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和光市総合振興計画審議会第１回会議 会議要旨 

 

開 催 日：平成２５年４月１５日（月） 午後１時３０分～３時４５分 

開催場所：和光市役所議事堂３階全員協議会室 

出 席 者：関口泰典副会長（５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）山田智好、荒木保敏、松田廣行、 

                  金子正義、野宗玲子 

４号委員（知識経験を有する者）中村耕三、長野基、宍戸博 

５号委員（公募による市民）梅沢直、藤川和孝、泉常夫、松永靖恵 

 （欠席：４名） 

次 第：１ 開会 

２ 議事 

 平成２４年度外部評価結果反映状況報告 

 平成２５年度外部評価方法 

 平成２５年度外部評価対象施策の選定 

３ 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１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。 

それでは、まず、年度の初めということで企画部長よりご挨拶を申し上げます。 

石田企画部長 

本日はご多用の中、和光市総合振興計画審議会の開催に当たりご出席をいただき、誠にあ

りがとうございます。 

昨年度については、外部評価の初年度の年ということで、また、評価対象となる施策数が

非常に多い中、委員の皆様のご理解・ご協力のもとに、評価を行っていただき、改めてお礼

申し上げます。 

 今年度についても、昨年度に引き続き、総合振興計画基本構想に掲げた各施策の推進のた

めに、外部評価にご協力をよろしくお願いします。 

さて、この外部評価結果については、多くの施策について内部評価は概ね妥当であるとの

結果をいただきました。また、点数評価以外にも各施策について多くのご提言をいただいて

おります。これらにつきましては、施策担当所管へフィードバックいたしまして、いただき

ましたご意見が今年度、または翌年度以降において反映するよう検討してまいりました。後

ほど事務局より報告させていただきますが、市としてはこの外部評価の結果をしっかりと受

けとめて、引き続き施策の推進に努めてまいります。 

今年度も様々なお手数をおかけする場面もあろうと思いますが、何卒ご協力の程よろしく

お願い申し上げます。本日はよろしくお願いいたします。 

事務局 

次に、４月１日の人事異動により、これまで政策課主幹の川辺が産業支援課長として異動
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し、新たに課長補佐として前島が今後担当させていただきますので、一言ごあいさつさせて

いただきます。 

前島課長補佐 

４月１日より企画部政策課課長補佐となりました前島と申します。どうぞ、よろしくお願

いいたします。皆さまにおかれましては、日ごろから市政にご理解、ご協力いただきまして

誠にありがとうございます。またこの審議会においても、皆さまのご尽力により、より良い

施策の推進を進めることができ、重ねて感謝申し上げます。皆さまのお力をお借りまして、

我々も施策を進めてまいりますので、今後とも引き続き、よろしくお願いいたします。 

事務局 

それでは、議事に移りたいと思います。本日の進行につきましては、本来ならば花輪会長

が行うところでありますが、ご都合が悪く、急遽欠席となりました。つきましては、条例の

規定に基づき、関口副会長に代理として進行をお願いしております。それでは、関口副会長

お願いします。 

 

２ 議事 

 平成２４年度外部評価結果反映状況報告 

関口副会長 

 それでは、議事に従いまして、進めてまいります。本日の審議会の内容については、次

第のとおりとなりますが、まずは本日の審議内容の概要について、事務局から簡単に説明

をお願いします。 

事務局 

 それでは、説明します。まず始めに、昨年度の外部評価の結果について、各施策所管課

にフィードバックを行い、皆様の意見等について検討しましたので、その状況をご報告し

ます。 

 次に、昨年度の審議会において外部評価の実施方法等についてご意見をいただきました

ので、そのご意見を受けて反映させる点について報告させていただきます。 

 最後に、重点プラン対象施策以外の外部評価について、その対象となる施策を選定して

いただきたいと思います。 

関口副会長 

 ありがとうございました。それでは、早速、議題「 平成２４年度外部評価結果反映

状況報告」に入りたいと思います。事務局より、報告をお願いします。 

事務局 

 それでは、説明させていただきます。資料１「外部評価結果反映状況」をご覧ください。 

 平成２４年度は、重点プラン対象施策９施策、重点プラン対象以外の施策２０施策を外

部評価の対象としました。 

 昨年度の審議会でも説明させていただきましたが、外部評価というのは、その結果、委

員の皆様から寄せられた意見をいかに今後の施策に反映させるかが重要であると考えてお

ります。そこで、評価結果等を所管課にフィードバックし、平成２５年度に反映させてい

くもの、中長期的に反映を検討していくものなどまとめたものが、資料１となります。非

常に多くの意見をいただきまして、資料が多くになっておりますが、施策ごとに「審議会

（部会）の意見」、「その他意見」について、どのように反映していくのか、どのように反
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映する予定としているかについて記載しています。 

