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和光市第四次総合振興計画審議会第１回会議 議事録 

 

開 催 日：平成２１年６月６日（土） 午前１０時～１２時 

開催場所：和光市役所５０２会議室（市役所５階） 

出 席 者：大杉覚会長（４号委員）、待鳥美光副会長（３号委員）、 

１号委員（和光市教育委員会の委員）高野靖子 

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、山田智好、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、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、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：０名） 

次 第：１ 委嘱状の交付 

２ 市長あいさつ 

３ 委員・事務局の自己紹介 

４ 会長・副会長の選出、就任あいさつ 

５ 諮問 

６ 会議の公開について 

７ 策定方針について 

８ 策定スケジュールについて 

９ その他 

傍 聴 者：９名 

配布資料：１ 和光市総合振興計画審議会条例 

     ２ 和光市総合振興計画審議会委員名簿 

     ３ 第四次和光市総合振興計画策定方針 

     ４ 策定スケジュール 

     ５ 市民意識調査票 

     ６ 第三次和光市総合振興計画後期基本計画（冊子） 

     ７ 和光市総合振興計画審議会の傍聴について 

     ８ 第四次和光市総合振興計画について（諮問）（写） 

 

開会 

 

事務局 

おはようございます。本日はお忙しい中、また朝早くおいでいただきましてありがとうござ

います。和光市総合振興計画審議会の開催にあたり、ご出席いただきまして誠にありがとうご

ざいます。ただいまから和光市総合振興計画審議会第１回会議を開催させていただきます。 

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。皆様のお手元に配付の資料であ
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りますが、資料１といたしまして和光市総合振興計画審議会条例、資料２といたしまして和光

市総合振興計画審議会委員名簿、資料３といたしまして第四次和光市総合振興計画策定方針、

資料４といたしまして策定スケジュール、資料５といたしまして市民意識調査票。資料６とい

たしまして第三次和光市総合振興計画後期基本計画の冊子。これは事前に配付してあると思い

ます。もしも、ございませんでしたら事務局のほうに申し伝えください。それで、第７番目と

いたしまして和光市総合振興計画審議会の傍聴についてというものがあります。なお、今回の

第四次和光市振興計画についての諮問につきましては、後で事務局のほうから委員さんにお配

りしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

以上の資料についてお手元にございますか。もし、ない方がいらっしゃいましたらお配りい

たします。 

それでは次第に基づき進めてまいりますが、当会におきましては当議会の会議録作成のため

に録音をさせていただきますのでご了承いただきたいと思います。 

次第の 5 までの進行につきましては、事務局の私のほうで進めてまいりますのでよろしくお

願いします。申し遅れましたが、本日の司会進行を務めさせていただきます企画部審議監の山

﨑と申します。よろしくお願いいたします。 

なお、本日の会議は市民参加条例に基づきまして公開とし、傍聴を設けておりますのでその

点もご了承いただきたいと思います。 

 

１ 委嘱状の交付 

事務局 

まず、はじめに次第１「委嘱状の交付」及び次第２「市長あいさつ」。松本和光市長より委嘱

状の交付及びあいさつを申し上げます。 

なお、本来ですと委員の皆様には順次委嘱状を交付するところでございますが、時間との関

係もございますので大変恐縮ではございますが、１号委員の高野委員さんに代表でお受け取り

いただきたいと存じます。なお、委員の皆様の委嘱状につきましては資料と併せて、こちらの

ほうに配付してございますので、後で確認していただければと思います。よろしくお願いいた

します。では、お願いします。 

 

市長 

委嘱書 高野靖子様。和光市総合振興計画審議会委員の委嘱をします。任期は諮問に係るし

審議終了までとします。平成２１年６月６日 和光市長 松本武洋。よろしくお願いいたしま

す。 

 

２ 市長あいさつ 

市長 

それではあらためましておはようございます。先月２６日から和光市長として働かせていた

だいております松本武洋でございます。本日はお足元の悪い中お集まりいただきまして大変あ

りがとうございます。まず総合振興計画の審議会委員をお引き受けいただきましたことに、あ

らためましてお礼を申し上げます。 

当市は、第三次総合振興計画に位置づけられる将来都市像「みどり豊かな人間都市、和光」

を実現するために市政運営に取り組んでまいりました。総合振興計画は市の目指すべき将来像
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及びその実現に向けた総合的、かつ計画的なまちづくりのあり方を示す市の 上位の計画とな

っております。計画行政の一番かなめの部分でございます。 

審議会には、平成２３年度を初年度とする１０年間の第四次総合振興計画について審議・調

査をお願いいたします。この計画は市政を運営する上で非常に重要な計画でありまして、社会

の変化や新しいニーズに対応し、実行性のある計画とするとともに和光らしさを盛り込んだ計

画としたいと考えております。さまざまな手法の市民参加を行いながら、計画は策定してまい

ります。私のマニフェストの中でも、この計画を徹底的に市民参加をしながら、市民と一緒に

なってつくっていくというお約束を申し上げているところでございます。 

市民の皆様にはその場面でさまざまなお手数をおかけするそんな場面があろうと思います。

大変な手続きになってくるかとは思いますが、なにとぞご協力のほど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。 

 

３ 委員・事務局の紹介 

事務局 

続きまして次第３「委員・事務局の紹介」を行いたいと思います。第１回会議のため初めて

お会いする委員の方も数多くいらっしゃると思いますので、大変恐縮ではございますが、簡単

にお一人ずつ自己紹介をお願いしたいと存じます。時間の関係もございますので、団体名なら

びにお名前と一言いただければと思いますので、配付した資料２の第１号委員様から順次お願

いいたします。よろしくお願いいたします。 

 

高野委員 

おはようございます。和光市の教育委員会委員長の高野と申します。よろしくお願いいたし

ます。私は市民感覚と市民レベルで、その程度の者ですのでどうぞよろしく。和光市の教育ビ

ジョンにつきましては、何なりとお聞きください。よろしくお願いします。 

 

柴崎委員 

和光市農業委員会から参りました柴崎幸夫と申します。和光市の農地はだんだん減ってきて

おります。農家と市民の皆様と一緒にこれからも農地を守っていこうと思っております。よろ

しくお願いいたします。 

 

浪間委員 

和光市農業後継者倶楽部会長の波間兼三です。こういう会議にあまり出たことがないので勉

強させてもらいながら参加したいと思います。よろしくお願いします。 

 

斎藤委員 

おはようございます。和光市商工会の会長の斎藤和康と申します。どうぞよろしくお願いい

たします。今日の振興計画も、商工会と行政が一緒になったものをつくっていただいたらいい

と思っていますので、ぜひよろしくお願いします。 
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神杉委員 

こちらの資料には会長になっていますが、この間の総会で和光市ＰＴＡ連合会副会長となり

ました神杉と申します。子どもたちの保護者というような視点で、こちらの会議に参加できれ

ばというように思います。よろしくお願いいたします。 

 

中尾委員 

おはようございます。和光市地域青少年を育てる会連合会副会長の中尾です。よろしくお願

いします。こういう会議は初めてなのでわからないことばかりですけど、よろしくお願いしま

す。 

 

村山委員 

おはようございます。体育協会から参りました副会長の村山と申します。若い子どもたちか

ら高齢者の方まで、元気で明るい和光市づくりのためにと思っておりますので、私たちで何か

役に立つことができればと考えております。よろしくお願いいたします。 

 

山田委員 

おはようございます。和光市文化団体連合会の山田でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

小野委員 

おはようございます。民生委員児童委員協議会の小野 玲と申します。現在、民生委員は和光

市で９１名が委嘱されています。和光市内を８３地区に分割し、８３名の民生児童委員は自己

の居住区を中心に活動しております。８名の主任児童委員は子ども専門の委員として活動して

おります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

荒木委員 

おはようございます。委員名簿１０番の和光市社会福祉協議会常務理事の荒木と申します。

よろしくお願いします。お子様からお年寄りまでの地域福祉活動もやっておりますので、福祉

の観点から話したいと思います。 

 

木村委員 

おはようございます。和光市保育園保護者連絡会、木村と申します。よろしくお願いします。 

 

原田委員 

おはようございます。和光市自治会連合会から派遣されました原田でございます。自治体連

合会に関係ある事項につきましては発言していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 

冨岡委員 

おはようございます。和光市消防団、冨岡でございます。行政と安心・安全なまち、また防
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犯のほうも協定を結びまして一緒になってただいま活躍しております。今回、約１２０数名の

代表になりました。よろしくお願いいたします。 

 

