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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３０年６月４日（月） 午前９時３０分～１１時５０分

開催場所：市役所６階 ６０３会議室

出 席 者：関口泰典部会長、山田実委員、北嶋美栄子委員、岩田由実委員、戸部正子委員

花輪宗命会長、川﨑真知委員

欠 席 者：なし

傍 聴 者：１名

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】

· 施策４８ 防災体制・消防支援体制の強化【危機管理室】

· 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】

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８・９に基づき説明。

イ ヒアリング

山田委員

建物移転に関する合意形成についてですが、区画整理は自分の財産の問題になって

くると思います。他の区画整理と同じペースで進んでいますか。北口は駅周辺という

ことで立地条件の面で交渉が難しいですか。

駅北口土地区画整理事業事務所

建物移転の合意に全ての方が反対しているわけではありません。高齢化が進んでい

たり、どこでも同じですが、仮住居の選定や新しい建物の計画を立てなければならな

いので、早い方は１年ですが、場合によっては２年ほどかけて交渉を行った上で移転

していただくので、この交渉に時間を要している状況です。

関口部会長

移転補償についてお聞きします。総事業費が約１０９.６億円の中で移転補償にあた

る金額はどれくらいで何％かかりますか。

駅北口土地区画整理事業事務所

平成２８、２９、３０年度では約１２億で、事業計画上の７割が移転補償費にあた

ります。

岩田委員

事務事業評価表、駅北口土地区画整理推進（駅北）の平成２９年度の特定財源が約

７億１，０００万円と、平成２８年度より大幅に増加しているのはなぜですか。
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駅北口土地区画整理事業事務所

特定財源というのは、国から「社会資本整備総合交付金」が補助されます。事業に

対して５５％国から交付金をいただく内容です。区画整理事業を行っていると、年度

内に終了できる事業と年度をまたぐ事業があります。平成２８年度に行わなかった事

業があった関係で平成２９年度に繰り越していることと、地方債という市で借り入れ

ているお金を充てており、この２点で特定財源が増えています。

岩田委員

それだけ事業が進んでいるということですか。

駅北口土地区画整理事業事務所

そうです。

川﨑委員

施策評価表の施策指標の達成度の平成３２年度までの目標が１００％ですが、時間

を要しているとのことで、それ以降も事業は続くということですか。

駅北口土地区画整理事業事務所

平成３２年度に工事完了時期を設定していますが、事業計画上は平成２０年度から

３４年度が事業施行期間になります。現状はなかなか進捗が見えない状況ですので、

施行年度の最終年度の平成３４年度から５年間くらい延びるのではないかと想定し

ています。

岩田委員

２６６戸ある中で１９０戸移転させなければならないとのことですが、現在どれく

らい移転していますか。

駅北口土地区画整理事業事務所

平成２９年度までの累計が２２戸で、建物移転率としては１１.５％です。

岩田委員

私はその地区を担当していたことがあるので、どういった高齢者がいるか大体存じ

ていますが、高齢者世帯には長寿あんしん課との連携が必要だと思います。残り１６

８戸分を数年で終えるためには、１年で何戸移転しなくてはいけないか。大変ですね。

駅北口土地区画整理事業事務所

例えばあと１０年かかったとして、１年につき１６戸移転していただく計算になり

ます。高齢者以外でもそれぞれのご家庭の事情があり進まない状況ですが、生活保護

を扱う課など、他部署との連携をしながら移転を進めています。どこにでもある地区

の課題ですが、密集市街地だと玉突き移転のように、Ａさんが移転しないとＢさんが

移転できないという状況があります。もっと効率的に建物移転と工事が進められるよ

う見直しを行っています。広範囲に補償の交渉にあたり、２，３年先を見据えて交渉

を行っていかないと工事が円滑に進まないので、工夫しながらやっているところです。

関口部会長

基盤整備ができていないと建物移転も行えないと思いますが、区画整理で設定して

いる道路はどれくらい完成していますか。

駅北口土地区画整理事業事務所

総工事費に対して公共施設整備に費用がいくら掛かっているかの率として「公共施
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設整備費進捗率」という一つの指標があり、４１.４％まで進んでいる状況です。

