
1

和光市総合振興計画審議会第６回会議（安全部会） 会議要旨

開 催 日：平成２６年１０月３０日（木） 午後２時００分～５時００分

開催場所：和光市役所議事堂３階第２委員会室

出 席 者：金子正義部会長、松田廣行委員、長野基委員、関口泰典副会長、

藤川和孝委員、泉常夫委員、佐藤嘉晃委員

欠 席 者：柴﨑幸夫委員、冨岡健治委員

（柴﨑幸夫委員は評価表提出により評価参加）

傍 聴 者：１名

次 第：１ 開会

２ 議事

重点プラン対象施策以外の外部評価

· 施策６２ 中小企業の育成支援

· 施策６３ 魅力ある新たな産業の推進

· 施策６４ 都市農業の推進と担い手の育成

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６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外部評価

① 施策６２ 中小企業の育成支援

ア 施策評価表に基づく施策概要の説明

所管課（産業支援課）が、資料１に基づき説明。

イ ヒアリング

松田委員

中小企業の定義について教えてください。

所管課

手元に資料がないため詳細は説明できませんが、従業員の数、売上高等で業種別に

規定されています。

佐藤委員

掲げている指標は、産業支援課の努力が成果として反映されるものではないため、

設定に問題があると思います。また、５年に１度しか実施しない商業統計調査を指標

とすることも、意味のないことだと思います。

さらに目標値に関しては、平成２６年度の目標値は平成２５年度を根拠に設定し、
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平成２７年度の根拠は計画策定時に設定しています。この設定方法では平成２６年度

と平成２７年度の目標値が乖離し、連続性がなくなります。

所管課

ご指摘のとおり、策定時と現在で乖離があります。来年度予定している総合振興計

画基本構想中間見直しで検討されると思います。

佐藤委員

今までの評価表は過去のものとして一度リセットし、市の活動に対して、市民に希

望を抱かせるように、産業支援課としての姿勢を示していただきたいです。

本施策は「中小企業の育成支援」と掲げていますが、ほとんどの活動が商工会を通

して行われているため、「中小企業の育成支援の支援」としたほうがいいのではない

かと思います。

泉委員

私も、施策に対して、指標設定が不適切だと思いました。

先ほどの説明で、市の融資制度の小口件数が増えているとのことでしたが、事務事

業評価表を参照しても決算額はそれほど増えていません、いかがでしょうか。

所管課

具体的な数字を申し上げると、平成２４年度は３６件２億３,２９０万円、平成２

５年度は３９件２億８，１４０万円であったため、増加と認識しております。

藤川委員

企業市民認定制度について、企業側のメリットはありますか。

所管課

企業市民に認定されると、市の建設や土木維持管理の総合評価方式の入札で加算要

因となります。

藤川委員

わかりました。

次に、今後の施策の方向性として掲げている、企業市民認定制度の見直しとはどの

ような内容ですか。

所管課

入札時の加点に加えて、企業のイメージアップにつながる制度になるよう検討して

います。

藤川委員

この施策の目的は、市内企業全体の活性化を図り、魅力あるまちを形成するとなっ

ています。まちづくりは都市整備課でも計画していますが、産業支援課としてどのよ

うに貢献するのかを定めないと、目標が不明確になるのではないかと懸念します。

関口副会長

企業市民認定基準に総合振興計画の委員という要件があり、私も認定を受けました。

先ほど、認定企業が平成２４年度１８５件、平成２６年度１８７件と伸び悩んでいる

という話がありましたが、一方で平成２４年度の認定審査会では認定基準を厳しくさ

れています。その理由と効果を伺います。

所管課

企業市民の認定基準については、５項目の内一つに当てはまることをとしていまし
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たが、認定審査会で、一つでは企業市民としての重みがないという意見があり、二つ

