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第四次和光市総合振興計画策定委員会第８回会議記録（概要） 

開催日 平成２２年１月２０日（水）１３時３０分～１５時４０分 

開催場所 和光市役所庁議室 

会議次第 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会議概要 

１ 開会 

２ 議題 

（１）財政推計について 

（２）人口推計について 

（３）基本構想（まちづくりの方向性部分）素案について（パブリック・コメント結

   果踏まえ） 

（４）施策体系図・施策内容について 

（５）施策内容と財政推計の整合について 

（６）重点プランについて 

３ その他 

 （１）今後の予定 

 

１ 開会 

 

２ 議題 

（１) 財政推計について 

 財政推計について説明を行った。その上で、策定委員会で財政推計について協議

した。 

（説明） 

 前回の財政推計（第 6 回会議で説明）を変更し、再度財政推計を行った。変更点

は後述の 4点である。 

【変更点】 

① 人口推計の数値の変更を反映し、これに伴って歳入の市税のうち個人市民

税（均等割・所得割）が変更となった。 

② 歳出の物件費は、平成21年度当初予算ベースで推移するものとしていたが、

平成 21 年度当初予算額が誤っていたためこれを訂正し、かつ、平成 21 年

度当初予算額から 5％割落とした金額で推移するものとした。 

（変更前）5,746,236 千円  

（変更後）5,476,236 千円×95％≒5,202,424 千円 

なお、5％割落とすこととしたのは、平成 20 年度の物件費の当初予算額

5,541,304千円に対して決算額5,079,459千円となっており8％以上乖離が

生じていること、賃金を支払う非常勤職員から報酬を支払うその他特別職

への移行を実施しており、物件費が減少傾向にあることなどを考慮したも

のである。 

③ 基金積立金については、財政調整基金 450,000 千円、公共施設整備基金

50,000 千円、都市基盤整備基金 200,000 千円、公共用地取得事業基金
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200,000 千円、学校教育施設整備基金 200,000 千円の計 1,100,000 千円に基

金運用利子分 6,731 千円を加えた 1,106,731 千円を毎年積立てるものとし

ていたが、基金繰入金と同額の 850,000 千円に基金運用利子分 6,731 千円

を加えた 856,731 千円を積立てるものとした。具体的には、財政調整基金、

公共施設整備基金の積立額は変更せず、都市基盤整備基金の積立額を

150,000 千円、公共用地取得事業基金の積立額を 100,000 千円、学校教育施

設整備基金の積立額を 100,000 千円へ変更した。 

④ 平成２２年度当初予算見込額における歳入については、予算編成方針通知

時に積算した金額（総額 190 億円）とし、これに伴い歳出の投資的経費を

減額した。 

（質疑・応答・意見） 

・ 基金の積立金と繰入金がほぼ同額だが、投資的事業にまわる金額も見えず、

このような推計でよいのか。基金の積立金を増やし、貯蓄していく必要も

あるのではないのか。 

→現在の財政状況はかなり厳しく、また政治的要素等によって実際は大き

く変わることもあり、推計することが難しい。長いスパンで見ると、今回

の推計でやむを得ない部分もあるので、了承いただきたい。 

・ 推計する前提条件や考え方を明確にしておけばよいのではないか。 

（結論） 

 本推計に基づき計画策定を進めることとする。 

 