山田委員

道路が完成しないと移転できないということですか。

駅北口土地区画整理事業事務所

そうです。まず道路ができてその中にガスや水道を設置し、仮換地を造成した段階

で建物移転を行うことができます。

山田委員

東武の駅ビル建設が予定されていますが、北口側との関連性はありますか。

駅北口土地区画整理事業事務所

現在進められている東武鉄道の駅ビル建設については、南口だけの開発です。今の

ところ北口との関連性はありません。

花輪会長

駅ビルはいつごろ完成予定ですか。

駅北口土地区画整理事業事務所

オリンピックにあわせた２０２０年４月に開業予定です。

関口部会長

こちらの高さ制限は何ｍで何階建てまで建てられますか。

駅北口土地区画整理事業事務所

駅北口の商業地域は３５ｍです。住宅が１階３ｍとして、１１から１２階建てにな

ります。

戸部委員

駅ビル開発は南口のみと説明がありましたが、今回の「中心市街地にふさわしい駅

北口周辺の整備」の施策からすると、ますます南北の格差が広がっていくような気が

します。北口と合わせて何らかの開発の計画はありますか。

駅北口土地区画整理事業事務所

施策評価表にも記載がありますが、「駅北口地区高度利用化推進」という事務事業

を掲げています。東武鉄道と地下鉄２路線が始発で乗車できるという高いポテンシャ

ルを生かしながら、もう少し駅前に賑わいがあるようにしていく必要があると考えて

います。このため、駅周辺においては市街地再開発を見据え、高度利用化を推進して

いこうということで、平成２９年１０月から「高度利用化推進室」という部署を設置

しています。その対象となる検討区域において、権利者の方々に土地の高度利用化を

目指していくよう勉強会等を開催し、実現に向けて進めています。元々賑わいがある

南口に東武の駅ビルができることで、北口も中心市街地の一翼を担うので、重点的に

拠点性のある建物の建設を推進してまいります。

花輪会長

施策評価表の指標の達成度の数字を見ていると、当初はなかなか進まないところが

あったと思いますが、昨年度は少し弾みが付いた印象があります。ある程度形がみえ

てくると、地権者との交渉等に弾みが付きやすいものですか。

駅北口土地区画整理事業事務所

平成２５年に仮換地の指定をして、平成２６年からようやく工事に入った状態でし

たが、平成２５年に換地に不服のある方から審査請求があり、地権者の気持ちが冷え
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込んだ時期がありました。現在は少しずつ道路や建物が新しく変わってきたことで、

周辺の方々の気持ちも前向きになってきたので、補償調査や工事の時期の問い合わせ

が増えてきている状態です。

花輪会長

施策評価表の「３ 施策の取組内容の達成度」に記載されている駅北口土地区画整

理推進の今後の方向性の優先度がＣになっていますが、区画整理に大体の目途が立っ

たからですか。

駅北口土地区画整理事業事務所

そういったことではなく、これからもっと進めなければならない事業です。この事

務事業は公共減歩を低くするために和光市土地開発公社が先行取得してきた用地の

償還分を行う事務です。平成３０年３月議会で和光市土地開発公社が解散し、駅北口

で償還事務として行ってきたものが平成３０年度で終了するので、優先度をＣにしま

した。

関口部会長

事務局に確認です。優先度の比率が決まっていて、重要事項でもＣになる場合があ

ったと思いますが。

事務局

Ａの事業は２割、Ｂの事業は６割、Ｃの事業は２割です。

北嶋委員

今の住居を放棄するために仮住居に移ると思いますが、仮住まい先は戸建ての方は

戸建てへ、集合住宅の方は集合住宅へと同じ状態で移るのですか。

駅北口土地区画整理事業事務所

区画整理事業の移転方法は、主に二つあります。一つ目は、建物を曳屋する方法で

す。二つ目は、再築工法という建物を壊して、新しい仮換地に建てる方法です。どち

らも仮住居が必要になります。

仮住居には仮住居補償という移転の補償をします。建物の現状の床面積を基に金額

で算出し、その補償金でもって地権者ご自身で仮住居先を探していただきます。その

際は事業者の紹介も行っています。

北嶋委員

借家人の方は、どういった方法で探しますか。

駅北口土地区画整理事業事務所

一度壊してまた新しく共同住宅を建てたとしても、そこに戻る方は少ないです。ア

パートに入居している借家人の方については、地区内の標準的な家賃を算出し、現在

の家賃の差額をお支払いし、他の場所に移っていただくという補償の方法を行います。

北嶋委員

その比率はどれくらいですか。また、移転が進まないという根本的な理由は何です

か。地権者より借家人は比較的スムーズに移転できるものなのでしょうか。

駅北口土地区画整理事業事務所

地区内においてはワンルームの大規模な集合住宅で一棟で３０世帯ほどのものが

何棟かあります。割合の算出は行っていませんが、借家人の件数は多いです。

３０世帯の集合住宅の移転となると、３０人を１戸ずつ交渉していきます。その中
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には学生や会社員など様々な方が住んでいますので大変な量になります。また、集合

