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「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン後期実現計画の策定

「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン後期実現計画策定の流れ図　表

［市民参画］ ［策定体制］
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策
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委
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庁内各課

策
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委
員
会
部
会

意見提案

前期実現計画の
フォローアップ

調査

各課ヒアリング

意見提案

意見提案

市民意識調査

パブリック・コメント

 1 「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン後期実現計画策定の流れ
年月 市民参画 庁内検討

2
0
1
8
年

2 月 ・前期実現計画のフォローアップ調査（～ 3 月）

3 月

4 月

5 月
・市民意識調査（～ 6 月）
・ 「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン市民懇談

会（第 1 回）

・ 「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン策定委員
会（第 1 回）

6 月 ・ 「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン策定委員
会部会（第 1 回）

7 月 ・ 「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン市民懇談
会（第 2 回）

・ 「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン策定委員
会（第 2・3 回）

・庁内各課ヒアリング（～ 8 月）

8 月 ・ 「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン市民懇談
会（第 3 回）

9 月

10 月

・ 「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン策定委員
会部会（第 2 回）

・ 「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン策定委員
会（第 4 回）

11 月 ・ 「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン市民懇談
会（第 4 回）

・ 「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン策定委員
会部会（第 3 回）

12 月 ・ 「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン市民懇談
会（第 5 回）

・ 「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン策定委員
会（第 5 回）

2
0
1
9
年

1 月 ・ 「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン策定委員
会（第 6 回）

2 月 ・ 「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン後期実現
計画（案）のパブリック・コメント

3 月 ・ 「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン策定委員
会（第 7 回）

11



資
料
編

172 173

資料編

②「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン市民懇談会委員名簿
 （敬称略）

区　分 氏　名 役　職　等 備　考

1 号委員
市政について優れた

識見を有する者

林　大樹 一橋大学大学院社会学研究科特任教授 会長

秋山　滋雄 蕨市町会長連絡協議会会長

鈴木　真司 蕨市 PTA 連合会（東小学校 PTA 会長）

藤井　康榮 蕨市民生委員・児童委員協議会連合会会長

小泉　栄作 蕨市高齢者クラブ連合会会長

智内　兄助 蕨市文化協会会長

長谷川　浩司 蕨商工会議所事務局長

岡本　和子 蕨市地域女性団体連絡協議会会長

山岡　さと子 蕨市コミュニティ委員会副会長

2 号委員
公募による市民

金丸　謙二 公募委員

箕輪　晴助 公募委員

村川　奈津子 公募委員

市民意識調査

目的 将来ビジョン後期実現計画の策定にあたり、市民の市政に対する意見や活動の実態などを把握
するために実施した。

調査期間 2018 年 5 月～ 6 月

調査対象 市内在住の満 18 歳以上の男女 1,000 人

抽出方法 住民基本台帳から各地区の年齢層別の人口比率に基づき、男女別に無作為抽出

調査項目 まちへの愛着、永住意識、まちづくりについて、重点施策（重要度、満足度）、今後充実してほ
しい施策　　など

有効回答率 50.5％（505 票）

パブリック・コメント
　将来ビジョン後期実現計画を策定する過程において、その案を公表し、広く市民から意見を募
ることで、市民参画機会の確保や市民への説明責任を果たすとともに、将来ビジョン後期実現計
画に反映することを目的に実施した。

実施期間 2019 年 2 月 1 日～ 21 日

意見数 3 件（意見提出者 3 人）

2

3

 2 市民参画の概要

「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン市民懇談会

①「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン市民懇談会設置要綱

　（設置）
第１条　「コンパクシティ蕨」将来ビジョン後期実現計画の策定に当たり、広く市民等か

ら意見を聴くため、「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン市民懇談会（以下「懇談会」
という。）を置く。

　（組織）
第２条　懇談会は、委員 12 人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱

する。
　（1）市政について優れた識見を有する者
　（2）公募による市民
２　懇談会に会長を置き、委員の互選によって定める。
３　会長は、会務を総理する。
４　会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
　（会議）
第３条　懇談会は、会長が招集し、その議長となる。
２ 　懇談会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、

又は必要な資料の提出を求めることができる。
　（庶務）
第４条　懇談会の庶務は、総務部政策企画室において処理する。
　（委任）
第５条　この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、会長が懇談

会に諮って定める。
　　　附　則
　（施行期日）
１　この要綱は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。
（この要綱の失効）

２　この要綱は、「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン後期実現計画の策定が終了した日
限り、その効力を失う。　

22 市民参画の概要 市民参画の概要
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　（この要綱の失効）
２　この要綱は、実現計画の策定が終了した日限り、その効力を失う。

②「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン策定委員会部会設置要領

　（設置）
第１条　「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン策定委員会設置要綱（平成 30 年蕨市要綱

第 1 号）第 6 条の規定に基づき、「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン策定委員会部会
（以下「部会」という。）を置く。

　（所掌事務）
第２条　部会は、「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン策定委員会委員長の指示を受け、「コ

ンパクトシティ蕨」将来ビジョンの策定に当たり特に必要と認める事項について調査
研究を行う。

　（組織）
第３条　部会は、部会長、及び部会員をもって組織し、職員のうちから市長が任命する。
２　部会長は、部会を総理する。
３ 　部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指名する

委員がその職務を代理する。
４　部会長、及び部会員の任期は、任命の日から調査研究終了の日までとする。
　（会議）
第４条　部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。
２ 　部会が必要と認めるときは、部会員以外の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、

又は必要な資料の提出を求めることができる。
　（庶務）
第５条　部会の庶務は、総務部政策企画室において処理する。
　（委任）
第６条　この要領に定めるもののほか、部会の運営について必要な事項は、部会長が別

に定める。
　　　附　則
　　この要領は、平成 30 年 4 月 17 日から施行し、実現計画の策定が終了した日限り、

その効力を失う。

 3 策定体制

「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン策定委員会及び策定委員会部会

①「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン策定委員会設置要綱

　（設置）
第１条　「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン後期実現計画（以下「実現計画」という。）

を策定するため、「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン策定委員会（以下「委員会」と
いう。）を置く。

　（所掌事務）
第２条　委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
　（1） 実現計画の策定に関すること。
　（2） 前号に掲げるもののほか、実現計画に係る重要事項に関すること。
　（組織）
第３条　委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
２　委員長は市長をもって充て、副委員長は副市長をもって充てる。
３　委員は、教育長、部長、消防長、市立病院事務局長及び議会事務局長とする。
　（委員長及び副委員長）
第４条　委員長は、委員会を総理する。
２　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
　（会議）
第５条　委員会は、委員長が招集し、議長となる。
２　委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、

又は必要な資料の提出を求めることができる。
　（部会）
第６条　委員会は、実現計画の策定に係る分野横断的な重点課題について調査研究する

ため、部会を置くことができる。
２　部会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
　（庶務）
第７条　委員会の庶務は、総務部政策企画室において処理する。
　（委任）
第８条　この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別

に定める。
　　　附　則
　（施行期日）
１　この要綱は、公布の日から施行する。

33 策定体制 策定体制
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⑤ 「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン前期実現計画のフォローアップ調査及び各課
ヒアリング

目的 「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン前期実現計画に記載された施策の達成状況及び今後の課題
を整理し、将来ビジョン後期実現計画の策定に向けた基礎資料とすることを目的に実施した。

調査期間 フォローアップ調査：2018 年 2 月～ 3 月
各課ヒアリング：2018 年 7 月～ 8 月

概要 フォローアップ調査では、「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン前期実現計画に掲げた施策の達
成状況やまちづくりの新たな課題等について検証・分析を行い、この結果を基に、各課ヒアリ
ングを実施し、将来ビジョン後期実現計画の策定へ向けた課題の検討などを行った。

　

③「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン策定委員会委員名簿

委員長 市長 賴髙　英雄

副委員長 理事 川﨑　文也

委員 教育長 松本　隆男

総務部長 佐藤　慎也

市民生活部長 伊藤　浩一

健康福祉部長 関　久徳

都市整備部長 高橋　稔明

教育部長 渡部　幸代

水道部長 渡辺　靖夫

市立病院事務局長 榎本　弘文

消防長 堤　昭広

議会事務局長 奥田　好是

④「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン策定委員会部会員名簿

部会長 総務部政策企画室長 有里　友希

部会員 総務部庶務課長 國井　信太郎

総務部財政課長 相馬　一富

市民生活部次長（安全安心推進課長） 小柴　正樹

健康福祉部福祉総務課長 安治　直尚

都市整備部まちづくり推進室長 丸山　友之

教育部教育総務課長 田中　昌継

水道部業務課長 尾上　聡

市立病院事務局庶務課長 小川　淳治

消防本部総務課長 原田　昌彦

議会事務局次長 倉石　尚登

事務局 総務部政策企画室長 有里　友希

総務部政策企画室長補佐 島田　雅也

総務部政策企画室主事 白井　敦

総務部政策企画室主事 高木　勇輔
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No.4  ワクワクわらび！にぎわい創出プロジェクト

施策指標 現状値
（2017 年度）

目標値
（2023 年度） 目標値設定の考え方

蕨ブランド認定品の
数（累計）

5 品
（累計）

10 品
（累計）

３年度に１回実施する蕨ブランド認定品の数をみます。認定制
度の更なる周知を図ることにより、蕨らしさを有した優れた商
品の開発を促進し、累計で 10 品（更新された認定品は除く）
を目標値とします。

中心市街地における
空き店舗数 55 か所 50 か所 中心市街地における空き店舗の数をみます。空き店舗の活用など

に努めることでその解消を図り、50 か所を目標値とします。

中心市街地における
休日の歩行者・自転
車の通行量

38,627 人 43,585 人
中心市街地における休日の歩行者・自転車の通行量をみます。中
心市街地活性化の取り組みを推進することで、43,585 人を目標値
とします。

