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和光市総合振興計画審議会第３回会議（安心部会） 会議要旨

開 催 日：平成２５年６月２４日（月） 午後１時３０分～４時１０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： 荒木保敏部会長

３号委員（市内公共的団体の役員）山田智好、佐々木元子、野宗玲子

４号委員（知識経験を有する者）宍戸博、花輪宗命

（松永委員は評価表提出により参加）

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３２ 多様な保育サービスの推進

· 施策３６ 高齢者の生きがいと社会参加への支援

· 施策５０ コミュニティづくりの推進

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３２ 多様な保育サービスの推進

ア 施策評価表に基づく施策概要の説明

所管課（こども福祉課）が、資料１に基づき説明。

イ ヒアリング

佐々木委員

施策指標のうち「保育園待機児童数」及び「子育て環境が十分であると感じる市民

の割合」について、平成２３年度及び平成２４年度の目標値と実績値が一致している

のはどういうことでしょうか。

荒木部会長

この数値によって、評価が変わってきますので、回答をお願いいたします。

所管課

実績値は、正しいですが、平成２４年度の目標値は記載の誤りです。なお、平成２

５年度の目標値については、正しいです。

荒木部会長

昨年度の施策評価表を確認しますと、施策指標①「保育園待機児童数」の平成２３

年度の目標値は６１、平成２４年度の目標値は４５です。目標値４５に対し実績値は
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７０ということで、これに基づいて本日評価をしてください。評価表の記載に当たっ

ては、誤りのないようにお願いします。

また、施策指標③「子育て環境が十分であると感じる市民の割合」については、平

成２３年度に市民意識調査を実施していないということではないのはないでしょう

か。こういった場合は、標記の仕方も「－（ハイフン）」にするといった統一が必要

だと思います。

山田委員

平成２７年度待機児童「０」という目標値については、どうでしょうか。達成でき

そうなのでしょうか。

所管課

昨年１０月に定員６０人の里仁育舎と今年の４月に定員７０人の諏訪ひかり保育

園を開園し、その他の保育園でも定員を増やしました。しかし、平成２４年度待機児

童数が７０名だったものが、現在３９人となっており、まだ３１人の減少にとどまっ

ていますので、潜在的保育ニーズがあるということだと考えられます。この保育ニー

ズについて、子ども・子育て支援会議のニーズ調査で把握して、潜在保育ニーズと将

来推計から保育園の整備をし、待機児童の解消を図っていきたいと考えています。

荒木部会長

近年７園の開設、定員を４００人増加させるなど、努力されていると思います。人

口増加や女性の社会進出などがありますが、和光市については子育て支援が充実して

いますので、それによって和光市に引越ししてくる人もいるのではないかと考えられ

ます。和光市では保育園、保育クラブ、子育て支援センター等、子育て環境が充実し

ていて、これだけの努力をしていますが、おそらく「０」に近づけるのは難しいので

はないのでしょうか。

子ども・子育て支援新制度の導入に伴い待機児童の施策も変化するとのことですの

で、このことについてお聞かせください。

所管課

子ども・子育て支援新制度は平成２７年度から施行されていくため、これに向けて

今年度ニーズ調査を予定しています。この調査は、０歳から５歳児までの子どもがい

る２，０００世帯、幼稚園に子どもが通園している約１５００世帯及び妊婦の方３０

０人にニーズのアンケート調査をします。調査結果については、子ども・子育て支援

会議の中で、分析、議論をして計画を作成していきたいと考えています。子ども・子

育て支援会議は平成２５年度中に４回開催を予定しています。この会議の中では、和

光市内のどの地域にどのようなニーズがあるのか、またそのニーズを充足するために、

どういった子育て支援制度が必要なのかを検討し、待機児童対策だけではなく、子ど

もがより良く健全に成長するため、子育て支援、保育及び教育といった総合的な計画

にまとめていきます。

また、現在、家庭保育室に入ってて認可の施設への入園を待っている方は、このよ

うな方は待機児童ということになりますが、今後は家庭保育室のような地域型の施設

も市が認可していくという仕組みになっていくとのことですので、待機児童の定義も

変わっていくと思います。

荒木部会長
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現在の待機児童の定義の確認ですが、家庭保育室は現在認可の施設ではないので、

