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はじめに

本答申について

和光市では、平成２３年度から第四次和光市総合振興計画基本構想（以下「総合振興計画」）

がスタートしました。本計画では、「市民参加を基本とした PDCA サイクルの確立」を掲げ、

総合振興計画の実現に向けて取り組むこととしております。これを受け、平成２３年度には

「和光市総合振興計画進行管理における外部評価のあり方」について本審議会に意見を求め

られ、審議を経て、答申をいたしました。

そして、この答申に基づき、平成２４年度から今年度の２箇年で、総合振興計画に位置づ

けられている４９の施策の外部評価を行ってきました。

本答申書は、これまでの２年間の外部評価結果等を総括し、答申するものです。今後は、

この答申を踏まえて、総合振興計画の推進、各施策及び事業の推進を図っていただけること

を期待します。

来年度については、引き続き３年度目となる外部評価を実施し、総合振興計画に定める全

ての施策についての外部評価を終了する予定です。

また、本答申書の内容については、総合振興計画に定める「重点プラン対象施策に対する

外部評価結果」及び「重点プラン対象施策以外の外部評価結果」を順に掲載しています。ま

た、平成２５年度の評価結果の詳細について、各委員の評価点数などを合わせて掲載すると

ともに、安全部会において審議を進める中で提出された各委員の意見をその他参考意見とし

て掲載しています。また、最後に、会議録を掲載しました。なお、平成２４年度の評価結果

の詳細については、中間報告しておりますので、本答申書には掲載しておりません。

評価方法について

① 評価対象

市が行う行政評価のうち施策評価表を活用し、市の内部評価の結果が適正であるかどう

か、妥当であるかどうかについて外部評価を実施しました。具体的には、①指標の達成度

の妥当性、②取組内容の評価妥当性、③総合評価の妥当性及び④今後の施策の方向性の妥

当性の４点を評価項目としました。

② 点数評価

上記４項目について、内部評価に妥当性がある場合を３点、妥当性がない場合は０点と

し、各委員の合計点により、次の４段階を各施策の評価結果としました。

また、平成２５年度については、さらに上記４項目別に合計点を算出することで、どの

部分が「妥当ではない。」と評価されたのか明らかにすることに努めました。
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③ 評価方法

外部評価の実施にあたっては、２部会（安全部会、安心部会）を設置して評価を行いま

した。

各部会において、総合振興計画のうち重点プラン対象施策については、担当所管職員と

のヒアリングを実施しながら外部評価を行いました。また、その他の施策については、書

面審査を中心とした評価を実施しましたが、一部の施策においてはヒアリングを実施し審

査の参考としました。評価のための基礎資料としては、各施策評価表、事務事業評価表等

を用いました。

なお、上記の点数評価にあわせて、必要に応じて各施策に対する部会としての意見を付

しています。また、安全部会においては、審議を進める中で提出された各委員の意見をそ

の他参考意見として提出することとしました。

評価結果

① 適正な評価が行われている

② 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

③ 妥当な部分はあるが、どちらかというと適正な評価が行われていない

④ 適正な評価が行われていない
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１ 重点プラン対象施策の外部評価結果一覧
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１ 重点プラン対象施策の外部評価結果一覧

重点プラン対象施策の外部評価結果は、平成２４年度については、「適正な評価が行われてい

る」が２施策、「妥当ではない部分があるが、どちらかというと適正な評価が行われている」が

７施策となりました。

平成２５年度については、「適正な評価が行われている」が４施策、「妥当ではない部分があ

るが、どちらかというと適正な評価が行われている」が５施策となりました。

２箇年度とも、「適正な評価が行われている」または「妥当ではない部分があるが、どちら

かというと適正な評価が行われている」という評価になり、概ね適正な評価が行われている

という評価結果になりました。

平成２４年度

平成２５年度

※合計点の満点及び評価結果区分については、評価参加者数によって変動しています。

施策名 点数 評価結果 部会

1 中心市街地にふさわしい駅北口周辺の整備 70/96 ②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 安全

