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外部評価結果反映状況 

 

◎平成２５年度に反映する、実施していく。 

〇中長期的（平成２７年度の見直し時期など）に反映する予定、検討していく。 

●既に実施しているが、引き続き取組等の推進、周知等に努める。 

 

施策１ 中心市街地にふさわしい駅北口周辺の整備【重点プラン 安全部会】 

審議会（部会）の意見 

意見 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。 
1 

回答 ○：駅北口土地区画整理事業地区を含む、駅北側の「まちづくり」については、上位計画であるマスタープ

ランの見直しのなかで、検討していきます。 

意見 上記計画の中に、駐輪場などの具体的な市民の意見を盛り込むこと。 
2 

回答 ○：権利者の土地利用の意向を踏まえ、まちづくりへの市民参加について検討していきます。 

その他意見 

◎平成２５年度に反映、実施していくとされた意見 

1 

当体制から見て、平成24年度末までに仮換地指定が行えるか、また平成25年度から工事が着手できるか疑問である。 

⇒仮換地指定においては、合意形成率から年度内に実施できず、平成 25年 7月へ変更しました。なお、工事については、平成

25年度（仮換地指定後）に着手していきます。 

2 
事業を推進するためには現体制では不十分ではないか。充実していく必要がある。 

⇒平成２５年度より工事着手予定であり、組織、職員体制を強化して取組みます。 

3 

4年目ということを考えると、計画を進める必要がある。工事の進め方も考える必要がある。 

⇒平成２５年７月に仮換地指定をい、平成２５年度から工事に着手します。建物移転戸数が多いため、計画的な移転計画により

部分的に工事を進めていきます。 

〇中長期的（平成２７年度の見直し時期）に反映する予定、検討していくとされた意見 

1 

交通手段の確保を完全にしてほしい。 

⇒施工計画において、仮設道路、迂回路などの工事計画を作成し、円滑な交通処理や歩行者等の安全が確保できるようにしま

す。 

2 

市民の声が反映されていると言えない。和光市らしさが分からない。思い切った案を市民から集めてみたらいいのではないか。 

⇒土地区画整理事業は、地区内の権利者皆様の土地の負担により、公共施設整備を行なうものでありますので、事業計画への反

映については利害関係者のみが意見書提出該当となっております。よって、本事業計画については、市民参加の対象事業とは

なりません。しかし、この考え方は、あくまでも事業計画における意見の反映でありますので、今後、駅北口地区を含む和光

市駅北側のまちづくりに関しては市民参加の手法も検討してまいります。 

3 和光市まちづくり条例「まちづくり基本理念」にあるように、市民参加を多く取り入れ、協働のまちづくりを推進し、和光市地
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域防災計画にある「災害に強い防災都市構造」を取り入れ、都市計画、地域計画を策定してほしい。 

⇒防災については、消防水利施設である防火貯水槽１基に災害時における飲料水対応も可能な施設を整備する計画としていま

す。 

4 

駅北口周辺の整備と同時並行で、街づくりのイメージの具体化を図るべきではないか。南北の統一性なども考慮すべきではない

か。 

中心市街地にふさわしい北口周辺の整備は、ここだけに止まることなく、和光市駅全体の街づくりも同時進行的に進めることが

必要である。ハード、ソフトも含めて、広く意見を求め、計画し、実行されることを望む。 

⇒中心市街地としてのまちづくりは、１の部会意見で回答したとおり、駅北口地区を含む駅北側全体を考えていく必要がありま

す。まちづくりは都市計画でありますので、マスタープランとの整合性を図るため、その見直しの中で検討することとしま

す。 

5 
ワークショップで提案された駅前広場整備計画修正案の実現に向けて努力してほしい。 

⇒今後、交通管理者や交通事業者などと協議を行い、実施設計を策定する中で参考とします。 

6 
都市整備課所管の地下駐輪場整備計画を上記修正案との整合が図れるよう、働きかけてほしい。 

⇒地下駐輪場については、自転車等の将来需要台数予測等を踏まえ、関係各課と設置の検討を行っていきます。 

●既に実施しているが、引き続き取組等の推進、周知等に努めるとされた意見。 

1 

概略仮換地案への意見要望が3割ある。25年度着工に向け、まだ、様々な問題があると思うが、丁寧な説明をしてほしい。 

⇒本事業は土地の再配置、建物移転など財産に関わるものであり、引き続き、権利者の皆様にご理解を得られるよう十分な説明

を行い、丁寧な対応を心がけてまいります。 
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施策６ 安全で快適な道路の整備【重点プラン 安全部会】 

審議会（部会）の意見 

意見 財政状況が厳しい中、ハードだけではなく、ソフトの面においても維持管理等に工夫をし、可能な場面では

市民参加の手法も取り入れながら、道路の安全を確保すること。 
1 

回答 ●：ガードレールやトンネル内部の落書き等については市民参加により対応している箇所もあり、今後も様

々な手法が継続的に実施できるか検討してまいります。 

意見 道路の維持管理においては、緊急性のある補修などに対応できるように予算の確保をすること。 
2 

回答 ●：緊急を要する補修に対応できるよう予算の確保を引続き行ってまいります。 

その他意見 

◎平成２５年度に反映、実施していくとされた意見 

1 

財政状況からみて計画的に道路整備を進めることは難しいと思うが、しかし道路安全の面から道路補修など必要な予算は確保確

保していかなければならない。この点について、事業の取組内容を更に検討する必要がある。 

⇒道路補修については、補修必要箇所を選定し、補修範囲が広域にならないよう、計画的な予算の確保に努めてまいります。 

〇中長期的（平成２７年度の見直し時期）に反映する予定、検討していくとされた意見 

1 

事業の進捗状況について、厳しい財政状況だけを理由に説明するだけではやや説明不足の感がある。もう少し工夫していきたい

点についても触れることができないだろうか。 

⇒進捗状況についての理由説明となりますので、改善点について触れることは難しいですが、改善しながらより進捗が望めるよ

う努めてまいります。  

2 
事業の取組内容が評価表から分からないため、取組内容の評価は難しいが、事業区分を明確にし、取り組まれたい。 

⇒個々の事務事業が見えるよう成果等への表記を考えてまいります。 

●既に実施しているが、引き続き取組等の推進、周知等に努めるとされた意見。 

1 
全体的に道が狭く、安全が確保されていない。 

⇒道路整備について整備路線沿道地権者の理解、協力を得られるよう交渉を継続し、予算の確保に努めてまいります。 

2 

ソフトの面で、市民参加、市民の考えなどを、方向性として搾り出してほしい。NPOや市民との協働でカバーできる事業におい

ては、積極的に参加を促すべきだと思う。 

⇒危険性や専門性もあり、市民協働での事業展開は困難と考えますが落書き消し等市民参加している部分は継続したいと考えま

す。今後も様々な手法が継続的に実施できるか検討してまいります。 

3 

計画的道路整備の推進、市道の拡幅整備、バリアフリー化の推進、狭あい道路の歩行者の安全性確保は、厳しい財政状況に制限

されて不十分である。安全性や緊急性を中心に取捨選択しながらベターな方法を探るしかないのではないか。 

⇒現在の道路幅員のなかで歩行者等への安全対策を考えてまいります。 

4 

国道や県道についての危険箇所への市の認識は歩行者の安全性という観点から適正になされているのか疑問であり、現状是正へ

適宜対応が望まれる。 

⇒危険箇所については発見次第埼玉県に連絡し、併せて歩行者への危険回避としてカラーコーン等により、注意を促していま

す。 
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5 
余分な土地があるので、民間等に無償で貸して、花を植えるなど植栽することで、快適な道路環境としていくのがいい。 

⇒歩道の花壇の一部を市民により整備していただいている箇所もあります。 
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施策４８ 防災体制・消防支援体制の強化【重点プラン 安全部会】 

審議会（部会）の意見 

意見 市の体制はもとより、特に地震における初期防災については地域の防災体制の組織強化が基本であり、重要

である。 1 

回答 ●部会意見と同様に認識しており、市としても推進していきます。 

その他意見 

◎平成２５年度に反映、実施していくとされた意見 

1 
指標の構成が不十分である。 

⇒指標の構成の充実化を図ります。 

2 

地域の防災体制に地域の組織強化が基本であり、極めて肝要である。備品などは市が備えなければならないものと、地域の団体

が備蓄しなければならないものとを区別し、ある程度定量的に決めるのがよいと思う。備蓄品に対する補助金の交付では物足り

ない。 

⇒定量的には防災ガイドマップや職員派遣、説明会、おとどけ講座、リーダー養成講座、講演会、自治会長への通知等で周知は

行っております。補助金制度については、今後備蓄品の項目指定を図っていきます。 

3 

和光市災害時要援護者登録制度が始まったが、未だに登録数が低い。社会福祉課、長寿あんしん課と更なる連携をし、高めてほ

しい。 

⇒要援護者の登録だけでなく、支援者の登録推進が行えるよう連携を図っていきます。 

4 

市職員が指令系統の要です。情報ステーションの基地でもあります。帰宅難民には、情報が何より必要です。まず、市の体制の

確立を願います。 

⇒マニュアルの検証を行い、実用性のあるマニュアルへと高めていきます。 

5 

従来対策の延長ではなく、震度6強の直下型地震を前提に、より広域かつ広範な対策の検討が必要である。 

⇒従来より直下型地震を対象として想定を行い、対応しています。しかし、東日本大震災のような広域災害には対応しきれてい

ないため、平成２５年度中には地域防災計画の一部修正を行い、対応を図っていきます。 

6 
防災全般については、まず地域住民の意識改革と積極的な参加に向け、市としていかに誘導していくかが問われる。  

⇒市、自治会等が行っている訓練、講座、講演会等により参加してもらい、情報を知ってもらう体制を推進していきます。 

〇中長期的（平成２７年度の見直し時期）に反映する予定、検討していくとされた意見 

1 

第四次総合振興計画基本構想は、東日本大震災の前に策定されていて、平成23年4月に和光市地域防災計画は阪神・淡路大震災

をベースに策定されたと記憶しています。記載内容の変更を早急に検討していただきたいです。 

⇒国、県の被害想定が出てきた段階で、全面改訂を行うことを検討しています。 

2 
主要施設の食料、水、おむつ、粉ミルク、エネルギー、電気などの自給体制を望みます。 

⇒エネルギー等の施策については、関係各課と連携して推進するよう検討します。 

3 

防災体制の充実が急務であるが、まだまだ不足感がある。あまり順調に進んでいないとの評価もあり、それならば、どう進める

べきか検討が必要である。 

⇒費用対効果を見極めながら検討していきます。 
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●既に実施しているが、引き続き取組等の推進、周知等に努めるとされた意見。 

1 

消防団の充実、地域協力を図る。 

⇒現在、条例定数１３０名のところ１２５名の団員がおります。充足率が９６％を超えて維持しておりますので、今後も維持で

きるよう努めます。 

2 

自治会単位で組織を作ると、未加入者、ワンルームマンションの人たちの把握が難しいのではないか。 

⇒市としては自治会単位での組織のみに対象を限定しておらず、自治会未加入者での組織構成での対応も現状制度では可能とし

ております。 

3 
自助・共助の意識づくりを市民活動推進課と更なる連携をし、高めてほしい。 

⇒ご指摘のとおり、更なる連携を行っていきます。 

4 
消防団の老齢化や在宅比率の高さから、女性の活用などの知恵がほしい。 

⇒女性消防団員として、平成１４年度より女性の方にも活躍して頂いております。 

5 
自治会、学生の協力も必要である。 

⇒引き続き、自治会、学生の方にも協力を求めていきます。 

6 

本田技研究所、理化学研究所、自衛隊等の大きな事業所との連携等広範な取組が欠けている。 

⇒本田技研、理化学研究所とは協定も締結しており、連携を行っています。自衛隊については、大宮の第 32普通科連隊との連携

を行っております。引き続き、連携を図ってまいります。 

7 

近隣の朝霞、新座、志木、練馬、戸田、板橋の市区との相互連携により、コストを削減し、より防災機能の質を高めることを望

む。 

⇒和光と接している市区とは既に協定も締結しており、日常より連携を図っているところです。 
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施策５５ 地球温暖化対策の推進【重点プラン 安全部会】 

