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第三次和光市総合振興計画審議会 第２回会議録 

開催日 平成１７年８月１８日（木）午後１時半～４時半 
開催場所 市庁舎６階 ６０２会議室 
次第 １ 第 1 章と第 2 章・3 章の関連図等について 

２ 重点目標１について 
３ 重点目標２について 
４ その他 

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、 
山田実、 
4 号委員（知識経験を有する者）川崎みち子、高橋進、 
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 
（欠席：７名） 

傍聴者 ３名 
配布資料 １ 第 1 章と第 2 章・3 章の関連図 

２ 重点目標の決定における WS からの提言の反映方法 
３ ５つの重点目標と実現のための施策についての意見集計 
４ 後期基本計画（案）に対するパブリックコメント概要 
５ 参考資料（志木市ローカルマニフェスト） 

 

開会 

 

佐伯会長 
こんにちは。皆さんにお願いしていた宿題を全員にやっていただいたようでありがとうございます。

前回審議会は私の至らない部分があっていろいろとご迷惑おかけしましたが、いただいた皆さんから

のご意見も頭に入れながら進めていきたいと思います。それでは事務局の方から資料について説明い

ただきたいと思います。 

 

事務局 
説明の前に１点だけお知らせします。本日は７名の方が欠席されていますが、委員の過半数以上は出

席していますので、条例に沿って審議会の開催が成立していることをお知らせいたします。 

 

１ 第 1 章と第 2章・3章の関連図等について 

 事務局より資料の説明を行った。 
 
２ 重点目標１について 

佐伯会長 
早速ですが、重点目標の１について、何が大事か、皆さんがおつけになった優先順位を順次説明し

ていただき、議論を行いたいと思います。番号札の順番通りに発言してもらいたいと思いますが、こ

れは全員に発言してもらうことが趣旨ですのでご理解ください。おひとり３分くらいでまとめていた

だきたいと思います。２分半過ぎましたら私が合図しますので、できる限りご協力ください。 
 
並木委員 
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私は重点目標１では優先順位の１位について、文章内には「公共施設の耐震化」とありますが、も

っと具体的に「第一次避難所の耐震化」について書きました。実施時期についてですが、これは可及

的速やかにやってもらいたいと思います。２位は「駅北口周辺の歩道の整備」で、これも可及的速や

かにやっていただきたい。自由意見としては、こういった基本計画の審議にあたっては本来、「この

まちをどうしたいのか」という議論があるべきなのにターゲットがないままこの議論をすることはど

うなのか、と思っていますが、意見としてお聞きいただければと思います。避難収容所については、

一時的とはいえ、避難所に来る人間は増えるのではないかと思います。その中で樹林公園の体育館に

収容できるのはせいぜい 500 人、そうすると近場の小学校などの体育館に行くことになると考えられ

るので耐震化が優先されるべきである。中心部の耐震化はちょっとあとでもいいので、周辺部の小学

校、あるいは県の施設ですが和光高校を優先的に行っていただきたい。次の優先順位としては歩道の

整備だが、和光市全体の中で歩道がついているのは１割弱と聞いていますので、全部やるとかなりか

かると思いますが、少なくとも利用者の多くて危険なところである北口を優先してもらいたい。北口

では区画整理事業がありますが、３年で方向性が出るということだが、その後まで待てというのは酷

ではないかと思います。用地の買収でも 27 億程度で済むし、交差点から 20m だけでも 50cm 民地を

借りるなどという形でできないか。安心安全のまちであるなら知恵を出してやれることをやってもら

いたい。 
 
待鳥委員 

優先順位の１番、「情報提供と安心・安全活動の仕組みづくり」を上げました。健全なまちづくり

をしていくには、市民との協働による活動が不可欠であるのに、市民活動の継続的な支援基盤がない

ので、それを整備することが先決だと思います。情報提供は子どもたちの安全について、親の要望と

いうことで、防犯計画でも上げられています。優先順位の２番目、セーフティープロモーションに基

づく事故防止、犯罪被害防止施策の体制づくりとしました。今の案ではこれまで行われてきた従来の

施策が中心だが、本来的な安全・安心のまちづくりはセーフティープロモーションに基づいた環境整

備が必要ではないか、市民との協働によってコンセプトのある活動が必要だと思います。 
 
金井委員 

「情報提供と安心・安全活動の仕組みづくり」が１番必要だと思いました。市民の防災・防犯に対

する意識が必ずしも高くないと思います。私自身も低いし、啓発活動にも参加していない。防災訓練

の機会もあるが、自発的に高い意識をもっていないと参加しにくいのが現状です。一般の市民は、日

中は東京都に勤めているので、地元意識も低いのではと思うので、特に市民に対する啓発活動が必要

です。啓発活動はお題目だけ並べるのではなく、防災・防犯の専門家を養成する。市民の講習を受け

てもらって地域に分散して地域に対して啓発活動を行う。そういう中で市民意識を高めることが重要

だと思います。しかし、これをボランティアでやれというのは心情としてできないと思うので、ある

程度資格を取った方は失業手当並みの報酬を払って、責任もって活動してもらうといったネットワー

クを作り、市と一緒に会議を開いて行っていく。そういった前提において、防犯・防災計画の見直し

や基盤整備にもつながっていくと思います。包括的に市の方策をやっていけば改善すると思いました。 
 
久保田委員 
私は１番の「安心・安全のためのまちの整備」をあげました。まずはハード面からということで、
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条件さえ整えば形になって目に見えるということで最優先に挙げました。歩道の整備ということは白