市民音楽祭の参加者
数 2,496 人 4,000 人 市民音楽祭への参加人数をみます。引き続き、市民音楽祭の周

知を図ることにより、4,000 人を目標値とします。

No.5  住
ス

マイルわらび！暮らし快適プロジェクト

施策指標 現状値
（2017 年度）

目標値
（2023 年度） 目標値設定の考え方

錦町土地区画整理事
業区域（85.1ha）
内の整備面積

50.8ha 55.3ha
錦町土地区画整理事業により整備が完了した街区（宅地）、街路
等の整備面積をみます。これまでの実績から約 4.5ha の整備面
積の増大を見込み 55.3ha を目標値とします。

花いっぱい運動を行
う公園等の団体数 43 団体 46 団体

花いっぱい運動で公園等の緑化活動に参加している団体数をみま
す。花いっぱい運動の更なる活性化を推進し、46 団体を目標値と
します。

市民一人あたりの家
庭ごみの排出量（事
業系可燃物を除く）

225kg 210kg
市民一人あたりの家庭ごみの排出量（事業系可燃物を除く）をみ
ます。市民の方々へのさらなる周知等により排出量の削減を目指し、
210kg を目標値とします。

No.6  わがまちわらび！市民が主役プロジェクト

施策指標 現状値
（2017 年度）

目標値
（2023 年度） 目標値設定の考え方

まちへの愛着
（市民意識調査）　 68.7% 75%

まちへの愛着がある市民の割合をみます。市民が主役のまちづ
くりを進め、市民と行政の協働による「わがまち蕨」を創って
いくことで、75％を目標値とします。

協働事業提案制度へ
の応募件数（累計）

26 件
（累計）

50 件
（累計）

協働事業提案制度への応募件数をみます。2018 年度に蕨市協働
事業提案制度の見直しを行い、事業の推進に努めることで、累計
50 件を目標値とします。

民間事業者等との連
携協定の締結数

（2014 年度からの累
計）

22 件
（累計）

32 件
（累計）

民間事業者等との連携協定の締結数をみます。民間事業者等との
連携協定の締結により、市民が安心して暮していけるまちづくりを
進め、2014 年度からの累計で 32 件を目標値とします。

 4 実現計画における施策指標一覧

重点プロジェクト

No.1  ほっとわらび！安全安心プロジェクト

施策指標 現状値
（2017 年度）

目標値
（2023 年度） 目標値設定の考え方

家庭等における災害
への備え実施率

（市民意識調査）
81. 0% 90%

家庭等における災害への備えの実施状況をみます。防災情報の
発信を積極的に行うことで、市民意識の向上を図り、90％を目
標値とします。

避難所運営訓練の実
施校の割合 40% 100%

2015 年度より実施している避難所運営訓練の実施校の割合を
みます。避難者による避難所の自主運営体制を強化するため、
訓練を継続的に実施し、100％を目標値とします。

災害協定の締結数
（累計）

41 件
（累計）

47 件
（累計）

他市町村や事業者などとの災害協定の締結数をみます。災害救
助・復旧体制の拡充を図るため、累計で 47 件を目標値とします。

犯罪発生件数 871 件
（2017 年）

現状値から
10％削減

（2023 年）

市内における犯罪発生件数をみます。犯罪を未然に防ぐ活動を
推進し、現状値から 10％の削減を目標値とします。

No.2  キラリわらび！子ども未来プロジェクト

施策指標 現状値
（2017 年度）

目標値
（2023 年度） 目標値設定の考え方

子育てしやすいまち
と思う市民の割合

（市民意識調査）
44.1% 50%

子育てしやすいまちと思う市民の割合をみます。子どもを安心
して産み育てることのできるまちを目指すことで、50％を目標
値とします。

保育園待機児童数 10 人 0 人
2021 年度当初で待機児童の解消を目指す国の方針を踏まえ、
保育施設の充実などに努めることにより、保育園の待機児童 0
人を目標値とします。

教育センターにおけ
る教職員研修の実施
回数

13 回 80 回
蕨市教育委員会が実施した、教育センターにおける教職員研修
の実施回数をみます。教育センターの機能の充実を図り、80 回
を目標値とします。

No.3  イキイキわらび！健康密度日本一プロジェクト

施策指標 現状値
（2017 年度）

目標値
（2023 年度） 目標値設定の考え方

健康に気配りしてい
る市民の割合

（市民意識調査）
81.2％ 87%

健康に気配りしている市民の割合をみます。「第 2 次わらび健康
アップ計画」のもと、健康づくりを進めることで、87％を目標
値とします。

健康アップサポー
ター数 330 人 450 人

健康づくりを推進する健康アップサポーター数をみます。県の
「健康長寿サポーター養成事業」のほか、蕨市独自の養成講座も
実施することで、450 人を目標値とします。

各種がん検診の平均
受診率 21.1% 31%

各種がん検診（胃がん・肺がん・大腸がん・子宮がん・乳がん）
の平均受診率をみます。「第 2 次わらび健康アップ計画」のもと、
普及・啓発活動による受診率の向上に努め、31％を目標値とします。

就労や地域等で活動
しているシニアの割
合（市民意識調査）

48.6％ 55％
市民意識調査の結果から就労や地域等で活動しているシニア世
代（60 歳以上）の割合をみます。就労や地域活動への参加の促
進に努め、55％を目標値とします。
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施策指標 現状値
（2017 年度）

目標値
（2023 年度） 目標値設定の考え方

交通事故発生件数（人身） 185 件
（2017 年）

現状値から
10％削減

（2023 年）

市内における人身事故発生件数をみます。標識や道路反射
鏡などの交通安全施設の整備に努め、現状値から 10％の削
減を目標値とします。

自転車関係の交通事故死傷者数 80 人
（2017 年）

現状値から
10％削減

（2023 年）

自転車関係の交通事故死傷者数をみます。交通安全施設の
整備とともに、自転車事故防止の取り組みを進め、現状値
から 10％の削減を目標値とします。

テーマ 4　消費生活

8　消費生活の安全確保

消費生活展の来場者数 683 人 700 人 消費生活展の来場者数をみます。消費者団体との協働により、
企画内容の充実に努めることで、700 人を目標値とします。

テーマ 5　消防・救急

9　地域における防火意識の向上

住宅用火災警報器設置率 79% 100% 住宅用火災警報器の設置状況をみます。消防法により設置が
義務付けられていることから、設置率 100％を目標値とします。

市内の火災発生件数 18 件
（2017 年）

15 件
（2023 年）

市内の火災発生件数をみます。放火及び放火の疑いが 30％
程度を占めており、地域ぐるみで放火しにくい環境をつくるこ
とで、15 件を目標値とします。

10　消防体制の充実

消防署・消防団と関係機関
との合同演習の回数 9 回 11 回

消防署・消防団と関係機関による合同演習の開催状況
をみます。大規模災害に備え、連携対応や役割分担の
確認を進め、11 回を目標値とします。

消防団員の定員充足率 85.2% 100%
「消防力の整備指針」に基づく消防団員定数の充足率をみま
す。地域防災の中核となる消防団の充実・強化が望まれてい
ることから、充足率 100％を目標値とします。

11　救急体制の充実

救急救命士の人数 23 人 25 人
医師の指示のもと、救急救命処置を行う救急救命士の数をみ
ます。救命率の向上や傷病者の予後の改善に繋がるよう、計
画的に救急救命士を養成し、25 人を目標値とします。

普通救命講習受講者数 377 人 400 人 普通救命講習会の参加状況をみます。救命率の向上に向け、
事業の周知に努め、400 人を目標値とします。

（2）豊かな個性を育み子どもたちの未来輝くまち

施策指標 現状値
（2017 年度）

目標値
（2023 年度） 目標値設定の考え方

テーマ 6　子育て支援

12　子育てしやすい環境づくり

児童センター・児童館の利用者
数 130,059 人 140,000 人

児童センター・児童館の利用者数をみます。地域における
遊び及び生活の援助と子育て支援を行い、子どもの心身を
育成し、情操を豊かにすることを目的とした施設に努め、
140,000 人を目標値とします。

わらびファミリー・サポート・
センター会員登録者数 681 人 700 人

地域で子育てを支え合う会員組織の登録者数をみます。子
育てしやすい環境づくりに向け、事業の啓発に努めること
で毎年増加をめざし、700 人を目標値とします。

地域子育て支援センターの利用
者数（親子の組数） 3,182 組 3,300 組

市内に 3 施設ある地域子育て支援センターの利用状況をみ
ます。継続的に事業の周知を図ることで、利用しやすい環
境づくりに努め、3,300 組を目標値とします。

13　子育てサービスの充実

保育園待機児童数 10 人 0 人 再掲（重点プロジェクト No.2 に掲載）

分野別計画
（1）安全で安心して暮らせるまち

施策指標 現状値
（2017 年度）

目標値
（2023 年度） 目標値設定の考え方

テーマ 1　防災

1　地域における防災力の向上
家庭等における災害への備え実
施率（市民意識調査） 81.0% 90% 再掲（重点プロジェクトNo.1 に掲載）

避難所運営訓練の実施校の割合 40% 100% 再掲（重点プロジェクトNo.1 に掲載）

自主防災リーダー養成講座の参
加者数（累計）

1,620 人
（累計）

2,000 人
（累計）

地域の自主防災活動の中心となる自主防災リーダーを養成
するため、市内在住・在勤者に広く参加を呼びかけ、累計
で 2,000 人を目標値とします。

地域防災支援を行う中学生
（WSS）の数 36 人　 現状値以上　

市の総合防災演習など、地域防災支援に参加する中学生の
数をみます。防災意識の向上を継続して図ることにより、
現状値以上を目標値とします。

2　防災体制の確立

災害協定の締結数（累計） 41 件
（累計）

47 件
（累計） 再掲（重点プロジェクトNo.1 に掲載）

防災対策の満足度（市民意識調
査）5 点満点 3.26 現状値以上

市民意識調査から防災対策の満足度をみます。危機管理体制
や情報収集・伝達体制等の充実を図ることで、現状値以上を
目標値とします。

3　災害に強いまちづくりの推進

市有建築物の耐震化率 88.7% 95％
公共施設の耐震化進捗状況をみます。「建築物の耐震改修の
促進に関する法律」の趣旨を踏まえ、計画的に耐震化を進
めることで、95％を目標値とします。

