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和光市総合振興計画審議会第５回会議（安心部会） 会議要旨

開 催 日：平成２５年１０月３１日（木） 午後１時３０分～４時００分

開催場所：和光市役所議事堂３階第２委員会室

出 席 者： 荒木保敏部会長

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：４名（森田委員、山田委員、冨岡委員、佐々木委員）

（山田委員、佐々木委員は評価シート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４２ 健康な次世代を育む母子保健の推進

· 施策２７ スポーツ・レクリエーションの環境の整備

· 施策２９ 人権啓発・教育及び平和の推進

· 施策３０ 男女共同参画社会の実現

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４２ 健康な次世代を育む母子保健の推進

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

乳幼児健康診査受診率が高いというのは、大変すばらしいと思います。その中で、

受診されていない方が一部いらっしゃるのは、どういった事情があるのでしょうか。

所管課

長期里帰り中で受診されないという方がいらっしゃいます。また、和光市には外国

籍の方も多くいらっしゃいますが、こういった方は母国で出産されることがあります。

また、少数ですが家庭訪問する中で居住実態がないという方もいらっしゃいます。

荒木部会長
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家庭訪問もされており、ほぼ 100％に近い受診率の状況です。評価表を見ると乳幼
児健康診査受診率（４か月児）の平成２４年度未受診率は３．４％ということです。

