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和光市総合振興計画審議会第５回会議（安全部会） 会議要旨

開 催 日：平成２５年１０月２９日（火） 午後１時３０分～４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：金子正義部会長（３号委員）

２号委員（和光市農業委員会の委員）加藤親次郎、松田廣行

４号委員（知識経験を有する者）長野基

５号委員（公募による市民）関口泰典、梅沢直、泉常夫

欠 席 者：２名（中村委員、藤川委員）

（藤川委員は評価表提出により評価参加）

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５２ 鉄道・バスの利便性の向上

· 施策１２ 公共下水道利用の推進

· 施策１３ 雨水対策の推進

· 施策５３ 消費者保護の充実と消費者力の強化

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５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５２ 鉄道・バスの利便性の向上

ア 施策評価表に基づく施策概要の説明

所管課（道路安全課）が、資料１に基づき説明。

イ ヒアリング

泉委員

駅前の道路関係についてですが、南口の交通量が多くなっていると感じます。道路

そのものの改善はされていますが、交差点の通行で渋滞が起きています。この状況に

関して、何か対策があるのでしょうか。

所管課

駅南口の交通量増加への市としての対策についてですが、駅前通りから通称オリン

ピック道路に抜ける市道２００２号線は、通過交通として交通量が増えているのは確

かだと思います。現状としては、谷中土地区画整理事業と丸山台をつなぐ大和橋とい
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う都市計画道路諏訪越四ツ木線の跨線橋が完成し、また県道新座和光線から和光イン

ター線が完成したことで、都市計画道路のネットワークの一部が完成されています。

駅北口土地区画整理事業の中の宮本清水線の一部が県道和光インター線に接続しま

すので、通過交通の面で、一部負担することによって、市道２００２号の交通量の改

善になると思います。現在は暫定開通のため、交通量の改善が完全にできているわけ

ではありませんが、都市計画道路が都市計画道路たる役割を果たす状況にきていると

思います。

泉委員

今のお話は物理的なお話だと思います。もう一つは交通の流れをよくする、つまり、

駅前に入る利用者の利便性を上げるために、ソフト面で信号の改善によって、対策が

できないでしょうか。もちろん歩行者の安全性のためにということにもなります。

例えば、自動車が右折するところで無理をしていますので、右折専用などの対策が

求められるのではないでしょうか。

所管課

市道２００２号線と市道４７５号線の交差点のことですが、おっしゃるとおり、右

折部分の幅員の確保が難しく、右折信号が設置されていない状況で、時間によっては、

右折帯に収まらない車両が出てしまう状況です。信号に関しては埼玉県警と公安委員

会が管轄するところですので、今後、朝霞警察署等に要望等を話していきたいと思い

ます。

関口委員

循環バスについて、設置目的は本来市民が市の施設に行くためという考えがあると

思います。しかし、市民ニーズからすると民間路線を補完するという見方があると思

います。平成２１年度乗降者数の調査のデータを見ると、市の施設に行くというより

も、病院や駅に行くという市民ニーズが見受けられます。この点について、今後、循

環バスについては、どのようにお考えでしょうか。

所管課

循環バス設置時は、市の施設への交通、交通不便地域の解消が大きな目的でした。

また、市役所が和光市駅から遠くなってしまったという経緯もあり、約１５年前に運

行開始しました。

今回、平成２１年度から２４年度末まで市民ニーズを聞いてきたのですが、その中

で、どういう接続で路線を増やすかということを考えた時に、和光市駅の接続であれ

ば、待ち時間を活用できるという意見がありました。そこで、接続を和光市駅に集約

し、約３０分以内に乗り継いで、市内全域に行けるようにするという考え方で、今回、

路線を増やして３路線としました。民間バスが走る場所を路線とするのが、採算とし

てはいいのでしょうが、やはり交通不便区域の解消が目的の一つでありますので、乗

降者数が少ない場所も走行するようにし、３路線を運行しているところです。

泉委員

鉄道会社への要望についてですが、鉄道とバスの運行状況が連動して分かるような

ものがあればいいと思います。例えば、電光掲示板などで見られたらいいと思います。

事務局

駅の利便性の向上については、鉄道事業者のうち、東武鉄道株式会社と沿線の市で
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構成する改善対策協議会で、毎年要望しています。その中で、和光市として要望して