市内住宅の耐震化率（棟数） 65.4％ 72％
市内住宅の建築棟数の耐震化進捗状況をみます。「建築物の
耐震改修の促進に関する法律」の趣旨を踏まえ、耐震改修
等の促進を図り、72％を目標値とします。

テーマ 2　防犯

4　地域における防犯まちづくりの促進

自主防犯組織を含む防犯ボラン
ティア団体数 47 団体 52 団体

地域における防犯ボランティア団体数をみます。市民の自
主的な防犯活動を支援するとともに担い手の育成に努め、
52 団体を目標値とします。

5　防犯体制等の充実

犯罪発生件数 871 件
（2017 年）

現状値から
10％削減

（2023 年）
再掲（重点プロジェクトNo.1 に掲載）

防犯対策の満足度（市民意識調
査）５点満点 3.1 現状値以上

市民意識調査から防犯対策の満足度をみます。各種防犯キ
ャンペーンの実施や防犯体制の充実を図ることで、現状値
以上を目標値とします。

テーマ 3　交通安全

6　地域における交通安全活動の促進

交通安全教室の開催回数 27 回 現状値以上 交通安全教室の実施状況をみます。世代に応じた交通安全
教育を推進し、現状値以上を目標値とします。

交通安全街頭啓発活動の参加者
数 575 人 600 人

交通安全街頭啓発活動の参加者数をみます。交通関係団体や
地元団体と協力しながら、高齢者や自転車利用者などに対し
て交通安全を推進し、600 人を目標値とします。

7　交通安全推進体制の充実

交通安全指導員数 21 人 現状値以上
交通安全指導員数をみます。交通安全関連団体との連携・
支援を進めることで、体制の維持に努め、現状値以上を目
標値とします。
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施策指標 現状値
（2017 年度）

目標値
（2023 年度） 目標値設定の考え方

蕨市少年センター補導活動への
参加者数 906 人 1,000 人

蕨市少年センター補導員による年間の補導活動の参加延べ
人数をみます。近年の実績を踏まえ、新規補導員のさらな
る活動参加を促し、1,000 人を目標値とします。

（3）みんなにあたたかく健康に生活できるまち

施策指標 現状値
（2017 年度）

目標値
（2023 年度） 目標値設定の考え方

テーマ 9　地域福祉

20　地域福祉活動の充実

見守り協定の締結数（累計） 13 件
（累計） 現状値以上

事業者などとの見守り協定の締結数をみます。孤立死防止
に向けて、地域、関係機関、事業者等との連携体制の維持・
強化に努め、現状値以上を目標値とします。

ボランティアセンター登録者数 1,211 人 1,500 人
蕨市社会福祉協議会が運営しているボランティアセンター
の登録者数をみます。ボランティアに対する市民意識の向
上に努め、1,500 人を目標値とします。

テーマ 10　社会保障

21　国民健康保険制度の安定的運営

国民健康保険税の収納率（現年
課税分） 88.2% 93%

国民健康保険税の収納率をみます。国民健康保険事業の安
定的な運営に向け、県の方針に定められた目標収納率 93％
を目標値とします。

特定健康診査の受診率 44.4% 60%
特定健康診査の受診状況をみます。「蕨市国民健康保険第 1
期データヘルス計画」で、目標を 60％と定めていることか
ら、計画を着実に推進することで、60％を目標値とします。

国民健康保険加入者のジェネリ
ック医薬品数量シェア 73.2% 80% ジェネリック医薬品の数量シェアの状況をみます。国の目

標に準じ、80% を目標値とします。

22　後期高齢者医療制度の安定的運営

健康診査の受診率 49.1% 60%
後期高齢者医療制度加入者における健康診査の受診状況を
みます。事業内容の更なる周知を図ることにより、60% を
目標値とします。

後期高齢者医療制度加入者のジ
ェネリック医薬品数量シェア 67.7% 80% ジェネリック医薬品の数量シェアの状況をみます。国の目

標に準じ、80% を目標値とします。

23　国民年金事務の円滑な運営

国民年金制度に関する周知・啓
発活動の回数（累計）

5 回
（累計）

10 回
（累計）

国民年金制度の周知・啓発のための機会の充実状況をみま
す。年金事務所とも協力して、多くの周知・啓発機会を設
けることを目指し、累計で 10 回を目標値とします。

24　低所得者支援の充実

自立による生活保護廃止件数 39 件 40 件

生活保護受給者の自立により、生活保護を廃止した件数を
みます。自立支援相談員やハローワークの巡回相談による
就労支援を強化し、就労による自立の更なる増加を目指し、
40 件を目標値とします。

テーマ 11　高齢者支援

25　生きがいづくり・社会参加の促進

老人福祉センター及び老人憩い
の家の利用者数 39,614 人 40,000 人

老人福祉センターと老人憩いの家の利用状況をみます。講
座の充実や周知活動を通して利用促進に努めることにより、
40,000 人を目標値とします。

蕨市シルバー人材センター登録
者数 360 人 400 人

蕨市シルバー人材センターの登録者数をみます。近年、高
齢者の就労状況の変化により、登録者は減少傾向にありま
すが、市民の利用促進を図ることにより、400 人を目標値
とします。

施策指標 現状値
（2017 年度）

目標値
（2023 年度） 目標値設定の考え方

留守家庭児童指導室待機児童数 50 人 0 人
留守家庭児童指導室における待機児童の状況をみます。留
守家庭児童指導室の充実などに努めることにより、待機児
童 0 人を目標値とします。

14　子育て家庭への支援

ひとり親家庭自立支援給付金支
給件数 5 件 7 件

能力開発や資格取得を支援する、ひとり親家庭自立支援給
付金支給件数をみます。ひとり親家庭の生活の安定に寄与
するため、7 件を目標値とします。

テーマ 7　学校教育

15　教育内容の充実

埼玉県学習状況調査において各
教科内容別結果（正答率）が県
平均を上回ったもの（小学校）

21 項目中
18 項目

（4 ～ 6 年）

21 項目中
21 項目

（4 ～ 6 年）

埼玉県が実施している学習状況調査（小学校）から教育内
容の充実度をみます。各校で特色ある教育活動を展開する
ことで、県平均を全項目上回ることを目標値とします。

埼玉県学習状況調査において各
教科内容別結果（正答率）が県
平均を上回ったもの（中学校）

29 項目中
24 項目

（1 ～ 3 年）

29 項目中
29 項目

（1 ～ 3 年）

埼玉県が実施している学習状況調査（中学校）から教育内
容の充実度をみます。各校で特色ある教育活動を展開する
ことで、県平均を全項目上回ることを目標値とします。

教育センターにおける教職員研
修の実施回数 13 回 80 回 再掲（重点プロジェクト No.2 に掲載）

小学校図書室における一人あた
りの貸出冊数 18.6 冊 20 冊

小学校図書室における一人あたりの貸出冊数を一人当たり
1 冊の貸出冊数をみます。図書支援員との連携を図ること
で、20 冊を目標値とします。

給食の喫食率 95.9% 97% 学校給食摂取基準に基づき提供する給食の喫食率をみます。
献立など更に工夫をこらし、97％を目標値とします。

16　教育環境の充実
避難訓練の１校あたりの実施回
数 3 回 現状値以上 市内小・中学校の避難訓練の実施回数をみます。内容の充

実を図りながら、現状値以上を目標値とします。

17　地域に根ざした教育の展開

学校応援団の登録者数 919 人 1,020 人

学校の学習活動等に協力・支援する保護者・地域住民の参
加状況をみます。魅力ある学校づくりをより推進するため
に、各小・中学校 10 名の増加を目指し、1,020 人を目標
値とします。

入学資金貸付制度の相談件数 26 件 30 件 入学資金貸付制度の相談件数をみます。制度の周知に努め
ることで、30 件を目標値とします。

奨学金貸与制度の相談件数 15 件 30 件 奨学金貸与制度の相談件数をみます。制度の周知に努める
ことで、30 件を目標値とします。

テーマ 8　青少年の健全育成

18　家庭教育の支援

アウトメディア講座参加者数 321 人 現状値以上
アウトメディア講座参加者数をみます。アウトメディア指
導員の指導力向上に努め、活動の拡大を図ることで、現状
値以上を目標値とします。

家庭教育学級への参加者数 4,795 人 4,800 人
公民館における家庭教育学級の延べ参加者数をみます。家
庭教育への支援事業の実施により 4,800 人を目標値としま
す。

19　青少年の活動機会などの充実

成年式出席率 59.7% 65% 成年式の出席率をみます。広報活動の充実を図ることで 65
％を目標値とします。

放課後子ども教室参加率 29.6% 32%
放課後子ども教室に参加する児童の参加率をみます。高学
年層の参加率が低いため、その参加率を上げる取り組みを
図り、32％を目標値とします。

公民館における青少年対象事業
参加者数　 2,970 人 3,400 人

公民館における青少年対象事業の延べ参加者数をみます。
通年や夏季・冬季などの子ども対象事業の実施により
3,400 人を目標値とします。
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施策指標 現状値
（2017 年度）

目標値
（2023 年度） 目標値設定の考え方

32　こころの健康づくり

ゲートキーパー養成講座参加者
数（累計）

304 人
（累計）

880 人 
（累計）

メンタルヘルスや自殺予防に関する知識や必要な支援を行
うための基本的知識を習得するための講座の参加者数をみ
ます。参加促進を図り、累計で 880 人を目標値とします。

