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和光市総合振興計画審議会第７回会議 議事録 

 

開 催 日：平成２２年７月３日（土） 午前１０時００分～１２時００分 

開催場所：和光市役所５０２会議室（市役所５階） 

出 席 者：石川久会長（４号委員） 

待鳥美光副会長（３号委員） 

１号委員（和光市教育委員会の委員）高野靖子 

２号委員（和光市農業委員会の委員）柴崎幸夫 

３号委員（市内公共的団体等の役員）村山喜三江、山田智好、小野玲、荒木保敏、

原田政雄、冨岡宗市、赤松祐造、山本恵子 

４号委員（知識経験を有する者）山崎保、大崎俊彦、古屋輝夫、松井望 

５号委員（公募による市民）富田由美子、宮川一彦、和田勝行、山幡二朗 

６号委員（市の職員）大寺正高 

（欠席：５名） 

 

 

議  事：１ 開会 

２ 議題 

（１）第四次和光市総合振興計画基本構想（案）について 
（２）答申（案）について 

３ その他 

４ 閉会 

 

１ 開会 

事務局 

それでは定刻になりましたので会議を始めさせていただきたいと思います。皆さん、おはよ

うございます。本日はお忙しい中、和光市総合振興計画審議会にご参集いただきまして誠にあ

りがとうございます。ただいまから和光市総合振興計画審議会第７回会議を開催させていただ

きます。 

本日の会議は現在５名の方が欠席されておりますが、総合振興計画審議会条例第７条２項の

規定に基づきまして、過半数以上の委員の方がご出席されておりますので会議は成立しており

ます。 

それでは次第に入る前に配付資料の確認をさせていただきたいと思います。お手元の配付資

料一覧を見ながらご確認をお願いします。まず資料１「基本構想（案）」、資料２「パブリック・

コメント対応一覧」、こちらのＡ３の大きなものです。資料３「修正箇所一覧」、こちらがＡ４

の横長のものでございます。この３点は、事前に配付を申し上げている資料でございます。も

し、本日、無いようなことがありましたら、事務局まで言っていただきたいと思います。 

そのほかに「次第」と、それから資料１の基本構想案の差し替え資料というのを、本日皆様

の机の上に配付しております。これにつきまして詳細は後ほど説明させていただきたいと思い

ます。資料はよろしいでしょうか。 

会議は、市民参加条例に基づきまして、今回も公開して傍聴席を設けてございますのでご了
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承いただきたいと存じます。 

それでは本会議に入らせていただきたいと思います。石川会長、よろしくお願いいたします。 

 

２ 議題 

（１）第四次和光市総合振興計画基本構想（案）について 

石川会長 

おはようございます。昨年から始まりました会議もいよいよ大詰めになってまいりました。

本日は４月２５日～５月２４日まで行ったパブリック・コメントで、提出された意見をどのよ

うに扱うかという内容を中心に協議を進めていきたいと思っております。 

それでは次第に基づいて進めてまいります。議題（１）第四次和光市総合振興計画基本構想

（案）についてでございます。はじめに、前回の審議会後の基本構想素案の修正作業の経過、

及び資料につきまして事務局から説明をお願いいたします。 

 

事務局 

それでは、まず前回の審議会以降の修正の経過についてご説明したいと思います。前回審議

会で出されました意見は、庁内で検討を行いまして、その結果を反映した素案に基づきまして

先ほども会長からありましたが、４月２５日～５月２４日までパブリック・コメントを行った

ところです。なお、審議会で出た意見への対応、パブリック・コメント時の計画素案は皆様に

郵送で送らせていただいているところでございます。 

このパブリック・コメントの実施期間中には、同時進行で、審議会と議会等から文言等表現

を見直した方がよい部分があるといったご意見をいただいておりましたので、再度、事務局で

本文を見直したところでございます。また指標や財政資料など、実績等の記載がある部分につ

いては、直近の数値に更新を行っているところでございます。 

パブリック・コメント期間後には、提出されたパブリック・コメントについて庁内で検討し

まして本日の資料１に反映しているところでございます。 

なお、パブリック・コメントを実施する際の説明会については、中央公民館、坂下公民館、

白子コミセン、総合福祉会館の４カ所で行いまして、４１名の市民の参加がございました。実

際のパブリック・コメントの数は、２５名から約８０件のご意見をいただいているところでご

ざいます。 

続きまして本日配付している資料について説明したいと思います。既にお配りしている資料

１の基本構想案は、先ほど申し上げました事務局で行った再精査、それとパブリック・コメン

トを反映した 終的な基本構想案でございます。 

ここでお願いがございます。本日、基本構想案の差し替え資料を配付させていただいており

ます。こちらについては財政分析・財政推計の新しい数値等が入ったものございます。資料１

の基本構想の同じページと、後で差し替えをお願いしたいと思います。 

具体的に資料を見ていただきたいと思います。追加の差し替え資料ですが、まず２２～２７

ページ、３４～３７ページ、２４３～２４６ページ、こちらの３点は財政分析・財政推計等の

数値を新たなものとしたために、差し替えの資料になります。また９３ページと９４ページが

ございます。こちらについては施策の樹形図が間違っていたということで修正になっておりま

す。１４１ページ、１４２ページについては、施策の目的について基本的人権の関係で修正に

なっています。２０７～２１０ページの資料については、２０８ページにあるグラフ、２０９
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ページにある施策指標の温室効果ガス排出量について修正があったものになります。２２９～

２３２ページについては、２２９ページの樹形図が変わったものです。２３０ページと２３１

ページの括弧のページです。こちらについては申しわけございませんが、資料１から抜けてし

まっていた部分となりますので、追加していただければと思っております。 

差し替え資料については簡単に説明しましたが、以上となります。傍聴者の方の資料につい

ては、もう既に差し替わっておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

それでは続いて、資料２についてご説明したいと思います。横長のＡ３の資料２になります。

こちらについては、提出されたパブリック・コメントの意見とその対応として市の回答につい

て一覧にまとめたものでございます。 

見方についてご説明したいと思います。見方については、網かけされている表題が１ページ

にありますが、こちらの上の網かけの２番目に全体といった部分がございます。この網かけ部

分について基本構想の該当する項目が記載されています。ページをめくっていただくと、その

網かけ部分で基本構想の該当する項目が記載されておりまして、項目ごとに意見を振り分けて

います。 

それでは細かく見ていきます。１ページの整理番号１をご覧いただければと思います。一番

左の欄については整理番号。続いて右に移動していただきますと、提出されたご意見、その隣

に意見に対する補足説明・理由などがまとめられております。そして右側に書いてありますが、

対応という欄がございます。こちらが市としてのパブリック・コメントに対する対応や回答が

記載されています。 

一番右の欄ですが、対応区分ということで、お手元の資料ですと１番～６番までの６つの区

分に分かれています。資料をめくっていただきまして、２５ページ、 終ページになりますが、

対応区分の項目ということで１番～６番まで記載しております。素案を修正した場合について

は、１番「ご意見のとおり修正します」、２番「ご意見のとおりではないですが、趣旨を踏まえ

一部修正します」としております。１番は、例えば６ページを見ていただいて、資料の１６ペー

ジ、１６、１７、１８に、数字１が入っております。この辺がご意見のとおり修正しているも

のだということになります。それで２番の「一部修正」ということについては、３ページの一

番上の整理番号１０番を一部修正していることになります。 

それでは２５ページにもう一度戻っていただきまして、修正しない場合については、３番「ご

意見の内容はすでに記載しています」、４番「基本構想の全体的な方向性にご意見の趣旨は含ま

れており、推進していく中で対応します」、５番「基本目標別の施策及び方針の中にご意見の趣

旨は含まれており、その取組内容を具体的に進める中で対応します」、６番「修正しません」と、

３、４、５、６があります。３番と４番と５番については、意見の趣旨は基本的には計画内容

に包含されているようなことですといった回答になっております。６番は修正しないとの回答

です。 

具体的に見ると時間がかかってしまうため、２５ページからの１番～６番の意見は先ほど約

８０件の意見があると申し上げましたが、１番については１１件ございました。２番について

は４件。３番については３件。４番については５件。５番については４３件。６番については

１６件でございました。 

全体的に見ると、パブリック・コメントの内容が具体的施策の中身の詳細な内容のご意見で

あったため、５番で対応していくとの回答が多くなっているところでございます。 

なお、後ほどパブリック・コメントの内容を詳細に見ていきたいと思いますが、提出された
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パブリック・コメントの主なものを若干ご紹介させていただきます。施策指標を再度よく精査