（２) 人口推計について 

 事務局から、人口推計について説明を行った。その上で、人口推計について検討

し、策定委員会として決定することについて協議した。 

（説明） 

 11 月 1 日を基準日として、再度人口推計を行った。今までに示してきた 4月 1日

を基準日とした推計よりも、実数に基づく推計となっている。 

 具体的な推計方法は、前回の推計方法と基本的に同様であるが、次のことについ

て変更した。前回の推計の際には特殊要因として人口増加分を省いていた、マンシ

ョン開発による人口増加については、推計に使用する移動率が 4 月 1 日基準日の際

よりも少なくなったため、影響が小さいと判断し、特殊要因とせず人口増加分を省

かなかった。 

 この推計の結果、平成 32 年には 89,326 人となる結果になった。また、高齢化率

については、17.4％となる結果となった。 

 その他の参考資料については、地区ごとの推計、年齢区分別人口、人口ピラミッ

ドの推移を推計として出しているので確認してほしい。地区ごとの推計については、

地区ごとによって傾向の違いがあり、特徴が出ている。 

（質疑・応答・意見） 

・ 西大和の高齢化が急激に進んでいるという推計結果についての要因は何か。 

→高齢者が多いことが要因だと考えられる。 

（結論） 

 本推計に基づき計画策定を進めることとする。 
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（３) 基本構想（まちづくりの方向性部分）素案について（パブリック・コメント結

   果踏まえ） 

 事務局から、基本構想（まちづくりの方向性部分）素案について、パブリック・

コメントを実施した結果と提出意見への対応について説明を行った。その上で、策

定委員会でパブリック・コメントへの対応及び素案の内容について協議した。 

（説明） 

 基本構想素案（まちづくりの方向性部分）については、11 月 17 日の第 7 回策定

委員会での議論後、パブリック・コメントを 11 月 25 日から 12 月 14 日まで実施し

た。また、このパブコメ実施に伴い、11 月 28 日に中央公民館において説明会を開

催した。なお、パブリック・コメントを実施した結果、提出意見数は、6 名、10 件

であった。 

 主な意見としては、環境に対する意見が多く、また、将来都市像に対する意見も

多かった。具体的なパブリック・コメントの意見とその対応については後述のとお

りである。 

【意見の内容・対応】 

① 第 2部第 1章「4将来都市像」：将来都市像に対する意見で、第三次のみど

り豊かな人間都市和光を継承した方がいいという意見である。対応として

は、庁内での議論・審議会での議論を行う際、第三次の将来都市像も併記

し、検討した結果、快適環境都市と決まり、この快適環境都市は、人間都

市の考えである「人間の生命が息づく豊かなまち」を一歩進んだ形とした

考えであるため、意見の反映をしないとした。 

② 第 2部第 1章「5基本目標」「1都市基盤」及び「4生活・環境・産業」：都

市公園の緑化、水環境の改善・ヒートアイランド現象への対応についての

意見があり、対応としては、公園は緑化を図る空間として捉えておらず、

公共空間としての活用を行っていくこととした（都市基盤部会）。また、生

活環境産業部会については、施策内容において反映することとした。 

③ 第 2部第 1章「5基本目標」「2教育・文化・交流」：身近な自然と触れ合う

教育を通して、潤いのある生活としての価値観の醸成について盛り込んで

ほしいという意見があり、対応については、教育文化交流部会としては、

一部反映することとした。 

④ 第 2部第 1章「5基本目標」「2教育・文化・交流」：市内公共機関等との連

携（生涯学習）による高度な生涯学習の場を充実してほしいという意見が

あり、対応としては、市内公共機関等との連携によって、すでに市民大学

講座を実施しているので、反映せず、施策内容において検討することとし

た。 

⑤ 第 2部第 1章「5基本目標」「4生活・環境・産業」：身近な自然・緑と湧水

を次世代に残してほしい（財政的裏づけの確保）という意見については、

身近な自然・緑と湧水を次世代に残すは、緑地保全計画に定めており、財

源についての記載は困難であるためしないこととした。 

⑥ 第 2部第 1章「5基本目標」「4生活・環境・産業」：研究と企業の連携の推

進・強化について盛り込んでほしいという意見があり、文言を挿入し、反
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映することとした。 

⑦ 第 2部第 1章「5基本目標」「4生活・環境・産業」：観光都市わこうの実現

について盛り込んでほしいという意見があったが、観光は地域資源のひと

つとして地域支援事業という文言で既に掲載している。 

⑧ 第 2部第 1章「5基本目標」「4生活・環境・産業」：白子湧水群についての

内容を入れてほしいという意見があったが、緑地保全計画に同内容を記載

しており、総合振興計画に特定の地域だけを記載することは困難なため、

反映しないこととした。 

⑨ 第 2部第 1章「5基本目標」「4生活・環境・産業」：基本構想に緑地保全計

画を強く盛り込んでほしいといった意見については、緑地保全計画は、総

合振興計画の下位計画であるので、考えを包含しており、また施策内容に

反映することとした。 

⑩ 第 2部第 1章「6総合振興計画の実現に向けた行政運営の方向」：正規職員

採用計画の抜本的な見直しの推進について総合振興計画に反映してほしい

という意見があり、施策内容で反映することとした。 

（質疑・応答・意見） 

 なし 

（結論） 

 パブリック・コメントへの対応及び素案の内容について、事務局案で承認された。

 

