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和光市総合振興計画審議会第３回会議（安全部会） 会議要旨

開 催 日：平成２５年６月２０日（木） 午後１時３０分～４時５０分

開催場所：和光市役所議事堂３階第２委員会室

出 席 者： 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

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、藤川和孝

（欠席：３名）

次 第：１ 開会

２ 議事

重点プランに該当する施策の外部評価

· 施策４８ 防災体制・消防支援体制の強化

· 施策５５ 地球温暖化対策の推進

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３回会議」を開会します。

なお、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

重点プランに該当する施策の外部評価

① 施策４８ 防災体制・消防支援体制の強化

ア 施策評価表に基づく施策概要の説明

所管課（危機管理室）が、資料１に基づき説明。

イ ヒアリング

関口委員

施策指標③「『日ごろから防災対策を行っている』と回答した市民の割合」の結果に

ついて、平成２４年度実績値が「２０．４％」と前回から下がっていることについて、

担当の方はどうお考えでしょうか。

所管課

あくまで推測ですが、東日本大震災を受けて、住民が考える防災対策としてするべ

き基準が以前よりも高くなってしまったのではないかと考えられます。どういうこと

かと言いますと、以前では少し対策をしていたら「防災対策をしている」と回答して

いましたが、現在はこれだけでは防災対策は足りないと考えて「防災対策をしていな

い」と答えた方が増えたのではないかと考えられます。

関口委員

私は、この数値の低さに疑問を感じています。これは担当課が取り組む事業の影響
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によるものはないのではないかと考えています。というのは、平成２１年度の市民意

識調査の調査項目を確認しましたところ、質問は、「対策をしていますか」、「していま

せんか」という質問でした。しかし、平成２４年度の質問の仕方は、「防災対策」を含

めた７項目の取組のうち、「当てはまるものはありますか」という質問になっています。

調査表の作り方が変わってしまって、数値が下がったのではないでしょうか。平成２

１年度とは同様に比較することはできないと思います。

この調査表について、お聞きかせください。

事務局

平成２４年度に実施しました市民意識調査につきましては、施策数が増加して項目

が細分化されるなど、質問項目が増加する中で、前回と異なり一部まとめて質問した

部分もあります。この点については改めて精査したいと思います。

梅沢委員

家具転倒防止器具設置については、とてもいいことだと思いますが、対象者を６５

歳以上の高齢者のみの世帯や災害時要援護者名簿に登録されている世帯のみに限定せ

ず、乳幼児の方がいる世帯も意識したらいいのではないかと思います。このことにつ

いて、今後お考えいただけるかどうか、お聞かせください。

所管課

委員のご意見のとおり、乳幼児の方がいる世帯について、有効だと考えます。実際、

おとどけ講座の実施後には申請数が増えるなど、反応がありますが、まだ設置世帯が

１１１世帯に留まっており、既に個人で設置されている世帯も多いのではないかと考

えていますので、予算の関係はありますが、状況を見て、今後検討させていただきた

いと思います。

藤川委員

防災対策というのは、行政、個人それぞれに役割があると思います。そして、家具

の固定というのは個人でやるべき部分だと思います。反対に、防災施設の整備という

のは、行政がやるべきものだと思います。また、施策指標としては、主観的なものよ

り客観的なデータで行政の目標を立てた方が指標として分かりやすいです。ですから、

行政の役割の部分の達成度を見るために、事務事業評価表で使用されている防災行政

無線の関連の指標を施策指標に取り上げたらいいのではないかと思います。

所管課

防災行政無線のデジタル化への更新については、平成３４年までに逐次行っていき

ます。しかし、不達地域というのが、残り１０箇所程度で埋まる状況です。また、民

地ということで調整の必要なものもあり、なかなか整備が進まない状況でもあります。

防災行政無線というのは難しい事業でして、全て設置したからといって、全て埋めら

れないものです。これを補完するため、市としては登録いただいた方に防災情報を発

信する防災メールを活用していこうとしております。また、緊急地震速報を受け取れ

る携帯電話については、大手のキャリアと契約させていただいて、登録に関係なく、

避難情報を鳴らすことができるようにしています。

委員のご意見のとおり、防災行政無線は数値として決まっているものなので、指標

としては使いやすいものですが、予算との関係もある中で、進み具合が想定しにくい

ということもあり、施策の指標として設定させていただいておりません。
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藤川委員

