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第三次和光市総合振興計画審議会 第３回会議録 

開催日 平成１７年９月２９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 重点目標３について 

２ 重点目標４について 
３ その他 

出席者 佐伯勝会長（５号委員）、 
３号委員（市内公共的団体等の役員）関正視、鳥井靖雄、布施忠良、

山田実、 
４号委員（知識経験を有する者）内山秀治、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、吉原百合子 
（欠席：６名） 

傍聴者 ４名 
配布資料 １ ５つの重点目標と実現のための施策についての意見 

２ 後期基本計画の策定における人口フレームについて 
 

開会 

 

佐伯会長 
こんにちは。まず始めに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６名の方が欠席、また遅れていらっしゃる方

もいますが、委員の過半数以上は出席していますので、条例に則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 重点目標３について 

佐伯会長 
前回はお集まりいただいた皆さんから非常に多角的なご意見をいただきましてよかった

と思います。本日も引き続き前回同様重点目標の３と４について議論していきたいと思い

ます。初めて参加される方もいらっしゃると思いますが、前回同様、順番に意見の発表を

していただきたいと思います。また発表は３、4 分ほどでしていただきたいと思います。発

表の資料も配布していますので、自分のページを言っていただいてから意見を述べていた

だきたいと思います。それでは、重点目標の３からお願いいたします。 
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並木委員 

まず「地域の資源を育てるまち」の「資源」とは、私は人材が一番の資源だと思ってい

ますので、それを「育てる」というのはおこがましいと思います。そこで「地域の資源を

活かすまち」にタイトルを変えたほうがいいのではないかということを提案いたします。 
さて、重点目標の中での１番は、（仮称）ボランティアセンターの設立です。徐々に退職

を迎えて時間をもてあます方が出てくると思います。また、どんどん市もスリム化して市

民に色々な事業を渡そうということなら、どこかで需給のバランスを取らなければなりま

せん。それが今はありませんので、庁舎内・庁舎外かはわかりませんが、需給の調整をす

るセンターがなければならないと思います。これを最優先でやっていただきたいと思いま

す。2 番目はごみ発生の抑制です。人口動態から見ると平成 22 年には人口が 8 万人を越え

ると予測しているのであれば、現状でぎりぎりと言われている処理場がパンクするのは目

に見えており、今後建て替えをすることになってくると思います。その間はごみの発生を

押さえないといけないと思います。発生抑制には、経済的方策など色々な方法はあると思

いますが、何はともあれごみを抑制する方策が必要だと思います。 
 
待鳥委員 

優先順位の１番には，「自然環境や景観を守るための仕組みの整備」とあげましたが、「資

源」と言うのは、並木さんの話にもあったように、人的資源が大きなウエイトを占めてい

て、そうした社会的資源を含めて考えることができると思うので、「地域の資源を育てるま

ち」という中で環境問題まで含めると言うのは無理があるように感じました。環境の問題

は、多く存在する資源の中の一つとして取り上げるよりは、大きな一つの柱になるのでは

ないかと思いました。それで、1 番の方は、環境問題も含めて仕組みの整備を早急にしなけ

ればならないのかと思い、挙げさせていただきました。優先順位２は、「地縁活動の活性化・

地域の人材育成」を挙げましたが、地域の方々を活用して積極的にまちづくりに参加して

いただくようなことで挙げさせていただきました。和光市というまちに住んでいて、その

まちに愛情を持って作っていくというか、自分たちが作っていく主体であると意識を高め

ていくことが重要なのではないかと思うのですが、市民参加もなかなか多くの人には広が

っていかない中で、それぞれの人がいろいろな切り口で携われるような活動を起こしてい

くことが必要ではないかと思います。市の地域振興課の方が書いたレポートを読ませてい

ただきましたが、市民農園・観光農園整備による緑地保全ということで田園景観を保持す

るということですが、これは農地を市民で活用していくことでまちづくりに活かしていく

という趣旨も含まれていると感じました。このような活動や、水俣市から発生した「地元

学」というのが全国的に広がっているのですが、これは環境政策や住民参加の地域づくり

に生かされていて、無いものねだりでまちづくりをしていくのではなく、そのまちにある

ものを住民が主体となり、また、外からの意見も導入して、まちにあるものを発見しなが
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らそれを大切に活かしていこうという試みであると思います。こういった活動も総合振興

計画を市民参加でやっているのですから、行政と市民が一体になってこうした活動を行っ

ていくのも一つの提案としてよいと思います。 
 
金井委員 

関心が高いのが 1 番の「自然環境や景観を守るための仕組みの整備」ですが、原案の中

では策定を目指すと書いてあるのですが、景観形成基本計画というものがすでにあるよう

なので、その計画をベースに早急に条例を定めるべきだと思います。現在も乱開発という

か、住宅開発が進められていますので、ある程度規制をかけて、街並みをよくする姿勢を

行政でとらないと、駅前を見てもわかるように整然とした街並みを作っていくことはでき

ません。このような状態は放置できないと思います。他の市にも景観条例を定めて、取り

組んでいるところもありますので、自由開発に任せず、一度できてしまったら取り返しが

つかないので、もっと真剣に取り組んでほしいと思います。そのために条例が必要だと思

います。また、ベースとなる基本計画があるのに、市の取り組みにおいて原案の策定が２

１年度になっていて、なぜこんな遅いペースなのかと思います。 
 
岡野委員 

重点目標３では「国の機関や企業との連携の推進」をあげました。理由としまして理化

学研究所、自衛隊とは年に１、２回のイベントで市民との交流はしているのですが、青少

年時代から生きた社会勉強をしていく意味でも、司法研修所との交流で司法制度や法律に

関心を持たせるというのも良い刺激になると思います。それと、企業では本田技研、イト

ーヨーカ堂などもあるので、何らかの見学会などで中学生、高校生にも勉強させて、企業

に興味を持つことは、株式市場、経済界にも興味を持っていくだろうと思いますので、ぜ

ひやっていくべきだと思います。これに加えて、国や県との連携も必要ではないでしょう

か。当然これからは和光市のことだけ考えてはダメだと思います。和光市は国や県に対し

て、苦言を呈していくことも大切だと思います。和光市民の税金が国や県にいっているわ

けですから、市としても市民としてもそうしたアクションが必要なはずです。最後に一例

を挙げますが、一昨年の参議院選挙では投票率を上げるために、プロサッカー選手やタレ

ントの CM が流れましたが、それにかけたお金は 8 億円だということでした。また 2 年前

の埼玉県知事選ではこれが 5000 万円、6 年前は 1 億 8 千万円だったそうです。貴重な税の

使い道を考えるうえでも、国や県との連携も重要だと思います。 
 
関委員 
優先順位は「国の機関や企業との連携の推進」を挙げました。和光市には大切な資源が

たくさんあります。地域資源と言いましてもいろいろなものがありますので、整理してい

く必要があると思います。この様なものを有効に活用していくには、やはり和光市と市民
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の参加型でだけではうまくいきませんので、国の立派な機関や優良企業もあることから、

