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和光市総合振興計画審議会第２回会議（総務環境部会）会議要旨

開 催 日：平成２９年５月２２日（月） 午前９時３０分～１１時３０分

開催場所：市役所４階 研修室

出 席 者：関口泰典部会長、山田実委員、松永安正委員、戸部正子委員、花輪宗命会長

湯川博美委員

欠 席 者：岩田由実委員

傍 聴 者：なし

次 第：１ 議事

外部評価(ヒアリング)

· 施策１ 中心市街地にふさわしい駅北口周辺の整備【駅北口土地区画整

理事業事務所・都市整備課】

· 施策１３ 雨水対策の推進【下水道課】

· 施策６０ 廃棄物の適正処理の推進【資源リサイクル課】

· 施策７３ 市有施設の適切な保全【資産戦略課・総務人権課】

２ その他

１ 議事

外部評価(ヒアリング)

① 施策１ 中心市街地にふさわしい駅北口周辺の整備

ア 施策評価表に基づく施策概要の説明

所管課（駅北口土地区画整理事務所）が、資料１１・１２に基づき説明。

イ ヒアリング

山田委員

外環道路を挟んで和光市駅と接するところを西側地区、外環道路から谷中川に接す

るところを東側地区と分けていて、西側の方が進み方が遅いという説明がありました

が、建物移転が多いという理由からですか。その他に理由があればお願いします。

駅北口土地区画整理事業事務所

建物移転が多いという理由もありますが、工事を施工するにあたって合意形成を取

りながら進めていかなければならないので、西側につきましては時間がかかっている

ことから、若干遅れがみられています。

花輪会長

０１０２「駅北口土地区画整理事務所(駅北)」の方は特別会計で実施していると説

明がありましたが、説明会を開催しても参加者が来なかったりしているようですが、

ネックになっているのは地権者の利害調整ですか。

駅北口土地区画整理事業事務所

区画整理事業には事業計画・仮換地・建物移転の補償段階があり、それぞれで合意

形成を取らなければなりません。一番重要なのは仮換地のお話ですが、移転補償につ

いても十分にご説明してから移転をしていただき合意形成を取る形になります。

松永委員

完成の見通しはどれくらいと考えていますか。

駅北口土地区画整理事業事務所
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こちらの事業計画の期間は平成２０年度から３４年度までですが、平成３２年度と

しているのは、事業計画上では平成３２年度に工事が完了し、残りの２年間は区画整

理事業の中で発生する清算金の事務を行う形になります。しかし、現在の状況から申

し上げますと、２年ほど遅れている状況なので、事業計画期間の延長はせざるを得な

いと考えています。

山田委員

既に仮換地指定は終わっていて、移転されている方もいると思いますが、そこの工

事をしているところですか。

駅北口土地区画整理事業事務所

平成２５年８月に施行地区内１００％において、仮換地を指定しています。その後

建物の移転を進めており、移転後に更地となった土地の工事を順次行っている状況で

す。

花輪会長

事業計画は完成していているとのことですが、引越しをするのは大変だと思います。

お金が足りない等のトラブルはありますか。

駅北口土地区画整理事業事務所

移転に関しましては一軒一軒の家族の状況がありますので、私どももきちんと対応

できるようにしています。また、移転補償金額について今までトラブルになったとい

うことはありません。

松永委員

委員の評価のことについて関口部会長にお尋ねしたいのですが、事業計画では平成

３２年度までに整備率を１００％を目標にしていますが、所管課から確実に遅れてし

まうとの説明がありました。こちらに対して委員が「延長はやむを得ない」との評価

をせざるを得ないと思っていますが、その辺はどのように考えるべきでしょうか。

関口部会長

今回の評価というのは、基本的に委員個人のお考えで判断していただく形になりま

す。今まで間接評価の方法でしたが、まず部会で委員個人の判断で評価をしていただ

き、最終的に部会としてまとめる形の方式を取っていくので、個人的にこう思う・こ

うしたい・こうだったらいいなという部分を施策に盛り込めれば良いと私個人として

は考えています。

山田委員

駅前に高層の建設の計画が出ているようですが。

駅北口土地区画整理事業事務所

駅周辺の今後の魅力あるまちづくりを踏まえまして、特に和光市駅の北口駅前広場

周辺の方々に土地利用としてご提案をしているという状況です。これから一緒に考え

ていきましょうというのが今の現状です。

関口部会長

交通広場は建物の高度制限はどのくらいですか。

駅北口土地区画整理事業事務所

交通広場は商業地区なので３５ｍです。その他の住居系地区は２５ｍです。

関口部会長
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３５ｍだと一般的に何階建ての建物ができますか。