東日本大震災を踏まえて、地域防災計画を策定されているわけですが、従来の計画

では見込んでいなかったテーマ、課題は出てきていないのかと疑問に感じます。

東日本大震災の際には、帰宅困難者が出て、和光市でも対応されたとのことですが、

こういったことは従来なかった課題だったと思います。今までは想定していなかった

個人では対応できない、行政の新たな防災対策へのニーズ、これに対する研究・検討

についてはどのようにお考えでしょうか。

所管課

地域防災計画を平成２３年の４月に改定しておりますが、もちろん東日本大震災を

踏まえた内容は含まれていません。今回、平成２５年４月に埼玉県の防災計画や国の

防災基本計画等が改正されたのを受けて、避難所対策や帰宅困難者対策については大

きく見直しをさせていただき、細かい点については修正させていただきました。

和光市の防災対策の特徴的な取組として、和光市駅周辺の事業者、バス事業者や鉄

道事業者との連絡会を発足し、年に一回程度会議を開催し、駅中心の帰宅困難者対策

について議論、検討していくこととしております。また、避難所の開設についてです

が、今までは避難所管理班の方が一度役所に来て避難所の鍵を持っていくという体制

でしたが、現在は主要の避難所の付近に在住の職員３名が、震度６弱以上の緊急時に

避難所にかけつけ、すぐ開設することと変更しました。

全体的な話しについてですが、東日本大震災は海溝型の地震で被害が沿岸に集中す

る地震でした。南海トラフが危ないという話が世間ではありますが、こちらも海溝型

の地震で、この地震の想定では、和光市では東日本大震災並みかそれ以上が想定され

ます。しかし、一番被害が大きいと想定されますのは、東京湾北部地震という直下型

の地震です。和光市では阪神・淡路大震災のような直下型地震、この場合市内全域で

震度６弱程度が想定されますが、この地震を恐れています。これについては、国及び

県で平成２４年から２５年と被害想定調査を改めて行われていますので、市はそれを

受けて全面的な改定をすることとしています。

加藤委員

要援護者の人数等について、社会福祉協議会で把握されているということですが、

その他の方は認識されているのでしょうか。例えば、一番必要な消防団の方が要援護

者について分からないと、災害時に助けることができません。以前は私も消防団に所

属していまして、地元の人が要援護の方がどこにいるか分かっていましたが、現在は

マンション等で分かりません。要援護者の情報についてどう扱っているのでしょうか。

所管課

要援護者の名簿については、一年に一回更新をしていまして、名簿は常備消防の他

に消防団の各分団、また各地域の民生委員の方に持っていただいています。また、自

治会長にも持っていただきたいと考えていますが、まだ６割程度の自治会にとどまっ

ております。やはり、災害時には地域で安否確認して、救助していただければ一番迅

速な救助になりますので、進めていきたいと考えています。

金子部会長

施策の目的に「市民一人ひとりが自助・共助の意識を持つ」と書かれていますが、

地域防災組織がしっかりしていないといけません。地域防災組織については、和光市
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でどれくらい充足しているのでしょうか。

実際、天災はいつくるか分かりませんので、本当にどのくらい対応できるのかとい

うことが肝心です。地域防災訓練の実施率「３７．３％」という低い実施率には問題

がありますが、これは意識が低いというのではなく、市民には自助・共助の意識はあ

るが、個人としてどうしたらいいか具体的に分からないということだと思います。ま

た地域防災組織としても何をやったらいいのか定かではないと、活動できません。

私がここで伺いたかったことですが、和光市では防災組織はどのくらいあって、ど

の程度充足されているのかという点について、お聞かせください。

所管課

自主防災組織の定義については、以前は自主防災組織を立ち上げた際に報告をいた

だいて、自主防災組織とさせていただいていました。現在は変わり、自治会を自主防

災組織としており、自治会であれば自主防災組織の補助金が使えるということになっ

ています。補助金を使った数値を指標としていますので、補助金を使って防災訓練等

を行った件数が３８件となっていますが、この他に消防に防災訓練の依頼があって実

施しているものもありますので、防災訓練自体は３８件以上あると思います。とはい

え、やはり防災訓練実施の件数が少ない状況ですが、東日本大震災を受けて自治体連

合会では、防災訓練をしていこうという機運が高まっていて、自治会の各ブロックで

地域の自治会を巻き込みながら、地域で行えることを体験していただくという形式で

防災訓練を実施しました。もちろん防災訓練をしていただきたいですが、それだけで

はなく、市はおとどけ講座において、従来の講座内容だけではなく、DIGという地図
を使って地域の問題点を議論するものや HUGという避難所で起こる様々な出来事に
どう対応するかというゲーム的なメニューを増やすなど、様々な機会を通して、地域

の共助の意識啓発に尽力しているところであります。

金子部会長

啓発活動について、施策指標に表すべきだと思います。啓発活動は重要だと思いま

すが、状況はいかがでしょうか。

所管課

啓発活動としてホームページ掲載と年２回広報の掲載をしています、また年間２０

回程度のおとどけ講座、防災訓練での防災講話、年間１回リーダー養成講座といった

ものを行っております。また、今年度１１月３０日には防災講演会を予定しておりま

す。折に触れ、周知していきたいと考えています。

金子部会長

地域防災の強化ということが重要だと思います。地域と中央の二通りの防災があり

ます。いずれにせよ、啓発が重要だと思いますので、評価に当たって表現してほしい

と思います。

取組の中に取組内容③「防災施設、備蓄品の計画的な整備」があり、備蓄品につい

ては、市で備蓄されているものと、地域で備蓄されているものがありますが、３日間

分地域で備蓄するとなると大量で大変です。市で何を備蓄して、地域で何を備蓄して

もらうかを示し、調整することが必要だと考えております。

また、防災無線デジタル化の施設の整備について、停電などで、連絡方法が途切れ

た時に、どうやって地域防災組織と連絡をとれるか、いざというときの連絡方法の準
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備ができているのかお聞かせください。

