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和光市総合振興計画審議会第２回会議（安心部会） 会議要旨

開 催 日：平成２５年６月２１日（金） 午後１時００分～３時２０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

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）山田智好、冨岡健治、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

５号委員（公募による市民）松永靖恵

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１５ 地域と連携した教育の推進

· 施策２０ 小中学校の配置・規模の適正化の推進

３ その他

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

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。冨岡委員よろしくお願いします。

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

せていただきましたので、その内容に基づいて、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１５ 地域と連携した教育の推進

ア 施策評価表に基づく施策概要の説明

所管課（学校教育課）が、資料１に基づき説明。

イ ヒアリング

荒木部会長

学校応援団の目標値については、説明の中で今後「２，５００」程度に見直したい

という話がありましたので、それを踏まえて質問もお願いいたします。
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花輪委員

学校応援団の協力者数の目標値が、平成２３年度「６００」から平成２４年度「４，

０００」、そして平成２５年度「２，３００」と大きく増減していますが、こうなった

経緯はどういうことでしょうか。

所管課

当初１校当たり約６０人の登録を想定して目標値を６００と設定したのだと考えら

れます。しかし、学校からの報告では、ほとんどの保護者が登録しているという学校

もあって、登録者数が２，０００人を越えたという実態を把握できたことから、市内

児童生徒約６，０００人いますので、大半の保護者が登録していただけることを想定

して平成２４年度目標値を４，０００人と設定したのではないかと考えられます。し

かし、実際には、大幅に増やしていくことは困難だと判断して、平成２５年度目標値

を２，３００と設定しました。私としては、２，３００というのは既に達成した目標

ですので、先ほども説明しましたが、これを２，５００くらいは達成できるのではな

いかと考えています。数を増やすということよりも、今後は内容の充実が重要になっ

てくると考えています。

荒木部会長

昨年度の部会でも、できる限りより高い目標をという意見でしたので、目標値につ

いては、再度検討いただきたいと思います。

冨岡委員

私は北原小学校の学校応援団のコーディネーターをやっています。北原小学校の協

力者数は、８０人程度です。中には地域の方やお子さんが卒業した後も入られている

方もいまして、教員を入れて１００人という状況です。先生が一生懸命やっていただ

けるので、コミュニケーションもよく、充実した活動ができている状況です。

また、先日各学校のコーディネーターを集めた会議に出ました。各校内容が異なる

ものを実施していますが、各校どのような活動を行っているかという情報交換をさせ

ていただいて、参考になりました。

荒木部会長

北原小学校については、内容が充実されているということですね。

冨岡委員

北原小学校については、耕運機もある程ですから、学校ファームについても充実し

ています。

荒木部会長

学校ファームについて学校外にあるのは４校とのことでしたが、どの小学校でしょ

うか。

所管課

北原小学校、本町小学校、白子小学校、新倉小学校になります。

宍戸委員

学校応援団のメンバーになられる方について、保護者の方を除いた地域の方やボラ

ンティアの方の割合はどの程度になりますでしょうか。

所管課

学校によって差がありますが、１～２割程度になります。本町小学校では７０名程
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登録いただいていて、そのうち２０名近くの地域の方に登録をいただいております。

