
・地域の中でさまざまな人が知り合いになっている
・世代を越えて人と人とが交流している
・交流により、コミュニティや地域が活性化している
・交流により、生きがいを感じられる

18 19 20

充実・
継続

充実・
継続

充実・
継続

C

ゆめあいまつり、市民まつり、健康まつ
り・農業祭などのイベントを通じて、チャレ
ンジドや高齢者の交流の場が増えてきた
ことは評価できる。しかし、総合福祉会館
やさつき苑が交流の場として活用されて
いないことや気軽に集える場の整備がさ
れていない。また、地域のコミュニティ活
動の基盤である自治会が活性化しておら
ず、加入率・組織率ともに低く、その原因
究明がなされていない。

第３次評価（和光市総合振興計画施策推進会議）

⑤

C C
個々の交流事業、コミュニティ活動は充実
してきているが、世代を超えた交流が図ら
れていない。また、交流事業の検証がされ
ていない。

第２次評価（行政評価委員会）第１次評価（行政評価庁内ワーキングチーム）

①については、高齢者・障害者施策は順
調に進んでいる。②については、各課ご
との交流機会は充実している。③につい
ては、自治会加入率低下に伴うコミュニ
ティ活動への参加意識が薄れている。

①

②

③

④

コミュニティ活動への支援

市民が主体的に行う地域コミュニティやテーマコミュニティの活動に対
する支援を充実します。また、これらの活動と連携しながら、地域にお
ける継続的な交流を促す仕組みについて検討します。

市民
社会福
祉協議

会

【最重要】
チャレンジドや高齢者が日頃気軽に集えるように、
総合福祉会館などの既存の施設をさらに開放活
用する。また、利便性の良い駅周辺にも新たな交
流の場を設置するよう体制整備を行う。
【重要】
自治会活性化のため、市と自治会が一緒になって
現状における問題点等を検証し、組織の統廃合な
どを含めた抜本的改革に取り組む必要がある。

第１次評価（行政評価庁内ワーキングチーム） 第２次評価（行政評価委員会） 第３次評価（和光市総合振興計画施策推進会議）

①については、今後は日常的な障害者交流の
場の確保に努める必要がある。また、シルバー
人材の活用方法（学校・保育の見守り）の依頼を
検討すること。②については、事業内容のマンネ
リ化解消を防ぐため全庁的な総合調整を検討す
べきである。③については、今後はボランティ
ア、自治会に関心、意欲のある人材育成と人材
を活かせる環境（ボランティア人材バンクの設
置）をつくる必要がある。

多様な世代の交流やコミュニティのあり方につい
て、全庁的に検証すること。また、地域に関心が持
てるような事業支援についても検討すること。

チャレンジド・高齢者の交流の場の確保

チャレンジドや高齢者が気軽に出かけられ、交流が図れるよう、総合福
祉会館の活用などによる、場の確保や円滑な移動などをあわせて検討
し、推進します。

交流イベントや活動の充実

市民の交流の機会となるイベントや活動について、市民ともに企画し、
実施します。

内　　　　　容 協働
取り組み年度

2221

市民
社会福
祉協議

会

・チャレンジドや高齢者が気軽に出かけられ、交流が図れる場を整える

・多様な市民や多様な世代の交流を促すイベントや活動を充実する
・交流の場となる地域コミュニティやテーマコミュニティの活動を支援する

主な担当部署

社会福祉課
長寿あんしん課
総合福祉会館

社会福祉課
総合福祉会館

社会福祉課
地域振興課
教育委員会

総合福祉会館

市民

重点目標４「交流を通して生きがいを感じられるまち」

★目指す将来のまちの状態 ★施策の方針

★総合評価

★今後の方向性



18 19 20 21 22

充実・
継続

H13
(5年前値) H16 H17 H18

目標値
(H22)

