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和光市総合振興計画審議会第３回会議（安全部会） 会議要旨

開 催 日：平成２６年６月２６日（木） 午後３時００分～５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：金子正義部会長、柴﨑幸夫委員、松田廣行委員、冨岡健治委員、

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：なし

傍 聴 者：１名

次 第：１ 開会

２ 議事

重点プランに該当する施策の外部評価

· 施策４８ 防災体制・消防支援体制の強化

· 施策５５ 地球温暖化対策の推進

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３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。

また、本日は報道にもあるとおり、昨日のゲリラ豪雨のため、市内にて床下、床上浸水等

の被害が発生しております。そのため、危機管理室と環境課の職員が対応に追われている状

態です。本日の評価については、書類のみの評価とさせていただきます。どうか、ご了承く

ださい。

２ 議事

重点プランに該当する施策の外部評価

① 施策４８ 防災体制・消防支援体制の強化

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

「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」２点で、合計８

点です。

①については、地域防災訓練の実施率について、自主防災組織は主に自治会を母

体として設立されていると考えるが、その自治会の組織率自体が５０％を下回って

いる状況にあることを考えると、市内全域における訓練実施率はごく一部である。

ＢよＣの評価が適切ではないかと思います。②については、初期防災を考えた場合、

地域の防災体制が非常に大切です。災害が起きたときに、すぐに対応できるのは地

区の人たちです。消防自動車や市の職員が駆けつけるのには時間がかかるため、緊

急の場合には地域防災の役割が非常に重要だと思います。しかし、地域防災の充実、
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強化について取組まれていないため、２点としました。③については、市が主体の

防災活動については、着々と準備されているが、市民が自主的に行わなければなら

ない地域の防災組織については、大変重要であるにもかかわらず、弱体化している

のではないでしょうか。市の指導と支援が必要であると考え、２点としました。④

については、同じく地域防災組織が弱いと思いました。

柴﨑委員

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、地域防災訓練の実施率について、金子部会長と同じく、自治会加

入率が低いため、今回の実績を考慮すると、少ないと思いました。消防団員充足率

については、地元の消防団員が一生懸命取り組んで、団員を次々に補充されていま

す。市が主体ではなく、消防団員が主体となって、高い水準が保たれていると思い

ます。②については、転倒防止器具の普及とあるが、どのような形で事業を行って

いるのか、よく分かりませんでした。

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

「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。

②については、昨日新倉坂下の方でマンションの１階が泥で埋まっていました。

和光市の地形で仕方がないと言われましたが、雨が降ったときの対策を事前にきち

んと立てていただきたいと思います。また、自宅近所の午王山からも泥が流れ、Ｔ

字路の突き当たりの家の前に２０ｃｍ程溜まり、みんなで一生懸命処理しました。

市内は、砂利や土がたくさんあり、丸山台のトンネルには３０ｃｍくらい水が溜ま

っていました。このような緊急時の体制づくり、市からボランティアにお願いする

などの対策が必要だと思いました。その他として、ゲリラ豪雨の対策として、排水

ポンプを見直し、いつも被害に遭っている箇所が今後被害に遭わないようにしてい

ただきたいです。

冨岡委員

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、地域防災訓練の実施率について目標を達成できていないので、Ｂ

評価が妥当であると思いました。また、消防団員充足率についても、我々消防団員

が仲間を増やしていくという形をとっているので、市の評価については、妥当であ

ると考えます。防災倉庫の新設（更新）については、もう少しペースを上げていた

だきたいと思います。②については、私は家具転倒防止器具設置に市が取り組んで

いるという状況を把握していました。また、防災無線のデジタル化については、消

防団の無線機も４市で一番早くデジタル化しました。アナログ無線では、すでにデ

ジタル化している埼玉県南西部消防本部と直接連絡ができません。しかし、現在、

団長と副団長はデジタル無線で埼玉県南西部消防本部と横の連絡をとることができ
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る状況です。デジタル無線化の成果があったと考えます。市としてはやるべきこと

