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和光市総合振興計画審議会第７回会議（全体会） 会議要旨

開 催 日：平成２６年１月３１日（金） 午前１０時００分～１１時２０分

開催場所：和光市役所議事堂３階第２委員会室

出 席 者：花輪宗命会長（４号委員）、関口泰典副会長（５号委員）

１号委員（市教育委員会の委員）森田圭子

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、荒木保敏、松田廣行、

金子正義

４号委員（知識経験を有する者）中村耕三、長野基、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 者： ３名（冨岡委員、佐々木委員、野宗委員）

次 第：１ 開会

２ 議事

各部会における外部評価結果報告

· 安全部会 １０施策

· 安心部会 １０施策

和光市総合振興計画進行管理における外部評価に関する答申について

その他

３ 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７回会議」を開会します。

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。

２ 議事

重点プラン対象施策以外の施策の外部評価

花輪会長

本日の審議の内容については、これまでのまとめということになりますが、全体の流れ

について、まず事務局から説明をお願いします。

事務局

今年度は、まず前半に、重点プランの９施策について外部評価を実施しました。後半に

ついては、重点プラン以外の２０施策について、外部評価を実施してきました。委員の皆

様については、長期間及び長時間にわたる会議へ出席いただきまして、ありがとうござい

ました。

さて、本日の会議では、後半に実施した重点プラン対象施策以外の外部評価結果につい

て、各部会長から報告をしていただきたいと思います。

なお、前半に実施した重点プランの９施策については、６月に書面にて、各部会の外部

評価結果を報告しております。その内容が本日お配りしています資料１－１の内容になり

まして、参考にお配りしたものです。今後、これらの結果を答申書にまとめていくことを
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予定しております。

① 安全部会 １０施策

花輪会長

それでは、まず安全部会、金子部会長より報告をお願いします。

金子部会長

資料１－２、１ページに一覧がありますので、そちらをご覧ください。

施策１２の「公共下水道利用の推進」、施策５３の「消費者保護の充実と消費者力の強

化」、施策６０の「廃棄物の適正処理の推進」については、４段階評価のうち一番良い評

価である「①適正な評価が行われている」となりました。

その他の施策については、「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」となっており、全体としては、内部評価は概ね妥当であるというこ

とになりました。

次に個別の施策について報告します。２ページをご覧ください。

施策８「都市計画道路の整備」については、評価点数は５８点、評価結果は「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」、部会の意見とし

ては、「市民の利便性を向上させるためには、土地区画整理事業区域内において整備した

都市計画道路を区域外の幹線道路にもつなげる努力をし、効率的道路網の形成に努めて

ほしい。また、そのためにも、今後、長期的ビジョンを策定して進めることが必要であ

る。」となりました。土地区画整理区域内で整備した幹線道路を区域外の幹線道路とつな

げることで、初めて効率的な道路網が完成しますので、土地区画整理区域内の道路にと

どめるのではなく、区域外にもつなげてほしいということです。また、そのためには財

政的な問題もありますので、長期的ビジョンを策定して進めることが必要だということ

で、部会の意見をまとめました。

施策９「計画的な公園の整備と維持管理の充実」については、評価点数は６２点、評

価結果は「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」、

部会の意見としては「企業やサポーター、自治会等を担い手として発掘し、その協力を

得て、公園の維持管理を進める必要がある。また、公園の種類や用途を明確にし、全て

の公園をコーディネートした上で、整備、維持管理を行うことを検討するべきである。」

となりました。この部会の意見の趣旨としては、様々な公園があって、市だけで公園の

維持管理をするというのは大変ですので、企業やサポーター等、担い手を発掘して、そ

の協力を得て維持管理をしていってほしいということです。また、公園についても、ど

ういう使い方をする公園なのか、様々な公園をコーディネートした上で、整備や維持管

理をすることを検討してほしいという意見となっています。

施策１０「県営和光樹林公園の有効活用」については、評価点数は７２点、評価結果

は「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

の意見としては「樹林公園の魅力がより高まり、また樹林公園が市民の財産となるよう

に、県との協議を進めていくべきである。具体的には、特に公園の財産である樹木の維

持管理を適切にし、自然環境としての魅力を高める必要がある。また、指定管理者とし

て、多くの人が集まるイベントの実施といった市独自の事業を行うなど、創意工夫をし

て維持管理が必要である。」となりました。樹林公園は県の公園であり、市が指定管理を

行っているということで、このような意見になりました。しかし、県の公園であっても、
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市民が愛着を持った公園ですので、市民がより使いやすい公園にするためには、県との