所管課

防災行政無線については、連続使用で７２時間程度のバッテリーがあるものですが、

具体的にこれを使って地域防災組織と連絡しますというものはありませんので、最終

的には人力で伝達することになります。

市では災害時優先電話を何本か持っていますので電話がつながりやすい状態ではあ

りますが、東日本大震災では携帯電話がつながりにくかったため、主要な避難所とな

る１４箇所の小中学校に乾電池式のＰＨＳを設置しています。また、ＮＴＴと災害時

用の電話用回線を体育館に引くことを進めていまして、避難して来られた方が安否確

認のために電話が使えるように進めています。これができれば、地域との連携もでき

るのではないかと考えています。

金子部会長

避難所ではなく、自治会、地域防災組織との連絡が欠かすことのできないものだと

思います。

また、地震の際に、道路の陥没や家屋の倒壊で交通が遮断されることがありますが、

これによって防災活動ができなくなることもあるので、地層などを事前に調べて、そ

の対応をどうするか検討する必要があります。

所管課

建築課が所管になりますが、緊急輸送路や大きな避難路になる場所の周辺について

は、補助金を交付して建物の耐震化の促進を図っているところです。

金子部会長

危機管理室だけの問題ではないので、もっと広い体制で組織してやっていただきた

いです。施策評価表にその点も記載いただきたいと思います。

関口委員

和光市の自治会の加入率はどの程度か確認させてください。この施策の対象は市民

と記載されていますが、この施策の対象は自治会単位なのでしょうか。それとも、市

民全体が対象なのでしょうか。

所管課

詳細な数値はここでは分かりませんが、自治会加入率は５割程度です。施策は自治

会単位ではなく、市民全体が対象となります。

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

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、いざという時に防災活動ができるのか、地域防災組織の充足度に
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ついて評価表で何も触れられていないので分かりません。地域防災訓練の実施回数

は重要な指標ではありますが、防災訓練の量だけではなく、訓練の内容、質も大切

です。また、防災意識に関する啓発活動などの実績が数値に示されていませんので、

１点としました。②については、市民一人ひとりの防災意識は東日本大震災以降向

上しています。しかし防災の備えについて、個人は何をしたらいいのかほとんどの

人が分かっていません。防災意識啓発の取組については、広報でお知らせするだけ

では分かりません。市民が防災の備えとして何をするべきか分かるために、きめ細

かにお知らせしてほしいです。③については、災害に対して市民が安心して生活で

きる体制を確立するためには、市の防災体制と市民による地域の防災体制の充実が

必要です。市の防災体制は充実しているようですが、特に地域の防災体制や個人の

体制は不十分だと思います。緊急時に役割が果たせるように、急いで整備する必要

があります。④については、緊急性を考慮して早期に防災体制を見直すとしている

ことは評価できます。見直しに当たっては、個人個人の防災に対する備えと地域防

災の充実強化を主眼にまとめてほしいと思います。

その他意見としては、災害に対し、市民が安心して生活できるようにするために

は、行政の防災体制の充実はもとより、地域における防災体制の充実強化が重要で

す。地域防災として、十分その役割を果たすためには市の防災組織との連携は欠か

すことのできない重要な要素です。

また、地震発生時の道路の陥没やビル・家屋の崩壊により交通が遮断され、防災

活動ができなくなることが考えられます。これらに対する十分な備えが必要です。

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３点で、合計

８点です。

①については、評価する以前に数値の算出方法に疑問を持ちました。平成２１年

度と平成２４年度に行われた「和光市民意識調査」において、「日ごろから、防災対

策を行っている」という問いに対しての回答方法が異なりますので、平成２１年度

と平成２４年度の数値は比較できないと思います。②については、平成２４年８月

１日にくらし安全課は危機管理室に改編されましたが、昨年度の評価の記述とあま

り違いがありません。平成２４年度には和光市地域防災計画が変更されていますの

で、取組に対しての記載がほしいと思いました。

その他意見としては、広報わこうやホームページ等の情報媒体を活用し、あらゆ

る市民に対して自治会、学校、職場等にも、防災講演会やおとどけ講座などの市が

発信できる情報を、更に積極的に出していただき、市民への自助・共助について、

減災についての周知など警鐘を鳴らし続けていただきたいです。

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。

その他意見としては、市民の防災体制は、まず市の非常時における体制が確立さ

れていることが前提です。主要な市施設は電気やエネルギーの自立を図ってほしい



7

です。また、指令系統の重層化も大切です。それが出来てはじめて市が防災ステー

ションとなり、情報や指令の発信が可能となります。

また、自治会の備蓄倉庫の内容はそれぞれの自治会の判断に委ねられていますが、

市の備蓄で足りないものが分かれば、自治会でカバーできるのではないでしょうか。

あるいは、市の方から備蓄の指針があれば市と自治会の備蓄品のバランスが取れる

のではないでしょうか。

藤川委員

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。

全般的にはよくやっていると思います。①については、課題として、防災施設の

整備に関することが、定量的評価において触れられていないので、２点としました。

④については、二次評価でも指摘あるとおり、東日本大震災を受けて防災体制の見

直しは急務ですので、地域防災計画については将来見直すということでしたが、こ

のような内容の記述が不足していると思いますので、２点としました。

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。

その他意見としては、小学校の防災訓練に参加しておりますが、実際に災害が全

市で起きて、実際に各地で一度に活動を行うとなったらどうなるのかと感じました。

防災訓練はマニュアルに沿って行いますが、実際の災害時には、指導者不足などが

心配です。全体的には、東日本大震災の経験から、充実してきているとは思います。

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

８点です。

①については、外部評価に当たっての留意事項に「各指標について、単年度の目

標を実績は上回っていますか。内部評価の根拠となる理由は適切ですか。」とありま

すので、この視点に基づいて、内部評価に矛盾はないと評価しました。②について

は、外部評価に当たっての留意事項に「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。内部評価は課題を明確に特定し、適切に認識していますか。」とあり

