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和光市総合振興計画審議会第２回会議（安全部会） 会議要旨

開 催 日：平成２５年６月１７日（月） 午後１時３０分～４時３０分

開催場所：和光市役所４階４０４会議室

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

３号委員（市内公共的団体等の役員）松田廣行

４号委員（知識経験を有する者）中村耕三、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、泉常夫

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１ 中心市街地にふさわしい駅北口周辺の整備

· 施策６ 安全で快適な道路の整備

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２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、３号委員でありました和光市商工会斎藤和康会長につきまして、所属団体から現委

員の辞職の申出及び新たな委員の推薦がありましたので、斎藤委員を解嘱し、和光市商工会

冨岡健治副会長に委嘱いたしましたので、お伝えします。冨岡委員には安心部会に所属して

いただきます。

始めに、本日の外部評価について説明させていただきます。第 1 回の会議で説明させてい

ただいた内容に基づいて、本日は評価をしていきます。評価に当たっては、事前に資料を配

付し、質問がある方は事前に質問票を提出していただき事前に回答しています。また、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

重点プランに該当する施策の外部評価

① 施策１ 中心市街地にふさわしい駅北口周辺の整備

ア 施策評価表に基づく施策概要の説明

所管課（駅北口土地区画整理事務所）が、資料１に基づき説明。

イ ヒアリング

金子部会長

梅沢委員からの「駅北口区画整理事業を考える会が提出した公開質問会開催の要望

書の扱いはどうなっているのか。」という追加質問についての回答をお願いします。

所管課
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平成２５年５月２１日に駅北口区画整理事業を考える会より質問会への出席への依

頼を受けました。質問会の趣旨としては、個人の要望を主張するためではなく、誰も

が疑問に感じたことを質問するためとしており、また、質問事項を用意し、市からの

説明が求められていましたので、５月３１日に市職員が出席し、質問に対して回答を

いたしました。

梅沢委員

どのような雰囲気だったでしょうか。

所管課

個人的な要望ではなく、合意形成率や補償についてといった全体的な質問があり、

それらについてお答えしました。

泉委員

仮換地指定は、権利者の全員の合意形成が必要なのでしょうか。

所管課

仮換地指定について区画整理法上は、同意は求められていません。

泉委員

事業計画の変更の認可というのは、法的に合意形成率が関わってくるのでしょうか。

所管課

合意形成率は仮換地案に対するものです。その一方、事業計画の変更は埼玉県知事

の認可が必要です。これにおいては事業の計画そのものに関わるものであるため、地

区内の変更内容について公衆の縦覧をして、意見があれば、埼玉県知事に意見書を提

出するということになります。

泉委員

平成２５年７月に仮換地指定予定ということですが、昨年度末時点では約８割であ

った合意形成率が、現在どのような状況になっているかお聞きかせください。

所管課

合意形成率は平成２４年１１月時点で７５．１%、平成２５年１月時点で７８．８％、

平成２５年５月時点では７８．８％となっています。合意形成率は変わっていない状

況です。

泉委員

１月から５月にかけて合意形成率は変わってなく、数字的には難しい状況ですが、

どういった用地取得等の手を打っているのでしょうか。お聞かせください。

所管課

合意形成率が１月から５月までに変わっていないということについてですが、全く

合意の状況が変わっていないということではありません。この１月から５月にかけて

は、以前はまちづくりということで減歩率についてご理解いただいていた方が、時間

が経過してやはり合意できなくなったという方もいます。一方で仮換地案については

できる限り修正を行って、合意された方もいます。１月から変更された方が１６人お

り、結果としてプラスマイナスゼロという状況です。

藤川委員

駅前広場周辺の商業施設について、仮換地の敷地が小規模です。南側は比較的大き

な建物施設があるわけですが、これでは、駅北口前の広場を取り囲むのは小さいビル
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になってしまい、景観としてふわさしいものにならないと思います。以前のワークシ