を適切に実施されていると考え、３点としました。③については、消防団員として

は、消防団員の充足率は、現状では満足していません。条例の定数が１３０名のと

ころ１２２名おりますが、５年前は１２８、９名でした。最近団員が減ってしまっ

ているので我々消防団が努力して仲間を増やしていきたいです。やはり、夜間や休

日になると、消防署の当直が本署と白子消防署を合わせて２１名しかおりませんの

で、消防団の役割は大切です。④については、しっかり現状を把握して、そこから

今後の方向性を示していると考え、３点としました。

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０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

５点です。

②については、資料６外部評価に当たっての留意事項に、「各取組に対する成果

や進捗はきちんと示されていますか」、「内部評価は、課題を明確に特定し、適切に

認識していますか」とありますが、結局、何をしたのかが良く分からない記述にな

っています。詳細については事務事業評価表を見てください、ということを意図さ

れていると思うのですが、それは趣旨が違うのではないかというのが第１の意見で

す。例えば、防災講座を開催して、市民の意識を向上させるというのが内容である

のであれば、活動の成果・進捗状況の欄に指標③のデータを書くなどにより、取組

の成果としてここまでいっていると示すべきです。また、家具転倒防止器具を普及

させようとするならば、市民にアンケートをして何人がその器具を持っているのか

を書く、それができないのであれば、少なくても、器具の補助を受けた市民の累積

数が市民の何％であるかといった成果、カバー率を示していくことが、本来、この

評価表の意図であったのではないかと考えます。もちろん、転倒防止家具が普及す

ることによって、どれだけ被害が軽減できたかということだと、かなりシミュレー

ションを行わなければならないので手間がかかるため、厳密に求める必要はないと

思います。しかし、施策評価表が市民やこの審議会の場で公開されることによって、

この施策で目標としている数字・内容を示し、現在どの程度まで進んでいるのかを

和光市民の方と共有されていくことが本来の意図であるのではないかと考えていま

す。それを考えると、この内容では、留意事項の視点にあるような、きちんと示さ

れていますかという問いについては、示されていませんというのが私の意見です。

③については、どれだけハード整備したかという理由で結論が導かれています。し

かし、施策の目的は意識の向上や安心が挙げられ、施策を点検する指標を見ると、

市民の意識調査等ソフト面の取組も含めて施策を設計されています。総合評価はハ

ード整備の面だけの理由で判断されているため、適切ではないとして、０点としま

した。

藤川委員

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、Ｂ評価の「目標をやや下回る」というのが、妥当な評価であると
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考えて３点としました。②については、家具転倒防止器具の助成制度について、予

算の使い残しがあることから、この制度を知らない人がたくさんおられるのではな

いかと思います。更なるＰＲが必要であると思います。③については、防災無線の

デジタル化、防災無線不達地域解消のための新規設置について、平成２６年度以降

の国の補助金制度の対象となったため、予算を先送りしたため、Ｃ評価は妥当であ

ると考えます。また、当市のサービス水準の評価もＢで妥当であると思いました。

④については、今後の方向性に書かれているとおり、防災無線のデジタル化、防災

無線不達地域解消は大きな政策課題です。家具転倒防止器具設置推進事業、防火水

槽の老朽化対策についても、書かれているとおり積極的に進めるべきだと思います。

関口委員

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、地域防災訓練の実施率について、算出方法が、訓練実施団体÷全

