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和光市総合振興計画審議会第４回会議 会議要旨

開 催 日：平成２６年７月１７日（木） 午後２時００分～３時１５分

開催場所：和光市役所議事堂３階全員協議会室

出 席 者：花輪宗命会長、関口泰典副会長、柴﨑幸夫委員、山田智好委員、荒木保敏委員、

松田廣行委員、金子正義委員、野宗玲子委員、鳫咲子委員、藤川和孝委員、

泉常夫委員、松永靖恵委員、板垣隆夫委員、佐藤嘉晃委員

欠 席 者：森田圭子委員、冨岡健治委員、深野威委員、長野基委員、宍戸博委員

傍 聴 者：２名

次 第：１ 開会

２ 議事

各部会における外部評価結果報告

ア 安全部会 ４施策

イ 安心部会 ５施策

第四次和光市総合振興計画基本構想の中間見直しの一部前倒しについて

ア 第四次和光市総合振興計画基本構想の中間見直しの概要

イ 見直しを一部前倒しをして実施する理由

ウ 見直しをする施策の概要説明

エ 質疑応答

オ 今後のスケジュール

３ 閉会

１ 開会

事務局

皆様こんにちは。それでは定刻になりましたので和光市総合振興計画審議会第４回会議を

始めさせていただきます。

本日はお忙しい中、和光市総合振興計画審議会の開催にあたり、ご出席をいただき、誠に

ありがとうございます。ただ今から「和光市総合振興計画審議会第４回会議」を開会させて

いただきます。

本日の会議には、１４名の方が出席されています。総合振興計画審議会条例第７条第２項

の規定に基づき、過半数の委員が出席しておりますので、会議は成立しております。

なお、本日の会議は、市民参加条例に基づき公開とし、傍聴を設けておりますので、ご了

承くださいますようお願いいたします。

それでは、次第に従いまして、花輪会長よろしくお願いします。

２ 議事

各部会における外部評価結果報告

花輪会長
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それでは、次第に従いまして、議事を進めたいと思います。

まずはじめに、６月下旬から７月上旬にかけて、安全部会及び安心部会が開催されまし

た。そこでは、重点プランの対象施策について、外部評価が実施されています。

それでは、この外部評価の結果について、各部会長から結果を報告していただきたいと

思います。安全部会で４施策、安心部会で５施策、合わせて９施策の外部評価を実施して

おります。

それでは、資料１に基づきまして、評価結果、部会の意見等について、要点を報告して

ください。

それでは、まず安全部会、金子部会長より報告をお願いします。

金子部会長

ア 安全部会

それでは、報告させていただきます。

資料１をご覧ください。

まず、１ページに一覧があります。

安全部会では、重点プラン対象施策として４施策について、外部評価を実施しまし

た。

施策５５の「地球温暖化対策の推進」については、４段階評価のうち一番良い評価

である「①適正な評価が行われている」となりました。

その他の３施策については、「②妥当ではない部分はあるが、どちらかというと適正

な評価が行われている」となっており、全体としては、内部評価はおおむね妥当であ

るということになりました。

なお、安全部会では、昨年度に引き続き、報告書とは別に、委員の皆様の個別意見

を参考として付していこうということになりました。各委員に確認後、事務局へ提出

していきたいと思いますので、各所管課へのフィードバックをお願いします。

次に個別の施策について報告します。２ページをご覧ください。

施策１「中心市街地にふさわしい駅北口周辺の整備」については、

評価点数は、７１点。

評価結果は、「②妥当ではない部分はあるが、どちらかというと適正な評価が行われ

ている」となりました。

評価項目詳細の部分については、妥当ではないと指摘された主な意見をあげており

ます。

部会の意見としては、「区画整理事業は、施行主体の種類にかかわらず「合意形成」

が基本となるため、未だ合意を得られていない地権者との合意形成に引き続き力を注

いでほしい。また、市ホームページ、広報及び公民館等の掲示板等を活用して区画整

理事業によりどのようなまちができるかというイメージ図等を市民に具体的に示すべ

きである。」となりました。

施策１の関係についてこのような意見を述べましたのは、土地区画整理事業は個人
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の土地の減歩など一定の条件のもとに換地を行い、公共施設の整備・改善や宅地の利

