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和光市総合振興計画審議会第７回会議（安心部会） 会議要旨

開 催 日：平成２６年１２月２４日（水） 午前９時００分～１１時００分

開催場所：和光市役所議事堂３階全員協議会室

出 席 者：荒木保敏部会長、森田圭子委員、花輪宗命会長、

鳫咲子委員、宍戸博委員、松永靖恵委員、板垣隆夫委員

欠 席 者：山田智好委員、深野威委員、野宗玲子委員

（山田智好委員は評価表提出により評価参加）

傍 聴 者：２名

次 第：１ 開会

２ 議事

重点プラン対象施策以外の施策の外部評価

· 施策１７ 放課後児童の居場所づくりの推進

· 施策２２ 生涯学習支援の推進

· 施策４６ 国民健康保険の適正な運営

· 施策４７ 国民年金の普及

３ その他

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７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、本日の外部評価の流れについては、次第の裏面にあるとおりに進めていきます。

２ 議事

重点プラン対象施策以外の施策の外部評価

① 施策１７ 放課後児童の居場所づくりの推進

ア 施策評価表に基づく施策概要の説明

所管課（生涯学習課）が、資料１に基づき説明。

イ ヒアリング

鳫委員

今後の施策の方向性に保育クラブとの重複について連携を検討するとあります。他

の自治体では普段放課後子ども教室に通い、夏休みなどの長期休暇中は保育クラブに

在籍する児童がいるとのことですが、和光市にもそのようなケースはありますか。ま

た、その人数はどのくらいですか。

所管課

放課後子ども教室は遊びの場、保育クラブは保育の場として別の事業と考えていま

す。保育クラブはこども福祉課が所管しているため、人数等の詳細については把握し

ておりませんが、夏休みなどの長期休暇中は、保護者が働いている家庭の保育の需要



2

が高くなるため、別枠を確保して児童の受入れを行っています。

鳫委員

遊びの場とはどのような意味ですか。

所管課

異学年と工作やスポーツで交流する場所という意味です。

鳫委員

市民の側からみると、放課後子ども教室と保育クラブの違いが分かりにくいと思い

ます。両者の連携はどのようにとられていますか。

所管課

保育クラブに在籍しており、放課後子ども教室に参加したいという児童もいます。

そのような場合は、保育クラブから放課後子ども教室に参加することができるように

しています。板橋区では１７時まで放課後子ども教室に通いそれ以降保育クラブに通

うという例がありますが、当市では連携は今後の課題であり、一体化させて運用する

段階には達しておりません。

鳫委員

保育クラブから放課後子ども教室に参加している児童は何人ですか。

所管課

人数については把握しておりません。

鳫委員

現状では連携が不十分という印象が残ります。今後改善を望みます。

板垣委員

事前質問と重なりますが、二点質問します。

まず、施策として最も重要な参加児童数を指標として設定していないため、場所さ

え提供すればいいという考えがあるのではないかと懸念します。参加児童数は定量的

評価を示すものとして妥当だと思いますが、いかがでしょうか。

次に、放課後子ども教室地域協力者と学校応援団の連携はないとのことですが、保

護者や地域の協力者は重要なポイントになります。今後、生涯学習推進員が中心とな

って連携を強化すべきと考えますが、いかがでしょうか。

所管課

ご指摘のとおり、参加児童数は大切な指標の一つであり、行政が放課後の子どもの

居場所を提供することは責務であると認識しております。しかし、行政が提供する場

所で子どもが過ごすことがいいのか、家庭や地域で過ごすことがいいのか、二つの局

面があり、必ずしも人数を増やすことが子どもにとってベストではないため、施策指

標には設定しておりません。ただし、事務事業評価表では指標として掲げております。

生涯学習推進員を設置したことにより、例えば急遽空き教室を確保できるなど、各

学校との連携が更に強化されました。今後も生涯学習推進員を中心として放課後子ど

も教室を充実させていきたいと考えています。

荒木部会長

全児童数に対する登録児童数の割合はどのくらいですか。
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所管課

