２．施策の目的
中小企業などの安定した経営を保ちながら、個人商店をはじめとする市内企業全体の活性化
を図り、魅力あるまちを形成します。

①
中小企業の経営支援
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。

３．現状(平成２３年度策定時の現状)
近年の経済不況の影響で、産業全体の経営が不安定となっており、セーフティネット保証制
度＊１の利用者が急増しています。特に、製造業や建設業にその影響が顕著にみられます。
また、本市の融資制度の利用を促進しているものの、設備投資を目的とした利用が少なくな
っています。
本市は商工会と連携し、これまでも地域の活性化に努めてきましたが、市民意識調査では、
産業に対する満足度が低く、関心が薄くなっています。

②
経営安定化につながる情報提供やサポート
商工会など関係団体と連携し、経営指導及びビジネスマッチング＊２等、経営の安定化を図
ります。

＊１

セーフティネット保証制度とは、取引先などの再生手続等の申請や事業活動の制限、災害等により経営の安定

に支障を生じている中小企業者に対し、埼玉県信用保証協会等を通じ、資金調達の円滑化を図る制度のこと。

3-2．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。

４．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。
【グラフ】製造品出荷額等の推移
５．課題解決の考え方と取組
主要課題

課題解決の考え方

＊２ ビジネスマッチングとは、企業の事業展開を支援するなどの目的で、事業パートナーとの出会いを支援するサ
ービスのこと。

③
地域貢献の推進
市内企業の地域貢献を推進するため、県の地域商業貢献に関するガイドラインによる企業の
地域への参画を呼びかけます。
④
地域特性に応じた商業環境の整備
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。
⑤
商工会との連携強化
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。
＊３

企業市民とは、市民とともに地域の社会活動を行う企業のこと。

７．施策指標
目標値

現状値
指標名

H26

H27

H32

製造品出荷額（千万円）

2,340
（H24）

4,437

4,837

卸売・小売業年間商品販
売額（千万円）

8,473
（H24）

10,135

10,332

創業者向け制度融資利
用件数（件）

0

2

5

備考

市内の中小企業の安定的経営の実現と活性化
市内企業の経営安定化に向けた支援・情報提供
①中小企業の経営支援

解決に向けた取組

②経営安定化につながる情報提供やサポート

課題解決の考え方

地域企業によるまちづくりへの参画と地域貢献の促進

解決に向けた取組

③地域貢献の推進

８．修正理由等
第四次総合振興計画の策定時期から状況が変化していることから次の点について修正を
行う。

施策内容修正シート（別紙１）
・近年の社会的、経済的な環境の変化に伴う、中小企業の状況の修正
・字句に修正「商店街」→「個人商店」
、
「創業者向け融資制度」→「創業者を支援するための制度融資等」
・施策指標修正

施策内容修正シート（別紙１）
主担当課名 産業支援課

１．施策名
No.

６３

関係課名

魅力ある新たな産業の推進

２．施策の目的
市内企業が、市内研究機関の知的財産を活用することで新たな産業を創出し、産業の活性化
をします。
３．現状(平成２３年度策定時の現状)
本市は、平成１９年に新産業＊１創出具体化の指針を策定し、市内研究機関のシーズ＊２を
活用した事業を推進しています。
また、市と県、中小企業基盤整備機構の三者で共同運営している和光理研インキュベーショ
ンプラザでは、同プラザに入居した企業の研究開発などをサポートしています。
さらに都市計画マスタープランで位置付けた新産業系ゾーンとして、和光北インター地域土
地区画整理事業を進めています。
＊１

新産業とは、研究機関などが開発する新たな技術を活用した産業のこと。

＊２

シーズとは、企業などが新しく開発、提供する特別の技術や材料のこと。

3-2．平成２７年度の現状

４．課題
和光理研インキュベーションプラザに入居した企業に対する経営支援が求められています。
また、市内研究機関が有する豊富な知的財産の更なる活用や新産業地区への企業誘致を進めて
いく必要があります。
【写真】和光理研インキュベーションプラザ
５．課題解決の考え方と取組
主要課題

市内企業の産業創出と活性化に向けた支援策の実施

課題解決の考え方

交通の利便性を生かした新産業地区への誘致

解決に向けた取組

①新産業地区への誘致

課題解決の考え方

市内研究機関などが有する豊富な知的財産の活用

解決に向けた取組

②関係機関との連携による新たな産業の創出

課題解決の考え方

新産業への人的支援

解決に向けた取組

③新産業への経営支援

６．取組内容
①

新産業地区への誘致

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。
②
関係機関との連携による新たな産業の創出
国・県や商工会などと連携しながら、市内研究機関等が有する豊富なシーズを活用して、新
たな産業の創出を図ります。
③
新産業への経営支援
和光理研インキュベーションプラザの入居企業に対し、インキュベーションマネージャーに
よる経営支援を行います。
７．施策指標
目標値

現状値
指標名

H26

H27

H32

インキュベーションプ
ラザ卒業後市内定着率
（延べ）（％）

－

20

30

備考

８．修正理由等
第四次総合振興計画の策定時期から状況が変化していることから次の点について修正を行
う。
・取組内容に工場等移転利子補給補助金を新たに追加する

施策内容修正シート（別紙１）
主担当課名 産業支援課

１．施策名
No.

