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和光市第四次総合振興計画審議会第４回会議 議事録 

 

開 催 日：平成２１年１１月７日（土） 午前１０時～午後１２時４０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 

３号委員（市内公共的団体等の役員）斎藤和康、山田智好、小野玲、木村幸夫、 

原田政雄、冨岡宗一、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、松井望 

５号委員（公募による市民）富田由美子、和田勝行、山幡二朗、西村祐介 

６号委員（市の職員）大寺正高 

（欠席：１０名）柴崎幸夫（２号委員）、浪間兼三（３号委員）、神杉彰（３号委員）、

中尾真弓（３号委員）、村山喜三江（３号委員）、 

荒木保敏（３号委員）、木村 幸夫（３号委員）、山﨑保（４号委員）、 

宮川一彦（５号委員）、西村祐介（５号委員） 

 

議  事：１ 開会 

２ 議題 

（１）第四次総合振興計画基本構想（まちづくりの方向性部分）素案について

（２）総合振興計画審議会部会の設置について 

３ 報告 

（１）前回会議報告について 

・計画期間について 

・第３回審議会会議録について 

（２）庁内における検討状況について 

・施策体系図・重要施策について 

４ その他 

今後の議会等の予定について 

５ 閉会 

 

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。ただいまから和光市総合振興計画審議会第４回会議を開催させていただきま

す。 

本日の会議は、秋という関係でいろいろ行事もございまして８名の方が欠席されております。

今２名の方は連絡がございませんが、遅れていらっしゃると思います。総合振興計画審議会条

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
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成立しております。 

それでは、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。資料番号１としまし

て、第四次総合振興計画基本構想（まちづくりの方向性部分）素案ということで、これは事前

配付させていただいております。資料２としまして、総合振興計画審議会部会の設置について

ということで、これも事前配付させていただいております。資料３としまして、総合振興計画

審議会第３回会議録、これも事前に配付させていただいております。資料４としまして、施策

体系図・重点施策素案、これは本日お配りしております。資料５としまして、今後の会議等の

予定ということで、これも本日配付させていただいております。以上が資料１から資料５とい

うことになっておりますが、お手元にございますでしょうか。もし、ない方がいらしたら挙手

をお願いいたします。よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

なお、本日の会議は市民参加条例に基づきまして、公開とし、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。 

 

２ 議題 

（１）第四次総合振興計画基本構想（まちづくりの方向性部分）素案について 

石川会長 

おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは会議を進めてまいります。次第の２番ですね。議題（１）第四次総合振興計画基本

構想（まちづくりの方向性部分）素案について、まず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（１）まちづくりの方向性の部分の素案について説明をさせていただきます。

前回の会議までに、従来から取り組んできております課題の整理分析、ニーズやデータの整理、

前提となる人口や財政の予測、また「みんなでつくる 快適環境都市 わこう」という目指す

都市の将来像や、その下に続く基本目標・基本施策・施策といった体系のイメージについてご

審議をいただいたところでございますが、これらを実物に落とし込んだものが今回資料１とし

て示したものになります。 

では、順次ページをめくっていただきたいと存じます。ページ番号がまだないところで、右

側に市名の由来、和光市民憲章、市の木、位置図、市の花などがございます。続きましてもう

１枚めくっていただけますでしょうか。左側には目次を示しております。 

今回は今後行う１回目のパブリックコメントへの対応といたしまして、第２部の第１章まで

を示しております。ここで全体の構成を見ていただけると構想全体のイメージを持っていただ

けるのかと思います。第１部では、計画の策定にあたってということで１章に概要を、２章に

前提を載せております。続く第２部では基本構想として、第１章に和光市の目指す姿として６

項目を挙げております。 

今後はこれに続くものといたしまして、第２部 第２章以降が足されていくことになります。

後ほど報告で触れさせていだきますが、それは重点プランであったり、体系図であったり、基

本目標の実現のための手段となる基本施策であったり、施策であったり、計画の推進にあたっ

てといったような従来の３層構造の２層目となる、前期後期の各基本計画の内容が続いてまい

ります。今後は、いよいよ佳境を迎える策定作業に引き続きご協力いただければと思っており
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ます。 

それでは右側に目をやっていただき、１ページ目では第１章概要ということで、１として趣

旨を、さらに（１）として計画目的、（２）として計画の背景を述べております。 

ページをおめくりいただきまして２ページ目では、２計画の構成と計画期間としまして、当

審議会においても審議をいただきました従来の３層構造から２層構造に転換をしたこと、前期

後期の計画を構想に組み込んだため、計画期間の中間の５年での見直しを義務づけたこと、２

層目の実施計画のことに触れております。 

右側３ページ目では、３計画の特徴として３点を載せております。（１）市民とともにつくっ

たということ。（２）としまして、計画の実行により「何が変わるのか」がわかりやすいという

こと。（３）としまして重点プランが示されたというようなことを載せております。 

４ページ目からは第２章ということで総合振興計画策定の前提を示しています。１和光市の

位置。５ページ目、６ページ目には、国の社会経済環境等の変化として顕著なものを６点載せ

ております。これは、当市限定で見られるような顕著な状況ということよりも、国全体といっ

たものを載せております。 

続きまして７ページ目、平成１３年度からの第三次総合振興計画期間における主な取り組み

を年度別に示しております。現状では平成２０年度までとなっておりますが、今年度の取り組

みについても今後掲載していく予定となっております。 

続きまして８ページ目、９ページ目では、５月に実施をしました市民意識調査の結果と、満

足度・重要度から見たもの。満足度が高くて、重要度が低いような見直し領域。満足度・重要

度ともに高い維持領域。満足度・重要度ともに低い存廃検討領域。満足度が低く、重要度が高

い重点化領域。こういった４領域の関係と和光市の施策を示したものを載せております。 

続きまして１０ページ目からは第２部という形になります。第１章和光市の目指す姿の中で、

和光市の特性、そして課題を１２ページまでに掲載しております。（１）和光市の特性につきま

しては、全国的な人口減少の時代に突入している中で逆の状況になっていること、考えられる

主な理由としては、環境面で都心に近い割に緑が残っているといったような、市民意識調査や

和光市まちづくり討議会でいただいた声を反映させております。また単身世帯が多いこと、比

較的年齢が若いこと、比率ではなく今後の高齢者数の増加などについても触れております。ま

た理化学研究所をはじめとする、当市の持つ地域資源とも言える多くの研究機関・企業といっ

た人材の集積についても特性として挙げております。一般的な強みの要素の反面、地域への関

心の低さといった弱みとなるような部分についてもこの部分で触れております。 

（２）では、和光市の課題として８点を挙げております。○1 としましては、まちづくり討議

会などで多くいただいた声ですが、中心市街地、中でも北側地域の整備の遅れを挙げておりま

す。○2 では、安全性を問題視しまして、生活道路の安全性の確保を挙げております。○3 福祉ニー

ズへの対応の部分では、特に顕著な傾向である子育て世代が多いことへの対応、一方で増える

高齢者の健康増進、生きがい創出、介護といった安心面への対応を挙げております。○4 小・中

学校の配置および規模の適正化では、これも若い世代が多いといった影響で発生する小・中学

校の配置、規模の適正化といった問題を挙げております。○5 では、都市機能の高まりと裏腹の

地域連帯感の希薄さについて挙げておりまして、交流から生まれる安全、心のつながりを重視

した安心体制の整備を課題として挙げております。○6 では、意識して保全しなければ取り戻す

ことのできなくなる豊かな自然の資源化、活用を挙げております。○7 の産業につきましては、

住宅都市である当市では、従来明確な課題として意識することのなかった内容なんですが、平
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成１９年の終盤に開設いたしました和光理研インキュベーションプラザを突破口とした活性化

を課題として挙げております。１２ページ、○8 では、埼玉県内では上位に位置すると思われて

おります当市の財政状況なのですが、景気悪化の影響は例外ではなく、低成長の中でどれだけ

持続可能なまちづくりを行うことができるのかという、厳しい１０年間になるというような認

識からここに記載しております。 

右側に目をやっていただきまして、１３ページ、１４ページには、２人口推計を掲載いたし

ます。第２回審議会におきまして、資料として出させていただいたものを再精査いたしました。

コーホート要因法を採用していることや、市内を８地区に分けて細かな積み上げを行っている

ことなどの基本的な考えについては変わっておりませんが、副都心線の開通や、ここ数年で顕

著だった一部地域でのマンション等の立地状況を今後も続くトレンドとして見ることは、若干

過大な予測となってしまう懸念もありますので、これを調整するなどをしております。前回お

示しした資料では平成３３年で１０万５，０００人を超えておりましたが、今回はそれを下回

るようなものとなっております。また高齢化率といった比率だけにとらわれないで、実数に着

目することがよりよいというご意見を踏まえまして、年齢区分別の推移を初めに載せまして、

ページをめくっていただきました１４ページでは割合を含めて掲載しております。その下に四

角で囲ってある※印の部分がございますが、従来から説明させていただいておりますが、１１

月１日を基準日として今後再推計を行うことになっておりますのでご了承いただければと思っ

ております。 

右側に目をやっていただきまして、１５ページから１７ページには、歳入・歳出やバランス

シートや行政コスト計算書といった、いわゆる企業会計手法を用いた財政分析や、他団体との

比較から見た過去現在から未来のトレンドを示したようなものを載せております。庁内での幾

度もの議論を踏まえ、ここの部分はよりわかりやすく、よりコンパクトにまとめたつもりでご

ざいます。 

１７ページに４つのグラフがございます。このグラフに続きまして、その後の実際の財政予

測、財政推計についても今後掲載する予定がありますのでご了承ください。現時点でまだお示

しする段階に至っておらず、庁内で検討を重ねている段階でございます。 

続きまして１８ページをお願いいたします。将来都市像ということで前回承認をいただきま

した「みんなでつくる 快適環境都市 わこう」につきましていただいたご意見を踏まえ、そ

れぞれ前回出されていたイメージを文章化してまとめ直しております。利便性の高い住宅。緑

や自然という守っていくべきもの。それぞれの世代が輝く未来に向けて生き生きと暮らしてい

くということ。元気で安全なまちをみんなでつくっていこうということ。このような方向性を

快適環境都市というふうに位置づけて、初めに掲げております。 

１９ページから２２ページには、これも前回お認めをいただきました４本の基本目標を、わ

かりやすくタイトルのようなものをつけて載せてございます。例えば「１ 都市基盤」では「快

適で暮らしやすいまち」。ページをおめくりいただきまして、「２ 教育・文化・交流」では、

「自ら学び心豊かに創造性を育むまち」。２１ページ目の「３ 保健・福祉・医療」では、「健

やかに暮らしみんなで支えあうまち」。２２ページ目、「４ 生活・環境・産業」では、「安らぎ

と賑わいのある美しいまち」。という表現をいたしました。これは、将来都市像の実現のために、

市民・企業・ＮＰＯ、そして市がともに目指す地域の目標に向けた取り組みとその内容を、そ

れぞれこのタイトルの下に記載をしているという内容になっております。 

また、この基本目標の順序につきまして、前回の審議会でもご意見をいただいたところでご
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ざいますが、その後、庁内でも検討いたしました。その検討結果としましては、例えば１番目

に、４番として位置づけている「生活・環境・産業」を持ってくるということではなくて、「快

適環境都市」という将来都市像は、いわゆる環境分野というようなものだけにかかるのではな

くて、すべてのものにかかるということであるので、例えば和光市の都市基盤整備の状況とか、

またそのほかの「教育・文化・交流」の状況、「保健・福祉・医療」の状況、「生活・環境・産

業」の状況にかかる施策の現状を踏まえて、結果として前回お示しした順序と同じこの順番が

適当であろうという結論に達しております。 

２３ページ、２４ページには、基本構想の実現に向けた行政運営の方向を載せております。

市民との協働の推進、計画的なサイクルを取り入れた行政の運営、また効率的な行財政運営と

いった先ほどまでの基本目標、市民・企業・ＮＰＯ・市がともに目指していくものを効果的に

するために、行政として気を配っていくポイントを掲載しております。雑ぱくですが、これが

素案の概要でございます。 

また今後の計画の流れ、検討の流れとしましては、本日この後、皆様からいただく意見を持

ち帰りまして、検討を行い、必要な修正を加えたものを素案としてパブリック・コメントを行

う予定でございます。委員の皆様には、パブリック・コメントにかける庁内検討後の素案につ

きましては、それぞれ決定後郵送させていただきたいと考えております。市民意見の収集につ

きまして、委員の皆様方に見守っていただければというふうに考えております。 

説明につきましては以上でございます。 

 

石川会長 

ありがとうございました。ここでご質問、ご意見をいただくわけでございますが、進行の都

合上、まず全体を見てどうかというのを先にお尋ねします。その後に、あらかじめ事務局のほ

うからもお願いがありましたけれども、主に第２部の基本構想部分について、和光市の特性と

課題、将来都市像、基本目標というこの３つの柱を中心に２番目に、ご質問、ご意見を伺うと

いうようにさせていただきたいと思っております。 

それでは、まず初めに、今日ご説明のありました素案につきまして、全体についてご質問が

あれば、あるいはご意見があればお伺いしたいと思います。 

 

