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参考資料

重点プラン対象施策の９施策については、平成２４年度及び平成２５年度で、２回評価したとこ

ろから、評価結果を下記のとおりにまとめました。

なお、評価に当たっては、平成２５年度から、評価項目の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。この点につい

ては、平成２４年度では評価していませんが、平成２５年度と同様の集計方法で４項目別に合計点

を算出し、下記のとおりまとめています。

また、評価参加者数が異なるため、点数については、各回の評価参加者全員が満点とした場合を

１００とし、参考に百分率で表した数値を標記しています。

施策１ 中心市街地にふさわしい駅北口周辺の整備

平成２４年度 平成２５年度 比較

点数 ７０/９６点（７２．９％） ７０/１０８点（６４．８％） ↓

評価 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。

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。

→

部会の意見 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。

駅北口周辺整備については、市

は区画整理事業を実施し、早期の

整備に努めている。しかし、中心

市街地にふさわしい駅北口周辺全

体の整備計画が作られないまま、

土地区画整理事業が進められてい

ることから、早急に、市民の意見

を取り入れた整備計画の検討が必

要とされる。そして、この整備計

画に基づく手法の一つとし法の一

整理事業を進めるべきである。

また、土地区画整理事業につい

ては、重点的な区域を設定し、そ

の区域についてはスピード感を持

って推進する必要がある。

-

評価項目詳細

①「指標の達

成度」
１９/２４点（７９．２％）評価① １７/２７点（６３．０％）評価② 点数↓

評価↓

②「取組内容

の評価」
１８/２４点（７５．０％）評価② １８/２７点（６６．７％）評価② 点数→

評価→

③「総合評

価」
１８/２４点（７５．０％）評価② １９/２７点（７０．４％）評価② 点数↑

評価→

④「今後の施

策の方向性」
１５/２４点（６２．５％）評価② １６/２７点（５９．３％）評価② 点数↑

評価→
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施策６ 安心で快適な道路の整備

平成２４年度 平成２５年度 比較

点数 ７１/９６点（７４．０％） ７５/１０８点（６９．４％） ↓

評価 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。

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。

→

部会の意見 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。

財政状況の厳しい中にあって、市

民の安全な道路の確保として、まず

既設道路の維持管理を第一とし、事

故等の危険性のある箇所について

は、緊急性を持って対処することが

必要である。次に、道路拡幅等の整

備を可能な限り計画性を持って進

めることが必要である。

また、外部評価を実施するに当た

っては、取組内容等について詳細な

情報が必要であるが、施策評価表に

おける情報量の不足（詳細な数値等

の情報の不足）、指標に対する説明

不足、記載内容の不整合が一部にお

いて見受けられるので、次年度以降

の行政評価については、施策評価表

の改善を図り実施する必要がある。

評価項目詳細

①「指標の達

成度」
１９/２４点（７９．２％）評価① １９/２７点（７０．４％）評価② 点数↓

評価↓

②「取組内容

の評価」
１３/２４点（５４．２％）評価② １７/２７点（６３．０％）評価② 点数↑

評価→

③「総合評

価」
２１/２４点（８７．５％）評価① １９/２７点（７０．４％）評価② 点数↓

評価↓

④「今後の施

策の方向性」
１８/２４点（７５．０％）評価② ２０/２７点（７４．１％）評価② 点数↓

評価→

施策１５ 地域と連携した教育の推進

平成２４年度 平成２５年度 比較

点数 ６６/８４点（７８．６％） ８０/１０８点（７４．１％） ↓

評価 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

↓

部会の意見 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。

施策指標「学校応援団への協力者

数」の目標値について、各年度に

おける目標値設定に大きな隔たり

がある。登録者数、事業内容や必

要人数などを精査した上で目標値

を設定するべきである。また、本

施策については、協力者数や活動

実施数の増加ばかりではなく、事
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業内容の質の向上、効果の拡大を