 この場で一つ一つ見ていくことは時間の都合上、省略しますが、多くの意見が今年度及

びそれ以降に実施、前向きに検討となっているのではないかと感じております。 

 概略を申しますと、今年度に取組んでいくものとして多いのは、「施策評価表の記載内容

が不十分である」との指摘や、「施策の推進を表す新たな指標が必要である」とのご意見に

ついて、今回の行政評価から反映するというものです。その他、皆さんのご意見と同じ認

識を市として持っているものもかなり多く、そういったものが今年度から反映させていく

ということになっております。また、多少時間をかけて検討していかねばならないものは、

中長期的に検討していくとしています。さらに、ご意見をいただいた中には既に市として

実施しているものも多くありました。ただ、皆様から意見をいただくということはその取

組が市民の皆さまに知られていない、周知が足りないということですので、更に推進して

いく必要があるものとして掲載しています。 

 まとめ方としては、重点プランと重点プラン以外の施策、安全部会と安心部会の部会ご

とに掲載してありますので、確認いただければと思います。また、重点プラン対象施策に

ついては、今年度も外部評価の対象となりますので、お気付きの点等があればヒアリング

等で確認をしていただきたいと思います。 

関口副会長 

 ありがとうございました。昨年度、外部評価を実施した２９施策について、私たちの意

見がどのように反映されたのか、ということがこの資料で分ることになります。この資料

等について、何かご質問等ある方はいらっしゃいますか。 

松田委員 

 文字が小さく、資料が見づらいので、検討してほしいです。 

事務局 

 承知しました。 

関口副会長 

 ありがとうございました。今年度実施する外部評価についても、多くの意見を反映して

いただければと思います。 

 

 平成２５年度外部評価方法 

関口副会長 

 まずは事務局より、説明をお願いします。 

事務局 

 それでは、説明します。資料２「平成２５年度外部評価の実施について」をご覧くださ

い。昨年度の審議会において、外部評価の実施について様々なご意見、ご指摘をいただき

ました。その後、会長、副会長、部会長、長野先生を含めてご検討、ご指摘いただき、今

年度は以下の４点について、昨年度と方法を変更して実施していこうと考えております。 

 まず、資料提供についてです。これまで、配付資料としては、外部評価の対象となる

施策評価表、事務事業評価表を資料提供させていただいておりました。しかし、これでは

評価するための資料が少ない、少なくても３ヵ年の実施計画が欲しい、などのご意見をい

ただきました。今年度については、事前に行政経営方針、実施計画を資料提供いたします。

また、各施策の外部評価を進める際に、今年と同様に事前質問等の期間を設けますので、
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資料の要望があれば、既存のものを提供するよう努めたいと考えております。本日お配り