もちろん保護者の登録が多いですが、やはり地域の方のご協力は大変ありがたいと考

えています。

宍戸委員

学校応援団の方は主にどういうことをされるのでしょうか。学校がこういうことを

お願いしたいと考えていることの業務量が分かれば、それをするのに必要な人数を算

定して、その数値が目標数値になるのではないでしょうか。つまり、どのくらいの人

が必要だということが目標になるのではないでしょうか。

所管課

学校応援団の方にしていただいているのは、大きく３つの内容になります。まず、

学習支援という内容です。次に、安全安心の内容です。子どもたちの登下校の見守り

をするというものです。次に、環境整備の内容です。花を植えたりして、より良い潤

いのある環境をつくるというものです。どのグループに登録するかは希望制で、ご都

合いい日に参加いただています。できる人ができる時にできることをとし、息の長い

活動にしていくことが必要だと考えています。どれだけの方に登録されているからい

いということでなく、登録されている方に多く支援いただける活動を計画して実施し

ていくことが大切です。この活動を通して、関わる地域の方、保護者の方の教育力を

更に高め、また連携する学校の教員及び組織の指導力を高めていくということが重要

になります。

荒木部会長

なかなか目標の数値を上げるのは難しい取組だと思います。質の向上に重点を置か

れているということだと思います。

森田委員

学校応援団については、冨岡委員のような地域の協力してくださる方がいらっしゃ

って、３本柱で色々な活動ができています。学校によっては、保護者が中心となって

いる学校や地域の方が中心となっている学校など、特色が違うということはあります。

また、学校応援団とのＰＴＡとの役割分担についても各校の特色あります。和光市に

はＰＴＡがない学校もありますが、学校応援団が始まって、つながりができてきたと

いうこともあり、ＰＴＡが組織化された学校もあります。

野宗委員

施策評価表の今後の施策の方向性に「学校応援団推進協力者となるコーディネータ

ーの育成、連携協力の方策検討、コーディネーター会議の定期開催、情報交換等を行

い、充実を図っていく。」とありますが、冨岡委員の話から既にそういうことができて

いると感じられました。現状としてはもう達成しているのか、できていないので今後

進めていくということなのか、その点をお聞きかせください。

所管課

冨岡委員のような学校全体のコーディネーターという方もいらっしゃいますが、各

グループのコーディネーターという方もいます。各グループのコーディネーターの方

がリーダーシップをとって、何か活動をする際にご協力いただける方を募り、学校応

援団と学校との橋渡しをしていただき、支援をいただいています。学校間の連携が少

ないという状況ですので、今後は年間２～３回のコーディネーター会議を計画して、
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良い取組について情報共有をして、各学校で生かせるように展開していきたいと考え

ています。

荒木部会長

現在は、学校応援団への協力者数も増えてきており、今後はコーディネーター会議

によって各学校間の連携、情報共有化をすることにより、充実をしていくという段階

に入っているということだと思います。

山田委員

学校ファームの面積はどのくらいあるのでしょうか。何年生から携わっているので

しょうか。

所管課

北原小学校と本町小学校がお借りしている学校ファームの面積は、およそこの第二

委員会室程度の広さで、そのうち北原小学校では約４分の３程度を、本町小学校では

約４分の１程度を使用しています。本町小学校については、学校から学校ファームま

で距離があって頻繁には行けませんが、北原小学校は近くにありますので全学年が活

用できるようにしています。その中でも主には３～４年生までの学年の利用が多いで

す。地域の方には、植え付けから、維持管理、収穫、土地の管理といったきめ細かな

支援をいただいて、子どもたちにとって大変貴重な経験となっています。

荒木部会長

学校内の学校ファームはどのくらいの大きさでしょうか。

所管課

狭いスペースを複数の学年で利用している状況です。条件としては、外の農地をお

借りして学校ファームを設置した方がいいと考えています。

荒木部会長

遊休農地などもありますから、農業委員会の協力を得て、進めてほしいと思います。

ウ 評価シート記入

荒木部会長

外部評価シートへ評価を記入していただきたいと思いますが、評価方法の留意点に

ついて、事務局から説明をお願いします。

事務局

資料「外部評価に当たっての留意事項」をご覧ください。まずは、「前提」の部分で

すが、「施策評価表」に記入している「概要」、「指標」、「取組内容」については、総合

振興計画に掲げた内容となります。今回の外部評価では、まずは設定された指標にお

いて目標を達成しているか、設定された取組内容について妥当な活動を行い、課題等

を適切に認識しているかという視点で評価してください。

ただし、施策の本来の目的に対して設定した指標だけでは達成度等が把握できない、

設定された取組内容だけでは達成が困難であると判断した場合は、外部評価シート「

その他」において、ご意見、ご提言をいただければと思います。

次に、留意事項の「評価のポイント」の部分ですが、４つの項目について評価して

いただきますが、それぞれ「評価の視点」を確認の上、０～３点の４段階で評価をお

願いします。

全委員
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評価シートに評価を記入。

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。

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、平成２４年度から平成２５年度に目標値が下がっていますが、現