ますので、この視点から考えますと、継続・積み上げ方式で成果を上げていく領域

は大きいですが、単年度ごとで目標としている取組別での目標水準への達成度合い

のカバー率が明示されていないので、担当課で意図された成果が市民には的確に伝

わらないのではと考え、１点としました。どいうことかと言いますと、先ほどのお

話では、おとどけ講座等のアウトリーチ型の活動を行っているということでしたが、

アウトリーチしていく時に、例えば自治会単位で見るとした場合、やられていると

ころとそうではないところがあります。こうした時に担当課としては、全ての自治

会で周知・啓発を行っていくべきという目標を立てているのか、それとも全ての自

治会で行うという目標を立てていないのかといった情報がなく、カバー率が示され
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ていないため、１点としました。③については、評価表の未達成事項と総合評価の

記載に矛盾はありませんが、他市との比較については根拠が示されていないので、

その分を差し引き、２点としました。④については、各取組の何が問題だったかと

いうと、評価表からは予算の問題だと理解しました。それに対しては、解決策とし

ての「国等の補助を活用する」という点が今後の方向性として上げられています。

ただし、補助金利用に付きまとう「自己負担分」の問題をどう解消するのか言及が

なく、実際の推進力をどのように担保するのか明確とは言えません。

その他意見としては、この補助金利用に関する「自己負担分」の問題は、担当課

単独の問題ではなく、市全体としての資源配分上の問題です。ですから、全庁レベ

ルの方向付けが重要で、それが「６．今後の施策の方向性（二次評価）」に記載する

内容として、今後検討されるべきだと思います。

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５２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「１２点」、「②取組内容の評価の妥当性」

は「１３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「１３点」です。これに伴い、評価結果は、「③総合評価の妥当性」について

は「①適正な評価が行われている」となり、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。

ここで、本日欠席の松田委員、中村委員、泉委員から評価シートの提出がありま

したので、報告いたします。

まず、松田委員の評価結果を報告します。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１点で、合計８点です。評価コメントは、「その他意見

として、災害は朝、昼、夜、深夜など発生する時刻は定まっていない。その対応に

ついて住民に周知を図ってほしい。」とのことです。

続いて、中村委員の評価結果を報告します。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。

続いて、泉委員の評価結果を報告します。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２点で、合計９点です。評価コメントは、「その他意見

として、施策の活動の成果・進捗を読むと、東日本大震災の教訓が生かされた防災

体制・消防支援体制の強化ができているようには思えない。特に防災体制の充実が

家具の転倒防止器具設置推進のみだけ、自主防災組織の活動を促進するだけで具体

的にどうするかがないのは安易すぎる。緊急性が高いものについて記述されている

ものだけなのかと疑問を感じる。」とのことです。

（イ） 意見交換
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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。

これまでの意見等を振り返ると、昨年度に比べると内容としては充実していたか

と思います。しかし、施策指標の表現方法や数値の算出そのものが、適切ではない

のではないかという指摘がありました。

また、色々努力されておられると思いますが、防災体制というのは、まず緊急を

要するものです。市内で自治会加入している方が約半分の状況で、自治会で防災訓

練している割合が「３７．３％」ということです。実施の災害時には本当に訓練通

りにできるのかということも疑問に感じますので、緊急的に地域防災組織が十分に

地域防災の役割を担えるようにする必要があるという内容も触れたいと思います。

また、東日本大震災がありましたので、すぐに計画を見直していかなければなら

ないという意見もありました。地域防災組織を充足し、いざという時に活動できる

組織にしていただきたいと思います。これは既存の組織に限らず進めてほしいです。

こういった内容をまとめたいと思いますが、他に意見はありますでしょうか。

長野委員

所管課の方が、よく頑張っていらっしゃるのが分かりました。ただ、地域におい

て防災対策を何もやっていないところに手を差し伸べて底上げするのか、頑張って

いる地域を更に活性化することで他への波及を狙っているのか、また地域防災未組

織の地区についてどうするかといったターゲットを絞った活動や方向性が出てこな

かったことが残念です。啓発をするということよりも、ターゲットを絞って、どう

働きかけていくかということが重要になります。このままだとリスクが集中する地

区と、ソフトもハードも安心という地区の格差が生じてしまいます。

金子部会長

自治会の加入者がどんどん減っていますので、自治会を地域防災組織にするとい

うことだけでいいのでしょうか。他市では、自治会と地域防災組織を別にしている

ところや、指導者については自治会長と防災の指導者を区別している場所もありま

す。また、防災訓練実施率が３７．３％というのは少ないです。地域の防災組織を

充実させることが重要だと思います。

関口委員

自主防災組織というのは、自助に当たるのでしょうか。それとも、共助に当たる

のでしょうか。

金子部会長

私は、自助というのは個人の防災、地域防災組織は共助と考えています。市の組

織と共助である地域防災組織との連携が重要だと思います。

藤川委員

今後の取組において、新しい情報も入ってきますし、関心のある方が多方面にい

ますので、計画自体の見直しを先行して進めていただきたいと思います。基本的に

は、行政の役割は啓発、インフラの整備、消防団の充実と明確です。これらの施策

を進めることが必要ですし、自治会加入率が低く、同時に防災訓練の実施率も低い
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とのことですので、力を入れていってほしいと思います。