テーマ 14　医療

33　地域における医療体制の充実

在宅医療支援センターにおける
相談件数 － 150 件

在宅医療と介護の連携拠点として、2018 年度から蕨戸田
市医師会に運営を委託する、蕨戸田市在宅医療支援センター
における相談件数をみます。医療と介護の両方が必要になっ
ても住み慣れた蕨で暮らし続けることができるようセン
ターの周知に努め、150 件を目標値とします。

34　市立病院の充実

市立病院の常勤医師数 17 人 19 人 市立病院の常勤医師数をみます。診療体制充実のため、常
勤医師の確保を図り、19 人を目標値とします。

（4）にぎわいと活力、市民文化と歴史がとけあう元気なまち

施策指標 現状値
（2017 年度）

目標値
（2023 年度） 目標値設定の考え方

テーマ 15　地域資源

35　地域の特性を活かしたにぎわいの創出

苗木市・機まつり・宿場まつり・
あさがお & ほおずき市来客数 390,000 人 430,000 人 市内の代表的な祭りの合計来客者数をみます。祭りの内容

の充実に努め、430,000 人を目標値とします。

蕨ブランド認定品の数（累計） 5 品
（累計）

10 品
（累計） 再掲（重点プロジェクト No.4 に掲載）

テーマ 16　産業育成・支援

36　中心市街地の活性化

中心市街地における空き店舗数 55 か所 50 か所 再掲（重点プロジェクト No.4 に掲載）

中心市街地における休日の歩行
者・自転車の通行量 38,627 人 43,585 人 再掲（重点プロジェクト No.4 に掲載）

37　産業振興と経営基盤の強化

経営相談指導件数 2,094 件 現状値以上

蕨商工会議所と連携した企業診断及び経営相談指導を行っ
ている事業所の数をみます。市内事業者の経営改善を図る
ため、企業診断の活用の促進や、より積極的な訪問指導に
努めることで、現状値以上を目標値とします。

住宅リフォーム助成金交付件数
（累計）

260 件
（累計）

410 件
（累計）

住宅リフォーム助成金の市内事業者の活用状況をみます。
制度の周知など活用の促進に努め、累計で 410 件を目標値
とします。

テーマ 17　勤労者支援

38　就労の促進

労働セミナーの参加者数（累計） ― 200 人
（累計）

2018 年度から開始した労働セミナーの参加者数をみます。
多様化する労働問題への対応など、ニーズをとらえた企画
の実施により、累計で 200 人を目標値とします。

39　勤労者福祉の充実

小規模企業退職金共済制度加入
促進奨励金交付件数 52 件 60 件

市内小規模企業従業員の退職金共済制度への加入促進の状
況をみます。制度の周知に努めることで、60 件を目標値と
します。

施策指標 現状値
（2017 年度）

目標値
（2023 年度） 目標値設定の考え方

26　介護サービスの充実

指導監査する地域密着型サービ
ス事業所及び居宅介護支援事業
所数

17 事業所 全事業所

市内の地域密着型サービス事業所及び居宅介護支援事業所
への指導監査状況をみます。適切なサービス提供体制の整
備を図るため、新規開設予定を含めた市内全ての当該事業
所への指導または監査の実施を目標値とします。

地域包括支援センターにおける
総合相談件数 3,657 件 3,800 件

地域包括支援センターにおける総合相談件数をみます。セ
ンターの周知に努めることにより、3,800 件を目標値とし
ます。

27　生活支援の充実

介護予防事業の参加者数 19,515 人 22,000 人 高齢者の介護予防事業の参加状況をみます。事業の充実に
努めることにより、22,000 人を目標値とします。

認知症サポーターの数 1,963 人 2,800 人
認知症を正しく理解し、認知症の人や家族を見守る、認知
症サポーター数をみます。継続的に養成講座への参加促進
を図ることにより、2,800 人を目標値とします。

生活支援担い手養成講座の修了
者数（累計）

34 人
（累計）

150 人
（累計）

社会福祉協議会と共催する生活支援担い手養成講座の修了
者数をみます。地域の支え合いを充実させるため継続的な
養成を続け、累計で 150 人を目標値とします。

テーマ 12　障害者支援

28　自立した生活への支援

一般的な相談支援件数 5,787 件 7,000 件
市が委託している相談支援事業所の相談件数の合計をみま
す。制度の周知に努めるとともに、委託の相談支援事業所
を増やすことにより、7,000 件を目標値とします。

自発的活動支援事業利用件数 3 件 5 件

障害者、障害者の家族、地域住民等が行う自発的な活動を
市が支援する自発的活動支援事業の利用件数をみます。各
団体への制度の周知及び働きかけにより、事業開始年度

（2017 年度）の件数を上回るよう事業を進めていくことを
目指し、5 件を目標値とします。

29　社会参加に向けた環境整備

就労支援事業利用件数 1,165 件 1,400 件
障害福祉サービスの利用件数のうち、就労移行支援、就労
継続Ａ型、Ｂ型、就労定着支援事業の利用件数をみます。
制度の周知に努め、1,400 件を目標値とします。

福祉施設から一般就労への移行
者数 5 人 6 人

福祉施設で就労支援サービスを利用している人のうち一般
就労へ移行した人数をみます。事業者に対する助成制度の
周知に努めることで、6 人を目標値とします。

テーマ 13　健康づくり

30　健康づくりに向けた意識の向上と体制整備

健康に気配りしている市民の割
合（市民意識調査） 81.2％ 87% 再掲（重点プロジェクト No.3 に掲載）

健康アップサポーター数 330 人 450 人 再掲（重点プロジェクト No.3 に掲載）

健康長寿蕨市モデル事業参加者
数 210 人 500 人

運動を中心とした健康づくりの定着を目的とした健康長寿
蕨市モデル事業の参加者数をみます。事業の普及・啓発に
より、参加者数の増加に努め、500 人を目標値とします。

31　ライフステージに応じた健康づくり

各種がん検診の平均受診率 21.1% 31% 再掲（重点プロジェクト No.3 に掲載）

各種乳幼児健診の平均受診率 87.3% 95%

各種乳幼児健診（4 か月・1 歳 6 か月・3 歳 6 か月・4 歳
6 か月児）の平均受診率をみます。「第 2 次わらび健康アッ
プ計画」のもと普及・啓発による受診率の向上に努め、
95％を目標値とします。

歯周疾患検診（節目検診）受診
率 15.1% 20%

歯周疾患検診（節目検診）の受診率をみます。「第 2 次わ
らび健康アップ計画」のもと普及・啓発による受診率の向
上に努め、20％を目標値とします。
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（5）快適で過ごしやすく環境にやさしいまち

施策指標 現状値
（2017 年度）

目標値
（2023 年度） 目標値設定の考え方

テーマ 21　市街地整備

46　魅力ある空間づくりの推進

まちづくり助成事業　助成件数
（累計）

18 件
（累計）

20 件
（累計）

中仙道蕨宿まちなみ協定の内容に合致した建築物の建築等
に対し助成を行った件数をみます。継続して対象者への周
知に努め、累計で 20 件を目標値とします。

47　快適で暮らしやすいまちづくりの推進

錦町土地区画整理事業区域
（85.1ha）内の整備面積 50.8ha 55.3ha 再掲（重点プロジェクト No.5 に掲載）

市内狭隘道路の整備延長 2,750 ｍ 3,050 ｍ
基盤整備の一環として進めている狭隘道路の拡幅整備の進
捗をみます。狭隘道路拡幅整備事業を適切に執行し、狭あ
い道路の解消に努め、整備延長 3,050m を目標値とします。

テーマ 22　道路・交通

48　道路等の整備

道路の清掃、街路樹管理を行っ
ている団体数 12 団体 13 団体

道路の清掃や街路樹周辺の除草など、維持管理活動に参加
している団体数をみます。各種団体へ継続して周知に努め
ることで、13 団体を目標値とします。

49　公共交通の利便性等の向上

コミュニティバス「ぷらっとわ
らび」の利用者数 200,660 人 220,000 人

コミュニティバス「ぷらっとわらび」の利用者数をみます。
利便性の向上や利用しやすい環境づくりに努め、220,000
人を目標値とします。

テーマ 23　上・下水道

50　上水道の整備・充実

基幹管路の耐震管率 92.3% 98%

基幹管路の耐震管の割合をみます。「水道ビジョン（後期計
画）」に基づき、震災など非常時でも給水を継続するために、
導水及び配水本管の耐震化を図ることで、98％を目標値と
します。

重要施設配水管路の耐震管率 77.1％ 92％

災害時に、市民が集中する避難所などへの配水を担う、重
要給水施設への配水管の耐震管の割合をみます。震災など
非常時でも給水を継続するために、優先的に耐震化を図る
ことで、92％を目標値とします。

石綿セメント管の残存割合 1.5% 0.5% 未満

地震に対し、脆弱で破断の可能性が懸念される石綿セメン
ト管の残存割合をみます。「水道ビジョン（後期計画）」に
基づき、優先的に耐震化を図ることで、0.5％未満を目標値
とします。

51　下水道の整備・充実

雨水下水道の整備率 78.9% 81.3% 雨水を処理する下水道の整備状況をみます。今後の雨水下
水道の施工予定量から、81.3% を目標値とします。

汚水下水道の整備率 93.3% 94.8%
汚水を処理する下水道の整備状況をみます。錦町土地区画
整理事業と同時施工をしているため、同事業の整備面積に
合わせて、94.8% を目標値とします。

テーマ 24　公園・緑地

52　公園の整備

公園等の自主管理団体数 40 団体 43 団体 市民との協働による公園等の管理状況をみます。活動の更
なる広がりを図り、43 団体を目標値とします。

53　緑化の推進

花いっぱい運動を行う公園等の
団体数 43 団体 46 団体 再掲（重点プロジェクト No.5 に掲載）

生垣設置補助件数
（2014 年度からの累計）

3 件
（累計）

6 件
（累計）

緑化推進や災害対策に活用するため、生垣を設置する事業
に対し補助金を交付した件数をみます。継続して対象者へ
の周知に務め、2014 年度からの累計で６件を目標値とし
ます。

