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第三次和光市総合振興計画審議会 第４回会議録 

開催日 平成１７年１０月２０日（木）午後１時３０分～４時１５分 
開催場所 市役所５階 ５０２会議室 
次第 １ 重点目標５について 

２ 計画案全体に対する意見について 
３ 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、鳥井靖雄、、

山田実 
４号委員（知識経験を有する者）内山秀治、大河内眞、川﨑みち子、

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：４名） 

傍聴者 ３名 
配布資料 １ 次第 

２ 成果指標について 
３ パブリックコメントに対する回答 
４ 財政計画表 

 

開会 

 

事務局 
定刻になりましたので第４回審議会を始めたいと思います。開会に当たりまして、まず

出席の確認をしたいと思います。数名の方から欠席の連絡を受けていますが、過半数を超

えていますので本審議会は成立しています。それでは進行の方を会長にお願いいたします。 

 

会長 

みなさんこんにちは。大変忙しい中お集まりいただきありがとうございます。審議会も

第４回となり、いよいよ佳境にはいってきました。皆さんも慣れてきたと思いますので、

積極的にご意見を出していただきたいと思います。それでは前回同様、重点目標５「市民

が主体的にかかわるまち」について議論していきたいと思いますが、これは計画全体にか

かわりますし、第３章の「構想推進のために」にも全面的にかかわってきますので積極的

なご意見をいただきたいと思います。 
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１ 重点目標５について 