色々な人材や資源が埋もれているので、積極的に交流を図り連携していく必要があると思

います。例えば、見学会の話も出ましたが、研修会のようなもの、市民が誰でも参加でき

るような意見交換会、語り合う場があれば、市民の視線もそちらに向くと思うので協働と

いう体制になるのではないでしょうか。2 番目に「地域資源の PR」を挙げました。和光市

の地域資源については、まだまだ市民には周知されていないと思います。文化マップ、文

化資源マップがありますが、私も知らなかったし、私の周りの人もその存在を知りません

でした。もう一度和光市について全体的に棚卸、整理をして、それぞれの資源というもの

が、歴史年表的にわかるような形でまとまるといいと思います。具体的には、古民家や湧

水など、移動できないものは別として、和光市の生活のにおいがするもの、庁舎の１階に

も土器が展示されていますが、ただ展示するだけではなくて、古文書など含めて集められ

るものは資源ごとに整理してマップの作成はもちろん、郷土資料館や博物館といったもの

があってもいいと思います。和光市は、文化の香りは多少するのですが、もっと具体的な

もので対応する必要があると思います。その活動によって市民の認識も高まり、「和光市は

いいまちだ」という愛着も増すと思います。 
 
布施委員 

優先順位の１に「サークルや活動への支援」を挙げました。当てはまるかどうかはわか

りませんが、市民の文化といいますか地域の資源ということで、市民共通の文化・財産は

市民歌ではないかと思います。この市民歌を普及させて誰もが歌えるような活動の場があ

ったらすばらしいことではないかと思います。市民歌を知っている人は少ないかと思いま

すが、市民歌は和光市のシンボルであるので、サークルや活動の場でどのような形でもよ

いので、行政が普及のための場所を提供できたら良いと思います。そして、和光市を巣立

っていた子どもたちが景観を見ながらでも市民歌が歌えると、これもまたすばらしいと思

います。それと、色々な都市交流がありますが、よく歌を歌う機会もあると思います。そ

んなときに市民歌なんか歌えば、これこそすばらしい文化だと思います。転勤で北海道に

行きましたが、飲んだりした時には、みんなそれぞれの地域の歌を歌っていました。この

ことから歌のもとに人が集まってくるのだと実感しました。次に挙げたのが、「国の機関や

企業との連携」です。和光市に住んでまだ間もないので、南にある大きな建物は何である

のか、わからないことがありました。税務大学校があることは知っていましたが、それ以

外のところはわかりませんでした。ですので、そういった機関との交流があると、それら

を認識できるようになりますし、それが PR となって知的財産になると思います。たまたま

理化学研究所の方と知り合い、色々話しましたが、そのとき初めて理研でどんなことをや

っているのか知ることができました。そういった意味で、国の機関や企業との連携を挙げ

ました。 
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吉原委員 
青少年に健全なまちということを考えて優先順位をつけました。優先順位の１番に「自

然環境や景観を守るための仕組み」をできる限り早くとしました。和光市の魅力は都心に

近い割に自然が充実していることだと思います。一度失われた景観や自然は二度と戻りま

せん。和光市の計画性を見てみると、計画性がなくまちが作られてきたと思います。私は

まち歩きが好きでいろいろなまちを歩いていますが、新しいまちとして、たまプラーザ、

新百合ヶ丘、所沢なども歩きました。所沢の航空公園や市役所の近くにパチンコ屋があり

ますが、外からはまったくパチンコ屋とは見えない造りになっています。本田技研も非常

に魅力的な本社ができて、市役所の近くにくると非常に魅力的なまちづくりになっている

のですが，和光市の駅前を通るといつもがっかりします。あまりにも雑然としていて、パ

チンコ屋などが規制無く建てられているからです。私の友達もそれが嫌で引っ越していき

ました。このようなことを考慮すると、北口などは今後の発展が期待できるので、美しい

まちを積極的に計画していって欲しいと思います。優先順位２に「国の機関や企業との連

携の推進」を挙げました。これはだいぶ時間のかかることだと思いますので、18 年度から

ずっと時間をかけてということにしました。その理由に四市合併を否とした和光市として

は現在ある国の機関や企業と連携してより良いまちを作っていくべきだと思います。そし

て、新しい機関や企業を誘致していくべきだと思います。若者を見ているとニートやフリ

ーターの問題、朝からパチンコ屋にならんでいる姿がすごく心配になりますので、地元の

住民が積極的に働ける場を広げていけたらと思って挙げました。 
 
深野委員 

前回の会議でも挙げましたが、一戸建てやマンションによって、特に駅から北側では非

常に歩きづらくなってきています。それをどこまで規制できるかわかりませんが、ぜひ早

めにやってほしいと思います。他に関しましても、こういった形で自然環境や景観という

ものを守っていく形を取っていくと順次整っていくのではないかと思い、一つだけ挙げま

した。 
 
山田委員 
今まで「人的な資源」、「自然環境の資源」の二通り出ていますが、まず自然環境を守っ

ていくことが必要だと思います。和光市には、湧き水や、斜面林・屋敷内にある保存樹林

など多くの自然が残されています。しかしながら、それを保全していくためには行政の力

がないと難しい部分がたくさんあると思います。下新倉地域では家の事情で大きな屋敷林

などが切られていく状況です。こういった中で、区画整理事業も行われていますがほんの

少しあまっていく土地ができてきます。それを今は隣地に買ってもらうようですが、そこ

に樹木等を植えていくのがよいのではないでしょうか。今あるものを守ることも大事です

が、将来にかけて自然を作り上げていくことも大事だと思います。最近樹林公園を散歩し
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ます。私は林の中を散歩しますが、一般の人は散策路を歩きます。なぜかと思いますが、