待鳥委員 

おはようございます。和光ＮＰＯネットワークの事務局長を務めております待鳥と申します。

和光市の市民協働推進センターの運営に携わっております。それからＮＰＯ法人こども・みら

い・わこうという団体で子どもの安全・安心を守る活動をしています。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 

赤松委員 

和光市環境づくり市民会議の赤松と申します。その他、和光市自然環境を守る会、ＮＰＯ和

光・緑と湧水の会、あと北インター地区で今問題になっているものをやっています。どうぞよ

ろしくお願いします。 

 

清水委員 

和光市中央第二谷中土地区画整理組合から参りました清水と申します。非常に予算がかかる

部門でして、今、赤松さんが言われた北インターとか、和光市は区画整理の認可が間もなく下

りて５箇所というような状況になります。この１０年間、大変な部門なので、いろいろな発言

をしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

山本委員 

チャレンジド団体連絡協議会の山本と申します。わかりやすく言いますと和光市の障害者団

体連絡協議会と申します。障害者の本人の立場と家族の立場、また民間のＮＰＯで障害者施策

を遂行する立場として介入していきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

山崎委員 

独立行政法人国立病院機構埼玉病院の事務部長の山崎と申します。国立ではありますけれど

も、地域に根ざした医療機関ということで日々やっております。今後ともよろしくお願いしま

す。 

 

大崎委員 

おはようございます。理化学研究所のベンチャーであります先端力学シミュレーション研究

所の大崎と申します。理化学研究ベンチャーは現在２５社ほどございまして、和光理研インキ

ュベーションプラザのほうにも１７社ほど入居しております。ぜひよろしくお願いします。 

 

古屋委員 

理化学研究所の古屋でございます。日ごろ科学技術の未来を築くという目的で私どもはやっ

ておりますが、長く和光にお世話になっておりますので少しでも地元のために貢献したいと思

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

大杉委員 
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おはようございます。首都大学東京の大杉と申します。行政学、自治体行政といったものを

専門にしてやっております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

松井委員 

同じく首都大学東京の松井と申します。専門は行政学や都市行政をしております。総合計画

なんかも長らく調査をしている関係で自治体のマネジメントなどについて研究しております。

よろしくお願いいたします。 

 

富田委員 

和光市の本町から参りました富田と申します。もう何十年も、ただ主婦歴が多いだけで別に

あれですけれども、今回目の前にいらっしゃる方々は皆さん、とても立派な肩書のお仕事をな

さっているので、ただただ私はこの場にいていいのかしらと思う感じもございます。自分自身

も意識改革をして、いろいろ勉強させていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたしま

す。 

 

宮川委員 

おはようございます。新倉に住んでいる宮川と申します。私はこの市へ１０年前にこちらに

来まして、和光市というのは緑が多くて、また 近副都心線が開通しまして大変交通の便もい

い。ほかのところから、和光に住んでいていいですねとうらやましがられています。今後さら

に市民が潤い、そしてほかから多くの人たちが和光を訪れるようなまちになってもらえたらい

いと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

籠谷委員 

籠谷と申します。一般の会社に勤務しておりますが、年齢もいきまして仕事に少し余裕がで

きましたので今回応募させていただきました。よろしくお願いいたします。 

 

和田委員 

おはようございます。和田と申します。第三次総合振興計画のときはプロジェクトチームの

リーダーをやっておりました。そういう関係で今度は一市民として参加させていただきたいと

思います。それで、形式的、あるいは全例踏襲というものを打破できたらと思っております。

よろしくお願いいたします。 

 

山幡委員 

山幡二朗と申します。７０を超えたじいさんなのでこういう会はどうかと思ったんですけれ

ども、新倉小学校を卒業していろいろなまちを見てきて、ふるさとへ帰ってきてみたら、物す

ごい潜在能力があるいいまちなのに、まちづくりがちょっともう１つというところがありまし

て、ぜひ私の経験を多少なりとも参考にして、まちづくりに反映できたらと思って応募しまし

た。よろしくお願いします。 

 

西村委員 

西村祐介と申します。この中では、もしかしたら一番若いのかもしれないですけれども、い
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ろいろ勉強させていただきながら発言をさせていただければと思いますのでよろしくお願いし

ます。 

 

大寺委員 

おはようございます。 後になりましたが、和光市を代表いたしまして、この振興計画の策

定をしております企画部の部長の大寺と申します。これだけの多くの関係者が一堂に集うこと

はめったにないことでございます。そういった意味からも皆様と意見交換をさせていただきな

がら、よりよい和光市の将来像を本審議会の中で協議していただくということで、皆様のご協

力をお願いしまして、ごあいさつに代えさせていただきます。 

 

事務局 

ありがとうございました。引き続きまして事務局職員を紹介させていただきます。 

 

事務局 

おはようございます。政策課主幹の大野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

事務局 

同じく政策課企画調整担当の松戸と申します。よろしくお願いいたします。 

 

事務局 

同じく政策課企画調整担当の斉藤と申します。よろしくお願いいたします。 

 

事務局 

同じく政策課企画調整担当の葛西と申します。よろしくお願いいたします。 

 

事務局 

続きまして市でコンサルタントをお願いしています監査法人トーマツも同席させていただき

ますので、あらかじめご了承いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

４ 会長・副会長の選出、就任あいさつ 

事務局 

それでは続きまして、次第に従いましてこの審議会の会長ならびに副会長の選出に入らせて

いただきます。会長につきましては会務を総理していただき、会議の議長をお願いすることと

なります。また副会長につきましては会長の補佐ということです。会長のもとに一緒に取り組

んでいただくということで事前に調整する機会を設けさせていただきますので、審議会とは別

にお仕事が若干増えるということもご理解いただきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

選出にあたりましては市長を座長として進めていただきたいと思いますので、市長のほうで

よろしくお願いします。 

 

市長 
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それでは会長・副会長が選出されるまでのしばらくの間でございますが、私のほうで座長を

務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。座らせていただきます。 

総合振興計画審議会には、和光市総合振興計画審議会条例第５条の規定に基づきまして、会

長及び副会長をそれぞれ１人置くことになっております。またその選出につきましては委員の

互選により定めるということになっております。それでは、会長・副会長の選出につきまして

はいかがでしょうか。ご意見等がございましたらよろしくお願いいたします。 

 

荒木委員 

第１号委員から第５号委員まで皆さん多様なメンバーが参加されています。けれども、先ほ

ど自己紹介にありましたが、首都大学教授の大杉委員は専門が行政学ということで、一番ふさ

わしいと思いますので推薦いたします。 

 

市長 

ほかにございますか、自薦、他薦。それでは、大杉委員を会長に推薦する旨の発言がござい

ましたが、副会長のほうもございましたらおっしゃっていただければと思います。 

 

荒木委員 

昨日、私は防犯ネットの総会へ行ってきましたけれども、副会長につきましては、市民活動

を活発にやられております委員ナンバー１４番の和光ＮＰＯネットワーク事務局長の待鳥美光

さんを推薦いたします。 

 

市長 

ただいま待鳥委員を副会長へのご推薦がございました。ほかにございますか。それでは会長

は大杉委員にお願いをして、副会長は待鳥委員にお願いするということで異議ございませんで

しょうか。 

 

（異議なしの声あり、一同拍手） 

 

市長 

それではよろしくお願いいたします。会長は大杉委員、副会長は待鳥委員ということで決定

いたしました。会長・副会長が選出されましたので、これで私は座長の場を解かせていただき

たく存じます。ご協力ありがとうございました。 

 

事務局 

ありがとうございました。それでは、大杉会長ならびに待鳥副会長は、会長・副会長席にお

移りいただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

（会長・副会長席へ移動） 

 

事務局 

それでは会長になられました大杉会長よりごあいさつをお願いいたします。 
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大杉会長 

