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和光市第四次総合振興計画審議会第３回会議 議事録 

 

開 催 日：平成２１年９月１２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）、 

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、斎藤和康、神杉彰、中尾真弓、 

村山喜三江、小野玲、荒木保敏、木村幸夫、原田政雄、 

冨岡宗一、赤松祐造、山本恵子 

４号委員（知識経験を有する者）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、宮川一彦、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：５名）高野靖子（１号委員）、山田智好（３号委員）、清水宏二（３号委員）、

山崎保（４号委員）、西村祐介（５号委員） 

 

議 題：１ 前回会議報告について 

２ 第三次総合振興計画課題整理分析（審議会委員からの意見）について 

３ 施策推進会議からの報告について 

４ 市民意識調査結果について 

５ 和光市民まちづくり討議会結果について 

６ 財政分析について 

７ 将来都市像について 

８ 施策体系について 

９ その他 

 

開会 

 

事務局 

おはようございます。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。 

それでは、ただいまから和光市総合振興計画審議会第３回会議を開催させていただきます。 

本日の会議は、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たいと思います。事前の配

付資料といたしまして、資料１として総合振興計画審議会第２回会議録。資料２といたしまし

て社会指標分析（区分別）。資料３といたしまして第三次総合振興計画課題整理分析（審議会委

員からの意見）。資料４といたしまして市民意識調査報告書。資料５といたしまして和光市民ま

ちづくり討議会報告書。資料６といたしまして財政分析資料。これは平成１９年度決算までと

いうことです。資料７といたしまして将来都市像について。資料８といたしまして施策体系に
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ついて。これまでが事前の配付物でございます。 

追加資料といたしまして本日お配りしておりますのは資料９からでございます。資料９につ

きましては施策推進会議報告書。この施策推進会議につきましては、第三次総合振興計画の後

期基本計画の成果達成度を検討する会議でございます。資料１０といたしまして、先ほどあり

ました財政分析資料の平成２０年度決算までということでございます。続きまして資料１１と

いたしまして、和光市総合振興計画審議会委員名簿の新しいものでございます。資料１２とい

たしまして今後の会議予定ということです。以上、お手元にございますでしょうか。よろしい

でしょうか。 

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

了承いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。 

また、後ほど４号委員の現在不在となっております会長職につきまして、事務局からご報告

を申し上げますが、それまでの間、条例第５条第３項の規定によりまして、待鳥副会長に会長

の職務を代理していただくことになりますのでどうぞよろしくお願いいたします。それでは待

鳥副会長、よろしくお願いいたします。 

 

○市長報告について 

待鳥副会長 

どうも、おはようございます。それでは会長の代理を務め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、次第に基づいて進めさせていただきます。次第２の市長報告につきまして事務局から

お願いいたします。 

 

事務局 

前回の会議におきまして、第４号委員、知識経験を有する方ということで解任についてご報

告を申し上げたところでございます。その後、当審議会において知識経験を有する者の第４号

委員に対して、期待する役割も非常に大きいと考えておりますことから、新たな委員について

の調整を行ってまいりました。また会長職が現在空席となり、待鳥副会長に職務代理を務めて

いただいているところでございます。委員の補充委嘱と併せて会長職の人選につきましても早

急に対応する旨、また事態が深刻かつ緊急であるため対応を市長及び副会長に調整していただ

き、一任していただくことを前回の会議でご了承いただいております。一連の件についての経

過及び対応につきまして市長のほうから報告させていただきます。よろしくお願いします。 

 

市長 

皆さん、おはようございます。ただいま事務局から説明がございましたとおり、第４号委員

は知識経験者の委員ということでございますが、欠員が生じまして、また待鳥副会長には無理

を申し上げまして、会長の職務代理という緊急事態の対応をお願いしているところであります。 

適任の方がいらっしゃらないかということで多方面から調整してまいりました結果、当市と

相互協力協定を締結しております淑徳大学と具体的な交渉を進めてまいりました。協定の中身

とは、大学の持つ資源や人材を活用し、和光市の地域社会の開発に向けた連携と協力を行って

いくというものでございます。これを踏まえまして石川久教授に打診をしましたところ、快く

引き受けていただきました。 
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石川先生につきましては、コミュニティ政策を専攻されておりまして、行政職員としての経

験もお持ちでございます。また現在の当審議会の状況だけではなく、職務代理の立場につきま

してもご理解をいただきまして、委員としての立場に加え、会長職につきましても就任をご了

承いただきました。 

委員の皆様方におかれましてはこの状況をご理解いただきまして、空席でありました会長職

に就くこと、及び副会長の職務代理を解くことにつきましてご了承いただきたいと思いますの

で、よろしくお願いを申し上げます。 

 

事務局 

ありがとうございました。 

ここで皆様にご承認いただければ、拍手をもって当審議会の決定とさせていただきたいので、

よろしくお願いいたします。 

 

（拍手） 

 

事務局 

ありがとうございました。 

なお、委嘱状の交付につきましては、会議進行の都合上、前もって市長のほうに対応させて

いたたぎましたことを申し添えます。 

それでは石川会長様からご挨拶をお願いしたいと思います。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。ご紹介いただきました淑徳大学の石川久と申します。３５年ほど、

ちょっと隣の隣という富士見市の市役所で職員をしておりました。主に総務部とか総合政策部

などで仕事をさせていただいておりました。ですから、ちょうど向こう側の事務局の席に長く

いたということです。 

少し立場が変わりまして、現在千葉にあります淑徳大学で教員をしております。みずほ台と

いうところにも国際コミュニケーション学部という本学の学部がございますけれども、そちら

ではなくて、千葉市にあります総合福祉学部でございます。来年コミュニティ政策学部という

新しい学部を立ち上げます。私もそちらのほうに移りますけれども、その学部では、ちょうど

こういうふうな審議をしている計画の話、あるいは地域コミュニティの政策の問題、地域を元

気にするためにどういう方策が必要かというようなことを中心に勉強し、なおかつ実践のため

の学問だと考えております。 

そんなことで微力ではございますけれども、一生懸命、務めたいというふうに思っておりま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

事務局 

ありがとうございました。 

また、５号委員の籠谷委員につきましては、急きょ市外へ転出されることとなりまして、審

議会委員を解職いたしましたのでご報告させていただきます。 

つきましては、本日あらためまして、資料１１として審議会委員の名簿を配付させていただ
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いておりますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、ここで新たな体制が整ったところで再出発の意味も含めまして、松本市長より新

計画に対するビジョン・考え方について述べさせていただきます。今後の審議の参考にしてい

ただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

市長 

それでは、私は前会長にもこういう方向性でお願いしますというようなことを申し上げまし

たので、あらためまして申し上げたいと思います。 

まず私、皆様の一部の方はご存じかと思いますが、キャッチフレーズとしてはこのまちの安

心・快適・透明をつくるんだということを申し上げています。それは私の方向性としてご理解

いただきたいと思います。 

また、この和光市の目指すべきビジョンはどういう方向性なのか。これはやはり明確に持っ

て、皆さんと共有をしていきたいと思っています。これはもう単純な話でございまして、質の

高い住宅都市として、この埼玉で一番を目指していくんだというのが私のこのまちの将来ビ

ジョンであります。優先順位としては、住むまちとして、住宅都市としての方向性というのが

まず来て、それからいろいろな要素が絡んでくるのかなというふうに思っています。 

また、この計画において私が皆さんに持っていただきたいなと思っている視点としましては、

この和光市の将来ビジョンと戦略的な目標を明確にしまして、過去の未解決な問題点をやはり

しっかりと意識する。第１回、第２回にもそういう話を随分していただいておりますが、これ

は重要なことだと思っています。 

また、方針を明らかにする。わかりやすく述べる。そして戦術的な目標としての施策を次に

掲げていく。要は将来のビジョンがあって、戦略があって、戦術がある。これは、会社とかい

ろいろな組織でもそういうふうにつくってまいりますが、こういったことをしっかりとわかり

やすく掲げていく。 

また、この施策を実行するにあたりましては、進行管理が可能な目標値、工程、そして財政

推計も明確に示していきたいと考えております。もちろんそれは役所のほうでもできる限り数

字といったものをお示ししてまいります。 

あまり細かいことまでは触れませんが、私が戦略的な目標としてこういうものが欲しいなと

思っているものを述べさせていただきます。あくまでご参考ということでございます。 

１つは繰り返しにもなりますが、優先順位を明確にした確実性のある基盤整備を実施してい

くということでございます。これは、これまでの和光市のまちづくりに、そういった優先順位

が十分に織り込まれてこなかったのではないかという反省から来ております。 

次に、またこれも繰り返しになりますが、住宅都市としてのビジョンのもとで産業はどうあ

るべきか。こういったことも考えていきたい。 

また、３点目としましては、市の魅力の象徴をつくって、このまちのブランド力の向上を図

るということ。これは再発見も含めますが、明確に目指していきたいと考えています。 

これは市役所の問題でございますが、的確な広報の実施によって、和光市がやっていること、

和光市にあるものを明確にしっかりと評価されるように。これは和光市がやっているんだけれ

ども、あるんだけれども、やってないように見えてしまって、よそのほうが評価されるという

ことはないようにしたいということでございます。 

その他、このまちの強みはたくさんございます。これを意識して、戦術を設定していただき



5 

たい。このように考えております。 

具体的な細かい戦術については、私が申し上げてしまうより皆さんにも一緒にお考えいただ

いて、私の持っている戦術的な目標については職員に伝えまして、職員を通していろいろと明

確にしていきたいと考えております。 

もちろん私が申し上げたのはあくまでも私のビジョンであり、あるいは私の戦略的な課題で

あります。皆様方から、もっと、もっといいものを出していただいて、このまちの１０年後、

２０年後をしっかりと示して、審議会をこの大きなジャンプ台にしたいと考えておりますので、

なにとぞよろしくお願い申し上げます。 

 

事務局 

ありがとうございました。 

ここで市長は所用のため退席させていただきますので、ご了承をお願いいたします。 

 

市長 

では、よろしくお願いいたします。 

 

（市長退席） 

 

１ 前回会議報告について 

事務局 

それでは、ここから議事の進行につきましては、先ほど皆さんにご承認いただきました石川

会長へお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

石川会長 

それでは、ただいまから議事のほうを預からせていただきます。待鳥副会長さんには大変お

世話になりました。ありがとうございました。それでは、座って、失礼をさせていただきます。 

それでは本日の議題の１番目でございます。前回の会議報告ということでございますが、事

務局からご説明をお願いいたします。 

 

事務局 

それでは、前回会議の報告といたしまして、事務局から２点ほど報告させていただきます。 

１点目といたしまして第２回会議の会議録についてでございます。資料１をごらんください。

会議録につきましては、第２回会議終了後、委員の皆様に確認の照会をさせていただき、いた

だいた意見に基づきまして修正を加え、まとめましたので再度ご確認をいただきまして、この

内容でよろしければ決定とさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

それでは２点目といたしまして社会指標分析についてでございます。前回会議におきまして

お示しさせていただいたところ、近隣市・類似団体・先進市の区分別に比較を行うことにより、

和光市の特徴がより出るのではないかというご意見をいただきましたので、３つの区分に分け

て再度比較を行いましたのでご報告をいたします。資料２をごらんください。 

こちらにつきましては、資料２の○1 といたしまして近隣市との比較、資料２の○2 といたしま

して類似団体との比較、資料２の○3 といたしまして先進市との比較が入っております。１つの
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ホチキスの束にまとめてしまいまして大変見づらくなっております。大変申しわけございませ

んが、随時ごらんいただければと思います。主に特徴が出ている部分につきましてご説明をい

たします。 

まず分類（大綱）Ｉについてですが、それぞれの資料の１ページをごらんください。分類（大

綱）Ｉ 都市基盤についてでございますが、まず近隣市と比較いたしますと、１５番の指標「住

居専用地域面積比率」につきまして、当市は低いというような結果となっています。こちらの

指標につきましては、類似団体と比較いたしましても同様に低いという結果が出ておりまして、

先進市と比較をいたしますとやや低いという結果になってございます。 

また類似団体と比較した場合に、指標の２番「市民１人あたり都市公園面積」につきまして、

多いというような結果が出ております。近隣市と比べましてもやや大きいという結果が出てお

りますが、先進市と比べますと逆に小さいという結果が出てございます。 

指標の４番「下水道普及率」につきまして、先進市と比べると当市は普及率が低いという結

論が出ております。また近隣市と比べましてもやや低いと出ておりまして、逆に類似団体と比

較しますとやや高いという結論が出てございます。 

続きまして、分類（大綱）II 教育文化につきまして資料の２ページをごらんください。近

隣市と当市を比べてみますと、指標の３０番「人口１，０００人あたりの中学校数」につきま

しては少ないという結論が出ております。同様に類似団体と比較しましても当市は少ない。同

じように先進市と比べましてもやや少ないという結論となってございます。 

また指標の３８番「生徒１，０００人あたり中学校不登校生徒数」につきまして、近隣市と

比べますと多い。同様に類似団体・先進市と比べましてもやや多いという結論となってござい

ます。 

指標の４７番「人口１，０００人あたりの幼稚園数」につきましても、近隣市・類似団体・

先進市ともに当市は少ないという結論になってございます。 

指標の２１番「人口１，０００人あたり小学校数」につきまして、類似団体と比較いたしま

すと当市は少ないという結論が出ておりますが、近隣市・先進市と比べますと変わらないとい

う結論となってございます。 

指標の５６番「市民１人あたり蔵書冊数」でございますが、こちらは類似団体と比較いたし

ますと少ないという結論が出ており、同様に近隣市及び先進市と比較いたしましてもやや少な

いという結果となってございます。 

続きまして、分類III 保健・福祉・医療についてでございますが、４ページをごらんくださ

い。指標７０番「平均寿命（女）」につきましては、類似団体・先進市と比べますと和光市は高

い。同様に近隣市と比較いたしましてもやや高いという結果となってございます。 

指標の７３番「市民１，０００人あたり一般診療所数」でございますが、先進市と比べます

と当市は少ない。同様に近隣市・類似団体と比べましてもやや少ないという結果となってござ

います。 

指標の１０６番「民生委員定員充足率」でございますが、近隣市と比べますと特に低いとい

う結果となってございまして、同様に類似団体・先進市と比べましてもやや低いという結果と

なってございます。 

指標の１２７番「６５歳以上人口１万人あたり老人福祉センター数」でございますが、こち

らは近隣市・類似団体・先進市ともに比較いたしますと、当市は多いという結果となってござ

います。 
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続きまして、分類IV 市民生活でございますが、６ページをごらんください。指標１３４番

