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和光市総合振興計画審議会生活環境産業部会第２回会議 要点記録 

 

開 催 日：平成２２年２月２０日（土） 午後１３時３０分～午後１６時３０分 

開催場所：和光市役所６０３会議室（市役所６階） 

出 席 者：原田政雄部会長（３号委員） 

２号委員（和光市農業委員会の委員）柴﨑幸夫 

３号委員（市内公共的団体等の役員）斎藤和康、待鳥美光、赤松祐造、浪間兼三、 

     冨岡宗一 

５号委員（公募による市民）山幡二朗 

 

議  事：１ 議題 

（１）施策体系・施策内容について 

  【検討施策】 

施策５２「防災体制・消防支援体制の強化」 

施策５３「地域と連携した防犯対策の推進」 

施策６３「ごみ減量・リサイクルの推進」 

施策６４「廃棄物の適正処理の推進」 

施策６５「市の特色を生かした地域ブランドの推進」 

施策６６「中小企業の育成支援」 

施策６７「魅力ある新たな産業の推進」 

施策６８「農業を身近に感じる機会の推進」 

施策６９「農地の保全と担い手の育成」 

施策７０「勤労者の福利厚生の推進」 

施策７１「就労支援対策の推進」 

施策５６「鉄道・バスの利便性の向上」 

 

 

１ 施策５２「防災体制・消防支援体制の強化」について 

【質疑・応答】 

質問①  

 地域に防災広場が必要、北・新倉地区には南口に比べ広場が足りないが検討されているか。

格差の是正は。外環空き地を防災広場に利用する。また、和光市の南口には総合体育館、ゆ

めあい和光などが整備されているが、北口、新倉方面には拠点がないその南北格差の問題に

は取り組んでいるか。さらに、和光市の湧水、川の水を有事に生活水として使用できるが検

討されているか。 

回答 

 湧水については、保健所の基準では、飲料には不適ということなので、なかなか進めるこ

とは難しい。 

質問② 

 高齢者の独り暮らしへの防火警報、消化設備等のサポートは実施・検討されているか。ま

た、独り暮らし家屋への防災体制の強化を取り組んでいるか。 
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回答 

 高齢者一人暮らし対策として、住宅防火診断時には、和光消防署職員、女性消防団員が各

家庭を訪問している。また、福祉部門では、高齢者の一人暮らしの方々に対し救急・火災通

報「緊急通報システム登録」により、対応策を講じており、今後は、障害のある方等への緊

急通報システムの整備も進めている。埼玉県南西部消防本部では、緊急時要援護者として一

人暮らしの高齢者を指令システムに登録をしている。 

質問③ 

 防災訓練や自主防災組織が形式化している、自己責任としてある程度の防災グッズのス

トックなど、どちらも真の意識啓発が重要と思うが。 

回答 

 域防災計画、各種マニュアルを作成し、災害時の対応策として整備しているが、自分の身

は自分で守ること、そして家族、近所、地域が一体となる防災活動が必要であることから、

意識づくりをすすめている。 

 

【意見】 

意見① 

 防災広場、水の確保などが必要になる。市には湧水や川があるので、それらを利用できる

ようにしてほしい。 

回答 

 湧水については、保健所の基準では、飲料には不適ということなので、なかなか進めるこ

とは難しい。 

意見② 

 今後、湧水や川について、どこが防災に使えるか調べてもらい、使えるものについては、

その活用について検討してほしい。 

 

【まとめ】 

・ 湧水や川について、防災の観点から、どのような利用が出来るのか調査をし、その活用に

ついて、取り組みとして検討してもらいたい。 

 

 

２ 施策５３「地域と連携した防犯対策の推進」について 

【質疑・応答】 

質問①  

 地域の連携に学校・小中高等学校と町の交番との連携を加味する必要があるのではない

か。 

回答 

 連絡会に校長会が入っており、小中学校と連携ができる。 

質問② 

 自転車、オートバイ、車上荒らしが増加しているがこれからの特別な対策はとられている

のか。 

回答 
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 和光市駅周辺、駐輪場において、登校時、出勤時に朝霞警察署等と協力して啓発している。 

