
1 

第四次和光市総合振興計画審議会第６回会議 議事録 

 

開 催 日：平成２２年４月１０日（土） 午前１０時～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） 

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）浪間兼三、村山喜三江、山田智好、小野玲、

荒木保敏、原田政雄、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：７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素案について 

３ その他 

（１）前回会議の会議録の報告について 
（２）今後のスケジュールについて 

４ 閉会 

 

１ 開会 

事務局 

おはようございます。定刻になりましたので始めたいと思います。本日はお忙しい中、和光

市総合振興計画審議会にご出席して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６回会議を開催させていただきたいと思います。 

本日の会議は７名の方が欠席されておりますが、過半数の委員が出席されており、総合振興

計画審議会条例第７条２項の過半数に達しておりますので、会議は成立しております。 

それでは、会議に入る前にお手元に配付いたしました資料の確認をさせていただきたいと思

います。資料１「第四次総合振興計画基本構想素案」につきましては、事前に各委員会の方に

過日ご郵送しておりますので、本日ご持参いただいているかと思いますが、もし、ご持参して

いらっしゃらない方がおりましたら、お申し出ていただきたいと思います。それでは次に資料

２「総合振興計画構想の素案に対する審議会（３月７日）の意見書等に対する対応一覧」、資料

３「その他（審議会正副会長・部会長調整会議意見含む。）の主な変更か所一覧」がございます。

これにつきましてはいずれもＡ４横長の資料でございます。次に、資料４、Ａ４の１枚紙です

が、縦で「今後のスケジュール」について書いてございます。次に資料５につきましては、「和

光市第四次総合振興計画審議会 各部会第１回会議 議事録」をそれぞれ５―１から５―４ま

で一綴りとしております。次に同じような体裁で、資料６「和光市第四次総合振興計画審議会 

各部会第２回会議 要点記録」につきまして、同様に資料６―１から６―４まで一綴りでござ

います。最後に資料７といたしまして「和光市第四次総合振興計画審議会第５回会議 議事録」



2 

がございます。今回の会議次第のほか、４月２５日から４回実施予定しておりますパブリック・

コメント説明会のご案内につきましては、後ほど資料４「今後のスケジュール」のご説明で事

務局から補足説明がございますので、よろしくお願いいたします。 

なお、本日の会議は市民参加条例の規定に基づき公開として、傍聴席が設けられております

ので、ご理解を賜りたいと存じます。 

ごあいさつが遅れましたが、私は４月１日付の人事異動で企画部次長兼政策課長として任を

仰せつかりました結城と申します。いろいろ慣れなくて不手際の点も多々あろうかと思います

が、前任者同様よろしくお願いいたします。 

また本日の会議は、４月から市民環境部長となりました前任者の山﨑が出席しておりますの

で、ここでちょっとお時間をいただきまして、ごあいさつをさせていただきたいと思います。 

 

事務局 

皆さん、おはようございます。司会から紹介がありましたように、４月１日付で企画部から

市民環境部に異動となりました山﨑でございます。昨年１年間は、事務局の一員として、この

会議の準備に取り組んできたわけでございます。当初からいろいろ書類がそろわなくて、会議

内容に不備な点がありまして、いろいろご迷惑をおかけいたしましたが、何とか本日このよう

な資料が調ったということです。これは、ひとえに審議会の皆様のいろいろなご協力と、ご意

見等をいただいた中でこういう成果物ができていったということでございます。新任の次長の

ほうでいろいろ会議をけん引してもらい、残り少ない審議会ではございますが、今後とも、ひ

とつよろしくお願いしたいと思います。 

また私は市民環境部ということで、市民の方々、団体の方々と直結して幅広い仕事をしてお

ります。また、いろいろな面で皆様とご協議したり、お会いしたりする中で、よりよい市役所

をつくっていきたいと思いますので、今後ともひとつご協力のほどよろしくお願いいたします。

どうもありがとうございました。 

 

事務局 

なお、山﨑につきましては、申しわけございませんが、次の会議が控えてございますので、

これをもって退席させていただきたいと存じます。 

 

(退室) 

 

事務局 

それでは会長の石川様に議事進行をお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。 
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２ 議題 

（１）第四次和光市総合振興計画基本構想素案について 

石川会長 

皆様、おはようございます。桜も見事に咲いて、間もなくその花も散ろうとしておりますけ

れども、私どもの総合振興計画は見事にまとまりつつあるというふうに思っております。せっ

かくの土曜日、晴れた日ではございますが、どうぞよろしくお願いいたします。それでは座っ

て失礼します。 

それでは、ただいまから議題に入りたいと思います。第四次和光市総合振興計画基本構想素

案についてでございます。本日はパブリック・コメントをこれから行うという案についてご審

議をいただきたいと思います。前回３月７日に開催いたしました審議会におきまして、審議会

意見の反映等につきましては正副会長・部会長に一任していただきまして、３月３０日に会議

を開催し、協議を行ってまいりました。その結果を取りまとめた案が、皆様に配付しておりま

すこの計画書の素案となっております。 

はじめに、３月７日の審議会の際に出していただきました意見に対する対応について、正副

会長・部会長調整会議において確認いたしました内容を事務局からご報告を申し上げたいと思

います。事務局、お願いします。 

 

事務局 

それでは２の議題（１）基本構想の素案について説明をしたいと思います。説明にちょっと

お時間いただきますので、ご了承をいただれければと思います。よろしくお願いしたいと思い

ます。 

先ほど会長からもお話がありました今回の素案につきましては、３月７日に審議会が開催さ

れた後、再度委員の皆様からご意見をいただいたもの、また市側としても再度内容を確認して、

若干の修正をしたもの等について、先ほどの３月３０日ですが、正副会長・部会長が調整して

今回の資料となっているということになりますので、よろしくお願いしたいと思います。また

前回の審議会以降も事務局で文言等の修正も行ってきましたので、そちらのほうもご理解をお

願いしたいと思います。 

それでは、まず資料２に基づき説明したいと思いますが、事前配付資料の素案の冊子も併せ

て見ていただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。なお、資料２の横長

につきましては、前回の審議会の前にいただいた意見・質問、また審議会で出た意見等に対す

る対応・回答という資料になっております。資料の４ページまでが意見として出されたもの、

５ページ以降は質問として出されたものということで区分けしておりますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