把握しておりません。

松永委員

施策評価表の対象に「内容によっては学年制限あり」とありますが、放課後子ども

教室だより１１月号には書かれていませんでした。学年制限はあるのでしょうか。

所管課

現在は全学年が対象になっています。

松永委員

５、６年生も参加することになると高度な内容に変更されるのですか。

所管課

現在もダンスなどのスポーツは、学年に関係なく高学年も一緒に参加しています。

今後は全学年が参加できるプログラムを増やしていきたいと考えています。

松永委員

通学している学校以外の遠い教室へ行く場合、送迎中の交通事故などの責任はどの

ように決められていますか。

所管課

帰りは保護者の責任においてお願いしておりますが、行きは参加者の方に任せてい

ます。万が一事故が発生した場合は、保険で保障されることになっています。

松永委員

利用料が１００円程度に抑えられていますが、スタッフの報酬はどのくらいですか。

所管課

総合的なプログラムを作成するコーディネーターは１回３，０００円、指導者であ

る先生は１回２，０００円、見守り役である安全管理員は１回１，５００円です。そ

の他、保護者の方にボランティアで協力をいただいています。

宍戸委員

施策評価表の指標は目標値を達成しており「Ａ評価」とするのは妥当ですが、事務

事業評価表の教室開催数や登録児童数の指標は達成度が７０％台です。施策評価表で

はどちらかというとハード面の指標を設定しており、内容から考えると事務事業評価

表の指標の方が実質的な内容を表していると思います。何を指標とするかで評価に差

が出ますが、個人的には事務事業評価表の指標の方が事業を表すのにふさわしいので

はないかと思います。

花輪会長

保育との連携という課題を抱えているものの、この事業を委託ではなく市の直営で

頑張って、その結果学校や保護者の協力も得られていて素晴らしいと思いました。

この事業をより多くの児童に広げるために登録児童数を増やすように推進すべき

だと思いますが、いかがですか。

所管課

低学年の参加が中心となっており、塾や習い事で忙しい高学年の参加が少ない傾向



4

にあります。魅力あるプログラム作りを推進して、参加しやすい環境を整えていきた

いです。

花輪会長

参加について、保護者にも様々な考え方があると思います。

所管課

学校が終わった後の児童が安全に健やかに過ごす方法は様々です。放課後子ども教

室は放課後の安全・安心な居場所の確保や異学年との交流を目的としており、現在、

月に３回、４回程度開催しております。保護者が働いている間の保育を目的とする保

育クラブとはそもそもの目的が異なる事業であることをご理解願います。

森田委員

教育委員長として発言する立場にはありませんが、個人的な見解を申し上げます。

子どもの居場所を確保するという事業の趣旨を踏まえ、今後の施策の方向性にもある

とおり、子ども・子育て支援事業計画との連携を検討する必要があります。市の直営

だからといってサービス水準が高いとは考えておりません。今後、保育が必要な子ど

もの増加に対し保育クラブで補いきれない部分をどのようにフォローしていくのか、

現実的に直面するであろう問題について考えていく必要があります。

荒木部会長

今後、新しい小学校の建設に伴い子どもの居場所の数は９箇所に増加し、地域や保

護者の協力者数も増え、放課後子ども教室の充実が図られると思います。

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

事務局

山田委員の評価を報告します。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。

①については、「放課後児童の居場所バランスをとった増やし方が必要である。」、

②については、「市が学校を通じて密着した子ども教室が行われている。」、③につい

ては、「子ども教室の内容について広い視野で検討が必要である。」、④については、「放

課後子ども教室について、経験や技術を持っている方々に協力を求めて行く必要があ

る。」という内容です。

鳫委員

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１点で、合計７点で

す。

その他の意見については、まず放課後子ども教室の実施回数を増やすことが今後の

課題です。保護者のニーズを把握し、先進自治体を参考として事業を推進してほしい
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です。また、財源や所管が違うということで放課後子ども教室と保育クラブの連携が

