
事業名【担当課】 内容 市民参加の手法 実施時期 実施状況

アンケート
（市民意識調査）

令和元年6月7日～6月23日
送付数：3,000件
回収数：1,441人
回収率：48.0％

ワークショップ
（和光100年まちづくり会議）

①令和元年9月1日
②令和元年10月6日
③令和元年12月8日
④令和2年1月19日

参加者
①69名
②33名
③26名
④24名

ワークショップ
（キックオフイベント）

令和元年9月1日 参加者：69名

パブリック・コメント手続
（構想骨子） 

令和2年1月14日～令和2年2月2日
（20日間）

提出者：0名

説明会（パブリック・コメント） 
①令和2年1月19日
②令和2年1月20日

①1名
②3名

パブリック・コメント手続
（構想素案）

令和2年6月2日～令和2年6月22日
（21日間）

提出者：20名
提出件数：54名
市議会意見数：80
件

説明会（パブリック・コメント） 
令和2年6月2日～6月22日
Youtube和光市チャンネルにて配信

閲覧数：492回

ワークショップ
（冊子とグッズ検討） 

令和2年11月29日
Zoom開催

参加者：4名
意見提出：6名

お披露目会
令和3年4月15日～
Youtube和光市チャンネルにて配信中

‐

第五次和光市総合振興計画審議会

①令和元年7月24日
②令和元年10月21日
③令和元年12月19日
④令和2年1月27日
⑤令和2年2月5日
⑥令和2年3月（書面）
⑦令和2年5月（書面）
⑧令和2年7月15日

8回

パブリック・コメント手続 令和2年6月19日～令和2年7月8日 6名23件

説明会（パブリック・コメント） ①6月24日　②7月6日 2回

ワークショップ
（市役所・広場の使い方に対する
市民調査）

令和元年11月10日 参加者：約300人

ワークショップ
（展示ホール利用方法変更説明会
及び市民意見交換会）

①令和2年12月10日
②令和3年1月8日
③令和3年2月17日

参加者：12人

市庁舎にぎわいプラン基本計画策定委員会

①令和元年7月12日
②令和元年11月21日
③令和2年1月17日

3回

パブリック・コメント手続
令和2年4月15日～令和2年5月14日
（30日間）

提出者：
　11名、1法人
提出数：58件

説明会（パブリック・コメント）
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観
点から開催を中止とした。

‐

廃棄物減量等推進審議会

①令和元年6月25日
②令和元年10月1日
③令和2年5月（書面）
④令和3年3月（書面）

4回

令和2年度市民参加実施状況事業

  （１）市民参加条例第６条第１項対象事業

2

市庁舎にぎわいプラン基本計
画の策定

【資産戦略課】

市庁舎及びその周辺におけるにぎわいの創出等に関する
計画（以下、「市庁舎にぎわいプラン」という。）の具
体的な事業計画の内容等を定める基本計画策定。

3

ごみ処理広域化基本構想の策
定

【資源リサイクル課】

平成30年8月21日に締結した朝霞市・和光市ごみ広域処理
に関する基本合意書に基づき、共同処理施設の建設に向
けて、ごみ処理広域化の枠組みを定めることを目的とし
て基本構想を策定する。

1

第五次和光市総合振興計画の
策定

【政策課】

和光市総合振興計画とは、本市が目指す都市の将来像を
掲げ、その実現に向けて、住民、市民団体及び企業など
と行政がともに目指す目標を示し、その基本目標を達成
するために様々な取組を体系的に示した計画であり、第
四次和光市総合振興計画の計画期間終了に伴い、第五次
和光市総合振興計画を策定する。