子地区から中心地に来るまで、でこぼこ、ガードレールもない、非常に危険な道だと 15 年前から感じ

ています。普通に歩行していると気づかなくても、ベビーカーや自転車だと気づく部分もあります。

小中学生の通学路などを中心に歩道の整備をしてもらいたいと思います。また耐震整備も大至急進め

てほしいです。PTA の会議などで必ず出てくるのは街路灯が少なく、暗くて危険だということですが、

これもすぐに設置していくことで改善できると思います。２番目は「市民が主体の安全安心活動の推

進・サポート」としました。５番に近いとも思いますが、市民との協働ということを考えていくと、

市民の意識をあげていくことが第一ですので、市民が主体となっている活動の支援を進める必要があ

ると思います。 
 
山田委員 
私は施策に対して優先順位はつけていません。すべての施策が、至急行っていくべきだと思ってい

るからです。優先順位をつける理由はちょっとわからないのですが、防犯・防災については、行政・

市民いっしょになって取り組むべきだと思っています。防犯については、防犯計画の策定を今行って

いて、実施計画も市民と一緒になって考えていくべきだと思います。環境計画や福祉計画でもそうで

すが、そういった段階で深く掘り下げて審議をしていくものだと考えています。和光市も発展に伴っ

て、治安について不安の材料もあると思いますが、市と関係機関と市民がいっしょになって、市民の

安全を考えていくことが重要です。私が行っているわんわんパトロール中にも空き巣に入られたとい

う方がいました。聞くとその周辺でも起きているようです。市民の財産を守るということに市民もそ

うですが、積極的になってほしいと思います。防災については、和光市の防災計画が良く見えていま

せんが、実際に宮城沖地震もありましたし、私もボランティアで行きましたが、地域のコミュニティ

がしっかりしているところはその後の復興はうまくいっている部分がありました。また、ボランティ

アが全国から来てくれますのでその受け入れ態勢、またごみの収集体制など対応しなければいけない

ことが出てきますので、細かい防災計画を行政と市民とが一緒になって作っていくべきだと思います。 
 
森田副会長 
私は和光市に転入してきている若い世代がコミュニティの一員として定着する、ということを視点

に考えてきました。１番目にあげたのは「安心・安全のためのまちの整備」でして、特に新倉、白子

地区はベビーカーでは走れないほどバリアの多いまちだと思います。市自体が大きな道路がたくさん

走っていて、人の流れがそれで分断されていているので、風通しのいいまちとなるように歩行者が動

けるようにしたいと思います。小学校・中学校の子どもは学区変更などによってこれまでと動きが変

わってくると思いますので、どこをどうバリアフリーにするか至急取り組んでいただきたいと思いま

す。２番目は、新倉に多くの人が転入していますが、交番がまったくありませんし、だいぶ格差があ

るように思いますので、北側に交番を設置することが至急必要かと思います。 
 
関委員 
１番目に「情報提供と安心・安全活動の仕組み」を挙げました。言葉としては「情報提供」ではな

く、双方向性のあるコミュニケーションということで「情報の受発信」のほうがよいと思います。市

民は、本当に関心のあるものには興味は持ちますが、そうでないものには見向きはしません。本当に

市民にとって重要な情報は何かということを分析し、ニーズの高い情報を具体的に、わかりやすく発
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信していく必要があると思います。具体的な情報伝達のあり方として、難しい問題はありますが、心

と心のふれあい、つまり相談という形での情報伝達も重要だと思っています。一方的な情報提供にお

いても、他の団体の情報が入ってこないということもあるので、団体によるネットワーク化を図り、

ネットワークの中で受発信していくと良いと思います。私はマンション管理の理事長も行っています

が、集まりに行くと情報が伝わっていない、興味のない情報は届かないことがよくわかります。一方

的に情報を出すのではなく、市民のニーズにこたえた出前の説明会、イベントを行える仕組みができ

るといいと思います。２番目に挙げたのは、「防災体制の充実」です。実際に地震が起きたらどこに

避難するのか、なんとなく学校に避難するとしても学校の中のどこなのか、道順はどうなのか、だれ

が指示するのか、まったくわからない人が多いと思います。緊急時の水や食糧は３日分という目安も

あるが、マニュアルを作って一人ひとり徹底させる必要があるかと思います。また、これまでの地震

でも明らかになっているように、もしこの近辺で地震があったとしたら、近隣自治体とのネットワー

ク化も取り組む必要があると思います。 
 
岡野委員 

私は、「情報提供と安心・安全活動の仕組みづくり」を最優先とします。システムの問題は１番重

要だと思います。防犯条例が今年から施行されていますが、いかにマナーを徹底するかが重要です。

特に、安心して歩けるまち、散歩できるまちがいいと思いますが、私も自転車が怖くて歩けません。

とにかく暴走自転車を含めて、徹底してマニュアルを資料として配るべきだと思います。それでいく

らかはましになると思います。歩行者が安心して歩けるよう、これは警察の方にも協力していただい

て徹底していけるようするべき。また、歩きたばこをしている人も、警察の協力があればよくなると

思います。それと犯罪を誘発させないためには、金品を着飾らないということをもう少し徹底させる

べきで、小学生もブランド服を着させない、そんな教育ができないかと思っています。防犯条例で防

犯意識を高めるということがうたわれていますが、その上で、強い男性が必要だと感じています。ど

うも男女平等ということで強い男性が少なくなってきているようです。男女共同参画を否定はしてい

ませんが、強い男らしいリーダーシップは必要だと思っているし、男女共同参画条例と防犯条例の内

容的なつりあわせが必要でないかと思います。男女共同参画の先進国だとされるスウェーデンが犯罪

大国となっていることを例として、市にも研究してほしいと思います。 
 
深野委員 

優先順位の１番に「安心・安全のまちの整備」を挙げました。今までの話にも出てきたように歩く

ときに不便の無いようにしてほしいと思います。北地域ではかなり多くの新築住居ができています。

私が勘違いしていたのですが、新築を建てるときに道路に接する部分を 50ｃｍ引かなくても建てられ

るそうです。そういったときに歩道がちゃんと通れなくなってしまう場合があります。私の家の車椅

子はストレッチャーのようなものですが、非常に動きが悪いので、細い道を通るときにすごく苦労を

します。こうした新築の家が建つときに市として何か言えないのか、と思っています。２番目が「情

報提供と安心・安全の仕組みづくり」です。先ほども話がありましたが、情報は「提供」でなくて

「共有」するという形がよいと思います。広報もそうですが、あくまで情報を届けるだけで相手の情

報を得ることはできません。個人情報の関係もあるので、こういったことは市にしかできないと思い

ますが、訪問という形で問題の把握もできると思います。早急にお願いしたいと思います。 
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鳥井委員 
私は 1 番に「防災・防犯拠点の整備」を挙げます。取り組み年度は 18、19 年度がなっているが、早