審議会（部会）の意見 

意見 市民の身近な省エネ対策の一層の努力を望む。 

1 
回答 ◎：地球温暖化防止の推進をはじめ省エネ対策は、市民・事業者・市等の各主体が役割に応じた取組を総合

的・計画的に推進していくことが最も重要と考えていますので、市民の皆様に対し更なる省エネ対策を

要請してまいります。 

意見 本田技研、理化学研究所などの日本を代表する企業、研究所との連携を和光市の特性として生かし、地球温

暖化対策を図られたい。 
2 

回答 ○：再生可能エネルギー技術開発などの市内事業者に対しましては、情報提供を含む関連製品の積極的な促

進に努めていただくよう要請してまいります。 

その他意見 

◎平成２５年度に反映、実施していくとされた意見 

1 
今後の課題が足りない。 

⇒削減に向けた基本施策に基づき推進してまいります。 

2 
「総合評価」の認識が甘い。 

⇒検討してまいります。 

3 
省エネルギー対策としては、一人ひとりの行動や各事業所などの地球温暖化対策の認識が重要なことから、具体的な実数を把握

しながら対応を図られたい。 

4 

エネルギーの削減には、多少価格の問題はあるが、住宅を新築する際はエコ対策を講じることが何よりも効率的であるので、こ

れらの推奨が省エネ対策として、極めて効率的であると思う。 

⇒住宅都市として今後も住宅開発は進むことから住宅部門の対策を進めます。 

5 

現在は太陽光パネルが施策の中心のようだが、技術革新は日進月歩であり、コストパフォーマンスに優れた新たな提案がほし

い。例えば、断熱効果の優れたセラミック塗料（ガイナ）などは幅広い普及ができるのではないか。あまり提案が見られないの

がマイナスポイントである。 

⇒家庭においての省エネ製品の採用の向上させる取組みを進めます。 

6 

市の方で太陽熱発電や電気自動車をモデルとして取り入れたらどうか。 

⇒平成２５年度に地球温暖化防止対策及び市有施設の有効活用の観点から、発電事業者が市有施設の屋根に太陽光発電パネルを

設置し、発電を行う「市有施設の屋根貸し事業」の導入を検討しております。また、電気自動車についても同様に、平成２５

年度から導入（リース１台）する予定です。また、太陽熱発電ではありませんが、現在、６箇所の市有施設において、太陽光

発電システムを導入（最大出力合計43ｋＷ）しております。 

〇中長期的（平成２７年度の見直し時期）に反映する予定、検討していくとされた意見 

1 
太陽光発電は一般的だが、他に何かないのかと感じられる。駅の乗り降り発電、風力、地熱ないし海洋など、様々な取組を検討

してほしい。また、車の通過を利用した風力発電の取組をしたらよい。 

2 ワットメーターを教育現場に導入するなど、省エネ推進を普及させること。 
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3 
実行計画（区域施策編）の根拠となっているCO2排出量の把握方法自体が大雑把である。また、計画達成の見通しがない。 

⇒大変厳しい財政状況にありますが､地球温暖化という大きな課題に取組んでまいります。 

4 市の立場、役割を明確にし、それに沿った対応に重点を置くべきである。 

5 
CO2削減目標を掲げるのは良いが、実現性のあるものなのか再考が必要で、計画見直しもあり得るのではないか。 

⇒計画の進行管理に努めてまいります。 

6 
CO2を市が多く出すのは問題があると思う。焼却機具について検討されたい 

⇒今後、重要課題として広域処理も含めた施設整備のあり方について検討していきます。 

●既に実施しているが、引き続き取組等の推進、周知等に努めるとされた意見。 

1 

東日本大震災、原子力発電等の問題からエネルギー転換が検討されている今、地球温暖化対策実行計画も社会情勢の変化に合わ

せて、状況を鑑み、推進してほしい。 

⇒引き続き、推進に努めております。 

2 
市民の認識を高めるため、小中学校の活用を一段と強化すべき。 

⇒小学校４年生の夏休みに課題として省エネチェックブックの提出などにも取組んでいます。 

3 

市の関連施設の電気、ガス等の省エネ化をより進めることで、市としての効果を表明することも必要である。具体的には省エネ

機器への置換、屋上の太陽光パネル設置などもあります。 

⇒市が行う事務・事業の実施にあたり省エネ等循環型社会の実現に取組んでいます。 

4 

市役所が新しい省エネや再生可能エネルギーのモデルとなってほしい。それを見たり、誇れたりすることで啓発活動は大きく進

むのではないか。 

⇒「第三次和光市地球温暖化防止実行計画(地球温暖化対策実行計画 事務事業編)」において「省エネルギー対策」及び「新エ

ネルギーの導入」への取組を掲げ、その必要性を周知し、積極的に啓発する方向性を明確にしております。また、すでに太

陽光発電システムを導入している市有施設及び平成２５年度から導入予定の屋根貸し事業について、今後は市ホームページ

など周知方法を工夫し、啓発に努めてまいります。 

また、省エネについては、現在、市ホームページ上で、組織内において職員が自ら取り組む「省エネルギー改善事業（イン

ハウスエスコ事業）」の周知を行っております。ただし、現在、その実施した成果が分かりづらい場所に掲載されているた

め、今後、ホームページの掲載を工夫し、効果的な啓発に努めてまいります。 

5 

市の関連施設の電気、ガス等の省エネ化をより進めることで、市としての効果を表明することも必要である。具体的には省エネ

機器への置換、屋上の太陽光パネル設置などもあります。 

⇒省エネ機器の置換については、市の財政状況が厳しいことから、施設の老朽設備の更新工事に合わせてその導入を図ることと

します。屋上への太陽光パネルについては、すでに６箇所の市有施設に設置しております。さらに平成２５年度は、市裕施設

の屋根貸し事業を導入する予定です。また、それらの効果については、市ホームページ等を通して、市民の皆さんに分かりや

すいようにお伝えできるよう工夫いたします。 

その他に改善・見直しする事項 

国の地球温暖化対策の計画の後継計画が、原発の稼動などエネルギーの基本施策が不明確で、新たな温室効果ガスの削減目標が決め

られない状況であり、２０２０年までに１９９０年比で２５%減の温室効果ガス削減目標の見直を行っているため、今後、市の計画の
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変更も考えられます。 
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施策１５ 地域と連携した教育の推進【重点プラン 安心部会】 

審議会（部会）の意見 

意見 施策における指標について、目標値の設定に妥当性があるとはいえない。実績値を考慮した、より高い目標

値の設定を行うべきである。 

1 回答 ◎：学校応援団の取組の目標値設定については、設定時が新規の取組であったため、学校応援団ボランティ

アの実績値がありませんでした。そのため、予想の段階での設定になったため、既に目標値を超えてしま

いました。今後は、実績値を踏まえ、目標値の修正を検討していきます。 

その他意見 

◎平成２５年度に反映、実施していくとされた意見 

1 

「活動の成果、進捗状況」と「未達成事項・解決していない課題」の記載表現が同一であり、内部評価が適正に行われていない

のではないか。十分に納得することができない。 

⇒施策に対する取組内容に重複するところが多く、特に①②は学校応援団の取組についての内容でありますので、取組内容の分

け方や具体的な取組内容の焦点化を検討していきます。 

2 

取組内容の成果などが記載されておらず、具体的に把握できず、内部評価が適切であるとは判断できない。 

⇒取組内容や評価の視点を明確にするために、具体的な取組の内容を記述するとともに、学校応援団の取組との違いも明確にし

ていきます。 

〇中長期的（平成２７年度の見直し時期）に反映する予定、検討していくとされた意見 

1 

学校ごとに差異があり、相対的に遅れている学校の底上げが必要である。 

⇒農地等の確保や各学校の環境や実態に応じて、学校ファームの取組には違いが生じます。今後も、各学校の教育活動に応じ

た、効果的な取組を推進していきます。 

2 

各学校間で情報共有・情報交換を進めることで、更なる活性化が期待できる。 

⇒学校間で人材や用具等を共有することで、一層充実した活動が期待できますので、和光市全体での体制整備を進めていきま

す。 

3 

みどりの学校ファームについては、農地の確保等の課題もあり、まだまだ普及されていないと感じる。 

⇒農地や人材によって、学校ファームの取組は大きく左右されます。市内各学校の取組を交流するなどして、継続的な活動がで

きるようにします。 
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施策２０ 小中学校の配置・規模の適正化の推進【重点プラン 安心部会】 

審議会（部会）の意見 

意見 施策の指標について、小学校、中学校ともに平均された人数となっているため、学校において偏りがあるか

どうか判断することが難しい。例えば人数の多い学校と少ない学校の差を指標とするなど、施策の目的や課

題等を表すような指標とするべきである。 
1 

回答 ○：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、補足として白子、新倉、北原、新設校

を入れることでわかりやすいものとします。中学校の生徒数に対しても同様に補足として今現在の 3校に

新設校を入れるものとします。 

意見 学校選択制の取組、新設校建設の取組ともに、施策評価表において具体的な取組、課題等が明確に評価され

ていない。特に新設校建設など長期的な取組においてこそ、しっかりとした短期（単年度）目標と評価が必

要である。また、取組の結果等を明確にした上で、課題等に対する解決策を見出すべきである。 
2 

回答 ◎：地権者との交渉が進まないために取組や課題等は粘り強く交渉を継続して行くこととなっています。そ

のため、具体的な取組や課題等は相手によって異なることから明確な評価が困難な状況です。現在のとこ

ろ、個々の地権者の要望に対し、合意のための方向性を探り、交渉を成立させることが課題になります。 

その他意見 

◎平成２５年度に反映、実施していくとされた意見 

1 
施策評価表の記載については、具体的かつ詳細に記述するべきである。 

⇒補足指標の工夫により対応してまいります。 

2 

施策指標が全校生徒児童の平均値になっているから、課題や問題がみえにくくなっていないか。一番人数の多い小学校と少ない

小学校の児童の差を指標とすることなどで、課題である学校間の格差もわかるし取組の成果も把握できるのではないか。 

⇒補足指標の工夫により対応してまいります。 

3 

中学校の偏りについて、大和中学校に全中学生の半数近い生徒数がいるということは、Ｂ評価ではなく、Ｃ評価とするべきであ

る。 

⇒成果を適正に評価するようにします。 

〇中長期的（平成２７年度の見直し時期）に反映する予定、検討していくとされた意見 

1 
学校選択制の効果について、適正な評価が行われているとは判断できない。 

⇒成果を適正に評価するよう検討してまいります。 

2 

現状は、児童生徒数に偏りが大きすぎるのではないか。 

⇒現状は、市の北側に学校が少ないため、児童生徒数の偏りが大きくなっています。今後も、児童生徒数の推移を確認すると共

に、学校選択制も活用しながら解消を図っていきます。 

●既に実施しているが、引き続き取組等の推進、周知等に努めるとされた意見。 

1 

新設校建設に対する取組で、今後順調に進むかは疑問点がある。しかし、多様な方法を探ることで、目標の達成に努めてほし

い。 

⇒地権者との粘り強い交渉を継続してまいります。 
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2 
地権者との粘り強い交渉が、事業の進捗に有効である 

⇒引き続き、地権者との粘り強い交渉を継続してまいります。 

3 
地権者の方に対し細やかに対応していることは評価できる。しかし、土地取得等まだまだ時間がかかるのではないかと感じる。 

⇒引き続き、地権者との粘り強い交渉を継続してまいります。 
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施策３２ 多様な保育サービスの推進【重点プラン 安心部会】 

審議会（部会）の意見 

意見 新たに保育園を開設してきたが、待機児童の解消に至っていない現状にある。今後においても新たな保育園

の開設を目指すことを踏まえて、待機児童の解消に努めること。 
1 

回答 ○：今後、平成２７年度の子ども・子育て新システムの導入に向け、ニーズ調査を実施し、計画的に施設整

備を検討していきます。 

その他意見 

◎平成２５年度に反映、実施していくとされた意見 

1 

施設整備等を進めるとともに、引き続き質の高い保育ができる環境を整えていくことが必要である。 

⇒保育士の離職防止及び保育の質の確保を目的として、民設民営保育園に対して保育士の処遇改善のための運営費上乗せを行う

予定です。 

〇中長期的（平成２７年度の見直し時期）に反映する予定、検討していくとされた意見 

1 

保育需要が他市に比べて相対的に高い中で、ニーズに対応できるよう努めていることがわかる。今後も引き続き、待機児童の解

消に向けて努力してほしい。 

⇒今後も待機児童の解消に向けて、新園誘致や既存園の分園の開設を検討していきます。 

2 

これまでの推移を見ると、平成２７年度での待機児童数「０」という目標の達成は難しいのではないか。 

⇒平成２７年度の子ども・子育て新システムの導入に伴い、待機児童の定義も変化することから、新システムの動向を見ながら

検討していきます。 
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施策３６ 高齢者の生きがいと社会参加への支援【重点プラン 安心部会】 

審議会（部会）の意見 

意見 施策評価表の取組内容の評価の欄において課題等が明確に記載されていないため、内部評価が適切に行われ

ているか疑問な取組がある。目的達成のために適切な取組を行っているならば、未達成事項・課題について

もしっかりと内部評価し、明確にするべきである。 

1 回答 ○：取組内容の評価欄のうち、取組番号②、③、④については、「活動の成果・進捗状況」欄に記載したと

おり、取組は順調に進められ、一定の効果が現れているものと内部評価しているため、未達成事項・解決

していない課題が無いものとして該当欄には記載しませんでしたが、今後更なる取組内容の充実を図るた

め、活動のレベルを上げることによって新たな課題の抽出に努めることとします。 

その他意見 

〇中長期的（平成２７年度の見直し時期）に反映する予定、検討していくとされた意見 

1 

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。 

⇒和光市の要介護認定率と介護保険料は、先駆的な介護予防の取組により、全国でも低く安定した水準を維持しています。今後

の更なる高齢化の伸展に対応するためには、この水準をいかに維持するかが重要となりますので、和光市の取組とその効果をわ

かりやすく表す指標について検討していきます。 

2 

現在の取組を更に推進してほしい。また、４０代までが多いという特徴のある人口構成となっているが、その後の年代の方にと

っても住みやすいまちと感じて、長く住んでほしいと感じる。 

⇒上記と同様に取組んでいきます。 
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施策５０ コミュニティづくりの推進【重点プラン 安心部会】 