松井委員 

４号委員の松井です。第２部については後ほどお話をいただけるとのことですので、第１部

を踏まえつつ全体に対するコメント、確認をさせていただきます。例えば、３ページの計画の

特徴についてです。ここには、「何が変わるかわかりやすい計画」とか書いてあります。今の

段階だと少しこういう特徴があるというのを示されているだけであって、具体的な内容まで決

まっていませんので、これはこういう書きぶりをしてしまうのは、やや時期尚早なのではない

のかなと思われます。 

また、その下の重点プランについてですが、こちらについては、現在までに議論されていま

せんので、掲載することには慎重であるべきと思います。特に、重点プランと後ほどの基本目

標と基本施策の関係性がおそらく不明瞭のままでありますから、その提示の方式についてもま

た少し議論が必要だろうと思います。 

次いで、５ページ目の国の社会経済状況の変化についです。先ほどのご説明では、和光市と

は関係がない中で、国全体の動向のお話がされているようですが、その点を差し引いても、こ
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この記述はやや一般的すぎます。さらには、昨今の状況や制度改革が進んでいる中での案件が

たくさん記載されていますので、長期計画としての性格このようなところを入れるのは適当な

のかなという私の疑問です。むしろ、これはあんまり入れないほうがよいのではないかと思い

ます。 

第三に、７ページの第三次総合振興計画の各種施策の主な取り組みについてです。施策と書

いてありますけれども、ここに書いてあることは事業です。これは、私が前回コメントをした

点ですが、ここの部分では、第三次総合振興計画に対する目標の達成度などを具体的な数値を

含めて示されたほうがよいのかなと思います。このような事業をやっていますというのでは、

先ほどの計画の特徴の２つ目とされた、何が変わるのかというのはわからないと思います。今

のままでは、単にやっています、という説明にとどまってしまいますので、少なくとも、具体

的に何が行われているのか、数値をもとに書いてもらいたいと思います。 

第四に、これは少し大きな話といいますか、全体にかかわる話ですが、８、９ページで市民

意識調査の結果を踏まえて、満足度スコアと重要度で項目を分けている点です。これも、私が

前回お話ししましたが、基本構想なり総合計画をつくるときに、市民意識調査だけで策定して

いると、非常に危険であるといえます。要するに客観的データとしては、確かに、市民意識調

査も１つのデータではありますが、ほかの数値を踏まえて施策を掲載していかないと、施策の

全体的特徴や必要性を判断できません。市民意識調査だけでは、単に満足度の意識だけを根拠

とした計画になってしまう。 

また、同部分では、例えば９ページ目の存廃検討領域が明記されていることは、全体的な論

理構成とも抵触しかねません。同領域では、１１・１５・２３・２４・２５・２６・２７・２

８・２９とあります。これらは、後ほどの基本目標で言っているところの例えば１１の男女共

同参画について言えば、２０ページの「２ 自ら学び心豊かに想像性を育むまち」の中で、パ

ラグラフでいうと３つ目か４つ目かな、「男女共同参画の実現を目指し、更なる啓発活動の推進

に努めます」というふうな書きぶりがありますが、これは見事に整合性がとれていないですよ

ね。同調査結果だけに依拠した現在の案では、このようなことがあっていいのかなと非常に懸

念しています。そもそも、存廃検討領域というのは単なる見直しではなくて、基本的に廃止を

前提とした議論という方向性とも理解できます。一方で、後ろのほうで「推進する」「努力する」

と書いてあるものを、ここで廃止というところに置いてしまうのは、やや問題であると思いま

す。 

これはたぶんおそらく第２部の議論と関係してきますが、具体的に第２部の１０、１１ペー

ジで言っているような和光市の課題のところで、前回、前々回で示された各種データがござい

ますが、市民満足度はこういう状況あるんだけれども、データを見ていくとむしろこのような

課題が残っていたとか、近隣都市や先進都市と言われる自治体との間での格差があって、ここ

はまだ課題であるとか、もう少し丁寧にここの部分は書かれたほうがいいと思います。これは

おそらく非常に誤解を招きかねないと思いますので、その辺をもう少し再整理されたほうがよ

ろしいのではないかと思います。 

全体といいますか、第１部のざっくりした部分ですけれども、コメントは以上になります。

細かい字句とか書きぶりについてはもう少し意見がありますが、ほかの方の状況を踏まえて、

また時間があればお話ししたいと思います。 

 

石川会長 
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ありがとうございます。全体を通して、ほかの方のご意見。はい、どうぞ。 

 

高野委員 

１号委員の高野です。前回は仕事で海外におりましたので欠席させていただきました。今回

の基本構想の資料を見ますと、とても易しい言葉で素案ができており、よくわかりました。こ

の審議会のスタンスがまだはっきりわかっておりませんでしたが、今回大体わかりました。 

また意見を言う方が限られた方ばかりのように思えてなりません。皆さんは貴重な時間を割

いて参加なさっていらっしゃるのですから、どんどん行政に希望、疑問、質問を出したほうが

いいと思います。 

これに沿っているんですけれども、前回の会議録の中で、住んで１０年未満の人は４割を超

えているということが載っておりましたが、和光市は交通の便がよいのに、都心に比べると比

較的家賃が安いということで、腰かけ的に和光に住んでいる方が多いと思います。何とか永住

していただきたいと思いますので、いい策をつくってみたいと思います。 

いずれ１０万都市になると思いますが、単身で住んでいる方は、現住所は和光市でも、住民

登録をなさっているかどうかとても疑問です。確実に和光市の市民になってもらうことが市政

に関心を寄せる結果になると思います。 

また、もう１つ、南北の格差です。不満が多いと書いてありましたが、それどころではあり

ません。同じ税金を払っているのにと思います。駅はまちの顔だと思いますけれども、北口は

私が越してきた４０年前と大して何の変わりもございません。市民が平等に笑顔で住めるまち

を希望します。 

また将来都市像についてですが、今より緑を減らすことのないように開発をお願いいたしま

す。地球温暖化は早急に対策を立てないと間に合いません。９月のロンドンも半袖はいらない

よと言われて行ったんですけれども、真夏の気候でした。先月のチベットも雪が少なくて悩ん

でおりました。あとスイスもカナダのほうも皆さん、もう地球温暖化にはものすごく真剣になっ

ております。まちの計画もいいですけれども、ちょっと趣旨が外れちゃいますが、何しろ緑を

減らさないということを第一の目標にして、まちの開発をお願いしたいと思います。 

以上です。 

 

石川会長 

ありがとうございます。全体に関するご意見、ご質問等ありましたら、はい、お願いします。 

 

古屋委員 

さっきの松井委員と私は意見が同じなんですが、同じことをあまり言ってもしようがないの

で、できるだけ簡単に申し上げます。国との関係のところは確かにちょっと乖離しているよう

な気がします。国と地方との関係のところを重点的に書くことが必要なんじゃないかなと思い

ます。 

それから先ほどの、意識調査のところと後ろの第２部のところでやはり乖離があるような気

がします。松井委員が指摘された存廃検討領域。確かにこれは意識として低いところではある

んですが、少し個々にしっかり考えていく部分があるのではないというような気がいたします。 

以上です。 
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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。では、お隣の、はい。 

 

大崎委員 

４号委員の大崎です。私は第１部についてはおおむね賛成です。特に３ページの計画の特徴

は先ほど松井委員がご指摘になったんですが、やはりこの計画の方針でございますので、こう

して第１項目・第２項目・第３項目を出していただいて、むしろこうした方向で進めるのがい

いんじゃないかな。そういう面で載せていただくほうがいいと考えます。 

 

石川会長 

ありがとうございます。山本委員でしたか。はい。 

 

山本委員 

３号委員の山本と申します。前回も同じ意見で、先ほどの方ともまた重なるんですけれども、

この市民意識調査の存廃検討領域の項目は全部素晴らしいものばかりなんですね。それでアン

ケートのときに、なくしてもいいものはどれかということで挙げたものというわけではないの

で、この領域の名称を変えるということはできないことなのでしょうか。存廃検討という名称

を違うものに変えたら、ちょっと意識として心穏やかに見られるような気がするんです。 

 

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。よろしいですか。では、今まで出たご

質問、ご意見等を踏まえまして、事務局のほうで何かあれば。 

 

事務局 

いろいろなご意見ありがとうございます。それでは、一つ一つそのご質問にお答えするのは

言い訳がましくなってしまいますので、いただきましたご意見については調整可能かどうかと

いうのを持ち帰り検討したいと思っております。 

具体的には、３ページの計画の特徴ということで（２）（３）について、まだ実際に審議会で

具体的な中身についてお諮りしてないというようなご指摘については、全くそのとおりでござ

います。今後の検討の中で具体的にお示しいたしますが、一方でこういった方針でやらせてい

ただきたいということで考えたことでございますので、その辺につきましては今後の提案を見

守っていただいて、このような計画になるように、皆様でご議論していただければ もありが

たいというふうに思っております。 

５ページ目の国の社会経済環境等の変化につきまして、実は庁内でも同じような意見がござ

いました。また、きょうも複数の委員の方からご意見をいただきましたので、対応について検

討していきたいと思っております。 

７ページ目の第三次総合振興計画の各種施策の主な取り組みにつきまして、確かに施策の主

な取り組みということですが、実際に代表的な事業を示す方が、逆にこういった形でわかりや

すいのかなというような判断でお示ししたものです。これについて施策の達成度を数値化して

表したほうがいいというご意見に関しましては、もともと施策の体系ごとに数値で表すような

計画のつくりを第三次総合振興計画後期基本計画ではしておりませんでした。率直に反省して
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おります。今後の計画策定の段階で数値化できるわかりやすい計画を目指していきたいという

ことですので、達成度の数値化について、この構想の中に位置づけることは困難なのかなと現

段階では判断しております。 

従来ご説明させていただいていたとおり、課題の分析で、その達成度につきまして数値化と

いうことではないですが、その辺の洗い出しはさせていただいております。また従来から行っ

ております行政評価の中に施策評価というものがありまして、その中で現状値とか目標値がご

ざいます。その辺を無理やりといいますか、目標に向かって現在どのくらいの位置にいるのか

というようなものが、もし達成度だというようなことでお考えいただけるのであれば、そういっ

たことは今後の資料の中でお出しすることが可能なのかなと考えております。 

８ページ、９ページ目の満足度スコアや領域の説明や整合性につきまして、当初事務局が考

えていたのは、市民意識調査というのが全市的に行う も大きな調査ではないかというような

ことで、この部分を重点的に記載させていただいておりますが、もちろんこれだけではござい

ません。これを踏まえたけれども、そのほかの市民意見の収集やデータによって、その後の計

画と整合が若干合わなくなっている部分があるということは真摯に受け止めまして、なるべく

誤解のないような記述ができるかどうかということを検討していきたいと思っております。 

以上でございます。 

 

石川会長 

今、事務局のほうからお話があったんですが、まず見ていきますと、３ページ目は計画の特

徴ということで（１）（２）（３）を挙げられているわけですね。松井委員からは、２番目、３

番目についてはまだ具体的に示していないので、これをここで示すのは時期尚早ではないかと

いうご指摘がありました。大崎委員からは、計画の特徴としてこういうことを示しておくこと

はいいことではないかというご意見があったということです。 

これは、事務局のほうからもありましたように、計画の特徴としてこういうものを目指して

いるということを示した上で、また今後こういうものを具体的に示していきたいというお話で

すので、これは了解できるのかなと思っております。 

それから５ページ目ですね。一般的なものということで、むしろ入れないほうがいいという

ご意見。それから国と地方との関係をもう少し鮮明に表すような形で示したらどうかというご

意見もありました。確かに直近の情勢と少し違うところもあるようなので、この辺はやはり国

と地方との関係を中心にもう一度見直してはどうかと思っています。 

それから７ページ目の各種施策の主な取り組みについては以前から論議されておりまして、

具体的に達成度というものをどんなふうに示すかというのは宿題になっているわけですね。こ

の辺は事務局のほうでもお話がありましたけれども、何らかの形で達成度を示していく必要が

あるのではないかと私は思っております。 

それから９ページ目ですが、これは市民意識調査そのものを載せているということなんです

ね。そのためにその評価がないものですから、では、市はどう考えているんだ、あるいはこの

計画でどう扱うんだということが示されてないのです。そのために、存廃検討領域という名称

がいきなり出てしまうと、確かに誤解を招くということはあろうかと思います。 

ですから、市民意識調査ではこういうふうに出ましたと。ただ、その存廃検討領域という考

え方というのが８ページの下のほうに一応書かれているわけですが、例えば男女共同参画は重

要度が低いのかということになりますと、市民意識調査では低いけれども、やはり施策として
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はもっとちゃんと取り組んでいったほうがいいんじゃないかという意見がたぶん多いと思うん

