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和光市総合振興計画審議会第３回会議（全体会） 会議要旨 

 

開 催 日：平成２４年６月２８日（木） 午後４時００分～５時３０分 

開催場所：和光市役所６０２会議室（市役所５階） 

出 席 者：花輪宗命会長（４号委員）、関口泰典副会長（５号委員） 

２号委員（和光市農業委員会の委員）加藤親次郎 

３号委員（市内公共的団体等の役員）山田智好、佐々木元子、松田廣行、 

                 金子正義、野宗玲子 

４号委員（知識経験を有する者）宍戸博 

５号委員（公募による市民）梅沢直、藤川和孝、泉常夫、松永靖恵 

 （欠席：５名） 

次 第：１ 開会 

     ２ 議事 

 各部会からの報告 

 安全部会 ４施策 

 安心部会 ５施策 

 重点プラン対象施策以外の外部評価について 

 部会設置について 

 評価対象施策について 

 今後の会議スケジュール及び外部評価の進め方について 

     ３ その他 

 次回の会議日について 

４ 閉会 

 

 

１ 開会 

事務局 

 ただいまから「和光市総合振興計画審議会第３回会議全体会」を開会します。 

 本日の会議には、１３名の方が出席しており、総合振興計画審議会条例第７条第２項の規

定に基づき、過半数以上の委員の方が出席しているため、会議は成立しています。 

なお、本日の会議は、市民参加条例に基づき、公開とし、傍聴を設けています。 

全体会では、各部会の報告と、今後の進め方について確認していきます。 

 

２ 議事 

  各部会からの報告 

① 安全部会（４施策） 

ア 施策１ 中心市街地にふさわしい駅北口周辺の整備 

 金子部会長 

 ８人で評価し、評価点数は７０点でしたので、評価結果は「妥当ではない部分はあ

るが、どちらかというと適正な評価が行われている」でした。部会の意見としまして

は、「計画に基づいて着実に進めるために、市街地にふさわしい駅北口土地区画整理の
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まちづくりの計画を早急に作成すること。その計画の中に、駐輪場などの具体的な市