審議会（部会）の意見 

意見 自治会の機能として、従来の行政のパイプ役としての役割から、コミュニティづくりに変化しつつある。こ

のことから、従来の取組のみならず、和光市の特徴、特色である若い人たち（世代）を対象とした取組に力

を入れなければならない。 
1 

回答 ◎：自治会連合会と協働し、若い世代の自治会活動への参加促進方法を検討します。 

意見 既存の目標値について再度検討すること。また、自治会の加入率を考えるならば、新たな自治会の設置数な

ども目標値として加えること。 
2 

回答 ○：目標値については、加入率の減少を食い止め、増加に転じた後、年１％の増加を目標としています。指

標及び目標値については、今後の自治会活動の活性化の動向を踏まえ修正等を検討します。 

その他意見 

◎平成２５年度に反映、実施していくとされた意見 

1 

取組内容に戦略性や計画的に積上げるという視点が欠けているのではないか。「コミュニティづくりを推進」する戦略や計画を

もう一度練り直して、改めて目標を設定すると良いのではないか。 

⇒自治会連合会とともに、「コミュニティづくりを推進」に関する戦略等を検討します。 

2 

自治会未加入者やコミュニティ活動未参加者に対する取組が必要である。自治会への未加入者対策として、転入時にもっとイン

パクトのある取組も必要ではないか。 

⇒自治会連合会とともに自治会未加入者等への取組を検討します。 

3 
取組内容及び結果が良くなっていることがうかがえるが、どの取組が効を奏しているかという分析が必要である。 

⇒戦略的に事業に取組めるよう、分析を行ないます。 

〇中長期的（平成２７年度の見直し時期）に反映する予定、検討していくとされた意見 

1 
自治会加入率が低下していることはわかるが、せめて前年度を維持するような目標を立てるべきではないか。 

⇒目標値については、加入率の減少を食い止め、増加に転じた後、年１％の増加を目標としています。 
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施策２ 交通の利便性を生かした産業拠点の整備【安全部会】 

審議会（部会）の意見 

意見 現在の業務代行方式については、リスクがあるという認識のもと、事業費の適正な管理が必要である。 

1 回答 ◎：事業計画の適正管理については、事業の進捗に応じ、市、組合及び業務代行者の三者によるチェック体

制を構築しています。 

意見 新産業の創出等について、和光市にふさわしい誘致に努める必要がある。 

2 回答 ◎：和光市商工会協力のもと、企業誘致説明会を開催し、事業進捗等の情報を開示しています。引き続き、

関係機関と連携を図りながら、適切に情報提供を行っていきます。 

その他意見 

◎平成２５年度に反映、実施していくとされた意見 

1 
景気低迷している中で企業誘致が可能なのか疑問である。 

⇒企業誘致については、業務代行者が保留地及び共同売却街区を既に購入契約しており、企業誘致の調整を図ります。 

2 
景況を見て、事業を進めてもいいと思う。 

⇒「景気を見て」については、高い合意形成のもと、事業計画のとおり進捗する見込みとなっています。 

3 
市の予算を含めて柔軟な対応が必要だと思う。 

⇒「市の予算を含めて柔軟な対応」については、市補助金の増減等、事業の進捗に合わせ柔軟に対応します。 

4 

当該地域だけではなく、周辺についても整備が必要な状況にあることから、同様に実施してほしい。 

⇒事業地区に隣接する市道の歩道拡幅や懸案事項になっている赤池交差点の改良工事に供する用地を提供する等、周辺環境に配

慮しています。 

5 

「拠点の整備」について、どのような拠点を作るのかという展望が見えない。 

⇒産業拠点となるインフラ整備については、事業計画に基づき整備します。その後、産業支援等のソフト事業については企業誘

致が具現化した時点で関係所管と調整を図ります。 

6 

この投資事業には、都市整備課や産業支援課など、行政一丸となって、積極的な新産業・物流業務の誘致に力を入れて活力ある

産業の拠点を、できる限り早期に整備をしていただきたい。 

⇒組合、業務代行者及び関係所管課と連携しながら、事業推進を図ります。 

7 
仮換地指定、事業計画の変更に係る関係機関との調整が遅れている。 

⇒事業計画当初より仮換地指定は若干遅れたが、その後の取組により、事業計画期間内の完了を見込みます。 

〇中長期的（平成２７年度の見直し時期）に反映する予定、検討していくとされた意見 

1 
「産業拠点が整備」された後の成果を評価するには新たな指標が必要と考えている。 

⇒税収、就業人口等が成果の指標として考えられます。  

2 

そもそも論として、計画が進まない要因は何か、要因を解消するための取組を方向性の中で示しない理由をしっかり説明する必

要がある。 

⇒事業計画の変更後も計画に無い予想外の支出の可能性も考えられますが、市、組合、業務代行者で取り組みの方向性を協議し

ます。 



17 

3 
企業立地の施策が明確でない。 

⇒第一義的にはインフラ整備を所管しており、この部分については関係機関と連携を図りながら、検討していきます。 

4 

新産業地区の創出という視点がなくなってしまっているように感じる。物流団地ということになると、近隣住民への対策・対応

が十分なのか疑問である。 

⇒土地購入のための資金面で条件が合わないという課題があるが、組合、業務代行者及び関係所管課と連携を図りながら、新産

業の誘致に対して検討していきます。 

●既に実施しているが、引き続き取組等の推進、周知等に努めるとされた意見。 

1 
事業費については、民間事業代行者のノウハウを活用し当初予定額を超えないようにすべき（1次、2次評価通り。）。 

⇒組合及び業務代行者と連携を図りながら、事業費の抑制に努めていきます。 

2 

事業手法の変更による仮換地指定の遅れが、区画整理事業整備完了時期及び事業費拡大に影響すると思料するが、業務代行方式

で対処できるか。また、環境に対する各種規制が事業進捗の重しにならぬよう対応願う。 

⇒業務代行方式の採用による資金調達及び工事の一括発注により、事業計画期間内の完了が見込まれます。環境の各種規制に関

しては、事業進捗の妨げにならないよう、組合及び業務代行者と連携を図ります。 
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施策３ 良好な景観形成の推進【安全部会】 

審議会（部会）の意見 

意見 良好な景観形成のためには、短期、中期、長期の計画、実施計画が必要である。 

1 
回答 ○：景観の保全・創出は長期的な取組みが必要であり、景観法の諸制度や都市計画等を一体的に検討して総

合的な施策の推進を図る。短期的には「和光市景観ＭＡＰ」を活用したり、景観重要建造物及び景観重要

樹木の指定を行って景観についての啓発に取り組みます。 

その他意見 

◎平成２５年度に反映、実施していくとされた意見 

1 
（「目標をほぼ達成する」と評価しているが、）今年度は市景観計画に基づく景観重要構造物及び景観重要樹木の指定の方向性

を示したがその指定件数は0件であった。従って、定量的には評価できない。 

2 

今後の施策は審議会運営が中心とあるが、具体的スケジュールがない。景観マップのみクローズアップされているが、景観審議

会がポイントであり、その実績が年一回ではどれほどのことができたか疑問。長期的な施策だけに2年目は重複すべき。 

⇒平成25年度は年2回の開催を予定している。今後の景観に関する課題や景観に関する事業、イベントについて審議します。 

3 

都市計画マスタープランの見直しと同時に景観行政のあり方、目標について基本的な見直しを期待する。 

⇒都市計画マスタープランは策定から 10年以上経過しており、都市計画マスタープランで位置づけがある都市景観形成方針に

ついて見直す必要性を考慮する。 

〇中長期的（平成２７年度の見直し時期）に反映する予定、検討していくとされた意見 

1 景観重要建造物及び樹木の指定は景観計画の一部。より広範な景観形成の指標が必要とされる。 

2 和光市景観条例・計画に基づいた届出の件数、誘導の実績、既存物に対する条例の適合等への指摘がない。 

3 
施策の取組について当面出来ることについて行われているが、まず、良好な景観形成の目標としている緑豊かなふるさと景観づ

くりの総合的な計画の検討が必要であると思われる 

4 地域の豊かな景観の形成を進めてほしい。 

5 景観マップの有効活用を他の関係課と協力して積極的に推進してほしい。 

6 

和光市景観条例、景観計画の策定により、規制誘導の“防御”ができた。しかし、積極的なアクションとそれに向かう姿勢がな

い。もっと市民協働を考えたい。その方が広い視野が持てるのではないか。 

⇒景観に関しては、長期的な視野を持つ必要です。現段階で市民協働というのは難しいと考えますが、景観啓発を通じ景観に対

する興味喚起ができるような取組みはないか検討していきます。 

7 

景観条例の制定と景観マップ等の取組だけでは目標から遠い。やり易いことは手掛けたが、これらにより期待できる成果は現状

維持。より広範、積極的な取組が必要。 

⇒景観行政については長期的な取組みが必要であり、市民がまちに愛着を抱くことからはじめ、景観について興味、関心を持っ

てもらうことが必要です。これらのことから、景観に関する新たな事業、イベントを検討します。 

8 

届出制度等の既定路線以外の施策の方向、内容について具体的な記述がない。公共・公益施設の緑化推進について、目標、方策

等の検討に着手すべき。 

⇒景観公共施設ガイドラインの策定について検討する。 
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9 
屋外広告物の規制は、県の一律の規制に任せるのではなく、景観計画に広告物の表示等に関する行為の制限を付加することによ

り規制対象とし、景観行政団体としての積極性、独自性を発揮すべき。 

10 

「緑豊かなふるさと」づくりは既存の建築物、樹木等のみならず、計画的な緑化推進が必要。そのためには市民、市及び事業者

のみならず国・県が関わる施設について働きかけ対処することだと思料。 

⇒緑の保護および緑化推進に関する条例の市長等の責務に従い実施していきます。 

11 
「審議会の意見を踏まえながら」という記載が評価表に多いが、その施策に対する市としての自主的な対応が必要である。その

上、審議会での議論を経ていくような積極的な取組が重要である。 
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施策４ 良好な居住環境の形成【安全部会】 

審議会（部会）の意見 

意見 区画整理という土地の整備を行っただけでは不十分である。都市計画等を含め、目指すべきまちづくりを明

確にし、取組んでいく必要がある。 

1 回答 ◎：インフラ整備による利便性、環境、防災等の向上は当然な事項で、ハード面だけでなくソフト面におい

ても旧住民と新住民の交流を図るべく、地域ふれあい活動等を展開し、積極的にまちづくりに参加してい

ただきたいと考えています。 

その他意見 

◎平成２５年度に反映、実施していくとされた意見 

1 

埋蔵文化財調査の遅れは教育委員会との調整事項であり、そこに問題があるならば、調整状況も明記されるべきであろう。 

⇒今後、明記します。また、埋蔵文化財調査の遅れは、平成 24年度に人員を増やし工程管理を行いながら道路・既存宅地の部分

を残し完了する予定です。 

2 

白子地区はまだ埋蔵文化財の発掘調査の段階であるし、第二谷中地区での反対者に対する説得、また越後山地区の仮換地指定に

ついての行政不服の再審査であることなどから判断すると、3事業とも平成 27年度に完成することは、極めて困難であると思わ

れる。 

⇒白子地区については H24年度に一部の工事に着手し、H29年度完成を目指しています。第二谷中地区は今年度進捗率 90％を超

え、H26年度工事完了、H28組合解散を目指し鋭意努力しています。越後山地区についてはご指摘のとおり、再審査の結果が出て

いないが、現段階で出来る作業を行い事業の進捗を図っていきます。 

3 

土地区画整理後の土地活用について、当該地域にふさわしい良好で住みよい居住環境の形成が図られるように、まちづくりの計

画を見直す必要があると思う。 

⇒都市計画マスタープランの見直しに着手します。 

4 

現在の人口、産業、交通など、時代に合わせた計画で事業を進めて、市民が主体的になり、市と市民が協働のまちづくりを推進

していただきたい。市民参加条例策定の前につくられた「和光市都市計画マスタープラン」の見直しも必要であると思う。 

⇒引き続き、市民参加型の事業を心がけています。現在、公園整備や街路樹の選定など広く住民の意見を取り入れています。「

和光市都市計画マスタープラン」については、H25年度に中間的見直しを行います。 

5 
進んでいる事業を早く終わらせ、他の事業を行う。 

⇒限られた財源の中、優先度をつけて適正に予算を配分していきます。 

6 

良好な市街地形成を図るべく、上物整備・誘導計画を早期に作成すべき。 

⇒白子三丁目地区については H25年度に地区計画の変更を計画しています。越後山地区については、H20年度に地区計画の変更

を行いました。 

〇中長期的（平成２７年度の見直し時期）に反映する予定、検討していくとされた意見 

1 

良好な居住環境とはどういうものか、もっと詰めるべき点が多い。 

⇒事業によるインフラ整備及び旧住民と新住民の交流を図るべく地域ふれあい活動等行っておりますが、その他のアイデアにつ

いても検討し柔軟に対応していきます。 
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2 

この 3地区以外の住宅地についても、市民の公平感を満たすよう、居住環境を整備推進し、満足度 90％以上になるよう迅速・適

正なまちづくりを進めてほしい。 

⇒満足度が高くなるよう、住民がまちづくりに参加できる環境を整えます。 

●既に実施しているが、引き続き取組等の推進、周知等に努めるとされた意見。 

1 

一般的に土地区画整理事業は、権利者に対する事前説明が大切であり、近年の土地価格の変動の少ない時代では、区画整理事業

による増進率が低いので、この点を十分理解していただくことが必要である。 

⇒事業計画書に土地の施行前単価と施行後の単価を記載しているが、ご指摘のとおり権利者が増進率として認識していない可能

性は考えられるので、組合と調整しながら説明責任を果たします。 

2 

区画整理事業に必要な市の支援を継続することは勿論のこと、事業に不服な権利者に対し早期に同意を図り、使用収益を確保す

ることが肝要である。 

⇒法律的には市は組合に対し、勧告・助言・援助が出来る立場であるが組合と地権者の交渉が難航した場合は、総合調整役とし

て事業に関与していきます。 

3 
工事の進め方などについては見直しや工夫をすることも必要である。無駄のない工事の進め方について再確認するべきである。 

⇒近隣住民の安全を留意して、無駄の無い工事を工夫します。 

4 
土地区画整理法による直接施工の手法は極力避け、粘り強く交渉を進めてもらいたい。 

⇒合意形成による事業推進を図るため、引き続き理解を得られるように調整します 
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施策５ 安心して暮らせるまちづくりの推進【安全部会】 