あらためまして大杉でございます。どうぞよろしくお願いします。今回こちらの総合振興計

画審議会の会長ということになりまして微力ながら尽くしていきたいと思いますが、総合振興

計画は総合がついております。きょう、多くの委員の方々にご列席いただいておりますけれど

も、私がすべてうまくまとめていけるのかは、いささか不安なところもございます。ぜひ皆さ

んのご協力を仰ぎたいと思います。それと同時に、先ほどお話を伺っていて、それぞれ皆さん

はいろいろなバックグランドがあって出てこられています。総合ということで、単にそれぞれ

個々の分野を取りそろえたという意味では全くございません。それぞれの背景から市政全体に

ついてどう考えていくか、それを議論するのがこの場だと考えております。 

また市長のごあいさつの中にも市民参加を徹底するという言葉がありました。またご参加い

ただいた委員のお一人お一人の言葉の中にも、参加であるとか、あるいはこれまでとは違うや

り方ということもお話がありました。私としても今回まず委員をお引き受けするときに、市民

参加を徹底すると同時に、行政の方々の参加協力が必要だと思いました。 

参加や協働というときに前提となるのは市民の方々がお集まりいただき、そこで議論してい

ただくのは当然といたしまして、それと同時に総合振興計画の一番上位にあたる基本構想は、

ときどき誤解されているのは、基本構想をつくるのが義務なのではなく、基本構想に即して行

政をやるのが法律で義務づけられています。これをきちっと動かしていくには、市民の方々の

英知をいただくとともに、行政の方々にきちんと参加協力をしていただかなければいけないと

思います。 

初のあいさつからこういうことを言うのは何ですけれども、そういう点から申しますと、

庁内にプロジェクトチームをつくっていろいろ参加されて始めているということですが、もう

少し職員の方々も関心を持っていただきたい。私は多くの市民の方々もボランティアとして参

加していただいているわけですが、ちゃんと傍聴に来ていただきたい。あらためて、あらため

てこれは私のほうから強調させていただきたいと思います。 

私、実は和光市と接している隣の練馬区の基本構想をつい 近までつくっていたばかりでご

ざいますけれども、いずれにしましても、こうした地域の中でそれぞれの地域のあり方、その

市民にとって何が一番プラスになるのかということを考えて、いささかなりとも努力していき

たいと思いますのでどうぞご指導のほどよろしくお願いしたいと思います。 

 

事務局 

ありがとうございます。続きまして待鳥副会長、お願いいたします。 

 

待鳥副会長 

待鳥です。皆さんからこのような立場を引き受け、緊張しております。前回、第三次の後期

基本計画策定のときにもかかわったわけですけれども、計画ができて、その後どういうふうに

それが実行されていくのかということが市民にはわかりにくいところがありまして、今回策定

をして、その後実行する計画を作成して、その後それがどのように実施されていくのかという

ところまで市民に見える形で示していきたいと思っております。会長の大杉先生の足を引っ張

らないために一生懸命頑張りますのでどうぞよろしくお願いいたします。 
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事務局 

ありがとうございました。 

 

５ 諮問 

事務局 

それでは続きまして、次第５「諮問」に入りたいと思いますので、市長さん、よろしくお願

いします。 

 

市長 

それでは読み上げさせていただきます。 

和光市総合振興計画審議会会長様 和光市長 松本武洋 

第四次和光市総合振興計画について、和光市総合振興計画審議会条例（昭和４６年条例第７

号）第２条の規定に基づき、第四次和光市総合振興計画について、調査及び審議を行うことを

諮問します。 

ただし、当計画の策定にあたっては、下記の６つの視点を入れた計画づくりとする方針を定

めたことを申し述べます。 

１．和光市の独自性のある計画づくり。２．市民との協働による計画づくり。３．新たな時

代ニーズに的確に対応した計画づくり。４．目標が明確で、成果が評価できる計画づくり。５．

実行性を確保した計画づくり。６．わかりやすい計画づくり。 

以上でございます。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。なお、今、市長から諮問をお渡ししましたが、これにつきまして

は各委員さんのほうにお配りさせていただきますので、後ほどご確認をいただければと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

それではこれからの会議の進行につきましては会長さんにお願いしたいと思います。 

なお、市長につきましては、このあと所用がございますので、ここで退場させていただきま

すのでよろしくお願いいたします。 

 

市長 

よろしくお願いいたします。 

 

（市長退席） 

 

６ 会議の公開について 

大杉会長 

それでは次第に基づいて進めたいと思います。次第６「会議の公開について」、事務局からご

説明をお願いします。 

 

事務局 

それでは座ったまま失礼させていただきます。会議の公開につきまして説明をいたします。
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市民参加条例第１２条４項及び第６項につきまして、審議会等の会議についての公開、会議録

の作成と公表についての規定があります。基本的なルールにつきましてはこの規定に従い進め

てまいりますが、いくつかの詳細な部分につきまして当審議会の場で委員の皆様の総意のもと

決定をしたいと思います。 

具体的には、１点目といたしまして会議録公開の範囲。２点目といたしまして委員名を載せ

た上で発言内容を掲載するかどうか。また３点目といたしまして、会議録の校正にあたっての

確認の方法。この３点について協議をいただきたいと思います。 

事務局の考え方といたしましては、公開の範囲については要点記録ではなく全部記録、発言

委員の個人名についてはすべて載せる方向で事務にあたりたいと考えております。校正にあた

っての確認方法は、委員名を載せたいというふうに考えていることから、全委員さんに郵送等

により会議録案を送付いたしまして、委員の方に修正等があれば連絡をいただくという方法を

考えております。期限までにご連絡をいただけない場合には修正なしというような取り扱いを

させていただきたいと考えています。若干確定までに時間がかかりますが、次の会議において

確定後を皆様に配付して、当市ホームページ上等において公表してまいりたいと考えています。 

事務局案といたしましては以上でございます。 

 

大杉会長 

今、事務局案につきましてご説明いただきましたけれども、いかがでしょうか。何かご意見

のある方はどうぞ。あるいは質問も含めてですけれども、いかがでしょうか。どうぞ。 

 

赤松委員 

公開期間を何日とか、そういうのも決められますか。何年公開するのか、お聞きしたいです。 

 

事務局 

公開期間というのは継続的にそのまま載せていきたいと考えております。ちなみに、第三次

総合振興計画後期基本計画策定時のものは現在においても、ホームページで継続して公開して

いるところでございます。 

 

大杉会長 

実は今の点、 近ホームページの容量も随分多くなってきたので、ある意味で意図的に削除

するとか、そのまま載せ続けていることが多いと思います。この文章をどの程度公開していく

かということもある程度ルール化しておかないと、例えば 10 年間あったけれども、すぐなくな

ってしまうとか、あるいは今回新しく定めるので前のものは削るのか削らないのか、いろいろ

な判断が出てくるかと思います。 

そこら辺の原則についても今後少し議論していく必要はあろうかと思いますが、差し当たっ

て少なくとも前回のものが載っているということは、今回のものについても次回のまた改定時

までは記録としては公開され続けるだろうと、それぐらいの感覚とお考えいただくということ

なのかと思います。 

ほかにいかがでしょうか。 

 

大崎委員 
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先端力学シミュレーションの大崎でございます。公開はもちろん今の事務局案で原則よろし

いと思いますが、ちょっと質問です。この会議の議題内容のことでございます。行政側として

構想といいますか、内容的に検討を進めようとしているものとか、今後の構想のベースになる

ような検討内容で、またこの会議だけでもっと深掘りした議論をしていきたいとか、そうした

議題というものは何かありますでしょうか。 

要するにプロセスも公開するのが原則ですが、我々の会社ですと人事とか組織の検討プロセ

スだけは、すべて厳秘です。そして組織や人事の検討結果は、全員にオープンにしています。

つまり組織や人事の検討プロセスについては、限定したメンバーで非公開でやって、つまりこ

のメンバーだけで議論をするというようなことをいつも我々はやっています。例えばそういう

ようなものはこの議論の中に含まれないのかどうかをちょっとお聞きしたいと思います。 

 

事務局 

計画の策定にあたりまして、さまざまな市民参加の手法を取り入れております。実はこの審

議会自体も市民参加の手法の１つです。この審議会以外にパブリックコメント、市民討議等、

後ほど策定スケジュールのところでご説明させていただきますが、そういったことも組み合わ

せて計画策定を進行してまいります。市民参加の手法のすべてを同じように公開して、また審

議会委員の皆様にもその辺の状況を会議資料としてご説明させていただきます。というような

ことでプロセスについてすべて確認していただけるものと考えております。 

 

大杉会長 

今の点ですけれども、原則的に公開して、こう考えていますということで、当然さまざまな

意見が出てくるわけです。１つには、民間企業だけではなく行政にしろ、人事であるとか、な

かなかオープンにはしづらいプロセスについて結果はもちろんオープンするにしても、そうい

うものについて検討することがあろうと思います。原則細かいそういうことは、普通は予測し

ていないということになります。特に総合振興計画ということで大きな市政の方針を定めてい

くということになりますので、そうしたプロセスの情報を伏せなければいけないということは

原則としてないだろうと予想されます。 

その一方で、皆さんの中には、すべて公開というとなかなか発言しにくいという声がよくあ

ります。ただ、これはさまざまなプロセスでいろいろな意見が出てきて、当然それは賛成され

ることもあれば、ほかの人からいろいろ意見が出ることもあります。そういうプロセスを踏ん

でいきたいというのが、今回のそもそも計画策定の考え方でもあるということでもございます。

その点はご了解いただきたいと同時に、むしろそういうようなプロセスをとる市政を進めてい

るということですね。このこと自体、我々が進めるのも責任を持って対応していかなければい

けないということでございますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。よろしいでし

ょうか。 

ほかに何かございますか。よろしいでしょうか。 

 