いるのは、東武東上線側のホームドアの設置、バリアフリーの観点から自由通路のエ

スカレーターの設置また多言語の表記を要望しています。多言語の表記については、

一定の成果が得られております。また、鉄道３路線が乗り入れてるため和光市駅は池

袋に次いで利用客が多いのですが、駅舎の整備という点について、設備が貧弱なとこ

ろもありますので、駅舎の整備についても要望を今年度から入れていくことを予定し

ています。

長野委員

まず前提として、総合振興計画を拝見しますと、行政からすると他者に当たる東武

鉄道や民間バスなどの事業者に要望して施策の目的を実現するという考え方になっ

ていると思います。

お伺いしたいことは、お願いしたら実現するという前提でいいのでしょうかという

ことです。

もし、民間業者だけでは上手くいかないから、行政側でインセンティブをかけてあ

げましょう。または、民が入らない部分は協の部分で進めましょう。こういったよう

に、一の矢、二の矢、三の矢の考え方にいくわけです。そういった政策のスキームの

考え方の中で、現在は最初の段階で、政治的プレッシャーをかけていきましょうとい

う状況なのかどうかが分からなかったというのが、質問の一点目です。

次の質問についてですが、全体の評価を総合評価「Ｃ」の「あまり順調に進んでい

ない」としていて、自己評価を厳しくされています。しかし、外部からの考えですが、

要望してすぐできるものではないと思います。実現できていないから順調に進んでい

ないとは必ずしも言えず、というのは、何年までプレッシャーをかけて実現するんだ

というものがあって、それに基づいて、相手側の了承が得られていないから遅れてい

るという判断になるのではないでしょうか。いつまでに何を実現するという組立が分

らなかったので、「Ｃ」評価とするほどでもないかもしれないと考えられます。いつ

までに何を実現するという目論見になっているのでしょうか。

事務局

バス路線につきましては、和光市・光が丘間の暫定運行が実現しています。これに

つきましてはバス事業者と協議した結果、バス運行のための待機場所が必要というこ

とから、和光市役所の駐車場を使用していただいくことで課題解決をし、また併せて

都道が開通したことによって、実現している状況です。

また、高島平の方面につきましては、駅北口土地区画整理事業において駅前の整備

は本格的に稼動するところですが、駅前のインフラが整備されていない状況では、新

たなバスの運行ができないということで、整った段階で、本格的に検討していただけ

るということになっています。このことについては、毎年状況を確認しているところ

です。

駅の整備につきましては、国や県の補助制度がありますが、地元自治体の負担とい

うのがあり、施設の場合、国、地元自治体及び事業者それぞれの負担は３分の１とい

うことになっています。その中で、市は提示をしている状況ですが、東武鉄道側の事

情があるという現状です。全体としては、要望の効果として、少しずつ状況は改善し

ていると思われます。
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松田委員

和光市駅は、東武東上線において、利用客が池袋の次に多いとのことです。であれ

ば、空港でいうハブ空港という役割がありますが、その役割を担うために、和光市駅

も西高島平駅までだけではなく、戸田公園駅までバス路線を延長してほしいです。埼

京線と接続ができるようにしたら、乗客も多く、便利になりますから、その点をバス

会社に売り込めればいいと思います。光が丘との路線が実現したことで、西武池袋線

の利用者が、こちらに流れたと思います。戸田に伸ばせば、人口が増えますし、和光

市を活性化させる方法として考えてほしいです。

金子部会長

住民からの請願や陳情はどういったものがありますでしょうか。

所管課

住民からの要望についてですが、市内循環バスの軽微な改正をしてほしいという声

はいただいております。

事務局

鉄道につきましては、正式な要望というのはありませんが、路線バスについては、

従前には議会に請願が出されまして、これを受けて、光が丘及び高島平への路線の要

望をしているという経緯があります。

提案いただきました戸田公園までの路線というのは、正式な形では要望は上がって

おりませんので、まずは要望されているところから進めていきたいと考えています。

梅沢委員

循環バスの利用料についてですが、７０歳以上が無料というものの根拠は何でしょ

うか。根拠はなく、財政が豊かな時代に無料にしてきたのでしょうけれど、むしろ高

齢者の方が資産を持っているという状況もあります。例えば無料の設定をなくすこと

で、１路線増やすといったことはできないのでしょうか。

所管課

今回の改正の中で、利用料金体系の改正もありました。また無料パス券の発行者の

対象を変更したことがありました。これは、採算性よりも市民の利便性ということに

基づいたものです。７０歳以上の利用料の件、増便の件など、今後も課題があると思

いますので、今後の見直しの中で考えていきたいと思います。

松田委員

定年を越えた人で、家に引きこもってしまうこともありますので、バスを使って外

に出掛けてもらうことで、健康になるという面もあるのではないでしょうか。結果と

して、市の国民健康保険の負担も減るという効果もあると思います。

梅沢委員

自論ですが、無料にすることの弊害ということを感じており、少しでも負担するべ

きだと考えています。

松田委員

所得の違いもありますので、所得制限をかけるなど考慮が必要だと思います。

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
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（ア） 評価の紹介

