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第三次和光市総合振興計画審議会 第１回会議録 

開催日 平成１７年７月２１日（木）午後２時～４時４５分 
開催場所 市庁舎６階 ６０２会議室 
次第 １ 委員の委嘱 

２ 市長あいさつ 
３ 委員・事務局の紹介 
４ 会長、副会長の選出・就任あいさつ 
５ 諮問 
６ 計画の策定にあたって 
７ 今後の進め方について 
８ 後期基本計画（案）の説明 

出席者 佐伯勝会長（５号委員）、森田圭子副会長（３号委員）、 
３号委員（市内公共的団体等の役員）久保田砂苗、関正視、鳥居靖雄、浪間貞、

布施忠良、山田実、 
４号委員（知識経験を有する者）内山秀治、大河内眞、川崎みち子、鈴木俊治、

高橋進、武田早苗、 
５号委員（公募による市民）岡野誠、金井伸夫、並木修二、深野正美、待鳥美

光、吉原百合子 
（欠席：０名） 

傍聴者 １名 
配布資料 １ 諮問書（写） 

２ 第三次和光市総合振興計画審議会委員名簿 
３ 和光市総合振興計画審議会条例 
４ 計画の策定にあたって 
５ スケジュール（案） 
６ 後期基本計画（案） 
７ 第三次和光市総合振興計画・前期基本計画 
８ 平成１６年度市民意識調査報告書 
９ 市民ワークショップからの提言 

 

開会 

 

１ 委員の嘱託 

 市長より各委員に委嘱が行われた。 
 
２ 市長あいさつ 

 審議会の開催にあたって、市長よりあいさつを行った。 
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市長 
 あらためまして、みなさんこんにちは。大変暑い中、またお忙しい中集まりいただきましてありがと

うございます。第三次和光市総合振興計画審議会の委員をお引き受けいただきまして、ありがとうござ

いました。従来ですと、後期の基本計画の策定については審議会を設置していませんでしたが、市民参

加条例にのっとり今回は設置させていただきました。本日皆さんに提案させていただく案は、昨年から

市民意識調査、そしてワークショップ、庁内の検討を経まして作成いたしました。本日から１１月まで

という短い期間での審議をお願いするわけですが、ぜひ活発に審議いただければと思います。本日諮問

させていただき、いただきました答申については十分尊重させていただきたいと思います。あわせまし

て、この計画を作ることではなく、実行することが意味あることであり、進行管理についても市民の皆

さんにも参加いただく方法を作っていきたいと思っています。その方法については、今後検討していき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 
 
３ 委員・事務局の紹介 

事務局 
それでは、会長が決まるまで、事務局で進行をさせていただきたいと思います。はじめに、自己紹介

をお願いしたいと思います。今回名簿を配布させていただいておりますが、個人情報の関係がありまし

て、所属や役職などについては入れていません。何号委員であるかとお名前だけを入れています。この

後会長を選ぶといったこともありますので、できれば各委員から仕事や活動内容についても自己紹介い

ただければと思います。はじめに久保田委員からお願いいたします。 
 
久保田委員 
久保田砂苗と言います。大和小学校で PTA 会長を務めさせていただいています。今年の４月からで

すので、まだ３ヶ月ほどですが、学校、家庭、地域の架け橋となるよう、子どもたちが少しでも健やか

に育つことができるようお手伝いさせていただくということで、ただいま活動しております。 
 
関委員 
こんにちは。所属は和光市の精神障害者の家族会を代表しております関正視と申します。あわせて近

隣４市の精神障害者の家族会の連合の会長、また和光市の今年の３月に障害者計画が策定されましたが、

そちらの方のチャレンジド団体連絡会の会長もやらせていただいています。すでにチャレンジド団体に

ついては、市長のお話にもありましたが、実現することを念頭に取り組んでいます。今回もいろいろと

提案させていただきたいと思います。 
 
鳥井委員 

和光農業の理事をさせていただいております鳥居と申します。農業問題についてみなさんと意見を交

わせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
 
浪間委員 

自治会連合会から来ました浪間と申します。すでに皆さんご存知のとおり自治会の仕事は隅から隅ま

で行き届いていますので皆さんご理解いただいているかと思います。後期基本計画についてもこの立場

から意見等述べさせていただきます。 
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布施委員 

サンアゼリアの運営委員をさせていただいています。また、個人的には男声合唱団を毎週金曜日に行

っておりまして、皆さんの生涯学習のお手伝いをしております。また、郵便局の前でレストランのマネ

ージャもさせていただいております。本職としては音楽をさせていただいております。 
 
森田委員 

特定非営利活動法人和光子育てネットワークの代表をさせていただいております森田です。2000 年

から子どもとか子育てについてみんなでささえあっていこうと、転出入が多い地域ですので、そういっ

たことを考えて立ち上がった団体です。活動を続けていくにつれて、子育てをキーにまちをつくってい

こうと考えるようになっています。昨年度は次世代育成支援行動計画の策定に携わりました。 
 
山田委員 

和光市子ども防犯ネットの代表をしています山田です。その他にも子ども関係、育成関係、仕事、ボ

ランティアを行っています。そういう活動を中心にこの計画に関わっていきたいと思います。 
 
内山委員 

本田技研工業の和光ビルの総務の内山と申します。いつもお世話になっています。昨年の７月から和

光ビルということで竣工しまして現在 3,000 名の社員が働いています。何か本田技研としてできること

があれば、ということで政策課から依頼がありまして委員をさせていただきます。 
 
大河内委員 
理化学研究所の総務部長の大河内です。今回は 4 号委員ということで、理研は和光のキャンパスだけ

で 2,000 人近くほどいまして、いつも市民のみなさんと方々とできる限りオープンにさせていただいて

おります。今回総合振興計画審議会ということですが、やはり前回の審議会の時に私どもから委員に入

っておりまして、後期基本計画ということで今回は私が入らせていただきました。考えますと、私ずっ

と理研におりまして、自分の住んでいる川越よりも和光市にいるほうがずっと長いと思いますので、市

民の皆さんの立場で提案ができればと考えています。 
 
川崎委員 

3 号委員で参加させていただきますが、子どもたちにかかわっているということで、和光市心の教育

委員会の委員長をさせていただいています。皆さんのお目にも触れているかと思いますが、「あいさつ

でまちにひろがる心の輪」ということを横断幕で掲げさせていただいております。皆さんのご協力をい

ただきながら活動させていただいております。また民生児童委員もさせていただいております。 
 
鈴木委員 

こんにちは。私はハーツ環境デザインという都市計画あるいは建築関係の設計コンサルタント事務所

の代表をしております。事務所は東京都内にございます。それから若干大学の非常勤講師として都市計

画関係を教えております。 
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高橋委員 
前の方々はものすごい経歴のかたがたですけれども、私は９年前に自衛隊を定年退職いたしまして、

