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和光市総合振興計画審議会第５回会議（安心部会） 会議要旨

開 催 日：平成２６年８月２０日（水） 午後３時００分～５時００分

開催場所：和光市役所市庁舎４階４０３会議室

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、板垣隆夫委員

欠 席 者：山田智好委員、深野威委員、松永靖恵委員、

（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外部評価

· 施策３１ 国際化の推進

· 施策２６ 創造的な文化の振興

· 施策２８ スポーツ・レクリエーション活動の推進

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５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３１ 国際化の推進

ア 施策評価表に基づく施策概要の説明

所管課（人権文化課）が、資料１に基づき説明。

イ ヒアリング

板垣委員

国際交流イベントについて、どのように周知をされていますか。

所管課

多数の外国人が在籍している理化学研究所に協力を依頼して周知しています。和光

市に在住の外国人の方は、例えば群馬県大泉町の企業が日系ブラジル人を積極的に採

用して形成されたブラジリアンタウンのように定住されている方ばかりではありま

せん。そのため、今後は、市内で様々な目的でばらばらに滞在する外国人に広く周知

して、興味を持っていただき、参加につなげていくことが課題です。

板垣委員

外国人が安心して暮らせる環境をつくるために、どのような要望があり、それにつ

いてどのような対応をされていますか。
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所管課

要望は、乳幼児や小中学生の子育てに関すること及び仕事に関するものなどがあり

ます。共通事項として、日本語を習得する場がなく、言葉の問題で困っている方が多

いです。市では取組として、ロングビュー市を訪問した経験者で構成される団体が実

施している日本語教室を紹介したり、小中学校に日本語指導員を紹介しています。

板垣委員

現在ロングビュー市への中学生派遣事業が中断されていますが、この事業について

今後の方向性を伺います。

所管課

現在教育委員会と検討しているところですが、予算面に課題があります。また、派

遣された生徒がロングビューでの体験をどのように学校生活に貢献することができ

るかという点についても課題に挙がっています。この２点を検討しながら、中学生の

交流について考えていきます。

宍戸委員

和光市の理化学研究所では、外国人スタッフを約４００名雇用しています。研究所

にいる外国人は、他の研究所に在籍している職員及び家族を含めると、倍程度の人数

になります。受け入れる外国人は、単身者や若い夫婦が多い傾向にあります。法人と

しては、一般的に働き盛りといわれる３０代後半から４０代前半の職員も受け入れた

いのですが、その世代には子どもがいる世帯が多く、言葉の通じない日本で生活し、

子育てすることが難しいと考えている場合があり、雇用者側としても課題として認識

しております。

例えば、緊急時の病院で言葉の問題があります。数年前、古賀市で英語を話せる医

者のリストがありました。そのように、英語対応が可能な病院を教えていただけると

ありがたいです。

所管課

埼玉病院には英語を話せる医師がいらっしゃるようですが、組織として対応するの

は難しいとのことでした。今後の課題として考えていきます。

鳫委員

指標となっている国際交流イベント参加者７名の内訳及びイベントの内容を教え

てください。

所管課

国際交流イベントは、地域防災訓練を指しています。参加者７名は、全員理化学研

究所在籍の研究員とその家族の方でした。

鳫委員

理化学研究所のみに協力を依頼するのは偏っているように思います。

所管課

市のＨＰや市内の掲示板で英語と日本語で周知しましたが、市内にばらばらに在住

する外国人を対象に呼びかけるのは難しく、結果として参加者は全員理化学研究所の

方になりました。今後、外国人に対して効果的な周知方法を検討する必要があると認

識しています。

鳫委員
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国際交流イベントについては、地域防災訓練だけではなくその他の外国人が参加す