施策指標 現状値
（2017 年度）

目標値
（2023 年度） 目標値設定の考え方

テーマ 18　生涯学習

40　生涯学習推進体制の整備

公民館の利用者数 239,171 人 289,000 人
市内に７か所ある公民館の延べ利用状況をみます。事業の
充実や市民との協働などに努め、289,000 人を目標値とし
ます。

放課後子ども教室スタッフ数 198 人 210 人
放課後子ども教室に携わるスタッフの数をみます。参加児
童数の増加に応じたスタッフの確保を目指し、保護者への
協力依頼を行うことで、210 人を目標値とします。

わらび学校土曜塾スタッフ数 110 人 120 人
わらび学校土曜塾に携わるスタッフの数をみます。1 校あ
たり 15 ～ 20 人のスタッフを確保することで、120 人を
目標値とします。

わらび市民活動人材ネットつな
がるバンクへの登録者数 81 人 100 人 わらび市民活動人材ネットつながるバンクの登録者数をみ

ます。更なる周知を図ることで、100 人を目標値とします。

41　学習環境と学習機会の充実

公民館主催事業への参加者数 39,699 人 43,900 人 公民館主催事業への延べ参加状況をみます。事業の充実や
市民との協働などに努め、43,900 人を目標値とします。

NPO との協働による講座の参
加者数 4,350 人 7,000 人

NPO 法人わらび学びあいカレッジが行う生涯学習講座の参
加者数をみます。多様な学習機会の提供と必要課題、要求
課題を取り入れた講座を開催することで、7,000 人を目標
値とします。

図書館の利用者数 9,886 人 10,000 人 図書館の利用者数をみます。利用環境の充実に努め、
10,000 人を目標値とします。

テーマ 19　文化振興

42　芸術・文化活動の振興

蕨市公募美術展覧会への応募作
品数 241 点 260 点

蕨市公募美術展覧会への作品出品数をみます。若年齢層へ
の呼びかけに力を入れるとともに、広報活動の工夫に努め
ることで、260 点を目標値とします。

蕨市文化祭の参加者数 3,200 人 4,000 人

蕨市文化祭への参加者数をみます。各文化団体が広報活動
をより積極的に行っていくとともに、より魅力あるイベン
トとなるよう文化団体と協働で取り組んで行くことを踏ま
え、4,000 人を目標値とします。

市民音楽祭の参加者数 2,496 人 4,000 人 再掲（重点プロジェクト No.4 に掲載）

43　歴史・文化の保全と活用

歴史民俗資料館来館者数 35,591 人 37,000 人 歴史民俗資料館の来館者数をみます。企画事業の充実に努
めることで、37,000 人を目標値とします。

テーマ 20　スポーツ・レクリエーション

44　スポーツ・レクリエーション推進体制の充実

週に一度以上運動している市民
の割合（市民意識調査） 50.4％ 53％

週に一度以上運動している市民の割合をみます。市内スポ
ーツ施設の紹介やスポーツイベントの周知などを通じて運
動への関心の向上に努め、53％を目標値とします。

蕨市体育協会主催事業の参加者
数 6,203 人 9,000 人

蕨市体育協会が主催する事業の参加者数をみます。天候の
状況もありますが、主催事業の参加状況を踏まえ、9,000
人を目標値とします。

45　スポーツ・レクリエーション活動の推進

市民体育館の利用者数 103,214 人 145,000 人 市民体育館の利用者数をみます。施設のＰＲ強化や自主事
業の充実を図ることで、145,000 人を目標値とします。

学校開放事業施設利用率 98％ 現状値以上
市内小・中学校で開放している体育施設の利用状況をみま
す。利用希望が多く、利用率は既に高い水準にありますが、
利用環境の充実に努め、現状値以上を目標値とします。

市主催事業の参加者数
（指定管理者自主事業も含む） 8,834 人 12,000 人

市が主催するスポーツ・レクリエーション活動の参加者数
をみます。新規の参加者が増えるようなＰＲ及び事業内容
の充実に努めることで、12,000 人を目標値とします。
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施策指標 現状値
（2017 年度）

目標値
（2023 年度） 目標値設定の考え方

市民活動に関する人材バンク等
のマッチング件数 39件 45件

わらびネットワークステーションに依頼があり、登録団体
やつながるバンク登録者と依頼者がマッチングした件数を
みます。更なる周知を図ることで、45件を目標値とします。

63　市民活動拠点の充実と連携

各コミュニティ委員会が主催す
る事業数 60事業 現状値以上 市内 5地区のコミュニティ委員会が行う事業数をみます。

事業の充実などに取り組み、現状値以上を目標値とします。

わらびネットワークステーショ
ンの利用者数 1,776 人 2,000 人

わらびネットワークステーションの利用状況をみます。同
ステーションの周知や情報提供に努めることで、2,000 人
を目標値とします。

テーマ 29　人権・平和

64　人権意識の高揚

人権啓発事業（人権の花運動､
人権教室等）への参加者数（累
計）

755人
（累計）

1,400 人
（累計）

人権啓発事業への参加者数をみます。小学校における人権
の花運動に加え、人権教室を年 1回定期的に開催すること
で、累計で 1,400 人を目標値とします。

人権・同和教育指導者養成講座
参加者数 76人 90人

人権・同和教育指導者養成講座の参加者数をみます。人権
問題をわかりやすく、身近な問題として興味を持ってもら
える内容で講座を開催することで、90人を目標値とします。

65　平和意識の高揚

公民館実施の平和事業参加者数 2,602 人 3,300 人 公民館における平和事業の延べ参加者数をみます。事業の
充実・工夫などに努め、3,300 人を目標値とします。

平和祈念展来館者数（開催期間
中の歴史民俗資料館来館者数） 5,512 人 6,100 人

歴史民俗資料館における平和祈念展の来館者数をみます。
平和祈念展の内容の充実に努めることで、6,100 人を目標
値とします。

テーマ 30　国際交流・多文化共生

66　国際交流・多文化共生に向けた学習活動の支援

みんなの広場への参加者数 145人 150 人 みんなの広場の参加者数をみます。イベントの周知や充実
を図り、150人を目標値とします。

67　外国人住民への支援

日本語ボランティアサークルの
会員数 66人 70人

外国人に日本語を教える日本語ボランティアサークルの延
べ会員数をみます。サークルへの支援、協働によるボラン
ティア養成講座の実施などにより、70人を目標値とします。

日本語特別支援教室で指導した
児童・生徒数（累計）

70人
（累計）

300人
（累計）

日本語特別支援教室の利用状況をみます。日本語による会
話等に困難を抱える外国人児童・生徒及びその保護者へ事
業の周知に努め、累計で 300人を目標値とします。

テーマ 31　男女共同参画

68　男女共同参画推進体制の充実

男女共同参画地域推進事業への
参加者数（累計）

145人
（累計）

300人
（累計）

男女共同参画地域推進事業への参加者数をみます。地域に
おける男女共同参画の推進のため、事業の啓発に努め、累
計 300人を目標値とします。

69　男女の人権の尊重と男女共同参画に向けた意識改革

社会全体において、男女が平等
と感じている市民の割合 12.7％ 20％

社会全体において、男女が平等と感じている市民の割合を
みます。男女共同参画に関する啓発事業の実施により、
20％を目標値とします。

男女共同参画に関する啓発事業
の実施回数 13回 20回 男女共同参画に関する啓発事業の実施回数をみます。さま

ざまな機会を通じて啓発に努め、20回を目標値とします。

70　男女共同参画の環境づくり

市の審議会等における女性委員
の割合 38.6% 40%

審議会等における女性委員の割合をみます。市政の政策や
方針決定の場において女性の参画を推進するため、40％を
目標値とします。

各種団体の代表者に占める女性
の割合 29.7% 35%

各種団体の代表者に占める女性の割合をみます。「男女共同
参画パートナーシッププラン（第 2次）後期計画」に基づき、
計画を着実に推進することで、35％を目標値とします。

施策指標 現状値
（2017 年度）

目標値
（2023 年度） 目標値設定の考え方

54　農地・緑地の活用や保全

レクリエーション農園の参加者
数 760人 1,000 人

子ども会・保育園等の子ども達に土に親しんでもらうこと
を目的に、市内農家の協力により毎年実施しているレクリ
エーション農園の参加者数をみます。各団体への周知に努
め、参加者数 1,000 人を目標値とします。

テーマ 25　住宅

55　住宅の改善と確保に向けた支援

三世代ふれあい家族住宅取得支
援事業補助金交付件数（累計）

66件
（累計）

138件
（累計）

子育て中の子世帯と親世帯の同居、近居支援件数をみます。
幅広い世代の定住を促進し、累計で 138件を目標とします。

56　市営住宅の適正な維持管理

住戸のリフォーム戸数
（2019 年度からの累計） ─ 30戸

（累計）

市営住宅の住戸の内装等について、リフォーム戸数の累計
をみます。内装部材等の耐用年数・更新時期、入居者の入
れ替え等を勘案しながら、修繕費用の平準化を図り、計画
的にリフォームを進め、2019 年度からの累計で 30戸を目
標値とします。

テーマ 26　環境保全

57　地球温暖化対策の推進

地球温暖化対策設備等設置費補
助金の補助件数（累計）

380件
（累計）

710件
（累計）

太陽光発電システムなどの二酸化炭素排出量の削減等に資
する設備の設置に対する補助件数をみます。再生可能エネ
ルギーの利用普及を促進し、累計で 710件を目標値としま
す。

58　環境保全活動の充実

公害苦情件数 9件 現状値以下

市内で発生した騒音・振動・悪臭などの苦情処理件数をみ
ます。発生源となりうる関係者に対し、規制基準遵守や発
生防止の啓発に努めることにより、現状値以下を目標値と
します。

さわやか環境の日・クリーンわ
らび市民運動への参加者数 8,358 人 8,500 人

さわやか環境の日・クリーンわらび市民運動への参加者数
をみます。蕨市公衆衛生推進協議会の理事及び評議員と協
力しながら、参加者の増加に努め、8,500 人を目標値とし
ます。