意見１では和光市の特徴に対する意見で、素案だと１４ページをごらんいただければと思い

ます。ここに最新のデータを入れたほうがいいというご意見がございました。こちらにつきま

しては、表の中、２００６年から２００９年までの新たなデータを追加しております。 

それでは資料２に戻りまして、意見２については素案の４８ページをごらんいただければと

思います。素案４８ページの重点プラン２ということで、小中学校の適正化について取り組み

を追加してほしいといったご意見がございました。こちらについては、取組③「小中学校の配

置、規模の適正化を図ります」といったことで追加しているところでございます。 

ここまでが、第１部の計画策定にあたってから、２部の基本構想の第３章までのご意見といっ
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たことになっております。意見３が、第２部の第４章の基本目標別の計画内容、第５章の構想

推進に対する意見でございます。なお、第４章と第５章につきまして、解決の考え方と主な取

組の分析図を挿入してございます。例えば６１ページをごらんいただければと思います。６１

ページの右上に図が入ってございます。こちらが新たに分析図を入れたところでございます。

また６０ページ下にも入っているんですけれども、各施策の左側のページ下に、新たにグラフ

だったり、６０ページだと駅北口の設計図になっているんですけれども、写真等々を新たに挿

入しているところでございます。なお、現在もグラフ等の挿入作業を進めているところでござ

います。今月下旬から実施するパブリック・コメントの際には、さらにグラフ等が入っていく

ことになりますので、ご了承をお願いしたいと思います。また、併せて、和田委員から文言等

の修正のご意見をいただいております。こちらについては、適宜、事務局で修正を図っていき

たいと思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。 

それでは、ちょっと資料２に戻って、意見３。６０ページ、施策１、駅北口の施策となりま

すが、これについて審議会の意見として、何々すべきといった強い表現にしたほうがいいとい

う意見がございました。６０ページの課題の上から２行目を、前は「言い難い状況にあります」

といったところを「言えません」と強めに表現しております。またその下、６行目の文末、「求

められています」というところを「必要です」といったことで、表現を強めに修正しておりま

す。それと６１ページの取組①「道路公園・駅前広場の整備」の１行目文末に「防災性の向上

を図ります」と以前はありましたが、「防災性を向上します」と修正しているところでござい

ます。 

それでは意見４、資料２の２ページ目になります。意見４につきましては素案の６６ページ

になります。６６ページの施策４「良好な居住環境の推進」といったことになりますが、この

施策の現状認識が、和光市に移り住んでくる方のために新たな宅地を供給し、さらに和光市を

発展させるといったものではないかというようなご意見がございました。現状認識ではちょっ

と違うんじゃないかといったようなご意見でございます。以前は、「和光市は住みやすいと思っ

ている市民は７０％を超えており、更に８０％を超える市民が今後も住み続けたいと思ってい

る」といったような記載がしてございました。こちらについては資料２の意見４に書いてあり

ますが、資料のとおり「『快適な住宅地が整備されている』という項目についての満足度が３

７．１％となっており、まだ高い状況とは言えません」といった形で現状認識を修正している

ところでございます。 

それでは意見５になります。素案については７１ページということになります。７１ページ

の施策６「安全で快適な道路の整備」といったことで、取組③、道路整備に向けた関係機関と

の協議の中で総合治水対策について触れてほしいといったようなご意見がございました。こち

らについては、１行目の真ん中、「環境に配慮した道路整備を行います。」といったことで修

正してございます。 

それでは意見６になります。意見６については９３ページです。意見６については、若い子

育て世代が多い和光市は、保護者がさまざまな場所に参加することが住みやすいまちにつなが

るのではないかということを計画に盛り込んでほしいといったご意見がございました。それに

ついては９２ページの施策１５「地域と連携した教育の推進」、９３ページの取組①、学校応

援団の整備の１行目に「若い子育て世代を含めた協力者」ということで、追加してございます。 

ページが飛びますが、１９０ページの施策５０「コミュニティづくりの推進」の課題の３行

目です。以前は「市民向けの余暇活動の情報の提供が不足しています。」ということになって
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ございましたが、３行目「地域のコミュニティ形成を育成するための場所が不足しています。」