交通安全協会の仕事をしています。素人な面が多いので、勉強しながら、皆さんの足手まといにならな

いようにがんばりたいと思います。 
 
武田委員 

今回医療の面からということで、来させていただきました。国立病院機構埼玉病院の副看護部長をさ

せていただいています。私も大変未熟者で恐縮しておりますが、この場で何か貢献できればと思ってい

ます。 
 
岡野委員 
公募で申し込みました岡野と申します。埼玉県で会社役員をしていますが、たいしたことはしていま

せん。私は仕事が嫌いで、こういった市民活動のほうが好きで行っています。これまで和光市市民参加

条例の和光市民会議の委員を歴任、それと最近では男女共同参画協議会のほうで和光市男女共同参画市

民参加条例の設立にも参加させていただきました。手身近にお話しますが、根性という点で野木市長の

世代に比べますと、ますます若い世代では下がってくると思うので本当に仕事をして税金を納めること

がいかに大変かと思います。これからの若い世代のことも考えますと間違いなく税収は減ると思います。

そのことを考えますと、和光市の公債、市民の借金が 219 億円ありまして、これを返済できるのか悲観

的に思っています。この公債をいかに返済するかがこの新たな計画につながると思っていますので、特

にこの角度から意識して、皆さんのお知恵を参考にしながら、ご助力したいと思っています。 
 
金井委員 

私も公募委員です。私は５年ほど前に会社を早期退職しまして、社会保険労務士の資格をとって開業

しました。和光市の市民参加条例もありますし、市民参加という視点を市長も強調していると思うので、

市民の立場で何か市政に役に立つことがあると思い、市民活動を始めました。一応中央公民館の援助団

体の許可を取りましてまちづくりを進める会を小規模ながら始めました。こういった機会をとおして、

役に立つようなことをやっていきたいと考えています。 
 
佐伯委員 

和光市が少しでもよくなってほしいと願い続けています、公募委員の佐伯です。 
 
並木委員 

私が今回公募した最大の理由のひとつは、この第三次和光市振興計画の委員をやっておりまして、は

っきりいって痛恨の極みという形になってしまいましたので、何とか後期だけでもよりよいものにした

いと思ったからです。それからもうひとつは市長がマニフェストでもうたっているように、市民が評価

することが予定されていますが、評価に耐えうる計画にするために参加しました。 
 
深野委員 

公募委員の深野です。まったくの素人ですが、ただひとつ 23 年間障害者を育ててきたということで、

障害に関わる部分だけしかわからないと思いますが、その部分だけでもぜひ意見を言っていきたいと思
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っています。 
 
待鳥委員 

公募委員の待鳥です。普段は市内で子どもの防犯、非行防止、それから世代間交流ということで活動

させていただいています。この応募のきっかけは、ワークショップにも参加しまして、子どもという視

点で参加していきたいと思いました。 
 
吉原委員 

私は CI ハイツができてからちょうど 20 年住んでおりますが、ちょうど和光が大きく変わって、これ

からますます変わっていく中でもっとよくなってほしいということに興味をもって応募しました。和光

市に関しては、サンアゼリアの運営委員など文化活動を中心に行っています。 
 
事務局 
ありがとうございました。委員の皆さんには、審議会に対する想いも含めて自己紹介していただきま

した。続けまして事務局の紹介をさせていただきます。 
 

続いて事務局の紹介を行った。 
 
４ 会長、副会長の選出・就任あいさつ 

事務局 
それでは続けまして、会長の選出に入りたいと思います。会長については審議会条例にて委員の互選

で決めていただくということになっています。会長の役割としては、会議そのものの進行とともに、審

議会全体の取りまとめもお願いしたいと思っていますので、委員の皆さんの総意で決めていただきたい

と思います。 
 
並木委員 
今日初めて名簿を配られてこれで、互選で選ぶというのは無理ではないでしょうか。希望者を募る、

やりたい人を募るほうがよいのではないでしょうか。 
 
事務局 
今並木委員から希望者ということでご意見がありました。先ほど自己紹介の中で、皆さんにわかって

いただくために、普通の自己紹介よりはつっこんで想いや活動について話していただきました。皆さん

のご了解があれば、立候補でも、推薦でも事務局としてはよいと思っています。いろいろな方法がある

と思いますが、立候補にしろ、推薦にしろ皆さんで方法も決めていただければと思います。知らないな

りに活動を通して適任と思う方もいるかと思うので推薦も可能かと思っています。 
 
並木委員 

事務局の意見として推薦を勧めるのはおかしいと思います。 
 
事務局 
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事務局としての意見として言ったのではなく、ひとつの方法として紹介しただけと考えていただきた