「市民１，０００人あたり交通事故発生件数」でございますが、近隣市・先進市ともに比較い

たしますと当市は多いという結果になっておりまして、逆に類似団体と比較いたしますとやや

少ないという結果になってございます。 

続きまして、分類Ｖ 産業でございますが、７ページをごらんください。指標の１４７番で

ございますが、「就業率」でございます。こちらにつきましては近隣市と比べますと当市は高い。

同様に類似団体・先進市と比べましてもやや高いという結果でございます。 

また指標の１４８番「失業率」につきましては、近隣市・類似団体と比較いたしますと当市

は低い。同様に先進市と比べましてもやや低いという結果となってございます。 

続きまして、その他でございますが、９ページをごらんください。指標の１９０番でござい

ます。「職員１人あたり市民の数」でございますが、近隣市・類似団体・先進市ともに比較いた

しますと、当市は職員１人あたりの市民の数が多いとなってございます。 

指標の１９６番「市民１人あたり住民税負担額」でございますが、近隣市と比べますと大き

いという結果となってございまして、同様に類似団体・先進市と比較いたしましてもやや大き

いという結果となってございます。 

指標の２１４番「老年人口割合」につきましては、近隣市・類似団体・先進市ともに比較い

たしますとどちらとも少ないというような結果となっています。 

指標の２２０番「昼間流入人口比率」でございますが、こちらも３つの区分ともに和光市は

大きいという結論となってございまして、指標の２２１番につきましても同様に３つの区分と

比べまして、和光市のほうが大きいという結果となってございます。 

このように各区分により比較をした結果、分類ごとに真逆の結果が出たものもございまして、

３つの区分で比較して、和光市の特徴が見られたのかなというふうに思っております。 

説明は以上となります。 

 

 

事務局 

それでは今の説明に若干補足をさせていただきます。社会指標分析の比較数というか、資料

数が２２７に及んでおります。数が大変多岐にわたっておりますので、個別で顕著な傾向、３

分類の近隣・先進・類似団体というふうな形で分けて比較した場合に、それぞれの傾向が読み

取れております。この指標を参考にして、今後庁内で行う課題整理・分析の中で、和光市とし

ての強み・弱みというのを認識しながら検討していきたいと考えております。 

続きまして、構想期間を１０年ではなくて若干短くして、市長任期との整合を図ることにつ

きまして、岐阜県多治見市の事例を前回会議でご紹介いただきましたので、その検証結果につ

きましてご報告させていただきます。 

岐阜県多治見市の事例を若干勉強させていただきました。ご存じかと思いますが、岐阜県多

治見市につきましては岐阜県南部に位置しておりまして、面積は約９０平方キロメートル。人

口１１万７，０００人。東海地方の大都市、名古屋に近くて、記憶に新しいところでは、和光

市が今後目指しております健全財政条例を先駆けて制定しておりまして、計画行政を進める先

進自治体というような認識を持っております。 

多治見市では第六次総合振興計画の期間中でございまして、この構想期間が８年、平成２０

年から平成２７年までの８年となっております。平成１９年４月に市長選がございまして、現
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在の古川市長になっておられます。その後１年の策定期間を経て、２０年から計画期間。順調

に行けば市長の２期目の任期が計画の最終年次の２７年初めに終了するために、その次の新計

画、第七次総合振興計画の策定に取りかかるという形になると思います。 

当然、選挙ではマニフェストなどを掲げて、「候補者と有権者との約束」を、やがては「執行

者と市民への約束」というふうに位置づけることになりまして、これは新たな総合振興計画基

本構想に位置づけることができるというようなものでございます。 

とてもわかりやすい仕組みと計画期間だなというふうにあらためて認識しまして、和光市で

もこれを当てはめられたらどうだろうかという検討をいたしました。多治見市でのフレームの

重要な点は、選挙の１年後に計画期間が始まるということと、計画策定期間がちょうど１年間

であるということではないかと考えました。和光市の場合に、今年５月に市長選がございまし

たので選挙の２年後からが新計画期間となり、計画の初年度が市長の任期の３年目となること、

また計画策定期間そのものが１年以上を要することから、なかなか簡単に当てはめることは難

しいというような認識に至っております。 

また総合振興計画につきましては、言ってみれば行政のシステムでありまして、一方で選挙

に伴う首長の任期は政治のシステムと言えるのではないかというふうに考えます。これらが一

致してわかりやすくなることはとてもいいことだと思うんですが、無理に一致をさせて、本来

の目的をちょっと見失うようでは残念な結果になってしまうのかなと考えております。 

松本市政の考え方といたしまして、基本的にマニフェストにつきましては基本構想とは別に

進行管理をしていきたいと考えております。そして透明性向上を図り、市民にわかりやすい市

政運営を目指していくことといたします。懸案の結論といたしましては、構想期間は策定方針

のとおり１０年というような形、中間年度５年で見直すということを義務づけていくこととい

たします。 

活発な審議によりまして計画策定の行政システムとマニフェスト検証、ある意味で政治シス

テムが審議会の場で検証するいい機会になったなと感謝をしております。構想期間を１０年よ

り短くして、市長任期等との整合を図る意見について、市の考えの説明は以上でございます。 

 

石川会長 

説明が終わりました。 

まず２回の議事録の報告につきましては、お手元の議事録のとおりでよろしいでしょうか。 

 

（異議なしとの声あり） 

 

石川会長 

ありがとうございます。 

それから社会指標の分析の報告につきまして若干の説明がございましたが、何かご質問等は

ございますでしょうか。はい、どうぞ。 

 

松井委員 

松井でございます。前回の私の発言を踏まえたご検討を頂き、大変ありがとうございます。

大変な労力だったことを感謝したいと思います。 

ただ、これらの今後の使い方は少し気になります。このままの資料ですと、何よりも読みに
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くいわけでありますし、さらには、恐らくいかようにでも解釈がなされる可能性があると思わ

れます。 

後ほどの資料の中で、恐らくご説明があるかと思いますが、例えば市民アンケートの中では、

強み・弱みという４次元のマトリックスの中に数値を置き直している図がありますので。例え

ば各３つの分類の近隣と先進と類団を１つにして、指標ごとに和光市がどこに位置づけられる

のかと整理してみることも、１つのやり方なのかなと提案としてございます。 

さらにこの使い方ですが、使い方次第では、本日の冒頭で市長さんがおっしゃられた優先順

位をつける指標にはならない可能性もあります。といいますのは、各事業部署にこの数値を見

せると、「いやいや、うちの部署、要するに近隣自治体より進んでないでしょう。じゃあ、ここ

をやっぱり優先順位をつけてください。これは数値上、明らかですよね」と言われてしまう可

能性がある。 

例えば、指標を類型化して、配置し直したときに何に重きを置くか。さらに、おそらくここ

に示された分析指標は、基本構想の中に位置づけられる施策体系の中の目標数値とも、非常に

密接に関係してくると思います。その数値の設定の段階において例えば近隣市をならうのか、

または類団をならうのか、先進市をならうのかによって、これはかなり位置づけが異なってく

ると思います。その場合はどうするかといえば、もちろん庁内でワイガヤで議論してやってい

くといいですけれども、ややもすると先ほども言いましたように、「これも大事、あれも大事、

それも大事。切れないよね。つけようね」という議論にならざるを得ない。 

そこで、提案ですが、これは政策課のほうで数値をピックアップして１個に出したほうがい

いと思います。つまり、市長との議論の中で示されて、この数値表に対してはこれぐらいの値

である、これは類団の数値に準じたものにしていく、またある指標によっては近隣市に準じた

ものにしていくというふうな、数値をかなりトップダウン的に示されたほうがよいと思います。 

もう１つ意見があります。これは前回の審議会の上でも話したことですが、数値の中には市

自体ではコントロールできないものもたくさんあります。交通事故を減らすというのは、市と

しては確かにいろいろ気をつけようというふうにアナウンスすることでできないことはないで

すが、実質的に減らすことは不可能です。そういう数値や指標がかなり混ざっているようであ

りますので、市単独でできるもの、または他の主体との協力でできるもの、または民間に完全

に任せるけれども、それを促すようなものという、指標の幾つかの手法、主体の分類がおそら

くできそうです。それに伴った分類をした上で、指標の整理をされたらよいのではないのかな

と思います。指標については以上です。 

 

石川会長 

では、事務局のほうでご回答いただけますでしょうか。では、先に質問のほうをお願いいた

します。 

 

大崎委員 

４号委員の大崎です。今、松井委員からのお話に少し関連することなので、ちょっとここで

補足させていただきたいと思っています。この分類、非常によくやっていただいたと思って、

私も加えていただいたのを検討していたんです。せっかくこの２２７項目を近隣市と類似団体

と先進市と、その他も入れますと６分類にしてあるので、我々はこうしたものを検討するのに

非常に貴重な資料だと思います。できればレーダーチャートみたいなものでちょっと主要項目
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だけでもいいですが、割合、役に立つようなもので、もうちょっと見やすいものにしていただ

ければ随分実用性があるのではないかな。こんなふうに思いまして、ご提案させていただきま

す。 

以上です。 

 

石川会長 

今の関連で何かご質問はございますでしょうか。 

今、松井委員からはどのように使うのかというお話ですね。それから数字上で明らかになっ

ているから、逆に担当課との関係では優先順位をめぐって論議が起きる可能性がある。したがっ

て、市長の意向とは合わない可能性も出てくるのではないかということですね。それと政策課

のほうで整理して目標設定をしてはどうかというご提案ですね。 

それから同じように大崎委員からは、見やすい加工をしてはどうか。そういうご提案だった

と思います。どうでしょう。 

 

事務局 

社会指標分析で完全にその比較をしてしまいますと、明らかに下がっている部分につきまし

て、市長の意向や市民ニーズとなかなか合わなくなってくるのではないかというようなことに

つきましては、考え方としたら全くおっしゃるとおりだという認識をしております。ただ、総

合振興計画の重点課題等につきましては、やはり単純にそのデータが劣っているものに早急に

力を入れていくという考えもございますが、その中で市民ニーズであったり、皆さんの意見を

踏まえて設定をしていくべきものだとは考えております。 

実際にこの資料を指標設定のときに具体的に生かすというようなご提案につきましては、事

務局としても積極的な対応をしていきたいと思っております。その具体的な方法論等につきま

しては、また皆様から、いろいろなご意見、アドバイスをいただきながら対応していきたいと

思っております。 

３点目に、指標の中で、市ではなかなかコントロールできないようなものもある、これらの

仕分けが必要だというような部分につきまして、実際に具体的にきちんとした形で仕分けて、

再度審議会の皆様にお示しするかどうかは別といたしまして、市の施策を設定する上で、市だ

けの取り組みで完結するもの、そうでないもの等が混在しようないような形でわかりやすく整

理を心がけていきたいと考えております。 

あと、すみません、大崎委員からいただきましたレーダーチャートの件につきましても、ま

ずは事務局内で対応を検討させていただきたいと思っております。 

 

石川会長 

回答は以上でございましたが、はい、どうぞ。 

 

松井委員 

全くもってそのとおりですね、ただ、少し気になっていることがあります。これは、後ほど

の議論にかかわってきますが、資料７の将来都市像（案）についてです。これは、本日配られ

てきた初見の資料ですが、この書きぶりといいますか、この都市像を導き出される根拠、エビ

デンスの話が気になります。都市像（案）を書かれているときに、市民意識調査をかなりベー
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スにされているように読み取れます。今のご説明ですと、要するにデータと市民ニーズを併せ

て、都市像なり計画をつくるとのことでありましたが、全くもってそのとおりだとは私は思い

ます。ただ、今回出された都市像について言えば、おそらくは市民ニーズにかなり寄ったもの

ではないのかと思われます。 

ですから、先ほど社会指標をもう少し整理されたほうが良いと思います。そして、その強み

なり、弱みを明らかにされることで、おそらく都市像を導き出す上でももう一度再考するため

の根拠が単に市民意識だけでは、市民の時々、その時点での意識でありますので少し揺らぐ可

能性もあります。社会指標として明らかなものについては、それを反映できるような計画や都

市像をつくるほうが、これは後ほどの話とも関係しますけれども、計画システムとしての運営

がよりわかりやすいものになるのではないのかと思います。 

 

石川会長 

ただいまのご質問についてはどうでしょうか。 

 

事務局 

将来都市像につきまして、すみません、また後ほど対応させていただきたいと思っておりま

すが、確かにニーズを補完するデータの蓄積というのは重要なことだと考えておりますので、

その辺の整合を図っていきたいと考えております。 

 