に変更されました。この制度は商工会が中心となって実施されていますが、事務局と

しては、効果として企業市民の価値が上がってきていると捉えています。

泉委員

和光市の中小企業の件数と商工会の加入件数について教えてください。

所管課

市内には、平成２６年４月１日現在１，７３７事業所の中小企業があります。商工

会の平成１８年度の統計によると、中小企業合計は１，５１６事業所、その内商工会

に加入しているのは８５６事業所です。

長野委員

施策評価票の３②課題に「長引くデフレや景気の低迷により経営が厳しくなってい

る企業が増加している」、４総合評価では「国の経済対策アベノミクス等により経営

状況が、少しずつ持ち直しつつある」と記載されています。評価表の中で矛盾してい

るものについて、外部から妥当性を判定するのは困難です。

所管課

申し訳ございません。景気の低迷により経営が厳しくなっているものの、少しずつ

持ち直していると書くべきでした。

金子部会長

これから十分注意してください。

泉委員

計画策定時の現状として、セーフティネット補償制度の利用者が急増しているとあ

りますが、最近の件数はどのようになっていますか。

所管課

平成２４年度は３２件、平成２５年度は３３件の保障の認定をしています。

佐藤委員

総合振興計画基本構想を拝見し、産業支援課の担当範囲が広く無理が多いため、大

変苦悩されているのではないかと思いました。東京近郊、埼玉の端という立地で、さ

らに子どもも増えているベッドタウンとして、今後は産業の切り替えが必要になると

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・意見交換

（ア） 評価の紹介

金子部会長

①「指標の達成度の妥当性」は０点、②「取組内容の評価の妥当性」は１点、③

「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５点

です。

①については、指標設定が適切ではありません。製造品出荷額や卸売・小売業年

間商品販売額は、産業支援課の事業によって増減するものではないからです。②に

ついては、制度利用の向上や経営の安定化を図ったと書かれていますが、具体的な

記述がありません。③については、総合評価に具体的な内容の記載がありませんが、
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当市のサービス水準に記載されている鍋合戦を評価しました。④については、企業

市民認定制度の見直しの効果は見えませんが、創業・移転資金融資制度について評

価しました。

その他の意見については、和光市は地理的に都県境にあり、道路・鉄道の結接点

として、大変ポテンシャルの高い位置にあるので、長期的にはこの特性を生かした

商業の発展が望まれるところです。一方で、アンケート調査によると、買物が不便

という意見もあります。

松田委員

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

「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。

和光市内でも地域によって商店の存在にアンバランスがあります。例えば、自宅

の付近には坂下ショッピングセンターしかありません。行政として、中小企業の売

上のみに着目するのではなく、商店の少ない地域に対する支援も考えてほしいです。

長野委員

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

「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については、設定された指標に対する内部評価の妥当性について評価しました。

②については、対前年比の内容が具体的に示されていないため、重要な成果が示さ

れずに終わってしまう可能性があります。さらに、事務事業の今後の方向性の優先

度について、２次評価でどちらもＢとしており、優先度判断が行われていません。

その他の意見については、川口市では商業統計に頼らずに独自のサンプル調査を

行っています。和光市も、商工会に補助金を出しているのであればなおさら、独自

の調査をして毎年数字を検証すべきだと思います。

関口副会長

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

「評価の妥当性」は１点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は３点で、合計７点

です。

①については、一般的に企業の売り上げ目標については、企業側が決めるべきも

のであり、行政の施策指標で評価すべきものではないと思います。③については、

ニッポン全国鍋合戦についての記載がありますが、このイベントが和光市の中小企

業の育成支援につながるのか、疑問です。

藤川委員

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

「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、指標①は目標値と実績値のバラつきが大きく、指標②は５年間不

変のため、判断材料として不適切です。②については、鍋合戦以外に成果のある取

組がありません。③については、Ｂという評価は甘く、Ｃと評価すべきです。④に

ついては、創業・移転資金融資制度の創設や企業市民認定制度の見直しによって、
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現状が改善するとは考えられません。育成支援制度の抜本的な見直しが必要です。

その他の意見については、市内企業の活性化のためには、北口駅前広場の開発、

集客力の見込める商業施設の誘致や高所得者をターゲットとしたマンションの建設

など、都市整備行政の拡大が必要です。

泉委員

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

「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、評価しづらい指標設定です。施策の中心が商工会になっています