いと思います。 
 
高橋委員 
こういった審議は今に始まったことではないのでしょうから、5 年前の前回から引き継がれている方

はいらっしゃるのなら、その方を中心に進めたほうがよいかと思いますがいかがでしょうか。 
 
佐伯委員 

５年前にも少し参加しましたし、立候補させていただきたいと思います。 
 
事務局 
一応前回の時の委員としては現在の基本計画に名簿は載っています。メンバーはかなり変わっていま

すので、直接審議会にいましたのは、今回の委員では並木委員がおります。審議会以外で関わった方と

しては、佐伯委員などもそうです。 
 
川崎委員 

いろいろな委員会で活躍をなさっていて、子どもたちのことでもご尽力いただいて、整然と意見をい

ただいております自治会から出ております浪間委員はいかがでしょうか。 
 
岡野委員 

推薦が出ていますけど、希望者がいない場合に推薦するということが常識ではないですか。 
 
事務局 
現在、立候補も推薦もありましたが、その優先順位はいかがいたしましょうか。立候補を優先すべき

だとの意見も出ていますが、他の委員の方はいかがでしょうか。 
 
山田委員 

先ほど始めてこの場で顔をあわせて、選ぶのは難しいとおっしゃいましたが、私はこれまでの活動を

通して浪間さんを知っていますので、立候補、推薦に関わらず浪間さんがよいかと思います。 
 
並木委員 

佐伯さんは何を考えているのか、浪間さんが何を考えているのか、聞かないとわからないのではない

でしょうか。 
 
事務局 
立候補するにあたって佐伯委員は色々と考えてきたかもしれませんが、浪間さんはある意味唐突かと

思いますので、考えをいきなり述べるのは難しいかと思います。 
 
並木委員 

推薦を受けた浪間さんがどう考えておられるのか聞いたらどうでしょうか。 
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浪間委員 
後期基本計画は大事な計画でありますので、佐伯委員は前回も関わっておられますし、私は、推薦を

受けましたのは大変光栄ですが、会長というのは考えていませんでした。よりよい和光市となるには、

立候補がおられるようであれば、その方にお願いするのがいいかと思います。 
 
事務局 
他に立候補される方はいらっしゃいますか。いなければ佐伯委員が立候補としていますので、それで

決めていただいてよろしいでしょうか。（全員了承） 
引き続いて副会長の選出をお願いします。これは事務局の意見ですが、公募委員から会長が選ばれま

したので、第３号委員、４号委員から副会長を選んでいただくとよいかと思います。 
 

並木委員 
男女のバランスも考えたほうがよいと思います。 

 
事務局 
立候補がいらっしゃればそれがよろしいかと思います。もし立候補がいなければ、事務局案として 3

号委員の森田委員にお願いしようかと思いますがいかがでしょうか。 
 
森田委員 

それではお受けいたします。 
 
事務局 
会長、副会長の両名は席を移動していただけますでしょうか。それでは会長よりごあいさつをお願い

いたします。 
 
佐伯会長 
暫定ではありますが、会長としてやらせていただきます。問題があれば引きおろしていただいて結構

です。私は和光市に住みまして 38 年になります。当然このまちで骨になります。現在は私利私欲もあ

りません。ただひとつ願いは、先ほども言いましたように和光市が少しでもよくなってほしいと思って

います。ちょうど５年前に今回審議していただく基本計画の基となる基本構想を長い時間とたくさんの

お金を使って作りました。そのとき私も少し参加させていただきましたが、大変心残りがあります。さ

らにその後、今回のような審議会には参加しませんでしたが、2 回ほど傍聴させていただきました。そ

のときは 26 名という多くの委員がいらっしゃったのですが、どれだけ真剣に審議されていたか問題が

ありました。座っているだけの委員がどれだけいたか、大変な驚きと失望を感じたわけです。今回はそ

の基本構想に基づく、後期基本計画ですから、本来はこういった諮問の審議会を開く必要はなく、もっ

と真剣に 5 年後を議論する会議のほうがよかったのではないかと思いました。ただし諮問会議の形にな

りましたので、前回のようにしてはいけないと思いました。もっともっと和光市のことを議論する会議

にしなければならないと思いました。諮問という制約はありますが、その中で真剣に議論をしたいとい

うことで公募しました。またそれ以上に審議会をリードし、審議会の内容を活性化させるためには、会

長の仕事があると思い、立候補したわけです。ですから参加される皆さんには、しっかり議論していた
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だきたいと思っています。 
 