質問③ 

 児童公園にて高校生がたむろしてタバコの吸引などをしているその不良化の伝染予防が

必要ではないか。 

回答 

 年に1回非行防止キャンペーンを実施し、啓発している。なお、青少年育成団体により夏

まつりパトロールなどを実施し、非行防止の啓発に努めている。 

質問④ 

 自転車盗難などを防止して犯罪の芽をなくすことも考えているか。 

回答 

 自転車やオートバイの盗難、自動車の車上あらしなど街頭犯罪はまだまだ後を絶たないの

が現状である。防犯対策として、地域での連携した防犯活動が必要であることから、無理の

ない長期的な防犯活動を日常的に取り入れられることが、犯罪の起こしにくい地域づくりに

繋がりまた、住民間の連携につながるものであると考えていることから、朝霞警察署、埼玉

県、地域防犯推進委員をはじめ関係機関や団体と連携を図り防犯対策を講じていく。 

質問⑤ 

 自転車、オートバイ等の盗難数削減目標を上げる事を検討したらどうか。 

回答 

 市では啓発や防犯活動が主となりますことから、目標指数は所轄警察が掲げるものと考え

ている。 

質問⑥ 

 施策指標の犯罪発生件数について、人口が増えても、それほど増えないものなのか。 

回答 

 平成21年度の 新の集計では、犯罪発生件数には1143件となっており、前年度より減って

いる。 

質問⑦ 

 犯罪数の数え方は、どのようにしているのか。朝霞警察署所管の犯罪数なのか。 

回答 

 火災件数を含まないものを数えている。 

質問⑧ 

 自治会との連携はどのような状況か。 

回答 

 大小合わせて市内に約90団体あり、数多くあるので、団体との連携を進めていきたいと考

えている。 

質問⑨ 

 施策指標「防犯リーダーの人数」について、自主防犯の率という指標を考えなかったのか。 

回答 

 自治会の数と自主防犯の数にギャップがあるため、採用しなかった。 

 

【意見】 

意見① 
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 防犯連絡会議などは、年間1、2回程度の開催では地域との連携は不十分ではないか。 

回答 

 年間1、2回程度の会議だけではなく、日々の防犯を心がけていただくというのが大切なの

で、各団体から取組内容を報告してもらう会議としている。 

意見② 

 防犯に関して、自治会などの団体と連携を図るようにしてほしい。 

意見③ 

 自主防犯について、ＰＴＡや他の活動団体を数えると相当数になると思うので、検討して

はどうか。 

回答 

 今後、把握に努めていきたい。 

意見④ 

 施策指標「犯罪発生件数」について、目標値が1000件というのを、もっと下げられないか。 

意見⑤ 

 防犯は地区住民の協力が絶対に必要と思うが、防災無線の子ども達の帰宅を促す放送は「見

守りましょう」と一方的な役所ことばで、せめて「見守ってください」もしくは「見守りを

お願いします」の方が良いと思いますが。 

意見⑥ 

 地域と連携した防犯対策を推進していくためには、自治会等との連携が不可欠だと思うが、

現在自治会を管轄する課が別部署にあることから、自治会組織との関係性が希薄であるよう

に思われる。自主防犯団体の登録団体だけではなく、各地域や自治会の状況を把握し、防犯

の地域づくりを支援していける体制をつくっていくことが必要ではないか。 

意見⑦ 

 地域の自主防犯体制づくりについての取り組みが具体性に欠けているように思われる。自

治会や育てる会等の地縁団体、小中学校の保護者団体、ＮＰＯとの連携を強めて、地域が動

いていけるような具体的施策を打ち出してほしい。 

意見⑧ 

 他市町村では自治会の自主防犯活動比率が100%のところもあるが、和光市では40%台だとい

うデータがある。誰もが安全で安心してくらしていけるまちづくりのためには、市全域で日

常的に防犯活動が行われていくことが望ましいので、自治会の自主防犯活動比率を指標とし

て挙げてはどうか。 

 

【まとめ】 

・ 取組③については、自治会連合会などの地域団体と防犯対策に関して連携を図ることを触

れてもらいたい。 

・ 犯罪件数の指標の目標値については、もう少し少なくする目標値がたてられるかどうか検

討してもらいたい。 

 