いほどよいと思います。北地域には交番、消防署の設置を要望します。火災の場合は、初期の消火活

動が重要ですが、消防署が南地域に偏っていますので、消火に来るまで時間がかかります。大規模な

災害が発生した場合には交通網も麻痺状態になると思います。消防自動車も大型化しているので、私

の家の近くにも最近来ましたが、曲がる際に、何度も切り返しをしなければ通ることができなかった

ので、道路の整備もあわせて行ってほしいと思います。２番目が「安心・安全のためのまちの整備」

です。歩車道を分離した道路と書いてありますが、理想にこだわらない程度で、一部の地域に偏らな

い幅広い対応を期待しています。 
 
佐伯会長 

これで全員に発言いただきました。時間が短くて申し訳ありませんでしたが、この後のフリートー

キングで補足していただきたいと思います。今までの 10 名の発言に対して４号委員の方からコメント

をいただきたいと思います。お気づきの点があればご発言いただきたいと思います。 
 
高橋委員 

皆様が話された内容はまったくその通りだと思います。みんな個々に捉えられている面というのは、

だれでも同じことをおっしゃっているのかなと思います。実際に想定内、想定外というのが出てくる

と思います。どこまで踏み込んで問題を捉えて計画を作るのか。人・もの・金がかかってきますが、

どの地域を優先するか問題が出てきます。すると災害が起きてから一番もめるのは、私の経験から言

うとボランティアの人数です。それによって作業量も違いますし、ごみの量、つまりはそれを片付け

る時間も変わってきます。遅れた地域では不満も出てきます。どれだけのバランスを保ちながら計画

を作るかが重要だと思います。 
 
川崎委員 

自分の分野外にはなりますが、皆様言われている道路、歩道の整備は私もひしひしと感じています。

35、6 年和光市に住んでいますが、南側にも住んでいましたが、夜間の歩行も子どもの通学も、何も

心配しませんでした。色々な理由があって北側に引っ越しましたが、思っていた以上に歩くのにびっ

くりしました。ここでは子どもたちを通わすことができないと思いました。孫が生まれて学校に行く

となったら、この道路では安心して歩かせられないと思っています。私も通勤のときに歩きますが、

中学生は道路の真ん中まで出て歩きますし、植栽なども歩道まで伸びていて、歩道はなぜあるのかと

思うくらいです。道路整備を早くして、子供も高齢者も、障害者も健常者も安心して歩ける整備をお

願いしたいと思います。 
 
佐伯会長 

いい足りない点もあるかと思いますが、これからフリーにご意見出し合って議論したいと思います。

あまりにも偏った発言になるといけませんので、ちょっと焦点をしぼりたいと思います。つい最近も

仙台で地震がありました。和光市界隈は地震に対して安全性のある地域と言われているが、昔は神戸

もそういわれていました。今日本で安心なところはないと思います。そういう意味では、埼玉ゾーン

は防災対策が遅れていると思います。また、神戸から 10 年もたっているのに遅くてやきもきしている。
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耐震化についてもちょっと皆さんの意見を詰めてもらいたいと思います。公共施設の耐震化を急ぐ前

