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和光市総合振興計画審議会第６回会議（安心部会） 会議要旨

開 催 日：平成２５年１２月２４日（火） 午後３時００分～５時１０分

開催場所：和光市役所５階５０３会議室

出 席 者： 荒木保敏部会長

１号委員（市教育委員会の委員）森田圭子

３号委員（市内公共的団体の役員）野宗玲子

４号委員（知識経験を有する者）宍戸博、花輪宗命

５号委員（公募による市民）松永靖恵

欠 席 者： ３名（山田委員、冨岡委員、佐々木委員）

（山田委員及び佐々木委員は評価シート提出により参加）

次 第：１ 開会

２ 議事

重点プラン対象施策以外の施策の外部評価

· 施策４４ 安心できる健康づくりの推進

· 施策４３ 健康で元気になる食育の推進

· 施策４５ 地域との連携による保健・医療体制の推進

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６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。

なお、本日の外部評価の流れについては、次第の裏面にあるとおり進めていきます。

２ 議事

重点プラン対象施策以外の施策の外部評価

① 施策４４ 安心できる健康づくりの推進

ア 施策評価表に基づく施策概要の説明

所管課（健康支援課）が、資料１に基づき説明。

イ ヒアリング

花輪委員

施策指標①「保健指導実施者のメタボ改善率」について、先ほどのご説明では進捗

率が異常に高いですが、そもそも目標値の設定に見込み違いがあったのではないかと

思いました。この点について、お聞かせください。

荒木部会長

「保健指導実施者のメタボ改善率」については、平成２４年度の実績値が６９．２％

と高くなっています。また、各年度の目標値についても平成２３年度３９．０％、平

成２４年度２０．０％、平成２５年度３０．０％となっており、各年度の目標値設定
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もバラバラだと思います。ご説明をお願いします。

所管課

平成２３年度は１６．７％と下がっておりますが、保健指導を受けた方、分母が多

かったという状況です。改善された方の割合が本来は４５％までいかなくてはいけな

いのですが、保健指導実施者が多かった一方で改善できた方が少なかったということ

です。毎年健診を受けている方で、毎年改善されない方もいますので、なかなか改善

するのは難しい状況です。

花輪委員

平成２４年度は、目標値４３％に対して、６９．２％とずいぶん改善率が上がって

います。

所管課

保健指導実施者が少なかったということで、きめ細やかな対応ができたということ

が影響しているかもしれません。

荒木部会長

保健指導実施者の対象者はどのくらいでしょうか。

所管課

こちらで把握していますのは、国民健康保険加入者の範囲ですが、だいたい４０歳

以上の方が、特定健診を受けないといけないのですが、およそ１万１，０００人くら

いいます。そのうち、２５％くらいの方が検診を受けていますので、２，７００人く

らいの方が特定健診を受けられます。そして、そのうち保健指導の対象となる方が、

４９６人にいます。そのうち保健指導を受けるのは１８０人くらいで、その約７０％

の人が改善されたということです。

花輪委員

改善率というのは、どういうことでしょうか。

所管課

保健指導の対象者のうち、実際に保健指導を受けて、６箇月間の指導を受けた後、

腹囲が改善された方の割合になります。

松永委員

保健指導を受けることは、受診者にとって大きな負担となることなのでしょうか。

所管課

積極的支援の場合ですが、最初に個別の面接があり、そこで目標を明確に立てるの

ですが、これに基づき、２週間後や１箇月後、３箇月後と専門委員が電話や手紙を送

付するなど６箇月間フォローしていきます。また、動機付け支援については、最初の

面接をしたら、あとは各自で進めていくという形です。これらの支援も、受診者のさ

まざまな事情でフォローが中断してしまうこともあります。

森田委員

これまでの説明によると、平成２３年度に改善率が下がったのは、保健指導を受け

る人が増えたため、つまり分母が増えたために、改善率としては下がったということ

でしょうか。逆に、保健指導を受ける人が減った平成２４年度は、一人ひとりへの対

応がよくできたために改善率が上がったということでしょうか。

所管課
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そのほかに、平成２３年度については、震災の影響で、３月に最後の面談を予定し