駅北口土地区画整理事業事務所

住居の場合であれば一戸３ｍなので、１０階・１１階建てになります。

関口部会長

実際に某新聞で完成予想図のようなものが掲載されましたが、その辺は多少影響は

あると思っています。

駅北口土地区画整理事業事務所

そのような記事が出たことは私どもも知っていますが、市のほうで関与したもので

はありません。民間の方のご提案だと聞いております。

山田委員

仮換地指定されたものは動かせるものではなく、そこに移っていただくのを前提で

計画を進めていくという考え方でよろしいですか。

駅北口土地区画整理事業事務所

原則としてはそのとおりです。ただ、例えば設計図の変更があった場合は、そうで

ない場合もございます。

戸部委員

設計図というのはどの設計図ですか。

駅北口土地区画整理事業事務所

「和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業 事業計画（第１回変更）設計

図」です。

戸部委員

こちらは市の構想ということでよろしいですか。

駅北口土地区画整理事業事務所

事業計画を作成し、どのような公共施設を建設するかの設計図になります。

松永委員

こちらは公開されているものですか。

駅北口土地区画整理事業事務所

平成２０年度に県から認可を受け、そちらに基づいて計画を進めており、公開され

ています。

関口部会長

区画整理ですので、提供公園を総面積の３％以上つくられる形になりますが、調整

池等を持った公園はできますか。

駅北口土地区画整理事業事務所

検討はしましたが、起伏も関係していますので、こちらの地区では不可能という判

断をしました。公園の下に調整池を設置する計画はありません。雨水の対策としては

設計図に基づいた道路の下に雨水貯留型浸透トレンチという、雨水をいったん溜め、

溜めたものが地下に浸透していくというものをこの地区内の中に何箇所か設置して

対策をしています。

松永委員

評価する中で、何か改善するアイデアはお持ちですか。進捗状況が遅れていると周

囲にアナウンスするというのも、刺激になるのではないかと思います。



4

駅北口土地区画整理事業事務所

所管課としては建物移転が多くあるということはもちろんですが、計画的な移転を

毎年見直しながら、きちんと効率的に建物を動かしていく必要があると思います。そ

れに伴う工事も、経営的な感覚を持ちながら、効率的に進めていくのが重要だと考え

ています。

関口部会長

区画整理とは外れているかもしれませんが、右と左に分かれて真ん中に外環道路が

ある状態ですが、外環のふた掛け部分の利用方法は市施行として何かプラスになる方

向性についてお考えはありますか。せっかくふた掛けがありますので、何かしらの活

用をしていただきたいです。

駅北口土地区画整理事業事務所

外環のエリアは区域外になっているので、私どもからは発言をしかねます。

戸部委員

設計図にある交通広場は和光市の駅前にあたる部分は商店というよりも個人の住

宅が多いところだと思います。先ほどの説明で共同の建物を建てると捉えましたが、

こちらに住んでいる方々の移動は難しいと思います。進捗状況の目処は立っています

か。

駅北口土地区画整理事業事務所

駅前広場の共同化の提案ですが、設計図の茶色の部分を共同化するのではなく、そ

の周辺に白い四角になっているところがお返しする宅地の部分になります。こちらの

周辺を共同化の提案をしています。

戸部委員

交通広場の予定地には建物がなくなると思いますが、現在住んでいる方がいます。

移転先は話し合いで決めるのですか。

駅北口土地区画整理事業事務所

区画整理事業によって、移転の交渉をして、補償金をお支払いし、移転していただ

きます。移転先というのが設計図の白い部分になっています。駅前広場ができるので、

そこに代わりの土地を置くことができないので、換地という周辺の今の土地に一番近

いところに移っていただく形になります。

代わりの土地の考え方ですが、先ほど周辺とお話したのは、今の土地に一番近いと

ころに配置を設計してあります。他に希望の移転先があっても、なかなかそちらには

移れません。

戸部委員

市サイドが提案して、合意が得られれば移転するという流れでよろしいですか。

駅北口土地区画整理事業事務所

換地先については、仮換地指定により決定されています。

戸部委員

おおかた目処が立っているということでよろしいですか。

駅北口土地区画整理事業事務所

建物が建っていますが、白い部分の移転先の中に収まりきらなかったり、はみ出し

ていることもあるので、一旦移転していただいて、またその周辺に建てるということ
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を繰り返しています。