用増進を図り健全な市街地の形成を図ることを目的とした事業であるため、地権者の

合意形成が重要だということでこのような意見を述べさせていただきました。

次に、施策６「安全で快適な道路の整備」については、

評価点数は、７１点。

評価結果は、「②妥当ではない部分はあるが、どちらかというと適正な評価が行われ

ている」となりました。

評価項目詳細の部分については、妥当ではないと指摘された主な意見をあげており

ます。

部会の意見としては、「施策評価表には事業の成果が達成度として示されているが、

全体の事業量（分母）がどの程度あるのかを示した上で実績値を示さないと、どの程

度の進捗なのかが分からない。目標を明らかにする上でも全体の事業量（分母）を示

す必要がある。」となりました。

これについては、事業の目標値を示さないと施策の指標の達成度が判別できないと

いうことからも、目標値である事業量を示す必要があるということで意見を述べさせ

ていただきました。

次に、施策４８「防災体制・消防支援体制の強化」については、

評価点数は、７９点。

評価結果は、「②妥当ではない部分はあるが、どちらかというと適正な評価が行われ

ている」となりました。

評価項目詳細の部分については、妥当ではないと指摘された主な意見をあげており

ます。

部会の意見としては、「緊急時の対応としては、自治会を含めたより身近な地域防災

の重要性を認識するべきである。特に自治会加入率が５０％を下回る当市においては、

自治会に加入していない世帯も対象に地域防災力の向上を図る必要がある。この点か

ら、現在実施している小学校区単位の防災訓練などについて、自治会に未加入の市民

も参加できるような方法で実施することを検討し、ＰＲを強化すべきである。」となり

ました。

現在実施している小学校区での防災訓練の回数は大変少なく、現行の小学校区を単

位として実施している防災訓練を知らない人も多いのが現状です。緊急時の対応とし

ましては、初期防災が地域防災においてとても大事であることからこのようにさせて

いただきました。

次に、施策５５「地球温暖化対策の推進」については、

評価点数は、８４点。

評価結果は、「①適正な評価が行われている」となりました。

評価項目詳細の部分については、妥当ではないと指摘された主な意見をあげており

ます。

部会の意見としては、「地球温暖化対策として求められる手法は日々変化している。
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市が行うべき手法について現状の枠にとらわれずに、幅広く検討していく必要がある。