６４

関係課名

課題解決の考え方

地場農産物に関するＰＲ活動の推進

解決に向けた取組

⑤地場農産物提供の支援

６．取組内容

都市農業の推進と担い手の育成

①
農業の担い手の育成と支援
地域の農業生産の中心となる認定農業者＊３などの担い手を育成・確保し、農業経営を支援
します。
＊３

２．施策の目的
農業の担い手を支援し、優良農地を保全・活用するとともに、さまざまな機会を通じて、市
民が農業への理解を示し、関心を深めるようにします。
３．現状(平成２３年度策定時の現状)
食の安全・安心、地産地消＊１への市民の意識が高揚し、食を通じて農業への関心が高まっ
ていますが、農地の減少、担い手が不足しているなど農業を取り巻く環境は厳しくなっていま
す。
そこで、平成１９年に策定された農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に基づき、
担い手への総合的な支援を進めています。また、市民が農業への理解を深めるため、市民農園
や農業体験による農業に触れる機会の提供、地産地消につながる地場農産物＊２の利用促進の
ための直売や庭先販売に取り組んでいる農業者の支援を行っています。
＊１

業生産法人のこと。

②

担い手への農用地の利用集積

農用地を効率的に利用できるよう、担い手への利用集積を図ります。
③
誰もが参加できる農業体験の実施
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。
④
ニーズに応じた市民農園の設置
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。

地産地消とは、地域生産地域消費の略で、地域で生産された農産物を地域で消費する、また、地域で必要とす

る農産物は地域で生産すること。
＊２

認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画の市町村の認定を受けた農業経営者・農

地場農産物とは、その地域で生産された農産物のこと。

⑤
地場農産物提供の支援
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。

3-2．平成２７年度の現状
７．施策指標
目標値

現状値
指標名

４．課題
農作業における労働力の不足を感じている農業者が増えており、担い手への農用地の利用集
積も進んでいないことから、こうした状況を改善する必要があります。
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
るよう農業者や農業者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。
【写真】農業後継者倶楽部によるじゃがいも掘りの風景
５．課題解決の考え方と取組
主要課題

課題解決の考え方

市民の農業に対する理解と関心を高める機会の提供
農業の担い手の育成・確保と農用地の利用集積の促進
①農業の担い手の育成と支援

解決に向けた取組

②担い手への農用地の利用集積
課題解決の考え方

ニーズに合った農業体験の実施と機会の提供
③誰もが参加できる農業体験の実施

解決に向けた取組

④ニーズに応じた市民農園の設置

備考

H2６

H27

H32

認定農業者数（人）

32

35

50

指標説明：認定農業者の人数

農業体験事業参加者数
（人）

－

750

800

指標説明：農業体験事業の参加者数

11,085

12,000

14,000

指標説明：市民農園区画の合計面積

市民農園面積（㎡）

８．修正理由等
第四次総合振興計画の策定時期から状況が変化していることから次の点について修正を行
う。
・農業者が実施する観光農園の実施数は増加しているが、まだ十分ではない。
・農業者や農業者団体が実施する農業体験機会の提供が求められる。
・地場農産物提供として、新たな取組である軽トラ市の追加する。
・現状に即して各施策指標を変更する。

施策内容修正シート（別紙１）
主担当課名 産業支援課

１．施策名
No.

６５

関係課名

就労支援対策の推進

２．施策の目的
市民の就労意識を高め、技能の向上と心身の健康増進を図りながら、豊かな生活が過ごせるよ
うにします。
３．現状(平成２３年度策定時の現状)
本市の就業率は９５．８％、６５歳以上の就業率も９４．５％と大変高い数値（平成１７年度
国勢調査）となっています。
ただし、近隣市と比較して、女性の就業者の割合は低く、市民意識調査でも、更なる雇用創出
が求められています。また、同調査では、勤労意欲に繋がる福利厚生施設である勤労福祉センタ
ーなどの環境整備に対する満足度が低くなっています。
3-2．平成２７年度の現状
平成２２年度の国勢調査によると、本市の就業率は９５．１％、６５歳以上の就業率も９４．
４％と大変高い数値となっています。