といったことで、こちらの対応を図っているところでございます。 

それでは資料２の３ページ目になります。意見７になります。意見７については１４７ペー

ジ。施策３４「地域における健やかな子育ての実現」といったところの取組①の３行目、「ホー

ムスタート」といったことがあります。この注釈を入れてほしいというご意見がありましたの

で、１４７ページの一番下の欄外に「ホームスタートとは」ということで注釈を入れていると

ころでございます。 

それでは意見８については１５３ページを見ていただきまして、施策３６「高齢者の生きが

いと社会参加への支援」といった施策になりますが、老人クラブの名称変更、若い世代と高齢

者の交流の取り組みの追加といった意見がございました。老人クラブの名称変更については、

所管としても課題として認識していると聞いております。しかしながら、計画書の中にそのこ

とを盛り込むことは難しいといったことになってございます。また世代間交流につきましては、

１５３ページの取組①「地域社会活動への参加に対する支援」の２行目文末から３行目にかけ

て、「世代間交流事業を行い」といったことで修正しているとこでございます。 

意見９につきましては、１０２ページ。施策１８「安全でおいしい学校給食の充実」、また

７２ページ、施策４３「健康で元気となる食育の推進」に、教育面と健康面が連携できるよう

な内容としたほうがいいというご意見でございました。こちらについては、主に１７２ページ、

施策４３が食育に関する主たる施策となるため、１７３ページの取組①、ライフステージに応

じた食育の取り組みといったところで１行目文末、「庁内で連携を図り」といったことでこち

らを追加しているところでございます。 

それでは意見１０につきましては、１ページめくっていただいて１７４ページになります。

施策４４「安心できる健康づくりの推進」に、喫煙の対策を入れたほうがいいといったご意見

がございました。これについては、取組①「総合的な健康づくり対策」といったことがあるん

ですが、こちらの２行目の最初に「領域別の総合的な健康づくりの充実を図ります」というこ

とで、「領域別」といったことで追加し、領域別の意味がなかなか通じづらいということで、

注釈の１７５ページの一番下に注釈を入れているところでございます。 

意見１１については１９０ページになります。施策５０「コミュニティづくりの推進」に、

市民協働推進センターを位置づけてほしいといったご意見がございました。こちらについては

１９１ページの取組③「コミュニティに関する情報提供の充実」の１行目に、「市民協働推進

センターがポータルサイト等を活用し、コミュニティに関する情報を提供することにより」と

いったことで追加しているところでございます。 

それでは資料２を１枚めくっていただきまして、意見１２になります。意見１２については、

２２４ページ、２２５ページ、施策６３「魅力ある新たな産業の推進」といったところにおい

て和光市地域力連携推進事業を入れるか、あるいは２２５ページの取組②に商工会等の外郭団

体を含めてほしいといったご意見がございました。こちらについては、取組②の１行目になり

ますが、「国、県や商工会等」ということで商工会のことを追加となっております。 

それでは意見１３につきましては、施策６６「協働型社会の構築」といったところになりま

す。こちらに２３７ページの取組②に「ポータルサイト」という言葉がございます。こちらの

注釈を入れたほうがいいという意見でございましたので、２３７ページの一番下に「ポータル

サイトとは」といったことで注釈を入れております。 

以上が、ご意見に対する対応ということになっております。先ほど申し上げましたが、資料
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２の５ページ以降が委員の皆様からいただいた質問ということになってございます。こちらに

ついては回答を作成いたしましたので、後ほどお時間があるときにごらんいただければという

ふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。説明については以上になります。 

 

石川会長 

ただいま説明がありました。今までの説明につきまして何かご質問等がございましたらお願

いしたいと思います。どうぞ。 

 

大寺委員 

６号委員でございます。すみません。１点確認をさせていただきたいんですが、１９１ペー

ジに「ポータルサイト」という言葉が先に出てきております。今２３７ページで「ポータルサ

イトとは」ということで注釈を入れたんですが、先のページで出てきておりますので、もしで

きればその辺についてのご配慮をしていただけないかなということでお願いしたいと思いま

す。 

 

事務局 

修正したいと思います。 

 

石川会長 

ほかにいかがでしょうか。はい、松井委員。 

 

松井委員 

前回欠席して大変申しわけありませんでした。今お話しいただいた資料２に直接関係あるよ

うでないんですけれども、例えば１６１ページの主な取組内容①をごらんいただきたいんです。

施策３８の主な取組で「高齢者専用賃貸住宅等の施設整備」の下の文言のところに、「介護型医

療施設が平成２３年から廃止予定させており」というふうにありますけれども、「施設は平成２

３年で廃止が予定されており」ですよね。という感じでエラーといいますか、バグがかなりま

だ見られるんじゃないのかなと思われます。今の大寺委員のご指摘もありますけれども、参照

するところの順番とか、その辺はもう一度といいますか、もう一度、二度、三度、嫌になるぐ

らい見たほうがいいのかなと思います。カギ括弧がついているところと、ついてないところが、

たくさんではないですけれども、少し目につくところがありますので、確認を取ればいいかな

と思います。 

 

石川会長 

はい。そういう見直しですね。細かいところをきちっということはぜひお願いしたいと思い

ます。ほかにございますでしょうか。また後ほどお気づきの点があればお願いしたいと思いま

す。 

それでは次に、その他の主な変更箇所について、説明をお願いします。 

 

事務局 

それでは今度は資料３になります。先ほどの資料２は、審議会で出た意見、審議会の前にい
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ただいた意見等々に対する対応でございました。資料３については、先ほどご説明しましたが、

前回の審議会以降に、審議会の委員の方からの意見と、庁内でも何度となく内容を見ています

が、修正意見に対する対応といったことになってございます。資料３と素案を一緒に見ていた

だきたいと思います。表の一番右の備考欄がございます。例えば都市基盤１番の施策、駅北口

の施策になっていますが、今、調整会議意見と入っております。これは３月３０日に行われま

した正副会長・部会長等調整会議での意見でございます。それと次の３番の良好な計画形成の

推進の中に調整会議了承といったことが書かれております。こちらについては、調整会議にお

いて特にご意見がなく、了承をしていただいたといったものになっております。 

それとその他ということで１枚ちょっとめくっていただいて、２ページの一番上には「歴史

的文化資源の保護活用の推進」というところの、その他、備考欄に書いてありますが、こちら

については審議会以降に庁内で見直しを図っておりまして、再度庁内で出た意見といったもの

になっておりますので、ご了承をいただければと思います。説明については、調整会議で了承

されたものを除きまして、調整会議で出た意見とその他の意見について説明していきたいと

思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

それでは資料３に基づきまして、まず基本目標の都市基盤について説明したいと思います。

施策１の駅北口ということで、変更前は前回の会議で皆さんにお示ししたとおり、「民間活用な

ど新たな手法を取り入れるとともに、市民参加も積極的に取り入れ、駅前広場や都市計画道路

などの公共施設の整備を進めます。また、駅前商業地区としての魅力を高めるとともに、歩行

者等の安全性、防災性の向上を図ります」となってございました。これを再度ちょっと見直し

ということで、変更後、「駅前広場や都市計画道路などの公共施設の整備を積極的に進め、歩行

者等の安全性、防災性を向上します。また、駅前広場については、市民参加を取り入れ、駅前

商業地区としての魅力を高めます。さらに、事業運営については、民間の経営感覚を取り入れ

ながら推進します」といったことで、素案の駅北口の関係の施策１、６１ページの主な取組内

容の①「道路公園、駅前広場の整備」、この内容の３行をこういった変更後の内容に変えている

といったことになります。都市基盤の説明につきましては以上のようです。 

 

石川会長 

それでは今ご説明がありました都市基盤の関係でございます。こちらのほうにつきましては

何かご意見ございましたらお願いいたします。どうぞ。 

 