ていた方について面談を中止し、この部分を集計に入れられなかったので、改善率が

下がったということもあると思います。

森田委員

施策の本来の目的からすると、保健指導を受けた人の人数も、指標として設定する

べきだと思います。対象となる人はこれだけいたけれど、そのうち何人が保健指導を

受けたのかという数字はどこかにあるのでしょうか。この部分の数値もあれば、保健

指導を受けた人の割合とどれだけの改善・効果があったということが分かると思いま

す。このことを把握することで何が問題か明らかになるのではないでしょうか。

所管課

施策４６に「国民健康保険の適正な運営」という施策がありまして、メタボ対策は

国民健康保険の中でやっており、こちらの施策では、「特定健診受診率」と「保健指

導実施率」を指標として設定しています。「特定健診受診率」は平成２４年度３７．

７％、「保健指導実施率」は１７．３％となっています。

荒木部会長

施策指標①の目標値設定について、バラつきがありますが、誤りではないでしょう

か。平成２３年度３９．０％、平成２４年度２０．０％、平成２５年度３０．０％と

なっています。徐々に改善されていくべきものだと思いますが、いかがでしょうか。

所管課

実施計画の中では、対象者がどんどん増えていく計画になっていますが、そうする

となかなか、改善率が上がらないのではないかというところがあります。また、その

上で、毎年度対象者数に変化があります。

森田委員

この指標から読み取れることは、保健指導の内容がよかったということです。しか

し、これだけでは施策の目的からはずれているのではないでしょうか。保健指導を受

けている人が減っているといこともありますので、その数値とのクロスが必要です。

別の施策４６の指標と併せて見なければ状況が把握できないということは問題があ

ると感じます。

荒木部会長

事前質問でいただいた別添資料を見ると、当市の平成２３年度の大腸がん検診と肺

がん検診における要精検受診率が埼玉県の平均値から特に低いのはどういうことで

しょうか。

所管課

詳細を調べ、平成２４年度に分かったことは、一次検診と精密検診を同じ医療機関

で行った方について、精密検査の結果を市に報告していないということが多くありま

した。これによって、要精検の受診について市が把握できていない部分があるという

ことが分かりました。そこで、平成２４年度からは医療機関に市への報告をしてほし

いということを徹底、依頼しました。

荒木部会長

それでは、平成２４年度では数値が１割程度改善されているのでしょうか。

所管課
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速報値では、胃がんは６３．１％、肺がんは６７．４％、大腸がんは６８．５％、

