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和光市第四次総合振興計画審議会 都市基盤部会第1回会議 議事録 

 

開 催 日：平成２２年２月６日（土） 午前９時３０分～午後１２時３０分 

開催場所：和光市役所６０２会議室（市役所６階） 

出 席 者：石川久会長（４号委員） 

大崎俊彦部会長（４号委員） 

３号委員（市内公共的団体等の役員）山田智好、赤松祐造、 

５号委員（公募による市民）山幡二朗 

６号委員（市の職員）大寺正高 

（欠席：１名） 

 

議 題：１ 開会 

２ 説明 

人口推計について 

財政推計について 

策定スケジュールの変更について 

重点プランについて 

部会の進め方について 

３ 部会長の選出 

４ 議題 

施策体系・施策内容について 

【検討施策】 

施策６「安全で快適な道路の整備」 

施策７「交通安全対策の推進」 

施策１１「安全な水の安定供給」 

施策１２「公共下水道利用の推進」 

施策１３「雨水対策の推進」 

５ その他 

６ 閉会 
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１ 開会 

 

事務局 

おはようございます。定刻となりましたので審議会の会議を開催させていただきます。 

本日はお忙しい中、和光市総合振興計画審議会都市基盤部会の開催にあたり、ご出席をいた

だき、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都市基盤部会第1回会議を開催させていただきます。

早速ですが、会議に入ります前に本日の配付資料の確認をさせていただきます。 

まず、はじめに事前配付資料といたしまして、資料１として、「施策の体系図」、資料２「施

策内容検討シートの見方」、資料３「施策内容検討シート（全ての基本目標分）」ということで

すが、これらは資料３－１から資料３－４として、それぞれ１つの冊子にまとめてございます。 

続きまして、本日の配付資料といたしましては、お手元のものを随時ご確認いただきたいと

思いますが、はじめに資料４－１「人口推計について」、次に資料４－２「地区別人口推計につ

いて」、資料４－３「人口推計（高位・中位・低位）について」、資料５「財政推計（基本構想

計画書の抜粋）」、資料６「策定スケジュール（変更後）」、資料７「重点プラン」、資料８「審議

会部会について」、資料９「部会の議論の方法について」、資料１０「質疑応答スケジュール」、

資料１１「施策内容検討シートに対する事前質問一覧」、資料１２「社会指標分析区分別比較グ

ラフ」、資料１３「総合振興計画基本構想計画書（施策部分）掲載例」となっております。資料

１から１３までお手元にございますでしょうか。再度のご確認をお願いします。 

また、審議会委員の皆様のみの配付とさせていただいておりますが、「総合振興計画審議会第

3回会議議事録正誤表」をご覧ください。こちらは、第3回会議議事録の一部について誤りがご

ざいましたので、訂正をさせていただいております。 

具体的には「地方交付税の交付団体」を正しくは「地方交付税の不交付団体」となります。

訂正のうえ、お詫びを申し上げます。資料１から１３について、皆様のお手元にございますで

しょうか。 

では、本日の会議の開催にあたりまして、市民参加条例に基づき、傍聴を設けて公開として

おりますので、宜しくお願いいたします。 

また、本日、各部会でご議論いただくにあたって、次第の１から５までの説明を一通り行っ

た上で、それぞれの部会に出席いただき、ご議論、ご検討をお願いしたいと思います。 

それでは、石川会長、宜しくお願いします。 

 

石川会長 

それでは、宜しくお願いします。早速ですが、説明に入ります。人口推計について、事務局

から説明がありますので、宜しくお願いします。 

 

２ 事務局説明 

（１）人口推計について 

事務局 

それでは、人口推計について説明をいたします。資料４－１をご覧ください。人口推計につ

きましては、１１月１日を基準日に再度、推計を行いましたので、その結果をご報告させてい
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ただきます。 