したほうがいいといったご意見、将来都市像に関するご意見、用語の意味がわからないので注

釈を入れたほうがいいというご意見、景観に関するご意見、防災に関するご意見、湧水・緑地

に関するご意見といったものが多かったという結果になっております。 

続きまして資料３になります。先ほど資料２をご説明させていただきましたが、資料２の１

番の「ご意見のとおり修正します」、及び２番の「ご意見のとおりではないですが、趣旨を踏ま

え一部修正します」を抜き出したものになっております。これは素案の修正を行った部分につ

いて対照表としてまとめた資料となっています。本日は、この素案を修正した部分を示した資

料３に基づきましてご議論していただければと思います。 

以上になります。 

 

石川会長 

それでは、ただいま事務局から報告がありましたが、はじめに資料３に基づきまして、修正

部分を抜き出して比較したものについて論議を進めたいと思います。その後に、それ以外の箇

所について、委員の方々がお気づきの点についてご意見をいただくという方法で進めていきた

いと思っております。 

それでは、まず資料３です。１、２ページについて説明をお願いいたします。 

 

事務局 

それでは続きまして資料３に基づきご説明したいと思います。整理番号１番～１１番までと

いうことでご説明したいと思います。 

まず資料３の１番目のご意見です。資料２では３ページの１０番になります。資料１の構想

案だと、１９ページ、２０ページということになります。この３つを見ていただければと思い

ます。こちらのご意見は、資料２のとおり意見内容がありますが、土地利用状況の統計数値表、

都市計画用途地域の推移、地目別土地面積の推移、緑被率の面積など統計数値を表記してほし

いといったご意見でございます。これに対する対応については一部修正ということで、資料１

の構想の１９ページですが、この下の部分、種目別土地面積の構成ということで、平成１８年

１月１日現在と平成２２年１月１日現在のグラフを入れているところがございます。また構想

の２０ページですが、平成２２年３月３１日現在の区域区分別用途地域構成のグラフも追記し

ているところがございます。なお、緑被率の推移も入れてほしいというご意見がありましたが、

緑被率自体、現在把握してございません。そういったことから掲載していないということで一

部修正になります。 

続きまして、戻っていただきまして資料３の２番目になります。Ａ３横長の資料２では１４

番になります。構想案の資料１では４５～４７ページになります。こちらのご意見は将来都市

像に対するご意見でございました。資料２、Ａ３にあるとおり数多くのご意見をいただいてお

ります。内容は、現行計画の第三次総合振興計画の将来都市像である「みどり豊かな人間都市

わこう」を踏襲してほしいといったご意見。今の「快適環境都市」という将来都市像に、緑や

水といった部分を入れてほしいといったご意見が多くなっております。 

この意見は、こちらの審議会や庁内においても、かなりの時間を費やしまして議論をしてき

たといった経緯がございます。将来都市像の「みんなでつくる快適環境都市わこう」について

は、修正まではいきませんが、ご意見の趣旨を踏まえて一部修正となっております。 
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資料３の２番目で見ていただくとおり、こちらの修正後という欄ですが、将来都市像の説明

の中で、全計画の将来都市像「みどり豊かな人間都市わこう」も継承しながら、さらに和光市

のよさを高めるといった内容を追記しています。構想案は、４５ページ、４６ページですが、

４５ページの上段部分に、第３次計画の将来都市像も踏襲していることを追記しています。 

また将来都市像の基本的考え方を構想案の４６ページになりますが、（１）として「みんなで

つくる」ということで書いてあります。それと（２）ですが、「快適環境都市」ということでこ

ちらを２つに分けまして、それぞれ詳細に内容をわかりやすく説明していることで対応を図っ

ております。 

それでは続きまして資料３の３番目のご意見です。資料２では、１０ページの３３番のご意

見、資料１の構想案では５２ページになります。こちらの意見については、資料２にあるとお

り、基本目標Ⅱの教育文化交流の中に「地域の自然を理解し、自然に親しむ」ということを盛

り込んでほしいということでございます。こちらについては、資料３に記載のご意見、実現に

向けた方針の３行目の真ん中にあるとおりです。構想案の５２ページ、実現に向けた課題の上

から３行目になりますが、以前は「地域の自然と親しみ、身近な教育を守る教育を通して」と

いうことですが、「学校づくりを推進し、身近な自然と触れ合う教育を通して」といったところ

で自然といったことを強く押し出して修正しています。 

続きまして資料３の４番目のご意見になります。資料２では６ページの１６番と１７番のご

意見です。資料１の構想案では５８ページになります。これについては構想案６５ページに「仮

換地」という言葉がございました。その注釈が入っていましたが、５８ページに仮換地という

言葉が初めて出てくるので、この場所に注釈を入れてほしいというご意見があります。そして

使用収益開始済面積という言葉の意味がわからないので、説明を入れてほしいといったご意見

でございます。構想案を見ると、指標に「駅北口土地区画整理事業の整備率」と書いてありま

すが、その備考の指標説明というところに、※１、※２がついています。こちらについては、

ご意見のあったとおり注釈で語句の説明を行うということで対応を図っております。 

続きまして資料３、２ページ目５番目のご意見になります。資料２の６ページ、１８番のご

意見です。資料１の構想案だと６０ページ。それと関連して１９９ページになります。こちら

は、資料２の意見にもあるとおり、自治会の加入率の指標については、現状の課題を分析した

上で適切なのかといったご意見がございます。 

こちらについては、ご意見のとおり再度、所管課において精査をしたところでございます。

その精査をした中で和光市が置かれている条件を考慮しました。全国的に単独世帯の比率が高

い自治体は、自治会加入率が低いという現状がございます。和光市でも単独世帯比が高いとい

うことから、自治会の加入率というのは他自治体に比べて低い状況にあります。和光市の過去

の単独世帯比を見ると、昭和６０年は単独世帯比が２１．８％、平成１７年は４０．２％とな

るなど、単独世帯がここ２０年で約２倍に増加しているという現状がございます。 

このことから今後、和光市は世帯数増加が見込まれますが、単独世帯の割合は過去の数値か

ら見るとますます上がり、自治会加入世帯数の増加はなかなか見込めないのではないかと考え

ています。つまり何も手立てをしないでこのまま行くと、１０年後には３０％台ぐらいまで落

ち込んでしまうといったことが予想されます。 

再度こういった条件を見ながら、現在、平成２１年度の自治会加入率４６．２％を５年後・

１０年後にも現状維持していくだけでも、かなり力を入れていく必要があるのではないかとい

うことが言えると思います。これらのことを踏まえ指標を見直した結果、構想案の自治会加入
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率は以前、平成２７年の目標値は６０％、平成３２年の目標値は７０％となっておりましたが、

再度精査したところ平成２７年は４８％、平成３２年は５０％ということでそれぞれ修正して

おります。 

続きまして資料３の６番目のご意見となります。関連して、７番、８番、９番のご意見につ

いてご説明したいと思います。資料２では７ページ、２１番のご意見になります。こちらの意

見としては、「整備率」「面整備率」「面整備」「面的整備」など、言葉の使い方がまちまちであ

りますので、統一させる必要があるのではないかといったご意見です。 

こちらについてはご意見のとおり資料３に書いてありますが、「面的整備」「面整備」につい

ては「整備」にします。「面整備率」は「整備率」に言葉の使い方を統一させていただいており

ます。なお、資料３の８番目のご意見ですが、こちらについては修正後と修正前が逆になって

おります。修正後と修正前が入れ替わっておりますので、資料の修正をお願いしたいと思いま

す。「面整備」という言葉は使わないで、「整備を行う」ということになっていますので修正を

お願いしたいと思います。 

続きまして資料３の１０番目です。資料２では１０ページ目、３３のご意見です。資料１の

構想案では１３２ページ、１３３ページです。先ほどの意見と同じですが、基本目標Ⅱの教育

文化交流の中に自然を盛り込んでほしいといったご意見がございまして、対応を図って説明さ

せていただいております。こちらについて具体的施策がございますので、資料３の１０番に書

かれているご意見のとおり、「文化財や、それを取りまく自然環境保護」ということで、「自然

環境」といった言葉を内容に盛り込んで追記しております。こちらについては、構想案の１３

２ページの施策の目的が一番上になりますが、こちらの１行目に「自然環境」ということで追

記しております。 

もう１つ、資料３の１１番のご意見もございました。こちらの意見は、「自然」を盛り込んで

ほしいとのことですが、構想案の１３３ページの取組内容○1 、地域文化財の保護ということで

１行目の真ん中に「地域の歴史・民族・自然を守るため」とありますが、以前は「地域の歴史・

民族を守るため、」で「自然」を追記しているところでございます。 

以上になります。 

 