ですね。その辺のところの整理をどういうふうにして、どういうふうに表すかという検討にな

るのではないかと思います。 

私のほうからは以上のような感想を述べさせていただきました。はい。 

 

山幡委員 

大体皆さんの意見と同じなんですけれども、粗い素案ですから今回はこれでいいですが、こ

れをもっと肉づけしなきゃいけない。そのことを痛感しました。この意識調査も回収率が非常

に低いし、４０％ないんじゃないのかな。だから１つの参考例でね。 

それから、私は一度この委員の人みんなでそろって、まちを歩いてみたい。歩いて実感して

ほしい。それでこういうものをもう一度見直すと、えらく全体像というのが変わるんじゃない

かな。そういう感じがします。 

だから、今後各部会でまた議論して、出てきたものを持ち寄った上で、素案の前の大前提を、

これをもう一度書き直すというくらいのことで、とりあえず方向性としてはこういうことで委

員会として検討したということにとどめたほうがいいんじゃないかなというのが実感です。 

 

石川会長 

ありがとうございます。事務局のほうでもさらに整理をしたいという意向が示されておりま

すので、よろしければ以上のような意見を申し上げて、事務局の整理を待ちたいと思いますが、

全体に関して他に、はい、どうぞ、どうぞ。 

 

松井委員 

先ほどパブリック・コメントというお話がありましたが、パブコメでは第１部を示すのでしょ

うか。そうなると今の山幡委員がおっしゃられた部会の検討を含めて、さらに肉づけをすると

いう作業がしにくいのではないかと、むしろ心配になります。パブコメを行うと、市民はもう

ほとんどこの案をベースに計画が策定されるものと、理解されるかなと思われますが、いかが

でしょうか。 

 

石川会長 

パブコメの関係ですね。 

 

事務局 

パブリック・コメントにつきましては、きょうお示しした資料すべてということですので、

第１部につきましても含まれてまいります。山幡委員が言われました今後の肉づけにきまして

は、第２部の第２章以降で、具体的な従来の２層構造の２層目、前期後期の基本計画のイメー

ジで施策そのものを書き込んでいきます。肉づけは施策そのものの書き込みというようなご理

解をいただいて、それを示すのは２回目のパブリック・コメントというような形で考えており

ます。ですから、今回のパブリック・コメントでは、第１部につきましても併せてお示しをす

るつもりでございます。 

 

石川会長 
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そうしますと、柱立てについては、今回出していただいた素案の第１部でパブリックコメン

トにかけて、具体的な肉づけに関してはこれ以降の案をパブコメにかける。こういう考え方で

よろしいわけですね。はい、わかりました。そういうことでよろしいでしょうか。どうぞ。 

 

 

高野委員 

皆さん、若い方が多いのでちょっと言いづらいんですけれども、８ページ、９ページの下の

ほうの字の大きさがありますね。できましたら、もう少し、大きくしていただくと私たちには

読みやすいんです。内容には関係ないですけれども、もしお願いできましたらもうちょっと大

きくしてほしいと思います。 

以上です。 

 

石川会長 

はい、わかりました。では、そういうふうにお願いします。 

それでは次に、主に第２部のほうになりますが、基本構想部分ですね。こちらのほうで、ま

ず、「１ 和光市の特性と課題」というところですね。ページでいきますと１０ページから、２、

３というのもありますが、２、３まで含めてということでよろしいでしょうかね。１７ページ

ですか。１０ページから１７ページまでについて、ご意見、ご質問等をお願いしたいと思いま

す。はい、どうぞ。 

 

赤松委員 

赤松と申します。さっきもちょっと言いたかった。北口問題でよく南北格差と言うんですけ

ども、大体の状況は言葉でわかるんですが、北口じゃなくて、和光市の駅を東西南北で見ると

本当は東口になるんですね。できたら本当に新倉方面や新倉口という表現を皆さんで１回検討

していただければと思います。南北格差というとちょっと差別用語で。新倉に長く住んでいる

者としては新倉と言ってくれればもう全部わかるんですね。おそらく南口の方は、その心情は

理解ができないと思いますけれども、私たちは集まって、北口と言うのはやめようというよう

な会合もしています。そこを新しく出すときには、北口じゃなくて東口にするか、新倉方面な

ので新倉と言っていただいたほうがいいと思いますので、提言したいと思います。 

 

石川会長 

はい。では、少し論議をさせていただければと思いますね。確かに南北格差というのはどう

も従来からずっと言われてきた言葉で、それに対していろいろとお思いの方もいらっしゃるよ

うですね。南北と言わずに、もう少し違う表現をしたほうがいいのではないか。こういうご意

見だったわけですけれども、どうでしょうか。はい、どうぞ。 

 

清水委員 

３号委員の清水と申します。先ほど山幡委員が言われた、１回、見回ったらどうかというこ

となんです。今の南の問題、北を改め新倉の問題ですか、それに関してもどこがどういう状況

なのか、１０年間ここにお住まいの方が４０％ぐらいいるという中で考えると、北のことを知

らない方がほとんどだと思うんですね。特に南側に住んでいらっしゃる方。 
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そういう中で、先ほど高野委員が言われた世界各国を回られて、緑やＣＯ２、いろいろな問

題なんかで、第２部（２）の１・２・５・６番という部分の中で、和光で一番重要な問題では

ないかと。ただ、和光の今の現実というのは、５年前と今を比べた場合に、土地が開発される

一番の原因というのが結局相続なんですよね。相続税の地価評価が高いものですから、それを

売らないと税が払えないというのが和光の現実だと思います。中には事業の失敗で倒産された

方もおられます。２階建て、３階建ての一戸建てが３００ぐらい、ここの５年間ぐらいで新倉

地区にできた状況です。その結果、新倉小学校が満杯状態。そこに住まわれた子どもが学校へ

通う。ちょうどその年齢層の方が非常に多いという部分で、新倉小学校は満杯状態という状況

です。 

それと緑の問題ですと一番決定的なのが、外環の脇に、新倉の氷川神社の下にマンションの

建設を計画した業者がありまして、これも相続でお売りになった。これは本当に荒川のほうか

ら見ると１つの森になっていたわけですね。これもなくなりました。今のこういう経済状況の

中で、５メートルぐらいの擁壁をつくってストップした状況です。その業者は、もうそれ以上

のコストを考えると、マンションをつくっても売れる状況じゃないというようなことで、その

工事をストップしちゃったんですね。今の区画整理や相続に関しても、緑を残さざるを得ない

ということに関しては誰でも意見が一緒だと思うんですが、ただ、それを犠牲にしないと税が

払えないというのが今の和光の状況だと思います。 

谷中の区画整理に関しても、もう景色が一変しましたね。これはなぜかというと、緑がなく

なったからです。そこに例えば市の条例なり何なりで緑をあらためて植栽するとかしないとい

けない。今の駅の南口を降りた瞬間に、駅前は緑が多少ありますけれども、あとはビルが建っ

ているだけというような状況です。これから北口の区画整理なんかも進んでいくんでしょうけ

れども、そのような失われたものをもう１回再生するような形のつくり方というのを考えない

といけない。 

今、私が申し上げたのは５年間でそれだけのことになったわけです。これは１０年の基本構

想という中で考えますと、自然を考えた場合、この我々が今取り組んでいることって非常に大

事だと思うんですね。先ほど山幡委員が言われたように、１回本当に和光市全体を見て回ると

いうのをやったらいいんじゃないかなと私は思います。ありがとうございました。 

 

石川会長 

ありがとうございました。確かに、北口・南口、南北格差というような言葉が結構この文章

の中にも出てくるわけです。はい、どうぞ。 

 

高野委員 

先ほど赤松委員がおっしゃった南口・北口というのは、私もなるべく廃止したほうがいいと

思います。地名の名前を言うとか、東西南北で言えば東ですよね。太陽が上がっているほうで

すからね。 

駅を降りた途端にこれはどういうわけ？というぐらいに、両方の差があまりに激しい。もう

いっそうのこと、南は商業地区なら商業地区、北側は住宅地区なら住宅地区で、もう 初から

駅前でも公園でも何でも緑を多く植えて、そしてこちらは住宅地域ですよというまちづくりの

構想を練り直したほうがいいと思います。 

そして、今、谷中の開発をしています。私の生徒さんも谷中に住んでいるんですけれども、
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あまりに道路が多くて、お年寄りなんかはどの道路が自分のうちに行くのか、一時わからなく

なったときがあったというんです。うらやましい話なんですけれども、なんかやたらと道路が

多いという話も聞きました。ですので、都内からタクシーで帰りますと、和光市というと何し

ろ細い道が、くにゃくにゃ、くにゃくにゃとあって、わかりづらいので、「和光市は駅まで行き

ます。あとは案内してください」とよく言われます。道路があんなに多くあるのはいいと思う

んですけれども、今まで住んでいたところもどうせ道路をつくるんだったら、大変なことなん

ですけれども、わかりやすいような道路をつくってくれたほうが、これから住む方にも、一目

見て、いいまちだというふうな感じを与えると思うんです。理想なんですけれども、なるべく

理想に近づけてほしいと思います。 

 

石川会長 

ありがとうございます。はい、ではどうぞ。 

 

山田委員 

３号委員の山田と申します。先ほど清水委員からお話がありましたが、私も谷中の土地区画

整理事業に携わっている者ですけれども、谷中の区画整理事業は市の技術指導で平成４年から

始まっていることでございます。それで緑の問題ですけれども、宅地造成に関する工事の関係

で、特に谷中方面は起伏が激しいということで、宅地造成をするのにどうしても緑を伐採方法

しかないということでした。確かに谷中は緑が少なくなっておりますが、この前、外環道がで

きたときに、あそこも道路の両端に植栽いたしました。そういう関係で今見ますと、かなり緑

が戻ってきているということであります。確かに谷中は緑が少なくなっておりますけれども、

市におかれましても今後の計画事業の中で植栽に力を入れていただきますと、１０年、１５年

後には戻ってくるようになると思います。その点ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

そして高野委員からも谷中はわかりにくくてというご指摘がありましたけれども、確かにそ

うです。今の段階ではわかりにくい。谷中方面に来たり、通過したりするときに、「なんてわか

りにくいんだ」というふうに私も知人に言われます。今造成中なので、確かに行き止まりがあっ

たり、迂回道路等があったりしますが、完成すればかなりわかりやすい地域になると思います。

優良な住宅環境をつくるために私どもも努力して、早く完成するように進めております。完成

すればわかりやすくなると思いますので、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。南北問題から各地域の特徴というところまで少しお話が広がったよ

うでございます。いずれにしろ、ここで結論を出すわけにはいかないでしょうけれども、名称

の使い方につきましては少し工夫をして、いたずらに南北を対立軸に置くということがあって

はいけないのかなという感じはいたします。地域をどんなふうに表すかというのは結構重要な

問題だと思いますので、その辺は少し検討をお願いできればと思っております。 

はい、どうぞ。 

 

松井委員 

課題の書き方です。我々は３回ぐらい検討を進めてきていますから、前回、前々回出てきた

データをもとに課題であるな、ここは問題だなというのはわかります。おそらくこれを初めて
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ごらんになられる方も、経験的には確かに例えばベッドタウン化しているとか、今ここに南北

と表現で書いてあるから言いますけれども、北側は南側と比較して学校の配置は十分でないと

いう印象で把握することはできると思います。でも、これは数字、具体例、具体名を出して、

これがこういう地域としての問題であるというのを極力書かれたほうがよいのではないでしょ

うか。市民に向けた計画ですから一般的に書きすぎていると、「本当なの？」と言われかねない

と思われます。いずれの記述も、和光市の実態だとは、私は思いますが、より具体的に。例え

ば学校の配置が十分でないのであれば具体的にどこであるぐらいまで、またはそういう教室の

格差としてはこれぐらいの格差があるというのを少し丁寧にここに書かれたほうが良いのでは

ないでしょうか。これは非常に重要な文章の部分だと私は思いますので、非常に丁寧に書かれ

たほうがいいのかなと思います。これは、２回、３回の会議で出した資料やデータを使えば書

けそうです。 

今お話がありました和光市の課題の「中心市街地の整備の遅れ」についですが、１０ページ

の○1 ですけれども、こういう書きぶりでは誤解を生みかねません。まちのつくり方自体をもう

少し検討したほうがいいという趣旨だと私は今の議論の中で理解したので、単に市街地問題だ

けに収れんするのではなくて、都市計画全体を含めた総合計画等の整合性を含めて見直しが必

要だというニュアンスで書かれるとよろしいのではないかと思います。 

 

石川会長 

ほかには。はい、どうぞ。 

 