家庭保育室に入っている方で認可保育園への入園を希望する方は待機児童というこ

とになりますか。

所管課

市の基準では、認可保育園に入園できるのを待っている方というのが待機児童の定

義になりますので、この基準では家庭保育室に入っている方も待機児童となります。

一方で、国の基準では、認可保育園に入園できず、父母が保育している場合、その

他幼稚園等の保育施設に預けている場合、３歳以上で家庭保育室に入室している場合

が待機児童となります。この基準では待機児童は３９人となっています。

宍戸委員

施策評価表に記載の保育園待機児童数７０人は国基準で、事務事業評価表に記載の

市内待機児童数２１０人が市基準ということでしょうか。

所管課

そうです。

花輪委員

山田委員の質問は、実績値から考えると、平成２７年度に待機児童を「０」にする

というのは可能かどうかということでしたが、どうでしょうか。

所管課

「０」が可能かどうかということについては、現在の待機児童数を考えるならば、

保育園の定員拡大等で実現することはできると思いますが、女性の社会進出に伴い、

新たに増えるニーズについては、分からない部分があります。

実際把握しているところでは、０～５歳児の人口に対する幼稚園や保育園等に通っ

ている人の比率は、平成２１年５５．３％だったものが平成２５年６０．８％となっ

ています。その中で、幼稚園の数はほぼ横ばいという状況なのですが、保育園を希望

する方が増えてきています。保育園に預けられたら、社会進出したいというニーズが

あるということだと考えられます。このニーズを把握するために、今度調査をしたい

と考えています。

荒木部会長

ニーズ調査の結果を受けて、目標値を精査していただきたいと思います。

また、課題として「基地跡地利用計画の中でこども総合施設建設の建設用地を取得

する予定となっているが、用地取得は難しい」と記載がありますが、公立の幼稚園が

ないですので、やはり基地跡地利用計画のとおり進める必要があるのではないのでし

ょうか。

所管課

平成２７年度に向けて一番の課題となるのが幼稚園だと考えています。現在、幼稚

園に在園されている園児約１，５００人のうち、その半数が市外の幼稚園に通園され

ていまして、これに関するニーズを把握するのが、課題だと認識しています。

荒木部会長

ニーズもあると思いますし、子ども・子育て支援新制度の中に認定こども園のこと

がありますので、やはり検討が必要だと思います。

宍戸委員
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０歳～１歳児の待機児童の状況はどうでしょうか。

所管課

待機児童のほとんどが、０歳～１歳児という状況です。３歳～５歳の待機児童は少

ないのが現状です。

荒木部会長

質問が３点あります。まず、保育クラブについて、市長マニフェストで学童保育の

時間延長というのがあります。今後どのような予定でしょうか。

次に、保育クラブについて、児童福祉法の改正に伴い平成２７年度から小学校６年

生まで拡大という話もあり、現在でも支援児童については小学校６年生まで受け入れ

ていますが、支援児童について中学生までの受け入れ拡大という計画があるかどうか

お聞かせください。

最後に、事務事業評価表の保育クラブ受入児童数について、平成２７年度目標値が

定員ということでしょうか。

時間内でお答えできる範囲でお聞かせください。

所管課

まず、保育クラブの時間延長については、現行７時までの延長を行っていますが、

都内に通勤されている方など７時までの延長でも迎えに間に合わないという意見も

伺っています。また、夏休み等については、受入開始時間も早めてほしいという意見

もあります。今年度ニーズ調査をして、更に時間延長が必要かどうかを検討していく

方向です。

次に、保育クラブの受け入れ年齢の拡大については、法改正に伴い平成２７年度か

ら小学校６年生までとなっています。和光市では現行でも障害を持っている児童につ

きましては、５、６年生でも受け入れています。これが全体に拡大することになりま

すが、どれくらい希望される方がいるのか分かりません。先ほどのニーズ調査の中で、

ニーズを把握して進めていきたいと考えています。なお、中学生までの受入拡大とい

うことについては、現在は計画に含まれていません。

荒木部会長

支援児童が中学生になってからの居場所がなくなるのが現状です。ぜひ検討してい

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

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。

山田委員

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３点で、合計

９点です。

①については、これまでの待機児童の推移を見ると、平成２７年度「０」は厳し

いと思いますが、努力してほしいです。②については、民間保育園の誘致を積極的
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にしてほしいです。③については、待機児童解消に向けて更なる努力を望みます。

④については、質の高い保育ができるよう期待して３点と評価しました。

その他意見としては、子育て支援マンションの活用を検討してほしいと思います。

佐々木委員

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、数値が間違っている内部評価を外部評価するというのは困りまし

