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和光市総合振興計画審議会第６回会議（安心部会） 会議要旨

開 催 日：平成２６年１０月２９日（水） 午前９時３０分～１１時３０分

開催場所：和光市役所議事堂３階第２委員会室

出 席 者：荒木保敏部会長、森田圭子委員、野宗玲子委員、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

（山田智好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４０ 地域で支え合う福祉の推進

· 施策３７ きめ細やかな介護予防の推進

· 施策３８ 介護サービスの適正な提供

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４０ 地域で支え合う福祉の推進

ア 施策評価表に基づく施策概要の説明

所管課（社会福祉課）が、資料１に基づき説明。

イ ヒアリング

鳫委員

民生委員充足率について、近隣市の志木市と新座市が１００％であるにもかかわら

ず、和光市が９１．２％で未達成である要因を教えてください。

所管課

和光市の地形的な要因として、東京都板橋区や練馬区に接しているため働きに出る

世代が多く昼間の人口が少ないこと、マンション・社宅・公団住宅が多いことが挙げ

られます。民生委員が欠員となっている地区は全体で８．８％で８地区ありますが、

その内訳は西大和団地、自衛隊官舎、白子三丁目のマンションの多い地域、理化学研

究所社宅を含む諏訪原団地地域となっています。

鳫委員

民生委員の欠員地区を、隣接する地区の民生委員が兼ねて担当するのは負担が大き
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いと思います。地区会長や地区副会長が民生委員を兼務することはできるのですか。