ョップでもこのような意見がありました。

事前質問の回答にも、駅前商店街構想がないということですが、商業を所管してい

る課とタイアップして、例えば大きなディベロッパーを引っ張ってきて、駅前に大き

な商業施設を建設するなどの誘導を市として行うことを考えないといけないのではな

いでしょうか。南側に比べて北側は寂しくなってしまいます。まだ時間があるので、

ぜひ、そういった取組をご検討いただきたい。

所管課

おっしゃるとおり、北口の宅地については南側に比べて大きな敷地を持っている方

が少なく、規模が小規模となってしまいます。また、平成２１年８月に実施した「ま

ちづくりをどのようにお考えになりますか。」というアンケートでは、「共同」という

項目を設けさせていただきましたが、あまり共同というお考えはない結果でした。現

実的には、建物については、権利者の方に作っていただくということになります。し

かし、建物の誘導については駅北口土地区画整理事務所だけではできませんが、駅北

口の活性化ができるように、今度都市計画マスタープランの見直しをする都市整備課

や商業を所管する産業支援課との連携を進めていくことがいいかと考えられます。

藤川委員

権利者の理解を得ることは難しいことだと思います。しかし、全国の土地区画整理

事業では成功している事例もあると思いますから、そのような成功事例を参考に検討

していただきたい。また、権利者に対して、市が啓蒙していくことが重要だと思いま

す。

関口委員

評価表の「４．これまでの取り組みに関する総合評価」に「施行区域内の土地を先

行買収し、減歩緩和を図っており、権利者の負担を軽減している。」とありますが、そ

の先行買収した経緯、どういう箇所を買収したか教えてください。

所管課

減歩緩和を目的とした先行買収についてですが、事業認可前には谷中地区側にある

三菱油化跡地、現在は東妙蓮寺広場を先行取得しています。また、駅北口土地区画整

理事務所が立地しています土地も同様です。また、事業計画の変更の中で設計図の見

直しをしました。この中で、片側歩道から両側歩道に、また新たに歩行者専用道路を

整備するということになっていますので、必然的に公共用地が増え、それによって減

歩率が高くなってしまいます。そこで、平成２１年度に事務所の裏の畑を取得できま

したので、これを公共用地分に充てて、平均減歩率２１．６７％を変えずに施行でき

ますで、減歩緩和という効果はあったと考えています。

金子部会長

区画整理を先行実施すると、道路などの骨格を決めてしまうため、中心市街地とし

てふさわしいまちづくりができるのか疑問に感じます。昨年度の部会の意見は「計画

に基づいて着実に進めるために、市街地にふさわしい駅北口土地区画整理のまちづく

りの計画を早急に作成すること。その計画の中に、駐輪場などの具体的な市民の意見

を盛り込むこと。」となりましたが、どういう中心市街地になるのかを想定して、検証

をしながら進めないと、ほとんどマンションになってしまうという恐れもあります。
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ここまできてしまうと変更するのも難しいと思いますが、今の区画整理をどのように

中心市街地としていくのでしょうか。都市整備として、和光市口は交通結節点として

非常にポテンシャルのある市ですので、駅の北口はこれを活かすことを検討してから

区画整理を進めるべきです。現状はこれが逆転しています。

松田委員

駅北口周辺とはどこまでですか。第四次和光市総合振興計画の説明会では、北口は

外環までを考えているというニュアンスだと私は感じました。

金子部会長

区画整理の施行区域内だけではなく、やはり北口全域としてまちづくりを考えてほ

しいと思います。

松田委員

新倉、坂下も北口ということになっていますが、どこまで北口なのか、全て「北口」

という括りになっていることに疑問を感じます。

加藤委員

谷中からの１８メートル幅の通りがありますが、そこから先の北原小学校周辺は「北

口」として捉えないのでしょうか。この通りによって、この開発が分断されてしまう

のではないでしょうか。

所管課

駅北口土地区画整理事業の施行区域は和光市駅に隣接する１１．３ヘクタールとな

っています。また、都市計画の中央土地区画整理事業の施行区域というのが昭和４５

年に決定しています。その中で、北原小の方も含め施行していくこととなっています

ので、順次、区画整理をしていくという地域になります。

泉委員

駅前広場の商業施設に関する制限についてお聞きします。南口を見て、文教都市と

しての駅の顔が損なわれる施設があると思います。北口では、娯楽施設の制限をかけ

られないのでしょうか。

所管課

建物の制限については、娯楽施設がいいかどうかということについてご意見をいた

だいたところです。現状では、パチンコ店については商業地区に建設していいことに

なっています。また、南口ではパチンコ店の大きな電光掲示板が議論になったところ

です。南口は埼玉県条例に適合しているサイズとなっていますが、北口については、

南口よりも厳しい条件にするということを検討しています。

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

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
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６点です。

