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和光市第四次総合振興計画審議会第５回会議 議事録 

 

開 催 日：平成２２年３月７日（日） 午前１０時～午後１２時１０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）浪間兼三、神杉彰、村山喜三江、山田智好、

荒木保敏、原田政雄、赤松祐造、清水宏二、山本恵子 

４号委員（知識経験を有する者）山﨑保、大崎俊彦、古屋輝夫 

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：６名） 

 

議  事：１ 開会 

２ 議題 

（１）施策体系・施策内容検討シートに対する意見の決定について 

（２）第４章基本目標・構想推進別計画内容（案）について 

（３）今後の策定スケジュール 

（４）基本構想素案について 

３ その他 

４ 閉会 

 

開会 

事務局 

若干、定刻の時間よりも前ですけれども、ご出席いただく方につきましては本日出席いただ

いておりますので、ただいまから総合振興計画審議会の第５回会議を開催させていただきます。 

本日は、あいにくの雨でお足元の悪い中、第５回総合振興計画の開催にあたりご出席をいた

だきまして誠にありがとうございます。また先般、２月６日、２月２０日ということで部会の

ほうでいろいろご議論をいただきまして、大変お忙しい中ご出席いただきましてありがとうご

ざいます。 

本日の会議室は、確定申告の時期と重なってしまい、この場にも申告の関係資料などが見受

けられ、また、出席された委員の数に比べて、やや狭いスペースで無理に席を設けたために、

委員の皆様には大変ご不便をおかけしています。このことにつきましては、何とぞご了承いた

だきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

なお、本日の会議は、欠席の方が６名いらっしゃいますが、総合振興計画条例第７条第２項

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

す。よろしくお願いいたします。 

それでは、皆様のお手元の次第に入ります前に配付資料の確認をさせていただきます。 

本日、お手元に配付してございます資料１といたしまして先日の部会で出された意見という
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ことで、まず資料１－１が都市基盤部会の意見（案）ということでございます。 

２つ目として１－２ということで、教育文化交流部会の意見（案）でございます。１－３と

いうことで、保健福祉医療部会の意見（案）。 

そして１－４ということで生活環境産業部会の意見（案）ということです。これが各部会の

１－１から１－４までの部会の意見（案）でございます。 

続きまして資料の２番目といたしまして、第四次総合振興計画基本構想素案ということで、

資料２ということで中に配付してございます。第２部の４章以降につきましては、事前にブルー

のファイルで綴じて皆様に事前にお送りしてあるものの上に、今回、２番という形で資料の一

番上に追加していただくということで、ばらついたものになっておりますが、これが皆様のお

手元にあるファイルの一番上になるということでご了承いただきたいと思います。 

その中の一番 後のページに第４章と第５章というのが付いております。それぞれ、１枚だ

けの紙があります。これは後ほど差し替えていただくということですのでご了承ください。ま

た、これはまた後で担当のほうからお話させていただきますが、一番後ろのほうに１枚の紙ペ

ラで４章と５章というものがついております。それを合わせて、前回お送りしましたファイル

の中に綴じていただくという形になりますので、ご了承いただきたいと思います。 

資料３ということで、資料ナンバーがちょっと小さいですけれども、縦のＡ４版で「（まちづ

くりの方向性部分）の素案」パブリックコメントの意見の概要とその対応についてということ

で、パブリックコメントでいただきました意見案とその対応について書いた紙がございます。

これが資料ナンバー３ということでございます。資料につきましては以上でございます。 

このほか、参考資料といたしまして、第４章基本目標・構想推進別の計画内容（案）に対す

る事前の提出意見ということで、この前の部会に出席していただく前にいろいろいただいた意

見については、ここにまとめてございます。 

申しわけございませんが、小さい紙で総合振興計画素案の正誤表ということで、先にお送り

した部分で若干間違いがございましたので、それについては各自でのご確認をお願いしたいと

思います。 

それと事前に皆様のお手元へ、家のほうに配付させていただきましたが、第四次和光市総合

振興計画素案の第４章と施策の体系図というものでございます。よろしくお願いいたします。 

また説明する中で資料等がないという方がございましたら、その場で挙手をいただければ事

務局がお持ちし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に基づきまして、公開とさせていただきまして、傍聴を設

けておりますのでご了承くださいますようお願いいたします。 

それでは、石川会長、よろしくお願いいたします。 

 

石川会長 

おはようございます。きょうは、せっかくの日曜日に会議をお願いしまして大変恐縮でござ

います。また先に４部会で慎重な検討をいただきましてありがとうございました。いよいよ形

が見えてまいりまして、来月４月１０日に全体的な姿が明らかになるということでございます。

きょうはそのための十分な審議をよろしくお願いいたします。 

 

２ 議題 
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（１）施策体系・施策内容検討シートに対する意見の決定について 

石川会長 

それでは議題に入りたいと思います。（１）施策体系・施策内容検討シートに対する意見の決

定についてということでございます。先に各部会で検討していただきました。その検討をこの

場で発表していただきまして、審議会として確認をしていくという作業でございます。都市基

盤部会から順次報告をいただきまして、皆さんの意見を交換して審議会として決定するという

段取りでまいりたいと思います。 

それでは早速でございますが、都市基盤部会の大崎部会長、報告をお願いいたします。 

 

大崎委員 

おはようございます。都市基盤部会の部会長の大崎です。それでは早速ですが、私どもの部

会の意見を、お手元の資料に基づいて説明していきたいと思います。 

全体の施策の体系図の中の基本目標としまして都市基盤部会では、「快適で暮らしやすいまち

（都市基盤）」というところが基本目標になっておりまして、その中の基本施策が、良好な市街

地の整備、快適な住宅街の整備、安全で快適な道路環境の整備、憩いと交流のための公園整備

と管理、そして上・下水道サービスの提供、こうした５項目の基本施策に対しまして１３の施

策がごらんのとおりの内容になっているわけでございます。これにつきまして各委員より意見

がございましたので、かいつまんでご説明させていただきます。 

１の「駅北口周辺の整備」につきましては、かなり重点的な施策として取り上げるべきだと

いうことで意見が強く出ておりまして、部会としてもそうした方向での意見をとりまとめたと

ころです。特にここにあります意見は後で少しご説明していきたいと思います。４番の「良好

な住環境の推進」につきましては、現状につきまして、区画整理の進捗状況を 新のものと差

し替えるといったことがあり、また、指標についても区画整理事業ごとに入れるというような

ことがございました。５番及び６番の施策につきましては、言い方について記載のほうを少し

訂正すべきだということがございます。そのほかに、施策「安全で快適な道路の整備」で県道

での歩道の安全確保についての要望については、県へ行う必要があるといった意見。それから

取り組みにつきましては、道路の安全を考慮した施策の必要性があるといった意見がありまし

た。８「都市計画道路の整備」では、特に取り組みの方法として、市道の拡幅や電線地中化の

施策の都市計画であることの明確化の問題がありました。さらには、９から１２の施策につい

ては、ご質問がありましたけれども、意見が特になく、１３の施策の「雨水対策の推進」とし

ては雨水整備率の施策指標の説明が誤っているといった意見がございました。 

一旦、戻りまして１の駅北口整備については、こうしたいろいろな施策の中でやはり市民全

体がいろいろ利用するということも含めて、少し予算を集中的に投下するような方向での答申

にしたい、ということです。 

市の中の組織の拡充、または民間人材の活用。みんなでつくろうという意識のもとで我々委

員も含めてですが、推進するような方策とすることで、やはり北口周辺の整備について市の重

点施策として取り上げるべきだという意見が出されました。 

その他として、２ページ目に入っていただきたいのですけれども、都市施策の体系図に「み

んなでつくる 快適環境都市 わこう」というのがございます。その都市像に対しまして「み

んなでつくろう 快適住宅都市 わこう」という意見が委員から出ておりますので、今日の審

議会全体でご議論いただければありがたいと思って、ご提案する次第です。また三田線の延伸
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についての要望もすべきであるという意見も出ております。 

活発なご意見がいろいろ出ましたけれども、以上、かいつまんでご報告をいたします。どう

ぞ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。ただいま都市基盤部会からの報告がございました。この報告により

ますと特にみんなで確認する必要があるというのは、将来都市像のところで「みんなでつくる」

というふうになっていたのを「つくろう」、それから「環境都市」というところを「住宅都市」

というふうに変えてはどうかというご意見があったということです。もう１つは、三田線の延

伸を要望すべきであると。この２点が特に確認する必要がありそうだということでございます

ね。ありがとうございます。 

まず皆さんから今の２つの論点以外でご質問等ありましたらお願いしたいと思います。よろ

しいでしょうか。 

それでは２つの点について論議をしていきたいと思います。１つは、将来都市像を「みんな

でつくる」というところを「つくろう」、それから「環境都市」というところを「住宅都市」と

いうふうに変えてはどうかというご意見があったということでございます。この点について皆

さんからご意見をちょうだいしたいと思います。お願いします。どうぞ 

 

山幡委員 

もっともな話で、このとおり決めていただいていいんじゃないか。都市基盤部会ではそんな

意見が多かったように僕は思います。 

それから、もともとこの会を進める 初の大前提のシンボル的な言葉が、要するにこういう

ふうな新しいまちをつくるという大前提が、ちょっと十分な意見がされないうちに各論に入っ

たんだけれども、もう一度ふり返って、このまちを将来どういうふうにしていくのか。将来の

まちはどうなるんだ、夢がどういうふうにあるんだというのを描くのがまず大前提。そのため

には「みんなでつくろう 快適住宅都市」がある程度落ち着くところじゃないか。もっと平た

く言えば、もっと住みやすいまちにしたいなという感じなんだと思うんですけれども、それに

伴う施策が各論としてあるというふうに私は理解したほうがいいんじゃないかと思います。 

 

石川会長 

ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

 

宮川委員 

いろいろ意見はあると思うんです。「みんなでつくろう」と「つくる」というのがあるんです

けれども、私は「つくる」ということは非常に主体的なものが伝わってくると思うんです。個

人個人がちゃんと取り組むというような。一方で「つくろう」というと、みんなでやるんだけ

ど、どうも自分が一生懸命ではないような、ちょっと言葉からしたらそんな感じがするんです。

私の個人的な意見として、「つくる」の方が個人個人が主体的に動くという表現があるんじゃな

いか、という感じが私はしたんですけれども。 

 

石川会長 
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ありがとうございます。ほかにご意見を伺います。どうぞ。 

 