梅沢委員

市の体制について、昨年の外部評価で質問をした際には、和光市ではプレート型

の地震ではなく震度６程度の直下型地震を想定していて、３日間の備蓄があればと

いうお話だったと思います。東日本大震災については、和光市では、火災や倒壊が

ありませんでしたが、被害が発生した時に、市の指令系統といった体制が本当に機

能するのか不安です。

なぜかと言いますと、私は東日本大震災の時に、様々な場所を見て回ったのです

が、情報ステーションが重要だと感じました。市が情報ステーションとしての機能

を果たせるのだろうかということが気になっています。

金子部会長

市の防災活動がどのくらいできるのかということですが、市内に職員が住んでい

なければ、すぐに防災活動に従事できません。防災活動ができる環境が整っている

のでしょうか。また、市の指令塔としての機能はどうなっているのでしょうか。例

えば、市長が不在の際に副市長が代わるなどの体制がとられているのか、また、防

災活動について、市内に居住している職員と居住していない職員とを区別して体制

を整備しているのかというところに疑問を感じています。

長野委員

この調書は誰が読むのかということが引っかかっています。市民が読むというこ

とを前提すると、市民は何が何人分備蓄されているのかを、この調書から成果とし

て知りたいと思います。市民にどれくらい安心してもらっていいのか、説明してい

くことが必要だと思います。備蓄については、どうなっているなどあれば、市民も

安心すると思います。体制を強化していくということが、何を示しているのかが、

この調書からは分かりません。

金子部会長

市の備蓄と地域の備蓄を区別して、市で何を備蓄し、地域で何を備蓄するべきか、

ということの情報発信をしていません。市民が安心できる体制の整備が必要です。

何を自助、共助するべきか体制について市で整理してほしいです。

長野委員

そのためには、その情報をお互いに把握していることが前提になります。絶えず

確認していくということで、安心につながっていくと思います。

梅沢委員

自治会に補助金を出しているのなら、自治会で何をどのくらい備蓄しているか把

握するべきです。自治会においても、何をどれだけ備蓄していると把握することが

できます。

関口委員

備蓄品のうちの食糧については、賞味期限で破棄していることもありますので、

継続して確認する必要があります。

金子部会長

それでは、災害時の市の体制について、また市と地域との連携や連絡・調整につ

いても加えて、部会の意見としてまとめたいと思います。
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オ 評価結果のまとめ

金子部会長

評価点数は５２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、「市は、災害時に司令塔としての機能を発

揮するための緊急体制の整備が必要である。さらには、市は、地域の防災活動の中心

となる地域の防災組織との連携が重要となることから、緊急時において地域防災組織

と連絡・調整ができる体制を整備することが必要である。また、備蓄品については、

市としての備蓄状況を市民に明らかにするとともに、地域防災組織の備蓄品との調整

を図るなど、市民が安心できる備蓄体制とすることが必要である。」とします。

② 施策５５ 地球温暖化対策の推進

ア 施策評価表に基づく施策概要の説明

所管課（環境課、総務課）が、資料１に基づき説明。

イ ヒアリング

藤川委員

事前質問しました屋根貸し事業について、８月頃に事業者選定の予定とのことです

が、対象施設はどのくらいありますでしょうか。また、事業者については、現在どの

くらい応募ありますか。事業者との意見交換や要望、現在の状況をお聞かせください。

所管課

当事業については、総務課から回答させていただきます。対象施設は、当初２０施

設を抽出しましたが、諸条件から最終的には５施設を予定しています。また、６月末

から７月に公募要綱を作成して公募を行っていきますので、公募開始の後、応募があ

ると予定しています。

藤川委員

５施設というのは、どういった施設になりますでしょうか。

所管課

総合体育館、文化センター、市庁舎の隣の議事堂、大和中学校の体育館、勤労福祉

センターになります。小学校は条件が合わず、見送りとなっております。

長野委員

構成事業の今後の方向性について、優先度評価がありますが、事務局からの説明で

は、施策の中でのＡ、Ｂ、Ｃの優先度を決めると聞いています。二次評価では全てＢ

の評価になっていますが、優先度判断をしないと判断したことになっていますがどう

いうことでしょうか。

所管課

事業の継続性があることと、予算の関係がありますので、改善しながら継続してい

くということで、全てＢ評価にしました。

長野委員

必ずＡ、Ｂ、Ｃと優先度を設定するという当初の説明でしたので、特別な理由があ

るのかと感じましたので質問しました。

もう１点質問ですが、施策評価表「４．これまでの取組に関する施策全体の総合評
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価」の記載内容は、総合振興計画上の目標のあり方を見直すべきだと書いてあると理