森田副会長 

私は、６年前に和光市に引っ越してきたばかりでまだ市民としては新米ですが、ここで子育てしてい

ますし、若い方から高齢の方まで多様な価値観をもっていらっしゃる方がたくさん生活されていること

を日々の活動の中で感じています。この会議が活発に議論し、いろいろな意見、多様な意見が取り入れ

られるようにしていきたいと思います。 
 
５ 諮問 

事務局 
それでは諮問書を市長より会長にお渡しいただきたいと思います。 

 
市長より会長に諮問を行った。 
 
会長 

ただいま諮問書を市長からいただきました。私は、今回事前に資料をいただいて、皆さんも読んだだ

ろうと思いますが、今回の審議会に対して、諮問をされた市長にお伺いしたいことがあります。皆さん

の前で、市長がこういったことについてどう考えているのか答えていただきたいと思っていたわけです。

今日のこの場では質問はしませんが、後ほど質問させていただきたいと思います。また、あえて市長に

お願いしたいのは、市長は答申をできる限り尊重していきたいとおっしゃったが、大変しつこいようで

すが、えてして諮問会議と言うものは、答申を受けたら受けっぱなし、それを義務付けられていないの

で実行しないという安易な会議であるということがあります。どうか今回はどのような答申になるかは

わかりませんが、出てきました答申については、真剣に受け止めて、実行面にしっかり反映していただ

くようお願いしたいと思います。 
 
並木委員 

私もひとつだけ要望させていただきたいと思います。今回事務局を政策課が行っていますが、やはり

他の部のことを事務局だけでは裁ききれないと思います。ですから全部の市をまたがるようなスタッフ

部門を設立してもらいたいと思います。その場では答えられないようなことも出てくる可能性があるわ

けで、こういった計画のような全庁的なものについては、ぜひともスタッフ部門をつくって、そこでや

られたほうが、後々の進行管理も楽になると思いますので、ご検討願いたいと思います。 
 
佐伯会長 

今市長にお願いをいたしましたが、委員の皆さんにもひとつお願いがあります。今回の 20 名の委員

は３つに大きく分かれています。公募の方、市内団体の方、学識経験者の方です。公募の方は少なくと

も当審議会に参画するための動機について 1,000 字以内の論文を提出し、１４名の募集から選ばれた

方々ですので、全体の審議に参画できる方ばっかりだと思っています。各種団体の方はそれなりの専門

的な知識、経験をご披露いただくのは大変結構ですが、その各種団体の利益代表的な発言については努

めて差し控えていただきたいと思います。それから学識経験者の方には、基本計画書の全体の会議の中

に参加していただくのには無理があるかと思います。そういう意味では、学識経験者の方にはその字の



9／20 

ごとく、タイムリーに公募委員、各種団体の委員の議論に対して専門的なアドバイスをしていただきた

いと思います。これから資料の説明に入っていくとは思いますが、少し休憩に入りたいと思います。 
（市長退出） 
 
６ 計画の策定にあたって 

佐伯会長 
それでは時間が参りましたので続けさせていただきます。現時点で次第の１～５まで行いましたが、

６と８を最初にしていただき、７を最後にしていただきたいと思います。それでは事務局から「策定に

あたって」と「後期基本計画（案）」について説明を行ってください。できるだけ、委員の方にわかり

やすいように、作った人の視点ではなく、読む人の立場から説明していただきたいと思います。私は個

人的に非常に読みづらい内容となっていると思いましたので、読む側から見て、どう見たら読みやすい

のか、そういった観点からわかりやすく説明していただきたいと思います。 
 
事務局より資料について説明を行った。 
 
７ 後期基本計画（案）の説明 （次第８） 

事務局より資料について説明を行った。 
 
佐伯会長 

ありがとうございました。大変わかりにくいと思いますが、この計画書のどこがわかりにくいのか、

どこが意味不明なのか、内容的なご意見ではなく言葉の意味がわからないといった疑問を出していただ

きたいと思います。次の会から審議を進めていくために、不明確な点などを明らかにしておきたいと思

います。 
 
並木委員 

協働という言葉がたくさん出ていますが、協働の定義をしっかりとしたほうがよいと思います。人に

よって協働の捉え方が違います。私は市も市民も手を携えながらひとつの目標に向かっていくというイ

メージだが、他の審議会で違う捉え方をしている人もいました。 
 
事務局 
協働の意味については、ご指摘のとおり、公共の実現のための目標を達成するために、市、市民、関

係機関などが役割分担をして協力をして取り組んでいくことと理解していただければよいと思います。 
 
金井委員 

会長も先ほどおっしゃっていましたが、私もわかりづらいと思っていました。抽象的過ぎて何をした

いと考えているのかわかりづらい。計画ですから、もう少し具体的に書いたほうがよいのかと思ってい

ます。立派ではありますが、市民が読んで意味不明、市が何をしようと思っているのかわからない。ま

た、いろんな計画に対してどのくらい予算がかかるのか、そういったこともあわせて出していただかな

いと検討できない。たとえば駅北口の土地区画整理事業などは、全部完成するには 20 年かかって何百

億かかると聞きます。そんな資金を投入して本当に実現するのか疑問です。 



10／20 

 
佐伯会長 

同じような意見があると思いますが、今日はその内容を議論するのではなくて、今のご意見について

は財源をつけて、優先順位をつけて今後審議したいと思っています。 
 
並木委員 

志木市でローカルマニフェストを作っています。何年でお金をいくら使うのかが書いてあります。そ

のまま使えるわけではありませんが、一つのアイディアとして、参考資料として委員の皆さんに配った

らどうかと思います。 
 
佐伯会長 
事務局お願いいたします。これは委員だけでなく、本当は市の職員全員に配ってほしいぐらいです。

それ以外に何かご意見はございますでしょうか。 
 
関委員 
この前期計画の中で持ち越しの課題がいっぱいだと思うのですが、私が聞きたかったのはこの計画で

どれとどれが達成されているのか、どれだけ残っているのか、それが対比できるものがあるとわかりや

すいかなと思います。 
 
佐伯会長 
後期をやろうとしているのに、前期がどれだけできたのか、どれが残っているのか、明確に示すのが

当たり前だと思うのですが、それができていない。その資料があって、はじめて計画審議となると思う

のですが、できるかどうかわかりませんが、事務局にはその要望をしっかり認識していただきたいと思

います。この後のスケジュール、次回からの方法についても話し合いを行う時間をとっていただきたい

のでできれば先に進みたいと思うのですがいかがでしょうか。 
 
鈴木委員 

手身近に話をしたいと思います。ひとつは先ほどから出ているのですが、抽象的な表現が散見される

と感じます。特に重要だと思われる５つの重点目標の表現はもう少し具体化できないものか、と思って

います。「市民が主体的にかかわるまち」については、日本語として何にかかわるのか、目的語がない

のかわかりにくいので、日本語として正しいものを使っていただきたいと思います。もう１点ですが、

いろいろな政策目標を立てて、これがどのように、何％できたかを図る成果指標の導入は大変意欲的で

いいことだと思います。これは質問ですが、この計画の時点でどのような数字なのか、そしてそれを将

来、何を目標とするのかを考えるのでしょうか。今は入っていませんが、計画策定の時点で数字が入る

ものだと考えてよいのでしょうか。 
 
事務局 
意識調査等いろいろ数字はとっていますので、将来の数値を含めて載せていきたいと考えています。 

 
佐伯会長 
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大変苦労されているとは思うのですが、膨大な作業でしてなかなかうまくいかないということがある

のだと思います。それであれば、われわれは市民として、どのように実行してもらうかという観点から

議論していきたいと考えています。それでは質問はまだあると思いますが、時間の関係もありますので、

次回からのスケジュールについて説明いただきたいと思います。 
 
 
８ 今後の進め方について （次第７） 

事務局より資料について説明を行った。 
 
佐伯会長 

実は今日私が会長になることを事務局は知りませんでしたので、事務局がこのスケジュールを作って

きました。ただ私は違う審議の仕方を提案したいと思います。まず日程のほうですが、皆さん不満があ

ろうかと思います。平日の昼間に行うのはどうかという不満があると思いますが、事務局の都合もあっ

たかと思いますので、今さら言ってもしょうがないということもありますので、ご理解いただきたいと

思います。審議時間については、これだけの審議をするのに、私は毎回２時間では不十分ではないかと

考えますので、３時間にしたらどうかと思います。3 時間以上ですと集中力の問題もありますので、3
時間がよいかとは思うのですが、はじめの時間をずらすのか、終わりの時間をずらすのか、どちらがい