自然や人との関わりが薄れてきたことが原因ではないでしょうか。身の周りから自然が消

えていくことによって自然との関わり方ができなくなってきているのではないかと思いま

す。次に人的資源でいえば、地域にはいろいろなサークル活動や文化を継承する活動があ

りますが私のところでも和光市の無形文化財の獅子舞を継承しています。お祭りなどで披

露していますが、その文化を守るということは、地域、または人と人とのつながりを作り

上げていくということで重要なことだと思います。このような意味で、文化・歴史を守っ

ていく、住民が自分たちのまちを自分たちで作り上げていくという意識を高めていく時代

になっていると思います。 
 
佐伯会長 
樹林公園の話ですが、林の中を入っても良いことになっているのでしょうか。 

 
山田委員 

入っても大丈夫になっていますので、ぜひ会長さんも歩いてみてください。 
 
並木委員 

どこにでも入っていいという訳ではないのですが、入って良いところには歩くためにウ

ッドチップを並べるといった整備をしているようです。ただ、広報はうまくされていない

ような気がします。 
 
鳥井委員 
重点目標の３では第１に「自然環境や景観を守るための仕組みの整備」を挙げました。

実施時期はなるべく早くに行うべきだと思います。これは相続税の関係でマンションがと

ても増えています。このままの状態が続くと生産緑地は減少していきますので、守ってい

く必要があると思います。そして、この生産緑地は災害時の避難場所ともなるので、市と

の提携を結んで、避難場所として利用できると思います。また、道路の植樹帯も雑草など

で見栄えが悪いので、市として管理を十分してほしいと思います。それから、市街化調整

区域の下新倉は産業廃棄物の業者が多く、荒廃しています。そして、土日には焼却処分を

しているところもありますので監視を強化する必要があると思います。第２には「国の機

関や企業との連携の推進」を挙げました。これは日本有数の自動車メーカーの本田技研や、

最先端の研究機関である理化学研究所があり、市民は関心をもっていると思いますが、ど

んなことを行っているかあまり知らないと思いますので，市民にも知らせることのできる

範囲で企業の紹介や研究の内容を提供してほしいと思います。 
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佐伯会長 
一応全員の発表が終りました。それでこれからフリートーキングを行います。川崎さん

は専門外の話になるとは思いますが、今の話を聞いて何か感想はありますか。 
 
川崎委員 

仕事の面からすれば全くの専門外となりますが、私も和光市の市民として 30 年以上おり

ますので、みんなもっともな意見だと思って聞いておりました。その中で，駅前に子供達

や暴走族などが集まっていますが、それは駅前の景観・環境が集まりやすい場所になって

いることが原因だと思います。また、景観の中で緑を多くという話ですが、緑は多いので

すが、手入れが行き届いていない部分が多く、市の植栽もあまり手入れがされていないよ

うでして、庁舎は和光市の顔となるもので、外からサンアゼリアなどにいらっしゃる方に

見せても恥ずかしくないようにしていただきたいと思います。 
 
佐伯会長 

ありがとうございます。それでは、少しポイントを絞って議論したいと思います。重点

目標の施策の方針４つがありますが、「豊かな緑や農地，景観を守る仕組みを整える」と書

いてあります。書くのは簡単ですが、なかなか実行が伴っていないと思います。豊かな緑

や農地、景観を守れと言っているが、いっこうに守られていないと思います。どうやって

守ればいいのかということに関してもう少し詳しく意見をいただきたいと思います。 
 
山田委員 

湧き水が出ているところはほとんど私有地になっているようです。私有地になるとそこ

の利用は地権者のお考えで変わってきてしまうと思います。それを守るには市の動きがな

いとできなので、行政と持ち主の間で話をするしかないと思います。また、そういったと

ころに蛍が飛び交うような自然環境ができればと思っています。 
 
金井委員 

先ほども言いましたが、景観条例はなぜまだできていないのでしょうか。聞いたところ

によると H７年には景観形成計画ができているのですから、スムーズに条例まで進んでも

いいのではないかと思うのですが。何か問題があるようであれば教えていただきたいと思

います。 
 
事務局 
和光市の南の地区には県の景観条例が適用されておりますし、景観形成地区も指定され

ています。 
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佐伯会長 
一応限られたゾーンの中では行われているところもある、ということのようです。 

 
金井委員 

やはり全市的なものが必要だと思います。 
 
佐伯会長 

今の山田さんの話にあるように、私有地の問題をどう守っていくのかというのは、やや

堂々巡りになっているように感じます。やはりお金がないとだめなのでしょうか。 
 
高橋委員 

あまりアイディアが浮かびませんが、湧水というのを大事にしていく必要があるのであ

れば、市や県が公園にするのが一番早いとは思います。私有地になると税金の問題など絡

んでくると市が買い取ると言うことは難しいと思いますが、保全という点からすると大事

なことだとは思います。個人のものから自治体のものに切り替えることを考える必要があ

るかと思います。 
 
佐伯会長 

ある市では基金を集めるために市民債を発行しているところもあります。やはり何かを

するにはお金が必要になってきますが、すべて銀行からお金を借りてきて債権を持つとい

うことは市民の意見と一致しないようにも思います。 
 
並木委員 

もちろん和光市にいろいろな自然が残っていますが、それは単に残っているのではなく、

これまで地権者の努力で残されてきたものだといえると思います。その地権者の努力を十

分評価して、意見を聞いて、議論を進めないといけないと思います。 
 
佐伯会長 

立場を逆にして考える必要もあるというご指摘かと思います。あまり簡単に、一方的に

はいえないということですね。 
 
鳥井委員 

私が子どもの頃はあちらこちらで湧水がありましたが、企業の進出等により井戸などを

掘って、今はかなり減ってしまいました。今あるものもなくなる可能性があります。今で

は、井戸は規制されているかと思いますので、絶えることはないと思いますが、何かしら

保護するための措置をとる必要があると思います。また、和光高校のところはかなり湧水
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が多い地域でしたが、それがなくなって今の状態となってしまいました。自然現象ですか