実績値 － － 1,773 600 ↑

達成率 － － － －

実績値 － 625 － － 1,000

達成率 － 62.5 － －

実績値 － － － － －

達成率 － － － － －

実績値 － － 271 273 330

達成率 － － 82.1 82.7

実績値 － － 19,144 42,795 ↑

達成率 － － － －

実績値 － － 1,009 1,133 ↑

達成率 － － － －

実績値 － － 48 252 ↑

達成率 － － － －

内　　　　　容 協働
取り組み年度

主な担当部署

チャレンジドや高齢者が気軽に出かけられ、交流が図れ
るよう、総合福祉会館の活用などによる、場の確保や円
滑な移動などをあわせて検討し、推進します。

市民
社会福
祉協議

会

社会福祉課
長寿あんしん課
総合福祉会館

指標名 指標設定の考え方・計算根拠

総合福祉会館まつりに参加し
た市民の数

総合福祉会館まつりに参加した市民の
数（人）

ふれあいサロンに参加した市
民の数

社会福祉協議会で主催するふれあいサロ
ンに参加した市民の数（人）（１年度）

チャレンジド・高齢者が循環バ
スを利用した数

障害者交流事業参加者延べ
人数

障害者スポーツ大会参加のべ人数、水泳教室
参加者数、心身障害児バスハイク参加者数

高齢者福祉センター（新倉含
む）のイベントの参加者数

各高齢者福祉センター利用人数

老人クラブの会員人数 老人クラブの会員（人）

うぇるかむ事業回数 うぇるかむ事業（回数）

行政評価職員ワーキングチームによるコメント

達成したもの 達成していないもの 課題
老人クラブの会員数増加及び事業実
績の拡大

障害者交流事業参加者が増加してい
ない

・シルバー人材の受注件数は増加して
いるが、地域性、仕事内容の質の向上
を検討する必要がある。
・地域ボランティア活用による、経費削
減が必要である。

障害者交流事業参加者延べ人数
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高齢者福祉センターのイベントの参加者数
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H22
上昇を目指す!!

重点目標４「交流を通して生きがいを感じられるまち」 ①チャレンジド・高齢者の
交流の場の確保

★指標



行政評価庁内ワーキングチーム(第一次評価) 行政評価委員会(第二次評価) 施策推進会議(第三次評価)

行政評価庁内ワーキングチーム(第一次評価) 行政評価委員会(第二次評価) 施策推進会議(第三次評価)

○小規模多機能居宅会議施設等で各団体（介護予防サポーター、民生委員、任期付職員等）のコーディ
ネートを実施し、横断的な地域活動の支援を図ります！

○コミセンや地域センターの有効活用することを検討・調整し、総合福祉会館については、社会福祉協
議会と連携するなど、交流の場をさらに充実していきます！

○地域に根ざし一貫性をもった、うぇるかむ事業（小学校の余裕教室等、既存の福祉交流拠点において
実施している交流事業）を充実します！

○地域福祉センター共同利用室、ボランティア交流室の利用促進の充実を図ります！

○地域福祉計画や地域福祉活動計画の中で団体の連携について協議していきます！

施策等の実施状況から見た目標達成度
施策等の実施状況及び成果指
標による目標達成度

施策等の実施状況及び成果指
標による目標達成度

Ｂ
個々の高齢者・障害者施策は
順調に図られて実施されてい
る。

Ｂ

高齢者の交流事業は
充実している。障害者
の交流事業について
は、参加者が固定化し
ており、また、障害者
については日常的な交
流の場が少ない。

Ｂ

うぇるかむ事業・障害
者水泳教室など高齢
者やチャレンジドのイ
ベント的な交流事業は
充実しているが、総合
福祉会館の稼働率が
低いなど、既存の施設
が日頃から気軽に集え
る交流の場として活用
されていない。