所管課

地区会長も民生委員です。民生委員はシステム上４地区に分けており、それぞれの

地区で民生委員歴の長い方に地区会長になっていただいています。民生委員が不足し

ているため、多くのベテランの民生委員に協力していただき、欠員している隣接地区

についても見守っていただいています。

鳫委員

隣接する地域も見守るとなると大変な仕事量になり、一人の民生委員に負担がかか

っているというのが現状のようですね。

所管課

ご指摘のとおり、民生委員の負担は大きくなっています。常々、欠員地区から推薦

してくださいと依頼していますが、なかなかなり手が見つかりません。

荒木部会長

私も民生委員ですが、欠員状態の隣接地区も担当しています。担当する範囲が広く

なると負担が増えます。民生委員欠員地区がなくなるように、退任者が新しい人を紹

介したり、自治会が協力する必要があると思います。

板垣委員

指標として掲げている地域福祉計画進捗状況について確認するために、市のホーム

ページを検索しましたが、どこにも説明がありませんでした。施策指標として掲げる

数値は第三者が客観的に検証できるものであることが理想だと思いますが、いかがで

しょうか。また、第三次和光市地域福祉計画・社会福祉協議会地域福祉活動計画検討

委員会について、ホームページに掲載されている会議録を読みましたが、会議資料が

公表されていないため分かりづらいです。会議資料についても市民に公表していただ

きたいと思います。

所管課

地域福祉計画の進捗状況を数値的に示し、評価するのは難しいと感じています。こ

の指標は、市役所内の地域福祉計画の関係各課が計画事業について自己評価したもの

を地域福祉計画推進委員会の委員が評価審議して集計したものですが、計画そのもの

が理念を示したものであるため、そもそも各課の事業とマッチングさせることができ

ず、各課の職員からも評価するのが難しいという意見が出ています。

会議資料については、今後掲載することを検討します。

板垣委員

地域福祉コーディネーターの配置について検討を進めているとのことですが、和光

市では民生委員との区別や協働の在り方について、どのように考えていますか。

所管課

地域福祉コーディネーターについては、第三次和光市地域福祉計画に明記する予定

で検討を進めています。両者は協働して活動していただきますが、民生委員は厚生労

働大臣から委嘱される非常勤特別職であり、地域福祉コーディネーターは、例えば市

民と社会福祉協議会をつなぐというプロとしての活動を想定しているため、専門職と

して配置することを考えています。

板垣委員
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市の職員として専門職で採用するのですか。

所管課

市の職員としてではありません。

荒木部会長

地域福祉計画の進捗状況を数値化するのは難しいですが、どのような状況になって

いるのかを説明すればより分かりやすくなると思います。

松永委員

昨年の民生委員改選以降、欠員している８地区で候補者は挙がりましたか。

所管課

１地区で候補者が挙がりましたが、審査の結果、最終的に推薦まで至りませんでし

た。

松永委員

ふれあいサロンの参加者数が減少している理由と利用者の年齢層を教えてくださ

い。

荒木部会長

参加者の減少は、受益者負担の考え方から利用料の変更があったためです。

所管課

年齢層は６０歳以上で、７０歳から８０歳代が中心になっています。

花輪会長

民生委員については、職務範囲が広いため、一人の委員に対する負担が大きいと思

います。職務範囲を縮小するための増員や報酬の苦労に見合うように変更することは

可能ですか。

所管課

予算的にも、全国的に調和をとるためにも難しいです。民生委員にとって、業務の

中で知った個人情報を一人で抱えなければいけないことも負担になっています。その

ような点についても、我々がケアしていきたいと考えています。

野宗委員

民生委員の年齢構成を教えてください。

所管課

平均年齢は６０歳代と思われます。定年は７３歳となっていますが、民生委員の高

齢化が進んでおり、高齢者が高齢者を見守る状況になっています。社会的に共働きの

家庭が増えているため定年を迎えてからなる方が多く、４０歳から５０歳代は僅かで

す。

森田委員

事務事業評価表「地域福祉団体活動支援」を参照すると、指標として会食サービス

利用者数と回数がありますが、会食サービスとはどのような内容ですか。

所管課

高齢者が食事を通じて交流する社会福祉協議会の事業です。公民館や総合福祉会館

で実施しているため外出することによって足腰を鍛えられるという効果もあります。

森田委員

この事務事業評価表の指標は会食サービスとふれあいサロンで、決算額は約６千万



4

円になっています。評価表だけで判断すると費用をかけ過ぎているように見えますが、

いかがですか。

所管課

この事務事業は社会福祉協議会事務局運営補助、さつき苑運営補助、その他の団体

への補助を行っているものです。その中で社会福祉協議会の実施している分かりやす

い事業を指標として掲げています。

森田委員

指標の内容と決算額の関連性を持たせた方が分かりやすい評価表になると思いま

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

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、「地域福祉計画について、社会福祉協議会と連携して福祉増進に取り

組んでいる。」、②については、「①と同じ。」、③については、「地域の組織と社会状況

の変化等に応じてふさわしい連携を行っている。」、④については、「急激な高齢化が進

む中で重要な役割を果たしている民生委員定員の確保が必要である。」という内容です。

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。

②については、市民が気軽に相談できる窓口として、社会福祉協議会の他にも西大

和団地にオープンした「まちかど健康相談室」があります。地域の高齢者の方に是非

利用していただきたいです。

その他の意見については、和光市地域福祉計画と社会福祉協議会地域福祉活動計画

が一つになりますが、対象が地域住民になっているため、市の役割と社会福祉協議会

の役割の他に、市民の役割も加えていただきたいと思います。

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、施策に対して、民生委員の充足率は指標として意味が大きいと判断

しました。

その他の意見については、民生委員の欠員対策として、近隣の志木市や新座市が民

生委員充足率１００％を達成している要因について分析し、民生委員の負担感を軽減

する方法の検討が必要です。市の対応として、ただ説得するのではなく、具体的な支

援をすべきです。例えば、個人情報の取り扱いについて研修を実施することも一つの

支援だと思います。



5

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、民生委員に重点を置き過ぎている評価になっています。施策の目的

に照らし合わせ、指標を広げる必要もあると思います。地域福祉計画で掲げている多

様な人材育成は、結果として民生委員の負担の軽減にもつながるため、それを新しい

指標として検討することも可能だと思います。

その他の意見については、事務事業評価表の費用と取組指標の内容に著しい隔たり

がある場合は、備考欄に費用のあらましがあると分かりやすいと思います。

野宗委員

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３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、施策評価表のみでは内容が広範で具体的内容が乏しいため、事前質

問の資料も参考にしましたが、第３者の視点で評価することが難しかったです。

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２点で、合計８点で

す。

①については、計画の進捗状況は妥当だが、民生委員定員充足率は抑え気味の目標

にもかかわらず達成していないため、おおむね妥当性ありとしました。④については、

課題は的確に把握しているが、具体的取組に関する構想力に欠けると思います。

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、民生委員の職務が過度の負担になっている現状について、

種々の支援策を検討する必要があります。

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、困っている人ほど人を寄せつけない傾向があるため、民

生委員については職務範囲が広く大変だと思いますが、担い手の一つでもあるので、

民生委員を増やす啓発活動についても考え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３点で、合計８点で

