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 3 期目は 6 分野 33 の公約を提示させ

ていただきましたが「地域密着型高齢

者入居施設の整備」「学校トイレ設備

の改善」「防災倉庫の更新」の 3 つが

未達となっています。3 期目を含め、こ

の約 12 年を市内出身・在住の税理士、

前代表監査委員のしばさき(柴﨑)光子

さんと振り返ります。 

 

柴﨑 白子で生まれ育った者として、

ここ数年の和光のまちの変貌には目を

見張ります。３期目の市政運営を振り

返って、公約の実施状況は？ 

松本 地域密着型の特別養護老人ホー

ムをつくる、という公約は介護業界の

人手不足などにより手が付けられてい

ません。他は、「学校トイレ設備の改

善」「防災倉庫の更新」も含め着実に

着手・推進しています。 

柴﨑 あらためて、駅のエスカレータ

ー、広沢地区の複合施設、保育園の増

設、ごみ焼却施設は朝霞市との合意か

ら一部事務組合設置など、今期は目に

見える形でまちづくりが動きました

ね。特に、しばらく海外にいた関係

で、立派な東武の駅ビルができてびっ

くりという感じなのですが、その際に

エスカレーターやエレベーターを作っ

たのですね。 

松本 補助金を出すことで、エスカレ

ーターとエレベーターを電車が動いて

いない時間も使えるようにしました。

おかげで駅ビルの使い勝手についても 

東武さんとはいろいろお話ができまし

て、いい方向に着地できましたね。 

柴﨑 市の権限が及ばないところでも

工夫でいろいろと誘導したり、交渉し

たりする、というのが腕の見せ所です

ね。さて、私のような子育て世代に

は、子育てと教育が気になりますが、

この分野の進展はいかがですか？ 

松本 保育園は引き続き増設しまし

て、4 年で約 200 人の定数を増やしまし

た。特に幼保一体の認定こども園を 4

月 1 日に市内で初めて誘致でき、私の

持論である親の仕事に関係なくいろい

ろなご家庭のお子さんが集まる保育の

場が実現しました。学校トイレの改修

については 3 校進めまして、もう 1 校 
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広沢複合施設にオープンしたこども園 

 