解しました。これは、施策としての転換を図るということの公式見解と考えていいの

でしょうか。また、新しい目標を設定するということについて、取組内容がどれだけ

修正された目標に対して貢献するのかという点を、この評価表から判断しうるべきな

のか、それとも新たな目標は具体化されていないので、判断する必要がないのかとい

うことについて、お聞かせください。

所管課

地球温暖化対策の啓発については講習等をやってきていますし、省エネルギーや温

暖化といったことへの需用があることは分かっていますが、実際的には、ビジネスス

タイル、ライフタイルの諸条件がある中で、事業推進が難しい状況です。講習等への

参加も少なく、こういった開拓も必要だと考えています。また、新エネルギーという

点については、太陽光の発電の補助をやっていますが、それにプラスしたものが何か

ないかと、補助制度を変えていかなければならないと考えており、このような考えか

ら評価表に評価を記載しました。

金子部会長

質問ですが、地球温暖化対策について、施策の対象は、市民団体、事業者、市職員、

市民となっており、市民まで対象にしていますが、市民への対策は何を考えているの

でしょうか。

所管課

第二次和光市環境基本計画に市民も含めて進めていくということを定めています。

具体的にどう進めていくかということですが、環境づくり市民会議という会議があり

ます。こちらは、自ら研究して、５０程度の施策を行う団体です。市民が自ら掲げた

取組を市に代わって行うことに対して市は支援していくということです。

また、今年度、温暖化対策委員会という市民組織を設立して、活動していただいて

いるという状況です。

市民への施策としては、市民が太陽光発電パネルを購入する際の５万円までの補助

を行っています。啓発については、環境講座等を開催し、省エネルギー意識の高揚を

図り、市民及び市民団体への働きかけも行って、施策を進めています。

金子部会長

施策指標①「太陽光発電買取契約件数」がありますが、自宅の太陽光発電以外で、

屋根貸しについてもその補助をしているのでしょうか。

所管課

屋根貸しについては補助を実施していません。

金子部会長

公共施設以外の民間の屋根貸しは実施していますか。

所管課

公共施設以外には、実施していません。

藤川委員

太陽光発電システム設置補助交付件数が平成２４年度６０件というのは、希望者全

員でしょうか。それとも予算の関係で打ち切ったのでしょうか。

所管課
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予算が３００万円のところ、１件上限５万円となっていますので、そこから６０件

の実績になっています。実際には、１１月の時点で予算の枠に達しましたので、その

時点で打ち切ったということです。

藤川委員

今年度の見込値８５件は予算上可能ということでしょうか。

所管課

今年度４月から、太陽光と併せて省エネルギー機器の補助として別に予算２００万

をとりまして、これによって、８５件見込んでいるということです。

藤川委員

省エネルギー機器の補助というのは自治体として珍しいのではないでしょうか。

所管課

他の自治体も行っておりまして、補助額も他自治体の方が多くなっています。

金子部会長

太陽光以外の省エネルギー機器というと、エネファームといったものでしょうか。

所管課

一番の主力としているのが太陽熱温水器です。これは１件につき１０万円を予定し

ています。また、エコキュート、エコウィル、エネファームも１件につき５万円を補

助していきます。

加藤委員

太陽光発電システム設置補助金の交付の件数ですが、累計でどのくらいになるので

しょうか。

所管課

平成２２年度からこれまでに補助申請は１７７件があり、補助額合計約１，２００

万です。

金子部会長

施策指標①「太陽光発電買取契約件数」は平成２４年度実績５０１件ありますが、

今の説明の件数との差は何でしょうか。

所管課

市の補助を受けられないで、自己負担や国または県の補助を受けて設置された方の

分も含まれた件数が５０１件ということです。これは、東京電力と余剰電力の買取契

約をしている推計値になります。

関口委員

市民への関心度の向上ということで緑化まつりをしていますが、市民の関心度はど

うでしょうか。

また、一課一提案が建築課から出されています「エコドライブ」の効果はどうでし

ょうか。

所管課

緑化まつりは先月実施しました。環境づくり市民会議が作成されました太陽光発電

関連の展示を市民ホールで行い、啓発を図ったところです。

また、エコドライブではないですが、アイドリングストップの啓発をホームページ

でしているのですが、実際には難しいと思います。
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梅沢委員

新エネルギー導入といっても、太陽光はもう新エネルギーとは言えないのではない

かと思います。市でコストパフォーマンスに優れた先進的なものを導入することが一

番の啓発になると考えていますが、新エネルギーで注目しているものは他にあるので

しょうか。私としては、一番有望ではないかと思えるのは東北大学の小濱教授が研究

開発しているマグネシウムではないかと考えています。

所管課

和光市で、市が実施でき、かつ市民にできる身近なものとしては、太陽光、太陽熱

と考えています。普通の住宅で使えるのが太陽光で、それに対する補助が有効だと考

えています。それ以上のものについては、現在計画はない状況です。

金子部会長

地球温暖化の中で、電気の関係は、大きな要素を占めています。かなり注目されて

いるものに、開発されているスマートメーターがあります。家庭につけることで、省

エネ効果があり、かなり節電できると聞いていて、それによって二酸化炭素排出削減

効果があると聞いています。太陽光だけではなく、他のことについても研究されて、

活用していただきたいと思います。

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

（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。

④について、これまでの取組などから判断すると、その方向性は妥当だと思いま

す。ただし、住宅用太陽光発電システムの補助については、お金がかかることです

ので、コストに対する効果には疑問があります。省エネルギー対策による効果は大

きいですから、今後の方向性に、もっと省エネルギー対策について入れてほしいと

思います。

その他意見としては、市民生活に対する省エネルギー対策について、市民を取り

込んで進めたらいいと思います。省エネルギー効果が大きいと期待されるスマート

メーターの導入について検討したらいいのではないかと思います。

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２点で、合計

１１点です。

④については、私は地球温暖化防止対策委員会に参加しており、その中で「和光

らしさ」「和光で何ができるか」ということに悩みました。方向性においても、もっ

と市として何かしていくということを言ってほしいと思いました。例えば、建築課
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の一課一提案「エコドライブ」等、他の所管課とシームレスに連携し、施策の方向