自治会となっています。現在、和光市の自治会加入率が５０％前後ですので、防災

訓練参加者の実際の数を、このシートに記載すればより分かりやすいと思いました。

②については、感想も入りますが、減災への自助・共助・互助の意識づくりが重要

だと思いました。③については、厳しい市財政運営の中、国の社会資本整備総合交

付金で事業を進める行政の方針は理解できます。しかし、いつ発生するのか分から

ない災害に対して、安心・安全なまちづくりのために、何事も早急に対応していた

だきたいです。私は、この評価を平成２５年度予算として確保していたにもかかわ

らず、来年度国から交付金が出るから、先送りしてしまえ、という解釈をしました。

要するに、いつ起こるか分からない災害について、予算の事情があるにしても先送

りをしないでいただきたいのです。④については、家具転倒防止器具設置等の事業

について、長野先生のおっしゃったとおり、本来であれば検証も含めて施策を推進

していただきたいです。実際に内容を見ると、例えば６５歳以上の一人暮らしであ

る等の条件があり、しかも取り付けるところは家の数箇所だけというものです。こ

れを付けてどうなの、ということもあるのですが、やはり、備えあれば憂いなしで、

少ない予算でも出来る事は進めたほうがいいと思います。

その他の意見については、平成２５年度和光市地域防災訓練で行われた、地震の

際の安全確保行動「シェイクアウト訓練」、ソーシャル・ネットワーキング・サービ

ス（Ｔｗｉｔｔｅｒ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ等）を使用した防災訓練等、減災の有効手

段だと思うので、今後も続けていただきたいです。例えば、昨日の水没した箇所に

ついても、Ｆａｃｅｂｏｏｋ等で画像が流されて知る情報もあり、有効な手法だと

思いますので続けていただきたいです。

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

「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、地域防災訓練の実施率がパーセントという単位になっている点が、

理解できません。特に和光市民が約７万８千人いて、訓練に参加したのべ人数を示
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すことの方が、はっきりしていて分かりやすいのではないかと思いました。②につ

いて、防災無線のデジタル化について、社会資本整備総合交付金が使えるようにな

るから、来年にする、というのは本当にこれでいいのか、疑問です。不要不急でや

らなければいけないことについて、財政的な面だけで先延ばしにすることについて、

市民としては不安を感じました。それから、防災無線不達地域の解消について、ど

うなっているか言及がない点も、適切ではないと評価しました。

その他の意見については、昨日のゲリラ豪雨で気になったところがありました。

市には、危険の高い個所についてのハザードマップがあると思います。特に、和光

市駅脇の道路冠水は、何年か前にも同じことがあったと記憶しています。その冠水

に対して、市としてどのような対応をしてきたのかという質問をしたかったです。

このようないわゆる想定外の事象に対して、どのように体制を組んでいるのか、ま

たその予防について、もう少し見える形の計画があってもいいと思いました。それ

から、施策名称は「防災体制・消防支援体制の強化」です。強化という視点で見た

場合、この施策評価表では強化の程度が全然分かりません。維持管理は当然にすべ

きことで、強化とはいえないと思います。そのような視点から、今後、強化という

言葉を使う以上、強化の内容について、考えていただきたいと思います。

佐藤委員

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、地域防災訓練の実施率について事前質問を行い、訓練参加者数が