に、避難所の耐震化さえまだできていない。それにあわせて道路の問題もありますし、耐震化の問題

はかなり急を要すると思います。 
 
関委員 
新倉に住んでいますが、私たちの避難場所は新倉小学校になっています。しかし小学校のどこに行

けばいいのかわからない。具体的に拠点ごと、避難場所ごとの地図、自分の家からどう動いたらいい

かということ、そういった意識をもった市民各自が注意する必要があると思う。もう一つ大事だと思

うのは、体が不自由な方もいて、車椅子などでどのようなアプローチをしていったらよいかわからな

い。そこで大きな問題はトイレの問題です。神戸の震災では年寄りのトイレが臭くて困る。市が簡易

トイレを作ったが、ぜんぜん足りない。行動に従った準備を考えておく必要があると思います。どこ

の自治体もそういった指針をもっているところはありませんでした。どこかの地域でマニュアルがあ

ればそれを見本にして、和光市全体のマニュアルを作っていけばよいのではないでしょうか。神戸震

災での教訓が生かされているかどうかと言われるが、私たちは何が問題だったかさえわかっていない

と思います。本当に困ったことを私たち和光市に当てはめて考えていくべきだと思います。 
 
佐伯会長 

非常に現実にそった話だったと思います。私は神戸の出身で、近親者友人も亡くしました。地震の

後にはすぐに戻って、いろいろと見てまいりました。何かの機会があればお役に立ちたいと思ってい

ますが、今も話に出たようにトイレが避難所でのけんかの一番の原因だった。誰も掃除をしません。

避難所一つをとっても、避難された方は何も整然と住んでいたわけではありません。テレビなどでは

伝えられていないと思いますが、避難所でのけんかも絶えなかったわけです。プライバシーもないで

すし、ペットを持ち込む人もいたりして、それは並大抵のことではありません。そういう意味でこの

問題はおろそかにできないと思いますが、久保田委員は大和中学校の PTA をされていますが、大和中

は耐震構造になっているのでしょうか。 
 

久保田委員 
詳しくは分かりませんが、校舎は昨年度工事したようですが、体育館はまだ工事をしていません。

老朽化も目立ちますので非常に心配な状況です。 
 
佐伯会長委員 
先ほどのどこに避難するのかということだと思います。校舎ではなく、体育館が避難先になると思

います。 
 
並木委員 

授業の関係もあるので一般住民は校舎で避難生活をするわけにはいかないですから体育館になるの

だと思います。それから高層マンションでエレベーターが止まると避難民は多く出るのではないかと

思います。新潟では、避難所に行ったら壊れそうだから入れなかったということがありました。こう

いうことは避けてほしいと思います。不自由かもしれないけど、せめて雨風しのげるところがないと

いけないと思うので最優先してほしい。 
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佐伯会長 

避難してもそこがつぶれていたら意味がないので、これが最重点課題かなと思います。関連して、

神戸ではブロック塀の下敷きになって亡くなっています。また仮設住宅に住まないといけないときに、

用地を市が提供しないと立てられません。市はそういった用地を確保しているのか非常に心配が多い

と思います。実は基本計画書の５ページの施策の内容の４番のところに関しては、消防署も耐震化さ

れてないのか心配になってしまうのだが、どうなっているのでしょうか。 
 
事務局 
消防署の前身は水道庁舎でして、昭和 40 年に建てられました。たまたま前の消防署で手狭になった

という状況で今のところに落ち着いた。整備計画を作る過程には入っていて、もちろん耐震関係とい

うことも入っていましたが、建替えという計画が今浮上しています。そういった趣旨を踏まえて、今

の表現になっています。 
 
佐伯会長 
 えてして比較的他人事のような意識があるのではないかと心配しています。安心するためには、予

算をつぎ込んで耐震構造化をまず進めるべきではないかと思います。地震と関連して道路の問題があ

ります。電柱が道路側に倒れて道路渋滞を起こす心配もありますのでこれの地中化も長期的に見てい

く必要があります。和光市としては、道路整備が非常に遅れていると思いますので、道路関係につい

て皆さんの意見を聞かせていただきたい。和光市には自転車道路というものがありません。これから

日本は自転車道路がなければいけないと思います。自転車が歩道の上を我が物顔で走っているのはお

かしいですし、そういった問題を含めて長期の道路計画が必要になってくると思います。他の方で道

路について意見がある方はいらっしゃいますでしょうか。 
 
山田委員 
 私は北口のほうに住んでいますが、中学生が歩道を歩かずに道路を歩いているが、小学生も同じで

す。歩道があっても歩きにくい歩道であって、登校班がすべて道路を歩いている状況がありました。

昨年の９月以来そこに立って子どもたちに歩道を歩かせているのですが、それと同時に市のほうに拡

幅道路を提案して、実際に拡幅していただきました。そのときに問題になったのは、バリアフリーが

充実していなかったこと。縁石の段差があり、車椅子が通れる幅になっていなかったので、これもす

ぐに改善してもらいました。行政の中でバリアフリー化は当然のことですから、統一して、新しい道

路の建設の際には十分配慮してほしいと思います。また区画整理が進むと思いますが、具体的に自転

車道路を作るのは面積的に難しいのかなと思いますが、設計の中で住民の理解も得ながら取り入れら

れるものは取り入れてほしいと思います。 
 
鳥井委員 
 道路が狭くて普通の車もすれ違いできない状態です。以前は拡幅をしなければ道路は舗装しないと

いう話でした。それが舗装されたが、狭い道路のままでやってしまっているのでそれが問題かと思い

ます。普通の消防車なら通れるが、大きな消防車が下見か何かで、５ｍの道からから４ｍに曲がると

ころで曲がりづらかったようです。高層マンションなどもあるので、その災害時には行きつかないの
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ではと思います。 
 
佐伯会長 
 和光市の実状にあった大きさの消防車も必要なのかと思います。 
 
鳥井委員 
 はしご車などもあるので、大きな車を入れるなら道路の拡幅も必要だと思います。 
 
佐伯会長 
 市長がマニフェストで言っている土地区画整理事業は、その中に道路は含まれているのでしょうか。 
 
事務局 
 市民の意識調査などでも数多く出ていますので、近々のニーズだと認識していると思います。それ

を踏まえたマニフェストであると思います。 
 
佐伯会長 
 十分に認識していただきたいと思いますが、なかなかテンポが遅いと皆さんも感じておられるのか

なと感じます。 
 それと、前回の協議であまりにも優先順位にこだわりすぎではないかという意見も多数いただきま

した。何がなんでも１位、２位をつけないといけないというわけではありません。そういう意味で、

今日まとめのところにあります、○印が入っているのは１番と５番のところにありますが、委員の意

見の集約表として参考資料となっています。これをあえて１番、２番というような形でいう必要はな

いのではないかと思います。皆さんの意見がこういった焦点のところに言っているというご理解で、

あとは今日ご議論いただいた議事録をつけて集約していきたいと思います。そういうことで、この席

で優先順位をつけることはしないでおこうと思っています。そういう意味で気楽に意見を言っていた

だく、それが重要かと思います。 
 
山田委員 
 いろいろなところの計画でもそうなのですが、市の作られた案は、市の取り組みは充実しています

が、市民の取り組みは少ないのではないかと思います。市民に求められる取り組みというより、市民

の取り組みと言い切ってしまった方がよいのではないかと思います。また内容的にも充実させた方が

よいと思います。 
 
佐伯会長 
 それは全体的なお話になるのかと思います。私が前回お話した内容から、皆さんのご意見を踏まえ

て変更したいのは、とりあえず今のような方法で重点目標の５までやらせていただいて、第４回の後

半に計画書全体に対する議論を行い、さらに審議会が終わった後の推進体制について付記すべきとい

うこともあわせて議論しようかと思います。目標を５つやれば、全資料に目を通していただいたとい

う前提で、計画書全体に対する議論を行いたいと思います。最終の５回目は財政の話をしたいと思い

ます。今回は市も納得してもらいまして、５年間の財政シミュレーションをしていただくことになり
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ました。市の財政はどうなっているのか、いろいろやるためのお金がどれくらいあるのか、ないのか

