
資料２（総合振興計画審議会第６回会議）

審議会（３月７日開催）からの意見 対　　応 計画書素案反映ページ

意見1

４．和光市の特徴について
・人口の部分で、平成１７年のデータ（国勢調
査）が最終となっているが、市が持っている
データで構わないので、最近のデータも入れ
た方がよい。

最近のデータを入れました。
修正あり
・Ｐ14　図表
　2006年から2009年のデータを追加

意見2

３．重点プランについて
・小中学校の適正化について取組の中に盛り
込む。

重点プラン２の③に追加しました。

修正あり
・Ｐ48　下から3行目
　取組に③「小中学校の配置・規模の適正
化を図ります。」を追加

意見3

・施策１中心市街地にふさわしい駅北口周辺
の整備
　　審議会の意見としては、「～すべき」などの
強い指摘であったが、修正後の内容は、弱い
言い回しとなっているため、もっと強い表現に
改めるべきである。

課題及び主な取組①の文章について、語尾を強い言い
方に修正

修正あり
・Ｐ60　課題　上から2行目
　「言い難い状況にあります」→「言えませ
ん」
・Ｐ60　課題　上から6行目
　「求められています」→「必要です」
・Ｐ61　主な取組内容①　上から2行目
　「向上を図ります」→「向上します」

１．意見に対する対応

総合振興計画基本構想素案に対する審議会（３月７日）の意見等に対する対応一覧
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意見4

・施策４良好な居住環境の推進
現状に和光市に満足している市民の方と土地
区画整理事業で宅地供給をすることとはあま
り関係ないように思える。「今後より多くの市民
にこれらの意義を持ってもらうために」とある
が、全てに満足している市民のために区画整
理を行うのではなく、和光市に移り住んでくる
方のために新たな宅地を供給することでさらに
和光市を発展させるということではないのか！
現状認識が違うのでは？

和光市が住みやすいと感じている市民は、70％を超えて
いますが、快適な住宅地が整備されているかの問には、
37.1％の満足度しかなく、道路整備についても、43％程
度となっていることから、土地区画整理事業等による計
画的な面整備を進める必要があります。また、区画整理
事業により整備されることにより従来からの市民の満足
度の向上と新たに居住する市民を合わせ、住みやすさと
住み続けたいという市民を増やすことを目標にしている
ことから、地域の連携をはかりながらまちづくりを考えて
おります。

現状を修正
・Ｐ66　現状　上から7行目
　「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ます。
今後もより多くの市民にこれらの意識を持っ
てもらうために」→「『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
37.1％となっており、まだ高い状況とは言え
ないことから」

意見5
・施策６安全で快適な道路の整備
　取組③の中の雨水対策については、総合治
水対策ということで触れてほしい。

「環境に配慮した」という文言を追加しました。

修正あり
・Ｐ71　主な取組内容③
　「雨水対策も行っていきます。」→「環境に
配慮した道路整備を行います。」

意見6

・若い子育て世代が多い和光市では、保護者
が様々な場所に参加することが、住みやすい
環境をつくるためには、重要であると考えてい
る。そのことをわかりやすく盛り込んでほしい。
　→コミュニティや学校、協働のからの観点
で、若い保護者の参加について、検討を行う。

施策１５「地域と連携した教育の推進」の主な取組①学
校応援団の整備の中に「若い子育て世代を含めた」とい
う文言を追加しました。
施策５０「コミュニティづくりの推進」の課題の中に、「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」と文章を変更し、その取組として、②に地域の人が
集まれるきかっけ作りとして「コミュニティセンター、地域
センター等を利用して気軽に集まれる機会をつくる」こと
につなげました。

修正あり
・Ｐ93　主な取組内容①　上から1行目
　「協力者」→「若い子育て世代を含めた協
力者」
・Ｐ190　課題　下から1行目
　「市民向けの余暇活動の情報の提供が不
足しています。」→「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。」
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意見7

