
1

和光市総合振興計画審議会第９回会議 会議要旨

開 催 日：平成２７年３月１８日（水） 午後２時００分～３時３０分

開催場所：和光市役所議事堂３階全員協議会室

出 席 者：花輪宗命会長、泉常夫副会長、森田圭子委員、柴﨑幸夫委員、荒木保敏委員、

松田廣行委員、金子正義委員、野宗玲子委員、長野基委員、宍戸博委員、

藤川和孝委員、松永靖恵委員、板垣隆夫委員、佐藤嘉晃委員

欠 席 者：山田智好委員、冨岡健治委員、深野威委員、鳫咲子委員

傍 聴 者：４名

次 第：１ 開会

２ 企画部長あいさつ

３ 副会長の選出

４ 議事

総合振興計画基本構想中間見直しに関する概要について

総合振興計画審議会平成２７年度スケジュールについて

部会について

５ 閉会

１ 開会

２ 企画部長あいさつ

企画部長

企画部長の山﨑でございます。

本日は年度末のお忙しい中、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。

昨日議会が終了し、市の提案についてはすべて滞りなく議決されてことを報告させていた

だきます。

さて、先月２月１６日に、本審議会から市長に「平成２６年度和光市総合振興計画進行管

理における外部評価に関する答申」をいただいたところでございます。各部会において、市

が行う内部評価の客観性や妥当性について審議いただき、評価は概ね妥当であるとの答申を

いただきました。委員の皆様の丁寧かつ慎重なご審議をいただき、あらためてご協力にお礼

申し上げます。

さて、来年度は基本構想の中間見直しを実施してまいります。この審議に当たり、皆さま

には、様々なご意見をいただき、お手数をおかけすることもあろうかと思いますが、なにと

ぞご協力のほど、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。

３ 副会長の選出

事務局

続きまして、委員の退任について報告します。

先日、関口副会長から退任の申出があり、退任届を受理しました。関口様には総合振興計
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画の円滑な進行管理に多大なご尽力をいただき、誠にありがとうございます。

そこで、本日、新しい副会長の選出をさせていただきたいと思います。副会長につきまし

ては、総合振興計画条例に規定に基づき、会長の補佐、会長不在時の職務代理をお願いする

こととなります。なお、条例第５条第１項により「委員の互選によってこれを決める」こと

とされております。

どなたか立候補される方又は推薦される方がいらっしゃいますか。

荒木部会長

関口前副会長が安全部会、公募委員であったことから、本日後で議題となる部会名簿を参

考とし、泉委員を推薦いたします。

事務局

ただいま、荒木委員から泉委員を推薦するというご意見がありました。

皆様いかがでしょうか。

委員一同

【承認】

事務局

ありがとうございます。

それでは、泉副会長、一言ごあいさつをお願いします。

泉副会長

皆様こんにちは、泉常夫と申します。この審議会については今年で４年目に入り、多少経

験があるので皆様のお役に立てればと思っています。今後とも何卒よろしくお願いいたしま

す。

事務局

ありがとうございました。

それでは、これからの会議の進行につきましては、会長にお願いしたいと思います。

花輪会長、よろしくお願いします。

４ 議事

総合振興計画基本構想中間見直しに関する概要について

花輪会長

それでは、議事に従いまして、進めてまいります。

「総合振興計画基本構想中間見直しに関する概要について」事務局から説明をお願いし

ます。

事務局

それでは、『資料１ 第四次和光市総合振興計画基本構想中間見直し 実施要領』、『資
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料２ 第四次和光市総合振興計画基本構想中間見直しスケジュール フローチャート』

