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和光市総合振興計画審議会第４回会議（安全部会） 会議要旨

開 催 日：平成２５年８月２３日（金） 午後１時３０分～４時００分

開催場所：和光市役所４階４０４会議室

出 席 者： 出 席 者：金子正義部会長（３号委員）

２号委員（和光市農業委員会の委員）加藤親次郎

４号委員（知識経験を有する者）中村耕三

５号委員（公募による市民）関口泰典、梅沢直、藤川和孝、泉常夫

（松田委員は評価表提出により参加）

次 第：１ 開会

２ 議事

重点プラン対象施策以外の施策の外部評価

· 施策８ 都市計画道路の整備

· 施策９ 計画的な公園の整備と維持管理の充実

· 施策１０ 県営和光樹林公園の有効活用

３ その他

次回の会議日について

４ 閉会

１ 開会

事務局

ただいまから「和光市総合振興計画審議会第４回会議」を開会します。

本日の会議は、市民参加条例に基づき、公開とし、傍聴を設けています。

なお、本日の外部評価の流れについては、次第の裏面にあるとおり進めていきます。

２ 議事*

重点プラン対象施策以外の施策の外部評価

① 施策８ 都市計画道路の整備

ア 施策評価表に基づく施策概要の説明

所管課（都市整備課）が、資料１に基づき説明。

イ ヒアリング

藤川委員

電線地中化の工事が凍結されている理由は、財政事情が原因でしょうか。

所管課

財政事情もありますが、東日本大震災以降、東京電力の多くの社員が被災地に向か

った関係で、本事業に従事する方が不足している状況です。

なお、駅前通りのうち、和光市駅南口から田中医院のある交差点辺りまでの一部の

* 施策８及び施策９の当日の会議の進行については、「施策評価表に基づく施策概要の説明」、「ヒアリング」、

「評価シート記入」を最初に２施策まとめて行った。その後、施策８の「各委員評価の紹介・意見交換」及び

「評価結果のまとめ」を行い、続いて施策９の「各委員評価の紹介・意見交換」及び「評価結果のまとめ」を

行った。会議要旨については、要点が分かりやすいよう、施策ごとに区切り、順番を変更して構成している。
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区間については、現在電線地中化が終わっています。

藤川委員

仮に、それらの状況が改善した場合、街路樹を切って電線地中化を進めるという同

じ方針で進める予定でしょうか。事前質問でこの点について質問させていただきまし

た。回答については、都市整備課と道路安全課の見解が異なっていますが、どのよう

にされる予定でしょうか。

所管課

電線地中化については、施策の目標にさせていただいておりますとおり、平成３２

年度までに整備を完了する方向性には変わりありません。

道路改修工事の詳細については、道路安全課が担当になり、地下埋設物の大きさか

らは、植樹して電線地中化を行うことは困難との見解ですので、これまでと同じ手法

になる方向性だと思います。しかし、都市整備課としては、植樹を伐採せずに電線地

中化を行うことについて検討したいと考えています。

藤川委員

できる限り植樹する方向で検討してほしいと思います。ビルの屋上緑化なども進ん

でいますので、技術も進んでいると思います。また、他の自治体では事例があるかも

しれません。また、もしなければ、それは和光市のチャンスとして、電線地中化と街

路樹の維持を両立という前例を作ってほしいと思います。

所管課

技術について調べながら進めたいと思います。

関口委員

歩道については、所管課は道路安全課でしょうか。歩道の舗装について、駅前通り

のインターロッキングブロック方式ですが、今回電線地中化を行った際に一部カラー

舗装になりました。シンボルロードとなっていますが、駅前がとてもきれいな景観な

のに、メインストリートに入ると景観が変わってしまいます。ただ、コストの面もあ

りますし、一方でカラー舗装が滑りやすいという話もありました。

所管課

商工会からも景観を配慮してほしいという要望もあります。また、様々なご意見を

いただいていますので、今後の工事との整合性はまた検討しておりませんが、次の区

間の工事では反省点を検討させていただきたいと思います。

梅沢委員

街路樹がなくなると、景観が寂しいということで、フラワーボックスを設置すると

いうお考えはありますか。

所管課

道路安全課の所管になりますが、ご指摘いただいたフラワーボックスを置くことに

ついては、歩道の幅員確保、歩行者などの通行の安全確保の観点から、予定はないと

いうことです。

中村委員

藤川委員の質問にありましたが、街路樹の伐採に対して、住民の感情のしこりはな

いのでしょうか。

所管課
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夏頃に植樹の伐採を行いましたが、「なぜ、切るのだ。」という反響はありました。