金子部会長

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が、まずは、

私から発表します。

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２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は１点で、合計

６点です。

①については、評価の理由が施策指標の内容と合っていないということと、施策

指標がバスの内容のみで鉄道関係のものがありませんので、１点としました。②に

ついては、取組内容はバスのみで鉄道関係には取組んでいません。駅前広場などの

利用についても改良を含めて取組んだらいいのではないでしょうか。③については、

②と同様ですが、鉄道関係の取組として駅前広場についても取組んだらいいです。

④については、全般的に取組内容が狭く、鉄道やバスの利便性の向上のための広い

取組を考え、将来に向けて方向性や目標を立ててやってほしいです。

その他意見としては、和光市は、鉄道３路線や東京外かく環状道路などがあり、

交通結節点としてポテンシャルの高い、優れた立地条件にあります。こうした立地

条件を生かし、東京の玄関口にふさわしい快適で住みやすいまちとして整備してい

くために、これまで以上に広い視点で施策を考えてほしいです。

長野委員

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１点で、合計

７点です。

①については、施策指標②本市に住み続けたいと思う理由のうち「交通の便がよ

い」と回答した市民の割合が増加していることについて、先ほどの説明では突発的

とのことでしたが、本施策の領域の成果として織り込んで評価されるべきだと思い

ます。③については、ヒアリング前までは適切に評価されていると考えていました

が、ヒアリングをしたところ、目標年次もなく、予定したとおり遅れているという

状況なのではないかと思いました。いつまでに何ができるというのを織り込まれて

いるのであれば、特に問題がないのではないかと考えました。④については、厳し

く１点としました。それは、市としての対応が「要望」活動のみであり、それのみ

では課題解決に結びつくとは判断できず、一部判断留保せざるを得ません。外部評

価に当たっての留意事項に「これまでの課題を解決することができる方向性となっ

ていますか。」と記載されていますが、これでは解決できないと判断しました。

関口委員

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３点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は１点で、合計

６点です。

①については、地域の特性が分かるように、北と南のコース別に目標値を設定し

ていただきたいです。利用者は高齢者層に多く、自転車利用により利用者が減少し

たという理由説明の根拠には説得力がないように思えます。②については、西武バ

スの光が丘への路線は、１日７往復便とのことです。交通の利便性を考慮した民間



6

企業への要望だと思いますが、利用状況も調査され、運行本数に対しても検討して

ほしいです。また、市内循環バスの運行見直しについては、市内の地域特性、利用

者状況、ニーズ等を考慮し、必要であれば、敏速に見直しを行っていただきたいで

す。③については、評価のとおりですので、３点としました。④については、北口

駅前広場の整備に関しては、駅北口土地区画整理事業が進行中ですが、平成３４年

までの長期の施行になりますので、平成２５年度施政方針にある、快適環境都市と

しての魅力あるまちづくりをこれまで以上のスピード感を持って推進することに視

点を置いて、市民ニーズに即対応した動きで施策を推進していただきたいです。

その他意見としては、乗り合いバスの乗換場所の集約化と利便性の向上を目指し、

バスターミナルを和光市駅近くに作ることが可能か、今後のさらなる利便性の向上

に向け、検討してほしいです。

梅沢委員

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。

②については、和光市から光が丘間の新路線が開通し、またアンケート及びパブ

リック・コメントを参考に、ダイヤ改正の要望を取り入れ、２路線から３路線にし、

利便性の向上を図っており、取組内容は妥当だと思います。

その他意見としては、横浜中華街では副都心線の相互乗り入れ開通の際、売上が

３０％アップしたとのことです。一方で、和光市はどうでしょうか。課の垣根を越

えて連携し、観光資源を掘り起こし、その結果、休日には和光市が誇る観光スポッ

トを市内循環バスが回るというようなことが実現したら、市全域にメリットがある

と思います。このような方向性を持ってもらいたいです。

泉委員

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。

②については、取組内容がこれだけなのかと感じます。交通利便性を向上させる

ために行っているハード面、ソフト面の取組がもっとあるのではないでしょうか。

定性的評価に記載されるべき取組が他にもあると思います。④については、他力本

願の部分が垣間見られます。行政側として主体性を持った、カネやモノや知恵を合

わせた取組が必要だと感じました。

松田委員

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。

和光市では乗客の少ないバスが２系統あります。東武バスのスカイツリー行きと

北側の市内循環バスです。それを除けば、もうある程度目標を達成しているのでは

ないかと判断し、２点と評価しました。

その他の意見としては、市外、地区外の人向けに、無料で循環バスを休日に走ら

せ、和光市のいい所を知ってもらうようにしてほしいです。川越には市外から来る



7

観光客向けにガイドがいます。和光市でも市外の人に和光市のいい所を知ってもら

い、地域活性化を図る必要があると思います。

加藤委員

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、市内循環バスは民間バスが行かない所の補完の役割に留めるべき