宮川委員 

ちょっといいですか。公開されるときに委員の名称まで載せるという話ですよね。普通一般

的にはいいと思いますけれども、委員まで載せる意味というのはどう意味ですか。一般から秀

でるという意味で委員の名前まで載せるという意味ですか。委員の名称、その氏名、名前まで
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載せるという原因というのは……。広くいろいろな意見というのは、こういう人が出している

から間違いないですよという意味の、氏名まで出すというようなことですか。それとも今言っ

たように広く聞くということであれば、ある意味で体質の部分があるのではないか。そうする

と流れによると思いますけれども、その氏名まで出すという意味はどういう意味ですか。 

 

事務局 

委員名を公開することにつきましては、情報公開というのは１点ございます。そして、委員

の皆様方には責任を持った発言をしていただくというようなこともあろうと思います。そうい

った相互の観点から委員名の公開というふうに考えております。 

 

宮川委員 

はい。わかりました。 

 

大杉会長 

いかがでしょうか。特にないようでございましたら、事務局案で会議の公開の考え方を確定

させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

（異議なしとの声あり、一同拍手） 

 

７ 策定方針について 

大杉会長 

それでは次第の７「策定方針について」、事務局からご説明をお願いします。 

 

事務局 

それでは策定方針について説明をさせていただきます。お配りいたしました資料３をごらん

いただけますでしょうか。表紙を１枚めくったところに目次がございます。この中に策定の趣

旨、策定のあたっての６つの視点、計画の期間と構成、策定体制、策定スケジュールといった

もので構成されていることがおわかりいただけると思います。 

まず、はじめに総合振興計画とはどんなものかにつきまして簡単に説明させていただきます。

これにつきましては先ほど大杉会長からもお話がありましたが、別冊でお配りさせております

総合振興計画後期基本計画の資料の１２ページをご覧いただけますでしょうか。よろしいでし

ょうか。 

それでは、計画をつくるだけではなくて推進することというお話もいただきましたが、計画

を推進すること自体につきましては、地方自治法におきまして規定されております。その市、

つまり和光市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想というものを議会

の議決を得て定めるということになっています。現在の計画は第三次和光市総合振興計画とい

うもので、計画の終了が２０１０年となっています。 

基本構想というのは、まちづくりの理念や将来都市像、施策の大綱といった骨子、骨組みの

ものでありまして、その下に基本計画というような一定で、具体的な計画をつくるというもの

が一般的でございます。中段以降には和光市総合振興計画後期基本計画の体系が示されてござ

います。 
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第１章からは、５つの重点目標を示しております。第２章といたしましては、多岐にわたる

行政の仕事をローマ数字の１番の都市基盤から、５番の産業というものに分類いたしまして、

全体的な施策の推進をするための仕組みを、第３章の構想推進のためにというような形で位置

づけております。 

そして、各種具体的な分野別の計画というのもこの総合振興計画と当然整合性が図られ、基

本計画の下に分野別計画が位置づくというような関係になります。言ってみれば、これから策

定をする２０１１年からの第四次和光市総合振興計画は、行政のすべての計画の も上位に位

置づけられる計画ということになります。 

続きまして、また資料３の策定方針に戻っていただきまして、こちらの２ページをごらんい

ただけますでしょうか。２ページには策定にあたっての６つの視点を示しております。これに

つきましては文字どおり計画づくりにあたって、あらゆる場において、これに示した視点を念

頭に置き進めていこうというようなスローガンでございます。例えば意見集約に参加した各種

市民参加の手法の段階において混乱するというときに、また事務局が事務を進める上で疲れ果

ててしまったときなどに、この視点を思い出して歩みを続けていこうとするようなものだと考

えていただければ幸いでございます。 

１番といたしまして、独自性のある計画づくり。いわゆる和光市らしさということでござい

ます。 

２番といたしまして、協働による計画づくり。これは市民参加と情報の共有というようなこ

とで、まちへの愛着を深めていくという観点で考えたものでございます。 

３番といたしまして、新たな時代ニーズに対応した計画づくり。これは日々刻々と変化して、

そういった状況に遅れない体制を整備していきたいというふうに考えたものでございます。 

４番目といたしまして、目標が明確で、成果が評価できる計画づくり。これは計画の進行管

理の段階で評価に耐え得るような計画をつくっていくといった観点からのものです。 

５番目といたしまして、実行性を確保した計画づくり。もちろん計画というのはつくって終

わりということではございませんので、推進、実行に重きを置いた計画にしたいといった意味

でございます。 

６点目といたしまして、わかりやすい計画づくり。これはなるべく具体的なことを示してい

きたいということ。これら６つの視点を踏まえて計画策定にあたっていこうというふうに考え

ております。 

続きまして、右側の３ページ。計画の期間と構成について説明させていただきます。先ほど

冊子の資料でも書かれていましたが、従来は基本構想をおおむね１０年間で設定いたしまして、

議会の議決をいただく。さらにその下に続くものといたしまして、５年の基本計画を前期と後

期といったような形に分けて策定をしていく。さらにその下に、予算編成の基礎になる、計画

期間が３年間の実施計画をつくり、施策や事務事業の指針にしております。基本構想、基本計

画、実施計画という３層構造と言われるものでございます。これは法により策定・推進が義務

づけられ、多くの自治体において取り入れられた手法でございます。 

今回の試みといたしまして、社会情勢の変化と経済状況、住民ニーズ、こういった変化に対

応していくために、基本構想と基本計画を一体化し簡素化させて、具体性のある基本構想を目

指すとともに、実施計画についてもより戦略的なものにしていくことも考えております。先ほ

どの３層構想の計画から、２層構想の計画の策定というものも視野に入れているということで

ございます。目標年次を平成３２年度といたします１０か年、基本計画と統合した基本構想を
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定めて、５年を節目として計画の見直しを行っていくということを視野に入れた検討を行って

いこうと考えております。埼玉県内ではこういった構成を採用している自治体はまだございま

せんが、神奈川県内や東京２３区内で採用の自治体が増えてきている例がございます。 

続きまして、４ページ目をごらんいただけますでしょうか。策定体制。４ページに示してい

る図を見ていただけるとわかりやすいかと思います。市政の主役は市民の皆さんでありまして、

市民主義の実現のために各種市民参加の手法を取り入れております。市民意識調査、市民提案、

市民討議、ワークショップ、パブリックコメント、意見交換会。もちろんこの審議会、議決を

いただく市議会につきましても市民参加の手法というふうにとらえることができると思います。 

右側に示しております市の内部の政策会議は、市長をはじめとする幹部職員で構成されてい

ている機関でございます。また、計画の素案の検討を行うために、部長級で構成する策定委員

会。その下には、課長級でつくる検討委員会、担当者級のワーキングチームを設置しておりま

す。さらに職員提案までも活用して、全庁的な体制を整備しております。 

後に、当審議会において何を行っていくのか、何が求められているのかということについ

てご説明をいたします。冒頭で市長が大杉会長に諮問書を渡されましたが、この諮問を受けて

計画に関した調査及び審議を行っていただき、結果を市長に答申していただくというような形

になります。この中で必要な情報提供を市の全庁的な体制で支えてまいります。 終的には、

答申の中心的な成果物として計画案そのものをつくっていただくことになります。 

このように大変な重要な任務を審議会の皆様にお願いすることになりますが、言ってみれば、

この作業自体が同じ目的に向かって進んでいく協働の一形態であるというふうに認識しており

ます。事務局一同も甚だ微力ではございますが、一生懸命対応させていただきますのでどうぞ

よろしくお願いいたします。長くなりましたが、ご説明につきましては以上でございます。 

 

大杉会長 

ただいまのご説明につきまして、ご質問、ご意見は何かございますか。これまでも総合振興

計画の策定であるとか、市政にかかわられた方にとってはなじみやすいかもしれませんが、初

めてこうした場に出てこられた方々にとっては少しわかりづらいところもあったかと思います

ので、ちょっとご遠慮なくご質問、ご意見を出したいただきたいと思います。いかがでしょう

か。 

 