実的に目標値を改めて学校応援団の協力者を増やしていくということで２点としま

した。協力者数の現実的な目標値を改め、これからも協力者が増加していくという

ことを期待します。②については、学校から農地への引率は難しいと思いますが、

学校ファームの学校外の設置がまだ１１校中４校です。学校の花壇での活動は、子

どもたちが畑に入って活動することとは異なるものであるので１点としました。④

については、地域によって難しいと思いますが、花壇等を学校ファームとしている

学校にも、農家の方もしくは栽培の専門の方にも入っていただけたらいいと思いま

す。

その他意見としては、保護者以外の地域住民の方に学校応援団に入ってもらうた

めには、やはり回覧などの周知が必要だと思います。広沢の地区では、学校に通っ

ている子どもがいる家庭にしか周知されていません。

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３点で、合計

９点です。

①については、大幅に数値目標を達成していない施策指標の項目がありますが、

目標値の設定が期待値であったということで、施策に大きな影響を与えないと考え

て評価しました。②については、学校ファームについては学校外の農地の活用が全

校ではないですが、この点についても把握されておりますので、評価としては概ね

妥当だと評価しました。③については、質を高めるという評価をされていて概ね妥

当だと判断しました。④については、質を高めるということを方向性としているの

で、妥当だと判断しました。

その他意見としては、本施策は、数値目標の達成よりも、施策の質及び効果を高

めることが課題であり、幅広い取組が実施できるよう学校応援団への協力者を確保

していくことや地域の方々の協力で様々な体験ができる機会を確保することが重要

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、目標の設定が自由に変えられる条件下では、達成度もいかように



6

も変えられます。これでは、達成度を計測する意義にも限界があり、目標の達成度

をどう捉えるべきなのか疑問に感じます。②については、各学校の置かれた条件下

で、できることをぎりぎりまで追求していると思います。③については、学校間の

取組に差があって難しい面があると思いますが、できるところで考えられることを

最大限やっていると思います。④については、取り組み始めてまだ日が浅いですが、

地域の協力を得て、これまでの実績を継続していけば、理想の水準に近づいていく

と期待できます。

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、目標値の設定の問題があるため、評価が難しいです。今後は適切

な目標値設定をしてほしいです。実績値のみをみると、目標値を大きく下回ってい

るのではないかと思いますので、評価「Ｂ」というより「Ｃ」が妥当だと思います。

②については、学校間の活動内容の差を解消していくこと、また活動内容の質や成

果については検証、改善していくことは重要だと思います。③については、評価「Ｂ」

となっていて、評価理由に「地域性等を生かし、一層の推進を目指す。」とあります

が、今後具体的にどのように進めるのか明確さに欠けます。④については、施策の

方向性のサービス水準及びコストともに「→（維持）」となっていて、コーディネー

ターの育成や会議を開催していくという先ほどの説明では、今まで以上に充実させ

るということでしたので、その内容と矛盾するのではないでしょうか。

その他意見としては、学校応援団の話を聞いていて、数値だけでは活動内容が分

からないと感じました。活動内容の質や成果などをどう評価するのか、工夫が必要

だと思います。ただ人数が多ければいいということではなく、様々な質、特色を生

かしているということを捉えて、活動の内容を評価していただきたいと思います。

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、目標値が年度毎にばらばらです。全体的に昨年度と同程度の実績

で、２点と評価しました。③については、特色ある学校づくりを推進するために取

り組んでおり、概ね妥当だと評価しました。④については、ますます質を高めてい

くように進めていただければと思いました。

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３点で、合計

９点です。

①については、協力者数、登録人数ということよりも、事業への参加人数が大切

だと思いますので、この点が形で見えるようにしたらいいと思います。北原小学校

については、登録者数の約７割が参加している状況です。やはり、事業の内容の充

実を図っていくべきです。②については、学校ファームを学校外農園が４校だけと
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のことですので、増やしていただきたいと思います。遊休地については農業委員会