湯川委員

平均減歩率２１％という数字は、移転した際に生じるものですか。

駅北口土地区画整理事業事務所

減歩率には、公共減歩率と保留地減歩率というものがあります。減歩は土地が小さ

くなることです。この地区内に少ししかなかった公共用地が増えるということは、土

地を少しずつ出し合っていただくと、所有者の土地が減っていくということが減歩と

いうものです。

現在の減歩率は２１．６７％で、こちらは平均減歩です。土地利用増進が大きい所

有者は平均減歩よりも大きく、土地利用増進が低い所有者は減歩率も低くなります。

湯川委員

例えば、土地５０坪の所有者は４０坪になってしまうということですか。残りの１

０坪は補償されるものですか。それとも協力して拠出するものですか。

駅北口土地区画整理事業事務所

この地区で、１００平米(約３０坪)お持ちの所有者については減歩をしません。ま

た、１５０平米(約４５坪)までの所有者については減歩を緩和するという施策をとっ

ていますので、そちらの例だと減歩が緩和されるという形になります。減歩緩和は、

例えば本来１５％だったものが、１５０平米までなので１２％になるというものです。

② 施策１３ 雨水対策の推進

ア 施策評価表に基づく施策概要の説明

所管課（下水道課）が、資料１１・１２に基づき説明。

また、事務局より事務事業評価表の平成２８年度の予算額１７，０１５千円を３１，

８３９千円、不用額３，５７４千円を１８，３９８千円、執行率７９．０％を４２．

２％に訂正の説明を行った。

イ ヒアリング

松永委員

雨水整備工事に関する設計図は公開されていますか。ハザードマップを公開するよ

うになりましたが、どちらも見ることで対策されていることを知り、市民も安心感を

持てると思います。

下水道課

雨水排水なので、基本的には道路全域に予定されています。道路の表面上の側溝は

管理しておりません。下水道課は地下に埋設する根幹となるものを整備します。下水

道課の仕事は、家で例えると見えない基礎の部分になります。基礎を造ったからとい

っても家にはなっていません。大もとを整備するので、そこに付加価値を加えていか

ないと、適正な排水処理にはなりません。私どもは大もとを整備していますので、そ

の後道路や水を取り込むのは別の事業になります。一概に管を入れたからすぐ解決す

るという問題ではありません。連動して色々な関係部署が事業をしていくことで、解

決策になっていきます。

花輪会長

和光市が整備している下水は、雨水と汚水が合流していますか。
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また、公園の地下に調整池を整備するという方法もあると思いますが、採用はして

