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和光市第四次総合振興計画審議会第２回会議 議事録 

 

開 催 日：平成２１年７月１８日（土） 午前９時３０分～午前１１時３０分 

開催場所：和光市役所５０２会議室（市役所５階） 

出 席 者：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 

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、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、清水宏二、 

山本恵子 

４号委員（知識経験を有する者）山崎保、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、籠谷栄次、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：３名）神杉彰（３号委員）、山田智好（３号委員）、大崎俊彦（４号委員） 

 

議 題：１ 社会指標分析について 

２ 人口推計について 

３ 計画の構成について 

４ 第三次総合振興計画課題整理分析について 

５ その他 

 

開会 

 

事務局 

おはようございます。ちょっと今まだお見えになっていない方もいらっしゃいますが、定刻

の時間となりましたので、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、ただ今から和光市総合振興計画審議会第２回会議を開催させていただきます。 

本日の会議は３名の方が欠席されておりまして、１名の方が若干遅れるという話をいただい

ております。総合振興計画審議会条例第７条第２項の規定に基づき、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ます。資料番号１番といた

しまして、社会指標分析について。資料番号２番といたしまして、人口推計について。資料番

号３といたしまして、総合振興計画の構成案。資料番号４番といたしまして、第三次総合振興

計画課題整理分析、これについては事前配付してございます。資料番号５番といたしまして、

総合振興計画審議会第１回会議録。資料番号６番といたしまして、和光市民まちづくり討議会。

資料番号７番といたしまして、総合振興計画学習会。 後に資料番号８番といたしまして、今

後の会議予定ということでございます。お手元にはございますでしょうか。もし、ない場合は

挙手をしていただきたいと思います。 

なお、本日の会議は市民参加条例に基づき公開とし、傍聴を設けてございますのでご了承く
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ださいますよう、よろしくお願いいたします。 

また、同計画の策定にあたりましてのコンサルタントも同席しております。民間のノウハウ

の活用の視点からも、審議の場において質問等がございましたらご活用くださいますよう、よ

ろしくお願いいたします。 

本日の会議につきましては、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。どうぞよろしくお願いいたします。それではこれから

会議の進行につきましては待鳥副会長にお願いしたいと思いますので、進行のほう、よろしく

お願いいたします。 

 

２ 社会指標分析について 

待鳥副会長 

皆様、おはようございます。不測の事態ではございます。大変力不足で皆様のご協力なくし

ては進行が難しいと思いますので、どうぞご協力のほどよろしくお願いいたします。それでは、

会長の代理として進行の方進めたいと思いますのでお願いいたします。 

まず次第に基づき進めたいと思います。次第２の社会指標分析について、事務局からご説明

をお願いいたします。 

 

事務局 

それでは社会指標分析についてご説明いたします。資料１をご覧ください。 

説明に入ります前に２件ほど修正箇所がございますのでご協力をお願いいたします。資料の

方のページをめくっていただきまして１ページ目。左上の部分で「便利で心地よい和光の実現

のために（市民生活）」と記載がございますが、こちらの「市民生活」の部分が「都市基盤」と

いうふうに修正となりますのでよろしくお願いいたします。続きまして６ページ目。こちらも

表題の左上の部分でございますが、「安全で美しい和光のために（都市基盤）」と記載がござい

ますが、こちらの「都市基盤」につきましては「市民生活」と修正となりますのでよろしくお

願いいたします。 

それでは説明の方進めてさせていただきます。こちらの分析につきましては２２７の社会指

標を用いて、近隣市や、人口・面積・予算などの規模が類似している団体等の１０自治体と和

光市を比較しまして、客観的な視点で和光市の特徴を分析したものとなってございます。比較

を行った自治体につきましては表紙をご覧いただけますでしょうか。近隣市といたしまして、

朝霞市・志木市・新座市・練馬区・板橋区、類似団体といたしまして、国立市・清瀬市・鶴ヶ

島市、先進市といたしまして三鷹市・浦安市の計１０自治体と比較を行ってございます。 

こちらの表紙の部分の表の見方でございますが、◎が付いている部分につきましては、今申

しました、この自治体を選んだ主たる理由となっている部分に◎がついてございまして、○が

ついている部分につきましては、こちらの項目も当てはまる、というような意味となってござ

いますのでよろしくお願いいたします。 

表紙をめくっていただきますと、実際の比較結果が掲載されてございます。こちらは現行の

総合振興計画の大きな柱ごとに指標をまとめまして計算してございます。全部で２２７の指標

を使っておりますので１０ページにわたってちょっと細かい資料となってございますが、よろ

しくお願いいたします。 

表の見方のご説明をいたします。 初に１ページをご覧ください。左の欄から指標の整理ナ
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ンバーと、その隣、分類（大綱）というのが大きな柱の番号となってございます。その右隣、

指標名、指標算式、単位と続きまして、その隣、和光市の欄の部分に和光市の数値が記載され

ております。その右隣に他市平均とございますが、こちらの欄につきましては先ほど申しまし

た１０自治体の数値の平均値を記載してございます。その右隣、乖離とございますが、こちら

は和光市と他市の平均値の差となってございます。その隣の偏差でございますが、すべての指

標においていろんな単位を使ってございますので、各指標の比較ができるように同じ物差しに

置き換えるために偏差というものを使用してございます。そちらの数値が記載されております。 

例えば、一番上の１番。指標名は「市民千人あたり都市公園数」という指標名がございます

が、それにつきましては和光市が０．１７カ所、他市平均ですと０．３２カ所、この差は－０．

１５になるんですが、他市平均と比べると和光市は少し少ないという結果が出てございます。

一番右の欄、備考欄になりますが、こちらの欄に星印がついてあるものがございます。こちら

の指標につきましては、特に和光市の特徴が出ている部分となってございます。和光市と他市

の平均の差が大きいという部分に星印がついております。 

こちらは２２７の指標を表に表していますので、多少見づらいかと思いますので、グラフに

まとめたものがございます。１１ページをご覧ください。こちら１１ページに「便利で心地よ

い和光の実現のために（都市基盤）」についてのグラフを表しております。こちらに記載されて

いる指標につきましては、主なものを抽出させていただいて、グラフにまとめてございます。

こちらの赤いラインの部分が他市の平均値となっておりまして、青いラインが和光市の偏差と

なってございます。こちら、赤いラインの外側に来ているものが和光市にとってよい結果、い

いもの。赤いラインの内側に来ているものが、平均値と比べると少し和光市が悪い結果といい

ますか、よくない結果となっているような見方となってございます。こちらのグラフにつきま

しても、先ほどの大きな柱ごとに主な指標を抽出しまして作成しておりますので、参考にご覧

ください。 

なお、構想推進の柱については、一概に良い結果悪い結果といえない指標がありますので、

先ほど説明したとおりに示していない指標があります。ご了承ください。 

この分析の結果につきましては、今後、第四次総合振興計画の内容を検討していく際にこの

結果の内容をまず検証しまして、今後の施策の方向性や内容、重点的に取り組むことを検討す

る際に活用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。 

 

待鳥副会長 

はい、ありがとうございました。ただいまのご説明についてご質問のある方は挙手をお願い

いたします。お願いいたします。 

 

 

 

松井委員 

松井でございます。ありがとうございました。非常に興味深いデータが挙がってきていて、

和光市さんの特徴が非常にわかりやすく指標によく整理されているなと思いました。ただ１点、

確認といいますか、もう１回整理をいただきたいという点があります。資料１では、１０の市

を対象に都市の平均を出されています。この整理の方法では、おそらく、財政力などの点でか



4 

なり格差があるなかで、平均値を算出し、和光市の特徴を示されていると思われます。 

このような整理の方法も確かにあるかとは思いますが、もう少し和光市の特徴を出すには、

更に区分を設けて整理をしてはいかがでしょうか。例えば、本日の３つ区分のうち、近隣市５

市の中における和光市の特徴を出す区分、二つ目は、類団の中における和光市の特徴を出す区

分、三つめは、先進自治体とされる自治体との対比の中で特徴を出す区分で比較をすることで、

和光市さんの特徴が出るのではないのかと思います。 

といいますのは、やはり例えば三鷹市と浦安市が入っており、他の自治体と同列に比較して

も、財政力が全く違うなかでは、その特徴が余り明らかにならないのではないか思います。そ

の他にも、例えば高齢化率、これは恐らくは次の人口推計の話も関係することになるかと思い

ますが、自治体によって大いに異なります。これらの指標の差異によっては、各種社会基盤の

つくり方も違ってくると思います。そのため、標準的な自治体との比較として、、つまり類団ベー

ス、近隣自治体との対比、先進自治体の中での特徴を出してはどうかと思います。さらに言え

ば埼玉県内における市町村との対比があっても良いかもしれません。ただ、その場合、さいた

ま市が入りますので、少し注意が必要ですが。これにより、より色濃く、ここで重点分野、も

う少し平たい表現を用いれば。基本構想における強みと弱みの、抽出が可能となるのデータに

なるのではないのかなと思います。 

もう一度作業をお願いするような形になりますが、、 初の区分に基づき再整理していただけ

ればと思います。そして、さらにもう少し欲を言えば、対象の自治体をもう少し広げていただ

けるともう少し興味深くといいますか、和光市の色が明確に出るのではないのかなと思います。 

あともう１点だけ。これは細かい話ですが、財政力指数や常収支比率が本日の資料には含ま

れていませんが、これは意図的なのか、又は、何か目的があるのか、はたまた、単に技術的に

処理が困難であるのか、少し教えていただければと思います。 

以上、提案1点と、もう１点はご質問といいますか、確認のお願いです。 

 

事務局 

はい。初めの提案につきましては真摯に対応させていただきたいというふうに考えておりま

す。いろいろな違いがある中で、多少、個別に例えば極端に１０市の平均を出した場合に、和

光市の数値が平均よりも内側になってしまって、これがよくないんじゃないかというふうに短

絡的に見られてしまう可能性というか、危険性があるなという中で、あえて試みとして出させ

ていただきましたが、ご提案につきましては真摯に対応させていただきたいと考えております。 

すみません。ご質問の財政力指数その他につきましては、今後、財政分析等を行っていく段

階で明らかにしてまいります。 

 

 

松井委員 

おそらく全市的な財政の見通しの推計がかなり基盤整備とか保全などの観点から重要になっ

てくる要因かと思います。人口推計も含めてですが、財政部分の推計も可能な限り出していた

だければ、具体的な議論が皆さんの中でできるかと思います。これはよろしくお願いしたいと

思います。 

 

事務局 
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はい、わかりました。 

 