が、市として融資制度で支援しているのであれば、それを具体的に表せる指標にす

べきです。②については、地域特性に応じた商業環境の整備では、駅前商店街に対

する課題しか述べられていませんが、他にも記載すべき課題があると思います。

佐藤委員

①「指標の達成度の妥当性」は０点、②「取組内容の評価の妥当性」は１点、③

「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４点

です。

①については、担当部署の努力が反映されない指標設定になっています。②につ

いては、商工会が中心となっていて、市の主体性が見えません。③については、具

体的に書かれていません。

その他の意見については、市産業の構造変化を勘案した産業支援を目指してほし

いです。

事務局

柴﨑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。

④については、「企業市民認定制度を否定したことにならないか。」、その他意見に

ついては、「中小企業の育成支援で具体的に何を行おうとしているのか見えない。」

という内容です。

（イ） 評価点数の集計

事務局

評価結果を報告します。資料４の１の「施策名」は「施策６２ 中小企業の育成

支援」。２の「評価点数（合計）」は５０点でした。

３の「評価結果」は「②妥当ではない部分はあるが、どちらかというと適正な評

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指標の達成度の妥当性」は「９点」

で評価は「③妥当な部分はあるが、どちらかというと適正な評価が行われていない」、

「②取組内容の評価の妥当性」は「１３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

３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。
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「①指標の達成度の妥当性」について、評価結果が「③妥当な部分はあるが、ど

ちらかというと適正な評価が行われていない」となった理由についても、部会とし

ての意見をいただければと思います。

（ウ） 意見交換

金子部会長

それでは、「①指標の達成度の妥当性」について、妥当性がないとした点をまと

めていきたいと思います。

指標設定が産業支援課の指標としてふさわしくないと思いますがいかがでしょう

か。

松田委員

計画を立てた担当者と、現在計画を進めている担当者が人事異動によって替わっ

てしまうことが問題だと思います。最低でも一人の責任者を計画期間中は異動させ

ずにおいてほしいです。

佐藤委員

私は担当者の異動を前提として、計画を策定すべきだと考えます。新しい担当者

がその計画についてどのように考えるかは別として、計画を引継ぐことは、職員の

レベルアップにもつながると思います。

金子部会長

松田委員の意見は、その他参考意見として提出したいと思います。

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ま

す。

松田委員や藤川委員の意見を踏まえ、和光市の地域特性を生かした商業の育成が

必要だと思いましたがいかがでしょうか。

佐藤委員

私は産業支援課の仕事としては、現状維持しかできないと思います。時代は変化

しており、例えばＡｍａｚｏｎでなんでも自宅に配達できます。駅前を活性化させ

ようという発想は古いと思います。

金子部会長

駅周辺に住んでいる人は別として、それ以外の駅やスーパーから離れた場所に住

んでいるお年寄りは、日常の買物に困っています。配達の支援などは出てきていま

すが、市が地元の小売業の支援をすることで、助かる市民がいます。

部会の意見としては、以前の制度にとらわれず、中小企業の育成支援制度を見直

すべき、という内容でまとめたいと思います。

② 施策６３ 魅力ある新たな産業の推進

ア 各委員評価の紹介・意見交換

（ア） 評価の紹介

金子部会長

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１点、③

「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５点
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です。