いますか。

下水道課

分流式です。

公園については、区画整理事業の場合区域が定められていて、全体としての河川に

雨水が流れ込むのを時間的に遅らせる雨水流出抑制策が求められます。場所的に有効

活用するために、最近区画整理では公園の下に貯留池を整備するケースが多いです。

調整池については、区画整理全体で実施するものになりますが、事前に協議をして下

水道事業として方法を定めて実施しますので、全く関与しないということはありませ

ん。それとは別に下水道事業の全体計画というものを持っていて、原則こちらの計画

に基づいて、区画整理事業の汚水も雨水も排水方法を定めるので、その中で流出の抑

制の方法の一つに調整池を用いることがあります。

花輪会長

こちらの施策において、市内におけるゲリラ豪雨のガード下の浸水についての対策

を急ぐということはありますか。

また、その地域以外でも危険箇所は把握していますか。

下水道課

川の下流から順番に対策しなければならないのが現状です。そこだけ大きくしても

その先の管が狭ければあふれてしまうので、川の出口から実施せざるを得ません。別

の場所ですが、外環の下の谷中川があふれて被害があったところは雨水対策をしてい

ます。下水道課が管を埋めたところに道路安全課が取り込めるようにしたり順番に対

策をしているので、その後、甚大な被害は今のところ出ていません。

強い降雨の際の危険箇所については、市の建設関係の職員は把握しています。整備

の方針としてはそういった弱い場所から優先的に対策していくことが求められてい

ます。

山田委員

県との放流量の協議というのは、和光市全体でこのくらいの量を排水し、それが変

化したときには協議をして調整をし、許可を得るという仕組みですか。

また、雨水管のサイズは現在どれくらいですか。

下水道課

和光市内に河川が４本あり、それぞれが背負う流域の面積が定められていて、そこ

に該当する区域内での雨水管整備を河川に出していくことになり、背負っている面積

によってどれくらいが流れてくるというのが大体の見込みが立ちます。一方で河川の

整備状況というものがあり、現在あるものが全ての完成形の河川断面を持っているわ

けではなく、一部暫定改修済みであったり、理想的な河川断面はありますが、国も含

めて１００年・２００年先の計画なので、詳しい断面までは定めていないのが現状で

す。河川の許容放流量の整備状況でどれくらい流せるかはおのずと定まってきてしま

うので、流して良い量と流せる量を協議の上で定めます。流し方については、河川の

水量が上がってしまうと逆流のおそれが出てきてしまいます。例えば和光市では大雨

が降っていなくても、上流で降ったことによって逆流してきてしまうと水害になりか

ねないことがあるので、河川の流出口で逆流してこないようにするという平成２８年
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度からの技術的な協議に時間がかかり、工事が平成２９年度に繰越されることになり

ました。

雨水管のサイズについては、事前の計画上では内径１．８ｍになります。和光市の

場合、雨水の確率年が５年に１度にあり得るくらいの雨量で１時間当たり５５．５ｍ

ｍという基準値をもとに、計画を立てており整備する予定になっています。

松永委員

雨水管きょ整備率が平成３２年度の目標が２８％とありますが、どのような内容で

すか。

下水道課

整備率の計算方法は、雨水排水を排水する方式を下水道の管を埋設する方法と、道

路側溝で排水する方法があり、あまり流域を背負っていない区域なら掘って管を入れ

るより、Ｕ字溝を入れたほうがコストが安く済むので、それで足りる区域が一緒くた

になって全体の区域になっている状態です。そのうちの管を埋設した部分の背負って

いる面積で整備率を算出する形になります。既にＵ字溝で整備されている区域があり

ますので、それを含めるとこちらの数字はもっと上がってくる形になります。以前か

ら採用している計算方式がＵ字溝の整備を含まないので、適宜修正していく必要があ

ると考えています。

また、区画整理事業によって整備されている調整池を含めた雨水対策につきまして

は、組合区画整理であれば換地処分報告をされた翌日に引継ぎ予定になっています。

実際に整備が済んでいるような区画整理の中の管の埋設や調整地であっても、整備率

に反映されていない部分があります。区画整理が終わって、引継ぎを受けると急に整

備率が上がる場合があります。

戸部委員

１３０２「雨水整備」の執行率が４２．２％というのは、今仰った整備率が上乗せ

されていないと捉えてよろしいですか。

下水道課

こちらについてはその話とは別で、当初用地買収予定で交渉し予算計上していまし

たが、地主のご意向で、無償で市に寄附をしていただけることになったので、その分

の用地取得代金と測量の委託料が不用額となりました。

関口部会長

上水道は最終的に汚水処理によってどれだけ水が使われているか数値として現れ、

その中で漏れていく水は管が割れていくことによって出てきます。道路陥没は予期せ

ぬものになると思うのですが、雨水管の交換期や維持はどのようにすれば分かります

か。

下水道課

下水道管で一般的に使われているものはコンクリート製のヒューム管で、汚水管は

塩化ビニール管というものです。どちらも地方公営企業法上で耐用年数が定められて

おり、５０年になっています。汚水管は２４時間３６５日流れ続けていて、内部に鉄

を錆びさせる硫化水素ガスが発生し、コンクリートを脆くさせる場合があるので、ガ

スが溜まりやすい場所は注意が必要です。雨水は常時流れているわけではなく、降雨

時に限定されますので、汚水管に比べると傷みにくいと思います。ただ、昨今の道路
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陥没は、管の破損によって土砂が流れ込むという原因もありますので、大きな管はマ