赤松委員 

２つ。１つは、和光市は非常に交通の利便性がいいという表現をしていますが、駅からの利

便性はいいけれども、駅まで来る利便性はものすごく悪いので、特に新倉口の人は利便性がい

いとはほとんど誰も思っていません。駅から出るのにいい。駅まで来るのは非常によくないと

いうところはやっぱり認識する必要があります。それはもうまちを回ればわかります。 

さっき隣の清水委員が緑のことをおっしゃっていますが、これは６番の○2 ですね。「豊かな自

然の保全」と書いていますけれども、保全と再生がいると思うんです。緑の保全は当たり前の

領域なんですね。再生という言葉を入れて、県ではここ３年間で３０年前に戻そうという大き

な運動をしています。単なる保全にとどめないほうが僕はいいと思いますね。 

以上です。 

 

石川会長 

ありがとうございます。今、（２）和光市の課題で、それぞれの項目についての表現の問題、

内容に対する表現の問題があったんですね。示した内容と照らし合わせて、「中心市街地の整備

の遅れ」という表現でまずいいのかどうか。これは松井委員がおっしゃるとおり、もう少し整

備をどうするのかという視点で書かれたほうがいいんじゃないかというのは、今いろいろな話

を聞いていてそうかなという気がいたしますね。 

６番についても全く同感ですね。保全だけではなくて、再生というのを加えるということも

十分検討しなきゃいけないだろうと思っております。 

特に今出た１・２・３・６・７の表現について、こういう工夫をしたほうがいいんじゃない

かというご意見があれば、続けてお伺いしたいと思います。 
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松井委員 

ベッドタウンになっているとか我々は一般的には言いますけれども、事実はそうですが、例

えば昼夜間人口が低くて、現役世代の居住地に対する関心が低い、ベッドタウン＝関心が薄い

というのはたぶん論理的ではないです。ベッドタウンという表現自体も一般的と言えば一般的

ですけれども、あまりこういう計画に載せる文章として適切ではないと私は思います。少し客

観的な表現を使われたほうがよろしいかなと思います。 

 

石川会長 

そうですね。確かにベッドタウンって、あまり 近使わないですね。 

ほかにご意見は、はい。 

 

赤松会長 

和光市のマスタープランには、もうベッドタウンからホームタウンというように、それを目

指していますと書いていますね。ベッドタウンはもう当たり前の領域になってきて、ホームタ

ウンという言葉で大きく表現しています。 

 

石川会長 

ありがとうございます。今ご指摘のあったようなこともご検討ください。 

ほかにはいかがでしょうか。はい。 

 

山幡委員 

パブリック・コメントとかいうのは何なんですか。説明して。 

 

事務局 

市民に対して素案を公開して意見を求め、市民意見を計画に反映するものです。 

 

山幡委員 

要するに参考資料としてということですか。今の段階でこの全体はすぐできないからとりあ

えずならいいけれども、審議会の 終結論に行くまでの過程ではもっともっと練らないと、こ

の文章というのは、とてもじゃないけれども、いただけない。事務方が一生懸命に努力したの

はわかるけれども、まだ消化されてない。それから委員の皆さんがおっしゃられたことを踏ま

えると、全然足りないところが多いとかいろいろあるから、とりあえずは暫定的にこういう議

論をするというふうに理解してよろしいのでしょうか。 

それから私はこの構想の大前提をこうしてほしいと思う。それは簡単に言うと、私が小学校

にいたときの人口に比べて１０倍。それで私が歩いていた砂利道は車が占拠した。そして私は

Ｕ字溝の上を歩道として歩かされている。実際そうなの。実際そうだよ。 

それでいいかい。新倉小学校まで歩いてみてくれ。昔あそこは砂利道で、みんなが道路の真

ん中を歩いていた。牛舎とか馬車が１時間に１台か２台、車も１台か２台しか通らない道だっ

た。そこを今あれだけの車が来て、それが特にひどいの。なぜひどいか。外環が通ってきた。

オリンピック道路が通ってきた。外環ができたら側道ができた。側道の交通量なんて、すごい
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ものですよ。それが側道だけ走ればいいけど、それがまちの中に入ってくるわけだ。側道が通

ればまちへ流れてくる。それに対して、まちの中の道路整備は全然できてないわけよ。全然で

きてない。それで簡単に言うと、昔、人が歩いていた歩道を車が占拠して、そして人はＵ字溝

の上で、やっと、おっかなびっくり歩いている。そういう状況なんですよ。人口は１０倍以上

になった。車はほとんどゼロに近かったのが何百倍になっているんだよ。それに対するこのま

ちの対応が全然できてない。そういう認識を大前提にした構想にしなきゃいけないから僕は出

てきた、正直言って。 

こんな従来あるようなやつを並べた文章、全然だめなんだ、本当を言うと。おれ、５０点も

あげられないよ、こんな文章。まず、まちの実態がどうかという認識から始まらなきゃだめ。

それでこの人たちがおっしゃったように、駅までの利便は当たり前だよ。副都心線が入ってき

た。有楽町線が入ってきた。たまたま和光市は東京の近くで、東京の隣のところで未開発の土

地があったから車庫をつくって来ただけであって、和光市はそれを受け入れる態勢って、全然

なかったわけよ。この何次計画ってあるけれども、この何次計画というのはほとんど未達だし、

どうしようもないんだ。そこに、さっきから北口って悪口を言っているけれども、北口なんて

４０～５０年、区画整理放置だよ、簡単に言うと。道路になってないじゃないか。 

そういう認識のもとでこの総論ができないと、この構想の具体的なものが始まらないんだよ。

後は、財政がどうのこうのと言うけれども、財政なんて市債を発行して借りればいいんだ。

とにかく遅れているやつを取り戻すんだ。 

なぜかというと、たまたまいい環境だから東京の多くの人が流れてきた。それは地下鉄があ

るし、土地が安いから。だから全然住む気がないんでしょう。４割と５割の人はみんな行っちゃ

う人なんだよ。ただ、例えば観光地だってそうでしょう。人がたくさん来るのは観光に来るの

であって、そこに住む気はない。だけど、商売としてそこは受け入れて、そしてまちを活性化

しようとする。だから、和光市の立地環境や性格をよく吟味して。アパート業、賃貸業という

のは商売なんだから。今の農家の人が相続税で困るから、そういうのが困らないように対策を

立てるのも１つだ。 

そして、それをテコにして、もっと広い道をつくって、きちっとしたまちづくりをする。そ

れを大胆にやる。この１０年間で何とかやるというのがこの目標でなきゃいけない。外環の側

道だけは幅が広い。幅は広いから、赤というか、茶色と緑のところで、緑のところは歩行者に

してください、そして茶色のところは自転車にしてくださいと。そして、車のところは車道ね、

側道ですよ。本来は、少なくとも駅前通りぐらいは、２１世紀・２２世紀を展望するまちづく

りとしてはつくらなきゃいけない。それぐらいの覚悟を持って、この構想をつくらなかったら、

駅まで地下鉄で来るのはいいけれども、いつまでたってもその先はものすごく不便でどうしよ

うもないし、迷路だし。 

泥んこのＵ字溝の上で傘を持って、いなげやの前はすれ違えないというわけだよ。しかも、

後ろと前に車いすが来たら通れないんだよ。それでみんな、どうするかって、車道へ飛び出し

てさ。朝７時から９時までの間に、いなげやの前に立って、どういう人たちが歩いているか、

見たらいいんだよ。道路の中、みんな、吹っ飛んでいるよ。交通事故が起こらないのが不思議

だよ。 

だから、さっき僕が優しく言ったの。みんなでまちを歩いて見てくれと。南北格差なんて、

とんでもないよ。だから、要するにこの辺はもう環境がいいんだよ。当たり前だよ、新開地だ

から。和光市役所や理研とか、いいところへ住んでいる人は、何でこんなバカなことを言って
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いると思うかもしれない。ものすごく環境がいいから。 

後に言わなきゃいけないんだけれども、快適環境というのはこの辺だけなんだよ。樹林公

園があるこの辺。しかし、駅から向こうはとんでもないんだよ。人口はどんどん増えているん

だから。そういう前提をまず打ち出してほしいんだ。 

だから、パブリック・コメントでこれを出すんだから、しようがない。それはいいんだよ。

それはいいんだけれども、この前提をもう少し練り直してほしい。そういうことをお願いしま

す。 

 

石川会長 

はい、わかりました。事務局から提案されたのは、基本的な柱についてまず第１部をつくり

ました、第２部については特性と課題を示した上で、さらに具体的な課題を４本柱で示してい

きます、という考え方ですね。 

ですから、今、山幡委員がおっしゃったように、実際に物事を進めていくというのは具体的

な事業をどう組み立てていくかということだと思います。そういう意味では、今の論議という

のは、さらにこれからの具体的な事業にどんなふうに取り組んでいくか、その論議につながる

お話だったと思います。 

 

山幡委員 

文章の大前提として、この急激なモータリーゼーションと人口増加の中でまちづくりが遅れ

た、これを取り戻すのが今回の長期計画なんだということをうたえと言っているんだよ。そん

な後のことでごまかすんじゃなくて、大前提が必要だと言っているんだよ。 

 

石川会長 

わかりますけれども、自治体が打ち出す基本構想や行政計画というのは、そういった現状を

踏まえて今後どんなふうに取り組んでいくかという計画ですから、当然その前提に立っていま

す。 

 

赤松委員 

この会の合間に市内巡回ツアーじゃないけれども、ちょっと入れたらどうですか。会議の間

に。僕らはよくやります、そういうような方法を。 

 

石川会長 

そうですね。では、松井委員、どうぞ。 

 

松井委員 

山幡委員のおっしゃっていることはそのとおりで、課題部分の書き方はひどく一般的すぎる

というのは、これから具体的な基本計画といいますか、実施計画を立てるのが難しくなると思

います。そのため、ここについては、数字や、例えば既存の三次なり四次にわたる計画での事

業状況なども含めて、少し丁寧に書かれるとよいのではないでしょうか。つまり、ここまで達

成しているけれども及んでない、またはここまではやっているけれどもここは残っている、意

外とこの部分は進んでいたとか、進んでないのかもしれませんけれども、ここを丁寧に書いて
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いかなければ、おそらくこれは我々以外の方が読むと、あれも足りない、これも足りないとい

う意識にもなりますので、しっかりとこれは書いていかれるほうがいいのかと思います。 

パブコメに対してこれを出してしまったら、おそらく似たような指摘も出てくるかもしれま

せんから、パブコメまでに時間は限られているかもしれませんけれども、できるだけ盛り込ん

で具体的なものを書き込んでいただければと私は切に思います。 

 

石川会長 

はい。和光市は、特によそのバスを借りたりしなくても回れるようなバスというのはあるん

でしょうか。特にないですか。みんなが乗れるような。 

 

山幡委員 

歩いて行かないと。 

 

赤松委員 

２０分でもう先端まで行けます。 

 

石川会長 

わかりました。では、一度企画しましょう。一度歩いて現地を見るという機会をつくってみ

たいと思っております。私と事務局のほうで相談させてください。 

それでは、松井委員、あるいは山幡委員からもご指摘がありましたように、今のような住民

の声が受け止められるような書き方にしていく必要があるというご指摘だったと思います。そ

ういう意味ではもう少し、ここがこんなふうに進んでいる、ここはこんなふうに遅れていると

いうことが読んでわかるという前提を立てて、具体的な事業に入っていくということが必要な

んだろうと思います。 

それでは、いよいよこの具体的な内容に入っていくわけですね。将来都市像ですね。ページ

でいきますと１８ページから終わりのところまででいいでしょうか。１８ページから終わりの

ところまででご質問、ご意見等を承りたいと思います。 

 

原田委員 

３号委員の原田でございます。２１ページの上から２段目ですね。「地域において、近隣住民

との触れ合いが少なくなっているため、住民の地域、福祉への意識啓発を行うことにより、地

域内での支え合うしくみを整えるとともに、高齢者や障害者などが自立した生活を送り」とあ

りますけれども、この文章の意味がちょっとわからないんじゃないかな。福祉への意識啓発を

行うと、地域内での支えあう仕組みが整えられるのか。この辺の意味ね。私だけがわからない

のかもしれませんけれども、もうちょっとわかりやすく書いてもらったほうがいいのかな。 

次のページですね。これも２段目。「環境においては、ごみの減量・分別・リサイクルの促進

を図り、市民・事業者等が協働して取り組むことにより環境負荷の少ないまちづくりを目指し

ます」ということ。ごみの減量・分別・リサイクルは結構なんですけれども、リサイクルとい

いますと、特に瓶や紙、布きれもあるのかな。そういうものが主体なんですけれども、 近す

ごい技術が発達してきまして、食べ物の残り物なんかがメタンガスになるんですね。これがも

のすごく多量のメタンガスを発生する、今までと違った方法が出てきました。和光のごみは１
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日約５２トンですね。その中の５０トンがバイオマスなんですね。ですから、このリサイクル

の促進の後に、バイオマスの有効活用か何かを入れてもらいたいなと思うんですが、いかがで

しょうか。 

 

石川会長 

今、原田委員から２点ご指摘がありましたね。どうでしょうか。よろしいですか。 

 