図る必要がある。

また、みどりの学校ファームに

ついては、学校外の農地を活用し

ているのが１１校中４校である。

市内には遊休農地があるため、農

業委員会等との連携を図りなが

ら、学校ファームへの活用につい

て積極的に検討してほしい。

評価項目詳細

①「指標の達

成度」
１８/２１点（８５．７％）評価① １８/２７点（６６．７％）評価② 点数↓

評価↓

②「取組内容

の評価」
１３/２１点（６１．９％）評価② １９/２７点（７０．４％）評価② 点数↑

評価→

③「総合評

価」
１８/２１点（８５．７％）評価① １９/２７点（７０．４％）評価② 点数↓

評価↓

④「今後の施

策の方向性」
１７/２１点（８１．０％）評価① ２４/２７点（８８．９％）評価① 点数↑

評価→

施策２０ 小中学校の配置・規模の適正化の推進

平成２４年度 平成２５年度 比較

点数 ５９/８４点（７０．２％） ９７/１０８点（８９．８％） ↑

評価 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。

①適正な評価が行われている ↑

部会の意見 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。

評価点数については非常に高得

点となっているが、児童生徒のア

ンバランスの解消、学校建設とい

う目的に対し、施策の進捗として

は順調に進んではいない。アンバ

ランスの解消については、現状に

おける学校選択制での効果は限定

的であり、早期の学校建設に向け

て施策を進めてほしい。なお、学

校選択制については、保護者から

児童が長距離を通学することへの

不安が多くあがっている。例えば

バスによる送迎を実施するなど安

全性を確保する工夫をすること

で、学校選択制を進めることも可

能である。

施策指標において、児童・生徒

数の偏りを把握するため、生徒数

の少ない学校・学校建設による影

響する学校について児童・生徒数

を指標として設定するべきである

（新倉小・北原小・第二中）。
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次に、新設校建設については、

用地確保及び学校建設についてス

ケジュールを明確にし、目標を明

記するべきである。また、平成２

８年度の新設校の開校を目指して

いるのであれば、学区が変更とな

る対象者には早期に情報提供（通

知等）をするべきである。また、

現在ある既存の機能（児童センタ

ー、学童保育クラブ、グラウンド

ゴルフ）を残すとともに、新設校

を建設することについて検討する

べきである。また、中学校におけ

るアンバランスも存在しており、

新設校については、小学校の建設

に合わせて、小中一貫校に向けた

検討も合わせて実施するべきであ

る。

評価項目詳細

①「指標の達

成度」
１３/２１点（６１．９％）評価② ２５/２７点（９２．６％）評価① 点数↑

評価↑

②「取組内容

の評価」
１１/２１点（５２．４％）評価③ ２１/２７点（７７．８％）評価① 点数↑

評価↑

③「総合評

価」
１９/２１点（９０．５％）評価① ２６/２７点（９６．３％）評価① 点数↑

評価→

④「今後の施

策の方向性」
１６/２１点（７６．２％）評価① ２５/２７点（９２．６％）評価① 点数↑

評価→

施策３２ 多様な保育サービスの推進

平成２４年度 平成２５年度 比較

点数 ３５/４８点（７２．９％） ６０/８４点（７１.４％） ↓

評価 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

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

→

部会の意見 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。

当市の待機児童対策としては、

民設保育園の誘致により受け入れ

定数の拡大を図っており、今後に

ついても積極的な取組を実施して

いくという方向性は評価できる。

施策指標については、目標値と

実績値が同値となっている。これ

は、施策評価表を作成する段階で、

目標値を実績値に合わせ修正して

いることが考えられる。施策指標

の達成度については、目標に対し

て活動の成果を実績値として記入

し評価するものであるため、目標
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値をそのつど修正することは不適

切である。施策評価の趣旨を理解

し、適切な目標値の設定をしてい

ただきたい。

また、平成２７年度からは子ど

も・子育て支援新制度が実施され

る。今後のアンケート調査などを

活用し、待機児童を「０」として

いる目標への対応を検討していく

ことが必要である。また、この新

制度では、待機児童についての取

組の他、認定こども園の普及を進

めることとされている。公設幼稚

園がない当市の現状においては認

定こども園の設置を検討するべき

である。また、保育クラブについ

ては、６年生まで対象の拡大が予

定されている。その際には、支援

児童が小学校を卒業した後の居場

所づくりなどについても合わせて

検討する必要がある。

評価項目詳細

①「指標の達

成度」
９/１２点（７５．０％）評価② １３/２１点（６１．９％）評価② 点数↓

評価→

②「取組内容

の評価」
８/１２点（６６．７％）評価② １５/２１点（７１．４％）評価② 点数↑

評価→

③「総合評

価」
８/１２点（６６．７％）評価② １５/２１点（７１．４％）評価② 点数↑

評価→

④「今後の施

策の方向性」
１０/１２点（８３．３％）評価① １７/２１点（８１．０％）評価① 点数↓

評価→

施策３６ 高齢者の生きがいと社会参加への支援

平成２４年度 平成２５年度 比較

点数 ３６/４８点（７５．０％） ７３/８４点（８７．０％） ↑

評価 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

①適正な評価が行われている ↑

部会の意見 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。

当市の高齢者・介護保険事業な

どについては、他市と比較しても

積極的・先駆的な取組を実施し、

効果を上げていることがうかがえ

る。

一方で、施策評価表については、

様々な取組を実施していることは

把握できるが、取組が効果を上げ

ていることまで理解することは難

しい。そこで、要介護認定者数が
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減少していること、各取組により