石川会長 

この件はまた後ほど議題としても審議する場面がありますので、そちらのほうでお願いした

いと思います。 

社会指標の分析に関して何かございますでしょうか。はい、どうぞ。 

 

赤松委員 

 分析の方はいいです。けれども、資料２の「市民１０００人当たりの公園数」とありますが、

これにもう１つ、今回、間にあわなくてもいいですが、緑被率。ただ、広い公園、都市公園だ

けではなく、和光市の市民は「緑を残そう」と言う意識が非常に強いので、市全体の緑被率と

言うものを近隣都市との比較で、そう言うものも指標に是非、入れて欲しいと思います。 
公園と緑地はだいぶん違いますので、とても大切なのです。近隣都市はデータがあります。 
和光市は最近のものはないと思います。けれども、将来、測る予定なので、他市は緑被率はす

ぐ出ます。御願いします。 
 

 

石川会長 

はい、緑被率について。 

 

事務局 

緑被率の関係につきましては、庁内、または環境分野での検討におきましても今までもご意

見をいただいているところでございます。残念ながら当市では、緑被率自体のデータ把握は今

後の課題というような形になっております。当審議会の期間中にその辺のデータを出すことに



12 

つきましては事実上無理なものでございますが、もちろん今後の参考というか、今後の検討課

題として認識をしております。 

 

石川会長 

今データがないということですね。できるだけの対応をしていくということでよろしいで

しょうか。はい。 

 

事務局 

緑被率についての考え方が、それぞれ他市等も若干やっているところが違いまして、簡単な

公園面積とか、図面から落としていったようなやり方とか、当市でもちょっといろいろ議論が

あります。例えば固定資産税をつくる台帳等の関係から航空写真（※飛行機）を飛ばして、そ

の航空写真から緑地比率を探っていくというやり方がかなり精度も高いのかなということで、

実施計画等についても今論議しているところでございます。 

ですから、今後その数値のとらえ方として非常に参考になる率でございますので、そこら辺

の緑被率の考え方やとらえ方についても検討しながら、できればそういう方向で緑を守ってい

くということも今後入れていこうかなという考えでおります。 

 

石川会長 

そういう考え方だそうでございます。よろしゅうございますでしょうか。では、努力のほう

をお願いしたいと思います。ほかに社会指標に関してはございますでしょうか。よろしいです

か。 

では、一応、社会指標の関係については終わりまして、計画期間について報告がありました

けれども、これについて質問、ご意見がありましたらお願いしたいと思います。はい、どうぞ。 

 

松井委員 

これも前回私が発言したことを踏まえて検討していただいたようですが、結論から言います

と、要するに計画期間は１０年にして、マニフェストの進行管理はまた別にやるということで

しょうか。ただ、このように二つに分けてしまうことは、むしろ、住民にとって、わかりにく

くなるのではないでしょうか。 

今のお話を聞からは、わかりやすい計画をつくるということでありましたが、その方向性に

は賛成します。しかし、一方で、マニフェストはマニフェストとしておそらく市の業務として

やることになると思います。これは、松本市長が個人でやるわけでは決してないわけです。そ

れは市の政策としてやるわけです。総合計画を長期で行う場合も別で進行を管理する。その整

合性についてはどのように整理されるのだろうかという素朴な疑問として抱くわけでありま

す。であれば、むしろ一本化するのが筋といいますか、市民にとってみればわかりやすいので

はないのかなと思います。 

また、結論から言いますと、やはり計画期間についても前回もお話ししましたけれども、１

０年という非常に長期期間におき、不確実性が高い長期と設定するよりは、確実性を高めるう

えでも非常に政治的な任期との密接な関係に置くことが適当ではないでしょうか。もしも、そ

の精査期間に１年かかるのであれば計画期間を３年にして、３・３にして６年。中間の２期目

の初年度を改正期間の１年にするというような６年間の計画は考えられます。何も４年にすべ
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きと決して言っているわけではなくて、首長任期に整合するように合わせて策定期間を設けた

計画づくりというのは、よりわかりやすいという点で言えばわかりやすいのではないかなと思

います。 

 

石川会長 

この関係でほかにご質問はございますか。はい。 

 

赤松委員 

 質問では無く私の意見です。確かに首長のマニフェストに合わすとか、多治見を参考にする

こともあります。けれども、和光市は岐阜の多治見とは立地条件も違うし、都市近郊で、さら

なる急激な発展をしています。地方の多治見に習うとか、やり方やパターンはいいか解りませ

んが。けれども、和光市の置かれた所をよく考えて、余り長期は読めないと思います。私はや

はり６年とか７年とかに短くすべきだと思います。そうでなければ実行する頃になると大きく

世の中が変わっています。そういう面で、短くすべきと思います。 
 一番良い例が、今、北インターが問題になっています。８年前に計画されているものが、今、

実行しようとしているけれど、現状にはもう即応していないわけです。そう言うことが起きて

くるので、私は１０年と言うのは本当に、もう昔の５０年以上の速度で変わります。そこを皆

さん、今日、是非、協議して欲しいと思います。 

 

石川会長 

事務局のほうは何かありますか。 

 

事務局 

いろいろなご意見ありがとうございます。マニフェストの進行管理につきまして、基本構想

とは別にというような進行管理につきまして、若干補足をさせていただければと思います。現

在、マニフェスト政策実行計画というのを策定中です。実際にすべてのマニフェストを期間ど

おり１００％成し遂げるというのは、その財源となるようなものの確保や、諸条件等の調整が

必要な部分もございます。いわゆる２層構造の２層目、実施計画というのも当然、振興計画策

定の中で毎年ローリングで対応しておるんですが、実施計画に位置づけていこうというような

ことで考えております。 

ですから、構想の中に選挙公約のすべて、マニフェストのすべてを盛り込むということでは

なくて、実現可能なものをきちんと採択して、さらには進行管理をしていこうというようなこ

とで考えております。なるべくその辺でわかりやすい計画とか、わかりやすい情報提供に心が

けていくということでご理解をいただければと思っております。 

 

 

石川会長 

計画期間というのは大変重要な問題でございますし、ここは報告ということで審議の場では

ないわけですけれども、松井委員からもお話がありましたようにわかりやすさと実際の施策の

進行管理をどうするかという点で、先進市では任期に合わせる傾向が確かにあるわけですね。

これは多治見市に限らず、例えば東京の武蔵野市なども首長任期に合わせた計画行政をやって
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いるという実例もございます。そういう意味では、今のご意見も含めまして、もう一度、市長

と詰めていただければと思います。 

ほかに、一番最初の説明に関しての質問はございますでしょうか。よろしいですか。それで

は、一応ここで一番の報告は終わります。 

 

 

２ 第三次総合振興計画課題整理分析（審議会委員からの意見）について 

３ 施策推進会議からの報告について 

石川会長 

第三次総合振興計画課題整理分析について、施策推進会議からの報告について事務局からご

説明をお願いいたします。 

 

事務局 

それでは、議題（２）第三次総合振興計画課題整理分析について、（３）施策推進会議からの

報告についてということで、関連しますので併せて説明させていただきます。資料３をご覧く

ださい。 

まず説明に入る前に資料の修正をお願いしたいと思います。４ページをごらんください。４

ページの下の部分の施策名「III―２ お年寄りが生きがいを感じられるまちづくり」といった

ところで、原田委員の意見なんですが、「高齢者が寝たきりにならないための運動機具」の「機」

の字は、うつわの「器」ということで修正していただければと思います。また８ページになる

んですが、上の施策名「IV―４ いつも“ホッ”とさせてくれるコミュニティづくりの支援」

ということで、こちらの原田委員の意見なんですが、「自治体加入率」と書いてありますけれど

も、「自治会加入率」といったことで修正をお願いしたいと思います。 

それでは資料３に基づきましてご説明させていただきます。この資料につきましては、庁内

において現行計画の課題整理分析をした資料を出させていただきまして、前回の第２回審議会

におきましてもさまざまなご意見をいただきましたが、さらに委員の方からもご意見をいただ

くといったことから再度時間を取りまして、会議終了後から８月１０日までに皆さんからご意

見をいただいたものとなってございます。内容につきましては個別に読み上げるとちょっと時

間がかかるため、主な意見について要約して読み上げていきたいと思います。 

１ページ目の「Ｉ―１ まちの顔としての個性ある市街地の整備」につきましては、外環上

部利用、下部利用の有効利用といったことで、駅北口の土地区画整理事業の推進と景観形成と

いった内容のご意見がございました。 

「Ｉ―２ 生活者の目線に合わせた道路・公共交通の整備」につきましては、狭隘道路、危

険な道路の整備、駅周辺のバリアフリー化といったような内容のご意見がございました。 

一番下の「Ｉ―４ 都市に近いふるさとを演出する公園・緑地整備」につきましては、緑地

の保全と緑被率の目標設定、それと湧水の保全といったような内容のご意見がございました。 

２ページになります。「Ｉ―５ 和光らしい快適な住宅整備」につきましては、土地区画整理

事業による住みよいまちづくりといったような内容のご意見がございました。 

３ページになります。「II―１ 地域と連携した学校教育の推進」につきましては、新倉地域

に小中学校の新設、それと学校建設だけではないソフト策の検討といった内容のご意見がござ

いました。 



15 

４ページになります。「III―１ 地域で支援する子育て環境づくり」につきましては、保育、

学童待機児童の解消対策、それと子どもと親の居場所づくり、家庭の問題を解消する施策といっ

た内容のご意見がございました。 

「III―２ お年寄りが生きがいを感じられるまちづくり」につきましては、団塊の世代退職

後のボランティア支援といったような内容のご意見がございました。 

５ページに移りまして、「III―３ 地域で日常生活を共有するバリアフリーの心づくり」に

つきましては、障害者の就労支援、地域で気軽に集まれる場所の確保といった内容のご意見が

ございました。 

６ページ。「III―４ 一人ひとりの健康管理意識の向上と保健・医療サービスの充実」につ

きましては、精神保健に対する取り組み、医療の充実と情報提供といった内容のご意見がござ

いました。 

７ページに移りまして、「IV―１ 地球市民の一人としての意識に基づく生きた緑と環境の保

全」につきましては、市民への温暖化対策のＰＲ、雨水の循環利用といったような内容のご意

見がございました。 

それとその下なんですが、「IV―２ まちを美しく保ち、市民が快適に過ごすための循環型社

会の創出」につきましては、ゴミの有効利用とリサイクルの整備といった内容のご意見がござ

いました。 

その下、「IV―３ 誰もが安心して暮らすためのリスク・マネジメントと安全の確保」につき

ましては、防犯、防災の体制整備といった内容のご意見がございました。 

８ページになります。「IV―４ いつも“ホッ”とさせてくれるコミュニティづくりの支援」

につきましては、自治会加入の促進、団塊世代のボランティア支援といった内容のご意見がご

ざいました。 

９ページになります。「Ｖ―３ 都市の特性を活かした農業の推進・支援」につきましては、

新たな方策による市民農園の整備といったような内容のご意見がございました。 

最後１０ページになるんですが、構想の部分につきましては、職員コミュニケーション力の

向上、財政等の関する外部監査及び市民の関与といった内容のご意見がございました。 

続きまして、次第の議事（３）施策推進会議からの報告について、引き続き説明したいと思

います。資料９をごらんください。 

施策推進会議につきましては、和光市総合振興計画における施策の推進において、その実施

状況の検証、評価及び見直しを行うにあたって、現行の後期基本計画の計画年次の最初の年度

である平成１８年度に設置しまして、現在は市民との８名と学識経験者をアドバイザーに入れ

議論を行っているところでございます。 

昨年度までは、現行計画である第三次総合振興計画に掲げる施策の達成度の評価を行ってき

ましたが、今年度につきましては第四次総合振興計画の策定との連携を図ることから、第三次

総合振興計画後期基本計画に掲げる５つの重点目標に基づく施策について、会議を４回開催し

まして、課題整理、分析を行ったところでございます。こちらの内容につきましても主な意見

を読み上げていきたいと思います。資料の４ページ及び５ページをごらんいただきたいと思い

ます。 

まず施策「Ｉ―２ 生活者の目線に合わせた道路・公共交通の整備」につきましては、道路

に関する問題が起きる前の対応や、問題が起こったときに素早い対応を図ることが必要である

といったご意見がございました。 



16 

施策「Ｉ―４ 都市に近いふるさとを演出する公園・緑地整備」につきましては、公園に関

するビジョンの作成、公園や緑地の担い手の育成が必要であるといったご意見がございました。 

施策「Ｉ―５ 和光らしい快適な住宅整備」につきましては、緑を守るための開発基準等を

作成し、規制をかける必要があるといったご意見がございました。 

施策「II―１ 地域と連携した学校教育の推進」につきましては、学校新設や、和光市独自

の教育の仕組みが必要であるといったご意見がございました。 

施策「II―３ 和光の個性を伝える文化の保全／形成」につきましては、産業文化に力を入

れることや、和光市の文化を伝承していく支援が必要であるといった意見がございました。 

施策「III―１ 地域で支援する子育て環境づくり」につきましては、地域での子育て支援環

境整備、企業の力を借りた待機児童対策が必要であるといったご意見がございました。 

施策「III―２ お年寄りが生きがいを感じられるまち」につきましては、元気なお年寄りの

活動をさらに引き出すことが必要であるといったご意見がございました。 

施策「III―３ 地域で日常生活を共有するバリアフリーの心づくり」につきましては、チャ

レンジドの生活支援や、バリアフリーの対応が必要であるといったご意見がございました。 

施策「IV―１ 地球市民の一人としての意識に基づく生きた緑と環境の保全」につきまして

は、緑地保全計画の市民評価の必要性についてのご意見がございました。 

施策「IV―３ 誰もが安心して暮らすためのリスク・マネジメントと安全の確保」につきま

しては、危機管理について地域自治会との連携を図ることが必要であるといったご意見がござ

いました。 

施策「IV―４ いつも“ホッ”とさせてくれるコミュニティづくりの支援」につきましては、

自治会への支援の必要性についてご意見がございました。 

「構想―１ 市民と行政の協働」につきましては、市民参加の見直しが必要であるといった

ご意見がございました。 

以上になりますが、これらのご意見につきましては、現在庁内の会議において、施策の骨子、

施策の方向性を検討して、この中で活用しているところでございます。今後につきまして施策

の具体的内容に入っていくんですが、施策の内容を具体的に検討する際にこういったご意見を

参考に活用していきたい、検討していきたいと考えておりますのでよろしくお願いします。 

以上になります。 

 