住宅の所有者には別途交渉を行います。

山田委員

区画整理を行う上で道路が変化していきますが、優先道路が分からなくなっていた

り、初めて通る方に標識が分かりにくい場合があります。通学路もあるので、安全性

を十分考えて整備を行っていただきたいと思います。

② 施策４８ 防災体制・消防支援体制の強化

ア 施策評価表に基づく施策概要の説明

所管課（危機管理室）が、資料８・９に基づき説明。

イ ヒアリング

花輪会長

和光市の場合、想定されているのは首都圏直下型地震かと思いますが、防災施策で

想定している、市民が一番困りそうな内容はどのようなものですか。例えば、建物の

倒壊や火災、避難所の不足など様々なことが想定されると思いますが、主な防災の課

題を教えてください。

危機管理室

平成２６年に和光市の被害想定調査を行っていますが、対策として公助の面では備

蓄を進めたり、防災の啓発を行っています。ただ発災の時間帯によって日中に起こっ

た場合では、市民は都心にいる場合が多いため、帰宅困難者になることが予想されま

す。東京都では３日間帰宅させないようにする対策をとりますので、市内に残るのは

子どもや高齢者がほとんどになってしまいます。建物の倒壊が起こった際などに実際

に活動できる方が少ないのではないかということが課題になっています。

花輪会長

消防団についてですが、消防団の確保に苦労しているという話をあちこちで耳にし

ます。和光市の場合順調に伸びているようですが、消防団員の年齢構成はどれくらい

ですか。また、就業形態はどのような方が多いですか。都心に通勤している方が多い

とお聞きましたが、地元で就業している方ですか。把握しておかないと実際の活動の

際に機能しない場合がありうると思います。

危機管理室

消防団員の現在の平均年齢は４２，３歳です。就業形態は平成２９年４月１日現在

で自営業の方が４１名で、家族従事者が１８名、被雇用者が５８名でほぼ半数が地元

で働いている方ですので、日中でも連携が取りやすいと考えています。

花輪会長

自助の部分で、「災害は忘れたころにやってくる」という市民の意識がなかなか伸

びていないようですが、防災フェアではどのような工夫をしていますか。

危機管理室

主に普段防災訓練に参加しにくい方で、特に小学生をメインターゲットにしていま

す。そのことで父母や祖父母などのご家族も参加し、防災の知識を身に付けていただ

くように誘導しています。
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昨年度の防災フェアは悪天候で中止になりましたが、スポーツ要素を取り入れて学