6 安全で快適な道路の整備 71/96 ②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 安全

15 地域と連携した教育の推進 66/84 ①適正な評価が行われている 安心

20 小中学校の配置・規模の適正化の推進 59/84 ②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 安心

32 多様な保育サービスの推進 35/48 ②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 安心

36 高齢者の生きがいと社会参加への支援 36/48 ②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 安心

48 防災体制・消防支援体制の強化 60/84 ②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 安全

50 コミュニティづくりの推進 42/60 ②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 安心

55 地球温暖化対策の推進 65/84 ①適正な評価が行われている 安全

施策名 点数 評価結果 部会

1 中心市街地にふさわしい駅北口周辺の整備 70/108 ②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 安全

6 安全で快適な道路の整備 75/108 ②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 安全

15 地域と連携した教育の推進 80/108 ②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 安心

20 小中学校の配置・規模の適正化の推進 97/108 ①適正な評価が行われている 安心

32 多様な保育サービスの推進 60/84 ②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 安心

36 高齢者の生きがいと社会参加への支援 73/84 ①適正な評価が行われている 安心

48 防災体制・消防支援体制の強化 52/72 ②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 安全

50 コミュニティづくりの推進 71/84 ①適正な評価が行われている 安心

55 地球温暖化対策の推進 57/72 ①適正な評価が行われている 安全
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２箇年の比較

重点プラン対象施策については、前述のとおり、平成２４年度と平成２５年度においてそれぞ

れ評価を実施しました。評価結果を比較すると、４段階評価の最も良い「①適正な評価が行われ

ている」に区分されている施策が、２施策から４施策に増えているため、市が行っている内部評

価はより適正に実施されているという判断ができます。

一方で、今回の外部評価については、内部評価の妥当性を判断するものとして実施しました。

また、内部評価については、各単年度の数値目標の達成度や取組内容等についての評価を実施し

ているため、前述の２箇年の評価点数の合計や評価結果を単に比較することにより、各施策の進

捗等を見ることには適しません。

そこで、各施策における「部会の意見」に注目しました。「部会の意見」については、各施策

に対する点数評価以外に、部会として提言したものであり、内部評価の内容や各施策の取組、進

行管理に関する助言など幅広く提言したものです。しかし、平成２４年度と平成２５年度の部会

の意見の比較すると、同様の趣旨の提言をしている施策もあり、内部評価方法や取組についての

改善がみられない施策もあります。本審議会の意見を参考に、各施策を推進していただくことを

望みます。
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２ 重点プラン対象施策以外の外部評価結果一覧
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１ 重点プラン対象施策以外の外部評価結果一覧

２箇年度で評価した全４０施策のうち、「適正な評価が行われている」が９施策、「妥当では

ない部分があるが、どちらかというと適正な評価が行われている」が３１施策となり、概ね適正

な評価が行われているという評価結果になりました。

施策名 点数 評価結果
部

会

年

度

2 交通の利便性を生かした産業拠点の整備 70/108 ②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 安全 24

3 良好な景観形成の推進 61/108 ②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 安全 24

4 良好な居住環境の形成 75/108 ②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 安全 24

5 安心して暮らせるまちづくりの推進 66/108 ②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 安全 24

7 交通安全対策の推進 75/108 ②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 安全 24

8 都市計画道路の整備 58/96 ②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 安全 25

9 計画的な公園の整備と維持管理の充実 62/96 ②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 安全 25

10 県営和光樹林公園の有効活用 72/96 ②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 安全 25

11 安全な水の安定供給 94/108 ①適正な評価が行われている 安全 24

12 公共下水道利用の推進 80/96 ①適正な評価が行われている 安全 25

13 雨水対策の推進 65/96 ②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 安全 25

14 確かな学力の育成を目指した教育の推進 69/96 ②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 安心 24