大崎委員 

先端力学シミュレーションの大崎でございます。ちょっとお聞きしたいですけれども、これ

をつくっていくにあたってのいろいろなバックデータといってはおかしいですが、例えば経済

環境であるとか、市の住民のこれからの動向といいますか、予測であるとか、財政の予測であ

るとか、かなりいろいろ計画の根本となる情報というのも必要になってくると思います。その

辺はどのようにお考えなっていますか。 

 

大杉会長 

ただいまご指摘をいただきましたが、事務局のほうからご説明を。 

 

事務局 

計画策定に必要なバックデータにつきましては、実は策定スケジュール資料４のところで説
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明させていただこうと思っていましたが、既に４月から基礎調査として例えば人口推計・財政

分析・社会指標分析、あと現在実施中ですが、市民意識調査というようなものを実施いたしま

して、現在収集中でございます。その結果につきましても順次、示してまいりますのでよろし

くお願いいたします。 

 

大杉会長 

ほかにいかがでしょうか。 

 

８ 策定スケジュール  

大杉会長 

少し具体的なイメージを持っていただくために、次の策定スケジュールのほうをお話しいた

だいたほうがいいかと思いますので、次第の７になりますが、「策定スケジュール」につきまし

ても説明いただいて、そのご説明後また策定方針も含めてご意見があれば出していただきたい

と思います。事務局、お願いします。 

 

事務局 

それでは策定スケジュールにつきまして説明させていただきます。資料４、Ａ３横の１枚紙、

色刷りの資料をご覧いただけますでしょうか。 

左から右に流れていく流れが時間軸。左上から下へは総合振興計画の策定状況をはじめとい

たしまして議会との関係、当審議会の開催のおおよその時期。またその下には市民ということ

で市民参加の手法。また市というところでは市の内部の検討状況の予定などを示しております。 

一番上の総合振興計画と書いた部分をごらんいただければと思います。本日が６月６日でご

ざいますので、６月この時点ではただいま申し上げました基礎調査です。人口推計・財政分析・

各種社会指標分析・市民の意識調査、また現行計画の評価、課題整理分析等に着手しているこ

とをこのスケジュールでは示しております。 

７月からは将来像の策定や施策方針の策定に取りかかっていくことと併せまして、８月から

は重点的に取り組むべき施策の体系の策定。整備に始まりまして分野別計画素案の策定。分野

別計画案の策定作業というふうに進んでいきまして、年度が明けるころには計画策定の案がク

ライマックスを迎えるというような形になってまいります。 

２段目の議会と書かれたところでは議会との関係を示しております。 

途中、途中で議会のほうに対応して説明をさせていただき、いろいろご意見をいただきなが

ら年度が明けまして、審議会から答申をいただいた後に、平成２２年度６月議会において計画

案の審議をいただき、総合振興計画が決まってくるというようなことをここでは示しておりま

す。 

中段、審議会と書いてある色塗りしている部分をご覧いただけますでしょうか。当審議会は

答申までに全８回の会議の開催を予定しております。各回のおおよそ開始時期と、議題は今お

話ししたとおりここに示されております。ここに矢印で下から引かれていたり、下に矢印を引

いたりする部分がございますが、例えば第２回審議会は現状分析の報告をいたしますけれども、

これは市の内部で議論を重ねたものを審議会資料としてお渡しするというような相関関係を示

しております。本当はもっとたくさんの線でつながっているのですけれども、すべてを引いて

しまうとフローとしてわかりづらくなるので簡潔な１本線で示しているという形です。もちろ
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ん審議会でいただきましたご意見につきましては、庁内で今後の検討材料としてフィードバッ

クをいたしますけれども、そのあたりにつきましても特に線は引いておりませんが、ご了解い

ただければと考えております。 

審議会の下の欄、市民と書いてあるところをごらんいただけますでしょうか。４月から検討

を重ねておりました市民意識調査の調査票を５月１５日（金）に発送しております。１８歳以

上の無作為抽出で抽出された方を対象に発送をいたしました。意識調査の締め切りは６月１０

日、来週の水曜日というような形で設定しております。風のうわさでは、委員の皆様の中に抽

出された方がいらっしゃるというようなことですので、回収率についても我々としては大いに

期待をしているところでございます。 

また７月後半、７月２６日と８月２日に、また新たな市民参加の試みを計画しております。

市民討議といいまして、これは従来の参加希望者によるワークショップとは異なりまして、こ

れも無作為の中で参加者を募って、基礎調査に基づく施策の方向性検討を行ってまいります。 

これとほぼ時期を同じくして、市民からの提案募集とか、その後も意見交換会と組み合わせ

たパブリックコメントの実施というようなものを１０月と来年の２月ぐらいの２回予定してお

ります。その間１１月ごろになりますけれども、分野別のワークショップ形式による懇談会も

入れて、各種メニューを十分に取り入れ、計画をつくっていくというふうに考えております。 

また一番下の会議予定という部分には、次回以降の会議日程を第４回会議についてまで示し

てございます。５回目につきましても正式な日時はまだですが、１２月下旬というようなこと

で考えております。 

また、この審議会以外の各種市民参加メニューでの、委員の皆様の参加費についてでござい

ますけれども、当然それらの市民参加メニューにつきましては審議会とは性質が異なってまい

りますので、会議出席に際しましての報酬等の措置はできませんが、もちろん審議会委員とし

て運営側としての参画とか、また一参加者としての出席につきましては大歓迎させていただき

ます。また事前に十分な情報提供を行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

策定スケジュールにつきましては以上でございます。 

 

大杉会長 

ありがとうございます。スケジュール、先ほどご説明いただいた策定方針を含めて、ご意見、

ご質問をいただきたいと思います。 

今スケジュールについてお話がありましたが、この点は非常に重要な点です。事務局のほう

でご準備いただいて、あらかじめこういった形で示していただきました。もちろん今後進めて

いく中で、例えばこの審議会についてもどの時期にどの回数をやっていくか、このとおり行く

のか、より早まるのか遅くなるのか。回数等についても今の時点でフィックスできるものでは

ございませんけれども、大きく、我々が今後どういう考え方のもとにどういう方向に向かって、

大体どういうようなスケジュール感を持って進めていくのか。そして、この審議会だけで動く

話ではございませんので、一般市民の方々の参加、市の行政や議会との関係も含めてまとめい

ただきましたので、先ほどの策定方針ともども我々が今後、総合振興計画策定にあたって常に

立ち返って見ておかなければいけないものだと思います。ご遠慮なくどうぞ、ご質問どうぞ。 

 

古屋委員 

非常にわかりやすいスケジュールで大変ありがたいですが、今の話を聞いていると第三次の



18 

総合計画がまだ計画期間中ですから終わっていませんけれども、どう評価されるべきなのか。

先ほど方針の中で実行性を確保した、あるいは実行性を担保という言葉まで書いてありますが、

担保するというのはまた大変な言葉だなと思っています。今の計画がどう進められ、どこまで

実行されてきたのかという検証というのは、評価というと言い過ぎかもしれませんけれども、

どのようなスケジュールで行われるのでしょうか。また、それをこの第四次計画に反映させる

必要もあろうかと思いますが、その辺はどうお考えなのかを教えてください。 

 

事務局 

現行計画の評価につきましては、この資料４の一番下の市と書いてある部分ですが、市役所

内部の検討を示しており、この２行目、現行計画の課題整理分析ということで既に、ワーキン

グチームによりまして分析につきまして進めているところでございます。具体的に言ってしま

いますと、こちらの後期基本計画の中に現状の課題というのがそれぞれ施策部分で示されてお

りますけれども、この課題の解決状況、実際にどれだけ施策が進んで課題が解決したかという

ような分析をしていただきます。もちろんその課題が解決したものもあれば、課題が解決して

いないものもございます。そういったものにつきましては、さらに市計画で新たな課題として

認識をして、施策を進めていかなければならないというような形で今後整理いたしまして、第

２回会議で報告をさせていただきたいというふうに思っております。 

 

赤松委員 

３号委員の赤松ですが、市民意識調査についてです。私はこの中で市民意識の何を調査する

のか、論議をするのかと思っていましたが、既にされているとあります。この調査の方法は、

これだけで材料にするのがいいかどうか、どう思うか、聞いておく必要があると思います。 

この中で欠けている部分、もっと市民意識をということ。例えばいただいた第三次総合振興

計画の１２ページに後期基本計画の構成とあります。これを読んで、これを勘案して評価しつ

つ意識調査というような、ちょっと精度の高い意識調査も私は必要ではないかと考えます。た

だ、何も知らない更地のアンケート調査も必要ですけれども、過去の継続から何から調べまし

たけれども、非常にいいものがちゃんと出ていますので、その評価。私たちも環境市民会議で

もその評価に対して提案する直前にあるわけです。まだ詳しくは提案してないですけれども、

そういう意味ではちょっと話し合っていただきたいと思います。 

 

