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和光市総合振興計画審議会第４回会議（安心部会） 会議要旨

開 催 日：平成２５年８月３０日（金） 午後１時３０分～３時５０分

開催場所：和光市役所４階４０４会議室

出 席 者：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）冨岡健治、佐々木元子

４号委員（知識経験を有する者）宍戸博、花輪宗命

（山田委員、松永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２４ 青少年の育成に適した環境づくりの支援

· 施策２３ 充実した生涯学習機会の提供

· 施策２５ 歴史的文化資源の保護・活用の推進

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４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２４ 青少年の育成に適した環境づくりの支援

ア 施策評価表に基づく施策概要の説明

所管課（スポーツ青少年課）が、資料１に基づき説明。

イ ヒアリング

花輪委員

この施策で気になりましたのは、育てる会の休会、解散が増加しているということ

です。その理由については、少子化や役員の担い手不足といったことがあげられてい

ます。これらの課題に対して何か対策などはありますでしょうか。役員の負担感につ

いては、運営について慣れていない方もいらっしゃると思いますし、スポーツ青少年

課では支援等しているのでしょうか。

所管課

子どもの減少に対しての対策は難しいですが、子どもの数だけではなく、育てる会

等の地域の取組への子どもの参加意識が低くなっています。この状況に対して、参加

意識を高めたいと考えていまして、子どもたちが参加したいと思える、興味を持って
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もらえるような、今の子どもにアジャストした事業を考えていきたいと思っています。

また、役員の担い手不足については、年間を通して役員をするということに対する

負担感があると思います。以前は役員研修をしていましたが、研修をすることで余計

にプレッシャーになるということで、現在は実施していません。ただし、研修をしな

いのはどうかという考えも一方であります。以前、スポーツ推進計画の委員会で、子

どもが興味を持って参加するためには、まず大人が興味を持って参加することが大切

という意見がありました。やはり、研修会等を通して、事業の面白さをお伝えするこ

とで、大人も興味を持っていただけるように進められれば、この状況に歯止めがかか

るのではないかと考えています。

荒木部会長

子どもの数は市全体では減少していないと思います。一部の地域では子どもの数が

減少していて、これが機能しなくなっている大きな原因だと思います。昭和６１年に

は６０団体あった青少年育成団体が約半分となっています。この状況の打開策につい

ては、所管課から説明があったように指導員の研修等の実施による支援をして、指導

員の定着を図ることも大切だと思います。

また、青少年相談員については、事前質問で伺ったところ現在 6名とのことでした。
しかし、提供写真を見ると活動状況は活発に行っているようです。「君のライブ」の

事業については、この規模であれば、和光市だけではなく近隣市と連携して行ってい

いのかと思いますが、このような点で課題がありますでしょうか。

所管課

「君のライブ」については、写真を見ていただくと分かると思いますが、盛況に終

わりました。少なくても近隣四市で連携して進めていけたらいいという話は出ていま

すが、具体的にはまだ決まっていない状況です。

荒木部会長

私も実際「君のライブ」の見学をしましたが、大変盛り上がっていました。飲食も

でき、満員の状況でしたので、今後も継続してほしいです。先ほど所管課からお話が

ありましたとおり、四市で連携した事業にできたらいいと思います。

続いて、先週行われたスポーツ大会の参加状況を教えてください。

所管課

３５団体で、４４７名の参加がありました。

森田委員

青少年問題協議会について、協議会は法律に基づいて設置されているものだと思い

ますが、この協議会を施策の役に立つものにしていくことで、育てる会が減ってきて

いる状況をカバーできるのではないでしょうか。

「青少年問題協議会運営」の事務事業評価評価表がありますが、ここに記載されて

いる協議会で話し合った課題と施策評価表に記載されている課題が共通していませ

ん。また、育てる会が平成１６年度から平成２２年度にかけて９団体減っているとい

うこの状況、課題について、青少年問題協議会では話し合われていません。この協議

会には関係団体が参加されていますから、これを活用することが大切なのではないで

しょうか。施策を推進するために有機的につながった、生きた事務事業を進めること

が必要です。また、この協議会について、会議の持ち方の工夫も必要です。既に現在
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取り組んでいることを工夫して、施策の課題を解決していけることがあるのではない