赤松委員 

赤松と申します。都市基盤８番「都市計画道路の整備」。意見の資料３の８のところですけれ

ども、今回もらった資料の中の７７ページです。ここの文面の中に、変更前のものが調整会議

で削除ということになっていますけれども、それを説明をしてほしいです。今、２５４バイパ

スが和光北インターで近々オープンするということで、かなりの車が赤池通りのほうに流れ込

んできており、朝は１，２００台ぐらい時間帯によって流れてきているわけです。その大きな

障害がこの北インター先の市道の狭い部分です。これが影響しているわけです。これを削除す

るということは、私たちはちょっと理解できないので、その辺を説明していただきたいと思い

ます。 
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石川会長 

では、検討経過を含めてお願いします。 

 

事務局 

すみません。こちらにつきましては調整会議で出た意見ということよりも、所管が修正した

意見を調整会議に説明をさせていただいて、了承を得たということになっております。こちら

について取組③は、先ほど赤松委員からもお話があったんですが、後段に「またバイパスに接

続する市道については、交通量を把握した上で必要な対応を行います」といったことで、入っ

ていた部分を削除しているという理由につきましては、所管に確認したところ、この施策８が

都市計画道路の整備の施策であるといったことで、ここの取組内容としてはちょっと適用しな

いのではないかといったようなご意見をいただいております。施策⑥を見ていただければとい

うふうに思うんですが、こちらの施策６が「安全で快適な道路の整備」といった施策になって

おります。こちらの取組の例えば①だったり、④だったり、歩行者の安全性に努めた取組、道

路整備等々を行ってまいります、といったところで対応を図っていきたいというような形で、

所管からは説明をいただいております。ちょっと都市計画道路の施策でないため、簡単に言え

ば削除されています。ただ、道路の施策の位置づけで、歩行者の安全性の確保と書かれており

ますので、そちらのほうで対応していきたいというような回答となります。 

 

赤松委員 

これは、もう小さな問題じゃなくて、あの道路についてはかなり大きな問題があるわけです。

２５４バイパスが富士見道路から直結して、その先端のところを簡単に対応をしますというこ

とじゃなく、大きなものとして受けて立たないといけないで、私はこの文面は取るべきことで

はないと思います。これは、地域周辺の和光高校、また私たちの新倉２丁目・下新倉地域の人

にとっては、水道道路は非常に問題が起こっているところなので、このことを調整会議や行政

で削除していただくと非常に困ると思います。現在この地域では陳情が起きていますので、こ

れに対する陳情も入っていますので、この文面は行政だけで取られるのは、私はちょっと腑に

落ちないと思います。 

 

石川会長 

ありがとうございます。８番「都市計画道路の整備」の施策からは除くというところはご理

解いただけますでしょうか。つまり削除した理由は、都市計画道路の整備という課題ではない

ということで、そこからは削除し、道路の整備の施策の中で位置づけをするという内容なんで

すね。あとは、今おっしゃったように極めて重要な問題として、特に書き込むかどうかという

ことかと思います。 

 

赤松委員 

私としては道路を単なる整備という大きな言葉１つではなくて、これは駅北口にとっては本

当大きな問題なので、ぜひこの言葉は取らないでほしいです。そうしないと、おそらくなかな

かやらないと思います。過去のここ何十年のいきさつの中では。駅北口の駅前広場の問題と同

じように、道路は２番目の大きな駅北口の問題になっていますので、ぜひこれは削除をしない

でほしいと思います。採決を取ってほしいと思います。 
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石川会長 

それでは少し皆さんのご意見を伺いたいと思います。どうでしょうか。 

 

松井委員 

私は内容としてというよりは、計画の性格上、③というのが、そもそもこれは和光市だけで

きる話では決してないわけですね。国と埼玉県が主体で行う内容ですので、このように位置づ

けることはどうかと感じます。 

 この書きぶりですと延伸の要望を図るということは、主体は国と埼玉県ですよね。要望する

ことを基本構想に掲載することは適当なのかなというので、私は少し疑問であります。要望す

るといえば、きょうからでもすぐ要望できますし、１０年間要望し続けることとしてあえて書

く必要があるのかというのは、そもそも③自体に対して疑問があります。これは何か理由があ

るんでしょうか。 

 

石川会長 

はい。その辺はどうですか。 

 

事務局 

今お話があったのは、施策８「都市計画道路」の取組③の内容が、２５４バイパスの延伸に

ついて書かれているといったご意見でございました。こちらについては所管が都市整備課とい

うことになってございます。課題として７６ページの課題を見ていただければと思うんですが、

３行目ぐらいですか。「埼玉県は、整備主体の一般国道２５４和光富士見バイパス等の早期完成

が求められている」ということは、市民の強い要望だったり、和光市としても課題だと認識し

ているといったことから来ている取組③ということになっております。すみません。答えになっ

ているかはわからないですが、市民や行政側も課題として認識しておりまして、それについて

取組が書かれているといったことになりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

赤松委員 

ちょっとこのことについて、ここ２週間で、私たちの住民千何百人ぐらいの署名が挙がって

きているわけです。この間にここを削除されると非常に私たちは困るんです。現在、ほぼ富士

見バイパス道路は完成に近い形で動いていて、朝、富士見道路より、むしろ流れてきた和光市

の赤池通りの車の量が多くなっているわけです。それはなぜかというと、和光北インターから

先の流れが悪いために、全部、和光市１号線、赤池通りに流れてきているわけです。この北イ

ンターから先は和光市の道路なんです。今現在これを国に要望しても、朝霞県土にしても、そ

の要望ではすぐに動けないのです。市自らがやらないと動けないところです。 

また、この水道道路は、他市のいろんな団体から景観の問題で突かれています。東側計画プ

ロジェクトの中では景観が一番よくない場所として指摘されている場所です。これを県にゆだ

ねても動くことはないので、市自らがここの文を取るのではなくて、載せて、市全体で取り組

んでほしいと思っています。だから、この削除をしたことについては本当に遺憾でございます。 
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石川会長 

ありがとうございます。ちょっとお尋ねしますが、この７７ページ、主な取組③「広域幹線

道路との連携による利便性の向上」というのは、都市計画道路の整備という課題なんでしょう

か。つまり広域幹線道路につながる都市計画道路という意味なんでしょうか。 

 