大崎委員 

部会の中でのことをちょっとコメントさせていただきます。将来都市像の環境という問題に

は、いろいろな内容が含まれているというような議論の意見が委員からございました。また「住

宅」というふうにもう少し明確にしたほうがいいのではないかという意見もありました。その

辺の議論の経緯を補足させていただきます。「環境」には産業や都市とかいろいろものが含まれ

ているということと、「環境」では少しわかりにくいので「住宅」というような形での議論があ

りました。ちょっと補足説明させていただきました。 

以上です。 

 

石川会長 

ありがとうございます。多くの方のご意見をお願いしたいと思います。どうぞ。 

 

古屋委員 

今の「環境」のところなんですが、「住宅都市」というのは非常に狭いように見えるので、「居

住環境都市」という言い方はいかがでしょうか。「環境」というのは先ほど部会長がおっしゃっ

たように、住むところ、暮らすところ、それから教育も含め、文化も含め、かなり広くとらえ

られていいまちだなという印象があります。確かに実際に住宅都市であることは現状も確かで

すし、今後もここが中心にはなっていくんですけれども、そこを充実させるためにも広く「環

境」としておいた方がよいのではないでしょうか。あえてつけるとすれば、「居住環境都市」の

ような感じのほうが広く取り上げられるような気がしますが、いかがでしょうか。 

 

石川会長 

はい、どうぞ。 

 

山幡委員 

「環境」というイメージの中で、もともとかつてのサリドマイドや公害のようなイメージが

あるわけですよ。例えば、和光の２５４号線、都市化がどんどん進めば、公害が逆にものすご

く増えているわけです。国道からどんどんまちの中に車が入ってきている。そういう対策を具

体的に、この計画で対策をやるなら都市を快適にするという施策としてはいいんだけれども、

そういうことに対する施策がほとんどないわけ。例えば２５４号をどうするか、側道をどうす

るか、具体的なものが何もない。 

今ここで言っていることは、もっと歩きやすいまちにしよう、買い物をしやすいまちにしよ

う、もっと市民が利用できるまちにしようということを言っているわけですよ。テーマと乖離

しちゃうと思います。やっぱり、こういうまちにするんだという大前提は「快適住宅」。 

それとあんまり「環境」を使って長ったらしい言葉を使うよりも、シンボル的な言葉で、ばー

んと「快適住宅都市」。 

それから先ほどの宮川委員のご意見に対して、ちょっと大崎委員のことに倣ったほうがいい

と思うんだけれども、部会としては私がちょっと言ったら、ほかの周りの人みんなが、「つくろ

うだよ、つくろうだよ」って言ったよ。そういう状況にあったと思うでの、もう一度言います。 
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石川会長 

ありがとうございます。ほかにご意見を伺います。 

 

大崎委員 

すみません、ちょっと部会長から申し上げます。確かに山幡委員からご提案に対して、実は

部会での議論のテーマではないので全体で議論いただきたいということで議論しておりまし

て、きょうはそれで審議いただいているわけです。山幡委員からのご提案も確かにあったんで

すが、逆の「つくる」というご意見も私はあったというように思います。部会でそれをどうこ

うという結論はしていなかったと思いますので、その辺はちょっとご理解いただきたいと思い

ます。 

特に「環境」については、農業とか商業とか、いろいろ入っているというご意見も出ていま

すので、その辺も部会としての意見ととらえていただくということで、ご報告させていただき

ます。 

 

石川会長 

わかりました。確かにこの部会で都市像全体を決めるということではございませんので、後

ほどの（４）の基本構想素案についてというところで、全体を通した議論ということにさせて

いただきたいと思います。後ほどまたお願いいたします。 

それでは、もう１つの懸案でございました三田線の延伸についてでございますが、これは市

の事業ということで三田線を引っ張ってくるということではないわけですね。要望するという

ことはどうかという論議でございます。これは事務局はいかがでしょうか。 

 

事務局 

では、三田線の考えでございますが、先ほど会長からお話があったとおり、市の事業として

三田線を引っ張るということはなかなか難しいと考えております。そういったことから、施策

の５２番ということが鉄道バスの利便性の向上ということで書かれております。さまざまな鉄

道事業者、東武鉄道とか東京地下鉄、そういったところに市としても要望しております。要望

事項については細かくあるんですが、市として交通利用者の利便性の向上だったり、利用者の

快適性といったことを踏まえて、鉄道事業者、またはバス事業者等々にも要望を行っていると

ころでございます。 

この中に、鉄道バスの利便性の向上のために、市として継続して要望を行っていくというこ

とで書かれております。三田線の延伸の関係につきましては、歴史的経緯をちょっと確認して

きたんですが、東武鉄道が断念したといったことが経緯としてありますので、なかなか難しい

と思います。例えばいずれそういった気運があれば、市としてもこういった要望をする中で対

応を考えていくということになると思います。今できることと言えば、市内のバス路線網、交

通網の利便性の向上というんですか、バスの利便性だったり、そういうのも踏まえまして総合

的に考えていきたいと思っています。三田線がどうだといったような内容については、記載が

なかなか難しいかと思っております。 

 

石川会長 
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はい。要望はもちろんするわけですが、それ自体が事業というわけではないので、総合振興

計画に位置づけをするというのは難しいのではないかという判断ということです。それについ

てはいかがでしょうか。どうぞ。 

 

神杉委員 

先ほどお話の中の施策５２のところで、鉄道事業者、たぶんこれは部会で変更しちゃった部

分だと思うんですが、東武鉄道、東京地下鉄、都営地下鉄など、このあたりに連携を図りとい

うような言葉が入っていますので、それで十分網羅できるのではないかというふうに私は受け

ます。 

 

石川会長 

ありがとうございます。ほかにはいかがでしょうか。 

それでは、この三田線に関しては現在の記述の中にこの意味を含め、要望自体は事業ではな

いということでご了解いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。ありがとうございま

す。 

そのほか都市基盤部会の出された意見について全体をまとめていかがでしょう。ご異議がな

ければ、審議会としてこの意見を受け止めるということで承認をさせていただきたいと思いま

す。ありがとうございます。 

それでは続きまして教育文化交流部会、古屋部会長、お願いいたします。 

 

古屋委員 

それでは教育文化交流部会の意見をご報告したいと思います。教育文化交流部会、非常に施

策項目が多く、関連するものも多いので、外郭的にご報告をしたいと思います。 

初、確かな学力の育成をめざした教育の推進については、いろいろな情報教育とかはある

けれども、道徳的な取り組みということをやはり入れたほうがいいのではないかというご意見

がございました。また教員のたくさんの方が団塊世代で退職する、あるいは地域の方がおいで

になるという中で、全教員授業参観という取り組みがあるんだそうですが、これに対してなか

なか効果が上がってないというようなことがありました。これについては少し工夫をしっかり

したほうがいいというような意見がありました。 

それから、１５、１６、１７につきましては非常に地域との関係が強うございます。地域と

連携した、あるいは支援体制部分、放課後児童の居場所部分というようなことを進めていくに

は、やはり関係各位の協力が必要である。また地域連携ということを中心に進めていく必要が

あるというようなご意見がございました。 

次の１８、１９については、安全安心な学校ということで、学校給食については施策のとこ

ろでは特段意見がないですが、そのほかの参考意見としては、季節食、行事食の取り入れとか、

地元野菜の利用とかいうことで少し親近感を持たせていく必要があるのではなかろうか。 

また安全な学校教育環境という意味で、物理的なことでありますけれども、防災対策、ある

いは災害時の避難場所としての学校ということをしっかり考えるべきであるというようなご意

見、また交通安全指導について、やはりこれも保護者だけでなく地域の取り組みということを

入れてほしいというご意見がありました。 

次の小中学校の配置・規模の適正化については非常に難しい問題ではございますが、小中学
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校を新設するという方向性を明確にして、専門の委員会でしっかりと適正配置について取り組

んでほしいということでございました。 

次の幼児教育については、国全体の施策ではございますけれども、就園奨励だけでなく幼保

一体の考え方をしっかりしてほしいということでございました。この辺は保健福祉医療部会の

ほうでも関係があると思います。 

生涯学習の関連では、非常に皆さん、応援団になっていただいています。ただ、知られてい

ない施策が多いので、少しＰＲをしたほうがいいですよということで市のほうに要望がござい

ました。 

次の青少年育成に関しては、やはり地域関連ですね。地域の連携、スポーツ少年団等を通じ

た活性化が必要であるというご意見をいただいております。 

次の歴史文化に関しては、非常に難しいところでありますが、子どもたちが楽しく、わくわ

くという意欲を出してくれるような、あるいは芸能分野だけでなく創作活動を含めて、すそ野

の広い文化活動にしてはどうかということです。例えばインターネットを利用した資料館をつ

くったらどうだと。実際、資料館をつくるのは大変なことなので、今はインターネットが使え

ますからそういうものを使う。あるいは、市民文化センターの展示ホールをもっと有効に使っ

たらどうかというご意見がございました。 

スポーツ・レクリエーションについては、市内の遊休施設等の利活用をもっと促進したほう

がいいのではないかということがございました。 

それから人権教育。人権を尊重するまちづくりの関連で、教育と啓発は全体的に施策につい

て十分連携をとって進めてほしいという意見がございました。市の中で、それぞれ、ばらばら

ということですと人権教育というのはなかなか進みませんということで、その辺のＰＲを含め

た連携をしてほしいということでございました。 

次の男女共同参画社会の実現については、「男女共同参画わこうプラン」というものがありま

すので、この着実な推進と同時に、ドメスティック・バイオレンスみたいな意識ということを

しっかり持ってもらうため、意識啓発が必要ではないだろうかということでございます。また

市の委員会などに女性の参画をもっと積極的に進めてほしいという意見もございました。 

それから 後に、国際化に対応したまちづくりということでございます。これは今の姉妹都

市だけの交流ではなくて、地域連携ということがございますし、理研やホンダさんなど、外国

人が勤めている会社も多うございますので、そういうところとの連携をした市内の市民参加の

行事を積極的に進めていったらどうかというようなご意見がございました。 

ざっぱくではございますが、以上でございます。 

 

石川会長 

ありがとうございます。特に全体で論議しなければいけないという事項はございますでしょ

うか。 
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古屋委員 

特別にはなかったように思います。ただ、やはり非常にすそ野が広いといいますか、施策が

またがっておりますので、市の行政側でもこの辺をしっかりと連携を取ってほしいというのが

大きな意見でございます。 

もう１つは、ＰＲが足りないところ、こんなにたくさんいろいろなことが重なっているんで

すね。それがやはり市民の皆さんに知られてないところも、市民の方々の中でご意見がござい

ました。 

 

石川会長 

ありがとうございます。それでは、ただいま報告がありました教育文化交流部会の意見につ

いて、皆さんのご意見を頂戴したいと思います。どうぞ。 

 