た。平成２４年度目標値４５とすると目標を大きく下回っていますので 1点としま

した。④については、待機児童解消になっていませんが、横浜市の待機児童対策の

事例も見ますと、和光市だけでは限界なのかと感じます。広域での対策なども視野

に入れて対策してほしいです。行政サービスとしては、待機児童０を目指すべきだ

と思います。

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、目標値と実績値が評価の基準になりますが、その目標値に誤りが

ありました。これに基づいて内部評価をしていたということで、正しい評価がされ

ているか疑問です。また、この内部評価に基づいて外部評価をするのは困難です。

③については、｢Ｂ｣評価となっていますが、「Ｂ」評価とは言い切れません。課題解

決については難しいと思いますが、順調とはいいづらいです。市民はもっと厳しい

目で見ていると思います。④については、目標と実績を正しく認識した上での今後

の方向性となっているのか、再確認が必要だと思います。

その他意見としては、取組内容①の課題に「現在入所中の児童の保護者の中には

入園時と就労形態や家庭状況が変化した者がいることから、待機児童解消策の一つ

として、小学校入学まで継続して保育園を利用できるシステムを見直し、保育解除

についても、検討を進める必要がある。」とありますが、子どもにとって、保育環境

の継続性は大切で、子どもの最善の利益を考慮して検討するべきだと思います。

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２点で、合計

７点です。

①について、目標に向けて努力されているように思われますが、ニーズの変化に

実績が追いついていないと思います。②については、取組内容の成果、進捗状況で

はなく希望する目標が評価表に書かれていて、評価となっていないと思います。③

については、保育需要の動向が計画の予想値と乖離していると思われます。④につ

いては、現状把握ができていないことを踏まえると、妥当性があるか判断できない

部分があります。

その他意見としては、施策評価表のデータ記入が杜撰で、評価が難しいです。評

価対象の目標値はしっかりと正確なものを記入してほしいです。
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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、目標値が不明確で評価が困難でしたが、増大するニーズに対して

は一生懸命対応されていると思います。②については、民間保育園の誘致などの努

力を評価しました。④については、子育て支援は大きな問題で、平成２７年度待機

児童「０」に向けて頑張ってほしいです。

その他意見としては、目標の設定について、不明確のようですので、資料作成に

当たっては記述の指導等を担当部署は行ってほしいです。評価そのものの妥当性に

大きく影響します。

荒木委員

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

１０点です。

次世代行動計画に基づいて多様な保育サービスが充実していて、全体的に質が高

い状況が継続されています。全国調査でも最高の評価を得ています。保育関係を長

く担当していましたので、よく理解していますが、この評価は妥当だと思います。

①については、民設保育園の誘致を行い、待機児童の減少の努力が見られます。

やはり、保育サービスの質が高く、それによって、和光市に転入してくる方もいて、

新たな保育ニーズが発生していると思います。

事務局

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。

③については、「待機児童解消につながっていない現状で、ほぼ順調に進んでいる

とは思えない。」とのことです。

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６０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「１３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「１５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、「④今後の施策の方向性の妥当性」