深野委員 
書いてあるとおりですが、計画ということ自体が私にはわかりにくくて、たとえば障害

者計画であればそこに書いてある内容が実行計画に移っていくと考えます。しかし実際に

は国の動きや市の振興計画に入っていないということで省かれていってしまう懸念があり

ます。私たちが思っていたことが反映されているのか、それを確認できる仕組みがあると

よいと思います。だめならだめで納得できる理由の与えられる場があれば、関わり方も変

わってきますので、継続的に話し合う仕組みが作られるとよいと思います。 
 
吉原委員 

「市民と市が継続的に話し合う仕組みの整備」が大事で早急に進める必要があると思い

ます。まず話し合いから進めないといけないと思います。市民が協働することは大事です

が、何が地域の一番の課題で、どういう活動が必要とされているのかわからない市民がた

くさんいると思います。まず話し合いをし、その中から何が有意義かを話し合う活動が行

われるのが理想だと思います。まさに今日、ここでこうやって話し合っているような場を

市全体に広げていく考えです。それから２番目が「市民との協働の推進」でじっくり時間

をかけて行うべきだと思います。主体的に活動をして、すでに始めている人は問題ないの

ですが、まだ始めていなくて潜在的な能力を備えた人は多くいると思います。地域の課題

を具体的に提示することで、何を協働していったらいいか、わかったうえで推進する必要

があると思います。その中から真の意味で主体的な、そして必要な活動が生まれてくると

思います。 
 
森田副会長 
１番目が「市民活動の拠点の設置」で 18 年度・19 年度中としました。活動の拠点が現在

はあるのかわからないような状態です。市民活動を支える、中間支援的な役割を果たす場

があるとないのとでは、市民活動がどれだけ育っていくのかということに大きく関わって

くることを他市の状況を見ているとわかります。なるだけ市民の利用しやすい場所に、市

民の声を十分反映できる様な形で作るとよいと思います。どのような場を作るか、企画の

段階から市民とともに作っていくのでいいアピールになると思います。２番目が「市民と

市が継続的に話し合う仕組みの整備」にしました。これは仕組みというものありますが、

そのベースとして市民に現状よりも情報を分かりやすく、スピーディーに伝える必要があ

ります。市にとってもどう情報を取り扱っていくか、大きく体質を変えていくための基盤

になると思いますので、それを含めてどのように仕組みを整えていくかを 18 年度・19 年度

中に話すとよいと思います。あと気になりますのは、担当箇所の部分に生涯学習課などが

入っておらず、既存の活動をもっと活用することは大事ですし、費用対効果もあがります

ので、見直す必要があると思います。 
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鳥井委員 

1 番に「市民との協働の推進」を挙げました。市民参加ということで公園内の花壇の植栽

や除草などは市民に委託できると思います。ただ、それには市民の意識の高揚も必要だと

思います。私の周りでも今年の春から公園の手入れをする人もいまして、始めはきれいに

十分に手入れしていましたが、だんだんと手が掛けられない状態で草が蔓延していました。

やるからには市民の意識の高揚の持続が必要だと思いました。 
 
金井委員 

1 番に「市民との協働の推進」を挙げましたが、これを定めればそのほかの２，３，４は

自ずから出てくると思いましたので一番大事だと思いました。市民との協働で考えること

は、昨今の厳しい経済状況を改善していくには、行政の維持コストを削減しないといけな

いので、さらに協働を推進して深める必要があると思います。さらにニートやフリーター

が何百万人もいて、引きこもりがちな若者がこれから増えると心配されていますが、雇用

の受け皿として行政の仕事も位置づけていく必要があると思います。民間企業の厳しい状

況にこうした若者が就労することは、本人の適性によってだけでできるとは限りませんの

で、そこを行政で救う道があるのではないかと思っています。パートタイマー的な報酬で

できるだけ多くの若者や定年退職後の高齢者など、多くの方に行政に関わってもらうこと

で、行政コストも節約しながら、完全雇用を目指す社会を作っていく必要があると思いま

す。スーパーなどでもあるように、優秀な人材をそのまま登用する人事制度も考えてよい

と思います。そういった協働する市民が当面できる作業は、公共施設の管理運営、窓口業

務だと思いますが、順次拡大していく必要があります。公共施設の管理運営については、

指定管理者制度を導入していますが、現状では、入札制度で競争原理が働いておらず、コ

スト削減のインセンティブがないので必ずしも行政コストの削減に貢献していない内容に

なっているようです。例えば、市で管理運営に関わる業務マニュアルを作成して、それに

基づいて市民参加をよびかけ、NPO のようなちゃんとした組織を作って、管理運営を検討

していくべきだと考えます。 
 
並木委員 

まず、「市民が主体的にかかわるまち」は表現が適切でないと思います。何にかかわって

いくまちかわからないので、「市民が主役のまち」といった表現の方がよいのではないかと

思います。優先順位の 1 番と 2 番は表裏一体の関係にあるものなので、同時に説明したい

と思います。先の衆院選で民意として行政のスリム化を求める結果が出たと思いますが、

それをさらに進めてほしいと思います。昨年の市政対話集会で、市長が回答した中で、市

が本当にやらなければいけない業務は現在の１割だという言葉がありました。残りの 9 割

は見直しを行うという説明もありましたので、市が行わなければならない仕事、市が行っ
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たほうが良い仕事、市が行わないほうが良い仕事、市が行ってはならない仕事に分けて、

それを市民主導で区別するのがいいと思います。そしてそれを外部に出すということにな

れば、NPO なりが出てくると思います。出すことを前提にすれば、市民団体、NPO は、

そこにビジネスが出てきますので十分できると思います。まずは市の業務の峻別とそれを

どう渡していくか、それが表裏一体だと思います。 
 
関委員 
並木委員と同じように、優先順位の１位と２位は表裏一体だと思うので、あわせて意見

を述べます。和光市でも指定管理者制度をはじめ、官から民への移行が行われています。

やはり民間に委託していきますと、市と民間がよく連携をして話し合わないとずれが生じ

ると思います。大事なのは双方向の情報提供をしっかり行い、民間は何を行政に支援して

ほしいのか、そういったことをはっきりさせるシステム作りが大切だと思います。私も和

光市の地域福祉のワークショップなどにも参加させていただいていますが、市民が主体と

なっている、主役なのですが、計画の策定後はどうも関わっているという意識が薄れてし

まうように思います。行政側に移行されてしまうのでどうしても寸断されてしまう。その

後の双方向の意見交換をしないといけないと思います。いろいろな計画が市で策定されて

いまして、今回もそうなのですが、ワークショップや審議会などが行われています。これ

までいろいろと出てきて思いますのは、どうしても寸断してしまうと思います。市民がワ

ークショップなどで提案するわけですから、行政にお金は出してもらうにせよ、こちらが

主導で、具体的な活動については私たちが中心になって行っていく仕組みができるといい

と思います。それが無理であればチェックをする仕組みを作っておく必要があると思いま

す。すべてに関係するのですが、市と連携はしていくのですが、私たちが最後までかかわ

れる仕組みが必要だと思います。 
 
久保田委員 
 1 番として「市民の主体的な活動の支援」と「市民活動の拠点の設置」の二つの項目をあ

げましたが、協働が様々な分野で不可欠になっていくということは、計画案の中にも書か

れているとおりだと思います。ただ正直なところをいいますと、市民の意識はそこまで高

まっていないと思います。まずは問題意識をもって活動している市民団体や NPO と協働し

ていくことから、支援をより充実させるとともに拠点の設置をなるだけ早くに具体化して

ほしいと思います。活動をしやすい環境づくりを含めて大きなくくりで捉えて「支援」に

もあてはまると思い、二つの項目をあげました。２番目にあげたのは「市民と市が継続的

に話し合う仕組みづくり」です。まだ市民の意識が育っていないと思いますが、それぞれ

の立場で当事者としては意見があると思いますので、子育てや学校の通学路、子どもの安

全など、細かな切り口からのアプローチがあると思うので、そこを工夫することによって

より多くの市民に参加してもらえるのだと思います。そしてそこから意識も育っていくと
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思います。継続的にという意味では、こまめに進捗状況を報告してもらうことでポイント

ポイントで、市民が参加できる仕組みを整えていく必要があると思います。 
 
山田委員 

久保田委員からも意見がありましたが、私もまだまだ市民の意識が低いと思っています。

和光市にはいろいろな団体があると思いますが、団体の中の意識も想像しますとその３割

が積極的な人、４割がついてくる人、３割がどうでもいい人かなと思います。市民活動を

行っている団体でもそのくらいだと思いますから、ましてやワークショップなどを開いて

も参加者が少ないことをみると、もっと多くの市民の参加が望まれると思います。そして

地域へのコミュニティやまちへの愛着がわくと思います。地域活動を行うことで、他の重

点目標にある地域の福祉や防犯・防災対策も充実してくると思います。それから私が地域

で一番大切だと思っているのは、高齢者やチャレンジドの人たちが地域で豊かに暮らせる

ことだと思います。地域の輪がしっかりしていて、お互いに手助けするシステムができれ

ばよいと思います。また市の委託制度がありますが、民間でできること、NPO でできるこ

とはどんどん委託して、行政のスリム化を図ってほしいと思います。2 番目にある「市民と

市が継続的に話し合う仕組みの整備」の時期が 20 年からになっていますが、早急に進めて

いかないと協働も進んでいかないと思います。 
 
待鳥委員 

ここでは４項目があがっていますが、相互に関連していると思いますので、優先順位を

つけづらかったのですが、実際の活動をしている感想から、「市民活動の拠点の設置」、「市

民の主体的な活動の支援」を挙げました。よい形で協働を進めるには、市民が和光市に愛

着を持って、自分にできることを積極的にやろうと促すことが大切だと思います。実際に

活動している人の割合は少ないと思いますが、そういった人の負担が大きいように見えて、

なかなか成果が上がってこないとその他の人の意識が高まっていかないと思います。実際

に活動している人、活動をしようとしている人の気持ちが前に出るような支援が必要だと

思います。例えば拠点の設置ですと、活動を継続していくと資料だけでも量が膨大になり

ますので、それを置いておく拠点があれば、それをほかの団体でも共有できるような形に

なりますので、そうして拠点で共有したり、情報交換できるとよいと思います。 
 
岡野委員 

1 番に「市民と市が継続的に話し合う仕組みの整備」を挙げました。理由として、（１）

市政対話集会は非常に大事だと思いますし、今後も毎年、原則３公民館で実施してもらう

ように要望します。（２）公共事業や条例制定時における説明会の開催。先日の総合体育館

の建設の際にもやったと思いますし、条例制定もこれからあると思いますが、パブリック

コメントだけでなく説明会も実施すべきだと思います。和光市民参加推進会議でも全会一
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致で説明会を開催すべきだとしています。にもかかわらず男女共同参画推進条例制定のと