赤松委員 

赤松と申します。この中で本当にいいなと思ったのは、施策２５の新しいタイプの取り組み

２について、インターネットを活用した資料館みたいなもの。これは本当にＰＲにつながるし、

若い市民の方を導入できると思うんですよね。こういうのはぜひ進めていただいたほうがいい

と思います。それでコストもかからないし。以上です。 

 

石川会長 

ありがとうございます。インターネット活用のところはぜひ導入してもらいたいということ

ですね。その他ご意見はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

特にご意見がなければ部会の意見を審議会として受け止めて、これを承認するということで

よろしいでしょうか。ありがとうございます。教育文化交流部会においては以上のように決定

をさせていただきます。 

続きまして保健福祉医療部会のご報告、荒木部会長、お願いいたします。 

 

荒木委員 

皆さん、おはようございます。保健福祉医療部会長になりました。地域福祉を担っておりま

す社会福祉協議会にいますので、その辺から推薦されました。各委員さんから活発なご意見を

いただきました。特に全体会で議論する内容についてはございませんでした。 

保健福祉医療部会につきましては、基本目標「健やかな暮らし、みんなで支えあうまち」と

いうことをテーマにしまして、基本施策を５つ、基本施策について１６の事業があり、その中

について少しだけ説明させていただきたいと思います。 

まず多様な保育サービスの中におきまして、取り組みにつきまして、家庭保育室利用保護者

への負担軽減では、利用するすべての人に対して負担軽減すると読み取れるので、対象を限定

していったらどうかというご意見がありました。学童保育の取り組みにつきまして、他学区か

ら振り分けは表現が適切ではないため削除し、施設整備などの表現に抑えてどうかというご意

見がありました。先ほど教育文化交流部会からお話がありました幼保一元化の問題につきまし

て、取り組みの中において具体的な表現にすべきということで、認定こども園をこれから入れ

ていったらどうかというお話がありました。指標については、家庭保育室の補助について設定、
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そして現状に待機児童が増加しているという原因をもう少し明確にしたほうがいいのではない

かというお話もありました。 

安心で楽しい育児の推進につきましては、現在のサークルの活動を入れた上で、これからは

どれくらいのサークル数を指標設定すべきだということ。次世代育成の行動計画に掲げる目標

値について、平成２７年、３２年の目標が入っていませんので、その辺を記入すべきというお

話もありました。 

地域における健やかな子育ての実現の中におきまして、児童センターの扱いですけれども、

これにつきましては市有施設の維持管理の統一した考え方を構想推進の中に記載すべきという

ことで、これは全体的な中に入れていく必要があると思います。 

また、取組の概要が具体的に記載されているので、他との整合性を図るべき、というお話の

中で、いろいろな事業の中においてその辺の修正を行うべきという意見もありました。 

また、次世代行動支援計画の人口推計におきまして、今、計画策定で検討している人口推計

と食い違いがありました。市全体の中においては人口推計を統一しないと、やはり施策の内容

が違ってきます。部会の意見交換を行っている中においてその違いに関する発言がありました

ので、市全体として考えていただければと思います。 

そのほかにつきましてはこちらにご意見がありますので、それを確認していただきたいと思

います。保健福祉医療部会では、皆さん、慎重な検討をされました。以上です。 

 

石川会長 

ありがとうございます。施策のレベルの統一というところと、それから人口推計に関しては

広域的なものを使ってほしいということが出たと思います。この部会の意見について皆様のご

意見を伺いたいと思います。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。どうぞ。 

 

宮川委員 

ここのところに大変興味を持っておりまして、高齢者の生きがいづくりの高齢者の生きがい

と社会参加への支援というところで、９６ページのところに、老人クラブの加入率が非常に低

いとか、シルバー人材センターの登録が低いなど。私もその年齢になってきまして非常に気に

なっているというのは、年寄りは年をとっても、自分は若いと思っているんですよね。年寄り

の中に入っちゃうと自分が年寄りになってしまうということがあるからね。だから、もう少し

ちょっと見方を変える必要があるんじゃないかと思っています。 

その前の子どもを健やかにつくるという中の９１ページに、児童と高齢者がふれあうなど、

世代間交流を進めますという具体的な記述があります。ここの高齢者の生きがいづくりの中で、

やはり世代間交流の中に積極的に参加できるような仕組みを構築していく必要があると思いま

す。具体的にはどういうことかというと、例えば物をつくるとか、物づくりのことや趣味、そ

れから学校教育関係、そういうところに年寄りだけが入っているのではなくて、若い人の中に

年寄りも入れることでやっぱり自分の生きがいというか。どうしても若い人のところに入っ

ちゃうと、人間はやっぱり若返ると思うんですね。若い人たちは年寄りの人たちを見て、やっ

ぱり熟練されたものを見るというものがあります。 

ただ単に、人材センターとか老人クラブというのは、名前を見ても入りたくないという感じ

ですよね。和光市は、高齢福祉センターとか長寿あんしん課という名前にしているんだけど、

名前は全部、高齢者福祉ということだから、私も入ろうと思うけれども、やっぱり敬遠するん
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ですよね。だから、名前をもうちょっと変える。それから参加できるのが、年寄りではなくて、

若い人の中に年寄りも気軽に参加できるような場を市とか国が提供していく。そうしたら、もっ

ともっと若い人たちと年寄りの人たちが入って、元気をもらうし、元気を与える。いろいろな

交流とか趣味とか、そういうつながりとかができるんじゃないかと思っております。 

この高齢者の生きがいの取り組みの中で、さっきの子ども関係の世代間交流の中に入れるよ

うな仕組みをつくりますという項目を入れたらいいんじゃないかと、私もここを読んで非常に

感じているんです。以上です。 

 

石川会長 

ありがとうございます。名称も含めて、どうも高齢者は高齢者だけの名前になっていて、高

齢者だけが参加するということだけではなくて、若い人の中にも参加できるような仕組みとい

うものを今後、項目の中に位置づけてはどうかというご提案だったと思います。どうぞ。 

 

赤松委員 

共鳴する意見なんですけれども、公園をつくるのもコンセプトがあっていいと思う。例えば、

お孫さんと高齢者という人たちが遊べるような場をつくるというようなコンセプト。間の若い

人は働いているので。そういう面で世代間交流の公園づくりなんかもそういう考えがある。私

たちの環境運動も全部そう。やっぱり子どもと高齢者なんだね。勤労青少年ホームというもの

があるんですけれども、そこはもう勤労の人はあんまり使わずに高齢者が使っているわけです。

お隣に高齢者福祉センターがあるんですけれども、その高齢という言葉を言われたようにみん

なで検討して、もっといい言葉にネーミングをしたほうがいい。私も共鳴します。 

 

石川会長 

ありがとうございます。ただいま提案されました、高齢者が高齢者だけではなくて、若い人

たちとともに、あるいは若い人たちの中に参加できる、そういう仕組みといったものをつくっ

ていくという施策の位置づけにしてはどうかと。このことについては、皆さん、よろしゅうご

ざいますか。表現のほうは、また後ほど検討させていただくことにいたしまして、そういう趣

旨の位置づけをするということを確認したいと思います。 

その他の事項についてはいかがでしょうか。よろしいですか。それでは、ただいま確認いた

しました事項も含めて保健福祉医療部会の意見については、これを審議会の意見とするという

ことに決定をいたしました。 

続きまして 後の部会になりますけれども、生活環境産業部会のご報告を、原田部会長、お

願いいたします。 

 

原田委員 

生活環境産業部会からご報告をいたします。部会といたしましては、当然のことであります

けれども、第一に実現可能なものとすべきである、それから２つ目に実行可能な仕組みづくり

を考えるべきであるという意見が出されました。個々の施策につきまして幾つか発表させてい

ただきます。 

まず生活の施策番号５３番。地域と連携した防犯対策の推進につきましては、施策指標の中

で犯罪件数目標値は、平成１９年が１，３３１件、平成２０年が１，１５９件、その後、平成
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２１年から３２年までずっと１，０００件になっている。これは人口が増えるから１，０００

件と書いてあるんだと思いますけれども、やはり目標値としては少しずつ減少していったほう

がいいんじゃないか、またそうあるべきではないかという意見が出ました。 

それから施策番号５８番。誰もが気軽に相談できる窓口の推進につきましては、主な取り組

みの中で、消費者被害が多様化しているために消費生活相談の充実を図るべきである。消費生

活相談を実施しているということ自体を知らない市民が多いんじゃないか。ですから、もっと

ＰＲすべきであるという意見が出ました。部会としてはそういう意見としました。 

次に環境につきましては施策番号５９番。地球温暖化対策の推進につきまして、主な取り組

みの中で、地球温暖化対策のための取り組みについて具体的にもっとわかりやすく記入すべき

である。 

それから施策番号６４番。廃棄物の適正処理の推進につきましては、主な取り組みの中で、

清掃センターについては耐用年数の期限が近づいているため、朝霞市との広域での整備の協議

を早急に進め、結論を出して、その後のことも考えた取り組み内容にすべきであるという意見

が出されました。 

次に産業につきまして施策番号６５番。市の特色を生かした地域ブランドの推進については、

主な取り組みの中に、ホンダさんとの連携ですね。市としてはホンダさんをもっと支援したほ

うがいいんじゃないか。ホンダさんとしては地域に貢献することをできるだけ考えてほしい。

そういうことを盛り込むべきであるという意見が出ました。中でも、アシモを名誉市民として

できれば早く認定したほうがいいんじゃないか。それからアシモがホンダさんの受付をやって

いるんですね。ですから、市の受付なんかも、アシモでやるような検討ができたらいいという

意見が出されました。 

昔、都市対抗野球のチームは和光だったんですね。あれが狭山に行ってしまった。あれは非

常にもったいないと思うんです。アシモもほかに取られないように、早く和光市民として認定

したほうがいいんじゃないか。できればそういう要望をホンダさんに出したほうがいいんじゃ

ないかということでございました。 

施策番号６７番。魅力ある新たな産業の推進につきましては、主な取り組みの中に、これか

ら進める農商工連携の事業について、市としても積極的に取り組んでほしいということですね。 

それからこの施策の検討中に次のような意見が出されました。不動産とか住宅産業が市の財

政に相当貢献しているはずであるが、何の支援策も、貢献に対する評価も出てこない。これは

おかしいんじゃないか。この件につきまして、ほかの意見としまして都市基盤の施策内容にも

含まれますねという意見が出ました。 

施策番号６８番の農業を身近に感じる機会の推進と、６９番の農地の保全と担い手の育成は

統合でよろしいのではないか。両項目について検討していますとどちらも共通の意見が出てき

ますということですね。 

以上、そんなことでございましたが、そのほかの個々につきましては資料１－４をご参照い

ただきたいと思います。以上でございます。 

 