待鳥副会長 

ほかにご質問等ございますでしょうか。よろしいですか。 

 

３ 人口推計について 

待鳥副会長 

それでは、続きまして次第３の人口推計について事務局から説明をお願いいたします。 

 

事務局 

それでは資料２をご覧ください。人口推計についてご説明いたします。今回、人口推計を行

うにあたりまして、高齢化や区画整理事業の状況等の市内の各地域の特性を加味するため、市

内を８地域に分け推計を行いました。８地域とは、表紙を１枚めくっていただきますと裏面に

ございます。こちらの８地域で分けて推計を行いました。推計を行うにあたりましては、出生・

死亡・移動等の人口変動要因に基づき将来人口を推計するコーホート要因法により、平成１９

年、平成２０年および平成２１年の人口生存率、平成１９年度の合計特殊出生率を用いて推計

いたしました。 

推計結果につきましては、１枚めくっていただいて横のグラフになっている資料になります

が、見ていただきますとわかるとおり、年々増加をいたしまして、１０年後の平成３３年には

１０万５，０００人程度となる推計になってございます。また６５歳以上の割合につきまして

は、平成２８年まで増加を続けまして、その後平成３０年まで横ばい、その後減少していくと

いうような推計結果になってございます。 

１枚めくっていただきますと、こちらは人口ピラミッドの推移になってございますので、年

代別を見る場合等に参考にしていただければ思います。こちらは推計結果でございますが、年々

増加しているということで、別添の資料で参考資料というものをお配りさせていただいており

ます。カラーの資料になります。こちら、埼玉県の人口推計と国の人口推計の参考資料を準備

しております。埼玉県のほうは「ゆとりとチャンスの埼玉プラン」埼玉県５か年計画からの抜

粋の一部分となってございまして、２枚めくっていただきますと３ページ目に国の人口推計で

すが、こちらは国立社会保障人口問題研究所で出しているものを準備してございます。こちら

埼玉県も国も見ていただきますとわかるとおり人口が減少していってございます。これと和光

市を比較いたしましても、和光市の人口が増え続けていくということが特徴的な推計になって

いるのではないかと考えております。 

今回の推計でございますが、暫定的なものでございまして、再度推計することを予定してお

りしますので、今回、委員の皆様からいただいた意見等を踏まえまして再度検討したいと考え

ておりますのでよろしくお願いいたします。 

また庁内におきましても、この人口推計について、増加し続ける推計に対して、和光市内は

限られた面積であるため、ずっと人口が増加し続けることというのも、いつかは横ばいになっ

ていくのではないかという意見もございましたので、その辺りも再度推計する際にどのように

反映していくかも含めまして検討したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

説明は以上になります。 
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待鳥副会長 

ありがとうございました。では、ただいまのご説明についてご質問のある方はいらっしゃい

ますでしょうか。はい。 

 

松井委員 

私ばかり大変恐縮ですが。この推計を見てすごく驚きました。資料２を見ていただくと分か

りますが、和光市では人口はひたすら増加していますが、高齢化率は安定している推計結果に

なっています。これは、参考資料で今日ご用意いただいている埼玉県の人口推計を拝見させて

いただくと、一般的な前提では、今後は人口はひたすら減少し、高齢化はひたすら上昇すると

いうのがほとんどの自治体の動態になっています。 

しかしながら、和光市では、ほぼ真逆に近い状態にあります。和光市の場合は人は増えてい

きますが、高齢化率は抑えられ続けている。これは、高齢者の実数の部分での増加分がありな

がらも、総人口がより増加しているため、その割合でみるとあまり変わらないというようにも

考えられます。このような高齢化率の伸びが低いことには、和光市として、または推計をおこ

なったうえで、どのようなお考えなのかなと少しお教えいただければと思います。これは、コー

ホートの整理、分析の方法によって出てきてしまったというのか、この辺の意図が少し見えな

いかなと思います。この値の読み方次第では、基本構想や基本計画を策定し、事業の重点化を

する際に、高齢化が伸びてないというのは、おそらく１０年後もあまり高齢化に対する対策を

しなくても、和光市の場合は良いのだ、という判断をしかねないというふうな読み方もできて

しまうかと思われます。そのような読み方になってしまうと、大丈夫なのかなという懸念もあ

ります。これは前回私も少し発言させていただきましたけれども、例えば高齢者関係の基本計

画等も和光市では策定されているかと思いますが、これらの基本計画においても、高齢化率は

このパーセントでとどまっているのでしょうか。私は、ほかの計画を見てないのでよくわから

ないですが、今回の推計で示された１３％、１４％ぐらいをずっと推移していくのというのが、

具体的にこういうものになっているのでしょうか。もう少しご説明をいただければと思います。 

 

古屋委員 

関連質問なんですけど、よろしいでしょうか。 

 

 

待鳥副会長 

はい、お願いいたします。 

 

古屋委員 

古屋でございます。市内を８カ所に分割した人口推計というのがご紹介にあったんですが、

それはこのグラフにどう影響するのでしょうか。先ほどの松井先生のご質問もそのとおりであ

りまして、ひたすら伸びていくけれども、高齢人口の割合は今と変わらないということと、８

カ所に分割したこととの関連が何かあるのでしょうか。その辺の分析方法をちょっと教えてい

ただけるとありがたいと思います。 

 

待鳥副会長 
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今２点ご質問が出ていると思います。事務局のほうでお願いいたします。 

 

事務局 

人口推計のグラフについて、全体の当市の人口について平成２１年度は７万６，６８１人。

そこから、右肩上がりで推移をしまして、平成３０年には１１万２，３２４名というような形

になって、その一方で、高齢化率につきまして２１年度時点で１３．６％。平成２７年度の段

階で１４．５％という形で徐々に高齢化率も上がっていくわけですけれども、平成３５年の段

階では高齢化率が１３．７％という形で下がってくる。この傾向は先ほどもご指摘がありまし

たように、埼玉県の平均でありますとか全国平均から見て、また違う傾向が出ているというご

指摘ですけれども、まず全体の人口ですけれども、７万６，６８１名から１１万２，３２４名

に増加している原因ですけれども、コーホート法によりますと、これまでの人口の動向を見て、

それを参考に今後の人口動向を考えておりますので、こういった形になっているというのが１

つです。 

高齢化率につきましては、パーセントとしては確かに１３．７％という形で平成２０年度後

半から減少するような傾向ですけれども、実数としましては増加しておりまして、これは全体

の人口が減っているため計算上で下がっていますけれども、高齢者そのものの実数は増加して

いるという傾向です。６５歳以上の方の人口というようなこともわかりますので、ちょっと後

ほどその辺の数字は出させていただこうと思います。 

 

宮川委員 

ちょっといいですか。 

 

待鳥副会長 

はい、関連のご質問ですか。はい、お願いします。 

 

宮川委員 

この人口の推計を見せていただいて私もちょっと驚いたんですけど、この人口推計というの

はこれからいろいろ和光の計画をする上で大変重要なものではないかと思うんですよね。高齢

化対策を打たなくていいと、本当にそうであれば、その中身の対応の仕方も変わってくるので

はないかと思いますし、全体像なんて、私も本当にこうなるのかなと。これまでを見ていたら、

初にありましたように土地の面積なんかも割と限られている。そういう中で本当に従来と同

じような伸び方でいくのか。これはしっかり詰めておかないと、やはり我々がいろいろ検討す

る中において、財政面とかそういったものも非常に大きな要素。 

たぶん若い人は子どもも増えているから、高齢化率というのは全体的に下がるのではないか。

ほかと比べて和光というのは、新しいところがどんどん居住するようになってきているからそ

ういう傾向が出ているのではないかと思うんですけど、要は土地の面積とかそういうのを踏ま

えて、どうなるべきってわからないから、ただ単にこの傾向。この前のはよくわからないので

ね。従来若い人たちがどういう形でこの和光に来て、年齢層がこういうふうに、この後のやつ

は年齢区分はどういうふうになっているかはわかるんですけど、この５年とか１０年間の中で

年齢分布というのはどういうふうに変わってきているのかとか、そういったことを少し分析し

たほうがいいんじゃないか。それがやっぱり今回、今後を検討する前提になるんじゃないかと
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思っておりまして、このとおりに行けば、非常に和光というのは逆に言うとバラ色っておかし

いけど、非常にいい町になるんじゃないかという感じ。本当にそういうことで今後を考えてい

いのかどうかというのをちょっと気にしているんですね。すみません。 

 

松井委員 

１点だけ。宮川委員がおっしゃったことへの補足と作業のお願いがあります。人口推計の増

員の要因は、先ほどのご説明ですと、これまでの増加の要因をベースに推計を立てていること

で、、今回の推計のようにぐっと上がるというシナリオが示されたと理解できます。ただ、恐ら

くはですが、今後は、総人口が減少する中で、同市でもこれまでと同様な増加がされないシナ

リオも出ると思います。更には、現状のままというシナリオもあるかもしれません。つまり、

過去の増加要因を全部ゼロベースにした、非常に低いシナリオもあるだろうし、また中位ぐら

いのシナリオもあるかと思われます。そのため、少なくとも３本ぐらいの人口動態のシナリオ

をつくった上での高齢化率の変動を見ていくことが、おそらく現実的ではないのかと思います。 

先ほどのように、実数の部分では高齢者は必ず増えているはずですので、総人口の増加率次

第では、計画に記載する対策において、少しミスリーディングになってしまって、政策の打ち

方を間違えてしまいかねないことにもなるかと思います。この人口推計は宮川委員もおっ

しゃったように、少し慎重になって現実的なものをつくったらいいのかと思います。 

 

待鳥副会長 

はい、お願いします。 

 

事務局 

はい、すみません。人口推計につきまして、また秋以降に再度見直しをさせていただく中で、

その辺、今いただいたご意見等を踏まえて、さらに厳しく精査していきたいと考えております。 

あと市内８カ所に区分した関係につきましては、実際に人口推計ということで、資料２でお

配りさせていただいた表につきましては、８カ所のそれぞれ個別の推計人口を合計したものを

載せているというふうにご理解をいただければと思っております。 

高齢化率の関係につきましても、確かに高齢化率については低いままの推移なんですが、む

しろ事務局としたら、実数の上昇に重きを置いて、皆さんにそれをわかりやすく示していきた

いというような方向で協議させていただいておりますのでご理解いただければと思います。 

 

待鳥副会長 

はい、赤松委員、お願いします。 

 

