
施策名「Ⅰ－１　まちの顔としての個性ある市街地の整備」

提出者 No 区分 意見等の内容

赤松委員 1 追加 外環上、下の空き地の有効活用　市民ニーズを考える。

赤松委員 2 追加 外環上、下に、多目的広場、スポーツ広場に利用

山幡委員 3 追加 駅北口土地区画整理事業の推進

赤松委員 4 重点
「和光市駅北口が周辺環境と調和し、市の顔となるような良好な景観形成を図っていく」と記載があるが、北口
と言わず、新倉口に改め地域住民が親しめて利用しやすい駅前広場とする。単なる交通広場にはしない。

施策名「Ⅰ－２　生活者の目線に合わせた道路・公共交通の整備」

提出者 No 区分 意見等の内容

赤松委員 1 追加 市内の自転車道路網の整備を図る

赤松委員 2 追加 市内の横断危険道路の信号設置検討

山幡委員 3 追加 北口の狭隘道路の整備
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山幡委員 3 追加 北口の狭隘道路の整備

小野委員 4 追加 駅周辺にエスカレーターの設置

赤松委員 5 重点
「市内循環バスの乗降客調査　利用者の声を生かし、効率性の向上を図る必要がある」と記載があるが、「効
率性を高める」に改善。また、市内バス路線網の充実化を図る。

赤松委員 6 重点 駅周辺のバリアフリー化と歩道の整備

籠谷委員 7 質問 「市道の維持補修の件数が過多になっている」のは事実のみで課題が何か分かりません

施策名「Ⅰ－３　上・下水道サービスの提供」

意見なし

施策名「Ⅰ－４　都市に近いふるさとを演出する公園・緑地整備」

提出者 No 区分 意見等の内容

赤松委員 1 追加 親水化がすすむ越戸川沿いの貴重な水辺・里山空間の緑地、公園用地の確保

赤松委員 2 追加 みどり豊な和光を守る為に緑被率調査と緑被率の目標設定して緑地の保存育成に努める。

赤松委員 3 追加 白子湧水の保存と活用、白子地区を湧水の町として活性化。湧水ふれあいの場をつくる

赤松委員 4 追加
埼玉県が新河岸川景観プロジェクトに取組中です。埼玉県と共同で和光市の新河岸川の河岸を整備して新河
岸川リバーサイド親水公園を整備。散歩道、ボート遊び場をも考える。

籠谷委員 5 質問
「公園用地の確保が難しい状況」で見通しが無いのであれば課題として挙げたとしても実現の見込みが薄いと思います。指標分析によ
れば、他市と比較して一人当たりの公園面積は劣りますが行政面積では優っていますので和光市の特色を踏まえて公園面積に対す
る明確なコンセプトがあればそれで良いかと思料します。

籠谷委員 6 質問 「・・・苦情が多い」から何が課題になるのか分かりません。



施策名「Ⅰ－５　和光らしい快適な住宅地整備」

提出者 No 区分 意見等の内容

赤松委員 1 追加 事業の計画をスムースに行うために土地調達の為の公社を設立する。

赤松委員 2 重点 区画整理事業の円滑な推進、特に隣接住民との合意も考え、安全で住みよい町づくりを行う

赤松委員 3 重点
北インター地域の開発には地域隣接住民の交通問題が起こらないように市民参加を経て行うべきである。越
戸川親水公園付近の緑地ゾーンの確保が必要



施策名「Ⅱ－１　地域と連携した学校教育の推進」

提出者 No 区分 意見等の内容

赤松委員 1 追加 小学生の通学路の安全整備

赤松委員 2 追加
学区選択制の枠を隣接市校（朝霞市、東京都）まで広げ、市内遠距離通学緩和、少数校の児童数拡大
を検討

籠谷委員 3 重点
「教育施設の整備充実」がいわゆるハコモノのことであれば、限られた税収の中では十分に吟味する必要があるかと思います。
指標分析によれば、他市と比較して一人当たりの生徒数は他市に比較してかなり優っています。教育についてはソフト・ハード
を分けて検討すべきかと思料します。