んでいただくということで、防災カードのシャッフルゲームや毛布を担架がわりに運

ぶリレー競技や、ジャッキアップで救出する競技など、樹林公園の広場を活用した８

種目の防災・減災の体験型の取組を行うという企画です。総合体育館内でも業者によ

る啓発を見たり聞いたりする中で、防災意識が高まることを期待しています。

山田委員

市の防災マップについてですが、地震や水害の際に危険度が増した場合のそこの土

地の避難想定や救助方法の計画はされていますか。

危機管理室

防災マップには地震の揺れやすさや液状化の危険度、荒川北部を中心とした洪水の

ハザードマップが掲載されていますが、その危険度があるところを中心に避難場所の

確保等の計画があります。遠い南側に避難するのは不合理ですし、あまり近すぎても

危険があります。

山田委員

備蓄については個人的に現状はあまり進んでいないと思います。コンビニなどで何

でも買うことができる錯覚をしている市民がいますが、流通が停まってしまうと何も

入ってきません。二年前の熊本地震の際、市内に入ってすぐのコンビニは閉鎖され何

もない状態でしたが、１０ｋｍ先は普段の生活をしているところがあったりと、流通

が停まるとこんなに変わってしまうのかと思いました。私も含め、市民はそういった

危機感がないので、どういう状態になるのか分かりにくいと思います。

危機管理室

発災後の３日間７２時間をどうするかが一番大事だと思います。国のプッシュ型支

援では３日後に救助物資が各避難所に送られてくると言われていますが、まずは自分

の備蓄品のストックが必要だと思うので、そちらについての啓発を防災ガイドやおと

どけ講座等で改めて強調していきたいと考えています。

岩田委員

啓発のため、防災フェアと地域防災訓練を年に１回ずつ行っていると記載されてい

ますが、それ以外の訓練について、１９９回の具体的な内容と内訳を教えてください。

危機管理室

啓発については、施策評価表内の「２ 施策指標の達成度」の「⑤防災に関する講

演会・講座等の開催」に回数が掲載されています。平成２９年度の内訳は、おとどけ

講座が６回、職員派遣による防災訓練の協力が３回、和光市ＢＯＳＡＩまちづくり伝

道士養成講座が５回の計１４回の啓発事業を行っています。

訓練については、地域防災訓練と防災フェア、市職員向けの職員初動対応訓練の３

つをそれぞれ年１回実施しています。消防団の訓練については、和光市の消防団独自

で行うものと、朝霞地区一部事務組合で行うものがあります。その他にポンプ車がき

ちんと動かせるかの訓練や、エンジンカッターなど救助に必要な機材の操作訓練、救

助訓練等をほぼ毎月行っています。市民向けというより、消防団の組織の強化を目的

とした訓練が多いです。また、市内の警戒パトロールとして、各消防団に分団が３、

４編成されており、その班ごとに車両の点検・操作確認・月１回のパトロールを行っ

ています。こちらの述べの回数を合わせて１９９回実施しています。
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山田委員

１０年前に比べて消防団の訓練の回数も内容も充実しており、火災の出動件数も減

少しているようです。

危機管理室

はい、以前に比べて訓練の回数を増やし、内容を災害に対応したものにしています。

いざというときの備えも十分にできていると思います。

北嶋委員

啓発についてですが、各自の防災の意識の差が大きいと感じます。意識の少ない方

をどう巻き込むかも重要だと思います。防災訓練の計画は市側から要請して地域に出

向きますか。それとも地域からの要請で実施しますか。

危機管理室

基本的には自主防災組織が企画して実施します。自主防災組織は全市域を網羅して

おり、自治会の数とほぼ同数で漏れがない状態です。

北嶋委員

自治会に加入していない方もいると思います。

危機管理室

そういった方をターゲットに防災フェア等を活用したり、ホームページに啓発する

ページを設けたり防災マップを配布することで、自助・共助の意識付けを行っていま

す。全てを回って説明することは難しいので、地域の団体ごとに実施しています。

北嶋委員

避難所の中心は学校になると思うのですが、学校を含めた訓練は実施していますか。

危機管理室

学校も含めて行っています。子ども達を入れずに学校災害対策本部と市の連携をど

うしていくかを現在進めています。６月１０日に地域防災訓練を予定していますが、

実施する前段として市の初動要員として職員が行い、避難所を開設をする地域の自治

会の方々がスタッフリーダーとしてご参加いただき、学校の教職員を含めた三者と打

合せの場を毎回設け、当日の地域防災訓練に臨む形になります。今回も全学校を回り

そういった取組を推進しています。

岩田委員

ターゲットが小学生をはじめとしたファミリー層ということですが、今後はますま

す高齢化社会が進むので、そちらに沿った啓発も必要だと思います。防災マップを見

ると字が小さく、高齢者が見えにくい印象があります。今後高齢者に対する啓発を施

策に取り入れる予定はありますか。

危機管理室

ターゲット層によって変えています。高齢者は老人会を通してのおとどけ講座の依

頼が多いので、一番有効だと考えています。

花輪会長

共助の関係ですが、和光市は自衛隊や理化学研究所や税務大学校、ホンダ等の地元

の公的機関や企業と市との連携や協定は行っていますか。

危機管理室
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一例を申し上げますと、帰宅困難者の対応については東武鉄道や本田技研等の各企