いか私だけでは判断できないので皆さんのご意見をいただきたいと思います。 
 
深野委員 

３時間で皆さんがよいということであれば私もいいと思います。障害者をかかえているものとしては、

どうしても迎えに行く時間などがきまっていますので、個人的には後半に伸びていくのではなく、前の

方がよいです。 
 
佐伯会長 
それではご異論がなければ 13 時半から 16 時半とさせていただきたいと思います。 

 
岡野委員 

異論はありませんが、真ん中に休憩だけはとっていただきたいと思います。 
 
佐伯会長 

わかりました。それで私が皆さんに提案させていただきたいのは、計画案が非常に抽象的であり、財

政的裏づけもない、優先順位がついていない、こんなことでこれから 5 年間この 120 ページの計画書が

どうなっていくのか。前期での実績すら出ていない、どれだけお金がかかったのかもでていない、こう

いうことではどうにもならないということで、今回はこの審議会で計画書らしい優先順位、実施時期、

それにまつわる財源の裏づけまでやってみたいと思っています。そういった具体的な議論をしていきた

いと思います。そのためにお願いしたいことは、まず先ほど申し上げたように、学識経験者の方はそう

いった議論に直接入っていただくことは難しいので、公募委員と団体委員の方にお願いしたいことがあ

ります。まず、せっかく今までになかった、事務局が作りました重点目標が５つありますが、これと２

章分野別計画との関係がわかりづらいということがあります。この重点目標の中身が分野別計画にどう
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入っているのかそれをあらわすインデックスを作ってもらいたいと事務局に頼んでいたのですが、今日

はないので読みづらい。ただせっかく作りましたので、この重点目標を主体に審議したいと思います。

次の審議会では重点目標の１と２を審議するとして、この計画案を読んでご自分が何を優先するか、１

つまたは２つ選んでいただいて、それを今後事務局が書類をお送りしますので、具体的に内容を書いた

ものと、実施時期をお書きいただき、次回の２日前までに事務局に出していただきたいと思います。財

源については、いくら言っても行政の方はなかなか出ませんので最終第 5 回目に、われわれがつけた優

先順位をつけたものがちゃんとできるかどうかを審議したいと思います。こういった形で皆さんにご意

見を出していただきたい。次回の初めに出していただいた重点目標１の優先順位について、ご自身がど

ういった理由でそれを選んだか、発表いただきたいと思います。事務局には、その書類を一覧表にして、

似たような内容は集めて、皆さんにお配りしてほしい。14 人の方で順位がつけられない方は、「つけら

れない」とご提出いただいて結構だと思います。皆さんが発表しましたら、学識経験者の方からその内

容について、専門的なアドバイス、ご助言をいただきたいと思います。それで１時間くらいだと思いま

すので、その後 30 分で各自が出した優先順位のものを集めた中で、フリートーキングで重点目標にお

ける、審議会としての優先順位 1 位から 3 位を決めたいと思います。これでは少数意見は消されてしま

うという意見もありますので、他の意見についてもしっかりと議事録を残していきたいと思います。要

するに重点目標をきちっと決めて、いつまでにやるのか、お金は大丈夫なのかをしっかりと決めて計画

書を作りたいと思います。それで１時間半ですので、残りの 1 時間半で重点目標２をやります。同様に

第 3 回審議会では重点目標３と４をやります。第４回で重点目標５をやったあと、各重点目標で出され

た優先順位のものをすべて集め、その中での全体での順位もつけていきたいと思います。その後行政の

方で財政の裏づけが取れるかどうかを検討し、説明してもらいたいと思います。私たちの審議会は、従

来のようなこの審議計画書をでれでれと議論するのではなく、重点目標の内容と実施時期、それと財源、

基本計画書の基本をきちっと守った答申をしたいと思いますのでご協力をいただきたいと思います。発

表の順番については番号札順にしたいと思います。次回いらしたときに番号札を配りたいと思います。

全員が発言する機会を設けますので、できるだけ短期間であろうと、自らの意思を表現してもらいたい

と思います。それから最後の第５回の前半は財政的な裏づけについて検討しますので、後半は約１時間

を使って、答申の直接的な問題ではありませんが、和光市で一番欠けている点、長期構想に基づく計画

について考えたいと思います。実は市長はマニフェストを中心に考え、議員は任期のことだけを、役人

は定年だけを考えています。和光市の行政は民間と違いまして、利益を上げなくていいということだけ

でなく、30 年、40 年、50 年先を見越した重点的な事業を行っていなければならない。そういった視点

が徹底的に抜けている。５年後のことなので、消してしまっているものがありますので、そういった課

題をどう解決するか議論したいと思います。その内容についても答申案の後ろに付記したいと思います。

公募委員、団体委員の方には宿題を出しまして申し訳ありませんが、具体的に優先順位をつける審議に

したいと思います。 
 
山田委員 
優先順位と言うのは市の取り組みに対する優先順位と考えてよいのでしょうか。 

 
佐伯会長 

市の取り組みに対するものが中心ですけれども、ご自身で考えられたものであれば構いません。市民

の取り組みであっても構いません。 
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森田副会長 
現時点での重点目標を見ますと、市の取り組みは具体的な事業ではないのですが、審議会ではそれぞ