花輪委員

最近、乳幼児の虐待が多いですが、評価表を見ると虐待防止に積極的に取組まれて

いるようです。具体的にどのようなことを取組まれているのでしょうか。

荒木部会長

花輪委員の質問に関係しますので、虐待予防の取組として実施している「こんにち

は赤ちゃん事業」の対象は何歳かということも併せてお聞かせください。

所管課

こんにちは赤ちゃん事業対象は生後４か月までです。和光市の特徴として、里帰り

出産されている方が多いです。里帰りから戻ったら早い時期に訪問しています。全体

として、生後２か月頃の訪問が多いです。保健センターは、いかに虐待させないかと

いう防止の部分になりますので、早い段階で訪問して、適切な支援につなげていきた

いと考えています。産前・産後ケアセンターに事業委託をしておりまして、訪問時に

育児ストレスが高い、虐待のリスクが高いという方が見つかった場合は、保健センタ

ーの保健師が対応をしています。

現在は、虐待をしやすい親の像が見えてきていますので、気になる家庭は評価シー

トに落とし込んでいます。また、保健センターでは専門相談を実施していますので、

こちらを紹介をすることもありますし、具体的にはこども福祉課の一時保育をご利用

いただいたり、ホームスタート事業で孤立化を防ぐことにも力を入れて取組んでいま

す。

荒木部会長

関係機関等と密に連携されながら進められているとのことです。ホームスタートは

昨年度から実施されたのでしょうか。

野宗委員

市の事業としてホームスタートを実施したのは今年度からです。わこう子育てネッ

トワークでは外出しにくい家庭に訪問などをして、子育てのお手伝をいしています。

少し先輩のお母さんの立場から、寄り添っていく事業で、完全なボランティアとして

行っています。

花輪委員

その取組は先ほどお話のあったこんにちは赤ちゃん事業と連携できているのです

か。

野宗委員

連携できています。わこう子育てネットワークでは、親子広場もくれんハウスとい

うのを運営しています。こんにちは赤ちゃん事業で、もくれんハウスを紹介していた

だいたり、訪問しづらい方には家庭に伺うというように、様々な事業、また市や保健

センターと連携しています。

所管課

以前は、３歳までは保健センター、それ以降はこども福祉課という区切りがありま

した。しかし、現在は、状況に合わせ、子育てサービスを提供しています。例えば、

双子の会で同じような悩みを持つ親の集まりを年５回程実施しています。このような



3

取組で育児不安から虐待につながることのないように進めています。

荒木部会長

今まで、虐待を発見されたケースはありますか。

所管課

丁寧に関わってきた家庭でも、突発的にあることもあり、周囲の方から連絡を受け

るケースもありますし、お母さん自身から「子どもから離れたい。」といった連絡が

くるケースもあります。

松永委員

現在、健診が４か月、１０か月、１歳６か月、３歳とありますが、例えば発達障害

などで不安のある場合、３歳児健診の後に個別に健診はあるのでしょうか。

所管課

３歳児健診の後は就学前相談まで健診はありませんが、保健センターとしては、個

別のフォローとして、より専門的な機関につなげていきます。また、１歳半の健診か

ら３歳の健診まで時間が空きますので、特徴のあるお子さんについては、個別に連絡

して、専門相談につないでいます。

松永委員

保護者の方が分らない、受け入れられないという場合は、引き続き様子を見守って

いくのでしょうか。

所管課

発達障害などは、他児との違い、比較や、また幼稚園への就園や小学校への就学と

いったステップが上がる際が分かるきっかけとなることがあります。

松永委員

例えば、幼稚園や小学校に入ってから発達障害が分かるということもありますでし

ょうか。

所管課

切れ目のない相談体制を整えていますが、その中での役割分担として幼稚園や小学

校のお子さについては、家庭児童相談員の方にお願いしています。

宍戸委員

和光市は子育て世代が多いということですが、他市と比べてどのくらい多いのでし

ょうか。

所管課

詳細の数値はここでは分かりませんが、和光市の出生率は県内でベスト３～５位以

内を維持しており、ずっと若い世代がいる状況です。

野宗委員

事前質問に対する回答で「こんにちは赤ちゃん訪問事業をわこう産前・産後ケアセ

ンターに委託しています。」とありますが、このわこう産前・産後ケアセンターにつ

いて、どういうセンターなのか補足説明をお願いします。また、事務事業評価表では

直接実施となっていますが、市とセンターとの関係について説明をお願いします。

所管課

産前・産後ケアセンターは、わこう助産院に併設していまして、保健センターがわ

こう産前・産後ケアセンターにこんにちは赤ちゃん訪問事業を全面委託しています。
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これまでは、保健センターが助産師に依頼して訪問を行うという流れで行っていまし

たが、事務効率の改善のため、全面委託をしています。

野宗委員

それでは、こんにちは赤ちゃん訪問事業の実施主体は市で、実際に訪問されるのは

わこう産前・産後ケアセンターの方ということでしょうか。

所管課

そうです。事務事業評価表は、直接実施としたのは母子保健全体のことについてで

して、この一部であるこんにちは赤ちゃん事業については委託という実施方法で行っ

ています。

宍戸委員

取組内容③の課題で、「対応できるマンパワーが不足している。」とありますが、こ

のマンパワーとは事前質問への回答に記載の保健センターにおける専門職の方の配

置のことをいっているのでしょうか。それとも様々な事業の実施の際の人員のこと、

またはそれ以外なのでしょうか。

所管課

全ての事業を直営で実施するのには何１０人もの保健師が必要となります。そのた

め、一部は委託という形で実施していますが、全体のコーディネートは市がやってい

かなければなりません。このコーディネートという面についても、十分な機能を発揮

させるためには人員が不足しているのではないかと考えています。

荒木部会長

健診時には、民生委員の方に協力いただいていますが、その成果はどうでしょうか。

所管課

集団健診では７０人くらい受診者がいらっしゃいます。その中で民生委員の方には

誘導をお願いしていまして、また積極的にお母さんへの声かけや手を貸していただく

などしていただき、スタッフにも余裕ができおり、大変助かっています。

これからは、ソーシャルキャピタルとして地域の力を生かしていくということがあ

りますので、こういったところから相談などにつながっていければと考えています。

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

（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、乳幼児の健康診査も未受診者に対して訪問、電話、はがきにて受

診勧奨を実施され、また相談件数も目標値をやや下回っていますが順調です。②に

ついては、健診の結果、支援の必要な家庭には保健師による相談を丁寧に行われて

おり、相談体制が充実しています。③については、乳幼児健診の受診率は県内で高
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い水準を示しており、こんにちは赤ちゃん事業の訪問の実施率も高いですので、３

点です。④については、他の関係機関との連携が十分にとられており、また専門職

も数多く配置され、今後の施策に期待が持てると思います。

松永委員

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２点で、合計

１１点です。

その他意見としては、発達障害などをチェックするためには、３歳児健診の段階

では分かりづらいのではないでしょうか。他自治体が実施しているように５歳児健

診の検討も進めてほしいです。

また、予防接種についても乳幼児だけではなく、小学校６年生または中学校１年

生までは観察してほしいと思います。

宍戸委員

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。

①については、実績は目標をやや下回るものの、高い数値であり、妥当と判断し

ました。②については、複雑、多様化するニーズに対し、きめ細やかな種々の対応

策をとっており、妥当性ありと判断しました。③については、高い受診率など、有

効なサービスが提供されており、妥当性ありと判断しました。④については、対象

者の増加見込みを踏まえた方向性など、妥当性ありと思われます。

その他意見としては、他市に比べ高い出生率の中で、重要な施策だと思われます。

そのような状況で、ニーズは一層複雑・多様化すると思われ、マンパワー等、体制

の充実が求められていると思います。

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、１００％に達しないことから目標をやや下回るとの自己評価をさ