資料の１ページをめくっていただきますと、人口推計方法の概要としまして、前回と同様、

コーホート要因法を用いまして、また、市内の地域ごとの状況を反映させるため、市内を８か

所に分けて推計を行いました。 

ここで１点、修正箇所がございますので修正をお願いいたします。箇所は資料「人口推計の

概要」中、特殊要因等の反映等という部分に表がございます。こちらに地区名を書いてありま

すが、その表の２行目、「南１丁目」を「南２丁目」に修正をお願いいたします。 

市の全体の人口推計につきましては、この８地区の推計人口を積み上げたものになっており

ます。この結果につきましては、次のページに、「人口の推移」及び「高齢化率」として示して

おります。 

平成２７年には、８万４,３６４人、平成３２年には８万９,３２６人となる予想となってお

ります。 

また、高齢化率につきましては、平成２７年に、１６．４％、平成32年には、１７．４％に

上昇することが予想されております。 

前回の推計では、移動率を相当高く見込んていたため、人口も相当増加すると推計していま

したが、今回は、その移動率を抑えたので、人口もそれに比例し、前回に比べ低い推計値となっ

ています。 

さらに、その下の部分、年齢人口別の推計といたしまして、すべての区分、０歳から１４歳、

１５歳から６４歳、６５歳以上と３つの区分、いずれにおきましても人口が増加している結果

となっております。 

次のページをご覧ください。こちらは、人口ピラミッドの推移となっております。こちらを

みますと、２００９年、平成２１年をごらんいただくと、 も人口が多い世代が、年齢３５歳

から３９歳の間となっておりますが、これらの年齢層が５年後、１０年後そのまま移動するこ

とも含めますと、２０代から５０代までの人口が多くなるという状況がわかると思います。 

次に資料４－２をご覧ください。人口推計における、８地区にわけた地区別の人口推計となっ

ています。資料を１ページめくっていただくと、例えば、広沢、西大和、本町地区の推計結果

となっておりまして、この地区では、近年、人口が減少傾向にあり、高齢化が続いているため、

人口減少と高齢化率の上昇するという推計結果となっております。 

このほかの地区につきましても、それぞれ推計を行っておりますので、その結果については、

各地区の傾向、特徴といったものが表れた推計結果となっております。時間の都合で、詳細な

説明は省略いたしますが、後ほどご確認をいただければと思います。 

続きまして、資料４－３をご覧ください。こちらは参考といたしまして、推計する際に使用

する出生率について、３つの仮定値をおいて、それぞれ推計を行った結果となっております。 

過去5年間の全国、埼玉県、和光市のそれぞれの出生率について、 も高いものを高位、 も

低いものを低位として設定をいたしました。高位につきましては、平成１９年の全国の数値、

１．３４を採用しています。また、中位につきましては、平成１９年の和光市の数値１．２８

を、低位につきましては平成１５年から１９年の間の和光市の 低値である平成１７年の  

１．１７を数値として採用しています。 

これらの数値を使って推計したものが資料中のグラフとなっております。高位の推計結果に

ついては、平成３２年に８万９, ４９８人、中位につきましては、８万９,３２６人、低位につ

きましては、８万８,３４３人という結果となっておりますが、それぞれの数値については、  
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大きな差が生じてはいないと考えております。 

和光市の人口推計として使用しているものは、中位の数値を採用しています。人口推計につ

いての説明は以上となります。 

 

石川会長 

ただいまの人口推計の説明について何かご質問がありましたらお願いします。質問がなけれ

ば、次に移りたいと思います。それでは（２）財政推計について説明をお願いします。 

 