で公約分が終わります。今後も学校再

編と併せて改善が必須です。 

柴﨑 自治体選びで重視される、小中

学校の学力面はどういう状況ですか？ 

松本 ここ４年(昨年は未実施)の全国

学力調査の結果、小学校も中学校も県

内で常に総合でトップクラスです。ま

た、英語四技能のテストである GTEC で

は参加自治体中、公立ではトップクラ

スの成績でした。小 3、小 4 の 35 人学

級も実施しており、教育再生実行会議

の分科会でもこれまでの成果を発表し

ました。あと大きな課題としては、北

側に中学校がどうしても欲しい。 

柴﨑 たとえば、土地区画整理事業と

絡めて中学校問題の解決をぜひ、やり

たいですね。広沢複合施設のうち南地

区がオープンしました。さて、広沢複

合施設では、子どもの発達支援関係

で、今回オープンした児童発達支援セ

ンターに期待するとともに、12 月にで

きる予定の北地区の児童発達専門のク

リニックの誘致にも注目しています。

今のところ何カ月も前に予約して、都

内の小茂根まで行く必要があるわけで

すから、大きな改善です。 

松本 発達支援については、教育支援

センターの設置から、通級の増設、支

援級の増設など全力で取り組んできま

した。そして、広沢の新クリニックに

は、医師会和光支部の先生の協力を得

て、子どもの発達を医療的にバックア

ップすることが期待されています。 

柴﨑 市とクリニック、市内の関連施

設がうまく連携できる仕組みをどう構

築するかがカギになりますね。そし

て、北地区でもうひとつ、今回の特徴

は児童センター、プレイパークと併せ

てオープンする民間施設である温泉に

も注目しています。 

松本 広沢複合施設は PFI と民間活力

が特色です。コロナ禍を越えたとき、

広沢は和光市を代表する賑わいスポッ

トになると期待しています。 

柴﨑 コロナ対応もまだまだ続きま

す。私が住んでいたシンガポールで

は、大胆な私権制限ができる、という

社会の特性を生かして抑え込みに成功

していますが、日本は社会の状況が違

います。それでも医療機関と連携した

啓発やコロナワクチンに関する地域の

普及などやれることがあるはずです。 

松本 まずはワクチンです。本格的に

ワクチンが来るのは 5 月半ば以降です

が、さいわい医師会和光支部の先生方

の全面的なご協力があり、その頃には

フル体制で接種ができるはずです。 

そして、コロナでリーマンショック時

よりも悪化してしまった財政について

も、財務の素人では絶対に太刀打ちで

きません。数字に強いことは、今この

時代の市長を務める第一の条件と言え

ます。 

 
市内高校での「どこでも市長室」 



 

 
 

