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市庁舎にぎわいプラン 第１回基本計画策定委員会 議事録 
 

１）日時、場所 

○開催日時：令和元年７月 12日（金） 10:00～12:00 

○開催場所：和光市役所３階 庁議室 

 

２）出席者 

委員 ： 根本委員（委員長）、古田委員（副委員長）、田中委員、小松委員、佐野委員、稲葉

委員（和光市民）、大和田委員（和光市民）、浜口委員（和光市民）、白川委員 

事務局： 資産戦略課（岡田、森田、村山、清水） 

 

３）内容（発言順） 

１ 委嘱・任命 
委嘱状により委員を任命した。 

 
２ 事務局紹介 
  事務局より紹介を行った。 
 
３ 委員自己紹介 
  委員の自己紹介を行った。 
 
４ 議事 
⑴ にぎわいプラン にぎわい創出各プロジェクトについて 

事務局より説明を行ったのち、議事に入った。 
  （事務局：概要説明） 
    ・当日貼りだし資料（対象プロジェクト、保健センター、全体配置図、展示棟、議会棟）

の説明。 
    ・今年度の基本計画策定委員会のスケジュールとして、第２回は 10 月ないし 11 月頃、

第３回は来年 1 月ないし 2 月頃実施予定。 
・第１回は基本方針を踏まえ各プロジェクトに対するブレスト、第２回は第１回の内容

を事務局にてまとめたものをベースに具体化したもので再度議論、第３回は基本計画

策定（案）をベースに議論。 
・具体化の度合いとしては、基本方針の各プロジェクト内容をベースに議論し、基本方

針のまま話を進めていくのか、方向転換した方がよいのかを議論し、基本計画に反映

してほしい。 
・各プロジェクトに関しての事務手続き、スケジュール感については、委員会の議論を

基に、事務局（業務支援企業含む）にて素案を作成する。 
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（以下、内容） 
根本委員長：基本方針において８つのプロジェクトを定めている。庁舎等内部に関わるプロジェ

クト４つ、市民広場等外部に関わるプロジェクトが４つ。これらが議論のとっかか

りになる。事務局の説明を踏まえ、何か確認事項あれば、お願いします。 
 
田中委員 ：現状の問題とどうしたいのか目標について、教えてほしい。 
      議論の前提条件として、PjNo2 であれば、現状のまま使用するのか、改修を行った

うえで使用するのか、事業者に改修含め、自由にお願いするのか。どこまで制限が

あるのか。 
 
根本委員長：現状の問題には、まちの課題など大きな問題と、各施設の小さな問題など大小様々

ある。 
 
事務局  ：にぎわいプランを考えるにあたったきっかけは、近隣の PFI 事業で新しい施設がで

きることから、現状施設が空くことや、行政施設の事務スペースが狭くなっている

こと、あるいは市民広場が普段利活用されていないなど施設の課題から出発してい

る。 
      PJNo1 市民広場については、先日隣接する市民ホールでイベントがあった際など、

人がいるのにも関わらず、開演前など来場者のたまり場がなく手持ち無沙汰になっ

ているなどうまく活用できていないということがある。 
      PJNo2 保健センターについては、築 40 年程度たっているのにも関わらず、Is 値＝

1.2 など非常に強固な建物であること、取り壊しが決まっている児童センターと同様

特徴的なファサードの赤レンガの建物であることなど、まちの記憶を残すため、建

物として保存していきながら再利用していきたい。 
      PJNo3 議会棟については、議会開会中は活用されているが、閉会時は閑散としてい

るなど、施設の有効利用を検討していきたい。 
      PJNo4 駐車場については、上記の検討も踏まえ、駐車場についても合わせて、有効

に活用していきたいことから、プロジェクトとして基本方針に掲げている。 
 
田中委員 ：文化センターにきた人の居場所がないのであれば議会棟や保健センターを使って、

新たな居場所づくりを行う、そのための動線をどうするかなど具体的な議論ができ

る。そのように現状の問題を踏まえ、どのようにしたらよいのかという視点で議論

をしていけば、より実のある議論になると思う。 
 
根本委員長：基本方針内にも現状課題・目標など一文はある。議論をしながら、これだからでき

ない、様々な PJ を横断して話が進行するなどあると思うが、特に遮断することなく
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まずは自由に話す場として本日議論を行いたい。 
      今回の基本計画の議論内の “にぎわい”について、全体的な視点の補足をします。 
       和光市は、昼夜間人口比率は 87％、昼間出ていく人と、昼間入ってくる人の比率

が 80～90％の間に入っている。通常値が低いとベッドタウンといわれるが、和光市

の場合、ベッドタウンの機能を持ちつつ、雇用の場など人が流入してくる側面もあ

る。 
       昼夜間に和光市に来る人と考えた場合、相当数の人が和光市に来ているというこ

とになる。にも関わらず、なぜにぎわっていないのか、というのがそもそもの議論

の発端。和光市にいる人はどこで活動しているのか。和光市の南北整備の格差問題

などそもそもの構造的な問題もあるが、もう少しアクティブな市民を増やすなど取

るべき手段はあるはず。そういった目線から考えても公有資産を有効活用していな

いことはもったいない。今ある資産を有効活用していくためにはどのようにしたら

よいのか、今日起こしいただいているアクティブな市民の皆様を含め、知見を有す

る皆様にご議論いただき検討していきたいということが主旨になる。 
 
浜口委員 ： 2 時間の限りある時間の中で、価値をだすために、目指すべきところをどこに置く

のかは委員の中で共有したい。制約事項、遵守事項を理解した上で検討を行い、こ

れだからできないなどならないよう最終結論に向けて進めていきたい。皆さんそれ

ぞれすでにご意見はお持ちだと思うが、まずエンドユーザーである市民目線で話を

した上で、専門家の方々からご意見をいただき、議論を発展させていく方法はいか

がか。 
 
根本委員長：公募市民の方からそのようにお話しいただけるとありがたい。 
      １回目で全然まとまらなくても構わない、２、３回目で話がまとまることもある。 
      また、制約と考えていたことが実は制約ではなかった乗り越えられる壁だった、と