す。

①については、指標①、②を統合してＢ評価は概ね妥当です。ただし、①のような
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第三者が検証できない指標がふさわしいがどうかは、地域福祉計画推進委員会の議事

録を見ても進捗状況を表す指標の中身は分からないため、疑問があります。②につい

ては、野宗委員と同様、取組内容の達成度評価が十分に記載されていないため評価が

難しかったです。

オ 評価結果のまとめ

事務局

資料４の１の「施策名」は「施策４０ 地域で支え合う福祉の推進」。２の「評価点

数（合計）」は７７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施策の達成度の妥当性」は「１９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「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」、「③総合評価の妥当性」は「２

１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「１９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、多くの委員から民生委員が不在となっている地域での人材の確保について、

啓発や支援策を検討する必要があるという意見が出ました。また、施策評価表の記述

内容が民生委員に偏っていて、施策の中心となる地域福祉計画の具体的な推進内容に

ついて評価表に記載されていないため、外部評価が難しいという意見もありました。

さらに、地域福祉団体活動支援の事務事業評価表については、事業費と関連付けられ

る指標の検討をすべきであるという意見もありましたので、これらをまとめ部会の意

見としたいと思います。

② 施策３７ きめ細やかな介護予防の推進

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

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、「高齢の進展が見込まれることから、きめ細かい介護予防が行われて

いる。」、②については、「長寿あんしんプランの目標達成を目指して事業が運用されて

いる。」、③については、「地域支援事業として行われている介護予防事業には、高齢者

が参加できやすい方策がとられている。」、④については、「和光市の介護事業が特徴の

予防事業と在宅介護を中心とした取り組みの展開が必要である。」という内容です。

板垣委員
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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３点で、合計１１点

です。

①については、最も重要な指標①が全国数値に比して極めて高い点は評価できます

が、自ら設定した目標値の達成度の観点からは問題が残ります。

松永委員

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「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、事務事業「健康増進・介護者リフレッシュ」と「地域支援事業（成

年後見制度利用支援事業）」の今後の方向性の優先度が、１次評価がＡであるのに対し

て、２次評価がＣに下がっています。介護には医療側と介護される側の連携が必要で

あり、この２つの事業の優先度は下げるべきではないと思います。

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、全体として高い評価で妥当であると思いますが、目標を設定した以

上、定量的に目標をほぼ達成するとは判断できません。

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３点で、合計１１点

です。

①については、目標の達成度は妥当ですが、目標の設定が当初から抑え気味ではな

いかと思います。

野宗委員

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、Ａ評価とする根拠がこの指標から読み取れないため、目標の設定を

検討する必要があります。②、③については、施策評価表と事務事業評価表共に全体

的に担当の自己評価が高く、内容の質を高めていこうという意図は書かれていますが、

具体的な内容や客観的な根拠が不足しています。例えば委託先を明記するなど、現状

を理解できるような情報を記載してほしいです。

森田委員

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３点で、合計８点で

す。

①については、目標値に達していないにもかかわらずＡ評価としているため、評価

は「あまり妥当性なし」としました。②については、今後の方向性の優先度について、

１次評価と２次評価に差があることから、庁内での合意形成が十分ではなく、所管課
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と市全体の方向性に乖離があるのではないかという不安が残ります。

その他の意見については、取組として進んでおり、施策評価表から現場の熱さが伝

わるものの、市全体の施策として安定性があるのか、やや不安に感じる内容になって

います。もう少し客観性のある評価ができれば、安定的な事業の推進が行われていく

のではないかと思います。背景については、書類だけでは分からないため、外部評価

の際は全施策でヒアリングの実施を希望します。

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、板垣委員と同様に、修正が必要な目標値で評価をしている点が疑問

です。

その他の意見については、評価に対する十分な情報を得るため及び評価制度につい

て担当課とのコミュニケーションを深め、より良い施策を実現するため、ヒアリング

の実施が必要だと思いました。

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３点で、合計９点で

す。

①については、実績値が目標値より低いため、Ａ評価ではなくＢ評価が妥当です。

②については、今後の方向性の優先度について、１次評価と２次評価に乖離がありす

ぎます。

イ 評価結果のまとめ

事務局

資料４の１の「施策名」は「施策３７ きめ細やかな介護予防の推進」。２の「評価

点数（合計）」は８６点でした。

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「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」、「②取組内容の評価の妥当性」は「２２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「２３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「２３点」で評価は「①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、様々な意見が出ました