（２）財政推計について 

事務局 

それでは財政推計について、説明をさせていただきます。資料５になります。ここでは、   

詳細な説明ではなく、大まかな考え方について説明させていただきます。 

財政推計の考え方及び方法については、資料の１ページ目に示してありますので、後ほど目

を通していただければと思います。 

 財政分析については、９月に開催しました第３回審議会でも、ご説明させていただきまし

たが、その時のポイントは３点あったかと思います。 

まず、１点目として、他団体と比べて、財政力が高い和光市であること、２点目といたしま

して、過去、現在ともに充実した行政活動を行っている和光市であるということ、３点目とい

たしまして、財政状況が悪化しつつある和光市であるということ、でした。 

また、自治体の現金収支である歳入歳出の予算額等でありますが、バランスシートや行政コ

スト計算書から考察を加えていこうということでございました。 

１１月に開催しました第4回審議会におきまして、パブリックコメントの前段部分ということ

で、この財政分析の内容と今後の見通しを載せておりました。その時は、具体的な数値につい

ては、今後、推計しますとしてお示ししておりませんでしたので、今回、資料を１ページめくっ

ていただいたところに、財政収支の見通しとして表で示しております。 

財政推計にあたっては、人口推計とかなり密接な関係がありまして、生産年齢が増えれば、

自治体の収入であります歳入が増える傾向にあります。和光市の場合、歳入の約8割を占めます

のが、自主財源、いわゆる税金です、市税の中には、県民税、市民税のほか、固定資産税、た

ばこ税、法人市民税等もありますが、これらは人口と密接な関係があるということをこの表か

ら読み取っていただければと思います。 

次に自治体の支出である歳出についても同様で、例えば、子育て世代の人口が増加すれば、

乳幼児対策の医療費用や保育園の待機児童の解消に要する費用が、高齢者世代の増加に関して

も関係する経費が見込まれることとなります。また、これに関係して、国庫補助金など、県の

補助金や自治体の借金であります地方債、また、地方債の返済に充てる公債費にも影響を与え

ます。 

それでは、これらについて、具体的に説明をさせていただきます。 

まず、上段に歳入、下段に歳出という形でまとめています。歳入の内訳として、自主財源と

依存財源と区分しております。また、歳出については、義務的経費、消費的経費、その他の経

費などと区分してございます。こちらにつきまして概ねのイメージで申し上げますと、自主財

源は主に税金とお考えください。依存財源については、国庫補助金や市債等の借入金とご理解

ください。歳出について申しますと、義務的経費については文字通り、削減の難しい経費で、
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人件費や社会保障などの扶助費、借入金の返済のための公債費などがこれに当たります。続き

まして、消費的経費ですが、委託料などを含む物件費などが挙げられます。補助費は団体に交

付するお金や一部事務組合で負担する経費などが当たります。このような費用が色々あるわけ

でございますが、全体の予算規模で申しますと、平成２１年度で約２０４億円となっておりま

す。来年度の予算につきましても、国の施策であります子ども手当を見込んでおりますので、

これを除けば本年度とほぼ同額か若干の微増となっております。大体、和光市の財政規模につ

いては、この程度と理解いただければと思います。 

歳入、歳出に関しては、人口と密接に関係がございますが、ここでは、投資的経費（普通建

設事業）について、関心を置いていただければと思います。この項目については、平成２０年

度で３５億８,７００万となっております。 

この部分は、投資的経費として、多額の費用がかかるもの、例えば、施設建設費用の財源を

賄うものがこれに該当すると理解していただければと思います。 

近では施設建設も一巡し、維持管理の時期に入っておりますが、本市では、まだまだ区画

整理事業や道路整備が進んでおらず、投資的経費が必要となっておりますので、その点を踏ま

えて資料をご覧下さい。 

なお、歳入については、本市に関係のあります自動車製造業などの経営状況も景気低迷の影

響を受けており、そのため、今後は歳出をまかなうだけの歳入が増え続けるというわけにはい

かない、という厳しい状況をこのデータから感じとっていただければと思います。 

 この投資的経費に充てられる費用としまして、平成２３年度、２０億 7,300 万円、平成２４

年度、２２億９，８００万円、平成２５年度が２３億５，６００万円という予測となっており

ます。 

続きまして、財政推計と基本構想のつながり、整合についてご説明します。この整合につき

ましては、当初、第４次基本構想の策定方針の中で、実施計画を絵に描いた餅にしないために

は、実行性のある計画づくりをしましょうということを掲げて、皆様にご承認をいただいてお

るところでございます。これを厳密に推進しようとすれば、計画実現のために必要な投資的経

費がその中に収まるかどうかを検討する必要があります。これにつきましては、施設の規模や

時間の悪化にも影響されてきますし、詳細設計を行わない段階で、数値を示すことは相当難し

い点もあるため、この場合、概算で試算をし、庁内で検討をしたところ、数十億円以上にもの

ぼる赤字が予想されております。もちろん計画を推進する段階で、財布の中身と相談をして行

うこととなっておりますが、その時点で財源が保障できない場合は、事業の不採用採択、見送

り、規模の縮小などの作業を行い、施策の優先順位をつけていきたいと考えておりますが、こ

のあたりのギャップを埋めるために、いくつかの対応を試みているということをお伝えしたい

と思います。 

１点目としまして、財源の確保ということで、均衡財政を堅持しうる範囲で地方自治体の借

金である地方債の金額についても若干、考慮しているところでございます。 

２点目、今年度に影響のある投資を含む施策などにつきまして、位置づけをしっかりと精査

していこうとしております。 

また、３点目は費用の平準化を図っていく必要がありますので、今後、目標値についても、

部会で審議をいただきますが、過度になりすぎないように配慮していただきたいと考えており

ます。 

４点目としまして、これまでも取り組んでおりますが、 小の経費で 大の効果を上げてい
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くために、職員の意識改革を含む行財政改革を徹底して行っていくということを考えておりま