いうこと多々もある。この場では特にブレーキをかけることなく、話をしていただ

きたい。 
      この場で出た制約事項は、事務局が整理して改善できる部分は改善していただきた

い。 
では、まず皆様それぞれの意見の話していただいてからその後、議論に入る形で進

めていきたい。 
 
小松委員 ：主にファイナンスの観点からお話させていただく。プロジェクト全体を考えたとき、

プロジェクトにも黒字と赤字の事業がある。②リノベーション PJ や④駐車場 PJ は

黒字化・収益化を図れると思う。その収益を原資として、③議会棟 PJ やその他狭あ

い化の PJ の資金を捻出していくことになるかと考える。③議会棟 PJ に民間から出

資させることはハードルが高い。そのため、どのように②リノベーション PJ をマネ
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タイズするかが重要だと考えている。私は②、④が黒字事業で、その他は赤字事業

だと分析する。 
       ただ、先ほど委員長からあったとおり、自分が赤字だと思った事業であっても、

違う観点から考えた場合、黒字にできる事業もある。皆様のご意見を基に協議して

いければと思う。 
 
根本委員長：全体のキャッシュフローの話をしていただいた。➀広場 PJ については黒字化は難し

いでしょうか。 
 
小松委員 ：もちろん黒字化が望ましいが、➀PJ に関してはアイデア次第と考える。➁PJ や④

PJ に関しては、ハードが既にあるため、収益化の目星はつくが、➀PJ や③PJ は収

益化の難易度が高いと考える。 
 
根本委員長：各プロジェクトをそれぞれ見た場合はそのような見方だと思うが、全体のプロジェ

クトをつなげるための工夫などは何かありますか。 
 
小松委員 ：ブランディングなどが考えられる。まさにエリアマネジメントで求められている内

容だと思う。もう少し論点を洗い出す必要がある。 
 
根本委員長：稼げない部分に対し、稼げる事業から資金回して事業展開している他事例などあり

ますか。 
 
小松委員 ：駐車場事業などで稼いで資金を捻出して、プロジェクト展開している事例はあると

思う。 
 
根本委員長：わかりました。それでは、ファイナンスの関係に関わらず、ご意見をもらえればと

思います。 
 
稲葉委員 ：にぎわい創出のために、施設としてどうするか、エリアとして考えた場合行政の施

設のみではなくエリアとしてコンプレックス化（複合的な要素）を持つことなどが

大事だと考える。ですので、新しい機能をどう入れていくかということが大切。 
その他に、人々のにぎわいを生むためには一階の諸施設、機能が非常に大切。例え

ば、その点で平面をみると、議会棟と市民広場の間に植栽帯があったり、市民ホー

ルの中に食堂がなく、既存食堂とも階層が異なる。つまり、諸施設の関係性がつな

がっていなく、それぞれが独立した機能として存在している。 
      ギャラリー機能化と一例はあるが、いかに人が滞在するのか、滞在時間を延ばすこ

とを考えることは重要。 
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      展示棟の開口部を少し改修し、市民広場と新たなつながりをつくるだけでもかなり

効果はあるとは思う。 
      ここに来た人が、来て、見て、何か食べて、そのあとどうする、というような行為

のシークエンス化（連続性）を考えながら検討してみるとよい。 
      今の機能をどうしていくのかという考え方と、付加機能として何をしていくのかを

考えることが非常に効果的になのではないかと考える。 
      現状はそれぞれこの棟はどうする、など細分化して検討しているが、総じて「人の

行為」のつながりから検討していくとよい結果につながるのではないかと考える。 
 
根本委員長：行為のシークエンスは非常に大切なテーマだと思う。開口部を改修することによっ

てどのような効果があがるのでしょうか。 
 
稲葉委員 ：現状、展示ホールと市民広場は「視覚的」にはつながっているが、出入りするため

の扉がないため、単純に動線がない。行為がつながらない。議会棟一階の食堂もし

かり。見て何しているのだろうと思ってもその場所にいけない。 
 
根本委員長：新しい行為を生むこととして考えた場合、市民としてこの場所に望むものは何です

か。 
 
稲葉委員 ：ギャラリーはあるといいと思う。一般の市民が趣味として行っていることが、その

場で披露できるような機能を持った場所があるとよい。現在は多趣味化しているた

め、いろいろなことに対応できるようになると効果が非常にあがると思う。 
      併せて、そのような機能があったとしても、どのように周知していくのかも重要。

現に、地下に食堂があっても知らなかったら立ち寄ろうとも思えない。 
      新しい機能を作ったのであればどのように周知して広めていくのかも非常に重要で

ある。そのために全体つながりをちゃんと意識したサイン計画も大切である。 
 
根本委員長：人々の行為のつながりを生むための考え方、新しく整備した機能についての周知な

ど非常に大切なテーマであると思う。 
 
大和田委員：マーケティングの目線から検討した場合、にぎわいというテーマがふわっとしてい

る。例えば、スケボーができますという空間にすれば、その他の場所で細々とやっ

ている人たちは一気に集まる。どのようなにぎわいを生みたいのかというセンサス

をしっかり設定することが大事。いわゆるターゲティング。 
      昼夜間人口の話もあったが、昼間はどういう人が来て、夜はどういう人がくるのか、 
      各時間帯に来る人はどのような目的なのか、などマトリクスでまとめるなど。 
      大切なのは、「数値化」して、見える化した上でどのように進めていくか検討するこ
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とが大事だと考える。それぞれの個別プロジェクトがバラバラに動いて、結局目的

が何であったのかがわからなくなることは避けた方がよい。 
      ターゲティングした上で、事業を行うことで、事後の評価もしやすく、方向転換も

可能となる。 
      にぎわいという項目に関しても数値化することがまずは必要であると考える。ここ

にどのくらいの人を呼びたいのか、指標を定めるべき。そうしないと、各プロジェ

クトの内容を検討する場合、このプロジェクトは何人くらいは集客できる可能性が

あるなど、判断ができる。 
      例えば、市民活動に関して言えば、現状昼間中央公民館や南公民館などで様々な活   
      動を実施していると思うが、ここで問題になるのは、抽選に漏れた人。活動をした 