その認識は十分にありますので、伐採の時期も含めて、今後検証する必要があると考

えています。

中村委員

取組内容③「広域幹線道路と連携による利便性の向上」については所管していらっ

しゃるが、具体的な事業はないということでしょうか。

所管課

土地区画整理事業を進めて、都市計画道路を整備するという方針があるという面と、

国や県が施行者の道路が市内にあるという面があります。和光市だけでは取組むこと

が難しい面もあり、土地区画整理事業区域内を優先して行っていくため、その他とし

て現在は具体的な事業がないということです。

中村委員

解決していない課題に「延伸の実現化に向けた具体的な取組が進んでいない。」と

ありますが、この原因や背景をお聞かせください。

所管課

駅の北側で１４２ヘクタールの事業決定をしている中で約１００ヘクタール未着

手の状況です。都市計画道路もこの中となりますので、課題としては、区画整理事業

そのもののが遅れてしまうと、都市計画道路の整備も進まないところです。

金子部会長

街路樹の種類は何がありますでしょうか。

所管課

街路樹については、現在、ワークショップで樹木の種類を選定する予定ですが、原

則、在来種を植樹しています。

金子部会長

地下埋設物が大きいために植樹できないとのことですが、一番根の影響があるけや

きも横にはっていきますので、樹木の根だけの理由で、街路樹を伐採する理由になら

ないと思います。街路樹は、まちを形成する重要なものです。

また、区画整理事業において、都市計画道路の整備を行いますが、その場合、幹線

道路が区画整理区内にとどまってしまいます。幹線道路は他の幹線道路とつなげるこ

とが基本となっています。区画整理事業内だけでは、幹線道路が生きてきません。市

街地の中心を通らないと市街地を出られないという状況ができてしまうなど、交通混

雑の問題も発生します。やはり、幹線道路を区画整理事業区内にとどめるということ

に疑問を感じます。都市計画道路の整備の基準について、検討されたことはあります

でしょうか。

所管課

区画整理事業区域内の見直しの基準はありますが、積極的に整備する基準はありま

せん。大和橋開通の状況から、今後用地買収が可能で進めるべき箇所があれば検討し

たいとは思いますが、財政状況もありますので、総合的に勘案して進める必要がある

と思います。

加藤委員

土地区画整理事業の中で、宅地と農地の用地買収が進められていますが、買収の価
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格差はどのようなものでしょうか。

所管課

都市整備課では詳細のデータは現在持っていませんので、価格差について、ここで

回答できません。

ウ 評価シート記入

各委員が評価シートに評価の記入を行った。

エ 各委員評価の紹介・意見交換

（ア） 評価の紹介

金子部会長

それでは、各委員より、評価結果を発表していただきたいと思いますが、まずは、

私から発表します。

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は１点、③

「総合評価の妥当性」は１点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は１点で、合計

５点です。

①と②については、現在実施している都市計画道路の整備が諏訪越四ツ木線跨線

橋以外ないので、現状としては休止しているものであり、この状況では評価ができ

ません。また、③と④については、都市計画道路は道路網として整備されなければ、

土地区画整理で整備された市街化区域を有効に活用できません。またその整備は都

市機能を有効に活用させるための大変重要な施設であるので、重要な部分だけでも

積極的に整備を進める必要があります。

その他意見としては、土地区画整理区域内の道路整備だけでは、土地区画整理事

業の事業効果が発揮されません。発揮されるためには、土地区画整理区域外の道路

を幹線道路まで整備することが大変重要なことであり、このことは土地区画整理事

業を実施する際の基本となっています。

加藤委員

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は３点、③

「総合評価の妥当性」は３点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

１０点です。

②については、歩みは遅いですが、着実に進んでいると思います。また、用地買

収については、農地と宅地で価格差があると聞いていますので、気になります。④

については、今後どうするのかという長期ビジョンを策定してほしいと思います。

中村委員

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③

「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

８点です。

①については、施策の目的である「効率的道路網の形成」、「市民の利便性」を成

果として表す施策指標として、指標①から③で本当に十分でしょうか。利便性と整

備率の因果関係について、事務事業評価表でもう少し説明した方がいいと思います。

③については、「土地区画整理予定地内の事業の遅れ」について、やはりその原因を

具体的に記述するべきです。今のままでは、利便性を高めるタイミングを逃してい
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るのではないかを自問してほしいです。