事務局 

１点目の地域内の支え合うしくみの関係。「意識啓発を行うことにより」、このつながりがな

かなかわかりにくいということなので、ちょっと表現については再考してみたいと思っており

ます。 

２２ページ目のリサイクル関係。バイオマスというようなものを具体的に入れたほうがいい

のではないかと。こちらにつきましては、具体的な内容となりますので、今後続く施策内容の

文案の中にそういったものが入ってくるのではないかと想定はしておりますが、そのような内

容を盛り込むかどうかについて、再度持ち帰って検討してみたいと思っております。 

 

原田委員 

ぜひ入れてください。 

 

石川会長 

２１ページは確かに文章がちょっと長いですね。もう少し切ってわかりやすくしたほうがい

いかもしれません。 

ほかにご意見を承ります。 

 

松井委員 

内容というよりも書き方です。これを読んでいくと例えば１の都市整備のところですと、「整

備を進めます」「推進をします」とか、非常に勢いを感じる表現で語尾が終わっているんです。

一方で、２０ページとか２１ページになってきますと「努めます」「目指します」というふうに、

やるのかやらないのか、よくわからないような書きぶりになっています。基本的に、これは基

本構想としてやることを書くという前提に立てば、このような曖昧（あいまい）な表現はやめ

にして、「やる」「行います」というふうにこの文章をすべて換えていただきたいというのが１

つあります。 

もう１つは、その中身の方法、手法の話です。具体的に例えば１でありますと、各種事業の

整備をやる、自治体が行うということが書いてあります。これはこの前もお話をした点ですが、

自治体だけではどうもできないような業務や課題がやはりあります。それは先ほどの３の意識

の啓発という部分も関係してきますが、啓発というものについてどこまで具体的に書けるので

しょうか。特に、基本構想として書くには意識啓発を行うという表現が妥当なのかな。これは、

要するに後ほどの目標を設定する段階で、意識啓発というものを測定することが本当にできる

のかなというのが不安であります。むしろ、具体的にできそうなものに限定したほうがいいと

思います。 

また「環境づくり」とか、「何とかづくり」という表現が非常に多く見られますけれども、そ
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れも具体的に何を指しているのかよくわかりません。具体的に書けるものは具体的にしたほう

がいいと思います。 

後、「環境」という表現についてです。先ほど、ご説明いただいたとおりで、いろいろな意

味があると私も思いました。確かに自然環境もしかりですし、社会基盤整備もその環境の１つ。

また仕組みをつくるのも、制度環境という観点では環境という概念の中に入ると思います。各

４つの基本目標の中でその辺の整理がうまくつけられてないのは、「環境」という用語を普通に

使われているからです。「環境」という概念をこの基本構想ではどういうふうにとらえているの

かというのを、例えば１８ページのあたりに少し整理をしておいて、それぞれの基本目標の中

でその用語を使い分けていく。そうすると読み手に優しいだろうし、一般の方にも理解できる

のではないのかなと思います。以上です。 

 

石川会長 

１つは文章の 後の表現ですね。「努めます」「進めます」「目指します」とかいう表現がある

わけですね。この使い方の問題。特に松井委員から、できることをきちんと表現するというほ

うが、よりいいのではないかというご指摘だったわけですね。その辺はどうでしょうか。 

 

事務局 

そのような形で見直していきたいと思っております。表現上の問題とか、「環境」の概念につ

いても、まだまだわかりにくいのではないかというところからのご意見だと思っております。

その辺の対応については引き続き行っていきたいと思っております。 

 

石川会長 

特にその使い方の約束事をはっきりしておいたほうがいいだろうと。こういう場合には「進

めます」、こういう場合には「目指します」、こういう場合には「努力します」という約束事を

はっきりしておいたほうがいいかなという気がいたします。 

例えば「消費者保護の推進にも努めます」という表現だと、二重に先送りになっているとい

う感じがするわけですね。そうすると、具体的にどういう消費者保護の施策を組み立てていく

かということがちょっと見えないかなという感じもしますので、今の指摘を併せてその辺の使

い方を整理していただきたいと思います。 

ほかにはいかがでしょうか。はい、こちらの方。 

 

清水委員 

各項目の 後に、今言われた「目指します」「進めます」とかがありますよね。非常に政治家

のマニフェストのようで、それで今、某政党が非常に困っているような状況にあるんですね。

だから、これを例えば一般の方が見た場合に、ある意味の誤解といいますか、要するに市がやっ

てくれるんだというような感覚を持たれると一番困ります。 

さっきの２部の○5 にある「地域の連帯感の充実」というような状況。いろいろな形でこうい

うふうに市民参加と言う割には、自分で利益を生むことは市民参加しますけれども、そうじゃ

ないことはしませんとか、先ほど原田委員が言われたリサイクルの問題ということもすべてか

かわってくるわけですよね。この文章の書き方だと一般の方が見た場合に、ほとんど市がやっ

てくれるんじゃないかというような誤解を持つんじゃないか。私は国語力がまるでないので、
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その辺の表現の仕方というのをちょっとご検討いただけたらと思います。 

 

石川会長 

ありがとうございます。そのほかに。はい、どうぞ。 

 

山本委員 

２１ページなんですけれども、真ん中より下の「障害者福祉においては」のところで、３行

にわたって、やけにきれいにまとめられてしまっているような感じがあります。「ノーマライ

ゼーション、インクルージョン」というところは、この世界をよく知っている方は一般的に使っ

ておりますけれども、パッと見て、これをどうするんだというのがすぐにわかる方というのは

どのくらいいらっしゃるのかなと思います。専門的な福祉計画のほうでさえも、この文言を使っ

ているときには下に注釈を入れるんです。片仮名というところは、ほかのページを見ると、ニー

ズ、スポーツレクエーション、リサイクル、コミュニティとかはもうかなり一般に使われてい

るような語句ですが、この「ノーマライゼーション、インクルージョン」を使うのであれば下

に書いていただくとか、もう少し読む方にわかりやすい文章にしていただきたいということで

す。 

今の部分の３行目に「低所得者支援においては、相談支援体制の充実を図り」とあるんです

が、この相談支援体制の充実というところは、障害者福祉においてもかなり重要課題として取

り上げられていることなので、「低所得者支援においては」という書き出しにしないでいいので

はないかと思います。 

 

石川会長 

例えば用語の解説とか、そうした扱いはどんなふうにお考えなんでしょうかね。 

 

事務局 

今後、必要な部分につきまして注釈等をつけさせていただきたいと思っております。 

 

石川会長 

それから「低所得者支援においては」というところで、それに限らず全体的な相談体制とい

うのは大事じゃないかというご指摘があったわけですが、これはそうですよね。では、その方

向でもう一度精査していただきたいと思います。 

ほかにいかがでしょうか。はい、どうぞ。 

 

和田委員 

５号委員の和田です。１８ページの関係なんですけれども、この前置きから始まって全体に、

現状と目的と対策がよくわからないというのかな。それと文章を見ていますと、例えば「しか

しながら」「また」「さらに」というようなやり方で、この書き方はわかりにくいような気がす

るんです。 

もう１つは細かい話ですが、２行目に「市街化・宅地が進み」と入っていますけれども、こ

れは「宅地化」と入らないとおかしくないかなという気がするんです。それから下のほうに「さ

らに」と入っていますけれども、その上のところには「更に」と漢字で入っていますよね。そ
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れから中に「人口増」というのがあるんですけれども、これがまたしつこく後に同じような文

章が入ってきています。それから、「しかしながら」とその上のところは整合性がとれないよう

な気がしてならないです。以上です。 

 

松井委員 

例えばどっちを重視するかですが、１８ページの下に「快適環境都市の姿は」で○1 から○4 の

順番で書いてあり、「みどりがあふれ」「安心して暮らす」「利便性」「元気で活気」と４つあり

ます。これと上との順番の整合性を考えたときには、 初のパラグラフの「和光市は」から始

まるものについては、「○1 みどりがあふれ」と共通していると思います。「○2 子どもから高齢者

まで安心して」というのは、むしろパラグラフでいうと４つ目の「さらに」というところがた

ぶん該当しそうだなと見えるかと思います。○3 については、「また、これからは、都市機能を整

備し」というところに該当しそうだなと思われます。それぞれ下の４つの順番を少し入れ替え

たものと、「しかしながら」「また」「さらに」と整合性がとれてない。私は文章的につながって

ないと思うんです。むしろ下に合わせる形で、現状、または課題というものがここにあるんだ

という整理をされていいのかなと思います。 

ただ、「しかしながら、その一方で」で始まる、コミュニティが希薄になっているという問題

認識についてはもう前のほうでも触れていますし、あえてここで書く必要があるのかなという

気もします。むしろ「元気で活気ある」ということを少しポジティブな積極的な形の表現で書

いていただくとか、その必要性はこういうところにあるのだ、というのを書いていただいて、

文章を整理されることが必要だと、私も和田委員のご指摘を踏まえて思いました。 

 

石川会長 

ありがとうございます。はい、どうぞ。では、小野委員。 

 

小野委員 

１８ページの点なんですけれども、「若い世代が多く、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づくりが必要になります」とあります。これに関しましては、やはり

住民がどのように協力し、どのように参加していくかということも書く必要があるんじゃない

かと思います。行政がすべてこういうことをやりますではなくて、やはりこの中で協力できる

住民も各団体もありますので、そういうものが参加協力していくということをどこかに記して、

住民と一緒にやっていくという形にしたほうがいいかなと思います。これだけの方が集まって

いらっしゃるのですから、すべて行政でやりますというのを住民参加型で少し検討していただ

いたらいいかなと思います。 

 

石川会長 

１８ページにつきましては確かにご指摘のとおりだと思うんですね。「しかしながら、その一

方で」というのは、一体どうなるんだろうなというのもありますね。各委員からご指摘があっ

たように、ここはもう少しポジティブに将来こういうふうに目指していくんだという書き方の

ほうがいいかもしれませんね。 

 

赤松委員 
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赤松と申します。環境市民会議でも以前こういうのを論議したときに、「何々を目指します」

を「何々します」にして下さいということを私は提言したことがあるんです。何々を目指して、

いつまで目指しているのかということでね。「何々します」ということも、過去から見ればステッ

プアップだけれど、もうかなり世の中は進んできているから、「何々します」だけじゃなくて、

具現化したいというほうにまで変わってきたんです。以前は「何々を目指します」だったんで

すね、和光市は。それよりはよくなっているんですね。だけど、やっぱり具現化するのは必要

です。 

 

石川会長 

ありがとうございます。結局この計画でどこまで達成していくのかというのを書いておかな

いと、ただ書いた文章になってしまう。こういう施策についてはここまでやっていきます、あ

るいはこれができるようにここまで目指しますという目標が必要なんだろうと思いますね。 

 

古屋委員 

１９ページの５ 基本目標の前文なんですが、１・２・３・４と４本の柱にしたということ

を少し言ったらいかがでしょうかと。いきなり基本目標があって、これをやるんだと。どうも

これだけ見ると縦割り行政に見えてしまって、これを総合的に進めるために４つの柱を立てて、

その４つの基本目標を持って、それぞれを総合的に進めることによって、先ほどの１８ページ

のお話のことを進めるんだということを少し入れたらいかがでしょうか。いきなりのような気

がいたしました。 

 

石川会長 

ありがとうございます。おっしゃるとおりだと思います。はい、どうぞ。 

 

山幡委員 

この「みんなでつくる 快適環境都市 わこう」ね。これ、前回おしまいのほうで時間切れ

のような形で議論したわけですけれども、このことについてちょっと私の感じることがあるん

です。その快適環境。どなたかがおっしゃったように環境というのは曖昧としているし、快適

環境というのは語呂がよくないし、もうちょっと研究する余地があるんじゃないかということ。 

この前議論したときには「みんなでつくる」は入っていなかった。だけど、これは入ったほ

うがよかった。僕はそう思う。ただ、先ほど小野委員がおっしゃったように、これをなお、「み

んなでつくろう」ってね。市じゃなくて、みんなでつくろう、そういう夢をみんなでつくろう。

こういう意欲が出るほうがいいんじゃないかな。 

それから例えば先ほどこちらの赤松委員が言ったように、目指すは快適環境都市というのか

な。または快適環境都市にしようねとか、何か前面に出ていくようなものが議論されるべきじゃ

ないかなと思っているんですよ。これも先ほどお話ししたように、まち全体を見て、僕らの委

員の目で見て、そして、これじゃ、この快適環境にほど遠いと。理化学研究所や和光市役所の

雰囲気と、樹林公園の周りだけ見て、快適環境を言っていちゃだめだ。それはとんでもない。 

そういう認識のもとから、夢をみんなの地域全体に広げようという意欲をこういうキャッチ

フレーズに出さなきゃいけないと思うんですよ。きょうは素案と出ているから素案でいいんだ

ろうと思いますけれども、みんなが各部会で議論した後、もう一度まとめて、もうちょっとい
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いキャッチフレーズをつくらないといかんのではないかな。これ、誰かがおっしゃると思った

けれども、言わないのでちょっとつけさせていただきました。 

 