審議会（部会）の意見 

意見 本施策の本来の目的を達成するためには、まちづくりの方向として、都市計画マスタープラン、用途変更、

グリーンベルトをつくるなどの関係を含めた全体的な見直しが必要であり、かつ、協働のまちづくりの方向

に進んでいくことが必要である。 1 

回答 ◎：平成25年度に都市計画のマスタープランの見直しを行います。 

○：用途地域、景観などを含めた全体的な見直しを検討します。 

その他意見 

〇中長期的（平成２７年度の見直し時期）に反映する予定、検討していくとされた意見 

1 
計画策定時の前提とされている課題をどこまで解決しているのか、という観点で見ると、特に課題①についての成果が見えてこ

ない。 

2 
制度の充実により近隣住民への周知ができているとあるが、「あっせんの申出」の件数増加及び紛争が起きていることは、説明

等の指導が不十分であるのでは。その部分が言及されていない。 

3 

現在取り組んでいる開発行為や耐震診断等については、事業目的の達成を図るため継続していくことについては評価するが、安

心して暮らせるまちづくりの推進という施策から見ると、都市計画関係の施策など幅広い事業にも取り組んでいく必要があると

思う。 

4 

今後の施策の方向性については、安心して暮らせるまちづくりの推進のためには、行政経営方針の欄にもあるように、都市計画

マスタープラン、用途地域、景観などを含めた全体的な見直しを行い、その優先度の高い事業から順に整備を進めていくことが

必要であると思う。 

5 施策の目的にあった取組を明確に打ち出して、進めていくべきである。 

6 私もマンション問題に直面したが、建築課及び業者の対応、説明が不十分だと感じた。 

7 
残念なのは地区まちづくり協議会が自発的に組織されていない点である。なんでも役所にお任せというのではダメ。協議会を組

織することも大変な労力であり、それもまた手を上げることをためらわせている大きな理由であろう。 

8 
市民が中心となってまちづくりを進めるためには、まずモデル地区を作って、一部の地域で進めていくことがいいのではない

か。 

9 

行政からの市民に向けて、まちづくりに関する制度、協働のまちづくりについての情報提供をより積極的に進めていただきた

い。市民が発する情報として、住民の主体性により、先日の 10月 21日～25日、「和光市市民活動見本市」で、「越後山・緑

まちづくり連絡協議会」の活動内容のパネル展示をさせていただいた。双方向の情報共有も必要な考え方と思う。市民、市内活

動団体と行政協働による「まちづくりフォーラム」等を開催し、多くの市民と共にまちづくりを推進していただきたい。 

10 
耐震診断、改修助成制度の補助金をより多く補助し、安全に住める建物を増やし、安心して暮らせるまちづくりを推進していた

だきたい。 

11 
「まち（ハード面）」と「ひと（ソフト面）」が一体になって「まちづくり」ができると思う。例えば、施策 50「コミュニテ

ィづくりの推進」と連携して快適な住宅地の整備を推進していただくような方向性で考えてほしい。 

12 耐震化対象住宅 3300棟へのポスティング。同封のアンケート・ハガキの集計・分析を行い、生きた情報を有効に耐震化に生か
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してほしい。 

13 
地域住民の自主的なまちづくりのためには、市民の意識をレベルアップすることが市には求められており、市がまちづくりのあ

り方について根気よく広報することが必要である。 

14 
東日本大震災を受けて、災害リスク情報の住民への周知や色んな形での行政の積極的な行動が望まれている。自助・共助・公助

というが、まず前提として、公助による震災・水害・都市危険度を減らすためのインフラ整備があってこそである。 

●既に実施しているが、引き続き取組等の推進、周知等に努めるとされた意見。 

1 
紛争調整制度の充実により、紛争を未然に防止することができているが、近隣住民の要望は様々で、増加すると思われる。そこ

では、行政の関わりや公正なジャッジが重要となるため、更なる努力を望む。 
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施策７ 交通安全対策の推進【安全部会】 

審議会（部会）の意見 

意見 交通事故の内容、種別の調査・分析を行った上で、適切な整備を行うこと。 

1 回答 ●：交通事故等の危険箇所については、警察署と連携して現状道路に適した交通安全対策及び道路整備を進

めてまいります。 

意見 自転車駐輪場の整備については、放置自転車の現状を調査した上で、対策を進めてほしい。 

2 回答 ●：放置自転車対策業務において警告した放置自転車台数及び撤去した台数を把握したうえで、関係部署と

連携して自転車駐車場整備に取組んでまいります。 

その他意見 

〇中長期的（平成２７年度の見直し時期）に反映する予定、検討していくとされた意見 

1 

通学路の安全性確保というのも結局は成果を表しにくいものになっている。施策というレベルであってももう少し具体的な方向

性を出しておきたいところ。例えば、駅前駐輪ゼロを目指す。道路マナー日本一でもいい。旗をしっかり立てること。 

⇒今後の参考とします。 

2 
交通安全対策の推進については、通行の障害となる電柱などの地中化の推進について調査検討の上、整備していく必要がある。 

⇒電線地中化協議会で実施箇所を決定するので、今後の５ヵ年計画での実施へ要望してまいります。 

3 
運転者のモラルだけでなく、幹線道の整備を急ぎ、狭い道路の交通を減らすこと。 

⇒土地区画整理予定区域内は区画整理事業により整備することになり、幹線道を含めた整備を行ってまいります。 

4 

抜本的道路整備。北口からバイパスまで道路を早く延ばす。 

⇒土地区画整理予定区域内は、区画整理事業により整備することになりますので、駅北口区画整理事業区域内の幹線道について

は現在計画段階です。 

5 

信号を避けるために、変なところに車が入ってくる。幹線道路の抜け道となる側にも信号機をつけて、制御してほしい。 

⇒土地区画整理事業が完了した本町・丸山台１・２丁目地区においては、平成 28年度までに区域全体を速度規制とする「ゾー

ン３０」規制が予定され、平成 24年度から路面標示による整備が始まり、幹線道路から迂回する通過車両の締め出しを図り

ます。その他の地域につきましては、路面標示や看板等で交通安全を啓発してまいります。 

6 
道路の構造（横断部分）について、もう少し工夫ができそうな気がする。渋滞減少の原因かもしれない。 

⇒交通量等の調査に基づき警察との協議を行っていきます。 

7 

市内の無料駐輪場（オートバイ駐車可）を整備し、有料施設にすれば、利用者のモラル向上につながらないものだろうか、検討

していただきたい。 

⇒北口第１・第２自転車駐車場は、土地区画整理事業地区内であるため、現在は使用料無料で開放しておりますが、将来的に駐

輪場整備等に着手することになれば、設置箇所や収納方法の選定を行い有料化も視野に入れていくものと考えています。 

8 

和光市駅北口に予定されている駅北口の自転車駐車場によって、放置自転車の問題は改善するのでは。放置自転車の問題は利用

者のモラルの問題とあるが、同時に駐輪場の整備という点は市の責任、課題である。 

⇒駅北口土地区画整理事業と連携を図りながら、自転車駐車場整備計画検討調査に基づき、設置箇所や収納方法の選定を進めて

まいります。 
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●既に実施しているが、引き続き取組等の推進、周知等に努めるとされた意見。 

1 

今後の施策の方向性については、ほぼ、妥当であると思われるが、これに加え、当市の交通事故の種類と内容を分析し、必要な

施設の整備を行う必要がある。特に高齢者に対しては、その対策を積極的に進める必要がある。 

⇒警察署と連携して高齢者自転車安全利用指導イベントを継続して実施します。また、警察署と連携して交通安全対策及び道路

整備を進めてまいります。 

2 

交通安全対策の推進については、次の項目について調査検討の上、整備していく必要がある。①交通量の多い道路と交差する信

号機のない交差点の照明の設置。②自転車駐車場について、空車案内板の設置。③歩道（自転車道を含む）上の障害物の撤去。

④近年は高齢者や自転車利用者の事故が多くなっていることから、地区単位又は自治会単位で交通安全に対する教育及び交通安

全に対する啓発活動を行う必要がある。 

⇒①交通量が多く危険と思われる交差点は、現状の明るさを確認したうえで、道路照明灯の設置を行っています。②管理人が常

駐している有料駐輪場では、満車時の看板の設置を実施しています。その他の無料駐輪場には、管理人が常駐していないため、

駐輪場入口に満車時に比較的に空いている外環上部北側無料駐輪場を利用していただくよう案内看板を設置しています。③公道

上に違法占用された看板等は、委託により週一の巡回パトロール及び撤去作業、２週に一回の職員による市内パトロール等によ

り、違法占用物の所有者が分かるものについては、注意勧告を行い、所有物不明のものについては、撤去及び処分を行っていま

す。④警察署と連携した高齢者自転車安全利用指導イベントを実施しており、市内の老人会等に参加依頼を行っています。 

3 
歩行者、自転車、自動車全てマナーを守るようにしてほしい。 

⇒交通安全施設整備や交通安全啓発活動等を引き続き実施していきます。 

4 

道路環境の整備に対する担当課の努力が素晴らしいと思う。むしろ道路利用者のマナーや意識をどう改めさせるかに力を注ぐべ

きではないか。 

⇒交通安全の意識高揚を図るため、季節毎の交通安全啓発活動や広報車による市内巡回で交通安全を呼びかけてまいります。 

5 

実際にどこでどのような事故が発生しているのか、GISデータに落としこんでの分析が為されているのであれば、それをどのよ

うにして市民に伝達し、（犯罪データと同じく、不動産価格への反映という負の効果も考えられるが）効果的な啓発を図るの

か、あるいは、そのデータを基にした道路構造の改造等の検討が（取り締まり権限を持つ警察との連携の工夫に加えて）必要と

思われる。 

⇒危険箇所については、警察署と連携し、路面標示や看板、交通標識等で注意喚起を図ってまいります。 

6 

事故当事者のモラルによるところもあるというが、交通事故ゼロを目指し、交通安全意識の啓発は、日常的かつ継続的に行い、

続けてほしい。 

⇒警察署、市教育委員会、交通安全活動支援団体等と協働してより効果的になるよう啓発活動を続けてまいります。 

7 

春夏秋冬の交通安全運動も大切だが、市民の一人ひとりに交通事故防止を訴え、学校・家庭・地域・職場での交通安全の取組を

強化できないか。 

⇒四季の交通安全啓発活動の他、小学１年生及び４年生を対象とした交通安全教室の実施、交通安全協会、交通安全母の会等の

ボランティアによる交通安全活動支援団体と協働して交通安全啓発に努めています。 

8 
現状、市内の道路構造上、交通安全上問題があるような箇所は、市民からの要望も含めて指摘はあるように思う。危険な箇所

は、改善対応して整備してほしい。 
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⇒職員によるパトロールや市民からの連絡を受け、現地確認を行ない早期の対応を図っているところですが、引続き危険箇所の

対応に努めてまいります。 

9 

自転車の安全対策が喫緊の課題。坂の多い和光市では、歩道における自転車の下りについてのルールを作ったらどうか。 

⇒自転車利用のルール実施に至るためには、自転車専用道路等の整備も含む事が必須と考えており、和光市内は道路幅員の狭い

ところが多いため、現時点では、注意喚起となる看板の設置や、危険と思われる交差点付近には、自転車の速度抑制を図るた

めの柵を設置しています。 

10 

児童生徒への教育・指導によって、交通ルールやマナーの刷り込みをすることが大切。躾と同じで若いうちに身につけさせるこ

とが重要だと思われる。通学路など実践に即した教育がよい。長期的に見れば、これが最も実効性があるように思われる。 

⇒小学１年生を対象とした横断歩道の正しい渡り方、小学４年生を対象とした正しい自転車の乗り方を学校の授業時間を利用し

て実施しています。 

11 

市内に多い狭あい道路の安全対策、自転車通行及び放置に対するハード面だけでは十分ではない。ソフト面での対応が見えな

い。 

⇒危険箇所については、警察署と連携し、路面標示や看板、交通標識等で注意喚起を図ってまいります。 

12 

事故が多発している箇所情報を市民に広く提供することでリスク管理の意識啓発をし、予防に努めることも必要。当然、当該箇

所へのハード、例えば信号灯器のLED化や道路標識等の高輝度化も推進すべき。 

⇒危険箇所については、警察署と連携し、路面標示や看板、交通標識等で注意喚起を図ってまいります。 

13 
歩行者の安全確保を最重視した道路整備を進めるべき。 

⇒道路の拡幅、歩道の設置による安全確保に努めてまいります。 

14 
狭あい道路を広げるのは無理と思われるので一方通行とか時間規制の強化をすべきである。幹線道の新設が急務。 

⇒交通規制については、県公安委員会で決定されますので、危険な道路については、要請してまいります。 
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施策１１ 安全な水の安定供給【安全部会】 