（４) 施策体系図・施策内容について 

 事務局から、施策体系図・施策内容について説明を行った。その上で、策定委員

会で施策体系図・施策内容について協議した。 

（説明） 

 施策内容の検討経過については、各所管課を対象に１０月下旬に施策素案作成の

説明会を行った後、１月中旬にヘルプデスクを行い、その後、１２月下旬の検討委

員会部会、検討委員会での議論を踏まえ、作成した。また、お知らせしているとお

り、施策の体系図、及び施策内容検討シートについては、１２月の検討委員会にお

いて、策定委員会委員に対し、説明及び調整をお願いしており、この結果等を踏ま

え、内容をまとめている。 

 施策の体系図については、基本施策名、施策名についても、施策内容の統合等を

行い、また基本施策名称のつけ方のルールを決め、それに基づき検討した結果、4

本の基本目標に基本施策 32 本及び施策 71 本を位置付け、「構想の推進にあたって」

に基本方針 3本及び取組 12 本を位置付けた。 

 検討委員会で作成した体系図については、市長からの意見を踏まえ、後述の 5 点

を変更した。 

【変更点】 

① 施策体系（資料１）については、都市基盤の中で上下水道の基本施策を統

合した。 

② 教育・文化・交流における、基本施策「個性を伸ばし生きる力を育む学校

教育」については、学校以外も含まれるため「学校」を削除した。 

③ 生活・環境・産業では、基本目標１「快適で暮らしやすいまち」に位置づ
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けた交通との違いが分かりにくいため、施策「市民が便利と感じる公共交