と連携して進めてほしいです。③については、地域の特性がありますので、各学校

独自の事業を行うことで、特色のある学校をつくっていけると思います。④につい

ては、今後はコーディネーター会議をはじめ、学校及び地域の連携を充実し、各校

相互の情報交換、連絡を取る機会を増やしていくことは大切だと思います。

その他意見としては、学校ファームについて、学校外での設置の問題は、農地ま

でのアクセスです。農地が学校から遠い場合が多く、児童・生徒の安全を考えてい

くことも課題です。

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２点で、合計

８点です。

①については、学校応援団やみどりの学校ファームを更に充実させてほしいと思

います。②については、地域性の特色を生かした取組を検討してほしいです。③に

ついては、みどりの学校ファームによる豊かな自然体験を推進するために、各校の

学校ファームを適正な面積にする必要があると思います。④については、地域と学

校のつながりをより深め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については、目標値設定の変動が大きく、指標の達成度評価が難しいと感じま

す。②については、学校間における取組の差について検討の余地があるので、２点

としました。

その他意見としては、取組内容の「質」をどう評価したらいいのか分かりません

でしたが、そのための指標を工夫してほしいと思います。実際に、学校応援団の協

力者数はピークに達していますが、まだ課題があるという状況です。この部分をど

うやって評価できるようにするか検討してほしいと思います。

また、地域と連携した教育の推進と考えますと、ピックアップされている構成事

業が学校教育課の事業のみですが、生涯学習課の「放課後子ども教室」などの事業

もあると思います。課を横断した取組もピックアップする必要があるのではないで

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。

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８０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
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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「１８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「１９点」、「④今後の施策の方向性の妥当

性」は「２４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」

が「①適正な評価が行われている」、その他の項目が「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」になりました。

（イ） 意見交換

荒木部会長

では、最後に、「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、「学校応援団への協力者数」などの数値の増加ばかり

ではなく、事業の活動の質の向上といった点が重要で、これを評価する工夫という

意見がありました。

また、施策指標の目標値については、年度毎に大きな隔たりがあるという指摘が

あり、精査した目標値の設定が必要という意見がありました。

また、みどりの学校ファームについては、学校外の農地を活用しているのが４校

とのことですので、農業委員会と連携を図りながら、市内の遊休農地を活用するこ

とを検討してほしいという意見がありました。

他にご意見ありますでしょうか。

宍戸委員

数値目標を簡単に直せるというのはどうでしょうか。

花輪委員

目標値の設定がルーズに感じられ、評価をやっていることの意味がないのではな

いかと感じました。

荒木部会長

どのくらい学校応援団が必要だという積算は必要だと思います。これによって、

目標値も変わってくるのではないでしょうか。

また、先ほどご意見がありましたが、やはり登録人数よりもどれだけ多くの方に

事業に参加してもらうかが重要で、それと同時に質を高めていくかということが重

要ですので、この点を部会の意見に盛り込めればと思います。

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「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、「施策指標「学校応援団への協力者数」の

目標値について、各年度における目標値設定に大きな隔たりがある。登録者数、事業

内容や必要人数などを精査した上で目標値を設定するべきである。また、本施策につ

いては、協力者数や活動実施数の増加ばかりではなく、事業内容の質の向上、効果の

拡大を図る必要がある。また、みどりの学校ファームについては、学校外の農地を活

用しているのが１１校中４校である。市内には遊休農地があるため、農業委員会等と
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の連携を図りながら、学校ファームへの活用について積極的に検討してほしい。」とし