ではないでしょうか。コストがかかりすぎてしまいます。また、自転車利用者は駅

との往復になりますので循環バスには影響があまりないのではないでしょうか。

②については、高島平へのバス路線については、駅北口土地区画整理事業と平行し

て進めるとのことでしたが、そうなるといつになるか分かりませんから、南口側に

バスをまわしてでも、進めるべきだと思います。

事務局

藤川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２点で、合計１０点です。

④については、「市内循環バスの利用促進と市の負担額の軽減について、さらなる

対応が必要。」とのことです。

その他意見としては、「市内循環バスを利用していない市民が多いと考えられるの

で、費用・効果について分かりやすくＰＲするべき。」とのことです。

金子部会長

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」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６３点でし

た。３の「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」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「１４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「１８点」、「④今後の施策の方向性の妥当

性」は「１３点」です。これに伴い、評価結果は、全て「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」となりました。

（イ） 意見交換

金子部会長

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。

先ほど発言しましたが、和光市は県内でも、交通結節点として、利便性の高い立

地です。多くの方に市外から来ていただき、利用していただいて、他の場所に向か

う。その中では、和光市に降りていただくことも検討する必要があります。梅沢委

員や松田委員から意見がありましたが、そのためにも市外の人に和光市のいいとこ
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ろを知ってもらうことを検討する必要もあると思います。和光市は、東京との玄関

口になりますから、東京の人に来てもらい、和光で降りて休憩や買物をしてもらえ

たらいいです。このようなことを長期的な目標をたて、施策を進めていく価値のあ

る場所だと思います。

部会の意見としては、優れた結節点という立地条件を活かして、より広い視点で

考え、施策を進めていただきたいということを意見としたいと思いますが、いかが

でしょうか。

松田委員

副都心線が開通した際に、和光市駅の案内板では市内で立ち寄る場所が樹林公園

と民家園しかなかったということで、民家園にいらっしゃったという方がいました。

和光市駅で、和光市のいいところ、訪れてほしい場所が分かるように示せたらいい

と思います。また、乗り換えもありますから、駅の中でも PRしたらいいと思いま
す。

金子部会長

松田委員のご意見は、市外の人にわかりやすいように、市内のどこに行ったらい

いか分かるような標識をとのことです。この松田委員のご意見と和光市で降りても

らえるようにＰＲすることも加え、部会の意見とするということでいいでしょうか。

部会委員一同

了承。

オ 評価結果のまとめ

金子部会長

評価点数は６３点で、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」となります。

また、点数評価以外の部会の意見として、「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、買い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。」とします。

② 施策１２ 公共下水道利用の推進

（ア） 評価の紹介

金子部会長

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
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施策評価表の概要、事前質問について説明。

金子部会長

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が、まずは、

私から発表します。

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、目標をほぼ達成しています。②及び③については、適当だと思い

ます。④については、下水道は整備拡張の時代から維持管理の時代に入っています

ので、既設の公共下水施設を効率的にまた計画的に維持していくことが求められて

いると思います。目的は、ほぼ達成されていますので、今後の方向性については、

適当だと判断しました。

その他意見としては、民間の雨水を汚水に直接接続しているケースが意外にある

のではないでしょうか。これは汚水量の増加による処理量の増加など、様々な問題

が発生しますので、このことについて調査を実施して対応してほしいです。また、

災害時に一部下水道が使用不能となった際の対策をしてほしいです。

長野委員

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１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