しています参考資料が、平成２５年度行政経営方針と平成２５～２７年度実施計画となっ

ております。 

 次に、評価目的についてです。外部評価の目的については、内部評価の妥当性を外部

評価することではなく、審議会として施策自体の外部評価を実施したい旨のご意見もいた

だきました。これにつきましては、今回の外部評価について、市長の諮問により求めてい

るのは内部評価の妥当性を評価していただきたいということですので、その点について変

更はありません。ただし、その趣旨等については事前に説明をさせていただいきましたが、

委員の皆さんにおける考え方の統一を、事務局として徹底できなかったのではないかと考

えております。そこで、評価における考え方の各委員の皆さんの共通認識を図ることを目

的に、「外部評価に当たっての留意事項」、資料３を作成しました。外部評価を実施する際

などに確認していただき、評価に当たっていただければと思います。 

 この資料に基づき、説明させていただきます。資料３「外部評価に当たっての留意事項」

をご覧ください。まず、今回の審議会にお願いしている外部評価についての市の目的、考

え方を資料の前提部分に掲載しています。この考え方を前提に、外部評価の実施をお願い

します。次に、実際の評価の際は、施策評価表の４項目について評価を行っていただいて

いまが、採点の方法について委員の皆さんの評価基準がまちまちになっているのではない

かというご指摘をいただきました。そこで、評価の視点としてこのようなポイントを見て

いただきたいというところをピックアップしたのが、資料の評価のポイントに記載してい

ます。このポイントに基づいて外部評価の実施をお願いします。なお、基本としては、内

部評価の妥当性を４項目で点数評価することとしていますが、「その他」において、施策

の推進、進行管理に関する助言をいただけるような制度設計としています。 

 以上がこの資料の内容となります。昨年度は、４項目の評価点数の合計から施策の総合

評価を定めることを中心に外部評価を実施し、その他ご意見がある場合には、部会の意見

として提出していただきたいという流れで説明をしてきました。評価終了後に各課へ結果

をフィードバックし、いただいたご意見について検討したところ、部会の意見の反映は当

然ながら、個人意見についても市としては非常に重要なアドバイスであり、結果として、

先ほどの報告のとおり、多くの事項を今後の施策の取組に反映できたのではないかと考え

ています。この個人意見については、安全部会で別紙として提出していただいたもののほ

かにも、部会での協議の際の発言や外部評価シートに記載していただいた意見も含めてお

ります。また、安心部会についても同様です。今年度についても、まずは、点数評価を実

施することに変わりはありませんが、皆様から、「その他」の意見をいただくことも非常に

重要であると考えております。実際の評価に当たっては、従来よりも委員の皆さんで協議

する時間等を少しでも多く取れるよう工夫し、活発な発言等で、議論していただけるよう

努めていきたいと思います。 

 次に、評価方法についてです。評価項目４つのうち、３つが「実績」に対して、１つ

が「今後の方向性」についてとなります。例えば、施策の推進が遅れている場合、内部評

価について悪い状況を認めていると、今後の方向性が適切ではなくても全体としては評価

が良くなってしまうという指摘をいただきました。この対応として、これまでの評価の補

足及び参考として、評価項目４項目について個別で点数を示して評価することを考えてい

ます。 
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 資料４「外部評価結果報告（ ）部会」をご覧ください。これは、昨年度、部会のまと

めの資料として使用していたものです。このうち、今回は「４ 評価項目詳細【参考】」と

いうところを追加しました。裏の資料「評価結果区分（評価人数に応じた一覧表）」をご覧

ください。「１ 出席者９人の場合」を見ると、評価区分、評価点数（合計）がこれまでと

同じです。それに４つの評価項目についてもそれぞれ分割してみてみましょうということ

です。総合点が良くても、一部の項目を見ると評価が悪いことは考えられます。その点を

分析することは必要なことであると考えます。具体的には、点数が低く、評価区分③、④

となる場合には、部会の意見をつけていただくことになります。 

 次に、重点プラン対象以外の審議方法についてです。市が行った内部評価について、

なぜそのような結果を導き出したのかを確認するため、また、書面審査のみでは分りにく

い部分もあるので、所管課とのヒアリングを実施したほうが良いというご指摘を受けまし

た。この対応としては、全ての施策についてヒアリングする方が望ましいとは思いますが、

限られた回数で時間的にも全ての施策については難しいと判断しました。そこで、１部会

１０施策のうち、３施策については、ヒアリングを実施していくことで調整をさせていた

だきたいと思います。その他については、昨年度と同様、書面審査となります。ヒアリン

グについては、１日で３施策やるのか、３回の会議のうち１施策をヒアリングとするのか

は今後の部会の協議に委ねたいと思います。 

関口副会長 

 今年度は、昨年度と比べて、４項目について変更するとの説明でした。ご質問等のある

方、いらっしゃいますか。 

泉委員 

 行政経営方針と実施計画については、今回提供いただきました。その他の提供資料につ

いては、事前にいただけるのでしょうか。それとも会議当日になるのでしょうか。会議当

日では、資料の把握ができませんし、委員の皆さんが共通認識で評価に望むことも大切だ

と思います。いかがでしょうか。 

事務局 

 要望をいただいた時点で、既存のものであれば、できるだけ早い段階で送付したいと考

えております。中にはご要望に添えないものもあるかと思いますが、その際はご了承くだ

さい。 

藤川委員 

 一連の評価の作業については、各所管課で資料を作成していただいているわけですが、

政策課は所管課に対するアドバイス等を行っているのでしょうか。所管課が記載したもの

をそのまま資料として我々委員に配付されているのでしょうか。 

事務局 

 評価表につきましてはマニュアルがありますので、それを基に所管課が記載しているも

のですが、提出されたもので内容が適切ではないもの、分かりにくいもの等については、

所管課に戻して修正していただいております。ただし、全てを訂正しているのではなく、

市民が見ても分かるような表現にすることなどを主に見ています。 

藤川委員 

 そのように進めていただきたいと思います。特に、「①の指標の達成度の妥当性」につい

て、指標が適切ではないものが多くありましたので、指導をしていただいて、意味のある
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評価になるようにしていただきたいと思います。 