ら、どのように守っていくか難しい問題だと思います。あの辺の呼び名は、今でも弁天様

という形で残ってはいるのですが水は出なくなっていますので難しい問題だと思います。 
 
佐伯会長 

これぞといった守り方がないようですが、守り抜いてきた地権者のことも考えて議論し

ていかなければならないと思います。ただそれもなかなか進まないようで、どこに接点を

もつかが重要な課題かと思います。あわせまして、産業・歴史・文化などに触れる機会を

充実させるといった政策が次に載っているのですが、市民歌を作ったらどうかとい提案も

ありましたが、そういったものに触れる機会について何かいいアイディアはありますでし

ょうか。 
 
関委員 
私は和光市に住んで 8 年になります。和光市全体をマップで見ることはありますが、何

がどこにあるかなかなかわからないといった状況です。まして機関や企業があるのも知っ

ていますが、どう関わったらいいかわかりません。私は総合福祉会館の関係で、一部の機

関と関わることになりましたが、近くの方々を呼び込んで交流の輪を広げることによって、

企業や機関の中に入り込んでいく素地ができていくのではないかと思います。ただ意見交

換したいではなかなか進まないので、このような交流会からスタートしてはどうかと思い

ます。 
 
佐伯会長 

それでは少し視点を変えまして、国や企業との機関と連携を深めていくべきだと私も思

いますが、積極的に提供していきたいと思います。ただ先ほどの地主の話同様、企業や機

関の立場はどうなのかということが聞きたいと思いますので、内山さんにお話をお聞きし

たいと思います。差し支えない範囲で、和光市に対する連携についてどう考えていらっし

ゃいますか。 
 
内山委員 
本田技研では平成 14 年までは工場が稼動しておりましたので、夏は夏祭り、冬はクリス

マスの 2 大イベントをやってきました。去年の 7 月から本社機能を持ってきまして、3500
名ほどが現在敷地で働いています。4 月から稼動しまして、近隣の自治会さんとお話はして

いますが、常時開放していくことは難しいところです。今年の４月には近隣の要望もあっ

て、日曜日に 200 名ほど入ってもらいお花見をしました。敷地の中に、CI ハイツや近隣の

方に入ってもらって見てもらいました。8 月になってから、夏休み中に自治会の方から防災

訓練をしたいということで、消防車やポンプ車を呼んで、日曜日に防災訓練を実施したと
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ころ、150 名程度の方が参加していました。通勤の面などでかなり迷惑をかけている部分も

ありますので、今後もこのような形でやっていきたいと思います。今年はクリスマスをど

うするか、現在検討しているところです。 
 
佐伯会長 

地域との融合を考えているということはわかります。しかしながら本音として、あまり

抱き付かれても困るというところではないでしょうか。本田技研さんは寮を作らず、地域

に住んでもらって還元しようという方針を取って頂いていると聞いています。だからとい

ってロボットを貸してもらって市役所においてもらうことは少し難しいかもしれません。 
 
待鳥委員 

1 つ実例を話したいと思いますが、たくさんある国の機関の中に国立保健医療科学院とい

うのがありますが、今年の夏に思春期学会という市民の公開講座がありまして自由に参加

することができました。思春期のヘルスプロモーションというテーマでシンポジウムがあ

って、最新の情報や研究の内容などをわかりやすい形で講演されていました。実際の会場

に市民の方に呼びかけがありまして、200 名ほどの会場でしたが、市民は４、５名くらいし

かいませんでした。お話は市にもあったと思いますし、広報もあったかと思うのですが、

それでも市民が４，５名しかいないというのはもったいないと思いました。次世代育成支

援計画の場など、地元の策定会議などで協力できるとは思うのですが、なかなか声がかか

らないとおっしゃっていました。もう少し交流できる形で、今は市民大学講座などで連携

していますが、もっと市民との交流や政策面で連携をとることは可能かと思います。 
 
佐伯会長 

なかなか情報がいきわたっていないという問題はあるかと思います。もっと情報を公開

して欲しいと思います。しかしながら向こう側中心の講演なので、やや制約はあるかと思

いますが、そういった機関との関係については、和光市もいい意味で活用して市民に提供

してもらいたいと思います。 
 
金井委員 

理研を活用するというより、せっかくその機関があるわけですから、埼玉大学の理工学

部、工学部を理研の隣に移転させられないかと考えました。パブリックコメントでも挙げ

たのですが、理研と大学の提携によって、科学技術のレベルアップが図れるのではないか

と思います。和光市での人材の育成、大学のレベルアップで効果的かと思いまして，和光

市を学園都市、産業創造都市的に位置付けをできたらいいと思います。もちろん研究成果

でもってベンチャービジネスを育てるといったことを構想していかないといけないかなと

思いました。そういった形で発展できたらいいかなと思います。筑波学園都市のような発
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想なのですが、素人な考えですので現実性でわかりませんがお話させていただきました。 
 
深野委員 

今とは違う話で、本田技研と連携があったので紹介したいと思います。10 年ほど前のこ

とだったかと思いますが、車の座席は身体を保護する形にできているので、障害者が家で

座るときに利用できるのではないかということで、少し座席のリサイクルなどもしていた

だいたことがありました。諸事情で連絡が途切れてしまったのですが、こういった形での

障害者に対する思いを持って頂いていたのですが、ぜひ今後もつながると良いと思います。 
 
内山委員 

車椅子の改造というのはうちの労働組合がやっていまして、今現在でもやっていますの

で、連絡先等々をお教えすることもできるかと思います。 
 
佐伯会長 

それでは、ちょっと視点を変えまして、重点目標３の地域の資源を育てるまちとなって

いるのですが、循環型社会形成に向けての仕組みづくりが薄くなってしまっているように

思いますので、この点についてお伺いしたいと思います。一番の問題はゴミ処理の問題か

と思います。お金のかかる重要な問題だと思います。これについて何か意見はありますか。 
 
並木委員 

循環型の前に、ごみの発生は放っておくと増えていく一方です。また急速な人口増加の

なかで、ごみ処理場の能力は限界と聞いています。5 年以内ぐらいに建て替えということも

検討しなければいけないし、いくらでもごみを出してくださいというような訳にはいかな

いと思います。すると、ごみの発生抑制のために啓蒙活動も重要であと思います。一般市

民に一番効果がある方策は、経済的な措置ではないかと思います。その例として、ただ有

料化にしても上手くいかないのであれば、個別に回収をし、有料化にするといった方策を

とることも効果があると思います。もちろん様々な反対意見もあると思いますが、何らか

の形で発生抑制をやっていかないともたないのではないかと思います。清掃工場の建設に

120 億くらいかかるのではないかといわれていますので、今のところ耐用年数があと５年と

いわれているところを 1 年でも 2 年でも長く持たせる方策を考えなければならないと思い

ます。このことを和光市のトータルな問題として市民に周知する必要があるかと思います。 
 
吉原委員 

プラスチックゴミを分別していますが、余計に費用が増えるということで、和光市では

あまり細かく分けられていないようです。母が杉並区に住んでいて相当細かく分けている

ようですが、和光市についても、もう一度最初からゴミの問題について考える必要がある
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かと思います。 
 