16
よりよく適応するための支援体制づくりの

推進
70/96 ②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 安心 24

18 安全でおいしい学校給食の充実 73/96 ①適正な評価が行われている 安心 24

19 安全な学校教育環境の整備 62/72 ①適正な評価が行われている 安心 24

21 幼児教育の機会の支援 48/72 ②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 安心 24

23 充実した生涯学習機会の提供 66/96 ②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 安心 25

24 青少年の育成に適した環境づくりの支援 70/96 ②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 安心 25

25 歴史的文化資源の保護・活用の推進 81/96 ①適正な評価が行われている 安心 25

27
スポーツ・レクリエーションの環境の整

備
73/84 ①適正な評価が行われている 安心 25

29 人権啓発・教育及び平和の推進 62/84 ②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 安心 25

30 男女共同参画社会の実現 63/84 ②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 安心 25

33 安心で楽しい育児の推進 51/72 ②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 安心 24

34 地域における健やかな子育ての実現 54/72 ②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 安心 24

35 子育て家庭への経済的支援 62/84 ②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 安心 24

39
チャレンジドが安心できる障害福祉の推

進
62/84 ②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 安心 24

41 低所得者の生活の安定と自立への支援 52/84 ②妥当ではない部分はあるが、どちらかというと適正なている行われている 安心 24
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※合計点の満点及び評価結果区分については、評価参加者数によって変動しています。

施策名 点数 評価結果
部

会

年

度

42 健康な次世代を育む母子保健の推進 80/84 ①適正な評価が行われている 安心 25

43 健康で元気になる食育の推進 64/96 ②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 安心 25

44 安心できる健康づくりの推進 65/96 ②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 安心 25

45
地域との連携による保健・医療体制の推

進
69/96 ②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 安心 25

49 地域と連携した防犯対策の推進 78/108 ②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 安全 24

51 コミュニティ施設の整備 68/108 ②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 安全 24

52 鉄道・バスの利便性の向上 63/96 ②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 安全 25

53 消費者保護の充実と消費者力の強化 73/96 ①適正な評価が行われている 安全 25

56 湧水・緑地の保全と再生 78/108 ②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 安全 24

57 水環境の保全 70/108 ②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 安全 24

58 生活環境保全の推進 59/84 ②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 安全 25

59 ごみ減量・リサイクルの推進 61/84 ②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 安全 25