は「①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

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



7

があればまとめていきたいと思います。

これまでの意見を再度確認しますと、まず、施策指標の目標値と実績値が同値に

なっているという指摘がありました。実績値に合わせ目標値を修正していることが

考えられます。施策指標の達成度は目標値に対して実績値がどうかということを記

入し評価するものですので、目標値をその都度修正することは適切ではありません。

ですから、適切な目標値の設定をしていただきたいという内容でした。

次に、子ども・子育て支援新制度が平成２７年度に実施されますが、この新制度

では待機児童解消の取組のほか、認定こども園について進めることとされています

ので、公設幼稚園のない当市では、認定こども園についての検討をするべきだとい

う意見がありました。

次に、保育クラブについては、６年生までの対象拡大が予定されていますが、支

援児童が小学校を卒業した後の居場所づくりとして、中学生までの対象拡大を検討

してほしいという意見がありました。

そして、全体としては待機児童対策としては積極的な取組を実施していますが、

目標となっている待機児童「０」を目指し、対応を検討してほしいという意見とな

りました。

これらの内容を部会の意見としてまとめたいと思いますが、加えるべき意見は他

にありますでしょうか。

野宗委員

平成２７年度から「子ども・子育て支援新制度」が実施され、これに向けてニー

ズ調査を行うということなので、この調査結果を受けて、目標値等を精査してほし

いと思います。

荒木部会長

それでは、今後のニーズ調査の活用についても意見の中で触れたいと思います。

オ 評価結果のまとめ

荒木部会長

評価点数は６０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、「当市の待機児童対策としては、民設保育

園の誘致により受け入れ定数の拡大を図っており、今後についても積極的な取組を実

施していくという方向性は評価できる。施策指標については、目標値と実績値が同値

となっている。これは、施策評価表を作成する段階で、目標値を実績値に合わせ修正

していることが考えられる。施策指標の達成度については、目標に対して活動の成果

を実績値として記入し評価するものであるため、目標値をその都度修正することは不

適切である。施策評価の趣旨を理解し、適切な目標値の設定をしていただきたい。ま

た、平成２７年度からは子ども・子育て支援新制度が実施される。今後のアンケート

調査などを活用し、待機児童を「０」としている目標への対応を検討していくことが

必要である。また、この新制度では、待機児童についての取組の他、認定こども園の

普及を進めることとされている。公設幼稚園がない当市の現状においては認定こども

園の設置を検討するべきである。また、保育クラブについては、６年生まで対象の拡

大が予定されている。その際には、支援児童が小学校を卒業した後の居場所づくりな
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どについても合わせて検討する必要がある。」とします。

② 施策３６ 高齢者の生きがいと社会参加への支援

ア 施策評価表に基づく施策概要の説明

所管課（長寿あんしん課）が、資料１に基づき説明。

イ ヒアリング

野宗委員

施策評価表の２「施策指標の達成度」の評価の理由に「質的な効果（健康意識への

高まり等）については一定の効果が認められている」とありますが、どういう点を根

拠にして、効果が認められていると評価しているのでしょうか。

所管課

介護予防ケアマネジメントを実施していますが、改善率が平均４３．２％というデ

ータがあります。支援事業の実施により、改善が図られていることからも、健康意識

が高まっていると判断しました。

荒木部会長

健康診査の受診率については、近隣３市と比べて高い水準にありますでしょうか。

所管課

現在は近隣３市の数値を持っていませんので、お答えできませんが、補足として、

健康診査については、対前年で人数を比較すると、集団検診では３０％程度の伸びが

ありますので、後期高齢者においても健康意識の向上が図られていると考えられます。

宍戸委員

３０％程度の伸びがあるということですが、評価表のどこに記載がありますでしょ

うか。事務事業評価表「後期高齢者医療」の「健康診査受診率」の数値については下

がっています。

所管課

評価表に３０％程度の伸びについての数値を指標として掲載していません。現在ご

説明した数値は集団検診の人数で算出した数値になります。評価表に記載している数

値は割合で算出した数値となっています。

宍戸委員

施策指標としては、健康診査受診率を設定していて、半分の方は受診してほしいと

いう目標設定だと思いますが、これまでの経緯を見ると難しいと感じます。どのよう

に達成しようと考えていますでしょうか。

荒木部会長

健康意識が高まっていると思いますので、継続的に努力していただければ、目標に

近づいていくかと思います。

では、別の質問になりますが、平成２４年度外部評価結果の反映について、「要介

護認定人口が減少しているという成果を表す新たな指標について、今後設定を検討し

てほしい。」との意見については「検討していきます。」と回答いただいていますが、

その後、検討されましたでしょうか。

所管課

介護保険事業の効果を測るのに介護認定率という指標があります。被保険者のうち
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要介護の認定を受けている方の割合ということですが、全国ではおよそ１８から１