成果指標による目標達成度

Ｂ

・障害者交流事業の参加者が
固定化している。
・高齢者に関する指標は順調
に進んでいる。

・高齢社会には地域の係りが
重要となっていくことから、地域
の交流事業をすすめていく上
で、協力関係を推進する必要
がある。
・高齢社会に向けて、地域福
祉、保健事業を担うべき活動
支援の組織体制づくりをする必
要がある。
・障害者が日常的に交流でき
る場の確保が必要である。
・シルバー人材センターや地域
ボランティアの活用方法を再度
考えることが必要である。

※施策等の実施状況から見た目標達成度と成果指標による目標達成度の評価については、「A:目標をほぼ達成する　B:目標をやや下回る　C:
目標を下回る　D:目標を大幅に下回る」の４段階で評価している。

高齢社会の地域福祉等の担い
手である、地域ボランティア（団
塊の世代を含む。）、シルバー
人材の活用方法を検討するこ
と。また、障害者施策について
は、日常的に参加しやすい交
流できる場の設置を検討する
こと。

☆☆☆最重要☆☆☆

チャレンジドや高齢者が日頃気軽に集
えるように、規則改正などの体制整備
を行い、総合福祉会館などの既存の施
設をさらに開放活用し、利便性の良い
駅周辺にも新たな交流の場を設置す
る。

☆重要☆

高齢者団体、社会福祉協議会、民生
委員児童委員協議会、ＮＰＯ、シル
バー人材センター等の交流が図れるよ
う、各団体の連携をとり、事業を進め
る。

★評価

★今後の方向性

★施策推進会議の報告に対する市の主な取り組み



18 19 20 21 22

充実・
継続

H13
(5年前値) H16 H17 H18

目標値
(H22)

実績値 － － 1,773 600 ↑

達成率 － － － －

実績値 － － 271 273 330

達成率 － － 82.1 82.7

実績値 － － 19,144 42,795 ↑

達成率 － － － －

実績値 － 1,008 1,171 896 1,220

達成率 － 82.6 96.0 73.4

実績値 － 65 62 60 ↑

達成率 － － － －

実績値 － － 75,000 80,000 100,000

達成率 － － 75.0 80.0

実績値 － － 20,000 20,000 30,000

達成率 － － 66.7 66.7

内　　　　　容 協働
取り組み年度

主な担当部署

市民の交流の機会となるイベントや活動について、市民
ともに企画し、実施します。

市民
社会福祉課

総合福祉会館

指標名 指標設定の考え方・計算根拠

総合福祉会館まつりに参加し
た市民の数

総合福祉会館まつりに参加した市民の
数（人）

障害者交流事業参加者延べ
人数

障害者スポーツ大会参加のべ人数、水泳教室
参加者数、心身障害児バスハイク参加者数

高齢者福祉センター（新倉含
む）のイベントの参加者数

各高齢者福祉センター利用人数

子育てフェスティバルの参加者
数

子育てフェスティバル参加人数（人）

成人式の参加者数／成人数

市民まつりの来場者数

健康まつり・農業祭の来場者
数

行政評価職員ワーキングチームによるコメント

達成したもの 達成していないもの 課題

－

・子育てフェスティバルの参加者数
・障害者交流事業の参加者数
・成人式の参加率

・障害者交流事業の見直しが必要であ
る。
・すべての事業について、参加者がマ
ンネリ化している。
・成人式の公募の実行委員を増やす
必要がある。
・交流イベントの参加者の満足度を測
る指標の設定が必要である。

子育てフェスティバルの参加者数

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
(目標値)

重点目標４「交流を通して生きがいを感じられるまち」 ②交流イベントや活動の
充実

★指標



行政評価庁内ワーキングチーム(第一次評価) 行政評価委員会(第二次評価) 施策推進会議(第三次評価)

行政評価庁内ワーキングチーム(第一次評価) 行政評価委員会(第二次評価) 施策推進会議(第三次評価)