佐伯会長 
この問題は突っ込んでいくと拡大しすぎますのでこの辺にします。12 ページの最後のと

ころに成果指標が挙げられています。意識調査などが出ていて、事務局としては非常にこ

の成果指標について気にされているようですが、何かご意見はありますでしょうか。 
 
関委員 
難しい質問かと思います。最終的に成果指標は数値で出さないとわかりにくいと思いま

す。印象的なことで言うとわかりにくいので、いつまでに何％、何件という形で出さない

といけないと思います。また、「愛着がある」という項目は少し大きすぎて人によって感じ

方が違うと思いますので、もう少し細分化する必要があるのかと思います。また、どれだ

け地域の人と交流できたかということについては、満足感も大事かと思います。 
 
山田委員 

成果指標を見たのですが、すべて市の事業に対する評価のように見えるのですが、もう

少し市民の取り組みの評価も入れたらどうかと思います。 
 
岡野委員 

統計的なグラフで出した方がよいかと思います。結果が出てから論じた方がよいと思い

ます。実体験で誰か一人が増えるような、数字も大事かと思いますが、このテーマについ

ては、中学生から色々な人と接するようにもっていかないといけないと思います。外構工

事などを見たらどうでしょう。マイホームのコストの話だけでもたくさん勉強をすること

はあると思います。 
 
並木委員 
最初に関さんがおっしゃったように、あまり曖昧な指標をつけても意味はないと思いま

す。やはり、きちんとしたもので評価をしたいと思いますし、先ほどの循環型社会のこと

と一緒というわけではないのですが、一人当たりの一日で出されるゴミの量が何㎏減少し

たといったようなものであればわかりやすいと思います。ですので、愛着を持っている割

合や、市民文化センターの実施行事の参加人数、これらは一体何なのだといった感じです。

もう少し、和光市の将来がどうなるのだという数字を載せないと意味がないと思います。 
 
待鳥委員 

従来の成果指標というのは、量的に充実したかどうかに偏っていたと思います。次世代

育成支援計画のときも数値的な評価が多く、私は疑問を思っていました。数値も大事だと
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思いますが、保育園の充実によって本当に親と子が幸せかというところはまた違う結果も

あると思います。ですので、意識調査はあいまいな部分もありますが、数量的なことだけ

でなく、市民が実感としてどう変わったかという形の指標を出すことも重要と思います。

今回出されている指標から、そういった姿勢は読み取れると思っています。 
 
佐伯会長 

大変貴重なご意見をありがとうございます。それでは少し休憩をしたいと思います。 
 
 
２ 重点目標４について 

佐伯会長 
それでは重点目標４を始めたいと思います。 

 
鳥井委員 

重点目標４に対してほとんど意見がないのですが、優先順位の１は「障害者・高齢者の

交流の場の確保」を挙げました。障害者・高齢者はこれから増えるわけです。総合福祉会

館といった立派な施設はできましたが、交通の手段が問題になるかと思います。送迎のバ

スが市内を細かく回るような必要があると思います。優先順位の２は「コミュニティ活動

への支援」を挙げました。コミュニティセンターの利用者は多く、現在コミセンまつりを

やっておりますが、一時は消えそうではあったのですが継続していく方法が取られていま

す。個々に利用している人が 1 年に 1 回交流する行事には意味があると思いますので、支

援を多く求めたいと思います。 
 
山田委員 

私は、あえて交流の場を設定することは考えたくないと思いました。障害者・高齢者を

地域でごく普通に、他の方と同じような形で生活できるような地域づくりが必要かと思い

ます。あえて場をつくる必要がないというのは、地域で他の方と生活できる環境が必要で

あって、今の状況では障害者への理解があまりないのかなと思います。そういった理解を

多く地域の人に持っていただくことが最初かと思います。先ほども話しましたが、文化の

面で、地域に継承されているものがありますが、そういった文化を通していろいろな方と

知り合い、生活しています。地域の方と知り合いになりあいさつをする、そういったこと

が生きがいを感じられる瞬間かと思います。コミュニティが希薄化しているという現状の

中で、もっと地域のコミュニティを活発にするような、人と人とのつながりを市民が進ん

で考え、自分たちの住んでいるまちを楽しいまちにしていくには市民として意識が必要か

と思います。 
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深野委員 
あえて他のことでもいいということで、障害者のグループホームの整備拡充ということ

にしました。これは、チャレンジド・プランの中にも入っていますし、ＷＳでの提言に入

ってはいたのですが、諮問案ではこのようになってしまいました。こういったことは、総

合振興計画に入っていないと実現しにくいと思いましたので、ぜひやっていただきたいと

思います。メインを地域での暮らしとすると、一般の中で生活しなさいという方向に国と

してもなっているのですが、実際に地域のなかで暮らすといってもグループホームの建設

には地域の風当たりが強いので、行政から市民の方によく PR していただかないと、実際の

生活ができないので交流の場どころの話ではありません。それができてくれば、逆に地域

の中で暮らしていく姿が自然に見えてくれば、あえて場を設定しなくても交流ができてく

ると思います。 
 
吉原委員 
優先順位の１番に「障害者・高齢者の交流の場の確保」を挙げました。一番弱い存在で

ある障害者・高齢者が幸せに暮らせるまちであることが一番重要であると思うからです。

それから優先順位の 2 番目は「コミュニティ活動への支援」です。先ほど成果指標の中に

「愛着がある」ということについて話がありましたが、市民の活動が活発であれば、自然

と愛着がわいてくると思います。２年前まで週５日都心に通勤していましたが、そのころ

はそれほど市に対して愛着はなかったのですが、この２年間、市を中心に生活し、コミュ

ニティ活動をして愛着がわいてきました。その前に、市が講座を企画し、自主講座に持っ

ていくとか、あるいは志木市だったかと思いますが、学校で落ちこぼれてしまっている生

徒の手伝いをするボランティアの方に有給で仕事をしてもらうようです。これから団塊の

世代の方などが帰ってくると思いますので、コミュニティ活動が活発になれば、市がもっ

と活性化していくのだと思い挙げました。 
 
布施委員 

「障害者・高齢者の交流の場の確保」を挙げました。一人暮らしの方、高齢者、障害者

の方に対して音楽療法を提案したいと思います。病院ではいろいろと進められていますが、

地域でもできると思います。私も今、お年よりの方に歌を教えているのですが、はじめは

来ても歌わなかった方が、次第に歌うようになり、明るく積極的になりました。こういう

場は色々な地域にあって良いかと思います。指導者も必要かと思いますが、自由にやれる

ような場があればいいと思います。また、音楽は色々ありますので、気分によって聴きた

い歌が違います。図書館にでもリスニングルームのようなのがあればいいかと思います。 
 
関委員 
優先順位の一番に「障害者・高齢者の交流の場の確保」を挙げました。和光市では障害
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者のことをチャレンジドと呼ばれていますので修正することを提案しています。あるいは