その上で、市民に対して様々な地球温暖化防止に関する啓発活動や支援を行うべきで

ある。」となりました。

地球温暖化対策というのは地球規模の対策ですので行政としての取組は自ずから限

度があると思いますが、市民としては地球温暖化防止というのは大切な問題ですので、

日々変化する幅広い対策の手法について啓発活動や支援を行うべきであるということ

からこのような意見とさせていただきました。以上です。

花輪会長

ありがとうございました。また、安全部会の委員の皆様、ご苦労さまでした。

では、続きまして安心部会荒木部会長、報告をお願いします。

荒木部会長

イ 安心部会

それでは、報告させていただきます。

資料１をご覧ください。

安心部会は、重点プランの施策として施策１５「地域と連携した教育の推進」、施策

２０「小中学校の配置・規模の適正化の推進」、施策３２「多様な保育サービスの推進」、

施策３６「高齢者の生きがいと社会参加への支援」、施策５０「コミュニティづくりの

推進」の５施策について外部評価を実施しました。施策３２「多様な保育サービスの

推進」と施策５０「コミュニティづくりの推進」の評価は「①適正な評価が行われて

いる」となり、その他の３施策は「②妥当ではない部分はあるが、どちらかというと

適正な評価が行われている」となりました。全体としては、内部評価はおおむね妥当

であるという評価結果になりました。

次に、個別の事業について報告します。６ページをご覧ください。

施策１５「地域と連携した教育の推進」については、

評価点数は、７７点。

評価結果は、「②妥当ではない部分はあるが、どちらかというと適正な評価が行われ

ている」となりました。

評価項目詳細は「妥当ではないと指摘された主な意見」に表記されたとおりでござ

います。

部会の意見としては、「本施策の中心となる学校応援団の取組については、内部評価

にもあるとおり各学校における協力者数、活動内容に差があることが課題となってい

る。しかしながら、現状の施策評価表における達成度を示す定量的評価や定性的評価

において、学校ごとの内容が全く表されていない。今後は、活動が活発でない学校の

底上げを図る必要があり、内部評価として学校ごとの活動内容等を把握し、施策評価

表に表すことが必要である。

また、林間学校における各学校の生徒一人当たりの保護者負担額の差が大きすぎる

のではないか。目的を同じくするものならば、各学校間の格差を縮小する必要があ

る。」となりました。
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施策２０「小中学校の配置・規模の適正化の推進」については、

評価点数は、７２点。

評価結果は、「②妥当ではない部分はあるが、どちらかというと適正な評価が行われ

ている」となりました。

評価項目詳細は「妥当ではないと指摘された主な意見」に表記されたとおりでござ

います。

部会の意見としては、「本施策については、小中学校の配置・規模の適正化の推進で

あることから、中学校における規模のアンバランスについても課題として認識し、方

向性を示すことが必要である。また、小学校については、新設校の開設により解決す

る問題ではなく、市内全域についても検討する必要がある。なお、現在の学校選択制

については、学区外の通学時の安全は保護者の負担が求められている。このことが、

学校選択制の利用を阻害する要因となっていないか検討する必要がある。

なお、新設校建設にあたり、地域住民の意見からは既存施設の機能を継続してほし

いという要望がある。その一つとして下新倉児童センターがある。新設校の建設期間

中に仮設を設けるなど、児童の居場所という現状の機能が継続できるよう関係課と十

分な調整を図っていただきたい。」となりました。

取組内容の部分としましては、利用料の件やワークショップでの意見をどう反映さ

せたのかということについて聞いたところ、事務局から回答がございませんでした。

下新倉児童センターがあるところに小学校が建設されますので、児童の居場所が一時

的にでも空白にならないように関係機関と十分な調整を図っていただくということに

なっていますけれども、関係所管課から方向性が示されておりませんので早急に回答

を出していただきたいと思います。

施策３２「多様な保育サービスの推進」については、

評価点数は、７４点。

評価結果は、「①適正な評価が行われている」となりました。

評価項目詳細は「妥当ではないと指摘された主な意見」に表記されたとおりでござ

います。

部会の意見としては、「保育クラブの運営については、平成２７年度からの新制度へ

の対応等を現在検討されている。その際、高学年を中心とした子どもからの意見を踏

まえるとともに、特に利用が多い夏休みにおける対応を検討する必要がある。

また、取組⑤「新たな保育ニーズへの対応」については、内部評価としての記載が

ない。外部評価の目的は内部評価の客観性及び妥当性を検証することであり、取組に

対する成果や課題等について内部評価されていることが前提となることを再度確認し

ていただく必要がある。」となりました。

施策３６「高齢者の生きがいと社会参加への支援」については、

評価点数は、８１点。

評価結果は、「②妥当ではない部分はあるが、どちらかというと適正な評価が行われ

ている」となりました。
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評価項目詳細は「妥当ではないと指摘された主な意見」に表記されたとおりでござ