石川会長 

前回までの経過を確認しますと、「みんなでつくる 快適環境都市 わこう」ということにつ

いては一応了解しました。それをきちんと説明するような文章をつけるべきであるという結論

で、きょうのこの後に続く文章が出てきているという経過ですね。ですから、もちろん今のご

意見も含めて今後の検討は結構だと思います。いずれにしろ、それを説明するための文章とい

うのが前回宿題になっていて、それが今回出てきた。ですから、その文章の中で今おっしゃっ

たような内容が表現できればいいのかなと思います。 

 

山幡委員 

世の中、キャッチフレーズは大事なんだ。 

 

石川会長 

全くそのとおりだと思います。 

 

山幡委員 

それをみんなでもうちょっと検討する。 

 

石川会長 

わかりました。はい、どうぞ。 

 

赤松委員 

山幡委員がおっしゃったように、１つの言葉ってものすごく大切なんですよ。簡単に決めず

に。今からは私のアイデアで、要は「みんなでつくろう」にポンと感嘆詞を打つとか。そうす

ると動機づけるとか、市民を１つの方向へ。市民参画でやろうって、先ほど小野委員がおっ

しゃったように。市民参画を去年は一生懸命、市はうたっているんですよ。それをここにやっ

ぱり反映していって言葉になればいいと思うんですね。 

 

石川会長 

今「みんなでつくろう」というふうに変えたらどうかというご提案があったわけです。どう

でしょう。審議会の意志として「みんなでつくろう」としたほうがいいというのであれば、そ

れはここで確認をしておきますけれども。 

 

山幡委員 

ただもっといいのがあるかもしれない。 

 

石川会長 

そうですね。 
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山幡委員 

特に「快適環境」は語呂がよくない。もっといいアイデアがないかな。それはいずれにして

も全体をまとめる 後まで課題として、「みんなでつくろう」はこれでいいか。だけど、キャッ

チフレーズというのは大事だし、みんなでやるという気持ちは大事なので、前入っていなかっ

た「みんなでつくる」が入って、事務局、ご苦労さま。 

 

松井委員 

パブリック・コメントとかで意見がでると思いますし。 

 

石川会長 

そうですね。では、そういうことで、今こういうご意見が出て、さらにパブリック・コメン

トにかけた時点で、また市民の皆さんからいろいろな意見が出てくると。そういうことでご理

解をいただきたいと思います。 

この将来都市像と、それから 後の部分、基本構想の実現に向けた行政運営の方向を、まだ

ご意見のある方がいらっしゃったら……。はい、どうぞ。 

 

待鳥副会長 

後の６番目の基本構想の実現に向けたというところなんです。第１番目に市民との協働の

推進というのが挙がっていて、先ほどから市民の参画、「みんなでつくろう」というお話が再々

出ているんですけれども、ちょっと前に戻ってしまうんですが、９ページの市民意識調査では、

市民と行政の協働が充実しているというのは存廃検討領域に挙げられているんですね。それで、

協働を推進していくというのはこの基本構想実現に向けて根幹となる施策であるはずなのに、

市民の意識はかくも低いということが非常に問題というか。この存廃検討領域というのは先ほ

どから議論に出ておりますが、そこに挙げてしまっています。皆さんの意見と一緒なんですが、

この矛盾が同じこの１冊の中に挙がっているということは非常に理解に苦しむところです。や

はり市民との協働の推進ということに対して、これだけ意識が低いのだという受け止め方にな

れば、当然これは重点施策に挙げてもいいような内容だと思いますので、その矛盾が出てこな

い内容にしたいということです。 

それから、この協働の推進に対しても必要だということはかなりここで言われておりますけ

れども、どうやってその意識の低い中でそれを進めていくのかという具体的な施策は挙げられ

てない。それは具体的な計画のほうになるのかもしれないのですが、そのことはちょっと意識

しておきたいと思います。 

 

石川会長 

ありがとうございます。先ほどの論議と同じになるわけですが、この市民意識調査の使い方

と 後の市民との協働の推進というギャップといいますか、この整理の仕方は先ほどお話しし

たとおりかと思います。 

はい。 

 

松井委員 

その下の（２）で前提として、２３ページの題目で「基本構想の実現に向けた」というふう
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なことで基本構想に限定しているように読めます。一方で、基本構想を前提としていながら、

この（２）に書いてあることは総合振興計画全体に関するＰＤＣＡサイクル、要するに

Plan-Do-Check-Actionのサイクルを入れますという話をされています。これは、ページで言い

ますと２ページ目の基本構想の実施計画の下の図と関連していて、実施計画の毎年のローリン

グの部分を想定しながら、そこに予算との関係を織り込まれているのかなと思われます。その

ため、ここの記述としては、、若干書きすぎているのかなと思います。 

もちろん、これを書くなということを言っているのでなく、むしろこれは書いたほうが私は

いいと思います。でも、これはまた別の話になるかもしれませんが、基本構想という趣旨から

言えば、１０年計画の中で５年後に必ず見直しをしますので、それがおそらくＰＤＣＡにつな

がっているのだという趣旨のことを書かれるほうがいいと思います。基本構想の実現というこ

とに限定をするのであれば。それは正しく書いたほうがいいのかなと思います。 

ただ、総合振興計画全体についてＰＤＣＡサイクルを入れるのだということをどこかに書く

のであれば、それは第１部かもしれません。ここは別のところに移動したほうがいいのかなと

思います。若干この部分はローリングの話を想定されていますけれども、基本構想でローリン

グするわけではありませんから。実施計画をローリングするわけですから、その辺は書きぶり

といいますか、書き方を少し明確にされたほうが、厳密に言えば読み手に間違いはないかなと

思われます。 

 

石川会長 

ありがとうございます。（２）の部分については、むしろ２ページあたりに入ってきたほうが

よろしいのではないかというご指摘ですね。 

ほかにはいかがでしょうか。はい。 

 

赤松委員 

若干バックしますけれども、１８ページの○1 ・○2 ・○3 ・○4 の順番と、１９ページの基本目標

の１・２・３・４の書き方の順番です。本当は１８から１９ページに流れていけば見やすいで

すね。１８ページは１番に「みどりがあふれ」と環境的なことを書いて、基本目標では後ろの

４番に行っているんですよね。これは何か意味があるんですか。私自身は「みどり」を一番に

してくれたら結構ですけれども。この基本目標のほうに行くと、１８ページが都市像だから序

論のように読んでいって、１９ページで注解という形に読んでいくからね。初めてこれを読ん

でいく人はその順番がね。いかがでしょうか。 

 

石川会長 

ありがとうございます。１８ページの前回、「快適環境都市 わこう」を理解しやすくするた

めの説明文というのをお願いしてつくっていただいたわけですね。その文章と、５番目の１９

ページ以降の柱の組み方がちょっと整理されてない感があるというご指摘だったと思うんです

ね。むしろ１９ページ以降の柱立てにつながるような書き方をする。そのほうがわかりやすい

と思いますね。どうでしょう。 

 

事務局 

では、そのように検討したいと思います。１８ページの順番については、特に１９ページ以
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降の順序の整合を図っておりませんでした。基本目標の順序につきましては先ほど説明させて

いただいたとおりなんですが、むしろそのほうがわかりやすいというご意見をいただきました

ので少し検討していきたいと思っております。 

そのほか補足でちょっと説明をさせていただきたいと思います。まず一番初め、基本目標の

書きぶりついて、すべて行政にやってもらえるのではないかというような誤解とか、その辺に

つきましてご意見をいただきました。真摯に受け止めて対応していきたいと思っておりますが、

事務局といたしましては、将来都市像およびこの４本の基本目標については、行政だけで完結

するような取り組みを記載するのではなくて、将来都市像実現のために市民・企業・ＮＰＯ・

市がともに目指す地域の目標、将来のまちのあり方を書いています。「何々します」というので

はなくて、「何々を目指します」というのはまさにそういう意味で書いた表現でありますので、

説明をさせていただきます。 

２３ページの（２）ＰＤＣＡサイクルを取り入れた行政運営につきまして。これは前段の２

ページとの整合という意味、基本構想の実現という意味で若干わかりにくいのでご提案をいた

だいておりました。もともとこの場所に、ＰＤＣＡサイクルを取り入れた行政運営を入れた意

味につきましては、２層構造の２層目を明確にすることを考えていたというわけではなくて、

計画行政というか、施策推進プログラムというような実施・評価・改善・計画を回していくと

いうことが特に重要であるというような認識のもとに、ここに入れさせていただいたというこ

とでございます。 

いずれにしても、いろいろいただいた意見を踏まえて、よりわかりやすい方向に再精査して

いきたいと思います。 

 

石川会長 

はい。そういう事務局のご意見がありましたので、そんな方向でお願いしたいと思います。 

ほかに何かありますでしょうか。はい。 

 

松井委員 

市民・企業・ＮＰＯ・市のかかわりですが、例えば市民団体、事業者、市役所や行政とか、

かなり使い分けが意図的にされているのかされてないのか、少しわからないので、これは統一

されたほうがいいというのが１点。 

もう１つはよくある話ですが、ここで想定しているＮＰＯというのはＮＰＯだけではないで

すよね。要するに、自治会、町内会も広く言えばＮＰＯという概念を含むことも可能ですけれ

ども、要するにＮＰＯまたはそれに準ずるのもＮＰＯと言っていることもありますから、少し

この辺の表現をＮＰＯに限定されることなく、民間団体や民間住民団体とか、そういうものを

とらえつつ表現をそろえたほうがよろしいのかなと思います。使い分けが意図的にされている

のならそれは構わないんですけれども、もし無意識であれば修正されたほうがいいと思います。 

 

石川会長 

ありがとうございます。では、その辺も整理をお願いします。 

特にほかになければ、一応ここで本日の会議は２つ目のテーマに移りたいと思います。 
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（２）総合振興計画審議会部会の設置について 

石川会長 

２目のテーマとしては部会の設置ということでございます。それでは事務局からご説明をお

願いいたします。 

 

事務局 

それでは総合振興計画審議会部会の設置についてご説明をさせていただきます。資料２をご

らんください。ただいま基本構想のまちづくりの方向性部分につきましてご審議をいただきま

したが、今後この方向性に基づきまして、この４つの基本目標ごとに施策を位置づけて、施策

の内容を検討してまいりたいと考えております。現在、庁内の検討組織におきましても、具体

的な施策の内容について検討を行っているところでございますが、今後この具体的な内容につ

きましても、こちらの審議会でご審議をいただきたいと考えております。それにあたりまして、

ご審議いただく内容が具体的な部分に入っていきますので、このたびこの和光市総合振興計画

審議会条例第６条の規程に基づきまして、この４つの基本目標ごとに部会を設置いたしまして、

施策の内容の検討を行っていただくことをご提案させていただきたいと思っております。 

部会の具体的な内容につきましては、資料２の１部会名でございますが、４つの基本目標の

柱に基づいておりますので、（１）都市基盤部会、（２）教育文化交流部会、（３）保健福祉医療

部会、（４）生活環境産業部会という４つの部会を設置したいと考えております。 

２部会構成につきましては、資料２の裏面となります。第１号委員・第２号委員・第３号委

員の方につきましては、所属されている団体等の分野を見まして、該当する部会のメンバーと

して構成させていただいております。また第４号委員・第５号委員につきましては、希望をお

伺いした上で、事務局で調整をさせていただきたいと存じます。各部会の人数のバランスを見

ながら調整をさせていただきますので、ちょっとご希望に添えない場合もございますが、ご了

承いただければと思います。 

表の面に戻っていただきまして、３部会の開催日でございますが、全部で２回を予定してお

ります。第１回 ２月６日（土）１３時３０分から。第２回 ２月２０日（土）１３時３０分

からとなっております。この２回の部会の中で、施策の内容の具体的な確認を行っていただき

まして、 終的には審議会第５回会議の全体会議の中でご審議をいただきたいと考えておりま

す。こちらの第５回会議につきましては、３月６日（土）１０時からを予定しております。 

こちらの事務局案をご承認いただけた際には、議題が前後してしまうんですけれども、現在、

第４号委員と第５号委員の皆様から希望する部会をいただいておりますので、そちらは今とり

まとめを行っております。本日会議の 後の部分で、この各部会の構成メンバーにつきまして

報告をさせていただきたいと考えております。 

また部会長につきましては、審議会条例第６条の第３号の規程に基づきまして、部会に属す

る委員の互選によって決めることとなっておりますので、大変申しわけございませんが、少し

会議終了後お時間をいただきまして部会ごとにお集まりいただき、部会長を決めていただきた

いと考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

説明については以上となります。 

 

石川会長 
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ただいま部会の設置について提案があり、また設置された際にはこんなふうにしたいという

紹介がありました。部会を設置することにつきましてご異議はございませんか。はい。 

 