れていますが、未受診者に対しても精一杯取組まれており、相談件数もほぼ１００％

ですので、「Ａ」評価でいいと思います。②については、マンパワーの不足を市民と

の協働で補おうとする姿勢を評価しました。③については、こんにちは赤ちゃん訪

問事業の訪問率９６．６％は内情を伺えば事実上１００％だと言えます。④につい

ては、気になっていました関係機関との連携にも目配りがなされています。

野宗委員

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２点で、合計

１１点です。

④については、相談を受ける保健師や相談員のマンパワーの確保のためには、現

状維持の方向性「→」ではなく、「↑」として少しでも上を目指していくべきではな

いでしょうか。
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その他意見としては、和光市は若い世帯が多いですので、若い世帯の雇用形態は

共稼ぎや非正規雇用など不安定であり、家庭の育児環境についても不安要素がある

と思います。今後も力を入れてほしいです。

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、「母子保健管理の施策が進められている。」とのことです。②につ

いては「多様化するニーズに対応することが求められている。」とのことです。③に

ついては「現状の母子保健で相談に対応するため保健師の確保を。」とのことです。

④について「安心して生み育てられ、また乳幼児が健やかに成長できる環境づくり

の推進を。」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、「出産後の母親の健診は１か月目のみです。次子出産にもつ

なげる意味でも、１年目ぐらいまでのフォロー、健診があってもよいのではありま

せんか。」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」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

１点」、「②取組内容の評価の妥当性」は「２０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「１９点」です。これに伴い、評価結

果は、すべて「①適正な評価が行われている」となりました。

（イ） 意見交換

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。

皆さんの意見を振り返りますと、和光市は若い世帯も多く、子育て世代のニーズ

を把握し、対応してほしいという意見がありました。また、そのためにはマンパワ

ー不足の解消という指摘がありました。

松永委員からは、発達障害などをチェックするために、他自治体で実施している

５歳児健診の検討を進めてほしいという意見と予防接種について小学校６年生また

は中学校１年生まで観察してほしいという意見がありました。

このような内容を部会の意見としてまとめることでよろしいでしょうか。
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部会員一同

了承。

オ 評価結果のまとめ

荒木部会長

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、「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。」とします。

② 施策２７ スポーツ・レクリエーションの環境の整備

（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

スポーツ施設に関する修繕計画はあるのでしょうか。

事務局

和光市運動場についての計画はあるとのことです。

花輪委員

国の施設の利用状況について事前質問の回答にありますが、これは施策評価表の

「スポーツ施設の延べ利用者数」の数値に含まれているのでしょうか。

事務局

国の施設の利用者についても「スポーツ施設の延べ利用者数」の数値に含まれま

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。

野宗委員

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２点で、合計

１１点です。

①、②及び③については、適正な評価が行われていると判断しました。④につい

ては、スポーツ施設の整備について、劣化等について指摘されていますが、それに

対してどう対応していくのかが評価表からは分かりませんでした。評価表のコスト

の方向性は「→（維持）」となっていますが、今までの費用の中でサービス水準を上

げていくというのは、どういったことを目指されているのでしょうか。評価表の５

に方向性が記載されていますが、効率的な施設整備でコスト削減できるのか疑問で

す。市民が安心して、安全にスポーツのできる環境整備をしてほしいです。
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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

１１点です。

①については、平成２７年度目標値を平成２４年度で既に超えており、「Ａ」評価

は妥当です。②については、総合体育館の平日の稼働率が相対的に低いのは、利用

者側の事情であり、行政は精一杯やっていると思います。③については、計画に基

づき、着実に事業を展開しています。④については、高齢者が増えることが予想さ

れる中、平成２５年度の振興計画の策定に当たっては、高齢者の健康維持増進を踏

まえた計画としてほしいです。

宍戸委員

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、目標を達成しており、妥当だと思われます。②については、施設