事業名【担当課】 内容 市民参加の手法 実施時期 実施状況

パブリック・コメント手続
令和3年2月22日～令和3年3月13日
（20日間）

提出数：0件

説明会（パブリック・コメント）
令和3年2月22日～令和3年3月13日
Youtube和光市チャンネルにて配信

閲覧数：84回

アンケート調査 令和元年8月16日～8月30日
送付数：2000件
回収数：695枚

パブリック・コメント手続
令和3年1月4日～1月25日
（22日間）

提出者：1名
提出数：15件

説明会（パブリック・コメント） 令和3年1月8日 参加者数：2名

令和２年度和光市男女共同参画推
進審議会

①令和2年5月15日
②令和2年7月10日
③令和2年10月16日
④令和2年12月（書面）
⑤令和3年2月（書面）

5回

パブリック・コメント手続
令和3年2月8日～令和3年2月28日
（21日間）

提出数：0件

説明会（パブリック・コメント） 令和3年2月8日～ 閲覧数：82回

和光市国際化推進懇話会

①令和2年6月(書面)
②令和2年7月29日
③令和2年10月15日
④令和3年1月（書面）

4回

アンケート調査

【市民】
令和2年7月20日～令和2年8月3日

【小学生】市内全9校の5年生（各1クラ
ス）
令和2年7月14日～令和2年8月7日

【市民】
送付数：2000人
回収数：822枚
【小学生】
調査方法：聞き取り

回答数：297件

パブリック・コメント手続 
令和3年3月3日～令和3年3月22日
（20日間）

提出者：1名
提出件数：3件

説明会（パブリック・コメント） 令和3年3月6日 参加数：0人

和光市環境審議会

①令和元年12月17日
②令和2年2月17日
③令和2年6月29日
④令和2年9月28日
⑤令和2年12月23日（書面）
⑥令和3年2月17日（書面）

6回

和光市地球温暖化対策委員会
①令和2年8月26日
②令和2年11月30日
③令和2年2月8日（書面）

3回

環境づくり市民会議

① 令和2年4月21日（書面）　
② 令和2年7月28日
③ 令和2年8月18日
④ 令和2年9月16日
⑤ 令和2年10月20日
⑥ 令和2年12月8日
⑦ 令和2年12月25日（書面）
⑧ 令和3年2月12日
⑨ 令和3年3月23日

9回

4

和光市行政改革推進方針の策
定

【政策課】

和光市行政改革推進基本方針とは、限られた行政資源を
重要性の高い施策、事業等に適切に分配することによ
り、将来にわたり持続的に行政サービスを提供できる行
財政運営を推進するための方針であり、第二次和光市行
政改革推進計画の計画期間終了に伴い、策定するもので
ある。

5

第4次和光市行動計画男女共
同参画わこうプランの策定

【総務人権課】

第4次和光市行動計画男女共同参画わこうプランとは、男
女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推
進するための行動計画であり、第3次和光市行動計画男女
共同参画わこうプランの計画期間終了に伴い、第4次和光
市行動計画男女共同参画わこうプランを策定する。

6

第三次和光市国際化推進計画
の策定

【総務人権課】

第三次国際化推進計画とは、和光市における各種国際化
施策の推進にあたり、その基本的指針を示すものであ
り、第二次和光市国際化推進計画の計画期間終了に伴
い、第三次和光市国際化推進計画を策定する。

7
第3次和光市環境基本計画

【環境課】

現行の第２次和光市環境基本計画（改訂版）と、深刻化
する地球温暖化に対し、市域全体で取り組むための個別
計画である和光市地球温暖化対策実行計画（区域施策
編）【改訂版】は、共に令和２年度で計画満了を迎える
ことから、両計画を統合した第3 次計画を策定すること
で、より効果的、効率的に環境保全に関する施策を推進
する。
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パブリック・コメント手続
令和2年2月1日～2月22日
（22日間）