います。

部会の意見としては、「今後は、団塊の世代を対象とした取組が求められる。また、

高齢者福祉センターなどを中心に様々な取組を行っているが、施策評価表には具体的

な取組がないため適切に記載する必要がある。また、施策指標については、施策目標

に合った指標やハイリスク対象者を捉えた指標などを検討していく必要がある。」とな

りました。

施策５０「コミュニティづくりの推進」については、

評価点数は、７６点。

評価結果は、「①適正な評価が行われている」となりました。

評価項目詳細は「妥当ではないと指摘された主な意見」に表記されたとおりでござ

います。

部会の意見としては、「コミュニティカフェ運営事業については、県費補助が終了し

た段階での市としての方向性を示していく必要がある。また、自治会加入率の向上の

ためには、育てる会活動、世代間交流事業、防災活動など他の所管課事業と連携し、

相乗効果により達成させることが一つの手法として考えられる。」となりました。

また、安心部会では、各施策の内部評価における共通事項として３点の意見を挙げ

ております。

一つ目は、施策評価表や事務事業評価表の数値等の誤りが多くありました。市民に

公表する資料でありますので、内容の確認をぜひお願いします。

二つ目は、担当所管課における施策指標に対する認識がかなり低いと見受けられま

した。なぜその指標を設定したのか、その指標を所管課としてどのように捉えている

か、説明できることが必要です。所管課におかれましては、外部評価に当たっての留

意事項が示されておりますので、その内容についてもぜひ確認を行った上で内部評価

を実施していただくようお願いしたいと思います。

最後に、施策評価表における活動の成果が現れていない部分が多く、取組によりど

のような成果を挙げているか明確に示されていない施策がありますので、今後は明確

にしていただきたいと思います。以上です。

花輪会長

ありがとうございました。安心部会の委員の皆様、ご苦労さまでした。

以上で、各部会からの評価結果の報告を終了します。

第四次和光市総合振興計画基本構想の中間見直しの一部前倒しについて

花輪会長

それでは、議事の に進みます。

来年に実施されます第四次和光市総合振興計画基本構想の中間見直しについて、一部の

施策について前倒しをして見直しを実施する必要性が生じてきたということで、本審議会

で意見を求められております。その内容につきまして、まず事務局から説明をお願いしま
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す。

事務局

それでは、資料２をご覧下さい。第四次和光市総合振興計画は、本市が目指す都市の将

来像「みんなでつくる快適環境都市わこう」を掲げ、平成２３年度から１０年後の平成３

２年の和光市の目指す姿を示しているものです。

基本構想では、将来像を実現するための取組として基本目標を定め、基本目標の下に基

本施策及び施策などの施策体系を構築していますが、社会経済情勢や市民ニーズの様々な

変化に柔軟に対応していくため、基本施策及び施策については、５年で見直すこととして

おります。

したがいまして、本来ですと平成２７年度に見直し作業を行い、翌年の平成２８年度か

ら見直し後の基本構想がスタートする予定としておりました。

しかしながら、一部の施策について、この５年目の見直しを待たずに前倒しをして見直

しを行う必要が生じましたので、その理由、経緯について説明いたします。

資料２の②をご覧下さい。

まず１点目として、市役所、市民文化センター、保健センター、消防署、総合児童セン

ター、広沢小学校及び第二中学校の一部並びに当該区域内の国有地については、現在も用

途地域の指定のない市街化調整区域となっております。

この地域の課題として、市民ニーズが多様化・高度化している中で、建築から３０年が

経過し老朽化している児童センターの多機能化への更新や漏水事故により使用できない状

況になっているプール棟の再建があり、この課題を解決する手法として民間活力を導入し

た施設更新が検討されていること、また、国有地については、市が購入し、民設民営によ

る「認定こども園」の誘致が計画されております。

これらの公共公益施設の整備については、住宅市街地総合整備事業の推進と併せて、都

市計画の変更手続が必要になることから、当市の最上位計画である総合振興計画基本構想

に位置づけるものです。

しかしながら、これを通常の中間見直しのスキームで実施した場合、平成２７年度に中

間見直しの作業を行い、平成２８年度から見直しを反映した各施策を推進していくことと

なるため、都市計画の変更手続に係る期間なども考慮すると、事業の実施が早くても平成

２９年度以降となってしまうことから、見直しを前倒しする必要が生じたものです。

次に、２点目として、保健福祉政策についてですが、これは、資料裏面の中段、「福祉施

策」のところをご覧下さい。福祉施策につきましては、平成２７年度から制度の大幅な見

直しが予定されていることから、個別計画との整合性を図り、施策を制度に合わせたもの

とするため、中間見直しを前倒しにより実施するものです。

平成２６年度に計画を策定するものとして、第４期障害福祉計画、第三次和光市地域福

祉計画、長寿あんしんプラン、子ども・子育て新計画が挙げられ、平成２７年度に本格的

にスタートするものとしては子ども・子育て支援新制度、障害者総合支援法、生活困窮者
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自立支援制度などが挙げられます。