赤松委員 4 重点 新倉地区に小中学校の新設し、通学問題の緩和と今後の人口増大に備える。

籠谷委員 5 質問 「・・・学校間連携」ということについてイメージが分かりません。

施策名「Ⅱ－２　多様化に対応した生涯学習・社会教育の機会提供」

意見なし

施策名「Ⅱ－３　和光の個性を伝える文化の保全/形成」

意見なし

施策名「Ⅱ－４　日常における身近なスポーツ・レクリエーションの振興」

提出者 No 区分 意見等の内容

赤松委員 1 追加
市内の越戸川、新河岸川の側道をせせらぎ散歩道、ウオーキング、サイクリングとして整備高齢層の方
が外に出やすい散歩道の整備、又、若い人のマラソンコースにも整備

赤松委員 2 追加 樹林公園の駐車場料金を３時間無料化して、市内遠隔地の市民の利用度を上げる。

施策名「Ⅱ－５　あらゆる人々との相互理解と交流を通じた地域づくり」

提出者 No 区分 意見等の内容

赤松委員 1 追加
海外、中国、アジア地区との国際交流化をも図る。今後は中国との密接な関係が必要になります。中国
の雲南省などは２０種以上の他民族文化があり、黄色人種としてもルーツもみられ貴重な体験ができ
る。　市民間相互視察交流



提出者 No 区分 意見等の内容

荒木委員 1 追加 緊急時の医療的ケアを要する児童の受け入れ先の拡大・啓発（夜間等）

荒木委員 2 追加 医療費の対象年齢の拡大による財政負担の増加

荒木委員 3 追加
オムツがえ、授乳室の整備もしくはMAPづくり
（どこにでも安心して出かけられる環境、でかけてこそつながりが広がっていく）

荒木委員 4 追加 地域で支援するこどもの居場所

荒木委員 5 追加
よりニーズに合った子育て支援事業を展開するため、子育て中の親をサポートするための「親支援」、子ども自身の成長にス
ポットを当てた「子ども支援」に分類して、計画・実施する

荒木委員 6 追加 一時保育利用者同士で子どもを預かるシステム作り（待機者を減らすとともに地域交流を生む）

荒木委員 7 追加
地域に開かれた施設づくり（児童関係）
例えば、木陰にベンチなどを置いて、散歩がてら気軽に立ち寄ることのできる場所。親子連れだけでなく、お年寄りの方なども
同じように利用できてもよいのではないか。

荒木委員 8 追加
乳幼児やその保護者向けのサークル及びおしゃべりコーナーなど、児童館や児童センター等の施設に限定されない、身近な
施設での実施による機会の拡大（午前中の保育クラブの活用）

荒木委員 9 追加 学童クラブの待機児童の解消について、定員の拡大ではなく、施設の増加などによる大規模化の解消

荒木委員 10 追加 延長保育制度の見直し、利用者のニーズに合った制度への変更

荒木委員 追加 子ども（乳幼児）とその保護者が楽しめる（安心できる）居場所づくり

施策名「Ⅲ－１　地域で支援する子育て環境づくり」

荒木委員 11 追加 子ども（乳幼児）とその保護者が楽しめる（安心できる）居場所づくり

籠谷委員 12 追加
待機児童が増加しているのであれば急を要することでありますので、保育士等の専門家の自宅で保育を行う方法もあるかと思
いますので実施の可否を検討すべきと思料します。

赤松委員 13 追加
家族学講座　家族の離婚問題、父親、母親の在り方、育児、教育、専門講師を迎えて家族問題を学び
健全な家庭生活を営むように支援

籠谷委員 14 重点
児童虐待の問題は単なる犯罪に留まらず子育て環境の面で非常に重要な施策です。過日の全国ニュースでは昨年度の全国
の児童相談所対応事件が４万件以上あるのに対して強制立入りが２件と法律の目的が達成されてなく効果も挙がっていねい
との報道でした。この点については和光市の実態によってはさらに実効性のある具体策が必要と思料します。

籠谷委員 15 質問
Ⅱー５の課題の解決状況において、児童虐待への対応を記載されていますが、「今後の課題」として、「ネグレクトの未然防止、
ネグレクト傾向にある保護者は・・・」及び「児童虐待の恐れのある世帯への支援が長期化している」と記載されている。この２
つの施策内容は再度整理してどちらかに縮めては如何と思料します。