に沿って説明します。

実施要領について説明します。

２ページ目をご覧ください。「１ 中間見直しに当たって」では、主に３つの事柄につ

いて説明しています。まず、平成２７年度は第四次和光市総合振興計画基本構想の中間

年度に当たることから見直しを行うということ、次に、基本構想の中間見直しは、現行

の基本構想を大きく変える見直しではなく社会経済情勢及び市民ニーズの変化並びに法

令等の改正等に対応するための取り組みであること、最後に、基本構想は和光市の総合

的なまちづくりの方向性を示す計画であるため、庁内における会議、審議会、市民参加

等様々な意見等を踏まえた上で見直しを進めることを説明しています。

続いて「２ 実施要領」についてですが、ここでは、基本構想のどの部分をどの部署

が主体的に見直していくのか、また、どのような方法で見直しをするのかを目次に沿っ

て説明しています。第四次和光市総合振興計画基本構想の冊子をご用意ください。「第１

部第四次和光市総合振興計画の策定にあたって」から順番に説明します。

３ページ目からの「第１章総合振興計画の概要」については、見直し実施主体を政策

課・所管課としております。こちらは、基本構想の策定の趣旨、計画期間等の説明、計

画の特徴等を説明した部分ですので、原則的には修正は加えないことを予定しています。

ただし、１１ページの「５ 総合振興計画と個別分野計画の関係」では、基本構想と各

課が所管する各種の計画との関係が示されているため、所管課への照会を行い、図を完

成させる予定です。

続いて１３ページ目からの「第２章総合振興計画策定の前提」ですが、こちらの見直

し実施主体は、政策課・財政課としています。「１ 和光市の位置」及び「３ 第三次総

合振興計画の達成度」については原則的に内容の変更は予定していませんが、「２ 和光

市の特徴」、「４ 人口推計」及び「５ 財政状況の今後の見通し」については、最新の

数値を入れたグラフ等への差し替え、説明文の入れ替え等を行い、中間見直し時点での

状況を示していくことを予定しています。なお、「６ 第三次総合振興計画の総括を踏ま

えての課題」については、平成２３年度から平成２６年度までの基本構想の進捗を受け

て再構成する予定です。

「４ 人口推計」及び「５ 財政状況の今後の見通し」の進め方ですが、「４ 人口推

計」については、地方創生の取組のうち、「地方版総合戦略」の策定に当たり人口動態等

調査を委託により実施することを予定しているため、その結果を共有することとしてい

ます。また、「５ 財政状況の今後の見通し」については、財政課に資料作成の依頼を行

う予定です。

引き続き、「第２部 基本構想」について説明します。

４１ページの第１章から第３章までは、和光市の目指す姿や重点プラン、施策の体系

図を示していますので、原則的に内容は変更しない予定です。

次に、６１ページからの第４章及び第５章については、政策課・所管課が見直しの実

施主体となり、各施策・方針をそれぞれ見直していくこととなります。

実施要領の４ページをご覧ください。各施策・方針の見直しは、「施策内容修正シート」

と「施策修正新旧対照表」を使用します。見直し要領の最後に、別紙１と別紙２が添付
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されていますが、それらが「施策内容修正シート」と「施策修正新旧対照表」です。