以上の２点の理由から、第四次和光市総合振興計画基本構想の中間見直しの一部前倒し

を行うものです。

以上で、議事の のうちアの概要とイの理由について、事務局からの説明は終わりです。

花輪会長

ありがとうございました。

只今、事務局から説明があったとおり、当初の予定としては、来年度に中間見直しを実

施する予定でしたが、一部の施策については、前倒しをして見直しをするということです。

修正内容につきましては、現状と大きく変わるということではなく、都市計画変更のた

めの位置付け、国の制度と施策や取組との整合性を図るための修正というご説明でした。

この件につきましては、よろしいでしょうか。

よろしければ、具体的な内容の方に移りたいと思います。

では、続きましてウの見直しをする施策の概要について、事務局から説明願います。

事務局

それでは、資料３をご覧下さい。まず、施策４の「良好な居住環境の形成」は、この市

役所周辺の公共公益施設の計画的な整備を推進するために必要な修正となります。次に、

施策３２の「多様な保育サービスの推進」から施策４２の「健康な次世代を育む母子保健

の推進」までの９施策については、いずれも平成２７年度から本格的にスタートする福祉

関連の取組との整合性を図るために修正するものです。

なお、この見直しにつきましては、あくまでも国の制度や方針との整合性を図ることや

市の最上位計画である基本構想と個別計画との整合性を図るためのものであり、構想その

ものを大きく変えるものではありませんので、その点は十分ご留意くださいますようお願

いします。そのため、本文の修正は必要最小限度としております。

では、施策４「良好な居住環境の形成」から説明します。資料４各施策の修正案を順次

ご覧下さい。ここでは、良好な居住環境について触れております。

この施策では、西大和団地の再生に向けた事業支援と市役所周辺の公共公益施設の整備

を推進する「住宅市街地総合整備事業」について取組内容②に位置づけております。この

住宅市街地総合整備事業については、住宅や公共公益施設等の整備に関する事項になるこ

とから、施策４「良好な居住環境の形成」に追記するものです。

続きまして、福祉施策についての見直しの具体的な内容について説明します。施策３２

「多様な保育サービスの推進」では、子ども・子育て支援事業計画策定の方向性に沿って、

課題・取組内容を修正します。施策３４「地域における健やかな子育ての実現」では、取

組内容に「地域における孤立化予防」を加えるとともに、児童施設の維持管理に関する取

組について、総合児童センタープール棟の「民間活力を利用した多機能施設への転換」の

方向性を示しました。施策３５「子育て家庭への経済的支援」では、現行制度に合わせて



9

文言の修正となります。ここまでが、子ども子育てに関する施策となります。

続いて、高齢者関係の施策ですが、平成２７年度から施行する介護保険事業計画につい

ては、現行第５期計画の基本目標及び方針を踏襲し、施策の充実・機能化に加え、新たな

取組を掲げることになるため、施策３７「きめ細やかな介護予防の推進」及び施策３８「介

護サービスの適正な提供」では、地域包括ケアシステムの構築と在宅介護の推進、これら

を実現するための取組として、サービス提供基盤の整備と医療連携等について加筆修正を

行いました。

次に、障害福祉関係では、施策３９「チャレンジドが安心できる障害福祉の推進」と施

策４０「地域で支え合う福祉の推進」において、他の施策と同様、地域包括ケアシステム

の構築と個別ケアマネジメントの充実を念頭に、地域における支援拠点の整備を加えまし

た。

また、生活困窮者関係では、施策４１「低所得者の生活の安定と自立への支援」につい

ては、生活困窮者自立支援制度の施行を踏まえ、生活困窮者が困窮状態から自立した生活

へと早期に移行することができるよう、相談・支援体制の充実と、法の趣旨に基づく生活

保護制度の適正な運用を加筆修正しました。最後に、母子保健関係では、施策４２「健康

な次世代を育む母子保健の推進」の取組内容に、妊娠・出産包括支援事業となる“和光版

ネウボラ”の実施により、母子保健コーディネーターを配置することで、妊娠から出産、

子育て期までの切れ目のない支援を実施することを加筆しました。

以上で、福祉施策についての説明は終わりましたので、全ての施策についての説明は終

ります。

花輪会長

ありがとうございました。

ゴシックの部分が追加・修正箇所ということでよろしいですね。