事務局 

すみません。ちょっともう一度整理をさせていただいてよろしいでしょうか。赤松委員から

のご意見がございましたが、削除ということではなくて、道路のほうで取り組みをするといっ

たことで考えております。要は、繰り返しになっちゃうんですが、施策８は都市整備課が所管

する施策である都市計画道路の内容になってございます。赤松委員がおっしゃっているのは、

おそらく市道の関係だと思っております。市道に関しては、道路安全課が所管する施策６「安

全で快適な道路の整備」といったことで取り組むということになっております。できれば施策

６「安全で快適な道路の整備」といったところで。確かに委員の方からもこういったご意見が

ございますといったことを踏まえまして、今おっしゃった内容を課題として認識して、取り組

み内容に盛り込んでいくというふうに考えておりますが、いかがでしょうか。 

 

石川会長 

はい。 

 

大崎委員 

私も都市基盤部会に入っていましたので、ちょっとその一員として申しますが、この問題は

確かに北口の問題と同じように非常にいろいろ議論が出ています。今、赤松委員と事務局がおっ

しゃいましたが、７１ページの主な取組内容①にやはりこの文言を落とした形で、市としてバ

イパスの改善を行うようなことを盛り込んでいただくことが、やっぱり部会からの意見として

もよろしいのではないかということで、むしろ赤松委員の意見に近い賛同でございます。よろ

しくお願いいたします。 

 

石川会長 

ありがとうございます。それでは７１ページの主な取組内容のところに、先ほど赤松委員か

ら指摘のあったバイパスに接続する市道という、この取組を書き込んでいただくという方法で

調整をお願いしたいと思います。 

それから７７ページの③「広域幹線道路との連携、利便性の向上」ということが都市区画道

路の整備を指すのであれば、それはそれでよろしいのですが、そうではなくて和光富士見バイ

パスの関連で書いているとするとやはり書き方を少し工夫するか、あるいはこの項目に取り上

げること自体を考えなきゃいけないということになると思います。その辺をもう一度整理して

いただければと思います。 

 

赤松委員 

そうしたら前の施策の７１ページに入れていただくことで検討するということですね。 
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石川会長 

ええ。７１ページに入れていただく方向で検討していただくというのが１つですね。それか

ら、その次の都市計画道路の整備の施策の取組③というのが、都市計画道路の整備なのかどう

かということをきちっと位置づけた上で、もう１回整理をするということですね。その２点、

お願いしたいと思います。 

 

赤松委員 

とにかく水道道路は、和光市北口で２番目に大きな問題になっているところなので、やはり

これは力を入れて、本当は重点プランにも入れてほしいぐらいの住民からの要望がございます

ので、ぜひお願いしたいと思います。 

 

石川会長 

ありがとうございます。そのほかはいかがでしょうか。よろしいですか。それでは、都市基

盤を終わってよろしいですね。 

続いて、教育文化交流について説明をお願いします。 

 

事務局 

続きまして教育・文化・交流について説明させていただきます。資料３の２ページ目をごら

んください。そして計画書素案の１１８ページ、施策２５「歴史的文化資源の保護、活用の推

進」をごらんください。こちらは右側のページの主な取組内容①及び②の名称につきまして、

当初①は「文化財の保全活用」、②は「文化財をいつでも見ることができる環境の整備」という

名称でございましたが、①の内容は「史跡整備や記録保存により地域の歴史民族を守る取組」

となってございます。また②の内容につきましては、文化財の活用や企画展の開催によって、

文化財に市民の方が触れる機会を提供して、文化財と親しむというような取組になってござい

ますので、ちょっと名称を整理させていただきまして、①は「地域の文化財の保護」、②を「地

域の文化財の活用」という名称に変更させていただいております。 

続きまして、計画書の素案の１２８ページ、施策２９「人権啓発・教育及び平和の推進」に

つきまして、右ページの１２９ページから１３０ページにかけまして、主な取組内容⑤「平和

意識の向上」について書かれてございます。前回お示ししている内容につきましては、１３０

ページの１行目になりますが、「市民の平和意識の向上を図るため、市民がともに考える機会の

提供や啓発活動などの平和施策を推進します」というような「平和施策」という言葉が入って

ございました。「平和施策」というのは大きいものとしてとらえられるということで、こちらの

主な取組というのは具体的な取組内容が書かれている部分となりますので、この「平和施策」

という言葉を削除いたしまして、「機会の提供や啓発活動などを推進します」というようにつな

げて修正をさせていただいております。教育・文化・交流につきましては以上となります。 

 

石川会長 

ありがとうございます。教育・文化・交流に関しましてご意見をいただきたいと思います。

よろしいでしょうか。 

それでは続いて保健・福祉・医療の関係ですね。お願いします。 
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事務局 

それでは続きまして保健・福祉・医療の関係です。資料３を見ていただければと思いますが、

４３番の施策ということになります。素案で言うと、１７２、１７３ページ。４３の施策は食

育の施策になります。こちらの取組②「食育に関する情報提供の充実」の１行目文末に、「また

和光市の食文化等に関する情報を提供します」といったことで、前回の文章にさらに追加して

いるといったことになっております。 

次、施策４６「国民健康保険の適正な運営」ということで、ページにつきましては１７９ペー

ジになります。こちらの取組③「国民健康保険税の適正化と収納率の向上」といったことが課

題として挙げられるといったことから、取組を追加しまして、内容については「医療に対応し

た国民健康保険税の適正化を行うとともに、市税徴収と併せ収納率の向上に取り組みます」と

いったことで、こちらを新たに追加いるところでございます。保健・福祉・医療については以

上になります。 

 

石川会長 

ありがとうございます。保健・福祉・医療関係につきましてご意見を伺いたいと思います。

はい、どうぞ。 

 