「障がい者」がいいかと思います。交流の「場」では、単にハードという誤解があると困

りますので、「機会」という意味の方が強いと思います。実際に障害者が出かけるには何か

きっかけが必要だと思います。自分ひとりで出るのではなく、ボランティアの方はなじみ

やすいということが、私は自身の経験としてわかりますので、そのような方々と機会を図

っていきたいと思います。それから和光市に総合福祉会館ができて環境は改善されたと思

いますが、交通アクセスの問題などがあり、まだまだ活用されていません。イベントなど

を行いながら広く周知していく必要があるかと思います。また、駅の周辺にふらっとよれ

る場所、サロン的なものがあるといいと思います。一方で子どもの問題ですが、子どもた

ちに対する、障害者・高齢者との関わりについて教育がされていません。子どもたちは、

どう接していいのかわからない場合が多いようなので、イベントなどの交流によって、ノ

ーマライゼーションに対する意識を植え付けていく必要があると思います。2 番目は「交流

イベントや活動の充実」を挙げました。色々なイベントが開催されていますが、先日開催

した福祉会館のイベントで 600 名ほどしか参加していませんでした。イベントによってひ

らきがあるので、もっと市民が目を向けてくれるような仕組み、参加するといいという味

を感じられる仕組みがあるといいと思います。 
 
岡野委員 

この重点目標で優先順位を付けられないという理由ですが、真のコミュニティ社会の実

現のためにはあらゆる差別の裏を見ていかないといけないと思います。差別にも色々あり

ますが、女性差別の裏に男性差別あり、ということです。女性差別については確かにいろ

いろやっていく必要があります。ただ男性差別に対する対策はそれに比べてかなり立ち遅

れていると思います。年間の自殺者数がここ６年で３万人以上となってきています。その

７割以上が男性です。40～50 代の男性が 80％を超えています。男性は仕事してお金を稼が

ないといけないというのは、大変なプレッシャーだと思います。そうした男性への固定的

な考え方は、男女共同参画の考え方からはずれる考え方だと思います。そういう意味では、

和光市の男女共同参画条例は、女性にとって有利な内容になっているかと思います。女性

のプレッシャーの解放も必要ですが、男性の「稼がないといけない」というプレッシャー

も解放していかなければならないと思います。次に、人を見下す差別の裏に人を必要以上

に持ち上げる差別、と書きましたが、埼玉県や国の開催するイベントでは、有名人に出演

を依頼することによって高額な出演料に私たちの税金が使われています。このようなこと

をしていて、果たして真のコミュニティ社会を築いていくことができるのか、と言いたく

なります。人を見下す差別はたくさんありますが、人を必要以上に持ち上げる差別という

のもあると思います。例えば、人権講演会の講師・コンサートに来る歌手に県では高額の

公演料を払っていますが、高額な料金をもらって何が人権講演だ、と言いたくなります。

このようなことを子どもが聞いたら、世の中すべて金かといったことを言い出すと思いま
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す。税金じゃなければいいですが、コミュニティのため、差別のためと言って講演会を開

いているのに、こんなことを許していては中学生、高校生に示しがつきません。こういう

ことを意識していかないとコミュニティの実現にはなりません。市民まつりのために 1 年

間に 660 万円かかります。今後縮小していくのか、廃止していくのか、ぜひ考えていただ

きたいと思います。少なくとも今後人気歌手を呼ぶとかはやめてもらいたいと思います。

こういった視点が足りないと思いますので、意識していただきたいと思います。 
 
金井委員 

交流といいますと、文化や高齢者・障害者の交流といったことが出るのかと思いますが、

共通のテーマを持って、きっかけになるテーマがないといけないと思います。市民の共通

である防犯・防災をテーマにして交流を図ることを提案してみました。参加しやすいテー

マということで深いテーマだと思います。交流のきっかけとしては、みんな関心があるの

でよいかと思います。それをベースにして、いろんな交流の場や参加者が増えていくのか

と思います。 
 
待鳥委員 
優先順位の 1 番には、「障がい者・高齢者の交流の場とともに世代間交流の場作り」にし

ました。日常的な広がりにつながっていく場作りという意味で考えました。よく長野方式

が話題になっていますが、寿命が来る直前まで元気に活動していけるといった例がありま

す。障害の有無、世代に関わらず交流が必要だと思います。都内では、敷地などの関係も

あって、デイケアと小学校など、複合型の施設ができています。作られた施設での交流に

ついて疑問をもちながら見に行く機会があったのですが、いろいろ考えるより、こういっ

た場がたくさんあることが大事なことだと感じました。和光市の中で大きな複合施設をつ

くるのは考えられないと思いますが、今ある学校に障害をもった子どもや高齢者の方を受

け入れて触れ合えることも大事かと思います。それは地域活動コミュニティ活動にもつな

がっていくかと思います。交流をする当事者の人たちやその家族の目線で、いっしょに場

を作り上げていく方向が大事かと思います。 
 
並木委員 

今まで障害者・高齢者が出てきていますが、私は外国人を入れるべきではないかと思っ

ています。埼玉県・和光市・理研の三者が関連して特区の認定を受けていて、外国人をも

っと受け入れようとしているのに、この項目で触れていないのはおかしいと思います。埼

玉県で実施している外国人モニター制度の結果を見ると「どこの窓口にいったらいいかわ

からない」という悩みがあります。庁舎内・庁舎外かわかりませんが、相談窓口を作る必

要があるかと思います。2 つ目は色々異論もあるかと思いますが、自治会の細分化が必要だ

と思います。もっと小さい自治会でないとその地域の世帯を把握することはできないと思
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います。市では 20 世帯以上とのルールがあるようですが、防犯や防災のためということで