きには行われていません。（３）議会全員協議会の傍聴通知。これはぜひ情報提供として行

ってほしいと思います。議会全員協議会というのは、毎年 3 月に予算が議会を通過される

前とかに、議員全員を集めて行うもののようですが、こういったことを広報やインターネ

ットで通知するべきだと思います。（４）市民フォーラムにおいては質問カードよりも肉声

対話の重視。どこの自治体でもイベントをやる、講演会をやるときに質問時間をカットし

て質問カードを集める場合が多くあります。出来る限りマイクでしゃべらせないようにし

ています。ぜひ気をつけてチェックすべきだと思います。和光市でもその気配が出つつあ

る気がしてなりません。（５）ワークショップよりも、マイクパフォーマンスの重視。ワー

クショップを否定するわけではありませんが、正直私は苦手です。小中学校のときの班の

ようですが、強い意見を中和させるような雰囲気があります。私は従来の説明会のような

形のほうがいいと思いますが、説明会だと思って行ったらワークショップということもあ

るので、このやり方も考えものだと思います。（６）審議会や協議会の市民公募は全体の過

半数にする。前回のワークショップでもそういった意見が多かったと聞きますし、男女共

同参画審議会でもそうですが、過半数が公募の市民にならないと市民参加とは言えないと

思います。過半数になれば、かなり行政としても操作しづらくなると思います。これから

の公募においても、ぜひ過半数を意識してほしいと思います。それから 2 番目に「市民の

主体的な活動の支援」を挙げた理由ですが、（１）歳出削減を実施すべく、市民オンブズマ

ン制度の設立支援。なかなか難しい点もありますが、これに類するものが必要だと思いま

す。（２）議会への請願と陳情の方法説明会。市民から議会にアクションをかけていかない

と何も変わりません。議員定数が現在 22 人になりましたが、これは佐伯会長や私が陳情を

出したからです。市民から申告があって初めて議会は動けるのですから、中学校くらいか

らこういう出し方を説明したほうがいいと思います。（４）歳出削減を視野においた市民参

加の歳出削減審議会の立ち上げ。ここで、市職員の人件費にもメスを入れて審議をする。

大阪市で 5 年間で 8,000 人削減し、毎年の予算も 7.5％削減するらしいです。歳出削減は、

かなり意識していかないといけない時代になっていると思います。また、隣の隣の志木市

ですが、議会で助役をおかない条例が制定され、4 年間で 5,200 万の削減効果があるそうで

す。これは一番意識していかないといけない問題だと思います。最後に（５）予算を組む

前に市民に対して、予算説明会の開催。予算を組む前に各課から説明があってもいいと思

います。今は予算ありきですから、そうではなくて、きっちりと説明すべきだと思います。 
 
会長 

歳出削減については、次回財政シミュレーションが出た時点で議論していきたいと思い

ます。以上で、皆さんの発表が終わりました。それでは 4 号委員の方から感想をいただき

たいと思います。 
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川﨑委員 
皆さんのご意見を伺って、私も仕事のために地域に参加できておらず、意識が低かった

なと痛感しました。またいらっしゃる患者さんたちもお知らせをもらっていても読んでい

なかったり、参加する意欲がなかったりしますので、同じく意識の高揚が必要かなと感じ

ました。 
 
佐伯会長 

ありがとうございます。それではまた私のほうから少し課題を提起してフリートーキン

グをしたいと思います。ぜひ意見を言いたいというときは挙手して発言していただければ

と思います。それではまず取り上げたいのは市民と市との協働の仕組みとなる継続的な話

し合いの場について議論したいと思います。ばらばら集まっても仕組みがうまくいかない

と意思が伝わりませんし、そうした場の確保も市が行なわないといけないと思います。私

も前から常設の市民会議を市に位置づけてほしいと言ってきました。この問題について皆

さんからご意見をいただきたいと思います。 
 
並木委員 

私も常設の市民会議は、絶対に必要だと思います。ただし今、市民参加推進会議で痛感

しているのは、なかなか市民の参加が少ないということです。ぜひすぐに作ってほしいと

は思いますが、今すぐに作って、すぐに結果を求めるではなくて、少し長い目で見れば効

果があると思います。啓蒙というと偉そうですが、みんなで長い間かけて考えていかない

といけないと思います。 
 
佐伯会長 

この継続的な話し合いの場が必要だという意見は多くありますが、具体的なイメージは

何かありますか。 
 
久保田委員 
私も並木委員同様、今すぐその会議を作ってもまだ市民がついていかないのかなと思っ

ています。先ほども言いましたように、まずは細かい、興味のある切り口からなら入って

いけると思いますので、いろいろな切り口を作って、いつも同じ人ではなくて、いろいろ

な方が参加することから始まるとよいと思います。 
 
吉原委員 

今回この会議に出させていただいて、これが１年に１回の頻度では意識が薄れると思い

ますので常設としてやっていくことは必要だと思います。ただどういう形がよいのか、今

はわかりません。また、どうしたら多くの人に関心を持ってもらえるかも今はまだわかり
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ません。 
 