石川会長 

ありがとうございます。ホンダの関係ではアシモを名誉市民というふうな楽しい提案もござ

いました。ただいまの生活環境産業部会の意見について、皆さんのご意見をいただきたいと思

います。出た意見を承認して審議会の意見とするということについて、それでよろしいでしょ
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うか。どうぞ。 

 

山幡委員 

部会長さん、３番の公共交通利用促進の中で主な取り組みについて、三田線の整備について

があったんだけれども、さっき遠慮していたでしょう。しかし、本心はもっと新しいまちづく

りをするんだという中の１つの柱であるということは、皆さん誰でもそうだと思うんですね。

これについてどういうふうにするかということをもうちょっと考えて、 終的に全体の中で話

したいと思うけれども、このまちづくりをどうするかという中で位置づけをしていかないと。

とにかく各論だけをずっとやっているんだけれども、総論の部分がない。憲法でいう憲法の総

論。それから各論があって、それに基づく民法の各論とか、いろいろあるわけですよ。それを

同じレベルでやっているから、まちづくりのイメージが出てこない。それを総合的、三田線も

含めて、もう一度あと後半の時間でお話しさせていただけないかと思っています。 

 

石川会長 

それでは後ほどのところでお願いをしたいと思います。 

なお、５６番に出ております三田線の整備につきましては、先ほど全体的な交通への取り組

みというところで含めて記載するということで確認をしておりますので、ご了解いただきたい

と思います。 

それでは部会の意見は審議会の意見ということにさせていただきます。ありがとうございま

す。 

 

（２）第４章基本目標・構想推進別計画内容（案）について 

石川会長 

それでは次の（２）第４章基本目標・構想推進別計画内容（案）について議題にしたいと思

います。それでは事務局から説明をお願いいたします。 

 

事務局 

それでは議題（２）第４章基本目標・構想推進別計画内容（案）についてご説明したいと思

います。 

資料につきましては、事前に配付しましたファイル綴じの資料と、先ほど議題（１）で皆さ

んに確認していただいた、資料１－１から始まりまして１－４までの資料を参考にしていただ

ければと思います。よろしくお願いしたいと思います。 

なお、このファイル綴じの資料につきましては、先ほど部会としてのご意見をまとめていた

だきましたが、２月６日、２０日に実施しました部会の意見を踏まえて先回りして作成してい

るものです。内容につきましては計画書に近い形になっています。本物の計画もこういった形

で出していきたいと思っております。繰り返しになるんですが、こちらの資料につきましては、

部会の意見をほとんど反映して作成しているものだとご認識いただければと思います。 

なお、資料のファイルの１ページを開いていただいて一番表紙になりますけれども、こちら

の一番下に書かれている本文中の記号の説明ということで確認したいんですが、こちらの波線

部分につきましては、現在、担当課と所管しています。中を見て、波線が引いてあるところに

ついては、所管課と調整中であるといったことになっておりますので、今後変更が生じる可能
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性もございます。編みかけ部分につきましては、先ほど言ったとおり審議会での意見を踏まえ

修正しているものだとなっておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

それと本日お配りさせていただいた、資料の間に入る紙なんですけれども、差し替えていた

だきたいと思います。１ページと２ページを、１７５と１７６という資料と差し替えていただ

ければと思います。よろしくお願いしたいと思います。 

それでは、まず都市基盤から見ていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。先ほど資料の１－１で部会長からご説明がございました。さまざまな意見があったんです

が、こちらの内容につきましては、例えば駅北口ということでファイル綴じの資料の４ページ

を開いていただければと思います。こちらが駅北口の話。部会の意見としまして、早期実現、

重点施策として位置づける、民間等の活用をしたほうがいいんじゃないかといったような意見

がございました。このことにつきまして、４ページのこの編みかけの部分ですが、「このことか

ら駅北口土地区画整備事業については駅北側だけの課題ではなく、市全体の課題であるという

ことで、市の 重要課題として積極的に取り組むことが求められています」といったことで、

部会の意見を反映しましてこのような内容としております。 

また右側の５ページへ行っていただくと、取組①道路・公園・駅前広場の整備といったこと

で、民間活用や市民参加にすることも必要ではないかというご意見がございました。こういっ

たことから、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と

いったことで記載を追加しております。この部分については、波線が引いてあって、ちょっと

見にくいんですけれども、現在調整中なんですが、こういった記載にしてあるといったことに

なります。 

また北口の関係につきましては、後ほど重点プランということでご議論いただきたいという

ふうに思うんですが、重点プランのほうに実は位置づけております。重点プランにつきまして

は、庁内各課の連携、予算の集中化、職員体制の充実を行うといったことで、重点的、積極的

に取り組んでいくものだということで位置づけられております。北口についてもこのような内

容で重点プランにも書かれているといったことになります。 

それでは部会で出た意見なんですが、資料４のファイル綴じの１６、１７ページということ

になります。安全で快適な道路の整備といったことで部会のほうで、県道の歩道の安全対策、

雨水対策が必要じゃないかといったご意見がございました。それに対応して、１７ページの取

り組みの３番になるんですが、こちらのほうに編みかけ部分。「生活道路や歩道の整備補修に合

わせ雨水対策も行っていきます。国道や県道については歩道未整備箇所があることから、歩行

者の完全を図れるように関係機関に対し要望を行っていきます」といったことで、新たに追加

しております。 

都市基盤部会については以上になります。 

 

事務局 

続きまして教育文化交流についてご説明をいたします。教育文化交流につきましては、各施

策に対しまして、地域との連携、庁内での連携というご意見を多くいただいておりました。こ

ちらにつきましては、主な取り組みの中で文言を追加し、対応させていただいております。ま

た各取り組みに対しまして、このような取り組みを入れたらどうか、十分なＰＲがされないと

いう意見もありました。それらのご意見に対しましても、市として取り組む必要性を感じてお

りますので、主な取り組みの中で文言を追加し、もしくは事業実施の段階で工夫しながら取り
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組んでいきたいと考えております。 

先ほどインターネット資料館のご意見がございました。それにつきましては、第４章の資料

６２ページになりますが、施策２５番、取り組みの２の中で、「インターネット資料館などをオー

プンし」ということで文言を追加させていただいております。 

意見を半値いできていないものについては、施策番号２０番、小中学校の配置・規模の適正

化の推進につきまして、新設することについて建設年度等を具体的に示したらどうかというご

意見をいただいておるところではございますが、新設する方向につきましては既に施策の中で

位置づけさせていただいております。これから検討委員会等を設置して、調査研究を重ねまし

て、その年度等を定めていくようになりますので、今の時点で年度等をこの計画書で示すこと

は難しいといった状況になってございます。市としては重点課題として認識はしておりますの

で、まずは検討委員会等で、しっかりその方向性、具体的な内容について検討していくことに

したいと思っておりますので、ご了承いただければと思います。 

続きまして施策番号２１番、幼児教育の機会の施策につきましては、幼保一元化の考え方を

触れたほうがいいというご意見に対しましては、基本目標３の保健福祉医療の中で触れさせて

いただいております。 

続きまして施策番号３０番、人権啓発の推進。今回お配りしている資料の中では、施策番号

２９番、７２ページになりますが、この中で人権相談件数について目標の設定は増やす方向で

よいのか、それは適正なのか、減っていくよいのではないかというご意見をいただいておりま

した。こちらにつきましては、現在、市ではまずこういった相談をしていることをＰＲして、

必要としている市民の方々に相談にたくさん来ていただきたいということを考えておりますの

で、目標設定につきましては修正をせず、このまま増えていく方向でやっていきたいと考えて

おりますので、ご了承いただければと思います。 

教育文化交流については以上になります。 

 

事務局 

続きまして保健医療福祉医療部会についてご説明したいと思います。資料１－３も合わせて

ごらんいただければというふうに思います。まず施策番号、新たな番号だと３２番。ページが

８４ページなります。部会の意見としまして、家庭保育室の補助の指標について設定を検討し

たほうがいいんじゃないかというご意見がございました。これにつきましては、担当所管と調

整したところ、なかなか適当な指標がないといったことで記載されてないことをご了承してい

ただければと思います。 

また待機児童対策は、増加している原因を記載したほうがいいといったご意見がございまし

た。こちらにつきましては、８４番、ちょうど真ん中の編みかけがあるんですが、「マンション

等の建築により若い世代が多く在住しているから待機児童が多い」といったことで、記載され

ております。 

それでは８８ページの施策番号３３番につきましては、子育てサークルの指標を設定したほ

うがいいということで、８９ページの一番下になるんですが、こちらについては新たに追加し

てるところでございます。 

続きまして施策番号３３番。１ページめくっていただきまして、市有施設の維持管理につい

て、さまざまな施設があるといったことから、個々の施策に維持補修などの部分を記載するの

ではなく、どこか１つにまとめて記載したほうがいいんじゃないかといったようなご意見がご
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ざいました。こちらについては後ほどご説明したいと思うんですが、構想推進といった部分が

後でございます。そこの取り組みの７３ということで１９２ページになるんですが、そちらの

ほうに一元的に、市の市有施設の維持管理についてはこうしていきますといったような内容で

対応しているといったことになりますので、後ほど見ていただければと思います。 

それでは飛びまして３９番の施策、１６０ページになります。こちらがチャレンジドの関係

です。こちらの施策指標について検討すべきであるといったことで１０８ページになるんです

が、新たにというか、差し替えて、市民意識調査による満足度といったことで指標を設定させ

ていただいているところです。 

それでは１２２ページ、国民健康保健の適正な運営といったことになります。こちらにつき

ましては、以前は主な取り組みとして、１２３番の③に、健康・維持・増進・リフレッシュと

いったような内容が入っていたんですが、そちらについてはもう市でやるべきことじゃないと

いったようなご意見がございまして、取り組み③は削除しています。 

それでは１２４ページ、国民年金の普及といったことになります。４７番の施策。国民年金

の普及自体が施策として必要ないんじゃないかといったようなご意見が、委員のほうからあり

ました。それに対して市で検討したところ、国民年金の施策は、とりあえず年金の周知といっ

た年金相談といったものも、市の事業として実際に行われているといったことでありますので、

内容を削除することなく、この施策に位置づけていきたいと思っているところです。 

以上が保健福祉医療部会となります。 

 