す。 

以上が財政推計と基本構想のつながりという形になります。 

 

石川会長 

以上で財政推計についての説明が終わりました。何かご質問があればお願いします。 

 

神杉委員 

歳入歳出の資料について、歳入の地方税が平成２４年度からプラスになってきているが、な

ぜでしょうか。 

 

石川会長 

理由について、事務局説明をお願いします。 

 

事務局 

理由としては、直接的には人口推計で示したとおり、本市の人口増加による市民税の増加や

生産年齢人口の塊が増加していく推計となっている点を見込んでいるためです。 

 

石川会長 

ありがとうございました。他に質問いかがでしょうか。ないようですので、（３）策定スケ

ジュールの変更について、事務局から説明をお願いします。 

 

（３）策定スケジュールの変更について 

事務局 

それでは、お手元の資料６、Ａ３サイズ横のカラ―刷りの資料をご覧ください。ここでは、

現在の位置をご確認させていただきます。左から右に時間軸を示してございます。 

本日はすでに２月６日ですので、策定作業のスケジュールもすでに半分から右側、後半部分

に差し掛かっております。したがいまして、本日と２０日の２回の部会をもちまして計画策定

の峠を越えようとしているところまで参りました。ここまでの委員の皆様のご協力に感謝を申

し上げます。 

なお、策定作業のスケジュールについては、第１回目の審議会で委員の皆様にご提示しまし

たが、実際に作業を進めていく段階で、やや作業に変更がありました。 

具体的には、第１回目の審議会での検討を踏まえ、庁内での調整事項についても、再度確認

をしていただくなど、慎重な審議を進めていただいておりましたので、第１回目のパブリック

コメントも当初予定の９月から１１月にずれ込んでしまいました。 

さらに、今回の部会を2回開催いたしますが、これも当初のスケジュールに追加した会議でご

ざいます。 

こうした理由により若干、当初に委員の皆様にご提示したスケジュールと比べて、時間をか

けております。したがって、審議会からの答申も５月の連休明けから７月の中旬へと時期の変

更し、議会への計画案の上程も６月議会から９月議会へと変更となります。 

次に委員の皆様に今後の予定をお知らせしますと、資料中、中ほどに赤色で網かけをいたし
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ました部分、３月７日に審議会を開催させていただきます。 

ここでは、施策内容検討シートから計画書としての 終段階に落とし込んだものを対象とし

て、具体的に皆様に資料として提示のうえ、ご審議をいただきたいと考えております。 

具体的には、資料13の形になるかと思います。資料の左側に施策の目的、現状と課題を、そ

の下に、根拠となる資料、または写真や地図などの情報を挿入します。右側につきましても、

課題解決の考え方について、その考え方や内容が論理的に分かりやすく説明するなどの工夫を

行い、計画書を作成していこうと考えております。 

さらに、３月７日の第５回審議会で委員の皆様からいただきました意見を踏まえ、事務局で

は計画書の 終案にまとめて参ります。 

そして、４月１０日に予定をしております第6回審議会からは、新年度となりますが、この会

議では、第２回目のパブリックコメントにかける前の計画素案を協議いただきます。また、昨

年末に実施した第１回目のパブリックコメントを含めてご議論いただく予定でおります。 

それに続きまして、第７回目の審議会、日程は未定ですが、大体６月末を予定しております

が、ここでは、パブリックコメントを反映したものを審議いただき、この段階で、ほぼ 終的

な取りまとめを行いたいと考えております。 

続く、第８回の審議会では、７月の中旬を目安に開催する予定となっておりまして、ここで、

いよいよ終了ということになります。この段階で、足かけ2年にわたります審議会での議論も終

えるということとなります。 

審議会からの答申を受けまして、庁内では 終の調整を行い、９月の議会に諮っていく予定

でございます。 

以上が策定スケジュールに関する変更点並びに今後の予定の説明となります。 

 