が、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。

①指標の達成度の妥当性については、実績値が目標値に達していないにもかかわら

ず、全国・埼玉県の平均と比べて高い水準であることから「目標をほぼ達成している」

と評価しているため、外部評価が難しいという意見がありました。

また、事務事業の今後の方向性の優先度について、所管課の１次評価はオールＡで
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あるにもかかわらず、行政評価委員会の２次評価はＡだけではなくＢやＣという評価

をしています。相当な温度差があることに疑問を感じます。なぜこんなに差があるの

でしょうか、事務局に確認します。

事務局

優先度とは、構成する事務事業を相対的に判断し、それぞれの割合については、原

則、Ａ：Ｂ：Ｃが２：６：２となるように記載するようにマニュアルに定めておりま

す。

森田委員

評価基準が評価者によって変わるのでは一貫性がありません。所管課から施策評価

表が提出された段階でチェックを行い、マニュアルに沿って評価するように指摘する

必要があると思います。また、優先度をＣとした場合はその理由についても記載すべ

きだと思います。

鳫委員

評価の詳細について確認するために、ヒアリングは全施策実施した方が委員にとっ

て理解しやすいです。さらに、所管課にとっても、外部からの意見を直接聴く良い機

会になると思います。

荒木部会長

それでは、次回会議で全施策のヒアリングの実施ができるのであればお願いしたい

と思います。

③ 施策３８ 介護サービスの適正な提供

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、②については、「長寿安心プランの地域におけるサービスの拠点の整備が充実し

ている。」、③については、「在宅介護の推進を進めているが、ケアプランの的確な利用

と介護サービスの利用の促進が必要である。」、④については、「在宅介護が困難で医療

行為が必要な要介護者に対しての支援が必要である。」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。

②については、事務事業の今後の方向性の優先度について１次評価、２次評価のく

い違いについて、十分な説明が必要だと思います。

その他の意見については、指標の数値の誤りは評価制度への信頼性を著しく損なう

ため、担当課が評価制度を軽視していると見られるおそれがあります。

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３点で、合計１０点



10

です。

①については、誤りのないように、数値を正確に出してほしいです。②については、

事務事業の今後の方向性の優先度について１次評価、２次評価の差が考えた以上に大

きいため、その説明が必要だと思いました。

野宗委員

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、数値の誤りがある評価表を評価することは難しいです。②について

は、具体的な取組が記載されているとより良いと思います。

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３点で、合計１２点

です。

①については、介護サービスの利用割合について、数値の訂正がありましたが、我々

は実績に対する所管課の評価の妥当性を判定すべきと考え、訂正後の数値で評価をす

ると「妥当性あり」の３点となります。

その他の意見については、介護サービスの利用割合の数値が誤っていたことは、所

管課が施策評価の重要性を十分認識していないことの表れだと思います。

宍戸委員

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３点で、合計１２点

です。

その他の意見については、市独自の事業について、毎年継続して行うにしても、助

成事業であるため、事業の効果を常に検証しながら取り組んでいただきたい。

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、今後数値の誤りのないように気をつけていただきたい。

その他の意見については、事前質問に認知症対応型共同生活介護施設の話が出まし

たが、施策評価表の取組内容に認知症サポーター研修や認知症をサポートしていくた

めの組織について記載していただきたい。

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。

①については、実質的な指標の達成度評価は妥当です。ただし、平成２５年度の数

値の誤りがチェックされず見過ごされてきたのは大きな問題です。②については、成

果と課題については適切に評価されています。ただし、計画策定時の現状と課題に記

載されたテーマ・項目については、それがどういう形で進展しているのかについて、
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最低限言及する必要があると思います。事前に質問した認知症関係の取組について、

課題として挙げていないのは問題であると思います。

荒木部会長

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、数値の誤りがあると評価ができないため、数値を正しく記載するこ

とが基本的なことである。

イ 評価結果のまとめ

事務局

資料４の１の「施策名」は「施策３８ 介護サービスの適正な提供」。２の「評価点

数（合計）」は９０点でした。

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「２０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「２２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「２５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「２３点」で評価は「①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。

まず、認知症に対する取組などの具体的な取組について、施策評価表に記載するよ

うに意見したいと思います。

さらに、委員の皆さんから多くの意見が出ているとおり、評価に当たり重要なポイ

ントとなる指標について、記入ミスのないように厳しく指摘したいと思います。

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（１２月２４日（水）午前９時～）について、連絡した。

４ 閉会