事務局 

それでは生活環境産業の施策についてご説明いたします。こちらは各施策の全体としての考

え方や各取り組みに対しまして、このようなことも盛り込んだほうがいいなどとご意見をいた

だきました。それに対しましては各施策の主な取り組みの中で、もしくは施策全体の現状等の

中で文言を追加して対応させていただいているところでございます。具体的に主なものを申し

上げますと、１３２ページ、施策番号４９番、地域と連携した防犯対策の推進につきましては、

犯罪件数という指標に対しまして、もうちょっと減らしていく目標値を設定したらどうかとい

うご意見に対しまして、現在１，１４３件に対しまして、平成２７年には１，０００件、平成

３２年には９００件という目標値に修正をさせていただいております。 

また１３４ページ、施策番号５０番、コミュニティづくりの推進の主な取り組みにつきまし

て、協働推進センターの取り組みに対して具体的なものを盛り込んでくださいというご意見を

いただきました。これにつきましては、先ほどちょっとお話がありましたように構想推進にあ

たってというところが、この基本目標４の後ろに位置づけられているんですけれども、この構

想の推進にあたってという柱の中で協働型社会の構築という施策がございます。その中で具体

的に示させていただいております。 

また１０２ページ、施策番号５４番、誰もが気軽に相談できる窓口の推進の中で、消費生活

の相談の充実について盛り込んだほうがいいのではないかというご意見に対しましては、１つ

戻りまして１４０ページの消費者力の強化という施策の中で、消費生活相談の充実といった取

り組みを１つ追加し記載しております。 

続きまして１６０ページ、市の特色を生かした地域ブランドの推進につきまして、ホンダと

の連携について盛り込んで、アシモの活用についても検討してほしいというご意見がございま

した。これにつきましては、計画書の中では、主な取組の中で①、市内大手自動車メーカーと
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の連携ということを触れております。また次の施策、１６２ページ、中小企業の育成支援の中

でも取り組みの１つとして、地域貢献の推進というものを位置づけております。 

またアシモの活用につきましては、具体的なことにつきまして、取組の各所には直接うたっ

ておりませんが、事業を進めていく中で具体的に十分に検討していきたいと考えておりますの

で、ご了承いただければと思います。 

また同様に、計画書に記載できなかったものといたしまして、戻ってしまうんですが、１２

８ページ、防災体制・消防支援体制の強化という施策に対しまして、湧水や河川の活用につい

てご意見をいただいたところでございます。湧水や河川につきましては、地域性や所有権があ

るため、全市的なこの総合振興計画の中で具体的に防災体制としてとらえることは、難しい状

況でございます。しかしながら、災害時のトイレの水については、水を使わない形式のものを

順次整備したり、飲料水につきましてはペットボトルを備蓄したりしておりまして、緊急時に

は災害用の井戸で対応できるような体制を整えて、防災対策の整備に努めておるところでござ

いますので、ご了承いただければと思います。 

生活環境産業につきましては以上となります。 

 

事務局 

事務局の説明が長くなりますが、構想の推進にあたってということで１７６ページになりま

す。皆さんに部会のほうでさまざまな議論をしていただきまして、今まで審議会でも議論をし

ていただいたんですが、４つの基本目標、先ほどまで説明してきた内容を進めるための下支え

というか、市の内部の取り組みといった内容が１７６ページから書かれております。具体的に

見ていくと長くなってしまうので、１７７ページの目次を見ていただければと思うんですが、

一番右の６６番の協働型社会の取り組みなんですが、協働型社会の構築だったり、６７番の市

民参加だったり、６９番の計画的な行政経営をやっていく、７１番の持続可能な財政運営をし

ていく、７２番の職員育成、７３番の関係なんですけれども、適切な保全。７４番とか７７番

に書かれている広報活動・広聴活動をやっていきまして、先ほど言った４つの基本目標を充実

推進していくといったことで考えております。この内容につきましては、細かく見るというの

はなかなか難しいと思うんですが、そういった観点から作成し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。 

後に、本日の参考資料。事前に委員さんのほうから、ご質問、ご意見を受け付けておりま

す。第４章基本目標・構想推進別計画内容（案）に対する事前提出意見といった資料をちょっ

と見ていただければと思います。よろしくお願いしたいと思います。この意見につきましては、

３名の委員の方から、ご質問、ご意見がございました。内容を確認していきたいと思います。 

和田委員から、資料の５ページなんですが、施策１番、中心市街地にふさわしい駅北口周辺

の整備ということで、取り組み①につきまして、民間手法など新たな手法を取り入れというこ

とであるんですが、ここで言う新たな手法というのはどういうことですかというご質問がござ

いました。これにつきましては、ＰＦＩなどの民間活用といったことがございますが、市とし

てはまだＰＦＩの活用というのは実際に行われておりません。新たなというより、市として初

めての取り組みといった意味で記載しているといったことで、ご了承していただければと思い

ます。 

１７２ページになるんですが、就労支援対策の推進ということで、こちらのほうに書かれて

おります。１７４ページの指標についてということでご意見をいただいております。就業率、
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失業率等の関係が書かれております。この数値は正しいのかといったことです。こちらについ

ては確かに就業率が９６％といったことになるんですが、９６％のうち男女比で見た場合に、

女性の比率がちょっと少ないといったことを指しているというふうにご認識いただければと思

います。和田委員さんの質問につきましてはさまざまな質問とかご意見があるんですが、この

ことを踏まえまして、また再度調整を図っていきたいと思いますのでよろしくお願いしたいと

思います。 

それでは参考資料の３ページ、赤松委員のご意見でございます。施策１番、先ほどの駅北口

の関係ですが、「現状に駅前交通広場の未整備」で「駅前交通広場」という言葉を使っている。

「駅前広場」ではないかというご意見でございました。こちらについては修正しまして「駅前

広場」に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。 

参考資料の４ページ、神杉委員からご意見、ご質問をいただきました。こちらについては

ちょっとすぐ対応が難しいということで、調整させていただいて、また後ほど回答する機会を

設けたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

きょうは、この第４章の内容を見ていただいてご意見をいただきたいと思うんですが、事前

に意見提出をお願いしているんですが、会議において、極力、意見を出していただきたいと思っ

ております。よろしくお願いしたいと思います。 

なお、きょうはなかなか意見が言えないといったようなことがございましたら、来週月曜、

１５日の１２時までにご意見をいただければと思います。できる限り、きょう皆さんでご議論

していただいて内容を詰めていただければと思います。よろしくお願いしたいと思います。 

以上になります。 

 

石川会長 

ありがとうございます。それぞれ部会で指摘された事項、それから各委員からの質問事項に

ついて、できる限り反映させた提案ということでございます。まだ幾つかの点については調整

が必要ということでございます。これらについては、いずれにしろ４月１０日に開催されます

審議会までには、ほとんど完成に近いような形で提出していただくということになっているか

と思います。ちょっと長い説明でございましたけれども、それぞれ関連のある委員さん方を中

心に質問確認等をしていただければと思います。どうぞ。 

 

赤松委員 

さっき都市基盤部会長が説明されたんですけど、良好な市街地の整備という中で特に駅北口

周辺の整備で、皆さん、よく読んでもらえば、この中に特筆すべきことが書いてあります。そ

れぞれ「すべきである」という言葉にしているわけです。早期実現をすべき。予算集中的にす

べき。事業の推進体制を市の組織と拡充すべきである。民間賃貸の活用をすべきである。みん

なでつくろうとの意識のもとで推進マインドを形成すべきである。皆さんのご意見の中で一番

強い言葉で挙げていますので、これをやっぱり認識した形でこの第４章にぜひ入れていただき

たいということです。ちょっと言葉が軽くなっているんですね、こちらにあった言葉が。以上

です。 

 

石川会長 

ありがとうございます。ほかのご意見を頂戴いたします。 
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待鳥副会長 

施策５０のコミュニティづくりの推進について、協働推進センターの体制づくりことで具体

的提案を出しまして、それを構想推進のほうで反映していただいて、ここで協働推進センター

の体制の整備ということが盛り込まれました。これは大変結構なことだと思っていますが、施

策５０のコミュニティづくりの推進のところから、協働推進センターとの連携の項目が消えた

んですね。こちらの構想推進のほうで協働推進にあたってとしていただいて、整理していくと

いうことはよかったと思うんです。でも、地域のコミュニティづくりに関しても、さまざまな

地域資源や、それからＮＰＯ等の新しい動きとつないでいくということが、今後必要になって

くると思います。ここから協働推進センターとの連携をして、さまざまな支援とつながってい

くということを項目として消さないでいただきたいと思います。 

 

石川会長 

後ほど事務局のほうからご回答いただきますのでお願いいたします。ほかにはございます

しょうか。どうぞ。 

 

高野委員 

先ほどアシモ君の和光の市民権を与えたらどうかという意見もありましたけれども、和光と

あまり接触がないような感じがしますが、理化学研究所があり、日本の頭脳の集まりだと思う

んです。和光に理化学研究所があるというのを、もう少し和光の宣伝のためにも、もっとＰＲ

したほうがいいかなと思います。教育文化交流部会ではちょっと意見が出たんですけれども、

もっと理化学研究所を市民も活用し、利用すべきだし、開放してもらって子どもたちもどんど

ん行かせてください。後に博士が出るかもしれませんので、理化学研究所も和光市にありきで、

もっと有効に使っていただきたいと思います。 

 

石川会長 

ありがとうございます。ほかにはございますでしょうか。どうぞ。 

 

清水委員 

教育文化、保健福祉、または生活環境部会の中で、要するに子どもの部門、子どもに関連し

たものが３つの部門にあると思うんですね。全体の保護者という一番肝心といいますか、中心

になっていただかなくてはならない方々は、今、和光の場合、埼玉県の中で平均年齢が３番目

か２番目ぐらいですよね。それで１つのことをやるにしても、例えば行政がやるにしても何に

してもこのゾーンが一番多いわけですね。この人たちに対してここに書いてあることは環境の

整備であるとか、言うなればあなたたちが住みやすい環境をつくるような状況は、その世代の

方々に非常に望まれている部分が多いと思うんですね。この人たちが一番やっていただきたい

のは、いろいろな部分で参加いただきたいという部分です。非常に無関心。特にＰＴＡ関係、

学校関係の方がいらっしゃると思うんですけれども、本当にごく一部の方々だけというような

部分があるんですね。そういう中で、和光の子どもを持った保護者という年齢層の方々に、い

ろいろな形で理解をしていただくような、１０年というスパンの中でわかりやすいというか、

その人たちが理解できるような表現を１つ書いていただけたらいいと思います。 
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石川会長 