大杉会長 

市民の方々からの意見聴取の方法はさまざまあろうかと思いますが、今回これも私の委員委

嘱を受ける以前から既にスタートしていたのだと思いますね。この意識調査も２，０００人と

いう形で抽出してやるという方法も１つ考えられようかと思います。今後行われる市民討議を

はじめとした市民参画の手法というのが、今、赤松委員の言われた、優先度の高い方法での意

見を聴取する場になっているというふうに私は理解しているところですが、今のご質問も含め

て事務局から少しよろしいですか。 

 

事務局 

市民意識調査につきましては若干今まで同様に、第三次総合振興計画の重点目標ということ

で、その中で同様の調査をして、一定の内容となっているところもございます。今、委員さん
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のほうでお話がありましたように、また新たなものとか、これから始めるものということで今、

若干考えておりますのは、現在市のほうでも国の経済対策があって補助事業ということで、聞

き取り調査などをやっていただきますけれども、そういう中で第四次総合振興計画のアンケー

ト調査というものをこのアンケートとは別にどうかと今考えています。その内容につきまして

も、本日いただいた意見の中で反映されるものがあれば、現在の２，０００名を取ってくるア

ンケート調査とは若干異なった形でもとれるのかなと思います。その辺につきましては検討さ

せていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

大杉会長 

なにぶんこの審議会も、先ほどのスケジュールにありますように回数自体は限られておりま

すので、ほぼ１カ月に１回ぐらいのペースでしか開けないこともございます。そうしたこの大

きなスケジュールを見ていただいて、例えばこういう形で今言われたようなアンケートという

ものも含めて、ここを入れてほしいというご意見があれば、これはまたそれぞれ出していただ

くということはあろうかと思っております。事務局側からもいつぐらいまでだったら間に合う

というようなことを出してもらえるように、私としてもお願いしておきたいと思います。 

ほかには何かご意見はございますか。 

 

待鳥副会長 

現行計画の達成度の確認ということで、先ほど庁内会議と、それから市民意識調査がありま

したけれども、この現行計画の評価推進機関として施策推進会議といいますか、市民による会

議もあると思いますけれども、そちらのほうでの実際の評価というか、そのあたりとの調整協

議はどのようになりますでしょうか。 

 

事務局 

計画の推進の評価機関ということで、総合振興計画施策推進会議という任意の会議を既に設

置して、毎年検証をしております。現行計画の達成度につきまして庁内の検討と併せて、市民

の方々による施策推進会議のほうでも評価いただく予定です。具体的なスケジュールといたし

ましては、７月から８月にかけて会議におきまして集中的に審議をいただきましては、その辺

をとりまとめる予定です。ですから、第３回目以降の審議会におきまして、その辺の結果等に

つきましてもご報告をできるというような形で考えております。 

 

大杉会長 

よろしいでしょうか。ほかに何かございますか。どうぞ。 

 

和田委員 

新しい市長さんとの策定の方針の整合性についてお伺いいたします。 

 

事務局 

これにつきましては策定方針を策定したときは、前市長のほうで作成していまして、これに

つきまして今回、監査法人トーマツにご参加を願っていますが、１つの市としての方向性をも

とにこのプロポーザルを行うということで、そういう形で若干早めにこの方針を立てさせてい
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ただきました。今お話がありましたように新市長のもとでの整合性というご意見でございます

が、これにつきましても就任すぐにこれを確認いたしまして了承を得ております。 

また市長といたしましては、全体的な考えとして和光市を高品質な住宅都市にしたいという

ことで、良質な住宅だとか、緑がある、永住型・定住型の将来都市像を目指して、これは市長

の方針的な考えでございますので、そういう考えも、今回のこの 6 本の柱の中で諮問しており

ますけれども、こういうお話も含めていると思いますのでよろしくお願いします。 

 

和田委員 

はい。わかりました。 

 

大杉会長 

ほかにいかがでしょうか。 

 

松井委員 

資料でいいますと、資料３の１ページ目にあります６つの視点の中で、５つ目の「実行性を

確保した計画づくり」という文言がありましたけれども、ちょっと技術的な話になって恐縮で

すが、その５の欄に「各種計画との整合性を図り」というような記載がございます。こちらに

ついてですが、既に平成１７年につくられています、こちらで言えば地域福祉計画、さらに言

えば都市計画マスタープランというのがあり、さまざまつくられています。ある意味、既にで

きている計画等の整合性を図ろうとしますと、この新たな６つの視点の中でというのは地域の

新しいニーズとか、時代に即したというものであるで、足をやや引っ張られてしまうのではな

いかという懸念がございます。 

そもそもその基本計画との整合性をいかに図るかというのが、ややもすると非常に難しいの

かなと思います。今回いただきました資料４のスケジュールの中で、現行計画の課題整理分析

と記されていますけれども、このことはむしろ第三次総合振興計画だけではなくて、個別の基

本計画、都市マスにしかり、基本計画にしかり、地域制度計画にしかり、それぞれの計画に対

して新たに見直しを要請することも含めてこの総合計画を検討するべきなのか、しないべきな

のか。ちょっとその辺も検討しなくてはいけないのかというふうに、今日いただいた資料では

そう感じました。 

現在のところお伺いしたいというのは、各種計画との整合性というその書きぶりですけれど

も、これはどのようなお考えなのでしょうか。または、現在作業としてはどの程度進んだのか

をお話しいただければと思います。 

 

事務局 

大変示唆に富んだご意見をいただきましてありがとうございます。各種計画との整合性につ

きまして、既存の計画につきましても総合振興計画策定にあたって、それぞれ計画期間中であ

っても各分野におきまして、課題の解決状況、検証等を行っていきたいというふうに考えてお

ります。その中で、 大公約数をこの新たな計画に盛り込んでいければというふうに考えてお

ります。 

今後に向けましても、個別の議論の中で分野別計画との関連につきましてご協議いただくこ

とになるかと思いますが、そういった場面におきましても皆様方の中で十分なご意見をいただ
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きまして、また 4 号委員としてご参加いただいておりますが、非常にその辺のご指摘、ご意見

をいただいてありがたかったというふうに感じております。これからも我々の中で収集してい

きたいと思っておりますので、ご指導のほうをよろしくどうぞお願いいたします。 

 

松井委員 

そういうことと関連しまして大杉会長からもお話がありましたけれども、職員の中でもやっ

ぱり委員としての形ではないですけれども、来ていただく。それはお呼びするとかではなくて、

陪席していただくだけでも構わないですけれども、自らの計画をかなり作業してくることが…

…。本当の総合計画というのは、総合計画をつくるのではなくて市としての計画をつくるわけ

ですから、そうすると関連する基本計画も影響を受けざるを得ない。また見直しせずおれない

ということをご自覚いただくためにも、どういう関連というのはまた言いにくいですけれども、

その辺はかなり庁内でも周知していただければよろしいかと思っております。 

 

事務局 

今お話をいただく前から職員についてはどんどん参加するように、庁内対策を図っています。

また、どうしても出席できない場合につきましても庁内ＬＡＮがございますので、そういうこ

とで会議内容の資料をできれば全職員に配付しまして、この趣旨を理解していただこうと思っ

ております。 

 

大杉会長 

よろしいでしょうか。その場に来るか来ないかの差は決定的に大きいですよ、これは。私は

今まで、私の経験だけで語ってはいけないですけれども。きょうお越しいただく方もいると思

いますが、その場に来るということは大事だと思いますね。ただ、庁内ＬＡＮという便利なも

のがあればそこで十分な提供ができると思いますし、どうしても開催日は勤務時間外で、勤務

時間内であっても勤務でしょうから出られないということもあります。けれども、皆さんもい

ろいろお時間のやり繰りして出てくるという部分もありますので、職員というのも……。実際、

和光市の職員の方々は和光市内に住んでいらっしゃらない方もかなりいるのでないか。これも

後でデータを出していただきたいと思いますけれども。ここで１日の大半を過ごして働いてい

るのは和光市民ですよ。ただし、職員市民としての自覚を持っても参加していただきたいとい

うふうにぜひ思います。そうでないと、私は全然和光市民ではないのに、なんで、ここでこん

なこことをやっているのかということになりますので、それは十分ご理解いただきたいと思い

ます。 

その前のご質問のほうですが、おそらく和光市も、国のほうから義務づけされたり、半義務

強制的に進められたりしている計画というのも二十数本ぐらいはあると思いますので、そうい

ったものがどういう状況にあるのか、基礎的な情報はもちろんまとめていただくことになると

思いますけれども、この整合性を図るというときには当然この総合振興計画が 上位。今、行

政計画が 上位ですので、こちらと整合性を図っていくということにいうことになります。 

ただ、そのときに、むしろ一番重要なのは、それぞれの計画も市民の方々にご参加いただい

てつくられてきているものだと思います。そのときの例えば１年前、２年前に参加された市民

と、たまたま今回いろいろな形でまた市民参加を進めていく方々が重複する場合もあれば、違

う場合もある。それと当然時間もたっておりますので考え方が変わったり、世の中の情勢が変
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わったりということもございます。この調整をどうするか、本当に難しい問題です。それを考