ンホールを開けて管の中を目視で調査し、それほど大きくない管は、遠隔調査できる

自走式のカメラを使って毎年実施しています。雨水管もこれから取り入れて検査をし

ていく必要があると考えています。

山田委員

雨水を全て管に流すのではなく、敷地内で浸透桝を使ったり、雨水を再利用して処

理するというのは基本的に建築課で行っているものですか。きちんと普及させていけ

ば農地から宅地になっても雨水量は増えていかないので、並行して実施いただければ

と思います。

また、市でも貯留タンクの販売はされていますか。

下水道課

施策評価表の「②雨水の宅地内処理の指導・啓発」に記載されているように、舗装

されると雨水が浸み込む土が無くなると、それだけ河川に直接排水される量が増えて

しまうので、指導や啓発を行なっています。

③ 施策６０ 廃棄物の適正処理の推進

ア 施策評価表に基づく施策概要の説明

所管課（資源リサイクル課）が、資料１１・１２に基づき説明。

イ ヒアリング

花輪会長

和光市は家庭ごみは朝霞地区一部事務組合が実施していますか。

次に、その他ごみについても委託業者による収集を行っていますか。

また、和光市は何種類の分別収集ですか。

資源リサイクル課

し尿処理については朝霞地区一部事務組合ですが、ごみについては和光市が行って

います。

収集業務に関しましては、全て委託業者によって行っています。

分別については、プラスチック、ペットボトル、びん、缶、紙、布類、燃やすごみ、

有害ごみ、不燃ごみです。

戸部委員

新しく建った宅地にごみ集積所を設けているようですが、基本的に何軒で１箇所の

ごみ集積所といった基準はありますか。

資源リサイクル課

原則的に新設する際は２世帯以上でお願いしていますが、特に規模などの基準は設

けていません。

山田委員

収集のコストですが、量と集積所の数、どちらで委託業者に支払うのですか。

資源リサイクル課

燃やすごみについては重量制を取っていて、それ以外については収集車の台数で支

払いを行っています。

山田委員
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効率良く収集するには集積所を出来るだけ少なくすることが重要だと思います。私

の自宅の集積所は２０軒ほどで共有していますが、新しい住宅の方は２、３軒で１つ、

その隣の方は１軒で１つ集積所を使用しています。そういったところをうまくまとめ

れば、効率は上がってくると思います。こちらについては市の指導ですか。それとも

自治会等の管轄ですか。

資源リサイクル課

ごみ集積所はトラブルの元にもなりやすく、新しい住宅の方が既存の集積所に入れ

てもらえない場合もあり、難しいところがあります。利用者や自治会等で集約してい

ただければありがたいと考えています。開発行為により集積所が増えつつあるのが現

状です。

湯川委員

家具や家電の場合は個人で処理しなければならないですが、一人暮らしの高齢者は

非常に困っていると思います。買い換えると古い家具家電は引き取る業者もあります

が、それもまちまちで古いものは引き取れない場合もあります。市で月に１・２回粗

大ごみを回収するという案は出ていますか。

資源リサイクル課

現状では清掃センターに直接お持ちいただくか、委託業者に個別に回収いただく方

法のみです。月１・２回市内全体を回る方法は現時点では考えていません。

湯川委員

清掃センターに持ち込む方法は意外と市民に知られていません。通常の集積所へ置

くことで違反シールが貼られていても持ち帰らない人がいます。もう少し広報で大型

ごみのＰＲをしたほうが良いと思います。

資源リサイクル課

粗大ごみについては、戸別の収集に関しては、現在粗大ごみの処理の手数料の見直

しを行っています。現状では業者に直接支払うか、金融機関に振り込む方法になって

いますが、コンビニエンスストアでの支払い方法の導入を検討しています。

松永委員

ごみ問題に対して自分達がやるべきことも多くあるので、市民みんなで考えていく

場を設けていただけたらと思います。まずは広報からなど、市に音頭を取っていただ

くのが最も手っ取り早いと思います。何か考えていることはありますか。

資源リサイクル課

対策を話し合える場については、現時点では考えていません。

関口部会長

第五次和光市一般廃棄物処理基本計画では、ごみの発生を抑制する(リデュース)、

再利用する(リユース)、再生利用(リサイクル)、再生できないごみは受け入れない(リ

フューズ)の「４Ｒ」を掲げています。今のお話について行政も動いているものだと

認識しています。

現在の清掃センターは平成２年３月２０日に建てられ、総工費２１億２，０００万

円と広報に書かれていましたが、当時は不燃ごみから粗大ごみまで全ての処理できる

システムを持ったものでしたが、現在粗大ごみを壊す機械が故障で稼動していない状

態です。今後建替え計画等、動きがあればお聞かせください。
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また、現在焼却施設は２つの炉を交互に使っている状態でお間違えないですか。