いのにする場所がない人。CI ハイツなどにも同様の問題がある。そのような現状見

えてない、あふれてしまっている事を可視化することで、何が必要なのかが見えて

くると考える。 
収益性の話ともリンクして、計画事業と現状の状況を比較することで、じゃあどれ

くらいの効果が上がりそうなのか、を議論する素地になると思う。今後のスケジュ

ール感の中で、そういった部分を抑えながら事業者等へヒアリングした方がよいと

考える。 
 

根本委員長：にぎわいの定義については、基本方針 P1 の基本理念について記載がある。今回は

「ふらっと立ち寄りゆるっとつながるこれからの 50 年を照らす庁舎」とある。 
 
大和田委員：和光市の課題として世代間交流というものもあるが、今回の「つながる」のは誰と

誰がつながるのか。 
 
根本委員長：まず、ゆるっとしていないつながりは何かと考えた場合、それは「目的を持って」

つながっている人。和光市にもそういう方は多くいると思う。サークル活動のよう

なもの。にぎわいについても、駅前のにぎわいとは違う。駅前はにぎわってはいる

が、それぞれが別々の個別のにぎわいである。連続性がない。ここでいうにぎわい

とも違う。 
      つまり、強くつながっている場所ではないが、個別バラバラでもないつながりによ

る「にぎわい」が今回の目指すべきところのなのではないかと考える。 
 
大和田委員：例えばどのようなものがあるのか。 
 
根本委員長：たとえるならば、「サードプレイス」のような場所。誰でも気軽によれるような場所

をつくれば、いろんな目的を持った人が集まってきて、その中で自然発生的により

強固なつながりが生まれたり、新陳代謝のように、循環してだれかを排除したりと
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いう訳ではない、新しい人をどんどん取り込んでいく取り組みは海外含め、多々あ

る。 
 
大和田委員：その場合は、新たに目的を持ってくるわけではない、家と職場の通過点、つまり行

動圏も絞られ、ターゲットとなるエリアや人が絞られていくのか。 
 
田中委員 ：実際にサードプレイスのような取組み実施しているので、紹介する。喫茶店の中に

ミシンを置いたり、洗濯機を置いたりした、多目的複合施設の縮小版みたいな事業

を実施している。イメージとしては私設公民館のような。物理的に距離が近いだと

か、主婦の方が多いだとか、対象としている人はいるのかということはよく聞かれ

るが、気に入れば遠くからくる人もいる。何故なら、今の時代は情報化されていて、

遠いものに対して抵抗がなくなった人が増えていることは感じる。個人的にはそん

な遠くから、頻度も多く来ることに対して不思議に思うことはあるが、来ている人

の尺度ではその部分は気にならなかったり。主婦やサラリーマンいろんな方がいる

が、そのように、色んな人がいてもそれを許容できる人が来ているという印象はあ

る。この空気感が好き、という人が多い印象はある。 
      ターゲットエリアなどもあるかもしれないが、「距離的なご近所さん」ではなく「精

神的なご近所さん」、気に入ってくれた人がきてくれればよいと考える。 
      近ければすべて肯定的に物事をとらえるかというと、必ずしもそうではないと感じ

る。 
      気に入ってくれる人が増えること、それが一番いいと常日頃感じている。 
 
根本委員長：それは、最初からこういうものを作ろうと始めたのではなく、近くの人が気軽に立

ち寄れるものを提供していった結果、そのようになった、ということでしょうか。 
 
田中委員 ：そのとおり。ざっくりいうと、色々な目的があっていいので、あれをやりに行こう、

これをやりに行こうという人が、滞在できる心地いい空間があったら、よいと思う。

喫茶店などは一つの手段であって、それを作ろうということが目的ではない。 
 
根本委員長：ふらっと立ち寄りということをイメージしていくことと一方、お金を回すという意

味でも客観的にガバナンスができるようにしないと失敗する恐れもある、ふらっと

ゆるっとのあいまい感と、お金がまわる厳密な仕組みを如何に融合していくのかと

いうことが一つの大きな争点になる、ということになると思います。 
 
浜口委員 ：このエリアに人を集めるにぎわいの定義とは、皆様のお話をお伺いしていく中で、

ターゲティングをしすぎることなく、多くの階層を呼び込むことが必要であると感

じた。そのためには、まずやはりこのエリアに不可欠な要素として、エンドユーザ
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ーとなる方、つまり、UR 西大和団地、自衛隊官舎はかなりの市場であると考える。