山幡委員 

私も前から、この全体では難しいから部会がなきゃいけないと思っていました。ただ、この

４つの部会ではなくて、２つの部会にしてほしい。その理由は、まず都市基盤部会と生活環境

産業部会、これを１つの部会。それから教育文化交流と保健福祉、これが１つ。それで２つの

部会で議論して、それで第５回の会議で全体をまとめるというほうが建設的じゃないかと思い

ます。というのは、都市基盤部会、生活環境部会は似たような議論をたぶんすると思いますよ。

だから、ソフト面とハード面とちょっと分けたほうが私はいいんじゃないかと思います。 

 

石川会長 

ただいま山幡委員から２つの部会の提案があったわけですが、皆さんのご意見を伺います。 

 

大崎委員 

確かにご指摘の点もあるかと思いますが、私は、むしろ原案に賛成です。と申しますのは、

やはりかなり内容が濃い議論が必要かと思っていまして、それぞれの部会で割合人数が限った

ところで徹底的な議論や、必要であれば現地を見たりして、いろんなことも含めてやった上で、

さらに皆さんで集まって全体でまた討議するというほうが、より中身の濃い議論になるんじゃ

ないかと私はそういうふうに想定します。 

以上です。 

 

石川会長 

はい。では、松井委員。 

 

松井委員 

私もわかりやすさから言えば山幡委員のご指摘のとおりで、暮らしづくりと地域づくりみた

いなものに分けるというのは非常にわかりやすいなと思います。ただ、この部会が具体的に何

をつくるのかというは、今のご説明だと少しわかりにくかったように思います。きょうの資料

でいうと、例えば基本構想の基本目標の中身をもう少し書くものであるのか、さらには３カ年

の実施計画を具体的につくるものであるのかによって、おそらく今、大崎委員がおっしゃった

ようにすごく集中的に議論しなければいけないとなると、大きく分けてしまうとあまり議論が

できないおそれがあります。もう少し大きな話であれば少し幅広く２つの部会でもできそうか

なと思うんです。まずこの部会で何をアウトプットとして想定して期待されているのかなとい

うのかをお尋ねさせていただきたい。 

私の個人的な意見としては、施策の具体的な内容について検討するためにというところが書

いてありますが、目標数値と達成年度をしっかり書けるような審議ができる、つまり集中的に

議論ができる場として置かれるとよいのかなと私は思っております。 

 

石川会長 

それでは、もう少しこの部会の役目を、具体的にもうちょっと説明していただければありが
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たいと思います。 

 

事務局 

部会でやっていただくこととして想定していることにつきまして、基本構想の中身を見てい

くのか、それとも実施計画をというようなお話でしたが、具体的には基本構想の中身を見てい

くというような形で考えております。現行の後期基本計画、つまり３層構造でいう２層目の、

要は５年間の計画の中身そのものを見ていただくという形で考えております。 

４部会を設置させていただいた理由としましては、大崎委員のほうでご発言いただいた内容

と一致しております。かなり詳細にわたってくるというようなこと。２つの部会で統合してし

まえば、それだけやはり会議開催数が増えざるを得ない。また委員の皆様には、年度当初にお

示ししておりました予定回数を大幅に超えるというような形での急激な変化、急激な負担をお

願いすることになるというふうに考えまして、現行の４部会というような形で示させていただ

いております。 

 

石川会長 

今、事務局から説明がありました。松井委員がちょっと描いていらっしゃるような目標数値

といったものまではいかないけれども、分野ごとに詳細な検討をしてほしいんだという趣旨の

ようでございます。 

 

松井委員 

基本施策を、例えば基本目標の中に何を入れるかということを議論するのか、基本施策の中

にどんな施策を入れるのかということを議論するのでしょうか。 

 

事務局 

施策に何を入れるかということを議論していただきます。 

 

松井委員 

資料４になりますけれども、ここの施策を議論するのか、この個別のそれぞれじゃないです

けれども、ここの部分の議論をするのかによって違うと思います。山幡委員のおっしゃってい

るような形でいうと基本施策も全部入れ替えするのであれば、基本目標の都市基盤と生活環境

を一緒にして考えることが必要であり、前回も少し議論されましたけれども、議論と関係して、

具体的な施策が何なのかということでは４つに分けたほうがやりやすいことは事実です。 

 

事務局 

はい。一番下の施策そのもののほうを見ていただきたいと考えております。また、それぞれ

の施策につきましても今までの計画の反省を踏まえまして、それぞれに目標値や指標の設定を

していきたいと考えております。それらについても併せてご検討いただきたいと考えておりま

す。 

 

山幡委員 

今の事務局の考えならば２つのほうがいいと思う。それで、今までのこの素案をもっと練ら
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なきゃいけないんだよ。素案そのものを。個別のやつはもっと先の話で、もっと練らなきゃ。

練るためには、要するに計画じゃなくて、素案そのものの中身をまとめるのが３月のこの会議

だと僕は理解している。そのために部会をつくる。そういうふうに理解した。そうじゃないと、

この大ざっぱなやつで、さらにというのはちょっと、時間がどうのこうのじゃなくて、審議の

内容そのものが詰まってないのに、これで突っ走るって。そういうことになったら意味ないじゃ

ない。 

それと少人数のほうが益はあると言うけれども、ここを見ると大体その属されている委員は

団体の人が配分されているわけだよ。そうじゃなくて、岡目八目の違う人が入ったほうがいい

んだよ、議論というのは。だから、これは専門の人が寄って、専門の人だけが議論する会じゃ

なくて、岡目八目でもうちょっと違う目から。そして基本構想のこの足りない素案を肉づけし

て、それでその次のステップとしてはもっと細かくやる。２段構えじゃなかったら、とてもじゃ

ないけれども、そんな素案で了解しろと言ったって、さっきの大前提自体だってグラグラして

いるじゃないか。そういうことで再考をお願いします。 

 

石川会長 

そういうご意見があったわけですね。あらためて委員の皆さんにお尋ねをしたいと思います

が、今この手元にこのイメージというのがございますね。Ａ３の横のものですね。事務局から

提案があったのは、分野ごとに施策の具体化、つまりこの表でいくと基本施策の下の施策の具

体化というものを期待しているというお話でした。そのためにはより細かな単位で、つまり４

つに分けてやってほしいんだというのがご提案でございますね。 

それからもう１つ、山幡委員からは、もう少し全体を基本的な論議でしたほうがいいんじゃ

ないか。そういう意味ではもっと広く論議すべきだというお話だったわけですね。いずれかを

選択してやっていかなければいけないかと思います。ご意見、伺います。はい。 

 

赤松委員 

スムーズに進めるために事務局の考えはよく理解できるんですけれども、やっぱり生活環境

と都市基盤は非常に密接しているし、もちろんそれは教育の土壌にもつながるという意味であ

んまり部会を小さくすると英知が分散しますので、小さく部会をしないほうが私はいいと思い

ますね。 

私個人であれば生活環境と都市の両方に入りたいし、教育もかかわってみたいとか、ちょっ

と欲張りですけれども、それは配慮をお願いしたい。 

 

石川会長 

それでは、いずれかの方法をとって先に進めさせていただきたいと思います。それでは、大

きく２つに分けて論議をしていくという考えと、４つに分けて論議をしていくという考えです

ね。いずれを採用しても具体的な論議は可能かと思います。決を採るというのも何ですが、よ

り多数のほうで採用させていただければと思います。 

お伺いいたします。まず４つの部会に分けてやったほうがいいんじゃないかと思われる方、

恐縮ですが、挙手をお願いします。 

 

（委員挙手） 
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石川会長 

はい、わかりました。１３名でございます。 

２つの部会の部会がよろしいと思われる方、念のため。 

 

（委員挙手） 

 

石川会長 

はい、ありがとうございます。多くの委員が４つに分けてやったほうがいいんじゃないかと

いうご意見でございますので、大変恐縮ですが、４つの分野に分けて話を進めさせていただく

ということでご理解をいただきたいと思います。はい。 

 

松井委員 

山幡委員のおっしゃったようにメンバーの偏りがあるのは確かです。ご専門分野の方でご専

門のことをおっしゃりたいのはよくわかるんですが、やはり少し現状を見ると都市基盤部会が

清水委員１人というのは、ちょっと偏りすぎているんじゃないのかなと思います。そのため、

１号・２号・３号の方も含めて少し整理されたほうが、この整理という表現は適切ではないで

すけれども、組み直したほうがよろしいのかなと、私は思います。岡目八目で見たほうが絶対

私もいいと思いますし、ご専門で言いたい人はまたその会に入ればいいわけで、後からコメン

トすればいいわけですから、少し考えたほうがいいかなと思います。 

 

石川会長 

はい、わかりました。それでは各分野の委員さんに再調査して、私はこういう違った分野を

やってみたいという方も含めて、メンバー構成はもう一度させていただければと思いますが、

よろしゅうございましょうか。 

はい。では、そのようにお願いをいたします。事務局は、ご提案があったように各分野だけ

ではなくて、違う分野を検討してみたいという希望の委員さんは、できるだけそちらの委員会

に入れるような段取りをお願いしたいと思います。 

大変時間が遅れまして恐縮でございます。はい。 

 

山幡委員 

それじゃ、希望のある人だけでいいから、２つ参加できるようにしてほしい、希望の人だけ。

例えばこの人が環境の問題なんだけれども、都市基盤を議論したいと言っているんだよ。だか

ら、希望の人だけでいいから、ほかのところにも入る。１つだけ。だから２つ入れる、可能性

として 

 

石川会長 

はい、わかりました。では、審議会の規則がどんなふうになっているかわかりませんが、意

見を聞いて、意見を述べるというのは可能だと思いますので。ただ、これはなんか報酬か何か

あるんですか。 
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事務局 

ございます。 

 

石川会長 

そうですか。では、報酬という役所の手続きがあるようですから、参加はできる、意見も言

える。しかし、報酬のほうはご勘弁いただくということでご理解をいただければと思います。 

 

事務局 

すみません。１点なんですが、基本的にそれぞれの複数の部会、２つでも４つでも設置した

場合に同時の開催ということで考えておりますので、複数の部会にというのは身体的にちょっ

と難しいのかなとは思っております。それぞれの議事進行のペースによって、この辺は関心が

あるからこっちへ行くというようなことは全く不可能ではありませんが、基本的にちょっと困

難なのかなとは思っております。ただ、進行状況とか、こういった順で議論を進めるというよ

うなことにつきましては、部会開催の際にお知らせしたいと思います。 

 

石川会長 

それでは会議の進行の仕方によって若干事情が違うようですので、これについてはまた次回

までに。同時開催ということになれば、ちょっと物理的に無理ということになります。また部

会でなくても、トータルな審議会の場で意見をまた述べるということも可能でございますので、

その辺はご理解をいただきたいと思います。 

 

３ 報告 

（１）前回会議報告について 

石川会長 

それでは続きまして報告でよろしいのでしょうか。前回の会議報告についてお願いいたしま

す。 

 

事務局 

それでは前回会議報告をさせていただきます。 

１点目といたしまして、ご意見をいただいておりました構想期間、計画期間につきまして、

再度市長と調整をいたしました。その内容を報告させていただきます。ご意見といたしまして、

政治ベースを主流にして、確実性を高めるために期間を短くすることについて、行政の継続性

という観点から今回見送りさせていただき、当初方針どおり１０年間としたいということが市

長の考えでございます。 

市町村に義務づけられた基本構想が、多くの市町村では１０年間ということで、和光市にお

いても一次から三次までの構想期間はそういった期間を描き、施策の推進に努めてきました。

もちろんニーズの変化や多様化を含めた変革のスピードにつきましては、従来と比較にならな

いということは認識しておりますが、継続すべきところと変化・改善を求めるところを両立さ

せていきたいという考えでございます。 

マニフェストを構想の中に組み込んだりすることにつきましては、当然市民との約束を中心

政策に位置づけたというような重要な表現になりますが、前回説明したとおり構想の計画期間
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というレベルではなくて、実施計画レベルにわかりやすく明確に示して、さらにはマニフェス

ト・政策・実行計画の公表によりまして、直接的に進行管理については示していくので、内容

的なわかりやすさについてはかなり前進することになると思っております。 

計画策定の重みは十分に理解しておりますが、進行管理のあり方も従来とは大きく変わって、

そちらにも注力していきたいと考えております。その進行管理でわかりやすさを高めていきた

いと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

続きまして、第３回審議会会議録につきまして、９月１２日（土）に開催しました記録につ

いて、皆様に照会し修正等を求めておりましたものを資料３として示させていただきました。

ここでご承認いただければ正式なものとして公表させていただきますので、よろしくお願いい

たします。 

以上でございます。 

 

石川会長 

ただいま計画期間と審議会会議録について報告がありました。何かご質問、ご意見等ござい

ましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。 

では、期間については報告があったということで受け止めさせていただき、会議録につきま

しては承認されたということでご理解をいただきたいと思います。 

 

（２）庁内における検討状況 

石川会長 

続きまして、その他もまとめて事務局のほうからお願いできますでしょうか。 

 