○成人式実行委員会においては、企画運営を新成人が行っており、市民意見を反映した事業運営を
行っています！

○旧冨岡家住宅については、伝統行事を通して、ボランティア、市民、伝統文化を保存する団体、青少年
などを対象として文化財保護意識が高まる行事を市民団体とともに企画運営していきます！

○ゆめあい和光まつりの実行委員会の公募制など多方面の方が参画できるように努めます！

○障害者スポーツ大会等の事業内容の見直しについては、実行委員会の中で検討していきます！

○市民ニーズに沿った市民まつりの開催を目指し、市民とともに創っていきます！

○平成２０年度に全てのチャレンジドに対してアンケート調査を行い、ニーズを把握し、障害者計画等策
定をします！

施策等の実施状況から見た目標達成度
施策等の実施状況及び成果指
標による目標達成度

施策等の実施状況及び成果指
標による目標達成度

Ｂ
イベント交流機会は充実が図
られている。

Ｃ

各種まつりにさまざま
な市民が関われるよう
工夫しているが、事業
がマンネリ化している。
参加人数だけでは、市
民満足度が見えない。

Ｃ

ゆめあいまつりを実施
したほか、健康まつり、
市民まつりなどの通常
イベントに加え、高齢
者やチャレンジドに対
しての事業も充実し、
参加の機会は拡大し
てきた。しかし、既存の
事業も含め、参加者や
対象が固定化する傾
向が見られ、全体的に
事業はマンネリ化して
きている。また、ＰＲが
効果的に行われてい
ないため、参加者もあ
まり増えていない。

成果指標による目標達成度

Ｃ
事業の内容、企画がマンネリ
化しており、参加率が低下して
いる。

福祉行政等でなく、イベントに
ついて全庁的な検討が必要で
ある。

※施策等の実施状況から見た目標達成度と成果指標による目標達成度の評価については、「A:目標をほぼ達成する　B:目標をやや下回る　C:
目標を下回る　D:目標を大幅に下回る」の４段階で評価している。

市民の交流イベントや活動に
ついては、市民とともに検討す
ることにより、市民ニーズを把
握し、統合・廃止を含め事業を
検証すること。

☆☆☆最重要☆☆☆

マンネリから脱却するため、市民や企
業、ＮＰＯとの新たな協働による運営方
法や事業内容の見直しを行う。

☆重要☆

新たな発想を見出すために高齢者や
チャレンジド、市民まつり、成人式など
の交流イベント参加者の意識調査を行
う。

★評価

★今後の方向性

★施策推進会議の報告に対する市の主な取り組み



18 19 20 21 22

充実・
継続

H13
(5年前値) H16 H17 H18

目標値
(H22)

実績値 － 310 321 335 ↑

達成率 － － － －

実績値 － － － 34 ↑

達成率 － － － －

実績値 53 50.4 50.1 49.5 70

達成率 75.7 72.7 71.5 70.7

実績値 － － － 107 ↑

達成率 － － － －

実績値
達成率
実績値
達成率
実績値
達成率

内　　　　　容 協働
取り組み年度

主な担当部署

市民が主体的に行う地域コミュニティやテーマコミュニ
ティの活動に対する支援を充実します。また、これらの
活動と連携しながら、地域における継続的な交流を促す
仕組みについて検討します。

市民
社会福
祉協議

会

社会福祉課
地域振興課
教育委員会

総合福祉会館

指標名 指標設定の考え方・計算根拠

サークル（生涯学習）の団体数 サークル（生涯学習）の団体数（団体）

放課後子ども教室の指導者数 放課後子ども教室の指導者数（人）

自治会加入率 自治会加入率

生涯学習指導者登録者数

行政評価職員ワーキングチームによるコメント

達成したもの 達成していないもの 課題
・団体への参加者数の増加（社教、文
化振興）
・地域活動、コミュニティ活動への関心
は高い

自治会加入率のが低下している。 交流活動を通して事業を増やしていく。

自治会加入率
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サークル（生涯学習）の団体数
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上昇を目指す!!