泉委員

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③

「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

８点です。

その他意見としては、シンボルロードという意味を深く考えるべきです。その整

備については、市としての風格を示すものとして、積極的に推進してほしいです。

関口委員

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は１点、③

「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

７点です。

②については、取組内容「広域幹線道路との連携による利便性の向上」において、

国と県に対して要望活動を行ったと記載がありますが、計画の具体化が見えてこず、

総合振興計画にふさわしい取組方法、手法なのか、また、他に手法はないのかと疑

問に感じます。

梅沢委員

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は３点、③

「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は１点で、合計

８点です。

②については、都市計画道路街路整備の終了、電線地中化事業の凍結、諏訪越四

ツ木線跨線橋架設工事の終了予定ということから、計画している単独事業が終了す

るため、達成度評価は高く、３点と評価しました。④については、シンボルロード

の街路樹は電線地中化と両立できないとのことですが、もしポイントにフラワーボ

ックスを置くことができれば、理化学研究所の阿部知子チームの重イオンビームで

生まれた新たな品種を和光市ブランドとして認定し、それを植えていただきたいで

す。誰もが喜ぶ花によって、和光市のシンボルロードを文字通りシンボリックな花

でアピールできたら一石二鳥だと思います。

藤川委員

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は１点、③

「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は１点で、合計

６点です。

②については、街路樹と共同溝を両立させる工法の検討がなされていません。④

については、財政状況が厳しい中にあっても、長期展望を欠いていると判断せざる

を得ません。

その他意見としては、都市計画道路の整備に関し、歩行者の快適性に対する配慮

が十分ではありません。特に街路樹の整備は、市民憲章の「緑をふやし」を実現す

る最も直接的な手段であり、注力すべきだと考えます。

事務局

松田委員の評価を報告します。①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内

容の評価の妥当性」は１点、③「総合評価の妥当性」は１点、④「今後の施策の方

向性の妥当性」は２点で、合計６点です。
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②については、「市独自で行うものと他の機関と調整するものを区別して効率よく

進めてほしい。」とのことです。

その他意見としては、「整備期間を５年程度にした中期的計画で進めてはどうだろ

うか。」とのことです。

金子部会長

それでは、評価結果をまとめるとどうなりますでしょうか。事務局お願いします。

事務局

それでは、資料４の「外部評価結果（安全部会）」をご覧ください。様式に従って、

結果を報告していきます。

１の「施策名」は既に記入されています。２の「評価点数（合計）」は５８点でし

た。３の「評価結果」は「②妥当ではない部分はあるが、どちらかというと適正な

評価が行われている」という評価結果になりました。４の「評価項目詳細【参考】」

については、「①施策の達成度の妥当性」は「１６点」、「②取組内容の評価の妥当性」

は「１４点」、「③総合評価の妥当性」は「１５点」、「④今後の施策の方向性の妥当

性」は「１３点」です。これに伴い、評価結果は、すべて「②妥当ではない部分は

あるが、どちらかというと適正な評価が行われている」となりました。

（イ） 意見交換

金子部会長

では、最後に、４「部会の意見」をまとめます。これまで、様々な意見が出まし

たが、本部会として、この施策について、点数評価以外で何か市に提言すべきこと

があればまとめていきたいと思います。

皆さんの意見を振り返りますと、今後の施策の方向性について、長期的ビジョン

がないという指摘がありましたが、これを部会の意見とするのはいかがでしょうか。

また、都市計画道路はまちの形成にとって重要です。東京都に接する和光市です

ので、東京都と同じ環境に近くないといけない場所ですが、区画整理事業で幹線道

路が完成しているのを、その区域外でもつなげる努力をして道路網をきちっと作っ

てほしいといった点で部会の意見としてまとめていいでしょうか。

部会員一同

了承。

オ 評価結果のまとめ

金子部会長

評価点数は５８点で、評価結果は「②妥当ではない部分はあるが、どちらかという

と適正な評価が行われている」となります。

また、点数評価以外の部会の意見として、「市民の利便性を向上させるためには、

土地区画整理事業区域内において整備した都市計画道路を区域外の幹線道路にもつ

なげる努力をし、効率的道路網の形成に努めてほしい。また、そのためにも、今後、

長期的ビジョンを策定して進めることが必要である。」とします。

② 施策９ 計画的な公園の整備と維持管理の充実

ア 施策評価表に基づく施策概要の説明

所管課（都市整備課）が、資料１に基づき説明。
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イ ヒアリング