乳がんは９１．８％、子宮がんは７８．０％となっており、胃がん検診以外は改善し

ている状況です。

松永委員

がん検診の個別検診で、がんの可能性があるという方に、精密検診を受けるように

してもらえるように、医療機関との連携はできているのでしょうか。

所管課

個別検診の場合は、実施要領を定めていますので、それに沿って医療機関受診者へ

の徹底を依頼しています。保健センターやゆめあい和光での集団検診については、通

常１か月後の結果説明会で結果の良くない方には説明したりしています。ただし、非

常にがんの可能性が高い方には、直接呼び出しをして、個別に対応をしてます。

宍戸委員

心の健康づくりという事業がありますが、事務事業評価表に「こころの体温計」の

利用者が約４１，０００件とありますが、これは最初だから多かったというわけでは

なく、平成２５年度も同じくらいの実績があるのでしょうか。

所管課

「こころの体温計」は、今年度も行っておりますが、現在４０，０００件くらいの

利用があります。紹介カードを作成し、公共施設に設置して周知しています。簡単に

アクセスでき、結果が悪ければ、各相談機関の連絡先も出てきます。

花輪委員

これは、開発は市でされたのでしょうか。市民でなくても利用できるのでしょうか。

所管課

業務委託で行っていまして、市民でなくても利用できます。

宍戸委員

こころの相談については、当初１２回の予定が１３回開催したというのは、相談申

込みがそれだけ増加したということでしょう。

所管課

予約制なのですが、毎回予約が多いという状況です。

荒木部会長

健康づくり基本条例は県では和光市だけだと認識していますが、全国的に見るとど

うでしょうか。

所管課

昨年度策定時には５市程度だったと思います。ただ、他市は計画を作って健康づく

りを進めるというものですが、和光市は、すでにある計画をスムーズに連携して健康

づくりを進めるというもので、内容が違います。また、市民一人ひとりが努力して健

康になるという内容もあります。さらに、地域での努力、市民、市、事業者が協働で

健康づくりを進めましょうという内容もあり、ヘルシーサポート事業として県の補助

金を活用し、本田技研工業株式会社の食堂と連携して、社員の健康づくりのお手伝い

をしています。また、市の食堂でもヘルシーランチという、ヘルシーメニューを食べ

ていただくことで、生活習慣を見直していただくというものを実施しました。その他、

保育園で野菜を食べましょうという取組も行っています。さらに、ヘルスサポーター
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約５０人の養成というのを進めており、市の行事を手伝っていただくたけではなく、

ご自身の地元で健康づくりを進めていただくという役割です。

荒木部会長

施策４５にあるシームレス会議について、構成機関について、お聞かせください。

所管課

条例には、健康づくりに関する施策を総合的に調整するため、組織や制度の縦割り

を解消した計画の推進体制を整備するとしており、基本的には介護予防のケア会議を

イメージしていただけると分かりやすいと思います。特定の方の支援として、その方

に必要な助言ができる方をその都度多方面から参加していただく形になります。現在、

具体的には決めていませんが、平成２５年度中には要綱を制定し、動き出したいと考

えております。また、小さい会議の「シームレス個別会議」とは別に、大きな、政策

的な会議として「シームレス推進会議」もあります。

荒木部会長

具体的には、NPO だとどういったところを想定されているのでしょうか。

所管課

例えばですが、食育では特定非営利活動法人ぽけっとステーションさんなどが考え

られます。

花輪委員

施策評価表に記載の「心の健康づくり」の事業についてですが、平成２４年度まで

予算があるのですが、改善継続とされていながら平成２５年度の予算はゼロとなって

いるのはどういうことでしょうか。。

所管課

心の健康づくりについては、一つの病気として捉え、成・老人保健の事業で一括で

やっていこうということです。四大成人病として一体で進めていくわけで、なくなっ

たわけではありません。

ウ 評価シート記入

各委員が評価シートに評価の記入を行った。

エ 各委員評価の紹介・意見交換

（ア） 評価の紹介

荒木部会長

それでは、各委員より、評価結果を発表していただきたいと思います。

森田委員

①「指標の達成度の妥当性」は１点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③

「総合評価の妥当性」は１点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は１点で、合計

５点です。

①については、施策指標の設定について、この施策の目的とずれていると思いま

す。保健指導実施者のメタボ改善率については、受診率も併せて見ることが妥当で

はないでしょうか。③については、サービス水準を「普通」と評価していますが、

他市が進んでいる状況であれば、「低い」という評価が妥当ではないでしょうか。

その他意見としては、施策の内容はよく、実際の取り組みは大変努力されていま

すが、評価が妥当だとは言えません。厳しい点数評価になったのは、指標が目的に
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合致していないと感じた部分と、サービス水準に関する自己評価が朝霞地区４市で