赤松委員 

今、先生方がおっしゃったんですけど、この表に６５歳以上の実数のグラフと、さっき言わ

れたようにブロック別、団地の多い地域、８ブロックになっていますけど、それでちょっとそ

ういう表を１つ、つけ加えればすごく見やすくなると思うんですね。この場所においては、高

齢化率が非常に高い、低いとか、今後の施策でいろんな高齢者施設の設置場所の検討材料にも

すごくなると思うんです。そういう表をつけ加えていただければと思います。 
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事務局 

はい、貴重なアドバイスということで受け止めさせていただきたいと思います。また後ほど

事務局からご報告させていただきますが、今後、総合振興計画学習会等も開催を計画しており

ます。そういった中で、より皆様と真剣に協議ができる場において、またこの件につきまして

相談というか、させていただきたいと考えております。 

 

大寺委員 

ちょっと人口の関係で確認と、実際に行っている人口フレームの件についてお話をさせてい

ただきたい。６号委員の大寺と申します。 

通常、人口フレームを行うときにこのコーホート要因法という形を各自治体の方で取ってお

ります。そういうことで今、雑駁でこういう表が出てきておって、各委員さんのほうからいろ

いろなご指摘等もいただいております。そういう中でもっと見やすくするためには、この人口

の年齢の関係で例えば年少人口だとか、年齢生産人口、また高齢者人口、そういう年齢別に分

類して分けていくともっと見やすくなるのではないかと思っております。例えば０歳から１４

歳までを年少人口、生産年齢人口として１５歳から６４歳までを生産人口。そのほか６５歳以

上を高齢者人口という形で分けて対比をしていくと、もっと見やすくなるのではないかとも

思っております。 

それと、この人口に関連しまして、世帯人口というのが必ず必要になってくるのではないか

ということも、併せて検討していかなければいけないのではないかと思っておりますので、そ

れについては市のほうとしても確認をしながら進めてまいりたいと思っております。 

以上でございます。 

 

待鳥副会長 

ありがとうございました。他に。 

 

和田委員 

和田です。前回、第三次総合振興計画のときにコーホートの要因というか、コーホートを使

わなかったんです、実は。なぜ使わなかったかというと、コーホートの方が、すごく若い市、

あるいは人口の伸びるような市はすごく大きくなるんですね数値が。そのため都市計画の数値

を確か使ったような記憶があるんですけども、現在の都市計画での推計人口というのはどう

なっているか、お伺いいたします。 

 

事務局 

すみません。現在の都市計画の人口につきましてはこの場に持ってきておりませんので、機

会があればまた別にお答えさせていただきたいと思います。都市計画以外にも各分野でさまざ

まな目的で、さまざまな時期に人口推計を行っております。それらの整合性についてちょっと

余談になりますが、ご報告というか、ご説明させていただきたいと思っております。 

もちろん総合振興計画、 上位の計画といいましても、その前に推計する計画もあれば、そ

の後に人口推計等を行っていく計画もございます。そういったものを一律的にコントロールし

ているということは実質的には困難であるというふうに考えますし、また、推計する時間とい

う観点からだけ考えますと、後発で推計を行ったほうが精度は高まるという風にも考えられる
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のかなと。上位計画だからといって数年前のものに従うといった考え方というのも、いささか

無理があるのかと。答えになっているかは全然わからないですけれども、１回目の審議会の議

論でもあったかと思いますが、この総合振興計画というのは 上位の計画で、策定過程で分野

別の計画を所管する多くの職員の方が参加することによりまして情報の共有がなされていく

と。それぞれの場面で説明責任を果たせる要素が増えていくと考えております。多くの職員参

加の中で、今日も職員の方が傍聴に来ていただいておりますが、そういった中で、結果として、

総合振興計画と都市計画、ほかの分野別計画での整合が図れると考えておりますのでご理解い

ただければと思います。 

 

待鳥副会長 

ありがとうございました。では、人口推計につきましては以上でよろしいでしょうか。よろ

しいでしょうか。 

 

事務局 

すみません。ちょっと今、手元で６５歳以上の方の推移を計算しましたので少し参考として

述べさせていただきます。 

平成２１年度時点での６５歳以上の方の人数が１万４０９名です。平成２７年度、グラフで

は１４．５％となっていますけれども、この段階が１万３，４５４名です。平成２１年度と比

較すると３，０００名強ほど、高齢者の方、６５歳以上の方が増加しているという状況です。 

続きまして平成３５年時点ですけれども、グラフでは１３．７％ということで平成２７年度

からは減少しているようになっているわけですが、実数でいいますと平成３５年段階は１万５，

４１０名ということで、平成２７年度と比較しましても２，０００名程度増加しているという

傾向です。このように将来に向け、６５歳以上の方の人数も実数としては右肩上がりで増加し

ているという傾向です。 

 今お話がありましたように、右肩上がりで６５歳以上が上がったとしても、全体人口が上がっ

ていくということもございます。ただ、和光の場合は若い世代の転入転出がかなり激しいとい

うことで、これも他市と違って若干特徴がございますので、これを再度加味いたしまして、ま

た新たに皆さんにいろいろな角度から見たものをお示ししたいと思いますのでよろしくお願い

します。 

 

待鳥副会長 

ありがとうございました。では、この資料はよろしいでしょうか。 

 

４ 総合振興計画の構成 

待鳥副会長 

それでは、次第４の総合振興計画の構成について事務局からご説明をお願いします。 

 

事務局 

はい。それでは資料３の総合振興計画の構成案について説明させていただきます。第１回の

審議会におきましてもご意見を多くいただいておりますが、策定方針にもございますとおり、

いわゆる３層構造から２層構造への変更を視野にその後庁内での検討を重ねてまいりました。
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今回提案させていただいたものは、いわゆる２層構造のものになっております。 

まず１といたしまして、計画の背景や趣旨、位置づけや期間を示す基本構想の序論から始ま

り、構想、実施計画と続くものを想定しております。実際にこの１番の序論については、構成

の層としてカウントしておりませんので、次以降の、２以降の、２の構想、３の実施計画の２

層構造とご理解いただきたいと存じます。 

２の構想の部分ですけれども、こちらにつきましてはいわゆる１層目で、構想を構成する区

分として（１）から（６）までがございます。現行の計画でいうと（１）から（４）、現状分析

から計画の推進方策までが基本構想部分とご理解いただければと思います。（５）が前期後期の

基本計画、（６）が現行の後期基本計画でいうところの第１章、５つの重点目標のようなものと

考えていただければと思います。 

続きまして、３番が実施計画となっておりますが、これが２層目の実施計画として、具体的

な戦略の下に続く戦術的な記述というような形で位置づけてございます。この資料の中で要素

ということで○1 から○7 まで書いておりますけれども、こちらにつきましては、いわゆる民間企

業でいうところの経営戦略のようなものを構成する際に必須となるような内容というふうにイ

メージしていただければと思います。 

続きまして１枚めくっていただきまして横書きになりますが、政策体系と計画階層の関係に

ついて説明させていただきます。ただいまの私の説明で、この表の意図するところがわかりや

すくなっているのではないかと思いますが、一番右側の３層と書いてあるところ。３層構造が

現計画の構造となっております。３層構造は将来像とか施策の大綱など、いわゆる基本構想の

政策部分が１層目になっております。施策の大綱の具体的な内容、いわゆる施策部分、基本例

各、前期後期の基本計画が２層目というような位置づけです。事務事業部分、つまり行動計画

といいますか、戦術的な実施計画の位置づけというのが３層目というふうになっております。

期間につきましては、上から順に１０年、５年、３年というような形になっております。 

それに対しまして左側というか、真ん中の２層構造につきましては、将来像、施策の大綱と

基本施策などを合わせております。つまり、基本構想と基本計画を一体化させたものを基本構

想として１層目に、その下に事務事業を集約した計画である実施計画が２層目にという位置づ

けになっております。 

すみません。もう１枚めくっていただけますでしょうか。２層及び３層構造整理表となって

おります。これは２層および３層構造を比較整理したものです。それぞれの長所と短所を示し

ております。整理の欄の一番上に書いてあるところ、各層の関係のわかりやすさにつきまして

は、２層構造は３層構造よりもちろん単純に層の数が少なくなっておりますので、それぞれの

層の関係が明確になるという長所があるという形でこういった整理をしております。 

その下の２番目の市民意見の反映（議会の関与）、さらに３番目の状況に合わせた計画変更の

２つについては関連しますけれども、２層構造は基本構想に基本計画が含まれていて、いわゆ

る構想が地方自治法で言われるところの議決対象となりますので、中間年度で例えば計画を見

直す場合には議会に諮らなければならないということになります。しかしながら、現計画にお

きましても策定前には全員協議会等を開いていただいて、議会に説明をしておりますし、かか

る労力とか手続きについてはあまり変わらないかとも考えられます。むしろ、施策の内容まで

議会の関与が法律上位置づけられ、市民代表の意見が制度として反映されることに関しては、

従来の３層構造より先進性のある、自治機能が高まったものであると言えるのかと考えられま

す。視点につきましては両方長所として挙げておりますので省略いたします。 
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目指す姿の表につきましては、２層構造は基本計画の考えが構想に入ることから具体性が増

して、市民の方にわかりやすくなるといったことが長所であると考えております。２層構造の

短所をあえて言うのであれば、施策内容までが議決対象となるため、従来までよりも私ども事

務方の手間が増えて、説明責任の重みも増すということがございますが、こういったことはむ

しろ主権者である市民の皆様の決定権が強まると考えますので、トータルとして見れば短所で

はなく、むしろ長所とご理解いただけるのかなと考えさせていただきましての提案ということ

です。構成案につきましては以上です。 

 

待鳥副会長 

ありがとうございました。ただいまのご説明につきましてご質問、またはご意見ございまで

しょうか。 

 

古屋委員 

前回、私が質問したことに対する答えのような気がします。非常にわかりやすくなったので

私はありがたいと思っております。やはり今ご説明のあったとおり、議会議決があるというの

はどうかというところに焦点があるのかもしれませんが、ここに実際の施策なりをどういうふ

うに反映させていくのかということがはっきりしたことでは、私は２層構造というご提案に賛

成でございます。そういう方向で進めていただければいいのではないかと思いました。感想と

いいますか、意見です。 

 