事務局 

それでは、庁内における検討状況についてということでご報告をさせていただきたいと思い

ます。資料４をごらんください。先ほどからお話が出ておりますが、資料４、施策体系図・重

点施策素案をごらんください。こちらにつきましては現在庁内で検討中のものとなっておりま

すので、今後修正が入ってまいります。たたき台として施策を示したものとなってございます

のでよろしくお願いいたします。 

具体的に例えば「基本目標の快適で暮らしやすいまち（都市基盤）」。こちらの基本目標を実

現するために市が責任を持って担う取り組みとして、次の基本施策の「○1 良好な市街地整備」

「○2 道路環境の整備」など、６つの基本施策を示しております。また、これらの基本施策を推

進するためのより具体的な施策として、例えば「○1 良好な市街地整備」の基本施策につきまし

ては、その下の施策に３つ示しております。「１中心市街地としてのまちづくり」「２交通の利

便性を生かした市街地の整備」「３良好な景観形成の推進」、こちらの３つの施策をより具体的

な施策として示しているといった資料になってございます。このような形ですべての基本目標

について、位置づける施策、またその内容について現在庁内で検討を行っているということに

なっております。 終的には、このような施策体系図ができ上がるといったイメージを持って

いただければと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

また、こちらの施策体系図の一番下に所管課が記入されておりまして、その１個上になりま

すが、重点という項目がございます。こちらにつきましては、安全と安心をキーワードに、今

後１０年間に重点的に進めていく施策を抽出し、まとめたものとなってございます。安心と安
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全というキーワードが入っている施策が重点施策として抽出したものとなってございます。こ

ちらの重点施策につきましては、和光市の強み・弱みを踏まえまして、和光市の目指す姿に向

かって重点的に取り組んでいく施策を抽出しております。今後の厳しい財政状況等を踏まえま

して、選択と集中により重点化を図って、８つの施策に絞っておるところでございます。こち

らの重点施策につきましても、施策内容を検討していく上で再度精査をしてまいりますので、

現状のものということでご認識していただければと思います。 

こちらの施策体系図および施策の内容等につきましては、また庁内でまとめたものを、次回

開催いたします部会の中でお示しさせていただきまして、ご意見等につきましてはその際にい

ただければと考えておりますのでよろしくお願いいたします。以上となります。 

 

４ その他 

事務局 

次回の会議予定についても引き続きご説明させていただきます。資料の５をごらんください。

総合振興計画基本構想まちづくりの方向性部分の素案につきましては、いただきましたご意見

を踏まえまして庁内で再度検討をし、必要な修正を加えたものにつきましてパブリック・コメ

ントを行ってまいります。期間につきましては１１月２５日（水）から１２月１４日（月）ま

でを予定しております。 

また、こちらのパブリック・コメントを実施するにあたりまして説明会を開催いたします。

日時につきましては１１月２８日（土）１０時からを予定しております。もし、こちらの説明

会に当日ご協力いただける委員の方がいらっしゃいましたら、事務局までご連絡をいただけれ

ばと思っております。 

続きまして１２月６日（日）１３時からワークショップを開催いたします。テーマにつきま

しては重点プランについて予定しております。 

先ほど議題の中でもお話をしましたが、審議会部会第１回会議、審議会部会第２回会議、引

き続きまして全体会として審議会第５回会議を資料のとおりの日時で開催したいと考えており

ます。よろしくお願いいたします。 

なお、全体の策定スケジュールにつきましては、今回のパブリック・コメントを実施するに

あたりまして、審議会においてご審議をいただいた上でパブリック・コメントを実施するスケ

ジュールに変更したこと、また部会を設置して施策の内容を検討するとしたこと、全体的に少

しずつ遅れてきているといった状況でございます。当初お示しをさせていただいた策定スケ

ジュールから若干遅れてきております。 

来年３月までのスケジュールにつきましては、本日お示しさせていただいたスケジュールで

やっていきたいと考えております。４月以降のスケジュールにつきましては、多少変更が生じ

る可能性がございますのでご了承ください。決まり次第ご連絡をさせていただきたいと考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。以上となります。 

 

石川会長 

ただいま庁内の検討の様子と今後の会議予定について事務局から報告がありました。ご質問

があればお受けいたします。 

 

松井委員 
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重点プランについてなんですけれども、今日いただいた資料４ですと、例えば資料１で３ペー

ジに書いてある重点プランでは、分野や組織にとらわれず今後取り組むものであると書いてあ

る割には、分野と組織に非常にこだわりがあるように読み取れます。このように既存の政策や

施策の中で、何かピックアップするものを重点プランとしてとらえていらっしゃるのかなとい

う理解のようですが、それがどういう意味なのか、少し理解ができません。組織横断的なもの

を少し広めに重点プランとして置くという基本計画や総合計画のつくり方はよくありますが、

今回の資料では、幾つかのうち１つを重点ですと選ぶことになりますと、どういうふうな対応

をするのか、よくわからないというのが１つです。 

もう１つは、今後の部会のあり方ですけれども、例えば重点プランや施策の内容を議論する

のであれば庁内検討チームの方をお呼びして、部会ごとにその方々との間での議論は不可欠で

はないのかなと思います。我々だけで議論しても、議論はたくさん出ても生産的な議論にはお

そらく結びつかないと思います。例えば庁内検討チームで重点をつくったものを紹介されるだ

けはなくて、庁内検討チームとの議論の中で我々が決める作業というのは部会もしかり、審議

会の本体でもしかりだと思います。 

後ですが、資料５に、１２月８日にワークショップが開催されるという案内があります。

これはちょっとギョッとしたんですけれども、テーマは重点プランと書いてあります。我々の

審議会で重点プランについて何も議論してない中でワークショップを開催されて、市民の方で

ワークショップをされるつもりなのでしょうけれども、その結果や内容等はどうされるつもり

なのですか。我々は何もオーソライズをしてないわけで、議論もしてない中で重点プランを示

されて、例えば第１回とか第２回の部会、さらには第５回審議会で、ワークショップでこうい

う了解を得ましたからといって示されても、我々は責任を負えないといいますか。どう考えれ

ばいいのか、どういう扱いなのかよくわからない。 

むしろワークショップをやるのであれば、第５回会議を終わった後に、市民との中でやって

いくというのが論理的なのではないのかなと思います。これはいかがでしょうか。 

 

石川会長 

１つは重点施策の取り扱いの仕方ですね。それから今後の予定の中でワークショップのあり

方。この審議会との関係で、そのあり方について質問がありました。どうでしょう。 

 

事務局 

重点プランにつきまして、分野にとらわれないでやるべきだというようなご意見。考え方と

しましては現行計画の反省を踏まえております。現行後期基本計画では第１章で重点目標とい

うような形で位置づけたんですけれども、どちらかというと結果として曖昧になってしまった

というようなことで、その辺をきっちりわかりやすく進行管理をしていこうというような観点

から、安心・安全というようなキーワードで必要 小限の重点的に取り組む施策レベルをピッ

クアップして、まとめたというのが現状でございます。 

部会の協議の際に庁内の検討職員が参加することにつきまして、今回きちんと出ますとか出

ませんというふうにお示しできれば一番よかったんですが、実はその辺りにつきましてはその

方向で現在調整をしておりますので、ご理解をいただければと思っております。 

１２月のワークショップの関係、重点プランにつきましてワークショップの結果をどういう

ふうに反映するのかというようなことにつきまして、重点プランとしていろいろな市民にご提
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案をいただいたものを、２月の部会で示します施策の素案の中に反映させていただいて、併せ

て見ていただきたいという考えでございます。以上でございます。 

 

石川会長 

松井委員、それでいかがですか。 

 

松井委員 

いや、納得は全然できないですけれども。それは順番が違うのではないでしょうか。まず市

民の意見を聞いて、それで決めましたというのは言われてみればそんな気がしますけれども、

それは我々が議論する議題として挙げられるので、それで議論しているわけですから、まず重

点プランの内容が何であるかを我々が議論しなければ、市民に対して責任を持てないと思いま

す。違いますか。いかがでしょうか。 

 

石川会長 

ワークショップの事務局側の位置づけの問題が少しありそうですね。順番をどんなふうに組

み立てているかというのが１つあると思うんですね。そういう意味では私どもから言えば、一

度ここで論議したものをもう一度軸にして、ワークショップをやってもらったほうがいいん

じゃないかというのが普通の考えだろうという気はいたします。可能であればそんな順番にし

ていただければと思いますけれども、どうでしょう。はい。 

 

山幡委員 

松井委員の言うとおりだ。 

 

赤松委員 

ワークショップはもっと先に終わっているべきでね。けれども、今言ってもしようがないか

ら。あとパブリック・コメントで出ますね、意見が。それは僕らにも公開していただきたいと

思うんです、次回の資料に。 

 

石川会長 

パブリック・コメントにつきましては当然そうなると思います。 

ワークショップについては、やはり全体的な審議の流れからいきますと、ある程度ここでこ

ういう把握をしておいて、ワークショップをしたほうがいいだろうと思います。日程的に可能

であれば、ぜひそんなふうにしていただきたいと思います。 

全体的な審議の流れがありますので、少し全体計画をもう一度、 初に示したんですよね。

そうですね。 初に示した当時と今日で若干事情が変わっているということもあるかもしれま

せん。できればもう一度、変更後のものをこんな流れでやりますということで示していただき

たいと思います。そういうことでよろしいでしょうか。 

では、そういうふうにさせていただければと思います。はい、どうぞ。 

 

山幡委員 

ちょうど４回だな、今回は。感じたことを言いますと、簡単に言うと出来の悪いゼミの報告
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を聞いているようなもんだ。企画部長、今後あなたが説明してくれよ。ここにいる人は、みん

な、そこそこの人が来ているんだよ。ゼミの下手な生徒のレポートを聞いているんじゃないん

だ、おれは。あんたが窓口で説明しろ。いいか。 

それから、さっき赤松委員が言ったけれども、あんた、これは同日に開催するから部会はだ

めですなんて、バカなことを言うな。時間をずらせばいいじゃないか。日にちをずらせば。お

れも環境部会に出たいよ。赤松委員は都市整備部会に出たいと言っているんだよ。岡目八目で

みんなからいい意見が出て、まとまるほうがいいので。事務的に同時に開催するからだめです

と。４部会にみんな賛成だから、それでしょうがないと思うけれども、基本的に言えば２つで

十分だよ。だって、まだ基本的な話がグラグラしているんだからさ。 

僕、一等 初に言ったように、この十何年来で、行政も含めて和光市の遅れをどうするかと

いう議論は必要なんだよ。そういう前提がなくて、この文章をみんなに配って、それでいいと

か何とか言う前に、もっと基本的なことを議論するためには部会が必要だと僕は思うんだ。そ

れから前から部会が必要で、または一部の人は職員のワーキンググループの中に行ってでもや

ろうという人もいたわけだよ。副会長なんかそうでしょう。 

そういうのを踏まえて、これをやるんだったら、例えばこの部会を４つにしようということ

が決まったならそれに従うけれども、少なくとも希望のある人はもう１つだけ出られるように。

そのぐらいの日程は部会の開催を変えればいいわけだ。それはできないのか。 

 

石川会長 

こちらのほうからお答えします。日程につきましては、今の意見も踏まえてもう一度考えさ

せてください。 

 

山幡委員 

そして参加できる人は参加してくださいという気持ちじゃなかったらだめだよ。 

 

石川会長 

それと会議の進め方の問題はやはり工夫する必要があると思うんですね。 

つまり一定の限られた時間の中で、ある程度の論議をしなきゃいけない。政府の審議会等で

も、委員が自分の言いたいことをメモにして持ってくるというのはよくあることなんですね。

それをみんなに示して、それをすることによって時間の短縮と自分の論点をはっきりさせると

いうことができるわけです。そういう意味では、こういう提案があるんだということをメモに

して持ってくるのもいい方法かと思っております。 

 

山幡委員 

それより私が先ほど言ったのは、企画部でまとめて、部長が代表で、きちっと細かくもっと

まとめたものを報告すれば時間が短縮できるわけだよ。そうすれば、みんなの議論ができるわ

けだ。だから今後してくれよ、あなた。 

それとこれは基本的に大事なことだから建設部長をここに出してくれ。建設部長。それで、

あなたがここで統括して、ゼミナールのあんなレポートを聞くようなことじゃなくて、もっと

コンパクトにやったものでテーマを絞って議論させてくれ。 

そして部会は少なくとももう１つ出られると弾力性を持たせてほしい。そんなこと、できる
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わけでしょう。それはなぜというと、この会が意義あるためにだよ。わざわざ出たくないんだ

よ。出たくないんだけれど。 

 

石川会長 

先ほどお答えしましたので、それは日程調整も含めて後ほどお答えをいたします。 

 

山幡委員 

うん、お願いします。 

 

石川会長 

ほかにはいかがでしょうか。よろしいですか。 

 

５ 閉会 

石川会長 

大変遅くなりましたけれども、以上をもちまして会議のほうを閉じたいと思います。ありが

とうございました。 