①については、現行の土地区画整理をそのまま進めることが、施策名としている

「中心市街地にふさわしい駅北口周辺の整備」となりうるのか疑問に感じます。土

地区画整理事業は本施策を進める上での一手段であって目標ではないため、定量的

に評価することは、はなはだ難しいです。②については、本施策の取組としては、

まず中心市街地にふさわしい駅北口周辺の整備計画を作成し、その上でその整備の

一環として土地区画整理事業を行うべきです。したがって施策の取組の内容につい

ての評価は難しいところですが、区画整理が、中心市街地にふさわしいまちづくり

になるかどうかを検討せずに進められていることで点数が低くなりました。

その他意見としては、繰り返しになりますが、区画整理事業は道路などのまちの

骨格を形成するものですので、そのまちの形態が決定されてしまいます。したがっ

て、本区画整理事業によりどのような中心市街地ができるか早急に検討し、中心市

街地にふさわしい駅北口周辺の整備計画を作成してほしいです。施策の目標として

いる駅北口周辺のまちづくりは、和光市全域にわたり関係するまちづくりです。

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、妥当だと考えました。平成２５年５月２９日、第７２回和光市都

市計画審議会にて、和光市都市計画についての市の諮問に対し、審議し、答申をし

ました。これを受けて、埼玉県都市計画審議会で審議され、平成２５年７月に事業

計画変更認可・公告がされ、その後仮換地指定がされますので、妥当と判断しまし

た。③については、施行地区内の土地の先行買収が続けば、和光市の財政を圧迫す

るのではないかと感じました。また、コスト高の事業とならないか懸念します。④

については、妥当であり、計画どおりに進めていただきたいと思います。

その他意見としては、平成２５年６月２８日に「和光市都市計画マスタープラン

検討市民委員会」が開催され、マスタープランの見直しが始まります。その結果が

本施策において、どのタイミングで反映されるかを説明、明記してほしいと思いま

した。

梅沢委員

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２点で、合計

８点です。

①については、７月に仮換地指定の予定があるといっても、実績値が０では、評

価の仕方が難しく、「Ａ」という評価は、評価し難く、１点としました。

その他意見としては、仮換地案合意形成率は７８．８％で、今後の施策の方向性

は１次評価では希望的スケジュール設定ですが、２次評価では合意形成の向上に努

めるとしていて、これが最難関かと思います。丁寧で適切な説明を粘り強く行って、

合意形成を図ってもらいたいと思います。

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１点で、合計

７点です。

②については、ハードの部分は遅れ気味ですが、ある程度進んでいると思います。

しかし、建物誘導のソフトの部分が未検討であり、中心市街地としての視点が欠け

ていると思います。④については、駅前広場を取り囲む商業施設を質の高い景観の

優れた建物群とするため、地権者の啓蒙、研究等が必要だと思いますので、１点と

しました。

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。

その他意見としては、南口を反面教師として、中心市街地を文教都市にふさわし

い形にしてほしいです。無秩序な商業施設の設置のないように検討し、行政が地権

者へ説明、理解を図ってまちづくりを進めてほしいと思います。

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、先行した谷中地区の延長にあると思いますが、その関係性が見え

ません。②については、多少の柔軟性を持たせているのでいいと思います。

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２点で、合計

８点です。

その他意見としては、北原小学校前のパナソニックの住宅について、駅北口土地

区画整理事業との関係性が分かりません。この地域も本区画整理事業の施行区域に

入るのでしょうか。区画整理事業が進んでいない状況ですから、規制もないままに

戸建分譲が進んでしまっていると思います。また、北口通りについて、もっと誇り

の持てる名称にしてほしいです。

中村委員

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２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は１点で、合計

５点です。

①については、土地区画整理事業は他の事業と比べて、事業期間が長いというこ

とを割り引いても整備率の達成度が悪すぎると思い、１点としました。また、｢０%｣

で進んでいるという評価をするのには、説明が足りないと思います。②については、

道路整備・公園・駅前広場の整備については、わずかとはいえ、事業費がかかって

いる以上、事業推進の遅延については、マイナスの評価とならざるを得ません。③

については、スピードアップをすべきと考えます。評価は「Ｃ」が妥当ではないか

と思います。④については、施策を構成する事業のうち、「良好な商業地・住宅地の

形成」について、「地権者、利害関係者の理解を求めていく必要がある」となってい
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ますが、これをもう少し説明の上、理解されていない原因とそれを解消するための