松井委員 

おそらく一般の方にとってみると、計画が２層で策定されるのか、３層によって作成される

のか、ということは、具体的にイメージをもっていただけるかどうかはかなり難しい話だと思

います。むしろ、２層、３層のどちらでもいいだろうと思われることが普通ではないでしょう

か。ただ、先ほどのお話ででは、２層にしたほうが議会への説明責任が果たしやすくなってく

るというお話がありました。 

私は、計画の階層よりも気になっている点があります。今日いただいた資料３のレジュメで

は、２枚目のピラミッドの図では、２層の方での図では、前提が１０年と書いてあることにあ

ります。これは本当に１０年であることを前提として、計画年限については議論しなくてもよ

いのかなというのが、疑問の投げかけです。 

と申しますのは、２層の総合計画の図の下に伸びている縦長の四角があり、その中にアスタ

リスクで５年で見直しと書いてありますよね。趣旨はよくわかります。状況は５年間で変わる

だろうから、一定期間で計画内容を見直すという趣旨だと思われます。また、隣の３層の総合

計画の図を見ますと、基本計画が５か年で前期後期と分かれている。おそらくこれを想定しな

がら５年で見直しをすることもあるなということを想定されているのかと思われます、しかし

ながら先ほどのお話を踏まえますと、議会に対する説明責任や住民の参加をより強固にすると

いう趣旨から言えば、１０年間という計画はややもう長すぎるのではないかと私は思います。

本日の説明の冒頭では、民間企業でいえば戦略計画を策定し、戦略という用語を使っていると

いうお話がありましたが、確かに民間企業でも長期的な計画をつくるところもありますが、よ

り実行性のあり、説明責任を想定するのであれば１０年ではやや長すぎるのではないのかと思

います。 
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さらに、５年で見直すことを含みで計画を策定するのであれば、もうこれはある意味短期と

は言いませんが、中期ぐらいの５年ぐらいの基本構想・基本計画を１本つくり、その下の実施

計画をより短期のもの、例えば１年なりでローリングをしていくという構造に揃えるという発

想もあっていいのかなと私は個人的には思います。特に、今日の資料の趣旨から言えば、１０

年というのも少し見直したほうが良いのではないかと考えられます。もし、この１０年に関し

て、何かもう既に庁内で了承や前提にされているのであれば、その理由を少し教えていただけ

ればと思います。 

 

事務局 

ありがとうございます。１０年につきましては特に既に内部で決定しているとか、そういっ

たことでは全くございませんで、いろいろと新しい取り組みをしていかなければならないとい

う考えがある一方で、現行のものを根本から変えるだけの想像力が私ども事務局になかったと

いうふうにご理解をいただければと思っています。 

他の自治体の例とか、いろいろと参照はさせていただいたつもりだったんですけれども、逆

に、他自治体で構想自体を５年とか３年とか短い期間で策定をし始めているような状況があれ

ば、また後ほど教えていただきたいと考えております。 

 

松井委員 

今回、我々が基本構想・基本計画をつくるタイミングは、結果的にかもしれませんが、非常

によいタイミングだと思われます。市長さんが替わられることは、不確定要因ではありますけ

れども、この市長交代ということは計画を考える上では意味があります。つまり、首長さんの

任期は法定上は４年間とされています。首長としては、まずはその４年間を責任持ってやるた

めに、計画を策定する。このような計画と任期の関係ができると非常にわかりやすいかと思い

ます。恐らく、市長さんも選挙の際にマニフェストをつくられたと思いますが、それを反映す

るかどうかというのは庁内で整理をいただく議論としても、４年間はその職を首長の責任のも

とで、やっていただくことなります。ただ、もしかするともう２期目として４年間を担当され

ることもある。そうすれば８年間。その場合、ある意味、 初の４年間の成績と申しますか、

私は住民ではないですけれども、和光市の住民の方が、この４年間の達成度を把握し、それを

評価できるように、就任期間と計画期間とを可能な限り合わせていくことがわかりやすいので

はないでしょうか。今のように、１０年では、その任期に端数が出てしまいます、このような

スタイルは他の基礎的自治体でも、例えば、岐阜県などにあります。そのような例などを参考

にしながら考えていってもよいのかなあと思います。 

 

待鳥副会長 

事務局からどうでしょうか。 

 

事務局 

今、貴重なご意見をいただきましてありがとうございます。確かに、市長マニフェスト、市

長の任期ということで４年で合わせていくやり方も 近見ております。それにつきましては８

年の基本構想の中で、基本計画を４年ずつという形も若干ありますし、１０年で市長の選挙等

においての期間との多少２年ぐらい開きが出てしまって、そこら辺についてマニフェストが継
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ぎ足された後どうやっていくかということもありますので、整合性はこれからかなり必要な部

分かなということは感じておりますので、今、松井先生からご意見いただいたものも、今後、

他市の事例等もちょっといただければそこら辺をいただきまして、またその部分についても検

討していきたいと思います。ただ、あまり長い時間をかけますと、仕事が始まっていますので、

ここら辺はある程度のところで決定しなくちゃいけないのかと思います。 

 

待鳥副会長 

この１０年という部分に関してはまだ変更の余地があるということですね。 

 

事務局 

今回あるということで出させていただいていますので、早い時期に、今言ったように決定は

しなくてはいけないですけれども、今日、皆さんのご意見をいろいろいただいた中でちょっと

検討させていただきたいと思います。 

 

待鳥副会長 

はい、どうぞ。 

 

赤松委員 

昨今の時代の流れというのはすごく急進的に動いているわけですね。１０年先というのはほ

とんどもうわからないですよね。今のマニフェスト、あと市長は２期やって８年。私なんか、

私見ですけれど、７年ぐらいにして、残り１年で責任をとる。１０年はちょっと長すぎると思

います。これは私の意見です。 

 

待鳥副会長 

ありがとうございました。ほかにこの構成につきましてご意見のある方はいらっしゃいます

でしょうか。あるいはご質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。よろしいですか。 

それでは、期間の問題に関しましては事務局のほうで再度ご検討いただくということで、２

層構造にするということについての同意をいただきたいと思います。そちらについては特にご

異論がなければ、事務局から提示された案の２層構想で進めていくということでよろしいで

しょうか。よろしゅうございますか。 

 

待鳥副会長 

それでは、構成については２層構造で進めていくということで各委員が同意をしたというこ

とでお願いいたします。 

 

５ 第三次総合振興計画課題整理分析について 

待鳥副会長 

続きまして次第の５です。第三次総合振興計画課題整理分析について、事務局からご説明を

お願いいたします。 

 

事務局 
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はい。それでは自分のほうから、次第の５番、第三次総合振興計画課題整理分析について説

明したいと思います。資料の４番目に基づきまして説明したいと思います。第三次総合振興計

画課題整理分析を見ていただければと思います。 

今回の第三次総合振興計画の課題整理の資料を作成するにあたりましては、まず初めに所管

課が検討しまして、その後、若手職員で構成されるワーキングチームを２回、課長級職員で構

成される検討委員会を１回、部長級職員で構成される策定委員会を１回開催しまして、施策横

断的な視点から検証したものがこの資料となっております。 

それでは資料をめくっていただきまして、資料の見方について説明したいと思います。それ

と後期基本計画をお持ちでしたら、こちらのほうも一緒にご参照いただければと思います。資

料につきましては、基本計画の施策ごとに作成しております。後期基本計画の１２ページを見

ていただければと思います。こちらの中段の後期基本計画というところが書いてありますが、

この中に第２章と第３章が施策の柱ごとに作成しております。この中の２章のＩ都市基盤とい

うことが書いてあるんですが、この中のＩの１、都市基盤の中の１「まちの顔としての個性あ

る市街地の整備」といったことが書いてありますが、これら施策名ごとにこの資料を作成して

います。 

資料の４番に戻らさせていただきます。こちらの課題の解決状況、左側の上段になりますが、

課題の解決状況につきましては、もう１回、後期基本計画を見ていただきたいのですが、後期

基本計画の３４ページをお開きください。３４ページに、今、先ほど言った施策の「まちの顔

としての個性ある市街地の整備」の現況と課題が記載されております。この後期基本計画を策

定の際、施策の課題がどう解決しているかということを庁内会議で検証しているといったこと

になっております。こちらにつきましては、３４ページの内容を会議で確認しまして、その解

決状況が資料の４番のこの課題の解決状況の欄に入っているといったことになっております。

資料の４に戻りまして、環境の変化につきましては、後期基本計画の策定時から社会情勢がど

のように変化したのかといったことを検証している欄になっております。下の段に行きます。

下の段の今後の課題につきましては、先ほどらい、説明しておりますが、上段の課題の解決状

況、それと環境の変化を踏まえまして、未解決の課題、または新たな課題ということで第四次

総合振興計画を作成する上での今後の課題ということで抽出しているところでございます。 

なお、この議論の結果につきましては第四次総合振興計画策定時の課題ということになりま

す。先ほどの基本計画の３４ページの現況と課題といったような形で、第四次総合振興計画に

も似たような形で掲載していく予定となっております。また、この課題に対する対応策とか施

策の内容を検討してまいりますが、この課題に基づき検証等をしていくといったことになりま

す。例えば後期基本計画の３６ページ、施策別計画内容ということで下段のほうに書いてあり

ます。先ほど言った課題をずっと抽出したということですが、この課題に対する対応策、事業

というものがありますけれども、この内容、事業とか対応策といったものが３６ページの部分

につながってくるといったことになっております。 

それでは、審議会の委員さんの方には、特に今後の課題の部分についてご確認していただけ

ればと思っております。１ページから順次今後の課題について数点確認していきたいと思って

おりますのでよろしくお願いします。 

それでは１ページの「まちの顔としての個性ある市街地の整備」資料の４の中ですが、今後

の課題の一番上、和光市の特徴を生かした地域性豊かな景観に配慮した和光市独自の景観条

例・景観計画の策定に基づき良好な景観形成に努める必要があるといったことで課題が挙げら
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れております。下から２点目です。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