あれば、もっと単位の小さい、ローカルコミュニティでなければあまり効果がないのでは

ないかと思います。 
 
佐伯会長 
これで発表は終りました。全体をお聞きいただいて高橋さんいかがでしょうか。率直な

感想で結構です。 
 
高橋委員 

私もやがて年をとって、高齢者の中に入っていくわけですが、年をとって、夫婦又は一

人になったとき、外に出てみんなと話をしたいという気になると思います。汗を流して裸

の付き合いができる場所、月に 1 回でなく、２・3 回の集まりのようなものがあればずっと

年齢に関係なく集まる機会となって、自然と交流が広がっていくと思います。 
 
佐伯会長 

具体的に施策のところで、皆さんが関心のあったのは、「障害者・高齢者との交流の場」

というものだと思います。そうではなくて、他の市民も気軽に集まれる場が必要ではない

かと思います。考えてみると市の施設は色々あるわけですが、別々に運営されていて、う

まく活用できないと思います。このような観点から意見を頂きたいと思います。 
 
深野委員 

施設はありますが、すべてがバリアフリーではないので、お年寄りの方はある程度自由

に動けないと行けないと思います。また、家から出て行ける方はあまり問題がないかと思

います。問題は、家にいたままの方をどのように周りが考えているのかということが重要

だと思います。そういった方の悩みを解決していくことができれば、外にも出て行けるよ

うになると思います。ワークショップではそうした観点から提案をしたのですが、最終的

には２つの提案を合体させたため、その意見が「交流の場」という内容だけになってしま

いました。私たちが言いたかったのはそのようなことでなくて、交流の場に出られない人

たちをどうやったら救い上げていくことができるかということだったのです。個人情報の

問題など抱えているのであれば、それをやれるのは市しかありませんので、どこまで対応

してくれるのでしょうか。総合福祉会館と出ていますが、それだけの機能を今の段階で持

ち合わせているとは思いません。個々の福祉的な機能は有していますが、福祉の拠点とな

るにはまだまだ時間がかかると思います。また、地域がもっと小回りの効く機能を持てば、

何かあったときに声をかける余裕ができるかと思います。 
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佐伯会長 
外に出ることができない人をどう救ったらよいかと考えていらっしゃいますか。 

 
深野委員 

社会福祉課のほうでは、今まで障害の種別に担当を割り振っていたのですが、地域別に

行えるように変えています。そうなると訪問という形になってくると思います。実際に電

話をくださいといってもなかなかもらえませんので、足を運んでどういう状況なのかを見

て、どういうサポートが必要かと判断しています。個人情報の問題も踏まえて、色々な団

体と連携し、小さなコミュニティが出来上がれば救い上げることができると思います。こ

れはやってできないことはないと思います。むしろ行政だからこそできる部分かと思いま

す。 
 
佐伯会長 
ちょっと視点を変えまして、みんなで気軽に集まれる場がほしいという観点から意見を

いただきたいと思います。 
 
関委員 
深野委員のご意見に関連しますが、私が常々思っていることは、情報が途絶えていると

いうことです。家にいるから家に対する外からの情報が入ってこないわけです。私は幸い

色々な団体に顔を出していますので、いろいろな情報が入ってきます。ですから、親とし

て子どもに情報を噛み砕いて伝達し、率先して連れ出します。そういった場に出て行けば

いろいろな体験を増やし、その次から興味がわいてくるようになります。また、施設の利

用ですが、総合福祉会館も立派にできましたが、利用するに当たって色々な規制がありま

す。例えば、あらかじめ利用者登録された方でないと利用できないといったことですとか、

それが 1 つのバリアになります。また公民館など、手続きを踏まないと借りることができ

ないというと、高齢者や障害者が率先してやることは難しいと思います。気軽によれるサ

ロンで成功している例は見ていますが、最低限のルールは書かれていますが、自由に使え

るようなものです。それで自主性が生まれて、自分たちで掃除したり、片付けたりします。

そういうことを少しずつ考えていけば変わると思います。 
 
佐伯会長 

これは市が思い切れば、やってやれないことはないと思います。公民館は補助金をもら

っているものなので制約はあるでしょうから、もうちょっとフリーにしてもらえたらいい

と思います。市民が効率的に使うことで、せっかくの施設を含めてもっともっと活用して

ほしいと思います。こういった観点でご意見ございますか。 
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川崎委員 
交流の場ということですが、先ほどの話も出て行けない方はどうしたらいいのか。私は

医療の関係で仕事をしていますが、健常者でも歳を取って、一人でいるから耳も聞こえな

いような方にどう伝えるのか、そういった方と接していると当たり前のように大きな声に

なっていきます。定年を迎えた男性はそういったときに奥さんがなくなられたりすると、

地域に戻ったときに何もわからない状態なので外に出て行けなくなり、こうなることが多

いようです。また、本人が理解できないような書類はすべて読んでほしいと持って来ます。

あるいは、何か尋ねられているのであれば対応をお願いしたいと言われます。このように

行き来しやすい場所ではお願い事をしやすいようです。ですので、行き来しやすい場所を

いかに提供できるかということが重要だと思います。 
 
待鳥委員 

先ほどの複合型の施設をもう少し話したいと思います。特別養護老人ホームと中学校が

一緒になったのですが、そのおかげで色々なイベントなどをやっています。身体の不自由

な方も多く、そういう方に接することが上手になったと思います。地域にもそういった方

が多いので、そういった方に接することができた。特養の方たちも、「うちの子供たち」と

いう呼び方をして、家族的なコミュニティとしての関係になっているようです。そこは地

域自体が学校を支えているという土地柄でしたので、ただ施設だけを作ることより、とも

に地域が育っていくことが重要なのかと思います。 
 
佐伯会長 

施設もそうですが、交流の雰囲気ができていないとどうしようもないです。先ほど布施

委員から出された音楽療法はユニークだと思いますが、和光市で広めていく方法はありま

すか。 
 
布施委員 
私は忙しいので地域の年寄りに教えているぐらいです。ある方が主人の体調が良くない

のでやめようと言っていましたが、私が教えている場は教習所のようところなので家で練

習しなくてもよいことを伝えたところ、また、復帰してきました。楽しければいいと言う

わけです。そういう場がコミュニティセンターなどにあれば、そしてそういった場でフリ

ーに参加できるようになっていればいいと思います。どこの公民館もいっぱいかと思いま

すが、ある部屋だけ確保していくようなシステムができればいいと思います。 
 
関委員 
音楽療法については、私も 2 年半前くらいから実行しています。勉強して体験もしまし

た。場所があれば誰でもできます。参加することで仲間意識が増え、リズムを脳に浸透さ
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せることで非常にリラックスできているようです。これを色々なところで活用すれば非常