６点です。

１点とした箇所については、問題提起として評価しました。②については、ここ

は取組の成果を記述するべき欄です。「関連条例の整備を行っていく」と記述されて

いますが、どのような整備をしたかということが記述されるべきです。これでは、

どれだけ成果があったか分かりません。③について、近隣市と同水準であるならば、

「Ｂ」と評価するべきではないでしょうか。また、「トップクラス」という表現があ

りますが、山間部を多く含む県内自治体と比較して意味があるでしょうか。

関口委員

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。

評価しました前提についてですが、「公共下水道許可区域内」とは、都市計画にお

ける市街化区域内のことで、市街化調整区域は含まれません。インフラが概ね整備

されているのは当然です。この観点から、各項目については、妥当であると評価し

ました。

その他意見としては、施策評価表にはありませんが、下水管の破損や湧き水、地

下水の影響によって、下水管に流した水量と実際の処理量の差が生じることについ

て、対応をしてほしいです。また、平成２３年度予算において、旧料金と新料金見

積差額によるマイナス分を平成２４年度予算から補填したことや、平成２４年度に

報道発表されました「公共下水道未接続物件に対する下水道使用料の誤徴収につい

て」の件がありましたので、今後、下水道事業を公営企業化して業務を進める際に

は、適正な運用をお願いしたいと思います。
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梅沢委員

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３点で、合計

１０点です。

③については、ほぼ順調に施策は進んでいますが、朝霞市、志木市に続く３位の

当市が、「Ａ」評価というのは、評価が高すぎるのではないでしょうか。

泉委員

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。

②については、下水道維持管理と下水道管理業務の事業額について、平成２３年

度と平成２４年度で逆転していることに疑問を感じました。この両事業の違いは何

か気になりました。

その他意見としては、公共下水道利用率１００％が達成されない理由として、高

齢や経済的な理由が挙げられていますが、本当でしょうか。また、このことに対し

て、今後どう対応するのかということが評価表から見えてきません。タイムスケジ

ュールを持って、この対応について検討したらいいのではないかと思います。

松田委員

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。

その他意見としては、私が住んでいますのは、市街化調整区域で、約２０年間本

管を引いてほしいという要望をしていまして、やっと３年前に公共下水道に接続し

ました。しかし、本管が布設されることになっても、本管から自宅に引くのは自己

負担とのことでした。朝霞市は自己負担がないと聞いています。市が住民のためを

思うならば、市街化調整区域でも本管敷設をしてほしいです。

また、雨水管があるところとないところがありますので、雨水対策のために雨水

管も早く設置してほしいです。

加藤委員

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３点で、合計

１０点です。

①については、整備はほぼできていると感じます。②については、ＴＶカメラ調

査をして補修しているようですが、全面的に改修する方向が見えたらいいです。

事務局

藤川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。

その他意見としては、「課題の認識と取組が適切に行われている。」とのことです。

金子部会長

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。
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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８０点でした。

３の「評価結果」は「①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「２

４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「１

８点」、「④今後の施策の方向性の妥当性」は「２０点」です。これに伴い、評価結

果は、全て「①適正な評価が行われている」となりました。

（イ） 意見交換

金子部会長

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。

長野委員からは、「各取組に対する成果や進捗はきちんと示されていますか」とい

う評価の視点から判断すると、適切な評価がされているとは言えないというご意見

がありました。なお、長野委員の評価と私の評価が大きく異なるところがありまし

たが、私は内情を知っておりまして、埼玉県内でみると、やはり和光市の接続率は

高いと言えますので、その点から評価しました。

泉委員からは事業費が年度によって逆転しているというご指摘がありました。下

水道の場合、維持修繕の時代に入ってきましたが、カメラで見て、管内を修繕して

いく手法があります。事業費の大きく変わったのは、そういった設備の整備に費用

が突出した可能性もあるのではないかと私は考えました。

また、私からは、汚水管に直接雨水を接続しているケースがあり、様々な問題が

発生しますので、調査改善してほしいということと、災害時に一部下水道が使用不

能となった際の対策をしてほしいということを発言させていただきました。

さらに、他にご意見がありましたのは、経済的な理由が、公共下水道利用率１０

０％にならない理由とするならば、その対策を考えてほしいというご意見です。

松田委員

貸付金制度がありますよという説明はありました。

関口委員

和光市駅の北口に公共下水道に接続していない住宅があると聞いていますが、駅

北口土地区画整理事業がまもなく進みますので、接続されるのではないでしょうか。

松田委員

処理能力が限界だということを聞いたことがあります。

金子部会長

市街化調整区域のうち、補助金などの支援がない場合、公共下水道への接続は進

まないと思いますので、そういった地域は外していただいていいと思いますが、集

落が密集している場合は、本管の敷設をしていただきたいとは思います。

それでは、様々なご意見がありましたが、部会の意見としては、汚水管に直接雨

水管を接続しているケースについて調査改善してほしいということ、経済的な理由

で公共下水道に接続できない場合について、その対策を考えてほしいということを、
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まとめていいでしょうか。

部会委員一同

了承。

イ 評価結果のまとめ

金子部会長

評価点数は８０点で、評価結果は「①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、「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。」とします。

