
和 光 市

第四次  和光市
総合振興計画基本構想
（2011～2020）  概 要 版

【資料６】
第２回



基本構想

総合振興計画

平成32年度を目標とする10箇年計画
　平成23年度から平成32年度までの今後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。
　また、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ため、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施策体系を構築し、施策ごとの目標値を定めています。

実施計画 ３箇年の計画期間で毎年ローリング
 基本構想に定めた将来都市像を達成するため、基本構想に基づく施策を戦略的に推進するため、
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】 市の目指す姿を示し、市の最上位の目標です。
【基 本 目 標】 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。

基本構想を計画的かつ戦略的に推進基本構想を計画的かつ戦略的に推進
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画
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みんなでつくる　快適環境都市　わこうみんなでつくる　快適環境都市　わこうみんなでつくる　快適環境都市　わこう
基本的な考え方①

　魅力のある自立したまちづくりを行
うためには、行政のみが取り組むので
はなく、市民自らが地域に関心をもち、
市民が主体となり、市民同士の支え合
いや協力により、自らが住むまちを自
らの手でつくりあげていこうとするこ
とが、これまで以上に必要となります。
つまり、市民が市政の主役であり、行
政はその活動を支えることにより、市
民との協働によるまちづくりを推進し
ます。
　そのため、「みんなでつくる」をキー
ワードとし、市民みんなで、市のまち
づくりを進めていくことを表します。

みんなでつくる

基本的な考え方②

　本市は、自然環境と都市機能との調和がとれた住
環境を形成しているということが大きな魅力となっ
ており、人口も増加を続け、若い世代が多い賑わい
と活力のあるまちとなっています。
　これらの魅力を受けつぎ、更に高め、生まれたと
きから本市に住んでいる人、新しく移り住んできた
人、子どもから高齢者まで誰もが安心して、住み続
けることができるようなまちとなるよう、「快適環境
都市」を目指します。
　そのためには、本市の特徴でもある緑地や湧水地
などの美しい自然環境を守りながら、住宅都市とし
ての良好な環境を整備し、都市と自然環境が調和す
るとともに、市民が安心していきいきと暮らすこと
ができるまちづくりを進めることが必要です。

快適環境都市

目指すべき姿

快適で暮らしやすいまち
（都市基盤）

自ら学び心豊かに
創造性を育むまち
（教育・文化・交流）

健やかに暮らし
みんなで支え合うまち
（保健・福祉・医療）

安らぎと賑わいある
美しいまち
（生活・環境・産業）

４つの基本目標４つの基本目標４つの基本目標

Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ
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快適で暮らしやすいまち基本目標Ⅰ （都市基盤）

快適な住宅地の整備

施策４￤　良好な居住環境の形成

施策５￤　安心して暮らせるまちづくりの推進

基本施策ⅱ

良好な市街地の整備

施策１￤　中心市街地にふさわしい駅北口周辺の整備

施策２￤　交通の利便性を生かした産業拠点の整備

施策３￤　良好な景観形成の推進

基本施策ⅰ

憩いと交流のための公園整備と管理

施策９￤　計画的な公園の整備と維持管理の充実

施策10￤　県営和光樹林公園の有効活用

基本施策ⅳ

安全で快適な道路環境の整備

施策６￤　安全で快適な道路の整備

施策７￤　交通安全対策の推進

施策８￤　都市計画道路の整備

基本施策ⅲ

上・下水道サービスの提供

施策11￤　安全な水の安定供給

施策12￤　公共下水道利用の推進

施策13￤　雨水対策の推進

基本施策ⅴ
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自ら学び心豊かに創造性を育むまち基本目標Ⅱ （教育・文化・交流）

心豊かな市民生活を築く生涯学習の社会づくり

施策22￤　生涯学習支援の推進

施策23￤　充実した生涯学習機会の提供

基本施策ⅱ

個性を伸ばし生きる力を育む教育

施策14￤　確かな学力の育成をめざした教育の推進

施策15￤　地域と連携した教育の推進

施策16￤　よりよく適応するための支援体制づくりの推進

施策17￤　放課後児童の居場所づくりの推進

施策18￤　安全でおいしい学校給食の充実

施策19￤　安全な学校教育環境の整備

施策20￤　小中学校の配置・規模の適正化の推進

施策21￤　幼児教育の機会の支援

基本施策ⅰ

青少年の健やかな成長を支える地域づくり

施策24￤　青少年の育成に適した環境づくりの支援

基本施策ⅲ

人と歴史が響き合う文化創造のまちづくり

施策25￤　歴史的文化資源の保護・活用の推進

施策26￤　創造的な文化の振興

基本施策ⅳ

国際化と平和・人権尊重のまちづくり

施策29￤　人権啓発・教育及び平和の推進

施策30￤　男女共同参画社会の実現

施策31￤　国際化の推進

基本施策ⅵ

スポーツ・レクリエーション活動の振興

施策27￤　スポーツ・レクリエーションの環境の整備

施策28￤　スポーツ・レクリエーション活動の推進

基本施策ⅴ
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健やかに暮らしみんなで支え合うまち基本目標Ⅲ （保健・福祉・医療）