適切ではないかと提案しました。それに対して、担当課から前向きに対応するとい

う回答をいただき納得しました。Ｂ評価は、妥当な評価だと思います。②について

は、本日、⑥国民保護の措置の未達成事項・解決していない課題について、空欄で

あるため、質問したかったのですが、その他の取組内容については妥当であると思

います。③については、総合評価についてＣとするのはどうかと疑問に思いました。

事前質問でも指摘しましたが、国の補助金対象化によって来年度に先送りするので

あれば、この部分を当初計画から除外して評価すべきで、Ｃ評価ではなくＢ評価で

よいのではないかと思い、２点としました。④については、そもそも計画は計画的

に実施していくものであるのに、なぜ「計画的に」と強調するのかと事前質問をし

ました。それに対し、努力目標のようなものであるという回答がありました。それ

ならば、Ｂ評価は妥当性があると考え、３点としました。

その他の意見については、我々は３年前に東日本大震災を経験しています。震災

前に比べれば、意識改革をしていると思います。これは、阪神淡路大震災後よりも

大きいと思います。個人的には、防災対策を市レベルの問題と考える時代は終わっ

ているのではないかと思います。例えば、秩父で雪害があったときに、新潟県から

除雪の手伝いに来てくれたそうです。一定の被害が発生した場合には、近隣間の連

携ではなく、同時に発生しない各地域における連携が、重要であると思います。ま

た、昔からのやり方、例えば食料を備蓄することに私は個人的には賛成しません。

１日、２日食事をしなくても、人間死ぬことはないでしょう。東日本大震災の時も、

備蓄がなくてもコンビニ等でなんとかやってきたことを考えると、私たちが今後や
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っていく防災対策については、広域連携ということで、組み立てていく時代に入っ

ているのではないかと、個人的には思います。

金子部会長

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

それでは、報告します。資料４の１の「施策名」は「施策４８ 防災体制・消防

支援体制の強化」。２の「評価点数（合計）」は７９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「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「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」、「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「２２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） 意見交換

金子部会長

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。文章については、部会長へ一任をいただい

て、私と事務局とで調整していきたいと思います。

松田委員

昨日の大雨の中、防災無線を聞かれた方はいらっしゃいますか。大雨が降ってい

たにもかかわらず、放送はありませんでした。昨日は、最も強く雨が降っていた２

０分位には、５０ｍ先も見えないような状況でした。仮に防災無線での放送があっ

たとしても、役に立ちませんので、防災無線があれば安心という考え方は、もはや

できないと思います。別の情報伝達手段、特に新しい方法を検討する必要があると

思います。さらに、現在、昔のような耐震ではなく、免震の家が普及しています。

その点も考慮して、お金のかからない対策を立てる必要があると思います。それか

ら、消防団員に女性がいるのかどうか、お尋ねします。

冨岡委員

現在、６名います。

金子部会長

緊急時にすぐに対応できるのは、地域防災組織だと思います。災害が起きたとき

に、遠くから職員が来るのでは間に合いません。もちろん、市役所の中央の機能と

しての防災力向上については、一生懸命されていますが、自治会が中心となること

の多い、地域の防災に力を入れるべきだと思います。

もう１点として、防災訓練について、何年かに１度でもいいので、市民全体を対

象に実施してはどうかと思います。自分がどこに避難すべきかを知る機会になると

思います。この評価表では、どのような訓練をしているのか、中身が分かりません。

皆さんの意見にもあるとおり、災害はいつ起きるか分かりません。実際に、その時
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に、訓練が役立つと思います。自助といっても、隣近所で助け合う必要があると思