テーマ 27　廃棄物処理

59　循環型社会の構築

市民一人あたりの家庭ごみの排
出量（事業系可燃物を除く） 225kg 210kg 再掲（重点プロジェクトNo.5 に掲載）

60　ごみ処理体制の充実・し尿処理施設の適正な維持管理

最終処分する残さ量 4,142t 4,000t
蕨戸田衛生センターにおいて最終処分される残さ量をみま
す。市民の方々へのさらなる周知等により残さ量の削減を
目指し、4000t を目標値とします。

（6）一人ひとりの心でつなぐ笑顔あふれるまち

施策指標 現状値
（2017 年度）

目標値
（2023 年度） 目標値設定の考え方

テーマ 28　地域コミュニティ・市民活動

61　地域コミュニティへの支援

町会加入率 65.9% 70% 全37町会における加入状況をみます。町会加入促進に努め、
70％を目標値とします。

62　市民活動の活性化

わらびネットワークステーショ
ン登録団体数 248団体 260 団体

わらびネットワークステーションへ登録している市民活動
団体の数をみます。同ステーションを拠点とした情報提供
に努めることで、260団体を目標値とします。
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施策指標 現状値
（2017 年度）

目標値
（2023 年度） 目標値設定の考え方

79　市政情報の適正な提供

市の主な情報発信媒体（広報紙、
ホームページ等）から情報を得
ている市民の割合

（市民意識調査）

85.0%
（2018 年度） 88%

市の主な情報発信媒体（広報紙、ホームページ、ケーブル
テレビ）から情報を得ている人の割合をみます。市民に親
しまれる魅力ある情報発信を推進することで、88％を目標
値とします。

市ホームページアクセス件数 42,227 件 50,000 件

蕨市ホームページの利用状況（サイトに訪れた人数：ユニー
クユーザー数）をみます。より一層見やすく分かりやすい
ホームページを作成することにより、月 50,000 件を目標
値とします。

「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン推進のために

施策指標 現状値
（2017 年度）

目標値
（2023 年度） 目標値設定の考え方

テーマ 32　市民参画・協働

71　市民参画意識の高揚

審議会等での公募委員の割合 20.3％　 20% 以上

法律や条例、要綱などに基づいた審議会等での公募委員の
割合をみます。公募委員の割合を 20％以上と定めた「審議
会等の委員の公募に関する要綱」に基づき、20% 以上を目
標値とします。

パブリック・コメント 1 回あ
たりの意見数 2.8 件 4 件 パブリック・コメントに寄せられる 1 回あたりの意見数を

みます。制度の周知に努めることで、4 件を目標値とします。

72　市民と行政の協働の推進

協働事業提案制度への応募件数
（累計）

26 件
（累計）

50 件
（累計） 再掲（重点プロジェクト No.6 に掲載）

包括連携協定の締結数（累計） 3 件
（累計）

6 件
（累計）

企業等との包括連携協定の締結数をみます。引き続き民間
企業等との連携拡充を図ることにより、6 件を目標値とし
ます。

73　市民参画と協働を進めるための情報共有

市長タウンミーティングの参加
者数 518 人 現状値以上

市民と市長が市政について語り合う市長タウンミーティン
グの参加者数をみます。引き続き、積極的な周知に努め、
現状値以上を目指します。

市民意識調査の回答率 43.1% 45% 市民意識調査の回答率をみます。実施方法の工夫をするこ
とで、回答率 45% を目標値とします。

テーマ 33　職員・組織体制

74　職員力の発揮

職員研修の参加延べ人数 561 人 現状値以上
職員研修のうち、職場外研修である一般研修及び派遣研修
の参加者の延べ人数をみます。研修の充実に努め、現状値
以上を目標値とします。

75　組織力の発揮

職員提案等の応募件数 8 件 12 件
職員提案等推進月間における職員提案等の応募件数をみま
す。業務についての提案や身近な改善事例の応募を促進す
ることで、12 件を目標とします。

76　職員力と組織力による行政サービスの充実

窓口サービスの満足度 83.3% 現状値以上

市役所等の窓口利用者を対象に実施する窓口サービスアン
ケートにおける「満足」、「やや満足」の回答の割合をみます。
引き続き職員の接遇意識の向上に努め、現状値以上を目標
値とします。

テーマ 34　行財政運営

77　行財政改革の更なる推進

次期行政改革プランの推進項目
達成率 － 80%

次期行政改革プラン推進項目の達成状況をみます。次期プ
ランの 4 年目にあたる 2023 年度については、80％を目標
値とします。

次期情報化総合推進計画アクシ
ョンプランの実施項目の達成率 － 80%

次期情報化総合推進計画アクションプランの達成状況をみ
ます。次期プランの 4 年目にあたる 2023 年度については
80％を目標値とします。

78　財政の健全化

市税の収納率
（現年課税分 + 滞納繰越分）
※国民健康保険税除く

94.6% 96.0%
市民税や固定資産税、軽自動車税等の市税の収納率をみま
す。現年課税分を中心とした滞納整理を行い、毎年度 0.3％
の収納率向上を目指し、目標値を 96.0％とします。

市の標準財政規模に対する蕨市
土地開発公社借入残高の割合 25.0% 10％未満

市の標準財政規模に対する蕨市土地開発公社借入残高の割
合をみます。計画的に蕨市土地開発公社からの買戻しを進
めることにより、2011 年度標準財政規模の 10％を目標値
とします。

第3部
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居宅介護支援事業所 在宅の要援護者が適切に介護サービスを利用できるよう、ケアマネジャーが在籍し、
要介護認定の申請やケアプラン作成を支援する。

緊急サポート事業
蕨市が、緊急サポートセンター埼玉（NPO 法人病児保育を作る会）に委託している、
風邪や発熱などの病児の預かりや宿泊を伴う預かり、その他緊急を伴う預かりなど
を行う保育事業のこと。

グループホーム

病気や障害などで一般的な生活が困難な人たちが、専門スタッフの支援によって、
ともに暮らす小規模の共同住宅のこと。主に身辺自立が可能な状態にある高齢者や
障害者が、プライバシーに配慮した個室での住居に少人数で住み、24 時間の専門的
な援助体制のもとで、家庭的で落ち着いた雰囲気のなかで生活を送ることを目的と
した施設になっている。

グローバル化 企業活動や文化活動などが、国や地域の枠組みを越えて広がり、他の地域とも緊密
なつながりを持つようになること。

ケアマネジメント 医療や福祉などのサービスと、それを必要とする人のニーズをつなぐこと。

経営戦略

元来は、企業の経営目的を達成するための包括的な手段として、企業の外部及び内
部の環境変化に適応していくための決定指針を指すが、現在では自治体などあらゆ
る組織の経営において重要とされている。また、特に水道事業の文脈では、地方公
営企業が将来にわたって安定的に事業を継続するための中長期的計画として、2014
年に総務省から策定要請のあった「経営戦略」を指す。

ゲートキーパー
地域や職場、教育、その他様々な分野において、身近な人の自殺のサインに気づき、
その人の話を受け止め、必要に応じて専門相談機関につなぐなどの役割が期待され
る人。

権限移譲
国や都道府県の権限に属する事務の一部を、市町村が処理することができるように
すること。地域住民の意向を反映した主体的な意思決定や地域の特性を活かした行
政活動が可能となる。

健康アップステーション 蕨市が開設している市民の健康づくりの拠点。ウォ―キングイベントなどの情報提
供のほか、血圧測定など、簡易な健康サポートを行う。

公債費 自治体が資金調達のために借り入れた地方債の元金償還や利子の支払いに要する経
費のこと。

高度情報化

世界中の人が情報通信ネットワークを利用し、音声や文字、画像など多様で大量の
情報を相互に交換することにより、企業や専門業者だけでなく、政府、教育機関、
一般市民が、ビジネス、医療、教育、福祉、娯楽など、さまざまな分野の活動を電
子ネットワーク上で行うことが可能になること。

合流式下水道

汚水と雨水を同一の管渠で排除する下水道のこと。最近では、汚水と雨水を分けて
排除する分流式が採用されている。合流式は、汚水と雨水の合計が一定量を超えると、
未処理の汚水が含まれた雨水が河川へ直接流れるため、公共用水域の水質保全が課
題となっている。

交流人口
通勤・通学や買い物、観光やスポーツなど、多様な目的でその地域を訪れた人の数。
少子高齢化が進み、定住人口の増加を目標にするのが困難になりつつあるなか、交
流人口の増加を地域の活力向上につなげる取り組みが広がっている。

コーホート要因法 同年または同期間に出生した人の数が、自然増減（出生・死亡）や社会増減（転入・
転出）などの結果、どのように変化するかを推計する人口推計法のこと。

コミュニティ・センター
市民と行政が一体となり、蕨市民憲章に掲げる理想のまちの実現に努めることを目
的に、中央、塚越、南町、錦町及び北町に、コミュニティ（近隣社会）の形成を図
るため、コミュニティの拠点として、蕨市が設置している施設。

コミュニティ・ショッピング
道路

自動車の通行を主たる目的とせず、歩行者の安全性や快適性を考慮した道路整備手
法の一つで、蕨市においては、蕨駅東口に整備。歩行者の安全を優先し、舗装材や
色彩などで、車両と歩行者の通行区分を明確にするとともに、車両の通行部分を従
来よりも狭く、スラローム状にデザインすることで、車両の速度抑制を図っている。

コンパクト・エコ・コミュニ
ティ『わらび』

第 2 次蕨市環境基本計画において、本市が掲げる環境像のこと。市の長所である親
密なコミュニティなどを活かしながら、協働によるエコライフの浸透と、自然と共
生する環境負荷の少ないコンパクトな都市づくりを目指している。