資源リサイクル課

現在清掃センターは２７年経過しています。現在、将来の長期的視点を見据えた中

でのあり方の検討を行っています。緊急の課題だと認識しています。

焼却施設は２炉ありまして、通常は１炉ずつ稼動しています。

戸部委員

炉が２つある話は初めて知りました。それを交互に使いこなして専門的に安全だと

いう想定で行っているとは思いますが、もし１つが故障したら、もう片方に負荷がか

かり、どちらも故障したら市民に大きく関わってくる問題です。そうなったときに来

年度の予算計上の緊急的措置は取っていますか。

資源リサイクル課

将来的な整備については現在検討中です。予算の確保等、具体的なものは決まって

いない状態です。

山田委員

近くに小学校がありますが、老朽化によって排出されるものが基準を超えてしまう

ことはありませんか。現在は問題はないということでよろしいですか。

資源リサイクル課

法令の基準を上回ってしまうと稼動が出来なくなりますので、定期的に計測を行っ

ています。

花輪会長

施策評価表の「４.これまでの取組に関する施策全体の総合評価」に今お話があっ

た内容が書かれていますが、「ごみ処理施設の老朽化が進む中…計画的に施設の整備

を行っていくことが課題である。」としか書かれていません。現状を把握して、いつ

までにこういった施設を整備するというものではなく、「課題である」や「検討中で

す」では市民を守れないと思います。そういった計画を作るという動きはありますか。

資源リサイクル課

再三申し上げている通りで申し訳ありませんが、現在そちらを検討中です。

花輪会長

施設については周辺住民の反対等調整しなければならないことがたくさんあると

思います。これからの検討では間に合わなくなってしまう可能性もあります。もう少

し危機感を持って取り組み、計画を作るところまでは行っておくべきだと思います。

戸部委員

広報でごみの分別の協力のお願い等の働きかけを行っていることは知っています。

焼却場がピンチということをもっと知らしめて、市民に遠慮なく予算計上を実施いた

だけたら良い気がします。

湯川委員

市内の荒川周辺にごみの不法投棄があります。景観も良くないし、ごみがあること

でそこにまた捨てていくという状態にあります。午王山の自然運動を行った際、塀を

立てて、草花を植え捨てにくいようにしましたが、車で来て捨てていくような人もい

ます。自然発火による周辺住民の被害の恐れもあります。そういった事には車のナン

バーを控えたり、市民の監視による通報システムが必要だと思います。
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④ 施策７３ 市有施設の適切な保全