通の推進」を「鉄道・バスの利便性の向上」と変更した。 

④ 生活・環境・産業では、基本施策「地球環境に配慮したまちづくり」に位

置づけられる施策が 1 施策であったため、基本施策「環境の保全と再生」

と統合し、「環境に配慮したまちづくり」とした。 

⑤ 構想推進における施策「積極的な情報提供による情報共有化の推進」につ

いて、広報という表現が入っていなかったため、「積極的な広報活動と情報

共有化の推進」と修正した。 

 施策内容については、検討シートの記入事項を確認した。また、計画書に記載す

る内容については、概ねこの施策内容検討シートに記載している事項が記載内容と

なる。なお、主要事業の事務事業レベルのものは基本構想の計画書には掲載しない。

 現在、この施策内容に対して、市長と調整を予定している。市長から、今回の計

画は、実行性のある計画としており、計画の達成度を計ることが、重要であるが、

達成度を計るのに重要となる指標の中には、適正ではないと思われるものもあると

いう意見をいただいた。また、5 年後、10 年後の目標値の考え方が適切ではないも

のもあるという意見もいただいた。他には、各施策に施設の老朽化の内容が掲載さ

れているという指摘があったため、構想推進の施策「市有施設の適切な保全」の中

に入れる含めることとしたい。調整により若干の修正がある予定だが、基本的には、

事務局に一任していただき、調整事項が発生する場合は所管課と調整するので、協

力をお願いする。 

 今後、この資料については、２月６日及び２０日に審議会部会で施策内容につい

て議論するため、その資料となる予定である。 

（質疑・応答・意見） 

・ 文章のボリュームが施策によって異なるので、計画書としてこのままでよいの

か。 

・ 意図した内容が分かりにくい項目がある。 

・ 全体の表現を統一した状態でないと、計画書には掲載はできない。 

・ 部門別検討シートを検討して見ると、都市基盤に関するシートの書き込みが他

の部門と比較すると、不足しているところや組み立ての雑なところがある。 

・ 文章の書き出しの表現が、「和光市では」、「当市では」、「本市では」など統一

されていない。本来和光市の計画であるから、このような表現を表記しないか、

または統一した表現で表記するべきである。 

・ 計れない指標などが見られるので、10 年間の計画の進行管理ができるのか。

指標については事務局で検討、精査が必要である。 

・ 指標に設定された目標値に根拠があるのか、確認が必要である。 

・ 指標の数について、施策によってばらつきがある。 

→1施策 2、3個の指標を考えている。 

・ 無理やり設定している指標が見られるが、その指標をとることに意味があるの

か。 

・ 施策「中心市街地にふさわしい駅北口集周辺の整備」施策指標において、整備

率の目標値が 100％なのに、満足度の目標値が 42.4％は整合がとれているの

か。 
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（結論） 

 施策体系図については、事務局案で承認する。施策内容については、出された意

見をふまえ、修正した施策内容を、審議会部会に諮る。なお、詳細部分の文言及び

指標の調整、修正については引き続き行っていく。 

 

（５) 施策内容と財政推計の整合について 

 事務局から、施策内容と財政推計の整合について説明を行った。 

（説明） 

 今回の基本構想策定にあたっての策定方針として実行性のある計画を作ろうとい

うことを挙げており、また議会からも財源を明確にした計画的なものにしてほしい

という意見があった。そのため財政推計と基本構想の内容の整合について協議をお

願いしたい。 

 財政推計結果によると、投資的事業に充てられる経費については、平成 23 年度

1,495 百万円、平成 24 年度 1,796 百万円、平成 25 年度 1,841 百万円、平成 26 年度

1,735 百万円、平成 27 年度 1,770 百万円である。なお、これらには維持補修等に係

る費用も含まれている。 

 これらの財源に対して、実行性のある計画とするために、事務局において各施策

について施策内容検討シートに挙げられた主要事業の事業規模の確認作業を行っ

た。具体的には、1 億円以上かかるような大規模な事業について、所管課に各年度

の事業費を記載していただき、それらを年度ごとに集計した。今回のとりまとめの

結果、集計対象としては 20 事業が挙がったが、平成 23 年度の事業費の合計は 50

億円を超える状況であり、財政推計における投資的経費額と大幅に差が出た結果と

なった。実行性のある計画策定のために、このような作業を行ったが、施策内容と

財政推計の整合を図ることが困難な状況である。 

 この状況に対して考えられる対応策は、「巨額の事業費を要する施策については取

捨選択をし、適債事業を精査し、財政状況を踏まえた起債をする。また、第四次構

想に記載する施策と、財源の整合を可能な範囲で整合に努めること」としたい。 

 よって、先ほど説明した基本構想（まちづくりの方向性部分）素案に記載してい

る財政推計においては、今回の整合の関係で、市長との調整後、市債発行額を均衡

財政について考慮の上で可能な範囲で増やし、投資的経費等が修正される可能性が

ある。また、施策「歴史的文化資源の保護・活用の推進」において、新たに大きな

建物（博物館）建設が考えられる取組内容の記載があるが、これについては、既存

の施設の利用等で対応していく内容に、表現の修正をしていくことにしている。 

 上記の他、施策「コミュニティ施設の整備」の主要事業に記載がある「市民斎場

整備・運営」については、現在、大規模事業検証会議等で検証しているが、主な取

組に記載しないと計画書に掲載されないため、主な取組に記載するべきか、否かを

協議してほしい。 

（質疑・応答・意見） 

・ 大規模事業検証会議の対象事業について、会議結果は当面やらないということ

か、一時休止するということか。必要性があるならば、検討は続けるということ

なのか。計画 10 年の中で、少しでも可能性があるのか。 

・ 大規模事業検証会議の結果を受けて、計画書に記載するか検討すればよい。 
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・ 財源との整合については、計画書の表現や優先順位などで、できる限り努めてい