関口委員

公園サポーターの件ですが、平成２４年度に協働事業提案制度の行政提案型協働事

業として、中央第二谷中地区の桜坂公園の維持管理委託の提案がありましたが、結果

的に成立しなかった経緯がありました。この件について、市では、どのようにお考え

でしょうか。また、今後は公園の管理体制についてどのようにお考えでしょうか。

所管課

桜坂公園の件についてですが、当初やっていただけるという団体と概ね調整が進ん

でいましたが、その団体の中でコンセンサスが取れなかったと伺っています。

また、今後については、ただ公園の維持管理だけを依頼するだけでは、公園サポー

ターの方のモチベーションも上がりませんので、例えば太極拳教室の方が、朝太極拳

をやった後に公園の維持管理をやっていただくといった仕掛けをしていかなくては

ならないと考えています。

梅沢委員

フィラデルフィア市が市民要望を受け付けるアプリで市民参加型の公共サービス

に取り組んでおり、また千葉市がＩＣＴを使って、公共施設メンテナンスを取り入れ

ています。これは、施設が壊れているなどの写真を市に送信する形のシステムです。

スマートフォンを使って簡単にできますので、市の公共施設全般に有効な手段だと考

えますが、いかがでしょうか。

所管課

公園については、ご意見は大変貴重なものですので、いい例だとして考えていきた

いと思います。

梅沢委員

スマートフォンは多くの人が持っています。この例は一方向に使うだけではなく、

故障などの情報を得た市が、「どなたかやってくださる方はいませんか。」と市民に発

信する双方向のシステムが本来はいいと思います。その中で、市民ができないものを

市が対応するという形がいいのではないでしょうか。

中村委員

オープンガバメントということですが、そのポイントは、手間をかけないというこ

とと自発的な活動という点が大切になります。自発的な活動になるような仕掛けをし

ていく中で、もし全庁的に取り組むなら、政策課でとりまとめて推進していただくの

がいいと思います。

ここで、問題となるのは自発的な活動につながらないということです。ここで、確

認したいことは、活動の頻度や量をどの程度求めているのか、つまりどの程度の活動

に参加できれば「サポーター」とするお考えでしょうか。

所管課

市では、公共施設美化サポーターというのがありまして、概ね１０人程度いらっし

ゃいますが、現在は年数回からでも活動していただければサポーターとして認めてい

ます。公園についても、とにかく関わっていただくことが重要ですので、ハードルを

低くして、レクリエーションの活動の流れから始めていただくことを考えています。

中村委員
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やはり、ハードルを下げたり、条件を緩めると、誰かがやってくれるだろうと考え

て責任感が薄れてくるという面もあります。自発的にといっても、なかなか手が挙が

らないのが現実でしょう。活動の中核を担う人を位置づけることが大切になってくる

と思います。

関口委員

第四次和光市総合振興計画に「市民との協働のまちづくり」が明示されていますが、

市民がやはり主体となります。しかし、市民のモチベーションが上がらないと、機能

しなくなってきます。

泉委員

今、公園が５８箇所あって、市民一人当たりの公園面積が４．５㎡あるということ

ですが、市民の居住分布と公園の分布はどうなのでしょうか。ただ、公園を増やすだ

けではいいということではありません。また、市民が公園がほしいからといことで作

ればいいということでもありません。増やせばそれだけ財政的にも大変になります。

極端に言えば、バランスを考えて公園を統合するということも考えられるのではない

でしょうか。

所管課

公園の配置の分布のバランスについてですが、区画整理事業内では、公園の用地を

確保して公園を整備していくことになります。ですから、配置については、区画整理

事業区内外のバランスを懸念しています。

また、一人当たりの公園面積を指標として設定していますが、これは公園面積の総

量を目標としていないため、人口が増えていくことで、一人当たりの公園面積の実績

値が減少していく懸念もあります。

また、質の問題もありまして、樹林公園クラスの公園もあれば、その他さまざまな

公園があります。１ｋ㎡の中に公園を整備するという理想的な配置はありますが、な

かなかそのようにはできないのが現状です。

梅沢委員

北と南で公園が同じくらいあるのに、北の方が不満が多いというのは分かります。

それは南に樹林公園があるということだと思います。

また、金太郎飴のように同じような公園ばかり整備することに疑問を感じます。市

民からの要望があるのかもしれませんが、市からそれぞれ公園の違いを提案していく

必要があるのではないでしょうか。アーバンアクア公園については、広い面積ですの

で、他の公園とは異なる公園にしたら北側の住民の満足度も上がるのではないかと思

います。何か構想がありますでしょうか。

所管課

体育団体の方とお話させていただいて、野球、サッカー、テニスの稼働率を加味し

ながら現在検討しているところです。１１月には、市民参加の手続きを取りながら市

民の方にお伝えしていきたいと考えています。

梅沢委員

市民参加の手続きということですが、そうすると、結局同じような公園になってし

まうのではないでしょうか。市からもユニークな提案をして、選択肢に加えたらいい

のではないかと思います。個人的には、他の公園ではできないことをできる公園にし
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たら、市民に喜ばれると思います。

