
序
論

1

序 論

第 1 編　序論



序
論

2 3

第 1 編　序論

 2 期間と構成

　「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン後期実現計画の計画期間は、2019 年度から 2023 年
度までの 5 年間とします。

22 期間と構成 期間と構成

 「コンパクトシティ蕨」将来ビジョンは、将来構想、実現計画で構成しています。
①将来構想（10 年）
　まちづくりの理念や目指すべきまちの将来像などを示します。
②実現計画（前期 5 年・後期 5 年）
　将来構想で掲げるまちの将来像の実現に向け、重点プロジェクト、分野別計画、「コン
パクトシティ蕨」将来ビジョン推進のために、で構成しています。
●重点プロジェクト
　まちの将来像の実現に向け、分野別計画等の中で重点的に推進する取り組みを示します。
●分野別計画
　6 つの分野ごとに、防災など蕨市が取り組むテーマと施策を体系的・総合的に示します。
●「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン推進のために
　行政改革プランとの連動を図り、分野横断的な施策を示します。
※「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン実行計画
　 「コンパクトシティ蕨」将来ビジョンに掲げた施策を推進するための主要な事業の概要、事業費などを示すものであり、毎年度

見直しを行い、3 年間のローリングとします。
　（本書とは別に、毎年度作成します。）

「コンパクトシティ蕨」将来ビジョンの構成図　表
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構　成 期　間

「コンパクトシティ蕨」将来ビジョンの構成

 1 策定の趣旨

　私たちの蕨市は、中山道の宿場町として、また、機織物のまちとして、古くから栄えてきた
まちです。そして、戦後、特に高度経済成長期からは、首都・東京への交通利便性を活かした、
あたたかなコミュニティの息づく住宅都市として発展し、現在に至っています。
　その発展の過程で、蕨市は、まちの将来像を示し、その将来像を実現するための施策を総合
的・体系的に整理した長期計画を策定し、それぞれの時代に対応したまちづくりを進めてきま
した。2014 年に策定した「コンパクトシティ蕨」将来ビジョンは、まちの将来像“安心とに
ぎわい　みんなにあたたかい　日本一のコンパクトシティ蕨”の実現を目指した 10 年間の計
画としていますが、このうち、実現計画は前期 5 年、後期 5 年で定め、蕨市のまちづくりを
進めることとしています。今般、前期実現計画の期間が 2018 年度末で満了することから、現
在の社会経済情勢の変化、前期実現計画におけるまちづくりの進展等に対応した後期実現計画
を策定しました。

11 策定の趣旨 策定の趣旨
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2,709 万人となっており、今後、2053 年には 1 億人を下回ることが予想されています（国
立社会保障・人口問題研究所の 2017 年推計。死亡中位推計）。また、同年には、年少人
口（0～14 歳人口）が 10.5%、生産年齢人口（15～64 歳人口）が 51.6%、老年人口（65
歳以上人口）が 38.0% になり、少子高齢化の傾向が今後も続くと推計されています。
　人口減少と少子高齢化の進行により、社会経済活動の担い手が減少し、モノやサービス
の生産力の低下や経済の停滞につながることが懸念されています。また、年金・医療・介
護等の社会保障の負担、給付が増加し、制度維持や財政健全化にも深刻な影響が及ぶとみ
られており、とりわけ団塊の世代が全員 75 歳以上になる 2025 年度以降は、医療・介護ニー
ズがさらに増加していくことが予想され、担い手不足の深刻化も懸念されています。
　更に、2014 年には有識者でつくる民間団体が、出生率の低下や人口流出により、将来
的に「消滅する可能性が高い」自治体が 896 市区町村に上るとの試算を発表するなど、
特に地方において人口減少への危機感が強まっています。こうした状況に対応するため、
国は「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」および「まち・ひと・しごと創生総合戦略」
を閣議決定し、地方における若者の働く場の確保に努めるほか、若い世代の結婚・出産・
子育ての希望を叶えるために、多様化する保育ニーズ等も踏まえた子どもを産み育てやす
い仕組みづくりなどに取り組んでいます。