方策を記述してほしいと思います。

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２点で、合計

８点です。

①については、実績と計画目標値にずれはありません。しかし、７月に仮換地指

定の予定とのことでしたが、平成２４年度には工事設計は終わっているという説明

が書面にありませんでしたので、点数は２点に下がりました。②については、事業

計画の変更を実施したという、何をやったかは明確になっています。しかし、仮換

地案への合意調達や地区計画の策定が年度当初目標であったのか分からないため、

現時点では達成度の判定はできません。事務事業の今後の方向性の優先度の判断に

ついては妥当だと考えます。③については、仮換地指定の年度末実施を年度目標と

していたのであれば、３月予定が７月になって、４箇月延期されたため、多少の遅

れということになり「Ｂ」と評価することは妥当だと考えます。しかし、もう一点

の地区計画に関する成果は不明です。④については、施策目標に提示されている安

全な歩行空間や防災性能の向上について成果水準がとう変化するのか不明です。既

に設計ができ上がったということですが、計画（設計）上でのシミュレーションは

どうでしょうか。提示されるべきだと思いますが、ここが判定できません。また、

進め方については、法的には特に問題はないと思われますが、「中心市街地にふさわ

しい」ものになるは分かりません。「ふさわしい」という言葉の定義に依存すると考

えます。

その他意見としては、施策評価表「３.施策の取組内容の達成度（定性的評価）」
について、外部評価に当たっての留意事項には「取組に対する成果や課題が適切に

評価されているか」という評価の視点がありますが、それは 1年間の目標に対して、
取組が達成されたのかどうなのかということになります。しかし、各取組内容の目

標が表示されておらず、分からないため、達成度の評価はできません。達成度を問

うということが難しいと思います。または、この評価項目の名称「取組内容の達成

度」を変えるということも考えられます。

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（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「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「１９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
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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。

昨年度の外部評価での部会の意見については、「計画に基づいて着実に進めるため

に、市街地にふさわしい駅北口土地区画整理のまちづくりの計画を早急に作成する

こと。その計画の中に、駐輪場などの具体的な市民に意見を盛り込むこと。」となり

ました。しかし、どういうものが建つのか、どんなまちになるかということがない

まま、基盤整備である道路等の整備をどんどん決めていってしまっています。決ま

ってしまうと、それに基づいたまちづくりしかできなくなります。また、模型やパ

ースを作って、市民の方にイメージしていただいて、意見をもらい、どう取り入れ

ていくかということだと思います。いずれにせよ、まちづくりの構想をということ

ですが、いかがでしょうか。

松田委員

駅前広場のワークショップにも同様の意見が出ていました。

金子部会長

そういったワークショップの意見を入れて、こうなったというのを市民や地権者

に示すべきです。これをしていません。

藤川委員

ワークショップでは駅前広場のイメージの模型はありました。

松田委員

そこから話が広がっていくと思います。

関口委員

実は私が模型を作りました。当初映像を流したのですが、やはりイメージが湧か

ないということで、模型を作りました。それでもイメージが湧かないということで

したが、それを置いておくとか、もっと市民に積極的にこうなるということを発信

していくことが大切だと思います。

中村委員

震災の日に、駅北口の目の前の建物が横揺れするのを見ました。何かあった時に

火災があったらどうなるかなど検討するべきですし、自転車があったりして道路が

狭いと避難時に困りますという話をして、市民に防災意識があるうちに、安全安心

の対処を進めなくてはならないと思います。平成３２年までというのでは遅いと感

じます。

金子部会長

では、昨年度と同様の部分はありますが、「駅北口周辺整備については、市は区画

整理事業を実施し、早期の整備に努めている。しかし、区画整理地区を含めた駅北

口周辺全体を中心市街地にふさわしいまちへと整備する構想がない。そこで、早急

にこの構想を検討し、市民の意見を取り入れる必要がある。そして、その構想の手

法の一つとして区画整理事業を進めるべきである。」という部会の意見でまとめてい
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いでしょうか。