１市のみ低いことを正当に評価できていないと感じたからです。なお、この施策の

達成状況・進捗状況を計るための施策指標及び評価材料について再考を促したいで

す。

野宗委員

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は３点、③

「総合評価の妥当性」は１点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

８点です。

①については、目標と実績の数値から、達成度や成果が読み取りづらいです。施

策指標の設定を検証してはどうでしょうか。②については、成果と課題を捉えられ

ていると思いますが、乳がん・子宮がん検診の無料クーポンの縮小については、取

り組みが必要になると思います。③の当市のサービス水準については、「Ｂ」の「普

通」の評価ではなく、「Ｃ」の「低い」の評価が妥当だと思います。

花輪委員

①「指標の達成度の妥当性」は１点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③

「総合評価の妥当性」は１点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

６点です。

①については、説明を聞いても分かりづらい指標の設定になっています。外部評

価をする際にも誤解を生みかねません。②については、先ほどの説明で、心の健康

づくりは、別の事業に統合されているということでしたので、２点としました。③

については、未受診者へのアプローチが不十分と評価しているのに「Ｂ」の「ほぼ

順調」との評価は納得できません。

その他意見としては、設定された指標では、施策の目的の達成状況を点検するこ

とができません。

宍戸委員

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③

「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

８点です。

①については、分母と分子の関係で達成度を計るのはいいが、それぞれ非常に流

動的である中で、毎年度数値が変動しやすい指標により、結果として分かりづらい

指標となっています。しかし、成果指標として踏み込んだ形で指標を設定している

と思います。③については、未受診者へのアプローチが不十分とのこと。今後の課

題の評価は妥当ですが、「Ｂ」の評価は妥当か疑問です。

その他意見としては、心の健康づくりの施策には要望が高いと思われますので、

メンタルへの取組についても更なる実施を期待します。

松永委員

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③

「総合評価の妥当性」は１点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

７点です。

②については、こころの相談の増加については、ケアを必要としている人だけで

はなく、その家族のケアも継続していく必要があり、成・老人保健の事業に統合す
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るのはどうなのかと思います。③については、アプローチが不十分の中、ほぼ順調

に進んでいるとは思えません。

荒木部会長

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は３点、③

「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

９点です。

①については、目標値、実績値について理解できないところが多いです。ただし、

一番評価しなくてはならないのは、全国に先駆けて健康づくり基本条例を制定して

いることです。③については、サービス水準からは「Ｂ」評価だと判断しました。

④については、健康づくり条例に基づく事業の実施に期待します。

事務局

山田委員の評価を報告します。①「指標の達成度の妥当性」は３点、②「取組内

容の評価の妥当性」は２点、③「総合評価の妥当性」は３点、④「今後の施策の方

向性の妥当性」は３点で、合計１１点です。

①については、「市民の生涯にわたる健康づくりの推進に努められている。」との

ことです。②については、「健康は心身ともに安定であることが重要であるのでさら

に支援をしていく。」とのことです。③については、「健診や相談を定期的に実施す

ることで未受診者へさらにアプローチしていく。」とのことです。④については、「が

ん検診の未受診者を減らすため、さらに情報を提供していく。」とのことです。

続いて、佐々木委員の評価を報告します。①「指標の達成度の妥当性」は３点、

②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③「総合評価の妥当性」は３点、④「今後

の施策の方向性の妥当性」は３点で、合計１１点です。

③については、「未受診者へのアプローチを進めてください。」とのことです。

荒木部会長

それでは、評価結果をまとめるとどうなりますでしょうか。事務局お願いします。

事務局

それでは、資料４の「外部評価結果（安全部会）」をご覧ください。様式に従って、

結果を報告していきます。

１の「施策名」は既に記入されています。２の「評価点数（合計）」は６５点でし

た。３の「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」という評価結果になりました。４の「評価項目詳細【参考】」に

ついては、「①施策の達成度の妥当性」は「１６点」、「②取組内容の評価の妥当性」

は「１８点」、「③総合評価の妥当性」は「１４点」、「④今後の施策の方向性の妥当

性」は「１７点」です。これに伴い、評価結果は、すべて「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」となりました。

（イ） 意見交換

荒木部会長

では、最後に、４「部会の意見」をまとめます。これまで、様々な意見が出まし

たが、本部会として、この施策について、点数評価以外で何か市に提言すべきこと

がありましたら、まとめたいと思いますが、いかがでしょうか。

花輪委員
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外部評価に当たっての留意事項に「設定された指標では、施策本来の目的の達成

状況を点検することができない場合は、その他でコメントしてください。」とありま

すが、この点を指摘できたらいいのではないでしょうか。進められている事業、施

策は大変いいものだと思います。しかし、我々の役割は、内部評価を外部評価する

ことですので、設定された指標では施策の達成状況を評価することができないとい

うことを部会の意見としたいいのではないでしょうか。

荒木部会長

施策指標については、単年度の目標設定がばらばらになっています。この施策は、

所管課から説明を聞かなければ分からないという状況でした。設定されている指標

で、この評価表を読んだだけでは評価ができないということでしょう。

森田委員

私も、施策そのものの目標の達成が図られているのか、この施策指標では計れな

いので、施策の目的達成をはかるための施策指標の設定をお願いしたいということ

だと思います。

荒木部会長

それでは、このような意見をまとめて部会の意見としたいと思います。

オ 評価結果のまとめ

荒木部会長

評価点数は６５点で、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」となります。

また、点数評価以外の部会の意見として、「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た毎年度の目標数値を設定するべきで