でしょうか。

荒木部会長

青少年問題協議会は総合的な青少年の健全育成を推進する場です。ぜひ、青少年問

題協議会で今後の和光市の青少年育成団体をどうしていくかという大きな課題につ

いて、協議していただきたいと思います。

所管課

ご意見いただきました青少年問題協議会のあり方についてですが、これまでは前年

度実施した事業についての議論になっていましたが、市内の著名な方が多く参加され

る場ですので、そこで統一したテーマを議論していただきたきたいという方向に昨年

変わりました。少子化、担い手不足を含めた、青少年育成団体の減少という課題につ

いて、市から提案させていただくことを考えたいと思います。昨年は、自殺、インタ

ーネットの問題をとりあげさせていただきましたが、今後は施策の課題を優先的に考

えるという協議会のあり方にしていきたいと思います。

宍戸委員

青少年の事業を運営するのは大変だと思いますが、担当される職員は何名でしょう

か。

所管課

管理職２名と担当者２名です。

宍戸委員

施策評価表にはインターネットや携帯の問題について記載されていて、埼玉県警察

本部サイバー犯罪対策課講習会を実施したとありますが、講習の対象は誰になるので

しょうか。

所管課

市内小中学校、高校及び青少年育成推進委員の保護者を対象として、昨年８０８人

の参加がありました。

宍戸委員

このインターネットや携帯の問題について、施策評価では重要な課題としてとりあ

げている一方で、事務事業評価表に記載がないのが気になりました。どういうことで

しょうか。

所管課

サイバー犯罪への啓発については、平成２３年度からは警察で、平成２５年度から

県で事業を進めており、市としては予算がない事業のため、事務事業評価表に記載が

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、目標を下回るという評価は妥当だと判断し、３点としました。し

かし、歯止めに向けた対策を講じてほしいです。②については、役員の担い手が減

少しているのであれば、確保に向けて指導者養成講座などの工夫をしてほしいです。

③については、補助金の交付だけでの評価に限定せず、プラスになる事業の評価も

加えてほしいです。④については、相談員の増員が必要で、そのために指導者の養

成など、見通しの明るい方向性を出してほしいです。

その他意見としては、育てる会や相談員の指導者の養成のため、講座を実施して

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、「C」の評価はおおむね妥当です。②については、育成団体の減少
に対し、ニーズに対応した支援策の検討とその実施が必須ですが、実施体制が弱い

と思います。大人も子どもも一緒に参加できる事業の実施、企画が重要なポイント

だと思います。④については、サービス水準「A」が全体に効果として現われてい
ないという問題があります。

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１点で、合計

８点です。

③については、育てる会の休止、解散が続いているのに、放置していていいとは

思えません。④については、様々な課題に対して PRや研修だけでは足りないと思
います。「A」評価は甘いと思います。今後、学校や青少年問題協議会との連携を模
索してほしいと思います。

その他意見としては、社会教育に学校教育の仕組みを活用できないでしょうか。

限られた資源で行うので、現在ある資源を活用してほしいです。学校教育との連携

に加え、青少年問題協議会などの関係団体との連携も強化してほしいと思います。

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２点で、合計

６点です。

①については、育てる会が急激に減少していることに対して、あまり対策がとら

れていません。「C」評価ですが、もっとできていないと思います。課題の認識は何
年も前からされていたと思いますので、課題意識を強く持ってほしいと思います。

②については、施策評価表に特記されている内容が、事務事業評価表に記載されて

いません。③については、補助金という事業の一部だけを見て、当市のサービス水

準を「A」と評価したのは、アンバランスだと感じ、１点としました。
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その他意見としては、効率よく事業展開し、大局的に整理することで、目標に沿

った事業展開ができます。そのために事業の整理をし、事業と事業の連携など、大

きな施策の目的に事業をつなげて構築していく必要があります。

佐々木委員

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２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、目標を下回るという「C」評価は妥当だと判断しました。③につ
いては、総合評価が「C」なのに当市のサービス水準「A」はおかしいと感じます。
冨岡委員

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。

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２点で、合計１０点です。

①については、「青少年の育成支援に努力されている。」とのことです。②につい

ては、「合同での活動ができるような方策はないか。」とのことです。③については、

「地域の青少年活動団体に、さらに情報を提供していく。」とのことです。④につい

ては、「子どもたちが主体的に計画を立て活動するような働きかけを。」とのことで

す。

続いて、松永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、資料４の「外部評価結果（安心部会）」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７０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「２１点」、「②取組内容の評価の妥当性」

は「１７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「１５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」、その他の項目は「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」となりました。

（イ） 意見交換

荒木部会長
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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。