泉委員

それだけではなくスピードアップするということもいれられないでしょうか。計

画した平成１８年からすでに７年目です。平成３２年となるとあと７年です。そこ

に住む人も高齢化も進みますから、やはり、もっと早くしてほしい。スピードアッ

プするということだと思います。また、本当に今後７年でできるかは分かりません。

コンセプトは必要だが、まちは日々変わっています。もし、１０年経ってしまった

ら、まちとしての性格は変わってきていると思います。

中村委員

骨格は慎重に、具体的な事業としては速やかに進めてほしいということだと思い

ます。

金子部会長

区画整理事業の全体としては時間がかかりますが、重点的な場所を設けて、スピ

ーディに進めていくということを盛り込む必要があるかもしれません。

松田委員

これまで和光市では様々な計画がありましたが、これまでの経緯からみると区画

整理には大分時間がかかるものだと実感しています。

金子部会長

全部急ぐのは非常に難しいと思います。職員の人員的にも、地権者の承諾、補償

の承諾などもありますので難しいです。しかも、仮換地の承諾は任意のため、どれ

くらい承諾しているか分かりません。部分的に急ぐ必要のある場所を設定して、進

めていくことが必要かと思います。

中村委員

２０年後を考えたときに、例えば民間開発を抑えておくといいったことは急がれ

るべきだと思います。進め方に濃淡を付けるということです。

松田委員

計画から１０年経ってしまったら、計画を見直すということも考えてほしいと思

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、「駅北口周辺整備については、市は区画整

理事業を実施し、早期の整備に努めている。しかし、区画整理地区を含めた駅北口周

辺全体を中心市街地にふさわしいまちへと整備する構想がない。そこで、早急にこの

構想を検討し、市民の意見を取り入れる必要がある。そして、その構想の手法の一つ

として区画整理事業を進めるべきである。また、土地区画整理事業については、重点

的な区域を設定し、その区域についてはスピード感を持って推進する必要がある。」と

します。

② 施策６ 安全で快適な道路の整備
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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

松田委員

ここでいう道路は何を示しているのでしょうか。

所管課

市道として指定している道路と定義しています。

松田委員

市が管理している道路ということですね。県道、国道は入らないということでしょ

うか。

所管課

はい。そうです。

泉委員

国道、県道において、危険箇所が多いという点について、どう対応していますか。

所管課

国道、県道を通学路として指定している箇所を中心に、県へ要望を出しているので

すが、なかなか進展していない状況です。県以外にも埼玉県警にも安全確保として要

望しています。

泉委員

なぜ進展しないのでしょう。

所管課

旧川越街道については、バリアフリー化がかなり早く対応しているところもありま

すが、県道というのは古い道路で家屋が多く、用地確保が難しいことが考えられます。

市として、特に強く要望している通学路の安全性の確保に対してもなかなか対応し

ていただけていない状況ですが、今後も要望していきたいと思います。

泉委員

県道については、通行量も多く陥没しているとこともあると思います。陥没してい

るところなどの箇所については、市で点検しているのでしょうか。

所管課

道路の劣化については、道路パトロールや劣化の点検をして、県へ報告して対応し

てもらうことになっています。

泉委員

補修について、県の対応はどうでしょうか。

所管課

速やかに対応はしていただいていますが、なかなか現地に来ていただけないので、

該当箇所の説明について地図上で説明するもどかしさがあります。

関口委員

指標の達成度について、「道路整備実施計画」は４４路線ありますが、最終計画期間

は平成４４年になっています。評価表では平成４４年までかかるということが分から

ないので、分かるように表記していただきたいということと、表記しなかった理由が

もしあれば教えてください。
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所管課

道路整備実施計画の目標値の設定については、権利者がいる中では難しいものと考

えられますが、計画に当たっては平成２７年度及び平成３２年度において、何路線交

渉していけるかということだと考えています。現時点では２路線までとなっています

ので、交渉が困難な場合は別の路線にシフトするなどして、スピード感を持って用地

交渉していきたいと思います。

関口委員

そういう状況のため、平成４４年までが計画期間でそれまでの具体的な数値が記入

されていないということでしょうか。

所管課

はい、そのようにご理解いただきたいです。

松田委員

４メートル以上の市道には、和光市の市道と分かるように標識を付けてほしいです。

県道、市道、私道の区別が分からず、補修等の対応をどこにお願いしていいか分かり

ません。

所管課

ゆかりのある道路には、名称を付けた上で看板をつけていますが、それは一部です。

ご意見については検討課題とさせていただきたいと思います。

松田委員

桃手通りに標識がありませんが、まだ桃手通りとしてあるのでしょうか。

所管課

通りの名前からは消えていますが、航空地図にはまだあります。

中村委員

松田委員のご意見は、市の管轄範囲はどこまでかということと自助努力でどこまで

できるかということだと思います。和光市民は、市民であり県民でありますので、こ

ういう外部評価の場を活用していただいて、県への要望につなげていただければと思

います。

梅沢委員

事業の実績の中で、ごみ撤去数量の達成度が「９４．７％」ということですが、残

りの「５．３％」はどういう形になったのでしょうか。また、側溝清掃延長の達成度

が「８．５％」ということですが、これらが原因で大きな問題などが起こったという

ことはないでしょうか。

所管課

大きな問題が起こったということはありません。ごみ撤去量については、道路パト

ロールや看板の設置で減少はしていますが、微減の状況ですので、達成度としてはま

だまだと感じています。側溝清掃については、すべきだと考えられる路線を認識して

いるのですが、ぎりぎりの維持管理で対応している状況から、側溝清掃が少なくなっ

ている状況です。

藤川委員

取組内容④及び⑤についてですが、用地の確保が難しいということで進んでいない

ということですが、「道路整備」事業の事務事業評価表の予算執行率をみると、予算を
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使い残しているということが読み取れます。用地の確保に対する対処としてどういっ