９%のところ、和光市約９．８％となっており、全国的にも低い数値になっています。

また、もう一つ指標を考えるのならば、事業ごとの改善率ということが考えられま

す。事業の効果がどのように表れたか、つまり、どれだけの方が身体状況や機能が改

善されて、介護保険を離れたかという点を示すということも考えられると思います。

荒木部会長

ご説明の内容について、委員の方は熟知されていませんので、そういった数値を施

策評価表に記載していただければと思います。

佐々木委員

介護認定された後に、状況が改善されて介護支援が必要なくなるという実績がある

のでしょうか。一度認定されると、どんどん介護度が上がっていくというイメージが

あります。

所管課

要介護状態にあって、できないことをサポートするということはありますが、介護

保険法には、いかに機能を回復していくかということも定められています。和光市の

介護保険の事業の方針は「自立支援」ということが前提となっていまして、介護のプ

ランの中で、今までできなかったことが、持っている機能を活用して生活機能を改善

することで、介護保険の対象者から外れていくということは、もちろんあります。

長く暮らしていく中で、状態が悪くなるということもありますが、和光市ではその

状態をいかに改善させるか、あるいは悪化を緩やかなものとするということに重きを

置いてプランを組んでいますので、例えば要介護４だった方が要介護３になるという

ように介護度が改善するということもあります。他市では、介護度が下がると受けら

れるサービスが減ったということで苦情の対象になることがありますが、和光市では

そういったことはありません。状態の改善を自らやりましょう、悪くならないように

しましょう、悪くなってもそれを維持しましょうといった、介護保険法に位置付けら

れている自立支援のプランを推進していて、出前講座などで、この趣旨を市民の方に

説明しています。ですから、介護度が下がった場合、苦情につながるということはあ

まりありません。

実際、要介護の前の段階である要支援に入っている方のうち、約半数は改善して介

護保険を外れていっています。

佐々木委員

一般的に何歳から高齢者とされているのでしょうか。シルバー人材センターも同じ

でしょうか。

所管課

介護保険でいうと、６５歳から高齢者となっています。シルバー人材センターにつ

いては６０歳以上です。

荒木部会長

介護度の改善がされて、医療費が下がったのではないかと思ったのですが、事前回

答の数値で他市と比較すると高くなっています。

所管課

東京に近いエリアは多受診が多いです。当市は１回当たりの医療費は安いようです
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が、多受診が多く、同じ方が頻繁に受診しているようです。このことから、他市と比

較すると高くなっているようです。介護度の改善と医療費とは相関関係にはあるとは

思いますが、数字としては表れていません。

荒木部会長

高齢者人口のこれからの推計はどういう状況でしょうか。

所管課

日本では、２０２５年が高齢化のピークと言われています。また、１９５５年頃と

２０５０年頃を比較すると生産人口と高齢者の人口が逆転すると言われています。

荒木部会長

和光市は全国的に見ると、高齢化が遅いでしょうか。

所管課

高齢化率で言うと、和光市の高齢化率は低いと言えますが、それは３０代から４０

代までの世代の流入が多いためです。若い方が多いから高齢化率は低いと言えますが、

高齢者の数は確実に増えます。今後、埼玉県、千葉県、神奈川県の高齢化率が上がる

と言われています。ここを見据えて、介護保険事業を進めていかなければならないと

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。

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

９点です。

①について、健康診査受診率で、受診者数は増加しているとのことでしたが、母

数となる対象者が増大している中、平成２７年度の目標値受診率５０％を達成する

ことは可能なのか不明です。目標値５０％を目指す具体的な方策がなく、評価表に

は「高齢者福祉センター利用者数は目標値を上回っているものの、他の指標では横

ばい・減少の傾向が見られる。」とあり、目標を下回っているのではないかと思いま

した。②について、それぞれ質の高い取組がされているようで、それを維持してい

くことが大きな課題と判断されていて、評価は妥当だと思います。③について、他

市との比較が分かりませんでしたが、質の高い取組がされているようですので、２

点としました。④については、高い水準にあるのを維持していくことが大きな課題

と判断されているので、サービス水準「→（維持）」は妥当だと評価しました。

その他意見としては、実効性のある施策が行われていると判断できます。更なる

高みを目指して努力をしていただきたいです。

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２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は３点で、合計
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９点です。

①について、目標と現状の把握は正確にできていますが、老人クラブ加入率につ

いては目標を下回っていますので、「Ｂ」評価としているのは適切ではないのではな

いかと思います。②については、取組内容①「地域社会活動への参加に対する支援」

の評価は甘い評価をしているのではないかと思います。③については、難しい施策

ですが、達成への努力をされています。④については、現実を正しく捉え、着実に

施策を実施していこうとしています。

その他意見としては、高齢者の組織化は難しい課題ですが、積極的に取り組もう

としていることはいいことだと思います。

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３点で、合計

１２点です。

①については、「質的な効果は一定の効果がある」と記載されていますが、根拠と

なるデータを示し、改善状況についても明示してほしいと思います。②については、

成果とともに今後の課題についても、捉えられています。

その他意見としては、評価は概ねできていますが、質的な効果に関する根拠とな

るデータや改善状況、他市との比較について、もう少し客観的なデータをお示しし

ていただけたらいいと思います。

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

１０点です。

①について、施策指標③健康診査受診率「３８．１％」を平成２７年度に「５０％」

にする具体策について聞きたいと思いました。④については、前向きなサービスも

充実していて、長寿あんしん課が力を入れて進めていることで、順調に成果を上げ

ていますが、今後も高齢者人口が増加しますので、ますます頑張ってほしいと思い

ます。

山田委員

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。

①について、目標に向かって適切に進めていると思います。③について、高齢者

への福祉サービスが適切に進められています。④について、今後とも施策の方向性

に期待できます。

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、高齢者福祉センターの利用者数が順調に伸びていて、健康意識の