業の方が集まり、帰宅困難の対策についての協議会を設置しています。災害対応の協

定は主に福祉分野が中心になりますが、国立埼玉病院や朝霞地区医師会と協定を締結

し、災害に備えています。

花輪会長

帰宅困難者だと、和光市民よりその周辺の方への対応ですか。

危機管理室

当然そういったケースも多いと思います。例えば池袋などの都心の場合でも同じ傾

向が見られると思います。

戸部委員

企業間の協議会は和光市も関わっていますか。

危機管理室

和光市が主体となり、各事業者に状況を伺えるよう連絡網の調整を行っています。

関口部会長

和光市には手厚い防災計画があるので、見る機会があれば読んでみると良いと思い

ます。

一点質問があります。和光市の地形上の問題についてですが、火災が起こった際に

南北それぞれの消防署へのルートの確保ができなくなる場合があると思います。様々

なルートのシミュレートはされていますか。

危機管理室

和光市独自に消防を持っているわけではなく、四市で司令センターを朝霞市に設け

ており、そちらに１１９番通報が入るようになっています。その中で稼動している車

両を確認して、最も近くの車両を派遣する流れです。道路状況については司令システ

ムで把握しており、市内のルートが確保できなければ朝霞側から回る等の対策も考え

られています。

山田委員

それに加え、消防団が北に３団、南に３団ずつ設置されています。

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８・９に基づき説明。

イ ヒアリング

山田委員

焼却処理できない廃棄物を最終処分場へ埋め立てするという説明がありましたが、

それは和光市内で焼却のキャパを超えてしまったものと焼却できないもの、どちらを

最終処分場へ持ち込むのですか。

資源リサイクル課

基本的には焼却できないものではなく、焼却した中で１０％前後の灰と毒性の強い

ばいじんと呼ばれる細かな粒子が残ります。ばいじんは年間２万ｔ焼却する中の８０

０ｔ残り、こちらをふるい落として薬剤を使って固化し、安定型処分場に埋め立てを
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しています。燃やしていないものではなく、燃え残ったものの一部になります。灰に

関しては、人工の砂や石、セメントの材料として全てリサイクルされています。

山田委員

ばいじんが外に出ることはありますか。

資源リサイクル課

フィルターで引っかかるので、煙突から排出されることは一切ございません。

川﨑委員

ばいじんは一ヶ所ではなく、全国の最終処分場に運ばれますか。

資源リサイクル課

和光市では群馬県や山形県に持ち込んでいます。東北道方面に処分場が多くありま

すが、震災の際に交通網が遮断されると排出ができなくなりますので、リスク回避と

いう意味も兼ねてなるべく別の高速道路で行ける場所を二ヵ所確保しています。

山田委員

焼却炉自体が２５年経過しており、メンテナンスしながら稼動している状況と聞き

ますが、建替えの検討は行われていますか。

また、急な故障で焼却できない場合、近隣の焼却施設で行えますか。

資源リサイクル課

部品の調達ができなくなってきており、メーカーでも造れないという状況が出てき

ています。今年度から建替えの方向での検討業務を行ってまいります。

埼玉県清掃行政研究協議会で埼玉県内の焼却施設同士で何かあった際に相互協力

をする協定が結ばれています。朝霞市や川越市等に分散して焼却していただくという

協定になっています。

戸部委員

老朽化した焼却施設の維持管理についてですが、昨年度も建替えを考えている旨の

記載がありました。今年度の施策評価表の施策取組内容の達成度の「②老朽化した焼

却施設の維持管理及び整備の検討」に「長期的な視点で修繕を行うための専門員の配

置と年度別の修繕計画の作成が急がれる」と記載されています。昨年度より一歩後退

している印象があります。県内の自治体と協定を結んでいると聞き安心しました。専

門員の配置も重要ですが、建替えの計画を市民にも分かる形で立てていただきたいと

思います。

資源リサイクル課

建替えに関して、昨年度より文章の表現的に落ちてしまったのは、他の市町村との

広域という形で模索していましたが、計画策定時にトーンダウンしてしまったことも

あり、まずは単独での建替えや専門員の配置を行いたいという考えを表記しています。

花輪委員

建替えに関しては待ったなしだと思います。もっと必死になってやるべきではない

でしょうか。私は市民ではありませんが心配です。

資源リサイクル課

委員の皆さんもご心配だと思いますが、市内の焼却炉は２基あり、１２０ｔ燃やせ

る炉を６０ｔずつ交互運転しています。それを１炉ずつ動かしているので、片方で焼

却し、もう片方が停止している間にメンテナンスしているので、何とか維持できてい
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るのが現状です。