金井委員 

市民会議と言っても人選なども難しいと思います。やり方によっては、行政に声を反映

させるための有効なツールになると思います。例えばこの計画でも基本的には行政におん

ぶにだっこになって、審議会は意見をいうだけになっていますが、実行段階では主体的に

評価していくような機能を持たせてもいいと思います。PLAN-DO-SEE のサイクルを回し

ていく中で、審議会が計画を評価して実施状況を見ていくのがよいと思います。そうすれ

ば継続的なものになりますし、市民の声が行政に反映されて、よりよい行政サービスのき

っかけになると思います。この振興計画からやり方を変えて市民参加でやる必要があると

思います。 
 
山田委員 

市民会議がすぐに機能するかというと私は難しいかなと思います。環境や福祉など分野

別に開催してきた会議の中で、その代表が集まって総合的な市の計画にかかわる、そこに

公募の人も加えるような形がいいのかなと思います。継続的な話し合いについては、これ

がなくては協働が進んでいかないと思いますので、２年間の準備検討は長いと思いますの

で、来年あたりから何らかの形で進めたらよいと思います。 
 
岡野委員 

今立ち上がっている市の審議会で、公募の人にどれだけチャンスを与えるかが問題だと

思います。公募で落選された方を補欠の委員とする、そうしないから欠席する委員が出て

きてしまうと思います。他の審議会では現にまったく出てこられない委員がいるので、そ

ういう方は補欠委員と代わってもらえばいいのだと思います。補欠を作らないのは条例違

反だと思います。公募委員はやる気があると思いますし、あまり休んだりしません。出て

こない人を委員にしたってしょうがないと思います。 
 
佐伯会長 

それでは次に、市民への委託事業や協働事業について、市長も積極的に事業の見直しを

行うといっていますが、この問題について意見をいただきたいと思います。この一環とし

て市民活動の拠点設置、例えば市民情報センターやボランティアセンターのようなものを

市民に運営委託するなどの考えもあるかと思います。 
 
待鳥委員 

民間への委託の実例を見ていると、既存の業務を委託していく意味でコスト削減の意味

合いが強いように感じます。市民との本題的な協働は、市民の主体性やまちづくりへの熱
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意や意欲をエンパワーすることにあると思います。コスト削減という都合のいいところだ

けでなく、事業そのものを市民と一緒に考えていくという発想の転換が必要だと思います。 
 
佐伯会長 

発想の転換をして、どうしても役所でなければできないもの以外は全部出すくらいの気

持ちでやってもらわないと、市民の思うようにはならないかと思います。 
 
関委員 
私どもは、実は総合福祉会館の指定管理者に公募して運営させていただいています。市

からいろいろな形で情報は発信されたのですが、私たちが感じたのは、いろいろな方が自

由に参画できるようになっているようでなっていないと思いました。あらかじめ落としど

ころが決まっているような印象を受けました。民でできることは民で、これは大いに賛成

します。ただそこには市のコスト削減が前面に出てきます。裏を返せば官ではコスト削減

できないということだと思います。そういう発想ではなく、もっと官と民も競合するよう

な形、比較ができるような仕組みが必要だと思います。民間がただコスト削減のために入

ってくるとすれば、いい運営はできないと思います。公募について、市がどこまで基準が

あるかですが、例えば今総合福祉会館をはじめ、公民館や地域センターなどがありますが、

市としてしっかりと業務のたな卸しをして、これとこれは市、これは民という基準を作る

べきだと思います。 
 
佐伯会長 
公共施設の管理運営には、このほか公民館、コミュニティセンターなどが入っています

が、市の施設には規制がたくさんあります。こういった規制を取り外さないとなかなか市

民で運営できないわけです。例えばコミセンなどはやろうと思えば 24 時間でもよいし、も

っと活用したらいいと思います。アダプトプログラムというのがあるのですが、先ほど鳥

井委員がご指摘した公園の植栽や除草についてもう少し詳しく聞かせていただけますか。 
 
鳥井会長 

先ほど言いましたのは、私の近所にある花と緑のふれあい広場というところです。ここ

を春先に業者が畑を耕しました。そこにある市民団体が花の苗を入れてもらって植えたわ

けです。根付くまでは水をやっていたが、梅雨になり、夏になると管理しなくなり、雑草

が生えて花も見えなくなってしまいました。最後には地域の老人会がそれを手伝っていま

した。そういう状況だと意識の高揚が必要と思いますし、やるなら最後までやってもらい

たいなと思ったわけです。 
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森田副会長 
委託事業に関する指定管理者制度は始まったばかりですので、選定委員会の構成、利用

者が入っていないなどの問題もありますし、制度として熟成させていく必要があると思い

ます。だんだんそうした指定管理者の業務が増えてくると、そういった分野を狙った民間

企業や NPO なども育ちつつあるといいます。特に生協などが入っているような団体では専

門的なスキルももった NPO もあるようですので、そうすると必ずしも委託事業が、その地

域に住んでいる市民が参画することとは直接つながらなくなってくると思います。委託事

業をやる場合に、市民が利用者としてだけでなく、事業にかかわっていくような市民活動

を支えていくということをこの計画の中で位置づけていく必要があると思います。あるい

はそうした市民を育てていくことが重要で、そのためには啓蒙、普及啓発が必要だと思い

ます。そして、それに継続的に取り組んでいくためには、やはり拠点は必要だと考えます。 
 
佐伯会長 

市が市民と一緒にやる事業と、民間企業が委託を受けるのとはちょっと違う点があると

いうことだと思いますが、たとえば本田技研さんでは直接的な業務はどのくらいですか。 
 
内山委員 

エンジンだけで部品が 6,000 点くらいあるのですが、ちょっと数字ははっきりしません

が、そのうちの１割以下を自社で作っていて、ほとんどがほかのメーカーから調達して組

み立てているかと思います。 
 
佐伯会長 

理研などでも委託事業などはありますでしょうか。 
 
大河内委員 
もちろんたくさんありまして、管理費の削減を目指す中で清掃やビルのメンテナンスな

どは全部委託です。身近なところですと、構内の清掃はシルバー人材センターにお願いし

てやってもらっています。できるだけスリムに、コストがかからないようにしています。

それから、今までの話を伺っていて気づいたことをいくつかお話したいと思います。実は

こういった組織と会社の組織はあまり変わらないかなと思いました。理研でもいかに研究

者などの声を運営に反映させるか苦労しています。理研では科学者会議といって、研究者

が自主的に集まる会議を開催しました。これが市民会議に似ていると思うのですが、大事

なことは、そこには行政・経営者をメンバーに入れないで、自分たちが自主的にやってい

ます。経営者は、意見を伺いたいときに質問して、議論をして出された意見を吸い上げま

す。こうして現場の研究員の声を吸い上げる仕組みを作りました。それから、理研の運営

について、いくつか目標を立てまして、それについて今度は若い人を中心としたプロジェ
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クトチームを作って、意見を言ってもらうことにしました。どのようにその若い人を選ん