③ 施策１３ 雨水対策の推進

ア 各委員評価の紹介・意見交換

（ア） 評価の紹介

金子部会長

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。

金子部会長

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が、まずは、

私から発表します。

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３点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は３点で、合計

９点です。

①については、今まで下水道の整備を主体として進めてきたため、雨水排水施設

の整備が遅れています。施策指標の目標値が、平成２３年度から平成２５年度まで

変わってなく、整備がほとんど行われていませんが、これからは雨水排水施設の整

備を急いで進める必要があり、その認識が不足しているのではないでしょうか。②

については、ほぼ適当です。③については、あまり順調に進んでいないという評価

をしているので、適当な評価だと思います。④については、計画的に整備の推進を

図っていくなどの評価は適当です。

その他意見としては、関東地区の表土はローム層で覆われていますが、このロー

ム層は雨水の浸透性の悪い地層ですので、浸透枡の効果は小さくなると思います。

これに対し、道路の透水性舗装を行うことの方が効果があるのではないかと思いま

すので、可能な限り透水性舗装がされるように指導してほしいです。また、一部の

報道では、今後ゲリラ豪雨は恒常的に多くなると言われています。和光市において

も、あらかじめその対策について検討し実行していく必要があると思います。

長野委員

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３点で、合
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計１０点です。

①については、内部評価に矛盾はなく、問題はないと判断しました。③について

は、施策評価表のデータからは、内部評価の総合評価としては、矛盾がないと思い

ます。しかし、事務事業評価表では「浸水被害の心配が劇的に軽減され」と定性的

評価がされ、「安心して暮らせる」という施策目標に対して大きく進捗したと記述さ

れています。一方で施策評価表ではより一層整備が必要と記述していますので、こ

の二つの評価の関係性が把握できません。また、浸水被害の心配が劇的に軽減され

て、目的に対して効果があったのであれば、「Ｃ」という厳しい評価をする必要はな

く、「Ａ」や「Ｂ」という評価でもよいのではないでしょうか。

関口委員

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。

①については、施策の概要の現状に記述がありますが、雨水整備率が県平均より

低く、ゲリラ豪雨による降水量の増加が懸念されているにも関わらず、施策指標「雨

水整備率」の平成３２年度の目標値が２８．０％というのは、目標値の設定として

低くないでしょうか。②については、河川監視体制と災害情報伝達システムが整っ

ていますので、危機管理室との連携による市民への安全情報提供について、取組内

容として具体的な記述があってもいいのではないでしょうか。③については、市民

の安全、安心な暮らしのために、雨水整備率の向上が必要と考えているのであれば、

積極的に取組んでいただきたいです。④については、雨水流出抑制施設について、

どういうものか市民に周知していただきたいです。

その他意見としては、ゲリラ豪雨対応対策として、土地区画整理事業の中で調整

池が造られていますので、雨水流出遅延効果等を周知していただきたいです。また、

宅地における浸透枡等の設置についても、早急に対応し、雨水対策を進めてほしい

です。

梅沢委員

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。

その他意見としては、公共施設の雨水流出抑制施設や調整池を長期的に展望する

のであれば、渇水時や災害時に雨水を生活用水とし利用することなどについても検

討してみらたよいのではないでしょうか。そうすれば、雨水被害を防ぐだけではな

く、有効利用することで雨水は資源になります。循環させる発想を持っていただき

たいです。

泉委員

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。

その他意見としては、今まで浸水被害のあった地域がないということですが、浸

水の可能性のある地域は特定できているのでしょうか。できているのであれば、ゲ
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リラ豪雨などで被害を受けないようにする対策、また実際に浸水した際の排水ポン