改善されている状況を示す指標、

数値を施策評価表に掲載し明らか

にすることが必要である。

なお、施策指標「健康診査受診

率」について、現状の実績値から

は平成２７年度目標値「５０％」

を達成することが難しいのではな

いか。目標を達成するための実効

性のある取組を検討する必要があ

る。

評価項目詳細

①「指標の達

成度」
９/１２点（７５．０％）評価② １６/２１点（７６．２％）評価① 点数↑

評価↑

②「取組内容

の評価」
８/１２点（６６．７％）評価② １８/２１点（８５．７％）評価① 点数↑

評価↑

③「総合評

価」
１０/１２点（８３．３％）評価① １９/２１点（９０．５％）評価① 点数↑

評価→

④「今後の施

策の方向性」
９/１２点（７５．０％）評価② ２０/２１点（９５．２％）評価① 点数↑

評価↑

施策４８ 防災体制・消防支援体制の強化

平成２４年度 平成２５年度 比較

点数 ６０/８４点（７１．４％） ５２/７２点（７２．２％） ↑

評価 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

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

→

部会の意見 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。

市は、災害時に司令塔としての

機能を発揮するための緊急体制の

整備が必要である。さらには、市

は、地域の防災活動の中心となる

地域の防災組織との連携が重要と

なることから、緊急時において地

域防災組織と連絡・調整ができる

体制を整備することが必要であ

る。

また、備蓄品については、市と

しての備蓄状況を市民に明らかに

するとともに、地域防災組織の備

蓄品との調整を図るなど、市民が

安心できる備蓄体制とすることが

必要である。

評価項目詳細

①「指標の達

成度」
１３/２１点（６１．９％）評価② １２/１８点（６６．７％）評価② 点数↑

評価→

②「取組内容

の評価」
１７/２１点（８１．０％）評価① １３/１８点（７２．２％）評価② 点数↓

評価↓
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③「総合評

価」
１７/２１点（８１．０％）評価① １４/１８点（７７．８％）評価① 点数↓

評価→

④「今後の施

策の方向性」
１３/２１点（６１．９％）評価② １３/１８点（７２．２％）評価② 点数↑

評価→

施策５０ コミュニティづくりの推進

平成２４年度 平成２５年度 比較

点数 ４２/６０点（７０．０％） ７１/８４点（８４．５％） ↑

評価 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

①適正な評価が行われている ↑

部会の意見 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。

自治会加入率を向上させるため

には、特に単身世帯や自治会の未

組織地域について、更に積極的な

働きかけを行う必要がある。また、

和光市は若い人が多いのが特徴で

あり、いかに地域の活動に参加し

ていただけるか、地域の活性化を

促すことができるか、という働き

かけが必要である。

一方で、これらの取組の中心的

な活動をしていた自治会活動支援

員が減員となっている。取組を進

めるためにも、再配置を検討する

必要がある。

（全施策共通）

施策指標として、アンケート調

査における満足度を掲げている施

策が多いが、意識調査などについ

ては毎年度実施していないことも

ある。実施していない年度につい

て、現状では実績値欄に目標値を

記入したり、前回の調査結果を記

入しているなど様々である。表記

については「―」とするなど、統

一する必要がある。

評価項目詳細

①「指標の達

成度」
１０/１５点（６６．７％）評価② １８/２１点（８５．７％）評価① 点数↑

評価↑

②「取組内容

の評価」
１１/１５点（７３．３％）評価② １８/２１点（８５．７％）評価① 点数↑

評価↑

③「総合評

価」
１０/１５点（６６．７％）評価② １７/２１点（８１．０％）評価① 点数↑

評価↑

④「今後の施

策の方向性」
１１/１５点（７３．３％）評価② １８/２１点（８５．７％）評価① 点数↑

評価↑
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施策５５ 地球温暖化対策の推進

平成２４年度 平成２５年度 比較

点数 ６５/８４点（７７．４％） ５７/７２点（７９．２％） ↑

評価 ①適正な評価が行われている ①適正な評価が行われている →

部会の意見 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。

地球温暖化対策という大きなテ

ーマの中で市として可能な取組は

限られている。その中で、市とし

ての役割は市民への啓発であり、

更なる啓発に努めてほしい。

その際、現在、新エネルギー導

入の促進のために実施している太

陽光発電システムなどのほか、市

が行える取組としては公共施設の

省エネルギー化があげられる。こ

のため、現在市が検討している公

共施設の屋根を利用した太陽光発

電施設のほか、清掃センターなど

の市有の施設のインフラの更新に

併せて発電施設を設置するなど、

インフラ施設の管理整備の際に省

エネルギー対策を検討する必要が

ある。

新たな技術が開発されている現

状を踏まえ、新技術の補助等の拡

大も検討し、各家庭等での普及に

努める必要がある。

評価項目詳細

①「指標の達

成度」
１９/２１点（９０．５％）評価① １５/１８点（８３．３％）評価① 点数↓

評価→

②「取組内容

の評価」
１７/２１点（８１．０％）評価① １５/１８点（８３．３％）評価① 点数↑

評価→

③「総合評

価」
１５/２１点（７１．４％）評価② １５/１８点（８３．３％）評価① 点数↑

評価↑

④「今後の施

策の方向性」
１４/２１点（６６．７％）評価② １２/１８点（６６．７％）評価② 点数→

評価→