たことを検討していますか。

所管課

まず、昨年度の未執行の用地費は平成２５年度に繰り越した上で、引き続き交渉を

進めていて、一部は契約できそうなものもあります。また、用地の確保については、

遊休地の情報があった場合、すぐに権利者と交渉し、信頼関係を築いた上で、可能で

あれば、ご協力いただいています。

藤川委員

遊休地の取得は、道路安全課の予算として執行できるのでしょうか。つまり、道路

安全課として機動力があるのでしょうか。

所管課

道路安全課の予算です。今年度用地費及び通学路緊急安全対策事業費があり、ある

程度フレキシブルに進められると思います。

藤川委員

用地確保で難しいのはどういう点でしょうか。費用の問題でしょうか。

所管課

地権者の方には先祖代々の土地なので、自分の代で手放すことへの抵抗感といった

考え方があるのではないでしょうか。市としては、道路整備実施計画の優先度の高い

路線に隣接している土地について交渉しているとともに、相続などで権利者の状況が

変わった時に随時交渉しています。

藤川委員

今年度の状況はどうでしょうか。

所管課

新倉小学校、白子小学校の分岐点辺りで多くの児童が通る場所を交渉できているの

で、今年度は順調に進んでいると考えています。

藤川委員

昨年度からの繰越分と今年度の予算がありますから、頑張っていただきたいと思い

ます。

関口委員

事務事業「道路維持」について、市民との協働について「できる」と評価していま

すが、市民との協働の活動の推進をしているのでしょうか。なければ、今後そのよう

な方針はあるのでしょうか。

所管課

壁面清掃やトンネル内の落書き清掃について、市民の方に自主的に数年やっていた

だいていたのですが、高齢化といった事情で昨年からやっていない状況です。ご協力

いただければ、今後もやっていきたいと考えています。

関口委員

第四次和光市総合振興計画に「市民との協働のまちづくり」との記載がありますの

で、市民とともに進めていくという方向性があればいいのかなと思います。

金子部会長

定量的な評価について、「道路整備実施計画の進捗度」の目標値については、単年度
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のものでしょうか。パーセントの考え方はどういう意味でしょうか。

所管課

単年度の目標値です。パーセントについては、４４路線計画延長のうち整備路線延

長の割合です。

金子部会長

目標値と実績が分かりにくいのですが、実績に「０.７」とありますが、用地買収が

できたということでしょうか。

所管課

用地買収して整備して完了したものの数字です。

金子部会長

用地買収できないと記述していて、一方で実績「０.７」となっているのが分かりま

せん。

長野委員

累計と考えると、用地買収は進んでいないということになります。

金子部会長

累計であるとすると、目標値が平成２３年度が「１.０」で、平成２４年度「０.７」

になっていておかしいと思います。

所管課

和光市の規模からもｋｍよりもｍという考えもありますし、目標値及び実績値につ

いては、適切かどうか検討する部分もあると思いますので、次年度の評価において見

直しをしたいと思います。

金子部会長

累計かそうではないかで、定量的評価が変わってしまうことが問題です。

また、未達成事項に「歩道拡幅用地の確保が難しい。」とありますが、段差の解消は

用地確保と関係なく進められると思います。

所管課

確かにバリアフリー化については用地交渉をしなければならない部分ではないです。

金子部会長

表現の仕方がはっきりしないので、評価ができません。

長野委員

評価表の記述では、活動の成果では、「何路線の整備をしました。その一方で用地確

保が難しい。」という表記がされています。しかし、施策の目標は「市民が安心して歩

けるようにする。」ということですので、この表記では、安心して歩けるようになった

のか分かりません。安全性を確保するいくつかの要素のうち、いくつかの要素は達成

したという「条件付達成」なのか、用地確保できていないから「未達成」なのか、ど

ういう評価なのでしょうか。

所管課

４路線の道路改良を実施しています。そのうち、２路線を歩道を含めた道路として

整備することができましたが、残り２路線は現在の狭い幅員が若干広くなったという

整備となっています。

ウ 評価シート記入
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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。