協議が必要ということが部会の意見の趣旨です。特に、樹林公園は樹木が多いですが、

この樹木が枯れているということもありますので、自然環境を守ってより魅力を高める

必要があるとさせていただきました。また、指定管理として、市独自にイベントをする

ことも可能ですので、創意工夫をして維持管理をしてほしいということも意見とさせい

ただきました。

施策１２「公共下水道利用の推進」については、評価点数は８０点、評価結果は「①

適正な評価が行われている」、部会の意見としては「一般的に汚水管に雨水による排水を

直接流し込む事例が問題視されており、当市の現状についても調査、対応してほしい。

また、公共下水道利用率１００％を目指すため、経済的な理由で公共下水道に接続でき

ない際の対策を検討してほしい。」となりました。下水道の場合は、以前は雨水も汚水も

一緒に流しておりましたが、別々に流すように整備されております。和光市の場合は、

雨水管の整備がまだ進んでいません。雨水が汚水管に流し込まれることも想定され、も

し雨水が流し込まれていた場合、汚水管に流れる水量が増加してしまうということと処

理費用が上がってしまうということになりますので、調査、対応してほしいという意見

となっております。また、市街化調整区域では合併浄化槽等での処理をしていますが、

個人での維持管理が難しいということで、基準に適していない下水の流出がありますの

で、適切に排水されるようにしていただきたいということです。

施策１３「雨水対策の推進」については、評価点数は６５点、評価結果は「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」、部会の意見として

は「今後多くなると考えられるゲリラ豪雨について、和光市においてもあらかじめ対策

を検討し、早急に対策を図ってほしい。また、浸透枡の普及とともに、より効果が期待

できる浸透性舗装について検討してほしい。」となりました。最近は予想よりも集中した

雨が降っており、今後も頻繁に起こるだろうと言われています。和光市においても、被

害があろうかと思いますので、事前に対策を図ってほしいということを意見申し上げま

した。また、浸透枡も効果はありますが、埼玉県は関東ローム層で浸透率が悪いですの

で、より効果が望める浸透性舗装にていて検討してほしいということを部会の意見とし

ました。

施策５２「鉄道・バスの利便性の向上」については、評価点数は６３点、評価結果は

「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

意見としては「和光市は、鉄道３路線と東京外かく環状道路などが整備され、更に東京

との玄関口に位置し、交通施策を考える上では非常に優位な立地条件にある。このこと

をより活かすために、鉄道、路線バス各社に対する改善要望、道路網の更なる整備など、

交通利便性の向上が総合的に図れるよう検討する必要がある。また、交通結節点として

の魅力が向上することで、市外から多くの方が訪れることが可能となる。その際、単に

鉄道からバス、バスから鉄道と乗り換えるだけ、通過するだけではなく、市の活性化を

図るためにもいかに滞在してもらうかを検討しなければならない。例えば、買物がしや

すい環境づくり、駅等による市内案内、市内循環バスを利用した名所めぐりなど、新た

な視点での取組を実施することで市の活性化を図ることができる。」となりました。和光

市は交通面で優位な立地条件にありますので、鉄道やバスそれぞれの利便性向上はもち

ろん、それだけではなく、交通結節点として和光市の活性化につながるように検討して
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ほしいという趣旨を部会の意見とさせていただきました。買物がしやすいようにしたり、

和光市の名所をめぐっていただくなど、和光市に寄っていただくようにということを述

べさせていただいています。

施策５３「消費者保護の充実と消費者力の強化」については、評価点数は７３点、評

価結果は「①適正な評価が行われている」、部会の意見としては「振り込め詐欺等の被害

を受ける方は一人世帯の女性や高齢者が多く、消費生活講座や各種啓発活動に参加する

ことの少ない情報弱者であることが多い。そのため、自治会などの協力を得るなどし、

被害を受けやすい方に対し直接情報提供していくことに加え、そのような方を支える周

囲の人・環境にアプローチをし、情報を提供、周知していくことが必要である。また、

被害に遭った方が、どこに相談をしていいのか分かりやすく、相談しやすい仕組を構築

してほしい。」となりました。施策評価表では講習会を多くやられていて、それなりの評

価がされているのですが、情報弱者は講習会にはなかなか出てこないだろうと考えます

と、そういった方への情報提供や支援をする必要があるということを考えて部会の意見

をまとめました。このような情報提供や支援には、自治会などの協力が必要ということ

も触れております。また、被害を受けた際に誰に相談したらいいのか分からないという

こともありますので、それに対して、対応した仕組を構築してほしいということも意見

といたしました。

施策５８「生活環境保全の推進」については、評価点数は５９点、評価結果は「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」、部会の意見と