石川会長 

ただいま資料３と９につきまして説明がありました。何かご質問がありましたらお願いした

いと思います。はい、どうぞ。 

 

松井委員 

毎度、度々申しわけありません。提出していただいた委員の皆さんからは、大変ご苦労いた

だいて、私は出してないので非常に恐縮ですが、出してないのは出してないで理由はあります。

前回提出の中の資料４だと思いますが、その後に修正版を送っていただき、こちらのほうをベー

スに皆さんはたぶんご意見を示されたと思います。これも、前回、私が発言したことを踏まえ

て修正していただき、課題を、新しい課題なのか、未解決の課題なのかという性質により整理

していただきました。これにより第三次の計画の課題というものを整理していただいたわけで

す。これは私が意見を出さなかったのも関連します。 
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つまり、本日の市長さんからの冒頭の話とも関連していますが、第三次総合計画の達成率に

ついて、目標に対してどれぐらい達成しているのかというのがわかりにくいからです。おそら

くさまざまな要因があって達成してないものもあることはわかりますが、具体的に数値で達成

率というものを示していただければ、おそらくそこが弱い部分、または継続すべき部分、また

はやめてしまう部分であるという、いろいろな判断ができると思います。単にバラバラと、こ

れは新しい課題です、これは継続の課題ですというふうに示されたままですと、次の第四次に

つなげることというのは、慣性的に、といいますか、何となく次にやってしまいましょうとい

う意識は動くかもしれません。そのため、そこで戦略的な判断、政策的な判断をなかなかしに

くいのではないのかなと思います。 

ですから、三次計画の中で個別の施策体系ごとでも結構ですが、施策体系Ｉ―１であれば、

これぐらいの達成率にあるというものがわかる、またはそういう数値化を図るということが重

要だと思います。そういう取り組みをしていただければ、次の四次計画においても有効なデー

タになるのではないのかなと思います。これは提案でありますので、ぜひやっていただければ

いいかなと思います。 

 

石川会長 

三次の達成率ですね。これを把握して示すことができないだろうかという１つの宿題でござ

いますので、ご検討いただければと思います。 

ほかに何かご質問ございますか。よろしいでしょうか。 

 

赤松委員 

度々すみません。私、赤松ということでいっぱい出しているんですけれども、環境市民会議

の各委員からもらったものだとか、ボランティア団体のもので、赤松で出しています。私たち

市民会議の中で出したものは第三次の実行計画を全部チェックしているんですよ。それを踏ま

えて私は出していますから、何もバラバラとは出していません。現場を見て、それで実行計画

を見て、私の案はそういう形になっています。 

 

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。よろしいですか。 

それでは、第三次総合進行計画の課題整理と推進会議からの報告については以上で終了させ

ていただきます。 

 

４ 市民意識調査結果について 

石川会長 

次の議題になりますが、市民意識調査結果について事務局から説明をお願いいたします。 

 

事務局 

それでは市民意識調査についてご報告させていただきます。資料４をごらんください。まず

１ページ目でございますが、今回意識調査を行うにあたりまして、対象は１８歳以上の市民２，

０００名を無作為抽出により、郵送・配付・回収により行いました。調査期間につきましては

５月１５日から６月１０日となっておりまして、回収数は６８１人、３４．１％の回収率でご
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ざいました。調査結果につきましては、とてもボリュームが多いため、主な部分のみご説明を

させていただきます。 

そうしましたら９ページをごらんください。まず、１．住まいへの意識ということでござい

まして、問１、和光市の出来事や動きに関心があるかという質問に対しまして、８割の回答者

の方が、あまり関心がないというような回答結果でございました。 

また１１ページをごらんいただきますと、和光市の住みやすさについて聞いておりますが、

こちらにつきましては７割の回答者が、住みよい、まあ住みよいという回答をしております。 

１２ページですね。次のページ。和光市にこれからも住みたいと思いますかという質問に対

しましては、８割の方が今後も住み続けたいというように回答しております。こちらの理由に

つきましては、交通の便がよい、住み慣れていて愛着がある、自然環境がよいなどが挙げられ

ております。 

これらのことから、利便性等から住みやすい、住み続けたいと感じている人が多いですけれ

ども、和光市の出来事等にはあまり関心がないというような、ちょっと寂しい結果となってご

ざいます。 

続きまして１４ページをごらんください。こちらは、和光市の魅力、誇りについて聞いてい

るところになります。こちらで挙げられているものは、まずは都市心への交通の便のよさがも

う断トツで魅力であるというふうに回答がなされております。続きまして、樹林公園とか規模

の大きな公園があるということが魅力であるというような回答でした。また同様に、和光市の

地域資源というのは何ですかというような質問に対しましても、和光樹林公園というのが断ト

ツで多かったというような結果となってございます。 

続きまして３３ページをごらんください。こちらにつきましては、現行計画、第３次和光市

総合振興計画後期基本計画が位置づけられている各項目、各施策について、市民の満足度を聞

いた部分になってございます。こちらの項目につきましては、前回、平成１９年度にも意識調

査を行っておりまして、そちらと同様の項目で聞いておりますので経年変化も見ることができ

ます。 

例えばこの３３ページで都市基盤についてでございますが、こちらの真ん中の表に記載され

ております５つの項目が現行計画の各施策となってございますが、それぞれについて満足度を

聞いております。結果といたしましては、特に「上・下水道」「公園・緑地」に関しての満足度

は非常に高い。けれども、「道路・公共交通」に関しては不満の回答者が多かったというような

結果となってございます。また先ほど申しました１９年度に行った調査結果につきましては、

下のほうに前回調査という欄で記載されておりまして、こちらとの比較でどのように変わった

かがわかります。全体としては、満足度は４．２％上昇しており、市街地以外の項目では満足

度が上昇したというような結果となってございます。 

こちらの３４ページ以降、順に「教育・文化」「保健・福祉・医療」「市民生活」「産業」と続

いて、各項目について満足度を聞いている結果となってございます。全体から見ますと満足度

が高かった施策につきましては、「上・下水道」「自然」「公園・緑地」が挙げられておりまして、

逆に満足度低かった施策につきましては、「行財政運営」、「商工業」、「労働」の施策となってご

ざいます。 

続きまして３９ページ以降につきましては、各施策を項目ごとに年代別・地域別に分析をし

ております。主に地域別に見ますと、やはり全体的に北地域の方の満足度はちょっと低いよう

な結果となってございます。 



19 

続きまして７２ページをごらんください。こちらにつきましては、今後、和光市のまちづく

りについて重点的に取り組む項目・施策は何ですかというような質問項目になっております。

重点的に取り組むべきものとして挙げられたものは、まずは「税金の効果的・効率的な活用」

「医療体制の充実」「子育て環境の充実」「安全な歩行空間の整備」などとなってございます。

また、逆に重要度が低かった項目につきましては、「都市交流・国際交流の推進」「消費者保護

の推進」「都市型産業の育成」「コミュニティ活動の活性化」というような結果となってござい

ます。 

７３ページ以降につきましては、各重点項目につきまして年代別に分析を行った結果となっ

ておりますので、後ほどごらんいただければと思います。 

最後に８４ページをごらんいただければと思います。こちらにつきましては先ほど松井委員

からもお話があったとおり、重要度と満足度で分析を行っているところでございます。８５ペー

ジの図を見ていただきますと、満足度を縦軸、重要度を横軸に取りまして、各施策の数値を座

標点に示すことにより、各象限をこのように分析することができます。 

例えば満足度が高くて、重要度も高いというような右上の第一象限の領域でございますが、

こちらは維持領域。満足度も高くて、重要度も高いということで、このまま満足度を低下させ

ないために、現在の水準を維持することが求められているという可能性のある施策となってご

ざいます。 

続きまして、満足度が高いが、重要度は低いという象限でございますが、左上の領域になり

まして、こちらは見直し領域となります。満足度が高いけれども、重要度が低いということか

らサービスの過剰投入等の可能性もあるだろうと。財政状況等によっては、見直すこともでき

るのはないかという可能性のある施策が位置づけられるというような領域となってございま

す。 

続きまして、満足度が低く、なおかつ重要度も低いという左下の領域でございますが、こち

らは存廃検討領域となります。重要度が低いために、必ずしも満足度を上げるための対策が必

要ではないという可能性のある施策が位置づけられる領域となってございます。 

最後、ここが一番重要なのかなと思いますが、満足度が低く、また重要度が高いという領域

ですね。右下の領域となりますが、こちらは重点化領域となります。重要度が高いと住民が感

じているということから、住民の期待に対して十分な対応ができていない施策が位置づけられ

ているという領域になりまして、重点的に取り組まなければならない可能性のある施策が位置

づけられる領域と考えることができます。 

この方法によりまして今回の意識調査の結果を分析いたしますと、当市の今回この重点化領

域に位置づけられる施策といたしましては、子育て環境、高齢者、保健・医療、介護保険など

の社会保障制度、行財政運営などとなってございます。次のページを開いていただきますと、

８６ページ、８７ページになりますが、すべての施策につきまして座標点で落とし込んだ散布

図となっておりますので、後ほどごらんいただければと思います。 

今回この結果を踏まえまして、今後の重点施策を考える際とか、施策の内容を考える際に検

討してまいりたいと考えております。 

説明については以上となります。 

 

石川会長 

ありがとうございました。今、意識調査の結果について説明がございました。何かご質問等
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がありましたらお願いしたいと思います。どうぞ。 

 

松井委員 

この資料は、既に公開されていますか。 

 

事務局 

一応、主な内容だけ、広報等で公表しております。 

 

松井委員 

そうですか。これは別に書きぶりの話ですが、例えば、地区別のところが書いてある３９ペー

ジ以降の書きぶりでは、例えば土地基盤整備のところで南地区の満足度は高い、北地区の満足

度は低いとあります。これはおそらく実体験として正しいかもしれませんが、例えばもう１個

の地域を見ていくと不満足が５３．９％で、南地区に比べれば高いわけですね。無用に南北対

立をあおるような書きぶりをされているように読めなくもありません。市としてもちろんそう

いう意図があるのであれば構わないわけですが、例えばほかの項目によっては３地域をまばら

に書いているところもあれば、２地域に限定しているところもある。やや言葉が強いですが、

意図的、政策的な判断がかなり入っている書きぶりとも読めないことはない。もしも、これを

データとして扱うのであれば、少しフェアな書きぶりをしたほうが、無用な対立は生まないの

ではないのかな。老婆心ながらではありますが、提案であります。 

 

石川会長 

ほかにご質問等はございますでしょうか。はい、どうぞ。こちらで。 

 

山本委員 

障害者の関係なんですけれども、アンケートを取ったところというのは障害者にかかわらず

全体にアンケートは行っていると思うんですね。そのアンケートの中から満足度を見ることは

すごく難しいんじゃないかと思うんです。障害者が満足している、満足していないって、その

アンケートが配られた中で、どのぐらいご自分に障害があるという方がいらっしゃるのかとい

うことにもかかってきます。前のアンケート整理の中でも全くわからないと。その状態がわか

らないんですよね。だから満足しているでもないし、不満でもない。そういうことのほうが多

いという結果が出ているんですけれども、その重要度とか満足度というのはどのような感じで

書かれているのか、ちょっと確かめていただけますでしょうか。お願いします。 

 

 

石川会長 

とりあえずここまではその公表の仕方ですね。書き方、説明がこれでよいかどうか。特段、

政策的な意図があるのかというお話。それから障害者の関係の満足度というのは、この一般的

なアンケートでどれだけわかるんだろうか。その辺のところですね。お願いしたいと思います

が。 

 

事務局 
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１点目の表現の仕方につきましては、貴重なご意見、ありがとうございました。従来から和

光市議会とか市民の方々から、そういった声を多くいただいていること等も踏まえて、事務局

として総合的な視野が少し足りなかったのかなという形で考えております。市民意識調査の結

果の計画への反映について検討する際には、ご意見を参考にさせていただいて対応していきた

いと思っております。 

２点目のご意見、ご質問に関しましては、今回、全体的な無作為抽出ということでのアンケー

トですのでこういった結果になっております。ただ、当然それぞれの施策ごと、分野ごとで、

そういったニーズの把握に努めておるところであります。具体的な施策の素案検討の段階では

そういった分野別・施策別に、所管からの吸い上げている意見を参考に作成をしていきたいと

考えております。 

 

石川委員 

事務局からは以上のような説明でございます。いかがでしょうか。はい、どうぞ。 

 