山本委員 

ここに出ていないことで今さらですけれども、「健やかに暮らしをみんなで支え合う」の下の

段階の施策で、「障害者と低所得者を地域で支えるまちづくり」で障害者と低所得者が一対に

なっているんですね。最初なんか違和感があったんですけれども、ずっと。箇所は１６２ペー

ジです。 

細かいところの討議になっておりまして、この間、冊子が送られてきて、きれいにまとまっ

たところをあらためて見て、やはりちょっともう言う機会がないのでお話ししたいと思うんで

す。 

前の振興計画の中では、障害施策は障害者施策だったんです。社会保障という低所得者は、

今また別のくくりだったんですね。庁舎内では社会福祉課が両方とも担当しておりまして、こ

ちらが一応のくくりになって、高齢者は高齢者、子どもは子どもで、保健センターの関係はそ

こでまとまって、庁舎内の課ごとにまとまっているような感じがあるんです。やはりチャレン

ジドの代表としましては、同じ課でやっていることとしても、施策としては全く違うことなの

で前の振興計画のように別にしていただくことはできるんじゃないでしょうか。もう無理で

しょうか。 

 

石川会長 

今お話に出たのは、１６２ページですね。１６２ページから柱立てとして「障害者・低所得

者を地域で支えるまちづくり」というふうになっていますが、このくくりに関してあらためて

見ると違和感があるというご指摘です。それで前の計画はそれぞれ分かれていたので、前の分

かれていたような柱立てはできないだろうか、そういう問題提起であります。これは事務局側

では担当する課が同じだからという趣旨なんですよね。 

 

事務局 
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そうですね。お話があったのは基本施策のところで、「障害者・低所得者を地域で支えるまち

づくり」というお話だったと思うんですが、施策としては、別で考えております。今回の計画

については、所管別だったり、ある程度細かく施策ができたりしておりまして、施策や方針を

合わせて約７７個できております。前回の計画だと、施策については約３０本になっておりま

した。だから、今の施策と前の施策のつくりがちょっと違うといったことになってはいます。 

 

山本委員 

前のところですけれども、児童福祉、高齢者福祉、障害者福祉、保健・医療・社会保障に関

するものと単純に分けることはできないでしょうか。施策３９はチャレンジドに関してという

か、そういうふうに施策ごとには分かれているんですけれども、その中間の見出しが「障害者・

低所得者を地域で支える」とくっついているんです。 

 

石川会長 

それではお諮りしましょう。技術的には可能ですよね。何か大きく影響が出ることはありま

すか。 

 

事務局 

大丈夫です。 

 

石川会長 

大丈夫ですね。それでは審議会としてお諮りいたしますけれども、障害者を地域で支える仕

組みと低所得者を支える仕組みというのを、この真ん中の柱の段階で分けるということで、こ

れから可能であればそういうふうにしたいと私は思いますが、それについてご意見を伺います。 

 

松井委員 

やっぱり低所得者問題というのは子どもの貧困の問題にもなっていますし、障害を持たれて

いる方も当然貧困の問題もありますし、高齢者もしかりです。むしろ横割りの課題として存在

しているということで、山本委員のご指摘のとおり「障害者・低所得者」と限定してしまうよ

りも、やはりこれは分けたものとして独立させたほうが、わかりやすいのはないのか。私はこ

れに対しては賛成。分けることに賛成したいと思います。 

 

石川会長 

ほかの皆さんはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。ご意見がなければ文言を分けてい

うことで整理させていただければと思います。ありがとうございます。では、そういう方向で

整理をいたします。 

ほかにはございますでしょうか。それでは、次の生活・環境・産業をお願いします。 

 

事務局 

それでは生活・環境・産業についての説明をいたします。資料３の２ページ目の下と、計画

書素案の２１０ページ、施策５８「生活環境保全の推進」をごらんください。こちらについて

は、和光市にある外環などでも、ポイ捨てのゴミが依然として減少していないということがご
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ざいますので、今回、道路へのゴミのポイ捨て防止に関することを追加してございます。現状

の３行目後半から４行目にかけまして、「環境に関する意識も高まりつつありますが、道路や駅

のポイ捨てゴミや路上喫煙は依然として減少しておりません」と、道路のことを加えてござい

ます。また課題につきましても同様に１行目の初めの部分、「歩行者や車両からのポイ捨てゴミ」

ということで、車両からという部分で入れてございます。それに対する対応といたしまして、

２１１ページの主な取組内容②「ポイ捨て防止対策、市民・道路管理者等と連携した啓発活動

の実施」ということで、それに対する取組を記載させていただいております。以上となります。 

 

石川会長 

ありがとうございます。それでは生活・環境・産業につきまして、ご意見、ご質問等があり

ましたらお願いします。 

 

松井委員 

ポイ捨てって、あまりエレガントではないか。エレガントである必要はないですけれども、

どうも口語的すぎるのかなと思うんです。わかりますよ、ポイ捨て。計画に掲載するには、例

えばポイ捨て防止条例をつくっていたり、わかりやすく言えば不法投棄とか、不法と言ったら

法がなきゃいけないですけれども、これでは、あまりにも口語すぎるのではないかという感想

です。 

 

石川会長 

どうでしょう。 

 

事務局 

当市に「和光市空き缶等のポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止に関する条例」というこ

とで、条例で「ポイ捨て」という言葉を使ってございますので、できれば「ポイ捨て」を使用

したいと考えておりますが、いかがでしょうか。 

 

松井委員 

条例があれば議会が認めているものですから、「ポイ捨て」は和光市では認めている言葉とい

うことでよろしいかと思います。 

 

石川会長 

そのほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは、構想推進にあたってについて、説明をお願いいたします。 

  

事務局 

構想の推進にあたってについてご説明いたします。資料３の３ページと計画素案２４０ペー

ジ、「市民参加の推進」をごらんください。右ページの施策指標の２つ目、「審議会等の公募の

充足率」とございます。こちらは、前回お示しした内容では「審議会等の公募の割合」という

ような名称であったものを「充足率」と変更しております。この指標につきましては、審議会

等の公募の定員数のうち応募があった数の割合を示してございますので、「充足率」という言葉
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のほうが適切であろうということで変更させていただいてございます。 

続きまして、素案２６０ページ、「電子市役所の推進」をごらんください。右ページの施策指

標につきまして、当初、「電子で申請を受け付けた手続数と利用者数の満足度」という２点の指

標を設定させていただいておりました。今回この施策の成果を測るものとしましては、電子申

請がどれぐらい利用されているのかを測る指標といたしまして、電子申請件数、またセキュリ

ティーの向上を図るという指標といたしまして、また職員のセキュリティー研修受講率の２つ

に変更させていただいてございます。変更点については以上となります。 

 