石川会長 

ありがとうございます。３つの資料を見ながらで大変難しかったと思います。まず論議は今

の説明を半分に分けまして、１ページと２ページに分けて行いたいと思います。まず１ページ

です。番号で行きますと、１番、２番、３番、４番について、委員の方々のご意見をお尋ねし

たいと思います。 

 

赤松委員 

審議会では既に決まったことかもしれませんが、「みんなでつくる快適環境都市わこう」に対

するパブリック・コメントの中で、かなり批判と提言が出ているわけです。将来都市像の「快

適環境都市」という言葉をもう１回論議されないと、議会でもかなり論議される可能性があり

ます。これを見ていると、パブリック・コメントでは多くの方は「みどり豊かな人間都市わこ

う」を継承してほしいと強い形で出ています。また「自然」を入れろとか、いろいろな意見が

出ています。いったん決まったことにはなっていますけれども、皆さん、もう１回論議する必

要が将来都市像の言葉についてあると思います。 
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石川会長 

ただいま赤松委員から、都市像についてパブリック・コメントの中で「みどり」という言葉

が大変多かったという意見がありました。これについてこの審議会でも、もう一度論議をして

はどうかと提案がありました。これについてご意見を伺います。どうぞ。 

 

松井委員 

松井でございます。ただいまのご意見の将来都市像に関してですが、私もパブリック・コメ

ントを通じて，多くのご意見をいただいたとの感想を抱いています。それを踏まえて本日、あ

らかじめいただいた案を拝読させていただきますと、いただいている意見というのは、緑や自

然というものを重視してきた従来の都市像というものを継承すべきだというご意見だと思いま

す。前回の都市像をそのまま用いることには、我々のこれまでの議論というものを覆すことに

なりかねません。そのため､そのまま受け入れることは余り適さないと思います。また、今回の

修正案を拝読しますと、かなりの部分をパブリックコメントの意見を踏まえて作成されおりま

す。私は、本日いただいている案をベースに、本委員会の案としてまとめることについて異議

はございません。 

 

石川会長 

そのほかはいかがでしょうか。どうぞ。 

 

大崎委員 

４号委員の大崎です。今、松井委員のおっしゃったように、やはり私も同じ意見でございま

す。やはりこれまで「みんなでつくる快適環境都市わこう」としておりますのでこのままで行

くべきだと思っています。 

以上です。 

 

石川会長 

ほかのご意見はいかがでしょうか。それではパブリック・コメントで緑に関するご意見をい

ただいたけれども、その前の構想を踏まえて、継承し発展させた形で今回できているという論

理を踏まえて、都市像については従来検討してきたとおりでいくということでよろしいでしょ

うか。 

 

〔異議なしとの声あり〕 

 

石川会長 

ありがとうございます。では、そのようにさせていただきます。 

そのほか１～４までに関してはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。もしありましたら

またのちほどまとめの部分でお願いいたします。 

次のページ、お願いします。５～１１までについてご意見をいただきたいと思います。 

 

松井委員 
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これまでにご説明頂いた部分は、文言修正が中心だと思いました。そのなかでも、重要な点

と思います点は、その５番目です。自治会加入率の目標が今回改められたというのは、もう少

し丁寧な説明が必要なのではないかと思います。当初設定された段階では、６０％、７０％と

いう、かなり高めを設定されましたが、パブリック・コメントを通じてご意見を頂いた結果、

現状維持で良いというのは、目標設定が低すぎるのではないかという印象になります。例えば

埼玉県に位置するの他の市町村との対比の中で、４８～５０％ぐらいの数字が妥当であるなど、

もう少し丁寧な説明があると良いのですが、この指標の修正はどのような考え方によるものな

のでしょうか。 

 

石川会長 

これについては、実は私もご意見を申し上げました。あらためて説明をしていただきたいの

ですが、我々がイメージしている行政関連の自治会あるいは町会というものと、和光市の自治

会というのはかなり性格が違うということがはっきりしました。事務局から、もう一度あらた

めて説明をお願いします。 

 

事務局 

それでは事務局から詳細に説明しきれなかった点がございましたので、先ほどを踏まえて、

もう少し詳細にご説明したいと思います。 

先ほど言ったとおり、単独世帯が和光市には多い状況です。そういった影響からか、自治会

の加入率が５０％を若干下回っている状況になっています。昭和６０年から比較を申し上げま

したが、単独世帯が６０年２１．８％、平成７年が３２．８％、平成１７年が４２％となって

おり、単独世帯の割合がどんどん上がっています。そういった影響から、このまま手立てしな

いと３０％台になってしまいます。 

実は、総世帯数から若年層の単独世帯を引くと、大体現状で自治会に加入されている方は約

８割近くでございます。先ほど言った若年層の方の単独世帯までも見ると、自治会加入率がど

うしても上がっていかない状況です。決して、若年層単独世帯を軽視するわけではないですけ

れども、なかなか市の努力と、その方たちの自治会の加入になかなか結びつかないといったよ

うな現状がございます。 

これからどんどん単独世帯が増えていきますが、常に単独世帯を除いて８０％を目標に自治

会加入していただきたいということを目標にすると、全世帯数から考えると大体５０％になっ

てしまいます。全世帯数から若年層、単独世帯を抜いて、そこに８割を掛けるといったことを

目標としていきたいということでございます。 

 

石川会長 

補足で説明をいたしますと、和光市の場合の自治会というのはいわゆる本来の自治会に近い

形でございまして、市が区域を定めて代表者を指定して組織化するという自治会の形を取って

ないようでございます。従いまして、現在ある自治会を中心に、周辺の新たな世帯を取り組ん

でいくという形になっているわけです。全国的に大変珍しい形だと思います。 

そういう中で組織率を全世帯分の６０や７０％にしていくというのは、むしろ大変難しい課

題で、設定する指標としては高すぎるというのが私の印象でございます。そういう意味では、

今説明があったように全世帯から若年世帯を除くのがいいかどうかは別にしまして、その相当
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数を実質上の自治会、つまり市が行政の単位としていろいろなことをお願いする単位ではなく

て、実際に自分たちが活動する単位として自治会に加入していくということについては、新た

に提案された４８％、５０％というのは、大変意味のある数字ではないかという印象を持った

わけです。 

 

松井委員 

趣旨はよくわかりました。それであれば、加入率を総合計画に掲載することが適切なのだろ

うかという感想を、今のお話から思いました。つまり、行政側がどうにかして加入率を上げて

いくことは難しそうです。むしろ、この施策５０番がそもそも、活性化が目標でであったこと

からしますと、例えばイベントにどれぐらい参加されているのか、審議会にどれぐらい参加さ

れているなどのように、その指標自体を変えることも１つの手段だと思います。ほかの自治体

は、自治会の加入率を設定し、一生懸命、加入するところもあるようですが、今の会長のご説

明からは、行政側がわざわざ関与する必要もなく、各自治会のご判断で加入率の増減にご努力

を頂くことが適当とも考えられます。行政側としては、むしろ既存の自治会と行政側との何ら

かのパートナーシップであったり、活性化するための指標を置いたりしたほうが、よりわかり

やすいのではないでしょうか。これはあくまでもコメントですのでご返答は要りません。 

 

石川会長 

はい、お願いします。 

 