③経済の動向と技術革新の進展
　わが国では、近年の円安を背景として、企業収益は好調を維持しており、国内景気は緩
やかに回復しているとみられています。他方、特に中小企業で人手不足感が増しているほ
か、国際的な通商問題や国内で相次ぐ災害など、景気減速のリスクに対する警戒感は依然
として強くなっています。長期的には、今後も少子高齢化が進み、高度経済成長期のよう
な経済の拡大が困難であるとみられるなか、従来の大量生産・大量消費に代わる持続可能
な社会経済モデルへの転換が模索されています。
　また、仕事と家庭の両立を含めた働き方の改革、地域で支え合う体制づくりのほか、女
性や高齢者の就労機会や地域活動への参画機会の拡大など、人口減少と少子高齢化に対応
できるよう、社会のあり方を見直していこうという考えも広まっています。
　こうしたなか、国際的な動向として、2015 年 9 月の国連サミットでは、2030 年まで
の国際目標である「持続可能な開発目標（SDGs）＊」が採択されており、わが国において
も、少子高齢化・グローバル化＊のなかで実現できる「豊かで活力ある未来像」を目標と
した取り組みを進めることとしています。
　このほか、情報技術の発展により、グローバル化＊が更に加速し、世界中の人材・技術・
資源がより利用しやすくなったことで、さらなる技術革新の進展が促され、近年、わが国
が抱える様々な課題解決に ICT＊を活用しようとする取り組みも加速しています。特に、
AI（人工知能）や IoT（モノがインターネットとつながる仕組み）、ビッグデータ（インター
ネット上に蓄積される膨大なデータ）など、新たな技術を活用した産業が大きく成長し、
暮らしを劇的に変える可能性が指摘されています。自動運転車や金融に関する技術など、
AI を含む先端技術は、保健・医療、介護、製造業、行政サービス、教育といった幅広い
分野への活用が見込まれており、今後、生産年齢人口の減少が予想されるなかでも、社会
の利便性を更に高めていくことが期待されています。

 3 策定の視点

　後期実現計画の策定にあたっては、将来構想に基づき、前期実現計画の体系を基本としつつ、
蕨市を取り巻く情勢の変化や市民のニーズを踏まえるとともに、まちの将来像の実現に向けて、
これからの未来のまちづくりを見据えた内容としました。

参考　「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン（将来構想・前期実現計画）策定の視点

①　蕨市の地域性・特性を活かした計画
②　地域力＊を活かした計画
③　市民参画・職員参画による計画
④　次期行政改革プラン、行政評価 * との連動を視野に入れた計画
⑤　市民に分かりやすい計画

蕨市をめぐる時代潮流
①安全・安心意識の高揚

　2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災では、わが国観測史上最大の地震と津波に
よって、1 万数千人もの尊い人命が奪われました。その後もわが国では、平成 28 年熊本
地震や平成 30 年 7 月豪雨など、各地で大規模な地震・風水害が発生しており、災害に強
いまちづくりの重要性がますます高まっています。
　これらの災害を契機として、国民の安全・安心に対する意識にも変化が見られ、「防災
に関する世論調査」（2017 年 11 月）では、「自助に重点を置いた対応をすべきである」
が 39.8% と、2002 年 9 月調査時（18.6%）の 2 倍以上となっているほか、「共助に重点
を置いた対応をすべきである」も 24.5% と、2002 年調査時（14.0%）から 10 ポイント
以上伸びるなど、行政の役割とともに、「自助」「共助」への意識も高まっています。
　また、わが国では、これまで整備してきた都市基盤や公共施設といった社会資本の老朽
化対策が深刻な問題となっており、「第 4 次社会資本整備重点計画（国土交通省、2015
年 9 月）」では、「社会資本の戦略的維持管理・更新を行う」「災害特性や地域の脆弱性に
応じて災害等のリスクを低減する」などを重点目標に掲げて、整備を進めていくこととし
ています。
　更には、振り込め詐欺をはじめとした特殊詐欺＊被害など特に高齢者を狙った犯罪が多
発し、児童虐待やストーカー事件など子どもや女性が被害者となる事件も増えています。
また、インターネットを介した犯罪の発生も深刻化しており、社会全体で安全・安心の確
保に取り組むことが重要となっています。

②人口減少と少子高齢化の進行
　戦後一貫して増加していたわが国の総人口は、生涯未婚率の上昇や出生数の減少などを
背景に、2008 年頃をピークとして人口減少局面に突入し、2015 年国勢調査では 1 億 

33 策定の視点 策定の視点
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まちづくりの課題
　蕨市をめぐる時代潮流や市民のニーズなどを踏まえ、蕨市の特色を活かしながら、これ
から 5 年間のまちづくりを進めるための主要な課題を、以下の通りまとめました。