・施策３４地域における健やかな子育ての実
現
取組①の「ホームスタート」の注釈をつけた方
がよい。

注釈を入れました。
修正あり
・Ｐ147　ページ下
注釈を追加

意見8

・施策３６高齢者の生きがいと社会参加への
支援
　【主な取り組み】
　　高齢者が老人クラブに入りたくなるような名
称に変更する。また、高齢者が老人クラブに加
入することによって生きがいをつくるだけでな
く、若い世代の人の中に高齢者が入り交流を
図るような、世代間交流の仕組みをつくること
について、取り組みとして追加した方がよい。

名称変更については、検討課題として認識しています。
世代間交流については、主な取組①に、世代間交流事
業を行い、という文言を追加しました。

修正あり
・Ｐ153　主な取組内容①上から2行目
　「コミュニティの推進を行い」→「世代間交
流事業を行い」

意見9

・施策１８安全でおいしい学校給食の充実
・施策４３健康で元気となる食育の推進
どちらにも教育面と健康面の連携についての
記述がないため、入れたほうがよい。

施策４３「健康で元気となる食育の推進」の施策が食育
に関する主たる施策となるため、この主な取組①に庁内
の連携を図るという文言を追加しました。

修正あり
・Ｐ173　主な取組内容①　上から1行目
「庁内で連携を図り、」を追加

意見10
・施策４４安心できる健康づくりの推進
健康に不可欠な「喫煙」問題や対策について
の施策（内容）がないため、入れた方がよい。

主な取組①に喫煙問題等が包含される「領域別」の記述
を入れました。

修正あり
・Ｐ175　主な取組内容①　上から2行目
「領域別の総合的な健康づくりの充実を図
ります。」を追加

意見11

・施策５０コミュニティづくりの推進
　協働推進センターに関することを「構想の推
進にあたって」の柱の中でまとめて記載をして
いるが、コミュニティづくりにも深く関連すること
であるので、この施策にも位置づけてほしい。

施策５０「コミュニティづくりの推進」の主な取組③に市民
協働センターの情報提供による地域コミュニティの活性
化について、追加しました。

修正あり
・Ｐ191　主な取組内容③　上から1行目
　「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」追加
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意見12

施策６３魅力ある新たな産業の推進
和光市商工会その他が４月より推進する「和
光市地域力連携推進事業」を入れてください。
個々の具体的事業ですので入らないのであれ
ば、取組②に国、県、理研インキュベーション
だけでなく、商工会等の外郭団体を含めてくだ
さい。

取組②に、「国、県や商工会等と連携しながら･･･」に訂
正する。

修正あり
・Ｐ225　主な取組内容②　上から1行目
「国や県と連携しながら、」→「国・県や商工
会等と連携しながら」

意見13
・方針６６　協働型社会の構築
「ポータルサイト」の注釈をつけた方がよい。

注釈を入れました。
修正あり
・Ｐ237　ページ下
　注釈追加
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質問1

・施策３良好な景観形成の推進　取組①
「本市の特徴生かした良好な景観」とあるが、
具体的にどのような景観を思い浮かべればよ
いのか？市内では、新倉地区、駅前の丸山台
地区等市内でも、色々な特徴がある地域が分
かれると思うが地域別に考え誘導するのか？
それはどのような区域わけで、その区域での
良好な景観とはどう考えているのか。

和光市景観計画では、地形や市街化の状況等を鑑み、
市内を９つのゾーンに区分し、ゾーン別の景観形成方針
を掲げております。また、まちなみの形成として、住宅
系、商業業務系、工業・流通業務系、公益文教系、農業
系の土地利用別に方針を定めております。

修正なし

質問2

・施策３良好な景観形成の推進　取組②
市民、事業者、市のそれぞれは、どのような役
割分担を想定しているのか？
また、三者は平等な立場なのか。

和光市景観計画において、市民の役割は、景観づくりに
関する関心及び理解を深め、積極的な役割を果たすよう
努めること、市が実施する施策に協力すること、事業者
の役割は、景観づくりに自ら努め、積極的に貢献するよ
う努めること、市が実施する施策に協力すること、市の役
割は、本市の景観づくりの促進に関し、施策を策定し、及
び実施すること、市民及び事業者の景観づくりに関する
関心及び理解を深めるよう努めること、市民及び事業者
による景観づくりに関するに関する取組を支えるために
適切な支援を行うよう努めること、公共施設の整備に当
たっては、率先して景観づくりに努めることとしておりま
す。また、三者の立場は対等です。