高齢者の生きがいづくり

施策36￤　高齢者の生きがいと社会参加への支援

施策37￤　きめ細やかな介護予防の推進

施策38￤　介護サービスの適正な提供

基本施策ⅱ

子どもが健やかに育つための環境づくり

施策32￤　多様な保育サービスの推進

施策33￤　安心で楽しい育児の推進

施策34￤　地域における健やかな子育ての実現

施策35￤　子育て家庭への経済的支援

基本施策ⅰ

障害者を地域で支えるまちづくり

施策39￤　チャレンジドが安心できる障害福祉の推進

施策40￤　地域で支え合う福祉の推進

基本施策ⅲ

低所得者への支援

施策41￤　低所得者の生活の安定と自立への支援

基本施策ⅳ

国民健康保険の安定運営・国民年金制度の普及

施策46￤　国民健康保険の適正な運営

施策47￤　国民年金の普及

基本施策ⅵ

生涯にわたり健やかに暮らせるまちづくり

施策42￤　健康な次世代を育む母子保健の推進

施策43￤　健康で元気になる食育の推進

施策44￤　安心できる健康づくりの推進

施策45￤　地域との連携による保健・医療体制の推進

基本施策ⅴ

������
�������	
��������
���������������� �!
"�#$%&�'()*+
,�����
-.��/0�12�
345"/0'(
67�89�:;�<&=

��	
�����
>?@3A
1�@B�CDEF�GH
IJK?L*MN�O8�P<&=<��
?EQ��EFRC�ST%IJ>?@U
V�WXYZ[
,��/0\]�>?
@�3A��>J�������
?^�
_�`abY�cd�<&=
efg'(
1�@B�hij �/0
�2�
345�kl
mn&op���
�`abY�cd�<&=<��qrs
tuvIJpwx��/03A]y�z4
�pp�
�{|}~L*MN���L*
MNIJ���L*MN�O8�P��
������� �!"3A�<&=
��g'(
1�@B��*�r��*
��s��s��*��s�����^�
��
�b��/0�p�
34@�Y�
�67�:;�<&=<�����g3A
��_���3A]y�O8�P���
������ �!"3A�<&=
��bY
1�@B������p
��������p��������_�
}~�� IJ��bY����`a�
z¡&�pp�
�¢£D¢pwx�@¤
¥]yIJ�O8�<&=
¦���K§�¨©ª«¦�¬�®ª

1�@B�¦�¯�y°±²IJ�³´
_I������µ¶I67K�L*MN
�·¸� �!"¹_�pp�
�67K
�y°�µ²I¨©�P<&=

5



安らぎと賑わいある美しいまち基本目標Ⅳ （生活・環境・産業）

つながりの強い地域づくり

施策50￤　コミュニティづくりの推進

施策51￤　コミュニティ施設の整備

基本施策ⅱ

防災・防犯に取り組むまちづくり

施策48￤　防災体制・消防支援体制の強化

施策49￤　地域と連携した防犯対策の推進

基本施策ⅰ

公共交通の利用促進

施策52￤　鉄道・バスの利便性の向上

基本施策ⅲ

安心な市民生活を支えるまちづくり

施策53￤　消費者保護の充実と消費者力の強化

施策54￤　誰もが気軽に相談できる窓口の推進

基本施策ⅳ

ごみ減量・分別・リサイクルの促進

施策59￤　ごみ減量・リサイクルの推進

施策60￤　廃棄物の適正処理の推進

基本施策ⅵ

環境に配慮したまちづくり

施策55￤　地球温暖化対策の推進

施策56￤　湧水・緑地の保全と再生

施策57￤　水環境の保全

施策58￤　生活環境保全の推進

基本施策ⅴ

活力ある産業の振興

施策61￤　市の特色を生かした地域ブランドの推進

施策62￤　中小企業の育成支援

施策63￤　魅力ある新たな産業の推進

施策64￤　都市農業の推進と担い手の育成

施策65￤　就労支援対策の推進

基本施策ⅶ
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【取組】
①駅北口土地区画整理事業を積極的に推進します。
②道路環境の整備を推進し、安全な歩行空間を確
保します。
③自助・共助による防災体制を推進します。
④地球温暖化防止対策を推進します。

【取組】
①快適で安心な教育環境の中で地域と連携した教
育を推進します。
②地域で安心して子育てできるよう支援します。
③小中学校の配置・規模の適正化を図ります。
④高齢者が安心する生きがいづくりを支援します。
⑤地域で安心して触れ合えるよう支援します。

安全で暮らしやすい
まちづくりプラン
安全で暮らしやすい
まちづくりプラン

重点プラン

１
安心していきいきと暮らせる
まちづくりプラン
安心していきいきと暮らせる
まちづくりプラン

重点プラン

２

行財政改革の徹底

方針69￤　計画的な行政経営

方針70￤　効果的・効率的な行政サービスの提供

方針71￤　持続可能な財政運営

方針72￤　市民の期待に応える職員の育成

方針73￤　市有施設の適切な保全

基本方針ⅱ

透明性を高めた地域経営

方針74￤　積極的な広報活動と情報共有化の推進

方針75￤　電子市役所の推進

方針76￤　情報公開制度の利用の推進

方針77￤　広聴活動の推進

基本方針ⅲ

市民・行政・企業などとの役割分担と協力

方針66￤　協働型社会の構築

方針67￤　市民参加の推進

方針68￤　さまざまな連携によるまちづくりの推進

基本方針ⅰ
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