提出者 No 区分 意見等の内容

原田委員 1 追加 高齢者が寝たきりにならないための運動機具の導入と運動の機会及び指導者の育成

荒木委員 2 追加
団塊世代が定年を迎えた後にボランティアやシルバー人材などで、培ったスキルを活かす機会を増やす。例えば、植木の剪定
など、格安で利用できるサービスをつくり、そういった方々に行ってもらう。

荒木委員 3 追加 一人暮らしの高齢者宅を定期的に巡回し、安否確認、話し相手となる組織体制づくり

赤松委員 4 追加  団塊世代の高齢化、定年退職後の地域ボランテア参加支援、地域の知恵を市政に生かす。

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」



提出者 No 区分 意見等の内容

荒木委員 1 追加 ボランティアの拡大・確保

荒木委員 2 追加 地域の理解の促進、交流の場づくり

荒木委員 3 追加 歩道の整備（ブロックの歩道は見栄えはよいが、車椅子、ベビーカー利用者にとっては利用しづらい）

荒木委員 4 追加 障害者の就労する場を増やす

荒木委員 5 追加
住み慣れた地域で安心して暮らすという安定した居住性確保のため、グループホーム、ケアホームの
整備や運営支援が必要とされている。

山本委員 6 追加
「総合福祉会館内の施設サービスについては、新体系移行に伴う指定管理者によって効率的な事業展
開が必要となる」という記載の課題について、ここに記載するべきか疑問

山本委員 7 追加
市内の既設の公共建物のバリアフリーの実態を調査し、遅れているものについては早期に改善してい
く。（例：総合体育館、市庁舎）今後もバリアフリーに関する基準を設け、段差のある道路や車いす利用
の道幅の調査を進めて対応していく。

山本委員 8 追加
「地域の理解促進や支えあいの仕組みづくりの一環として交流の場つくりが必要である」という課題の
記載があるが、駅前などに気軽に集まり交流できるような場所を確保して欲しい。

山本委員 9 追加

「地域生活支援の多様な支援策拡充として、在宅サービス、利用施設、相談支援体制が本人の状況や
意向に沿って円滑に利用できるシステム作りと利用者や家族の介護負担軽減に向けた取り組みが必
要とされている」という課題の記載があるが、一元的な窓口での対応に終わらず、内容によってはフォ
ローできるような体制等、満足できる仕組みづくりが必要である。

施策名「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」

ロ できるような体制等、満足できる仕組みづくりが必要である。

山本委員 10 追加
チャレンジドの多様な日中活動の場の整備（確保）。活動に行ける場がないということがないようにして
ほしい。

山本委員 11 追加 3障害一緒に働ける場の整備（確保）。

山本委員 12 追加 ボランティアやジョブコーチの育成を支援する。

小野委員 13 追加 チャレンジドの関係でのボランティア活動の取扱いの位置づけ

赤松委員 14 重点 チャレンジドのニーズを的確に把握、支援体制、福祉計画、市民啓蒙が必要

赤松委員 15 重点 グループホーム・ケアホームなど居住整備と就労支援



提出者 No 区分 意見等の内容

荒木委員 1 追加 健診内容の充実

荒木委員 2 追加 精神保健の意識向上を図るための取り組み強化

荒木委員 3 追加 食育の推進

荒木委員 4 追加
無料もしくは低料金のがん検診の対象年齢の引き下げ、受診期間を拡大する
（例えば、乳がん健診４０歳以上の女性を３０歳以上もしくは２０歳以上の女性とする）

赤松委員 5 追加 全国的な自殺者が増加しており精神保健に対する取組は地域の教会等と連携し取り組む。

赤松委員 6 追加
老人予防として、外に出て散歩し、いつまでも元気で長生きできるように勧める。市内に高齢者向けの
散歩コースをつくる。例）越戸川せせらぎ散歩道往復２ｋｍ

山崎委員 7 追加
病気に対する医療をどのように市民に提供していくか、計画で明確化し、市民に説明していく必要があ
る。

提出者 No 区分 意見等の内容

荒木委員 1 追加 あんしんサポートネットの充実

施策名「Ⅲ－５　効率的で効果的な社会保障制度の推進」

施策名「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」



施策名「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」

提出者 No 区分 意見等の内容

原田委員 1 追加
地球温暖化防止やCO２排出量削減に対して、市から市民に対するPRが足りないと思うので、もっとPRする旨、追記した
らどうか（太陽光導入補助金が１００万円で足りていること自体少なすぎる）