ある。」とします。

② 施策４３ 健康で元気になる食育の推進

（ア） 評価の紹介

荒木部会長

それでは、簡単に事務局より施策評価表の説明、事前質問があるので、その説明

をお願いします。

事務局

施策評価表の概要、事前質問について説明。

荒木部会長

それでは、各委員より、評価結果を発表していただきたいと思います。

松永委員

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③

「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

８点です。
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食育によって生活習慣病を予防し、医療費を抑えるためには、食育への関心度を

もっと上げる必要があると思います。また、現在の食生活のアンケートをするべき

だと思います。

宍戸委員

①「指標の達成度の妥当性」は０点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③

「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

６点です。

①については、施策指標「健康教室への参加者数」算出方法が変更されているた

め、また施策指標「食生活の満足度の割合」はアンケートが実施されていないため、

評価の妥当性を判断することが困難です。食育推進計画では、多くの数値目標が掲

げられていますが、それらを指標に設定できないでしょうか。

その他意見としては、最終年度の目標に対して、途中の実績値がない指標は設定

するべきではありません。評価の意味については、疑問を感じます。

花輪委員

①「指標の達成度の妥当性」は３点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③

「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

９点です。

①については、実績は上がっていますが、自己評価は厳しくしており、評価は適

切に行っていると判断しました。②については、これまでの評価というより、これ

から取組んでいこうという事業であると認識している。

その他意見としては、施策指標「健康教室への参加者数」の算出方法が途中で変

わっているため、自己評価の妥当性を評価することができません。また、施策指標

「食生活の満足度の割合」の目標値８０％は本当に達成が可能か疑問です。

野宗委員

①「指標の達成度の妥当性」は１点、②「取組内容の評価の妥当性」は１点、③

「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は１点で、合計

５点です。

①については、施策指標「健康教室への参加者数」のカウント方法が変わってお

り、数値によって指標の達成度を評価することができません。また、施策指標「食

生活の満足度の割合」についても、途中評価することができません。②については、

評価表に記載されていることを評価することが難しいです。課題について、具体的

にどう解決していくのかという認識が読み取れません。③については、「Ｃ」の「あ

まり順調ではない」の評価は概ね妥当だと判断しました。食育推進計画を策定して

いるのは和光市だけとのことですが、その中身を評価する基準があればと思います。

④については、「あまり順調ではない」と評価しているにも関わらず、評価のコメン

トが形式的で具体性に欠けています。方向性も維持でいいのか疑問です。

森田委員

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③

「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

８点です。

①については、施策指標「食生活の満足度の割合」が、途中評価ができない指標
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のため、２点としました。また、目標値について設定が高すぎるのではないでしょ

うか。

その他意見としては、やはり、施策指標「食生活の満足度の割合」の目標値８０％

について、達成可能な妥当な数値なのか疑問に感じます。途中評価ができない指標

は審議会での評価材料の指標としては、不十分です。他の指標の設定が必要です。

荒木部会長

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③

「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

８点です。

評価表を見るだけでは、評価がしづらかったです。

その他意見としては、現状や基本目標に掲げられている都市農業の推進や地産地

消への取組を進めるべきだと思います。

事務局

山田委員の評価を報告します。①「指標の達成度の妥当性」は３点、②「取組内

容の評価の妥当性」は３点、③「総合評価の妥当性」は３点、④「今後の施策の方

向性の妥当性」は３点で、合計１２点です。

①については、「健全な食育の推進に努められている。」とのことです。②につい

ては、「都市農業の振興に関して、地産地消の食育に取り組んでいる。」とのことで

す。③については、「近隣市に先んじて食育の推進計画を策定しているので、さらに

進めてほしい。」とのことです。④については、食品の安全性に関する情報を市民に

広めていくこと。」とのことです。

続いて、佐々木委員の評価を報告します。①「指標の達成度の妥当性」は２点、

②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③「総合評価の妥当性」は２点、④「今後

の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計８点です。

①については、「小学生対象のクッキング教室の実施日程の調整をしっかりとして

ください。」とのことです。④については、「具体的に目に見えた形での事業の実施

を執り行ってください。」とのことです。

荒木部会長

それでは、評価結果をまとめるとどうなりますでしょうか。事務局お願いします。

事務局

それでは、報告します。資料４の１の「施策名」は既に記入されています。２の

「評価点数（合計）」は６４点でした。

３の「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」という評価結果になりました。４の「評価項目詳細【参考】」につ