ます。

② 施策２０ 小中学校の配置・規模の適正化の推進

ア 施策評価表に基づく施策概要の説明

所管課（学校建設準備室、学校教育課）が、資料１に基づき説明。

イ ヒアリング

冨岡委員

私は学校選択制の検討委員会の委員長をやりました。当時、大和中学校の生徒数は

施策評価表に記載の生徒数よりも、もっと多い推定だったと思いますが、学校選択制

によって変わってきたということでしょうか。

また、当時通学時の子どもの安全の確保が重要な課題と認識されていたと思います

が、このことについても評価表に記載されていますので、課題として認識されている

と思います。どういう状況でしょうか。

荒木部会長

冨岡委員から、２点質問がありましたが、回答いただく前に１点指摘させてくださ

い。

昨年度の外部評価反映状況として、「小学校の児童数に対しては市域北側に限っての

対象となるため、補足指標として、白子、新倉、北原、新設校を入れるものとします。

中学校の生徒数に対しても同様に補足として現在の３校に新設校を入れるものとしま

す。」と回答されておりますが、施策評価表に実際加えられたのは白子小学校と大和中

学校になっています。ここに白子小学校の他に北原小学校と新倉小学校の児童数が加

えて、大和中学校の他に第２中学校と第３中学校の生徒数があれば、どのくらい児童・

生徒数が偏っているかが分かると思います。

では、学校選択制の検討委員会では、通学路の安全性の確保が課題としてあがって

いたとのことですが、この点については、現在どういう状況でしょうか。

所管課

現在、児童数の多い白子小学校の学区には、通学で３０分～４０分かかる児童もい

ますし、隣の板橋区の小学校に通学する児童もいます。この状況を克服するために、

下新倉児童センターエリアに新設学校を建設して、通学中の安全性を確保していきた

いと考えています。

荒木部会長

下新倉保育クラブでは、移動用のワゴン車を使用しています。これは、安全の確保

に有効だと思いますので、送迎車についても検討していただきたいと思います。

では、先ほどの冨岡委員の大和中学校の生徒数についての質問は、学校選択制によ

って、推計よりも人数が少ない状況なのではないかということでしたが、いかがでし

ょうか。

所管課

学校選択制の状況について、説明します。平成１５年度に通学区域を変更すること

によって、児童・生徒数のアンバランスを解消しようという取組を進めました。市内

の５つのエリアを学区変更しようということでしたが、結果的に市民の方の反対の意
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見等もあって４つのエリアを変更しました。学区を変更したことの成果は今日まで生

かされてきていると感じています。その後も社会増や開発等の影響で状況は変わって

きていますが、やはり学区を変更するということは市民にとって大きな利害に直結す

る部分であり、馴染んでいるこの状況を変えるということは教育委員会としては、難

しいと判断し、学校選択制を進めてまいりました。

白子小学校の学区では新倉小学校を選べるようにし、新倉小学校では新しい校舎を

建設し、教室を増やしました。また、白子小学校では狭い校庭に更に教室を作りまし

たが、教育条件として良好な状況ではありません。平成２３年度から各年度１４名、

７名、６名と新倉小学校を選択している児童がいます。また、第四小学校の学区につ

いては、広沢小学校を選択できるようにしています。特に西大和団地の５街区以外に

ついては全て第四小学校の学区となっていますが、交通安全上、防犯上から問題があ

るというご意見をいただいておりまして、第四小学校から広沢小学校へは、平成２３

年度から各年度５名、３名、６名の児童が通っています。広沢小学校の学区について

は、児童数の少ない本町小学校を選べるようにしており、平成２３年度から各年度４

名、１名、１名と本町小学校に通っています。

中学校については、第二中学校は施設としても余裕があり、市の中央にあるため、

大和中学校と第三中学校の学区から通えることとしています。平成２３年度から各年

度１９人、１７人、２１人の生徒が第二中学校に通学しています。

冨岡委員からお話がありました大和中学校については、１学年が約３５０～３６０

人規模になり、１，０００人を超える規模になるだろうと予測されていまして、この

中には私立及び国立に進学される方も２割近くいると把握していますが、当時６００

人ほどいた生徒数が現在８００名に後半になってきていますので、近い将来に当時の

想定に近づいていくと考えられます。

荒木部会長

市内の児童数が増えているということでしょう。先ほど、お話しました北原小学校、

新倉小学校の児童数及び第二中学校、第三中学校の生徒数の人数が分かりましたら教

えてください。

所管課

平成２４年度の人数についてですが、白子小学校７８５人、新倉小学校６４０人、

北原小学校３６７人となっています。中学校については、大和中学校８２８人、第二

中学校３９９人、第三中学校４９８人となっています。

荒木部会長

多いところと少ないところでは約２倍となっている状況です。

野宗委員

新しい学校については、いつ頃できる予定なのでしょうか。

所管課

今年度用地交渉を終わらせ、その後、実施設計をやっていきます。平成２６年度中

頃から１年半から２年かけて工事を行い、平成２８年度４月に開校を考えています。

荒木部会長

子どもの数が、この新設校の建設中に急に減ることはないでしょうか。

所管課
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和光市内０～５歳児を見ると、減るという想定は現在ありません。