るイベントも加えるべきだと思います。また、アンケートを実施して、どのようなニ

ーズがあるのかを調査して今後の方向性を決定するのはいかがでしょうか。例えば、

「どんなイベントに参加したいですか。」という質問をして、ニーズのあるイベント

に予算を確保していくという方法です。

所管課

国際交流イベントについては元々外国籍市民と市長の懇談会でしたが、東日本大震

災後から地域防災訓練になったという経緯があります。２つのイベントを合計すると

分かりにくいという理由で１つのイベントに特化しておりました。しかし、ご指摘の

とおり、市民まつりで外国人の母国を紹介するブースを設ける国際化ＰＲイベントや

ロングビュー市の訪問団との交流会も加えることで、広く国際交流イベントとしてカ

ウントすることを検討します。また、外国人のニーズについても市民まつりなどの機

会を利用して把握していきたいと思います。

森田委員

ＮＰＯ法人わこう子育てネットワークでは、外国人家庭の子育て支援を行っていま

す。コストを下げるという方向性のため、新規で予算の必要な事業を実施するのは難

しいと思いますが、既存の団体と連携して取り組んでいるという状況を施策評価表に

記載して、連携を強化していくことを検討してはいかがでしょうか。

所管課

国際交流推進事業に平成２６年度は約７０万円の予算が確保されておりますが、ほ

とんどがロングビュー市への市民派遣の費用であり、市民派遣のない前年度までは約

３万円、また、外国人生活支援事業の予算については約１万円であり、内訳はボラン

ティアの保険料になっています。このように、予算を確保することが難しいため、ご

指摘のとおり市民団体との連携を強化して、外国籍市民が暮らしやすいまちづくりを

していきたいと思います。

野宗委員

評価表には、市民ボランティアが協力して外国籍市民を支援しているという取組に

ついて書かれていません。現状は、例えば小中学生の日本語学習サポートの紹介等の

活動も行っています。そのようなボランティア団体の活動についても、外国人に対す

る支援として認識していただき、施策評価表に記載していただきたいです。

所管課

ご指摘のとおりです。

荒木部会長

ボランティアの登録者数という指標の目標値が、平成２６年度が５０人であるにも

かかわらず、平成２７年度が１０名になっているので、修正をお願いします。

次に、職員の通訳制度の登録者数及び利用実績はどのようになっていますか。

所管課

職員の通訳制度は今年の２月から開始しましたが、登録しているのは現在６名で、

利用実績は１２件です。特に、課税課とこども福祉課の利用が多いです。ただし、こ

の制度は担当課で対応できない場合に、登録されている職員が協力に行くというもの

です。実際は外国語が話せる職員がそれぞれの課に在籍している場合もあり、この制
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度を利用せずに対応しているケースもあります。

荒木部会長

事務事業評価表を参照すると、人件費が減っています。その理由を教えてください。

所管課

職員の担当業務の割り振りを変更したためです。職員数の変更はありません。

荒木部会長

社会福祉協議会にも５名のボランティアが在籍しています。他の委員からの指摘に

もあるとおり、各団体と連携し、外国籍市民の支援について周知、啓発に努めていた

だきたいです。

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

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３点で、合計１２点です。

①については、「姉妹都市と提携を結んでいることを機会と捉えて周知に努めてい

る。」、②については、「国際化推進計画に基づき、市民に情報発信を実施している。」、

③については、「姉妹都市をはじめ、国際交流活動を推進している。」、④については、

「和光市が外国人にも暮らしやすい環境づくりを更に進めてほしい。」、その他意見

については、「外国人も参加しやすいイベントの企画と効果的周知の方法について検

討してほしい。」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、実績値が目標値を大きく下回っていることからＣ評価が妥当であ

ると考えていましたが、ヒアリングの結果、この指標には地域防災訓練のみがカウ

ントされているが、実質的には市民まつりなどの他の事業も国際交流イベントとし

て適切であると考え、Ｂ評価はおおむね妥当であるとしました。

その他の意見については、外国籍市民のニーズの把握が必要ではないかと思いま

した。

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。

その他の意見としては、外国人に理解できるように情報提供することが大切だと

思いました。理化学研究所の防災訓練では、日本語と英語でアナウンスするので時

間がかかります。しかし、きちんと伝えないと外国人には内容が理解できません。

東日本大震災の際、かなりの人数の外国人が、被害の状況が分からず心配で帰国し
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てしまったという状況がありました。地域防災訓練等のイベントについて、周知、

啓発を図り、積極的に外国籍市民の支援を推進していただきたいです。

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１点で、合計

６点です。

①については、目標値を下回っているものの、その他の取組について実施されて

いるという話であったので、２点としました。②については、施策評価表に記載さ

れている取組については理解できるが、外国籍市民のニーズに応えるものになって

いるのか、齟齬があります。④については、今後の課題は防災に限らず、例えば外

国人家族の教育や病院の問題についてもう少し踏み込んで取り組む必要があると思

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、国際交流イベント参加者数の目標値２８人に対して実績値７名の

ためＣ評価が妥当であると考え、１点としました。また、ヒアリングで議論された

ように、ニーズに合った指標設定を再検討する必要があると思います。②について

は、記載されている内容が限定的であるため、取組内容をもっと丁寧に分析する必

要があると思います。③については、人権文化課として熱心に取り組まれています

が、もう少し踏み込んで課題について考えていただきたいです。④については、今

後コストを下げていく方向にありますので、予算を使わずにどのように施策の質を

高めていくのかを検討していただきたいです。

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

６点です。

①については、指標設定にニーズとのずれがあるのではないかと思います。②に

ついては、実際はＮＰＯ団体との連携もあるにもかかわらず、記載内容が限定的に

なっています。

その他の意見については、外国籍市民の生活上の困難は災害時の対応、緊急時に

対する備えの他、子育てや介護や経済的支援等対応範囲が広いと思われるので、そ

れらをミッションとしたＮＰＯ、民間団体や理化学研究所等の企業との連携につい

て、より力を入れていく必要があると思います。もしくは、その連携そのものにつ

いて強化していく取組を検討する必要があると思います。

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１点で、合計

５点です。

②については、取組内容について、団体やボランティアとの連携であることが分
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かるように記載すべきだと思います。④については、ニーズ調査を検証して、方向