民の意見を盛り込むこと。」となりました。また、報告書とは別に、委員の皆さまのご

意見を付すこととなりました。 

イ 施策６ 安全で快適な道路の整備 

 金子部会長 

 ８人で評価し、評価点数は７１点でしたので、評価結果は「妥当ではない部分はあ

るが、どちらかというと適正な評価が行われている」でした。部会の意見としては、

「財政状況が厳しい中、ハードだけではなく、ソフトの面においても維持管理等に工

夫をし、可能な場面では市民参加の手法も取り入れながら、道路の安全を確保するこ

と。なお、道路の維持管理においては、緊急性のある補修などに対応できるように予

算の確保をすること。」となりました。また、施策１と同様に皆さんのご意見を付して

おります。 

ウ 施策４８ 防災体制・消防支援体制の強化 

 金子部会長 

 ７人で評価し、評価点数は６０点でしたので、評価結果は「妥当ではない部分はあ

るが、どちらかというと適正な評価が行われている」でした。部会の意見としては、

「市の体制はもとより、特に地震における初期防災については地域の防災体制の組織

強化が基本であり、重要である。」となりました。 

エ 施策５５ 地球温暖化対策の推進 

 金子部会長 

 ７人で評価し、評価点数は６５点でしたので、評価結果は「適正な評価が行われて

いる」でした。部会の意見としては、「市民の身近な省エネ対策の一層の努力を望むと

ともに、また、本田技研、理化学研究所などの日本を代表する企業、研究所との連携

を和光市の特性として生かし、地球温暖化対策を図られたい。」となりました。 

② 安心部会（５施策） 

ア 施策１５ 地域と連携した教育の推進 

 花輪部会長代理 

 ７人で評価し、評価点数は６６点でしたので、評価結果は「適正な評価が行われて

いる」でした。部会の意見としては、「施策における指標について、目標値の設定に妥

当性があるとはいえない。実績値を考慮した、より高い目標値の設定を行うべきであ

る。」となりました。 

イ 施策２０ 小中学校の配置・規模の適正化の推進 

 花輪部会長代理 

 ７人で評価し、評価点数は５９点でしたので、評価結果は「妥当ではない部分はあ

るが、どちらかというと適正な評価が行われている」でした。 

 部会の意見としては、「施策の指標について、小学校、中学校ともに平均された人数

となっているため、学校において偏りがあるかどうか判断することが難しい。例えば

人数の多い学校と少ない学校の差を指標とするなど、施策の目的や課題等を表すよう

な指標とするべきである。学校選択制の取組、新設校建設の取組ともに、施策評価表

において具体的な取組、課題等が明確に評価されていない。特に新設校建設など長期

的な取組においてこそ、しっかりとした短期（単年度）目標と評価が必要である。ま
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た、取組の結果等を明確にした上で、課題等に対する解決策を見出すべきである。」と

なりました。 
ウ 施策３６ 高齢者の生きがいと社会参加への支援 

 花輪部会長代理 

 ４人で評価し、評価点数は３６点でしたので、評価結果は「妥当ではない部分はあ

るが、どちらかというと適正な評価が行われている」でした。部会の意見としては、

「施策評価表の取組内容の評価の欄において課題等が明確に記載されていないため、

内部評価が適切に行われているか疑問な取組がある。目的達成のために適切な取組を

行っているならば、未達成事項・課題についてもしっかりと内部評価し、明確にする

べきである。」となりました。 

エ 施策３２ 多様な保育サービスの推進 

 花輪部会長代理 

 ４人で評価し、評価点数は３５点でしたので、評価結果は「妥当ではない部分はあ

るが、どちらかというと適正な評価が行われている」でした。部会の意見としては、

「新たに保育園を開設してきたが、待機児童の解消に至っていない現状にある。今後

においても新たな保育園の開設を目指すことを踏まえて、待機児童の解消に努めるこ

と。」となりました。 

オ 施策５０ コミュニティづくりの推進 

 花輪部会長代理 

 ５人で評価し、評価点数は４２点でしたので、評価結果は「妥当ではない部分はあ

るが、どちらかというと適正な評価が行われている」でした。部会の意見としては、

「自治会の機能として、従来の行政のパイプ役としての役割から、コミュニティづく

りに変化しつつある。このことから、従来の取組のみならず、和光市の特徴、特色で

ある若い人たち（世代）を対象とした取組に力を入れなければならない。既存の目標

値について再度検討すること。また、自治会の加入率を考えるならば、新たな自治会

の設置数なども目標値として加えること。」となりました。 

カ 報告のまとめ 

花輪会長 

 この報告書を持って、中間報告として、市に提言させていただきます。書類の若干

の修正は事務局に一任いたします。 

 

  重点プラン対象施策以外の外部評価について 

① 部会設置について 

ア 事務局説明 

事務局 

 資料２に基づき説明。 

イ 質疑応答 

 質疑なし。 

ウ 結論 

 事務局の提案のとおり、重点プラン対象施策以外の外部評価について、安全部会及

び安心部会の２部会で行い、それぞれの評価対象については、安全部会が基本目標Ⅰ
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及びⅣ、安心部会が基本目標Ⅱ及びⅢに位置付く施策とする。 