山田委員

新設校の児童数の予定はどのくらいでしょうか。

荒木部会長

白子小学校と新倉小学校から新設校にくるということだと思いますが、予定児童数

は、どのくらいになりますでしょうか。

所管課

学校の規模は、児童数を５００人と考え、施設の建設を考えています。どの区域の

児童が新設校に通学するか決定していないので、具体的にはいえませんが、５００人

程度を確保していかなくてはいけないのではないかと考えています。

荒木部会長

下新倉児童センターには、保育クラブがあり、グラウンドでは生きいきクラブ連合

会の方がグラウンドゴルフをしています。現在このように施設を使われている方がい

て、児童センターと保育クラブが存続するか心配されています。しかも、こちらの土

地は児童センターと保育クラブを建ててほしいということで提供されたという経緯も

あります。小学校建設準備委員会での検討では、地域の方のニーズは取り入れられる

のかという点をお聞かせください。

所管課

学校の敷地規模は１万５千㎡ほどを考えております。その中で、児童センターの建

物が予定地の真ん中にありますので、そのまま残すのは難しいと思っています。保育

クラブもどうしていったらいいのか検討しなくてはなりませんので、こういった点を

検討委員会で検討していく予定です。

そのまま残すのは難しいと考えているとお話しましたが、例えば複合施設にするの

か等、検討していければと思います。

荒木部会長

既存の機能がなくなることは地域の方は絶対反対だと思います。児童センターがグ

ラウンドの位置になるのであれば、仮設を建設しなくても移行できると思いますので、

こういった部分も含めて検討してほしいと思います。

宍戸委員

小学校については、文部科学省が求めている理想的または基準となる児童数はどの

くらいになりますでしょうか。

所管課

国では１２～１８学級が標準とされています。白子小学校は２０学級を超えていま

す。

先ほどお話しましたとおり、新設校では、多くても５００人程度の規模として、こ

の状況を解消したいと考えています。

荒木部会長

これまでの経緯や現状の偏りの大きさを考えると、地域の方の反対もあるかと思い

ますが、学区域を変えないと、偏りを解消するのは難しいと思います。

所管課

学区域については、大きな通りなどで分けるといったことにとらわれず、色々工夫
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するということも考えられると思います。