いては、「①施策の達成度の妥当性」は「１５点」、「②取組内容の評価の妥当性」は

「１６点」、「③総合評価の妥当性」は「１７点」、「④今後の施策の方向性の妥当性」

は「１６点」です。これに伴い、評価結果は、すべて「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」となりました。

（イ） 意見交換

荒木部会長

では、最後に、４「部会の意見」をまとめます。これまで、様々な意見が出まし
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たが、本部会として、この施策について、点数評価以外で何か市に提言すべきこと

があればまとめていきたいと思います。

これまでのご意見を振り返ると、施策指標について見直しが必要というご意見が

多かったと思います。特に、「食生活の満足度の割合」については、平成２１年度に

アンケートを実施して、５年後まで実施しないとのことですので、評価ができませ

ん。途中の年度でも評価ができるように、指標の設定を検討してほしいといった内

容でした。また、「健康教室への参加者数」についても、算出方法が変わってきてい

るというご意見もありました。さらに、都市農業や地産地消の内容についても、取

り組んでほしいということを、先ほど私から発言させていただきました。

これらの内容について、部会の意見としてまとめるということでいいでしょうか。

宍戸委員

アンケートについて、見直しの年度に実施するのはいいですが、そうであれば、

施策指標にするのはどうかと思います。

荒木部会長

他のアンケート全般についても同じですが、達成状況の評価のためには、最低限、

中間年度にも実施する必要があります。

森田委員

毎年度評価できる指標を新たに設定したらいいのではないでしょうか。

荒木部会長

それでは、施策指標「食生活の満足度の割合」については、アンケートを中間年

度に実施しないのであれば、施策の達成状況を毎年度把握できる施策指標の設定を

してほしいということでまとめたいと思います。

イ 評価結果のまとめ

荒木部会長

評価点数は６４点で、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」となります。

また、点数評価以外の部会の意見として、「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。」とします。

③ 施策４５ 地域との連携による保健・医療体制の推進

ア 各委員評価の紹介・意見交換

（ア） 評価の紹介

荒木部会長

それでは、簡単に事務局より施策評価表の説明、事前質問があるので、その説明

をお願いします。

事務局

施策評価表の概要、事前質問について説明。

荒木部会長
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それでは、先に欠席されている方の評価結果の報告をお願いします。

事務局

山田委員の評価を報告します。①「指標の達成度の妥当性」は３点、②「取組内

容の評価の妥当性」は２点、③「総合評価の妥当性」は３点、④「今後の施策の方

向性の妥当性」は３点で、合計１１点です。

①については、「市民の健康意識の啓発、健康推進のため、健康ガイドや保健セン

ターで周知を図っている。」とのことです。②については、「市民が必要としている

健康情報がさらに容易に得られるようにしてほしい。」とのことです。③については、

「和光市健康づくり基本条例を市民及び関係団体と具体的に展開を図っていく。」と

のことです。④については、「和光市は若い世代が多く出生率が高いので、産科関係

及び小児救急医療体制の充実が望まれている。」とのことです。

続いて、佐々木委員の評価を報告します。①「指標の達成度の妥当性」は３点、

②「取組内容の評価の妥当性」は３点、③「総合評価の妥当性」は２点、④「今後

の施策の方向性の妥当性」は３点で、合計１１点です。

その他意見としては、「全般に改善されているが、今後とも、より一層の充実を図

ってください。」とのことです。

荒木部会長

それでは、各委員より、評価結果を発表していただきたいと思います。

松永委員

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③

「総合評価の妥当性」は１点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

７点です。

③については、二次救急医療の確保により２４時間体制での対応が可能となった

が、本来対応可能であるべきものであるからサービス水準が高いとは言えないとし

て、サービス水準「Ｂ」の「普通」と評価しています。しかし、２４時間体制での

対応が可能となったのであれば、サービス水準は高いと考えられますので、「Ｂ」評

価は妥当ではないと思います。

宍戸委員

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③

「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

８点です。

①については、保健医療サービス満足度のみを指標としていますが、具体的な医

療体制の確保等を指標として設定するべきではないでしょうか。また、満足度の目

標値が２２％というのは、そもそも低い目標値を設定しているのではないかと思わ

れます。

その他意見としては、施策について、取組内容は重要であり、評価できます。し

かし、指標の設定の仕方に問題があります。

花輪委員

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は１点、③

「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

７点です。
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①については、平成２４年度の実績値を見ますと、進捗率が１００％を超えてい