その人々に意見をうかがってみたが、その中からも色々な意見があった。 
      自分としては、このエリア範囲としては、和光市内として考え、まず第一手として

は UR、官舎及び樹林公園から和光駅までのエリアとして考えた。その際の広沢エリ

アには広沢小学校という資源があり、そこにも目を向けた。センターオブグラビテ

ィ（計画の重心）つまり、この計画を進めるためのコアとなる部分を分析したとき

に、目的を持ってくる人、その人達をゆるっとつなげるためには今ある資源、市民

広場を活用していないことは非常にもったいないと感じた。市民広場の活用を前提

に、朝・昼・夜と３つのゾーニングを行い、それぞれの時間帯で考えてきた。 
      ターゲット：UR、官舎、近隣住民、小学生としたとき、３つ手段を考えた。 

それは、“食事”、“農園（貸し農園）”、“小学生のイベントスペース”である。 
食事に関しては、手段はキッチンカーや屋台などあると思うが、朝：コーヒー、昼：

ランチ、夜：飲み屋とスタイルも様々提供できる。夜に関して言えば、このエリア

はまず飲み屋が少ない。自衛官は、全国転勤で色々な地場の物に触れているため、

食に関してのハードルは実はかなり高い。今回の場合、若者のチャレンジの場とし

て、飲み屋を開いてみたり、美味しいビーフシチューがあるのであれば、夜来たお

客が次回、こどもを連れて昼に来るなど経済的にも循環できる仕組みとなるかもし

れない。電気ガスなどの整備は必要になるが、そのような取り組みもおもしろいの

ではないかと思う。 
次に、小学校になぜ自分が目を向けたかについて説明すると、自分の子供がニュ

ージーランドの高校に通っていた際に、アイスアックスで山を登るから許可をくれ

と急に電話がきたことがあった。それはリーダーシッププログラムのようなものを

使い、自分で稼いだお金で、山に登りたいという話だった。どんな話かというと、

自分がしたいことのためのお金を自分で稼ぐ、スーパーマーケットの店頭でキッチ

ンカーで高校生が食を作り、販売するということを公的に認め、経済の流れを学ば

せるというものであった。これを応用して、小学生が市民広場を使って自分がした

いことのためにお金を稼ぐイベントをしてみたらどうかと考えた。そのようなイベ

ントを行えば、顧客として父兄がくる、祖父母がくる、となれば何かイベントがや

っているような“にぎわい”は発生するのではないかと考えた。場所としては、市

民まつりで行われているように、前面の道路も併せて活用できれば小学校から広場

までのエリアににぎわいがにじみだしていくのでは、と考えた。 
 次に“農園”。全体ではないがスポットとしてあれば面白いのではないかと思う。

神奈川県座間市のホシノタニ団地のリノベーション（事業者：小田急電鉄、設計：

bluestudio）を参考に思いついた。通り道に農園があり、アドバイザーがいるが、朝

通勤がてら鍬入れをしたり、農業活動ができれば、かなりのニーズがあるのではな

いかと思う。隣地の UR でも構わないが、子供たちのイベントと花を植えたり、農

作をしたりということは非常によい空間なのではないかと感じた。 
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このエリアはまわりから一段上がっている。全面的に開くのではなく、その特性

を生かし少しこもった位置で面白いことをやっている、というのもよいのではない

かと思う。そのためには、先ほどもお話をした、前面の道路でイベントを行うなど、

人を呼び込む仕組みづくりも重要であると考える。 
③議会棟 PJ についても、こども議会など子供たちのイベントとして貸出たり利

用ができれば一体感が生まれると思う。広場にベンチを出したり、パラソルを出す、

ジェットヒーターを出したりすることができれば、寒暖のある季節でも利用できる

ようになるのではないかと考えた。平面的な横方向の展開と縦方向の展開がつなが

れば非常におもしろい空間になるのではないかと思う。 
不特定多数を呼び込むにぎわいではなく、まずはこのエリアの中でのにぎわいと

考えた場合、このような取り組みも面白いのではないか、と考えた。 
自分としては、アメリカのサンディエゴの町並み空間は非常に好き。軒先にリー

ズナブルなピザが食べれる店があったり、かたや高級なお店があったり。多様な目

的で人が集まり、俯瞰してみれば全体がつながっている空間であることは、目指す

べき姿ではあると思う。 
 
大和田委員：事例としてはフィリピン：セブ市のスタートアップ支援（IT パーク）というものも

おもしろい。IT 系の企業が集まっているのだが、ある程度プログラミングが軌道に

乗ってくると、じゃあ次なにするとなるのだが、セブ市は飲食系のフードインキュ

ベーションサービスを始めた。内容としては、幕張のような都市の中のがらんとし

た空間をこの場所を好きに使用していいという形で、飲食系の起業ができるような

スペースを設けた。そのために必要最低限な水道などのインフラ整備は行政で行っ

た。その結果、セブ市中から人が集まる場所となりかなりのにぎわいが生まれた。 
      対して、日本、この地域で見たときに、夜間だけ同様ににぎわってもどうなのかと

思う。昼夜間人口の話もあるが、やはり近隣に住んでいる UR の方々、在宅の方な

どもターゲットとしては考えられると思う。 
      話に聞くと、西大和団地の中にも自宅で作った料理を近所の食事を作れない高齢者

にふるまったりしている人はいると聞く。なぜそのようなことをするのかと聞くと、

昔シェフをやっていて料理は作りたい、でも店を出すほどの資金もなくそこまでは

できない、ということだった。 
       他にも、引きこもりの人の髪を切る美容師さんなどがいると聞いたこともある。

引きこもりの子に取っては髪を切るのは普段は親であるため、プロに切ってもらう

ことで、おかっぱ頭ではなくしっかりとした髪型にすることができる。その人に聞

いてみても、髪を切るのは好きだが、起業をするほどのお金はないという話であっ

た。 
       この界隈には、そのようにスキルを持っているけど、なかなかできない潜在的な

ものはあるように感じた。そのような人がひとまず何かやってみる、というような
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場所や機会があるだけで少し変わるのではないか。もちろん最低限のインフラ整備