佐々木委員

学校選択制を実施して、思いの他うまく進まないということですが、そのことに対

する解決策というのは何かありますでしょうか。

所管課

該当する地域、学校について、秋頃全ての対象の方に説明しております。小学校と

いうのは、保護者は安全に一番近くの学校に通学させたいという思いがあります。こ

ういった思いに合致する場合は学校選択制を生かして別の学校に通学されますが、そ

うでない場合は、やはり、あえて離れた学校を選ばれる方は少ない状況です。

しかし、中学校については、子どもが大きくなり安全性という面がある程度解消さ

れており、第二中学校は中央に位置していますので、大和中学校と第三中学校から通

学されています。第二中学校としては、２０名弱増えるだけでも学校の規模が多きく

なり、大和中学校では、この移動で学級数が８クラスになるか９クラスになるかとい

ったように影響が大きいものになっていますので、この制度を活用していきたいと考

えています。しかし、制度的に限界もあるものと考えています。

冨岡委員

学区の変更というのは、もうしないのでしょうか。丸山台２丁目、３丁目のエリア

については、以前学区の変更が複数回ありました。

所管課

新設校が平成２８年度にできるということであれば、白子小学校及び新倉小学校の

学区から、新設校へ変更になることが考えられますが、その場合、何らかの学区の変

更をせざるを得ないと思います。

また、松本市長のマニフェストでは小中学校一貫校というものもありますので、新

設校が小中一貫校となれば、大和中学校の生徒数の多さにも対応できるという考えも

あります。中学校の学区についても課題になってくると考えられます。

以前、第三小学校の児童が非常に増加して、第四小学校に余裕がある状況で、白子

小学校学区の白子２丁目の一部、中央２丁目の一部のエリアを第四小学校学区に変更

したことがあります。しかしその後、第四小学校学区で集合住宅ができ、余裕がない

状況になりました。一度学区を変更したエリアについて、場合によっては第三小学校

に学区変更するなど、柔軟に対応していくことも必要かと考えられます。

荒木部会長

新設校についての小中一貫校の話についてですが、面積的には小学校でいっぱいで、

中学校もというのは難しいのではないでしょうか。

所管課

小学校と中学校では、施設の重複しているところもありますが、子どもの体格が違

いますので併設しなくてはならないところもあります。工夫しなくてはならないと思

います。グラウンドの面積も小学校と中学校では異なりますので、教室の個数も必要

になりますので、検討は必要になるかと思います。

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
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（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。

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。

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２点で、合計

１１点です。

④については、中学校についても生徒数の適正化を図っ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。

②については、「前年度と比較して、大きく進んだものの」と書いてありますが、

用地確保が進んでいないので、その評価が妥当だと判断できませんでした。

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、大和中学校は目標値の１．５倍の生徒数というのは、「Ｃ」評価よ

り「Ｄ」評価ではないかと判断し、２点としました。

②と④については、小学校新設が最短で平成２８年度ということですが、それま

での子どもたちの教育環境をどう整えるのかのという点について、打開策がなく、

見通しが立っていないことが心配です。学校選択制も十分な対策になっていません。

その他の意見としては、同様の内容ですが、子どもたちには今しかないのだから、

詰め込まれた状況ではなく、のびのびとしたいい教育環境で過ごせるように、学校

を建てるということだけではなく、何らかの形で児童・生徒数が多すぎることの解

消を図ってほしいです。

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については、相手、地権者のある中で、学齢児の数の増加が先行して変化する

ため、指標の達成は容易ではないです。評価を「Ｃ」としているので、概ね妥当だ

と判断しました。②については、学校選択制の実施などソフトの対策との組み合わ

せで、弾力的な取組を工夫していると思います。③については、地権者との交渉な

ど困難な条件を十分承知した上で、それにも関わらず、様々な種々の努力をしてい

ます。④については、小学校建設準備委員会との連携で、立ちはだかる大きな壁を
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突破していっていただきたいという期待を込めて評価しました。

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、施策の重要度及び課題が明確であり、その達成度に関する評価「Ｃ」

は妥当だと判断しました。「目標を下回る」という評価をするのは難しいことです。

自己評価を適切に行っています。

その他意見としては、地権者及び学区住民との交渉等対外的な取組があり、達成

度のみでの評価ではなく、他の有効な評価指標が考えられないかと思いました。

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３点で、合計

１０点です。

②について、「学校選択制により、より安全な通学路を選択して登下校ができるよ

うになっている」と記載されていますが、学校選択制により他校へ登下校している

場合、やはり車での送迎が増えていて、他の児童生徒の安全性が欠けていると聞き

ますので１点としました。

その他意見としては、児童生徒数の偏りが解消されないません。先ほどの意見交

換では学校用地が少ないということなので難しいかもしれませんが、新設校につい

て小中一貫校という可能性もあるのではないかと考えました。また、学校選択制の

活用については、特に中学校においては部活の数を増やすなど、その学校に魅力が

あれば広がるのではないかと思います。

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、学校選択制の導入検討の際、検討委員会の委員長をさせて

いただきましたが、委員会では、児童生徒の通学時の安全の確保について強い意見

がありました。中学校では自転車通学が可能になれば、学校選択制の活用も広まる

のではないかと思います。学校建設について、地権者との交渉は難しいと思います

が、新設校建設に向けて頑張って進めてほしいと思います。

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３点で、合計

１１点です。

その他意見としては、用地交渉及び学校建設は困難でも短期目標は明確にするべ

きです。また、新しい学区域の設定について早く進め、学区が変更となる対象者に

は早期に情報提供が必要です。

児童センター、学童保育クラブ、グラウンドゴルフといった既存の機能を残すと

ともに、新設校を建設することについて検討してください。
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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９７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