小野委員 

３号委員の小野です。この自治会加入率は自治連に加入している率ですか。団地によって自

治会はありますけれども、自治連に加入してないところもかなりあります。それをどのような

形で見ていらっしゃいますか。 

それと自治会に加入している団地の中でも、その中にまた３分の１ぐらいは加入してないと

いうところはあります。だから、この自治会の加入率というのは難しいと思います。そこをど

のような形でこの中に取り組んでいくかというのは、行政のお考えをお聞きしたいです。 

 

 

石川会長 

では、お願いします。 

 

事務局 

自治会の加入率については自治会連合会ではなくて、自治会に実際に加入している世帯とい

うことになります。市内全体の全世帯数分の加入世帯ということになっております。 

 

石川会長 

数値はそれでよろしいでしょうか。はい。 

それから、今、松井委員から加入率を指標にするということについての疑問が出されており

ます。この辺についてはいかがでしょうか。お願いします。 
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山幡委員 

和光市の特性として、単身者が転勤できて、アパート、マンションに入っている人が非常に

多いわけです。そういう人たちに自治会に入れということが大体無理なのです。それで簡単に

言うと、分科会で僕が言ったのですが、和光市の重要産業って何かと聞いたら市の人も知らな

いし、誰も知らない。そこで私が、「和光市の立地環境から、将来にわたって住宅産業が和光市

の 重要産業ですよ」と言ったら、みんな理解できないというような顔をしていました。しか

し、僕は住宅産業が大事なものだから「『みんなでつくろう快適住宅都市』に焦点を当てて、環

境なんてぼけたような、ばかげたようなことを言うな」と言ったけれども、皆さんの意見で一

応やったので、僕は反対しません。 

ここに住んでいる人というのは旅人なのです。例えば江戸自体の宿場町だったら、宿場とい

うのは旅の人をもてなすことがその町の繁栄につながるのです。和光市の繁栄につながるのは、

もてなしの心を持って、旅人の住居、２年か３年しかしない人に、住民になって町内会に入っ

てどうのこうのを言うこと自体がナンセンスです。だから、目標を決めること自体もナンセン

スです。 

 

石川会長 

はい、わかりました。 

今の論議は、指標として自治会加入率を入れることは、山幡委員はナンセンスだというご意

見です。 

 

山幡委員 

そうです。大事なことは、都市像や基本的な考え方が煮詰まっていないのです。 

 

石川会長 

申しわけありません。既にそれはもう論議が終わっておりますので。 

 それでは、この自治会加入率の問題です。どのように扱うかということについて、ほかの皆

さんのご意見を伺いたいと思います。 

特に意見がないようであれば、私と松井委員と副会長も含めて少し論議をさせていただいて、

ご一任いただくということでよろしいでしょうか。 

 

〔異議なしとの声あり〕 

 

石川会長 

はい。ありがとうございます。それでは、論議の後にご一任ということでお願いいたします。 

そのほか、５～１１番までについてご意見を頂戴したいと思います。よろしいでしょうか。

もしあれば、また後ほどまとめの部分でお願いしたいと思います。 

それでは続きまして資料３の３、４ページについてお願いいたします。それでは、説明をお

願いします。 

 

事務局 
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それでは説明をさせていただきます。資料３は、３ページの１２番の修正箇所でございます。

資料１の計画書では１４２ページ。資料２では１１ページ、一番下の３８番のご意見でござい

ます。 

ここで大変申しわけございませんが、資料３の１２番に修正箇所がございます。修正後欄の

施策の目的の１行目、「基本的人権の尊重に基づき」と書いてございますが、「基本的人権を尊

重する立場から」という文章に修正をお願いできればと思います。 

それでは説明に移らせていただきます。ここちらの内容は、施策２９人権啓発、教育及び平

和の推進の施策の目的に対するご意見でございまして、施策の目的としては、日本国憲法の基

本的人権の正しい理解と認識を深め、平和の尊さを学ぶことであるというご意見をいただきま

した。 

その対応としては、現在、市でも日本国憲法の基本的人権の尊重を根源的な理念ととらえま

して、職員や教職員の研修などを実施しておりますので、施策の目的はこのご意見の趣旨を踏

まえまして、「同和問題をはじめ、さまざまな人権問題」にとあった部分を、「基本的人権を尊

重する立場から、さまざまな人権問題に」という表現の修正をしております。 

続きまして、資料３の１３、１４番についてでございます。資料１の計画書では１６３ペー

ジです。資料２では１２ページの４０番をご覧ください。施策３５子育て家庭への経済的支援

という施策の指標に対するご意見でございます。これは、児童手当延べ支給件数については、

記載の取組と関係がないのではないかというご意見をいただいております。 

その対応として、児童手当は平成２２年４月から子ども手当てに変わっておりますので、こ

の子ども手当ての取組につきまして、市独自の取組ではございませんが、この施策の目的であ

る子育て家庭の経済的負担を軽減するということを達成するためには大きな要素であることか

ら、追加で記入しております。 

資料１の計画書の取組内容○1 の１行目をご覧ください。以前はこちらの「医療費の助成を行

い」とだけが書かれていたところを、「医療費の助成を行うとともに、子ども手当てを支給し、

子どもを安心して養育できるよう経済的支援を行っていきます」といった表現に修正を行って

おります。 

また施策指標は、先ほどと同様に、児童手当は子ども手当てに切り替わっておりますので、

児童手当延べ支給件数ではなくて、この施策の目的である経済的負担の軽減という点から、市

が努力して取り組んでいる成果として表れる指標として、子ども医療費受給資格登録率を設定

いたしました。この指標は、子ども医療費受給の受給対象者を市が独自に拡大して取り組むも

のでございまして、医療費助成を受ける資格のある人のうち、実際に医療機関にかかったとき

に、医療助成を受けるための登録を行っている人の割合を示しており、１００％の方が受け取

ることを目標値として設定しております。 

もう１つの指標につきましても、よりこの施策の成果の表す指標として以前、児童扶養手当

延べ支給件数という指標を設定しておりましたが、今回、母子家庭の自立を支援している成果

を計る指標として、家庭自立支援給付件数という指標に修正を行っております。 

続きまして資料３の１５番、１６番についてでございます。資料１の計画書では１６５ペー

ジ。資料２では１２ページの下、４２番、４３番のご意見でございます。施策３６高齢者の生

きがいと社会参加への支援についてのご意見でございまして、施策指標に書かれております高

齢者福祉センター利用者数については、その根拠について備考欄に記載したほうがよいのでは

ないかというご意見に対しては、ご意見のとおり修正を行っております。資料１の計画書にあ
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りますとおり、施策指標の備考欄に指標説明として、「ゆめあい和光高齢者福祉センター及び新