プなどによる対応をスピード感を持って進めてほしいです。そういう取組をしてい

ることを市民に示すだけでも、安心感が生まれます。

松田委員

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１点で、合計

７点です。

③については、雨水タンクを自宅に設置していますが、以前、雨水を家庭用に利

用して、下水道に流していいかと市に問合せしたところ、使用できないとのことで

した。そうなると、雨水は、下水道に流さない自動車の洗車や草花の散水にしか使

用できません。さらに問合せしたところ、下水道メーターを付ければ、処理能力が

超えるかどうかチェックできますので、家庭用に雨水を使用していいとのことでし

た。和光市ではこのような状況ですが、墨田区の場合は雨水は何にでも使用できる

とのことです。④については、以前に白子川の氾濫があったと聞きますが、越戸川

の氾濫も心配です。ゲリラ豪雨対策として、河川に水門を付けて、逆流などを防い

でほしいです。

その他意見としては、せっかく降った雨を河川に流すだけではもったいないです

ので、道路に穴あきＵ字溝を作って、地下に浸透させることも計画してほしいです。

以前問合せした際には、市道にはなく、県道にはあるとの回答でした。そこで、県

に確認しましたところ、県は今後県道を補修する際に考慮するとのことでした。穴

あきＵ字溝によって、湧き水が枯れることを防げると思いますので、市道でも検討

してほしいです。

加藤委員

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１点で、合計

６点です。

①については、非常に雨水対策が遅れていると思います。②については、浸水の

被害は出ていませんが、ゲリラ豪雨について、想定外を想定して対応策を考える必

要があります。④については、亜熱帯化する中で、１時間に１００ｍｍを超える雨

量を想定し、雨水管の整備は時間がかかるので、調整池等の設備の充実を急ぐべき

だと思います。

事務局

藤川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。

④については、「雨水整備率の向上に対する取組が弱い。」とのことです。

金子部会長

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６５点でした。
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３の「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」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「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、全て「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」となりました。

（イ） 意見交換

金子部会長

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。

松田委員からは、河川の氾濫を防ぐために水門をとのご意見がありましたが、現

在はゲートではなく、ポンプで河川に排水するということを国や県がやっています。

他の委員からも多くご意見がありましたように、ゲリラ豪雨に対する対策・対応を

してほしいということだと思います。本市においてもあらかじめ検討し、対策して

ほしいという内容を部会の意見にしていいでしょうか。

また、私から発言させていただきましたが、関東地区のローム層は浸透性が悪い

ですから、浸透枡の効果が低くなるため、より効果が期待できる浸透性舗装につい

ても検討してほしいということも部会の意見に加えていいでしょうか。

部会員一同

了承。

イ 評価結果のまとめ

金子部会長

評価点数は６５点で、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」となります。

また、点数評価以外の部会の意見として、「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。」とします。

④ 施策５３ 消費者保護の充実と消費者力の強化

ア 各委員評価の紹介・意見交換

（ア） 評価の紹介

金子部会長

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。

金子部会長

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が、まずは、

私から発表します。
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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、消費生活相談を施策指標として評価していますが、相談は一般的

に消費者が被害に遭ってからの相談が多く、被害の予防となりにくいですから、消

費相談件数だけで評価するのは適切ではないと思います。②については、取組内容

については、ほぼ適当だと思います。しかし、振り込め詐欺等の被害を受ける消費

者は、一般的には一人世帯の女性や高齢者が多いと思いますので、直接情報提供を

しないと予防についての情報は伝わりません。現在取組んでいる消費者相談や啓発

活動に参加される人は積極的な人ですので、これだけで満足していてはどうなので

しょうか。③については、これまでの取組に加え、被害内容を分析し、効率的で効

果的な方法を検討し、実行してほしいです。④については、今後の方向性について

は、ほぼ適当だと思います。

その他意見としては、振り込め詐欺等の被害を受ける消費者は一人世帯の女性や

高齢者が多く、このような人は市が行っている消費生活講座などの啓発活動に参加

することは少ないと思いますので、自治会などの協力を得るなどして被害を受けや

すい消費者に直接面会して被害の内容・予防の情報を提供していくことが必要だと

思います。

長野委員

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３点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は１点で、合計

７点です。

①については、現行の目標相談件数が６３０件であるのに対して、実績が５０７

件では、目標達成とは言えないと思います。また、消費生活相談件数が増加するこ

とが本施策の成果を適切に表すことなのか、再考が必要だと思います。補足指標の

準備検討を期待します。④については、判断能力が低下した高齢者への対応として

高齢者団体への啓発というのが適切な因果関係か判断できません。福祉ヘルパー職

員や金融機関窓口等との連携、アプローチの方が適切な因果関係ではないでしょう

か。高齢者被害が後を絶たないですが、そうであれば、高齢者を取り巻く環境を変

えてあげることの方が効果的なのではないでしょうか。

関口委員

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。

その他意見としては、消費生活相談件数について、市役所の消費者生活センター

の相談ブースでの来庁件数及び電話相談件数の内訳を知りたいと思いました。

梅沢委員

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１点で、合計

７点です。

①については、過渡的には相談件数が多い方がよいのでしょうが、いずれ相談件
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数が少なくなることが望ましいと思います。②については、平成２４年度は１７回

の講座で平均参加２２人ということになりますが、前年度より講座回数が増えたに

も関わらず、参加総数が変わっていません。ただし、努力は認められると思います。

④については、高齢者団体及び自治会に呼びかけ、啓発活動をするとのことですが、

網の目からこぼれる情報弱者へのきめ細かいアプローチや、人生経験の少ない中学

生や高校生への対応も必要ではないでしょうか。

泉委員

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、目標自体が増えていることに主眼を置いていますが、本来は減る