神杉委員 

３号委員の神杉です。このアンケートを見まして、質問とかそういうことじゃなくて、皆さ

んにぜひちょっとお考えいただきたいなということなんです。私も和光で生まれて、和光で育っ

ておりますけれども、６ページの住んでどれぐらいになりますかということで、１０年未満で

４割を超えている数字が出ております。これは今１０年間ということで進められていると思う

んですけれども、今後１０年間この比率は変わらないのではないか、もしくはこれが上がって

くるのではないかなと思っております。その次の９ページのところで先ほど事務局からのコメ

ントもありましたけれども、非常に悲しい結果だなと。関心がない、あまり関心がないといっ

たところでかなりの割合を占めている。これが和光市の現状ではないかなと思っております。 

その中で和光市の魅力を感じているところというのが、路面整備であったり、交通網であっ

たり、買い物の便であったり。また不満に感じているところは、買い物の便が悪いとか、そう

いうところが出ております。非常にハードの面をかなり市民の方が追求している部分。また、

満足度が低い、重要度が高いといったところでは行政のサービスを求めているところが多い。

和光市民の１人として非常に悲しいなという結果を受けております。 

ですので、今後この会議を進めていく中で基本構想をつくっていかないといけないですけれ

ども、ぜひハードの部分で住みやすいきれいな道路ができた、きれいな公園ができたというこ

とではなくて、やはり隣のうちに誰が住んでいるのかもわからない、何歳の子どもがいるのか

わからないというような、ただ単にきれいなまちにしたくないなと。ぜひコミュニティといっ

た部分に重きを置いて、この構想というのをつくっていきたいなというのをこのアンケートを

見て感じたところでございます。 

以上です。 

 

石川会長 

ありがとうございます。これ、お答えということはよろしいですよね。では、そういうご意

見でございます。ありがとうございます。 

ほかにご質問、あるいはご意見等はございますでしょうか。よろしいですか。施策ごとにも

調査をして反映させていくということですね。では、よろしくお願いいたします。 
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それでは資料の４は以上で終わります。 

 

５ 和光市民まちづくり討議会結果について 

石川会長 

続きまして、和光市民まちづくり討議会の結果について、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５ 和光市民まちづくり討議会結果についてご報告させていただきます。資

料につきましては資料５に基づきまして説明させていただきます。 

まず１ページをめくっていただきまして、１ページの第１ 和光市民まちづくり討議会につ

いての、１．和光市民まちづくり討議会の目的といったことが書かれております。目的につき

ましては、これまで市政に声を届ける機会がなかったの方を含む、さまざまな市民の皆様に幅

広い意見を出し合っていただき、その成果を市の基本構想や今後のまちづくりに活かしていく

ことを目的に実施しました。 

この討議会の参加者につきましては、和光市として初めて、住民基本台帳から１８歳以上の

無作為抽出２，０００人を対象として行った市民意識調査で参加依頼を同封し、応募のあった

４７人のうち、３１人の市民の方が参加されました。２ページ目にその詳細が書かれておりま

す。開催日につきましては、７月２６日（日）、及び８月２日（日）の２日間実施しました。 

討議の内容につきましては、大テーマとしまして「和光市が今後１０年の間に重点的に取り

組むこと」としまして、１日目につきましては、小テーマ「和光市の強みとして、和光市の魅

力を生かした和光のまちづくり」につきまして、また２日目につきましては、「和光市の弱みと

して、和光市に足りないところをよくしていくためのまちづくり」について討議をしたところ

でございます。 

６ページになります。この討議会の中での意見で、和光市としての強みとしての意見につき

まして、分野につきましては「都市基盤」「市民生活」「産業」の順に多く、その中で「発展の

可能性が高い」「都内のアクセスがよい」「東京に隣接しているが、緑が多く残っている」など

の強みに対する意見が出されました。 

和光市の強みを生かしていくまちづくりについての意見としましては、資料の下に書かれて

いるとおり、「三田線、大江戸線の乗り入れ」「緑の基金を創設するとともに樹木のオーナー制

度を導入する」「高齢者、若い世代も住みやすい施設の充実」「大型ショッピングモールの誘致

が必要である」といったご意見が出されました。 

１５ページになります。２日目に行った議論は和光市の弱みといったことになります。こち

らの意見につきまして、分野では「都市基盤」「教育・文化」「保健・福祉・医療」の順に多く、

「住民の声が生かされたまちづくり」「北口の整備」「地場産業」「医療・福祉・介護のサービス」

が弱みであるといったご意見がございました。その中で、「南北格差解消のための都市基盤整備

を急ぐこと」「三田線の延伸」「小・中学校の新設」「きめ細かい地域支援の充実」「農業のより

いっそうの振興」といったことが、今後のまちづくりに必要だということで意見が出されてご

ざいます。 

この結果につきましては、後ほど議題７で議論していただく計画の将来都市像の参考にして

ございます。また今後、計画の重点プランを議論していく際にも活用していきますのでよろし
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くお願いしたいと思います。 

以上になります。 

 

石川会長 

５番目ですね。和光市民まちづくり討議会の結果について説明がありました。何かご質問等

がございましたらお願いしたいと思います。ございますか。はい、どうぞ。 

 

松井委員 

大変ご苦労な会議を開催されて、心から感謝したいと思います。資料の最後にも書かれてあ

りますが、これがどのように反映されるのかという点は、参加された３１名の方、皆さんがた

ぶん思われている意見だと思います。例えば基本構想に入れ込んだというのは１つの反映の方

法ではあります。これはもうできればやっていただきたいんですが、きょうは、傍聴席に空席

がありますが、３１名の方に毎回来ていただけるように、ご案内をしてみたらどうかなと思う

んですね。例えばハガキ１枚でも結構ですし、もし電子メールアドレスを把握されている方が

いらっしゃれば、電子メールでも構いません。送って、来るのは自由ですとしてご案内して、

来ていただければ、反映している様子がわかりますとアナウンスができれば、まさに参加とそ

の反映の意識を持っていただけますし、この意見の満足度というのも反映できるのかなと思い

ますので考えていただければと思います。 

 

 

石川会長 

ほかにはございますでしょうか。反映の仕方と同時に、参加された方に傍聴の案内を差し上

げたらどうかという提案でございますので。 

 

事務局 

早速対応させていただきたいと思っております。 

 

石川会長 

ほかにはございますか。どうぞ。 

 

赤松委員 

 私もこれに応募して落ちましたが、傍聴させて貰いました。これは素晴らしい会議で本当に

和光市で実施しているのだな思いました。始めて来られた方が本当に自分の意見を持って、ま

とめて発表、素晴らしい討議だったです。だから、お隣の方が言われた様にああいう方をここ

に本当に案内してみると良いと思います。是非、御願い致します。 
 

石川会長 

ありがとうございます。案内はそれほどお金もかかりませんので、ぜひお願いしたいと思い

ます。 

それでは、ほかになければ次に進みたいと思いますが、よろしいでしょうか。 
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６ 財政分析について 

石川会長 

それでは次に６番目になりますが、財政分析についてのご説明をお願いしたいと思います。 

 

事務局 

それでは財政分析についてご説明を申し上げます。事前に資料４の財政分析資料を配付させ

ていただいておりますが、こちらの内容につきましては平成１９年度決算の内容までとなって

おります。その後、平成２０年度の決算内容がまとまりましたので、それを盛り込んだ内容を

本日資料１０といたしまして、財政分析資料ということで配付させていただいております。資

料１０をごらんいただければと思います。 

それでは４ページをごらんいただければと思います。まず今回、財政分析を行った目的でご

ざいます。今後の財政状況は厳しさを増すことが予想される中、総合振興計画の策定にあたっ

ても、財政状況、特に財源についても十分踏まえることが必要であり、総合振興計画について

は多額な投資が必要な事業も多く含まれ、将来世代の負担についても考慮する必要があるため

行ったものでございます。 

今回の財政分析につきましては、自治体の会計制度である歳入・歳出決算を用いた分析のほ

か、企業会計を参考にしたバランスシート等を用いた財政分析も行いました。また他団体との

比較や経年比較の分析も行っております。 

それでは５ページの１―２．歳入・歳出決算の概況をごらんください。平成２０年度の歳入

合計は２２８億円、歳出合計は２１５億円となってございます。歳入につきましては自主財源

が約８割を占めまして、さらに和光市は地方交付税の不交付団体となってございます。歳出に

つきましては義務的経費が４割近くを占め、これに消費的経費を加えますと７割近くとなって

ございます。また投資的経費は２割弱を占めているといった結果となってございます。 

次のページをごらんください。次にバランスシートを用いた分析でございますが、平成２０

年３月末時点の和光市の総資産につきましては９２９億円となってございます。また負債総額

につきましては２５５億円で、その結果、正味資産は６７３億円となってございます。 

次のページをごらんください。行政コスト計算を用いた財政分析でございます。行政コスト

計算書では、平成１９年度に和光市がどのような分野にコストをかけたのかということがわか

るものとなってございます。行政コスト計算書を見ますと、和光市は民生費・土木費・総務費・

教育費などにお金を多くかけていることがわかります。 

続きまして、これらの財政分析から、和光市の財政状況の特徴としてどのようなことがわか

るかを説明させていただきます。これは財政分析の結論に当たる部分で次の３点が挙げられま

す。１点目といたしまして、他団体と比較といたしまして財政力が高い。２点目、過去から充

実した行政活動を行ってきている。このような２点の財政状況にありますが、一方で財政状況

が悪化してきているということがわかります。 

次のページをごらんいただきまして、ちょっと時間の関係もございますので主な部分のみ、

ご説明をさせていただきます。１５ページをごらんください。３―１．住民１人あたり資産額

の水準についてでございますが、近隣自治体と比較した結果となってございます。平成１９年

度末の和光市の住民１人あたりの資産は約１２５万円となっております。これは近隣自治体と

比べますと高いという結果となっております。これらのことから和光市がこれまで社会資本の

整備に努めてきたということがわかります。 
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続きまして１６ページになりますが、住民１人あたりの行政コストでございますが、和光市

の住民１人あたりの行政コストは約２４万４，０００円となっており、これも近隣自治体と比

較いたしますと高い水準となってございます。 

それでは次に財政状況の悪化についてご説明いたします。１８ページをごらんください。ま

ず自治体の貯金にあたります財政調整基金の残高の推移を見ますと、平成１８年度末には１０

億円ありました基金が、平成２０年度末は約９億円と減少しております。こちらは住民１人あ

たりの残額を近隣自治体と比較いたしますと、平成１９年度末でございますが、和光市の住民

１人あたりの財政調整基金の残高は９，３００円。これもほかの自治体と比較しても低い状況

となってございます。これらのことから、和光市は既に財政調整基金にはちょっと余裕がない

ということがわかるかと思います。 

次に今後の税収についてご説明いたします。税収につきましては、今後の経済状況なども大

きく影響いたしますから一概には言えないですけれども、平成１８年、平成１９年ごろをピー

クに今後徐々に減少していくことが予想されます。 

それでは次に４―３に移らせていただきます。４―３は行政コスト総額の推移でございます

が、最近傾向を見ますと行政コストは増加しているといった傾向が見られます。先ほどご説明

したとおり今後税収の減少が見込まれる一方で、行政コストについては増加傾向にあるといっ

たことがわかります。 

次に自治体の借金でございます地方債の残高の推移ですね。次のページをごらんいただけれ

ばと思います。平成２０年度では減少しておりますが、全体としては増加傾向にある。借金が

増えていっているといった傾向が見られます。その結果、借金の返済にあたる公債費につきま

しても増加傾向にあることがわかります。 

４―５．扶助費につきましても今後増加傾向にあることが予想されております。 

最後に２５ページをごらんいただければ思います。先ほども申し上げましたが、最後に財政

分析の結果といたしまして、和光市の状況としては高い財政力のもと充実した行政活動を行っ

てきておるんですが、その一方で財政状況が悪化しつつあるということが今回の分析でわかっ

たことと言えます。 

説明については以上となります。 

 

石川会長 

ありがとうございます。ただいま財政分析の説明がございました。結論的に言いますと、高

い財政力で充実した行政活動をしてきたけれども、悪化しつつある財政状況というのが現状だ

ということのようでございます。何か質問等、ございますか。はい、どうぞ。 

 

大崎委員 

４号委員の大崎です。非常に重要な財政分析だと思って、よく見させていただいております

が、幾つかはあるんですけれども、一番大きなところで、特に収入の部でいわゆる人口の増加

という、以前の推計統計が出ていたと思うんです。住民税というのは、ここに書いてあります

ように収入上、非常に大きなポイントになるので、その人口統計というか、以前の収入の予測

とこの財政の予測といいますか、この辺の将来の点について整合性についてお聞きしたい。 

 

石川会長 
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ほかにはございますか。では、とりあえず今の質問ですね。人口の増加と税収の関係。 

 

事務局 

すみません。今後はやはり人口推計としたら増加を見込んでおります。ただ、全体的なトレ

ンドから、あと経済状況からその辺がなかなか見込めないというようなところでの、現時点で

の分析です。人口推計につきましては、また秋口以降に再度推計をし直すというような形で考

えておりますので、そのときにまたきちんと整合を取るような形でご説明させていただければ

と考えております。 

 

石川会長 

ありがとうございます。人口の増加と一口に言いましても、赤ちゃんが増加すれば人口は増

加するわけですが、赤ちゃんが生まれても、税収が増えるというわけではないという事情もあ

るのだろうと思います。これからまた詳細に分析をするという回答でございます。ほかに質問

はございますか。はい、どうぞ。 

 