などの設備投資、事業の効果測定は必要だが、ひとまず何かやってみると人を集め

ることができるのではないか。そういったスキルを持った人たちをピックアップし

ていって進めてみるのも一つの手では。サンディエゴにしても、最初から計画して

ないかを決めたのではなく、自然発生的に生まれた小さなコミュニティがいくつも

覆いかぶさって大きなコミュニティになっていると思う。 
浜口委員 ：まさに特定のターゲットではないということもあるので、それぞれの小さなコミュ

ニティを作っていくという方法もあると思う。サンアゼリアであれば、やはり、講

演の少し前に来て、レストランで優雅に食事をしてから鑑賞をしたり、軽くピザで

も食べてという人がいれば、軽く食事をしてから鑑賞したりと、それぞれのニーズ

があると思う。 
 
大和田委員：そもそも市民広場には座るところもないため、子どもを連れて遊びに行っても親は

ただ突っ立っていたり、可動式の椅子をわざわざ持っていったりと非常に不便な空

間という認識になってしまっている。 
 
佐野委員 ：にぎわいプランについては、非常によいプランであると思う。UR は古い団地が多く

あり、高度経済成長期の建設した物件がほとんどで、現在建て替えなど改修する時

期となってきている。バリアフリー化や子育て世代へニーズへの対応など、ただ建

て替えるだけでなく、そこで地域に役立つものを取り込みながら団地を再生してい

っている。和光の場合であれば、和光市の老朽化した保育園を団地再生の際に、建

物内に取り込んだり、樹林公園へのアクセス路にコンビニを誘致して利用者の利便

性を向上したりという取り組みを行ってきた。その中で基本方針 P13 の図にあると

おり、この立地は非常に可能性がある。なぜなら、最先端の研究をしている理化学

研究所が至近にあり、非常に有能な技術を持ったホンダ技研もある。25ha の広大な

樹林公園も至近にある。 
      ここまでの地域資源が揃っている土地はなかなか無い、うまく今ある資源が連動し

ていけば、素晴らしい空間になると思う。和光市の計画の中にも理研と連携をして

いくなどの記載があるが、非常によい取り組みであると思う。 
       一つ事例として、静岡県の東海道新幹線の浜松駅構内にはスズキの新型ジムニー

とヤマハのグランドピアノが展示してある。グランドピアノには市民の達者な人が

飛び入りで演奏をして人を集めたり、非常に楽しい空間になっている。そのような

要素を各企業と連携して和光市でも行えればそれもこの立地ならではの一つのにぎ

わいへとつながるのではないか。 
 
根本委員長：和光市であれば、理研や本田のアウトプットで市民も来て見て触れられる親しめる

ものがどこかにあればということだと思うが、現状は和光市も何か行っているのか。 
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事務局  ：和光市では本田のバイク展示を市役所一階のホールで月一入れ替えで行っている。

理研のグッズは一回の総合窓口で販売している。 
 
佐野委員 ：理科実験などは民間の企業でも集客力はあるので、最先端の理研が行う理科実験な

どが和光市で実施できれば、子供たちや親子に向けても非常によい取り組みなので

はないか。 
 
大和田委員：児童館のフィットは休日いくといつも渋滞している。 
 
根本委員長：理研からスピンオフした形で OB など理科教室などしている人はいないのか。 
白川委員 ：OB としてはいないが、理研に依頼して市民大学を開催している。 
 
小松委員 ：全体のブランディングが大事だと思う。「和光市って何？」と皆さんが思い浮かべる

ものは、この中に取り込めればいいのではないかと思う。 
情報共有だが、和光広沢複合施設の計画では、民間収益事業として、スーパー銭

湯が入ってくる。ここで年間 60 万人ほどの集客を目指しており、やや広域なエリア

から人を集める予定である。その流れをもう少し南側、市役所側まで伸ばせればと

考えている。 
       そうなってくると、市民広場についても、近隣の人々に加え、やや広域から集ま

る人や市民ホールで公演を行った際に集まる人など、土日などにそれなりのイベン

トをちゃんと行えば、人は集まると思う。特に、春とか秋に過ごしやすい時期など

は活発に活動ができると考えられる。 
       理研、ホンダに関しては、うまく連携できるようにした方がよいと思う。司法研

修所、税務大学校もあるため、頭のいい人も多くいるイメージ。そういった特色あ

る機関は多いのに、いまいちうまく連携できていない。それこそ、保健センター跡

地や広場など、それらともう少し関連性を持たせて事業を行えば、和光市に住んで

いる人も付加価値を感じると思う。広沢地区のエリアマネジメントを通じて、それ

ぞれの機関との関係性の構築までできるとより良いものになると思う。 
 
田中委員 ：２つお伝えしたことがあります。 

１つ目はすぐできることと、時間をかけてできること、お金をかけてできること、

お金をかけずできること、手段ややり方は色々あると思う。お金の話についても、

すぐお金になる話と、その存在意義があるから人が親しんでくれる、間接的にお金

を生んでいるものなど、様々なものがあると思う。現時点ではアクセスの問題は大

きいと思う。どんなに素敵に空間に生まれ変わってもそこにいくことが難しい、そ

の場所へのアクセスが悪いというのは問題があるとは思う。お金をかけてできるこ
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との中の稲葉さんがおっしゃったような、開口部のつながりを生む改修などは必須

の項目であると考える。 
      その中で、食の話は皆さんおっしゃるとおりだと思う。市民の皆さんはここに市役

所がある、市民広場があるということは知っていると思う。一年に一回大きなイベ

ントを行うのではなく、日常の生活のボトムアップができるような場所がここにあ

る、というところを目指すべきだと思う。すぐできることから、例えば週一回でも、

みんなで晩御飯が食べれるような機会があれば始めてみればいいと思う。何かをす

るためにインフラを整えるのではなく、スタートアップを考えている人のためにも、

何かしら始めてみて、使ってみてからこうした方がいい、これがあったらいいな、

など気づいたことから検証してみてもいいと思う。使ってみて気づく視線というも

のもあると思う。 
       本計画は本格的に動きだすまでにもう少し時間がかかると思うが、それまでの間、

実証実験的に使えないかなと思う。ギャラリーについても、場所をしていするので

はなく、回遊させたいルートすべてがギャラリーというような考え方だと素敵だと

思う。どこにでも掲示していいよ、みたいなことになるとすごく空間として魅力的

になると考える。今できることはすぐに始めてみる、とよいのではないかなと感じ

ます。 
２つ目は、特定の人だけじゃなくみんなが使えるようにするには、公民館とか公

園など「公」のつく場所が本当に大事なところであるということ。色んなマイノリ

ティの方、ハンディキャップのある方々に対して、目標はそういった方々も日常的

に親しめる場所になること。でもそうなるためには何が足りないのかを実際に使っ

てもらって検証することは必要なのだと思う。駅前でお酒を飲んでいる人も一日中

飲んでいるわけではない。そうゆう方もあるときは黄昏に来たり、色々な多種多様

な方々の受け皿となるような計画及び場所になるとよいと考える。 
 
古田委員 ：官民連携という目線からお話させてもらうと、稲葉さんがおっしゃっていたとおり 

エレメント化していく関係性が今は出ていないというところ、その作業を今回の計

画の中のプロジェクトでどのようにつなげていくのか、ということが一番の課題だ

と感じた。 
       和光市の外から来た人間として、和光市の中でどのようにしていけばよい関係性

がうまれたり、うまく連携していくのか、今日の皆さんのお話を伺いながら考えて

みた。交通網に話を除いたとしても、和光市には“所在”がない、と非常に感じた。 
       広沢複合施設の中にお風呂の王様がくるというお話があったが、外部からくる人