柴﨑 この 12 年間で印象的な政策は。 

松本 高齢者福祉の地域包括ケアにおいて

は、1 期目、24 時間定期巡回・随時訪問サー

ビスをいち早く導入し、2 期目に全市展開しま

した。在宅型介護のモデルとして、今では全

国で推進されています。また田中茂市長の遺

志でもある介護予防のさらなる活性化につい

ても、地域にきめ細かく拠点を配備し、高齢

者の元気につながっています。このほか、ネ

ウボラなど福祉施策の推進により、和光市と

して総務大臣表彰を受賞しています。 

下新倉小学校の建設も地域の方々のご協力

で早期に実現できました。同校は地域活動の

拠点や図書館、学童保育など、公共施設再編

のモデルとなる地域の総合型施設として、建

築・緑化の 2 部門で建築業界の素晴らしい賞

を受賞しました。 

東日本大震災をはじめとする大規模災害に

おいて、積極的に職員派遣や物資の支援など

を行ったのも大変印象に残っています。被災

地支援では国庫による支援もあることから、

大きな財政負担を伴わずに職員が鍛えられ、

組織としても経験値を積むことができ、今後

も実施すべきです。 

柴﨑 とはいえ私の目から見ても、課題が多

数残っています。まず、お年寄りなど交通弱

者対策です。 

松本 昨年 12 月議会で地域公共交通会議に関

する条例が可決され、市内の官民の持つ交通

資源を持ち寄り、合理的な配分する取組が始

まります。また、駅北口から和光北インター

までの電気自動車を使った自動運転サービス

による新交通を内閣府・国土交通省の事業採

択の下、4 年で実装化する計画が進んでいま

す。もう一つ、「都市計画道路」という市内

幹線計画があり、これを優先的に事業化して

行く方向です。 

これらは多くの利害関係者の調整の下で事

業を進めていかなければならず、大きな組織

での勤務経験やマネジメントの資質がある経

営トップが絶対に必要です。 

柴﨑 コロナで地域の経済が疲弊していま

す。駅前のカフェの撤退には衝撃を受けまし

た。今、プレミアム商品券事業が行われてい

ますが、買えなかった人が多いという声を聞

きます。一人当たりの冊数をより制限すべき

です。 

松本 事業の成果を見ながらになりますが、

仮に次回やる際にはそうしましょう。 

柴﨑 松本市政の都市基盤整備では、北側に

かなり力が入ってきましたが、大江戸線の延

伸とともに、魅力が爆発的に上がるのが南一

丁目を中心とする和光市の南側の地域です。

練馬区との連携により、鉄道新駅を活かした

まちづくりができるのではないですか。 

松本 その通りです。練馬に限らず隣接自治

体としっかりと連携を進めてきました。地下

鉄延伸が具体的に動き始めたら、延伸を前提

としたまちづくりを民間活力も生かしなが

ら、練馬区とも連携して進めることでびっく

りするほど便利になるでしょう。 

柴﨑 不祥事対策がコロナ禍のなか、停滞し

ている印象があります。 

松本 今年前半には裁判の決着がつき、第三

者委員会も一気に進みます。また、私として

は任期中に出来る判断は行い、今回私は退任

で責任を取りますが、併せて実施させていた

だきます。 

柴﨑 私が代表監査委員を務めていた時にも

犯罪行為があったということを含め、事件に

ついて報道で知りました。あらためて、組織

の風通しに課題があること、そして、いわゆ

る内部統制制度について施政方針でも言及し

ておられましたが、監査の充実と併せて積極

的に取り組む必要性を感じました。 

松本 柴﨑さんの得意とする分野ですね。私

はこの件のけじめをつけ、次は出馬しないこ 

 
理研本部棟計画は高度地区を変更して対応 



 

 

とを早期に決めていましたが、誰もが適切な

処理をできるわけではありません。二度とこ

のようなことが起きないよう、コンプライア

ンスや経営に強く、責任感のある方が役所を

引っ張ることを望みます。 

 

 4 月 12 日、記者会見を行い、5 月 8 日付で退

任するとともに、次期には立候補しないことを

発表しました。まずもって、この度の不祥事に

関し、被害者および市民各位に、大変なご迷惑

をおかけしたことをお詫び申し上げます。 

今回の不祥事が最初に発覚、その後、刑事裁

判が始まったとき、この事件の判決は昨年の 5

月頃に出る予定でした。それを踏まえて事件へ

の対応を素早く終わらせ、私も職を辞するとい

うイメージを持っていましたが、コロナ禍の拡

大で裁判が大幅に延期となってしまいました。 

さて、現状では刑事裁判の最終的な判決は夏

ごろが想定されます。このため、私としては明

確に公務員法等の法令に違反する行為が認め

られる職員について、現時点で可能な処分等を

行うことを考えています。そして、私自身もこ

れを機に職を辞することにしました。 

一方、今もコロナ禍は続いており、市長任期

の長期の空白は望ましいことではありません。

そこで、現状での和光市の最重要課題であるワ

クチンの集団接種が始まる 5 月 8 日までは市

長としての職務を全力で務めさせていただき

ます。 

 
和光市議会議員として 2 期 6 年、市長とし

て 3 期約 12 年、和光市民の皆様の温かいご

支援に心から感謝申し上げます。 

マンションの管理組合や自治会で初めて地

域のことに関わるようになり、その後、知れ

ば知るほど、触れれば触れるほど素晴らしい

和光市の可能性とさまざまな地域の資源、何

よりも人の素晴らしさにこの仕事をさせてい

ただける幸せを強く実感した日々でした。 

さて、私自身は少なくとも、当面は選挙に

は出馬せず、まずは私の思いを引き継いでく

れる方の応援を全力でしたいと考えていま

す。そして、市民の皆様が選ぶ新たな市長に

期待を込めて和光市政のこれからを託しま

す。一個人となっても、引き続き、ご指導の

ほどよろしくお願い申し上げます。 

 
産科、小児科、救急科など埼玉病院も充実

  

市政に関する皆様のご意見がございましたら、下記フェイスブック、ツ

イッター等でお寄せください(市長への手紙も私は 8日着まで)。 
 

 

 

本紙は松本武洋(まつもとたけひろ)の個人市政レポートです 
 blog http://takeyan.ameblo.jp twitter @takeyanm FaceBooK、mixi アカウントもあります。 

市長の部屋(和光市役所公式サイト) http://www.city.wako.lg.jp/home/shisei/shicho.html ＊「市

長の部屋」では、市政に関するさまざまな情報を発信しています。また「市長へのご意見」の

コーナーでは、市政全般に関して皆さまの声をお寄せいただくことができます。市の施設にあ

る「市長への手紙」の封筒も同様です。5 月 8 日まで私が必ず読んでいます！ 

http://www.city.wako.lg.jp/home/shisei/shicho.html