れの優先目標、事業の具体的な内容を書いてくるということでよいのでしょうか。 
 
佐伯会長 

そうです。 
 
森田副会長 

それを発表して議論をしていくのももちろんいいと思うのですが、成果指標がふさわしいかどうかを

検討しないと、進行管理もできないと思います。この指標が意識調査でいいのか、それとも具体的なも

のがいいのか、そういったことも別に議論する必要があると思います。もちろん優先順位を聞くのもも

ちろん大事だと思います。また、第４号委員の方にも同じ立場で考えていくことが必要だと思いますの

で、変に分けずに議論できるといいかと思います。 
 
佐伯会長 

この指標の内容についても審議するのはいいと思うのですが、限られた時間の中で議論できることは

限られています。そういったことも重要ですが、焦点をしぼらないと肝心なことが抜けてしまいます。

５年間の計画書ですから、５年間のうちに何ができるかということになれば、優先順位をつけて、最低

これだけはやりなさいといわないと前回の反省にならないわけです。前期でできていないことを考える

と、焦点をしぼって、優先順位をつけてわれわれ市民は追いかけないととても実行に移せないと思いま

す。もちろん成果指標についての議論もやりますが、とにかく優先順位、財源の裏づけがなければ計画

書とは言えない、単なるスローガンに過ぎないわけです。それから、４号委員の方に同じことをやれ、

というのは、私は酷だと思います。和光市に長く関わっている方もいらっしゃるとは思いますが、知識

経験を有する方ということですから、われわれの意見に対する意見を言っていただくのがよいと思って

います。 
 
森田副会長 
それは逆に４号委員の方に直接伺ったらよいかと思います。 

 
深野委員 

優先順位を出そうということは理解できます。実際に障害者計画に時も、国の動きが決まらないとわ

からないということもあって、今チャレンジド団体ということで、そこで具体的に重点目標を作って抽

象的なものを具体的に落とし込んでいます。そうすると、今この計画に対して同じことをこの審議会で

やることなのか、私にはわからないのです。こういった段階でそれができることなのでしょうか。 
 
佐伯会長 
 この計画書の内容について、専門的な分野の内容ではなくてジェネラルな立場で言っていただきたい

と思います。 
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深野委員 
その計画書というものが、具体的なところまで入ってしまってよいのでしょうか。もしそうであるな

らば、私たちがワークショップで出した内容がもっと出てきていてもおかしくはないのだと思います。 
 
佐伯会長 

ワークショップの内容は入っていないわけです。逆にお聞きしたいのですが、このままの計画でいい

のでしょうか。具体的な指摘をせず行政が受け取ったらどうなるか、行政は好きなようにやりますよ。

具体的に言わないといけない。こういった漠然とした計画書はスローガンとしてあってもいいのですが、

これから実際に和光市をよくするための５年間の計画であれば、その間に使えるお金がどれだけあり、

いつまでにやらないといけないのか、その優先順位は何なのか。そういったことを明確にしないと計画

にはならないと思います。前期の計画はものの見事に具体化していません。どこまでやって、どこまで

できているのか、何にもわからないわけです。せめてやれることはやりたいというのが、こうした経験

的なことから出てきているわけです。お分かりになりますでしょうか。 
 

深野委員 
そこまで具体的に出せるのであればもうすでに出ていてもいいと思います。私がいろいろと伺ってい

るところでは、基本計画ではそこまで出てこず実行に移していく中で出てくるのだということです。で

すからワークショップをやっているときも具体的に出したものが基本計画になる段階では消えてしま

っているのはわかっていました。この形になっているものに対して、その上に具体的な答申を出してい

って、果たして有効なのかどうかが疑問です。 
 
佐伯会長 

それこそ審議会で答申しないといけないのではないでしょうか。この間のワークショップは、プロが

やっている検討委員会、策定委員会でまとめたものが今出ているこの計画（案）です。だからここでも

う一度引き戻さないといけないわけです。 
 
深野委員 

委員の皆さんが納得されているということでよろしいのでしょうか。 
 
佐伯会長 

ですから、今はそれでお願いしたいと言っているわけです。私はこういう審議会はやり方二通りある

と思うのですが、従来の審議会はなんにもしない。ページだけめくって終わる。それが答申として出さ

れる。それではだめではないですか。限られた時間でやるのであれば、具体的なものを出さなければ答

申にはならないわけです。それで今までのやり方とはずいぶん違う方法を提案しているわけです。それ

がだめだと皆さんがおっしゃるのであればそれはしょうがありませんので、私は会長を辞めます。 
 
大河内委員 
最初に４号委員としては、ずっと和光で働いている私としては住んでいる人とよくしてほしいという

思いはいっしょです。正確には住んでいるわけではありませんが、そういった想いは、私は皆さんとい

っしょだと言っておきたいと思います。それで進め方ですが、今回審議するものは基本計画なわけです。
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会長が先ほどからおっしゃっている点については、フォローアップが足りないということであって、基

本計画そのものは、具体的な話ではないのだと思います。基本計画というものを基本ポリシーとしてま

とめて、そして何をやるかというアクションプランは、そこからブレイクダウンして作っていくものだ

と思います。アクションプランを作る段階で年次計画としていく体制を取るようにしないと、予算の問

題はどうなっていくかわかりませんので、５年間の計画を作ったとしても、できないことが多くなって

しまうと思います。そういった観点で考えると、私はこの基本計画はよくできていると思います。 
 
佐伯会長 

基本構想を 10 年前に、2 年間という時間をかけ、数千万円というお金をかけて作ったわけです。作

った基本構想は１０年計画で、前期基本計画も作ったわけです。ただし、そのときは、市民が入った審

議は何もされていない。具体的な案、特に優先順位は誰が決めるのですか。それについて、私たちは、

議論に参加しても、優先順位だとか、何が大事なのかといったことは、全部行政にまかせっきりになっ

てしまっているわけです。 
 
大河内委員 

それでしたらこの審議会で、そういった体制を作ってくださいということを提案したらいいのではな

いでしょうか。 
 
佐伯会長 
私たち和光を想っている市民が一番いらついているのは、一番大事なところはみんな行政任せになっ

てしまっているのです。基本構想を定めるのにいくらいいことを言っても、優先順位を決めたり、財政

の裏づけをつけたりするのは行政任せになっているのです。これでは一番やってほしいことが後回しに

なったり、やるべきことがやれなかったりするわけです。そういったことではいけないと思うわけです。

特に今回は後期基本計画ですから、前期の実績を踏まえた審議をしなければいけない。それに対する優

先順位を決めないといけないので、計画書の審議だけをしたって何の意味もならないと思います。 
 
大河内委員 
ただやはり市の最終意思決定機関はそういう形になるのではないでしょうか。 

 
並木委員 

一つ質問ですが、ここに５つの重点目標がありますが、和光市で一番やらなければいけない行財政改

革のことはどこにも入ってきていない。どこに入れたらよいのでしょうか。 
 
会長 

それは５つめの「市民が主体的にかかわるまち」に入れて考えるべきだと思います。 
 
事務局 
この審議会の役割という重要な内容について、深野委員、大河内委員からご意見、また会長のお考え

がいろいろ出てまいりましたので、事務局の見解を述べます。始めに説明させていただいたとおり、10
年間の基本構想がありまして、５年の前期・後期基本計画があります。それを具体化する実施計画があ
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ります。今までの基本計画では、具体的な事業や予算がないことが問題だという指摘については理解い