①災害に強く犯罪のない「安全で安心なまち」をつくる
　近年、各地で続く災害の発生を受けて、蕨市においても、災害に強いまちづくりの重要
性や市民の防災意識がこれまで以上に高まっています。また、近年、蕨市における犯罪発
生率は大きく低下していますが、埼玉県内の市町村と比較すると依然として上位であり、
特に自転車の盗難など軽犯罪が多いことから、引き続き、犯罪の発生抑制が解決すべき課
題となっています。市民意識調査（2018 年度）においても、「施策の重要度」では、防
犯対策が 1 位、防災対策が 2 位となっており、市民が重要視している課題であることが
分かります。
　防災・防犯面における安全性の向上は、市街地再開発事業や土地区画整理事業などの手
法、防犯カメラの設置や防犯灯の整備等により、ハードの側面から向上させることも重要
ですが、蕨市の場合は、コミュニティ活動の活発さを活かし、市民一人ひとりの自主的な
備え、自主防災組織や自主防犯組織による活動を促すなど、「自助・共助」の取り組みを
活発化させ、ソフトの側面から安心感を高めることが有効であり、今後も一層、地域・事
業者と連携しながら、安全・安心のまちづくりを進めていくことが重要です。
　また、都市の安全性に関連して、近年では公共施設などの老朽化が全国的な問題となっ
ていますが、蕨市も例外ではなく、公共施設の老朽化が進んでいます。蕨市は、その対策
として 2016 年度に「蕨市公共施設等総合管理計画」を策定し、ファシリティマネジメン
ト＊などの観点により、中長期的視点からの計画を立案しました。今後も厳しい財政状況
を踏まえつつ、防災拠点も担う市庁舎をはじめとした公共施設の耐震化・長寿命化を図る
ことが求められています。

②未来を見据えた「子育てしやすいまち」をつくる
　蕨市では、子どもを安心して産み育てられ、子どもたちが健やかに育つ環境づくりを進
めるため、子育て支援に関する取り組みを総合的・計画的に展開し、情報提供や相談・支
援体制の充実、ボランティアの育成などに取り組むとともに、民間活力を導入した保育園・
小規模保育園の増設や留守家庭児童指導室＊の増設など保育サービスの充実に力を入れて
きました。そのようななか、近年蕨市では、子どもの数が増加傾向にあるとともに、共働
き世帯の増加や子育て世帯のニーズの多様化により、保育園、留守家庭児童指導室＊とも
に需要は増加しており、待機児童＊の解消には至っていない現状にあります。
　このため今後も、引き続き保育施設の整備や充実、妊娠期から出産・子育て期まで切れ
目のない子育て支援の充実に努めていくとともに、子育て家庭と子どもを見守り、孤立や
虐待の発生などを防ぐ体制の充実を図っていくことも求められています。
　また、子どもたちが健やかに学び、育つ環境を整えていくため、蕨市では、これまで少
人数学級の実施や教育センター＊の設置・機能強化、わらび学校土曜塾の実施など、地域
と連携しながらゆきとどいた教育を推進してきましたが、今後も一層、地域力＊を活かし

2　④多様な主体による地域づくりの進展とダイバーシティ社会の到来
　社会の成熟化に伴い、行政に対するニーズも多様化・高度化し、環境問題、福祉、介護、
まちづくり、教育などにおいて、従来の手法だけでは解決が困難な課題も生じるようにな
りました。その一方、余暇時間の増大や心の豊かさを求める機運が高まっていることなど
を背景として、人々のまちづくりへの参加意識が高まるなか、まちづくりの主役であるべ
き市民の声を市政に反映しようという「市民参加のまちづくり」や、市民や NPO・事業
者と協力してまちづくりの取り組みを進める「協働」が全国に波及しました。そのなかで、
自治会や町会など、従来の地縁型コミュニティに加え、特定の課題分野に特化した活動を
行うテーマ型コミュニティ＊によるまちづくりも活性化しています。
　また、2018 年には民法が改正され、2022 年 4 月から、成年年齢を現行の 20 歳から
18 歳に引き下げることが決まりました。加えて、2016 年 6 月から高校生の一部にも選
挙権が付与されていることから、主権者教育が各地で活発化しており、若年層に対する社
会参画の期待もいっそう高まっています。
　更に、近年では、外国人住民が都市部を中心として大幅に増加していますが、今後も人
口減少・少子高齢化が更に進むとみられるわが国において、外国人材を受け入れ、共生し
ていく環境の整備が進められています。
　そして、一人ひとりが自分らしく生きることの大切さについて社会的な理解が進むなか
で、LGBT などの性的少数者＊の人権を尊重する取り組みや、2016 年の障害者差別解消
法の施行を契機として障害の有無にかかわらず相互に人格と個性を尊重し合いながら共生
する社会をつくる取り組みが見られています。
　このほか、女性活躍の推進や働き方改革が進められるなど、こうした背景のもとで国は、
性別や年齢、障害の有無にかかわらず、多様な人材が活躍できる社会（ダイバーシティ社
会）の実現を目指した取り組みを進めています。