 

３ 施策６３「ごみ減量・リサイクルの推進」について 

【質疑・応答】 
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質問①  

 朝霞市のリサイクルセンターに比べかなり劣り市民の認知度が低い。リサイクルセンター

を整備して市民にもっと活用する事をアピールすべきではないか。 

回答 

 朝霞市に比べかなり条件が違うため、比較はできない。ＰＲの工夫や展示の工夫で利用者

の増加を目指す。 

質問② 

 生ごみのＥＭ活用による堆肥活用をもっと市民にアピールすべきではないか。市民家庭菜

園の拡充と併用すれば効果がでるのではないか。 

回答 

 ＥＭ配布しているが、目的から外れた利用が見られるため、アンケート調査結果により配

布方法を見直した上で、ＰＲしていく。 

質問③ 

 リサイクルによる廃棄物の再利用の促進を取り組み課題に入れるべきではないでしょう

か。 

回答 

 主な取組③に入れている。 

 

【意見】 

意見① 

 リサイクル及び生ごみＥＭ活用などについて、循環に関するＰＲをもっと進めていくべき

である。 

意見② 

 ＥＭについて、価格を下げてもっと市民が使えるようにしてほしい。また、ＥＭで生成さ

れた対比をしようしている家庭菜園で利用できればよい。 

回答 

 提案について、検討していきたい。 

 

【まとめ】 

・ リサイクルや生ごみの堆肥化など「循環」に関するPRをもっと進めるよう取り組みに盛り

込んでほしい。 

 

 

４ 施策６４「廃棄物の適正処理の推進」について 

【質疑・応答】 

質問①  

 大型ごみ焼却施設が火災事故後運転されていないが今後の対策はどう考えているか。 

回答 

 粗大ごみ処理施設について、火災事故により破砕設備は停止しているが、それ以外の受入

供給設備、金属プレス機等は稼動している。火災事故以前には金属製粗大ごみ等を破砕機に

投入して処理していたが、現在は鉄くずとして売払いをし、また大型火燃粗大ごみについて
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は分解しパッカー車で破砕・焼却している。また、破砕設備等の復旧工事の費用が10億円と