岩田委員

現在２万ｔのうち８００ｔがばいじんということで、そちらは現在の焼却炉の排出

量だと思います。新しい焼却炉の排出量や建て替えの費用、専門員の配置にかける人

件費の見積などを算出してありますか。それらを踏まえた上で計画を立てると思いま

すがいかかですか。

資源リサイクル課

二市合同で行う場合と、単独で行う場合とで焼却炉の大きさは変わってきます。例

えば朝霞市の人口は和光市より多い１３万人くらいで、そういったところと合同で行

うとした場合、現在１２０ｔで賄えているものが、二市合わさることで２５０ｔ、３

００ｔの焼却炉が必要になることになります。今のところ、どこの市と組むか単独で

行うかという方針が決まってないので、細かな計算は出していません。

岩田委員

その方向性がいつごろ確定するかによると思いますが、それまでの間の対策は専門

員の配置ということでよろしいですか。また、何人配置して人件費はどれくらいかは

これから算出するのですか。

資源リサイクル課

専門員の予算取りは行っていますが、フルタイムでの勤務で募集していないので、

安い賃金になってしまい、なかなか応募者が来ないのが現状です。和光市の焼却炉は

約３０年経過していますが、他市では４０年経過しているところもあり、そういった

経験のある専門員が各業界で引っ張りだこな状態です。練馬区やふじみ野市は良い施

設が建設されましたが、そういったところは良い人材を良い賃金で採用しており、和

光市は難しい面があります。

戸部委員

転居時期になるとアパートが大量のゴミを廃棄し苦慮していると仰っていました

し、２炉をうまく稼動させて努力しているのも分かりますが、ある日突然故障する場

合もあり得ると思います。建替えの計画を声を大にしていただきたいと感じました。

北嶋委員

施策評価表の施策指標の達成度の「②不法投棄物搬入量」を見ると、実績値と平成

３２年度の目標値がほぼ変わらないようですが、どうお考えですか。

事務局

平成３２年度までに達成する目標値は、総合振興計画の中で予め定まっており変え

ることができません。

関口部会長

焼却炉の建替えについてですが、和光市公共施設白書から始まり、次のステップで

策定された和光市公共施設等総合管理計画の中で、「今後も現状のまま存続すること

の妥当性について、速やかに検討を進めます。」と掲載されているので、後退してい

るとしか思えません。諸事情もあり、２つの炉をメンテナンスしながら交互運転する

などの努力はされていると思いますが、市民にとってはなくてはならない施設です。

ばいじんの問題に関しても、群馬県草津市と山形県米沢市の最終処分場に８００ｔ運

ばれていますが、埋め立てるにも限りがありますので、前向きに検討していただきた
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いと思います。