⑤地域の自律的な取り組みを基幹とした地方分権の進展
　わが国は、中央集権型の行政システムのもとで急速な経済成長を遂げてきましたが、地
域社会における課題は複雑化、多様化しており、地域の実情に応じた対応が求められてい
ます。こうしたなか、2000 年から 2018 年にかけて施行された 8 次にわたる地方分権一
括法により、国から地方、都道府県から市町村への権限移譲＊や規制緩和を通じて、地方
分権改革が進められてきました。
　また、人口減少・少子高齢化が進み、移住者の獲得をめぐる都市間の競争が今後、より
激しくなることも予想されます。自治体が地域の魅力を掘り起こし、戦略的に内外に魅力
を発信することで、経済効果や移住・定住の促進、シビックプライド＊の醸成などにつな
げていくことが重要となっています。
　このようななか、多様化・高度化する行政課題や市民ニーズに的確に応えていくために
も、市町村をはじめとする地方自治体は、今後、自律的な行政運営体制を更に強固にする
必要があり、財政基盤の強化や政策立案能力の強化などを通じて自治能力を高め、持続可
能な都市経営に取り組んでいくことが求められています。
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⑤都市環境が整備された「暮らしやすいまち」をつくる
　蕨市は東京都心から 20km 圏内にあり、通勤・通学に便利な立地条件にありますが、
市域が小さく人口密度が高いため、大規模な住宅開発や公園・緑地の新規整備などが困難
となっています。このため、既存のまちの便利さ・快適さなどを高め、立地条件を活かし
た居住の場としての魅力を最大限に発揮していくことが重要です。
　そのためには、市域が日本一コンパクトであるという特性を活かしつつ、蕨駅西口地区
市街地再開発事業への支援や錦町土地区画整理事業などを計画的に推進し、市街地におけ
る魅力ある空間づくりや快適で暮らしやすいまちづくりを進めていく必要があります。
　併せて、道路や上・下水道施設などインフラ施設の維持管理や更新などの整備のほか、
市民一人ひとりの意識の向上を基本とした快適な環境づくりも重要であり、身近な地域の
清掃といった美化活動や、ごみの減量化、ごみ出しマナーの遵守などを、今後も継続的に
促していく必要があります。

⑥これまで培ってきた土壌を活かした「協働のまち」をつくる
　蕨市のコミュニティ活動は、1969 年の「蕨市民憲章」の制定、1974 年の「蕨市コミ
ユニティ（近隣社会）づくり推進条例」の制定、1979 年の「蕨市コミュニティ運営協議会」
の設立という経緯を経て、各地区コミュニティ委員会を中心とした活動体制が整備されて
います。およそ半世紀にわたるコミュニティ活動の歴史は、地域福祉、防災・防犯など多
方面にわたり、これまで大きな実績を残してきました。
　また、蕨市ではテーマ型コミュニティ＊による市民活動も盛んであり、市内 7 つの公民
館や 2011 年 6 月に開設したわらびネットワークステーションなどを拠点としてさまざ
まな活動が展開されています。蕨市は、こうした活動をより一層推進するため、「蕨市市
民参画と協働を推進する条例（愛称 : みんなで創るわらび推進条例）」（2013 年 4 月 1 日
施行）を制定し、市民参画・協働のまちづくりを進めています。更に近年では、協定の締
結などにより、防災や見守りなどの分野において事業者等と連携・協力したまちづくりも
進めています。
　このような協働の土壌は、蕨市の大きな強みです。この土壌を基盤とし、今後は、多文
化共生の視点から増加しつつある外国人の地域参画を促すことや、男女が対等なパート
ナーとして社会に参画する男女共同参画のまちづくりを推進することを通じ、蕨らしい、
多様な主体による「協働のまちづくり」を進めていくことが重要です。