えていこうというのがこの審議会ですので、ぜひ皆さんのお知恵を借りたいということです。

よろしくお願いします。 

ほかに何かご意見、ご質問がありましたらどうぞ。 

 

赤松委員 

今、松井さんがおっしゃったのは、具体的に今問題が市内にあります。例えば緑地保全計画。

今、景観計画があり、多少、整合性がありますけれども、だけど都市計画の担当で進められて

いるのはミスマッチしている。そういう部分でやはり。今ある和光市のそういった計画をやは

り委員の方にも配付して、緑地保全計画、環境保全計画。景観計画は素案中です。そういうの

はやはり資料としてちゃんと配付して、現状のアンケートの整合性を合わせたうえで検討する

必要がある。ぜひその資料を皆さんに配付していただきたいと思います。 

 

大杉会長 

この会議はスケジュールを見ていただいているように非常に限られておりますので、例えば

そういう課題があれば、皆さん、それぞれのところでいろいろ直面されている、あるいは普段

感じられているようなこともあろうかと思いますので、そういう場を出していただき、そのほ

かの市民参加の方々が検討して考えていくということになろうかと思います。 

これも今回説明が出ているのか出てないのか、これから出てくるのかもしれませんが、私と

して個人的に今までこういう仕事を引き受けて出させていただいた中では、こういう会議はど

うしても限られておりますので、例えばもう少し学習の場というのを市がつくっていかなけれ

ばいけないというふうに思っています。それは皆さんに参加を強制することはできないですけ

れども、例えば今言われたような個別の計画の話であるとか、市としてこういう計画があって、

今までこうやってきた、もうちょっと掘り下げた説明の場を委員の方々はもちろん、一般市民

の方々でも関心があれば参加していただき見て聞けるような。 近よく地域何とか大学、市民

大学と言っておりますけれども、市民の講座としてではなく、その地域の物事を考えていく上

での基本的な情報共有のあり方として、そういう学習の場をつくっていくということが非常に

重要だと思っています。私はこういうような場で大体事務局をやらされますので、そういうの

を前提として引き受けているというつもりで私がおりますので、そういうようなことは今後、

和光市としても今までもやっていたかもしれませんが、ぜひ進めていただきたいというふうに

思います。 

皆さんのほうでもご支援いただきたいと思いますし、ご参加をいただきたいと思っておりま

す。 

ほかに何かございますか。 

 

荒木委員 

会議の予定の中で１１月１４日が入っていますけれども、１１月１４日は市民まつりの前日

祭が入っています。１１月１４日は市民まつりの前日祭になります。 

 

大杉会長 

少なくとも次回会議は早速決めなければいけないということになって、なるべく先の会議に
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ついても日程は、皆さん、いろいろご予定があるでしょうから、そういうようなご事情があれ

ば、まだこれは１１月ということであれば再検討をしていただくということもあろうかと思い

ます。 

ただ、この会議は非常にメンバーが多いので、全員が大丈夫だということにはこれからなら

ないのではないか。 大限努力はいたしますが、何かの都合によってご欠席の方が出るような

日程にさせていただくことはあろうと思いますが、第２回についてはちょっと案として決めさ

せていただいて……。いずれも第２回、第３回、第４回もそうですけれどれもあくまでもまだ

案でございますので、再検討の余地はあるというふうにご理解いただければと思います。 

ほかにいかがでしょうか。 

 

古屋委員 

ちょっと話題が変わりますが、３ページ目の計画の構成と期間というご提案といいますか、

これでどうだろうかという事務局のご提案だと思いますが、現行計画が基本構想、前期後期基

本計画、実施計画の３本立てに、３層構造になっているということで、今回は２層構造という

ふうなことになっています。やはり今までやってみて、行政の立場からこの３層構造でやりに

くかったのかわかりませんが、その辺の何か反省とかを踏まえているのでしょうか。あるいは、

実際に市民の方からご意見が出て、こうしたほうがいいというお話でご提案されているのでし

ょうか。 

また、この２層構造にするか、３層構造にするかは早く決めないと、この議論の発端が進ま

ないと思っておりますが、そのスケジュールはどうされるのか、ちょっと教えていただきたい

と思います。 

 

大杉会長 

事務局からどうぞ。 

 

事務局 

ありがとうございます。３層構造から２層構造の変更も視野に入れているということ。これ

はなぜかということにつきましては、意見といたしましては簡素化をしたい。構想というのは

将来都市像とか都市像というような形でしたけれども、これをより具体的なものにしたい。簡

素化したいというのとわかりやすくしたいというのが大きな理由です。 

あと総合計画を２層構造にしますと、３層構造のときの１つの基本構想だけが実は議会の議

決対象となりますけれども、従来の３層構造になれば、この２つの基本構想と基本計画で具体

的な計画内容を議決対象にすることになりますし、そういった市民意見をより反映した計画に

なるというふうに考えて提案させていただきました。 

それをいつ決めるかということですが、庁内もその辺の議論のほうを早急に決めなければい

けないというふうなところで、できれば次回の第２回審議会までには、庁内の検討委員会、策

定委員会等でそのような結論は出させていただきます。以上です。 

 

古屋委員 

わかりました。ありがとうございます。 
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大杉会長 

はい。１６４ページ以降が第三次総合振興計画の中の基本構想ですけれども、これをごらん

いただきますといろいろ大枠をきっちりと書いてありますけれども、具体的なことまでを基本

構想レベルでは定めない。市民参加を進めていくことで皆さんのいろいろな思いは、本当は具

体的な個々の事業というレベル、あるいはもう少しその事業をまとめた施策レベルなんてよく

いいますが、そういうところの議論で、それぐらい具体的なものではないとなかなか議論が進

まないということがございます。 

後の基本構想のように大枠で、例えば「みどり豊かな人間都市、和光」とか、都市づくり

はこういう方向だというところの抽象化されたレベルを定めるのが基本構想で、３層構想のよ

うになってしまっています。ここだけでご議論いただくと今１つ、その具体性がなかなかつか

みきれないというようなこともございます。 

ですから、今回より具体的なことを我々一般の市民の方々が身近に感じて、具体的に議論し

ていただくということもまた重要なことだというふうにおそらく考えて、従来、基本構想と基

本計画に分けたところを合わせて。これを一体化すると両方、今までは法律上は議会の議決を

基本計画の部分は必要ではありませんでした。でも、これを一体とすれば全体としてまとめて

議会で議決をしていただく必要があると思います。議員の方々もきちっとした議論をしていか

なければいけないというふうになって、そうした意味ではこれは市民も市議会も、そして行政

も一体的なところまで一緒に考えていくというような趣旨にもなろうかと思います。そうした

点からということです。 

もちろんこれを３層に分けるか、２層に分けるか、自治体によっていろいろございまして、

私も両方、両方にかかわったこともありますよ。一長一短という言い方をするとよくないです

が、その市がどういう考え方を持って、今回ここでは市民参加をきちんとやって、より具体的

なものを計画として定めたいということですので、そうであればこの２層構造というほうがよ

り適切かもしれません。 

もう１つは、基本構想は一応１０年というスパンですね、今回は。そうなりますと具体化す

ればするほど１０年で賞味期限が切れてしまうわけです。これは途中見直しをどうするか、そ

ういった視点をどう入れるべきかということも、また２層構造とした場合のテーマになってく

ると思います。それはあらためてまた議論していくことになると思います。 

今、方向性としては２層ということを中心に、事務局としては考えて進めていきたいという

ことで、そういう調整も我々の間で共有して考えていきたいと思います。ありがとうございま

す。 

ほかにご意見を……。よろしいでしょうか。 

策定方針ということですから、非常に今後策定する上で重要なことですので、今パッとごら

んになられてすぐにという方もいらっしゃるかもしれません。またじっくりお考えいただきま

して、もちろん第２回以降の場でも疑問はぜひ出していただきたい。ご質問があればぜひ出し

ていただきたいですが、その途中でも事務局にお問い合わせいただくということも、ぜひして

いただいて、委員の方々からのお問い合わせについては、我々委員全体として共有できるよう

に、事務局としては対応してもらいます。そうした疑問がないようになるべく……。 

特に多くのいろいろな立場の方々が加わって、ちゃんと進めていくときには 初に、どうい

う方向で何を目指して、どういう道筋で行くのかということを……。 終まで全く一致してい

くというのは難しいですが、なるべくそこを合わせていかないと、後でボタンの掛け違いとい
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うことがよく出てきます。もう遠慮せずに、ぜひご意見を出していただきたいと思います。 