はその場合は、“目的”があって、和光市に来る。目的を達成したら、帰ってしまう。

そのような人を延長線上にある市民広場などにふらっときてもらうようにするには、

“所在”がないという、現在の和光市の状況はあまりよろしくない。その問題を解

決するためにはやはり“人”があると思う。外から来た人に対して、「どこから来た
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の？」などゆるく関係を築いたり、受け入れるような、大げさに言えば“文化”のよ

うなものが必要ではないかと思う。 
仕事柄、色々な都市や街を見てきたが、駅を降りると街の雰囲気がでていると

常日頃、感じている。関係性が濃い街というのは、熱気のような、空気のような

ものが、街に溢れている。居心地がいいなと、感じる土地はたいてい、人同士が

声を掛け合っていて、外から来た人に対しても分け隔てなく声を掛けたりして

つながりを感じる。逆に、所在がない、用を足したらすぐに帰ろうと思うような

街は、インフラは整っているが、そこに人の影を感じられない街が多い。まさに

そういった部分がポイントなのかなと、考える。 
その問題を解決するためには、田中さんのおっしゃっていたように、今できる

ことと、長い期間かけて醸成していくことを、分けて考える必要がある。 
短期的にすぐできることに関しては、浜口さんがおっしゃっていたように、コ

アでこういった形で人を集めようというような戦略的なアプローチが必要で、

その延長線上に、長い時間をかけてセクターとセクターをつなぐような関係性

や、そこから生まれる人の気持ちを育てる、醸成していくような、そんなことが

起きていくとよいのではないかと感じた。 
最後にそれを始めていくために、だれがまず動き出していくのかというとやは

り、その場所に携わっている人、行政の方々だと思う。今この場所に目的があっ

てくる人というのは、行政サービスを受けにきている人達である。そのような行

政サービスを受けに来ている人と常日頃接している行政の方々から始めていく

必要がある。そう考えると、本計画内にある市役所の“狭あい化対策”は密接に

関係していて、人と人との関係性を埋めていきながら、にぎわい創出のプロジェ

クトに滲み出していくようなイメージが必要なのではないかと感じた。ぜひ、狭

あい化対策を支援するコンサルタントにも人と人との関係性を念頭に置きなが

ら事業を進めてほしい旨伝達してほしい。 
 
根本委員長：にぎわい創出について、外側から見た場合、誰がどのように利用するか、どの

ようにあるべきかについては議論を進め、ある程度イメージは共有できたと思

う。その外部から来た人達にとって、内部空間（狭あい化プロジェクトの話）を

どうしていくのかを考える必要がある。働く人にとっての働きやすい空間であ

ると同時に、利用しにきた人々にとって、利用しやすい空間であることも重要

である。その部分について、議論していきたい。 
       外側のところはゆるっとつながってきて、何らかの意思、目的を持ってきた

人たちが、満たされるような機能が配置された空間になったとき、その人たち

にとって魅力的な市役所（内部）と何なのでしょうか。また、そのような人たち

と行政が接点を持っていくようにするためには、行政側はどのような対応をす

ればよいのでしょうか。 
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       そういった目線で考えると、役所のフロア構成もまったく違う形になるのか

もしれない。 
 
古田委員 ：実際に、市民の目線として、現状の行政サービスはどのように感じていますか。 
 
大和田委員：手続きがあり伺った際には、親身になって対応してくれたり、書類を回してい

ってくれたり悪い印象は特にない。ただ、それ以前に勤務している方が、寒い

とか、食事をとることもままならないというのは、純粋にかわいそう。 
 
田中委員 ：多くの役所、企業を見てきた中で、外に広場があるのに、コンビニで買ってき

たご飯を自席で食べていたりしている。例えば、外の広場にベンチがあったり、

少しでもくつろげる空間があったり共用部分をうまく活用できたら、職員の

方々はその空間を含めて自分たちの空間だという風に認識できると思う。少し

敷地条件やそこに投入するお金をうまく活用できていないなと感じることはあ

る。 
少し話は戻るたとえ話ではあるが、TSUTAYA を呼ぶ以外の方法で何がある

か、と考えてみると意外とシンプル。現状、TSUTAYA には図書館やコンビニ、

カフェ、文房具、お酒の取り扱いなど、色々な人がいて、色々な要望を満たせる

万能な施設になっている。TSUTAYA ではできていないこと、かつ、和光市だか

らこそ、というものが見えてくると次のステップ、テーマに進めると思う。 
 
稲葉委員 ：地域文化や地域性というものが入っていかないといけない。にぎわいの中にも

地域性が入っていかないと続いていかない。 
 
田中委員 ：大和田さんのおっしゃったセブ市、浜口さんがおっしゃったサンディエゴもし

かり、ポートランドなどでも駐車場の周りにスタートアップフードカーの並ぶ

地区になっている。ポートランドでは、車の姿を見せない歩行空間となってお

り、快適な歩行空間の確保の意味でも効果を発揮している。何が見えているか、

どんな環境にいるかによって情報は違うと思う。今日の会議についても他の人

は、誰も会議をしている事実を知らないので、ただ昼間に一会議室で参加者が

会議しているだけになっている。外から見たら何をやっているのかわからない

人達になっている。天気がよくて、もし、外の広場で会議をしていたら、人の活

動が誰もの目に入るわけで何をしている人なのかをみんなが理解することがで

きる。何をやっている人かを、可視化するかはすごく大事なことである。 
 
根本委員 ：市では和光市民の日常の活動、行動について、アンケートを取ってありません

でしたか。 
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白川委員 ：少し話はそれてしまうかもしれないが、現市役所が建設された平成 5 年当時は