60 廃棄物の適正処理の推進 64/84 ①適正な評価が行われている 安全 25



- 10 -

３ 外部評価結果の総括
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評価結果について

平成２４年度及び平成２５年度に評価しました４９施策については、４つの評価区分のうち上

位２区分である「適正な評価が行われている」及び「妥当ではない部分があるが、どちらかと

いうと適正な評価が行われている」と評価され、全体的に概ね適正な評価が行われているという

評価結果になりました。

引き続き、市民の目から見て適切な行政内部の評価がされていると判断されるような内部評価

を実施していただくよう期待します。

結果の反映について

本審議会では、平成２４年度に実施した外部評価結果については、中間報告という形で市へフ

ィードバックしました。その中には、部会の意見、その他審議の過程で提出された内部評価の方

法や各施策の取組等について、様々な意見が含まれています。市では、中間報告を受け、どのよ

うな意見を市政に反映させたかについて、外部評価結果反映状況として調査し、本審議会は平成

２５年度第１回目会議において資料提供を受けたところです。

本審議会では、長時間、長期間にわたる審議となり、各委員には大きな負担となりました。し

かし、各委員の「市政をよくしたい」という思いにより、本審議会は支えられてきたものと考え

ています。これまで実施してきた外部評価結果につきましては、より多くの意見等を市政に反映

していただくことを望みます。

また、本審議会の結果としては、内部評価の妥当性を一定の点数評価により４つの評価区分で

表しております。今回の外部評価結果で一番多い評価区分は、「妥当ではない部分があるが、ど

ちらかというと適正な評価が行われている」でした。しかし、本審議会の審議の過程では、様々

なことが議論されており、どの部分が妥当でないかという点について、一部の施策については「部

会の意見」として表しているものの、最終的な点数評価のみでは表してはおりません。市政への

反映のため、各所管課への外部評価結果のフィードバックは重要ではありますが、どのような議

論によってこの結果になったのか、どの部分が妥当ではないのかということが明確になるような

フィードバック方法について検討してください。

外部評価手法について

今回の外部評価制度については、本審議会において平成２３年度にその手法等を研究してきた

ところであり、「市が行った内部評価の結果が適正であるか、妥当であるかどうかについて評価

すること」を前提として実施されてきました。

実際に外部評価をした平成２４年度には、評価を実施しながら生じてきた課題等をまとめ、

平成２５年度については当初の前提を保ちながらも評価手法等について改善し、評価を実施して

きました。しかし、外部評価として、内部評価を評価するということが分かりにくいという意見
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が多いのが現状です。今後、平成２７年度には、第四次総合振興計画基本構想の中間見直しとな

り、その後は新たな外部評価手法を検討することになると考えますが、これまでの議論を踏まえ、

外部評価のあり方について再構築していただくようお願いします。

また、現状の市の財政状況は、非常に厳しいものと理解しております。その中で、全ての施策

を同じように進めていくことは難しくなるでしょう。外部評価のあり方を検討する際には、一定

の価値判断の基で、施策に優先順位をつけていくことも必要になると考えます。そのような新た

な手法についてもご検討いただくことを期待します。
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４ 外部評価結果詳細（平成２５年度）



５ 参考資料



総合振興計画審議会名簿

本答申の審議に参加した委員は、次のとおりです。

※任期は、平成２４年５月１４日の委嘱日から平成２６年３月３１日まで



外部評価の経過（総合振興計画審議会開催の経過）

ア 平成２４年度

イ 平成２５年度

開催日 主な審議内容

第１回会議 平成２４年 ５月１４日（月） · 諮問

· 外部評価の進め方について

第２回会議 平成２４年 ６月２５日（月） · 重点プラン対象施策の評価

第３回会議 平成２４年 ６月２８日（木） · 重点プラン対象施策の評価

· 評価結果報告

第４回会議 平成２４年 ９月２８日（金） · 重点プラン対象施策以外の評

価

第５回会議 平成２４年１１月 ５日（月） · 重点プラン対象施策以外の評

価

第６回会議 平成２４年１２月１７日（月）【安心】

平成２４年１２月２０日（木）【安全】

· 重点プラン対象施策以外の評

価

第７回会議 平成２５年 １月２８日（月） · 評価結果報告

· 年度報告について

年度報告 平成２５年 ２月１８日（月） · 年度報告

開催日 主な審議内容

第１回会議 平成２５年 ４月１５日（月） · 反映状況報告

· 外部評価方法について

· 外部評価施策の選定

第２回会議 平成２５年 ６月１７日（月）【安全】

平成２５年 ６月２１日（金）【安心】

· 重点プラン対象施策の評価

第３回会議 平成２５年 ６月２０日（木）【安全】

平成２５年 ６月２４日（月）【安心】

· 重点プラン対象施策の評価

第４回会議 平成２５年 ８月２３日（金）【安全】

平成２５年 ８月３０日（金）【安心】

· 重点プラン対象施策以外の評

価

第５回会議 平成２５年１０月２９日（火）【安全】

平成２５年１０月３１日（木）【安心】

· 重点プラン対象施策以外の評

価

第６回会議 平成２５年１２月２４日（火）【安心】

平成２５年１２月２５日（水）【安全】

· 重点プラン対象施策以外の評

価

第７回会議 平成２６年 １月３１日（金） · 評価結果報告

· 答申について

第８回会議 平成２６年 ２月１２日（水） · 答申（案）について

答申 平成２６年 ２月２７日（木） · 答申