事務局 

 指標等については、総合振興計画の中間年度に見直すことになるかと思いますが、事務

事業評価については順次付け加えていくことになっていますので、委員の皆さんの意見を

受けて、指標自体を充実させたいと考えています。 

金子委員 

 重点プラン対象外の審議について、ヒアリングを一部実施するとのことですが、確認で

すが、重点プランはヒアリングを実施するということでよろしいでしょうか。 

事務局 

 はい。全ての９施策についてヒアリングを実施する予定です。 

長野委員 

 これから評価に入っていくのですが、昨年度からの方針転換としては、コメントといっ

た質的な情報についても審議の場を通じて、集めたいということだと思います。これは、

場合によっては審議時間内でできないこともあると思います。仮にですが、時間内に審議

が終わらない場合には、ある回の会議でこういう意見が出ましたが、他にはどうでしょう

かといった速報版をまず作って、その後意見があれば出していただくということをすれば、

もっと意見が出ると思います。一方でこれは作業的に大変になると思いますので、この方

法がいいのかという議論もあるかと思います。 

 次に質問なのですが、今後の施策の方向性の評価については、内部評価のとおりに進め

て施策が推進する場合は３点、そうではない場合は０点ということです。この評価におい

てですが、どの施策でも人員や資金を一定程度投入すれば一定程度進むのではないかと思

いますので、これだけ予算を投入するとこれだけ進みますというところまで、私が判断で

きるのかなと感じます。委員として評価するには、どこまで厳密に、「推進につながる」と

いうのをどうイメージを持って、どう判断すればいいのでしょうか。 

事務局 

 まず、一点目については、評価の中で様々な意見をいただきながら、共通した課題があ

った場合は、課題の認識等を共有できるように委員の皆さまに情報提供するといった努力

をしていきたいと思います。 

 次に、二点目の「推進につながる」という点については、各施策の推進については個別

の審議会等で審議されており、それと同じ評価をするのでは重複してしまいます。今回の

外部評価としては、内部評価の認識、課題、考え方が妥当かどうかという点に重点をおい

た評価、また一段上から俯瞰した評価をお願いしたいと思います。行政内部の認識が正し

いのかという視点で見ていただき、必要があれば、行政内部の軌道修正ということにつな

げていければと考えております。 

中村委員 

 私は民間企業に勤務しております。企業では「よくできました」という評価は、粗利や

予算と実績の差分が少ない、あるいは施設の稼動率が目標値を上回っているなどの指標で

見るようにしています。先ほど長野委員のご発言で「何を持って推進と言うのか。」という

ことですが、ここでは指標の妥当性の問題はありますが、まずは「目標値に対して予定ど

おりにできたか」ということ、もう一つは「決められた予算の中で目標値が達成できたの

か」というというところで、私は評価したいと考えております。指標設定が悪いというこ
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とであれば、その設定そのものについて、外部評価委員が指摘することも評価にもなると