だかというと、実はあまり積極的にやろうという人はおらず、ちゃんと聞けばいい提案を

言うが、自分から進んでは入っていかない人が多いわけです。ですから、われわれは自分

たちから指名をしました。みんな結構しっかりやってくれて、それがほかの人に影響して、

次の機会には手を挙げる人が出てきました。市の活動も最初にきっかけを作ってあげるこ

とが必要で、いかに若い人をメンバーに入れていくかが非常に大事だと思います。あと市

民との協働で、民間活用いわゆるアウトソーシングはコスト削減のためにやることだと思

います。しかしそれは市民協働とは違うと思います。市民協働の際に大事なのは責任の問

題と保険という担保できる仕組みだと思います。それをやらなければ市民との協働は成功

していかないと思います。これから市民協働を進めていく中で、定年を迎えたが、まだ働

ける方がたくさん出てくると思いますので、そういう人にがんばってもらうために必要だ

と思いますし、そのためにも拠点が必要だと思います。 
 
佐伯会長 

この件については次回の財政シミュレーションを示してもらって議論しようかと思いま

す。何事も財政の裏づけがなくて話してもしょうがないと思いますので、和光市のこれか

らのあり方、行政業務の積極的な見直しなどもあわせて議論したいと思います。 
 
並木委員 

市の業務のアウトソーシングについてですが、どうしても財政的なファクターを中心に

話が出てきていますが、サービスの質の問題もあると思います。市の職員は 3 年くらいで

異動してしまい、長い間かかわるスペシャリストがほとんどいないわけです。市民であれ

ば長いスパンででき、ゆえにユーザーのニーズを的確に判断できるのではないかというわ

けです。単なるコストだけでなく、市民として市を使うよりも市民を使ったほうが質もい

いということがあると思います。市はどちらかといえばゼネラリスト中心ですから、市民

にとって、質の向上が期待できるということが大きなファクターだと思います。 
 
待鳥委員 

多くの団塊世代の方が地域に戻ってくることへの対策という意味でのアダプト制度はそ

れ自体いいとは思います。ただ今自主的に行われている活動を制度に当てはめようとする

ような、運用面での硬直さがあると、市民が自発的に行うエネルギーを逆に殺してしまう

場面も出てくる危険があると思います。制度自体はいいと思いますが、その運用は、市民

の自主的な芽に水をかけないよう、ぜひ柔軟に行う必要があると思います。 
 
佐伯会長 

この議題は重要な問題だと思いますので、ちょっと前半の時間を延長したいと思います。
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今の問題は次回にも引き続き議論するとして、今回特に、計画の第 3 章「構想推進のため

に」の資料で触れてみたい問題があります。計画の大前提となる問題で、視点をちょっと

変えまして、行政の方にお聞きしたいと思います。計画の前提となる市役所の企画財政機

能について長い間「企画調整機能を強化し、政策形成能力を備えた人材を育成しよう」と

いうようなことが書かれていまして、もうそろそろこうした問題は解決されたんじゃない

でしょうか。 
 
事務局 
企画調整機能の充実といった表現は前回第 2 次計画あたりから出てきています。非常に

行政も激動し、動きが激しくなってきております。昔であれば国からの事務が主流でして、

ひとつの課で解決されていました。昭和 40 年くらいから変わってきまして、そういう中で

市民へのサービスも課を越えたり、部を超えたりすることが多くなり、古いものは切り捨

て、新しいものは取り組むという体制が必要になりました。そうした内容について全庁的

に調整できる部門が必要になりました。そして政策調整監や企画調整係という形で企画と

いう言葉が使われました。そしてさらに最近になって、市民参加という形で、行政と市民、

行政と民間事業所などとの協働、会議の場が出てきました。これについては一定の目標へ

の到達というよりも、常に行政を前に進める条件整備として取り組んでいるのが実態です。

そういった形で強化されている状況だとは認識しています。 
 
佐伯会長 

あと、計画書の 113 ページに「総合振興計画に基づいた進行管理」が挙げられており、

その中で「市民が評価できる制度の導入を図ります」と書いてあります。この計画が実行

されるのか、計画倒れになってしまうのかが、私たち委員の心配事であり、このくらいの

抽象的な表現では納得がいかないわけでして、この問題についてまとめの部分に書きたい

と思っています。 
 
関委員 
私も過去にいろいろな市の計画に携わってきました。いつも終わるとむなしい気持ちに

なります。子どもを産んだはいいが全然面倒は見られていない、ほかの人が育てていると

いう感じがしてなりません。皆さんが集まっていいプランを作って、これは諮問だからし

ょうがないかもしれませんが、答申書の中に抽象的でなくて具体的に、こういう仕組みを

作ってほしいと書いてほしいと思います。私が思うのは、（仮称）施策推進委員会、いろい

ろな施策を推進する委員会を設置してほしいと思います。これには行政も参加しますし、

さまざまな団体、公募による市民も入っていただき、ずっと引き継いでいくという提案で

す。PLAN-DO-CHECK-ACTION の CHECK、つまり検証する仕組みを作って、そこに携

わっていくのだと思います。計画をして、実行して、検証をする。それからそれを次の計
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画に生かす、ACTION ということになりますが、これをぐるぐる回さないと産みっぱなし