石川会長 

ありがとうございました。当初、予定していかなった部会を開催して、詳しく検討するとい

う機会と重ねた結果、議会への上程の予定が6月から9月に変更になったということですね。 

このことについて、何かご質問はありますでしょうか。なければ、次に重点プランについて、

事務局からの説明をお願いします。 

 

（４）重点プランについて 

事務局 

それでは、説明の４番目として、重点プランについて説明いたします。資料７をご覧くださ

い。重点プランにつきましては、１１月７日の第４回審議会でも説明いたしましたが、市民討

議会や市民意識調査、１１月１８日のパブリックコメント説明会の際に行った懇談会での市民

意見等を参考にしながら、庁内での議論を行いまして、重点プラン１としまして、「安全で暮ら

しやすいまちづくり」を、重点プラン２としまして、「安心していきいきと暮らせるまちづくり」

といったことで作成したものです。 

これらの内容につきましては、今後１０年間において、重点となる施策を掲げて、積極的に

取り組んでいくものであり、計画に掲げる個々の施策とは別に、部局横断的に取り組んでいく

ものでございます。 

施策を縦軸に見るものとは別に、横軸で捉えていただくものが重点プランと考えていただけ

ればと思います。 
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資料のページを一枚めくっていただきまして、２ページ目に重点プラン１、重点プラン２と

それぞれ内容を示してございます。 

まず、重点プラン１につきましては、「災害に強いまち」と「市民の身近な暮らしの安全」を

重点キーワードとしまして、取組①から④として重点的な取組を挙げております。 

続く、重点プラン２につきましても、「子育て世代と高齢者の安心」と「地域との連携」を重

点キーワードとしまして、同じく、取組①から③を挙げております。 

なお、この重点プランにつきましても後ほど議論していただきます施策と同様に、指標を設

定しまして、計画策定後、プランの達成状況を図って参りたいと考えております。 

また、この重点プランにつきましては、次回、第5回審議会でも再度、議論をしていただくこ

ととなりますが、本日、この重点プランの内容に関連する施策については、その施策の中で議

論をいただければと思います。説明は以上でございます。 

 

石川会長 

はい、ありがとうございます。以上で事務局からの説明でしたが、何かご質問があればお願

いします。 

 

古屋委員 

はい。先ほど説明のあった資料１の施策の体系図について、重点プランはどのように位置づ

けられているのでしょうか。 

 

石川会長 

施策の関連図との関係ですね。これは事務局から説明していただいてよろしいでしょうか。 

 

事務局 

只今のご質問につきましては、重点プランとして、「安全で暮らしやすいまちづくり」や「安

心していきいきと暮らせるまちづくり」を掲げておりますが、これらにつきましては、先ほど

説明しましたとおり、今後、重点的に取り組んでいくものでして、計画に掲げる個々の施策と

は別に、部局横断的に取り組むものと位置付けております。 

 

石川会長 

今の説明ですと、施策の体系は縦系列になっていて、横系列は重点的なものを配している、

といった関係ですね。先ほどいつくかのキーワードを掲げて、計画を横串で刺しているという

は話もあったようですが、そういう関係ということでよろしいでしょうか。 

 

古屋委員 

施策の体系として、せっかくなので、どこかにこの図を掲載した方が良いのではないでしょ

うか。 

 

石川会長 

ぜひ、そのあたりも踏まえて、計画策定をしていただければと思います。はい、他にご質問

はございますか。ないようでしたら、 後となりますが「部会の進め方について」の説明をお
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願いします。 

 