５点」、「②取組内容の評価の妥当性」は「２１点」、「③総合評価の妥当性」は「２

６点」、「④今後の施策の方向性の妥当性」は「２５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。

意見では、児童生徒数の偏りを見るために児童生徒数の多い学校に加えて、生徒

数の少ない学校・学校建設による影響する学校について児童生徒数を指標として設

定するべきという内容のものがありました。また、新設校建設については、用地確

保及び学校建設についてスケジュールを明確にし、目標を明確にする必要があると

いう内容や学区域の設定について早く進め、学区が変更となる対象者には早期に情

報提供するべきだという意見がありました。その他には、市長のマニフェストに関

連して、小中一貫校の検討という意見もありました。

このような内容をまとめたいと思いますが、その他にありますでしょうか。

冨岡委員

学校選択制については、検討委員会では、子どもの安全確保という点から小学校

は難しいという意見が大半を占めていました。子どもの安全確保は重要な課題にな

りますので、スクールバスなどによって安全の確保のための工夫を検討する必要が

あると思います。

荒木部会長

下新倉保育クラブでは送迎の車を運行しています。スクールバスについても部会

の意見に入れたいと思います。

宍戸委員

平成２８年の開校に向けて頑張ってほしいです。

佐々木委員

平成２８年度の開校は、あくまで希望という感じがしました。

荒木部会長

新設校の建設については、議会でも答弁していますでしょうか。

事務局

基本的には計画通りに進めていくが、かなり厳しい状況という答弁をしています。

花輪委員

特殊的に和光市では人口が急増している状況の中で、与えられた条件が厳しいの

で、机上の計画の状況でも学校建設準備室は頑張っていると思いますので、引き続
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き頑張っていただきたいと思います。この部分について、部会の意見にメッセージ

として含められないでしょうか。

森田委員

早急に進めていくために、何かアドバイスいただけることがあれば、ぜひお願い

したいです。

花輪委員

子どもたちは現に存在して、増えていくので、頑張ってほしいと思います。

荒木部会長

では、先ほどお話した内容に、早期の学校建設にむけて施策を進めてほしいとい

う点、学校選択制の安全性の確保という点を加えて部会の意見として、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９７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、「評価点数については非常に高得点となっ

ているが、児童生徒のアンバランスの解消、学校建設という目的に対し、施策の進捗

としては順調に進んではいない。アンバランスの解消については、現状における学校

選択制での効果は限定的であり、早期の学校建設にむけて施策を進めてほしい。なお、

学校選択制については、保護者から児童が長距離を通学することへの不安が多くあが

っている。例えばバスによる送迎を実施するなど安全性を確保する工夫をすることで、

学校選択制を進めることも可能である。施策指標において、児童・生徒数の偏りを把

握するため、生徒数の少ない学校・学校建設による影響する学校について児童・生徒

数を指標として設定するべきである（新倉小・北原小・第二中）。次に、新設校建設に

ついては、用地確保及び学校建設についてスケジュールを明確にし、目標を明記する

べきである。また、平成２８年度の新設校の開校を目指しているのであれば、学区が

変更となる対象者には早期に情報提供（通知等）をするべきである。また、現在ある

既存の機能（児童センター、学童保育クラブ、グラウンドゴルフ）を残すとともに、

新設校を建設することについて検討するべきである。また、中学校におけるアンバラ

ンスも存在しており、新設校については、小学校の建設に合わせて、小中一貫校に向

けた検討も合わせて実施するべきである。」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

荒木部会長

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、ヒアリングを実施

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。
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では、ヒアリングしたい施策について希望を伺いたいと思います。２施策いかがでしょ

うか。

＜意見交換結果＞

ヒアリング実施施策については、施策２４「青少年の育成に適した環境づくりの支援」、

施策４２「健康な次世代を育む母子保健の推進」、施策４４「安心できる健康づくりの推進」

とする。

なお、ヒアリングの実施は、各会議１施策として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（６月２４日（月））について、連絡した。

４ 閉会