さ行

再生可能エネルギー 太陽光や太陽熱、水力・風力・バイオマス・地熱など、一度利用しても比較的短期
間に再生可能であり、資源が枯渇しないエネルギーのこと。

 5 用語解説
本冊子中「＊」印を付した用語の解説

あ行

ICT
情報（information）や通信（communication）に関する技術の総称。従来用いら
れてきた「IT」とほぼ同様の意味だが、情報通信におけるコミュニケーションの重
要性をより明確にしている点が特徴。

アセットマネジメント

資産管理のこと。広義には、株式や債権、投資用不動産、その他金融資産の効率的
な運用を意味するが、施設管理の文脈では特に、計画的に施設の整備や維持・管理
を行うことで寿命を延ばしたり、利活用や統廃合などで無駄をなくし保有総量を小
さくしたりすることを指す。

一次医療
プライマリ・ケアともいわれ、通常みられる病気や外傷などの治療のみでなく、疾
病予防や健康管理など、地域に密着した保健・医療・福祉にいたる包括的な医療を
指す。主に、地域の診療所や病院がその役割を担っている。

一般介護予防事業

2014 年度の介護保険制度の見直しにより始まった、各市町村による「介護予防・日
常生活支援総合事業」のうち、65 歳以上の全高齢者を対象としたもので、介護予防
教室などがある。「介護予防・日常生活支援総合事業」にはほかに、要支援者等を対
象とした「介護予防・生活支援サービス事業」がある。

か行

外郭団体
国（各省庁）、地方公共団体（都道府県、市町村）など、母体または中核となる団体
の周辺に位置して、その機能を補強・補完し、実質的に一体となって一定の役割を
果たす関係団体組織をいう。

介護予防・生活支援サービス
事業

各市町村による「介護予防・日常生活支援総合事業」のうち、要支援 1、2 の認定者
と市町村がチェックリストで同等に生活機能が低下していると判断した人が対象の
事業。掃除・洗濯や運動・レクリエーションの送迎などがあり、NPO 法人やボランティ
ア、民間企業などがサービスの担い手になることもできる。

仮想事故体験「スケアード・
ストレイト教育」

恐怖を実感することで、それにつながる危険行為を未然に防ぐ教育手法。蕨市では、
2013 年度から、市内中学校において、スタントマンが事故を再現してみせる交通安
全教育を行っている。

学校応援団 学校における学習活動、安全確保、環境整備などについて、ボランティアとして協
力や支援を行う保護者・地域住民による活動組織のこと。

学校図書館教育支援員 蕨市が子どもの読書活動を支援するために、2 校に 1 人配置している司書資格を有
する職員のこと。

学校評議員制度 保護者や地域の人々の意見を幅広く聞くために設けられた制度。評議員の人数や任
期などについては校長が決め、保護者や地域住民などの中から校長が委嘱する。

カリキュラムマネジメント
学習指導要領等を受け止めつつ、子どもたちの姿や地域の実情等を踏まえて、各学
校が設定する教育目標を実現するために、学習指導要領等に基づき教育課程を編成
し、それを実施・評価し改善していくこと。

基幹管路
上水道において、水源である深井戸から浄水場まで、地下水を送るための導水管と、
配水池から上水道の利用者へ水を配るための配水管の中で、給水管の取り出しがな
い配水本管のこと。

教育センター

保護者や児童・生徒、教職員に対する教育相談やスクールソーシャルワーカーによ
る環境改善のための支援をはじめ、児童・生徒の適応指導や、日本語による会話な
どに困難を抱える外国人児童・生徒に対する初歩的な日本語指導を行っている。また、
教職員の資質・指導力向上のための様々な研修を行うとともに、学校における対応
事案、配慮事案に対する支援を行っている。

行政評価

行政の活動を何らかの統一的な視点や手段によって客観的に評価し、その評価結果
を行政運営に反映させること。その対象に応じて「政策評価」「施策評価」「事務事
業評価」に分類され、予算や人員などの配分、施策・事業の選択、優先度づけなど
の判断を行う上で必要となる情報を収集し、分析を行う。

55 用語解説 用語解説
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た行

第一次救急医療 重症度に応じた 3 段階別の救急医療体制の一つで、主に入院治療の必要がなく、外
来で対処しうる帰宅可能な軽傷患者に対応する救急医療を指す。

待機児童
保育所への入所申請がなされており入所条件を満たしているにもかかわらず、保育
所に入所できない状態にある児童のこと。（ただし家庭保育室を利用している場合な
どを除く）

第二次救急医療
重症度に応じた 3 段階別の救急医療体制の一つで、入院治療や手術を必要とする重
症患者に対応する救急医療を指す。このほか、第三次救急医療は、二次救急までで
は対応できない一刻を争う重篤な救急患者に対応する救急医療を指す。

地域包括ケアシステム
地域の中で、保健サービス（健康づくり）、医療サービス及び在宅ケア、リハビリテー
ションなどの介護を含む福祉サービスを、保健・医療・介護・福祉の関係者が連携・
協力して、地域住民のニーズに応じて一体的・体系的に提供する仕組み。

地域密着型サービス

高齢者が要介護や要支援状態になっても、住み慣れた環境・地域で、きめ細かく配
慮されたサービスの提供を受けることができるよう創設された。市町村が指定した
事業者がサービスを提供し、原則として事業所や施設が所在する市町村の住民が利
用するサービス。

地域力

蕨市においては、市民と行政という地域の構成主体が、「そこに暮らす人々が生き生
きと活動する」、「企業も市民として積極的に社会性の高い活動に取り組む」、「行政
はそれらを明確に支える」という状態になることで生み出される“地域の問題解決
能力”を指す。

地区計画制度
ドイツなどを参考に、1980 年の都市計画法及び建築基準法の改正により創設された
制度であり、住民の合意に基づいて、それぞれの地区の特性にふさわしいまちづく
りを誘導するための計画を策定し、建築物の用途や形態などを制限する制度のこと。

中心市街地 都市の中心となる市街地であって、商業施設や都市機能などが相当程度集積してお
り、まちの中心としての役割を果たしている市街地のこと。

超高齢社会
65 歳以上の高齢者の占める割合が総人口の 21％を超えた社会のこと。なお、65 歳
以上の高齢者の占める割合が総人口の 7％を超えた社会は「高齢化社会」、14％を超
えた社会は「高齢社会」と呼ばれる。

定住人口 その地域に住んでいる人（居住者）の数。

テーマ型コミュニティ

特定の地域問題の解決や前進に向け、一定の分野に特化した活動を行うコミュニティ
のことで、NPO 法人や市民団体など、多様な形をとる。従来は、自治会や町内会といっ
た組織化された「地縁型コミュニティ」を核として、地域住民の福祉・環境・防犯・
防災など生活全般に関わる互助システムが展開されてきたが、特に高度経済成長期
以降、居住地以外の職場に通勤するサラリーマンが増加するなど、生活スタイルの
変化に伴って、既存のコミュニティには加入しない住民も増えてきた。こうしたなか、
まちづくりや環境、人権など、多様な分野における自発的な市民団体が各地で結成
され、地域活性化の柱として注目されている。

同和問題 日本社会の歴史的過程で形づくられた身分差別に由来するもので、今なお、日常生
活の上でいろいろな差別を受けるなど、我が国固有の人権問題のこと。

特殊災害 自然災害以外の化学物質関連の事故などを指し、核（nuclear）、生物（biological）、
化学物質（chemical）の頭文字から「NBC 災害」と呼ばれることもある。

特殊詐欺

「オレオレ詐欺」「還付金詐欺」「架空請求詐欺」「融資保証金詐欺」といった「振り
込め詐欺」のほか、「金融商品等取引」名目の詐欺、「ギャンブル必勝法情報提供」
名目の詐欺、「異性との交際あっせん」名目の詐欺など「振り込め類似詐欺」などを
総称したもの。

特別支援教育

従来の特殊教育の対象の障害だけでなく、LD（学習障害）、ADHD（注意欠陥多動
性障害）、高機能自閉症を含めて障害のある児童生徒の自立や社会参加に向け、一人
ひとりの教育的ニーズを把握して、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改
善または克服するために、適切な教育や指導を通じて必要な支援を行う教育のこと。

都市インフラ 道路・橋りょう、鉄道路線・鉄道駅、バス路線、上・下水道、電気、ガス、電話など、
生活を支えるために整備された公共公益的な施設のこと。

土地開発公社

「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき設立される特別法人。地域の秩序ある
整備を図るため必要な公有地となるべき土地を地方公共団体等に代わって先行取得
することを主な業務とする。蕨市においては、土地開発公社が過去に先行取得した
土地に伴う借金が、市財政において大きな課題となっている。

残さ ある操作で処理をした場合に、その処理による目的に適合しなかった部分をいう。
ここでは、ごみを焼却した際に残る灰のこと。

J-ALERT（全国瞬時警報シ
ステム）

人工衛星と市町村の防災行政無線を利用して緊急情報を伝えるシステムのこと。津
波警報や緊急地震速報、弾道ミサイル発射情報など対処に時間的余裕のない事態に
関する緊急情報を速やかに知らせることを目的とする。

持続可能な開発目標（SDGs）

2015 年の国連サミットが採択した 2030 年までの国際的な達成目標。「持続可能な
開発目標」を意味する「Sustainable Development Goals」を略して SDGs と呼ぶ。

「貧困を終わらせる」「全ての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する」といっ
た 17 の目標からなる。

指定管理者制度
地方自治体が所管する公の施設について、管理・運営を民間事業者等へ委任するこ
とができる制度。民間事業者等が有するノウハウを活用することにより、住民サー
ビスの質の向上、競争原理による経費削減が見込める。

シティプロモーション

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るなか、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、移住・定住の促進やシビックプライドの醸成などにつな
げていくことを指す。

シビックプライド 都市に対する市民の誇りや愛着のこと。自分自身が関わって地域を良くしていこう
とする、当事者意識に基づく自負心を意味することが多い。

重要施設配水管路
震災時の給水が特に必要となる基幹病院や災害時における避難所、応急給水拠点な
どの重要給水施設に供給する管路のこと。水道システム全体の耐震性を効率的・効
果的に高めるという観点から優先的な耐震化が図られている。