（５）部会の進め方について 

事務局 

それでは、部会の進め方についてご説明いたします。資料８をご覧ください。こちらにつき

ましては、審議会部会の目的と委員の皆様の役割として、説明させていただいております。 

まず、審議会部会の目的ですが、ここでは、総合振興計画の将来都市像である「みんなでつ

くる快適環境都市わこう」の実現に向け、それぞれの施策ついて、少人数で深く検討を行って

いただくために設置したものでございます。 

また、委員の役割につきましては、次の２点ございます。 

１点目として、「①施策内容検討シート等に基づき、施策を検討するにあたり、記載されてい

る内容の不明点などを所管課との質疑応答を行い、施策の内容を把握する。」とし、２点目とし

ては、「②審議会委員（部会員）同士が協力し、施策についての意見を取りまとめる。」となっ

ております。 

なお、資料中の「③ 終的には、審議会において、部会で取りまとめた意見を部会長が報告

し、審議会における合意形成を行う。」ことと考えております。 

このほか、事前に委員の皆様に配付した資料で、議論に活用するために資料１「施策の体系

図」というＡ３横長の資料をご覧ください。また同じ資料をスクリーンにも投影していますの

で、こちらも併せてご覧いただければと思います。 

施策体系図につきましては、前回の審議会でもご提示し、また、庁内でも検討を経て作成し

たものでございます。 

将来都市像につきましては、「みんなでつくる快適環境都市わこう」となっており、その下に

将来都市像を実現するために４つの基本目標を掲げております。そして、この４つの基本目標

を推進するにあたって、ということで構想を推進するためのものとして掲げております。 

ここまでにつきましては、審議会委員の方にご議論いただきこれまで決定して参りましたが、

基本目標にぶら下がる基本施策につきましては、基本目標を実現するための取組、施策を束ね

たものとなっております。その基本施策の下に、施策が８０余りありまして、こちらについて

は基本施策を実現するためのものとして施策があるという位置づけになっております。 

本日の議論につきましては後ほどご説明したいと思いますが、将来都市像の下に、このよう

な基本目標、基本施策があるという前提で、大きな目標に向かって、和光市がどう向かってい

くべきかといった視点でご議論をいただければと思います。 

また、基本施策につきましては、３月の審議会におきまして議論を行い、決定して参ります

ので、こちらの体系図についても部会でご意見として賜れればと思います。 

それでは、事前配付資料の２番として、施策検討シートの見方についてご説明します。 

検討シートの見方としまして、まず、各シートごとに施策名、施策番号を示してあります。

次に施策の目的としまして、１０年後にどのような状態にしたいかということを示してありま

す。施策の現状というのは、様々な計画や市民意識調査などの結果を踏まえまして、客観的な

事実を記述してあります。その下の４番目、施策の課題については、施策の現状を踏まえて、

具体的に何が課題なのかを書いてあります。次に右側に移りまして、前の施策の課題を解決す

るために、何をすべきかということで、主な取組をいくつか掲げてあります。また、欄にあり

ます、対応課題の番号は、何番目の課題に対応するものであるのかということを示しているも
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のです。 