提出者：1名
提出件数：1件

説明会（パブリック・コメント）
令和2年2月1日～
Youtube和光市チャンネルにて配信

閲覧数：66回

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等推
進委員会

①令和2年8月25日
②令和2年10月20日
③令和2年12月15日（書面）
④令和3年3月16日（書面）

4回

アンケート調査 令和元年10月21日～令和元年11月4日
送付数：2010件
回収数：1305件

パブリック・コメント手続
令和3年2月2日～令和3年2月22日
（21日間）

提出者：11名
提出件数：32件

説明会（パブリック・コメント）
令和3年2月2日～令和3年2月8日
質問回答期間

1名

和光市自立支援協議会
①令和2年12月16日
②令和3年1月19日
③令和3年3月24日

3回

パブリック・コメント手続
令和3年1月8日～令和3年1月28日
（21日間）

提出者：1団体
提出件数：2件

説明会（パブリック・コメント）
①令和3年1月13日　14時～15時
②令和3年1月13日　18時30分
③令和3年1月17日　10時～11時

①3名
②0名
③3名

和光市長寿あんしんプラン策定委員会

①令和2年7月17日
②令和2年10月27日
③令和2年12月24日
④令和3年3月5日（書面）

4回

パブリック・コメント手続
令和2年12月28日～令和3年1月18日
（22日間）

提出者：1名
提出件数：2件

説明会（パブリック・コメント）
①令和3年1月13日　14時～15時
②令和3年1月13日　18時30分
③令和3年1月17日　10時～11時

①3名
②0名
③3名

和光市国民健康保険運営協議会

①令和2年5月13日（書面）
②令和2年7月31日
③令和2年10月6日
④令和2年11月10日
⑤令和2年12月18日
⑥令和3年1月29日

6回

アンケート調査

令和2年7月9日～令和2年10月16日
①児童生徒（小中学校に通う小5・中2）
②小中学生の保護者（①の保護者とPTA
保護者会関係者等）
③市民（無作為抽出500名）
④教職員（市内小中学校に勤務する教職員）

回答率
①小5：86.6％
　中2：75.4％
②50.4％
③26.5％
④52.3％

パブリック・コメント手続
令和3年1月6日～令和3年1月25日
（20日間）

提出者：4名
提出件数：9件

説明会（パブリック・コメント）
①令和3年1月15日　14時～
②令和3年1月15日　18時～
③令和3年1月16日　10時～

①2名
②0名
③0名

和光市教育振興基本計画策定委員
会

①令和2年8月21日
②令和2年10月23日
③令和2年11月25日
④令和3年2月8日

4回

8

第２次和光市ライフデザイン
プラン（和光市生活困窮者自
立支援計画）の策定

【地域包括ケア課】

第２次和光市ライフデザインプラン（和光市生活困窮者
自立支援計画）の策定

9

第六次和光市障害者計画・第
６期和光市障害福祉計画

【社会援護課】

第六次和光市障害者計画・第６期和光市障害福祉計画と
は、障害者福祉施策の理念や方針、施策の体系と各施策
に伴うサービスの必要量や確保策を規定する計画であ
り、第５次及び第５期の計画期間終了に伴い、第六次和
光市障害者計画・第６期和光市障害福祉計画を策定す
る。

10
長寿あんしんプランの策定

【長寿あんしん課】

第８期介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画（和光市
長寿あんしんプラン）の策定を実施する。策定委員会を
設置し、その委員に公募委員をおくとともに、パブリッ
クコメント、市民説明会を実施する予定。（第８期介護
保険事業計画：令和3年～令和5年度が計画期間）

11

和光市国民健康保険ヘルスプ
ランの策定

【健康保険医療課課】

和光市国民健康保険ヘルスプランとは、国民健康保険の
運営を行う上での基本的な方針となる計画であり、計画
期間の国民健康保険税率等を定めるものとなっている。
第一期の和光市国民健康保険ヘルスプランの計画期間終
了に伴い、次期の和光市国民健康保険ヘルスプランを策
定する。

12

和光市教育振興基本計画の策
定

【教育総務課】

教育基本法第１７条第２項に基づき、地方公共団体が策
定する教育振興のための施策に関する基本的な計画であ
り、和光市における基本理念や目指すべき教育の方向性
を示し、教育に関する施策を総合的・体系的にまとめ、
推進していくことを目的としている。