たしました。ただし、計画ですので、具体的な事業についての議論をする場ではないと事務局は考えて

います。問題はその具体的な事業について、3 年間のローリングで策定している実施計画について、そ

の策定に市民参加の場がないというご指摘はわかるのですが、基本計画の考え方というのはあくまで施

策的なことを考えていただくことにあります。そのため、事業の具体性がないのはいたし方のない部分

だと思います。 
 
佐伯会長 
なぜこういったことを言い出すのか、皆さんには唐突な感があるかもしれません。私たちは、何回も

この種の会議に参加して辛酸をなめているわけです。そういったことがないようにしたいという想いが

ありまして、皆さん方と認識の違いがあり、ご理解しにくい部分もあるかと思いますが、無意味に終わ

る審議会にしたくないと思っています。121ｐにも「目標と成果、優先順位を明確にした戦略的な市政

運営に努めます」と書いてありますけれどもこの種の話をいったい何年間言い続けているのか。ひとつ

も実行されていない。私たち審議会としても具体的な内容で答申するのもひとつのやり方だと思います。

この分厚い資料を丸ごと議論していったらこのまま時間だけがなくなります。それに第１章、２章、３

章の関連性が非常にわかりにくいということもあります。そういったことを含めて提案させていただい

ているわけです。あまりにも具体的になりすぎるということで、審議会にそぐわないということであれ

ば皆さんの意思に従います。と同時に、私は会長を辞めます。 
 
山田委員 

具体的と言いますが、すべてを具体的にまとめることは難しいと思います。それならば、その後の仕

組みを含めて提案されたほうがよいのではないでしょうか。 
 
鳥居委員 

諮問はこの計画にそって、進めていくのがよろしいのではないかと思います。改めて優先順位をつけ

ることが必要かどうかは疑わしいと思います。 
 
佐伯会長 

前期計画のある後期計画において、なぜ諮問会議があるのかという問題かと思います。諮問会議と言

うのは一方通行なわけです。諮問会議ではあるけれども、内容を充実させてやりたいという提案なわけ

です。皆さんにそれがご理解いただけないならやむをえないと思います。であれば、従来どおりの審議

で結構だと思います。 
 
待鳥委員 
会長さんの実効性のある計画ということについては非常に賛同いたしますし、そのために本気で半年

間審議したいと思っています。それならば、この計画の実施計画の策定において、市民参加できる場を

提案するようなことではいかがでしょうか。 
 
佐伯会長 

残念ながらそういった提案をしてもそうはならないと思います。いくら言っても聞き入れられないと
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思います。無理だと思います。 
 
並木委員 

審議会に対して新しいやり方が提案されていて、いろいろな意見があるのだとは思いますが、とりあ

えずやってみたらどうでしょうか。やってみて不都合だったら別の手を考えたらどうでしょうか。会長

がおっしゃっているわけですから、とりあえずやってみましょうよ。 
 
佐伯会長 

この種の審議会に対してはやる気のある人でないと意味がないと思っています。今回の私の提案は唐

突なことなので、皆さんの理解は得られないようですので、私は会長をやめさせていただきます。 
 
関委員 
和光市障害者計画（チャレンジドプラン）が昨年３月に答申されまして、私も委員だったのですが、

その会議の回数が５回で今回とまったく同じ経緯を踏んでいるわけです。運営委員会という場でいろい

ろな思い入れがあるにも関わらず、限られた時間の中でまとめましたので、基本計画に過ぎないわけで

す。そこでどうしたかというと、チャレンジド連絡団体という実行のための委員会を 1 年がかりで提案

しまして、今年の 3 月に施策を実行するための委員会を作っています。そして今話に出ているような優

先順位ですとか、予算がどのくらいかかるか、いつまでに誰がやるのかなどを決めています。そのとき

の課題は 23 ありましたが、今回の基本計画は今だけでも 253 あるわけです。私はこれに付け加えるこ

ともまだあると思いますし、そういったことを含めて、限られた時間で議論しますと、まったくの計画

づくりに終わってしまいます。それで、先ほどから出ている諮問会議の中でつっこむ部分ですが、私も

心情的には会長に賛成するのですが、ただ経験的には大失敗するだろうと思いますので、答申は答申と

して行い、別の提案をすべきだと思います。そういったところまで審議会で議論して、提案もどんどん

する形にしたほうがよいと思います。また、もうひとつですが、優先順位は人によって非常にあいまい

になると思います。ですから、私はひとつのものさしを持っています。どれだけ急ぐべきことなのかと

いう緊急性、どれだけ困っている、不満なのかどうか、そしてどれだけのお金や時間がかかり実現しや

すいかの難易姓。この３つを点数化して出すというのがよいと思います。こういった形で皆さんの意見

を出していただくのがよいのかなと思います。 
 
佐伯会長 

大変難しいといったご意見でしたが、難しいことに挑戦しなければ前進しない。急にそういった提案

をして、ご理解いただくのも難しいかもしれませんが、そういった改革をしないとわからない。私自身

はそういったご理解を得られないと思いますので、私は会長を辞めさせていただきたいと思います。 
 
並木委員 

そういった脅しのような話はやめたほうがよいのでないですか。皆さんの意見を聞いて、新しいこと

をやるのかどうか決めていけばいいと思います。 
 
山田委員 

二つの意見が出ているわけですから、一緒に行ったらいかがでしょうか。 
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鈴木委員 
申し訳ありませんが、時間の関係もありまして退出しなければなりませんので、その前に意見を述べ