施策目標については、平成１９年度、２０年度の実績値が記入されており、それに加えて、

５年後、１０年後の目標値として、平成２７年、平成３２年それぞれの目標値が記入されてい

ます。これらは、施策の達成度を見るときに、定量的に把握をするために設定しているもので

す。 

それから、資料１１として、実際に今日の議論に用いることとなりますが、委員の皆様に事

前に配付をした施策内容検討シートに対する質問を一覧としてまとめたものでございます。 

施策番号、施策名、担当課、施策該当部会として、どの施策に対する質問であるかを示して

ございます。こちらにつきましては、後ほど、各部会におきまして、担当所管から皆様にこれ

らの質問を踏まえて、施策内容についてご説明することとさせていただきます。 

次に、資料１２になります。こちらの「社会指標分析区分別比較グラフ」につきましては、

以前から社会指標分析に関する指標を会議では提示して参りましたが、委員の方からも提案の

ありましたとおり、類似団体、先進自治体、近隣自治体と比較した内容をグラフ等によって見

やすくしてほしいとの要望を踏まえ、資料としてまとめたものでございます。この資料につき

ましても後ほど施策を議論するために活用していただければと思います。 

また、資料番号は前後しますが、資料９としまして、「部会の議論の方法」について説明いた

しますと、具体的には、この後、委員の皆様には各部会で議論に入っていただきますが、まず、

議論にあたっては、まず、部会長を選出していただきます。その後、部会は部会長の進行によっ

て、議論を進めていただきます。時間につきましては、質疑応答スケジュールということで、

資料１０ですが、午後１時半から保健福祉医療部会が６０２会議室で、生活環境産業部会が  

６０３会議室で行われます。それぞれの部会では、担当課から個々の施策についてご説明しま

すので、その内容を踏まえ、ご議論いただければと思います。あくまでもこれは目安でござい

ますので、１施策、１５分程度となりますが、施策の目的や事前の質問事項、指標についての

考え方に関する説明の後に所管課との間で質疑を行っていただき、 後に、審議会委員の皆様

によって意見とりまとめを行っていただきたいと考えております。 

それから、施策の内容を議論する際は、先ほど資料１として説明しました施策の体系図や将

来都市像や基本目標に関して、各施策が適切に位置づけられているかどうかを確認しながら、

議論を行っていただければと考えております。 

なお、午後の部会の予定に関しましては、終了時間は一応、午後４時半となっておりますが、

議論が続く場合は、若干の時間の延長をできるように時間を設定しておりますので、その際は、

部会長の進行のもと行っていただければと思います。 

以上、部会での議論の方法ということで説明をさせていただきました。 

 

石川会長 

以上で事務局からの説明が終わりました。委員の皆様から何かご質問はありますでしょうか。

もし、ございましたらお願いします。 

 

大崎委員 

質問ではなく、確認ですが、本日の部会での検討結果は、３月７日に反映されるということ

で良いでしょうか。 
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石川会長 

 事務局、お願いします。 

 

事務局 

ご質問のとおり、そのように考えております。 

 

石川会長 

他にご質問はありますか。 

なお、本日は限られた時間の中で議論を進めていかなければなりませんので、事務局からの

説明のとおり、各委員の議論についても心がけていただければと思います。 

 

３ 部会長の選出 

石川会長 

それでは、部会長の選出に参りたいと思います。部会長につきましては、部会の委員の互選

によることとなっております。それでは、互選により部会長の決定をお願いします。 

 

（結果） 

大崎委員が都市基盤部会長として選出された。 

 

４ 議題（施策体系・施策内容について）（要点記録） 

（１） 施策６「安全で快適な道路の整備」について 

【質疑・応答】 

質問① 

 道路の作り方（雨水対策、側溝、浸透枡）の考え方を環境対応型に変えるつもりはあるか。 

回答 

 都市計画の中で考えるべきもので、できる範囲で進めていく。今後検討していく。 

 

【意見】 

意見① 

 交通量に応じた強度を検討すべきである。（でこぼこがある。）市道の中でも交通量の多い

もの等について所管替えをしたらいいのではないか。 

回答 

 県では県道新設はない。勾配など道路規格が県道に即していない。 

意見② 

 都市計画道路の整備を迅速に進めることはできないのか。 

意見③ 

 環境条例を踏まえ、景観に整備していくことをはっきりさせてはどうか。 

回答 

 景観については、次回の部会で、都市整備課を交えて議論する。 

意見④ 
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 「どぶいた歩道」という表現は適切なのか。 

回答 

 表現を修正する。 

意見⑤ 

「どぶいた歩道」があることを示したらどうか。 

 

【まとめ】 

・ 「どぶ板歩道」という言い方を修正し、「歩きにくい歩道」に変更するべきである。なお、

「どぶ板歩道」と現状に記載することとすべきである。 

・ 課題及び取組に、県道において歩道の安全が確保されていない場所については、県に要望

すべきであると加える必要がある。 

・ 道路周辺の環境を考慮した場合、浸透マスなど、雨水対策を講じる必要がある。 

 

 

（２） 施策７「交通安全対策の推進」について 

【質疑・応答】 

質問①  

 放置自転車の中には盗難車が多いと思うが、その対策が必要ではないか。 

回答 

 平成20年度の自転車撤去台数は1,682台で、そのうちの盗難車67台については返還してい

る。また、盗難防止として、二重ロックの啓発を行っている。 

質問② 

 取組として自転車用道路の整備も必要ではないか。 

回答 

 現状の路幅では自転車用道路の整備は難しく「歩行者優先」の表示をすることで対応して

いる。 

質問③ 

 まだまだ酒酔い運転が後を絶たないが、自転車の交通ルール無視が気になる。右側通行は

当たり前、信号無視、無灯火、携帯電話の使用、歩道の暴走等も見受けられるが、指導の実

態と対策はどうなっているのか。 

回答 

 看板の設置や、交通安全運動などで、警察と協力して啓発を行っている。 

 