います。いかがでしょうか。

佐藤委員

自治会が組織されている地域は、防災対策について強いほうだと思います。むし

ろ、自治会が組織されていないところが、５０％程度あるとのことですが、そのよ

うな地域の防災対策が弱いと考えられます。これまでにも講習に参加しているよう

な防災対策の必要性を感じている人に、さらにレベルの高い講習をするより、自治

会に参加されていない人の対策について考えるべきです。私も事前質問したのです

が、自治会に加入されていない要援護者は、民生児童委員や社会福祉協議会がカバ

ーしているということでした。大きな次元で考えると、防災対策を目的とした、自

治会組織の強化を考えるべきではないかと思います。自治会についてのみ考えるの

は、狭いと思います。

金子部会長

地域防災組織は、自治会で組織されることが多いのですが、実際は自治会がない

地域にも、地域防災組織が必要です。さらに、自治会があっても、地域防災組織が

ないところもあります。市民全体に地域防災組織の必要性があるという趣旨で言及

しました。

佐藤委員

同じ意見です。ただ、自治会があるところは、防災についてもそれなりに機能し

ていると思います。自治会のない地域こそ、防災体制を考えていただきたいです。

方法として、地域防災組織の強化もありますし、民生委員や社会福祉協議会でカバ

ーできない要援護者についての対策を立てることも考えていただければいいのでは

ないかと思います。

金子委員

もう１点、防災訓練についてですが、市民全体に実施することにより、少なくと

も自分の避難場所を確認する機会になると思いますが、いかがでしょうか。

冨岡委員

市全体での防災訓練は、ここ何年かやっておりませんが、地域を分けて、小学校

の学校単位で行っています。各自で避難場所まで来ていただき、学校に移動し、訓

練をするという内容です。これまで白子小学校、第五小学校、新倉小学校で実施し

ており、今年度は６月１日に第３小学校で実施されました。

泉委員

小学校区単位で訓練をしていることのＰＲを考えてはいかがでしょうか。確かに

市民全体でという方法は、現実的に難しい部分もあると思います。現状のような学

校区単位で実施した方が効率もいいし、訓練をその地区、また周辺の地区の皆さん

に知らせて、市や自治会が支援すればいいと思います。避難は徒歩となるので、訓

練の範囲についても考慮すべきであると思います。

関口委員

小学校区というのは、分かりやすくて良いと思います。自治会の加入率が５０％

程度とのことで、自治会に入ってない人もいる中で、自分がどこに避難しなければ

ならないのか分からないときに、小学校区単位というのは非常に分かりやすいと思
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います。