メーカーが示しているため、現在完全復旧については計画していない。今後第２次埼玉県ご

み処理広域化計画に基づき、朝霞市との協議の状況により総合的に判断していきたい。 

質問② 

 施設全体の耐用年はどれくらいか。  

回答 

 建物については５０年となっている。設備については、環境省の機器別管理基準によると、

受入供給設備、燃焼設備燃焼ガス冷却設備、排ガス処理設備、通風設備が１５年から２０年、

灰出し設備が１０年から１５年、給水・排水処理設備が１０年から２０年電気計装設備が１

５年から２０年と示されている。 

質問③ 

 施設の修理によって、どのくらい施設はもつのか。 

回答 

 20年もつところもある。 

質問④ 

 耐用年数がきてから、現在どのくらい延びているのか。 

回答 

 平成22年に耐用年数が切れる。これを修理して延命していくという考え方である。 

質問⑤ 

 朝霞市との共同ということだが、すでに朝霞市では分業の段階まで進んでいる。朝霞市と

の共同は難しいのではないか。協議をこれまでにしているのか。 

回答 

 機会を捉えて行っている。 

質問⑥ 

 焼却設備については長期保全計画に基づき毎年定期的に点検・修繕を行い、とあるが修繕

しながらあと何年ぐらい使って行われるのか。また、年間の修理費はどれくらいかかってい

るのか。 

回答 

 平成２～３年に竣工し、平成２１～３０年の長期修繕計画にある耐用年数を基準としてい

る。年間の修理費については、８，９２４，３３０円（平成２１年度）かかっている。 

質問⑦ 

 課題に対する取り組み④として、第四次総合振興計画内に新規設備検討の際には、焼却設

備以外に、メタンガス化又はそのガスで発電する設備も含め検討していくことを追加できな

いか。 

回答 

 ごみ焼却施設の整備については、第二次埼玉県ごみ処理広域化計画の中のごみ処理広域ブ

ロックの区割りの中で、朝霞市と施設の集約化を図りながら整備を行っていくことになって

おり、現在、朝霞市と協議している段階である。そのため施設の整備について具体的に決定

していないため、ガス発電する設備を作ると総合振興計画に記述することはできない。実際

に新規設備をつくることになれば市民の方の意見を取り入れた中で、整備していくことにな

る。 
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【意見】 

意見① 

 朝霞市との広域化としては、耐用の年数の期限が近づいているので、市単独で対応するな

らば、結論を急いでほしい。 

意見② 

 川等に不法投棄された廃棄物をボランティアがせっかく回収しても。それを処分できると

ころのあてがない。県の管轄、市の管轄と分かれているので、その対応も考えてほしい。 

意見③ 

 リサイクル製品等の引き取りを含め、分別するごみの内容を具体的に記載することで、利

用者である市民等は、便利に感じると思う。 

回答 

 電話などの問合せがあれば、それに対応するようにしていく。 

 

【まとめ】 

・ 清掃センターについては、耐用年数の期限も近づいているため、朝霞市との広域での整備

の協議を早急に進め、結論をだし、その後のことも考えた取組内容としてほしい。 

 

 

５ 施策６５「市の特色を生かした地域ブランドの推進」について 

【質疑・応答】 

質問①  

 『彩の国鍋合戦』は名物にはなっているが産業育成の効果ではなく、市民のふれあい祭り

ではないか。目的を変える必要があるのではないか。それよりも、和光市としてホンダを支

援することが必要ではないか。和光の地域ブランドが高まる。 

回答 

 鍋合戦は商工会の共催で、地域資源のひとつとすることと地域活性化が目的であり、埼玉

県の地域資源の認定を受けている。また、本田技研工業（株）は、企業理念等対外的な戦略

方針やイメージを持っていると思うので、企業側の可能な範囲における地域貢献をお願いし

ていきたいと考えている。 

質問② 

 和光新倉パーキングエリアの利用、和光農産物の直売、ホンダ車の宣伝などに使用出来る

ように検討したらどうか。和光の白子湧水も地域ブランドになる。  

回答 

 今後策定する産業振興計画の策定委員会で検討する。また湧水については、事業化できる

水量はないため、活用できるか検討する。 

質問③ 

 和光市には世界的な自動車メーカー本田技研がある。市の財政的にも大きく貢献している

はずであり、市としても市民としても本田技研にもっと敬意を表しても良いのではないか。

例えば、名古屋には豊田市があるように、本田市までは行かなくとも、都市対抗野球出場の

際には、市や市民をあげて応援に行くなど行ってもよい。それをやらないから狭山にいって
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しまった。 

回答 

 現在本社が青山と和光にあり、本田技研の企業理念、戦略方針がある。何らかの形で支援

ができないか、できる支援はあるか、検討していく。 

質問④ 

 都市対抗野球のように、他市に取られないうちに本田技研に交渉し、アシモ君を和光市の

名誉市民に認定することはできないか。ぜひお願いしたい。そして市役所の受付をアシモに

させたら“賑わいある和光市役所”になるであろう。 

回答 

 本田技研の意向を踏まえ検討する。本田技研の地域貢献については可能な範囲でお願いを

していく。 

 

【意見】 

意見① 

 鍋合戦について、駅前等で大々的に開催できるようにしたらよい。 

意見② 

 市内企業についてもっと関心を寄せなければ、他市に移転してしまう。本田技研について

は、アシモ君をもっとＰＲしたらどうか。 

 

【まとめ】 

・ ホンダとの連携（ホンダへの支援、ホンダの地域貢献）について、取組の中に盛り込んで

ほしい。また、アシモの活用についても検討してもらいたい（例：名誉市民など）。 

 

 

６ 施策６６「中小企業の育成支援」について 

【意見】 

意見① 

 施策課題「商工会の加入者事業が少なくなっている」、「地域貢献の理解が得られにくい企

業がある」に関連して、企業市民の取組について、市として積極的に取り組んでほしい。 

意見② 

 商工会では企業市民としての認定制度を作成し、しに対する関心を持ってもらおうという

取組を行っている。プレートを作ることの意義とプレートがあることのＰＲをもっと市で

行ってほしい。 

 