方向に主眼を置くべきです。また、相談をした後、事案に対して満足したかどうか

を補足指標としたらいいのではないかと思いました。施策指標については、再考し

てほしいです。④については、評価表に「高齢者被害は後を絶たない。高齢者団体

及び自治会等に呼びかけ、十分な啓発活動を行い、被害者の減少を目指す。」とあり

ますが、被害者の減少だけでいいのでしょうか。実際に被害に遭った方への救済措

置について、行政としてどう対応していくのかというところがほしいです。消費者

本人に加え、行政、金融機関、警察、ＮＰＯといった本人と関わる人との連携によ

って、被害の状況及び内容を把握しながら、市民にフィードバックを地道にしてい

ってほしいです。

松田委員

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。

その他意見としては、被害者はどこに連絡すべきか明らかにするべきだと思いま

す。以前、市の福祉課から医療費の還付金がありますという還付金詐欺の連絡があ

りました。その時感じましたのは、市のどこに問合せをしていいのか分からないの

で、分かるようにしてほしいということです。

例えば、５００回充電できると標記されている充電式電池を使用したところ、１

００回程度しかできず、消費者センターに問合せをしたことがあります。その際、

メーカーに確認するなど、丁寧に対応してくださいました。窓口が消費者センター

なら消費者センターに聞けばいいのだとすぐに分かるように、どこに相談していい

のか分かるようにしてほしいです。

加藤委員

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、相談件数は目標に達すればいいのでしょうか。相談内容がどうい

もので、相談して満足したかが重要だと思います。全体として、高齢者の振り込め

詐欺について、判断能力がないから詐欺に遭うと言われていますが、お金を動かす

だけの能力がありますので、本当にそうなのか疑問に感じます。
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事務局

藤川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。

その他意見としては、「インターネット利用による消費トラブルが急増しているの

で、怠りのない対応を望む。」とのことです。

金子部会長

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７３点でした。

３の「評価結果」は「①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「１

７点」、「②取組内容の評価の妥当性」は「１９点」、「③総合評価の妥当性」は「２

０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、①及び④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」となり、②及び③は「①適正な評価が行われている」となりました。

（イ） 意見交換

金子部会長

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。

今後の施策の方向性において、高齢者団体へのアプローチではなく、取り巻く環

境へのアプローチが妥当ではないかというご意見がありましたが、長野委員いかが

でしょうか。

長野委員

高齢者団体に行政がアプローチすれば、本当に被害者予備軍へのアプローチにつ

ながるのか疑問に感じます。梅沢委員がおっしゃった情報弱者の方というのは、こ

ういった団体にそもそも参加されていない方が多いと思います。

ですから、それよりも介護ヘルパーさんなどを含めた本人を支えている側の人々

にも気づいてもらえるように、アプローチすることの方が適当だと思います。

松田委員

民生委員へのアプローチがいいのではないでしょうか。

長野委員

民生委員は自治会を基盤にされていますから、自治会へアプローチするというこ

とにもなると思います。ただ、この取組により、このような効果があるという、因

果関係が明確に組み立てられればいいと思います。

金子部会長

それについては、情報弱者へのアプローチの仕方ということだと思います。

松田委員

最近、回覧に詐欺情報の記載があります。
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金子部会長

回覧を読まれない方も多いです。また、講習会などにも参加されない方も多いと

思います。そういった方などが、情報弱者へのアプローチということになります。

他には、松田委員からは、相談したいときにどこにいったらいいか分からないと

いうご意見がありましたが、連絡をとりやすい仕組、相談しやすい仕組が必要とい

うことだと思います。

相談しにくい人に対しては、誰かが支援の手を差し伸べる必要がありますので、

自治会や団体へのアプローチに加えて、取り巻く環境へのアプローチも必要だと思

います。

金子部会長

それでは、振り込め詐欺等の被害を受ける人は一人世帯の女性や高齢者が多く、

このような人は消費生活講座や各種の啓発活動に参加することが少ない情報弱者で

あるので、自治会などの協力を得るなどして被害を受けやすい人に直接または取り

巻く環境にアプローチをして情報を提供していくことが必要であるということを、

まとめて部会の意見としてよろしいでしょうか。

部会員一同

了承。

イ 評価結果のまとめ

金子部会長

評価点数は７３点で、評価結果は「①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、「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（１２月２５日（水））について、連絡した。

４ 閉会