各項目の修正方法については、実施要領４ページの【項目別 修正方法】の表のとお

りです。順に説明していきます。まず、「基本目標」、「基本施策」、「施策」、「施策の目的」

は原則的に変更はしないこととしています。

「現状」については、平成２７年度現在の状況を簡潔にまとめることとしています。

策定当時の現状を上書きすることも検討しましたが、策定当時の現状が基となって各施

策が展開されてきたため、「現状」は残し、平成２７年度の現状を新たに追加することと

しました。

「課題」については、現状の課題を適宜追加し及び修正することとします。こちらは、

具体的な取組の要因となる部分ですので、現在の課題を記載することとします。

「課題解決の考え方と取組」については、現在の課題を受けて取り組むべき内容につ

いて記載します。すでに目的を達成したことにより取組を削除したい場合については、

取組の項目の横に「達成」等のコメント等を加えることでこれまでの取組の成果を示し

ていくことも検討しております。

「取組内容」については、「課題解決の考え方と取組」中、「解決に向けた取組」が変

更になる場合にそれぞれに対応する取組の内容を記載することとします。

「施策指標」については、実態に合わない指標やすでに達成した指標については指標

自体の見直しを検討することとしています。現状値は平成２６年度時点の数値を入れる

こととします。こちらは、最新の数値を入れることとしていますが、指標によっては、

平成２５年度時点の調査結果等が入ることも想定されます。目標値は、実態に合わない

ものやすでに達成したものについて見直すこととしています。ここでは、主に平成３２

年度の目標値について見直すことを想定しています。

ここまでが、各課等の作業となります。各課等における作業手順としては、所管する

施策・方針を見直し要領の６ページから９ページを参照して抽出し、見直し要領、平成

２４年度から平成２６年度までの総合振興計画審議会における外部評価にかかる会議録、

社会経済情勢・市民ニーズの変化等を踏まえて見直しの必要性を検討します。ひとつの

施策・方針に２課以上が関係している場合は、所管課が中心となって調整することとし

ています。この段階で、新たな表やグラフや写真等を準備し、別紙１及び別紙２を作成

し、提出する流れとなっています。

なお、「別紙２ 施策修正新旧対照表」については、校正時のミスをなくすことを目的

とし、修正箇所をあらかじめとりまとめ、確認等の作業に活用していく予定です。

第２部第４章及び第５章の見直しに関しては、３月１２日（木）に、各課等に対し作業

の依頼を行いました。３月３０日を期限としていますので、４月以降、とりまとめの作

業を行う予定です。

最後に、注意事項として、内容の修正等を加えるべきか否かについて検討を要する場

合は、政策課と調整の上で作業を進めること、また、各課等から提出されたシート等に

ついては、今後、庁内会議等を経てさらに調整が必要となる可能性があることに触れ、

庁内と外の機関が連携して見直しを進めることについて説明しています。

次に、見直しのスケジュールについて説明します。資料２をご覧ください。

中間見直しに当たっては、庁内の組織として、「第四次和光市総合振興計画基本構想中
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間見直し委員会設置要綱」に基づき、部長級職員で構成する中間見直し委員会、課長級

職員で構成する中間見直し検討委員会、主査・主任級職員で構成するワーキングチーム

による審議等を予定しています。また、４月から５月にかけて、市民意識調査を実施し

ます。さらに、市民参加として、意見募集、説明会、ワークショップの実施、パブリッ

クコメントの実施を予定しています。これらの組織等により出された意見等については、

事務局が適宜施策修正シートを修正し審議会に報告させていただきますので、ご審議く

ださいますようお願いいたします。

花輪会長

ありがとうございました。ご質問等はございますか。

藤川委員

施策内容修正シートがこの審議会に提供され、会議資料となると考えてよろしいですか。

事務局

はい。施策内容修正シートは基本構想の冊子の第４章及び第５章を転記したものとなり

ます。施策内容修正シートを適宜修正し、会議に諮らせていただきます。

藤川委員

これまで実施してきた外部評価と同じように、施策評価表も使用して審議するのでしょ

うか。

事務局

庁内の平成２７年度行政評価は施策評価表を使用して実施し、審議会に報告させていた

だきます。内部評価に対する外部評価は、平成２４年度から平成２６年度の３か年で６５

施策一通り評価していただきましたので、平成２７年度は実施いたしません。審議会では

中間見直しに関する審議をしていただく予定です。

藤川委員

内部評価に対する外部評価は実施せず、中間見直しについて審議するということですね。

事務局

そのとおりです。

佐藤委員

資料２フローチャートを参照すると、中間見直しに関して政策会議で２度確認する機会

はありますが、コアの部分の審議・チェックが審議会にあてられている印象を受けました。

先日の答申において、内部評価に対する外部評価ではなく直接評価したいという意見があ

りましたが、それを反映して方法を変えたと認識してよろしいですか。
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事務局