花輪委員

森田委員からご意見がありましたが、他の関係機関との連携を強化し、事業と事

業の連携を図ってほしいと思います。

荒木委員

それでは、花輪委員がおっしゃったご意見の他に、育てる会の休会、解散が増加

といった課題に対しての打開策として、指導者の育成とその支援をしてほしいとい

うことを加え、部会の意見としてまとめたいと思います。

オ 評価結果のまとめ

荒木部会長

評価点数は７０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、「育てる会の休会や解散が増加している

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。」とします。

② 施策２３ 充実した生涯学習機会の提供

ア 各委員評価の紹介・意見交換

（ア） 施策評価表に基づく施策概要の説明・質疑応答

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。

佐々木委員

クラブ数は中央公民館が多いと思うのですが、公民館の講座について、南公民館

の予算が一番多いのはなぜでしょうか。

花輪委員

対象者数が違うといったことがあるのではないでしょうか。

事務局

クラブ数は中央公民館が多いです。しかし、講座の開催数は南公民館が多く、恐

らくそういったところが関係していると思います。講座の開催数については、中央

公民館が８１回、南公民館が１０６回、坂下公民館が７４回となっています。

荒木部会長

当初の予算額から見ると中央公民館が多いですが、決算額から見ると南公民館多

くなっていますので、南公民館は執行率が高いということです。

佐々木委員
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もう１点質問なのですが、講座を開催してクラブ化された時には、そのクラブが

公民館の部屋を使用するため、予約できる状況、つまり受け入れ態勢が整っている

のでしょうか。

荒木部会長

公民館の予約はインターネットでできましたでしょうか。

事務局

予約についてはインターネットではできません。

荒木部会長

そうした場合、希望が重なった場合はどうするのでしょうか。

事務局

調整になります。

佐々木委員

私が言いたいのは、講座を開いた後にクラブ化しないのは、ただ単純にクラブ化

の手続きや運営が面倒ということではなく、公民館の部屋が使用できる態勢になっ

ていないということもあるのではないでしょうか。

事務局

平成２４年度には３団体クラブ化しています。中央公民館１団体、南公民館１団

体、坂下公民館１団体です。色々働きかけはしていたと思いますが、様々な要因が

あって結果として３団体という実績になっていて、その要因の一つとしては佐々木

委員がおっしゃるように希望の曜日、時間に公民館の部屋を予約できないというこ

ともあったかもしれません。

（イ） 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。

宍戸委員

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、「講座参加者が自主的な活動（クラブ）化した数」が目標値８に対

して実績値３では、目標値をかなり下回ると判断し、１点としました。③について

は、Ｂ評価（ほぼ順調に進んでいる）をしていますが、順調に進んでいるとは言い

難いと思います。また、新たな自主クラブの設立が、施策目標の学習機会の提供に

つながるとは限らないと思います。

その他の意見としては、既存のクラブの活動状況の紹介をさらにすることで、新

規クラブを設立しなくても学習機会の提供という取組としては効果は出るのではな

いでしょうか。既存クラブの活動状況の周知を図ることが必要だと思います。

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、クラブ化した数が目標値を下回っていますが、それを踏まえて「B」
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評価としていますので、２点としました。②については、ニーズが高度化し、多様

化しているはずなのに、登録者数が伸びていないのは、取組の成果が表れていない

からではないかと考え、１点としました。③については、自主クラブの設立が増加

していない点について、その背景や原因を分析して対策をとるべきです。④につい

ては、高齢化の進展に伴い、需要は高まっていると思いますので、このまま継続す

る方向性は妥当ではないと思います。

その他意見としては、生涯学習講座を市で企画するのでは市民のニーズに応えら

れないので、指定管理者に委ねることはできないでしょうか。役所は前年踏襲にな

りやすいのでニーズに応えられる情報を持っている民間が運営するのがいいと思い

ます。

荒木部会長

確認ですが、公民館について、指定管理者を検討したことはあるのでしょうか。

事務局

図書館については、以前に検討した経緯はありますが、公民館についてはありま

せん。

佐々木委員

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、実績値３でＢ評価はおかしいと思います。④については、「講座参

加者が自主活動として継続的に学習できるよう各施設等が支援していく。」と記載が

ありますが、講座参加だけであってもいいのではないでしょうか。クラブ化したか

らといっていいとは言えません。やはり、希望の時間帯の施設予約ができないなら、

クラブ化しないのではないでしょうか。

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、自主クラブが増加していないということを理由とするならば、あ