倉高齢者福祉センター年間延べ利用者数の合計」ということで追記させていただいております。 

また同じくこちらの指標の目標値に対しまして、今後、高齢化が続くことを考えると、この

目標値というのは少ないのではないかというご意見をいただいております。こちらの対応につ

きましては、ご意見を踏まえまして、平成３２年の目標値を以前７０，０００人とあったとこ

ろを７２，０００人に修正しております。その理由といたしましては、高齢者福祉センターを

利用される方というのが実際７０歳代～８０歳代の方が多いという現状を考えますと、今度こ

の団塊の世代が１０年後にその年代に入ってくるといったことから、平成３２年度の目標値を

増加させて７２，０００人に設定しております。 

続きまして資料３、４ページの一番上、１７番についてでございます。資料１の計画書では

１７３ページです。資料２では１３ページ、４４番のご意見でございます。施策３９チャレン

ジドが安心できる障害福祉の推進に対するご意見でございまして、障害者の自立を地域で支え

るためにはチャレンジドを、日常的に介護している家族への 低限の支援が必要であり、その

支援を盛り込んでほしいというご意見でございます。この対応としてはご意見と同様の認識を

市でも持っておりますので、以前は、具体的にそこまでの記載がございませんでしたが、明確

にするために追加記載を行っております。資料１の計画書、１７３ページの取組内容○3 の１行

目をご覧いただければと思います。以前は、「在宅支援、施設支援及び日中活動の場の整備等を

行い、新しいサービスの充実を図る」ということで書かれていましたが、「整備等を行い、介護

者の精神的・肉体的な負担軽減にも配慮しながら新しいサービスの充実を図る」といったよう

に、追加で介護の精神的・肉体的負担軽減のことについて記載を行っております。 

続きまして資料３の４ページ、１８番目の修正箇所についてでございます。資料１の計画書

は２０３ページです。資料２は１５ページ、５１番のご意見でございます。施策５２鉄道・バ

スの利便性の向上についてのご意見でございます。内容は、和光市における交通のアクセスは

よくなっているけれども、和光市民が、ほかの地下鉄三田線の高島平駅や地下鉄１２号線の光

が丘駅までに行く交通網はよくないのではないかというご意見でございます。それに対しまし

ては、市としても和光市内の交通アクセスがよくないという課題は認識しており、今回この第

四次総合振興計画の中では、市内全域の交通の利便性を向上するといった内容で記載させてい

ただいております。 

またご意見の、和光市駅だけなく近隣の駅までのアクセスを向上するといった趣旨は、今回

追加で記載を行っております。計画書の２０３ページの取組内容○1 の２行目をご覧いただけれ

ばと思います。修正前は、「民間交通事業者との連携を図り、市内交通網を見直すなど、市内全

域の交通の利便性を向上します」というような文章でございましたが、今回ご覧になっている

とおり「民間交通事業者との連携を深め、市民の生活圏に配慮した交通の利便性の向上を図り

ます」ということで表現を修正しております。 

続きまして資料３の４ページ、１９番でございます。こちらは資料１の計画書では２０９ペー

ジです。資料２では１６ページの上、５５番のご意見でございます。施策５５、地球温暖化対

策の推進に対するご意見でございまして、こちらの取組内容○3 の文章の中で記載があります「余

剰電力買取制度」については、これまで事業者により自主的に行われてきたものですけれども、

平成２１年１１月から従来の倍近くの高い単価での買取を事業者に義務づけまして、固定価格

による買取制度を始めましたことから、今回この固定価格による買取制度ということが支援と

なるため、この支援制度のＰＲが重要ではないかということで、固定価格買取制度というよう
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な表現に変えてほしい、余剰電力買取制度でなくて、固定価格という表現を入れてほしいとい

うようなご意見でございました。 

対応としては、ご意見の趣旨を踏まえて修正を行っております。資料１の計画書の取組内容○3

をご覧いただきたいと思います。１行目の後ろですけれども、以前ここは先ほども申したとお

り余剰電力買取制度とあった部分ですが、こちらに「固定価格による」という言葉を追加して

おりまして「固定価格による余剰電力買取制度の周知を図り」ということで修正を行っており

ます。 

後となりますが、資料３の４ページ、２０番の修正箇所でございます。資料１の計画書で

は２３９ページです。資料２では、２３ページの上から２つ目の７６番のご意見でございます。

米軍基地返還で国などに対し要求することや、基地跡地の計画検討を計画に盛り込んでほしい

といったご意見でございます。 

この対応は、基地の返還や基地跡地利用に関することは、関係自治体等で構成します協議会

におきまして、毎年、国へ要請を行っているところでございます。つきましては、国などに対

する要請についてすでに行っておりますので、ご意見の趣旨を踏まえまして追加記載を行って

おります。計画書の２３９ページ、取組内容○3 の２行目をご覧いただければと思います。全く

記載がなかったところに２行目～３行目にかけての文章を追加しております。「また、基地対策

などについても、関係自治体と協力し、国や県に対する要請を行い、市民の安全安心の確保に

努めます」を追加記載しております。 

説明については以上となります。 

 

石川会長 

ありがとうございます。それでは３ページから進めていきたいと思います。資料３の１２番

～１６番までについてご意見を伺いたいと思います。いかがでしょうか。 

 

松井委員 

１３番の１６３ページの子ども手当ての件です。不謹慎な表現かもしれませんが、子ども手

当という制度は、昨年度の政権交代によってつくられた制度です。そのため、この計画期間内

で、例えば、更に政権交代が起きた場合、この制度自体が継続されることになるか、必ずしも

確証はないように思われます。そのため、あえて今回の計画の中に、子ども手当という表現を

用いておくことは適当なのかというのは、少し疑問です。 

 

石川会長 

それは私も申し上げたのですが、やめたほうがいいかもしれませんね。どうでしょうか。子

ども手当てという言い方はやめて、例えば子どもに対する手当てというふうな書き方にしてお

いたほうが無難という気もいたしますが、その辺でいかがでしょうか。それでは、少し子ども

手当てという言い方をやめて、子どもへの手当てなどというふうな表現にするということでご

了解いただきたいと思います。 

そのほか、いかがでしょうか。 

 

赤松委員 

１６３ページ、先ほど子ども医療費受給の下に母子家庭自立支援給付件数となって、取組内



14 

容○2 ひとり親家庭への支援とありますけれども、これは母子家庭だけですか。今、非常に離婚

が増えた中で父子家庭のようなものも該当するのか。今、和光市では１日に０．５人が離婚し

ているというデータがありますので、子どもが父のほうに行った場合はここに該当するのか。 

 

石川会長 

今の質問はひとり親家庭というのは母子だけなのか、父子はどうなのかという質問です。 

 

事務局 

申しわけございません。担当ではないので詳しくはわかりませんが、確か父子家庭は入って

いなかったように思います。 

 

松井委員 

赤松委員のご指摘の点は、分科会の中でも議論になりました。分科会でも、父子家庭といい

ますか、ひとり家庭の場合にはどうするのかという疑問が示されましたが、この制度は、要す

るに女性への支援を重視した制度であるとのご説明でありました。私も赤松委員がおっしゃっ

たように、「父子家庭も問題です。子どもの貧困ってどちらも一緒です」と言いましたけれども、

この制度はそういう仕組みであるとのご説明に止まり、この規定に至った経緯がございます。 

 

赤松委員 

そうしたら○2 のタイトルのひとり親を、母子ひとり親家庭とかにしないと、男性側からの質

問がくると思います。 

 

石川会長 

つまり、そこで指している制度が母子であるのであれば、母子を対象にしているということ

がわかるような表記にするという趣旨です。 

 

赤松委員 

１０年先を考えたり、５年先を考えたら、父子家庭のほうが今は問題です。母子のほうがしっ

かりしています。この辺は論議しておいたほうがいいのではないでしょうか。 

 

石川会長 

５年先、１０年先の父子家庭の問題をどのように扱うかということです。皆さんで、こうい

うふうにしてはどうかというご意見がありましたら伺いたいと思います。 

 

小野委員 

３号委員の小野です。先ほど松井委員がおっしゃったように父子もかなり入っておりますの

で、ひとり親とすると両方入るかなと思います。分けなくても対応できるのではないかと思い

ます。 

 

石川会長 

制度としてのひとり親の支援と実態としての母、父それぞれのひとり親があります。それら
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について何らかの表記をしておいたほうがいいということです。特に５年先、１０年先になる

と父子家庭もかなり問題になってくるのではないかという指摘です。 

具体的に入れることは難しいと思いますので、父子家庭についても対応を考えていくという

ふうな趣旨を入れるということにしたいと思いますが、皆さん、いかがですか。 

 

〔異議なしとの声あり〕 

 

石川会長 

それでは、表現方法についてはお任せいただきたいと思いますが、よろしくお願いいたしま

す。 

そのほか、１２番～１６番までについて何かございますでしょうか。 

よろしければ次のページ、１７番～２０番まで、ご意見をいただきたいと思います。 

 

古屋委員 

４号委員の古屋でございます。先ほどの松井先生と同じ観点で見ますと、余剰電力の買取制

度は、今は固定でいい数字が出ているとは思いますが、今後どうなるかというのは極めて難し

い議論だと思います。それでは、ここは余剰電力買取制度があるのだから、一生懸命、行政が

後押しをすることは大切ですけれども、あえて言葉を追加するのはいかがなものかという気が

します。 

 

石川会長 

それも私も指摘したところですが、どうも１０年ぐらい続くのではないかという見通しがあ

るらしいですが、その辺をもう一度、事務局からご説明をいただきたいと思います。 

 