本日の議題はかなり広範に渡りますが、国の計画や上位計画との整合性を図るため、ま

た、タイミングもずれないようにするための文言の修正が主になろうかと思います。本日

は所管の担当の方にも来ていただいておりますから修正点について確認したいことがあり

ましたら、質問をしていきたいと思います。

それでは、それぞれの施策について、どなたかご質問等ございますか。

荒木委員

総合児童センターは、現在は児童厚生施設ということで位置づけられています。今度の

建て替えで多機能化するということでしたが、今までの子ども主体の施設からどのように

変わりますか？

こども福祉課長

検討委員会では、プールの建て替えとしては最終的に民間活力の活用ということで提言

をいただきました。その際、商業施設等も考慮に入れるということで、今後この方向で検

討を進めていくことになります。

荒木委員

下新倉児童センターについても同様ですが、子どもの居場所としての空間が狭くならな

いようにしてほしいと思います。
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藤川委員

二つ質問をします。

一つ目は、施策４について、市役所周辺地域の市街化調整区域を市街化編入して事業を

進めていくために基本構想を変更するわけですが、対象区域は住宅市街地ではないので市

役所周辺の公共施設に関することを施策４に入れることに違和感があります。施策４「良

好な居住環境の形成」ではなく、基本施策ⅰの「良好な市街地の整備」の施策１「中心市

街地にふさわしい駅北口周辺の整備」から施策３「良好な景観形成の推進」までのいずれ

かに入れた方が良いのではないでしょうか。

二つ目は、施策４の取組②にまとめた内容についてです。ＵＲは、計画の詳細を市に伝

えて、市との調整も済んでいるのでしょうか。西大和団地の再生と市役所周辺の整備とは

どのような関係があるのですか。また、その意図はどのようなことですか。

都市整備課長

一つ目の質問にお答えします。西大和団地と、本日配付されている資料別紙２の市街化

編入地域の合計区域が施策４の取組②にお示しした住宅市街地総合整備事業の整備対象区

域です。この事業は、西大和団地を再生するとともにその利便施設となる諸々の公共施設

を併せて整備するという趣旨の事業となっているため、施策１に入れたほうが良いという

意見もありましたが、住宅環境を整備しつつ、周辺インフラも整備するということで施策

４が適正ではないかということでこちらに位置付けました。

続いて二つ目の質問に対する回答ですが、西大和団地の再生の内容は、市に提示されて

います。市の支援としては、都市計画を変更することになりますが、高度地区の緩和、用

途地域の変更を想定しています。居住環境と一体となって周辺の施設も整備するので、施

策４に位置付けたものです。

藤川委員

西大和団地の建て替えに伴い、公共施設の整備と併せて敷地内に箱物施設や都市公園の

ような公共施設を道路以外に整備する予定はありますか？

都市整備課長

本日、住宅市街地総合整備事業の資料をお配りすれば良かったのですが、その中でまず

はＵＲが行う住宅の整備の部分と公共公益施設のインフラの整備の部分がございます。イ

ンフラ整備の部分については、教育施設、小中学校の改修、市役所の改修、文化センター

の改修が位置付けられ、新設のものについては認定こども園があります。また、児童セン

ターのプールについても位置付けがされています。

藤川委員

時期は同じでも、市街化編入の問題と西大和団地の再生の話とは直接関係がないように

思えます。

国や県からの補助金の支援はありますか。

都市整備課長

こちらは、区画整理にも使っている社会資本整備総合交付金が出ます。

また、ＵＲについては国からの補助があります。公共施設のインフラ整備にも社会資本

整備総合交付金を活用することができます。
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泉委員

西大和団地が高度化されるわけですね。高度利用されると住宅の中に空きが出てきます。

その中に、公共施設はできますか。

都市整備課長

西大和団地の区域内に公共施設を建設する計画はありません。資料２の現状で市街化調

整区域と位置付けられている部分が公共施設建設予定地です。

泉委員

西大和団地の中に社会資本整備総合交付金が充てられるとのことでしたが、西大和団地

の外でも補助金が使えるということですか。

都市整備課長