所管課

おっしゃるとおり、他の公園においても、それぞれの公園でワークショップをする

と、結果的には総花的な公園になっています。複数の公園をまとめてワークショップ

するということをしてきませんでしたが、今後は複数の公園整備がありますので、

個々に特色を持たせて差別化し、総花的にならないような仕掛けを検討したいと思い

ます。

また、アーバンアクア公園は運動公園として考えていますので、その中で魅力的な

公園になることを考えていきたいと思います。

中村委員

これは一つのアイディアなのですが、三浦海岸でサンオイルの空き容器を捨てると

いう状況に対して、そのサンオイルのメーカーが企業名を入れたごみ箱を設置した事

例があります。マナーや美化という活動については、企業のＣＳＲ活動として進める

ことができると思います。

例えばシンボリックな公園において、年数回でもマナーキャンペーンをするという

ことで、きれいにする取組をやっているというＰＲになります。また、自発的に市民

が活動することが難しいのであれば、協力してくれるパートナーを同時に他にも探す

ということも有効なのではないでしょうか。

ウ 評価シート記入

各委員が評価シートに評価の記入を行った。

エ 各委員評価の紹介・意見交換

（ア） 評価の紹介

金子部会長

それでは、各委員より、評価結果を発表していただきたいと思いますが、まずは、

私から発表します。

①「指標の達成度の妥当性」は３点、②「取組内容の評価の妥当性」は１点、③

「総合評価の妥当性」は１点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

７点です。

①については、既に市民一人当たりの公園面積が整備計画を上回っていますので

３点としました。②と③については、公園の整備は土地区画整理など現在実施して

いる事業の他に、既設公園の種類や利用目的に合わせた施設として整備を進める必

要があります。また、維持管理については、安全に利用してしていただくことが重

要ですが、維持管理や管理運営で不十分なところがあるので適切に行っていただき

たいと思います。④については、利用方法について検討するという評価はそのとお

りですので、２点としました。

その他意見としては、既設公園を利用目的に合わせた施設内容とし、利用しやす

い制度として整備することが大切です。また、公園の維持管理については、多くの

市民が利用することから安全のことについて十分配慮してほしいです。また、公園

の機能として、災害時の避難場所としての利用について配慮してほしいと思います。

加藤委員

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③
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「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

８点です。

①については、小さな公園については市民に管理してもらい、大きい公園を市が

管理するのが効率的だと思います。②については、現在整備を決定している公園を

早く整備してほしいです。

中村委員

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③

「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

８点です。

コメントについては、意見交換で発言させていただきましたので、ここで発言し

ませんが、評価シートに記入させていただきます。

泉委員

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③

「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

８点です。

その他意見としては、小規模な公園ばかりが増えても維持管理にコストがかかる

だけで、対利用率を考えた計画を立てるべきです。特徴ある公園の設置基準の見直

しなどが必要で、土地区画整理事業における提供であったり、市民要望があるから

といって、公園設置を安易に計画するべきではないと思います。

関口委員

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③

「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は３点で、合計

９点です。

④については、提供公園についても計画上は公園として位置付けられるため、公

園維持管理業務は発生します。行政、市民とともに協働のまちづくりを推進してほ

しいです。

その他意見としては、早期に公園サポーター制度を確立し、協働事業による公園

管理の推進をしてほしいです。例えば、国土交通省のエリアマネジメント、コミュ

ニティビジネス等への発展などが考えられます。和光市内でモデルケースの場を作

り、課題抽出や検討を行って、市民とともに育む維持管理を検討していってほしい

です。

梅沢委員

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③

「総合評価の妥当性」は１点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

７点です。

③については、利用マナーの悪さや管理体制の構築が課題となっているというこ

とですが、課題がはっきりしているにもかかわらず、具体的な対策が語られていま

せん。例えば、ＩＴ化推進室といった組織の取組によって解決できる問題が感じら

れます。最前線の現場は施策が予算に限定されるのは理解できますが、ボトムアッ

プ、双方向、マネジメント、先進性など行政の弱点を克服する発想を持つことで解

決する問題もあります。最前線の現場から考えられる何らかの対策提示がほしいで
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す。これらの理由から１点と評価しました。