松井委員 

松井です。現在の資料と、先ほどの市民調査の資料を併せて考えてみますと、非常に衝撃的

な結論にならざるを得ないと思います。要するに、行政コストを非常にたくさん投入してきた

和光市ですが、市民側は満足度がものすごく低いように読み取れます。特に社会基盤整備につ

いてはものすごく低いという結論であったように思います。これを右肩上がりの時代で考えれ

ば、もっとつくろうじゃないかという議論になるのは当然ですが、それは和光市の南北格差の

解消を含めて進めていくという議論になるのでしょう。おそらく今日の結論、今日の資料から

考えてみると、今後は税収が下がっていく、右肩下がりになりますと、もうこれまで費やして

きたコストに見合うだけの満足度が得られないのであればどうしたらいいのかということこそ

が、今回の総合計画の基本的な柱になるのではないのかなと思います。 

ですから、従来の例えばストック、いわゆる社会資本に対して、それを利活用するスタンス

の中で計画をつくらざるを得ないのではないでしょうか。開発計画というもの自体、開発の発

想自体をもうやめざるを得ないと、今回のこの資料を読むとそういうふうに理解をしました。

その場合、この考え方が今後の基本計画をつくる上での考え方の基本になると思います。これ

は私の意見でとどめていいのか、これを計画に書いてくれと言ってもいいのか、ちょっとわか

りませんが、そのような感想を抱きました。単に、税収を意識しなければならないという規範

的な意識づけの結論ではなくて、しっかりと現実的にもうお金はないんだということをイン

フォメーションするようなスタンスで計画を作っていくほうが、今後はよろしいのではないの

かなと思います。 

 

石川会長 

行政コストと満足度の比較をしてみると、従来の右肩上がりのような計画のつくり方ではい

けないんじゃないかというご意見だったと思います。何か事務局でコメントはございますか。 

 

事務局 

ご意見ありがとうございます。今までも行政コストをかけた割には市民満足度が低いという
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ことで、ここには若干箱物的なものも今までやってきた中でかなりお金もかかっている部分が

あります。これを実際利用している方と利用してない方もいるもので、そこら辺についてはサー

ビスのあり方というのは若干異なってくる。また組合との区画整理もかなりこなしてきた中で

まだ実現されてない区域もございますので、そこの部分で公共投資をかなりしてきているのが、

ここのコストのかけ方というところで反映しているのかと思います。 

今後につきまして利活用といいますか、今ある公共的施設を今度どのように有効活用してい

くのかというのが今後の課題です。新たなものをどんどんつくっていくということじゃなくて、

今あるものが今の既存の施設の内容だけにとらわれなくて、今後それが地域の皆さんや市民の

皆さんが、いかに多く違う形で使っていくかというも今後の考えだと思います。そこら辺は優

先的投資とは別に、またそういう利活用的なもの、再活用については考えていきたいなと思い

ます。 

 

石川会長 

ありがとうございます。ほかには。 はい、どうぞ。 

 

古屋委員 

今の松井先生のお話と事務局のお話って、そのとおりなんでしょうか。先ほど市民満足度調

査の中では、都市基盤では全体の満足度は高い。ここまで行政コストをかけてきた分はある程

度満足されている。そんなに満足とは言いませんが、それほどではないんじゃないかという気

がいたします。 

それから先ほどの今後の税収の関係は、確かに今の経済状況だからこうであると。しかし、

先ほどの人口推移を見れば、これからもう１回見直すとおっしゃっていたのでわかりませんけ

れども、人口推移としては生産年齢の人口が増えていくという見通しが立っている。その中だ

から、もっと有効にきちんと使うということは必要なんだろうと思っているんですが、統計の

見方としてご専門の方がおられたら、ぜひご意見を聞かせていただきたいと思います。私は、

さっき見せていただいた満足度の中では、都市基盤というのは結構満足されているという見方

をしているんですが、満足されてないというふうに解釈されるのでしょうか。ちょっと教えて

いただきたい。 

 

山幡委員 

されてないんだよ。されてないんだよ。不満なんだよ。不満なんだよ。 

 

古屋委員 

いや、全部が満足とは言いませんけれども。 

 

山幡委員 

道路が不満足。道路。 

 

古屋委員 

道路。３３ページでは。 

 



28 

石川会長 

では、ちょっと待ってください。では、どうぞ。あらためてご発言ください。 

 

山幡委員 

それではお話、全体をまとめるってちょっと長くなりますけれども、お話しします。基本的

なまちの構造を理解しないと、このアンケートならびに意識の調査が整理できないんです。 

それで、たまたま宝くじに当たったようなものなんですけれども、今ご報告がありましたま

ちづくり討論会に私は参加というか、選ばれましてね。それからあと意識調査の対象でも、意

識調査のメンバーというか、それに入っちゃったんですよ。これを見ていると、本当に僕が感

じているのとそのとおりなんですね。だから、３１人が案内されて、ここで報告するというこ

とで、僕は機会があれば詳しくお話ししたいと思うんですよね。 

非常にはっきりしていることは、このまちの構造というか、大東京の隣のまちで、しかも近

年交通の便が非常によくなって、地下鉄が入ってきている。そして地価が安いとかいうことで

かなりの人が何ていうか、永住の人じゃなくて、入ってきた。だから、この前、私がお願いし

たんだけど、次回かそこらにたぶん報告があると思うんですが、借家率とか独身率とか。要す

るに、住んでいる人の姿をもう一度チェックしないとこのまちづくりができないと思うんです

よ。そのことをこの前も最後にちょっとお願いしたんですけど。 

それで例えばこの意識調査もそうだけど、先ほど松井先生がおっしゃった南北格差。それは

意図的じゃなくて、あれ、もう本当にひどいんだ。もう南北格差の問題というのはこのアンケー

ト以上に。それがまちづくり討議会っていったら、もっとひどい。みんな寄って、これをやっ

たら大変なことになります。だから、さっきあなたのおっしゃった都市基盤整備というのがも

のすごく悪いということを言っている。 

それで借金して、かなり投資されているんじゃないかと。それも事実なの。ところが、例え

ばサンアゼリアとか体育館とか、箱物をいろいろつくっているんだけど、住んでいる大半の人

が大企業のサラリーマンで東京に通っていて、非常に関係ないような設備投資で全然関係ない

の。だから全然満足度ないよ。税金を高く払って、それでも受益がないじゃないの。なぜかと

いうと道路は不便だし、もう迷路みたいなところを歩かされて。土地が安いし、交通の便がい

いから来ているけれども、自分には何もないという人がたくさんいるわけ。これがこの和光市

の宿命だから、この前もお話ししたんだけど、そういう無関心層がどうのこうの言ってもしよ

うがないの。 

それから農家の人も昔は農地をつくって耕したんだけど、必然的に大家さんに変身しちゃっ

ているわけですよ。その人たちの変身したのが、結果としてはそういう人たちが来ているわけ

だから。例えば観光地だったら観光の客をいかに受け入れるかということを考えるのと同じよ

うに、そういう新しい人の流入があるものに対して受け入れをどうするかというのを今後考え

なくちゃいけないの。 

それで、この前の議論のときにも高齢化が進むんじゃないかというんだけれども、和光市は

若年化する。なぜかというと、賃貸マンションが、ボカン、ボカンとできていけば、その人た

ちはみんな働く人、しかも単身者が非常に多い。しかも、所得が結構ある大企業のサラリーマ

ンだからね。だから、おそらく今の正確な人口というのは、おそらく実態は１０万都市ですよ、

和光市。ただ、実は、だけど、そういう人たちが非常にいい体制の中に入ってくれば、税収に

も寄与するだろうし、和光市の市民にもなる。しかし、その辺の構造分析をもっと別の面から
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しないといけない。 

だから、さっき松井委員がおっしゃった南北不満の格差。それから税金の不満というのはそ

ういうので、箱物をたくさんつくってやるけれども、全然利益にならない。それが大半の人の

アンケートね。それから先ほど神杉委員が、こういうふうに関心層がなくて寂しいとおっしゃっ

たのね。寂しいとおっしゃった。寂しいとおっしゃったけれども、実際は寂しいんじゃなくて、

もうそういう社会になっちゃったわけ。要するにアパート住まいをしてこういくとか、それか

ら金ある人は出ていくとか。みんなそういう人だから、そういう人をまちのあれに巻き込みた

いという意識はわかるんだけれども。 

それから平均住居期間というのは１０年以上じゃないでしょう、みんな。短いでしょう。だ

から、それはしようがない。僕はもうサラリーマンでいろんなところに転勤で行ったけれども、

だけどそういう人たちの流入が多いという事実もまた見ないとね。だから、そういう人たちが

まちになじめるような環境。例えばこのまちは道路が非常によいし、車で便利だし、買い物は

便利だしとか。それから、このまちづくり討議会で一番大きいのは、やっぱり買い物が不便だ

ということです。サラリーマンの大半。なぜかというと大きなデパートだとか、それがない。

それから買う場所、便利なものをつくってくれ、買える場所をつくってくれと。そういう人た

ちの意見が非常に多いわけですよ。 

それから簡単に言うと利用してない人が大半で、そして利用できないものに逆に言えば今ま

で投資されてきた。投資されてきた。もう体育館だって利用する人はほんの一部だしさ。それ

からサンアゼリアだって、僕なんかまだサンアゼリアで音楽会なんか聞いたことないよ。そう

いう実態の人がほとんどですよ。 

だから、そういう和光市の立地環境、それから将来の人口像、そういう流れを別の角度から、

質的な角度から調べて、その中でどう対処するか。税収は絶対上がります。人口が増えるんだ

から上がるんです。それを多くの来ている人たちに合わせて支出するということも、我々は考

えなきゃ。 

僕らのように小さいときからずっといて、和光の、もう美しい昔の、僕らが新倉小学校にい

たときの田園風景を保存してほしいけども、そんなことは今のこの流れの中でできないですよ、

それは。だって、農家の人はみんな大家さんに変わっていっちゃう。それを止めるわけにいか

ん。だけど、逆に言えば空間利用をして、多くの人が快適な空間で住めるように新しい立地環

境。時の流れの中をみんなで知恵を絞って、多くの流入者を含めて我々が共同生活ができる。

そういう社会を目指していかなきゃいけないんじゃないか。そういうデータをもっと出してほ

しいって、この前お願いしたんだね。出してくれるんでしょう。ねえ。 

 

石川会長 

ありがとうございます。確かにおっしゃるとおり、まちの構造といいますか、特徴みたいな

ものをきちんと踏まえていかないと、この論議というのはちょっとまとまりのない論議になっ

てしまうかもしれません。例えば行政コストが高い割に満足度が低い。では、その行政コスト

をかければ、満足度が確実に上がるかというと決してそんなことはありません。何もしなくて

も丁寧に市の施策をアピールする。そのことによって満足度が上がるということもあるわけで

すね。ですから、コストが高ければ、満足度が上がるという話だけではいかないだろう。 

逆に、例えば今までかけた投資、箱物と言われる投資というのは、意外と毎年の予算執行に

比べるとそれほど大きくはないわけですね。例えば１０億円の建物をつくっても、年間にかけ
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る社会福祉費を考えますと、何年かでその水準に達してしまうということがあるわけですね。

ですから、行政コスト一般を高いから満足度が高い、あるいは低いから低い、そういうふうに

置き換えるというのはちょっと無理があるのかなという気はいたします。 

いずれにしろ行政コストの出し方の問題があって、つまり全体の予算を１人あたりで割って

しまうというやり方だとすれば、これは一般に行政コストでいいんでしょうけれども、全部の

行政コストを割ってしまうというやり方なので、それほど正確に、これだけかけたお金にどれ

だけ満足度が出るかという数字は出ないと思います。 

申しわけありません。だいぶ長引いてしまいました。先に進ませていただきたいと思います。 

 

７ 将来都市像について 

石川会長 

それでは将来都市像についてお願いしたいと思います。 

 

事務局 

それでは将来都市像とは何かというところから説明をさせていただきます。将来都市像とい

うのは、まちの特性や課題を踏まえまして、これから先１０年間の間に目指すまちのイメージ

や取り組みを簡潔な表現で示したものでございます。後ほど資料８の説明のところでも触れま

すが、基本目標や施策を束ねる最上位の目標というふうにお考えいただければと思います。こ

の最上位の目標、将来都市像は、策定過程や計画進行期間中に周知、意識をしていただくこと

はもちろんでございますし、計画年次を重ねるごとに愛着を持って育てていけるような、市民

全員、職員全員が共通認識をできるような合言葉になればいいなと考えております。そのよう

になれば、目標と手段の関係を今までよりも強く継続して意識できることになりますし、基本

構想の実現に資するのではないかと考えております。 

では、資料７をごらんいただけますでしょうか。今回、将来都市像を検討する際に、和光市

の魅力・強みから描く将来都市像イメージと、和光市にとって重要なものから描く将来都市像

イメージの２つの視点から検討いたしました。市民意見を踏まえるために、先ほどの市民意識

調査や、７月末、８月上旬の２日間行いましたまちづくり討議会等で、魅力は何か、その魅力

を活かしたまちづくりはどういうものかにつきまして話し合い、出てきた意見からキーワード

を抽出し、将来像にまとめました。もちろんそれだけではございませんで、市長の冒頭に申し

ましたビジョンや考えも踏まえて作成をしたものでございます。 

まず和光市の魅力・強みから描く将来都市像イメージといたしまして、１つ目のキーワード

として「快適」「便利」「住宅」がございます。これは調査から、和光市の魅力や誇りを感じる

こととして都心への交通の便のよさを挙げていたり、和光市に住み続けたいというふうに多く

の方が回答していただいております。その理由としたら交通の便がよいというようなことから

抽出でございます。まちづくり討議会におきましても、都心への交通の便・アクセスのよさ、

その割に住宅が持ちやすく、若い世代が和光市に家を購入し、移り住んできやすいということ

などを魅力として挙げておられました。 

２つ目のキーワードといたしまして「みどり」「自然」でございます。これは１つ目のキーワー

ドと同様に調査におきまして、魅力や誇りを感じている部分や地域資源として思い浮かぶもの

といたしまして、和光樹林公園、そのほか都心に近い割に農地が残っていること、斜面林や湧

水などの貴重な自然環境が残っていること、美しい桜並木などが挙げられております。まちづ
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くり討議会におきましても同様のことを、安らぎを感じる、自然が魅力だというようなご意見