しては「ポイ捨ては交通量が多い渋滞交差点などで多くみられるのが現状である。きれ

いに保つことがポイ捨ての予防につながることから、交差点などポイ捨ての多い場所に

ついては、荒川河川敷で実施しているような一斉清掃を検討していただきたい。」となり

ました。荒川河川敷では市民の参加による一斉清掃をされておりますが、道路の渋滞交

差点などではポイ捨てが多く見られるということですので、こういった場所での一斉清

掃を検討してほしいということです。きれいにすることがポイ捨てを予防することにな

るという考えで、このような意見にしました。

施策５９「ごみ減量・リサイクルの推進」については、評価点数６１点、評価結果は

「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

意見としては「ごみ減量、リサイクルの推進のためには、行政による取組ばかりではな

く、市民、事業者のごみの捨て方や分別に対する意識を十分に高めることが必要である。

特に、自治会に入っていない市民の意識の向上に努めてほしい。」となりました。実際に

捨てるのは、市民や事業者ですので、実際に捨てる方に協力してほしいということです。

また、自治会に入っている方は、ごみの当番をするので、ごみの捨て方を気にされます

が、自治会に入っていない方は気にされないことも多いと思います。そのため、特に自

治会に入っていない方の意識という点について部会の意見に触れさせていただきまし

た。

施策６０「廃棄物の適正処理の推進」については、評価点数６４点、評価結果「①適

正な評価が行われている」、部会の意見としては「焼却施設の老朽化に対応し、早急に新

たな炉の建設を検討してほしい。なお、新たな炉については、有効な炉になるよう、有

害物質を含む焼却灰を処理できる溶融炉を検討するとともに、その動力に必要な電力の

発電施設についても検討してほしい。」となりました。現在の焼却炉を活用しておられま
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すが、この焼却炉が老朽化しているということですので、予算がかかるとしても新たに

建設する必要があるということです。また、焼却灰にはダイオキシンといった有害物質

が含まれておりますが、これが処理できる場所は全国にも限られていますので、和光市

でも新たな炉については溶融炉を検討してほしいということと、その場合は電力を多く

使いますので発電施設についても検討してほしいということを部会の意見とさせてい

ただきました。

なお、安全部会では、昨年度に引き続き、報告書とは別に、委員の皆様の個別意見を

参考として付していこうということになりましたので、別添の資料１－３にまとめてあ

ります。

花輪会長

ありがとうございました。また、安全部会の委員の皆様、ご苦労さまでした。

② 安心部会 １０施策

花輪会長

続きまして、安心部会、荒木部会長、報告をお願いします。

荒木部会長

資料１－２、１ページに一覧がありますので、そちらをご覧ください。安心部会では、

教育や福祉などの分野の施策について評価しました。

施策２５の「歴史的文化資源の保護・活用の推進」、施策２７の「スポーツ・レクリエ

ーションの環境の整備」、施策４２の「健康な次世代を育む母子保健の推進」については、

４段階評価のうち一番良い評価である「①適正な評価が行われている」となりました。

その他の施策については、「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」となっており、全体としては、内部評価は概ね妥当であるというこ

とになりました。

次に個別の施策について報告します。９ページをご覧ください。

施策２３「充実した生涯学習機会の提供」については、評価点数は６６点、評価結果

は「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

の意見としては、「生涯学習について、今後どのように施策を進めていくのかという、長

期的方針を明確にする必要がある。また、公民館職員における団体設立、自主運営をコ

ーディネートする能力についてスキルアップを図り、自主クラブ化を進めていく必要が

ある。」となりました。

施策２４「青少年の育成に適した環境づくりの支援」については、評価点数は７０点、

評価結果は「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」、部会の意見は「育てる会の休会や解散が増加してるという課題に対して、青少年問

題協議会や他の関係機関と連携を強化するなど、様々な連携を図り、事業と事業を連携

させることで、施策の目的・課題に向けて事業を進めてほしい。また、この課題の打開

策として、育てる会の中心となる指導者の育成を図る必要がある。」となりました。

施策２５「歴史的文化資源の保護・活用の推進」については、評価点数は８１点、評

価結果は「①適正な評価が行われている」となり、部会の意見は付さないこととなりま

した。

施策２７「スポーツ・レクリエーションの環境の整備」については、評価点数は７３

点、評価結果は「①適正な評価が行われている」、部会の意見は「既存施設の老朽化・劣
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化に対して、適切に整備をし、市民が安心して利用できるように環境を整備する必要が