をシミュレーションしていただこうかと思います。それを聞いた上で何でもできるのであればよいが、

そうでなければ、市民としても考えないといけない。行政側も固定費を削減することに注力してもら

う必要があるのかと思います。限られた中でどう効率的にやるのか、極端に言えば職員数や給料の話

までいくかもしれない。そういった意味でもこの５ヵ年計画が耐えられるのかを話したいと思います。

そして最後には、もう少し長いスパンでの長期計画的な要素をご議論いただくということで、進めて

生きたいと思います。 
 
並木委員 
 会長の考えはわかりますが、重点目標を中心に行った場合、第２章・３章がおろそかになると思い

ます。個々の表現については、自分なりの意見で文章として出した方がいいかと思います。 
 
佐伯会長 
 もちろん細かい表現までいちいち議論していくと時間が足りませんので、文書で出していただいて、

事務局でまとめさせていただきたいと思います。それではここで休憩にしたいと思います。 
 

３ 重点目標２について 

佐伯会長 
それでは重点目標の２に移りたいと思います。先ほど同様、順番を逆にしてご発言いただきたいと

思います。 
 
鳥井委員 

「子育てに関する情報提供・啓発事業の充実」を優先すべき施策にあげました。これから言うこと

が実際にどの項目にあてはまるかわかりませんが、これを選びました。核家族化や共働きの家庭が増

加している現在、子育ての行き詰まりや悩みが多くなってきていると思います。子育ての情報提供や

相談窓口も必要だと思いますが、最近引っ越してきた人が、そうでない人もいるかも知れませんが、

どのような情報提供の場や相談窓口の場があるのか、情報を提供する必要があると思います。安心し

て子どもが育てられる環境が必要であると思いますし、それには保育園の充実が考えられます。それ

から先日の NHK の調査によると、20 代、30 代の子供を持ちたい人数は 2.4 人ぐらいで昔と変わらな

いという結果が出たらしいのですが、実際にはひとりっ子などが増えています。これには、教育にお

金がかかりすぎて経済的な負担があるのだと思います。教育にお金がかからない施策を考える必要が

あるかと思います。 
 
深野委員 
１番に「地域の子育てネットワークの充実」をあげました。子どもということでいくと障害児も同

じ立場にはあるのにどうしてもここから外れてしまう。福祉の部分と子どもの部分は分かれてしまっ

ています。地域で子どもを育てようということになっているので、障害者も含めた形でのやり方で、

こども福祉課で縦割りにするのではなく社会福祉課とあわせて考えていただきたいです。コミュニケ

ーションが発達していれば一つ一つの問題が自然と解決されると思います。「地域と連携した学校運

営の推進」ですが、人の出入りが多すぎて、特に北地域は学校が増やせない状態で、ただ学校は箱の
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中にいれておけばいいということではないので、いろいろなことを刺激として受けていけるだけの余

裕を持った教育がなされるように検討していただきたいと思って挙げさせていただきました。 
 
岡野委員 

「地域と連携した学校運営の推進」を優先順位の１位にした理由ですが、少子化対策というのは結

局日本の国だけを考えて問題と言っていて、世界規模で環境問題、地球問題だけを考えれば実はいい

ことだと思います。なぜ、和光市のことだけを考えて少子化を意識しなければならないのかと、私は

疑問を持っています。ただし、今の子どもたちが健やかに、楽しく生きられるようにすることは最優

先課題にすべきことです。まず学校の安全を確保する。そのためには２名以上の警備員を校内に巡回

させる。市民から有償ボランティアを募って、これから団塊の世代の引退者が増えることですし、時

給 500 円としても、やればかなり違うと思います。いじめがあれば通報してもらえると思いますし、

これを市民に募るのも一つの案だと思います。また、いじめがあれば学校に行きたくないのは当然だ

と思いますので、いじめ根絶に取り組む、発生しないように努力する。登校拒否になった人に対し、

相性もあると思うので好きな担当、先生を選べるようにする。教師を自分で選べないのはナンセンス

だと思います。学校内だけでなく、教育委員会の中にも相談機関を設けることが必要だと思います。

子どもや親も教育委員会に来られるようにする。最後に、学校評議員制度や PTA だけでなく、広く市

民に対して教育改革の案を募る公聴会のような形を開催してもよいと思います。 
 
関委員 
採点の基準は私なりの尺度をつけまして公正な点数をつけてみました。結果として、１番が「地域

と連携した学校運営の推進」、２番が「子育てに関する情報提供・啓発事業の充実」です。一般論と

して全体の意見もつけていますので、時間があればお読みください。1 位として、家庭と地域と連携し

た開かれた学校を私は重点的においています。具体的には三つありますが、一つ目は地域と連携した

イベントの開催です。今でも PTA とは連携していますが、学校に子どもが通っていない住民を巻き込

んだ形の交流があればいいと思います。２番目は学校評議員制度の導入です。地域住民にも知っても

らう仕組みを作って、具体的な問題から入っていけばよいのかと思います。三つ目、子どもと障害者

と高齢者の交流の機会を増やす。今はそういったことを授業課題に取り込むことはないようです。子

どももそうですし、実際に触れ合ったことがないので、どう接したらいいかわからないことがあるよ

うです。交流を通してお互いに理解しあうことが重要だと思います。優先順位の２番目ですが、私も

孫がいるのですが、子育ての発表みたいなものが始めての方はあまりよくわからない。近隣に相談で

きる仲間がいないということで悩んでいるということがあるようです。子育ての仕組みづくりという

ことで、いろいろな家庭がありますが、ひとり親家庭の支援についてもっと親身になった支援方策が

あるのではないかと思います。 
 
森田副会長 
私が関わっている次世代育成支援計画とのからみもあって、いろいろとこの分野で思うことがあり

ます。和光市は子育てネットワーク、就学前の支援については全国的に比較的進んでいる自治体です。

その中で、今一番気がかりなのは義務教育のことです。学区変更があって身近な学校に行けないとい

うこともありますし、北地域には転入者が多いにも関わらず中学校がなく 40 分歩く人がいます。これ

からも人口が増えていくのに、プレハブなどで増設するだけでマンモス化するという計画を聞いてい
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ます。全国的に学校のマンモス化でいいことはありません。今はお金をかけないでも、一人ひとりの