く。 

・ 財政推計については、数字の違いはあるが、根拠を明確に持った推計であればよ

いのではないか。 

・ このような財政推計を計画書に記載することは、事業計画自体が縛られるという

ことにならないのか。 

・ 都市基盤に位置づけられている区画整理の 5事業は現在も動いているが、限られ

た歳入であるから、都市計画税を上げることなどが必要である。また、このこと

について、財政推計に反映するべきかどうかについても検討が必要である。 

（結論） 

 実行性のある計画づくりを目指し、事務局案のとおり施策内容と財政推計との整

合に努めていくこととした。また、市民斎場については方向性が出ていないため、

現時点では掲載しない。 

 

（６) 重点プランについて 

 事務局から、重点プランについて説明を行った。その上で、策定委員会で検討し、

協議した。 

（説明） 

 重点プランについては、10 月 6 日の第 2回検討委員会部会で議論され、その後、

10 月 14 日の第 5 回策定委員会で、重点プラン１「安全で暮らしやすいまちづくり

を目指して」及び重点プラン２「安心していきいきと暮らせるまちづくりを目指し

て」を委員に示した。その後、11 月 28 日に市が今後 10 年間に重点として取り組む

べき事業について、懇談会において市民に協議していただいた。この懇談会での意

見を参考に、12 月 22 日の検討委員会部会及び 12 月 25 日の検討委員会で議論し、

その結果を反映した。また、検討委員会での議論において、重点プランとしての指

標を設定した。 

【重点プラン１】 

 重点プラン１は、災害に強いまち、市民の身近な暮らしの安全を重点キーワー

ドに施策を束ね、「安全で暮らしやすいまちづくりプラン」とし、そこから、重点

プラン１に、後述の取組みの 4点を挙げた。 

①駅北口土地区画整理事業を推進し、安全なまちづくりを目指します。 

②道路環境の整備を推進し、安全な歩行空間を確保します。 

③自助・共助による防災体制を推進し、安全なまちづくりに努めます。 

④地球温暖化対策を推進し、安全な地球環境を守ります。 

 なお、取組④については、追加した取組である。 

【重点プラン２】 

 重点プラン２については、子育て世代と高齢者の安心、地域との連携を重点キ

ーワードにして施策を束ね、「安心していきいきと暮らせるまちづくりプラン」と

し、そこから、重点プラン２に、後述の取組の 3点を挙げた。 

①快適で安心な教育環境の中で地域と連携した教育を推進します。 

②地域で安心して子育てできるよう支援します。 

③高齢者が安心するいきがいづくりを支援します。 
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 なお、重点プラン２では、重点施策としていた施策「小中学校の適正配置・適正

規模の推進」を削除し、取組②を「保育サービスを充実します」から、検討委員会

部会において｢地域で安心して子育てができるように支援します｣と変更した。しか

し、その後所管課での検討から、待機児童対策が重点プランであるという意見があ

ったため、取組②「地域で安心して子育てができるように支援します」を、再度変

更し、「子育て中の親が安心できる保育サービスを充実します」としたい。また取組

③については、「高齢者の保健・医療体制を充実します」を「高齢者が安心する生き

がいづくりを支援します」に変更し、高齢者の生きがいと社会参加への支援が重点

施策とした。 

 指標については、検討委員会において議論していただき、基本的には、事務を担

当する部会の意見を尊重し、指標名を設定している。しかし、市長から指標につい

ての意見があった際には、修正をするので協力をお願いする。 

（質疑・応答・意見） 

・ 学校応援団の注釈をつけてほしい。 

・ 指標「保育園と保育クラブの待機児童数」について、保育園と保育クラブは別の

ものであるから、合計したものを指標とするのはどうか。別々に（２段書き）標

記するべきである。 

・ 指標「シルバー人材センター登録者数」については、割合がよいのか、人数がよ

いのか検討してほしい。 

・ 指標「地域防災訓練の実施率」の指標の説明に、「各自治会等における実施率」

と記載しているが、「各自主防災組織における実施率」と変更してほしい。 

（結論） 

 指摘のあった上記の 4点について修正した重点プラン（案）を承認する。 

 

３ その他 

（１) 今後の予定 

 事務局から、今後の予定について説明を行った。 

                        

４ 閉会 

 