平成２４年度から平成２６年度は総合振興計画進行管理の中で内部評価の適正を評価し

ていただきましたが、本審議会は市の総合振興計画に関して必要な調査及び審議を行うた

めに設置しております。第四次和光市総合振興計画基本構想策定時は、本審議会において

基本構想の内容そのものについてご審議いただきました。平成２７年度の基本中間見直し

においても、市の見直し案についてご意見を頂戴したいと考えています。

佐藤委員

わかりました。平成２７年度の中間見直しはかなりのボリュームになるため、今年度の

外部評価以上に本気で取り組みたいと思います。

また、このあとの資料を見ると、所管課は当日の審議に出席しないため事前質問とする

という記載があります。私はこの制度はしっかり活用すべきだと考えています。以前安全

部会でも発言しましたが、所管課にも回答を準備する時間が必要であり、事前質問せずに

その場で質問するのはやめるべきだと思っています。審議会は委員と職員お互いの勉強の

場です。会議当日にその場で質問を投げるストレス発散の会はやめにし、きちんと事前質

問活用したうえで知恵を出し合うべきです。今回その体制が整ったことは、個人的には評

価します。

長野委員

施策内容修正シートについて、本審議会の資料となるということは、ホームページ等で

公開され市民に提供されることになります。経緯を知らない市民が見ても分かるように、

「現状」はいつのものなのか、「課題」はいつ認識したものなのかなど、施策内容修正シー

トの前提となっていることを施策内容修正シート内に記載した方がいいのではないかと思

います。

次に、審議会では基本的に施策内容修正シートの内容を検討していくことになると想定

されますが、今まで各施策について評価してきており、特に重点プランについては３年間

毎年評価しているため、繰り返し出されているコメントもあると思います。それらについ

て、Ａ４用紙１枚程度でいいと思いますが、コメント集のようなものを作る予定はありま

すか。

事務局

１点目の施策内容修正シートの補足説明に関するご提案は、そのとおりだと考えます。

いつ時点の「現状」を示しているのか等が市民の皆様に分かりやすいように、施策内容修

正シートを改善していきます。

続いて、会議で出た指摘内容についてですが、今回各課に修正を依頼時に、平成２４年

度から平成２６年度の会議録について関係する箇所を対応させた一覧表を添付し、各課が

作業するときに該当する会議録をチェックして提出するよう依頼しています。政策課とし

ても会議録にはどのような内容があって、対応した部分、対応しなかった部分及びその理

由について取りまとめをしたいと考えておりますので、それを資料として提供したいと思
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います。

総合振興計画審議会平成２７年度スケジュールについて

花輪会長

それでは、次に進みます。

「総合振興計画審議会平成２７年度スケジュールについて」、事務局から説明をお願いし

ます。

事務局

それでは、先ほど使用した『資料１』『資料２』、追加として『資料３ 平成２７年度和

光市総合振興計画審議会年間スケジュール』を準備ください。

平成２７年度は全６回の会議を予定しています。

４月、５月に開催する第１回、第２回会議では、各部会において、現在各課で作業して

いる、資料１別紙１の施策内容修正シートに関して審議していただきます。

７月に開催する第３回全体会では、平成２７年度は施策に対する外部評価を実施しない

ため、行政評価結果を報告させていただくこと、また、平成２６年度総合振興計画審議会

『外部評価に関する答申』に対して所管課がどのように検討したのか報告させていただく

予定です。さらに、過去３年分の外部評価結果から、今回の中間見直しに反映すべき内容

について、審議をお願いする予定です。

８月に開催する第４回の各部会では、４月から実施する市民意識調査結果に基づき、基

本構想中、市民意識調査の結果を用いている箇所をどのように修正していくのか、また、

８６ページの施策９現状「公園に対しての満足度」などのように市民意識調査を利用して

いる項目の修正案について審議をお願いする予定です。

そして、１１月に開催する第５回全体会では、市が作成した基本構想全体の見直し案に

ついてが議題となります。この見直し案は、資料２フローチャートに示しているとおり、

各課、庁内ワーキング、本審議会、意見募集の結果をとりまとめ、各課ヒアリングで調整

後の内容となります。審議結果については、１２月に答申していただきます。

１月の第６回会議の議題については、現在未定です。調整次第報告させていただきます。

なお、中間見直しの最終案については、３月に議会に上程する予定です。

次に、『資料４ 施策・方針一覧』をご覧ください。これは、基本構想の６５施策１２方

針について、平成２６年度に見直したもの、及び平成２７年度の見直しで安全部会・安心

部会どちらが審議をするのかを振り分けたものです。平成２６年度に見直しをした施策に

ついては、原則的に見直しはしないこととしておりますが、改めて見直しをする必要のあ

るものがいくつか出てきたことから、施策４については安全部会、施策３２、３４、３５、

３７から４２については安心部会というように振り分けさせていただきました。

次に、第１回、第２回会議の進行について『資料５ 施策内容修正シートに関する審議

の進め方』に沿って説明します。

まず、所管課が作成した施策内容修正シート及び施策修正新旧対照表を事前に送付しま

す。第１回会議については、４月の第１週に送付する予定です。修正した箇所を中心にご
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確認いただき、事前質問の提出をお願いします。当日の審議時間は１施策７分程度を想定