まり順調に進んでいませんので、評価は「B」ではなく、「C」だと判断し、１点と
しました。

その他意見としては、自主クラブの設立に重点を置くということで、これを指標

とするのであれば、設立支援として事業の運営企画力だけではなく、組織化のスキ

ルアップを図る取組が必要です。このような支援については、市民活動推進課と連

携を図ることができる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、クラブ運営の難しさは理解できますが、専門職が５名配置されて

いるものの、コーディネート力が不足していると感じます。スキルアップも必要で
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すし、目標自体が低いのではないでしょうか。②については、災害時における相互

応援協定市との里山体験教室を実施し、災害時以外の交流をしていることは評価で

きます。また、講師に地域の指導者を活用することで、知の循環を図り、効果的だ

と思います。③については、施策評価表を見る限り、自主クラブの設立は順調に進

んでいませんので、１点としました。

その他意見としては、生涯学習振興計画が平成２４年度で終了となっており、新

たに策定しないということは理解ができません。長期の計画が不明になり、関係機

関との連携もできません。

冨岡委員

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についてですが、生涯学習は難しい施策です。あまり順調ではありませんので

C（目標を下回る）評価になると思い、２点としました。③については、「近隣市と
同様な進捗状況である。」とありますが、近隣市は関係なく、和光市がどうかが重要

で、それを基に評価していただきたいと思います。

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、「目標に向かって適切に進められている。」とのことです。②につ

いては、「市民への情報発信を行い、学習しやすいよう努力されている。」とのこと

です。③については、「幅広い世代が学習できる環境づくりを。」とのことです。④

については、「今後とも施策の方向性に期待できる。」とのことです。

続いて、松永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６６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「１７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「１５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

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。

まず、平成２５年度以降、生涯学習振興計画が策定されていないということにつ

いてはいかがでしょうか。

花輪委員

生涯学習振興計画が平成２４年度に終わって、もう策定しないということについ

ては、事前質問で回答いただいています。しかし、少子高齢化が進んで、状況が変

わってきている状況で、単年度ごとに「和光市教育行政の基本目標と重点施策」を

策定していて、また実施計画に基づき毎年度事業を計画・実施しているから、新た

に生涯学習振興計画を策定しないという認識でいいのだろうかと疑問に感じます。

こういう計画を策定していたが、もう目標を達成したから、あるいは関係各課で

実施計画に基づいて実施するから、もう長期的計画は策定しないというのは、私自

身はあまり聞きません。

荒木部会長

第四次和光市総合振興計画には、１１ページに個別分野計画との関係がまとめら

れていますが、これと同様に、他の計画も作らなくていいということも出てくるの

ではないでしょうか。

事務局

大きな法令の改正があれば、個別計画を策定しないということもあります。しか

し、今回は大きな法令の改正があるということではないです。所管課の考えとして

は、事前質問に回答したとおりの見解で、ここで事務局が回答できるのではないで

すが、「和光市教育行政の基本目標と重点施策」を見ると、内容は概略化されている

部分はあるかと思います。

荒木部会長

これでは、長期的な計画はできませんし、他の関係機関との連携も難しいと思い

ます。森田委員は何かご存知でしょうか。

森田委員

スポーツや図書館の計画が策定された状況ですが、生涯学習については、計画に

追われず単年度「和光市教育行政の基本目標と重点施策」でカバーしていこうとい

う見解だと思います。ただし、この計画があった平成２４年度まででも、生涯学習

は弱い施策だったので、今後どうしていくべきかは考える必要があると思います。

荒木部会長

計画策定については、もう一度策定してほしいという意見を部会の意見としてい

いでしょうか。

花輪委員

「計画を策定すること」というのを部会の意見としてしまうと、それに縛られて

しまうので、計画を作らないという判断について、再度検討してほしいという意見

がいいのではないでしょうか。もし、計画を策定しないという判断に再度なれば、

それを受けて入れたいと思います。しかし、他の自治体ではあまり見られない状況

だと思います。

宍戸委員
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平成２５年度については、生涯学習課が所管して行うことは変わらないですが、