課題解決の考え方

勤労意欲の維持・向上

解決に向けた取組

⑤勤労意欲の向上への支援

６．取組内容
①
関係機関との連携による情報提供
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。
②
事業者への意識啓発
求職者のニーズに合わせた雇用創出を促進するため、事業者に対し多様な雇用形態の導入に取り
組むよう働きかけます。
③
就労意識の醸成や職業能力のスキルアップ
求職者がスムーズに就職できるよう就職に役立つ講座などを開催し、就労意識の醸成や職業能力
のスキルアップを支援します。
④
技能・技術向上の推進
関係団体と連携しながら、長年にわたり培われた技能や功績を持った勤労者を発掘し、その技能
や功績を表彰するなど、技能・技術の向上を進めていきます。
⑤

勤労意欲の向上への支援

講座などの開催、勤労者向け施設の充実及び利用促進を図り、勤労意欲の向上に努めます。
４．課題

７．施策指標

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り、雇用情勢は一部に厳しさが見られるものの着実に改善が進んでいる状況
です。このため、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。
【イラスト】
５．課題解決の考え方と取組
主要課題

求職者などに対する情報提供

解決に向けた取組

①関係機関との連携による情報提供

課題解決の考え方

事業者に対する就労支援協力

解決に向けた取組

②事業者への意識啓発

課題解決の考え方

求職者の職業能力の育成支援

解決に向けた取組

課題解決の考え方
解決に向けた取組

就業率（％）

市民の就労支援につながる情報提供と雇用支援策の充実

課題解決の考え方

③就労意識の醸成や職業能力のスキルアップ
技能などを有する勤労者の更なる技能向上
④技能・技術向上の推進

目標値

現状値
指標名

備考

H26

H27

H32

95.1
（H22）

96.0

96.0

指標説明：就業者／労働力人口
参考資料：国勢調査

指標説明：65 歳以上就業者数／労働力人口（65 歳
以上）
参考資料：国勢調査

高齢者就業率（％）

94.4
（H22）

95.0

95.0

勤労福祉センター講座参
加者数（人）

5,300
（H26）

2,500

3,000

８．修正理由等
第四次総合振興計画の策定時期から状況が変化していることから次の点について修正を行う。
・就業率の修正
・４課題における雇用状況の修正等
・６取組内容に「ふるさとハローワーク」についてを追加
・指標の更新

施策内容修正シート（別紙１）
主担当課名 情報推進課

１．方針名
No.

７５

関係課名

に、進歩する情報技術への対応を図ります。

②

システムの利便性の向上

使いやすい電子サービスを目指して、システム上の本人確認の簡素化、添付書類などの簡略

電子市役所の推進

化を進めます。また、文書管理などについてもシステム化による効率化を図ります。

７．施策指標
２．方針の目的
情報通信技術を活用し、事務処理を効率化することで、市民に対し、質の高い行政サービス
を提供します。

３．現状(平成２３年度策定時の現状)
平成１５年に策定した電子市役所推進計画に基づいて、住民基本台帳ネットワークの整備や
電子申請、電子入札、施設予約、図書予約などを市ホームページで行うことができるシステム
を導入しています。
また、個人情報を取り扱うため、セキュリティ対策ソフトの導入や個人情報へのアクセス権
限の管理を徹底し、個人情報の保護に努めています。
3-2．平成２７年度の現状
平成２７年１０月からマイナンバー（社会保障・税番号）が付番、平成２８年１月からマイ
ナンバーカードを交付され、社会保障・税・災害対策の手続でマイナンバーの利用が開始され
ます。
制度の導入による市民への利便性の向上、行政の効率化に資する効果を捉え、更なる利便性
を考慮した電子サービスの拡充に努めます。
４．課題
情報技術の急速な進歩に対応し、本市が保有する個人情報や行政情報を保護するために、セ
キュリティ対策の強化が必要です。また、電子サービスの拡大とともに、使いやすさの改善が
求められています。
【グラフ】電子申請件数の推移
５．課題解決の考え方と取組
行政手続などの電子化による市民サービスの向上と市有情報資産の安全性
主要課題
の確保
課題解決の考え方
解決に向けた取組
課題解決の考え方
解決に向けた取組

手続の電子化に伴う個人情報の保護と技術的対応
①セキュリティの強化と情報技術への対応
利用者の利便性を考慮した電子化手続の拡大と簡素化
②システムの利便性の向上

６．取組内容
①

セキュリティの強化と情報技術への対応

本市が保有する個人情報や行政情報を保護するため、セキュリティ対策の強化を図るととも

現状値
指標名

目標値

H2６

H27

H32

電子申請件数（件）

879

1,500

2,000

情報セキュリティ研
修受講率（％）

66.7

90.0

100

８．修正理由等
マイナンバー制度の導入開始によるものです。

備考

指標説明：研修受講職員数／研修受講対象
職員数

施策内容修正シート
主担当課名 情報推進課

関係課名

度を高めます。
②

１．方針名
No.