ありがとうございます。今まで出たご意見としては、何々すべきであるというふうな意見に

関する具体的な表現が少し弱いのではないかというのが１つありました。それからコミュニ

ティに関する項目ですね。従来あった項目が消えているので、これは消さないでほしいという

ご意見。もう１つは、子どもの保護者の参加というものを求めていくという表現が必要ではな

いか。主にこの３つぐらいが出たと思います。それについて事務局側はどうでしょう。 

 

事務局 

それではちょっと重点的なことをいただきましたので、私のほうからお答えいたします。都

市基盤関係につきましては、ただいまの赤松委員からお話がございましたが、それは今の部会

長さんからもいろいろ集約したご意見等がございましたので、もしこの文言につきまして委員

さんのほうもこういう表現の仕方があるとか、もし具体的な提案があれば部会長と事務局とで

調整させていただきまして、それにふさわしい内容であれば変えていきたいとは思いますので、

また後でぜひご提案いただければと思います。 

続きまして協働センターにつきましては、一応、構想の中でくくったということで、事務局

のほうではそちらに持っていったということです。決してコミュニティの部分からなくなった

という考えではないですけども、それを復活させるということによって、いっそう事業が推進

しやすくなって、また理解を得られるということであれば、何らかの文言の形として、もう１

回コミュニティにそのセンターの内容を少し組み入れた形で検討したいとは思います。 

ちょっと先ほど高野委員から話のあった、理研の関係等ですね。あと、アシモ関係です。こ

れはそれぞれちょっと固有名詞的な企業の戦略もございますので、直接、市の中に書き入れた

いけれども、特別な１つの団体や企業を入れることはどうかと思います。そこら辺は地域資源

という形ですが、国等の機関との連携ということで、実際、理化学研究所につきましても、来

月４月あたりにまた公開のイベントもございます。それについてはもう市のほうで積極的に、

そういう講演内容も決まっております。そういう形で市のほうとしてはＰＲをして、もう大き

い研究所ですので、市としては大いにバックアップしてＰＲを心がけていきます。それは一つ

一つの施策の中でやっていくということでご理解いただきたいと思います。 

保護者の関係ということで、全体的に埼玉県戸田市に次いで２番目に和光市は若いというこ

とで、３９歳ぐらいの年齢です。特にお子さんの関係については保護者という考えが第一です

し、逆にそういう若い方だから希薄になっているという部分もございます。これにつきまして

は、何らかの形でコミュニティ、学校の関係や協働の中に、そういう若い世代の保護者も含ん

だ中で地域のお祭りとか、地域の学校とのかかわりとか、そういう中でなんか表現できればい

いと思いますので、これはちょっと検討させていただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

 

石川会長 

そういう回答でございました。ほかにはご意見いただきたいと思うんですが、いかがでしょ

うか。どうぞ。 

 

赤松委員 
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１７ページなんですけれども、安全で快適な道路の整備、取り組み③の中に生活道路の補修

整備、「雨水対策」という言葉で軽く書いていますけれども、環境のほうでは「総合治水に取り

組みます」という言葉に直してくれているんです。「雨水」の言葉だけじゃなくて、総合治水を

考慮した上の雨水対策というように修正してほしい。これは埼玉県と国の施策で動いてきてい

ます。これに対するバック支援、国、県なども動いていますので、そこと連携する形で総合治

水として考えていこうという言葉の意味を考えて、つけ加えていただければと思います。 

 

石川会長 

ありがとうございます。１７ページ、取り組み③のところですね。「雨水対策」というふうに

書かれているけれども、「総合治水」というふうな考え方で表現してはどうかということでござ

います。いかがでしょうか。 

 

事務局 

この点につきましては、赤松委員から、国の関係で総合雨水対策が今行われているというこ

とでご意見をいただきました。全体的な雨水の関係ということで、「総合治水」ということで言

葉を直した経緯がございました。たぶんここにつきましては、道路整備ということで、直接道

路に関するということで「雨水対策」という言葉を使っております。もし、ここに入れるので

あれば、総合的な治水対策の観点から道路の雨水対策をするなどの、１つの観点の中でこの対

策をやっていくということでご理解いただければと、検討させていただきたいと思います。 

 

石川会長 

はい。では、よろしくお願いいたします。 

それでは一通り見てまいりましたけれども、あと今後の日程と、それから全体の問題点です

ね。例えば先ほど論議が少し始まりましたけれども、将来都市像の問題、この辺があるかと思

います。まず今後の予定についてちょっと説明をしていただければと思います。 

 

（３）今後の策定スケジュール 

事務局 

それでは議題（３）に移らせていただきます。今後の策定スケジュールということでご説明

したいと思います。先ほど説明させていただきましたが、第４章部分、ファイル綴じの部分な

んですけれども、こちらについて、まだご意見等があるといったことがあれば、急ぎで申しわ

けないですが、１５日（月）の１２時までお願いしたいと思っております。提出様式につきま

しては、３月１日に通知させていただいたものを使用していただければと思います。 

その後、調整等々をしまして４月１０日が次回の審議会となります。４月下旬に２回目のパ

ブリックコメントを実施する予定でおりますことから、ほとんど計画の 終版に近いものを４

月１０日に示してまいりたいと思っております。よろしくお願いしたいと思います。 

以上になります。 

 

石川会長 

今後の策定スケジュールについて説明がありました。３月１５日までに意見があれば出して

いただく。そして、４月１０日には、できるだけ完成系に近い形で案を出して、検討するとい
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う段取りでございます。この辺はよろしいでしょうか。 

では、今後のスケジュールにつきましては、以上のとおり３月１５日までに案を提出、４月

１０日にそれらを反映した全体を示すということにさせていただきます。 

 

事務局 

１点補足ということでスケジュールですが、皆さんからご意見をいただくのが１５日の１２

時までといったことになりますので、それらの意見を踏まえまして、できれば会長・副会長・

部会長に一任させていただきまして、それらをもって４月１０日に案を示していきたいと思い

ます。その辺の確認をお願いしたいと思います。 

 

石川会長 

そうですね。３月１５日までにご意見をいただきますが、この反映の仕方ですね。４月１０

日に皆さんにほとんど完成に近い状態で案を提出するわけですが、その完成に近い案の調整に

ついては、審議会の会長・副会長、それから部会長で若干の整理をさせていただきたい。そし

て４月１０日に皆さんにお諮りするということにさせていただきたいと思いますが、それでよ

ろしゅうございますか。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のでよ

ろしくお願いいたします。 

では、続いてお願いします。 

 

（４）基本構想素案について 

事務局 

それでは議題（４）基本構想素案について説明いたします。資料２をごらんください。ちょっ

とばらばらしてしまっておりますが、先ほども申し上げましたが、事前配付している第四次和

光市総合計画素案というファイル、その中の一番頭のほうに一緒に綴じていただいているかと

思います。綴じていただいてごらんいただければと思います。お手数をおかけしますが、よろ

しくお願いいたします。 

それでは、こちら１枚めくっていただきまして目次をごらんください。この目次の中で、第

１部 第四次和光市総合振興計画の策定にあたってから、第２部 基本構想の第２章 和光市の目

指す姿までの部分につきましては、これまで基本構想まちづくりの方向性部分といたしまして、

この審議会におきましてもご議論いただいてきたところでございます。昨年の１１月から１２

月にかけましてパブリックコメントを行ってまいりました。具体的なパブリックコメントの意

見および対応につきましては後ほどご説明いたしますが、パブリックコメントへの対応のほか、

審議会の委員の皆さんにいただいたご意見等を踏まえながら、再度、各項目のつながり、流れ

等をわかりやすくするため、また内容の充実を図るため、全体の構成等にについて見直しを行っ

てまいりました。その点についてご説明したいと思います。 

まず初めに第１部についてご説明いたします。資料につきましてはこのまま目次をごらんい

ただきまして、全体の流れ、構成について変更点を説明させていただきます。また具体的な内

容につきましては適宜ページを申し上げますので、その際ごらんいただければ思います。 

それでは上から、第１部 第四次和光市総合振興計画の策定にあたって、第１章 総合振興計

画の概要につきましては、１総合振興計画策定の趣旨から、３計画の特徴につきましては、構

成としては変更ございません。内容につきましては、文言等を追加して、充実を図っておりま
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す。また計画の期間のところでは、基本構想を５年で見直すこととしておりましたので、その

見直しの具体的な項目等も示しております。 

続きまして、４総合振興計画の実現に向けて。これにつきましては、当初、第２部 基本構想、

第１章 和光市の目指す姿の項目の中の 後にあったものを前に出してきております。これにつ

きましては、第四次総合振興計画を実現するために、市民との協働、ＰＤＣＡ（計画・実行・

評価・改善）サイクルを取り入れた行政運営、また効率的な行政運営等を行っていきますなど、

この総合振興計画を実現するためには、こういう体制でやっていきますということを示してい

る部分であります。重要な部分でもありますので、前段で全体のことを示している第１部 第

１章の部分に持ってまいりました。 

続きまして、５総合振興計画と個別分野計画の関係につきましては、新たに追加した部分と

なってございます。こちらにつきましては１１ページをごらんください。折り込みで入ってご

ざいますが、このように総合振興計画の４つの基本目標、また構想推進にあたっての基本施策

ごとに、主に関連する所管課で作成している分野別計画について整理を行った図となってござ

います。この総合振興計画を進めていくためには、このように分野別計画にも基づいて各種事

業を進めてまいりますということで示させていただいております。 

それでは目次に戻っていただければと思います。続きまして第２章 総合振興計画策定の前提

として６つの項目を設定しております。はじめに、１和光市の位置につきましては、変更はご

ざいません。当初と同じものとなってございます。次の２和光市の特徴につきましては、当初、

国の社会経済環境等の変化という項目があった部分でございまして、審議会の委員さんからご

意見をいただいておりました部分でもありますが、この部分には、国の動向等が示されており

ましたが、削除させていただき、和光市の特徴というものをまとめたものに変更しております。

この和光市の特徴の中には、市民意識調査の結果や財政状況の特徴等もすべて盛り込みながら

まとめております。 

ここで少し内容を見ていきたいと思いますので、１４ページをごらんください。まず和光市

の特徴を６つにまとめて示しております。１つ目といたしまして、「成長し続け、若い世代が多

い」ということで人口の特徴をまとめております。続きまして１６ページをごらんください。

２つ目といたしまして、「自然環境が残されている、交通の利便性に優れたコンパクトなまち」

ということで、地域的なもの、土地利用等にまとめた部分となってございます。次のページを

ごらんください。３つ目といたしまして、「住宅都市としての性格の強く、単身世帯が多い」と

いうことで、流出入人口や地域への関心等についてまとめた部分となってございます。続きま

して１９ページをごらんください。４つ目といたしまして、市民意識調査の結果で、住みよさ

とか定住意向についての部分をまとめたものとなってございます。続きまして次のページ、５

つ目といたしまして、財政状況について当初あった部分をまとめたものとなってございます。

続きまして２３ページをごらんください。こちらは６つ目といたしまして、市民意識調査結果

の中で、市の施策に対する満足度および重要度についてまとめた部分となってございます。こ

ちらも当初、示しておりました部分をまとめたものとなってございます。以上６点にまとめさ

せていただいております。 

それでは目次に戻っていただきたいと思います。ただいま第２章 ２和光市の特徴について

とご説明いたしましたので、その次の３第三次総合振興計画の達成度につきましては、構成と

しては当初と変わってございません。内容につきましては、達成度についての説明の充実を図っ

てございます。 
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続きまして４人口推計。財政状況の今後の見通しにつきましては、当初、次の第２部 第１