事務局 

所管課に確認をしたところ、５年ぐらいは続くのではないか考えているとのことです。この

基本構想については、５年で見直すので、そこでまたあらためて見直せばいいのではないかと

いう考えもあり、現時点で追記を行ったとのことです。また、パブリック・コメントで出して

いただいた意見ですので、その趣旨をできるだけ踏まえたいということもありまして、追加を

しました。その意見を出された方は、固定価格による余剰電力買取制度いうことが支援制度な

のだから、単なる余剰電力買取制度ですとこれまでも自主的に事業者の方はやってきており、

ここで固定価格による買取制度を義務づけたということには支援として意味があることなのだ

から、入れたほうがいいのではないかというような趣旨を所管課としても、考慮したというと

ころあります。確かにずっと続くかというとその保証はないことでございますので、ご議論い

ただければと思います。 

 

石川会長 

はい。それでは少し論議をしたいと思います。「固定価格」によるという表記をするかどうか

ということについてご意見をいただきたいと思います。はい、お願いします。 

 

赤松委員 



16 

やはりこれは根底に地球温暖化対策があるので、ここで一気にそういうアピールも５年間続

くのであるならば、アピールは必要だと思います。できるだけそういうものが普及という、誘

導するという意味で。５年先はわからないかもしれないけれども、５年後にもう１回見直しを

するのですから私は載せていいと思っています。 

 

石川会長 

はい。ほかの委員の方々はいかがでしょうか。  

 

宮川委員 

私は少し勉強不足なので、質問があります。固定価格よる余剰電力買取制度は５年確実に続

くということですか。 

 

事務局 

続くのではないかと予測にすぎません。 

 

石川会長 

５年続くかどうかわからないということであれば、具体的に固定価格という表現はやはり避

けるべきだろうと思います。ただ、従来と同じように余剰電力買取ということだけではインパ

クトがないのではないかと思います。何かうまい方法がないだろうかということです。いかが

でしょうか。入れればインパクトはあるけれども、長期的に続くかどうかはわからない。入れ

なければ従来と同じ表記でなかなかインパクトがない。どちらを選ぶかという選択です。確実

に続くという保証がなければ、これは取らざるを得ないと思います。ただ、それに加えて何か

うまい表現があるかどうかということです。 

 

大崎委員 

非常に玉虫色の発言で恐縮ですが、「固定価格など」とか、少しあいまいな文章にするという

か。そういう意味でやはり固定価格というのは非常にインパクトがあると思いますが、制度そ

のものについはやはり難しい点もあるということであれば、「など」とか「等」とかいうことに

よりもう少し幅を持たせたほうがよろしいのではないでしょうか。 

 

石川会長 

今、大崎委員から「固定価格などによる」ということで特定しない表現でどうかという意見

がありました。いかがでしょうか。それでは「固定価格などによる」ということで、それに限

定しないで、より有利な方法をＰＲしていくという方向を取りたいと思います。 

そのほか、いかがでしょうか。それでは、意見等がありましたら追加でお願いしたいと思い

ます。よろしいですか。では、事務局お願します。 

 

 

事務局 

資料３の整理番号１４。資料１、素案の１６３ページの該当の部分になります。先ほどひと

り親の関係等でご協議いただいた施策指標です。内容について説明をいたしましたが、若干、
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備考欄の説明がされておりませんでしたので、備考欄につきましても、わかりやすく説明を加

えるというような方向にさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

石川会長 

１６３ページの備考欄、現在空欄になっておりますが、こちらに説明を加えるということで

ございます。ご了解いただきたいと思います。 

それでは資料３に関して特にないようであれば、それ以外で各委員の方々は事前にご覧いた

だいて、問題点、ご意見等、おありかと思います。それでは全体についてお話を伺いたいと思

います。 

 

小野委員 

３号委員の小野と申します。実は資料１の１４８ページの国際交流の写真ですが、この写真

を見ましたら古民家の写真です。それでこれを見たときに古民家の宣伝かなと思いました。下

のほうに国際交流の活動風景となっておりますけれども、いろいろな活動をされておりますの

で、もっと適切な写真があるのではないかと思いました。ほかの写真に替えていただくという

ことはいかがでしょうか。 

 

石川会長 

１４８ページの写真です。もう少し国際交流らしくというふうなご意見かと思います。 

 

事務局 

確かに古民家でやっている国際交流活動の写真ではありますが、ほかにもいい写真がないか、

検討させていただきたいと思います。 

 

石川会長 

そういうことでよろしいでしょうか。写真は検討していただきたいと思います。 

そのほか、ご意見を伺います。 

 

赤松委員 

そういう画像ですけれども、いろいろなところで空欄がいっぱいあります。そういうところ

に写真の適切な画像を入れて、訴えるものを入れたほうがよいのではないでしょうか。例えば

１４６ページのまちづくり男女共同参画機会の実現とあれば、こういうミーティングをしてい

る写真というのはいっぱいあるはずですから載せて、言葉の意味をもっとアピールできるよう

な形にしてはどうでしょうか。 

あと、ほかに消防のところにもあります。新しく消防署ができたのでそういう写真をのせる

べきです。例えば１９４ページです。新しく和光市に消防暑ができたので安全であるという意

味です。消防体制の強化みたいなので、下に大きく３分の２ぐらい空欄がありますので、消防

署の写真を載せるとか、みんなが見たくなるようにした方がよいと思います。あと２カ所ぐら

いありますけれども、それは後ほど事務局に提案します。 

 

石川会長 
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空欄、あるいは写真の使い方等々、より見やすく読みやすくなるような体裁をというご意見

です。 

 

原田委員 

資料２の４７番、住民の防災登録を進めるというのがありますが、これは誰がどこに住んで

いるかというのは自治会でも把握しておく必要があると思います。この提案は、第四次に対す

る意見というよりも、市に対する意見で結構ですけれども、何かあって自治会長がここに誰が

住んでいるのかというときに、自治会で把握できなくなりました。うちの世帯数は６４０世帯

ですが、この間、会員名簿をつくりましたら、その中で１００世帯が会員名簿に記載するのを

やめてくれといいます。 

そういうことで、誰がどのマンション、あるいはどこに住んでいるかというのを、完全に自

治会が把握できなくなってしまったということをご理解いただくとともに、何かあったときに

市は住民登録から取れるのだと思いますけれども、その名簿を早く自治会にどのような方法で

渡せるかということを考えておいてもらいたいです。直接これには関係ないかもしれませんが、

ひとつ意見として申し上げておきます。 

 

石川会長 

直接、基本構想にかかわることではないとしても、原田委員がご指摘されたことは極めて重

大な問題です。本来は基本構想の中でも安心安全のまちをどうやって支えていくかという柱の

中に入ってきてもいい内容です。ただ、市の情報をダイレクトに自治会や町会に流すというの

は法律違反になりますので、そういうことはできません。そうすると、どのような連携ができ

るかということになると思います。その辺では、もう少し市の考え方と、住民の実態と理解を

深めて体制をつくっていくという必要があるのだろうと思います。 

そういうことで事務局もこういう指摘があったということを担当にお伝えいただいて、何ら

かの策を考えていただければと思います。 

ほかにいかがでしょうか。 

 

松井委員 

２点ございます。１点めは、資料３とも関係しますが、２３９ページの基地対策に関する記

述です。この記述は、前の三次計画においても記載されているのでしょうか。ご教示いただけ

ますと幸いです。仮に、記載されているときに、今回の計画のように、広域行政の部分での記

載が適切なのかなという疑問があります。広域行政という行政分野が担うニュアンスとは、や

や異なる嫌いがあるなと思います。それをまず前回の継続であればどこに書いてあるのか。書

いてあるのであれば、どこに位置づけてあるのかというのを教えていただきたいと思います。 

 

石川会長 

どうでしょう。 

 

事務局 

前回の第三次の後期基本計画の中では、やはり広域連携に入っておりまして、広域連携によ

る行政運営の効率化という施策の中の国や県との連携という項目の中に、「基地跡地の有効活用



19 

などということで、国や県に対する要請を継続します」との記載があります。 

 

