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第２回

【資料４】

第四次和光市総合振興計画と寄附事業について

～「みんなでつくる 快適環境都市 わこう」とは ～

■将来都市像

「みんなでつくる 快適環境都市 わこう」は、第四次和光市総合振興計画において定

められている｢将来都市像」です。

１ 第四次和光市総合振興計画とは

平成２３年度から平成３２年度までの１０年間の総合的かつ計画的な行政運営の指針

として、次の内容を定めています。将来都市像を実現するためのまちづくりを戦略的に

行うことから、基本目標を定め、その基本目標ごとに、基本施策及び施策の体系を構築

し、施策ごとの目標値を定めています。

また、この計画は、市民意識調査や総合振興計画審議会における調査・検討だけでな

く、策定段階から無作為抽出で選んだ市民による市民まちづくり討議会の開催や街頭で

の聞き取り調査などの市民提案のほか、計画策定過程と最終段階の２度に渡るパブリッ

ク・コメントを実施するなど、市民の声を広く取り入れています。

○基本構想

【将来都市像】市の目指す姿を示し、市の最上位の目標です。

【基 本 目 標】将来都市像を実現するため、市民（住民、ＮＰＯ、市民団体など）と行

政がともに目指す姿を示します。

【基 本 施 策】基本目標を実現するために、行政が責任を持って担う内容を示し、施

策を分野別にまとめたものです。

【施 策】基本施策を推進するための、より具体的な施策を示します。

○実施計画

基本構想に定めた将来都市像を実現するため、施策を戦略的に推進することから、

事業の優先度を明確にした３箇年の具体的な事業内容を示し、予算編成の指針としま

す。

また、社会経済情勢の変化などに迅速に対応するため、毎年度見直しを行います。

将来都市像
みんなでつくる

快適環境都市 わこう
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２ 将来都市像の基本的な考え方

● 快適環境都市の目指すべき姿

＜４つの基本目標＞

Ｉ 快適で暮らしやすいまち（都市基盤）

Ⅱ 自ら学び心豊かに創造性を育むまち（教育・文化・交流）

Ⅲ 健やかに暮らしみんなで支え合うまち（保健・福祉・医療）

Ⅳ 安らぎと賑わいある美しいまち（生活・環境・産業）

３ 基本目標ごとの内容と該当する寄附事業

みんなでつくる 快適環境都市

市民との協働によるまちづ

くりの推進

誰もが安心して住み続けることができるようなまちづくり

（１）都市と自然環境の調和

・ 美しい自然環境の保全

・ 住宅都市としての良好な環境の整備

（２）市民がいきいきと暮らすことができるまちづくり

Ｉ 快適で暮らしやすいまち（都市基盤）

基本施策 施 策 該当する寄附事業

良好な市街地の整備

中心市街地にふさわしい駅北口周辺の整

備、交通の利便性を生かした産業拠点の整

備、良好な景観形成の推進

湧水や緑地の保全に

関する事業

快適な住宅地の整備
良好な居住環境の形成、安心して暮らせる

まちづくりの推進

安全で快適な道路環

境の整備道路

安全で快適な道路の整備、交通安全対策の

推進、都市計画道路の整備

憩いと交流のための

公園整備と管理

計画的な公園整備と維持管理の充実、県営

和光樹林公園の有効活用

上・下水道サービス

の提供

安全な水の安定供給、公共下水道利用の推

進、雨水対策の推進
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Ⅱ 自ら学び心豊かに創造性を育むまち（教育・文化・交流）

基本施策 施 策 該当する寄附事業

個性を伸ばし生きる

力を育む教育

確かな学力の育成を目指した教育の推進、

地域と連携した教育の推進、よりよく適応

するための支援体制づくりの推進、放課後

児童の居場所づくりの推進、安全でおいし

い学校給食の充実、安全な学校教育環境の

整備、小中学校の配置・規模の適正化の推

進、幼児教育の機会の支援

子育て支援に関す

る事業

心豊かな市民生活を

築く生涯学習の社会

づくり

生涯学習支援の推進、充実した生涯学習機

会の提供

(庁内意見）図書館の
充実に関する事業

青少年の健やかな成

長を支える地域づく

り

青少年の育成に適した環境づくりの支援 青少年健全育成に

関する事業

人と歴史が響き合う

文化創造のまちづく

り

歴史的文化資源の保護・活用の推進、創造

的な文化の振興

①午王山遺跡及び

周辺の環境の保

全に関する事業

②文化振興に関す

る事業

スポーツ・レクリエ

ーション活動の振興

スポーツ・レクリエーションの環境の整備、

スポーツ・レクリエーション活動の推進

(庁内意見）スポーツ
推進に関する事業

国際化と平和・人権

尊重のまちづくり

人権啓発・教育及び平和の推進、男女共同

参画社会の実現、国際化の推進

Ⅲ 健やかに暮らしみんなで支え合うまち（保健・福祉・医療）

基本施策 施 策 該当する寄附事業

子どもが健やかに育

つための環境づくり

多様な保育サービスの推進、安心で楽しい

育児の推進、地域における健やかな子育て

の実現、子育て家庭への経済的支援

子育て支援に関す

る事業

高齢者の生きがいづ

くり

高齢者の生きがいと社会参加への支援、き

め細かな介護予防の推進、介護サービスの

適正な提供

福祉に関する事業

障害者を地域で支え

るまちづくり

チャレンジドが安心できる障害福祉の推

進、地域で支え合う福祉の推進

福祉に関する事業
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低所得者への支援 低所得者の生活の安定と自立への支援 福祉に関する事業