岩田委員

事務事業評価表の事業の実績の「②最終処分場への搬入量」が平成２９年度の実績

値が８７１．３ｔと前年度より増えていて、「③資源化量」は前年度より減っていま

す。焼却量が増加したと記載もありますが、理由は何ですか。

資源リサイクル課

焼却量自体は大体横ばいで大きな増加ではありませんが、ばいじんの排出量がごみ

の質によっても違うので同じ状態での比較ができません。毎月排出量を算出していま

すがばいじんの割合にはムラがあるのが現状です。年間を通すと２０ｔほど変化があ

り、ごみの質によるものと考えています。

岩田委員

人口の増加も要因ですか。

資源リサイクル課

人口が増えている割に、ごみの量の変化は少ないです。

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。こちらについて前向きに進んでいますか。

資源リサイクル課

「リユース」という意味では、和光市にはリサイクル展示場があります。持ち込ま

れた粗大ごみで再利用できそうなものを置いており、年々利用者数が増加しています。

こちらで手直しは行っていないので、無料での引渡しをしています。和光市民が持ち

込んだ粗大ごみでまだ使えそうなものに限りますが、引取りに来る方は練馬区・板橋

区、遠い方は川越市からいらっしゃいます。そういった意味では焼却の減量に繋がっ

ていると考えています。

山田委員

隣接する自治体の廃棄物を和光市内に持ち込んでいるということですか。

資源リサイクル課

練馬区はかなり持込みが厳しく、一世帯で年間３回までという制限があります。戸

田市や蕨市は一切受入れができず、業者に電話連絡をして引取りに来てもらう方法し

かありません。そちらは個数ごとに料金がかかり３，４千円になりますが、和光市は

１０ｋｇあたり６０円と近隣では安価なので、市内の友人を連れて市外の方が持ち込

む事例が見受けられます。

戸部委員

借り物の都内のナンバーの車で行ったとしても、市内在住であることの証明書の提

示が必要ですが、それでも持ち込まれるのですか。

資源リサイクル課

和光市民が同伴して受付を行うことが多いです。持ち込んだものに他市の住所の郵

便物が出て来る際は、お話を伺ってお断りする場合もあります。受入れが厳しいので、

受入れられる自治体に来てしまうのが現状です。
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関口部会長

ごみを持ち込んだ際に受付で証明書を提示し書類に記入しますが、和光市総合振興

計画の中で、「方針７５ 電子市役所の推進」という施策があります。パソコンで市ホ

ームページから書類をダウンロードし、自宅で作成して提出すればすぐ手続できると

いう方法もあります。この形で申請する方は全体の何％くらいですか。

資源リサイクル課

１０％未満だと思います。よく利用される方々は事前にご用意いただいていますが、

ほとんどの方は受付で記入しています。

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）が、資料８・９に基づき説明。

イ ヒアリング

岩田委員

事務事業評価表の広沢複合施設整備についてですが、アンケート調査を実施してい

て回収率が３１．１％と低い印象がありました。長寿あんしんプラン策定のアンケー

トを行った際は市職員が訪問回収していて、回収率が６０％でした。

資産戦略課

こちらは和光市在住の１５歳以上の方、２，０００名を無作為抽出で行い、回収率

３１．１％でした。回収率はこれでも良い数字だと思います。回収にお伺いはしてお

らず、返信用封筒を同封する形で行っています。

山田委員

市内の公共施設全体に言えることかもしれませんが、今後施設の老朽化により建替

えが増えていくと思います。タイル張りなどの豪華な施設を建設していく時代から、

コストがかかりメンテナンスも大変なので止めていく時代になっています。無駄なも

のを建設しないことが大事だと思います。タイル張りは落下の危険性があり、１０年

に１回のメンテナンスが義務付けられています。豪華な施設を造るには設計料も高額

になります。今後の市の公共施設の建設について、どのような考え方をお持ちですか。

資産戦略課

豪華な施設の建設は今後はございません。行政の直接の工事で建設したほうが効率

の良い学校については、今までどおり行政が仕様や建替え工事、メンテナンスを行っ

ていきますが、財政が厳しい中で進めていくので、無駄なものは自然となくなってい

く方向です。広沢複合施設の建設方法ですが、児童センターやプール等市民が利用す

る施設を建てます。ＰＦＩという手法を用いて行いますので、仕様を決めるのも民間

事業者になります。学校の子どもたちも利用する施設なので、７コース造ってくださ

いという仕様の面ではお願いしますが、維持管理を民間事業者が行わなければならな

いので、コストが無駄にかかるようなものは必然的にカットして提案

していく形になります。行政が直接仕様を決めていくべき学校のような施設と、民間

がノウハウを生かしていく施設と両方ありますが、施設によってどちらの手法を使う
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かはそれぞれプロジェクトごとに検討し進めていきます。いずれにしてもご質問いた