管理運営を予算、利用人数の面で、効率的に実施されていると思われますが、施設

の老朽化への対応をしてほしいです。④については、計画の策定と効率的な施設整

備・運営を目指すとの方向性は概ね妥当と思われますが、老朽化等施設管理への対

応を求めたいです。

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。

①については、施設の利用者数の目標値は全体を通して達成されたと思われます

が、稼動率の低い平日の利用者数を増やすことについて検討が必要だと思いますの

で２点としました。④については、健康づくり基本条例に基づいた様々な取組との

連携を図った施策として推進するべきです。

その他意見としては、スポーツ・レクリエーションの環境の整備は必要ですが、

環境の整備の一つとして、健康面での安全も考え、ＡＥＤの設置場所が誰でも分か

るように明確にしてほしいです。現状において明確になっているか今一度確認して

ほしいです。

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。

①については、登録団体も利用者数も目標を達成できています。②については、

スポーツ施設の整備も計画的に実施され、総合体育館や国の施設も有効的に活用さ

れています。④については、スポーツ振興計画も策定され、健康づくり基本条例と

連携した計画の推進がされています。

その他意見としては、施策名に「スポーツ・レクリエーション」とありますが、

レクリエーションの施策について施策評価表及び事務事業評価表に記載がありませ



9

んので、レクリエーションの施策が分かるようにしてほしいです。

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、「市民がスポーツを通して健康増進するため、環境整備に努めてい

る。」とのことです。②については、「総合体育館等施設について市民が利用しやす

い運営に努めてほしい。」とのことです。③については、「老朽化が進んでいる施設

の補修改修について計画的に整備をしてほしい。」とのことです。④については、「今

後もスポーツ活動の推進と稼働率向上のため、市と指定管理者とのより一層の連携

が望まれます。」とのことです。

次に、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。

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

９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「１

９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「①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

があればまとめていきたいと思います。

多くの方から意見がありましたのは、既存施設の老朽化・劣化が進んでいるとい

うことについて、安心して利用できるように整備してほしいということでした。松

永委員からは、この点について、ＡＥＤの場所の明示など市民の安全を守る環境の

整備という意見もありました。

また、花輪委員からは、これから増える高齢者健康増進について、スポーツ振興

計画に内容を盛り込む等、対策を進めてほしいとの意見がありました。

私からは、スポーツだけではなく、レクリエーションの施策の内容について、成

果を評価表に記載してほしいという意見を発言しました。

レクリエーションの点については、この会議の記録としていただければいいと思

いますが、その他の意見を部会の意見としてまとめさせていただいていいでしょう

か。

部会員一同
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了承。

イ 評価結果のまとめ

荒木部会長

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、「既存施設の老朽化・劣化に対して、

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。」とします。

③ 施策２９ 人権啓発・教育及び平和の推進

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

事前質問に対する回答についてですが、人権教室を行っているということですが、

この人権教室について、どのようなものか説明をお願いします。

事務局

人権教室では、「種をまこう」という人権啓発本の読み聞かせやマジックを通して

人権の大切さを伝えています。

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。

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、相談件数が少ないことを考えると「Ｂ」評価よりも「Ｃ」評価が

妥当だと思います。②については、いじめやインターネット等、新たな課題が出て

いますが、どのように対応していくのかが重要です。努力はしていると思いますが、

検証は必要です。③については、記載の「この方向性」とは、どの方向性なのか不

明確です。課題を認識されているのに、どのように対応していくのか、目指してい

くものが掘り下げられていません。④については、新たな課題が出てきている中で、

これまでの取組の継続では成果が出せないのではないでしょうか。どのような方向

性で力を入れていくのか示してほしいと思います。

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２点、③
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「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、講演会の参加者数が増えたといいますが、平成２３年度の実績が