①については、市内の企業に対する施策に関する指標設定になっていません。市

外から市内に新しい産業を定着させることが、施策名である魅力ある新たな産業の

推進につながるわけではありません。②については、新たな産業の誘致について、

具体的な活動が明記されていないため、評価できません。③については、②と同様

に施策に対して具体的に書かれていない。④については、ただ受け入れるのではな

く、市内の産業を魅力あるものにしていくことも必要です。創業の受け皿となる環

境を整えるべきという方向性は評価できます。

その他の意見については、シャープ亀山工場のように、場所、財政補助、税制優

遇などの企業誘致政策を整えるべきだと思います。

松田委員

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

「評価の妥当性」は１点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は１点で、合計５点

です。

その他の意見については、理化学研究所だけに頼るのではなく、ホンダや写研を

活用してほしいです。

長野委員

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

「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。

②については、未達成事項が空欄となっているため評価できません。③について

は、総合評価に「売上が伸びている企業がある」と書かれていますが、その内容に

ついての記載がどこにも書かれていないため、外部評価が困難です。

その他の意見については、豊島区は国家戦略特区の規制緩和を利用して、文化的

な企業を誘致しようとしています。近隣である和光市も、その波及効果を睨み、今

後の方向性を考える必要があると思います。

関口副会長

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１点、③

「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７点

です。

①については、０％という実績のため、設定されていませんがＥ評価とすべきだ

と思います。②については、取組内容の成果や課題について、記載されていないの

で評価が困難です。

その他の意見としては、インキュベーションプラザに入居できるのは新産業とい

うことで、ほぼ理研の関係機関が入居しているようです。市の施策として掲げるの

であれば、市内のあらゆる業種も入居できるように、支援を拡大していただきたい

です。

藤川委員

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

「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。
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①と③については、所管課がＣ評価として未達成であることを認めているため、

外部評価が難しかったです。②については、全く成果が上がっていません。④につ

いては、対策が不十分で、具体性がないです。

泉委員

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

「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、Ｃ評価は妥当だと思いますが、施策指標として掲げた以上、何件

できたかが重要です。

その他の意見については、まさに理研様様の施策になってしまっていますが、市

内には他にも理系、文系、法系の事務所があります。それらに対するアクションが

ほしいです。また、考えがあるのであればそれを施策評価表に記載すべきです。

佐藤委員

①「指標の達成度の妥当性」は０点、②「取組内容の評価の妥当性」は１点、③

「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５点

です。

①については、実現の可能性が全く見えません。②については、内容が記載され

ていません。新たな産業の推進を考える前に、職員の人材育成を実施し、施策評価

表を適切に記入してほしいです。③については、Ｃではなく、Ｄ評価とすべきです。

その他の意見については、本施策の構想そのものに無理があると思います。市の

施策であるのに、和光理研インキュベーションプラザが目的となってしまっていま

す。もっと中身で勝負してほしいです。

事務局

柴﨑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、「北インター区画整理事業が途中の段階で、すぐに企業の誘致がで

きるのかが疑問です。」、③については、「売上が伸びている企業がなぜ定着しないの

かが疑問です。」という内容です。

（イ） 評価点数の集計

事務局

評価結果を報告します。資料４の１の「施策名」は「施策６３ 魅力ある新たな

産業の推進」。２の「評価点数（合計）」は５１点でした。

３の「評価結果」は「②妥当ではない部分はあるが、どちらかというと適正な評

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指標の達成度の妥当性」は「１２点」

で評価は「③妥当な部分はあるが、どちらかというと適正な評価が行われていない」、

「②取組内容の評価の妥当性」は「１０点」で評価は「③妥当な部分はあるが、ど

ちらかというと適正な評価が行われていない」、「③総合評価の妥当性」は「１３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「１６点」で評価は「②妥当ではない
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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。