子どもと関係を作って子どもを育てていくことが非常に重要だといわれています。子どもがたくさん

いてほしいということでマンモス化がいいのかということを強く思っています。縦割りが非常に響い

ていて、教育委員会とこども福祉課がどう連携するか考える必要があります。周りにも小学校に入る

前に和光市から少人数学級があるようなところに出る方も実際に多いです。一番問題に思っているこ

とは、義務教育そのものだけでなく、この義務教育時代に子どもの居場所が無い、非常に地域によっ

て環境に格差があることですので、早急に取り組むべきだと思います。また障害をもったお子さんが

養護学校に入りますので、一緒に生きていく環境がないというのはかなり大きな問題だと思います。

５項目どれも大事だと思いますが、これまでの取り組みと変わらない。和光市で早急に取り組むべき

である、義務教育時代の政策強化や、学校新設のといったことを盛り込んでいく必要があると思いま

す。 
 
山田委員 

こちらについても優先順位をつけていませんが、すべて取り組んでいくべきことだと思います。一

つだけ学校評議員制度が書いてありますが、私は地域との連携が進んでいないと思います。学校区単

位で、学校運営というより、地域で子どもを育てていく体制づくり、そのための大人の理解というも

のが必要だと感じています。今日も、スポーツ大会の練習を三つの自治会の子どもたちとしてきまし

たが、参加する子どもの数も減ってきていて、熱心なところはいいが、大人の関心が低くなってきて

いる状況と思います。中学校が荒れているといううわさも聞きますが、子ども一人ひとりは素直なの

ですが、問題行動を起こす子どもたちはそれなりの理由があって、悩みをもっているのです。家庭の

問題などについては、地域ぐるみで子どもたちを育てていく体制づくりが必要かと思います。そうい

う意味で、行政のほうというよりも、私たち市民が子どもたちに近づいて、関心を持って一緒にまち

をつくっていくというくらいの気持ちをもつべきだと思います。子どもの家庭での教育というのが要

するに、しつけ教育が非常に今欠けている部分がたくさんあると思います。大人がしつけの部分を十

分に自ら身に着けて、子どもに伝えて、次の世代を育てていく必要があると思います。 
 
久保田委員 
 ここについては、優先順位をつけるのは大変悩みました。あえてつけたということで、少子化対策

として子育て支援の体制整備というところを一番に挙げました。ここ数年で整ってきているとは思い

ますし、それなりの仕組みもできていると思います。ただ、制度ができているだけで活用し切れてい

ないように思いますので、今後はこういった制度の PR が必要だと思います。また、市民との協働を考

えたときに、この重点目標が一番できていると思います。実際、良いサークルや団体がたくさんあり

ますが、やはりこれらもうまく活用できていないように思います。  
 
金井委員 
 何もつけていなくて申し訳ありません。安心して子どもを育てられるまちですが、基本的に少子化

対策だと思うのですが、これには抜本的な対策がなく、不安な社会の中で消極的になるのはもっとも

だと思います。市レベルで抜本的に改修するのは難しいと思うので、私の優先順位は「地域と連携し

た学校運営の推進」にしました。何かできることがあると思い考えてみたのですが、子育てに関して

私が心配しているのは、学力の低下、理数系離れです。日本は科学技術立国ですので、それにあった
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人材を育てることをしないといけないのではないでしょうか。そこで、市民の中から子どもたちに貢

献したいと思う方を雇用し、数学や算数の合格レベルに達していない子どもに家庭教師の制度のよう

なものを設けたらよいと思います。市の予算レベルでも、手当てのような形でできると思います。そ

ういったことをやるべきではないかと思い最優先事業に挙げました。 
 
待鳥委員 
 優先順位の１番には３の「地域と連携した学校運営の推進」で、学校の安全対策を挙げました。重

点目標 1 とも重なりますが、子どもの安全対策を明確に位置づけたほうがよいと思い、入れました。

現在は、防犯ブザーの配布など行っていますが、これらは事件が起こってしまってから何とか対応を

するようなツールであって、実際に危険な目にあわないための環境整備は遅れていると思います。例

えば、安全対策要員の配置や、学校をサポートするような地域ネットワークの構築、開かれた学校づ

くりが必要ではないでしょうか。２番目は、「子育て支援の体制整備」ということで、子ども施策の

総合窓口課の設置ということで挙げました。現状では、子育て支援、虐待といった社会的に問題にな

っていることがたくさんありますが、その中には公衆衛生に関して取り組まなければならないことが

含まれているにも関わらず、市民から見ると保健分野の積極的な取り組みが見えてこないので、保健

と福祉が一体となった総合窓口が必要だと思います。先ほどから、少子化対策に対する意見がありま

すが、子どもを生むのは個人の選択なので、少子化対策については言及できませんが、子どもがたく

さんいるまちというのは、子どもを産んで育てたいと思うまちであり、それは誰にとっても暮らしや

すいまちのひとつの指標ではないかと思います。子育て支援は充実していると思いますが、子育て負

担を肩代わりするだけでなく、親が育てている時間を楽しめる、幸せに思えるという支援のベースを

作っていく必要があると思います。そういった意味で、子ども施策の総合窓口の設置というのを挙げ

ました。 
 
並木委員 
 私は、この中にないのですが、第１に「学校の増設」を挙げます。本当は、和光市の人口推計はど

うなっているのかということを市から最初に提示してほしかったのです。この第３次総合振興計画に

よれば、平成 22 年に今のレベルにすでになっているということです。聞いたところによると人口が 8
万人を超えるようです。現状に 8000 人近い人が増えてくるということになります。それは、老人だけ

ではなく、子どもも増えるということだと思います。当然、少人数学級以前にボリュームが足りなく

なってしまうので、中学校に限らず小学校も新設する必要があると思います。２番目が「子育てに関

する第一次の窓口」が必要だと思います。子育てに関しては、子育てネットワークの拡充はいいこと

ですが、子育ての相談をするためには今以上にどこにいけば良いかわからなくなってしまうので、そ

こにいけば相談に乗ってもらえるといった窓口がないとネットワーク拡充の意味がないと思います。 
 
佐伯会長 
 ありがとうございました。また先ほどと同様、４号委員の方から意見をいただきたいと思います。 
 
川崎委員 
 今度はもう少し私の仕事の視点から、行政、家庭から見てどう思うかわかりませんが話をしてみた

いと思います。まず、和光市は子育て支援ができすぎていて、子どもの心の発達ができていないよう
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に思います。施設や相談窓口の充実もいいですが、親としてやらなければなければならないことも、