性を示していただくと、より今後の施策の展開につながると思います。

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。

①については、市における買取件数が確実に伸びていて、普及促進が図られてい

ます。②については、太陽光発電システム設置補助事業を第３四半期で予算額に達

し、平成２５年度からは新たな補助要綱に基づく補助金の交付を決定され、太陽光

発電システム、省エネルギー機器に対して予算が微増しています。③については、

地球温暖化対策と二酸化炭素削減については、因果関係はほとんどないと思います

ので、分けて考えるべきだと思います。

その他意見としては、再生可能エネルギーに興味を持ってチェックしてきました

が、一番有望ではないかと思えるのは東北大学の小濱教授の研究開発するマグネシ

ウム発電ではないかと思うようになりました。無尽蔵で安価、二酸化炭素排出も少

なく害がほとんどないです。

市でもいろいろ研究していると思いますが、再生可能エネルギーを導入する場合

はコストパフォーマンスに優れた先進的なシステムを導入してもらいたいです。こ

のことが最も市民への啓発活動になると思われます。

藤川委員

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。

地球温暖化対策というのは大きなテーマですが、市として全般的にはよくやって

いると思います。④については、今までやられた施策を充実させていこうというこ

とだと思います。昨年も理化学研究所の協力を得てという意見がありましたが、市

の独自の「和光らしさ」の対策が必要だと思います。

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。

④については、評価表の記載内容が分かりにくかったです。

その他意見としては、太陽光発電システムの補助金については、評価表を見ると

職員１名充てていて、その人がどういう仕事をしているのか疑問に感じました。ま

た、「地球温暖化対策の啓発」の事業では、１６万６千円の予算があり、４年生の作

文などやっているようで、小学生に説明していくことは大切なことだと思いますが、

いかにエコに近づけていくことが重要だと思います。補助金を出しているわりに、

どういう成果があがっているのかが分からないのは残念です。私自身も太陽光発電

を自宅で始めましたが、使用を開始して１年くらいでデータを市から求められまし

た。もう少し随時データを集めてもいいのではないでしょうか。

長野委員



16

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、指標の実績値からの判定には矛盾はありませんが、何を持って「や

むを得ない状況」としているのか分かりません。②については、外部評価に当たっ

ての留意事項に記載の「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。

内部評価は課題を明確に特定し、適切に認識していますか。」という視点から考えま

すと、成果と進捗は問題なく記述されていて、現状の課題等の記述も相対的には充

実しています。しかし、中核を占めている啓発の効果が測定され表示されることで、

より一層、成果が的確に説明されると思います。③については、外部評価に当たっ

ての留意事項に記載の「近隣他市と比較した当市のサービス水準の判断は適切です

か。内部評価の根拠となる理由は適切ですか。納得のできる内部評価ですか。」とい

う視点から考えると、大きな矛盾はないと判断しました。④については、外部評価

に当たっての留意事項に記載の「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。施策目的の達成が可能な方向性ですか。また、施策目的に向かっ

た方向性となっていますか。」という視点から考えると、未達成事項の遂行に対して、

記載内容は一定の貢献をすると考えられますが、評価表「４．これまでの取組に関

する施策全体の総合評価」で示されている総合振興計画上の目標の修正を提起する

新たな目標像に対して、書かれている解決方策がどれだけ貢献できるかは判断可能

な情報が記述されていません。自ら新しい目標を提起するということは、自発的な

政策開発になるので、いいことだと思います。

その他意見としては、構成する事務事業の今後の方向性について、２次評価では

「Ａ」判定がなく、全て「Ｂ」となっています。施策内での優先度を付けることを

評価ルールとして事務局から説明をされていますが、あえて施策判断をしないとい

うことでいいのか疑問に感じました。

所管課

太陽光発電の成果について申し上げなかったので補足しますと、温室効果ガスに

ついて平成２０年から２４年までで、計算上総削減効果２３９トンとなり、ブナ林

で換算すると樹林公園の２．５倍ほどとなっています。

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５７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

５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「１

５点」、「④今後の施策の方向性の妥当性」は「１２点」です。これに伴い、評価結

果は、「④今後の施策の方向性の妥当性」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」、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。

ここで、松田委員の評価結果を報告します。①「指標の達成度の妥当性」は２点、
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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。評価コメントは、「その他意見

としては、市民への広報が少ないので、例えば、市庁舎受付の上部に電光ボードを

設置して市内の太陽光発電状況や二酸化炭素削減量を表示するなどしてほしい。」と

のことです。

続いて、中村委員の評価結果を報告します。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３点で、合計９点です。

続いて、泉委員の評価結果を報告します。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。評価コメントは、「その他意見