【まとめ】 

・ 商工会が進めている「企業市民」の制度について、市としても積極的に取り組んでほしい。 

・ 買物の拠点の整備（商業施設の充実）について検討してもらいたい。 

 

 

７ 施策６７「魅力ある新たな産業の推進」について 

【質疑・応答】 
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質問①  

 北インター地区への課題には現状では無理があるのではないか。基盤整備投資に対して資

金回収の計画は立てているか。 

回答 

 土地区画整理事業を始めとした都市基盤整備は、良好な住宅環境整備・優れた利便性を活

かした新産業、工業・物流用の立地予定地の整備をすることで市民生活の向上を図る目的で、

市内全域で行っている事業であるため、それぞれの事業について個別に投資回収の目途とい

う考えはない。なお、和光市北インター地域土地区画整理事業は、新産業・工業・物流系の

企業の進出用地としての整備をする。これにより、建物の建築などの経済効果が見込まれ、

更に、企業進出により、雇用の創出、地域の活性化などの効果も期待している。また、市街

化区域編入に伴い、固定資産税・都市計画税などの増収もある。 

 

【意見】 

意見① 

 所有から活用という考え方で、施策６７から６９を統合したらいいのではないか。 

意見② 

 住宅産業、賃貸業という大きな産業が記載されていない。不動産業の観点が抜けている。 

意見③ 

 良好な住環境として、住宅産業のことを盛り込んでほしい。 

意見④ 

 買い物の拠点を多く設けてほしい。 

 

【まとめ】 

・ 産業全体（施策６５～６９）に関することだが、商工会が進めている商農工連携の事業に

ついて、市としても積極的に取り組んでほしい。 

 

 

８ 施策６８「農業を身近に感じる機会の推進」について 

【質疑・応答】 

質問① 

 市民の身近な場所に市民農園の拡充する事が必要である。住民の身近な場所にあれば利用

度は上がると思う。緑地保全、雨水浸透対策にもなる。  

回答 

 農園用地については、市民に身近な場所にできる限りしていきたい。 

質問② 

 庭先販売だけで無く、外環新倉インターに農産物の直売所の設置し拡販の検討は出来ない

か。 

回答 

 生産者や関係機関等との調整が必要である。 

質問③ 

 施策のなかに農家の家庭菜園ビジネスを検討すべきと思いますが如何でしょうか。東京都
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では遊休農地を利用して出来始めている。 

回答 

 練馬区で実施しているが、参考にしながら検討する。 

質問④ 

 食の安全で低農薬や有機野菜作りなど安心さを前面に出した方が良いと思うが。 

回答 

 農薬や化学品を５０％減らすことが県の運動にあるが、生産者の意識によるので、これま

で以上にＰＲし、また、認証制度は都市農業推進という観点から検討していきますが、食の

安心・安全という観点も併せて検討していきたいと考えている。 

 

【意見】 

意見① 

 遊休農地の活用について、検討してほしい。 

意見② 

 施策６９「農地の保全と担い手の育成」と統合してよいのではないか。 

 

【まとめ】 

・ 農業の施策について、６８と６９を統合する。 

・ 遊休農地の活用、菜園ビジネスの取組について、盛り込んでほしい。 

 

 

９ 施策６９「農地の保全と担い手の育成」について 

【質疑・応答】 

質問①  

 放置農場の雑草刈りが出来てなく荒れ地が多く見受けられる。 

回答 

 比較的小規模ではあるが、農業者の高齢化や後継者いない状況等から慢性的な人手不足で

耕作が行えずに、やむを得ず遊休化してしまう農地もある。遊休農地に対する取組について

は農地法に基づき、遊休農地に関する措置が農業委員会に義務付けられ、農地の利用状況調

査及び指導等を行なうことになる。農地の管理については所有者等が自身で行うことが原則

となり、遊休農地と認められた場合には所有者に対して、働きかけを行いその改善を促すこ

ととなるが、農業委員会と協力しながら指導の中で農用地利用集積の促進を含め、対策に努

めていく。 

質問② 

 シルバーセンターからの雑草刈り支援について１反当たり10,000円で請け負う事も考え

る。また、市民農園に貸し出し、有効利用を図り、時期がきて耕作出来るようになれば返却

するシステムを考えたか。法的問題があれば特別条例をつくることまで考える。 

回答 

 雑草対策については所有者等が農地を管理するという原則から、所有者等に対する適正管

理の指導を行なっており、今後も同様な対応を行うことを考えている。市民農園としての活

用は、遊休農地解消のための選択肢の一つとして考えられるが、農地の有効利用の観点から、
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農業体験機会の提供として市民農園事業を推進したいと考えている。設置については市民の