ア 施策評価表に基づく施策概要の説明

所管課（資産戦略課）と関係課(総務人権課)が、資料１１・１２に基づき説明。

イ ヒアリング

松永委員

適切な施設保全とは、どういったところを誰がチェックして、保全として対策すべ

き所は何なのか教えてください。

また、老朽化の状態を確認しているのは委託業者ですか。それとも市の施設管理者

ですか。

資産戦略課

マネジメント実行計画の対象は、市内全域の公共施設になります。今後人口が減少

していく中で、施設が老朽化していく中で適切な維持管理が必要なため、こちらにつ

いておおむね５年ごとの見直しを行い、３０年間の計画を立てる予定です。

老朽化の状態は、学校施設につきましては学校単位で行っており、専門業者が確認

する予定です。小規模の建物については、まだ検討していません。

松永委員

それをチェックして、全体をマネジメントする計画がまだないということですか。

資産戦略課

そうです。

松永委員

それは個々のマネジメントですか。それとも市として各学校全体のマネジメントで

すか。

また、マネジメント計画が出来ていないのは、何か障害があるということですか。

資産戦略課

市として各施設のマネジメントをしていく中で、学校の老朽化が一番進んでいます

ので、学校の建て替えや修繕、改修をしていくときに、公共施設を複合化・多機能化

していくことにより施設をまとめていこうという考えで行っています。

総合管理計画は設置されましたが、マネジメント計画については各施設ごとに管理

しましょうという計画になります。今後少子化が進んでいく中で、建物を増やしてい

く方向ではありませんので、将来持続可能な管理を行わなければならないと考えてい

ます。

花輪会長

高度経済成長期に集中的に公共施設の整備は行われ、その耐用年数が近づいてきて

いる中で、国の方で公共施設の整備計画を策定するよう通達がありましたか。

資産戦略課

総合管理計画がそれにあたるものです。平成２８年３月に総合管理計画を策定して

おります。

花輪会長

施策評価表の「１．施策の概要」の平成２７年度の現状に、「総合管理計画を策定

し…」とあり、「３．施策の取組内容の達成度」の「②適切な施設保全」に「(仮称)
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公共施設マネジメント実行計画…」とありますが、こちらの２つの計画の関係をお聞

かせください。

資産戦略課

総合管理計画はそれぞれの基本方針になるもので、建物について書かれている長期

計画です。マネジメント実行計画は細かく書かれたもので、直近の年間の計画になり

ます。マネジメント実行計画は平成２９年中に策定の予定です。

関口部会長

和光市は平成２７年度に公共施設白書が作られました。こちらは各々の建物がどれ

だけの耐用年数があり、どれだけになったら変わっていき、建てていくかを調べたも

のになります。これに基づいて、今後どのように施設を総合的に管理していこうとし

てつくられたものが「和光市公共施設等総合管理計画」という流れです。おそらく次

のステップとしては、どういった形でマネジメントしていくかで、例えば現在国土交

通省が指定しているファシリティマネジメント(公共施設等の管理運営)のＰＦＩや

ＰＰＰといった民間手法を使ったまちづくりをする方法で始まるという段階でよろ

しいですか。

資産戦略課

仰るとおりです。

花輪会長

ファシリティマネジメントの中には橋や道路の建設も入っていますか。

資産戦略課

総合管理計画には含まれています。ただ、今回のマネジメント実行計画は、学校等

公共施設のみになります。建物は統廃合や民間手法を用いるので比較的実施しやすい

ものです。

関口部会長

総合振興計画第七次まで行う計画になるので、３０年先という息の長い計画になり

ます。

資産戦略課

一次計画はかなり綿密に行っていきますが、二次計画以降はあくまでも計画の見え

る化がメインになると考えております。

花輪委員

その計画には財政フレームは入っていますか。

資産戦略課

一次計画についてはある程度目安がついています。それ以降については今後検討い

たします。

関口部会長

例えば広沢地区は市街化調整区域から市街化区域に編入をしたと思いますが、市街

化調整区域にある建物も建て替えも市街化編入が必要ですか。

資産戦略課

市内全域の公共施設が対象です。ただ施設が古くなったから建て替えるという話で

はなく、エリアの中で公共施設が果たす役割があるので、周辺の道路整備、市民のコ

ミュニケーション活性化も含めて、ただ建物が新しく変わるだけではなく、広く取り
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組んでいくという意味で、都市計画区域を変更する場合もあります。

松永委員

７３０１「庁舎施設整備」の「４．事業の総合評価」に記載されている「…市有施

設保全計画等に基づき、施設整備費用の平準化を図りながら…」の部分の平準化につ

いてですが、整備として効果があるのか、ライフサイクル管理としてトータル的に効

率が良いのか、どのような意味なのでしょうか。

資産戦略課

時代によって建った年数や時期を見ていき、建替や改修の時期を平準化していくと

いうものです。

松永委員

平準化し過ぎるより、一定期間に集中して実施した方が良いと思います。

資産戦略課

出せる費用もそうですが、人的資源(技術者)の確保の問題もあります。現在オリン

ピックに伴って建設需要が増えているので、資材の高騰が激しく、そういった時期に

建設を集中するとコストが高くなります。平準化することで効率が良くなる面があり

ます。

山田委員

学校の耐震補強についてですが、コンクリートの耐用年数は５０年なので、補強年

数の時期にきていると思います。毎日子どもたちが過ごす場なので、優先的に効率の

良い施設になるよう企画していただきたいと思います。

２ その他

追加質問について

追加質問がある場合は、５月２９日（月）までに事務局にご提出ください。追加質問に対

する回答は、情報共有のため、全員に送付する。

外部評価表について

評価は、６月１６日（金）までに事務局にご提出ください。

次回会議について

第３回会議は、６月２１日（水）午後１時３０分から６０３会議室で開催する。

以上