修正なし

質問3
・施策３良好な景観形成の推進　取組③
「個性的なまちなみ」となるが、「良好な景観」
との違いは何か

「個性的なまちなみ」は、それぞれの地域の自然や発展
の歴史を踏まえ、地域の特性に応じたまちなみを形成し
ていくことが重要であることから使用したものであり、「良
好な景観」には、地域の特性に応じていくことの概念は
包含されておりますが、より分かりやすく、鮮明にするた
めに使用しております。

修正なし

質問4

・施策３良好な景観形成の推進　取組⑤
「潤いのある豊かな生活環境」市民はこれを実
感できるのか？個人の感じ方で違うと思うが、
少なくともこの言葉を考えた方は感じていると
思うが具体的にお聞かせ願いたい。

景観は生活環境の一翼を担うものであり、生活環境の
感じ方は個人によって差異がありますが、景観づくりに
当たっては、より多くの市民が潤いのある豊かな生活環
境を実感できるように取り組んでいくことが肝要であると
考えております。

修正なし

２．質問に対する回答
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質問5
・施策４良好な居住環境の推進
目的に、「計画的な土地整備」とあるが、具体
的には？

土地区画整理事業等の面的整備を指します。 修正なし

質問6

・施策５良好な居住環境の推進　取組①
土地区画整理組合は事業主体とあるが、市と
の関係はどうなのか？技術支援とあるが、具
体的にはどのようなことなのか？土地区画整
理事業と地区計画はセットになっているがどの
ような関係なのか？

組合施行土地区画整理事業は、土地の所有者または借
地権者が７人以上共同し、土地所有者及び借地権者そ
れぞれ２／３以上の同意を得て、定款と事業計画を定め
設立した土地区画整理組合により事業を行うものです。
和光市内には、住宅地整備を主とした組合土地区画整
理事業が三地区あり、地権者の代表が理事になり執行
部となり、事業を推進しています。組合は、法人格をもっ
ており、市とは、対等の立場であると考えております。市
としては、まちづくりの手法（換地設計・道路設計・補償
等）や過去の事例、補助金の使用方法などについて、
国・県からの指示に基づき、事業が円滑に推進できるよ
うに助言等を行っており、それらを総称して、技術支援と
しています。また、土地区画整理事業と地区計画は、
セットになっているわけではありません。単独の地区計
画もあります。しかしながら、土地区画整理事業により整
備された地区が事業終了後も、その効果を維持・保全し
整った良好な街並みを形成するためのまちづくりルール
を地区計画で定めています。従って、地区計画は、区画
整理事業と同様に地域の皆様のご理解が必須でありま
す。

修正なし

質問7

・施策６安全で快適な道路の整備　取組④
　道路の端に植栽や街路等を設置し、車が
まっすぐに走れずスピードを落とす工夫をして
いる道路（県立近代美術館の裏）を見たことが
あるが、このような取組が歩行者優先につな
がるのではないかと思うが、市の考えている歩
行者優先の道路とは具体的にどのようなもの
か？また、植栽を設置する等景観にも配慮し
ていると思う。施策３と一緒に考えないと快適
な道路とはいえないのではないか？

施策６「安全快適な道路の整備」では、道路整備計画等
に基づく現道の拡幅により、歩道幅員の確保、バリアフ
リー化等の道路の基本的機能の向上を図ることを目的と
しております。車を蛇行させる道路構造や植栽について
は、相応の道路幅員を要しますので、市街地整備を行う
なかで、歩行者優先道路等の位置づけを行い、整備して
いくことになると考えております。

修正なし
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