ニーズに応じて過不足なく適正な規模で行わなければならないと考えている。 

 

 

１０ 施策７０「勤労者の福利厚生の推進」について 

【意見】 

意見① 

 「勤労者」という表現を変えたらよいのではないか。 

意見② 

 勤労施設について、勤労者というよりも地域コミュニティで活用されているので、タイト

ルを変えた方がよい。利用形態も変わってきている。 

 

【まとめ】 

・ 勤労青少年ホームについては、勤労青少年というよりもコミュニティ施設として利用され

ている実態を踏まえ、施設のあり方について検討してもらいたい。 

 

 

１１ 施策７１「就労支援対策の推進」について 

【質疑・応答】 

質問① 

 若者の正規雇用率低下が社会的に大きな問題になっているが、和光市においては、若者の

就労支援について取り組みを行う予定はないか。  

回答 

 主な取組③に若者の支援も含まれる。 

質問② 

 女性の就業率、高齢者の就労率が挙がっているが、若者の就業率についても指標として挙

げてはどうか。  

回答 

 １５～２４歳の就職率については、高等学校卒業後の就職率を検討する。 

 

【意見】 

意見① 

 若者の就業率の指標を使用できるか検討してもらいたい。 

 

 

１２ 施策５６「鉄道・バスの利便性の向上」について 

【質疑・応答】 

質問① 

 目的の中に南口と北口・新倉口との利便性の格差をなくす目的も入れることを検討してい

るか。  

回答 
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 市内循環バスの運行は、市内の公共施設、駅等を結ぶ市内公共交通であり、市内の南北地

域の格差をなくす目的でも運行されている。また、駅周辺の利便性の向上については、都市

基盤整備の区画整理事業の中で行う。 

質問② 

 上り下り坂のある北口・新倉方面の利便性の向上を検討されているか。  

回答 

 現在の市内循環バスの路線はバスが運行可能な経路で各地区から400ｍの距離（徒歩5分）

の範囲で停留所が利用できるように設定しており、坂道の多い市内の状況に併せた路線とし

ていている。今後、路線の見直しを行ううえで、福祉面にも配慮して利便性を図っていくこ

とになる。 

質問③ 

 駅北口は夕刻以降の勤労者の帰宅の時のバスが無いがその時刻表の見直しが必要ではな

いか。増発が必要ではないか。 

回答 

 市内循環バスは、駅北口から新倉氷川神社方面に向けて17：37発と、20：26発の2本があ

ります。この間は、大和中学校先回りで駅北口から市役所に向けて19：56発がある。市内循

環バスは、北回り、南回り、共に右回りと左回りが約1時間の循環をしているため、同じ方面

には3時間近くの間隔で運行している。これは、周回の時間（約1時間）もあることから、現

状での増便は困難である。また、民間のバスでは、和光高校循環バスが17時台に4本、18時台

に3本、19時台に4本と、15～20分間隔で発車しているので、そちらのご利用もお考えいただ

きたい。 

 

【意見】 

意見① 

 市内循環バスについて、一人しか乗らないところがあり、効率化を図ってほしい。利用者

が増えるように、市全体を回るようになるとよい。 

意見② 

 外環道路の抜け道（側道）の渋滞を解消するように検討してほしい。 

意見③ 

 三田線を和光市に延伸してほしい。また、代替案として、人の流れを把握し、高島平、和

光市、光が丘を結ぶバスルート等を検討することも必要ではないか。 

 

【まとめ】 

・ 三田線の整備について、取組としてほしい。 

・ 市内循環バスについて、利用状況を調べて、効率化を図ってほしい。 

 

 