もいただいております。 

３点目、キーワードといたしまして「かがやく未来」。これは若い方が増えて、活気がある、

交通の便がよく、都心にアクセスしやすいなどのことから、発展の可能性が大きいことが魅力

として挙げられたことからのイメージの抽出でございます。 

２ページ目を開いていただけますでしょうか。ここでは重要なものから描く将来都市像イ

メージを掲げております。 

１つ目のキーワード、「元気」です。これは今後重点的に取り組むものを選ぶ項目の中で、医

療体制の充実、及び高齢者の健康増進などが顕著でありましたので、高齢者をはじめとする元

気な市民を増やして、まちづくりを目指したいというような導きでございます。 

２つ目のキーワード、「安全」。これも１つ目の「元気」と同様に、調査により重点的に取り

組む項目として挙がっておるものでございます。 

３つ目のキーワードといたしましては、「みんなでつくる」。これは地方分権が進む中で、自

立したまちづくりを行うため自治意識の向上を図る、市政に対して市民に関心を持ってもらう

ことがまず重要であるというふうに考えての導き出しでございます。市民参加とか協働による

まちづくりを推進することが昨今の重要課題であることから、「みんなでつくる」をキーワード

して挙げております。 

これらのことからその下の３の目指す方向性を設定いたしました。まず和光市は都心に近い

中でも豊かなみどりに恵まれ、都市的機能と自然環境の調和がとれた住環境を形成しています。

また交通の利便性が年々高まってきており、若い世代の人口も多い。このようなことから１点

目として「みどりが豊か」で、２点目として「子どもから高齢者まですべての市民が安心して

暮らすことができ」、３点目として「利便性をも兼ね備えた、これからも住み続けたいと思える」、

４点目として「元気で活気ある」まち。こういったまちをつくることをイメージいたしました。

このようなまちを『快適環境都市』というふうに表して、市民と一緒に『快適環境都市』をつ

くっていこうということを目指す方向性として導き出しました。 

ということで３ページ目、将来都市像（案）といたしましては、「みんなでつくる 快適環境

都市 わこう」を挙げさせていただいております。きょうは、この案、「みんなでつくる 快適

環境都市 わこう」につきましてご審議をいただきたいと思っております。 

先ほどいただきました意見。ニーズとデータの対等な両立につきまして、当然今回どちらか

というと市民ニーズ、直近の市民ニーズを踏まえたものに、ややもするとシフトしているとい

うような傾向もないわけではないと思います。ただ、もちろんデータを軽視するわけでは全然

ございませんが、精緻なもので動くというよりも、今後これをキーワードとして、皆さんに意

識して育てていっていただきたいというような考えもございます。行動とか言葉をタイミング

よく示していただいたことを重視して、こういった案でご審議をいただければと思っておりま

す。 

説明につきましては以上です。 

 

石川会長 

ありがとうございます。将来都市像としての案ですね。「みんなでつくる 快適環境都市 わ

こう」。こういう都市像を掲げることについてご審議いただきたいということでございます。早

速でございますが、何かご意見等があれば。はい、どうぞ。 
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大崎委員 

４号委員の大崎です。実は私も先ほどお話がありました和光市民まちづくり討議会の討議に

参加しまして、非常に有意義な時間を過ごさせていただいたんです。結論として、この将来都

市像案「みんなでつくる 快適環境都市 わこう」は、市民参加型で非常にいい案だと思って、

大賛成ということで意見させていただきます。よろしくお願いします。 

 

石川会長 

ありがとうございます。ほかには？ はい。 

 

 

宮川委員 

５号委員の宮川と申します。いろいろあって、この案は非常にいいと思うんですけれども、

先ほどから出ているように何か箱物をつくるとかそういうところに中心が行くんだけど、

ちょっと私の思っていることは、これからはやっぱり心の満足というんですかね。心の満足。

生きがい。働きがいがある。それで縦割りじゃなくて、横との連携を強くするような、そういっ

たまちづくりというか。 

もう１つは財政面もあるんで、今問題になっているのはやっぱり民営化していく。和光の１

つの特色としては、若い層というか、赤ん坊の世帯とか、そういう世帯が非常に多くなってき

ているんじゃないかと思うんです。 

もう１つは女性が働く環境。当然住宅を求めるんだけど、都心に勤める方が多いんじゃない

かと思うんですよね。とすると、その子どもを預かる託児所の問題が今非常に大きくなってい

るんです。 

今ある施設を利用して、年寄りと赤ん坊が交流できるような場。そして年寄りの人たちがボ

ランティアで子どもを預かれる。女性の人がそういった安い賃金で、安心した働きができるよ

うな。この中に入っていると思うんですけど、そういった心の面。精神的な面。そういった面

の表現というのをできるだけ多く入れてもらったほうがいいんじゃないかなという感じがして

います。 

以上です。 

 

石川会長 

ありがとうございます。心の方面の表現を考えてみてはというご意見です。ほかにはいかが

でしょうか。はい、どうぞ。 

 

赤松委員 

 ３号委員の赤松です。ちょっと言葉だけがポンポンと飛んでいるが、１ページの「快適」 
「便利」「住宅」便利は確かにもう出来上がりつつあり、便利、便利と言う言葉は、今はいい言

葉ではなくなって来ています。「自然」の方に行っています。色々なことが便利過ぎて、しかし、

交通は便利に越したこはありませんが、世の中、あまり掲げる言葉では今は無くなっています。 
それを皆さん考えて欲しいです。 
 あと２番目、私もみどりとかふれあいの森や広場にかかわっていますが「みどり」「自然」に
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もう１個の３つ目に「ふれあい」とか「みどり」「自然」に「ふれあい」これは動機づける。上

は「快適」があるからいいです。 
 あと最後のところ「みんなでつくる 快適環境都市」ここは良いが、和光の「和」と言うの

は平仮名で書くよりは漢字の方がが「和」で輝く、和であれば「みんなでつくる」は平仮名で

いいと思う。「快適都市 わこう」の「わこう」は漢字の方は私はいいと思います。いかがでしょ

うか？  

 

石川会長 

都市像としてはこれでいいが、「わこう」という表現は漢字のほうがいいんじゃないかという

ことですね。和、そうですか。はい、ありがとうございます。ほかにはございますでしょうか。 

では、今のご質問、ご意見を踏まえて事務局はどうでしょう。 

 

事務局 

心の豊かさにつきましてはおっしゃるとおりだというような認識でございます。最終的に収

れんされた将来都市像というのが「みんなでつくる 快適環境都市 わこう」なので、この快

適環境都市というのはどういうものかというのを若干前段で触れさせていただいております。

その中で、子どもから高齢者まですべての人が安心して、心の安らぎとか、その辺を求めるも

のからの抽出でございますので、そういったものも包含されている提案であるというふうにご

理解いただけると非常にありがたいと思っております。 

もう１点目の「わこう」を漢字で表現することにつきましては委員の皆さんでご協議いただ

ければと思っております。 

 

石川会長 

それでは、ほかにこれではちょっという方はいらっしゃいますか。提案された理由も背景も

ご理解いただけたと思いますが、そうしますと一応、心のほうも含めて表現されているという

理解だと思います。そうしますと赤松委員から出た「わこう」という表現ですね。漢字にした

ほうがいいんじゃないかと。こういうご意見なんですが、皆さん、いかがでしょう。どうぞ。 

 

荒木委員 

３号議員の荒木ですけれども、僕はこのままの「わこう」のほうが、平仮名のほうがいいと

思います。赤松委員からお話がありましたように、和光の「わ」にはいろいろな「わ」が含ま

れております。和光市の「わ」、みんなで輪をつくる「わ」、平和の「わ」という、いろいろな

意味が含まれておりますので、このままの平仮名でいけばそういういろいろな解釈ができるの

で、なかなかこれはいい。 

 

石川会長 

ありがとうございます。ほかにご意見、どうでしょう。はい、どうぞ。 

 

松井委員 

今のお話からしますと、ちょっとこの都市像というのはフレーズだけではやはり把握できな

いだろうし、いろいろな心の問題とか、平和の和とか、輪をつくる輪とか、皆さんの気持ちや
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思いや、都市の姿みたいなものを何らかの文章にしておかないと、おそらくこれは収拾がつか

ないのかなと思います。 

やはりこの後の８との関連の中で施策体系を考えたとき、この文言からどういう体系をつく

るかというと、これは非常に難解な課題かなと思います。優先順位とも関連しますが、むしろ

都市像をやや説明する上でもどういうものであるのかというのを文案としてつくっていただけ

れば、これがいいか悪いかという議論が行いやすいと思われます。何を具体的に言っているの

かという、例えばこの１ページから２ページの用語説明を含めて、文案としてつくっていただ

ければよろしいのかと思います。 

 

石川会長 

確かに、これについて論議していきますと大変な論議になるのかと思います。ここでは具体

的な提案のあった和光の表現、漢字のほうがいいか、いろんな意味を含めて平仮名の表現のほ

うがいいかということについて意見の集約を図っていきたいと思っておりますが、どうでしょ

う。 

 

赤松委員 

 こういうものを作るのは本当に物凄く考えなければいけないと思います。僕も考えたが２番

なんかは和光市にとって重要なものを描くとなると「元気」「安全」の後に行動が入って「みん

なでつくる」方法論、だから分類でこんなのどうでしょうか？ 
 「快適」「便利」「住宅」は快適で便利、ちょっと短絡な見方をすれば快適で便利な住宅をつ

くるのかち思う。２番目は「みどり」「自然」、そこの「ふれあい」をつければと思う。大きな

言葉だけをとりパッと解るようにしないと、チヨッと何かを作るのでは無く、もう少し深く考

えた方が良いのでは、議論して出した方が良いと思います。ここでパッと決めたら、なにか少

し粗末です。まだ前の方がずっとまとまっています。 

 

石川会長 

ありがとうございます。いろいろな意味を含めて、ここで決めるのはどうかというご意見か

と思います。松井委員からあったお話はごもっともな話で、きょうの説明だけでこの言葉を理

解するというのは少し難しいのかもしれません。ただ、一応いろいろなものを踏まえて提案が

あったということで、特段に異議がなければ一応、事務局提案を了承するということにして、

その中に込められた意味というものをあらためてつくってもらうということにさせていただけ

ればと思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。 

 

（異議なしとの声あり） 

 

石川会長 

ありがとうございます。では、そういうことで事務局から提案のあった都市像を一応採用す

るということで決定させていただいて、それを説明する文章というふうなものをご検討いただ

くということにさせていただきたいと思います。ありがとうございます。 
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８ 施策体系について 

石川会長 

だいぶ時間も押しております。大変恐縮でございますが、最後の施策体系についてお願いい

たします。 

 

事務局 

それでは議題の最後になります、８ 施策体系についてということで説明させいいただきま

す。資料につきましては資料８番ということになります。 

まず総合振興計画の構想につきまして左側の三角の図といったことになるんですが、基本構

想と基本計画を一体化しまして具体性のある基本構想を目指すとともに、より戦略的な実施計

画とする２層構造といったこととしております。 

施策体系の位置づけにつきましては三角の右の図を見ていただきたいんですが、先ほど議論

していただきました将来都市像が最上位の目標としてあります。その下に「都市像を実現する

ため、市民、企業、ＮＰＯ、市がともに目指す地域の目標に向かう取り組み、将来のまちのあ

り方」である基本目標。現行の計画でいうところの施策の大綱がございます。その下には、先

ほどの「各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を示し、各基本的な施

策を分野別に示し、また施策をある程度まとめたもの」とする、約２５～３５くらいの基本施

策となってございます。さらにその下には、「基本施策を推進するために、より具体的な施策で、

原則、課所内の仕事の範囲を超えない」ものとする、約７０～１００の施策となっています。

また、さらにその下には、「施策を展開するための主な取り組み内容」がございまして、これら

すべてが基本構想といったことになってございます。 

なお、現行計画においては２９の施策について評価等を行い、進行管理をしてございますが、

施策が横断的であるため、課がまたがり、評価しづらいといったような課題があることから、

先ほど説明しました課所内の仕事の範囲を超えないといった７０～１００の施策につきまして

成果指標を設定するなど、計画の進行管理を確実に行っていく計画にしていきたいと考えてご

ざいます。 

それでは右側の横の表に移って、基本目標について説明したいと思います。まず一番上に書

かれているものにつきましては現行計画のものとなってございます。現行計画につきましては、

１として「都市基盤」、２として「教育・文化」、３としまして「保健・福祉・医療」、４としま

して「市民生活」、５としまして「産業」、それと「構想推進のために」。これらすべてで大綱と

なっております。今回の第四次総合振興計画の基本目標、現行計画でいう施策の大綱につきま

しては、この現行計画の５本の柱と「構想推進のために」の柱を参考に、表の上から２段目の

基本目標、その下に主な内容と書いてあるんですが、こういった主な内容、事業等を勘案して、

案を作成しているところでございます。 

その際に「産業」を１本の柱とするか、「コミュニティ・交流」を１本の柱とするか、「環境」

を１本の柱とするかといったご意見がございまして、それに基づき検討したところでございま

す。 

また、この案を作成するにあたっては下の枠内の３案が出されているところでございます。

具体的にはこの３案の１につきましては、現行計画のＶ「産業」の柱を「市民生活」と統合し

まして、「市民生活・産業」の柱としました。また、意識調査や市民まちづくり討議会でも意見

が多かった「環境」の部分に対応するため、現行計画の「市民生活」から「環境」を抜き出し、
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柱を新たに１本設置したものでございます。 