定量的な評価についても数値についても分かりません。指標が単年度なのか累計

値なのか、また、用地買収しなくても進められるものとそうではないものを区別で

きていないので、全体として内部評価がよく理解できませんでした。④については、

予算のない中で安全性を確保するには、計画性と緊急性を考慮して整備を進めてほ

しいです。

その他意見としては、財政状況の厳しい中にあって、安全で快適な道路の整備の

あり方としては、既設道路の安全管理を主眼とするべきです。そして、歩車道段差

の解消などの高齢者などの弱者に対する配慮、道路の陥没の解消などの危険性の排

除といったものを計画性と緊急性を考慮し実行していく必要があると考えます。

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。

今回の評価は路整備実施計画にある４４路線について考えました。

その他意見としては、ハード面の進展に問題があるようですが、ソフト面から道

路の安全性の向上の工夫を凝らした事業を取り入れ、フォルト、ハンプ、交通規制、

さらにゾーン３０などの試みを市民参加で進め、市民の安全を最優先にして努力し

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。

その他意見としては、交渉不調による道路整備の遅延、道路補修の必要箇所の増

加、歩道拡幅用地の確保が難しいなど、多くは予算に規定される施策なので仕方が

ない面があります。その中でも、きめ細かいチェックや工夫で、的確な活動をして

ほしいです。また、道路管理のごみの不法投棄に関しては、不法投棄の量と数のデ

ータをストック、分析して、特定の場所に防犯カメラの設置ができればいいと思い

ます。

藤川委員

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。



15

①については、指標の定量的評価が不明確のため、１点としました。

その他意見としては、道路予算の執行率が低いですが、道路拡幅用地の確保につ

いて、目標値を設定し、より積極的な対応が必要です。人員の増強、代替地の確保、

ＰＲ、世論の支持等が必要だと思います。

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、目標を下回っているという認識が妥当であるため、３点としまし

た。

その他意見としては、国道や県道についての危険箇所の対応については、市とし

て積極的な情報発信を繰り返し、迅速な改善を要望し、歩行者の安全を確保するべ

きだと考えます。

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、危険箇所の減少に努力してほしいです。②については、緊急性を

重視して行ってほしいと思います。④については、道路整備実施計画４４路線につ

いて、他の路線との区別が分かりませんでした。

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。

③については、南北の格差がありますので、北側の地域において、みなし歩道で

はない歩道を整備してほしいです。

その他意見としては、国道、県道、市道及び私道の区別が市民には分からないの

で、市道には市道であることが分かるように標識をつけてほしいと思います。

中村委員

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２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、道路整備実施計画の進捗度の未達状況から判断しました。進まな

い状況をどう考えるのでしょうか。②については、施策を構成する事業のうち、取

組内容の③から⑤について、「難しい」と評価するだけではなく、それを解消するた

めに今の取組がどれだけ効果があるものかをもっと記述するべきだと考えます。③

については、総合評価の「Ｃ」の評価は妥当だと判断します。計画年限及び達成度

は守れるのかそろそろ考えるべきではないでしょうか。④について、財政状況の厳

しさを理由にすると、それ以上は言及できません。むしろ計画変更の可能性がある

ことについて、行政側の説明が必要だと感じています。

長野委員
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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２点で、合計

９点です。

①について、累計値での進捗遅れがあり、「Ｃ」評価は矛盾がないと言えます。②

については、取組の内容に対する成果について、端的に示されていますが、年度当

初目標が不明のため判定できません。例えば、取組内容③では、道路改良整備を４

路線実施とありますが、一方では、歩道拡幅用地の確保が難しいとあります。つま

り、計画どおりには達成しなかったという理解でいいのでしょうか。施策目標にあ

る「安心して歩けるようにする」という定量化とそれへの進捗はどのように解釈す

るべきなのでしょうか。様々な情報が評価表から漏れていることから、１点としま

した。③については、実績内容から判断して「Ｃ」という評価は妥当だと考えます。

④については、施策評価からは優先度の高いものを進めるということが読み取れ、

一方で事務事業評価表には、地権者との交渉が困難な場合は、優先度の次に高いも

のに路線を移行して進めるとあり、矛盾した評価だと感じました。

その他意見としては、施策を構成する事務事業の今後の優先度について、１次評

価と２次評価が異なるところに特徴がありましたが、その理由を説明してほしいと

思いました。また、今後の施策の方向性の部分と同様ですが、施策評価からは優先

度の高いものを進めるということが理解でき、また地権者との合意不調の理由が買

収の金額であるならば、「選択と集中」により「他を捨て」て、優先度が高いものに

予算を集中させることが考えられます。一方で事務事業評価表には、地権者との交

渉が困難な場合は、優先度の次に高いものに路線を移行して進めるとあり、矛盾し

た評価だと感じました。この矛盾をどうするのか、調整するためのメカニズムを作

らなければならないと思います。

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（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７５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「１９

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「１９

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「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
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があればまとめていきたいと思います。