性を定めるべきだと思います。

その他の意見については、ロングビュー市へ先生を派遣するプロジェクトについ

て検討してもよ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。

④については、各団体と連携し市民との協働による成果を期待します。

（イ） 意見交換

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、指標として掲げている、国際交流イベントの対象について、地域防災訓練

以外の事業についてもカウントするように精査するべきであるという意見がありま

した。また、県の調査は実施されていますが、県と和光市では環境と国際性の傾向

に差があるため、和光市独自のニーズ調査を実施して、今後の方向性を定めていた

だきたいです。おそらく、子育てや病院の関係が出てくると思います。さらに、Ｎ

ＰＯ、民間団体、企業との連携を図りながら施策を推進していただくよう意見しま

す。ロングビュー市への中学生の派遣については、平成２１年度の事業仕分けで不

要とされましたが、中学生だけではなく、一般の方や先生が自己負担で参加できる

よう、事業の方向性を検討していただきたいです。

それでは、評価結果をまとめるとどうなりますでしょうか。事務局お願いします。

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３１ 国際化の推進」。

２の「評価点数（合計）」は６０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「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「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」、「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。

オ 評価結果のまとめ

荒木部会長

評価点数は６０点で、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」となります。
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また、点数評価以外の部会の意見として、「指標として掲げている、国際交流イベ

ントの対象について、地域防災訓練以外の事業についても入れることを検討する必要

がある。また、和光市独自のニーズ調査を実施し、検証したうえで、今後の方向性を

定める必要がある。さらに、ＮＰＯとの連携を図りながら施策を推進していただきた

い。また、ロングビュー市への派遣については、一般の方や先生も自己負担で参加で

きるよう事業のあり方を検討する必要がある。」とします。

② 施策２６ 創造的な文化の振興

ア 各委員評価の紹介・意見交換

（ア） 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２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、「市民まつりなどを通して市内文化団体の交流が図られている。」、

②については、「文化の振興に関する施策について、推進すべきものは一定の成果が

見られる。」、③については、「市民文化センターについては市民に利用しやすい環境

の提供に努めてほしい。」、④については、「市民文化団体の文化活動が活発になると

ともに、文化に親しむ機会の提供に努めてほしい。」、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。

①については、市民文化センターの稼働率は高いですが、文化に対する市民満足

度が低いため、２点としました。

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３点で、合計

１１点です。

① ついては、文化に対する市民満足度の実績値がないため、２点としました。

その他の意見については、昨年度、有識者が館長に就任し、地域に密着した文化

活動及びレベルの高い芸術活動振興等においても積極的な事業展開がされており、

今後についても大きく期待しています。

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。

④については、市民文化センターの経営効率化、稼働率向上とともに、今後より

一層市民に身近に感じられるような活動を強化していただきたいです。

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３点、③
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「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、市民文化センター稼働率は目標を達成していますが、一方で、文

化に対する市民満足度は低いため、２点としました。②、③については、未達成事

項を把握し、今後の課題を的確に把握しているため、３点としました。

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。

その他の意見については、市民文化センターの運営費は高額な予算になっている

ため、文化振興という目的があるものの、費用対効果を検証していくべきだと思い

ます。

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、文化に対する市民満足度が目標未達成であるものの、市民文化セ

ンターの稼働率が向上していることは評価できます。③については、市民文化セン

ターの文化活動は高レベルであるが、広範な市民による自主的な文化活動の促進に

ついて、更なる強化をしていただきたいです。

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、市民文化センターの稼働率が目標を達成しているが、文化に対す

る市民満足度が伸びていません。また、市民文化センターについては、稼働率があ

と１０％伸びないと経営的な観点から運営が難しいと聞いております。経済性を考

慮して事業を進めていただきたいです。②については、ＮＰＯ団体との協働により

和光市のゆかりの文化人清水かつらの顕彰にも取り組んでいるため、３点としまし

た。③については、東上線随一の市民文化センター故に、更に高い水準の芸術文化

を市民に提供していただきたいです。④については、市民文化センターを更に利用

しやすい環境を提供していただきたいです。

（イ） 意見交換

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。

事務局に確認ですが、市民文化センターの市が共催する事業のリハーサル使用料

は無料ですか。

事務局

今までは無料でしたが、今後、経済的な観点から有料化するという検討がされて
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おります。