重点目標４「交流を通して生きがいを感じられるまち」③コミュニティ活動への支
援

★指標



行政評価庁内ワーキングチーム(第一次評価) 行政評価委員会(第二次評価) 施策推進会議(第三次評価)

行政評価庁内ワーキングチーム(第一次評価) 行政評価委員会(第二次評価) 施策推進会議(第三次評価)

○地域センターの設置については、市民（地域）のニーズを的確に把握し、施設整備を行います！

○ＮＰＯ講座や地域デビュー講座を継続的に実施し、ポータルサイト及び市民活動支援センターを開設
し、人材バンクや団体データベースにより地域資源の情報を充実させ、コミュニティ活動の情報を一元的
に集約します！

○平成１９年度に策定した和光市協働指針に基づき、市民との協働に関する具体的事項について検討
し、協働に関する研修会等により、市民や職員への意識啓発や人材育成を図っていきます！

○介護サポーターを地域交流や介護予防事業等への活用を図るため、介護サポーターズバンクを立ち
上げ、協働に関する支援の仕組みを構築し、制度のＰＲに努めます！

○自治会加入率の増加に向け、自治会ハンドブックの作成など自治会連合会の行う加入促進事業への
支援を強化します！

施策等の実施状況から見た目標達成度
施策等の実施状況及び成果指
標による目標達成度

施策等の実施状況及び成果指
標による目標達成度

Ｃ

・テーマコミュニティ活動への
支援活動の把握ができていな
い。
・メンバーの固定化に伴い事業
が低下している。

Ｃ

市民が主体的に行う地
域コミュニティ等の活
動への関心は高まって
きているが、ボランティ
アなど地域の担い手が
不足している。また、
テーマコミュニティ活動
に対する支援について
は、場の提供などの支
援を行っているが、地
域における継続的な交
流の仕組みについて
は、充実していない。

Ｃ

地域に根ざした市民団体
が増え、団体への補助金
制度も整ってきた。一方
ではコミュニティ活動の
ベースとなる自治会の加
入率、組織率は低いが、
その原因の究明はなされ
ておらず、相互のネット
ワークも弱い。その他、
テーマコミュニティとなる
様々な市民NPOの活動
などへの参加は低く、ボ
ランティアの担い手も不
足している。また、団塊世
代や高齢者、若い人への
呼びかけはまだまだ不十
分といえる。

成果指標による目標達成度

Ｃ
自治会加入率低下に伴うコミュ
ニティ団体への意識が薄れて
いる。

・ボランティアに関心があっても
コミュニティ活動団体に参加す
る時間がない人が多い（業務
細分化し、うまく配分化する。
また、時間等を工夫する）
・意欲のある人材を活かせる
環境をつくる（ボランティア人材
バンクを作る）

※施策等の実施状況から見た目標達成度と成果指標による目標達成度の評価については、「A:目標をほぼ達成する　B:目標をやや下回る　C:
目標を下回る　D:目標を大幅に下回る」の４段階で評価している。

コミュニティ活動の中心的な団
体である自治会の加入率の増
加に努めること。また、地域の
ことは地域で解決できるよう
に、民生・児童委員、ボランティ
アの活用方法を検討するととも
に、テーマによる市民の交流
が図れるよう仕組みづくりを検
討すること。

☆☆☆最重要☆☆☆

ボランティアやNPO活動などへの市民
（特に団塊世代も含めて）への意識啓
発を図り、人材を育成するとともに、そ
の活用がしやすいようなボランティア
コーディネートなど、市民協働に関する
支援の仕組みを充実させる。

☆重要☆

自治会の活性化のためには、行政と自
治体が一緒になって見直し、統廃合も
含めた抜本的改革に取り組む必要が
ある。

★評価

★今後の方向性

★施策推進会議の報告に対する市の主な取り組み