人口 5 万人、現在は人口約 8 万人となった。この土地については、返還国有地

で米軍基地であって、文教、市役所などの機能を持たせるということが当時の

条件の中にあった。市民の方のイメージとしては、ここを官庁街として認識し

ていると思うし、何かあったら来る場所ではあるが、積極的に訪れる場所では

ない、という認識である。ただ、市民ホールであるサンアゼリアについては、サ

ントリーホールと同等の音響設備を設置しており、質の高いクラシックなどが

演じられている。ただ、音響設備の充実に対し、定員数が限られており、売れて

いるアーティストのコンサートなどは収支の面からなかなか折り合いがつかず、

誘致できずにいるという現状がある。先日も声優のコンサートがあり、グッズ

販売で朝からファンの方が市民広場にいたが、講演が夜からのため、一日中他

に行くところもなく、講演開始まで広場で待機していることがあった。非常に

もったいないなという認識が強まった。 
 
田中委員 ：オペラハウスなどは、いい景色といい風景があり、お酒が飲めて、ベンチがあ

って寛げて。そういったすべてを含めて、体験したということは多分にしてあ

ると思う。外国には駅から目的地、終わったらそのまま帰る、というようなこ

とではなく、トータルでの楽しみ方ということがある。そんなに大がかりでな

いことの中にもヒントがあると思う。 
       先ほど小松委員がおっしゃった中で、和光市には HONDA、理化学研究所な

ど大企業があるといったブランディングの話があったと思うが、同じように公

民館で歌を歌っているおじいちゃんや、スケボーをしている少年などいろんな

人がいるということが見えることもブランディングの一つだと思う。 
 
浜口委員 ：行政職の人がつなぐ役目を果たすには、執務時間以外になるのか、執務の一環

で行うのか、お昼の休憩時間に行うのか、と考えた場合、お昼ご飯を職員が外

で食べたり、市民の方との相談を広場に出てお茶を飲みながら行ったりなど、

職員の方が一歩前にでると見えてくるものもあると思う。 
狭あい化について、１階のスペースを見たときに、事務仕事をするために個別

に机は必要であるが、共有の机であってもよいと思う。書類の保管場所は必要で

はあると思うが、例えば、執務エリア、書類保管エリア、相談エリア、食事エリ

アなどと分けて再配置すればどうなのか。食事を執務エリアでするから苦情が

来ているのかもしれないし、それが、エリアで分かれていて、晴れた日には外で

食事をとる、その際にフードカーがあって食事もとれる、芝生があって寛げる、

市民の方と外で相談ができる、のようなことがそこまで大がかりなハード整備

がなくても、今できることなのかなと思う。 
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ただ、１階で執務をしている行政職の方にそれを主体的に実施してもらうこと

は難しいと思うので、それを“つなぐ人”、UR の人で積極的にかかわってくれ

る人であるとか、防災倉庫を地域に持っていて防災の活動をしている市民の方々

であったりとか、そういったすでに何かした活動をしているところから積極的

に始めていって、そこから会話が生まれて物事が回っていくように、 “回す役

割”を担う人がいないと、自然発生的ににぎわいを創出することは難しいと思う。

目指すべき像として、人が回遊するというイメージはぶれてはいないと感じて

いる。そこに個別のエリアで、商業施設に年間 60万人が目的を持ってくる中で、

和光市のエンドユーザーである市民がそこに関わりをもち、接したりしている

うちに、市外の方も和光市っていいな、と思い転居してきたりするかもしれない。

それをブランディングしたりつなぐ人を“専属”で最初は持ってきたりするのは、

よいことかもしれない。少しずつ始めてゆくゆくは毎週末何かやっているよう

な活動につながっていったらよいのではないか。 
 
田中委員 ：ファシリテーターの役割ですね。ほとんどの公開空地などの空地は、誰かしら

が管理していて、規則でガチガチに固めていることが多い。そういう場所で逆

に、あなたなら何する？とかどう使えるかなどをナビゲートしてくれる人がい

たらよいと思う。ビル管、マン管のような管理業務を日々こなしている人では

なくて、もっと若くて活気のある人が担い手となってくれれば。そうゆうコミ

ュニティ醸成を仕事にしたいというような人は世の中にはいる。和光市でもぜ

ひそうゆう人を巻き込んでいければ、問題も洗い出せるし、受験的な活動もで

きるのではないかと。それらのフィードバックを落とし込んで計画にしていけ

れば、ということは一つの手段としてあるかと考える。 
 
大和田委員：先日市民広場にこたつを出している人がいたが、誰が実施していたのですか。 
 
白川委員 ：過去に和光市の事業でつながった市民の方々です。 
 
大和田委員：ただこたつ出すだけではだめで、そこでファシリテートする人がいるから、活

動が広まっていく。外から来た人に対して対話をする文化は観光地など以外で

は、現状ないと思う。理研、ホンダの人も直接オフィスに行くだけであるし、回

遊するという空間を作るためには、やはりファシリテートする、コミュニケー

ションをせざる得ないような場を作ることが必要。椅子があれば、座ってしま

う、相席になれば話が始まるように。半ば強制的に会話が始まる、そこに来る

人はご飯を食べに来た人、こどもを連れてきて放し飼いにしたい人、目的は別々

かもしれないが、そこで同じ時間を過ごす、こざる得ない場にておいて横のつ

ながりを作れるような仕組みがあるとよいのではないか。 
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田中委員 ：そういう空間は、可視化されていないだけで、和光市内だけでもすでにビルの