好な景観形成を図る必要があるのではないかといったことが課題として挙げられております。 

それでは１ページめくっていただきまして２ページ、施策のＩの２ということで「生活者の

目線に合わせた道路・公共交通の整備」の中の今後の課題になっております。上から２つ目で

す。和光市民の平均年齢が今後高齢化していくことから、公共交通機関の中心である和光市駅

についてはその周辺も含め、エスカレーターの設置などバリアフリー化による利便性の向上が

市民から求められているといったような課題がございます。それと下から２番目です。市道の

維持補修の件数が過多となっている課題があるといったことで挙げられております。 

それでは１ページまためくっていただきまして３ページ目になります。Ｉの３の施策「上・

下水道サービスの提供」ということになります。今後の課題としては２番目ですが、雨水整備

では、一級河川への流量制限に伴う内水処理（調整池）を検討していく必要があるが、用地確

保や費用面での課題があるといったことで課題が書かれております。 

それでは２ページめくっていただきまして、Ｉの４の施策「都心に近いふるさとを演出する

公園・緑地整備」の今後の課題になります。上から３番目になります。公園用地の確保が難し

い状況にあるといったような課題であります。それと一番下ですが、道路等の緑化については

生活者、利用者等からの苦情が多いといったような課題があることが挙げられております。 

それでは１ページめくっていただきまして、Ｉの５の施策「和光市らしい快適な住宅整備」

になります。今後の課題として３番目になりますが、環境や景観の意識が高まる中で、住みや

すく、美しい住宅地の景観形成を図っていくといったような課題があります。一番下ですが、

区画整理事業により開発された住宅の快適環境の整備（緑化対策、新エネルギー対策）が課題

であるといったことが挙げられております。 

それでは１ページめくりまして７ページ目になります。今度は教育・文化の施策になります

が、Ⅱの１「地域と連携した学校教育の推進」ということになります。上から２番目の課題な

んですが、児童生徒の増加に伴う教育施設の整備充実が必要であるといったような課題があり

ます。一番下ですが、幼保小中高の学校間の連携が必要であるという課題が挙げられておりま

す。 

それではⅡの２です。「多様化に対応した生涯学習・社会教育の機会提供」の今後の課題につ

きましては９ページの一番下になりますけれど、民間事業者やＮＰＯが提供する学習機会と生

涯学習施設との連携を図る必要があるといったような課題があるということになっておりま

す。 

それでは１ページめくっていただきまして、１０ページ目、Ⅱの３の施策「和光の個性を伝

える文化の保全/形成」の課題になります。下から２番目となりますが、歴史的建造物・史跡の

保存の方策の検討が必要であるといったような課題が挙げられております。 

１１ページ目、１ページめくっていただきまして、Ⅱの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」の課題につきましては、一番上です。年齢や体力に応じた生涯スポー

ツへのより一層の支援体制の確立が必要である。それと一番下、公平な市民サービスの提供の

観点から、利用状況によっては、市民保養所の見直しを図ることが必要であるといったような

課題が挙げられております。 

それではⅡの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」の施策の課題につ

きましては、一番上の、人権啓発事業が限られた市民へのものとならぬよう、企業向けの研修

も含め、啓発活動の回数を増やすといったような課題。それと１ページめくっていただきまし
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て上から４番目ですね。相談に対するニーズを把握し、多様なニーズに応じた相談体制を整備

する必要があるといったような課題が挙げられております。 

それでは１ページめくっていただきまして、Ⅲの１、保健・福祉・医療の施策になります。

「地域で支援する子育て環境づくり」の今後の課題になります。一番上、待機児童対策として、

平成１８年から２０年度までの間で、民設園４園（定員２３０名）を整備してきたが、昨年度

減少した待機児が平成２１年４月で増加したため、待機児童対策の検討が急務であるといった

ような課題が挙げられております。１ページめくっていただきまして１５ページ目になります。

一番上です。地域で子育てをする意識の啓発が必要ではないかといったような課題も挙げられ

ております。 

それでは１ページめくっていただきまして、Ⅲの２「お年寄りが生きがいを感じられるまち」

の課題になります。一番下になります。居宅介護と在宅医療の効果的連携の構築が必要である

といったような課題が挙げられております。それと１ページめくりまして１７ページになるん

ですが、地域住民の健康増進、自立した生活の促進を支援するため、地域包括支援センターの

機能強化による地域包括ケアの推進をする必要があるといった課題が挙がっております。 

それでは１ページめくっていただきまして、Ⅲの３「地域で日常生活を共有するバリアフリー

の心づくり」の課題ですが、すみません、１９ページ、１ページめくっていただいてよろしい

でしょうか。一番上になるんですが、チャレンジドのニーズを的確に把握し、健康面に向けた

支援体制のより一層の連携強化が求められるといったような課題。それと一番下、チャレンジ

ドについては障害者福祉計画等の各種計画の下、安心して生活できるまちづくりを進めていく

必要があるといった課題が挙げられております。 

それでは１ページめくっていただきましてⅢの４の施策になります。「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」の施策の課題です。３点目。心身ともに健康な生

活を支援するための母子保健の充実の課題があるといったことがあります。それと１ページめ

くっていただきまして３番目。健康管理意識向上のためには、食育を推進していくこともこれ

からの課題であるといったような課題があります。 

それでは１ページまためくっていただきまして、Ⅲの５の施策「効率的で効果的な社会保障

制度の推進」になります。上から３番目です。予防事業の取り組み強化を行い、疾病を予防す

ることより、医療費支出の抑制（人間ドック／特定検診）を図る必要があるといった課題が挙

げられております。それと１ページめくっていただきまして一番下ですが、年金相談の充実を

図ることが必要ではないかといったような課題があります。 

それでは２４ページ、まためくっていただきましてⅣの１の施策になります。市民生活の施

策となっております。「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」、施策の

課題としましては、上から２番目です。市内全域に対し、新たな温室効果ガスの削減策が求め

られるといったような課題。それと次のページですが、一番下、緑化の推進を図りながら、次

世代に保全を引き継いでいくことが課題となるといったような意見も出ております。 

それでは１ページめくっていただきまして２６ページになります。Ⅳの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」の課題につきましては上から２番目。廃棄

物の適正な分別、排出の啓発を継続して行うという課題が挙げられております。 

それでは次のページのⅣの３の施策になります。「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」。一番上の課題。人口・世帯増加に伴い犯罪・災害発生時に負傷者・火

災などの件数が増えるおそれがあるといったような課題が挙げられています。次のページめ
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くっていただきまして、下から２番目になります、交通安全対策については、市内の交通事情

や情報収集のもと対策を推進するとともに、交通安全に対する意識の高揚を図る必要があると

いったことが挙げられております。 

 それでは２９ページ、次のページになるんですが、Ⅳの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」の課題につきましては、上から３番目ですね。団塊の世代者等が

地域活動に参加できるように検討するといったような課題が挙げられております。それと次の

ページです。３０ページ。一番上にあるんですが、自治会加入率低下対策が必要ではないかと

いったような課題が挙げられております。 

それでは次の３１ページになります。Ⅳの５「時代に即応した消費者保護の推進」の課題に

つきましては上から３番目。施策どおりですけれども、時代に即応した消費者保護を推進する

ことが必要であるといったことになります。それと一番下、複雑化する悪質な詐欺商法等の対

応に向けての検討をする必要があるのではないかといったような課題が挙げられております。 

次、３３ページになります。Ｖの１、こちらから産業の施策になります。「地域の個性を活か

した商業・サービス業の振興」になります。今後の課題につきましては一番上、産業振興基本

計画の推進が必要であるといったことと、下から２番目、電線地中化に伴う本町商店街の活性

化の促進が必要であるといったようなことが挙げられております。 

それでは３５ページになります。Ｖの２「次代を担う新しい産業や企業の支援と育成」とい

うことになります。一番上、北インター周辺地域の新産業エリアとしての形成に向けた情報提

供及び企業の誘致が課題となっております。それと下から２番目。社会情勢に応じた、中小企

業を支援する利子補給制度を含めた市の融資制度の充実が課題であるといったような意見があ

ります。 

それでは１ページまためくっていただきまして３６ページ。Ｖの３の施策「都市の特性を生

かした農業の推進・支援」ということになります。一番上。地域の中心的な担い手を更に確保

するため認定農業者や農業後継者の育成が必要である。それと上から４番目ですね。農業者に

よる市民農園、体験型農園の展開により市民が直接農業に触れる機会の拡充が課題であると

いったようなことです。 

１ページめくっていただきまして、Ｖの４「働くことの喜びや充実感の醸成」の課題としま

しては、一番上。労働環境の整備における各関係部署との連携強化。それと下から２番目です。

若年層の就労対策の充実が必要であるといったような課題が挙げられております。 

続きまして１ページめくっていただきますと、第３章の構想推進の関係の課題、施策となっ

ております。「市民（住民/企業・ＮＰＯ）と行政の協働」の課題につきましては上から２番目

です。市政に関心を持ち、市民参加を行う市民を増やすためには、市民によりわかりやすい情

報を提供するとともに、市に対して気軽に意見を言える環境を整備することによって、市民と

市との距離を近いものとする必要があるといったような課題が挙げられています。 

それでは１ページめくっていただきまして３９ページ、下から２番目です。市民活動支援セ

ンターの充実及び協働事業における新たな仕組みの構築といったことが課題となっておりま

す。 

１枚めくっていただきまして、構想の２の施策「体質転換による行政の自立」の課題につき

ましては、一番上です。行政の自立に関する市民の関心は高く、市民ニーズの内容も高度化・

多様化する中で、その内容をいかに的確に把握し、新たな事業の実施につなげることが課題で

あるといったこと。それと次のページ。４１ページの下から２番目。市民と市の信頼関係の構
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築のため、顔の見える情報の発信に努める（行政の見える化）が必要ではないかといったよう

な課題が挙がっております。 

それでは１ページめくっていただきまして、構想の３「経営感覚を取り入れた合理的な財政

運営」の課題につきましては、一番上になります。財政状況が厳しさを増す中で市政運営を行っ

ていくためには、投資的事業は当然のこと、経常的事業も含め、実施事業の集中と選択は必要

であるといったような課題が挙げられております。それと１ページめくっていただきまして一

番上。公平な課税の観点から未申告調査をする必要があるといったような課題が挙がっており

ます。 

それでは 後になりますが、４４ページ。構想の４「広域連携による行政運営の効率化」に

つきましては真ん中、２番目の課題ですが、広域で取り組むべき事業は何があるのか検証した

上で、その事業に合った広域行政圏で柔軟に対応していくことが必要であるといったような課

題が、庁内の会議で挙げられております。 

それでは以上が簡単にというか、雑駁に課題を説明させていただきましたが、先ほど説明し

たとおりこの資料の内容につきましては、庁内のワーキングチーム、検討委員会、策定委員会

といった会議が検討しております。審議会委員の方には特に先ほど読み上げた今後の課題の部

分を確認していただきまして、重点としたほうがいいといったような課題、追加したほうがい

いのではないかといったような課題があれば、今月下旬、７月３１日（金）までに事務局へご

意見をいただきたいと思っております。なお、様式については特に用意しておりませんので、

任意の様式等で提出していただければと思います。 

なお、この課題の検証につきましては現在、総合振興計画の達成度の評価を行うために市民

で構成される和光市総合振興計画施策推進会議においても、同時に検証しているところでござ

います。 

説明については以上になります。 

 

待鳥副会長 

ありがとうございました。ただいまの課題整理の個々の内容についてのご意見につきまして

は、今ご説明がありましたように７月３１日までに個々にご提出いただくということですので、

今の説明全体についてご質問があればお願いいたします。はい、お願いします。 

 