低すぎたのではないでしょうか。②については、いじめの問題やインターネット利

用による新たな人権問題等、未達成・未解決の問題への取組を積極化してほしいで

す。③については、現状維持のスタンスが読み取れますが、今日的課題の発掘及び

そのことへの対応を充実させてほしいです。④については、上から人権について教

えるというのではなく、「市民との協働」による事業展開の可能性を模索してほしい

です。

その他意見としては、これまで差別などの問題を取り上げていますが、今後はい

じめの問題への対応の強化、充実をしてほしいです。

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。

①については、講演会開催や教育関係者の人権擁護委員登用、相談体制の充実な

ど、概ね妥当だと思われます。②については、今後の方向性「Ｂ」評価について、

妥当性があると思います。③については、平和意識の向上について、他市よりも講

演会の取組を行っていることは評価できます。④について、インターネットやいじ

めなど新たな人権に関する問題への対応が必要となってくると思います。

その他意見としては、人権問題に関する啓発活動について、単独でのイベント開

催では参加者の増加は見込めないと思います。関係課以外の他の組織で行っている

イベントとコラボレーションをすることで更に広がるのではないでしょうか。

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。

①については、評価は妥当だと思われますが、人権擁護委員の存在を知る人が少

ないということについて、より広めていただきたいです。②については、平和意識

の向上では中学校等で講演会を開催していることはとてもいい取組だと思いますが、

地域や保護者への周知が足りないと思います。

その他意見としては、相談件数が増えるのもあまりいいことではありませんが、

いじめなどの人権問題、児童・生徒への虐待については、相談を受けやすい環境づ

くりにより一層努めてもらいたいです。また、学校でいじめのアンケートを実施し

ていますが、回収するのが学校だと本当のことが記入できないとの声も聞いていま

す。行政側、人権文化課で回収できないでしょうか。また、いじめ対策になるか分

かりませんが、命の大切さを教えるため、先日新聞に掲載されていました「いのち

の授業」をわこう助産院の先生に依頼できたらよいのではないでしょうか。

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３点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計
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９点です。

①については、講演会の参加者数は平成２３年度の３倍以上もあり、評価できま

す。しかし、内容により参加者の増減があるため、講演の内容を検討してほしいで

す。また、人権相談は評価にあるように数の問題ではありませんが、相談しやすい

環境づくりをお願いしたいです。②については、平和事業で子どもの参加が課題に

掲げてありますので、小学生向けの啓発も必要だと思います。③については、総合

評価の「Ｂ」評価は妥当です。市の大きな施策ですので、市民の人に目に見える形

で積極的に取組んでほしいです。④については、北足立郡市の人権フェスティバル

には多くの職員の参加がありますので、今後も効率的に参加してほしいです。また

参加者の拡大を図ってほしいです。

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、「人権問題について正しい理解を深めるように取組んでいます。」

とのことです。②については、「小中学生の人権意識の醸成を目的とした教育活動の

推進を。」とのことです。③については、「社会教育による人権問題の学習が魅力的

な内容となるように努めてほしい。」とのことです。④については、「人権啓発、教

育、平和の推進について、市の大きな政策として進めてほしい。」とのことです。

次に、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３点で、合計８点です。

①については、「人権相談の相談件数が目標値の半分では『Ｂ』評価の『目標をや

や下回る』のに当てはまらない。」とのことです。その他意見としては、「平和意識

の向上で、中学校を主な対象としていますが、小学生高学年等にも輪を広げてはど

うでしょうか。」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６２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「１５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、①及び②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」、③及び④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

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。

多く意見がありましたのは、新たな課題として出ている事項に対する取組や対応

の方向性を出してほしいとの意見でした。佐々木委員からは平和意識の醸成につい

て小学生も対象に拡大したらいいのではないかとのことでした。事務事業評価表な

どで事業対象を見ても、子どもに対する取組が少ないのは事実です。このような内

容を部会の意見としてまとめていいでしょうか。

野宗委員

相談体制について、どうなっているのか検証していただきたいです。相談件数が

少ない理由があると思いますし、教育関係者が相談に関わることが功を奏している

のか、どうなのかということもあると思います。

荒木部会長

それでは、新たな課題に対する取組として、相談体制を充実させてほしいという

ことも部会の意見に加えたいと思います。

また、宍戸委員からは関係課だけではなく、人権問題に関する啓発活動について、

関係課以外の他の組織で行っているイベントとコラボレーションするなど工夫をし

て参加者を増やすという意見もありましたので、この内容も加えて、部会の意見と

してよろしいでしょうか。

部会員一同

了承。

花輪委員

評価とは別の話になりますが、人権擁護委員とはどういう人がなられていて、ど

のくらい人数がいるのでしょうか。

松永委員

おそらく４人くらいで、それぞれ担当分野があったと思います。

イ 評価結果のまとめ

荒木部会長

評価点数は６２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、「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。」とします。