【意見】 

意見① 

 ポスターを貼っているが、警察との連携などの説明を現状に記載したらどうか。 

意見② 

 県道の交通安全対策について、県に働きかけを行うべきである。 

回答 

 平成２１年に自治会連合会を通じて県に要望を提出したが、県からは回答がない。 

意見③ 
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 歩道がない、狭い道路が多くある。歩道の拡幅をどのように進めていくのか。迅速な整備

が必要である。 

回答 

 道路安全課だけでは対応できない。市民の協力が必要である。 

意見④ 

 県道については道路管理者へ要請すべきである。 

意見⑤ 

 盗難防止の対策を取組に加えるべきである。 

意見⑥ 

 施策指標として、盗難自転車、オートバイ数をいれたらどうか。 

 

 

（３） 施策１１「安全な水の安定供給」について 

【質疑・応答】 

質問①  

 大きな地震に対して防災用に湧水の利用は検討しているか。 

回答 

 水道事業においては、検討していない。 

回答に対する意見 

 市の財産であり、いざという時に使えるようにしておくことが必要ではないか。 

質問② 

 白子の湧水を防災緊急時に利用できるように備えることを検討するべきではないか。 

回答 

 水源は県水及び深井戸としているので、検討していない。 

質問③ 

 緊急時の個人所有の井戸水の利用については、検討しているか。 

回答 

 安全な水を供給できる体制を整備したい。 

 

【意見】 

意見① 

 耐震管の整備状況を現状に記載するべきではないか。上水道についても同様にするべきで

ある。 

意見② 

 家屋の倒壊等による被害を受けた際には、井戸を利用できるとしのぐことができる。市民

の意識の啓蒙をはかってはどうか。 

 

 

（４） 施策１２「公共下水道利用の推進」について 

【質疑・応答】 

質問①  
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 越戸川にまだ家庭排水が流入している箇所があるが対策はとられているのか。また、自衛

隊官舎の下水が越戸川に流入した事があるが、市の下水につなぐ課題とするべきではないか。 

回答 

 ２つの合併浄化槽を設置しているが、平成２０年１２月の自衛隊の合同演習により、浄化

槽の能力を超えた下水が越戸川へ流出したものである。自衛隊からは、現在の浄化槽の耐用

年数を過ぎており公共下水道への接続を希望しているが、自衛隊敷地が自治体をまたがって

いることでの和光市水道計画以上の処理量に対する対応や、自衛隊での接続に要する費用の

確保等が課題となっている。 

質問② 

 下水道の整備により白子川は本当にきれいになったが、まだまだ街中では生活雑排水をパ

イプで堂々と雨水管へ垂れ流している。その実態の把握と指導の実態はどうなっているのか。 

回答 

 当市の公共下水道供用開始区域内には、平成２１年９月末現在で普及率９５．６１％、水

洗化率９７．５６％で、８３６世帯１，７７２人の方は、未接続である。訪問の実施やパン

フレットによって啓発を行っているが、費用の問題がある。 

 

【意見】 

意見① 

 雨水循環を意識することが必要ではないか。 

意見② 

 規模の大きな貯水枡整備など、総合治水の考え方を盛り込んでほしい。 

回答 

 現在、検討していない。膨大な費用が見込まれるので、国レベルの問題である。 

回答に対する意見 

 市民の考え方として「総合治水」が根付くようにするべきではないか。 

 

 

（５） 施策１３「雨水対策の推進」について 

【質疑・応答】 

質問①  

 雨水対策だけはなく貯水施設を公園、校庭に設備することや緑地保全など総合的に雨水対

策はとられているのか。 

回答 

 平成２２年１月時点で、３２施設を整備している。 

質問②  

 浸水被害対策として、国の施策である総合治水、雨水循環を考えた施策をいれるべきでは

ないか。 

回答 

 昭和５７年８月から新河岸川流域において雨水対策を進めている。 

 

【意見】 
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意見① 

 指標名と指標の説明が一致していない。 

回答 

 指標の説明において、面積を割合に変更する。 

 

【まとめ】 

・ 施策指標の「雨水整備率」の部分は、面積ではなく割合に変更するべきである。 

 

５ その他 

 

６ 閉会 

 

 

 

 