しており、審議の中での質疑応答は想定しておりませんので、ご協力をお願いします。

会議当日は、各施策について、枠で囲って示しているとおり、①事務局の説明②各委員

の意見発表③部会の意見とりまとめの順で進めてしていただきます。今回の中間見直しは、

先ほどご説明したとおり現行の基本構想を大きく変える見直しではないことから、修正を

加える部分に絞って検討をお願いします。部会の意見としては、「○○という指標を新たに

追加すべきである」など、※２の例のような指摘をいただければと思います。

最後に、議論のルールについて示しております。審議結果は部会の意見としてとりまと

めます。各委員のご意見は、施策内容修正シートに基づいて短くまとめて発言していただ

きますようお願いします。

花輪会長

ありがとうございました。ご質問等はございますか。

板垣委員

事前質問に対する回答は事前にいただけるのですか。

事務局

現時点では事前質問に対する回答は事前にお送りし、再質問等にも対応することができ

ると考えています。

長野委員

すべての施策の見直しの前提となる人口推計の資料は、いつ頃我々に提供されますか。

各修正案については、人口推計を参照しないと妥当性を検討できないかもしれないと懸念

しております。

事務局

人口推計については、現在総務課で公共施設整備白書の策定を進める中で作成しており

ます。地方創生の地方版総合戦略の策定においてもこれを使用しますが、資料の公表は公

共施設整備白書の公表時期となりますので、総務課に確認してから回答させていただきた

いのですが、いかがでしょうか。

長野委員

わかりました。

板垣委員

資料５、議論のルールとして「部会の意見としてまとめるため、個人の要望にならない

ようにする。」とありますが、意味がよく分かりません。意図しているのはどのような内容
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ですか。

事務局

審議の結果について、部会の意見は各部会員に了承していただいた意見と捉えさせてい

ただくという意味です。

泉副会長

部会の意見としてまとまるのであれば、その内容が個人の要望であってもかまわない、

ということでしょうか。

事務局

はい、そのとおりです。

佐藤委員

施策内容修正シートに関する審議は１回の部会で１７施策となっていますが、すべてを

見直しするわけではないということであれば、実際はどのくらいのボリュームになります

か。

事務局

資料３にお示ししている施策はすべて見直し対象としております。よって、１７施策す

べてについて１回の会議で審議をお願いする予定です。

藤川委員

スケジュールについて、もう少し余裕をもって調整いただけないでしょうか。過去の外

部評価は１回の会議で３施策程度のボリュームでした。今回、１回の会議で１７施策を審

議するとなると、大変厳しい審議になると考えます。事前に勉強し準備したとしても、１

施策７分で審議することはとても難しいと予想されます。

事務局

確かに大変厳しいスケジュールとなっておりますが、基本構想中間見直しのスケジュール

は３月の上程に向けて組み込んだものであり、審議会にもご負担をおかけすることになり

ますが、ご理解をいただきますようお願いいたします。

泉副会長

１回の会議で１７施策を各７分で審議するというのは、今までの外部評価と比較しても

大変厳しい割り振りです。今回は中間見直しであるため、全面的な見直しではないとはい

え、施策によって修正箇所の多少についてばらつきも予想されます。スケジュールを再検

討していただけないでしょうか。

事務局
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今回の修正は、過去３年間の審議会の意見や社会情勢及び市民ニーズの変化並びに法令