清水委員 

６ページなんですけれども、課題の解決状況という中で、中央第二谷中地区は８０％以上整

備されているがということなんですが、この８０％以上というのはどういう状況から数字が出

されたのでしょうか。 

 

待鳥副会長 

はい。事務局のほうからお願いいたします。 

 

事務局 

これは各所管のワーキンググループから調査が挙がってきた結果でございまして、ちょっと

この時点で８０％がどこまでということはわかりかねますけれども、ただ、たぶん予算の執行

状況から見て８割という答えしか出てこないと思います。道路の状況ですとか、面整備の中身
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の状況というよりは、予算の執行率から８割はいっているのではないかということで 

 

清水委員 

担当をしているものですから。２０年度で、事業費ベースで、ちょっと細かい数字はわから

ないですけれども、８０％ではなくて７０％以上です。２０年度末で進捗率がそういう状況で

す。 

 

事務局 

ありがとうございます。ちょっと確認して、申しわけありません。現課でやっていただくと

いうことで７０％ということで。また担当のほうの者がこれを確認させていただいて、間違い

があれば皆さんのほうにご報告したいと思います。よろしくお願いします。 

 

待鳥副会長 

どうもありがとうございました。ほかにご質問等ございますでしょうか。 

 

松井委員 

すみません。私は、本日、初めてこの場でこの資料をいただきました。他の委員の皆さんは

あらかじめもらっているものなのでしょうか。確認をしたいのですが。そのため、私は本日が

初見となりますが、それにしても３１日までに意見を出せというのは、皆さん、やっぱり専門

分野からであれば当然ご意見がどんどん出てくることを想定されているのでしょうが、私はそ

れも厳しいのではないかと思います。そのため、スケジューリングも含めて少し疑問に思った

という感想と、個人的には苦情となります。 

今後の課題としては、私の中で整理ができてない点があります、本日ご説明いただいた中の

例えば１ページでも良いのですがこの中で２つご指摘されています。例えば、景観条例・景観

計画をつくるということで景観形成を図っていくとあります。これは要するに庁内のワーキン

グにおいて今後新しい計画として盛り込むべきだという提案であるのか、それとも、現行の三

次の計画内においてやり残しているとして挙がってきているものなのか、よく分かりません。

先ほどの説明では、今後の課題の中には未解決な課題と新規の課題が２つ入っていますという

説明をいただきましたが、これ、性格がかなり異なる課題かと思います。と申しますのは、計

画期間としては三次の計画がまだ１年残っていますから、もしもやり残しているのであれば、

この１年間でやれるものはやれよと思うのが普通の発想であり、それを新しい計画に持ち越す

ことを前提とするのは、何だか納得ができません。ワーキングから挙がってきたから、計画に

載せるか、載せないかという判断をすることはあまり生産的ではないと私は思います。 

そのため、課題の部分をもう少し整理していただかないと、三次計画で何が残っていて、四

次計画として何を載せるべきかで挙がってきたのか、というのを整理していただきたいという

のが希望です。そうしないと、前に載っていたものをまた繰り返し載せてしまうような恐れが

出てきてしまいます。ぜひこれは早急にやっていただかないと３１日までにご意見は出しにく

いのではないかと思います。 

もう１点は、この計画に載せる際に市としてできるものと、市としてできないものがかなり

あったように思います。例えば駅にエレベーターをつけるという話は市で単独でできるのです

しょか。これは、できませんよね。その他、啓発事業とか、ＣＯ２を削減するというのはほか
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の主体との関連性が非常に高いものが掲載されていてます。これが目標として置かれることの

趣旨はよくわかります。けれども、ほかの主体との関連性をかなり配慮した計画をして、その

仕組みを考えていかなければいけないかと思いますが、その辺の記述も少し見えません。その

ような個別の課題における市として実施の可否を踏まえた判断がないところで、これらの課題

を計画に載せる、載せないという議論をしても意味があるのでしょうか。この議論の前に、ど

のように実施するかを併せて考えていかないと、この課題部分の対処法が未確定なまま、次期

計画にも継続されるおそれがあります。 

言いたいことは、委員の方々は各専門の方ですの、ご意見がたくさん出てくることも想定さ

れいますが、ただ、市としてできるもののみならず、できないものも恐らく出てくると思いま

す。できるならばどうやるのか。さらには現状と今後の課題の性格別にちゃんと分けた上で議

論していかないと、ちょっと早急に計画に盛り込んでしまって何だかよくわからないのもいっ

ぱい載っていますという、まさに総花的なものになるおそれがあるのではないでしょうか。そ

のような懸念を、本日初見の資料で感想を抱きました。 

 

待鳥副会長 

ありがとうございます。事務局いかがでしょうか。 

 

事務局 

すみません。それでは順次お答えさせていただきます。確かに資料の送付が直前になってし

まいまして、これだけ膨大な資料を今月中までにご意見というようなことにつきましては見直

しをさせていただきたいと思っております。なるべく早い段階でご意見をいただきたいという

ような事情はお察しいただきまして、できれば８月１０日までに、７月３１日と説明させてい

ただいたものを１０日延長させていただきまして、８月１０日までに事務局までお寄せいただ

ければと考えております。 

それと２点目のご指摘で、未解決な課題なのか、新規の課題なのかというものにつきまして、

実は庁内の検討の中では、その辺を整理して検討させていただいておりました。今日、審議会

の資料として、庁内の検討状況をそのまま出すことよって、ちょっとわかりやすさというか、

見やすさのほうがどうなんだろうという心配がありまして、こういった形の資料提示とさせて

いただきました。 

ただ、いただきましたご意見の中で、確かにその辺の根本的な問題について明確にならない

と、出していただく意見もきちんと出していただけないのではないかというようなことは、大

変そのとおりだと判断いたしました。これにつきましても、未解決、新たな課題につきまして

きちんと分けたものを再度資料として提示させていただきます。 

もう１点です。市としてできるもの、できないもの。市単独で行われるものにつきましては

もちろんですが、そうでないものにつきましても、庁内の検討の中でできないものについて調

整する仕組みの記述について足りない部分があったというふうに、真摯に受け止めさせていた

だきたいと思います。これらにつきましては資料としてすぐにお出しするというようなわけに

はまいりませんが、今後も引き続き庁内での検討を続けてまいりますので、その中にきちんと

フィードバックして、より建設的な議論をしていく材料というふうにさせていただきたいと

思っております。 
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待鳥副会長 

ありがとうございました。よろしいでしょうか。はい。ほかにご意見、ご質問。 

 

小野委員 

第３号委員の小野と申します。今、膨大な資料で提案されたものについて追加があったら出

してほしいということですけれども、この提案されたことについて、今ちょっと、提案、質問

してもよろしいでしょうか。 

 

待鳥副会長 

よろしいですか。はい。 

 

小野委員 

では、２ページの今後の課題の上から２番目です。駅周辺にエスカレーターの設置、バリア

フリー等の関係ですけれど、これは東武との関係もあると思いますが、駅へ降りる階段は幅が

ちょっと広いですね。あそこに、できれば高齢者とかいろんな方から南北ともに昇降のエスカ

レーターをつけてほしいという希望がものすごくあります。朝霞台は狭いですけれども、あそ

こ、真ん中にエスカレーターをつけております。できれば和光市にも設置していただくような

形で東武との話し合いを進めていただきたいと提案させていただきます。 

それとあと１９ページのチャレンジドの関係ですが、この項目にはボランティアの活動につ

いて書いてありますけれども、かなり和光市はチャレンジド関係でボランティア活動をしてお

りますので、ボランティアの取り扱いとか位置づけについても書いていただくように提案した

いと思います。 

 

 

待鳥副会長 

ありがとうございました。例えば今のようなことを意見としてお出しするということでよろ

しいですね。 

 

事務局 

はい。この場でちょっと細かいことがなかなか議論できないのは申しわけないですけれども、

今お話しいただいたようなことを新たな課題、また今現在あるものをそのまま重点的に進めて

ほしいということで、今お聞きしましたが、その他いろいろございましたら、そういう意見を

８月１０日までに任意様式で構いませんのでお願いしたいということです。 

 

待鳥副会長 

ありがとうございました。では、今のようなご意見につきましては後日ご提出いただくとい

うことで、その他この資料そのもの、あるいは先ほどのご説明について何かご質問等がござい

ましたら手をお挙げください。よろしいでしょうか。 

 

宮川委員 

ちょっとまだよくわかってないので、もう１回説明していただきたいのですけど。これは第
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三次ですよね。それで第三次でやっている今後の課題。先ほど松井委員が言われたような、こ

れが現行のものはどうなっているのかということと、市でやれるのか、やれないのかというこ

とを整理してもらわなければいかんと思います。要は、依頼されていることは、今後の課題と

いうものをある程度盛り込むということなのですか。そのほかにもうちょっと入れて、その中

から選択するという意味ですか。 

我々が提案するというのは、ここに今後の課題というのがいっぱいある。これは次に踏襲し

なければいかんものもあるでしょうし、現行やっている中でまだやらなければいかんこともあ

りますね。それから市としてやれるか、やれないか。市単独でやれるか、やれないかというの

は整理しなければいかんと思います。要は今依頼されているというのは、このような課題があ

ります、この課題のほかに何かありませんかと。それを第四次に盛り込む課題にするために出

してもらいたいという意味ですか。 

 

事務局 

まずこの審議会というものがかなり高い位置のところで論議していただいている課題ですけ

れども、先ほど申しましたように人口分析と和光市としての年齢の構成とか、社会指標による

当市の特徴と今後の課題、また先ほど申しましたように我々職員が今課題としたり問題として

いるこのシート、これと行政評価、あと今後行われます市民討議ですとか市民からの提案、パ

ブリックコメント等をいろいろこれから取ってまいります。実際、この審議会は、それを全体

的に網羅した中でいろいろご提案を差し上げて、和光市としての今後のもう少し大きな大所・

高所から見た課題としてどうですかと審議していただくのが、この審議会の一番の目的です。

ただ、いろいろな部署、現場から皆さんがお集まりいただいていますので、なるべく下から積

み上げていくところにも１回、目を通していただいて、その場で自分たちが肌で感じたことで

すとか、和光市で実際活動されていることに、もし課題があったり、総合振興計画で今やって

いるところで積み残しがいろいろあるということがあれば、これに新たにつけ加えていただい

て、今言った分析等を全部勘案して、 終的に和光市としての今弱いとか、強いとか、こうい

うことで行くんだということをまた審議会のほうに示すことになります。 

ですから、審議会としてはちょっと細かい内容すぎちゃって、ここでいろいろご議論してい

ただく実際の内容ではないかもしれないですけれども、実際皆さんはそれぞれの分野から集

まっていただいたということで、より意見が反映されやすいということで今回お願いしたとい

うことです。 

 