なされていません。事業の対象者が同じため、両者の連携は必須であると考えます。

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１点、③「総

合評価の妥当性」は１点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計６点で

す。

①～③については、内部評価は比較的高いですが、事業の方針が明確でないために

取組内容がぶれているように見えます。市の直営であるからサービス水準が高いとは

断定できません。

その他の意見については、居場所を提供するという事業の主旨を再度踏まえて改善

していく必要があります。さらに、他部局との連携や市民への周知・理解に努めるべ

きです。

花輪会長

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。

その他の意見については、施策の目的は達成されており、保育クラブとの連携につ

いて検討していくという方向性についても内部評価は妥当と判断します。しかし、開

催回数は少ないため今後の課題として認識する必要があります。

宍戸委員

①「指標の達成度の妥当性」は１点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③「総

合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計７点で

す。

①については、指標設定が妥当であるか検討すべきです。放課後児童の居場所づく

りという施策に対して、場所を確保しハード面を整えたから良しとしているわけでは

ないと思います。そこで児童がどのように過ごしいるのかというソフト面も大切です。

登録児童・登録協力者に対する参加者・協力者の割合なども指標として検討すべきだ

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２点、③「総

合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計８点で

す。

その他の意見については、登録者数を増やすために、他の自治体の効果的な事例を

活用して地域の取組の活性化を図っていただきたいです。

板垣委員

①「指標の達成度の妥当性」は１点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③「総

合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計７点で

す。

①については、設定指標の評価として「Ａ」は妥当ですが、開催回数や参加児童数

を事業の成果を計る指標としてみなさない発想そのものが不適切です。②については、

多彩な内容の取組が行われていることは評価できますが、施策の達成度評価としては、
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地域協力者の体制や児童に魅力あるプログラム作りの取組に関する進捗評価と課題

の記述が十分ではありません。④については、保育クラブとの連携や「子ども教室地

域協力者」と「学校応援団」との連携について具体的な在り方が示される必要がある

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。

①については、総合振興計画の指標として掲げられたものは所管課で変更できるも

のではないので、設定されたものの範囲で評価しました。

その他の意見については、来年度から本格的にスタートする子ども・子育て支援新

制度の中で、保育クラブとの連携を推進していただきたいです。

オ 評価結果のまとめ

事務局

資料４の１の「施策名」は「施策１７ 放課後児童の居場所づくりの推進」。２の「評

価点数（合計）」は６８点でした（評価者８名）。

３の「評価結果」は「②妥当ではない部分はあるが、どちらかというと適正な評価

が行われている」となりました。

４の「評価項目詳細【参考】」については、「①施策の達成度の妥当性」は「１７点」

で評価は「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」、「②取組内容の評価の妥当性」は「１６点」で評価は「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」、「③総合評価の妥当性」は「１

８点」で評価は「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」、「④今後の施策の方向性の妥当性」は「１７点」で評価は「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」となりました。

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、いくつか共通の意見が

出されましたので、本部会として点数評価以外で市に提言すべきことをまとめていき

たいと思います。

まず、施策評価表の補足指標として事務事業評価表の指標となっている参加児童数

と開催日数を掲げる必要があるという意見が出ました。また、鳫委員や森田委員から

指摘がありましたとおり、来年度から本格的に施行される子ども・子育て支援新制度

の中で居場所事業全体を見直し、放課後子ども教室と保育クラブとの連携を検討すべ

きであるという意見がありましたので、これらをまとめ部会の意見としたいと思いま

す。

② 施策２２ 生涯学習支援の推進

ア 各委員評価の紹介

事務局

山田委員の評価を報告します。①「指標の達成度の妥当性」は３点、②「取組内容
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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。