藤川委員

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③

「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

８点です。

②については、必要性は認識されていますが、公園サポーター制度の推進が遅れ

ています。

その他意見としては、近隣住民を利用対象にしている小さい公園の管理業務の一

部を自治会等に委任することなどを検討したらいいのではないかと思います。

事務局

松田委員の評価を報告します。①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内

容の評価の妥当性」は２点、③「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方

向性の妥当性」は１点で、合計７点です。

②については、「いわゆるポケット公園と呼ばれる小さい公園を中規模の公園に統

合整備する。」とのことです。

その他意見としては、「和光市に約６０もの公園や広場が必要なのだろうか。」と

のことです。

金子部会長

それでは、評価結果をまとめるとどうなりますでしょうか。事務局お願いします。

事務局

それでは報告します。資料４の１の「施策名」は既に記入されています。２の「評

価点数（合計）」は６２点でした。

３の「評価結果」は「②妥当ではない部分はあるが、どちらかというと適正な評

価が行われている」という評価結果になりました。４の「評価項目詳細【参考】」に

ついては、「①施策の達成度の妥当性」は「１７点」、「②取組内容の評価の妥当性」

は「１５点」、「③総合評価の妥当性」は「１４点」、「④今後の施策の方向性の妥当

性」は「１６点」です。これに伴い、評価結果は、すべて「②妥当ではない部分は

あるが、どちらかというと適正な評価が行われている」となりました。

（イ） 意見交換

金子部会長

では、最後に、４「部会の意見」をまとめます。これまで、様々な意見が出まし

たが、本部会として、この施策について、点数評価以外で何か市に提言すべきこと

があればまとめていきたいと思います。

公園サポーター制度についての意見がありました。また、企業の協力も含めた担

い手を発掘してほしいという意見もありましたが、部会の意見として何かあります

でしょうか。

梅沢委員

ある区では、募集をして、公園のベンチに個人や企業の名前を標記するといった

取組をしているところがあります。これは、可能性のある取組だと思います。

中村委員

つまり、自発的な活動を促すという課題に対して、市民や企業の協力を得て、市
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としては積極的に担い手を発掘していくことだと思います。