宮川委員 

それを頭に踏まえて、またいろいろな意見を踏まえて、それで新しい観点で大所高所から物

を出すと。 

 

事務局 

そうですね。 終的には審議会として、また違う観点から見ていただく場合もございます。 

 

松井委員 

ただ、その場合、例えば目標設定を行うときや全体的な計画の構成を図るときには、この審

議会では、なんだかか足が地に着いていないような議論になってしまうのではないかという懸
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念を、今お話を聞いていて、いだきました。これを回避するためにも、例えば、これから２回

から３回ぐらいに分けて、前回の計画の構成で言えば大きく分けると６部構成になっています

が、１回あたり少なくとも２つなり３つぐらいのテーマを集中的に皆さんで討議していくほう

が、ある意味、建設的な計画づくりにつながるのではないかというふうに今のお話を聞いてい

て思いました。あまり大所高所の議論ばかりしても、中身がない気がします。計画は我々の審

議会で策定することが前提のはずなのに、実際には、その過程にコミットしないまま終わって

しまう懸念があります。そのため、都市基盤のテーマ時には都市基盤の庁内担当部門の方々、、

環境、教育、文化の場合にはそれぞれの担当者も含めて議論を行うことよいのではないでしょ

うか。審議会には、各ご専門の背景の方もいらっしゃいますから、各分野に対してご意見もあ

るかと思いますし、ご専門ではない方もご意見は必ずあると思います。そのため、ご意見を言

う機会として、単に意見を募るという機会を設けるのでなく、この審議会の場において議論す

ることが、意味があるのではないか思います。もちろん意見が出ない可能性もあります。それ

はそれで仕方ないと思います。ただ、ちょっと８月何日まで意見を募って、その課題への意見

の有無をもって、課題についての真偽を確定してしまい、それでは課題についての審議は、こ

れにておしまいです、としてしまうのはやや性急すぎるのではないかと思います。 

 

事務局 

はい。ちょっと先ほどの大所高所という言い方が極端に出てしまいましたけれども、もちろ

んご議論はいただいていく中で進めていく考えではございます。それはちょっとスケジュール

的に。 

 

小野委員 

すみませんね。ちょっと関連しちゃったので。今の行政のほうからのですと、ここで提案さ

れたものを私たちがただ承認するような感じに、私は受け止めたんですね。提案されたことに

ついて、この資料も２日ほど前に送っていただいたんですけれど、やはり読みながらこの提案

されたことに対して、私たちもこの場で意見を言ったほうがいいんじゃないかと思うんですね。

これが終わった後、また後で書いて提案する形じゃなくて、これだけの人数が集まっていらっ

しゃいますのでその中でお互いに意見を闘わせ合いながら、提案されたことの状況を絞りなが

らやっていったほうがいいかと思いますけれども、いかがでしょう。 

 

待鳥副会長 

すみません。今のご意見を踏まえて、ちょっと私のほうからご質問させていただいてよろし

いでしょうか。今、委員の皆さんにお願いをしているのは、この課題出しについて、これは全

部庁内で出されてきた課題なので、それぞれの現場とか市民の立場から新たに課題をこれにつ

け加えて、それをすべて材料としてここで討議はするんですよね。ということですよね。だか

ら、これで討議をしないということではなくて、課題について市の庁内だけではなくて、市民

あるいは委員のそれぞれのコミットしている活動の現場とか、そういうところから感じている

課題をこれに足して、それをもとに討議を進めていくというふうに考えてよろしいですよね。 

 

事務局 

はい。 
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待鳥副会長 

ということですが、それに関連して何かご意見等ございますでしょうか。討議を課題の提出

ということに置き換えてしまうことでないというふうに今了解しておりますが。 

 

村山委員 

３号委員の村山と申します。よろしくお願いいたします。初歩的な質問で本当に申しわけな

いと思いますけれども、このすべての事業に対して進めるとか、行う整備を図るとか、必要だ

などということで締めくくっているかと思いますが、これはただ提案するだけではなく、その

具体的な方法等につきましてはどのような形で行うとかいうことについての議論はどうするの

でしょうか。 

 

事務局 

はい。では、事務局のほうから言わせていただきます。今回、要は課題の足りないところと

かを出していただきたいというのと、あとその中で今後第四次の計画に向けて 重要になると

いうか、重点課題になるようなものを選んでいただきたいということでお願いしました。今の

ご質問は、課題の解決方法というのはどこでどういうふうに議論するのかというようなご質問

だと思います。審議会委員の皆さんから庁内での検討結果に加えて課題を出していただいた段

階で、また庁内にフィードバックします。庁内のワーキングチーム、検討委員会、策定委員会

にフィードバックして、その課題を解決するための手法について今度は議論をいたします。そ

の手法について検討した状況をまた審議会にフィードバックというような形で考えておりま

す。 

 

待鳥副会長 

よろしいでしょうか。 

 

古屋委員 

お話を伺っていますと、先ほど事務局がおっしゃったように今、拾い出しの段階と、行政レ

ベルと審議会レベルと、それからいろんな検討の場、市民の意見を聞く場、そういったものか

らとにかく拾い出してみましょうよと。そういう段階と理解してよろしいですよね。ですから、

それを具体的にどうするかというのはこれからにしても、とにかく拾い出してこの場に持ち上

げて、これが大事な問題なのかどうなのかというものを議論していくという理解で、事務局が

おっしゃったとおりだと思うんですけれども、よろしいでしょうか。 

 

待鳥副会長 

はい、それでよろしいかと思います。 

 

赤松委員 

拾い出しをぜひ整理して、次回は第３回、９月１２日になっていますけれども、この１週間

前ぐらいには整理して全部できますか。 
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待鳥副会長 

次のスケジュールを先に説明してもらってもよろしいですか。 

 

事務局 

はい。赤松委員からご意見をいただいた資料の送付について、当然、今回いろいろとご迷惑

をおかけしたことについては今後、反省材料とさせていただきます。第３回、９月１２日の会

議につきましては、実は議題が、この解決方法というのが議題になっておりません。また資料

の送付については意を用いてまいりますが、次回会議の１週間前までに、今回これからいただ

く意見に対しての解決方法というのをお送りするようなことはちょっと考えておりませんの

で、ご了承いただきたいと思います。 

 

待鳥副会長 

スケジュールがみんな見えないのであれなんですよ。スケジュールの説明がその他としまし

たよね。それを。 

 

事務局 

はい。それでは先にスケジュールの関係を確認していきたいと思います。資料８、今後の会

議の予定といったことで先にご説明したいと思います。 

第３回審議会につきましてはこちらに書かれているとおり、９月１２日（土）、今度は１０時

から１２時といったことで、今と同じ場所ですね。５０２会議室で行いたいと思います。内容

につきましては、市民意識調査結果、財政分析、市民まちづくり討議会の結果、施策推進会議

の結果、将来像、それと構想骨子となっております。 

第４回審議会ですが、その下です。１１月２９日、今度は日曜日になります。１０時から１

２時、５０２会議室のこの同じ場所になります。内容につきましては、施策の大綱、構想案と

いったことになっております。 

第５回審議会につきまして１２月下旬といったことで、具体的には日時場所については未定

といったことで、今後ご通知を差し上げたいと思います。 

先ほどからちょっとお話が出ていると思いますが、皆様に挙げていただいた課題に基づきま

しての対応策、具体的な施策とか事業のほうになってくると思うんですが、そちらについては

どちらかと言えば計画の細かい内容になってきますので、皆さんにお示しするのはまだまだ後

になってきます。次回の会議につきましてはまだ柱が固まってないと。皆さんがご議論されて

いた課題とか課題の対応策というのは柱の中身になるんですね。もっと細かい内容になってく

ると、それについてはもう庁内では既に検討を始めまして、第４回会議以降とか第５回会議以

降にお示ししたい。 

それよりも先に、まずは先ほど言いました第三次総合振興計画で言えば２９本の柱とか、将

来像「みどり豊かな人間都市、和光」とか、もとの骨組みというか、そちらを固めていって、

課題とか課題の解決状況についてはもっと中身、肉の部分といいますか、そういった部分はもっ

と後にご議論していただきたいといったことになります。皆さんに今回お願いしている課題に

つきましては、一番 初に議論する素材というか、それをお願いしておりまして、今後、肉の

部分をつくっていくのに素材として使っていきたい、資料として使っていきたいと考えており

ますのでご理解をお願いしたいと思います。 
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待鳥副会長 

ありがとうございます。ただいまの会議のスケジュールについては、本来であれば次の次第

のその他の中でご説明をいただく内容だったのですが、課題整理の私たちのかかわり方につい

てちょっとわかりにくくなっておりましたので、先にその策定のスケジュールをちょっと説明

していただきました。 

それで庁内と材料出しについてはキャッチボールをしながら進めていくということで、先ほ

どから確認をしていますけれども、この課題整理にこの審議会の委員としての意見をつけ加え

ていくという形での意見の提出ということで了解をしております。そのような形で８月１０日

までにご提出をいただくということでよろしいでしょうか。 

 

待鳥副会長 

はい。ほかにこの件で何か？ 

 

松井委員 

恐らく内容の疑問とか感想を言いたい方が沢山いると思います。ワーキンググループのメン

バーをここにお呼びして個別具体の質問に対して答えていただくというのは可能ですか。 

 

事務局 

はい、すみません。今後の審議会の予定につきまして今説明させていただいたんですが、今

日お配りした資料の課題整理の図で、それらについてのご質問とかというような形についての

ワーキングチーム職員の出席については、現段階では特に私どもとしては想定をしておりませ

ん。ただ、ご質問とかその辺に全然お答えしないというようなことでは毛頭ありませんので、

その辺のご質問とかがあれば併せて、８月１０日までに出していただくものの中でお寄せいた

だければそれに答えさせていただきたいと考えております。 

 

 

待鳥副会長 

ちょっと１つご質問ですけれども、その庁内のワーキングチームの会議について、この委員

が例えば傍聴をするというようなことは可能でしょうか。 

 

事務局 

はい。庁内会議につきまして特に決まりは設けてございませんで、要は、審議会とかそういっ

た会議というのは、基本的に市民参加条例の規定で原則公開をさせていただいています。庁内

についてそういった規定はないですが、もちろん隠す必要も全くございませんので、その辺に

ついては傍聴のほうは対応できると思っておりますので大丈夫です。 

 