② 評価対象施策について 

ア 事務局説明 

事務局 

 資料３に基づき説明。 

イ 意見交換 

花輪会長 

 基本目標ごとに評価対象施策を検討していきたいと思います。まず基本目標Ⅰです

が、施策２、３、４、５、７が仮として上げられていますが、安全部会の方、何かご

意見がありますでしょうか。 

関口副会長 

 今回、仕事の進行状況が進んでいないというものも評価いたしました。できるので

あれば、完成度に近づいているものを先に評価したいと思います。 

金子委員 

 内容的には、比較的に関連性がありますので、ご提案のとおりで問題はないと思い

ます。 

藤川委員 

 各基本目標から均等に５施策選ばなくてはならないのでしょうか。例えば、基本目

標Ⅰから６施策評価し、基本目標Ⅳから４施策を評価するといったことは可能でしょ

うか。 

花輪会長 

 そのようにすることもできますが、そうした場合は、次年度以降に調整していくと

いうことでよろしいでしょうか。 

事務局 

 はい。花輪会長がおっしゃる通り、必ず、基本目標ごとに均等に選ばなくてはなら

ないという訳ではありません。ただし、３箇年で全施策を評価することを前提としま

す。 

藤川委員 

 安全部会では、今回評価した施策は、まちづくりの関連施策が中心となっていたわ

けですが、基本目標４の施策５２、５３、５４は、まちづくりとの関係性が低いもの

も含まれていると思います。逆に、施策９、施策５６の方がまちづくりとの関連性が

高い施策として、横断的に評価した方がいいのではないでしょうか。緑地に関連する

ものは、今年度足並み揃えて評価できたらと思います。 

金子委員 

 水関係の施策を評価するとなると、施策１２など公共下水道の施策などもあります。

確かに藤川委員がおっしゃるように、施策５３、５４の消費者保護や相談の施策につ

いては関連性が外れていますが、バランスを考えて、先ほど提案の施策で問題ないと

発言しました。ですので、弾力的に考えてもいいかと思います。 

関口副会長 

 施策５２は来年循環バスの運行体系の変更があるので、このような近々に変わりそ

うなものは避けたほうがよいと思います。 
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花輪会長 

 施策５２、５３、５４を対象から外すという意見ですが、それでよろしいでしょう

か。それでは、その分３施策を対象とするものは、どういたしましょうか。施策９、

５６、また水関連の施策を加えるという意見がありましたが、ご意見ありますでしょ

うか。 

金子委員 

 施策９は都市計画と関連がありますので、施策９を後にして、施策１１、５６、５

７を加える方法もあるかと思います。 

関口副会長 

 施策１１は上水道ですが、施策１２が下水道となっていると思います。 

金子委員 

 湧水と緑地というと、上水道の方と関連があるかと思います。 

花輪会長 

 基本目標Ⅰでは、水との関係性で施策１１を追加し、また基本目標Ⅳでは、施策５

２、５３、５４を除き、水関連ということで、施策５６、５７を加えるということよ

ろしいでしょうか。 

安全部会一同 

 承認。 

花輪会長 

 続きまして、安心部会の評価対象について、ご意見を伺います。基本目標Ⅱの対象

案の施策５施策については、学校教育関連があるかと思います。今回の２回の部会で

は保育や子育てに関連する施策を評価しましたが、例えば、施策２１は幼児教育の機

会の支援でして関連性があると思いますが、いかがでしょうか。 

野宗委員 

 学校関係が集中しているテーマになるかと思いますが、近いテーマがいいのか、そ

れともばらけたテーマがいいのかという点が気になりました。どういう評価をしてい

くのかというところに関係すると思います。私としては、学校よりも幼児といったと

ころに関心があります。 

花輪会長 

 野宗委員は、子育てネットワークというNPOに参加されておりますので、幼児とい

うテーマに関心あるかと思います。また、本日いらっしゃらないですが、安心部会に

は森田委員がいらっしゃって、森田委員は教育委員会と関連があるので、森田委員の

ご意見を聞きたいところではあります。佐々木委員はいかがでしょうか。 

佐々木委員 

 私自身は、生涯学習に関連がありますが、教育となるとまず幼児教育から始まるか

と思いますので、幼児教育の施策から評価を進めていくのがいいのではないかと個人

的には思います。 

花輪会長 

 施策２１施策を加えるということであれば、１施策除く必要がありますが、いかが

いたしましょうか。 

佐々木委員 
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 施策１７「放課後児童の居場所づくりの推進」については、評価にAとあり、かな