審議会（部会）の意見 

意見 供給量と需要量を適切に管理すること。 
1 

回答 ●：日当たり平均県水受水量を平成２４年度より減らして、配水量の調整を行っております。 

意見 大規模のメリットを生かし、広域における他自治体との連携による経営効率化を検討すること。 
2 

回答 ●：平成２４年度より、埼玉県水道広域化研究部会（第４ブロック）に参加し、検討を開始しております。 

意見 総合振興計画と水道ビジョンの人口推計における整合性を確保すること。 

3 
回答 ○：総合振興計画と水道ビジョンの人口推計における整合性はあると判断しています。しかしながら、現状

では計画通りに増加していないため、今後の水道ビジョン改訂において実情を勘案して、改定を図りま

す。 

その他意見 

◎平成２５年度に反映、実施していくとされた意見 

1 

現行の水道料金において、和光市水道ビジョンでは平成 36年以降赤字になる見込みと記されているが、料金改定を検討中なら

ば、早い時期、積極的に市民、企業等に情報を発信し、説明を行うべきだろう。 

⇒平成２５年度に検討を行います。 

〇中長期的（平成２７年度の見直し時期）に反映する予定、検討していくとされた意見 

1 

事務事業評価調書に記載されている設備更新の実施状況の代表的な数値も（特に取組番号①②については）施策評価表に示すこ

とが望ましいと考える。 

⇒今後の評価に反映できるように検討します。 

2 

今後の方向性について、所管課では人口減少と水道利用料の減少を問題視している。しかし、本総合振興計画では計画期間内で

の人口増を想定しており、また、水道利用料の減少については、そもそも計画本体で水需要の減少を前提としている。つまり、

こうした問題認識は計画自体と矛盾していると判断せざるを得ない。所管課による 1次評価から、本総合振興計画での前提・目

標と所管課によるアクションプランの方向性の根本が異なっていることが析出されていると考える。どのように整合性を図るの

か、要検討と言わざるを得ない。 

⇒現状として、人口は微増にとどまっているので、計画の見直しを検討します。 

3 
水を買っていることが市民に伝わっていない。ＰＲが必要。 

⇒広報手段を検討する。 

4 
管路の耐震化対応は44％。震災時の管路の老朽化→破裂に対応するため、管路のストックを増やすべきだろう。 

⇒耐震化率は県内平均でも、高い率となっています。今後、ストックヤードの確保を検討していきます。 

5 
利用者の意識が向上して配水量の減少につながったのだから、供給側もコスト削減のために再点検や努力が必要では。 

⇒コスト縮減には努めているところですが、再度点検を行います。 

●既に実施しているが、引き続き取組等の推進、周知等に努めるとされた意見。 

1 
「未収納の金額」回収について、具体策がいまいち不明。 

⇒早期回収に努めるため、平成２１年１月からコンビニ収納を実施しています。その結果、利用者数が年３００件以上増加して
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おります。 

2 
水道水量の供給量と需要量の差を計り、漏水の有無については常に把握しておく必要がある。 

⇒漏水ついては、適切に管理しており、引き続き対応していきます。 
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施策４９ 地域と連携した防犯対策の推進【安全部会】 

審議会（部会）の意見 

意見 市内発生の犯罪について、種類と内容を分析し、具体的な事例をもとに、必要な対策を進めること。 

1 
回答 ●：市内の犯罪については朝霞警察署及び埼玉県警から情報を収集しており、犯罪の発生状況に応じて適

時、HPの更新、街頭キャンペーンの実施等により防犯啓発を行っているところですが、今後も、意見を参

考にして対応してまいります。 

意見 地域防犯リーダーの積極的な活用を図ること。 

2 回答 ○：地域防犯リーダーを育成することにより、地域の防犯力が高まることが期待され、積極的な活動をして

もらえるよう働きかけを行っていきます。 

意見 地域防犯リーダーや民生委員が集まる機会を作り、情報交換をすることで、コミュニティを強化し、防犯対

策を進めること。 3 

回答 ●：和光市防犯推進連絡会議を設置して、定期的に情報交換を行っている。 

その他意見 

◎平成２５年度に反映、実施していくとされた意見 

1 

現在行われている防犯リーダーの育成、防犯パトロール、市民に対する防犯意識の啓発などについては、重要であると思うが、

和光市単位の犯罪の発生数と内容を分析の上、必要な対策を行うことも重要であると思う。 

⇒現在、子どもに対する声かけ事案が増加しているため、市としての対策を検討中していきます。 

〇中長期的（平成２７年度の見直し時期）に反映する予定、検討していくとされた意見 

1 

地域と連携した防犯対策としては、防犯リーダー認定だけでは、判断することはできない。（目標をやや下回るという「Ｂ」の

評価をしたことについては、妥当である。） 

⇒今後、他の方策も研究していきます。 

2 

項目①、②については、残念ながら活動の成果については記載されていないと判断せざるを得ない。項目③については、事務事

業調書を参照したものの、事務事業調書にある私道の防犯灯による危険箇所の減少とは具体的にどの程度の箇所数であるのか、

把握できず、そして、その前提にあると推測される地域住民が参加しての「危険な暗がり」箇所の点検活動があるのかが把握で

きない。 

⇒犯罪の発生件数の減少と市民の防犯意識の高まりの相関性については一概に比較できませんが、啓発活動にはある程度の効果

があったと考えられますので、今後も積極的に行ってまいります。また、市内の「危険な暗がり」に関しては自治会単位での

把握を基にさらなる補助事業を行っていきます。 

3 

自助のインフラとなるものをどのように構築していくのか（例えば、犯罪発生地点のＧＩＳデータ発信、犯罪被害に巻き込まれ

やすい子どもや女性を対象とした地域点検ワークショップやアサーティブトレーニング）についての方向性は示されていない。

防犯リーダーという「強い主体」に限定している施策が本当に計画目的に対して効果的なのか、現時点では判断できない。 

⇒今後の研究課題とします。 

4 
防犯リーダーの育成は重要であるが、その防犯リーダーが当該自治会とどの程度連携して活動しているかが更に重要である。 

⇒ご指摘のとおりであると認識しており、今後も積極的に自治会からの防犯リーダー研修に参加していただくよう努めます。 
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5 
防犯リーダー養成にアピールが足りない。先進的取組も市民に浸透していない。 

⇒今後も、周知方法について研究し、啓発に努めていきます。 

6 
実際に動いていなくても防犯カメラを設置するなど、防犯対策のアイディアを持ってほしい。 

⇒現在も新入生に対して「防犯ブザー」を配布等行っております。今後も、より効果的な防犯対策を研究してまいります。 

7 

情報弱者への啓発には口コミが有効。地域コミュニティの活性化、防犯リーダーに加え、生徒や学生の情報網や目を活用した

い。評価は妥当だが、柔軟な発想が欲しい。 

⇒学校教育課と連携して、不審者情報を児童の保護者と共有し、市でもメールを希望する市民に配信しているところです。今

後、さらなる情報の広がりについて方法を研究してまいります。 

●既に実施しているが、引き続き取組等の推進、周知等に努めるとされた意見。 

1 
犯罪の発生を防止するためには、自治会等地区内はもとより、個人（特に高齢者）に対する防犯対策が重要である。 

⇒高齢者が犯罪の対象となる、振り込め詐欺に対する啓発活動を他課及び警察と連携して継続して実施していきます。 

2 
防犯に対してかけこみができる場所を市で持っていてほしい。 

⇒「こどもを守る家」「青少年をまもる店」等で対応しているところです。 

3 

和光市地域防犯リーダーが地域で防犯活動（具体的な活動支援）を広げなければ、リーダー養成の効果がない。 

⇒防犯リーダー養成講座参加者の多くは地域での活動に積極的に取り組んでいる方であると考えております。なお、自主防犯団

体にはパトロール用品等の貸与を行い活動を支援しています。 

4 

自主防犯組織を活性化させるために、自治会等の地域コミュニティの支援、防犯への意識の強化等が必要ではないか。 

⇒自主防犯団体にはパトロール用品等の貸与を行っています。また、自主防犯団体に対しては、各取組・活動の強化依頼も行っ

ているところです。 

5 

和光市地域防犯リーダー、地域防犯推進委員、自治会、学校、企業等の代表の皆さんと「防犯対策の推進」会議を開催していた

だきたい。できる範囲での防犯抑制意識の向上が必要。 

⇒和光市防犯推進連絡会議を設置して、定期的に情報交換を行っているところです。 

6 

地域の防犯対策を実施しているのに、犯罪発生率が横ばいという現実は注目すべきである。犯罪発生マップを活用した重点キャ

ンペーンの頻度を増し、また地域のキレイ化を市民に徹底、不審者への声かけなどをする環境を整えるべき。そのための推進組

織として自治会・PTAなどの活用を市が警察と連携して行うべき。 

⇒和光市防犯推進連絡会議を設置して、定期的に情報交換を行い協働してまいります。 

7 
親子、家庭ぐるみの防犯講座や楽しみながら防犯が学べるような工夫がほしい。総合評価は妥当である。 

⇒市民まつりでの啓発の際には、子供でも楽しめるよう「防犯クイズ」を実施しております。 

8 
NPO活動やサークル活動の活性化が犯罪防止につながるのでは。施策の方向性は妥当だが、工夫がほしい。 

⇒「子ども防犯ネット」等、市内でＮＰＯ活動をしている団体に対しての講演会の共催など支援を行っております。 

9 
一般的な広報（街頭キャンペーン、市民だより等）は効果が薄い。具体事例に基づく防犯及び対応・対策ＰＲが必要。 

⇒防犯講演会、おとどけ講座などの機会に具体事例に基づく対策等についての周知・啓発を行っているところです。 

10 
市の取り組み姿勢としては、地域コミュニティづくりをベースにし、その一環として防犯対策を位置付けるのが適切と考える。 

⇒今後も自治会連合会等と、引き続き協働していきます。 
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施策５１ コミュニティ施設の整備【安全部会】 

審議会（部会）の意見 

意見 幅広い市民の方が使えるように、利用しやすい規定にすること。 

1 
回答 ○：現在、施設アンケートを実施しています（平成 25年 8月頃結果公表予定）。その意見等を踏まえ、平

成 24年 4月に改定した施設利用の手引き（利用規定を含む）を、平成 26年 4月施行予定の見直し内容に

反映させていきます。 

意見 より地域の活性化を担う施設としての整備（改造・修繕）をすること。 

2 回答 ○：施設の改修等は多額の経費を要する場合が多いため、施設の利用ニーズの把握に努め、必要に応じて改

修を行っていきます。 

その他意見 

◎平成２５年度に反映、実施していくとされた意見 

1 

施策名ではコミュニティ施設の整備となっているが、施策指標の達成度の表では、指標名としてコミュニティの利用人数となっ

ており、施設の整備については何も示されていない。それゆえ定量的な評価はできない。 

⇒25年度から指標に施設整備数を加えます。 

2 
取組内容①では、施設の活用の結果が示されているが、施設の整備の内容は何も示されていない。 

⇒25年度から整備内容を記載します。 

3 

（「東日本大震災発生後、施設の利用時間を制限した結果、利用者数の減少となった。」と評価しているが、）人数の減少が震

災の前から表れている。 

登録団体が増えているのは良いと思う。その中で人数が減少しているのは、どうしてか分析して見る必要がある。 

⇒利用動向を検証し、減少の原因分析に務めます。 

4 

理由欄（2箇所）の記述はいずれも裏付けが示されておらず、判断できない。目標値に照らしても、成果水準は予定通りではな

く、「Ａ」とは言えない。 

⇒裏付けの記載等記載内容の改善を図ります。 

5 
課題の施設の利用度のバラツキ、活性化及び経年劣化への対応について具体的な方向性が見えてこない。 

⇒具体的な記述にするよう務めます。 

6 

協議により役割分担が決まるが、施設の維持管理についての大規模修繕を除いては、管理協力委員会が行う場合もあり、運営上

の透明性に欠ける。 

⇒記述の中で役割分担の内容を記載します。 

〇中長期的（平成２７年度の見直し時期）に反映する予定、検討していくとされた意見 

1 

コミュニティ施設に限定される定量的評価だが、総合福祉会館、公民館、自治会集会所等の他の施設をコミュニティ活動として

使用されている場合もあり、市内のコミュニティ全体の数値を読み取ることができない。 

⇒補足指標として類似施設の整備状況についての記載を検討します。 

2 
施設の整備について、平成 23年 3月「和光市行財政問題検討会議報告」がある。行政改革推進のテーマ型行政改革「委託等の

見直しによる物件費の縮減」や「市有資産の有効活用」についても取組が始まっているが、施策 51については、適切な施設維
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持管理の観点からも施策評価を考えてほしい。 