続きまして２につきましては、現行計画の「産業」と、コミュニティ部分を除く「市民生活」

を統合しまして「生活・環境・産業」とし、また現行計画の「教育・文化」の中のスポーツと

交流、「構想推進のために」の中の協働、「市民生活」の中のコミュニティを統合しまして、「コ

ミュニティ・交流」の柱を新たに１本設置したものでございます。これにつきましては、市民

意識調査等で市民のコミュニティが希薄であるといったような意見が多いことから、今後さら

に力を入れていくといったことで柱を新たに設置したものでございます。 

続いて３につきましては、先ほどの２とほとんど同様となるんですが、「産業」については統

合せず１つの柱として設置したものでございます。 

これら３つの案を基に庁内で検討した結果、上から２番目の表となりますが、「市民生活」と

「産業」を統合し「生活・環境・産業」としまして、基本目標を「都市基盤」「教育・文化・交

流」「保健・福祉・医療」「生活・環境・産業」の４本と、「計画の推進にあたって」といった、

これら５本の柱で案を作成してございます。 

今回の会議につきましては、この案の中に主な内容といったことで書かれているんですが、

この内容について確認していただきまして、庁内において議論した基本目標、こちらの案なん

ですが、この事務局案でよいか、またほかの案があれば議論して出していただき、審議会とし

ての結論を出していただきたいと思ってございます。 

以上になります。 

 

石川会長 

ありがとうございます。この三角形の基本構想、下のほうに実施計画と書いてありますけれ

ども、三角形の右隣の２番目のところですね。将来都市像、最上位の目標から矢印で下りてき

て、基本目標。４つの基本目標ですね。これに対応するものとして、２段目にあります第四次

計画案。「市民生活」と「産業」を統合し、「生活・環境・産業」としたという表現のところ。

この２段目の体系、基本目標でいいかどうか。こういうご質問というか、審議内容でございま

す。早速ですが、ご意見いただければと思います。はい。 

 

大崎委員 

全体的にはよろしいとは思うんですが、１つだけ。産業の部分が少し隅に追いやられている

ような感じがして仕方がないんですが。ちょっと先ほどの財務分析のほうへ戻って恐縮なんで

すが、６ページの財務分析を見ますと、商工費が非常に一段と下がっていることも踏まえて、

やはり私としてはみんなでつくるといいますか、地元の農業・商業・工業の振興みたいなもの

がまちを支えているものだと思っております。産業振興という問題をやはりみんなでつくる環

境都市のベースに。世襲の問題もありますので。少しその財務分析といいますか、市民意識調

査でも産業振興について満足度が非常に低いというのが出ていました。産業の部分をずっとト

レースをして見ているんですけれども、もうちょっとこの辺を施策の中ではやっぱり意識して、

そして快適環境の都市づくりというところを少し意識したいなと思っております。ちょっと産

業に位置づけについてご一考いただければと思ってご提案でございます。 

 

石川会長 

それでは、もし質問があるようでしたらお願いをして、まとめてお答えをお願いしたいと思
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いますが。はい。 

 

赤松委員 

赤松と申します。第四次計画案のところで４つにするのは賛成なんですけれども、いつも僕

らが活動してぶつかるところで、都市基盤のところに公園があるのと、IV生活のところに緑地

となっているんですね。公園と緑地が切り離されている。これでいつもひっかかる。これから

和光市の緑を守るという意味では、公園と緑地をどこか１カ所に。予算上、今、分かれている

らしいですけれども、ここで思い切って１つにしてくれれば、市の方の相談相手に色々な所、

何カ所も行かなくても良いので、非常にやりやすい。市民参加の中で検討願います。 

 

石川会長 

ありがとうございます。ほかにございますでしょうか。はい、どうぞ。 

 

松井委員 

この基本目標の順番ですが、既存の計画に従えば確かに都市基盤から始まり、教育、保健と

いうふうに行くのはわかりますが、将来都市像が先ほど承認された「快適環境都市」という名

称を使うのであれば、環境がおそらく優先順位は高いのではないのかなと思うのが普通の考え

方だと思います。さらに、IVの中で例えば生活・環境・産業と、とにかく上でいうIVとＶを大

くくり化しましたというのは結論的にはわかりますが、将来像と都市像との関係からいうとわ

かりにくいと思います。 

もし可能であれば、この快適環境に該当するようなものを優先順位として高めに置かれると

と良いのではないでしょうか。もちろん、先にあるから高いということは決してないですけれ

ども、普通の感覚からいうと一番というのはかなり重要なのだろうなあというふうに思いがち

ですので、そうしたほうがいいのかなと思います。 

もう１つ、中身の話です、現行計画の中で公共交通が、第四次計画案の主な内容の中で言い

ますと、「生活・環境・産業」のほうに交通という名称で移動されています。これはなぜなのか

ということです。おそらく先ほどの市民満足度調査などを見ますと、交通部分での満足度は非

常に低かったようにも思います。もしかすると、これは記憶間違いかもしれませんが。その場

合、基盤整備の部分で残されている部分があるのかもしれない。ただ、環境の部分に入れてし

まいますと、要するにＩのほうをベースに考えますというふうな発想となる。もちろんそれも

１つの考え方でありますのでいいんですけれども。そういう理解としてこちらに移動したのだ、

大きな抜本的改革の意図から移行したのだという意思がございましたら、その主な理由を教え

ていただければと思います。以上です。 

 

石川会長 

よろしいでしょうか。それでは今のご質問にお答えいただければと。１つ、産業の位置づけ

の問題ですね。それから公園・緑地の問題。それから都市像に掲げたものをやはり優先的に考

えるべきではないか。それから公共交通の問題ですね。 

 

大崎委員 

ちょっともう１つ、足していいですか。 
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石川会長 

はい、どうぞ。 

 

大崎委員 

つけ加えて恐縮なんですが、やっぱり和光の特徴として先ほどお話がありましたように、理

化学研究所とか非常に優れた、他の市にないいろいろなものがあると思うんです。そうしたと

ころとの質的な交流といいますか。本田さんをはじめいろいろな企業があるわけですが、そう

したものを活かした何か、もっとみんなでつくる意味で、そして地元の特徴がある、そうした

ものの活用みたいなものが、少しこの中で「教育・文化・交流」ではちょっと弱いような気が

するんです。もうちょっとその辺も産業に含めていただくようなことをつけ加えさせていただ

きたい。よろしくお願いいたします。 

 

石川会長 

では、つけ加えた点も含めてコメントをいただければと思います。 

 

事務局 

それでは、それぞれに対応させていただきます。若干弁解じみた形になってしまうかもしれ

ませんが、お許しください。産業の位置づけにつきまして、今回このように集約をさせていた

だいたと見るのか、ちょっとそれはあれなんですけれども、決してこの辺につきまして実質軽

く見ているわけでは全くございません。現行の取り組みの中でも産業振興計画の策定とか産業

振興につきまして、従来に増して注力をしているところではございます。ですので、これで決

定ということではないですが、なるべく基本目標の数を増やしすぎるよりも、集約していこう

というような考えがあっての提案でございます。もちろんコンクリートされたものではござい

ません。 

公園・緑地を１つにしたらどうかというようなご意見に対してなんですが、こちらにつきま

しても当然、現行組織の問題点からいただくご指摘かとは思います。ただ、私どもが検討する

中で現行の組織形態が横断的になってしまうと、施策の推進を進行管理、評価していく中で

ちょっとあいまいな部分というか、なかなか難しい部分も出てきてしまうのではないかという

ところからの分類でございます。 

将来都市像を優先、基本目標の順序等につきまして。順序につきましては、すみません、今

後、実は検討していきたいと思っておりまして、今回はとりあえず分類の中身についていいか

どうかというご議論をいただければと考えております。ですから、必ずしも「都市基盤」が１

番、「教育・文化・交流」が２番、「保健・福祉・医療」が３番、４番……というような、順序

も含めてのご提案ということではございませんのでご理解いただければと思います。 

公共交通、交通につきましてですが、この辺が「都市基盤」から「生活・環境・産業」にシ

フトした理由なんですけれども、どちらかというと今後生活者の視点というか、利便性の向上

に努めていくのが市の取り組みとして現実的、可能なことであろうというような考えからのシ

フトというように理解をしております。 

あと最後、交流につきまして、もちろん２番目の「教育・文化・交流」に位置づけておりま

すが、それだけではなくて、当然に市民生活の視点、さらには計画の推進にあたっての視点の
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中でもそういったものを後押しというか、していくようなつもりで考えております。 

 

石川会長 

ありがとうございます。集約型の基本目標にしたいんだというのが１つでございますね。そ

れから順番については後の論議でいいんじゃないかということですね。 

 

山幡委員 

この交通、公共交通のほうを今のやつは「都市基盤」に入っているわけですよね。それをこ

ちらの移したのは今の説明である程度わかるんだけど、たぶんこの第三次というか、この前の

やつで公共交通は副都心線が入ってくるので「都市基盤」に入っていたと思うんですよ、たぶ

ん。それで僕は「都市基盤」の中に公共交通を入れてほしい。 

なぜかというと、この間のまちづくり会の中のテーマの１つに、三田線というか、都営の和

光乗り入れ、そしてそのターミナルの完成ということにかなり関心があったわけです。それと

バスの路線が今まだものすごく未整備だ。バス、それから地下鉄、そしてターミナルとしての

和光市の長期ビジョンをはっきりと打ち出してほしい。こういう意見があったことを思うと、

公共交通を取らないで「都市基盤」に入れてほしいというのが私の意見です。 

 

石川会長 

ありがとうございます。公共交通の位置づけの問題もありますが、都市基盤の中に入れてお

いてほしいというご意見でございます。時間の関係もあって、きょう一応その４つの目標の枠

組みだけを確認して、今出たような問題、例えば公共交通を具体的にどこにどんなふうに入れ

るかどうかという問題については、また今後の論議にしていただきたいと思っております。基

本的な枠組みとして、「都市基盤」「教育・文化・交流」「保健・福祉・医療」「生活・環境・産

業」と、この４つの柱にするというのが事務局からの提案でございます。 

産業の問題は確かにありますが、実はその大きな柱で産業を１つ立てても、できてみたら柱

が何本かしかなく、予算もほとんどないというふうになるというのはよくある例でございます。

そういう意味では担当するところの一体性というふうなことから考えますと、４つに集約する

というのは理解できるのかなというのが私の感想でもございます。 

そんなようなことを含めまして、基本目標はこの４つにするということについていかがで

しょうか。よろしいでしょうか。 

 

（異議なしとの声あり） 

 

石川会長 

ありがとうございます。それでは基本目標については、ただいま申し上げた４つという枠組

みで、具体的なことはまた後ほど調整ということにさせていただきたいと思います。 

 

９ その他 

石川会長 

大変遅くなりまして申しわけございません。本日の議題につきましてはおおむね終わったわ

けでございますが、その他ということで今後の会議予定がございます。事務局のほうでお願い
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いたします。 

 

事務局 

それでは最後になりますが、その他、今後の会議予定になります。資料につきましては、資

料１２ということになります。 

今後の会議の予定につきましては、第四回会議について、前回会議において皆さんには１１

月２９日（日）に開催するといったことでお知らせいたしましたが、その後会議の審議経過や

審議内容を踏まえ、再度全体スケジュールを調整した結果、こちらのほうに書かれているとお

り、ちょっと早まるんですが、１１月７日（土）の１０時から、こちらの５０２会議室におい

て開催することとしたいと考えてございます。会議の日程につきましては、度々、開催日が変

更になるなど、皆さんにご迷惑をおかけしますが、ご了承くださるようお願いしたいと思いま

す。 

また第５回会議につきましても、前回は１２月下旬といったことで皆さんにお知らせいたし

ましたが、１２月の会議開催についてはなくなりまして、資料に書かれておりますが、来年の

１月以降に変更したいと考えてございます。理由といたしましては、第５回会議で審議する施

策の素案につきまして施策の具体的な内容を議論することになり、議論する分量が多くなって

くる。それに伴い集中的に議論していくことをお願いすることと考えておりますことから、変

更したいと考えてございます。このことからとりあえず１月上旬～中旬と記載しておりますが、

今後の審議の方法等を検討し、開催日を決定してまいりますので、もしかしたら２月にずれ込

んでいく可能性もございます。その際はご協力をお願いしたいと思っております。 

なお、この件につきましては、会議開催日程を決め次第、早急にご通知を差し上げるのでよ

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。大変遅くなりまして申しわけございませんでした。これで閉じてよ

ろしいでしょうか。いいですか。 

それでは以上をもちまして第３回の会議を閉じたいと思います。ありがとうございました。 

 

閉会 