循環型社会 環境への負荷を減らすため、自然界から採取する資源をできるだけ少なくし、有効
に使うことで廃棄するものを最小限に抑える社会のこと。

ショートステイ 要介護者が施設に短期間入所し、日常生活の世話や機能訓練などを受けることがで
きる介護サービスのこと。

将来負担比率 地方公共団体の借入金（地方債）など現在抱えている負債の大きさを、その地方公
共団体の財政規模に対する割合で表したもの。

人権擁護委員 人権擁護委員法に基づいて、人権相談を受けたり、人権の考えを広める活動をして
いる民間ボランティアのこと。

3R（リデュース・リユース・
リサイクル）

環境保全に向けた Reduce（リデュース：廃棄物の排出抑制）、Reuse（リユース：
製品などの再使用）、Recycle（リサイクル：資源としての再生利用）の略称。

生活困窮者自立支援制度

2015 年 4 月から始まった制度。「経済的に苦しい」、「生活に困っている」など、心
配ごとや悩みごとについて、専門の支援員が相談に応じる。支援員は、一人ひとり
の状況に合わせた支援プランを作成し、相談者に寄り添いながら、他の専門機関と
連携して、解決に向けた支援を行う。

生活支援コーディネーター 高齢者らの在宅生活を支える調整役で、各市町村への配置が義務付けられている。「地
域支え合い推進員」とも呼ばれる。

生産緑地 良好な都市環境の形成に役立ち、農業の継続が可能であることなどを条件に、都市
計画により生産緑地地区として定められた農地等。税制の優遇処置が受けられる。

性的少数者

多様な性の在り方を示す総称の一つ。レズビアン（女性同性愛者）、ゲイ（男性同性
愛者）、バイセクシュアル（両性愛者）、トランスジェンダー（体の性と認識する性
が一致しないと感じている人ら）などがあり、頭文字を取って「ＬＧＢＴ」と表記
されることもある。他に、Ｘ（エックス）ジェンダー（自分の性を男女のいずれと
も認識していない人ら）などがある。

成年後見制度
認知症高齢者、知的障害者・精神障害者など、判断能力が十分でない人々が自分に
不利な契約を結ばないように、選任された者が本人の不十分な判断能力を補い保護
する制度。

セーフティネット
元々はサーカスの綱渡りや空中ブランコのときに張られた安全ネットのこと。転じ
て、福祉、防犯、防災、雇用など、幅広い分野において、人々の生活を守るための
仕組みをいう。

石綿セメント管 軽量で加工性がよく、安価であったため用いられていた配水管。強度及び耐震性が
低いという欠点があるため、現在では製造されていない。

セクシュアル・ハラスメント 性的な嫌がらせのこと。相手の意志に反する性的な言動によって、相手に不利益を
与えたり、相手が不快に感じる行為を行うことを指す。
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PET 検診
がんを検査する方法の一つ。「PET」とは「陽電子放射断層撮影」を意味し、検査薬
を点滴で投与して全身のがん細胞に目印をつけ、専用の装置で撮影することで、 従来
よりも小さな早期がん細胞まで発見することができる。

保育・子育てコンシェルジュ 蕨市が配置する保育・子育てに関する専門知識を持った職員で、保育施設や子育て
支援事業についてきめ細かな相談及び情報提供を行っている。

ま行

マイナンバー制度（社会保障・
税番号制度）

行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現のための社会基盤の
ことで、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、
複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用
される。

ら行

リサイクルフラワーセンター
蕨市・戸田市・蕨戸田衛生センター組合が共同で設置・運営している施設。市民自
らが分別して、家庭で一定の段階まで堆肥化を進めた生ごみを再生資源として肥料
に変え、花苗を生産している。

留守家庭児童指導室
保護者等が就労、出産、病気・障害、看護・介護、災害、求職、就学等に関する理
由により、放課後に保育ができないと認められる際に、蕨市内に住所を有する小学
生を対象として、遊びや生活の支援などを行う施設。

ロケーションサービス 映画やドラマなどの撮影をスムーズに進めるため、ロケ地に関するさまざまな情報
の提供や公共施設の使用などを支援するサービスのこと。

わ行

ワーキングホリデー
2 つの国・地域間の取り決めなどに基づいて、青少年が異なる文化を理解し、広い国
際的な視野を養うために、一定期間の休暇とその間の滞在費を補うための就労を認
める査証及び出入国管理上の特別な制度のこと。

ワーク・ライフ・バランス

仕事と生活の調和を指す。国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、
仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高
年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会を目指す
こと。

わらび子ども宣言
2009 年 7 月、蕨市市制施行 50 周年記念にあたり、蕨市の子どもたちが豊かな心を
育み、社会に誇れる人格を形成することを願い、未来ある蕨市の子ども像の実現に
向けた、青少年健全育成の指針として制定した。

WSS 「蕨サポーティングステューデンツ」の略。市内の中学校の生徒で構成され、地域の
防災演習などに参画する。

蕨市アウトメディア宣言
アウトメディアとは電子メディアに接触する時間をコントロールし、メディア漬け
の生活を見直すことを指す。蕨市は、2011 年にアウトメディア宣言を行い、その取
り組みを推進する活動を進めている。

蕨市協働事業提案制度
町会や NPO、ボランティア団体、企業といった市民活動を行う団体から、その専門
性や柔軟性を生かした事業を提案していただき、蕨市との協働で地域課題の解決を
図ろうとするもの。

わらび市民活動人材ネットつ
ながるバンク

NPO 法人わらび市民ネットと蕨市が協働で運営するシステム。「資格や知識、技術
などを社会に役立てたい」と 思う人の登録と、それを必要としている人への紹介を
行う。

ドメスティック・バイオレン
ス（DV）

配偶者や恋人など親密な関係にある者（過去にそうであった者を含む）からの暴力
のこと。身体的暴力のみならず、心身に有害な影響を及ぼす言動などの精神的暴力、
性的・経済的な暴力も含む。

な行

内水ハザードマップ

大雨による内水被害が予想される区域についての浸水に関する情報や避難に関する
情報を記載した地図。洪水等による浸水よりも発生頻度の高い内水による浸水に対
し、平常時から住民・行政間で情報を共有し、自助・共助意識、防災意識の向上を
図ることが狙い。

中仙道蕨宿まちなみ協定

中仙道まちづくり協議会の区域の住民が、自主的に定め、運営するまちづくりのた
めのルール。中山道沿道蕨宿地域において、建築物等の整備に関する事項等を定め、
当該地域の歴史文化軸にふさわしい街並みとして、維持向上することを目的として
いる。

認知症ケアパス（蕨市認知症
安心ガイドブック）

認知症になっても住み慣れた地域で安心した生活を続けられるよう、蕨市が作成。
認知症の状態に応じて、家族に行ってほしいこと、認知症高齢者を支援する体制な
どを解説している。

認知症サポーター
認知症について正しく理解し、認知症の人やその家族を温かく見守り、支援する応
援者のことを指す。認知症サポーターになるには、キャラバンメイト（認知症サポー
ター養成講座講師）による講義を受けることが必要。

認知症地域支援推進員 認知症になっても住み慣れた環境で生活できる地域づくりに向けて、各市町村が配
置。認知症の人や家族の相談支援や関係機関とのネットワークづくりなどを担う。

ノーマライゼーション 障害のある人も障害のない人も、ともに一般社会で普通の生活が送れるよう、社会
の一員として平等の権利を享受できるようにしようという考え方のこと。

は行

配偶者暴力相談支援センター 配偶者等からの暴力を防止し、被害者の自立及び保護を行うため、配偶者からの暴
力の防止及び被害者の保護等に関する法律第 3 条第 2 項の項目に基づく事業。

ハザードマップ
洪水や土砂災害、地震や津波、火山の噴火など、自然災害による被害を予測し、そ
の被害範囲を地図化したもの。被害の拡大範囲や避難場所などを示すことで、適切
な避難につなげてもらうことが狙い。

花いっぱい運動
蕨市においては、リサイクルフラワーセンターで家庭から出た生ごみを堆肥化して
栽培した花苗を活用し、公園等の自主管理団体と連携して市内に花を増やすことで、
住民同士の交流と安らぎの空間を広げる運動のこと。

パブリック・コメント 行政機関が実施する政策に関し、国民や住民から意見や情報を募集する手続きのこ
と。

ハラスメント
さまざまな場面における嫌がらせやいじめのこと。他者に対する発言や行動等が本
人の意図には関係なく、相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、不利益を与え
たり、脅威を与えることを指す。

BCP（業務継続計画） 緊急事態が発生しても業務が継続できるよう、官公庁や企業が定める計画のこと。

ファシリティマネジメント
所有する土地・建物・設備などを経営にとって最適な状態で運営し、維持するため
の総合的な管理手法のこと。近年、この手法により公共施設の管理・運営にあたろ
うという地方自治体が増えている。

ファミリー・サポート・
センター事業

「子育ての援助を受けたい人」と「子育ての援助を行いたい人」が会員になって、お
互いの理解と協力のもとに、地域のなかで育児のボランティア活動を有料で行う会
員組織。センターでは安心して子どもを預けたり、預かることができるように会員
相互間のコーディネートを行う。

双子織

江戸時代の末、塚越の高橋新五郎が英国製綿糸を入手し織り出した「二タ子」と明
治 20 年代後半に改良して開発された「双子織」を指す。昭和に入り、手織りから力
織機への転換により衰退し、幻の織物になっていたが、近年、できる限りの再現を
目指して、機械織ではあるが「新織蕨双子」として復興した。

分流式下水道

汚水と雨水を分けて排除する下水道のこと。かつて主流であった汚水と雨水を同一
の管渠で排除する合流式下水道とは異なり、雨水は直接河川等へ放流され、汚水の
みが処理場へ集められて処理される。最近では分流式下水道の整備が進められてい
る。