思います。 

 そもそもどういう評価したらいいのかというのは、まず、外部評価委員ならではの観点

で評価ポイントを示すことを、事務局も求めていると私は思います。 

 こういう点が推進だと考えております。また、他の委員から「私はそうではない」と言

った異なる意見があれば、それを出し合うことこそ外部評価の意義があると考えます。 

事務局 

 やはり、先ほど示したようなポイントで原則的には内部評価が妥当なのか、現状把握と

乖離していないかというところを見ていただきたいです。そして、プラスアルファとして、

皆さんからは忌憚のない意見もいただきながら、施策の推進の方向性が狂わないように、

評価をしていただければと思います。 

長野委員 

 外部委員ならではの様々な意見を受けることを追求したいということであれば、点数を

合算する方法では、良さがなくなってしまうのではないでしょうか。意見の分布している

状態で所管課に情報を提供しないといけないともったいないのではないでしょうか。 

中村委員 

 総合点について意見したわけではありません。私は何を持って推進しているのかという

長野委員の発言に対して、私個人はあらかじめ定めた目標値に対して期間、予算の両面で

スムーズに進んでいるのかということだと確認し、不具合があればそれを改めることだと

考えています。具体的には事務局から説明がありましたが、代替手段や可能性、つまり、

総合振興計画で定めた取組の中での今の取組の優先順位のままでよいのかどうかを、市民

目線として本当にいいのかどうかという点をコメントしてほしいのだと私は勝手に思って

おります。この点、長野委員のおっしゃる多様性を排除しているわけではないと思います。

もっというと、こうやって長野委員とのキャッチボールも外部評価としてはすごく意味が

あって、こういうやりとりを内部の職員に聞かせることもとても大切だと思います。 

金子委員 

 事務局の説明にあったと思いますが、目的や課題に対して、施策本来に沿っていないも

のが結構あります。そうなると、何を目標としているのか、また計画としているのか分か

りにくい状況です。取組内容や目標と実際の達成度がずれていることがありますので、内

部評価が適切かどうか、この判断の仕方が難しいところだと思います。先ほど説明のあっ

た留意点のとおり進めたらできるのかもしれませんが、本来やるべき方向に導くのが外部

評価の役割としてはいいのではないかと思います。こういったところで個人差が出てくる

のではないでしょうか。 

 また、今後の施策の方向性については、一次評価、二次評価、行政経営方針の三点をひ

とくくりで評価しなくてはなりませんが、一次と二次で内容が異なっている場合、どうし

たらいいのか思いますので、この際、お示ししていただきたいと思います。 

事務局 

 所管課で評価をし、それに対し、二次評価として行政評価委員会で評価が正しいか見直

しをしておりまして、最終的にできたものが評価と考えております。ですから、二次評価

を施策の評価として認識していただきたいと思います。 

泉委員 
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 二次評価を最終評価とすると聞こえましたが、間違いないでしょうか。 

事務局 

 はい、施策評価においては、二次評価を最終評価としております。一次評価と二次評価

で正反対になることはあまりありませんが、同じ方向性ならば補足するコメント、方向性

が異なるならば修正するようなコメント、評価となっていると思います。 

泉委員 

 それでは、所管課が評価したものを、行政評価委員会で再度評価し、それを私たちが外

部評価しているということでしょうか。 

事務局 

 はい、行政評価委員会で評価したものを外部評価していただいております。ただし、行

政評価委員会では、今後の施策の方向性などの評価をしていますが、施策の指標が適切か

どうかといった詳細までを評価しているわけではありません。 

泉委員 

 行政評価委員会で評価した際に使用した資料と外部評価で使用した資料は同じものでし

ょうか。 

 また、指標の取り方が甘いといったところもありますが、こういったところはいかがで

しょうか。 

事務局 

 まず一点目のご質問については、評価に使用した資料については、同じものを使ってお

ります。 

 次に二点目のご質問については、二次評価では一定の方向性を出すところに力を入れて

評価していますので、指標など評価しきれていないところもあります。外部評価では皆さ

まの視点から、こういったところも含めて見ていただきたいと考えております。 

泉委員 

 重点プラン対象施策についてヒアリングを実施していますが、内部評価でもヒアリング

を実施しているのでしょうか。もし、していないのであれば、同じ条件で実施しないとい

うことになりますが、その場合は問題ではないでしょうか。 

事務局 

 内部評価では、事務事業評価や施策評価については、評価表の内容の確認はいたします

が、ヒアリングを実施しておりません。それは、行政評価委員会で実際に評価する委員の

中に施策を所管している部局の委員がおり、内容の不明な箇所についてはその委員と確認

することで評価を進めていくことができるからです。 

金子委員 

 安全部会では、その他の意見ということで個人的な意見を添付することについて、前年

度と同様でいいか確認させていただきたいのですが。 

事務局 

 今後の推進の参考にしていきたいと考えておりますので、昨年度と同様進めていただき、

関係課にフィードバックしていきたいと思います。 

関口副会長 

 外部評価の留意点や評価項目ごとの評価については、実際の評価の際にも再度説明いた

だけるようお願いします。続いて、今年度のスケジュールについて、事務局より説明をお



9 

願いします。 

事務局 

 それでは、説明させていただきます。資料２「平成２５年度外部評価の実施について」

の下の部分、「２ スケジュール」の箇所をご覧ください。 

 今年度は全８回を予定しています。昨年度と同様、前半の２回で重点プラン対象施策に

ついての外部評価、年度後半の３回で重点プラン対象以外の施策についての外部評価を実

施していきます。 

 変更箇所としては、昨年度は、第３回の各部会の重点プラン対象施策についての外部評

価の後に全体会を行いました。今年度は、本日の会議の後に、重点プラン対象以外の施策

について１０施策を選定します。また、この後資料を送付し、１０施策の中からヒアリン

グ対象施策を第３回の部会において選定しますので、第３回の部会終了後の全体会は省略

します。また、重点プラン対象施策の各部会の外部評価結果については、まとめ次第、委

員の皆様には書面をもって報告するとともに、平成２６年度の行政経営方針への反映を目

的に、市へフィードバックさせていただきます。その他の変更点は、今年度は委員任期２

年の最終年となりますので、答申作成の為に２回会議を開催したいと考えています。 

関口副会長 

 ありがとうございます。今年度は８回のスケジュールで審議会を運営するとの説明でし

た。ご質問等のある方、いらっしゃいますか。ご質問等ないようですので、次に進みます。 

 