松井委員 

それであれば、あえて言えば取組内容○1 のほうがよいのではないでしょうか。広域行政とい

うとやはり個別の自治体間での結びつきのほうが強いと思います。国の機関との連携の強化な

ど、今ご説明だとそちらのほうに近いのかもしれないという感想を抱きました。 

もう１点です。私の理解と記憶が正しかったのか不安ですが、構想案の５ページ目を開いて

いただきたいと思います。（２）計画の構成で○1 基本構想の 後ですが、この構想自体の今後の

運営の方法について、、「社会経済情勢や市民ニーズのさまざまな変化に柔軟に対応していくた

めに、基本施策及び施策については、５年で見直しします」と記載されております。この基本

構想自体は、１０年間の計画期間とされますが、５年ごとに議会に上程し直して、計画を見直

していくというご説明と以前頂いたことを、何となく私は記憶していました。この部分を読む

限りですとどうもこの基本構想自体は、将来構造、都市像、基本目的、基本施策、施策、実施

という４層ぐらいありますが、その中の基本施策と施策だけを見直すようにも読めますが、い

かがでしょうか。つまり、基本目標は特に見直しませんという趣旨にも取れないこともないか

とおもいます。基本施策と施策とに限定していますから。 

さらに１０ページ目を見ていただきたいと思います。この図を見ますと、例えばチェック部

分、評価の部分を見ますと一番下ですが、計画の達成状況の評価（５年後、１０年後）から矢

印の伸びているところを見ていくと、基本施策にも伸びていますが、基本目標にも伸びていま

す。そうなると先ほどの５ページ目の文言の中で言えば、柔軟にするために基本施策・施策に

ついては５年で見直すというふうに限定例示をしていますけれども、ここで基本目標は見直さ

ないのかという疑問が出てくるわけです。その辺の運営のスケジュールや考え方をもう一度ご

説明いただけるとありがたいと思います。 

 

石川会長 

はい。２点ありました。１つは、基地問題については国との関係で整理したほうがいいので

はないかということです。これは広域行政というよりは、確かに基地問題ということで具体的

に出てくるとすれば、国との関係で整理をすべきかと思いますが。 

 

赤松委員 

基地となるともう沖縄の基地を連想する。和光市にとっては基地跡地の利用ということです。

基地跡地とか、朝霞みたいな形の言葉にしたほうがいいのではないかと思います。政治的な基

地となると、理解の幅が広がる気がします。基地跡地ではないのですか。教えてください。 

 

石川会長 

そうです。基地対策と書いてありますね。基地はありますか。 

 

事務局 

和光市内に基地はございます。 

 

石川会長 
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そうだとすれば基地対策でしょうかね。現実に基地があるということになれば、それは基地

問題、基地対策ということでいいのだろうと思います。 

これについてはやはり国との関係ということで整理をしてよろしいでしょうか。ご意見がな

ければ、基地は国との関係で整理させていただくということにさせていただきます。 

２番目、極めて重大な問題でございますので、まず事務局から説明をお願いします。 

 

事務局 

５ページ目の下から２行目の表現と、１０ページ目の図の関係です。こちらの考え方を再度

整理してご説明させていただきますと、将来都市像及び基本目標は、１０年間継続して持ち続

けていくべき目標であると考えております。５ページ目の表現どおり、５年で確実に見直して

いく部分については基本施策及び施策と考えております。 

１０ページ目の矢印については、確かに矢印の向きについて不明確な部分がございますので、

適切に修正させていただければと考えております。 

 

石川会長 

そうしますと１０ページのアクションの矢印は基本目標まで行かずに、基本施策で止まると

いうことでよろしいでしょうか。 

 

事務局 

はい。そのように修正させていただければと思います。 

 

石川会長 

１０ページを見ていただいて、この表で見直しとして、アクションが矢印で出ておりますが、

この矢印が基本目標まで行っております。この基本目標に至る部分はなくすという事務局のご

説明でした。これについてご意見を頂戴したいと思います。 

 

事務局 

これはあくまでこの構想案すべてが議決対象になる構想というような形で考えておりますの

で、５年で見直した際には議会の議決をいただくこととなります。ご理解いただければと思い

ます。 

 

石川会長 

今のお話ですと、５年で見直しの際には、見直す部分は議会にかけるという理解でよろしい

ですか。そうすると基本施策についても議決にかけるということでいいですか。そうすると基

本施策についても見直しをかけるが、基本目標については１０年間持ち続けるということにな

ります。つまり５年後見直しをするのは基本施策までで、基本目標の見直しはないということ

になります。そうすると１０ページの矢印は基本施策までということでいいわけです。それで

確認してよろしいでしょうか。 

 

赤松委員 

５年で見直しますと書いていますけれども、補足として５年後やはりこういう策定見直し委



21 

員会ではないですけれども、そういう委員会を公募して５年後にやるということですか。どの

ような方法で見直すのですか。問題の起き具合というのはわからないですから、５年後にその

時期が来たら見直し委員会のようなものを作るのかどうかということです。 

 

石川会長 

はい、お考えをどうぞ述べてください。 

 

事務局 

５年後につきまして明確にこれとこれをやりますというのは、今はっきりとは言えませんけ

れども、当然、議会の議決をいただくような重要な事項となってまいりますので、今回と同様

な手続きは踏まえていきたいと考えております。 

 

石川会長 

そういうことです。 

 

松井委員 

大変潔い決断だと私は思います。本計画書の６２ページから第３章を場合によってはかなり

見直す可能性があるというご趣旨ですね。その際には、赤松委員もおっしゃったように場合よっ

ては委員会方式でやるかもしれない。ただ、実質的に言うと議会側からの要請などによって見

直さざるを得ないかもしれないなという、現実論としての感想は持ちました。非常に潔いと思

いました。 

 

石川会長 

はい。それでは確認したいと思います。１０ページを見ていただいて、この一番上に基本目

標に行っている矢印は、ここでは取ります。基本的には、将来像と基本目標は１０年間持ち続

ける考え方でいきます。しかし、基本施策等については５年後に見直しをするので、その際に

もし議会側から都市像や基本目標についてもということになれば、これはやはり考えざるを得

ないということになりますね。そういう理解でお願いしたいと思います。 

ほかにございますでしょうか。 

 

山幡委員 

まず簡単なことからいきますと、高齢者視点や老人の視点とか書いてありますけれども、名

は体をなすというので、やはり敬老福祉センターや敬老福祉会館とか、表現を研究していただ

けないかなと思います。呼称が非常に大事だと思います。それを１つ、お願いしたい。これは

簡単なことです。ただ、看板をあちこちに老人福祉センターって、老人がいかにも町にごろご

ろしているような感じで、一番簡単なのでお願いします。 

次に、議論するとこの都市の基本構想自体が正直言って煮詰まってないから、もう一度機会

があったら５年後でいいからやってほしい。もう今この時間で言ってもしようがないから、い

いですが。 

特に、和光市の生活の安全の確保とか、それから整理番号２２、２３、北口の開発について

です。これは対応というところは５だから文章に書いてあるからどうでもいいということだけ
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れども、５０年かかって、まだこれから市民参加を取り入れるなどして、駅前の魅力を高める

なんて。なんせ永久に開発できないということです。 

さっきの時限を切って見直すなんて言っても５０年かかってもできない思います。これに対

する担保は何ですかと市民は言いたいと思います。２２の５と書いてあるところで、これは皆

さんも読んだと思うけれども、「駅北口周辺の計画的な市街地形成、安全で快適なまちづくりの

必要性を地区の現状も含め、今後も権利者の皆様に継続して説明」と書いてあります。説明す

るのではなくて、もうでき上がっているのです。 

後に言いたいことは、１年間、一生懸命、議論したが、議論したけど、正直言って僕の意

見は何も聞いてもらえなかった。僕は自信を持って和光のために言っていると思っています。

だから、絶対に快適住宅都市に焦点を集めて北口の今のような醜い姿を一刻も早く解消するこ

とが必要です。予算というのは限られているから選択と集中をして真剣にやらなかったら、ま

ちづくりはできません。こんなにいい立地環境だから。東京都の隣だから。 

 

石川会長 

思いは大変よくわかるのですが、ここは審議会の場でございますよね。 

 