特に今、話題ということが、もしよろしいようでしたら、次に。次といいましても 後のそ

の他に入らせていただきたいですけれども、よろしいでしょうか。 

 

９ その他 

大杉会長 

それでは次第の９ですね。「その他」ということで事務局からご説明をお願いします。 

 

事務局 

それでは次第９「その他」につきましてご説明したいと思います。２点の報告と７点の事務

連絡がありますのでよろしくお願いします。 

まず１点目の市民意識調査についての報告になりますが、先ほど事務局からスケジュールの

中で説明しましたが、こちらと重複する部分がありますのでご了承願いたいと思います。市民

意識調査につきましては、総合振興計画の策定に伴いまして幅広く市民の皆様の意向を把握す

るため、５月１５日から６月１０日までの期間、実施しているものでございます。目的といた

しましては先ほど説明があったと思いますが、現行計画の第三次総合振興計画の達成度、市民

の満足度、優先度、それと現在の市民ニーズ等々を聞く調査となっております。 

なお、市民意識調査につきましては、本基本計画の策定、平成１６年、４年単位で意識調査

をしております。また、中間の平成１９年のときにも意識調査をしておりまして、今回と同様

の質問をしています。つまり、市民意識の経年変化ですね。２年ぐらいで市民の意識がどのよ

うに変わっているのかといった変化をとらえまして、次期計画策定の材料としていただきたい

と考えております。 

対象につきまして先ほど話がありましたが、平成２１年４月１日現在満１８歳以上、すべて

の市民の方から２，０００人の方々を無作為抽出しております。結果につきましては、第３回

審議会の９月に、議論の資料としてご呈示したいと考えておりますのでよろしくお願いしたい

と思います。 

それでは２点目、現在の検討状況についてです。現在、先ほどスケジュールでも話がありま

したが、庁内の会議において検討をしているところです。庁内の会議につきましては、まず各

部の部長で構成される策定委員会。それと各課の課長級職員で組織される検討委員会。それと

各担当職員で構成されるワーキングチームといったことで、３層構造が庁内で検討していると

いうことになっております。 

策定委員会につきましては５月７日に第１回会議が開催されまして、先ほど示した計画の策

定方針等の確認を行っています。検討委員会につきましては５月８日に第１回会議が開催され、

計画の策定方針の確認をしております。ワーキングチームにつきましては今月の６月２日に第

１回会議が開催されまして、現行の第三次和光市総合振興計画の現状分析を行っております。

また９日に第１回のワーキングチームが開催されまして、現行計画の現状分析、それと今後の

課題について議論するというふうな予定になっております。次回の第２回審議会につきまして

は、これら庁内において現行計画の現状分析とした結果を議論していきたいというふうに考え

ておりますのでよろしくお願いします。 

それでは事務連絡を引き続き説明したいと思います。まず１点目、委員報酬につきましてで

す。本日委員の口座情報を皆さんにお願いしていると思いますが、後ほど回収をしたいと考え
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ておりますのでよろしくお願いします。報酬につきましては会議開催の翌月２０日に口座へ振

り込む予定になっております。額につきましては委員が１日あたり４，０００円となっており

ます。それと旅費につきましては、市外の方のみ実費分の払いということになりますので、市

外の方は会議終了後に確認させていただきたいと思います。 

それでは２点目です。委員の氏名をホームページに掲載することにつきましては、先ほど会

議の公開について話がありましたが、委員の氏名をホームページに掲載することにつきまして

は、本日配付した資料２、委員名簿の内容を審議会のページに掲載する予定となっております

のでご了承願いたいと思います。 

３点目、会議録の確認でございます。次第６で議論していただいた会議の公開ですが、会議

録につきましては事務局でまとめまして、それを送付し、内容確認をしたいというふうに考え

ておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

４点目、委員のメンバーについてです。今回委嘱を行ったメンバーにつきましては、団体や

役職が変わった場合であっても入れ替えのほうは考えておりません。このメンバーで 後まで

ご審議していただく予定となっておりますのでよろしくお願いします。 

５点目です。委員からの資料提供についてということになります。委員の方が資料を持ち込

む際につきましては、会長の許可を得まして正式な会議資料とは別に、参考資料として配付し

たいということになっていますのでよろしくお願いします。 

６点目です。審議会での座席についてということになっております。本日は議員名簿の順で

ご着席していただいているということになっておりますが、会議の議論を活発化させるといっ

た目的等から毎回座席の位置は変更する予定となっておりますのでよろしくお願いします。 

後、事務確認の７点目ですが、次回会議の予定になっております。次回会議、第２回審議

会につきましては７月１８日（土）９時半から。時間につきましては本日の会議時間より３０

分前倒しとなっております。９時半からこの場所、市役所の５０２会議室で行いますのでよろ

しくお願いします。 

なお、開催の案内につきましては、今後は会長名で送らせていただきますのでよろしくお願

いします。会議資料の送付につきましてはなるべく早く送付したいと考えておりますが、ちょ

っとぎりぎりになってしまった場合はご了承願いたいと思います。 

本日、さまざまな資料をお配りしていると思いますが、こちらを次回会議までにご一読いた

だきまして、会議のほうに出席していただきたいと考えております。以上です。 

 

大杉会長 

ありがとうございます。ただいまご説明いただきましたことについて、ご質問、ご意見がご

ざいますか。よろしいですか。ありがとうございます。 

日程につきましては、次回は７月１８日９時半ということで決定させていただきたいと思い

ますが、それ以降につきましてはいかがいたしましょうか。できれば９月までのスケジュール

はこれで決めさせていただければと思っています。皆さんもいろいろご予定があって、私も大

体もう２カ月以上先にくれないと都合がつかなくなりますので、９月についてはこれでお願い

したいと思います。 

１１月についてはこの日を候補から外すということで、ほかの人の日程が合うかどうかもう

一度考えさせていただきたいと思います、今ご意見がありましたので。何か皆さんのほうでご

都合があれば、そういうことをお知らせいただきたいと思います。 
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赤松委員 

９月だけ総合福祉会館で、会場がちょっと端っこになりますね。 

 

大杉会長 

私はよく把握してないのですが。 

 

赤松委員 

委員の方、全員、非常に不便なところなので、できればこの場所が非常に地の利がいいので

いかがでしょうか。 

 

事務局 

場所につきましては再度検討したいと思っていますが、委員の人数の関係もありまして、大

きな部屋を用意しなくてはならないということになっております。ちょっと暑い時期でござい

まして本当は９月ここの場でやりたいのですが、冷房が効かないといったことで総合福祉会館

ということで出していただいておりますが、再度検討いたしまして、またご通知を差し上げた

いと思います。 

 

赤松委員 

駐車場が無理ではないですか。 

 

事務局 

会場の広さ等々を踏まえまして、また再度検討したいと思っております。 

 

大杉会長 

ちゃんと進めるって、数の上で進めようとすると、どうしてもそういう面が出てきますので、

ご理解いただかなければいけないところが出てくると思いますが、ありがとうございます。 

ほかに何かございますのでしょうか。 

きょう傍聴の方もいらっしゃって、市の職員の方も入られるようですが、今回は何名が傍聴

者なのかということなんかも、大体どういうような方々が来られているのか。ご入手いただい

ているのでしたっけ、簡単に書いていただくようなものを。差し支えない範囲でご意見をいた

だいて、その属性をある程度教えていただければと思います。次回以降もっとたくさんの傍聴

者の方々がいる予定ですのでよろしくお願いしたいと思います。 

ほかに何かございますか。特になければ、これにて第１回の総合振興計画策定の審議会を終

了させていただきたいと思います。よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

 

閉会 