①については、「生涯学習について自主的に活動を行うように進められている。」、②

については、「生涯学習を推進させるための連携ができている。」、③については、「各

種学級や講座を開き生涯学習の支援に努めている。」、④については、「生涯学習活動を

充実させるために、地域に潜在する人材の有効活用をしていく必要がある。」という内

容です。

板垣委員

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。

②については、全体として取組内容の評価は妥当ですが、重要と思われる取組番号

③生涯学習に関するネットワークの構築・運用の現状評価・課題の記述は不十分です。

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２点で、合計８点で

す。

②については、図書館運営の直営化によるコスト面での効果に疑問があります。事

務事業評価表を参照すると総事業費は増加しています。サービス強化のための直営化

といっても、経費が今までよりもかかってしまうのはどうかと思います。

荒木部会長

事前質問１５番ではサービス面及びコスト面を検討した結果直接運営としたとの

回答があります。

宍戸委員

事務事業評価表「図書館運営管理」を参照すると、事業費と人件費の合計である総

事業費が平成２５年度約７，８５０万円、平成２６年度見込み約９，３８０万円とあ

るので、総額でコストがアップしているのではないかと思います。

荒木部会長

事前質問２４番では人件費コストは下がると回答しているのですが、確かに事務事

業評価表を参照すると疑問が残ります。

花輪会長

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。

その他の意見としては、高齢化によって生涯学習施策に対する市民の意識は高いの

ではないかと推測しておりましたが、評価表を参照すると市民意識調査においてニー

ズが低いという結果で驚きました。市民の意識が薄いにもかかわらず、無理に掘り起

こして推進いるような印象を受けました。図書館の直営化によって、サービスの充実

を図る姿勢は高く評価できますが、多様化する市民のニーズに応えようと頑張れば頑

張るほど負担は増加しコストがかかります。今後の方向性に記載されているとおり、

効率的な維持管理を推進し、ネットワークづくりにも積極的に取り組んでいただきた
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いです。

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１０点

です。

④については、直営に限定せず前向きに検討してほしいと考え２点としました。

鳫委員

①「指標の達成度の妥当性」は１点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③「総

合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は１点で、合計６点で

す。

①については、特に旅行ガイドブック、手芸や料理などに関する最新の実用書は毎

年購入すべきです。重要度が低いのは市民ニーズを的確に把握していないのではない

かと思います。

その他の意見については、前回の会議で全施策ヒアリングの希望を出したにもかか

わらず、２施策目以降ヒアリングが実施されないことが残念です。

荒木部会長

今年度は当初の予定のとおり進めさせていただきます。今後、改めて外部評価の方

法について検討されると思いますので、その際に要望したいと思います。

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、生涯学習を推進するために公民館、図書館が連携するには生涯学習

課の役割が多大であるので、ネットワークづくりの強化に期待したいです。

イ 評価結果のまとめ

事務局

資料４の１の「施策名」は「施策２２ 生涯学習支援の推進」。２の「評価点数（合

計）」は６５点でした（委員１名途中退席により、評価者７名に変更）。

３の「評価結果」は「①適正な評価が行われている」となりました。

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「１５点」

で評価は「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」、「②取組内容の評価の妥当性」は「１７点」で評価は「①適正な評価が行われて

いる」、「③総合評価の妥当性」は「１８点」で評価は「①適正な評価が行われている」、

「④今後の施策の方向性の妥当性」は「１５点」で評価は「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」となりました。

荒木部会長

では、最後に、４「部会の意見」をまとめます。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。いか

がでしょうか。

特に意見がないようですので、今後の施策の方向性に記載のとおり努力を続けてい



9

ただきたいとして報告をさせていただきます。

③ 施策４６ 国民健康保険の適正な運営

ア 各委員評価の紹介

事務局

山田委員の評価を報告します。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。

①については、「病気やケガなどをしたときに必要な医療が受けられている。」、②に

ついては、「特定健康診査を組み合わせた国保総合健診を実施していただきたい。」、③

については、「被保険者の医療費は年々増加の方向にある。医療費を抑制するための取

組が必要である。」、④については、「高度医療の発展による医療費の高等に伴い、国民

健康保険会計の健全化が必要である。」という内容です。

鳫委員

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。

②については、事前質問しましたが、課税２方式と４方式の違いが理解できません

でした。それぞれのメリットデメリットがわかるように記載があった方が適切な外部

評価ができると思います。

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２点で、合計９点で

す。

②については、特定健診未受診者対策が課題として挙げられ、対策として様々な取

組を実施されているようですが、その内容について具体的な記載がありません。④に

ついては、特定健診受診率の目標達成が厳しい状況について、もう少し踏み込んだ言

及があると分かりやすいと思います。

花輪会長

①「指標の達成度の妥当性」は１点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③「総

合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計７点で

す。

①については、国民健康保健の加入者や今後増加する見込みの保険料支払い困難者

について示す指標を検討すべきです。

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２点で、合計８点で

す。

①については、目標に対して実績が大幅に低いため、もう少し厳しい内部評価とし

てもいいのではないかと考えましたが、国の指示により目標を高く掲げざるを得ない

状況で業務に取り組まれていることは評価できると思います。
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板垣委員

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、数値から「Ｂ」より「Ｃ」が妥当だと思います。③については、目