花輪会長

指定管理者制度には経営の観点からも効率的な運用が求められます。施策評価表

の今後の方向性にあるとおり、経済性、効率性という視点を強化した経営を求めて

いく必要があると思います。

荒木部会長

それでは、花輪会長の意見を中心に部会の意見をまとめたいと思います。

評価結果をまとめるとどうなりますでしょうか。

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２６ 創造的な文化の

振興」。２の「評価点数（合計）」は７７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「２１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「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「２０点」で評価は「①適正な評価が行われている」となりました。

イ 評価結果のまとめ

荒木部会長

評価点数は７７点で、評価結果は「①適正な評価が行われている」となります。

また、点数評価以外の部会の意見として、「市民文化センターの指定管理者制度に

ついて、引き続き経済性と効率性を検証して運用し、市民の文化活動促進のために取

り組む必要がある。」とします。

③ 施策２８ スポーツ・レクリエーション活動の推進

ア 各委員評価の紹介・意見交換

（ア） 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、「スポーツ・レクリエーションに参加しやすい取組をしている。」、

②については、「幅広い世代にスポーツ・レクリエーションの施策を進めている。」、

③については、「スポーツ団体と連携しながら人材育成に努めている。」、④について

は、「今後ともスポーツ・レクリエーション活動による市民の健康増進に努めてほし

い。」、その他の意見については、「今後とも高齢者の健康増進を図るための施策を進

めていく必要がある。」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
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９点です。

①については、目標をほぼ達成しているためＡ評価が妥当であると思いました。

②については、念願の体育協会の事務室が総合体育館内に設置され事務局員も配置

されたため、引き続き連携し、取組内容の充実を図っていただきたいです。③につ

いては、団塊の世代向けの事業も工夫されて展開していると思いますが、初心者向

けの事業については、今後更に充実させていただきたいです。④については、スポ

ーツ振興計画と健康づくり基本条例を連携し、一層の効果を挙げていただきたいで

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。

②については、高齢者向けの施策を含めて、活発な取組が展開されているため、

評価は妥当である３点としました。③については、幅広い世代でのスポーツ習慣の

定着までにはまだ課題が多い点も含めて評価されていることから、妥当である３点

としました。④については、福祉部局の健康づくり政策との連携の具体的方策が示

される必要があると思います。

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。

①については、個人開放事業参加人数について、目標値を達成しているためＡ評

価は妥当であるとしました。②については、様々な取組について記載されていると

思います。③、④については、今後の課題について、きちんと把握していると思い

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２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。

④については、年齢別のスポーツ・レクリエーション活動の分析が行われていな

いようですが、施策の効果を示すために、例えば健康な長寿を増加させるなど、具

体的な内容を意識して推進していただきたいです。

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、スポーツ・レクリエーション事業参加人数については目標を達成

していないのでＡ評価ではなく、Ｂ評価とすべきだと思います。また、実績値は毎

年増加しているものの、参加者がどのような人であるか、同じ人が繰り返し参加し

ているのではなく、広範な市民が参加しているのかが検証できるように工夫が必要

だと思います。④については、福祉部局との連携により、健康づくりに着眼した今
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後の取組に期待しています。

森田委員

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。

その他の意見については、取組内容の項目でスポーツ・レクリエーション活動の

推進とあり、人件費以外予算を伴わない取組とありますが、事業の妥当性や、優先

度に記載がありません。その他の施策にも共通していることですが、人件費以外予

算を伴わないが市が関わる取組については評価すべきだと思います。施策評価表の

記載方法を検討していただきたいです。

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。

①については、スポーツ・レクリエーション事業参加人数が目標値を下回ってい

るため、２点としました。

その他の意見については、事務事業評価表を参照すると、例えばロードレースフ

ェスティバル参加者数は増加していますが、交流事業参加人数やスポーツ体験フェ

スタ参加者数は目標を下回っています。市民ニーズやあらゆる世代が参加できる生

涯スポーツ活動の重点化を図る必要があると思います。

（イ） 意見交換

荒木部会長

では、最後に、４「部会の意見」をまとめます。

この施策はスポーツ・レクリエーションがテーマとなっており、目に見える活動

が多いため、各委員の評価が比較的高かったようです。本部会としては、高齢者を

対象に健康、長寿を目指す取組を推進していただくように意見したいと思います。

評価結果をまとめるとどうなりますでしょうか。

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２８ スポーツ・レク

リエーション活動の推進」。２の「評価点数（合計）」は７７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「２１

点」で評価は「①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「２

０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「１９

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「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。

イ 評価結果のまとめ

荒木部会長

評価点数は７７点で、評価結果は「①適正な評価が行われている」となります。

また、点数評価以外の部会の意見として、「高齢者を対象に健康、長寿を目指す取
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組を推進していただきたい。」とします。

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（１０月２９日（水）午前９時３０分～）について、連絡

した。

４ 閉会