長期的な計画を持たずに、進めるということだと理解していいでしょうか。

森田委員

教育全体の計画があって、これに基づいて重点施策があります。それが、事前質

問に対して回答されている「和光市教育行政の基本目標と重点施策」ですが、これ

は単年度の計画になります。これに基づいて進めるということです。

部会の意見としては、計画を策定するということを意見とするということより、

長期的な視点を持って施策を進めるということを意見とした方がいいと考えます。

荒木部会長

それでは、生涯学習に関して、長期の方針を示してほしいということを意見とし

たいと思います。

また、意見がありましたとおり、自主クラブ化に向けた専門職の職員のスキルア

ップとコーディネート力の向上を図るということを部会の意見としていいでしょう

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６６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、「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示す必要がある。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。」とします。

③ 施策２５ 歴史的文化資源の保護・活用の推進

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

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、市民との協働が進んでいて、積極的に取組がされており、評

価としても妥当だと思います。
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佐々木委員

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、新倉ふるさと民家園は定期的に催物が開催されていて、市

外の人に和光市を紹介しやすいですので、今後も頑張ってほしいです。

冨岡委員

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、文化財は市で管理しているものと民間で管理しているものがあり、

民間で管理しているものは壊れる可能性もあります。達成度の評価はＡ（目標をほ

ぼ達成する）となっていますが、今後はその部分が課題であろうと思い、２点とし

ました。③については、新倉ふるさと民家園の活用については立派な取組だと思い

ますが、維持が大変ですので、今後どうしていくのか気になります。また、午王山

の遺跡については、Ｂ（ほぼ順調に進んでいる）という評価は気になります。④に

ついては、概ね妥当という考えで２点としました。

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、文化財保護委員会から答申を受けて市指定文化財を指定される方

向ということで、ほぼ妥当だと判断しました。②については、新倉ふるさと民家園

を市民に活用してもらっているとのことで、この点をみなさんが評価しているので

すが、施策評価表の事業の優先度が「Ｃ」になっていることが気になりました。

森田委員

直営ではなくても実施できる事業だから「Ｃ」ということではないでしょうか。

事務局

構成事業の優先度の１次評価と２次評価については、この施策２５の中で、どの

事業を優先して行うかということです。割合２：６：２で、Ａ、Ｂ、Ｃを付けてい

まして、ここでは新倉ふるさと民家園は、優先度は高くないという評価になってい

ます。

荒木部会長

つまり、民間の方がよく管理していますので、このままやっていくということで、

優先度は高くなっていないのだと思います。

花輪委員

では、文化財調査をＡとしているのは、今後やっていく必要があるので、優先度

が高いということですね。

④については、現状維持の方向性となっていますが、今後頑張っていかなければ

ならないことがありますので、１点と評価しました。

宍戸委員
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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、施策指標がよく分かりませんでした。指標「市指定文化財の数」

ですが、目標値は平成２７年度に１５、平成３２年度１８となっていて、増加させ

る目標となっていますが、市として市文化財を指定することを施策の目標として掲

げるべきなのでしょうか。つまり、文化財保護委員会から答申を受けて審議の上、

市文化財を指定する方向というでもあり、施策指標としてふさわしいのか分かりま

せんでした。また、指標「文化財関係の講座参加者数」については、進捗率が２５

０％になっていますので、目標設定が低いのではないかと思いました。

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３点で、合計

１１点です。

①については、課題で市民の人の関心が高くないとされていますが、数ある和光

市の文化財も保護、活用され、平成２４年度の講座参加者数は目標値の２．７倍の

参加がありましたので、継続してほしいです。②については、文化財の保護、活用

は順調に行われていますが、文化財保存庫の修繕と増設が必要です。③については、

評価は妥当だと判断しました。新倉ふるさと民家園は継続して活用してほしいです。

また、午王山遺跡の保存については市として統一した見解を示して、整備を進めて

ほしいと思います。

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、「市民の文化財への関心を高めていく情報発信を。」とのことです。

②については、「新倉ふるさと民家園は多くの市民に親しまれ、活用されている。」

とのことです。③については、「和光市の文化財保護に努力されている。」とのこと

です。④については、「引き続き和光市の歴史文化を市民に広めていく方策をとって

いく。」とのことです。

続いて、松永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。

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８１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

０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
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１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

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、皆さんの意見では概ね適正な評価が行われているという意見でした。

また、評価結果は「①適正な評価が行われている」となりました。

よって、適正な評価が行われていますので、部会の意見は付さないということで

いいと思いますがいいでしょうか。

部会一同

了承。

イ 評価結果のまとめ

荒木部会長

評価点数は８１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、部会の意見は付さないこととします。

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（１０月３１日（木））について、連絡した。

４ 閉会