赤松委員 2 追加
車利用から省エネ・エコ自転車への啓発事業として、市役所の車の一部を自転車、電気自転車に
変え、市民へ温暖化対策をアピールする。

赤松委員 3 追加
放置自転車を資源リサイクルエコ自転車として再利用し市内循環自転車として整備し、和光高校
などにも貸与し学生に利用して貰う、市民にも貸与し活用する（年間３０００台？）

赤松委員 4 追加  雨水の利用、雨水タンクを家庭設置し花壇の水まきに使用、水道水の節水

赤松委員 5 追加  雨水の循環として駐車場をコンクリート舗装から浸透性の舗装にするように啓発

籠谷委員 6 追加
省エネルギー対策は今後国民一人ひとりの義務化への方向になりつつあります。家庭内の取組みが最も遅れた分野で
あり、且つ、CO2排出量も多くなっていることから、行政はこの点の啓蒙活動を積極的に行い、自治会単位のガス削減
運動等も推進すべきと思料します。

赤松委員 7 重点  和光市のみどり豊かな特徴をいかした景観づくり

赤松委員 8 重点 緑被率目標の設定と緑地保全計画の実行

施策名「 まちを美 く保ち 市 が快適 ごすため 循環型社会 創出

提出者 No 区分 意見等の内容

原田委員 1 追加

今後の課題の「清掃センターの老朽化が進んでいるが・・・」の部分に対し、いつまでも大量の焼却
灰を他県に依頼して埋立て、環境破壊し続けるのではなく、ゴミを有効利用し、メタンガスなどを取
り出す資源として有効利用したゴミの処理法を早期に実現すべきである。ガス利用法の１例ー発
生させたガスは、東京ガスに売却、または東京ガスの配管を利用して市内の家庭の燃料として利
用する

赤松委員 2 重点 粗大ゴミの処理問題　分別　　再利用

赤松委員 3 重点 リサイクルセンターの整備　家庭用品の再利用化を啓蒙

提出者 No 区分 意見等の内容

赤松委員 1 追加
体の不自由な方や一人住まいの高齢者への防犯・防火・消化対策を考える。防犯ベル、火災報
知器の設置指導、市の防犯担当、消防署員のパトロール指導

赤松委員 2 追加 地域に防災広場の整備、通常は自然な子供の遊び場として利用する。

和田委員 3 追加
災害時に通信等が使えなくなったときに活躍でき、強みを発揮するアマチュア無線家が市内にか
なりいると思います、協力体制の構築を。

施策名「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」

施策名「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」



提出者 No 区分 意見等の内容

原田委員 1 追加

自治体加入率低下対策について、市は補助金を出すだけでなく、加入促進のためにもっと積極的
に動くべきである。例えば、転入籍の際、その自治会の加入用紙を配付し、加入を促進する（でき
れば、その場で加入の旨記入させる）。自治会には、未加入者にもっと加入の働きかけが出来る
よう１００世帯以上の自治会にはパート事務員が置けるよう、資金補助が必要ではないか。無報
酬の役員だけでは未加入者の加入促進まではやりきれない（会長は現状どおり無報酬でよいと思
うが）。

荒木委員 2 追加 自治会加入率の促進（市と自治連と商工会、社協も連携して行えば効率が上がる）

荒木委員 3 追加
「課題の解決状況」の中で、協働推進センターの設置の記載があるが、この内容について、市民活動支援センターにつ
いてなら理解できるが、協働推進センターなら市とNPOのほかにも自治会ボランティアセンターも必要ではないか。（そ
の他）

荒木委員 4 追加
「課題の解決状況」の中で、自治会連合会は目標達成していないとの記載があるが、自治会加入率の促進は、自治会
連合会だけではなく市と協働でおこなっている為、表記を変えてほしい（その他）。

赤松委員 5 重点 団塊世代の定年退職後の地域ボランテア参加支援、地域の知恵を市政に生かす。

籠谷委員 6 追加
犯罪の減少は地域の安全対策上最重要課題の一つと思料します。Ⅳー４とも関連しますが、マンション・アパート居住
者の比率が多い和光市では共同体意識が希薄になることが実感されることからリスク対策としてもコミュニティ活動の活
性化を挙げてくださるよう要望します。