だいたように豪華なものを建設する予定はありません。

関口部会長

和光市公共施設白書から始まり、財政が厳しい中、管理をどうするかという次のス

テップで和光市公共施設等総合管理計画が策定されました。最終的に第一次和光市公

共施設マネジメント実行計画という、実際どうしていくかという計画が策定され、Ｐ

ＦＩ／ＰＰＰといった民間活力を使って新しい手法で行い、エリアマネジメントも含

めて考えていくという内容が掲載されています。記載されている方向性は立派だと思

います。利用者や受益負担者のマネジメントも含めた理想は分かりますが、行政とし

て打ち出した実行計画に沿ってその方向性に持ち込めるか、だれが動かしていくのか

お考えをお聞かせください。この審議会はＰＤＣＡサイクルの振り返りの場ですが、

これから先の計画になり、完成予定が平成３３年４月と時間がないので、その辺をど

のようにお考えですか。

資産戦略課

まず、厳しい財政状況なのが大前提としてあり、どういう手法を使って誰が何をし

ても、出発点はここからあるべきだと考えています。行政として先ほど部会長がお示

しいただいた第一次和光市公共施設マネジメント実行計画を策定していますが、一番

大きな意味として、きちんと旗を振ること、ビジョンを示すことだという認識をして

います。市長をはじめ、議会に大枠についてはご議論いただいて、それを実行してい

く段階になって私どもがバトンを受け継ぎます。旗を揚げられたものを振って実行し

ていくイメージです。ご指摘いただいたマネジメント実行計画については、できるも

のしか記載されていないと認識しています。それを行政だけで行うことは不可能で、

市民と、議員、民間事業者のお力を借りながら、それらをコーディネートする役割が

行政としては強く求められていると自認し、実行計画を策定させていただきました。

誰が動かすかというと、皆さん一人一人に役割があって、それをコーディネートする

のが私たち行政だという認識のもとに進めていきたいと考えています。

関口部会長

「対話」という言葉を多く使われている印象がありますが、市民に近く、多くの意

見を聞いて造っていくという形でしょうか。

資産戦略課

まさにご指摘のとおりだと思います。

岩田委員

コンサルティングは職員と専門員どちらが行いますか。

資産戦略課

広沢複合施設の事業については、建設についての資金の想定が必要なので、一部コ

ンサルタントを導入します。そういったところだけでなく、行政の中のそれぞれの部

署に一番ノウハウを持っているところがあるので、必要に応じて協力していくのが現

状です。コンサルタントに丸投げはしないよう考えています。

岩田委員

マネジメント実行計画の策定時も有識者を呼んでいますか。

資産戦略課
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マネジメント実行計画につきましては、市民の中で知識をお持ちの方にきていただ

き、コンサルタントを入れずに自力で策定した計画となります。

花輪会長

コレクティブインパクト・リストについてご説明いただけますか。具体的に進めよ

うとしているのは全国の中でも珍しいと思います。

また、サウンディング型市場調査は普通の市場調査とどう違いますか。

資産戦略課

海外の事例では子どもの貧困を解決するために、事業者と州政府が共通の目的を掲

げ、行政と事業者がそれぞれ役割分担をして活動をしています。和光市は協働につい

て既に行っているものですが、いろんな立場や能力を持った人がいますが、社会が複

雑化していて、例えば介護に携わっている方がなかなか時間が取れず、結果的に携わ

る方々の多様性が生まれないということがあります。コレクティブインパクトの考え

として、これだけはきちんと担保して協働を進めるという５つの必要なルールがあり

ます。共通の計画を持ち、課題を共有して役割分担をするといったことです。それぞ

れ時間も限られており、場所も離れていたりするので、共通の目的や指標を共有し、

それぞれがそれぞれの方法で取り組んでいきましょうという考え方です。忙しい市民

のお力を借りるには、そういった形でないと難しいと思うので、このような考えを打

ち出させていただきました。

サウンディング型市場調査ですが、普通の市場調査ですと手紙を事業者に送るなど

がありますが、こちらは対面で話をするという方法になります。従来行政は民間との

接触はあまり好ましくないこととしてきましたが、全て情報を明らかにした上で、参

加の意志やプロジェクトを成功させるためにどういった考えがあるか等を民間企業

と膝詰めで話をする場になります。ここ１，２年で増えてきている手法です。

花輪委員

資産戦略課はいつ設置されましたか。

資産戦略課

平成２９年１月とまだ新しい課になります。

岩田委員

お金の流れを把握していらっしゃるということでしょうか。実行計画を策定する際、

どこが老朽化しているかのランク付けというか、優先的に修繕しなければならないと

ころなど記載してあるようですが、見積は出ていますか。

資産戦略課

総務課資産戦略担当の時代に公共施設白書を策定していて、市の現状を把握してい

ます。その後公共施設等総合管理計画を策定し、市の全体的な方針を総務課で示して

います。私たちは実際具体的に動かしていく中で、マネジメント実行計画を策定させ

ていただいており、計画の方針に基づき個別に進めていく形になります。資産戦略課

の関わりが終わっているわけではなく、個別の計画策定の際も、皆さんと対話しなが

ら進めていきたいと考えています。

２ その他

追加質問について
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追加質問がある場合は、６月７日（木）までに事務局にご提出ください。質問の提出は任

意だが、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１９日（火）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（木）午後９時３０分から５０２会議室で開催する。

以上