高まりに効果が見られます③については、事業が順調に実施できており、在宅高齢
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者支援や介護予防拠点として高齢者福祉センターは事業の独自性とサービスの質が

高いです。

その他意見としては、介護予防については、先駆的な取組がされ、成果も上がっ

ていますから、その効果については、外部評価する委員が分かるように、要介護認

定人口が減少している成果を表す指標を再度検討してほしいと思います。

事務局

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、高齢者福祉センターの利用者が目標値を上回っている中、肺炎

球菌ワクチン予防接種進捗率が低いですが、任意のため７，０００円から１０，０

００円の自費のためなのか、疾病予防意識が低すぎると感じます。」とのことです。

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

６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

９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、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、まず、施策指標「健康診査受診率」について、現状の実績

値からは平成２７年度目標値「５０％」を達成するのは難しいと感じられるので、

目標達成のための実効性のある取組を検討してほしいという意見がありました。

また、様々な取組を実施していることは評価表から把握できますが、効果を上げ

ているところまでは理解できないため、要介護認定者数が減少していること、取組

によって改善されている状況を示す指標、数値を掲載し、明示することが必要だと

いう意見がありました。これは、昨年度も同様の趣旨の意見を部会の意見としまし

た。

また、全体としては、和光市の高齢者・介護保険事業は他市と比較して積極的か

つ先駆的な取組を実施して効果が伺えるという意見でした。

他に意見がなければ、この内容を部会の意見とします。

オ 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、「当市の高齢者・介護保険事業などについ
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ては、他市と比較しても積極的・先駆的な取組を実施し、効果を上げていることがう

かがえる。一方で、施策評価表については、様々な取組を実施していることは把握で

きるが、取組が効果を上げていることまで理解することは難しい。そこで、要介護認

定者数が減少していること、各取組により改善されている状況を示す指標、数値を施

策評価表に掲載し明らかにすることが必要である。なお、施策指標「健康診査受診率」

について、現状の実績値からは平成２７年度目標値「５０％」を達成することが難し

いのではないか。目標を達成するための実効性のある取組を検討する必要がある。」と

します。

③ 施策５０ コミュニティづくりの推進

ア 施策評価表に基づく施策概要の説明

所管課（市民活動推進課）が、資料１に基づき説明。

イ ヒアリング

花輪委員

自治会活動支援員というのは、どういうことをしているのでしょうか。特に和光市

は若い人が多いということなので、この若い人を巻き込む取組をされているのでしょ

うか。

所管課

加入促進に向けた自治会周知のパンフレットを転入者に戸籍住民課で配付してい

ます。また、自治会活動支援員については、マンションが建設された場合、自治会の

活動ができるように、説明に伺うという活動を行っています。

花輪委員

管理組合に説明するということでしょうか。

所管課

自治会活動支援員や市民活動推進課の職員が、管理組合に自治会組織結成について

説明に伺い、自治会の必要性や連合会組織の大切さをお伝えしています。

荒木部会長

マンション建設業者への働きかけは、どのように行っているのでしょうか。

所管課

建設部から情報を得て、開発業者に働きかけを行っています。

荒木部会長

自治会活動支援員については、平成２４年度で打ち切りでしょうか。

所管課

平成２４年度までは埼玉県緊急雇用創出事業市町村補助金を活用して実施したも

ので、単年度の事業が原則となっていますので、平成２５年度からは一般財源を活用

しています。なお、平成２４年度３名だったのを、平成２５年度から２名にしました。

佐々木委員

「市民まつり」の事務事業評価表に、活動実績に「来場者数」の記載がありますが、

平成２５年度の見込み値が急増しているのは、記載間違いで一桁ずれているのではな

いしょうか。

所管課
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ご指摘のとおりです。平成２５年度の見込み値は１３，０００人です。評価表を修