で誰も育てる人がいないという状況になります。この PDCA が回る仕組みをこの答申書に

ぜひ提案してもらいたいと思います。 
 
佐伯会長 

計画書の 115 ページ以降に「経営感覚を取り入れた合理的財政運営」とありまして、そ

の中で「長期展望に基づいた計画的な財政運営をいたします」とあります。このために「財

政シミュレーションに基づいた中長期財政計画をさらに充実し、明確にします」とは書か

れています。これで次回には、この種の会議では出していただけなかった財政シミュレー

ションを出していただいて、これに基づいて 5 カ年計画を議論したいと思います。それに

あわせて長期構想を考えたいと思います。その中で、「経営感覚」とありますが、和光市の

「経営感覚」とはいかなるものなのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 
 
事務局 
民間の委員も多くいますので、認識がずれているようであればご意見をいただきたいと

思います。民間の経営理念は、マーケティング、コスト、品質のバランスの中で経営は回

っているかと思います。これを行政に置き換えるとすれば、マーケティングは市民ニーズ

であり、コストはそのままコストであり、品質は良質なサービスだと思います。このバラ

ンスをどこにおくのか、税金を負担いただいていますのでそれにあったサービスを提供す

るのが行政の務めだと思います。これらを検証する機会、PDCA の手法を取り入れて事業

を進めていく必要があると思っている。そのために H14 年度から内部評価ではありますが、

行政評価を始めています。これによってサイクルが整ってきていると思います。この問題

と予算、また実施計画を連動させる形を整理しつつありまして、今年度これに着手できる

かと思います。 
 
並木委員 
ひとつ質問ですが、市長はマニフェストなどで、「市民による行政評価の仕組みづくり」

と言っていますが、その組織作りは今どのような状況でしょうか。 
 
事務局 
この 113 ページにも書いている通り、計画の中で位置づけられ、取り組んでいくものだ

と考えています。現状ではまだ取り組んでいません。 
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２ 計画案全体に対する意見について 

佐伯会長 
後半の全体に対する意見についても、せっかく皆さんに書いていただいているので発表

をしていただきたいと思います。たくさんお書きいただいている方は、できる限り要約し

ていただきたいと思います。 
 
岡野委員 

私がとにかく行政の方にお願いしたいのは優先順位です。明日の生き死にに関係のない

ものはやらず、ここに書く必要はないと思います。例えば人権講演会や人権フォーラムを

やらなかったとしても、次の日から人権侵害が横行するわけではありません。人権フォー

ラムにしてもたくさんの出演料などで税金がかけられていますから、それならホームレス

のために使うなど考えてもよいと思います。それと、「構想推進のために」の部分で、市民

の政治参加を目的とするなら、和光市を地盤とする国会議員や県会議員との対話集会の開

催も市は意識して大規模に開催したらいいと思います。そうすれば若い人だって選挙に関

心を持つと思います。それなのに選挙管理委員会は投票率をアップするために必要のない

お金をかけている。こうした地道なことを行わないといけないと思います。あとは、歳出

削減を常に念頭において、次回も議論に参加したいと思います。 
 
待鳥委員 

分野別計画について、総花的だと言われている計画ではありますが、こういった部分も

入ったほうがよいと思ったのが、１つは思春期の子どもたちのための取り組みです。大人

が思っているよりも性感染やエイズ感染、薬害も広がっていて、それが低年齢化していま

す。それに対する保健分野での取り組みが弱いと思います。それから、虐待防止について、

和光市にもそのネットワークがあるようですが、これは個別の計画で触れられるべき問題

かもしれませんが、各種機関の連携による啓発活動だけでは実態に即した対応にはならな

いと思いました。3 点目は子どもの防犯についてですが、子どもを守る家、学校への用具の

配布しか書かれていませんので、すべてを子どもに負わせるのではなく、子どもを守って

いく環境について明記する必要があるかと思います。 
 
山田委員 

今、待鳥委員からお話のあった子どもの防犯もそうだと思いますが、この計画に載って

いるものですべてが網羅されているとは思えませんので、個々の項目でさらに掘り下げて

いく部分がたくさんあると思います。これはこの計画としていいと思うのですが、もう少

し分野別に深く掘り下げた審議を行う場が必要だと思っています。市民として、いろいろ

な市民活動が起こっているわけですが、市民が動いているから行政もやっているとあるの

ですが、市との協働の部分を有効に使って、市民団体も自分たちのまちづくりに積極的に
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参加していく必要があると思います。行政との協働を強く求めていきたいと思います。 
 
久保田委員 
最初の審議会から意見が出ていましたが、この計画書を受け取ったときにわかりづらい

なと思いました。第 1 章と第 2 章、3 章の関わりの部分をもう少し工夫するか、関連の表を

しっかりと添付してほしいと思います。それから先ほども申し上げましたが、継続的に話

し合いの場を持っていく、計画がどういう経過で成果が出ているのか、進捗状況をちゃん

と公表していただきたいと思います。 
 
関委員 
今回の審議会に参加して非常に進め方がよかったと思います。全員の想いを聞かせてい

ただきましたが、今までにはありませんでした。それから分野別については、204 項目の課

題があり、前期計画の検証がなされておらず、正直対応に困りました。5 つの重点項目でも

21 課題ありますので、いかに多くの課題を抱えていることかと思います。市の最上位計画

は総合計画であると思いますし、スローガン、市のあるべき姿という位置づけでよいと思

いますが、他のさまざまな分野別計画がリンクされているべきだと思います。そういった

形がわかりやすくできないかなと思います。また、私ども指定管理者になりましたが、苦

情・相談窓口がいつも言われているけれども、なかなか立ち上がらないので早急にやって

ほしいと思います。計画書の配布は、非常に重要だと思いますので、ダイジェスト版を 10
ページくらいにまとめて、どんどん持ち帰ってもらうことが重要だと思います。それから