章 和光市の目指す姿の前段部分に示しておりましたものをこちらの部分に移動しております。

また内容につきましては、先日の第１回部会の際にご説明をさせていただいた内容を掲載して

ございます。 

続きまして 後、６和光市の今後の課題につきましても、当初、第２部 第１章 和光市の目

指す姿の対象に合ったものをそちらに移動しております。そうしますと、第１部 第１章 総合

振興計画策定の前提の構成といたしましては、和光市の位置や特徴、第三次総合振興計画での

未達成なもの、またそして将来のこととして今後の人口や財政予測等を踏まえまして、考えら

れる、今後の和光市の課題を６和光市の今後の課題としてまとめているというような流れで、

構成のほうをつくらせていただいております。 

まず第１部の説明については以上となります。引き続き第２部以降の説明をいたします。 

 

事務局 

それでは続きまして第２部の基本構想からということになります。資料の３７ページ以降と

いうことでご説明させていただきたいと思います。まず３７ページ、基本構想が始まるという

ことで、その後、第１章 和光市の目指す姿ということで３点を書かせていただいております。

将来都市像、将来都市像の実現に向けた課題、基本目標ということで、１、２、３とあります。

具体的に３９ページというところが将来都市像ということで、内容につきましては変更ござい

ません。 

先ほどこちらの審議会のほうでも将来都市像の話が出ました。そういったことから再度ご議

論をしていただければと思うんですが、市としての考えとしましては、ここまでの審議会の議

論から、快適環境の環境というのは住宅環境も含むということで考えております。内容につい

てはこの３９ページの真ん中あたり、快適環境都市の姿ということで「和光市は」というとこ

ろから始まるんですが、ここの部分から都市機能、当然ながら住宅都市の考えも含まれており

ます。また美しい自然環境との調和といったことも含まれております。「子どもから高齢者まで

の市民が安心して笑顔で暮らせるまち」というような考えが含まれて、すべて包含して快適環

境都市を目指していきたいという内容ということになっております。 

なお、１１月２５日からパブリックコメント第１回を実施しまして、その意見と対応がこち

らに記されているといったことで、資料３になります。パブコンについては、意見提出が６名、

件数が１０件ということで出されております。その１番目が、まさに将来都市像についてのご

意見をいただいているところです。内容をちょっとかいつまむと、「快適環境都市」というより

も、三次計画の「人間都市 わこう」を踏襲していったほうがいいんじゃないかというご意見

がございました。それに対して市としての対応とその理由といったことは右側に書かれている

ものになります。先ほど申し上げたとおり、庁内での議論、また審議会での議論を踏まえて、

「快適環境都市 わこう」といったことで決めている経緯、それと「人間都市 わこう」といっ

たことも提起して、「快適環境都市」を選んできたといったこともありますので、そういった回

答となっております。また、「人間都市 わこう」といった三次の考えを１段階上げて、「快適

環境都市」といったことで目指していきたいということで対応を考えております。こういった

ことから先ほどの資料の３９ページに戻るんですが、「みんなでつくる 快適環境都市 わこ

う」といったことで、今のところ、変更はしてないといったことになります。 

４０ページになるんですが、将来都市像の実現に向けた課題ということで、新たにここを追
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加させていただきました。前の章に和光市の今後の課題といったことが書かれているんですが、

こちらについても課題であることは間違いないですが、「みんなでつくる 快適環境都市 わこ

う」の実現に向けた課題といったことで、前の課題をさらに充実させて、こちらのほうに書い

ているといったことになっております。 

それでは、４２ページ以降、基本目標ということで、快適で暮らしやすいまち（都市基盤）

から始まりまして、４５ページにつきましては、特段、修正はしてございません。以前、皆さ

んに示させていただいたものと同じ内容になっております。それと４６ページの重点プランと

いったことになります。４７ページから具体的に内容が入っていくんですが、重点プランにつ

いては、きょう、特にご議論いただければというふうに思っております。重点プランにつきま

しては、先ほど言ったとおり庁内関係各課が連携しまして、予算の集中化、職員体制の充実を

行いまして、重点的に積極的に実施するものであるといったことで考えております。部会の第

１回のときに、こちらの資料で重点プランを示させていただきました。その後、若干、部会の

意見等々を踏まえまして修正しているものが、本日、示しているものとなっております。 

重点プラン１、安全で暮らしやすいまちづくりプランにつきましては、駅北口の話がいろい

ろ出ていると思うんですが、 優先課題だ、 優先の取り組みだ、また積極的に推進する必要

があるんじゃないかといったご意見がございました。こういったことから内容を重点プランの

２段落の３行目ですね。「おり、」というところなんですが、「土地区画整理事業による良好な市

街地整備が急務かつ 優先の取り組みになっています」といったことで、急務かつ 優先で北

口があるといったことで記載をされております。 

それと取り組みの一番下のほうに、①番、駅北口土地区画整理事業を積極的に推進し、安全

なまちづくりにしますといったことで、積極的に推進していきたいというような思いを込めて、

こちらのほうを記載しているところでございます。 

重点プラン２、４９ページになるんですが、部会の中で学校新設の話があったということか

ら、そのことも踏まえて、こちらのほうを記載しております。２段落の４行目ぐらいになるん

ですが、「地域の核となる小・中学校の配置や規模に不均衡が見られます」といったようなこと

を書いてあるんですが、こういったことから、学校の快適で安心な教育環境の中で地域と連携

した教育を推進したいという取り組みの①番が記載されているところです。それとあと、部会

での意見もあったとは思うんですが、和光市のコミュニティの希薄化といったようなことが言

われております。 

それに対する重点をさらに追加しまして、④番に地域で安心してふれあえるよう支援します

といったようなことで、コミュニティにもっと取り組んでいきましょうということで重点とし

て掲げさせていただいております。それに伴って指標の５０ページの一番下にも自治会加入率

が入っております。上から２段目が１校あたりの児童数といったことで、こちらも指標を加え

まして、重点プランの実現に努めていきたいという内容になっております。 

５１ページから第３章 施策の体系図ということになるんですが、こちらにつきましては、皆

さんに既にお配りしている内容を充実させてきたということになっております。また施策の体

系図につきましても充実したというか、見やすくしているんですが、真ん中からちょっと下ぐ

らいに重点プラン１、安全で暮らしやすいまちづくりプラン、重点プラン２がこちらのほうに

入っておりますので、これらを含めて構想推進にあたってということで、一番下が下支えしな

がら事業の推進に取り組んでいきたいといったような表になっております。 

ページをめくっていただいて５４ページ。こちらについては施策体系と重点プランの関係と
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いうことで、先ほど説明した重点プランがどこの施策に位置づけられるかといったことで書か

れております。◎が強くかかわっているということ、○がかかわっていますよということで書

かれております。北口については安全の重点のプランで◎、施策１番に書かれていますとか、

安全のプランから考えて７番の交通安全対策の推進だったり、そういったものが強くかかわっ

ているといったことになります。それと安心で言えば、地域と連携した教育の推進、１５番だっ

たり、２０番だったり、強くかかわっているこれらを重点施策と位置づけまして進めていきた

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。 

説明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。ただいま基本構想素案の頭の部分から一通り説明がありました。ま

た重点プランについても論議してほしいという事務局からの要望でございました。 

まず先ほど論議の途中になっておりますが、都市の将来像という問題がございます。事務局

では、一通り論議やパブリックコメントの意見も踏まえて、現状のままでいいのではないかと

いう意見が示されております。先ほどの論議も踏まえまして、きょう、できれば結論を出して

おきたいというふうに思います。それでは都市像につきまして、ご意見をあらためてちょうだ

いしたいと思います。先ほどの論議以外に、ご意見があればちょうだいしたいと思います。 

話題の提供といたしまして、私も少し考えるところがあるんですが、都市の将来像というこ

とになりますと「つくろう」という呼びかけは取り組みとしてわかるのですが、将来像として

表現するときに「つくろう」という表現はちょっと私は懸念があります。「つくる都市」という

ほうが言葉としてはしっくりいくと思います。ですから、それは「つくる」という表現にでき

ればしたいと私は思っております。運動として、みんなでやっていくんだということであれば、

もちろん「つくろう」でもいいわけですが、都市像としての表現としてはやはり「つくる」の

ほうが適切ではないかと考えております。 

あと残るのは、「快適環境都市」でいいのか、あるいは「住宅都市」にすべきかというご議論

になるのではないかと私は思うわけです。その辺も含めてご議論いただければと思います。よ

ろしくお願いします。どうぞ。 

 

神杉委員 

先ほどから「つくる」が「つくろう」になるとか、「環境」が「住宅」とかですけども、私の

受ける印象なんですが、やはり「つくろう」よりは、個々が主体となってつくっていく、市民

全員でつくっていくという意味では、「つくる」という形にしたほうがいいんじゃないかと思い

ます。 

また「快適環境都市」については、「住宅」と言ってしまいますと、どうしてもハードの面を

私は印象として受けます。やはり「環境」といったことでかなり広範囲な部分にはなってしま

うと思うのですが、そこにはハードな部分もあればソフトの部分も入ってくるといったところ

で、私は「環境都市」という文章でよろしいのではないかと思っております。 

 

石川会長 

はい。ほかのご意見をちょうだいいたします。どうぞ。 
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赤松委員 

「つくろう」と「つくる」なんですけれども、私はやっぱり「つくる」というほうに力を入

れて、会長がおっしゃったように、あとは啓蒙啓発の面で「つくろう」というのをどんどん訴

えていく。「つくる」を明確にする。過去、和光市のビジョンは「しましょう」なんですよ。「緑

を残しましょう」ということで、結果的にやってきてないとは言えないんですけれども、残っ

てないわけです。だから、やはり私は「つくる」とした方がよいと考えます。 

 