「①指標の達成度の妥当性」について、評価結果が「③妥当な部分はあるが、ど

ちらかというと適正な評価が行われていない」となった理由についても、部会とし

ての意見をいただければと思います。

（ウ） 意見交換

金子部会長

それでは、「①指標の達成度の妥当性」と「②取組内容の評価の妥当性」につい

て、妥当性がないとした点をまとめていきたいと思います。

まず、指標については、外部から見て可能性のない０％となっているため、Ｃで

はなくＤ評価とすべきだと思います。

次に、取組内容については、書かれている内容がピンボケしていて、全く伝わっ

てきません。総合評価の理由についても、表現も好ましくなく、納得できるもので

はありません。

藤川委員

確かに、実績値０％をＣ（目標を下回る）と評価しているのは甘いです。Ｄ（目

標を大幅に下回る）とすべきです。

金子部会長

では、最後に、４「部会の意見」をまとめます。

まず、本施策の対象は、和光理研インキュベーション入居企業及び市内事業者と

しているにもかかわらず、和光理研インキュベーションのみに焦点を当てた構想に

無理があります。市内のアクションプログラムを作り、市内全体の産業の推進を図

る必要があります。

さらに、企業を誘致するためには、場所や税制について対策を立て、きちんと環

境を整えて支援すべきだと思います。

以上の内容を取りまとめて報告します。

③ 施策６４ 都市農業の推進と担い手の育成

ア 各委員評価の紹介・意見交換

（ア） 評価の紹介

金子部会長

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

「評価の妥当性」は１点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は３点で、合計８点

です。

①については、目標値の設定が総合振興計画の数字であったり、前年度に合わせ

て決めていたりとルールが定まっていません。②については、取組内容の成果が示

されていません。③については、農業経営の改善がどのように推進されているのか

が示されていません。④については、ビジョンを早急に示して施策を推進してほし

いです。

松田委員

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

「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。
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その他の意見については、和光市のアグリパーク農業体験センターや市民農園は

大変にぎわっています。最近できたイチゴ園も人気が出てきています。その環境が

残土置場や墓地によって害されないように、支援してほしいです。

長野委員

①「指標の達成度の妥当性」は３点、②「取組内容の評価の妥当性」は１点、③

「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７点

です。

②については、報告しようという真摯な姿勢はありますが、未達成事項で未記入

の欄があり、さらに優先度が全てＢとなっているためどのように解釈すればいいの

か判定できません。③については、市民に説明することを前提とするならば、坪単

位や人数で表現したほうが理解しやすいと思います。

関口副会長

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

「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。

②については、取組内容④ニーズに応じた市民農園の設置は、行政提案の協働提

案で単年度事業ですが、継続となっています。その理由を説明すべきだと思います。

その他の意見については、市民農園の貸し出しについて、収支の説明も施策評価

表に示していただけると市民の理解度もアップすると思います。

藤川委員

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

「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、総合振興計画の指標として、捉え方が不適格です。④については、

具体的に記載すべきです。

その他の意見については、生産緑地指定について、知らぬ間に解除されてしまう

のは問題だと思います。解除について、都市計画審議会で審議されるときには既に

建物が建設されています。農政サイドでも、市街化区域内の緑地、防災空地の確保

という生産緑地の本来の趣旨を理解して、解除に際しては、趣旨に合った土地利用

が行われるよう尽力いただきたいです。

泉委員

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

「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、課題として農業の担い手が減少傾向にあると挙げているにもかか

わらず、成果では認定農業者数は増加していると書かれており、両者の関係が不明

です。また、市民の農業への関心を深めたいのであれば、市民農園の面積を増やし

たり、体験型農園を増やす必要があると思います。④については、ビジョンを示す

と書かれていますが、そもそも施策を策定する段階でビジョンはあったのではない

かという疑問があります。都市化の波で農地は減っていくと思いますが、和光市の

農地は農業プラス防災という役割があるため、それを踏まえて市として考えていた



11

だきたいです。

佐藤委員

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１点、③

「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６点

です。

①については、農業体験事業参加者数の進捗率が６２２％に達しています。達成

できたのであれば、事業を終了し、その他にエネルギーを費やすべきだと思います。

②については、事前質問で、担い手の減少傾向と認定農業者数の増加が矛盾してい

ると指摘しましたが、回答は納得のできないものでした。

その他の意見については、現状が厳しいのであれば、縮小均衡も含めた都市部の

農業者自らが望む無理のない施策が重要だと考えます。また、南には住宅地の中に

牧場があり、市として畜産業をどのように考えていくのかも検討していただきたい

です。

事務局

柴﨑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。

その他意見については、「優良農地を保全、活用するには、生産物の販路の一層の

拡大ＰＲが必要と考えます。その部分で、市、ＪＡの支援が必要と考えます。」とい

う内容です。

（イ） 評価点数の集計

事務局

評価結果を報告します。資料４の１の「施策名」は「施策６４ 都市農業の推進

と担い手の育成」。２の「評価点数（合計）」は６４点でした。

３の「評価結果」は「②妥当ではない部分はあるが、どちらかというと適正な評

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

指標の達成度の妥当性」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「１

４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「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」、「④今後の施策の方向性