松田委員

小学校区単位とし、毎年１校実施すると、１０年に１度になってしまいます。し

かし、回数を増やすとなると、自治会の役員等に負担がかかり、結論として、自治

会に加入したくない人が増えてしまいます。なるべく多くの方に自治会に入っても

らって、自治会で防災訓練に参加してもらうことだと思います。

金子部会長

訓練をするとなると、誰がやるかということが問題になります。例えば、小学校

区で訓練をするのであれば、その校区で組織を作って実施してはどうか、という点

を意見としてはいかがでしょうか。

佐藤委員

部会の意見として、方法について投げかけるのは、大変有意義だと思います。し

かし、この審議会は、市の評価に対して、妥当性があるかの評価をしています。市

がＢと評価したものを、審議会が「おおむね妥当性がある」としたならば、市の評

価を「妥当性がある」ものとするために（提言として）コメントする方が外部評価

としては意義があると思います。

関口委員

事務局に確認します。我々の審議会は、ＰＤＣＡサイクルのＣ、つまり評価の評

価という形で参加しておりますが、それをＡに反映するために、部会の意見として

その部分を含めて発言してもいいと理解しております。いかがでしょうか。

事務局

本来であれば、これまでに行ってきているように、評価の評価つまり内部評価の

妥当性をみていただいております。しかし、その他として、施策の取組など全般に

ついても部会として提言できるとしています。また、安全部会については、その他

の意見として個人意見についても提出することとしました。

金子部会長

これまでの評価結果は①と②いずれかになり、③や④となることは絶対にありま

せんでした。

佐藤委員

絶対にそうなるとは限らないのでないでしょうか。今後、例えば、市がＡと評価

したが妥当性がないから０点とする、あるいは、Ｄと評価したが、これだけちゃん

とやっているからその評価は自己判断がおかしい、妥当性がないから０点という可

能性もあり、一定の評価ができます。それが外部評価の役割だと思います。

藤川委員

この審議会には、各分野で経験がある人が集まっておりますので、評価の評価だ

けでは物足りないという意見が外部評価を始めた段階からありました。例えば、Ｂ

評価がそのとおりで３点、だけど、Ａとするために努力してほしい、そのためにこ

んなことをしてみたらどうですか、という意見をこれまでにも出しています。Ｂと

Ａの差について、例えば地域防災組織を強化してはどうですか、また小学校区単位

の訓練が１０年に１度では少ないため、５年に１度の実施になるように検討しては

どうですか、と提案してはいかがでしょうか。
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金子部会長

それでは部会の意見として、地域防災組織の重要性と、小学校区単位で実施して

いる訓練についてまとめたいと思います。

イ 評価結果のまとめ

金子部会長

評価点数は７９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。

また、点数評価以外の部会の意見として、「緊急時の対応としては、自治会を含めた

より身近な地域防災の重要性を認識するべきである。特に自治会加入率が５０％を下

回る当市においては、自治会に加入していない世帯も対象に地域防災力の向上を図る

必要がある。この点から、現在実施している小学校区単位の防災訓練などについて、

自治会に未加入の市民も参加できるような方法で実施することを検討し、ＰＲを強化

すべきである。」とします。

② 施策５５ 地球温暖化対策の推進

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」２点で、合計８

点です。

①については、地球温暖化に対する市民意識を、環境講座の参加者数で判断する

のはいかがかと思いました。さらに、出席者が非常に少ない状況です。②について

は、現在の取組に加えて、市民のエコ住宅、事業者のエコオフィス、自動車の省エ

ネ対策の推進など、もう少し幅広く実施していただきたいです。③については、②

と同様、自動車の対策についても考えたほうがいいと思いました。④については、

現在の施策を計画的に着実に実行していくとされていますが、地球温暖化について

は日進月歩で技術が進んでおりますので、もっと前進的に対策を立てて取組んでい

くことが必要であると思います。

その他の意見については、地球温暖化という大きな問題に対して市が行う取組に

ついては限界があるため、主体的には啓発活動が中心となるでしょう。ＣＯ２増加

による地球温暖化現象は、気候の変動、食料の生産等、人間に対して予想以上に地

球環境に影響を及ぼします。今後、再生エネルギー、省エネルギーに対し、できる

限り市民に情報提供することも大切だと思います。

柴崎委員

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」２点で、合計８

点です。

①、②については、太陽光発電買取契約件数は、民間のメーカーがかなり力を入

れているので、これだけの数字が出ているのではないかと思いました。また、環境

講座や、小学校の環境学習については、具体的な記述が少ないと思いました。③、
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④については、今まで何をやってきてこれから何をするのか、具体的な方向性が分

からないので２点としました。

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

「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」２点で、合計８

点です。

その他の意見については、川越市、寄居市、桶川市では２千枚から２千５百枚の

太陽光パネルを池や原っぱに設置し、かつ、子どもたちに教育の場として開放して

います。和光市も電気自動車だけでなく、実際に太陽光パネルを設置して、子ども

に見学させるといいのではないかと思います。例えば、現在整備を進めているアー

バンアクアの壁や、南側のバス停の屋根に太陽光パネルを設置して、発電するとと

もに、市としてＰＲにもなるのではないでしょうか。

冨岡委員

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」２点で、合計９

点です。

①については、環境講座などの参加者数が目標を達成していない状況では、Ｂ評

価が妥当であると考え、３点としました。②については、和光市レベルでできるこ

とには限界があり、国や県の問題が大きいのではないかと思いました。③について

は、地球温暖化について市でできる対応は啓発くらいではないかと思いました。④

については、取組には限界があるという記述がそのとおりだと思いました。しかし、

市として可能な取組については積極的に実施していっていただきたいです。

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

「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」２点で、合計８

点です。

①については、おおむね妥当性のある評価であると思います。目標を十分満たし

ているのでＢ評価ではなくＡ評価でも良いと思いました。②については、ヒアリン

グで確認したかったのですが、取組内容②について、「環境学習・環境教育の充実を

図った」とありますが、「図った」内容について記載されていません。また、取組内

容④や⑤についても、「啓発を行った」とありますが、活動の成果・進捗状況の記載

になっていません。また、事務事業評価を参照しても、活動の成果について、具体

的な記載はありませんでした。例えば、昨年度と今年度の環境啓発を行った小学生

の保護者へのアンケートを比較して、その結果の差が成果です、と説明があるので

あれば、まだ納得ができますが、この施策評価表にはその記載がありません。資料

６「外部評価に当たっての留意事項」に「各取組に対する成果や進捗はきちんと示

されていますか」、「内部評価は、課題を明確に特定し、適切に認識していますか」

とありますが、成果や進捗が示されておらず、また、特に取組内容②については、

成果と未達成事項の記載内容に論理的一貫性が見られないと考え、１点としました。

③については、論理的矛盾がないので３点としました。④については、政策判断が

記載されている項目なので、ここに意見するのは難しいと思いますが、行政評価委
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員会の２次評価は、市の取組には限界があり、現状を維持していく、という判断を