金子部会長

他には、現在ある小さい公園を統合するという意見もありました。しかし、災害

時の非難場所という役割がありますので、統合してしまうのではなく、公園とか広

場として残すことも必要という考え方もあると思います。

泉委員

やはり、公園の配置はバランスの問題です。避難所のために確保するとしても、

その大きさが避難所として適切かどうかも考える必要があるのではないでしょうか。

梅沢委員

私としては、ランニングコストがかからない公園づくりがいいと思います。遊具

のあまりない自然の地形の公園の方が、子どもが創造的に遊べるスペースとしては

いいのではないかと考えます。

金子部会長

そういった公園づくりについては、自治会などに任せてしまうということが、や

はりいいと思います。

藤川委員

公園の数の問題については、行政担当者としては、利用者の年齢構成を考慮して

公園整備を計画して、小さいお子さんがいる場合は家から公園が近い方がいいとい

う考えで、公園を増やしているのではないでしょうか。それも一理あると思います。

しかし、小さい公園については、利用者は近隣に住んでいますので、自治会に維持

管理してもらうというのがいいのではないでしょうか。

金子部会長

自治会が維持管理していれば、避難場所や町内の集まる場所としても活用されま

す。

中村委員

部会の意見としては、用途、面積、地理的条件を勘案して、維持管理を考えてほ

しいということと、管理主体について検討していただきたいということだと思いま

す。

例えば、用途については、防災備蓄品を置いてもいいですし、年配の方が集まる

場所であれば東屋を置いてもいいです。しかし、災害時には避難できる場所として

活用できるということではないでしょうか。

金子部会長

公園の種類は、都市基幹公園や大規模公園など様々にあります。その種類を一つ

の基準にしてもいいですし、公園の種類や用途の基準に沿って、整備や維持管理を

進めていただければと思います。

様々なアイディアがあると思いますが、例えば公園を自治会とか企業に貸して、

花を植えて、品評会といった企画をするということも考えられます。

中村委員

企業としては、企業名の記した設備が汚れていたら嫌ですから、きれいにしよう

と思います。ですから、企業の広告もある程度大目に見て、取り入れていくことも

いいのではないでしょうか。
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関口委員

１２月頃に公園の条例が変更されて、公園に防災機能を取り入れることが可能に

なり、越後山の公園では防災機能を整備する方向だと聞いています。やはり、市民

の安全を守るための公園というのも大事になってくると思います。

金子部会長

それでは、企業や自治会等の協力を得て、公園の維持管理を進めていくというこ

とと、公園の種類や用途によって、コーディネートしてほしいということを部会の

意見としてまとめたいと思います。

オ 評価結果のまとめ

金子部会長

評価点数は６２点で、評価結果は「②妥当ではない部分はあるが、どちらかという

と適正な評価が行われている」となります。

また、点数評価以外の部会の意見として、「企業やサポーター、自治会等を担い手

として発掘し、その協力を得て、公園の維持管理を進める必要がある。また、公園の

種類や用途を明確にし、全ての公園をコーディネートした上で、整備、維持管理を行

うことを検討するべきである。」とします。

③ 施策１０ 県営和光樹林公園の有効活用

ア 各委員評価の紹介・意見交換

（ア） 評価の紹介

金子部会長

それでは、簡単に事務局より施策評価表の説明、事前質問があるので、その説明

をお願いします。

事務局

施策評価表の概要、事前質問について説明。

金子部会長

それでは、各委員より、評価結果を発表していただきたいと思いますが、まずは、

私から発表します。

①「指標の達成度の妥当性」は３点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③

「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

９点です。

①については、計画に基づく施策目標を達成していますので３点としました。②

については、和光樹林公園は県営公園ではありますが、市民の憩いの場として和光

市はその管理を任されています。また、市民からも魅力ある公園として親しまれて

いますので、市の公園として利用者の利便性の向上を図っていく必要があると思い

ます。

加藤委員

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は３点、③

「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

９点です。

②については、管理公園である以上、受益者負担を求めていく必要があると思い
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ます。④については、都の中央公園と隣接していますから、相互利用ができるよう

にしてほしいです。

中村委員

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③

「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

８点です。

基本的には、評価シートに記載しますので、ここで発言はしませんが、補足とし

て、防災について市民に考えてもらえるようなイベントを恒常的に行って、防災意

識の啓発を図ってほしいと思います。

泉委員

①「指標の達成度の妥当性」は３点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③

「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

９点です。

その他意見としては、指定管理者として、公園の特色を出したイベントをもっと

してほしいです。現在実施しているイベントだけでは、特色を出せていないと思い

ます。

また、市民が憩いや安らぎを感じられる公園として、適宜、適切な維持管理に努

めてほしいです。樹林公園は、朽木などが問題となっていますが、自然環境を最高

の状態で市民に提供するべきです。また、遊具などの人工的なものは無駄で、見苦

しいだけだと思います。

また、個人的には、公園の駐車が有料になったことが気になっています。

関口委員

①「指標の達成度の妥当性」は３点、②「取組内容の評価の妥当性」は３点、③

「総合評価の妥当性」は３点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は３点で、合計

１２点です。

①については、現在の指定管理の期間は平成２３年４月から平成２８年３月まで

の５年契約ですが、施策評価表には第四次総合振興計画最終年度の平成３２年まで

の目標値が記載されています。今後は指定管理を継続していく検討をしているのか

気になりました。また、樹林公園内の総合体育館は市の施設ですが、今度はこれを

企業に指定管理させており、このことも今後どうしていくのかという点が気になり

ます。

その他意見としては、公園内の看板には、「昭和４８年頃までゴルフ場（朝霞ゴル

フ場）跡地が米軍キャンプ基地の演習場として利用され」とありますが、和光市の

歴史を語る上で、戦前からの東京ゴルフ倶楽部から陸軍予科士官学校（振武台）、米

軍朝霞キャンプ（キャンプ・ドレイク）の遍歴を記述に追加するべきだと思います。

梅沢委員

①「指標の達成度の妥当性」は３点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③

「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

９点です。

②については、樹木の老木や朽木などの枯れ枝、枯木が多く発生していることに

ついては、管理の必要が少なくてすむ、自然の植生に沿っていくという、宮脇昭横
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浜国立大学名誉教授の提唱する「潜在自然植生」を取り入れていくのがいいと思い