⇒運営は、地域住民との協働型委託である現状が理想と考えますが、施設の配置については今後の検討課題として考えます。 

3 

施設の維持修繕について、劣化度合いの高いものから予算の範囲で改修を行っていくと言っているが、東日本大震災での天井落

下については、その原因は劣化度合いというよりも、天井の構造が吊天井であったことによるものであるから、施設の劣化度合

いも重要な要素ではあるが、耐震に対する構造の面も考慮に入れて整備していくことが必要であると思う。 

⇒ご提言として、検討していきます。 

4 

公平性の問題はあるが、改修・修繕は A～Dの劣化度と基準にするのではなく、危険度・緊急性を重視すべきではないか。天井

落下で死傷者が出た東日本大震災（東京）から学ぶなら、ルーチンワークの劣化度からの基準を変えるべきではないか。 

⇒ご提言として、検討してきます。 

5 

コミュニティ施設について、その利用はマンネリ化していると感じる。近年団塊の世代の方が増加しており、家にこもらず、集

まって、趣味ができるような施設になったらいいと思う。 

⇒アンケート結果を踏まえて、検討していきます。 

6 
コミュニティ施設に太陽光の設備や万が一の際に水が使えるように、浄水装置も付けてほしい。 

⇒アンケート結果を踏まえて、検討していきます。 

7 
利用団体のさらなる施設利用を推進していただきたい。 

⇒アンケート結果を踏まえて、検討していきます。 

8 

長寿命化（修繕費の増加）対策としては、建替えよりも民間ビルの借り上げによる費用転嫁も和光市の規模からみて検討すべき

だと考える。 

⇒一つの手法として検討していきます。 

9 
他自治体の運営の様子を見ることも有益と考える。 

⇒ご提言として受け止めます。 

10 

既存のユーザー（管理委員会）に新規ユーザーを獲得する方法を考えるとする方向性、乃至は前提そのものに無理があるのでは

ないだろうか。これを考えるのはプロデューサー側であろう。ユーザー参加はあっても、それをコーディネートする主体の存在

とその能力が必須である。その組織設計が見えない。 

⇒アンケート結果を踏まえて、新規利用者の獲得方法を検討します。 

11 

管理協力委員会で施設の使用ルールを定める場合があり、施設使用目的で「音の出るもの」、「運動」等を規制している施設も

ある。市民にとって利用しやすい環境か不明ではないか。 

⇒利用者や近隣住民からの苦情等も踏まえたルールであるため、今後の検討課題とさせていただきます。 

12 

コミュニティ施設は利用者が固定すると新しい参加者が入りにくいもの。利用者を増やすためには、利用者に流動性を持たせる

工夫が必要ではないか。その意味で、今後の施策に利用者の固定化を防ぎ、利用者をシェアする発想がほしい。 

⇒アンケート結果を踏まえて、利用者増に務めます。 

13 

市民活動の拠点としてコミュニティセンターと地区センターが配置されているが、近接しているところが多く見られ、施設とし

て利用率にバラツキが出ている原因になっているのではと思う。設置基準の見直し配置変更が必要。 

⇒設置基準は地域内の世帯数や道路、勾配等を踏まえたものです。配置の適正化に務めます。 
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14 

９館設置が目標であったのならば、数としては達成しているわけで、そうであれば、施策の名称は「施設の整備」ではなく、「

施設の活用」になるのではないか。 

⇒地域センターは６館であり、未設置地域があります。ただし、今後の整備については、類似施設での代用も踏まえた適正配置

の検討をしていきます。 
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施策５６ 湧水・緑地の保全と再生 【安全部会】 

審議会（部会）の意見 

意見 税制対策を幅広く検討し、保全に努めること。 

1 

回答 ○：土地の税制や開発規制のあり方を幅広く検討し、湧水地やその周辺の保全に努めてまいります。 

●：都市緑地法に基づく緑地保全施策では、特別緑地保全地区や市民緑地の土地所有者に対するインセンテ

ィブとして、既に固定資産税や相続税の軽減措置が講じられています。また、市条例では、税制対策では

ありませんが、保全地区について固定資産税の２分の１相当額を助成金で交付しています。 

その他意見 

◎平成２５年度に反映、実施していくとされた意見 

1 
施策目標に対する達成度を表現する指標としては、②市民協働事業従事者については、湧水・緑地保全（再生）だけとみられな

いのであれば、補足説明があるとなお良い。 

2 
取組内容の③、④については、未達成事項の原因をもう少し丁寧に説明してほしかった。 

⇒今後、そのように努めてまいります。 

3 
今後の課題として「公共事業を含めた開発との調和」について、もう少しその課題を掘り下げてほしい。 

⇒個々の開発に応じ課題を整理しながら進めてまいります。 

4 

1次評価のとおりで良いとすれば、補助対象や補助単価の見直しの中身（範囲、スケジュール、金額等）をもう少し説明してほ

しかった。 

⇒今後、そのように努めてまいります。 

5 
湧水や大きな緑地がある箇所に、それがあることが分かるように看板を設置して、その看板に現状と将来の姿が分かるように表

示してほしい。 

6 緑地の宅地化を防ぐ方策を望む。 

7 

今後も市民協働の手法を取り入れるのならば、事業予定や事業計画の情報を担当課が進んで市民に伝え、協働のまちづくりを推

進していただきたい。 

⇒努力してまいります。 

8 

民有地の借上げ、緑地の公有化、あるいは保存樹木の補助金単価見直しが最も望ましいとあるが、全て財源確保が前提となって

いる。財政状況に規定される施策以外に、願望ではなく、再生への展望が持てる知恵や工夫がほしい。 

⇒緑地拡大の施策では、財政的な比重は大きいが、荒廃した緑地を再生する等の事案については、市民参加のなかで推進できま

す。 

〇中長期的（平成２７年度の見直し時期）に反映する予定、検討していくとされた意見 

1 

本施策は市民憲章の「私たちは、緑をふやし、きれいなまちをつくります。」を実現するための中心をなすものであるので、緑

被率を施策指標として掲げるべきと考える。生産緑地を緑地面積と考えるのは適切ではない。 

⇒緑被率については、総合振興計画のパブリックコメントにおいて指標の 1つに取り上げて欲しいという意見がありましたが、

総合振興計画の指標設定のタイミングに間に合わず、今後の見直しの中で新たな指標として考えます。また、生産緑地を緑地

面積と考えるのは適切でないというご意見ですが、緑被地の定義として都市計画決定している「生産緑地」を包含すること
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は、一般的と考えます。 

2 
施策の取組として、自然環境を守る、育てる、活かすなど、その内容については、妥当なところだと思う。これらの取組内容に

加え、増やす施策があると更によいと思う。 

3 

評価表の記述には相続税発生に伴う、土地の切り売りとそれによる緑地の減少が記述されていなかった。和光市のような住宅開

発圧力が、今後少なくとも 10年あるいは 20年は見込まれる地域では、民有地の緑が減少する大きな要因が相続であることが推

測される。これは、「財産権の自由/建築の自由」や「資産格差の縮減」といった大きな政策目的との整合性が問われる問題であ

るため、単独の手法を持って解決可能なものとは言えないが、少なくとも土地・空間コントロールの枠組みに組み込んで検討す

る必要があるのではないだろうか。 

⇒ご指摘のとおり、緑地の減少は相続発生に伴う事案が多く、現行の施策では都市緑地法に基づく緑地施策のなかで相続税の評

価減となるものがありますが、緑地保全に直接つながる施策とはいい難いです。ご提案の大きな枠組みのなかでの検討は今後

の課題とします。 

4 

施策 15「地域と連携した教育の推進」や施策 23「充実した生涯学習機会の提供」と連動し、自然環境について守り、育て、活か

す仕組みづくり、丁寧に時間をかけて永続的に推進していただきたい。 

⇒次世代を担う子供たちに伝えるため推進してまいります。 

5 

白子・大坂湧水林保全の会の「都市の中の自然をさがす 和光市緑地の生物調査報告（平成23年11月30日）」を和光市ホーム

ページで見られるようにしたらいいと思う。 

⇒検討してまいります。 

6 
緑化推進の取組意欲に欠ける。公共用地の緑化の推進と開発行為の緑化対策を施策に織り込むべき。 

⇒ご意見として参考にさせていただきます。 

●既に実施しているが、引き続き取組等の推進、周知等に努めるとされた意見。 

1 
平成24年8月に市の行政組織に変更があり、市民環境部環境課にあった緑地の業務が建設部都市整備課に移管された。今後、移

管前後の所管課の協働についての考え方に温度差がないよう、施策を推進していってほしいと思う。 

2 

自然環境については、「白子川流域環境協議会」のように練馬区、和光市、板橋区などの他の自治体と連携し、事業を推進して

いただきたい。 

⇒今後も努力してまいります。 

3 市民緑地については、都市緑地保全法に基づく緑地指定を検討すべきと考える。 
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施策５７ 水環境の保全【安全部会】 

審議会（部会）の意見 

意見 河川の水質を生活環境の保全に関する環境基準の実態に合うように本市の水質基準の目標値の見直しをする

必要がある。 1 

回答 ○：ご意見のとおり環境基準を基に目標値の見直しの検討を行ってまいります。 

意見 下水道未整備の区域においては、河川をきれいにする目的のため、下水道整備を急がれたい。 

2 

回答 ○：荒川右岸流域関連和光公共下水道事業にて、下水道の整備を計画的に行っています。和光市の下水道

は、汚水と雨水を別々に処理する分流式となっており、河川に流入するものは、基本は雨水です。家庭や

事業所などから排出される生活排水（台所・風呂・洗面所・トイレなど）は汚水管を通して終末処理場で

浄化され、河川に放流されます。汚水に接続されていないご家庭などは浄化槽にて処理されます。和光市

下水道普及率は平成２４年９月末現在で９５.７％。地形的な条件など物理的な理由や経済的な理由など

により、下水道に接続できない世帯があることから、全ての世帯が下水道に接続することは難しい状況で

すが、今後においても、接続ＰＲ活動の継続や水洗便所改造資金貸付金等を活用し、１００パーセントを

目指して努めていきます。 

その他意見 

◎平成２５年度に反映、実施していくとされた意見 

1 

目標値を大きく上回る（悪い）結果となったことが低い点数の理由。また、雨水小型貯留槽の設置に関する実績も評価。なお、

この状況をどの程度改善できるかについては、「4.これまでの取組に関する施策全体の総合評価」において、見通しを記述して

ほしい。 

⇒今後、そのように進めてまいります。 

2 

取組内容①は未達成事項において「適正な維持管理が行われていない事例がある」としただけでなく、その原因・理由を説明し

てほしかった。 

⇒今後、そのように進めてまいります。 

3 
解決すべき課題の原因をもう少し丁寧に説明してほしいということと、原因を解消するための具体策が見当たらない。 

⇒今後、明記してまいります。 

4 

評価は適正。ただ、水質公害を発生した原因で、浄化槽設置者の維持管理について、それが事故なのか、意図的なものなのか、

「理由」欄に明記してほしかった。 

⇒今後、明記してまいります。 

5 

河川水質公害において、近隣の市民から行政に苦情が発生したかと思うが、早急な対応がとられただろう。「取組内容の評価」

「活動の成果・進捗状況」欄に説明を記載してほしかった。 

⇒今後、明記してまいります。 

6 
下水道の整備が行われていない家庭雑排水等の浄化槽の適正な維持管理が重要である。 

⇒維持管理等の指導に努めてまいります。 

7 設置者の認識不足はあってはならない。 
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⇒設置者に対する指導を強化してまいります。 

8 

浄化槽の使用者は浄化槽法で義務付けされているので、行政の対応は河川水質事故後になるのは理解できるが、事前に防ぐ方法

があれば検討していただきたい。 

⇒日ごろの指導により定期点検・清掃などを遵守の指導を行ってまいります。 

9 

平成 24年度から雨水貯留槽設置補助金を実施とあるが、80ℓ より大きな貯水層で 2軒、あるいは 4軒が共有できるような設置

方法が可能だと1軒の負担が軽くなり、普及が拡大するのでは。 

⇒平成２５年度より要綱の改正を検討しております。 

10 

魚が生存できる BOD値は 3～5mg/ℓ、蛍が生存するのは 3mg/ℓ 以下と言われている中で、当市のほとんどの河川が 2 mg/ℓ となっ

ていたのに残念。引き続き管理指導体制を強化し、河川の汚染防止に努力されたい。 

⇒努力してまいります。 

〇中長期的（平成２７年度の見直し時期）に反映する予定、検討していくとされた意見 

1 

雨水タンクについては、市が把握しているのは補助金を使った件数だけなので、個人的に設置した箇所を把握できていない。も

っと他の施策指標を使った方がいいのではないか。 

⇒今後、検討してまいります。 

2 
活動成果と未達成事項を見比べると、今の取組では不十分だとしか見えない。 

⇒今後、努力してまいります。 

3 

水環境の保全にふさわしい取組として、雨水貯留層の設置が必須であれば、具体的な設置数を半ば強制的にでも実現すべき。目

標値がH27に40、H32に90に対して、実績0では到底、不可能。 

⇒徐々に設置者が増えてきております。目標に向け努力してまいります。 

4 

施策推進の努力は認めるが、雨水小型貯留槽設置（80ℓ、最大90台）で、適正な水循環には、とても対応できないと思う。 

⇒雨水小型貯留槽の設置補助のほか、一般市民への啓発活動やまちづくり条例に基づく開発指導と合わせて、適正な水循環に向

けて努力してまいります。 

●既に実施しているが、引き続き取組等の推進、周知等に努めるとされた意見。 

1 
雨水小型貯留槽を作るなら、費用対効果を考え80ℓより大きなものを作る指導をしてはどうか。 

⇒設置基準を80ℓ以上としていますが、補助を受けた方は150ℓ程度の設置がほとんどなっています。 

2 
河川の水質を良くするためには、きれいな水を流すしかないと思うので、そのためには雨水管の整備が必要である。 

⇒引き続き、雨水管の整備に努めてまいります。 

3 

河川へゴミを捨てる行為は、「河川法施行令」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「軽犯罪法」などの関係法令で厳し