にいい交流の機会になると思います。これは総合福祉会館でも行っていますし、こうした

リトミックを公民館でおこなっているところも増えています。そこで成功すればまた輪が

広がっていくかと思います。 
 
吉原委員 

障害者だけでなく、孤独な老人の方も多いかと思います。私はシネサロン和光という、

年に２・３回映画上映をやっているのです。特に一人暮らしの高齢者の方が非常にうれし

いと声をかけてきてくれます。私の夢ですが、樹林公園に行ったときに、コーヒーなどを

飲めたらいいと思うので、景観を害さないログハウスなどがあったらいいと思います。障

害者の方のつくったパンやコーヒーを飲めるとよいと思います。練馬区に養護施設があっ

て、そこのコーヒーを飲むのを楽しみにしているのですが、何か樹林公園にそういった場

所があったら、いろいろな触れ合う機会ができると思います。ギターを弾いている方もい

るのでたまには演奏会を開催してもいいと思います。きちんとした施設だけでなく、そう

した自然のなかで触れ合うことができるようなものがあればと思います。 
 
佐伯会長 

もう少し全体的にふれあいの場ということでご意見はいかがでしょうか。 
 
岡野委員 

私もふれあいは必要だと思います。先日の NHK で孤独死の特集をしていました。それも

なぜか全て男性でした。リストラされて、離婚されて、財産も何もかも取られて家賃が安

いので流れてきたというような感じです。そこでも住めなくなってしまいホームレスとな

ってしまうようです。年間３万人がホームレスになっているようです。和光市でも、ワー

クショップの「安全」の分野で出てきて、ホームレスが増加して治安が悪くなるとか、美

しいまちのイメージが崩れるといった意見が書かれていますが、彼らもなりたくてなって

いるわけではないと思いますし、やはり、和光市民から孤独死、ホームレスを出さないた

めにはどうしたらいいかということを考えるべきです。住民票がないと国民扱いされない

のは憲法違反だと思います。例えば 5 年以上住んでいれば何か支援が受けられるようにや

っていくような必要があると思います。 
 
佐伯会長 

ありがとうございます。ちょっと視点を変えますが、並木委員から外国人の話が出まし

た。外国人の方に対する窓口が一本化されていないために困られているのが現状ですので、

こういった方々とも交流をしなければなりません。ところで、本田技研では和光市に住ん

でいる外国人の従業員はいらっしゃいますか。 
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内山委員 

外国人の従業員はおりません。また出入りしている外国人の方もそこまで多くはいませ

ん。 
 
並木委員 
和光市の場合、理化学研究所に外国人の方が多いと思います。ですので、不法入国者は

少ないと思いますが、働いている方の家族は地域と暮らしているので、日本語の波にのま

れて、それが嫌な方は引きこもりになることもあるし、しゃべれなくても買物ができるよ

うなところにしかいかなくなってしまいます。そのまま母国に帰った方の和光のイメージ

はよくないはずです。少なくともそこに行けば何とかしてくれるところを設置すべきです。 
 
佐伯会長 

コミュニティ活動を活性化していくことが大事だということにまた少し戻して話をした

いと思います。 
 
山田委員 
今、和光市で自治会に加入している割合は半分くらいと聞いています。自分たちのまち

という意識が薄れていると思います。自治会に対してメリットがないから入らないという

方がいるのですが、それは大きな間違いだと思います。自治会に入って、地域にメリット

をもたらすというのが本来の考え方だと思います。自治会は、例えば私のところは 600 世

帯くらいですが、その中でも細かく地区などができています。そこの中で、小さなコミュ

ニティができればいいのかなと思います。活性化させるには意識を高めるしかないと思う

のですが、先ほど防犯・防災という意識から、あるいは障害者からコミュニティに関わっ

てくることはあると思いますが、実際に何をしたらいいのか、なかなか具体的な策は出て

きません。私は 1 点伺いたいのですが、チャレンジドという言葉ですが、どういった使い

方をしたらいいのでしょうか。 
 
深野委員 

チャレンジドがそのまま「障害者」という意味になっています。 
 
関委員 
障害者計画検討委員会がありまして、その時の委員長の先生が各国の呼ばれ方を集めて、

国内でも広まってはいませんが、「チャレンジド」というのを障害者の代名詞として使われ

ていたために、私たちもすんなりと受け入れました。 
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佐伯会長 
それは何語でしょうか？ 

 
事務局 
「ザ・チャレンジド」 という英語の俗称から、和光市においては三障害者の総称として

2 年前から使用しています。 
 
並木委員 

アメリカで、ハンディキャップトという言葉がまずいということで生まれたようです。 
 
 
深野委員 

「挑戦という使命や課題、チャンスを与えられた人」といった意味合いでただ障害だけ

でなく、その先に夢があるということで名づけていただきました。 
 
佐伯会長 

できるだけ皆さんに多角的にご意見をいただきたいということで、皆さんにいろいろお

話いただきました。今後は手を挙げて積極的に話をしていただきたいと思います。最初は

戸惑いもあったかと思いますが、まだまだやり足りない点があると思いますが、本日はこ

のくらいで終わりにしたいと思います。 
 
 
４ その他 
佐伯会長 
次回の審議会は 10 月 20 日となっています。次回は前半で重点目標の 5 番を行います。

行財政改革全般が関わっています。また、後半は計画書全体にわたっての、全体に対して

の要望や提言を出していただきたいと思います。これは宿題のように書かなくてもよいで

すが、もし書いていただける方はご意見、ご要望、ご提案を出していただきたいと思いま

す。さらに審議会は第 5 回で終ってしまいますが、その後の推進体制についてもお話いた

だきたいと思います。時間が絶対的に不足していますので、この審議会の中で答申書を書

き上げることはかなり難しいと思いますので、答申書の案についてたたき台の作成を会

長・副会長・事務局に任せていただいてまとめたいと思いますので、それについてもご意

見がございましたら出していただきたいと思います。 
 
事務局 

2 点ばかり事務局から報告させていただきます。資料の 18 ページに人口フレームをお示
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ししています。1 点だけ修正がありますが、4 行目の目標年次は「85,000 人」ではなく、

「80,900 人」となっています。また先ほど重点目標３の中で、成果指標についてもいろい

ろな意見をいただきましたので、庁内でも曖昧なものについても排除すべく検討を行って

いきたいと思います。また、データについても取得中ですので、具体的な数値を示してい

きたいと思いますのでご理解いただきたいと思います。 
 
佐伯会長 

第 5 回目には 5 年間の財政シミュレーションを出してもらって、その上で、どう計画を

すべきかを考えていきたいと思います。そして残った時間で 20 年、30 年を見通した長期構

想についてご意見をいただきたいと思います。 
 
閉会 

 