の妥当性」は「１８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。

（ウ） 意見交換

金子部会長

では、最後に、本施策全体に対しての部会の意見をまとめていきます。

関口副会長

生産緑地は体験型農園として観光地化して良いのですか。

金子部会長

法的には可能です。生産緑地については、当初指定を増やしたり、減らしたりす

るのは大変厳しい条件という話でしたが、蓋を開けてみると、比較的容易に解除さ
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れているようです。

本施策は、和光市の都市農業は何かを明確に示して推進されるべきです。兼業農

家が多く、担い手が減少傾向であるという現状を踏まえ、農業の在り方やビジョン

を持つべきだと思います。

佐藤委員

ビジョンを示すために、新座市や朝霞市等の近隣自治体の考えを調査し、参考に

しながら進める必要があると思います。

金子部会長

それでは、近隣自治体の調査を実施したうえで、和光市の都市農業について在り

方を検討し、ビジョンを持って施策を推進すべきという内容をまとめて部会の意見

としたいと思います。

３ その他

意見交換

長野委員

今回外部評価の対象となったのは３施策とも産業支援課でしたが、評価表に空白が多く、

非常に読みにくかったです。２次評価を行う行政評価委員会が、評価表を所管課に修正さ

せていないのか、疑問に思います。

佐藤委員

所管課の立場で考えると、取組内容が達成できたから未達成事項は空欄としているのか

もしれません。ただし、常識的に考えれば反省がないことはありえないと思います。

長野委員

未達成事項がないのであれば空欄とするのではなく、「ない」と書くようにマニュアル

で定めてほしいです。

金子部会長

そもそも、全取組をこの施策評価表の体裁に当てはめるのは困難ですが、記述について

は空欄のないように指摘したいと思います。

また、審議会では、市が作成した評価表の妥当性を評価するのではなく、ダイレクトに

施策を評価すべきだと思いますが、いかがでしょうか。

佐藤委員

今の方法では重点プラン以外の施策は３年に１度しか外部評価されません。時代の変化

に合うように、スピードアップすべきです。市民の興味は予算だと考えると、すべての施

策を並べて評価していくのではなく、順位をつけて重要なものについて審議会で議論し、

この事業を優先的に推進すべきという意見を市に提出したいです。

金子部会長

予算規模の大きいものや、予算が少なくても今後取り組む必要のある施策について、あ

る程度選択していきたいですね。

泉委員

そうすると、審議会の役割は市の評価の評価ではなく、施策の直接評価ということにな

りますね。

金子部会長
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そのとおりです。今も安全部会では、妥当性の評価以外の意見がたくさん出てきている

ので、参考意見として提出しています。

長野先生はどのようにお考えですか。

長野委員

徹底的に議論しようとすると、所管課にはそれなりの準備が必要です。一方的に意見す

るのでは効果が生まれません。当日までに審議会から論点や疑問を伝え、所管課が準備を

するという仕組みを整える必要があります。

佐藤委員

所管課が会議当日に向けてヒアリングの準備を整えるためにも、事前質問の制度を活用

すべきだと思います。異動してきたばかりの担当者であっても、質問される範囲が分かれ

ば対策を講じることができます。それはひとつのルールだと思います。

この審議会には様々なキャリアを持つ委員がたくさんいらっしゃいます。議論を有効な

ものにするために、今年度が切り換えるタイミングだと思います。

金子部会長

評価の評価をするとなると、揚げ足を取るような意見になってしまいます。やはり、外

部からダイレクトに施策を評価できるように変更したいです。

藤川委員

そのためには、時間的なことも考慮して、審議対象とする施策の絞り込みが必要ですね。

金子部会長

そのとおりです。長野先生の意見も考慮し、皆さんの意見を取りまとめ、安全部会の総

合的な意見として市に提出したいと考えています。よろしくお願いします。

４ 閉会