山幡委員 

要するに、まちづくりの基本が十分に煮詰まってないということを言っているのです。だか

ら、さっきの時限とか何とか言ったって、この北口からここは何回か計画が出ているのに、同

じ審議会というのをやっているのです。何年かごとに。同じことを書いているのです。全然５

０年間、進まないです。それを担保するのはどうかということをみんなで議論しないのはなぜ

ですか。 

今の時点になって、もう時間がないから言うけれども、基本的にはそういう実態を人間の中

に生かしてほしいのです。まちづくり討論会を進めるなかで出たけれども、あの方々の気持ち、

それから今度のパブリック・コメントで出ている気持ち、みんなここに書いてあります。しか

し、 後の対応がすごく問題なのです。みんな意見は出ています。見直しを求めています。見

直しを求めるというのは簡単だけれども、いかにどうして実行するのか。そして効果あるもの

にするのか。そこが大事なのです。議論すれども、ただ作文で終わりであとの担保はない。こ

れではやる気がでません。今まで発言したかったのはそれなのです。議会で修正というのもあ

り得るのです。だから、手続き論よりも中身が大事なのです。一市民として見れば。もっと少

なく整理して、問題はここにこうあるのだと指摘してほしいです。それを絶対この１０年間に

やるのだという決意が聞きたいのです。それが市長が言っている、選択と集中だと思うのです。

しかし、今まで遅れていた都市基盤の整備、和光のこの環境において絶対これだけはやるとい

うのをまず議論しなきゃいけないのです。それは福祉の問題にもあります。いろいろあります。

しかし、この１０年の遅れたやつはここだということをもっと審議会でやってほしいです。 

 

 

石川会長 

はい、ありがとうございます。それでは、ただいままでの検討につきまして、まとめをさせ

ていただきます。 
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赤松委員 

１点だけ。パブリック・コメントに思いを込めているのを数値に表すために、緑被率は絶対

に数字で、目標数値に推測値でも載せてほしいと思います。これは２年前の議会で緑被率を調

査しますという回答もいただいているし、緑地保全委員会でもこれを載せようという動きをし

ています。ここで取るというのではなくて、やはり表記する方向でお願いします。推測値でも

いいと思います。自治会と同じような推測値でもいいです。現状では、朝霞、新座、東京都、

すべてわかるような状態になっています。緑を残そうという和光市の大きなスローガンがある

のに緑被率をつかんでいないのは、第三次の目標を全然つかんでないということになります。

推測値でもいいですから緑被率目標は残すべきです。 

 

石川会長 

それでは、ただいま出た緑被率の問題も含めまして、どのような表現、どのような形で表す

かということは、若干の検討が必要でございますので、これも先ほどお話ししましたように学

識で出ている松井委員と私ども正副会長に一任をしていただければと思いますが、よろしいで

しょうか。 

 

〔異議なしとの声あり〕 

 

石川会長 

はい。どうぞ。 

 

待鳥副会長 

お時間になっているのに申しわけないですけれども、１つだけ確認です。実施計画は何年か

ごとのローリングで毎年見直しをしているということも含めて、実施計画に市民が参画してい

くというようなご意見が多々出ていたと思いますけれども、その実施計画の部分と推進体制に

ついて具体的に説明していただけたらと思います。 

 

石川会長 

推進体制の関係です。考え方の基本だけでいいと思います。 

 

事務局 

まず実施計画は、これから策定していくので具体的なところはこれからということになりま

す。今までですと市民参加の視点とすれば、実施計画事業の案を公表して、意見募集という形

で市民からの意見を聞いた上で策定ということで、取り組んできております。そのことも踏ま

えて第四次の実施計画を、さらに市民参加の効果的な手法を取り入れながら作成していきたい

と考えております。また進行管理のほうにもなりますけれども、こちらもこれから検討してい

かなければいけないところです。これもこれまで施策推進会議という、市民の方々で構成して

いる会議でこの第三次計画の進行状況を確認していただいておりました。そのため、今までやっ

てきたことを検証しまして、さらにどういった形でやるのがいいのかというのを検討していけ

ればなと考えております。その中にもちろん市民参加の視点も入れながら、一緒に確認してい

ければなというふうには考えております。 
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石川会長 

少なくとも推進体制の中に市民参加とか、そういうことをきっちりうたい込む必要はあると

思います。それをもう少し具体的な形で、表現できないかという趣旨の質問だったと思います

が、そういう方向でよろしいですか、皆さん。市民参加の方向をきちんと取り入れて今後もやっ

ていくのだということをはっきりさせるということです。この表現の仕方については少し工夫

をさせていただいて、それをより明確にしていくということを確認してよろしいでしょうか。 

はい。そういうことを確認した上で、詳細については先ほど申し上げた学識の松井委員を含

めて正副会長にお任せいただきたいと思います。それでよろしゅうございますか。 

 

〔異議なしとの声あり〕 

 

石川会長 

ありがとうございます。 

 

（２）答申（案）について 

石川会長 

それでは次に答申（案）について、どのような答申の仕方にするかということです。 

 

事務局 

それでは答申（案）について説明をさせていただきます。本日の審議会でご審議いただいた

とおり再度修正をさせていただきます。協議が必要な意見の対応は、学識委員・会長・副会長

に一任をいただいたものも合わせまして、答申はこの基本構想案をそのまま成果物として答申

させていただきたいと考えております。市長への答申日は７月３１日、土曜日、午後４時から

５０２会議室で行います。 

答申につける鏡文については、答申日７月３１日になります。また諮問は松本市長から昨年

６月６日にいただいておりますので、それを受けた審議会で審議の成果であることを示す、い

わゆる一般的な形式を取らせていただく予定でございます。 

当時の正式な協議事項ではございませんが、 終的な段階で印刷製本された際に表紙等に掲

載するデザインを、市内の３つの中学校生徒から募集をしているところでございます。この装

丁デザインの選考委員についても併せて行いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

説明は以上です。 

 

 

石川会長 

はい。答申についてはこの検討を重ねてきた構想を答申として鏡文をつけて市長に渡す。そ

れが７月３１日であるということです。併せて、この表紙になる絵柄についてはただいま小学

校の生徒さんから募集しているので、その審査もその日にやるということです。 

以上でございますが、これについてはよろしゅうございましょうか。 

 

松井委員 
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手続き事で怒られるかもしれませんが、一言ございます。これはあくまで答申案であります。

そのため、これを市長さんが受け取った後には、市長さんにより、まさに選択と集中の判断に

より、加工や修正をされる可能性をもちろんはらんでいます。さらに言いますと、従来の自治

体の常識で言えば、執行部側が基本構想案として議会へ提出したもののを、議会が内容を大幅

に修正することはほとんどないことがが一般的ではありました。しかし、昨今の状況を見ます

と必ずしもそうではなくて、議会から物を申す、またはここは修正しようという意見も出てく

る可能性も当然あります。そのため、どうもこの案の一文に至るまですべて守られるべきとい

うのは、現代においては、むしろ不適切な考え方ではないかと思っています。議会の側から意

見があり、それを取り入れて修正をしていくというのが、自治体としての計画における建設的

なつくりかただと、私は思っております。議会側からも修正したという記録は、議事録等で必

ず残りますから、修正案については議会側の責任を持ってもらう。このように幾多の修正と同

意を経て計画を策定するこということは、民主主義社会のわが国では当然ことだと思います。

従来のように、案がそのまま通ってしまうことのほうが、むしろおかしかったのではないかと

思います。そのため、今回の案についても、これからまだ変わり得るもの、議会側から変わり

得るものだということは考えられるかなと思っております。 

 

石川会長 

ありがとうございます。それでは、そういうふうな形で答申をするということでご理解いた

だきたいと思います。 

 

３ その他 

石川会長 

その他、何かありますでしょうか。 

 

事務局 

それでは 後、その他ということになります。今後のスケジュールは、先ほど言ったとおり

７月３１日に答申がございます。午後４時からということでよろしくお願いしたいと思います。

その後、この計画について９月議会に上程し、それから議会でご審議していただくことになっ

ていきます。 

スケジュールについては以上ですが、その他ということで、７月３１日の答申後、懇親会を

行いたいと思います。案内は既にさせていただいております。本日、受付時に出欠票を提出さ

れていると思いますが、されてない方は、再度、事務局まで提出していただきたいと思います。

よろしくお願いしたいと思います。 

以上です。 

 

４ 閉会 

石川会長 

それでは以上で会議を閉じたいと思います。ありがとうございました。 