等の改正等に対応するための必要最小限の見直しです。泉副会長のご指摘のとおり、施策

によっては見直し箇所の多いものもありますが、現行を変更しないものもございますので、

ばらつきがあります。タイトなスケジュールではありますが、効率的に進めるためにご協

力をお願いしたいと考えております。

まず第１回会議を開催し進行が難しいようであれば、軌道修正も含めて柔軟に対応して

いきたいと思います。

藤川委員

３月に議案提出という期限は決まっているということですが、例えば６月に会議を追加

し審議することはできないのでしょうか。

企画部長

ご指摘のとおり、１施策を７分で審議するのは大変難しいことだと思います。場合によ

っては、会議のない月に会議を追加したり、１月に２回会議を開催するということを検討

します。しかし、今回の修正は最小限で、いくつかの施策に関しては現行を変えず多少の

文言の修正で済むものもあります。そのような施策は審議が５分で終了することも想定さ

れます。いずれにしても７分というのは大変厳しいので、まず４月の第１回会議で様子を

みて、臨機応変に対応していきたいと思います。

佐藤委員

当然のことですが、施策によって修正の重い、軽いはあると思います。今回の議論は見

直し案に対するものであることから、現行の基本構想そのものに対して良し悪しを審議す

るものではないことを徹底すれば、厳しいスケジュールでも審議可能だと思います。

花輪会長

それでは様子をみて臨機応変に対応していくということで、よろしくお願いします。

金子委員

当日の審議が重要になりますが、資料５を参照すると、「部会長の進行により、施策内容

修正シートの内容に基づき議論する」とありますが、３分程度時間で、各部会員の意見を

議論することができるのか疑問を感じます。さらに、「委員が挙手で発言する」とあります

が、実際にこの進め方で進行するのは大変難しいと思います。基本構想を見直すというこ

とは、基本を変えるということです。簡単な議論ではありません。真意のある審議のため

に、時間の配分を含めてこの進め方でいいのか不安を感じているというのが正直な感想で

す。

花輪委員

過去の評価の進め方と比べて、今回の進行に不安を感じられる委員の方も多くいらっし

ゃると思います。事務局には綿密な事前準備をしていただき、委員の懸念のとおり軌道修
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正が必要となった場合は対応していただくようお願いします。

宍戸委員

市民意識調査の概要及びその結果がいつの時期に施策内容修正シートに反映されるのか

伺います。

事務局

今回の市民意識調査は平成２４年度の市民意識調査の内容を基本に作成しています。主

な内容は、お住まいの地域に関するもの、具体的な施策に対する満足度及び重要度、回答

者の年代・性別・家族構成等の情報を確認させていただくものです。資料２では２月にア

ンケート用紙作成・各課照会としておりますが、現在アンケート用紙を作成している段階

で、これから各課に照会していきたいと考えています。また、和光市は転出入が多いため、

３月中や４月１日付けで抽出した対象者が転出してしまうケースも想定されることから、

４月に入ってから対象者を抽出する予定としております。

施策に対する満足度及び重要度については、現在指標として使用しているものについて

は調査し、結果が出てきた段階で施策内容修正シートに反映していきます。ただし、審議

会では毎年調査しないものを指標として扱うのはどうかというご意見もありましたので、

各課等との調整や審議会での協議を経て、取り扱いについて検討してまいります。

佐藤委員

基本構想中間見直しに議会がどのように関わるのか伺います。

個人的には、議会は市民参加の最先端に位置していると考えています。資料２を参照す

ると全員協議会説明と議案提出とありますが、議会から中間見直し案に対する矢印はあり

ません。議会として市の計画策定をどのように見ているのか、市民参加推進会議を３年間

経験してきましたがよく分かりません。一般的にどのようなものなのか教えてください。

企画部長

第四次和光市総合振興計画策定は議会の議決案件であり、本計画の作成時は議会で特別

委員会を置いて審議されたという経緯はございます。今回の中間見直しも３月に議案とし

て提出いたしますが、その前段階で市から全員協議会で数回説明し質疑応答の機会を設け

ます。しかし、特別委員会を設置するかどうかは議会側で決定する事項であり、特別委員

会が開催されるのであれば我々市は出席するという立場でございます。

部会について

事務局

部会については基本構想の冊子２５４ページ、和光市総合振興計画審議会条例第６条第

２項において、「委員が所属する部会は会長が指名する」と規定しています。今回変更する

理由として、男女の委員数の均衡を図ること、また客観性のある意見をいただくことを目
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的として、提案させていただきます。