同時に啓発してほしいと思います。また、北地域の話も出ましたが、学校が足りないですし、通学路

の環境を整備する必要もあると思います。 
 
高橋委員 
 教育・子育てについては、私は深く考えたことがないのですが、子どもが二人いまして、いじめも

経験し、登校拒否までは行きませんでしたが、それに近い状況にありました。どうすればいいのかと

いうことは、誰に聞いても答えはありませんでした。親子の絆というか、ひっぱたいて、何とか卒業

までいきました。場所が提供され、相談する人がいても、直すのは親しかいないと思いました。教育

の場所ということで学校を造った、安全面から考えて避難場所を造ったというのはよいのですが、管

理するのは人で、そこを利用する人の心をしっかりもってもらわないと、意味がないのでそういった

ところをもっと詰めていただきたいと思います。 
 
佐伯会長 
 またフリートーキングをしていこうと思いますが、「地域と連携した学校運営の推進」の観点が非

常に多く出ていると思います。学校の安全、開かれた学校、評議員制度など、何か意見はありますで

しょうか。 
 
久保田委員 
 学校の安全確保は急務だと思います。人の配置は考えないといけないかなと思います。防犯ブザー

が配布されていますが、有効に活用されているかということを考えたときに疑問を感じます。事前に

防ぐということの意味で各学校に人員の配置というものを考えていただきたいと思います。地域に開

かれた学校は、PTA でも長年の課題でもありますし学校でも考えていると思いますのが、防犯との兼

ね合いもあり難しいように感じます。土曜日に臨時の協議会を開催しましたが、学校で懸念したのは

防犯面であって、本来であれば地域の全員に来てほしいのですが、子どもを守らなければいけないと

いうこともあって、そのときは地域の人に遠慮してもらう形にしました。学校として神経質になりす

ぎたこともあるかもしれません。 
 
待鳥委員 
 学校が開かれることはどうなのか議論しているところですが、地域の人が出入りしていると不審な

人が入ってきた場合にチェックできると思います。しかし、子どもたちが常に地域の人の目にさらさ

れることで、全て地域に知れ渡ってしまうことにより、学校が息苦しい場となる可能性があります。

それを解決するためには、地域自体が成熟したコミュニティにならなければいけないと思います。そ

こは市民として活動して考えないといけないと思います。 
 
山田委員 
 防犯計画の中でも計画として、警備をかねた人員の配置が入っています。岡野委員から提案のあっ

た有償ボランティアもいい発想だと思います。学校に警備員の配置というと、逆に構えてしまうので、

地域の方でちゃんとした研修を受けた方を配置できたらいいかと思います。一歩外に出たら学校の責

任もあるが、そこは地域や大人の責任として、地域市民の役目かなと思います。そこでどう安全性を
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保っていくかを考えていく必要があると思います。 
 
岡野委員 
 防犯ということで、市民はどこの中学で暴力沙汰があるなどの情報が入らない人の方が多いと思い

ますので、積極的に教育委員会や現場の先生方は市民に対して公聴会を開いて、どう防いでいけるか

ということを定期的に対話していくべきだと思います。でないと、学校と関係ない人は何が起こって

いるかもわからない状況です。 
 
森田副会長 
 学校の安全というのは、いろいろな事件があり問題だとは思いますが、学校に警備員が張り付くと

いうことは、子どもを監視してしまうということになってしまいます。子どもがのびのびと生きてい

けるということを和光市でどう保証していくかというときに、大人が何でもやるのではなくて子ども

の力を信じるということが大切だと思います。子どもの力で解決できることはたくさんあります。こ

の重点目標について先ほど発言をしながら、抜けていると思っていたのですが、子どもが市や、学校

教育のなかに参画していくということも重要なことなのではないかと思っていました。また、子育て

支援に関しても、今のお母さんたちを批判するのではなく、大丈夫と励ましながら必要なことを用意

して、子育てをしているお母さんたちが自分で選んでいくという形の中で、自分の子どもを育てたい

と思っていますので、そういう仕組みを作っていくことが重要だと思います。これに子どもの人権や

子どもの参画という点を加えたらどうかと思います。 
 
佐伯会長 
 学校評議員制度があるのですが、うまく運営されているのかどうかどなたか実状を教えていただけ

ませんか。 
 
川崎委員 
 個人的に思うと、うまく回っていないと思います。評議員そのものは気づいたときに、直接学校に

行って意見を言えると思うので、個人で意識交換はやっていると思います。私が受けている学校は、

委員会を多く持つなんてことも位置づけておらず、もう少し話し合う機会を作ってもらいたいといい

ました。 
 
佐伯会長 
 委員はどなたがどう選ぶのでしょうか。 
 
川崎委員 
 校長が選びます。学校とどこかでつながっている方や広い視点で見られている方、学校に出入りし

ている医者もいますし、それなりに見られて選ばれていると思います。 
 
山田委員 
 私は中学校と高校の評議委員をやっています。評議会は年に二回しかなく、それだけでいい意見が

出せるかは疑問です。学校からの説明を聞くだけでだいたい終わってしまいます。多少はいい意見も
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出てくると思いますが、充実しているかと聞かれたら、どうかと思います。それよりも、先ほど言い