り充実していると思われますから、評価のタイミングを先延ばしにしてもいいのでは

ないでしょうか。 

花輪会長 

 それでは、基本目標Ⅱについては、提案の５施策のうち、施策１７を削除し、施策

２１を加えるということでよろしいでしょうか。 

安心部会一同 

 承認。 

花輪会長 

 基本目標Ⅲについて、ご意見を伺いたいと思います。施策３３、３４、３５は今回

評価した施策と関連があるかと思います。高齢者の関連でいきますと、施策３７、３

８が、今回評価した施策と関連があるかと思いますが、事務局提案のとおりでよろし

いでしょうか。 

野宗委員 

 この内容で、いいと思います。ただし、介護予防と介護サービスについては、評価

がAとなっていて、充実していると思われますので、すぐに評価する必要はないのか

なと思います。一方、施策３９「チャレンジドが安心できる生涯福祉の推進」と施策

４１「低所得者の生活の安定と自立への支援」の評価が低いため、課題を含んでいる

と思われるため、優先して先に評価した方がいいのではないかと感じました。 

花輪会長 

 施策３７、３８を除いて、施策３９と施策４１を追加という考え方はいかがでしょ

うか。 

宍戸委員 

 A、B、Cという評価があって、課題があるものを先に評価すべきという考え方もあ

りますが、逆にすでにAになっているものはやめるという提案をするという考え方も

あると思います。 

花輪会長 

 様々な考え方があるかと思いますが、施策３７、３８を除き、施策３９と施策４１

を追加することでよろしいでしょうか。 

安心部会一同 

 承認 

ウ 結論 

 安全部会の今年度の評価対象については、施策５２、５３、５４を対象から外して、

水関連として施策１１、５６、５７を加え、基本目標Ⅰは６施策、基本目標Ⅳは４施

策を評価することとする。 

 安心部会の今年度の評価対象については、提案の施策のうち、施策１７、３７、３

８を対象から外して、施策２１、３９、４１を加え、基本目標Ⅱは５施策、基本目標

Ⅲも５施策評価することとする。 

③ 今後の会議スケジュール及び外部評価の進め方について 

ア 事務局説明（今後のスケジュールについて） 

事務局 
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 資料４に基づき説明。 

イ 質疑応答 

藤川委員 

 第４回会議から第６回会議の部会の中１０施策評価するというのは、問題ないかと

思います。ただし、１施策の評価時間を十分にとってほしいです。今回の評価では、

時間が全く足りない状態で、聞きたいことも聞けず、評価したということでした。も

し１回の会議の時間がそんなにとれないのであれば、十分な評価ができるように、会

議回数を増やすなど検討していただきたいです。 

花輪会長 

 次の議題であります「外部評価の進め方」ついて、今回の重点施策との評価と変え

て、書類に基づいた評価を事務局はお考えとのことですが、外部評価の進め方につい

て、事務局ご説明をお願いします。 

ウ 事務局説明（外部評価の進め方について） 

事務局 

 資料５に基づき説明。 

エ 質疑応答 

花輪会長 

 質疑の時間が足りないという意見でしたが、事前に質問を出す時間を長くとり、そ

れに対して事前に回答をすることで評価に望んでいただくということです。所管課へ

の質疑応答はないですが、事前の回答を踏まえて評価していただくという前提でいか

がでしょうか。 

泉委員 

 事前に提出した質問書に対する回答はいつごろになりますでしょうか。評価当日の

何日前に回答書が届きますでしょうか。 

事務局 

 例えば、月末会議ならば、月の頭に資料を配付して、２週間程度質問提出の期間を

設け、会議１週間前頃に質問の回答をする考えでいます。 

藤川委員 

 書類審査でやってやれないわけではないかもしれませんが、今回の評価では、事前

質問して回答いただいても、それに対して再質問が出来ました。事前に回答いただい

たことについて、再質問できるような便宜を図ってほしいです。なおかつ、それでも

よく分からないことに対して質問したいと思いますので、事務局がよく勉強して回答

していただければと思います。 