これも大切なことだと思いますが、市民に対する説明会が必要だと思います。市民の生の

声を聞いて生かしていく仕組みを作ってもらいたい。最後にこの審議会の前にワークショ

ップがありましたが、審議会委員以外の方にちゃんと説明をしてほしいと思います。そう

すれば今後もワークショップに出てみたい、と思うことになると思います。 
 
並木委員 

まず本当は財政ありきでどれだけあるので、どれだけ使えるのか、その中で何をやるの

か、お金があるから何をしようか、お金が足りないから何を削ろうか、こういう議論が行

われないといけないと思います。でないと、単に要望だけが載って、予算がないからでき

ませんという、今までの計画と同じになってしまうと思います。今回出してもらってあり

がたいとは思いますが、本来は最初に出てくるべきだったと思います。 
 
金井委員 

全体では、振興計画のあり方について見直すべきだと思います。基本計画はもっと具体

的に、優先度の高い課題を順位付けして、時期や予算を書いていく必要があると思います。

基本計画を作りっぱなしではなく、実施状況も市民参加で把握し、評価し、それを市民に
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情報公開していく必要があると思います。これが一体となって市民が理解できるようにす

る必要があると思います。でなければ市民の認知度も高まりませんし、費用だけ高くて、

市側に任せっぱなしでは、サービスはよくならないと思います。PLAN-DO-SEE のサイク

ルを回していくことで行政サービスの費用対効果を高めていく必要があると思います。第 1
章では、景観条例の制定を急いでやってもらいたいと思います。第 2 章では、埼玉大学の

理学部・工学部の誘致についても新しい産業の創出、人材の育成を図るためにも考えてい

ただきたいと思います。研究成果を活用してベンチャービジネスを集積し、つくば学園都

市のような形を、市として検討していただければと思います。 
 
鳥井委員 

市民参加の機会も増えたこともあり、計画が夢物語ではいけませんし、将来性のない計

画では市民はついてこないと思います。たくさんある事業から必要のない事業はカットし、

計画に沿った事業展開を求めます。2 章のところですが、特に農業関係のところで、生産緑

地の追加、農地として機能しているところの固定資産税の減免、農業関係予算の充実、農

業後継者育成のための支援について、和光市には割合たくさん後継者がいるので、よりよ

い支援をお願いしたいと思います。それから、市民参加が叫ばれている中市政に対する注

文だけでなくアダプトプログラムのような協力体制を整えることはよいと思います。それ

から市民参加の推進により、市民の意見がこれまでより反映されることから市議会議員の

定数削減を図ること、そして入札制度の厳正化を求めます。 
 
森田委員 

この計画に序論をおつけになると思いますが、第 2 次計画までの達成状況や人口・財政

についての今後の見通しを含める必要があると思うので、審議会で配られた資料などを含

めて書く必要があると思います。また今回も重点目標のように進んできた部分もあると思

いますので、そうしたことも伝える努力をすべきだと思います。1 章のところでは、「安心

して子どもが育っていくまち」のように子どもを主体とした表現にしたいと思います。子

どもも和光市の一員であるし、数年間のうちには子どもの参画も進むということを成果指

標などにも盛り込んでほしいと思います。2 章は細かいことまで書けませんでしたが、「障

害」を「障がい」と表現したほうがいいと思います。3 章については、ここが一番この審議

会での意見を反映させるポイントになると思いますので、計画の遂行・進捗状況を抑える

こと、今後の見直しなども市民参画で行うこと、市民の意識を育てるために情報公開など

もわかりやすくすることなどを詳しく書く必要があると思います。その他というところで

は、先ほども出ましたが、1 章の重点ポイントと 2 章の分野別計画の関連性がわかるような

図、また各分野でどのようなアクションプランを持っているのかを含めて、ダイジェスト

版を作る必要があると思います。耳に美しい文句は読まないので、少しでも具体的なこと

をイメージできる内容のパンフレットを作ってほしいと思います。 
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吉原委員 