たいと思います。私も予算とか優先順位を大事だと思っていますので、それを中心に議論したらいいか

と思います。ただし、この場を優先順位に限るのだけでなく、議論の中で出てくるであろう、審議会の

あとでどういった体制を入れ込むのか、または評価基準の項目はこれでよいのか、といった内容につい

ても答申の中に入れていただきたいと思います。それから、４号委員についてですが、提出の義務がな

いということはいいのですが、ここにはいろいろな思いを持っている方もいるかと思いますので、出し

たい人は出せるよう、できれば任意にしていただきたいと思います。 
 
森田副会長 
一つお聞きしたいのですが、これまでさまざまな意見が出てきましたが、最初のご自身の提案どおり

でなければ会長を務めることはできないと考えておられるのか、お聞きしたいと思います。 
 
佐伯会長 

提案したものにはペースがありますから、ペースが乱れることが私としては一番問題だと考えます。

審議会としてしっかりと優先順位を検討して、答申を行うことが必要だと思っています。 
 
森田副会長 
具体的な事業はあげつつも、抽象的かもしれませんが、全体としてどういった進め方で進めるべきか

ということまでまとめたらどうなのでしょうか。 
 
佐伯会長 

それをやったら時間が足りないと思います。私は優先順位だけを決めることだけをやれと言っている

わけではありませんで、優先順位を決める中でフリーディスカッションが必要になるわけです。まずは

各個人が検討をし、それを持ち寄って全体で議論をする中でいろいろな議論は入ると思います。いっぱ

い議論はしたけれども何も決まらなかったということでは困ると思います。 
 
高橋委員 

会長に対して失礼になるかもしれませんが、会長のお話としては、とても発展性のある、将来を見越

しての話をしていただいたかと思います。ただこの諮問は計画（案）にたいする諮問をいただいていま

して、それに対して会長の提案された審議方法はおかしいのではないか、というずれが生じたのだと思

います。それでそれに対して会長は、それならば辞退するということをおっしゃった。そういったこと

は表面的に出されるのはよろしくないのではないのでしょうか。内容的に皆さんと検討しましょうとい

うことは決まっているわけですから、優先順位を決めましょうという議論をしたときに、この計画の基

本の形が、ひっくり返して審議してまとまるのか、大項目を変えることがいいのか、実施項目が入って

いないので、これを無理やり入れるということを計画の中に入れてもらうのか、ちょっとはっきりしな

いのですが。 
 
佐伯会長 
しっかりと優先順位を決める議論をしていこうと思うわけです。 
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高橋委員 
重点目標の中で決めるということでよいのでしょうか。この計画の骨子が変わるような審議、答申を

しようとしているのでしょうか。 
 
佐伯会長 

基本構想は決まっているわけですから、骨子は変えられません。これから 5 年間の重点項目を検討し

ていきましょうと言っているわけです。 
 
高橋委員 

また、前回の計画に少し関われている中で、以前の計画に対する想いもあるのでしょうが、他の意見

が出されると、会長をやめる、という方向ではなくて、もう少し前向きに議論をされたらどうかと思い

ます。会長がよしやめる、なんて話になったらまとまらず、出だしから崩れてしまいますので、せっか

くですからしっかりやってもらいたいと思います。 
 
佐伯会長 

あまりにもまとめることに重点を置いて審議をするのであれば、私はあまり会長をやっても意味がな

いですし、皆さんが賛同できないのであればしょうがないと思っているわけです。 
 
待鳥委員 

会長の提案された形でやると、他の施策についても考えることが含まれると思いますので、委員が全

員それを持ち寄るということで、次回はそのやり方でやってみることで私はいいと思います。 
 
佐伯会長 

私の狙いはそこにあるわけです。皆さんが本当にそういったことを考えて、抜け落ちている部分につ

いても入れていくことも含めて提案しているわけです。決して一方的ではないと思うのですが。 
 
森田副会長 
次回については、重点目標に関連する内容として一つか二つ考えてくるということであれば、施策で

もよいですし、自分たちが考える大事だと思うことでもよいですし、それぞれの立場からまとめてきて

いただいて、その内容だけでなく、全体の進め方についても皆さんに考えていただくということでよい

のではないでしょうか。 
 
佐伯会長 

最後にお話された進め方の部分については、重点目標の５つ目のときに議論したらどうかと思います。 
 
久保田委員 
具体的なところについては重点目標１、２について考えるとともに、こういったことも盛り込んでい

ただきたいといったその他の内容についても付記するということでよいのではないでしょうか。 
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佐伯会長 
それだと話が混線しますので、進め方については分けて、重点目標の５つ目でしたらどうかと思うの

です。 
 
内山委員 
考え方はよくわかりますので、次回やってみるということでいいと思います。 

 
大河内委員 
市民ワークショップからの提言で、具体的な内容がたくさん書かれていますので、こういったことを

見据えて、ここで検討するのは、重点目標はこれでいいのか。具体的に実行されていないから不満があ

るわけでしょうから、ここでちゃんと実行できる体制について答申したらいいのではないでしょうか。 
 
佐伯会長 

ワークショップの内容はかなり抜けてしまっているわけです。ワークショップの参加者は非常に不満

を持っているわけです。 
 
並木委員 

ワークショップの提言は、市の中では、いただいただけという考え方だと思います。 
 
佐伯会長 

申し訳ありませんが、次回については提案のとおりやらせていただいて、その内容によって、その後

どうするか考えさせていただいてよろしいでしょうか。次回までに重点目標１と２について検討してい

ただきたいと思います。 
 
森田副会長 
とりあえずはそれでやってみてはどうかと思います。 

 
佐伯会長 

審議会の進め方については久々に真剣な議論になりましたが、まだ本当の議論にはなっていないので、

次回やっていただきたいと思います。提案の用紙についてはあとで事務局から送っていただきたいと思

います。優先順位をつけられないということであればその旨をお書きいただければ結構だと思います。

本日は長時間延長してしまって申し訳ありません。どうもありがとうございました。 
 
閉会 