として、地球温暖化について全市をあげてのストップ温暖化大作戦といったキャン

ペーン活動が不足しているように感じる。経済的インセンティブを考慮した太陽光

発電への対策もいいが、緑を取り入れた屋上緑地化、緑のカーテンなどへの補助も

あってもいいのでは。」とのことです。

（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。

これまでの意見では、対策については、太陽光発電に限らず、幅広い新しい対策

方法を検討、進めてほしいという意見がありました。

また、地球温暖化対策という大きなテーマについて、市の規模で対策できるのか

疑問にも感じます。もちろん、市の施設そのものや市の職員が省エネルギーを図る

ことは必要ですが、地球温暖化対策というともっと広く考えなくてはなりませんの

で、市としては、やはり啓発が中心となるという意見がありました。

また、新エネルギーの導入、省エネルギーの効果のあるものの導入の検討をして

ほしいという意見がありました。スマートメーターは効果があると聞いています。

藤川委員

経済産業省がスマートメーターの補助を実施していますが、エネルギーの消費量

を知ることにより、各家庭での意識が変化して、省エネルギーの効果が出るという

ものです。

金子部会長

スマートメーターについては、コンピュータ制御しますので、自動的に使用を調

整します。これによって、ピークを抑えます。また、意識が変化して使用を節約す

るようになります。

ですから、省エネルギー対策を広く進めてほしいと思います。

藤川委員

市の財政規模で大きなことをするには、限界があると思います。

金子部会長

やはり、市の役割は啓発だと思います。それとマグネシウムという話がありまし
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たが新技術の導入の検討や個人の家の節電といった取組を進めてほしいです。

藤川委員

昨年度の外部評価時には屋根貸しの取組はなかったですので、進んできているの

だと思います。

長野委員

市としてできることを考えた場合、まず、公共施設のエネルギー効率を上げてい

くことが考えられます。この中で、市でどこがエネルギーを使っているかというと、

ごみ焼却場や上下水道の施設が考えられます。ごみ焼却場の焼却炉の耐用年数がそ

ろそろと伺っていますので、インフラの更新に併せて、長い目で見たら省エネルギ

ー対策を検討することが必要で、ここを提言するのがいいのではないでしょうか。

小学校建設の話もありますので、環境性能を設計に入れていくなど、これは市が頑

張ればできることではないでしょうか。

また他に市レベルとしてやられることとして、広い意味でラベリングがあります。

つまり、環境性能についていいものをほめて、導入を促していくというやり方です。

建築許可を出す中で、環境性能を検討してもいいと思います。また、北口の開発で、

大規模建築があると思いますので、ラベリングで誘導していくということも検討が

必要ではないでしょうか。

実際には、和光市は地下鉄の発着箇所がありますので、そこで、エネルギーを大

きく使用すると思いますので、これによって左右はされるとは思います。

しかし、市としてできることとしては、公共施設のエネルギー効率を上げること

とラベリングの二つではないかと思います。

金子部会長

啓発できるものとして、ビルの緑化をすることで冷房効果を高めることが考えら

れます。また、新築の際に太陽光等の設備を付けたり、外側断熱したエコ住宅にす

ることを推進していくために、啓発するということがいいのではないでしょうか。

梅沢委員

ごみ焼却場のインフラ更新においては、可能性がありますので、コストがかかっ

てもいいものを使ってほしいです。

金子部会長

１日１００トン以上焼却できれば、そのエネルギーを使ってごみ焼却をすること

もでき、採算性がいいと聞いています。

事務局

６０トンを焼却する炉が２つありますが、実際はごみの量も減っていますので、

交互運転している状況です。

金子部会長

どちらにしても検討いただきたいと思います。では、先ほどの意見に加え、ごみ

焼却場などのインフラ更新の際に、発電施設設置などの省エネルギー対策を検討し

てほしいという内容も加えたいと思います。

オ 評価結果のまとめ

金子部会長

評価点数は５７点で、評価結果は「①適正な評価がおこなわれている」となります。
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また、点数評価以外の部会の意見として、「地球温暖化対策という大きなテーマの中

で市として可能な取組は限られている。その中で、市としての役割は市民への啓発で

あり、更なる啓発に努めてほしい。その際、現在、新エネルギー導入の促進のために

実施している太陽光発電システムなどのほか、市が行える取組としては公共施設の省

エネルギー化があげられる。このため、現在市が検討している公共施設の屋根を利用

した太陽光発電施設のほか、清掃センターなどの市有の施設のインフラの更新に併せ

て発電施設を設置するなど、インフラ施設の管理整備の際に省エネルギー対策を検討

する必要がある。新たな技術が開発されている現状を踏まえ、新技術の補助等の拡大

も検討し、各家庭等での普及に努める必要がある。」とします。

その他

① 重点プラン対象外の施策におけるヒアリング実施施策の選定

金子部会長

第４回会議から第６回会議に外部評価を行います１０施策について、ヒアリングの実施

する施策を３施策選定したいと思います。

事前に１０施策の施策評価表が配付されていたかと思いますが、いかがでしょうか。ヒ

アリングの実施を希望する施策について、ご意見ありますでしょうか。

なお、ヒアリングの目的は、なぜ内部評価ではその評価としたのか、施策評価表だけで

は分かりにくい施策について、ヒアリングを実施することで外部評価の精度を上げること

です。

＜意見交換結果＞

ヒアリング実施施策については、施策８「都市計画道路の整備」、施策９「計画的な公園

の整備と維持管理の充実」、施策５２「鉄道・バスの利便性の向上」、施策５９「ごみ減量・

リサイクルの推進」とする。なお、施策８及び施策９については、所管する都市整備課に、

両施策合わせて２０分としてヒアリングへの出席を求める。

また、ヒアリングの実施は、３回会議にそれぞれに振り分けるという方法で行い、順番

については、事務局で検討をする。

② 次回の会議日について

事務局から、次回の会議の日程（８月２３日（金））について、連絡した。

４ 閉会