全体については特に書いていないのですが、市民に提示するときに冊子を配っても浸透

していかない、興味を持ってもらえないと思います。そこで説明会を開いたりする際に、

和光市の広告、スローガンを作っていくと心に響くと思います。和光の市民は都心に出て

行く人が多いので、和光市に顔が向いていないので、いかに振り向かせるかが大事なこと

だと思います。いかに本気でやっていくか、その心意気を持たないといけないと思います。

第 1 章では、一番言いたいのは「和光市らしい住宅地整備」ということです。和光市は便

利で緑と丘陵に恵まれていて、計画によっては非常に魅力的なまちづくりが進められると

思うのですが、実際には１DK や２DK の簡易住宅が多く、若い人は長く住もうと思ってお

らず、和光市のことを本気で思っていないのだと思います。子どもが産まれて、子どもの

故郷としてふさわしい、定住者が増えると市に対して愛着をもって、真剣に考えてくれる

ようなまちづくりをしていきたいと思います。その他には、①まちの顔としての市街地の

整備ということで、駅南口のロータリー、特にスクランブル交差点は非常に煩雑で通って

いて嫌になります。ここは市役所、文化センター、樹林公園、本田技研、理研、司法研修

所などに向かうまちの顔ですので、何か方針を持って規制して和光のいい顔作りをお願い

したいと思います。また、北口の整備も一向に進みませんので、進めるべきだと思います。

それから②和光南口の商店街のポプラ並木、私は非常に好きなのですが、いつも紅葉の前

に枝を切られて裸になってしまいます。ヨーロッパの街の魅力は季節に彩られた色合いで

人々の情操を豊かにしてくれることです。何か理由はあると思うのですが、心に残るふる

さとになるまちづくりを進めてほしいと思います。それから教育関係のところで、④保護

者、地域住民の参画による学校運営の改革推進ですが、学校崩壊を防ぐために主要教科が

わからない子どものために補助する人を募る必要があると思います。授業についていけな

い人が騒ぐようで、そうすると学校が荒れてしまうらしいので、子どもの心の落ち着きに

つながるような計画をしてほしいと思います。それから⑤青少年が健全に育つための地域

づくりということで、子どもに本を読む習慣をつけさせたいと思います。ずいぶん前です

が、小学校の図書室は蔵書が少なくて司書もいなく、普段は鍵がかかっていては入れませ

んでした。そうした文化的なものに触れさせて、健全な心を育てたいと思います。それか

ら安全で環境のよいまちであることが大事なので、今は戸建の家にも泥棒などが入ってい

るようなので、夜間のパトロールなどを強化してほしいと思います。 
 
佐伯会長 

ところで、和光南口のポプラ並木ですが、紅葉する前に誰が切っているのですか。 
 
事務局 
葉っぱが落ちて散らかったり、日陰ができるなど、近隣の住宅から苦情がでるので、市
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から業者に委託して切るようにしています。 
 
佐伯会長 

それはその周りの人が拾えばいいのに、市に切れというからそうなってしまうわけで、

少し悪循環にはまっているところがあるようです。先ほどから言っているような、市民で

できることはやろうという発想でいけば、そういった問題も解決できるのかもしれません。 
 
吉原委員 

通りに面していない、他の市民でも枯れ葉を集めたり、手伝えることもあるかと思うの

で、そういうことも声をかけてもらうとそれこそ協働できると思います。 
 
深野委員 

今回審議会に入ってお話をしていて思ったのは、いろいろな方と情報交換できることで

す。こうした会議でも、今学校にある障害者に対する援助があって、親がどう関わって

いけばうまく回っていくかなど、ばらばらになっていることをつなぐ会議があれば、い

ろいろな種別の話し合いの中で、話しが分かりやすくなると思います。例えば、今のポ

プラの話にしても作業所の子ども達の仕事として行っていく可能性だってあると思いま

す。そうした方策も考えられますし、情報交換をして、先に動く形になっていくといい

と思います。 
 
佐伯会長 
皆さんのご発言が終わりましたが、高橋委員は何かご感想はありますでしょうか。 

 
高橋委員 

やはり行政側というのは、いろいろな意見を伺いまとめ検討して作ったのだと思います。

そうすると表現とか、構成とか、やはりこうした形になるのかなという感じはしました。

当然市民側からすると穴がいっぱいあると感じますし、どうしたらいいかという方向で考

えるとすると市民 8 万人のさまざまな希望などを含むためには、はっきりとはわからない

のですが、もうちょっと何かが必要かなと思います。 
 
佐伯会長 

この総合計画は 20年前から始まった仕組みですが、だんだんと古くなってきていまして、

やがては和光らしい計画書づくりを進めていく必要があるかと思います。一つお伺いした

いのですが、たとえば本田技研などではこうした事業計画はどのような期間で作られてい

るのですか。 
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内山委員 
本田技研では中期計画としては 3 年間、短期は 1 年間の計画を作っています。上位方針

というのがありまして、中期計画を受けて、個人の実行計画書を作ります。そうしたスタ

イルで 1 年ごとに計画を立ててどうだったのか、先ほどの PDCA のサイクルの形でやって

います。そういう意味では先ほどの関委員の意見にはまったく賛成です。3 年のものでも財

政の裏づけがあり、目標値の入れられるものはつけています。それ以上の長期計画はあり

ますが、あまり表には出てきません。 
 
川﨑委員 

皆さんすごく真剣に考えられて、このような会議を進められてよかったというのが感想

です。それと現場からということで言わせてもらえれば、この間も言いましたが、子育て

の環境が整えば整うほど、子どもから親の意識が離れてしまって、自分の足元を見ること

を忘れてしまうのかなと思います。子どもに手がかかるから子どもを見られるのであって、

だから学校にも出入りすることが多くなって、地域にも参加するのだと思います。あとは、

ボランティアなどを募るということに対して、募集方法、声賭け方法を考えてもらえれば

もっと違うのかなと思います。 
 

３ その他 
佐伯会長 
本日はこのへんで議論を終わりにしたいと思いますが、次回は、財政のシミュレーショ

ンを出していただいてそれを中心に皆さんの意見をもらいたいと思います。初めての経験

ですが、今後の計画のあり方をもう一度審議したいと思います。今日の資料の最後のペー

ジについて、現時点における財政の計画表が載っております。この資料はまだまだ直さな

ければいけない部分も入っておりますので、これをもう少しまとめて、さらに資料を付け

加えて次回に説明と報告をしていただきたいと思います。それから、この基本計画書は 5
年間の計画ですし、市長のマニフェストは市長の任期期間、4 年間の話です。そうすると、

短い期間の計画です。まちづくりは 20 年、30 年かけて着々と進めないといけないものが抜

けてしまう恐れがあって、先送りになってまちがよくならないということがありますので、

諮問を受けているわけではありませんが、長期構想について皆さんからの意見をいただい

て、答申に付記したいと思います。この審議会は答申によって終了するということになっ

ていますが、この計画は実行するための計画ですので、これを追いかけていく委員会、評

価する会議、その結果を公表するところまでやってもらいたいと思いますので、こういっ

たこともまとめに載せていきたいと思います。そうした委員会にも皆さんに入っていただ

きたいと思っています。それからこの間皆さんに少し議論いただいた成果指標について、

事務局が持ち帰って修正したものを添付していますので、それを次回までに見てきていた

だきたいと思います。それでは次回の審議会は 11 月 17 日（木）に開催させていただきた
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いと思います。最終回ですので、ご都合をつけて出席いただきたいと思います。よろしく

お願いいたします。それでは本日はこれで解散させていただきたいと思います。 
 
閉会 

 