ます。概ね妥当と判断しました。②については、健康や医療に関する情報提供に改

善すべき課題がありますので、妥当性がないと判断し、１点としました。

野宗委員

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③

「総合評価の妥当性」は１点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

７点です。

①については、評価の材料が市民意識調査だけでは不十分だと思います。もう少

し具体的で、毎年度数値を把握できる指標があればいいと思います。②については、

まだ課題が残っています。③については、内容からすると「Ｂ」評価が妥当だと思

います。まだやれることはあると思います。④については、シームレス会議が今後

どのように機能するかが重要と考えます。

森田委員

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③

「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

８点です。

①については、毎年度数値を把握できる指標ではないので、この指標だけでは、

年度の達成度評価が取りこぼされてしまいます。

その他意見としては、「保健医療サービス満足度」はすでに目標値を達成していま

すので、目標値設定の見直しが必要ではないでしょうか。また、指標については、

毎年把握できる指標がないと評価をする基準がないので今後の評価材料について検

討が必要です。

荒木部会長

①「指標の達成度の妥当性」は３点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③

「総合評価の妥当性」は３点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

１０点です。

①については、目標を達成していますので、３点としました。④については、健

康づくり基本条例に期待しています。シームレス会議の早期立ち上げをしてほしい

と思います。

それでは、評価結果をまとめるとどうなりますでしょうか。事務局お願いします。

事務局

それでは、報告します。資料４の１の「施策名」は既に記入されています。２の

「評価点数（合計）」は６９点でした。

３の「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」という評価結果になりました。４の「評価項目詳細【参考】」につ

いては、「①施策の達成度の妥当性」は「１９点」、「②取組内容の評価の妥当性」は

「１６点」、「③総合評価の妥当性」は「１６点」、「④今後の施策の方向性の妥当性」

は「１８点」です。これに伴い、評価結果は、①のみ「適正な評価が行われている」

となり、その他の項目は「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」となりました。

（イ） 意見交換
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荒木部会長

では、最後に、４「部会の意見」をまとめます。これまで、様々な意見が出まし

たが、本部会として、この施策について、点数評価以外で何か市に提言すべきこと

があればまとめていきたいと思います。

１点の評価されている方がいらっしゃいましたが、部会の意見にする内容はあり

ますでしょうか。

花輪委員

これからの取組になるので、現時点では特にはないと思います。

荒木部会長

総合評価の妥当性で１点とされましたが、野宗委員いかがでしょうか。

野宗委員

総合評価の部分に、救急医療機関の適正受診のための、啓発活動について継続実

施の必要があると記載があります。施策の進捗が順調でやることがない訳ではなく、

こういった必要な部分はまだまだあると思います。和光市は子どもも多いですので、

救急医療が本当に必要な場面があると思いますので、コンビニ受診を減らしていく

こととか、まだまだ市としての取組が必要だと思います。

松永委員

野宗委員と同じ意見です。地域福祉委員から同様の意見がありますので、積極的

に進めてほしいと思います。

荒木部会長

それでは、今でも、埼玉病院では寄附講座による小児科医が派遣されるなど、保

健医療サービスが充実していますが、和光市は人口増加も推測され、子育て世代も

多く地域医療がさらに必要とされるので、地域医療の充実をお願いしたいというこ

とで、部会の意見をまとめていいでしょうか。

部会員一同

了承。

イ 評価結果のまとめ

荒木部会長

評価点数は６９点で、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」となります。

また、点数評価以外の部会の意見として、「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。」とします。

その他

① 次回の会議日について

事務局から、次回の会議の日程（１月３１日（金））について、連絡した。

４ 閉会