ここでの交付金は、団地再生とインフラ整備の部分の２本立てという形です。

佐藤委員

２点質問します。まずは事務局に質問します。

１０年間という長い期間の計画を立てると、法律の改正等があるため見直しをしなくて

はならなくなります。今回、見直しの前倒しをするのは初めてですか。

事務局

初めてです。

佐藤委員

今回前倒しをするということは、今後も随時見直しをしなければならないということに

なります。事案が出たら対応するというような場当たり的な印象を持ちました。社会情勢

の変化も激しいため、１０年の計画期間ではなく、２～３年ごとの見直しに方向転換して

おくことが必要だと考えますがいかがですか。

事務局

計画に関して、基本構想を具体化したものに、実施計画というものがあります。こちら

は、３年間で取り組む事務事業を毎年計画しています。社会情勢や法律の改正に適応する

ように毎年ローリングして見直しを行っています。今回の見直しのうち、特に福祉につい

ては制度が大きく変わるため、平成２７年４月１日から開始する新制度と基本構想の内容

を合わせるために前倒しすることとなったものです。

佐藤委員

市街化調整区域を市街化するために県の都市計画審議会に申請を行うには、「和光市はこ

のようなことを考えている」ということを示さなければなりませんが、小学校の敷地に住

宅が建つことはないので、活用できる場所は現在の国有地部分に限られています。そうす

ると、国有地の話から西大和団地の再生の話が発生したというよりは、西大和団地の再生

の話が出てから国有地の市街化編入の話が出たと考えるのが自然ではないでしょうか。

今回のように、現状の施策の取組内容に加えるだけでは物事の本質がずれるのではない

でしょうか。そのため、新たな施策を作るなど他の方法はないですか。
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事務局

確かに、施策及び基本施策の見直しや新設も可能ではあります。区画整理事業の施策に

取組を加えることに違和感があるというのはおっしゃる通りですが、この取組はＵＲと一

体となって進める計画でございますので、たまたま現計画の施策４には区画整理のことし

か載っていませんが、西大和団地を含めた市役所と市民文化センターを中心とする地域の

住環境を総合的に整備するという考えのもとに、施策４に取組を追加することとしました。

佐藤委員

福祉の分野について、基本目標Ⅲの９施策が対象となっていますが、法律の改正により

このように変更するということを市民に示せば良いのではないでしょうか。また、今後パ

ブリックコメントを実施する予定がありますが、関係者に必要な配慮をすればパブリック

コメントをする必要もないのではないでしょうか。基本構想は取組の大枠を示すものです

が、あまりに細かい部分まで改正する必要があるのでしょうか。

事務局

福祉の分野は、制度の大きな改正に伴うものです。この基本構想もそうですが、各種計

画の見直しも行われているため、それらの整合性を図るための見直しとなります。内容が

分かりにくいものもありますので、今後の市民の方への情報提供については、見直しの理

由については丁寧に情報提供し、内容を市民に伝えた上で意見を求めていきたいと思いま

す。

鳫委員

今日配付された資料２別紙について、市街化調整区域の範囲は点線で囲まれた部分です

か。そうすると、第２中学校のところと市役所の外にも市街化調整区域がかかりますが、

正確な範囲はどこになりますか。

事務局

市街化調整区域は、市役所、サンアゼリア、広沢小学校、総合児童センターから保健セ

ンターまでの区域と、第２中学校の一部です。

第２中学校の大部分は市街化区域です。資料では、分かりやすいように市街化調整区域

を点線で大きく囲ってしまいましたが、市役所とサンアゼリアの下部及び右横が西大和団

地です。

鳫委員

西大和団地も市街化調整区域ですか。

事務局

西大和団地は市街化区域であり、市街化調整区域ではありません。

花輪会長

質疑応答については、この辺でよろしいでしょうか。

それでは、ご担当の皆様も、審議会にご臨席いただきまして、ありがとうございました。

質疑応答が終わりましたので、ご退席いただいて結構です。

ご協力ありがとうございました。
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それでは、審議会としては答申を提出することになりますが、いくつか確認の質問があ