正します。

なお、市民まつりの来場者数は正式にカウントしていません。パンフレットの配布

枚数を来場者数として記載しています。

見込値については、駅前のイベントや神輿を行うなどして、より多くの方が参加し

てくださる市民まつりにしていきたいと考えて、算出しています。

荒木部会長

市民まつりについては、例年、前日及び当日合わせて４～５万人の来場者だと思い

ます。

野宗委員

施策指標①「コミュニティ活動が充実しているに対し『満足』『まあ満足』と回答

した割合」の満足度が低下したとのことですが、その要因、対応をどう考えていられ

ているのでしょうか。目標値は３７％で設定されていますが、目標の立て方、捉え方

はどうしているのでしょうか。

所管課

平成２７年度の目標値については、第四次和光市総合振興計画に策定した際に定め

た目標値ですが、平成２３年度、２４年度、２５年度の各年度の目標値についてはそ

の都度見直した年度ごとの目標値となっています。平成２７年度目標値「４５％」と

いうのは、平成２１年度「３６．５％」だったものを、６年後には「４５％」にし、

最終的には平成３２年度に「５０％」にしていこうとし、年平均約１％ずつ上げてい

くということで目標値設定しています。しかし実際には、当数値を調査している市民

意識調査については、毎年度やっているわけではありません。平成２７年度までの中

間値として平成２４年度には調査を行っていて、その数値を記載したものです。

市民まつり等、目につくところで賑わいを増やし、より市民同士顔が見える関係に

していく取組を進めていき、平成２７年度目標値４５％に向けて積極的に事業を進め、

達成していきたいという考えです。

野宗委員

平成２２年度、２３年度の実績値はどういうことでしょうか。

所管課

平成２２年度及び２３年度については、市民意識調査を実施していませんので、前

年度の数値をスライドさせて記載しています。

独自に課で毎年調査をしていくということであれば、徐々に右肩上がりの目標値を

記載できると思いますが、こちらは市民意識調査の数値となっていまして、市民意識

調査をやるかやらないかによって、数値が入るか入らないかという性格の指標になっ

ています。そのため、独自に調査をやっていくのかということも検討するなど、実態

に即した内容に改めていきたいと思います。

荒木部会長

施策指標としてアンケート調査における満足度等を揚げている施策が多いですが、

実施していない年度について、目標値や前回の調査結果を記入したり、記入が統一さ

れていません。調査をしなかった年度の標記については、「－」とするなど、統一し

てほしいと思います。
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宍戸委員

自治会加入率の平成３２年度目標値「５０％」とありますが、近隣市の状況はどう

でしょうか。

所管課

朝霞市は４８．１％、志木市は６２％で、これは平成２４年４月１日現在の数値で

す。新座市は７４%で、これは平成２５年１月１日現在の数値で、外国人を除く数値

となっています。新座市は上昇しているとのことです。

荒木部会長

和光市は若い人が多く、単身世帯が多いということが、自治会加入率に影響してい

ると思います。また、自治会の未組織地域がありますので、どうやって働きかけてい

くのかが重要な課題だと思います。

所管課

自治会連合会と連携を図って、積極的に外に出て、加入促進のＰＲをしていきたい

と思います。また、自治会未組織の地域や活動を休止している地域もありますので、

そういった地域についても、加入促進に向けた事業を考えながら、加入世帯が増える

ように活動してまいります。

荒木部会長

花輪委員から話がありましたが、和光市は若い人が多いです。この若い人が中心に

和光版オンパク事業が実施され、人々が集まるきっかけづくりとなりました。和光版

オンパク事業は継続していくことは可能でしょうか。

所管課

実行委員会を組織してやっていきますので、現在実行委員を募集しています。平成

２６年３月を目途に進めていきます。

宍戸委員

埼玉県緊急雇用創出事業市町村補助金を財源として雇われた方についてはどうし

ていくのでしょうか。

所管課

昨年度は緊急雇用創出事業市町村補助金で雇用した自治会活動支援員２人のうち、

一般財源で１人を雇用しました。今年度は一般財源で２人雇用することになっていま

す。

事務局

和光版オンパク事業については、緊急雇用創出事業市町村補助金を活用する事業と

して単独事業として予算化していましたが、平成２５年度からは、その内容をコミュ

ニティ活動支援の事業の中で継続してやっていきます。

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。

山田委員
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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、自治会加入率においてワンルームマンションの単身世帯を加味す