待鳥副会長 

そうしたら一応スケジュールを例えば委員に公開をしていただくということでお願いをいた

します。 
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事務局 

はい、わかりました。今後庁内の検討スケジュールにつきまして別途お知らせさせていただ

きたいと思っております。 

 

待鳥副会長 

ほかに何かご質問、はい。 

 

宮川委員 

第四次計画を策定する素材というのを何回も出してくれという面が非常に重きを置かれてい

る。だから、この課題をまた追加して、どうも第三次に集約されて、そちらにこだわる形にな

るので、私は単にこれは素材だと思う。だから他にありますね。それらを踏まえて、この計画

をつくる、どんな形の骨組みをつくっていくのか、そういうことを頭に描きながらこれを見て

くれないかと。そして、これに無いものがあったら出してくれということにしないと。どうも

これを本当に見て、これのほかに何かないかという形になって、この議論の場じゃなくて、非

常に細かいレベルの話になってしまう恐れがあるのではないかとちょっと心配しています。 

だから、あくまでこれは参考と。そのほかに漏れているものがあったらとか、頭に描きなが

ら、今度新しく協議する骨組みをつくるときの参考として頭に描きながら、次の会議に検討し

てもらいたいという話だと基本構想を練ってという道筋ができる。なんかだんだん細かいとこ

ろに話が行って、どうも第三次計画に踏襲されたような形に洗脳されて、それでなんか新しい

ものができないような感じがして、しようがないです。確かにそうかもしれない。事務局とし

てはそういうことなんでしょう。あくまでも素材をと。 

 

事務局 

ええ。宮川委員のおっしゃるとおりでございます。先ほど視野の示し方として、現行計画の

未解決課題と新たな課題を別に検討していたんだけれども、お出しするときに一緒にしてし

まったというところから、ちょっとご質問かと思いますが、確かにおっしゃるとおりで、未解

決課題の追加を挙げてくれということだけであれば、現行第三次計画にちょっとこだわったも

のになりすぎてしまいました。そういったものに全くこだわっていただかないで構いません。

大所高所から見ていただいて現行計画関係なしにして、今後新たな課題になるだろうというふ

うに思われるものについて、自由な形で第四次計画に反映させていただきたいと思っておりま

すので、それらについてもご提出をいただければと考えております。 

 

山幡委員 

ずっと資料を見まして感じたことがあります。人口推計だと、先ほどおっしゃられた先生は

高齢化が進むのではないかということに対して、市が出された資料が比較的若い世代が多く

なっているという結果で、だいぶご議論がありました。私はこの市の資料が正しいというか、

実感として誠のこのとおり。もっと若くなるのではないかと思っています。それで、そういう

世の中が変わっていくということに対する市の構想でなければいけない、ね。その 大の要因

は、和光市という立地環境がどういうところかというところをまず見なけきゃいけない。この

第四次だけではなくて、本来は第一次から見なければいけないけれども、そういうのをちゃん

と見定めて計画をつくって実行してないから私が出てきちゃった、正直を言って。そのために
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第四次について一番大事なことは、まず和光市の立地環境がどういうところか。それをまずしっ

かり押さえてほしい。 

日本全体が高齢化社会で人口が増えなくてといって、特に地方なんかへ行くと過疎化が始

まって、秋田だとか北海道とか四国だとか、各地もうみんな減っちゃっている。しかし、東京

都を中心とする和光市は人が増えている。増えているけれども、年寄りが増えているのではな

くて、若い人が増えているんです。 

先ほどお話があったように、要するに６４歳までの働く人が増えている。なぜか。立地環境

が非常にいいから。しかも、地下鉄副都心線も入ってきて、私なんかも東上線って乗らないで

す。地下鉄だけでどこへでも行けるから。そういう立地環境がゆえに新しい若い人が地方から

どんどん来ているわけです。そういう人たちが人口構成を若くしているわけ。だから、そうい

うことで、もし先ほどの先生方の質問に対して皆さんが回答するとすれば、そういうような勤

務世代の状況とか、借り家と持ち屋の比較とか。要するに我々は和光市の住民としてずっと死

ぬまで住むという人なんだけど、多くはそういう人ではない人。ふるさとがあって、ふるさと

に帰るんだけど、仕事のために立地環境のために来ているという人がどんどん増えているわけ

です。そういう立地環境に基づいてまちづくりをしないと。しかも、そういう人たちがどんど

んお金を落としてくれるから、高齢化していくけれども、わが町は非常に財政的に豊になる。

そういう人たちの働く環境をつくっていく。そのためにこの計画があるんじゃないか。そうい

う立場のね。 

だから、先ほどのこの資料の隣地の状況が出されたけど、これで例えば志木。僕も志木に住

んだことがあるけれども、志木とか朝霞と比較をした対象はここではなく、新しくこういうふ

うに地下鉄が入ってきたり、それから高速道路。１つの町に高速道路のインターが２つあるな

んて珍しいよね。ない、ない。そういう立地環境でここ１０年来にものすごく激変しているわ

けです。これはまだ数字に出てないけど、これからぐーっとそういうのが数字に出てくる。こ

れからの構想はそのずっと出てくるやつを読み取っていく。そういう資料を僕は出してほしい

と思う。要するにこの皆さんが正しい議論をするために、まちづくりのために。 

特に北口開発なんてね、もう５０年、ぶん投げてある。あんないい環境のところをぶん投げ

ておいたというのはとんでもない話なんだよ。とんでもない話。こんな地下鉄があって、簡単

に言うと神様がこういう立地環境にした和光市だから伸びているわけで、本来だったらもっと

伸びないといけないでしょう。志木とか朝霞とかは問題じゃないよ。伸びなきゃいけないんだ

けれども、伸びない。伸びないというのは、皆さん、住民の意識がそれだけまだ開けてない。

それで施策が。まちづくりをもっともっと素晴らしくすれば、人口は伸びる。そして、そうい

う人たちが金を落としてくれて、そして町の発展。 

だから、例えば昔、僕らが新倉小学校にいたころの美しい麦畑とか田んぼを僕もまた今後も

残したいと思う。しかし、これは大きな人口の流れの中ではしょうがないと思う。どうしても

まちづくりのほうに土地が使われちゃう。だから、それに対する対応。要するに、道路、道づ

くりです。私はそう思いますね。そういう道づくり。北口とか、私の家のほうなんか、ひどい

もんだよ。あんなもの、道じゃないよ。どぶ板の上を歩くようだ。雨の日なんか、傘を差したっ

て通れないよ。あんなところに、何万人の人がどんどん押し寄せて、人が来るという現実も見

据えた構想をしなきゃいけない。そういうデータを集めてほしい。集めてほしい。それが我々

のする仕事だと思う。 

だから、今の時点ではなくて、次を見据えたデータを予測するわけですから、そういうもの
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を出してほしい。だから、人口推計もそうだし、それから比較するやつ。それからここには三

田線というか、都営も入ってくる予定だったでしょう。それは失敗したんだね。だけど、将来

ずっと入ってくる。そうするともっと立地環境が変わる。そういう立地環境が変わってきたの

を想定した１０年後とか、そういうデータが欲しい。 

 

待鳥副会長 

ありがとうございます。事務局のほうからお願いします。 

 

事務局 

はい。今後提示させていただく資料につきましては、いろいろなご意見を踏まえて十分に精

査して、皆様のご要望に添えるような形で努力していきたいと思います。 

 

待鳥副会長 

それではよろしいでしょうか。次の項目に移りまして、よろしゅうございますか。 

 

６ その他 

待鳥副会長 

はい、それでは次第の６、その他について事務局からお願いいたします。 

 

事務局 

はい。それでは次第６、その他について連絡事項が５件あります。先ほど今後の会議予定が

ありましたので４点ございます。 

１点目です。第１回会議の会議録についてといったことになります。資料につきましては本

日お配りしている資料ナンバー５番になります。会議録の構成につきましては以前、委員の皆

様に確認していただきまして、それに基づき修正をしたところでございます。この内容でよろ

しければホームページで公表していきたいと考えておりますのでご了承していただければと思

います。 

２番目です。和光市民まちづくり討議会についてということになります。資料の６になりま

す。市民まちづくり討議会につきましては、７月２６日（日）および８月２日（日）の２日間

開催いたします。この討議会につきましては、和光市が今後１０年間に重点的に取り組むこと

を大テーマとしまして、１日目は「和光市の魅力・強みって何だろう」、２日目は「和光市の足

りないところって何だろう」をテーマに、１グループ６名程度で話し合いを行います。なお、

この結果につきましては、総合振興計画の施策の方向性や重点プラン、将来像を決めていく際

に活用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。また、先日、委員の皆様に

は運営側としてご協力をお願いしておりまして、数名の委員の方がご参加していただけるとい

うことになっております。本日、そのほかの委員さんでご協力していただける方がおりました

ら会議終了後、事務連絡がございますので自席でお待ちいただければと思いますのでよろしく

お願いします。 

３点目になります。総合振興計画学習会ということになります。資料の７番になります。総

合振興計画の学習会を７月２８日（火）の午後７時から、それと８月４日の午後７時からの２

回行う予定でおります。内容につきましては第１回目は、基本構想、計画の構成、策定方針、
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策定スケジュールということで考えております。２回目につきましては、社会指標分析、人口

分析、財政分析としております。ご希望の方は２４日（金）までに事務局までご連絡をいただ

ければと思います。なお、一般市民の方にもホームページにおいて呼びかけを行っております

のでよろしくお願いしたいと思います。内容につきましては、先ほど来、審議会でざっと事務

局が説明した内容になりますが、この学習会の内容につきましては、もっと細かくやりとりし

ながら委員さんと理解を深め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。 

それでは 後４点目、市民提案についてといったことになります。８月中旬から審議会委員

や市民協議会等に参加されてない一般市民を対象としまして、広く市民から今後のまちづくり

に対する提案をいただくことを目的としまして、市民提案を各公共施設等に提案書を設置しま

して行いたいと考えております。この結果につきましては、市民討議会と似た形で、今後の施

策の方向性や重点プランを決めていく際に活用していくというふうに考えておりますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

以上になります。 

 

待鳥副会長 

ただいまのご説明がありましたことで何かご質問等ありますでしょうか。特にございません

でしょうか。 

それでは、学習会につきましては参加できるという方は事務局のほうにお申し出ください。

それから市民討議会にご参加いただける方は残っていただくということでよろしくお願いいた

します。 

それでは、ほかに特にございませんでしたら、きょうの会議はこれにて終了させていただき

ます。皆さん、どうもご協力ありがとうございました。 

 

閉会 