く罰則されますが、安心安全なまちづくりのため、行政は市内循環パトロールなどで河川の状況も確認されているのか。確認し

ていなければ、施策57取組に加えることは可能か検討いただきたい。 

⇒県西部環境管理事務所と連携しパトロールを行っております。 

4 

河川への雨水流入調整は、水質保全とは異質の大きな問題。土木・建築部門との共同の取組が必要。 

⇒雨水は原則、宅内処理（浸透・貯留など）となっています。雨水の対応には、環境課・都市整備課・道路安全課・建築課・下

水道課など、幾つかの部署において、その事業目的に応じた指導が行われています。雨水対策は、浸水被害の減少や環境保全
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などに繋がることから、関連部署の連携が必要と考えています。 
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施策１４ 確かな学力の育成を目指した教育の推進【安心部会】 

審議会（部会）の意見 

意見 図書館アドバイザーの日数を確保すること。 

1 

回答 ○：図書館アドバイザーの勤務日数については、校長が各学校に配当されている「学校活性化事業費」の中

から、学校の実態に合わせて勤務日数を決定しています。限られた勤務日数の中で、より効果的に図書館

教育が進められるよう、図書館アドバイザー、司書教諭、図書主任、学校応援団との連携を進めていきま

す。 

意見 学習教室参加人数については、平成２７年度の目標値を捉えた単年度目標の設定が必要である。 
2 

回答 ◎：平成２７年度の目標値に向けた値となるよう、再検討してまいります。 

その他意見 

〇中長期的（平成２７年度の見直し時期）に反映する予定、検討していくとされた意見 

1 

「教員研修会参加人数」750％により、「学習教室参加人数」57.1％があるのに、「Ａ」としているのか。（「Ａ」の評価が適切

なのか。） 

⇒研修会の参加数を目標まで下げ、教職員の負担を軽減し、その分を学習教室の充実に向かうことで学習教室の参加人数向上に

取り組んでまいります。 

2 
児童・生徒が学習に対する関心を高めること、児童･生徒に対するきめ細かい内容の指導を望む。 

⇒毎年見直しを図り、学習への関心を高め、学力向上につながるよう取り組んでまいります。 

3 
学習教室への参加人数が少ない。 

⇒取組をさらに充実させ、参加人数を増やしてまいります。 

4 

夏休みだけの算数教室だけではなく、土曜日を利用して、希望者のみサポート授業を継続する。（講師は退職した先生方） 

⇒今後、算数教室は取組を充実させてまいります。土曜日に実施することについては、講師や実施場所等について課題がありま

すので、検討させていただきます。 

●既に実施しているが、引き続き取組等の推進、周知等に努めるとされた意見。 

1 

取組内容②「個に応じた指導の充実」の評価が見たい。 

⇒各校では和光市学力向上支援教員が、休み時間、放課後、長期休業中に算数教室等の補習を行っています。実施した内容や、

自作した教具などを、毎月報告させています。各校の管理職や学校教育課で評価し、支援教員の研修でよい取組や課題を共有

するなど指導を行っています。 

2 
教職員の定着を望む。 

⇒引き続き、より良い人材を採用してまいります。 

3 

現状の高い水準を維持しつつも、水準、コストを一定程度下げるとの方向性が理解しづらい。教育の水準を下げるべきではない

のでは。 

⇒本施策については、サービス水準→、コスト↓とし、コスト削減に努めながらも一定のサービス水準を維持する方向性としま

した。 
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施策１６ よりよく適応するための支援体制づくりの推進【安心部会】 

審議会（部会）の意見 

意見 施策指標である「相談件数」については、教育支援センターにおける相談件数のみではなく、各学校におけ

る支援件数を含めた件数を指標とするべきである。 

1 回答 ◎：平成２５年度行政評価（施策評価）に補足指標として、各学校における教育相談室、さわやか相談室に

おける相談件数を追加し、新規の相談の開始件数、実施発達検査数、巡回相談件数、巡回相談件数など新

たな指標を検討し、達成度の評価を行います。 

意見 今後の方向性について、現在の水準が高いとしてもサービス水準を下げるという方向性は妥当ではなく、最

低限現状維持または向上を目指すべきである。 
2 

回答 ●：本施策については、サービス水準→、コスト→とし、一定のサービス水準を維持する方向性としまし

た。 

その他意見 

◎平成２５年度に反映、実施していくとされた意見 

1 

「Ｂ」評価には全体から見て妥当性はあるが、相談件数の低下は施策目標の達成の結果と捉えずにいる。評価の理由、指導設置

（学校内部での相談件数含めない）の課題がある。 

⇒教育支援センターだけでなく、各学校における教育相談室、さわやか相談室における件数を補足指標とすることとしました。

教育支援センター、各学校の相談室での相談件数は、新就学児の就学相談や通級指導教室、適応指導教室への通室児童・生徒

数によって増加・減少する傾向があります。市民に教育支援センターが教育相談・就学相談の中心的なサービスを行う場所で

あることを周知されているか、新規の相談の開始件数、実施発達検査数、巡回相談件数、巡回相談件数など新たな指標を検討

します。 

2 

取組内容②以降の状況・方向性が読み取れない。 

⇒取組内容③につきましては、各学校で行っている取組について、適切に行われているか、教務主任会や年間指導計画及び全体

計画など教育計画提出による確認を行っていきます。 

 今年度各学校２回以上、合計５０回程度教育支援センターが巡回相談を実施しました。これにより集団での児童・生徒の困り

感を把握し、教職員への授業改善を含めた提案ができました。今後も各校への巡回相談を実施し、実施可能な具体的な提案を

行っていきます。 

3 

社会問題となっているいじめについての取組を望む。 

⇒すでに、各学校においていじめアンケートの実施、アンケート内容にそった指導及び相談、支援が行われています。引き続

き、いじめの発生を防ぐ学校の学習活動全体における豊かな心づくりと早期発見に努めてまいります。 

〇中長期的（平成２７年度の見直し時期）に反映する予定、検討していくとされた意見 

1 

取組内容②以降の状況・方向性が読み取れない。 

⇒取組内容②につきましては、生徒指導主任会、就学支援委員会、特別支援教育コーディネーター会議、不登校対策委員会、小

・中連絡会などの会議での各学校での取組についての情報交換、児童・生徒の情報交換を行っています。来年度以降も、継続

して行うと共に、事例検討などを通して教職員の指導・支援力の向上を図ります。幼・保・小の連携については、各園・各校
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とも１年間で１回以上、近隣及び幼・保・小連絡協議会でのグループでの交流が進められています。今後は、子どもたちの交

流だけでなく、「３つのめばえ」を参考とした「接続期プログラム」の作成を通して、教職員の授業や活動の交流を進めてい

く予定です。 

 取組内容④につきましては、教育支援センターが来所、電話相談を実施、支援センターの土曜日の午前の開庁、各学校の教育

室の設置、小学校には教育相談員、中学校にはさわやか相談員と教育相談員が配置と、市民の相談を受ける多数の場所・経路

を確保しています。また、教育支援センターから医療機関に紹介状を発行し、嘱託専門医との教育相談を学期に１回以上実施

しており、専門機関とのつなぎの役割を果たすこともできていると考えます。今後は、現在学校を通して実施している市内の

通級指導教室や特別支援学級での相談についても学校間の連絡を密にして、相談を必要とする方に確実に実施できるよう見届

けを行います。 

2 

教育関係機関との相談体制は充実しているが市役所内部の更なる連携が必要である。 

⇒就学前の相談を実施している保健福祉部やこども福祉課からの情報提供や相談の引継ぎなどを実施しています。この他にも、

社会福祉課との連携を含め、スクールソーシャルワーカーの導入が必要なケースも増えてきておりますので、連携組織や仕組

の構築を検討していきます。 

3 

子どもたちが目的意識を高める指導を望む。 

⇒適応指導教室、さわやか教育相談室にて、学習適応支援員（元中学校教諭）の派遣、適応指導教室、さわやか教育相談室、教

育相談室にピアサポーター（大学生、大学院生）を派遣し、学習の仕方を含めた個別支援を行ったところ、学習意欲の向上が

認められました。今後も、子どもたちの目的意識を育む学習支援を継続していきます。 
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施策１８ 安全でおいしい学校給食の充実【安心部会】 

審議会（部会）の意見 

意見 地産地消については継続して積極的に進め、放射能対策についてどのような取組を行っていて今後はどうし

ていくのかを明確にすること。 

1 
回答 ◎：地元産食材の使用については、今後も生産者との連携を密にし推進を図っていきます。 

◎：放射能対策については、国の定めた検査により食品中の放射性物質が基準値内と確認され流通している

ものを使用しているため安全性に問題はないと認識しています。厚労省による食品中の放射性物質の検査

結果や給食用食材の製造、納入業者等が行った検査結果の証明等の確認により食材を選定しています。 

意見 施設整備及び改修については長期的な計画の中で実施していくべきである。なお、財政的な理由から先送

り、凍結となっている事項について、早急な解決、見直しが必要である。 
2 

回答 ◎：財政面や運営方法等、将来的なことを考慮した効率的な施設を建設するための計画設計を平成２５年度

に行います。 

その他意見 

〇中長期的（平成２７年度の見直し時期）に反映する予定、検討していくとされた意見 

1 
食育の一環で食環境は充実しつつあるがアルマイト食器の未導入校がある。 

⇒施設改修が伴うことを踏まえ、財政状況の見通しを考慮して、今後の食器の改善を図ります。 

●既に実施しているが、引き続き取組等の推進、周知等に努めるとされた意見。 

1 
米飯給食の推進を望む。 

⇒平成２５年度の米飯実施予定回数は週３．４５回。週４回に向けて計画的に推進を図ります。 

2 
自校方式への対応をしてほしい。 

⇒効率的な運営により、今後も自校方式の継続を図ります。 

3 

毎月給食献立表（メニュー）の工夫（例：郷土料理、外国料理、お誕生会等）の工夫があると楽しみがある。（基本目標に「教

育・文化・交流と示している。） 

⇒米飯給食を中心に、日本の伝統的な行事食を取り入れ、オリンピックやサッカーのワールドカップなどイベントに合わせいろ

いろな国の料理、また児童生徒のリクエスト献立などを実施し学校給食を生きた教材として食育に活用しています。今後も栄

養バランスのとれた内容豊かな献立の提供に努めていきます。 
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施策１９ 安全な学校教育環境の整備【安心部会】 

審議会（部会）の意見 

意見 厳しい財政状況の中で、指標目標に向けて進められていると評価できるが、地域の協力の進捗状況が把握で

きる指標を設定すること。 

1 回答 ○：地域の方の自主的な見守り活動については、各学校と地域との信頼関係に基づいた連携・協力が重要で

あることから、その成熟度について、単純に係数的に指標化することは困難であると考えますが、今後に

おいては、今迄同様、各学校と連絡を密にし、その状況の把握に努めます。 

意見 地域の協力の力をどのように活用していくのかというところを明確にすること。立哨指導体制については、

和光市の道路状況を考慮して、体制をしっかりと構築すること。 

2 回答 ○：地域の方にスクールガードリーダーや学校応援団として参加していただくことによって具体的に役割を

明確にして活用します。また、道路状況については改修等による危険性を直ちに解消することが困難であ

り、立哨により、児童の安全確保が効果的に図れる箇所に配置します。 

その他意見 

〇中長期的（平成２７年度の見直し時期）に反映する予定、検討していくとされた意見 

1 

取組内容②「新たな交通安全立哨指導体制の構築」の未達成事項に記載の「地域の力を生かす」は、どのような進捗状況かも示

すべき。 

⇒検討します。 

2 
耐震については、妥当であると考えるが、立哨指導体制や防犯対策の方向性に触れていない。 

⇒今後は、より地域力を生かす効果的な対策をとる方向性を考えております。 

●既に実施しているが、引き続き取組等の推進、周知等に努めるとされた意見。 

1 
通学路の交通安全対策を更に進める。 

⇒学校と学校応援団、ＰＴＡとの協力を図り、登校時、下校時の見守り活動を進めます。 

2 
子どもたちを守る防犯対策を強化してほしい。 

⇒地域防犯ネットとスクールガードの活動の連携を図ることにより、より組織的に地域防犯活動を進めます。 

3 

交通安全立哨指導体制は、和光市の道路状況の悪さを鑑み、優先すべき。 

⇒改善が可能な箇所については、関係課所と連携をとり可能な限り速やかに改善を図り、直ちに改善することが難しい箇所につ

いては、引き続き立哨を継続します。 
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施策２１ 幼児教育の機会の支援【安心部会】 