されていて、一貫性があると思います。また、所管課の１次評価についても、国の

政策動向による不確実性を記載しており、大きな矛盾のない適切な評価であると思

いました。

藤川委員

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」２点で、合計１

１点です。

①については、特に指標③温室効果ガス排出量については推計値で参考になりに

くいのですが、担当課がＢ評価として、まだまだできると判断された評価は妥当で

あると判断しました。②については、地球温暖化というグローバルなテーマで、政

府の方針も固まっていない中、市としてよく取り組んでいると思います。③につい

ては、記載内容に妥当性があると判断して、３点としました。④については、やや

具体性を欠くと思いました。例えば、環境講座については、参加者数が少ないため、

継続して実施することの妥当性を検証するべきでしょう。市民への有効な啓発の方

法、内容等について、更なる検討が必要だと思いました。

関口委員

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３点、④「今後の施策の方向性の妥当性」３点で、合計１

１点です。

地球温暖化という内容について、地球規模でグローバルな問題でありますが、市

として取組めることについて可能な限り取組みましょうということだと思います。

②ついては、「和光市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」について、この計画

の進行管理と効果の検証がなされていないと思い、２点としました。

泉委員

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」２点で、合計９

点です。

①については、妥当な評価であると思いました。②については、小学校４年生を

対象に省エネチェックブックを配布して啓発を図っているとのことですが、もっと

幅広い層に向けた取組があってもよいのではないかと思いました。松田委員がおっ

しゃったとおり、公共施設を中心として、太陽光パネルの設置や屋根の緑化が広が

っています。それらを利用した見学会等の取組が不足していると考え、２点としま

した。③、④については、市の取組が地球温暖化にどれだけ貢献できるものなのか

と思いました。しかし、施策として掲げた以上、多少なりとも成果を出していかな

ければいけません。エコオフィスという取組で、昼休みに市役所の電気を消すなど

様々に取組はしていると思います。それを、外から見える形でアピールをされてい

くことが必要ではないでしょうか。また、今後の方向性について、市の取組は限界

があるからここまで、といういのは消極的だと思います。積極的に取組を考えてい

ただきたいです。

佐藤委員
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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」３点で、合計１

２点です。

目標設定そのものが曖昧な課題に対して、和光市としてどういう取組をするかを

社会性という観点からみると、よくやっている方ではないかと思いました。また、

担当課が内部評価としてＡ評価とするのは、非常に難しいものだと思います。この

点、Ｂ評価としているのは妥当性があると思います。なぜかというと、地球温暖化

は和光市のみでは解決できない、社会問題であるからです。ＣＯ２が地球温暖化の

原因だという説に反対する意見もあります。３年前の東日本大震災から原子力発電

に異議が唱えられ、火力発電に切り替えていますが、火力発電はたくさんのＣＯ２

を排出します。原子力発電をしているフランス人から見ると、日本人はなんて地球

に優しくないのだと言われてしまいます。このような課題に対して、市としての取

組はＢ評価にせざるを得ないと思います。

また、ＰＤＣＡサイクルのＡに向かっての意見として、２点の事前質問をしまし

た。１点目は、小学校４年生に対する省エネチェックブックの提出率目標が９０％

になっていることについてです。教育の一環であるのであれば、１００％とすべき

だと思いました。一般的なアンケートとは異なり、啓発教育で１００％を目指さな

いのはおかしいと思いました。２点目は、事務事業評価計画コード５００２の所属

長の総合評価についてです。担当者が「改善して継続」としているにもかかわらず、

その上司が「このまま継続」としています。担当者の改善提案を受け入れてもいい

のではないかと思いました。

金子部会長

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

それでは、報告します。資料４の１の「施策名」は「施策８４ 地球温暖化対策

の推進」。２の「評価点数（合計）」は８４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「２３

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「１

９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「２２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「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」となりました。