④ 施策３０ 男女共同参画社会の実現

ア 各委員評価の紹介・意見交換

（ア） 評価の紹介
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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

事前質問に対する回答で、育児休業取得率が１１．１％とのことでしたが、何人

の職員のうち、何人が取得したのでしょうか。

事務局

子が出生した職員数９人のうち、１人が取得したとのことです。

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。

①については、女性の社会進出の割合が増加しているのはいいですが、社会全体

では平等と感じている人が少なく、家庭内でも役割分担が依然として存在している

ため、２点としました。②については、解決されていない課題が多く、課題に対し

ての取組がなされていないのではないかということで、１点としました。

その他意見としては、ＤＶに対しては、女性への周知をもっと徹底してほしいで

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、実績値について努力が見られ、概ね妥当だと評価しました。しか

し、目標値及び実績値がないものがあり、評価ができるような施策指標の設定をし

てほしいと思います。②については、あまり先進的な取組とは思われませんが、努

力していると思いますので、概ね妥当だと評価しました。③については、他市との

比較では「Ａ」評価となっていますが、先進的な取組とは思えません。しかし、概

ね妥当と判断しました。④については、努力していると評価はできますが、現状維

持ではなく、さらなる取組を期待します。

その他意見としては、様々な問題に対して取組むためには、人権文化課一課だけ

で対応することでいいのか疑問です。他の組織との連携が望ましいのではないかと

思います。

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、審議会等における女性の登用率が低いです。せめて、この会議の
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安心部会ぐらいの水準の４～５割にしてほしいです。②については、ワークライフ

バランスの認識度が低いです。また、ＤＶについての周知も必ずしも十分とは言え

ないと思います。③については、ほぼ順調に進んでいるとは思えません。行政の自

己満足になっていないでしょうか。④については、国の進める施策に合わせて進め

るのではなく、和光市としての方向性を市民参加等を活用して明らかにした上で取

組んでほしいです。

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、数値が入っていないため、評価材料が乏しく、妥当な評価かどう

か判断が難しいです。また、女性の登用率をどのように上げていくのか、因果関係

等が読み取れません。②及び③については、事業の効果が検証されていないのでは

ないでしょうか。今年度にどのような取組をした結果、どのような効果が表れ、結

果としてどのような課題があるのかということを検証されていくといいと思います。

④については、課題を解決していくためには、どのような取組を実施し、何を目指

していくのかを明らかにしてほしいです。

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３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、平成２４年度の評価について、女性委員の登用率のみでの判断は

難しいです。しかし、和光市は女性議員も多く、全体的に労働率、登用率が高いよ

うです。②については、セミナーと審議会は目標通り開催されていますが、参加者

数は減少しています。どういうことか疑問であり、減少した原因を把握すべきです。

また、事務事業評価表におけるセミナー参加者数の平成２５年度目標値が平成２２

年度の実績値の４分の１になっているのも理解できません。③については、情報誌

おるごーるには細かい情報も掲載されており、評価できます。④については、今後

も男女共同参画社会の実現に向けて市民に分かるような事業の推進をしてほしいで

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、「男女共同参画は大きなテーマであり、より推進していってほし

い。」とのことです。②については、「目的に向かって市民へ広く意識啓発、情報の

提供を行っています。」とのことです。③については、「女性が積極的に参加できる

ような施策を推進すること。」とのことです。④については、「男女共同参画社会は

継続的に力を入れて取組むべき課題である。」とのことです。

次に、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３点、④「今後の
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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、「目標に近づくように努力をお願いします。」とのことです。

その他意見としては、「女性が社会進出するためには、まだまだ制約があり、その

辺りのサポートをしっかりとし、社会のあらゆる分野に参加しやすいようにお願い

します。」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「１６点」、「②取組内容の評価の妥当性」

は「１５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「１６点」です。これに伴い、評価結果は、②のみ「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、その他の項目は「①

適正な評価が行われている」となりました。

（イ） 意見交換

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。

これまでの意見では、DVの問題やワークライフバランスの啓発を徹底してほし
いという意見がありました。また、野宗委員や宍戸委員からは、施策指標について、

現在の指標だけでは、実績値がとれないのであれば、達成度を評価できるように補

足指標を検討してほしいという内容の意見がありました。

この２点を部会の意見とさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

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、「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。」とします。

その他
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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２４日（火））について、連絡した。

４ 閉会