石川会長 

ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

 

宮川委員 

私も先ほど言いましたけど、やはり私も会長と同じように、やっぱり物事を主体的に、自分

自身が動いていく、一人一人が動いていくんだということからすれば、「つくろうよ」というよ

りも「つくるよ」というふうに言ったほうが、主体的な活動になるんじゃないかと思います。

それから「都市環境」もやはり私も先ほどの方と同じ意見で、「住宅」となると非常に狭い範囲

になる。「環境」というのがもろもろソフト面とハード面とを含めたものになるので、このまま

で私はいいんじゃないかという感じがしているんです。 

 

石川会長 

ありがとうございます。ほかにご意見ございませんでしょうか。どうぞ。 

 

山本委員 

先ほど意見が出されましたように「住宅」というのはハードを連想しますし、「環境」という

のはちょっと一歩離れて、理想というようなイメージがあるんですね。身近というようなもの

よりも一歩おいたようなイメージかあるんですけれども、「住環境」というのはいかがでしょう

か。両方が入っていて、「住」と１つ入っただけで、身近な自分たちが住んでいくためのものだ

というイメージがあるんですけれども。 

 

石川会長 

ただいま山本委員から、「住環境」というふうな表現もあるのではないかという提案がござい

ました。いかがでしょうか。どうぞ。 

 

大崎委員 

個人的な意見ですが、この和光には農業も商業もいろいろなものがありますし、それから非

常にいろいろないい資源もございますので、やっぱり「環境」という言葉で事務局の提案のと

おりのほうが、非常に幅広くいろいろな意味が含まれていてよろしいんじゃないかという、個

人的な意見でございます。 

 

石川会長 

はい。ほかのご意見はございますでしょうか。どうぞ。 
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山幡委員 

三次でも「人間都市」とか、なんか美しいところをみんな、ささやく。ところが、実現でき

ないんですよ。過去の事業計画、全部できてない。それがこの間の都市基盤部会で大激論だっ

た。そして何とか実現するようにということで、ほとんどの人は、僕が発言したら、「つくろう

でしょう。つくろう」と。そして、みんなで手を携えてやるんだ。 

都市計画ができない 大の理由は、農家の人の理解が得られないということ。ところが、逆

にこの審議会の農家の代表の人は、逆に遅れて困っている。都市計画が遅れて困っている。そ

れはそう。要するに、取組を５０年やっているというのは大事件なんです、本当は。理想は掲

げるけれども、実現できない。幅広く抽象的に今の流行り言葉で、環境だとか、人間だとか、

何とか言ったってだめなんだ。焦点を的確にして。この１０年は絶対後ろ向きにならないんだ、

前向きに行くんだということでもう焦点を絞って、快適住宅都市にするんだと。快適じゃない

んだ。公害なんかをまき散らす現実の中で、環境なんて、うわついた言葉なんて言っていられ

ないんだ、はっきり言って。２５４号線、側道は、公害が増す一方でしょう。そういう環境の

中でうわついた言葉を使ってもしようがないから、現実的に快適な住宅都市でいくんだと。市

長が言っているよ。埼玉一の住宅都市にしたいって書いてあるよ、文章で。要するに、抽象的

なものにしてもだめなんだ。「人間都市」なんて言ったって、何が人間都市だ。できたか、第三

次計画は。要するに、できないことを言ってもしようがないんだよ。意欲と現実というのはあ

るから、こういうふうにしようと。 

そして、つくるんじゃなくて、つくろうだよ、みんなが。そういう意味で言ったんだよ。お

れが言ったんじゃないんだよ。みんなが言ったの、あの部会で。そういうふうにして一番ネッ

クになっているのは何かといったら、全員が固まらないの、意見が。ここの会だって、みんな

ばらばら言っているでしょう。そうしたら 後はお茶を濁して終わりだ。おれだって、こんな

のを言いたくないよ。だけど、まとめるためには、みんなでつくろうだよ。その姿勢が大事だ

ということをこの間の部会で言ったんだよ。その意気込みを込めて、僕は、「快適住宅都市」ね。

「みんなでつくろう 快適住宅都市」。これも妥協なんだけれども、本当は。お願いします。 

 

石川会長 

ありがとうございます。大体ご意見のほうは出そろったかと思います。それでは時間の制約

もございます。ある程度のところで結論を出さなくてはいけませんので、ここで結論を出した

いと思います。まず 初に事務局提案といいますか、従来の表現でいいかどうか。これを伺い

ます。そこで今の表現を変えたほうがいいというご意見が多数であれば、次にどうするかとい

うふうな順序で決めていきたいと思います。 

それでは従来どおり事務局の提案「みんなでつくる 快適環境都市 わこう」ということに

賛成の皆さんの挙手をお願いいたします。 

 

（挙手多数） 

 

石川会長 

ありがとうございます。挙手、多数でございます。したがいまして、結論としては「みんな

でつくる 快適環境都市 わこう」ということに決定をいたします。 

続きまして重点プランで説明がありました件につきまして、ご意見をいただきたいと思いま
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す。どうぞ。 

 

神杉委員 

私、教育部会のほうで担当させていただきました。もちろんＰＴＡのほうからも出ておると

いうことで、教育関係の環境、ソフトの部分、ハードの部分、すべてに関心を持っております。

その中で、第三次総合振興計画の 後の課題としても挙がっている小中学校の適正配置にも出

ておりますし、今回の３４ページ、和光市の今後の課題の４番にも小中学校の配置および規模

の適正化といったことが出ております。また部会でも担当課の方から、５年後にはもういっぱ

いになってしまうというような説明もある中で、なぜ重点プランになるとちょっと言葉を濁し

ちゃっているのかなということがあります。４９ページの重点プラン、この取り組み①の、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。先ほど事務局のほうから、この

中に適正配置といった部分も含めるということだったんですが、すべての項目に出てきた中で、

取り組みに出てこないというのはちょっとおかしいなと思います。できれば取り組みの中に、

やはり小中学校の適正配置について重点的に取り組むといった文言を、ぜひ入れていただけれ

ばと思っております。 

 

石川会長 

ありがとうございます。ほかにはいかがでしょうか。重点プランについてでございます。と

りあえず今のご質問について事務局のほうでお答えをお願いしたいと思います。 

 

事務局 

では、お答えいたします。今、神杉委員が言われたように、４９ページの中の文言には、若

干そこについて小中学校の適正ということで触れているんですけれども、一番下の取り組みの

中になってしまうと、地域と連携した教育推進、安心して子育てということで、ちょっと具体

策が重点プランの中では見えないというお話でございます。 

これについては、小中学校というと、とりあえず今、小学校を優先的に行っていくというこ

とでの方向性も出ておりますし、また４月１日から教育委員会の中に組織づけをしていく、担

当ですけれども、そういうお話も現在もう煮詰まっているところです。先ほども言いましたけ

れども、従来の中で期限を切ってどこまでということは表現が難しいんですけれども、予算の

関係とか、補助の関係とかいろいろございます。ただ、今言われましたように、この取り組み

の中で若干言葉として触れさせていただきたいと思いますので、検討させてください。 

 

石川会長 

ありがとうございます。どうぞ。 

 

大崎委員 

都市基盤部会のほうで、やはり先ほど赤松委員や山田委員からもちょっとあったんですけれ

ども、第４章の４ページの文面を少し工夫させていただければと思います。もし、皆さんのご

了解がいただければ、先ほどの部会長なりで、後ほどの打ち合わせ文面の一部加筆訂正をお任

せいただければと思うんですが、一応ご提案なんですけれども。 
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石川会長 

ありがとうございます。時間も過ぎておりますが、全体の構成に関してはいかがでしょうか。

以前、示したものと少し入れ替わっておりまして、１部と２部というふうに大きく分かれて、

１部の２章で計画の前提ということを取りまとめているという構成になっております。どうぞ。 

 

赤松委員 

全体の中の１点ですけれども、和光市の特徴欄で人口構成を書いているんですけれども、こ

れは２００５年までで終わっているんですね。後のところでは、２００９年までとかデータは、

いっぱい新しいのが入っているのに、一番大切な頭の 初に見るところが、１９７５年から２

００５年で終わっているんです。これは難しいデータではないから、左の場所も空いています

ので、２００９年、２０１０年ぐらいまでは入れられると思うんですね。論議された後でそう

なったのかもわかりませんけれども、できるだけ新しいデータを入れた方がよい。それでない

と１０年先もう１回見直したときに見ると、古いデータでやったというような見方に取られる

ので。 

 

石川会長 

これは国勢調査の数値ですので、 近の国勢調査はたぶん２００５年。その後、もし載せる

とすれば住民基本台帳か、あるいは県の推計人口ということになると思います。 

 

赤松委員 

そうしたら２００５年までは国勢調査、６年から９年までは市の調査でいいと思うんですね。 

 

石川会長 

そうですね。では検討させてください。ほかにはいかがですか。 

それでは、特にこちらの構想素案に関しましては、各自で読み返していただいて、気がつい

たところをご意見としてお寄せいただければと思います。３月１５日、できれば午前中までに

お願いしたいということでございます。様式は３月１日に通知したものの添付を使っていただ

ければと。もちろん形式にこだわることはありませんので、自由にお寄せいただければありが

たいと思っております。 

ほかになければ、きょうはこれで終了したいと思いますが、事務局からは何かございますか。 

 

３ その他 

事務局 

はい。それでは 後にその他ということで事務連絡をさせていただきます。次回会議につき

ましては、４月１０日（土）、１０時からということで、同じ会場、５０２会議室を予定してお

ります。 

先ほど会長からもお話がありましたが、今ご議論していただきました素案と、以前に配付し

ました第４章のファイルについてご意見等々がある場合は、３月１５日、１２時までというこ

とで、計画全体についてご意見を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。 

部会において、委員の方が所属していなかった部会に、事前に意見を提出された委員がいらっ
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しゃると思うんですが、その意見につきましては後ほど事務局まで来ていただければ、部会の

検討結果をお教えしますので、よろしく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。ただいま先ほど論議のありました理化学研究所の催しにつきまして、

パンフが配られております。一言コメントをいただけますでしょうか。 

 

古屋委員 

すみません。子どもさんから年配の方まで皆さんが楽しめる場所として一般公開しておりま

す。まだ年に１回しかやっていませんので、もっとやれというご意見もたくさんいただいてお

ります、年１回の開催ですが、ご意見を賜ればこれからどんどん開催していきたいと思います

ので、どうぞよろしくお願いします。 

 

石川会長 

ありがとうございます。 

 

４ 閉会 

石川会長 

それでは本日はこれをもちまして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。 