ます。

その他の意見としては、樹林公園はジョギングする人にとって聖地のようなとこ

ろですから、それを生かして、より多くの人がジョギングを樹林公園でしようと思

うように、シャワールーム等の施設を整備したらいいのではないでしょうか。

藤川委員

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③

「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

８点です。

④については、植栽管理について、県からの指示待ちの姿勢を強く感じます。優

れた緑地資産を健全に維持し、活用するためには県への積極的な働きかけが必要で

す。

その他意見としては、枯木が多いことが気になります。樹林公園に対する最大の

評価は豊かな緑と自然であり、維持管理の基本にするべきです。枯木の補植は武蔵

野の原生林に戻す方向で検討するべきです。

事務局

松田委員の評価を報告します。①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内

容の評価の妥当性」は２点、③「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方

向性の妥当性」は２点で、合計８点です。

その他意見としては、「何となく親しみが持てません。手入れがよすぎるのかもし

れません。市民がもう少し関わりが持てる公園にならないのか。」とのことです。

金子部会長

それでは、評価結果をまとめるとどうなりますでしょうか。事務局お願いします。

事務局

それでは、報告します。資料４の１の「施策名」は既に記入されています。２の

「評価点数（合計）」は７２点でした。

３の「評価結果」は「②妥当ではない部分はあるが、どちらかというと適正な評

価が行われている」という評価結果になりました。４の「評価項目詳細【参考】」に

ついては、「①施策の達成度の妥当性」は「２０点」、「②取組内容の評価の妥当性」

は「１８点」、「③総合評価の妥当性」は「１７点」、「④今後の施策の方向性の妥当

性」は「１７点」です。これに伴い、評価結果は、①のみ「①適正な評価が行われ

ている」となり、その他の項目は「②妥当ではない部分はあるが、どちらかという

と適正な評価が行われている」となりました。

（イ） 意見交換

金子部会長

では、最後に、４「部会の意見」をまとめます。これまで、様々な意見が出まし

たが、本部会として、この施策について、点数評価以外で何か市に提言すべきこと

があればまとめていきたいと思います。

私が知っていることをお話したいと思います。樹林公園はもともと、防災公園と

して整備されていまして、一般の公園として整備された大泉公園と異なり、バーベ

キューなどを禁止した自然を貴重にした公園とされました。



16

県の考え方は、公園は地域に全てお任せしていこうという考えでした。その後、

現在は指定管理という仕組みになっています。それでも、防災公園という役割から

外れなければ、和光市がこうしたいという考えがあれば、市の考えで進められると

思います。

藤川委員

とはいえ、予算は県からのもではないでしょうか。

事務局

県からの予算を受けて、樹林公園を維持管理しています。

中村委員

指定管理者である市の企画力を高めてほしいと思います。例えば、神戸市役所の

隣の広場ではオクトーバーフェストというビールのイベントが実施されますが、公

園の使用料として６００万円が入ります。別の例でも天王寺での食のイベントでは、

１，５００万円です。つまり、やる気があれば、人や予算を集める方法はあります。

また、駐車場の利用料を取るのであれば、それは公園のトイレの美化のためとい

った、お金を何に使うのかの説明があれば、行き当たりばったりに感じられること

はないのではないでしょうか。

金子部会長

和光市で予算化して自主事業をすることもできるのではないでしょうか。

中村委員

公園の維持管理のためのお金とは別に、自主事業としてイベント等を行って創意

工夫することもできるのではないのでしょうか。

藤川委員

秋頃には、陶器市をやっていました。あれは、出店者から出展料を取っていると

思います。

金子部会長

県の予算だけで全てを行おうとすると、限られてきてしまいます。

中村委員

評価結果としては点数はいいですが、もっと創意工夫ができるのではないかとい

うところを意見したらいいのではないでしょうか。

梅沢委員

マネジメント力をもっと高めていただきたいです。

金子部会長

現在は、県の公園を指定管理者として和光市が管理している状況ですが、私は、

実質的には、いつまでも和光市が樹林公園を和光市の公園として管理できると考え

ていました。県の公園だからと受身にならず、市の考えで進める部分があっていい

のではないでしょうか。

中村委員

魅力や誇りを感じる市民を増やすためのイベントを実施することや市民の財産に

なるような公園にしてほしいということが部会の意見となるのではないでしょうか。

そこに補足する言葉として、枯木の対策や和光市の歴史を学ぶということを含めた

らいいのではないでしょうか。
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また、本来の防災という用途が分かるようにするということも必要かと思います。

他には、現在の使われ方以上に公園の用途を考えた新しい取組を積極的にしてい

ただきたいという意見も考えられます。

泉委員

県の予算以上のことをするためには、何らかの方法で市が費用を稼ぐか、市民の

協力などを得なくてはなりません。そうでなければ、枯木の対策にこれ以上費用を

充てられないのではないでしょうか。

藤川委員

そうではないと私は考えます。樹林公園の財産は樹木ですので、枯木対策の費用

は県の予算でやらなければなりませんし、県から引き出すように市は働きかけてい

かなくてはならないです。枯木の補植とは別に、それ以外の事業を行うために費用

を稼ぐということはいいと思います。

中村委員

指定管理を受けた場合は、いくらでやってくださいということになります。それ

で足りない場合は自助努力が足りないということになってしまします。しかし、実

際には建物は老朽化が進んで、どんどん費用がかかっていく状況です。枯木の話も

同じことが言えると思います。ですから、県への要望と同時に、足りない部分につ

いては相違工夫で予算を生み出すことも必要だと思います。

イ 評価結果のまとめ

金子部会長

評価点数は７２点で、評価結果は「②妥当ではない部分はあるが、どちらかという

と適正な評価が行われている」となります。

また、点数評価以外の部会の意見として、「樹林公園の魅力がより高まり、また樹

林公園が市民の財産となるように、県との協議を進めていくべきである。具体的には、

特に公園の財産である樹木の維持管理を適切にし、自然環境としての魅力を高める必

要がある。また、指定管理者として、多くの人が集まるイベントの実施といった市独

自の事業を行うなど、創意工夫をした維持管理が必要である。」とします。

その他

① 次回の会議日について

事務局から、次回の会議の日程（１０月２９日（火））について、連絡した。

４ 閉会