りましたので、それらを踏まえて事務局を含め調整を行い、答申として提出してよろしい

でしょうか。

各委員

はい。

花輪会長

それでは、ただ今ご審議いただいたものを私と事務局で調整して審議会の意見として提

出します。ありがとうございました。

それでは、次にオ、今後のスケジュールについて、事務局の方から説明をお願いしたい

と思います。

では、事務局お願いします。

事務局

それでは、続きまして、第四次和光市総合振興計画基本構想の中間見直しの一部前倒し

についての今後のスケジュールについてご説明します。

ただ今委員の皆様にご審議いただいたものにつきましては、会長と調整した上で「答申」

として提出いたします。

この「答申」を受け、いただいた内容につきましては、各所管にフィードバックし、必

要な修正を施し８月上旬に実施される見直し委員会で素案を決定し公表、議会へ説明して

まいります。

その後、９月１日から２０日間パブリックコメントを実施するとともに、公民館等で説

明会を開催してまいりたいと思います。

１０月頃にはパブリックコメントの意見を受けて、最終的な検討を行い、１１月に見直

し委員会で最終案を決定しその後、議会に上程してまいります。

スケジュールについての報告は以上です。

花輪会長

ありがとうございました。それでは、皆様からいただいた意見につきましては、審議会

での答申ということで、私の方と事務局で調整した上で提出させていただきます。このス

ケジュールに関して何かご質問等ございますか。

藤川委員

スケジュールではないのですが、施策４について、市役所周辺の市街化調整区域は市街

化され、西大和団地は建て替えの計画が進んでいて高度利用されるということですので、

これも一種の土地利用の見直しです。このため、「土地利用の見直し」という視点からの変

更ということでこの文言を加えてはどうでしょうか。

花輪会長

表現方法と文言については、事務局と調整していきます。また、藤川委員にも併せて確

認していただきたいと思います。

関口委員
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和光市都市計画マスタープラン改訂版との整合性がとれているということも入れてはど

うでしょうか。

花輪会長

そのような内容も都市計画マスタープランに入っているのですか。

事務局

はい。この案の表現については、皆様からいただいたご提言の内容を含めて答申として

いただいて、再検討したいと思います。

花輪会長

これから答申を作るわけですよね。

事務局

指標についてもご指摘をいただきましたので、それも含めて、答申として意見をいただ

ければそれを基にこの見直し案を再検討します。

関口委員

最近、下新倉の小学校のように、施設の複合化が色々なところで見られます。

これは、「複合施設の合築化」ですか。「複合施設の多機能化」ですか。

事務局

多機能化です。

関口委員

総合児童センターについては、複合施設の「多機能化」という方向性に関して民間活力

を導入するということですね。

事務局

はい。

花輪会長

結城次長の話にもありましたように、皆様の意見の趣旨を踏まえて答申の調整をさせて

いただきます。

他はよろしいですか。

特に無いようでしたら、以上で議事に対する審議を終了したいと思います。

それでは、進行を事務局にお返しします。

３ 閉会

事務局

長時間にわたるご審議、ありがとうございました。

本日ご審議いただきました結果を受け、会長と調整した上で答申書を作成し、皆様にも後

日、送付いたします。

なお、次回会議については、以前に通知しておりますとおり、安心部会につきましては、

平成２６年８月２０日（水）午後３時００分から市役所庁舎４階４０３会議室にて、また、
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安全部会については平成２６年８月２１日（木）午前９時００分から市役所庁舎４階研修室

にて、開催となります。

それでは、以上を持ちまして、本日の会議を終了します。

ありがとうございました。