生涯にわたり健やか

に暮らせるまちづく

り

健康な次世代を育む母子保健の推進、健康

で元気になる食育の推進、安心できる健康

づくりの推進、地域との連携による保健・

医療体制の推進

子育て支援に関す

る事業

国民健康保険の安定

運営、国民年金制度

の普及

国民健康保険の適正な運営、国民年金の普

及

Ⅳ 安らぎと賑わいのある美しいまち（生活・環境・産業）

基本施策 施 策 該当する寄附事業

防災・防犯に取り組

むまちづくり

防災体制・消防支援体制の強化、地域と連

携した防犯対策の推進

防災に関する事業

つながりの強い地域

づくり

コミュニティづくりの推進、コミュニティ

施設の整備

公共交通の利用促進 鉄道・バスの利便性の向上

安心な市民生活を支

えるまちづくり

消費者保護の充実と消費者力の強化、誰も

が気軽に相談できる窓口の推進

環境に配慮したまち

づくり

地球温暖化対策の推進、湧水・緑地の保全

と再生、水環境の保全、生活環境保全の推

進

①湧水や緑地の保

全に関する事業

②自然エネルギー

に関する事業

ごみ減量・分別・リ

サイクルの促進

ごみ減量・リサイクルの推進、廃棄物の適

正処理の推進

活力ある産業の振興

市の特色を生かした地域ブランドの推進、

中小企業の育成支援、魅力ある新たな産業

の推進、都市農業の推進と担い手の育成、

就労支援対策の推進
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４ 基本方針ごとの内容と該当する寄附事業

○寄附事業に関する庁内意見（第１回会議資料１１）として出された４つの事業

※ 和光市まち・ひと・しごと創生総合戦略

「和光市まち・ひと・しごと創生総合戦略」は、まち・ひと・しごと創生法（平成 26

年法律第 136 号）に基づき、国・県が策定する「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を

勘案し、「和光市人口ビジョン」を踏まえて策定をするものです。

Ⅴ 構想の推進に当たって

基本方針 方 針 該当する寄附事業

市民・行政・企業な

どとの役割分担と協

力

協働型社会の構築、市民参加の推進、さま

ざまな連携によるまちづくりの推進

（庁内意見）市民協

働に関する事業

（委員意見）産官学

民の協働推進に関す

る事業

行財政改革の徹底

計画的な行政経営、効果的・効率的な行政

サービスの提供、持続可能な財政運営、市

民の期待に応える職員の育成、市有施設の

適切な保全

透明性を高めた地域

経営

積極的な広報活動と情報共有化の推進、電

子市役所の推進、情報公開制度の利用の推

進、広聴活動の推進

市民協働に関する事業 ・４つの基本目標には該当しない。

・Ⅴ構想を推進するに当たって、基本方針「市民･

行政･企業などとの役割分担と協力」に該当する。

・将来都市像の「みんなでつくる」（市民との協働に

よるまちづくり）に該当する。

シティプロモーションに関す

る事業

・４つの基本目標には該当しない。

・「和光市まち・ひと・しごと創生総合戦略※」に位

置付けられている。

・和光市の魅力を発信するための事業である。

スポーツ推進に関する事業 ・基本目標Ⅱ基本施策「心豊かな市民生活を築く生

涯学習の社会づくり」に該当する。

図書館の充実に関する事業 ・基本目標Ⅱ基本施策「心豊かな市民生活を築く生

涯学習の社会づくり」に該当する。
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第四次和光市総合振興計画基本構想に掲げる将来都市像「みんなでつくる快適環境都

市わこう」の実現に向けて、快適環境Ｎｏ．１の都市として、子どもを産み・育てやす

く、様々な世代が安心して暮らせる地域を目指すとともに、人口減少と地域経済縮小の

克服やまち・ひと・しごと創生と好循環の確立を目指しています。

シティプロモーションの推進は、「基本目標２ 新たな魅力が見つかる、人が集いたく

なるまちづくり」の「方向性３ 市民が誇りに思い、語れる和光のブランドを創り出す」

に位置付けられています。

和光市のイメージや知名度を高めることにより、市民が市に愛着を持ち、また、市外

の人や企業に「住んでみたい」、「ビジネスをしたい」と思われるようなまちの活性化を

図るため、和光市市民文化親善大使や和光市応援団などを一つの手段として活用し、効

果的・戦略的にシティプロモーションを推進します。

○委員アンケートにおいて「庁内意見以外に追加すべき」として提案のあった２つの事業

※ 地域福祉活動に関する事業

事業内容：地区社会福祉協議会（地区社協）に対する補助金

［地区社協とは］

「第三次和光市地域福祉計画･和光市社会福祉協議会地域福祉活動計画」より

誰もが安心して暮らすことのできる福祉のまちづくりを目的に｢地域住民が自発的に

取り組むために設立された自主的な住民組織」です。

こうした住民組織は全国的に設立され、地区社協と呼ばれており地域住民による活

動が進められています。

住民参加による地域福祉活動を通して、地域のふれあいを高めるとともに、住民一

人ひとりの福祉課題を地域全体の福祉課題と捉え、その解決に向けた取組を行ってい

ます。和光市では、平成３１年度までに９箇所の設置を目指しています。

産官学民の協働推進に関する事

業

・４つの基本目標には該当しないが、Ⅴ構想を推進

するに当たって、基本方針「市民･行政･企業などと

の役割分担と協力」に該当する。

・将来都市像の「みんなでつくる」（市民との協働に

よるまちづくり）に該当する。

地域福祉活動に関する事業※

・基本目標Ⅲ基本施策「障害者を地域で支えるまち

づくり」に該当する。

シティプロモーションの推進