 再質問できるように、日程は余裕を持って組んでいただければと思います。我々が、

事業を理解することが重要でありますので、優先していただきたいと思います。 

関口副会長 

 評価当日の２「事前質問に対する説明」と３「評価シートの記入」は事前にできな

いでしょうか。評価当日に事前質問に対して回答いただく時間や評価シートに記入す

る時間が結構かかりました。この部分を事前に行って、あらかじめ自分の評価をある

程度固めておいて、４「各委員評価の紹介・意見交換」以降を当日重点的に行うとい

うのがいいのではないでしょうか。 
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藤川委員 

 関口副会長の意見に賛成です。書類で審査するというのであれば、再質問までさせ

ていただければ、それで評価できてしまいます。当日自分の評価を持って参加できる

ので、それがいいのではないでしょうか。 

関口副会長 

 部会によって進め方は違うかもしれません。安全部会はこの方法で、安心部会はこ

の方法という可能性もあります。 

 例えば、安全部会では今回評価の時間が足りませんでした。行政が評価した施策を

評価するということが目標でしたが、事務事業まで踏み込んだということが、長くな

った原因だったと思います。 

金子委員 

 今回評価した中で、施策の課題と定量的な評価、定性的な評価、総合評価及び今後

の施策の方向性について、それぞれ記載されている内容がばらばらでした。施策の課

題に対する内部評価の記載がまったくない状態で、施策として評価することが難しい

状態でした。ですから、話し合いの中で論点を探る必要があり、今回時間がかかって

しまったと思います。 

 総合振興計画に記載されているものを、施策評価表にどういう状況か評価内容が記

載されるようにしないと、資料のみで審査するのには、足りないのではないかと思い

ます。 

 すでに計画の達成度について、記載されていますから、定量的な評価については、

「いい」「悪い」とは言えません。ですから、評価は本来「３ 妥当性あり」の評価結

果にならなければならないはずです。しかし、中の文章を読んでいくと、事業の状況

について書かれていることがあって、それについて定量的評価がないという矛盾した

状況があり、議論に時間がかかりました。もちろん問題点はいろいろありました。 

花輪会長 

 重点プランではないとはいうものの、過去２日間の経験で懸念されるということだ

と思います。事務局いかがでしょうか。 

事務局 

 評価自体も今年から、新しいシートで評価した関係で、整合性がとれていないとこ

ろもありまして、その整合性がとれていないというご指摘も外部評価の一部ではない

かと思います。施策の概要の説明については、今回は施策評価表を読むだけの説明に

なっていましたので、それは早い段階で資料をお配りして、分からない点については、

事前に質問をいただき、回答するという形で検討したいと思います。 

花輪会長 

 藤川委員のおっしゃるとおり、やってみないと分かりません。再質問などもいらな

い可能性もあるかもしれませんし、関口副会長のおっしゃるとおり、事前に評価結果

を作っていただいくというのがいいかもしれません。また、このような進め方では足

りない施策については、所管課にご出席いただいて、臨機応変な形で進めてほしいと

思います。この方向で、事務局で検討してほしいと思います。 

ウ 結論 

事務局 
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 事前の資料配付やその日程的に余裕を持たせ、再質問等についても検討し、また、

当日資料説明に時間をかけず、審議に時間をかけたいと思います。ただし、各部会で

対象の施策が１０もあり、担当により説明する機会を設けることは、時間やスケジュ

ール、評価に対するコストなどから難しいと考えています。どうしてもというものが

あれば、事業課と調整を取りながら、検討したいと思いますが、原則的には書面によ

る審査評価を行いたいと思います。 

 

３ その他 

事務局から、次回の会議の日程について事務連絡を行った。 

 

４ 閉会 