石川会長 

構想推進について今説明がありました。これについて、ご質問、ご意見等があれば伺いたい

と思います。 

 

松井委員 

２４５ページの施策６９ですが、広域行政の推進のところに含まれているんですけれども、

６９というのは行政組織内容での経営の話がメインですが、４番の取組はやや内容が異なって

いまして、ほかの自治体との連携だと思われます。前をめくってみますと、国や県との連携を

期待していた施策６８の方が、事業内容としては適切ではないかなと思いました。ここに入れ

る理由があればいいですけれども、計画から言うと６８ではないのかなと思います。 

 

石川会長 

事務局、いかがでしょうか。 

 

事務局 

こちらの広域領域の推進の取組につきましては、今６９番にあるんですけれども、行政経営

を行っていく上で課題等が発生したときに、他市との連携が必要であればやっていきますとい

うような内容の趣旨でございますので、６８番でも問題はないと事務局でも思ってございます

ので、変更する方向で修正をさせていただきたいと思っております。 

 

石川会長 

それでは６８のほうに移動するということでお願いいたします。ほかにはございますでしょ

うか。 

 

赤松委員 

３８ページの「この将来都市像を実現するため市民（住民・企業・ＮＰＯ・市民団体など）」

をちょっと頭に入れておいていただいて、違う箇所、６５ページ。このページの主な取組内容

の２番ですけど、そこは「市民・事業者及び市」という表現をしています。やはり全面に「市

民（住民・企業・ＮＰＯ・市民団体）」という形のほうが一貫性があるのではないでしょうか。

６４ページもそうなんです。課題のところに、「市民・事業者」とある。実際、市ではＮＰＯや

市民団体のほうが動いているわけです。３８ページ、大きな市民の括弧のくくりで全部、市民

に通じるのであればいいですけれども、やはり同じ形で市民（住民、企業、ＮＰＯ、市民団体

など）と出てくる。市民にわかりやすくするために「市民（住民・企業・ＮＰＯ・市民団体）」
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という言葉にしたほうがよろしいのではないでしょうか。 

もう１点。２０４ページ。これはパブリック・コメントで流せればいいですけど、２０４ペー

ジの「環境に配慮したまちづくり」という項目。これに「湧水・緑地」と入っているんですけ

ど、気づきがちょっと遅かったんですけれども、「湧水・河川・緑地」というふうに「河川」も

入れてほしい。その下の図面があるんですけど、この図面がもう古くなるわけです。この中に、

白子川も水辺再生が始まっていますので、これはもう来年できています。そういうふうに説明

を受けています。あと新河岸側の拡張計画がこの１０年以内に始まりますので、そういう意味

でも１０年以内の計画なので入れたほうがよろしいんじゃないでしょうか。 

 

石川会長 

今ご指摘があったのは「市民」という定義について、３８ページでは「市民」という概念を

大きくくくっているわけですね。「住民・企業・ＮＰＯ・市民団体など」というように大きくく

くっています。しかし、別のところでは「市民・企業・ＮＰＯ」と出てきたり、「市民・企業何

とか」というふうに出てきたりする。その辺の統一をしたほうがいいのではないかというご意

見です。 

それから環境のほうで「湧水・緑地」というのはやっぱり「湧水・河川・緑地」にしたほう

がいいのではないか、というようなご指摘ですね。その辺はどうでしょうか。 

 

事務局 

１点目の市民の関係ですけれども、基本的には３８ページのとおり「市民（住民・企業・Ｎ

ＰＯ・市民団体など）」ということで、内容はちょっと合わせてきたといった部分があります。

ただ、先ほどお話があった施策３ですが、施策の内容が景観条例や景観計画の内容となってお

ります。ちょっと景観条例や景観計画の内容に適合している言い回しになっているのかなと

思っておりますが、再度確認して、その辺の調整を図っていきたいと思っています。基本的に

は、おそらく景観条例・景観計画の内容とこちらの施策は合っているといったことになってお

りますので、その辺を見ながら調整していきたいと思っております。 

 

赤松委員 

そうしたら、この「市民」の定義は同じだから、持ってきて同じであればもうそれでいいん

ですけどね。 

 

事務局 

そうですね。わかりました。それと「湧水・緑地」の関係に河川を入れてほしいというお話

があったんですが、河川だったり、水辺環境というんですかね。施策５７に「水環境の保全」

ということで、例えば白子川・谷中・越戸川・新河岸川・荒川、こういった川に関する水環境

の保全はこちらの施策で記載しているところになるんです。赤松委員がおっしゃっていること

は、これとはまた別ということなのでしょうか。 

 

赤松委員 

湧水から河川と緑地保全、一体感、施策５７であれば言葉がちょっと足らないですけれども、

水環境の保全で今再生をやっているわけですね。その辺はちょっと行政で論議してもらって。 
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石川会長 

それでは今ご指摘のあった５７番と、湧水その他の関係のところ。総合振興計画ですから、

それぞれつながりと区分けがしっかりしないといけないわけですね。それは中身を見て、その

辺を少し整理していただいて、ちゃんとつながるような形でご検討をお願いします。はい、ど

うぞ。 

 

原田委員 

原田でございます。２１５ページ、この施策指標の中の備考欄ですね。「平成２０年３月３５

日」、これは直してもらったほうがいいんじゃないですか。お願いします。 

 

石川会長 

はい。これはそのとおりですね。 

 

原田委員 

それともう１つ。１８８ページの現状の一番最後ですね。「地域コミュニティ意識の低下や自

治会と……」。これは自治会の役員か会員かどっちか。自治会自体は、これは何だろう。「自治

会等の高齢化が懸念されます」ではなくて、自治会の会員か役員かを入れたらどうなんですか。

お願いします。 

 

石川会長 

自治会、会員と表現の問題ですね。その辺は整理をしていただきたいです。では、整合をお

願いします。ほかにはいかがでしょうか。はい、どうぞ。 

 