ると、目標達成は難しいと思いますが、自治会加入について適切な努力がされてい

ます。②については、市民まつりが市内最大のイベントとして盛り上がっており、

地域でも様々なイベントが行われています。③については、自治会連合会及びコミ

ュニティ協議会ともによい方向に進んでいます。④については、大変活発に行われ

ているので、今後も妥当な方向性で進んでいくと思います。

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。

④については、和光市は若い人、単身者が多いですので、これらの人にどれだけ

地域の活動に参加してもらうかが課題であり、更なる地域の活性化のため頑張って

ほしいと思います。

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、「コミュニティ活動が充実しているに対し『満足』『まあ満足』と

回答した割合」が減少傾向にある要因について、きちんと課題を捉えられていませ

ん。自治会加入率については、自治会活動支援員が減って事業を継続できるのでし

ょうか。③については、「Ａ」評価となっていますが、今後成果が出てきてから「Ａ」

評価とするべきです。また、近隣他市と比較してサービス水準「Ａ」というのは、

当市には自治会活動支援員がいるということが理由となっていますが、成果として

は、他市と比べていい状況ではありませんので、より適切に評価して、｢Ｂ｣または

｢Ｃ｣評価とするべきだと考えます。④については、自治会支援員が減った中で、実

際の事業内容を維持していくのは難しいのではないでしょうか。具体性に欠けると

感じます。

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、自治会加入率の下落傾向に歯止めがかかった点など目標達成に向

けての努力を評価しました。②については、特定財源事業終了後の方向性は概ね妥

当で、評価も妥当性があると評価しました。③については、高い評価をしています

が、他市との比較では更なる向上が必要ですので、評価の妥当性がないと判断しま

した。④について、終了となる事業もあり、成果を向上させる取組を継続していけ

るのか、維持していけるのか不安な点があります。

その他意見としては、今後の自治会活動支援員の配置について、維持確保するべ
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きであると考えます。

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、新規設立自治会が３箇所も増え、自治会の自主事業も増加してい

ます。②については、自治会を担う役員不足や若年世代の加入不足・活動への参加

が少ないことが課題です。③については、自治会活動支援員等、他市にはない配置

が行われて、活性化が図られています。④については、地域のコミュニティ活動に

おいて様々な取組が実施され、施策の推進が図られています。

その他意見としては、自治会未加入の単身世帯と未組織地域への更なる働きかけ

と加入促進に向けて自治会活動支援員の配置を継続してほしいと思います。

事務局

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。

続いて、花輪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、自治会加入率を見ると高い目標に対して実績が追いついていま

せん。②については、自治会活動支援員の働きで、自治会加入率の下落に歯止めが

かかり、上昇に転じていることを評価しました。③については、施策の目標達成に

向けて、様々な努力をされています。④については、施策が良い方向に向かってい

て期待が持てます。」とのことです。

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７１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

８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

７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、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、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、自治会加入率を向上させるためには、特に単身世帯や自治

会の未組織地域について、更に働きかけをする必要があるという意見がありました。
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また、和光市はまた若い人が多いのが特徴で、若い人の地域の活動への参加、それ

によって地域の活性化を促すという働きかけが必要であるという意見がありました。

また、自治会加入率の向上のための活動をしていた自治会活動支援員が減員とな

っていますが、再配置の検討をしてほしいという意見がありました。

また、本施策に限らず、アンケート調査結果を施策指標として掲げている施策に

ついて、調査をやっていない年度について、記入の仕方を「―」にするなど、統一

してほしいという内容がありました。

以上の内容をまとめて部会の意見としたいと思いますが、よろしいでしょうか。

他に意見がないようですので、この内容をまとめて部会の意見とします。

オ 評価結果のまとめ

荒木部会長

評価点数は７１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、「自治会加入率を向上させるためには、特

に単身世帯や自治会の未組織地域について、更に積極的な働きかけを行う必要がある。

また、和光市は若い人が多いのが特徴であり、いかに地域の活動に参加していただけ

るか、地域の活性化を促すことができるか、という働きかけが必要である。一方で、

これらの取組の中心的な活動をしていた自治会活動支援員が減員となっている。取組

を進めるためにも、再配置を検討する必要がある。また、全施策に共通するものとし

て、施策指標として、アンケート調査における満足度を掲げている施策が多いが、意

識調査などについては毎年度実施していないこともある。実施していない年度につい

て、現状では実績値欄に目標値を記入したり、前回の調査結果を記入しているなど様々

である。表記については「―」とするなど、統一する必要がある。」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（８月３０日（金））について、連絡した。

４ 閉会