  平成２５年度外部評価対象施策の選定 

関口副会長 

 議題「平成２５年度外部評価対象施策の選定」について、事務局より説明をお願いし

ます。 

事務局 

それでは、説明させていただきます。重点プラン対象の９施策（安全部会４施策、安心

部会５施策）については、各部会で６月中に２回会議を行います。その日程で、担当課と

調整させていただき、評価の順番を決めさせていただきます。現在、市役所内部において

行政評価を行っております。終了次第、「施策評価表」を送付します。 

重点プラン対象以外の２０施策（各部会１０施策）については、昨年度外部評価を実施

していない施策より各部会１０施策を選定していただきます。選定方法については、昨年

度と同様、各部会において協議していただき決めていただければと思います。また、この

２０施策については、内部の評価が終了次第、「施策評価表」を送付します。そちらをご

覧いただき、どの施策についてヒアリングを実施したほうがよいかを第３回目の部会会議

における外部評価終了後に協議していただくことになります。 

それでは、重点プラン以外の各部会１０施策の選定方法について説明します。資料５

「外部評価実施状況一覧」をご覧ください。全６５施策が施策順番号順に並んでいます。

右側の重点プラン以外、「平成２５年度」の列をご覧ください。重点プラン、平成２４年

度実施したものについては、グレーとなっております。残りの施策から各部会１０施策

を選ぶことになります。安全部会は、基本目標ⅠとⅣを担当し、安心部会は基本目標Ⅱ

とⅢを担当していただいています。この中から選ぶことになりますが、便宜上各基本目

標の上から５施策ずつに「○」をつけました。各部会において、変えてもらって構いま
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せん。 

関口副会長 

ありがとうございました。それでは、施策の選定について、ご質問等のある方、いら

っしゃいますか。 

藤川委員 

安全部会については、「○」を付いているものをするということでしょうか。 

また、この中で、５８生活環境の保全とは何のことをいっているのでしょうか。 

事務局 

 まず、「○」の付いているものは、あくまで例ですので、変更していただいて構いませ

ん。 

 施策５８は、主に取組としては、騒音や環境美化の関係の施策になります。 

金子委員 

 審議会委員の任期が２年ということですが、残った施策については、他の審議会委員

が評価するということでしょうか。 

事務局 

 今年度選定されない施策については、次期の審議会で審議していただくことになりま

す。 

関口副会長 

 重点プラン対象以外の施策の選定については、部会ごとに決めますので、部会長によ

り調整していただきたいと思います。 

 

① 安全部会 

 協議の結果、重点プラン対象以外の施策については、次の１０施策を評価すること

となった。 

 施策名 
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 10 県営和光樹林公園の有効活用 
施策 12 公共下水道利用の推進 
施策 13 雨水対策の推進 
施策 52 鉄道・バスの利便性の向上 
施策 53 消費者保護の充実と消費者力の強化 
施策 58 生活環境保全の推進 
施策 59 ごみ減量・リサイクルの推進 
施策 60 廃棄物の適正処理の推進 

② 安心部会 

 協議の結果、重点プラン対象以外の施策については、次の１０施策を評価すること

となった。 

 施策名 
施策 23 充実した生涯学習機会の提供 
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施策 24 青少年の育成に適した環境づくりの支援 
施策 25 歴史的文化資源の保護・活用の推進 
施策 27 スポーツ・レクリエーションの環境の整備 
施策 29 人権啓発・教育及び平和の推進 
施策 30 男女共同参画社会の実現 
施策 42 健康な次世代を育む母子保健の推進 
施策 43 健康で元気になる食育の推進 
施策 44 安心できる健康づくりの推進 
施策 45 地域との連携による保健・医療体制の推進 

 

３ 閉会 

事務局 

 長時間にわたるご審議、ありがとうございました。 

 今年度も長期間、長時間にわたる審議となりますが、何卒ご協力いただけますようお願い

します。 