ましたが、周りの地域の市民が、学校区運営委員会のような形でやっていくのが重要かと思います。 
 
佐伯会長 
 年に２回というのは決まりなのでしょうか？それとも校長の判断でしょうか。 
 
山田委員 
 校長の判断だと思います。せっかくの評議委員なのでもう少し充実させた方がいいと思います。 
 
並木委員 
 学校と保護者は密接、保護者と地域は密接だと思うのですが、学校と地域はどうでしょう。私は小

学校の校長も先生もわからないし、そんな状態で開かれた学校といわれても無理ではないでしょうか。

顔と顔を合わす機会がないといけないと思いますが。どこかこういったことをうまくやっている地域

があったら教えていただきたいのですが。 
 
久保田委員 
 今いい例があったらということですが、和光市にもあります。そこの学校では、校長先生を始め、

先生方が自治会とのつながりを大切にしていて、行事などに参加をしていて顔つながりができていて

いますので、地域の人も学校に行く機会が増えています。 
 
川崎委員 
 校長先生も努力している方もいます。公民館に学校便りを置いていらっしゃる方もいます。 
 
佐伯会長 
 評議員は有償ですか。 
 
事務局 
 わずかですが有償で行っています。 
 
佐伯会長 
 和光市における障害児に対する教育施設、施策的な問題というのはどうですか？ 
 
深野委員 
 最近少しずつよくなってきていますが、市の小学校の PTA に養護学校の PTA は入れてもらえない

状態です。一般の学校と PTA との関わりはもてませんでしたので、普通の子どもと障害児ということ

がはっきりとわかれたままきています。私の息子は小学校６年間、新倉小学校に教員をつけて、月１

回、交流という形で通っていましたが、そういった例は、最初で最後かと思います。これは自分の子

どものためだけでなく、障害者と健常者が一緒のくらしをするといった啓蒙の部分があることを伝え

るために実施していましたので、記録に残っていると思います。実際に、窓口の一元化は障害者の方

でも言っていますが、和光市の動きは全部一個ずつ縦になってしまいます。そうではなくて、総合の
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窓口がやはり必要なのかなと思います。通所の施設はみつばすみれ学園がほとんどだと思いますし、

これらは志木の地域になっていますので、夕方から先は触れ合う機会がなく、孤立してしまいます。

ここ 20 年くらいは変わってきていません。 
 
佐伯会長 
 今後も期待できませんか。 
 
深野委員 
 期待はしたいと思います。努力もしています。本当は行政がやるべきだと思うのですが、遅くて待

っていられないので、私が行動しています。 
 
佐伯会長 
 行政の方も大変なのでしょうが、障害児の絶対数が少ないので、どうしても声が集まらないと思い

ます。非常に苦労されていることも伺っています。和光市の実情から言うと改善するには問題がまだ

多いのかと思います。そういったことも認識しないといけないと思います。 
 
関委員 
 開かれた学校の一例で感心したことがありましたが、学校から授業参観といった形で祖父母が学校

に出向く機会がありました。また、給食を一緒に食べる機会もありました。しかしながら、これが継

続されているのかというと、１年生の時だけで、そうでもないようです。こういった機会で輪が広が

っていけば、祖父母同士の交流の輪も広がりますし良いことだと思います。また私は２年間、坂のと

ころで通学の当番を行いました。最初は違和感がありまして、男性が立っていてあいさつをしても返

事はされず、女性の場合だとあいさつが返ってきていました。子どもの視点から見て、どういう人を

立てたらよいか、考える必要があると思います。地域の人たちと関わっていくといってもずれる可能

性もありますので、話し合いをする必要があると思います。各学校に目安箱のようなものを置いたら

よいと思います。 
 
高橋委員 
 交通統制員でいろいろとやっている方は女性が多いのが事実です。小学校低学年くらいまでは男性、

女性に限らず返事が返ってきますが、高学年になると照れくさいようで返ってきません。警察官が交

差点に立つことはほとんどないです。普通は指導員という方、学校の登下校は父母の方、それは警察

からやってくださいということではなく、学校単位でやっています。人員配置は小学校高学年くらい

になったら気をつけるべきで、中学生はまったく関係ないと思います。 
 
森田委員 
 老人クラブのシンポジウムに行ったことがありまして、同じようなケースで子どもたちにあいさつ

をする活動をしていたが子どもたちからあいさつが帰ってくることが少なく、やめようかと言ってい

たが、毎日続けていたらあいさつもするようにきたようです。また、若い人たちとの交流ができるこ

とで、老人クラブの人が増えたということでした。やっているほうにとっても生きがい、やりがいに

なるところが多いと思います。男の方は、最初はさっと逃げられてしまうということがありますが、



17／17 

思春期の子供たちは母親にもあいさつしないと思います。ですが、大人があいさつしないから子ども

がしないので、大人側から続けていけば変わると思います。子どもに声をかけること、そういった一

つ一つの小さなことが、子育てネットワークの充実になるのかと思います。 
 
佐伯会長 
 初めての試みで、なれない部分もありましたが、いろいろな角度から意見をいただけたと思います。

あまり優先順位にこだわらず皆さんの意見を尊重してまとめていきたいと思います。重点目標５まで

はこの方法で行いたいと思います。最後までご協力をお願いしたいと思います。 
 
 
 
 
４ その他 

 
並木委員 
 パブリックコメントも全文を出していただきたいと思います。それをここで協議する必要はないと

思いますが、参考意見として教えていただきたいと思います。 
 
佐伯会長 
 事務局からも相談がありまして、もう少し検討して、ストレートに出すことに躊躇感があったよう

ですが、名前を省いて出したらどうかという提案をしていますので、次回あたりから出して参考にし

ていただきたいと思います。パブリックコメントは市民参加の一つの手段ですので、審議会では議論

しませんが出したいと思います。ご意見ありがとうございました。 
 
事務局 
 次回に向けて１点追加で説明させていただきたいと思います。次回の重点目標３は「地域の資源を

育てるまち」をやります。環境問題の関わりが難しく、これまでも重点目標の５本を６本にするとい

う話もありましたが、焦点がぼけないようにということで、重点目標３のところで環境問題について

も少し入れたつもりです。ただパブリックコメントや議会での説明の時にもこれでは不十分だという

意見が出ています。そこで、環境問題がこのような表現でいいのかということも踏まえて委員の方に

見ていただきたいと思います。 
 
佐伯会長 
 今の話は、欠席した方にも、文書にもまとめていただいて送付してほしいと思います。ただし、あ

まりやり方にこだわらず気軽に意見をいただきたいと思います。それではこれで本日は終わりにした

いと思います。ありがとうございました。 
 
閉会 

 