和田委員 7 追加
市で責任をもったボランティアの活用を提案します。団塊世代の大量の定年退職者等の中には本
来、無償のボラをしたくてもどうやっていいか分からない人がいます、その人の出来る範囲のボラ
活動を登録し活用する制度です

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」

活動を登録し活用する制度です。

提出者 No 区分 意見等の内容

赤松委員 1 追加
インターネット販売、流通時代に入り、高齢者になっても出来る様に市民講座にて教え時代の変
化に備える。

施策名「Ⅳ－５　時代に即応した消費者保護の推進」



提出者 No 区分 意見等の内容

赤松委員 1 追加
和光市にはホンダ本社や理研など世界各地から外国人が来られる。その駅前通りを整備し国際化に
も備える。特にホンダ通りは整備が必要

意見なし

提出者 No 区分 意見等の内容

赤松委員 1 重点
遊休農地を緑地として残す為に市民農園を拡大する。隣接都民、隣接市民にも提供
農地の広さも大（４０坪）、中（２０坪）、小（１０坪）に分けて貸せるように工夫
EM生ゴミ堆肥とも連携しゴミ対策も行う。法的な問題は特区として条例化する。

籠谷委員 2 追加

「農業者による市民農園・・・により市民が直接農業に触れる・・・」との記載を具体的に考えますと、市民の野菜・花木への直
接的な栽培需要は相当あることから、行政主導で土地所有者との所有権・使用権を調整のうえ小面積の単位で農地を市民
農園用に有料貸し出しするというイメージが考えられます 既に実施されているかもしれませんが未実施であれば課題として

施策名「Ⅴ－１　地域の個性を活かした商業・サービス業の振興」

施策名「Ⅴ－２　次代を担う新しい産業や企業の支援と育成」

施策名「Ⅴ－３　都市の特性を活かした農業の推進・支援」

籠谷委員 2 追加 農園用に有料貸し出しするというイメージが考えられます。既に実施されているかもしれませんが未実施であれば課題として
ご検討を要望します。

意見なし

施策名「Ⅴ－４　働くことの喜びや充実感の醸成」



提出者 No 区分 意見等の内容

赤松委員 1 重点 市民参加の推進

赤松委員 2 重点 周知方法の刷新

赤松委員 3 重点 職員の市民へのコミュニケーション力を高める。

提出者 No 区分 意見等の内容

赤松委員 1 追加
員は市民参加のリーダーとなるべき。マネージメント資質、コミューニューケーション力を高めるた
めに若い職員の研修が必要。

和田委員 2 追加
市民サービスにおいて、ほとんど利用者のいない出張所は統廃合すべきで、可能ならば市内在
住の市職員が出前ができないですか。

和田委員 3 追加
どうしても身内でのチェックは甘くなります、外部監査的なものが組織化できればよりよい検証が
出来ると思いますが。

赤松委員 4 追加
行政職員は市民の現場に立ち、現状の市民生活の問題点を察知し、刷新する為の施策を持ち行
動する必要があります。

赤松委員 5 追加
行政職員は市民に対する提案、提言力を高める必要があります。それにより市民生活をよりよい
方向に引き上げる事が出来ます。

赤松委員 6 重点 行政の縦割りを極力なくすスリム化組織への刷新

赤松委員 7 重点 人事異動は適材適所、頻繁化は組織のノーハウが消滅する、又、担当職の共有化が必要。

赤松委員 8 重点 各職員が優先度を設定する際の市民生活を熟知し総合的視野を持つ。

提出者 No 区分 意見等の内容

籠谷委員 1 追加
「財政内容を公開し、税の使途についても市民が関与できる体制の構築を検討する」との趣旨を
追加していただけないか提案します。

和田委員 2 追加 財政が厳しい今日、低所得者はともかくとして何でも無料というのは如何でしょうか。

提出者 No 区分 意見等の内容

赤松委員 1 重点
広域、特に朝霞市とは柔軟に連携をとり共通問題を協議し共通事業化を図り財政負担をお互い
に削減　（例）　リサイクル事業、図書館、学校、プール

施策名「構想－３　経営感覚を取り入れた合理的財政運営」

施策名「構想－４　広域連携による行政運営の効率化」

施策名「構想－１　市民（住民/企業・NPO）と行政の協働」

施策名「構想－２　体質転換による行政の自立」
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