松井委員 

２つありまして、構想推進の部分ですけど、２５５ページの施策指標の部分ですが、この中

の資料で職員の方々の健康受診率を挙げています。これは１０年かかって１００％にするとい

うのを、あえてここに掲載するような性格のものなのかというふうに、私は非常に疑問といい

ますか、書かなくて良いのではないでしょうか。来年から職員の皆さん、官庁の方は絶対受け

ろというふうに言えば、実は数年で達成できるのかなと思います。ほかの施策指標と比べれば、

少し性格が異なりすぎているのではないか。内部的な部分ではないかと思います。 

あと、市民参加の部分で方針６７、２４１ページなんです。その主な取組が２と３に分かれ

ているところですが、２は現行の整備を拡大していこうじゃないかという趣旨で書かれていて、

市民と交流しながら新しい時代に応じた市民参加を見直していきたいという趣旨で分けたと思

われるんですけれども、結局２と３は同じことを言っていると思われます。現状を踏まえなが

ら、この２つをつなげてしまっても何も問題はない。むしろ分けているよりも、つなげたほう

がわかりやすいのではないかと思いましたという提案です。 

 

石川会長 

ありがとうございます。職員の健康受診率というのは取っていいですよね。では、取るとい

うことでお願いします。 
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それから２４１ページの市民参加の部分ですが、以前の見直しを行う前は、少しボリューム

があり、確か条例設置の内容含まれていましたが、条例を設置するというところは計画年度前

に行われるということで取り、現在の内容は、残ったのものとなっていますので、それは一緒

にしていいと思います。いかがでしょう。よろしいですね。では、一緒にするということでお

願いいたします。 

ほかにございますでしょうか。ありがとうございます。それでは構想推進については以上で

終了いたします。 

ただいまご指摘があった事項についてはそれぞれ修正をしていただいて、修正の分につきま

して皆さんに資料を配付するということでお願いしたいと思います。それから必要なグラフ・

写真等は公開までに載せていくということで了解をいただきたいと思います。 

 

３ その他 

（１）前回会議の会議録の報告について 
石川会長 

それでは続いて、３のその他へ入っていきたいと思います。まず前回会議の会議録の報告に

ついて事務局からご説明をお願いいたします。 

 

事務局 

前回会議の会議録の報告につきましてご説明いたします。資料５から７につきましては、２

月６日及び２月２０日に開催いたしました審議会の各部会の会議要点、及び資料７につきまし

ては第５回全体会の会議録を委員の皆様に一度ご確認をいただきまして、ご指摘いただいた部

分を修正いたしましてまとめたものとなってございます。この内容でよろしければ今後ホーム

ページ等で公表していきたいと考えております。 

また本日の第６回会議の会議録につきまして、後ほど今後のスケジュールについて説明をい

たしますけれども、次回審議会の予定日が７月３日（土）となってございまして、３カ月近く

期間が空いてしまいます。当初この会議上で会議録を確認した上で公表していくとしておりま

したが、委員の皆様のご了解がいただければ本日の会議録は文書でやりとりをさせていただき

まして、修正を加えて皆様のご確認が取れて、できるだけ早い時点で公表していければと考え

ております。よろしくお願いいたします。以上となります。 

 

石川会長 

ただいまの説明につきまして何かご質問等はございますでしょうか。きょうの会議録につき

ましては、文書で皆様と確認をしながら公表していくということでご了承をいただきたいと思

います。 

 

（２）今後のスケジュールについて 
石川会長 

それでは今後のスケジュールでよろしいでしょうか。 

 

事務局 

それでは今後のスケジュールということで資料４をごらんいただければと思います。今後の
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スケジュールにつきましてはこちらに書かれているとおりですが、４月２５日（日）から５月

２４日（月）までパブリック・コメントを約１カ月間、実施いたします。 

パブリック・コメントの実施に伴いまして市民説明会を実施したいと考えております。４月

２５日（日）はパブリック・コメントの初日になるんですが、１０時から中央公民館の会議室

１で行います。４月２６日（月）、夜間になるんですが、１９時から坂下公民館の会議室３。４

月２７日（火）、１９時から白子コミュニティーセンターの視聴覚室Ａ。４月２８日（水）、１

９時から総合福祉会館の会議室２。４箇所ということで、パブリック・コメントに伴う市民説

明会を実施していきたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

本日、パブリック・コメントの説明会ということで資料を配らせていただきました。団体の

方あてにパブリック・コメントの通知も差し上げております。ぜひ皆さんの団体に所属される

方、周りの市民の方を誘っていただきまして、近所で行う説明会へご参加を願えればと思いま

すのでよろしくお願いしたいと思います。 

７月３日になるんですが、土曜日１０時からということで次回会議はかなり期間が空きます

が、第７回会議といったことでお願いしたいと思います。 

その後、７月３１日（土）、１６時ごろからになるんですが、審議会の答申ということで最終

的に皆様から答申をいただくといったことを考えております。なお、７月３１日ですが、審議

会終了後、懇親会を行いたいと考えておりますので、ご参加をお願いしたいと思います。 

今後のスケジュールは７月３１日までしか書いてないですが、その後、庁内調整を若干図り

まして、最終的には９月の議会に上程していきたいと思いますので、よろしくお願いいしたい

と思います。以上になります。 

 

石川会長 

ただいまこのスケジュールについて説明がありましたけれども、何かご質問等ございました

らお願いします。 

 

赤松委員 

パブリック・コメントは、広報ではどの程度やるのですか。一般向けに広報は載っているの

ですか。 

 

事務局 

広報誌のほうに載ってございます。それとあと、今、実施する場所に掲示もしております。

この４箇所。またさらに図書館だったり、出張所だったり、そういったところでも掲示していっ

たり、この説明会のチラシを配置していく予定でございます。５月の広報のほうに詳しく内容

は載せたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

石川会長 

ほかにございますでしょうか。はい、どうぞ。 

 

和田委員 

ちょっとお伺いしたいんですけども、この構想の中の写真について、この説明というのはし

ないんですか。このまま写真だけ？ 
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事務局 

グラフとか写真とか、いろいろ入ってくるんですが、そちらの下のほうに説明を入れたいと

いうふうに思っております。 

 

石川会長 

よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 

４ 閉会 

石川会長 

それでは、これをもちまして第６回の会議を終了させていただきます。ありがとうございま

した。 

 