標レベルには乖離があるため２点としました。④については、取り得る手立てを尽く

した後では税率の見直しはやむを得ないのではないかと思います。

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、「Ｂ」ではなく目標を下回る「Ｃ」が妥当だと思います。

イ 評価結果のまとめ

事務局

資料４の１の「施策名」は「施策４６ 国民健康保険の適正な運営」。２の「評価点

数（合計）」は６１点でした（評価者７名）。

３の「評価結果」は「②妥当ではない部分はあるが、どちらかというと適正な評価

が行われている」となりました。

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「１４点」

で評価は「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」、「②取組内容の評価の妥当性」は「１６点」で評価は「①適正な評価が行われて

いる」、「③総合評価の妥当性」は「１７点」で評価は「①適正な評価が行われている」、

「④今後の施策の方向性の妥当性」は「１４点」で評価は「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」となりました。

荒木部会長

では、最後に、４「部会の意見」をまとめます。今後の施策の方向性に記載のとお

り努力を続けていただきたいと思いますが、本部会とし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提出します。いかがでしょうか。

特に意見がないようですので、今後の施策の方向性に記載のとおり努力を続けてい

ただきたいとして報告をさせていただきます。

④ 施策４７ 国民年金の普及

ア 各委員評価の紹介

事務局

山田委員の評価を報告します。①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容

の評価の妥当性」は２点、③「総合評価の妥当性」は３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、「国民年金の理解が低く若年層の未加入が問題である。」、②について

は、「社会保障制度の普及に努め、理解を深めていく必要がある。」、③については、「年

金制度の周知がより一層求められているので安心して加入できるような窓口相談を充
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実していく必要がある。」、④については、「国民年金の年金記録の影響で信頼が損なわ

れているため、制度の周知を図り信頼回復に努めていく必要がある。」という内容です。

板垣委員

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、そもそも国民年金被保険者数は指標として不適切であるため、改善

を要望します。②については、窓口相談件数が増えていることは取組の成果として評

価できます。③については、自治体としてなすべきことは基本的に実施されています。

専用回線端末について、費用対効果を考慮し導入しなかった判断は妥当です。

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。

①については、年金納付率の向上は大変だと思いますが、社会全体の安全安心の確

保のため努力いただきたいです。③については、専用回線端末を設置しないという判

断は妥当です。

花輪会長

①「指標の達成度の妥当性」は１点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③「総

合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は１点で、合計６点で

す。

①については、加入率について、法定受託事務であるため市の施策によって左右す

るものではないことを考慮しても、将来的に重要となるため指標として検討すべきで

す。④については、市としてやるべきことは実施されていますが、将来を見据えた施

策展開が不十分なため、１点としました。現状のサービス水準の２次評価「Ｃ」は妥

当です。

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、設定されている指標については妥当ですが、課題を表す数字を追加

指標として検討すべきではないかと思います。②については、指標として掲げている

保険者数や納付率がこの取組内容で伸びるのか疑問です。③、④については、市とし

ての前向きな姿勢が評価表から伺えませんでした。

鳫委員

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、窓口相談件数等を指標として追加すべきです。②については、「ね

んきんネット」の存在さえ知らない市民も多いと思います。市から年金事務所に働き

かけ、周知や使い方に関するパンフレットなどを要望して市民ニーズを満たすことも
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できると思います。

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。

その他の意見としては、国からの法定受託事務であるため困難な面もあるのかもし

れませんが、納付率の低さに驚きました。

イ 評価結果のまとめ

事務局

資料４の１の「施策名」は「施策４７ 国民年金の普及」。２の「評価点数（合計）」

は５８点でした（評価者７名）。

３の「評価結果」は「②妥当ではない部分はあるが、どちらかというと適正な評価

が行われている」となりました。

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「１４点」

で評価は「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」、「②取組内容の評価の妥当性」は「１４点」で評価は「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」、「③総合評価の妥当性」は「１

５点」で評価は「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」、「④今後の施策の方向性の妥当性」は「１５点」で評価は「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」となりました。

荒木部会長

では、最後に、４「部会の意見」をまとめます。

特に指標について、加入率及び窓口相談件数を掲げるべきという指摘がありました

ので、部会の意見として市に提言します。

以上で本日の外部評価を終了します。

３ その他

今後の会議日について

事務局から、次回の会議の日程（１月２６日（月）午後２時００分～）について、連絡し

た。

４ 閉会