ある。なお、その一環として、各施設におけるＡＥＤの設置が、分かりやすい場所にあ

り、分かりやすく案内されているか確認してほしい。さらに、これから増える高齢者の

健康増進を図るため、スポーツ振興計画の推進においても、高齢者の健康増進に関する

対策を進めていく必要がある。」となりました。

施策２９「人権啓発・教育及び平和の推進」については、評価点数は６２点、評価結

果は「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

会の意見は「顕在化している新たな人権課題に対して、対策の方向性を示し、具体的に

取組む必要がある。この一環として、人権相談については、相談しやすい環境づくりに

更に努めることが必要であるとともに、現状の相談体制において新たな課題に対応でき

ているのか検証する必要がある。また、人権問題に関する啓発活動については、関係課

以外の他の組織と協力・連携した事業を行うといった工夫をすることで、事業への参加

者を増やし、啓発を進めてほしい。また、平和意識の啓発については、中学生だけに止

まらず、小学校高学年生も対象にすることを検討してほしい。」となりました。

施策３０「男女共同参画社会の実現」については、評価点数は６３点、評価結果は「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

は「施策評価表について、設定されている指標では実績値が把握できず、単年度の成果

達成度の評価をすることができない。達成度を適切に評価できるように他の指標を補足

指標として設定することが必要である。また、ワークライフバランスについては認知度

が低く、またＤＶ対策については現在の啓発のみでは不十分である。ともに大きな問題

であるから、引き続き、周知、啓発を徹底してほしい。」となりました。

施策４２「健康な次世代を育む母子保健の推進」については、評価点数は８０点、評

価結果は「①適正な評価が行われている」、部会の意見は「和光市の特徴として若い世代

が多いという点があげられるが、今後についても増加していくことが見込まれ、母子保

健の重要性が高くなる。このことから、市としての実施体制・支援体制を充実させる必

要がある。また、発達障害などをチェックするために５歳児健診の導入、小学校６年生

（中学校１年生）までの予防接種の観察体制の整備を検討してほしい。」となりました。

施策４３「健康で元気になる食育の推進」については、評価点数は６４点、評価結果

は「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

の意見は「現状の施策指標では、施策の目標に対する達成度を適切に評価することがで

きない。このため、施策の達成状況を毎年度把握できる施策指標の設定、各年度の取組

がもたらす成果を統一した方法に基づいて算出できる施策指標の設定が必要である。ま

た、施策の現状に記載されている都市農業の振興、地産地消についても、積極的に取り

組むべきである。」となりました。

施策４４「安心できる健康づくりの推進」については、評価点数は６５点、評価結果

は「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

の意見は「施策指標『保健指導実施者のメタボ改善率』について、この数値では、市の

取組により保健指導を何人が受診し、何人が改善したのか把握できない。また数値結果

にも増減があり、施策の達成状況を計る指標として不十分である。補足指標として、特

定健診受診率や保健指導実施率を設定するべきである。また、増加させることをトレン

ドとした指標であるが、各年度の目標設定が増減している。中間、最終目標数値を捉え
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た毎年度の目標数値を設定するべきである。」となりました。

施策４５「地域との連携による保健・医療体制の推進」については、評価点数は６９

点、評価結果は「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」、部会の意見は「当市は人口増加が見込まれ、子育て世代も多く、地域医療の充