審議会（部会）の意見 

意見 幼稚園就園奨励補助だけではなく、幼児教育の機会の提供という視点から、市立幼稚園や子ども園の導入に

ついて検討する必要がある。 

1 回答 ○：教育総務課では、幼児教育の機会の支援のうち、私立幼稚園に通園する幼児の保護者に対する経済的支

援のみを担任しております。今後の子ども及び子育て社会を支援する様々な対策については、全庁的に方

向性を検討し、具体的に決定していくことになります。 

その他意見 

〇中長期的（平成２７年度の見直し時期）に反映する予定、検討していくとされた意見 

1 
23年度補助額を減額されているが、保護者の負担を考慮すれば再検討も必要がある 

⇒今後、国の幼稚園就園奨励費の動向や社会経済状況の変化、和光市の財政状況及び近隣他市の状況も見ていきます。 

●既に実施しているが、引き続き取組等の推進、周知等に努めるとされた意見。 

1 
幼稚園への更なる支援を進めてほしい。 

⇒幼稚園へは事務費補助金等を引き続き交付予定です。 
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施策３３ 安心で楽しい育児の推進【安心部会】 

審議会（部会）の意見 

意見 子育てが楽しいと感じる市民の割合について、実績値を把握して、各取組に生かすべきである。 
1 

回答 ◎：子ども・子育て支援計画策定に関するニーズ量調査において類似の設問を検討します。 

その他意見 

◎平成２５年度に反映、実施していくとされた意見 

1 

地域での子育て支援体制づくりを望む。 

⇒子育て支援拠点及び児童センター（館）において、子育て相談に取り組んでいるほか、ホームスタート事業導入により地域で

の子育て支援体制をより強化します。 

〇中長期的（平成２７年度の見直し時期）に反映する予定、検討していくとされた意見 

1 

子育てに関して気軽に相談できる場所づくりを望む。 

⇒子育て支援拠点や家庭児童相談室など、相談先は多くあるため、認知度向上と気軽に相談できる場としての改善に取り組みま

す。 

2 
子育ての総合相談室及び家庭児童相談室の認知度については、それぞれ49.2％、39.7％で、認知度が低い。 

⇒市ホームページや広報わこうなどを利用し、引き続き認知度の向上に取り組みます。 

●既に実施しているが、引き続き取組等の推進、周知等に努めるとされた意見。 

1 
児童の虐待防止対策を望む。 

⇒要保護児童対策地域協議会による複数団体のネットワーク体制を構築し、児童虐待の防止に取り組んでいます。 
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施策３４ 地域における健やかな子育ての実現【安心部会】 

審議会（部会）の意見 

意見 中高生の居場所づくりについて、青少年問題協議会と連携して、更なる取組の推進、充実を図ること。 
1 

回答 ○：児童センター（館）を中心に更に充実を図ります。 

その他意見 

◎平成２５年度に反映、実施していくとされた意見 

1 
子育て中の保護者が地域で孤立させないような支援事業を充実させる。 

⇒地域における子育て家庭の孤立を防止するため、平成２５年度よりホームスタート事業を実施する予定です。 

2 
中高生のニーズ調査など和光市在住当時者に聞くべき（ヒアリング等）。 

⇒子ども・子育て支援計画策定に関するニーズ調査において検討します。  

3  

〇中長期的（平成２７年度の見直し時期）に反映する予定、検討していくとされた意見 

1 
身近な所、子育て支援施設は充実しているが、気軽に相談しづらかったり緊急サポートに対応が不十分。 

⇒気軽に相談しやすい場を提供するため、更なる改善に取り組みます。 

 
子育て支援施設は利用者増より、質の向上が必要である。 

⇒公的機関による研修を積極的に紹介し、職員の質的向上を促します。 

2 

中高生の居場所、特に高校生に対しては具体的な方策が見えない。 

⇒わこう子どもプラン及び和光市児童センター（館）長期ビジョンにおいて中学生・高校生の居場所としての児童センター（館

）について明記していますが、更に充実した事業を図ります。 

●既に実施しているが、引き続き取組等の推進、周知等に努めるとされた意見。 

1 

妊産婦向けの子育て支援事業の充実を望む。 

⇒子育て支援拠点ではいつでも妊産婦は利用できます。マタニティコンサートなど妊産婦向けの事業を行っているほか、保健セ

ンターにおけるマタニティ食育講座に子育て支援センター職員が出向き、施設のＰＲを行っています。 

2 
子育てに関する支援として出張相談を図っていく。 

⇒保健センターの取組として乳幼児出張相談事業を実施しています。 

3 

ファミサポの利用減少についての調査分析が求められる。 

⇒活動件数の減少については、他の保育サービスが充実したことや、平成２２年度は新型インフルの流行、平成２３年度は震災

により仕事が解雇または残業が減ったなどの影響によるものと分析しています。平成２４年度は平成２１年実績程度に回復す

る見込みです。 
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施策３５ 子育て家庭への経済的支援【安心部会】 

審議会（部会）の意見 

意見 父子家庭への支援も講じること。また、施策指標に父子家庭を対象とした指標を加えていく必要がある。 

1 回答 ◎：平成２５年度より自立支援給付事業について父子家庭も対象とします。 

○：施策指標に父子家庭を対象とした指標を加えるよう検討します。 

その他意見 

◎平成２５年度に反映、実施していくとされた意見 

1 
朝霞地区の他の3市に比べ、低い水準であり、中学生における医療費助成に課題がある。 

⇒平成25年3月議会で中学生通院助成の条例改正し、10月診療分から実施予定です。 

2 

ひとり親家庭への支援策をさらに拡充していく必要があると考える。 

⇒平成２５年度より自立支援給付事業について父子家庭も対象とします。自立支援の観点から母子自立支援員が積極的に相談を

受け付けます。 

〇中長期的（平成２７年度の見直し時期）に反映する予定、検討していくとされた意見 

1 

母子家庭自立支援給付件数が、どうして6件しか成立していないのか。和光市は少ないのか。そこが理由にない。 

⇒児童扶養手当現況届受領時に聞き取り相談を行い、各年度において適正な件数を実施していますが、更に広く周知を図り、ひ

とり親の自立支援を促していきます。 

2 

ひとり親家庭への自立促進の支援を進める。 

⇒自立支援給付事業を広く周知するほか、母子自立支援員による相談、ハローワークとの連携を強化して自立支援を強化しま

す。 

3 
少子化対策にもつながる子育て家庭への更なる支援を望む。 

⇒県補助金(乳幼児医療費)の対象年齢引き上げを要望するとともに、完納要件の見直しについて検討していきます。 

●既に実施しているが、引き続き取組等の推進、周知等に努めるとされた意見。 

1 
子ども手当の申請及び相談の効果的な方法の検討をしてほしい。 

⇒休日夜間の電話催促や個別文書を目立つ封書で送付するなど、更なる工夫について検討していきます。 

2 

本当に医療を必要としている子ども全てに給付される施策を望む。 

⇒重度心身障害者医療やひとり親家庭等医療費など各種医療制度がありますので、本当に医療が必要な子どもには助成制度はあ

ると考えます。当市の子ども医療費助成には完納要件がありますが、全ての子どもが助成を受けるためには、公平な国の制度

として創設することも要望していきます。 

 



48 

施策３９ チャレンジドが安心できる障害福祉の推進【安心部会】 

その他意見 

◎平成２５年度に反映、実施していくとされた意見 

1 
相談体制が十分に整備されておらず、全対象者のサービス利用計画作成が困難となっている。 

⇒平成25年度から相談支援事業を委託する予定です。 

2 
特別支援学校生徒の放課後の施設生活などへの支援の充実をしてほしい。 

⇒平成25年度運営費補助の増額をしました。 

3 

チャレンジドの地域での理解促進と社会参加へのための環境整備をしてほしい。 

⇒平成 25年度に身体障害者ケアホームの設置、障害者相談事業の委託、ケアホーム等の家賃補助制度を創設して地域移行を進め

て行きます。 

〇中長期的（平成２７年度の見直し時期）に反映する予定、検討していくとされた意見 

1 
今後の障害者のニーズに添った、障害福祉の充実を願う。 

⇒障害者計画策定に伴い、障害者アンケートを実施し、ニーズの把握に努めます。 

●既に実施しているが、引き続き取組等の推進、周知等に努めるとされた意見。 

1 
スポーツ・レクリエーションなどの活動を通して社会参加へ。 

⇒チャレンジドスポーツ大会、水泳教室を開催しています。 

2 

災害時要援護者の所在が把握できたとのことであり、実際に災害が発生した時に向けて、訓練を計画し、実施したらどうだろう

か。 

⇒関係部署と連携して取り組みます。 
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施策４１ 低所得者の生活の安定と自立への支援【安心部会】 

審議会（部会）の意見 

意見 福祉専門職員の採用の実施をするなど、自立に向けた就労支援の体制の充実を図っていただきたい。 

1 回答 ●：平成 23年度まで１名であった「就労支援員」を平成 24年度に１名採用し、2人体制で自立に向けた就

労支援の体制の充実に努めています。 

意見 ふるさとハローワーク設置を契機に他部署との連携を進めてほしい。 

2 
回答 ●：平成 24年6月に朝霞公共職業安定所と就労支援に関する協定書を取り交す等、関係機関との連携を進め

ています。また、庁舎内に「ふるさとハローワーク」が設置されたことで、今まで以上に迅速、丁寧な支

援を実施します。 

その他意見 

◎平成２５年度に反映、実施していくとされた意見 

1 
事務事業評価の個別評価が1次も2次もオールＡとなっており理解できない。 

⇒内容を精査し、適正な評価に努めていきます。 

2 

ほぼ順調に進んでいるとの評価であるが、目標世帯数が10世帯であるのに5世帯しか就労に繋がっておらず、唖然とする。 

⇒平成24年度平均有効求人倍率（4月から1月）が約0.51（埼玉労働局）と厳しい状況であり、また、就労しても生活保護の最

低生活費を上回る収入の確保が厳しい状況でありますが、目標達成に向けて努めていきます。 

3 

就労に結びついた件数も指標にしてほしい。 

自立支援に向けたケースワーカー及び見守り支援員の就労支援の取組の成果について、目に見えるものがない。 

⇒就労により自立された件数以外に、自立までには至ってないが就労に結びついた件数を指標にします。 

4 
より専門性のある職員の配置についても今後の方向性として打ち出す必要がある。 

⇒専門性のある職員の配置について検討していきます。 

5 

生活状況の把握を就労指導につなげる機会が増加したとのことであり、いかに就労支援を行っていくかが重要に思われるが、「

ふるさとハローワーク」との連携以外にも具体的な施策なり、施策の方向性を示せるか期待したい。 

⇒検討します。 

6 
額としては規模の大きい事業なので、より一層適切に対象者の実態把握に努めてほしい。 

⇒対象者の実態把握に努めていきます。 

〇中長期的（平成２７年度の見直し時期）に反映する予定、検討していくとされた意見 

1 
世帯数だけでなく、どのような支援がどの程度されたのかを測る指標を設定すべきではないか。（相談件数など。） 

⇒検討します。 

2 
見守り支援員が終了し、支援体制がどうなるか、どう変わるか（量・質）、検証が必要である。 

⇒検証していきます。 

3 
自立世帯数の伸びが鈍い。 

⇒必要な施策を展開して自立世帯数の向上に努めていきます。 

4 就労指導の実績が不十分である。 
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⇒必要な施策を展開して就労実績の向上に努めていきます。 

●既に実施しているが、引き続き取組等の推進、周知等に努めるとされた意見。 

1 

ケースワーカーによる見守り強化事業が廃止ということだが、ケースワーカーの専門性はどうだったかということと体制はどう

だったのかということに疑問を感じる。県のチャレンジ支援事業のアスポートは継続するのか。市役所内にふるさとハローワー

クができるということで、もしかしたらアスポートを廃止していくのではないかと考えられる。それで、本当にケースワーカー

が足りるのか。もう少し方向性を深めた方がいいと判断した。 

⇒平成 23年度の見守り強化事業については、生活保護世帯の増加に伴いケースワーカーの業務が増加したため、ケースワーカー

の補助として専任の職員を採用し、高齢者、障害者世帯などの見守り事業を実施しました。同年１０月にケースワーカーが１

名増員となったため、同年度で事業を廃止し、平成 24年度は、就労支援事業の支援員を 1人から 2人体制として強化を図った

ところであります。ケースワーカーについては、平成 23年度中に１名増員しております。また、今後、生活保護受給世帯の増

減に伴い適切に配置します。 

2 

生活保護の申請には慎重な対応をしてほしい。 

⇒生活保護法は、国民に保護請求権を認める建前をとっているため、申請が出された時は受け付けます。しかしながら、保護開

始に当たっては慎重に調査を行っています。また、窓口における生活困窮者の相談においては、医療、年金、雇用保険などの

活用による自立に向けて、丁寧な相談を行っています。平成 24年 12月現在、近隣４市の生活保護率は和光市 7.8‰、朝霞市

12.5‰、志木市11.2‰、新座市17.3‰となっています。 

3 
見守り支援員が状況を把握して就労支援をしてほしい。 

⇒見守り支援員を改め就労支援員とし、自立就労支援の一環として必要に応じた見守りを実施しています。 

4 
支援制度を活用しながら生活保護世帯の自立助成をしてほしい。 

⇒就労支援を図り自立を目指した施策を展開しています。 

 

 