７６

情報公開請求に対する決定の迅速化

情報公開請求を受けた際に迅速な決定・通知を行います。

情報公開制度の利用の推進

③

個人情報の保護

個人情報が掲載されている文書の取扱いについて、個人情報の保護に努めます。
７．施策指標

２．方針の目的
情報公開制度＊１を周知、推進することで市民に対する説明責任を果たし、公正で開かれた
行政を実現します。
＊１

情報公開制度とは、市の職員が作成、又は取得した文書の開示に係る手続きを定めたもの。

３．現状(平成２３年度策定時の現状)
平成１３年４月に情報公開制度が開始され、平成２１年度は年間５１件の情報公開請求が行
われています。
また、開示請求を受けた文書については、開示の可否を迅速に判断するように努めています。

3-2．平成２７年度の現状

４．課題
情報公開制度の目的を市民に理解してもらうため、制度の更なる周知が必要です。
また、市民が利用しやすいものとするため、情報公開請求に対する対応の迅速化を図る必要
があります。さらに、公開請求された公文書の個人情報については適切に取り扱うことが求め
られています。
【グラフ】情報公開請求件数の推移
５．課題解決の考え方と取組
主要課題

課題解決の考え方
解決に向けた取組
課題解決の考え方
解決に向けた取組
課題解決の考え方
解決に向けた取組

市政情報の積極的な開示と個人情報に関する適切な対応
情報公開制度に関する認知度の向上
①情報公開制度の周知
情報公開請求に対する行政情報の適正な管理と迅速な開示手続の実現
②情報公開請求に対する決定の迅速化
情報公開制度と個人情報保護とのバランス確保
③個人情報の保護

６．取組内容
①

情報公開制度の周知

情報公開制度について、広報紙や市ホームページなどを通じて積極的に周知し、制度の認知

目標値

現状値
指標名

H2６

H27

H32

備考

情報公開制度周知件数
（件）

3

3

5

指標説明：各種媒体などを活用して制度の周知
を行った件数

８．修正理由等

施策内容修正シート（別紙１）
主担当課名 秘書広報課

１．方針名
No.

７７

関係課名

市民活動推進課

広聴活動の推進

２．方針の目的
市政に対する市民の意向や提言などを収集・分析して、市民ニーズに対応した行政運営を行い
ます。

６．取組内容
①
多様で積極的な意見収集
市長への手紙や電子メールなどでの意見収集のほか、市内各所に出向き、市民の声を直接聴くこ
となどにより、積極的に市民の意見を把握します。
②

庁内連絡体制の強化

市民からの意見などに対し、適切かつ迅速な対応が可能となるよう体制を強化します。
③
公正・中立な機関による苦情の処理
行政の仕事に対して申し立てのあった苦情については、行政苦情等調停委員会において、公正・
中立的に審議します。

７．施策指標
３．現状(平成２３年度策定時の現状)
広聴活動については、市長への手紙やどこでも市長室など、市民の提言を把握する機会を設け、
行政運営の更なる充実に努めてきました。
特に、電子メールによる問合せなどは気軽に送れることから、平成２１年度は４１５件の利用
がありました。
また、平成１９年３月には、市民の苦情などの申し立てに対し、公正・中立に対応するため、
行政苦情など調停委員会を設置しました。

3-2．平成２７年度の現状
電子メールによる問合せは、平成２６年度に〇〇〇件あります。
また、行政苦情調定委員会については、平成２３年１０月に行政苦情調整委員制度とし所掌事
務及び職務の明確化を図り、平成２５年９月に予備調整委員１名を配置するなど、委員体制の強
化が図られています。

市民からの意見などを市政に反映するため、より多くの市民の声を聴く必要があります。また、
市民からの意見や苦情に対する適切な対応が求められています。
【写真】市長への手紙
５．課題解決の考え方と取組

課題解決の考え方
解決に向けた取組
課題解決の考え方
解決に向けた取組
課題解決の考え方
解決に向けた取組

H２６

H27

H32

市長への手紙受付件数
（件）

200

250

ｅメール要望・問い合せ
受付件数（件）

400

500

市民の提言を把握する機
会の提供数（機会）

8

10

備考

指標説明：どこでも市長室、市長とはなそうなど
の開催回数

８．修正理由等
・制度の名称及び内容の変更に伴う制度内容の説明の追加。
「行政苦情調停委員会」⇒「行政苦情調整委員」

４．課題

主要課題

目標値

現状値
指標名

市民の意見や要望を的確に捉えた行政運営の実現
市民ニーズの収集方法の工夫
①多様で積極的な意見収集
迅速な情報共有
②庁内連絡体制の強化
行政苦情の適切な取扱い
③公正・中立な機関による苦情の処理