実が中核となる埼玉病院では、保健医療サービスが充実しているが、更なる地域医療の

充実のための取組を進めてほしい。」となりました。

以上が部会の評価結果の報告となりますが、詳細については、会議要旨をご確認いた

だければと思います。

花輪会長

ありがとうございました。、また、安心部会の委員の皆様、ご苦労さまでした。

和光市総合振興計画進行管理における外部評価に関する答申について

花輪会長

それでは、和光市総合振興計画進行管理における外部評価に関する答申について、事務

局より説明をお願いします。

事務局

資料２に基づき、説明。

花輪会長

ありがとうございました。今年度は、昨年度の評価結果と併せ、２箇年の評価結果を

総括した「答申」をしていくということです。

答申書の内容については、骨子（案）の説明が事務局からあったとおりですが、この骨

子（案）で答申書をまとめるということでよろしいでしょうか。何か質問などはあります

でしょうか。

中村委員

答申骨子（案）については、異論はございません。私は、様々なところで外部評価や行

政評価に携わっています関係で、今後、評価について、こうしたらいいのではないかとい

うところを、発言させていただきたいと思います。やはり、内部評価であっても外部評価

でもあっても、「評価」で大切なのは、優先順位を付けるということです。ですから、優先

順位をどう付けるかというところ、例えば施設の老朽化対策の施策と福祉の施策があって、

どちらを優先させるかという価値判断を明確にすべきだと思いました。どういう判断をし

たのかという過程が見えるようにする必要があります。外部評価も評価される立場ですの

で、内部評価と同様に、価値判断を明確にするべきだと思います。

花輪会長

ありがとうございました。事務局いかがでしょうか。

事務局

ご意見を持ち帰りまして、検討したいと思います。

花輪会長

他にございますでしょうか。

森田委員

昨年度、中間報告をして、今年度まとめた最終報告をするということなので、骨子や内

容を変えるということはできないと思います。しかし、評価をしている中で感じているの
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は、評価を評価するというのは非常に分かりにくく、評価している間に目的を見失いやす

かったです。

結果をこうして見ると、適正な評価が行われているという枠組みの中の結果におさまり

ました。評価の中での議論では、「妥当ではない部分」としては、「内部評価はこうされて

いますが、もっとできています。」、「内部評価はこうされていますが、そんなにできていま

せん。」や「施策の目的に対してはこの指標では計れません。」という意見があり、「妥当で

はない部分」は様々なものでした。

部会の意見については、こういった部分を中心にまとめるものだと思いますが、この結

果だけを見ると、施策や事業そのものに対して意見しているという形になってしまってい

ます。施策を担当する所管課へフィードバックしても受け取りやすい形になっているのか

疑問に感じます。

「妥当ではない」という部分について、所管課は全ての会議要旨を読まない限り、どの

部分が妥当ではないのか理解するのは難しいです。今回は修正することはできないと思い

ますが、評価の区分や表現も検討が必要ではないでしょうか。

こういったことを、２年間外部評価をして、感じたところです。このような意見も出て

きたというところを、表した方がいいのではないでしょうか。

花輪会長

事務局いかがでしょうか。

事務局

所管課にフィードバックする際には、「どこが妥当ではない」と評価されたのか分かるよ

うな形にできるよう検討したいと思います。

藤川委員

森田委員へのご意見に追加させていただきます。評価の評価ということには、苦労しま

した。この点は、外部評価全体の課題だと思います。ただし、事務局からお話がありまし

たが、この外部評価が、どのように施策に活かされたのかが重要であって、そこをしっか

り調べていただければと思います。そうしていただくことが、我々の２年間の知恵や努力

が活かされることだと思います。安全部会については、施策に対する意見がたくさん出て

いますが、こういった内容がどのように施策に活かされたのかという点を成果として期待

しています。

花輪会長

資料１－３に、安全部会の参考意見がまとめられていますが、答申にまとめるというこ

とでいいでしょうか。

事務局

はい。答申にまとめます。

その他

花輪会長

それでは、その他について事務局説明をお願いします。

事務局

資料３に基づき、説明。

花輪会長
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ありがとうございました。外部評価において、３箇年の評価の統一性や継続性の確保の

ため、また、それを第四次和光市総合振興計画基本構想の中間見直しに効果的に活用して

いくために、今期の審議会委員の皆さんに、可能な範囲で、引き続き次期審議会委員とし

てご協力いただきたいということでした。

何かご質問はありますでしょうか。

泉委員

第四次和光市総合振興計画基本構想の中間の見直しということについては、施策につい

て意見できるという認識でいいのでしょうか。

事務局

どの程度見直すのかということによると思います。１０年間の継続性を持たせるために、

施策そのものの枠組みを変えるということは、非常に難しいと思います。ただし、その中

の取組内容や指標の設定、指標の数値について、もう一度実効性があるのか見ていただい

て、より実効性があるものに見直したいという考えです。

泉委員

それでは、これまで施策指標について適切ではないのではという意見もありましたが、

こういった点を意見できるということでしょうか。

事務局

はい、そういったことを考えております。

花輪会長

他にご質問はありますでしょうか。

宍戸委員

外部評価を受けて、どういったところで、「どのように対応したか。」または「どのよう

に対応するか。」といったところを、この審議会にもフィードバックされる仕組を検討して

いただきたいです。

藤川委員

外部評価の３年目の評価対象施策はどういったものがあるのでしょうか。

事務局

３年目につきましては、重点プランの対象施策の９施策と評価していない残りの施策１

６施策を評価しまして、全６５施策の外部評価を完了するということになります。

３ 閉会

事務局から、次回の会議の日程（２月１２日（水））について、連絡した。