片隅や団地の一角などそのようなコミュニティはあまたに存在していると思う。

幼稚園を迎えにいったママさん達の間や、パパ会のつながりとか。そういった

現状ある活動を洗い出したり、そのような活動が可視化されたり、より活発に

行われるようにするためにどのようにしたらよいのかなどが、フィードバック

されるとよいなと思う。 
      中央公民館でも使いたいのに抽選漏れている人もいるという話でしたし。 
 
大和田委員：中央公民館に関しては、利用要件が厳しいこともあるかと思う。何人以上の利

用とか、市内在住者はいるのかなど。シーアイハイツ内のコミュニティスペー

スなども同様。居住者が何人以上いるとか。 
 
田中委員 ：そのおかげで私設公民館は成り立っている側面はある。市民にとって手軽では

ないのが行政施設である。道具が自由に使えなかったり、5 人くらいで集まって

話したいときに市内在住じゃない人が多々いて使用できなかったりとか。あと

は基本的にかわいくないとか、居心地がよくないとか。パイプ椅子がただ並ん

でいるだけの空間ではパーティーしたいとは思わないし。 
アウトプットの話にはなるが、視界として回遊していることが目に見えて分か

るようにするには、植栽などの視認性の問題はすごく大きな問題である。人がす

ぐそこにいても、見えなきゃ話せない。 
 
根本委員長：喫茶ランドリーのことですね。一言で表すとどのようなことでしょうか。 
 
田中委員 ：私設公民館＝喫茶ランドリーのことですが、喫茶店にみんなが使える家事室が

ついていて、洗濯しに来た人も、地元のママさんも、サラリーマンも町内会の

会合もそこで行われている。なぜそのようになったかということだが、いいデ

ザインして私設公民館です、といってもみんなが使ってくれる訳ではなくて、

スタッフが自由に使っていいよ、という雰囲気を醸しだしている側面もある。

ネクタイ締めた人が使ってくださいってかっちり案内するのではなくて、それ

より割烹着を着たママさんがおいでよ、と手招いている空間の方がよかったり。 
      人がどんな補助線を引いたら、次はどんな活動をしてくれるかという、補助線

の引き方は気を配っている。何より、ひとりぼっちでそっとしておいてほしい

人もいてもらえるようなことも大切だと思う。コミュニティを積極的に作りま

しょうとしすぎて、前のめりにしてしまってもまた違うと思うし。“いい具合”

にできたらということは、常日頃感じているところである。 
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根本委員長：色々ご意見をいただき、方向感は定まってきたかなとは感じている。ゆるやか

にということがキーワードではあるが、ゆるやかにということのつなぎ方はし

っかりしていなければいけない。となったときに、事業のしくみ、つまり、お金

の流れ方や、よくないことが起きた時の対応であるとか体制をどのように作っ

ていくかが大切であると考えている。 
そのうえで、公有地であり、公有建物であるので、例えば、指定管理者制度の

ようなものを使ってやってみるとか。この広場を使ってこうゆうことがしたい、

そのためにどのように管理していくなどの提案を募って一番いい事業主体に管

理を任せてみるなど。役所的に目線からすると、そのようなアプローチになるの

かと思われる。その時に、“何をしてほしいのか”、植栽の管理や備品の貸出など

項目を並べて発注するのではなくて、目的いわゆる性能ですが、この空間を使っ

てこうゆうことをしてほしいということの定義は市でしっかり考えてほしい。

その部分がゆるふわだと、あとからその事業者の提案が本当によいものなのか

どうかもわからないし、3 年、5 年たった後のホントにこれでよかったのかどう

かの評価もちゃんとできない。いわゆる“成果の客観性”をどこに求めるのかと

いうところから逆算して考えていくと、ゆるっと、ふわっとの部分がもう少し具

体的になっていくかと思う。おそらくイベント動員数何万人というような尺度

ではないはず。じゃあ何なのかとなったときには、まだ共通の理解にはなってい

ないように思われる。今日は、色んな事例やアイディアがありインスパイアされ

た議論ではあったが、これを着地させていく上で、まず事務局にて取捨選択せず

にまとめたものをベースに皆さんにお送りして、ご確認いただき、メールでも構

わないので、その後のまとめ方についてこれは違うだとか、新しくこういったこ

とに気づいたとか、他にも事例があるとかまたどんどん意見を出してもらって、

次回（11 月頃を予定）の会議を迎えていければと思います。 
第 2 回のミッションは、着地させるためにちょっと面倒くさい話も入れなが

ら議論をまとめていかないと、無責任な提案になってしまっては本末転倒なの

でその部分を意識しながら進めていかなければならないなと思っている。 
 

田中委員 ：提案ですが、もし次回天候がよいのであれば、市民広場など現場を見ながら議

論をしていきたい。この空間はこうなったらどうなるのか、この植栽はもっと

手を入れた方がいいかもしれないとか、イメージをしながら話ができればと思

う。マネタイズをどこでどうするかということから、視認性の話など様々でて

くると思う。できれば現場をみんなで見たい。 
 
根本委員長：事務局で検討してください。天候の話もあるので、ずっとそこにいるのか、議

論の一端で各現場にいくのかも含め。逆に多くの方に見てもらいたい。そうす

れば今日みたいな会議室での傍聴ではなく、多くの方に見て色々と感じてもら
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えると思う。 
 
浜口委員 ：自衛隊ではウォーゲームというが、現場を見ながら進めていくと様々なことに

気付けると思う。妥当性をクリアした複数の「コース・オブ・アクション（行動

方針）」をウォーゲームで分析・比較する。具体的にはアクションに対して、リ

アクション、更にカウンターリアクションと議論が発展していくかと。例えば、

いい景色だけど、この段差が気になる。となれば、この段差をどうクリアして

いくのか、とか、この動線確保するには、この位置の植栽が邪魔だ、じゃあこの

植栽は伐採するか、とか、ここから見る風景が素晴らしい、でも、雨をしのげな

い、じゃあ日よけをつけるか、どこに付けたらよいか、晴れている日はどうす

る、とか。そこに根本委員長、古田幅員長の中にある“評価基準”を基にどう持

っていくのか、落とし込んでいくのかが大切だと思う。このプランに対する、

最終到達点を明確にするためには、これが最有力事項であると思うので、ここ

は外してはいけないとか、評価軸を作ってもらうのがよい。各委員の話の中で、

このプランはいいけど、その中のある部分は評価軸から外れているよね、です

とか、このままいくと違う方向にいく、その部分は商業施設に任せよう、とか。

ウォーゲームの中では色々な筋道ができると思うが、今回の主眼を“リスク管

理”に置くのか、“最大のインパクトを狙う”のかなどまだ明確にはわからない

が、今回は、これで行こうというものが出ると思いますので、そこまで行ける

と第 2 回の議論でだいぶ進歩がみられるのではないかと思う。 
根本委員長：色々なケースで応用が利きそうな進め方ですね。話題は尽きませんが、本日の

議論は以上といたします。 
 