先ほど関口委員から４４路線を対象として評価したという話がありましたが、私

は全ての市道として考えました。和光市の全体が安全でなくてはなりません。維持

補修については、安全を第一義的に考え、残りの財源については、優先度、緊急性

を考えて進めていくべきだと思います。いかがでしょうか。ご意見がある方、発言

をお願いします。

関口委員

４４路線については、市民委員会で優先してくださいとして決まったとのことで

す。また、施策評価表にありますが、施策の対象は「市道」になっています。もち

ろん県道について意見を言いたいと思いますので、市道に限らず膨らませて意見は

できないでしょうか。

金子部会長

国道、県道については、意見とすることはできると思います。４４路線について

は、当初市民の方が決められたということですが、段差があるのはこの路線だけで

はないと思いますので、その他の路線も対象と考えることでいいでしょうか。

松田委員

県道と市道の交差するところが特に危ないです。４４路線に限定しないで、意見

したいと思います。

金子部会長

「予算の関係で、まず維持補修をして、既設の道路を安全に通し、残りの予算に

ついては、計画性と緊急性を考慮して実行していく。なお、交通の危険な箇所につ

いては、国道県道について、安全を確保するように要望していく。」という方向で部

会の意見をまとめてはいかがでしょうか。

長野委員

この施策の構成事務事業の優先度が一次評価と二次評価で大きく異なることが特

徴だと思います。その説明がなかったのはなぜだろうかだろうかと感じます。一次

評価はメリハリがあって、二次評価は全体的にというような意図が感じられます。

優先度が変わっているという点について、説明があったらよかったと思います。

金子部会長の補修をまず優先して、次に整備ということになると、内部評価で「Ａ」

とした道路整備を「Ｂ」として、また「Ｂ」とした道路維持、道路補修を「Ａ」と

することになってしまいますので、どうでしょうか。

金子部会長

予算は限定されており、厳しい財政状況の中では道路予算というのは削減対象と

されてしまうのは致し方ないと思います。その中で、優先度を見るならば、まず既

存道路の安全性確保ではないでしょうか。

長野委員

この施策評価表の記載を見ると、活動の成果について遠慮して評価を記入してい

るのか、本当にこれだけのことしかやっていないのだろうかと疑問に感じました。

評価、成果がたった一行というのは、もったいないと思います。もっと成果を書く

ような評価のガイドラインを変えていただく必要があるかと思います。

金子部会長
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「財政状況の厳しい中にあって、道路の整備の優先度としては、まず既設道路の

維持管理を第一とし、事故等の危険性を考慮し、緊急性のある箇所について対処す

ることが必要である。次に、道路拡幅等の整備を可能な限り計画性を持って進める

ことが必要である。」でいかがでしょうか。

関口委員

この施策は重点プランであるため、毎年外部評価していくものです。進みが早く

ないので、来年度も同じ評価になるかと思います。つまり、今のまとめ方だけでは、

来年度も変わらない評価になってしまう懸念があります。

金子部会長

それでは、明確な数値を提示することを意見とするのはいかがでしょうか。

泉委員

行政評価委員会の評価について、「工夫を凝らした事業の推進」とありますが、工

夫したところを書いていただくことがいいのではないでしょうか。

金子部会長

それでは、明確な数値を定めることと、どういう取組をしたか、より詳細に書く

といった施策評価表の改善を求めるということでいかがでしょうか。

長野委員

数値についてですが、先ほど和光市内の規模では、ｋｍよりｍの方が適切であっ

たかもしれないとの話がありました。そこで、施策指標「歩道の拡幅整備延長」の

単位ｋｍについて、市の規模を考慮し、また詳細な進捗度が分かるように、ｍを単

位とした補足指標（補足データ）を設定できないかということも検討の一案となる

のではないでしょうか。

金子部会長

それでは、施策評価表における取組内容における情報量の不足（詳細な数値等の

情報の不足）、指標に対する説明不足、記載内容の不整合が一部においてみられる。

次年度の行政評価の際には、施策評価表の改善してほしいという意見を加えたいと

思います。

オ 評価結果のまとめ

金子部会長

評価点数は７５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、「財政状況の厳しい中にあって、道路の整

備の優先度としては、まず既設道路の維持管理を第一とし、事故等の危険性を考慮し、

緊急性のある箇所について対処することが必要である。次に、道路拡幅等の整備を可

能な限り計画性を持って進めることが必要である。

また、外部評価を実施するに当たっては、取組内容等について詳細な情報が必要で

あるが、施策評価表における取組内容における情報量の不足（詳細な数値等の情報の

不足）、指標に対する説明不足、記載内容の不整合が一部においてみられる。次年度の

行政評価の際には、施策評価表の改善をすること。」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（６月２０日（木））について、連絡した。

４ 閉会