た蕨らしい質の高い教育を展開するとともに、子どもたちが安心して学べる教育環境づく
りに取り組むことも重要です。

③生き生きとした「健康なまち」をつくる
　蕨市では、市民の健康寿命を延ばし、心豊かで健康な生活を送れるよう「健康密度も日
本一のまち」を目指し、生活習慣病の予防や身体とこころの健康づくりなどを推進してい
ます。そのようななか、市民の自主的な健康づくりの取り組みの活性化や事業者と連携し
た健康づくりの取り組みが進んできており、今後も継続的に力を入れていくことが大切で
す。
　また、蕨市の高齢化率（2018 年 4 月 1 日現在）は 23.1% であり、全国平均を下回っ
てはいるものの、高齢者の数は今後も増加していくことが見込まれています。このような
背景の中、高齢者が生涯にわたり健康で生きがいを持って生活できるよう、社会参加や就
労の機会を提供するとともに、介護予防や心身の健康づくりなどを支援していくことが重
要となっています。特に、団塊の世代が全員 75 歳以上となり、医療・介護ニーズが増加
すると見込まれる 2025 年を目途に、医療・介護・介護予防・生活支援・住まいが一体的
に提供される地域包括ケアシステム＊の構築を進めていくことが求められています。
　更に、市立病院については、地域に必要な医療サービスの確保に努めることが求められ
ています。このため今後も、医師の確保や施設の老朽化対策などに努め、効率的で安定的
な経営を推進していく必要があります。

④地域資源を活かした「にぎわいと文化のまち」をつくる
　蕨市の中心市街地＊は、JR 蕨駅周辺から中山道にかけて広がっています。中心市街地＊

はまちのにぎわいの象徴でもあり、また、市民の交流の場、あるいは市内企業の連携の場、
起業を志す若者などにとってのチャレンジの場でもあります。このような観点から中心市
街地＊の活性化が望まれますが、その際、蕨のまちの顔である蕨駅周辺の整備や商店街・
個店の魅力の向上、歴史・文化を活かしたにぎわい創出への取り組みなど課題解決に向け
た施策が重要になってきます。
　また、蕨市は、かつては中山道の宿場町として、また近代以降は東京近郊の住宅都市と
して発展してきた歴史的・文化的背景を有しています。市内には、成年式（成人式）、機
まつり、宿場まつりなどの祭事や市民音楽祭などの催しもののほか、中山道蕨宿、三学院、
和樂備神社、河鍋暁斎記念美術館、わらびりんご、双子織＊などの多彩な地域資源があり
ます。
　市民の参画を得ながら、地域資源を最大限に活用した「蕨らしい」文化のまちづくりを
推進することにより、「わがまち・蕨」を想う機会を創出し、地域への愛着を高めていく
ことができます。そのためにも、蕨市に息づく地域資源や魅力を市内外へ広めていくこと
が重要です。
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⑦未来を切り拓く「自律した行財政のまち」をつくる
　蕨市においては、厳しい行財政環境のなか、多様化する市民ニーズに対応するため、
1985 年に第 1 次蕨市行政改革大綱を策定して以来、不断の行政改革を進めてきました。
2015 年には、第 6 次蕨市行政改革大綱となる「『コンパクトシティ蕨』将来ビジョン推
進プラン」を策定し、市民から信頼され市民とともに歩む行政であることを基本としなが
ら、協働の更なる推進、職員力・組織力の更なる向上、自律した行財政運営を経営戦略＊

の柱に据えて、更なる改革を進めているところです。
　また、蕨市の財政は、市税収入は微増傾向にあるものの、子ども・子育て支援施策や福
祉施策などによる社会保障費の増加や公共施設の耐震化などに多額の財源が必要となり、
今後、公債費＊の増加も懸念されることから、自主財源の確保や経常的経費縮減など自律
した行財政運営を図ることが重要です。
　市民生活に最も身近な自治体である市町村には、人口減少や社会経済情勢の変化に的確
に対応し、市民サービスの質の向上に継続的に努めていくとともに、住み続けたいと思え
る魅力あるまちづくりを進めていくことが求められています。蕨市においても、市域がコ
ンパクトであるがゆえの生活利便性の高さやコミュニティ活動の活発さといった優れた地
域力＊を活かし、市民・団体・事業者と一層連携・協力し、持続可能な都市経営に取り組
んでいく必要があります。