現在の部会は、安全部会男性９名、安心部会男性６名女性４名で構成しています。和光

市男女共同参画推進条例第１１条第２項では「市は、審議会等における委員を委嘱し、又

は任命する場合にあっては、積極的改善措置を講ずることにより、男女の委員数の均衡を

図るよう努めるものとする。」と規定しています。そのため、各部会に男性７名女性２名と

なるように変更させていただきました。

次に、客観性のある意見をいただくことを目的に、団体の代表として参加する委員を所

属団体と直接関係しない部会に配置させていただきました。

結果として、金子部会長・荒木部会長・柴崎委員・松田委員・冨岡委員・森田委員・山

田委員・深野委員・野宗委員の部会について変更し、提案させていただきます。

花輪会長

ありがとうございました。事務局の提案についてご質問やご意見等はございますか。

藤川委員

今まで３年間の審議を通して各委員それぞれ勉強されて施策の基本情報を得られてい

ると思います。来年度の審議は過密な審議になるスケジュールであるため、この時期に部

会を変更するのはどうかという印象があります。

また、団体の代表として参加されている委員を所属団体と関係のない部会へ変更する点

については、審議会の在り方として、むしろ関係団体の意見を反映させるべきではないか

と思います。私は公募委員のため、今回変更対象にはなっておりませんが、長く都市計画

に携わってまいりましたのでその分野で行政に参考になるように安全部会の審議に参加し

ております。杓子定規に男女比で判断するのではなく、それぞれの委員の専門知識や経験

を考慮していただく方が、審議会として大切ではないかという感想を持ちました。

泉副会長

私も、今まで３年間の経験を考慮し、来年度のタイトなスケジュールが部会構成員の変

更によって審議の遅延に影響しかねないことを考えると、できれば部会は継続させた方が

いいと思います。

花輪会長

藤川委員と泉副会長は今回部会の変更対象となっていない第５号委員の公募委員です

が、変更対象となっている第１号委員から第３号委員の方でご意見のある方はいらっしゃ

いますか。

荒木部会長

私も藤川委員と泉副会長と同じ意見です。私は社会福祉協議会の代表として参加してお

りますので、安心部会に所属すべきと考えております。特に来年度は評価ではなく基本構

想中間見直しの審議のため、ある程度の知識のある者が参加すべきだと思います。

花輪会長
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これまでの意見を踏まえて、事務局いかがでしょうか。

企画部長

今回の変更は、男女という性別に限らずいろいろな視点で、例えば道路関係の施策に子

育てや高齢者の目線でも意見をいただきたい、また、所属団体とは少し離れたところから、

新しい意見を頂戴したいという目的もあり提案いたしました。

しかし、今回の審議はタイトなスケジュールでもありますし、事務局から無理に押し付

ける提案ではございません。委員の皆様でご審議いただければと思います。

花輪会長

それでは、あらためて委員の皆様の忌憚のない意見をいただきたいと思います。

野宗委員

事務局の多角的な意見を出してほしいという目的は理解しました。しかし、来年度は今

までより密度の濃い審議が予定されています。私にとっては、今までの参加してきた審議

もボリュームがあり負担のあるものであったため、来年度についても過去の経験を考慮し

て部会は継続としていただきたいです。

森田委員

私は教育委員会の代表であるにもかかわらず、安心部会で教育委員会の施策を評価する

という矛盾した状況で参加しておりました。また、安全部会に女性がいないというのは大

きな問題で、誰かが異動しなければいけないとは思います。しかし、新しい部会で、なお

かつ限られた審議時間の中で発言するのは大変なことだと思います。部会構成員を変更し

て新しいメンバーで審議を進めるのであれば、当然事前の資料提供や質問等も重要ですが、

会議の進行についてもう少し詳細をつめて準備していただきたいです。

柴﨑委員

私は今年度安全部会に農業委員会の代表として参加しましたが、安心部会に変更された

としても審議はできなくはないと思っています。

ただ、皆様の意見を伺うと継続を希望される方が多いようですので、来年度の部会は継

続とされる方がいいのではないかと思います。

事務局

大変貴重なご意見ありがとうございました。事務局からは、様々な観点からの意見をい

ただくことを目的に提案させていただきました。

委員の皆様が責任感を持ってこの審議会に参加していただいており、部会の変更によっ

て適当な発言はできないというご意見を重く受け止めさせていただきます。

平成２７年度基本構想中間見直しに関する審議は、継続性とタイトなスケジュールを考

慮し、部会の変更は行わないこととさせていただきます。

部会の変更については、平成２８年度以降に新たな外部評価方法について検討する際に、

余裕をもって提案させていただきます。
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花輪会長

それでは、事務局から提案されたとおり、平成２７年度に部会の変更は実施しないとい

うことでよろしいでしょうか。

委員一同

【承認】

花輪会長

ありがとうございます。

それでは、安心部会荒木部会長と安全部会金子部会長、一言お願いします。

荒木部会長

安心部会で継続して部会長を務めます。あと１年の任期となりますが、どうぞよろしく

お願いいたします。

また、来年度新たに部会を検討される際には、必ず男女比について考慮していただきた

いと思います。

金子部会長

皆様のご意見はもっともだと思います。

部会は施策の内容によって委員を振り分けていますが、審議会全体としては男女の意見

が反映されているのでよしとしていいのではないかと思います。

それでは、あと１年ですが、よろしくお願いいたします。

花輪会長

ありがとうございます。

それでは本日の議題が終了しましたので、進行を事務局にお返しします。

５ 閉会

事務局

ご審議ありがとうございました。

来年度の会議日程については、これから事務局で調整し、委員の皆様に通知させていただ

きます。お帰りになる前に日程調整表を事務局職員にご提出くださいますようお願いします。

それでは、本日の会議を終了します。ありがとうございました。