（イ） 意見交換

金子部会長

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。何か、ご意見はありますか。

松田委員

和光市地球温暖化対策実行計画については、昨年、区域施策編について策定し、

今年秋から来年の３月までに事業編を策定します。また、市民まつりでは、太陽光
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のデモンストレーションを行っています。和光市内の事業所の一つであるホンダで

も、住宅の太陽光発電については中止するそうです。住宅の太陽光発電については、

市よりも住宅建設の業者が力を入れており、例えば、新倉や白子の分譲住宅でまと

めて設置する等、４市で一番高い水準になっています。県は太陽光発電に対する補

助を終了しましたが、和光市は続けています。また、小学生の省エネチェックブッ

クについては、県からの指導で任意の課題にしています。保護者によっては、電気

の使用は個人情報だから提出する必要がない、と考えられる方もいるのが現状です。

佐藤委員

ホンダは太陽光発電事業から撤退したのでしょうか。

松田委員

家庭用の住宅の太陽光発電事業から撤退しました。専門の代理店を作らず、自動

車の販売店で取り扱っていたのですが、中国産の価格の安い商品に影響を受けたよ

うです。自動車関連については、継続しています。カーポートの屋根の太陽光発電

についても検討しているようです。

金子委員

以前、施策の方向性について、所管課が記載した５と、行政評価委員会が記載し

た６のどちらを主として考えればいいのかを尋ねたところ、６という回答でした。

６には「現状において推進している各種の計画・取組を着実に実行していく必要が

ある」と記載されており、現状の継続が主となっていて、今後の取組について自ら

範囲を狭めてしまっているように思います。この方向性にしてしますと、新たな取

組が遮断されてしまいます。しかし、環境問題は日進月歩で様々な意見が出てきま

す。方向性について、現状の枠にとらわれずに検討していただきたいと指摘するの

はいかがでしょうか。また、この施策だけではなく、全体的に指摘すべきことです

が、施策評価表に目標の記載がないことが問題だと思います。

佐藤委員

目標値の記載については、例えば指標にありますが、ないというのはどのような

意味でしょうか。

金子委員

各自の捉え方になるのですが、何をやったのかについての記載はありますが、そ

れによってなにを目指すのかが記載されていないという意味です。

泉委員

取組内容①の「和光市地球温暖化対策実行計画」について、計画を立てたけれど

も、何のためかという目標がないという意味ではないでしょうか。

佐藤委員

定性的評価である、取組内容に活動の成果と未達成事項はあるけれども、目標が

ないという意味ですか。

金子委員

そうです。

佐藤委員

施策評価表全体に関してではなく、取組内容についてですね。分かりました。た

だ、定性的評価の目標は難しいですね。



14

金子委員

本来であれば、総合計画には目標値を掲げ、毎年達成度を確認していくものです。

定性的評価には、少なくても、○○をします、という目標が必要だと思います。

さて、省エネ・再生エネルギーについて、もう少し幅広く、可能な範囲で啓発を

してもいいのではないかという意見についてはいかがですか。

藤川委員

ＰＲや啓発活動が中心になると思います。テレビでは情報量も多く、様々な取組

が紹介されるので、市独自で魅力的な啓発活動となると難しいのですが、現行の枠

をはずして考えていただきたいです。

長野委員

和光市は他市と比較して、市の政策だけでできないことが多いと思います。理由

は、自衛隊官舎等の社宅が多いため、個人の判断ではなく、会社の判断で住まいの

エネルギー機器の使用を決めるケースがあるからです。市民個人に働きかけるより

も、まとめて大家さんを説得するほうが、取組件数は増えると思います。また、話

は変わりますが、和光市は鉄道の拠点となっています。また、理化学研究所やホン

ダもあるので、その部分でのエネルギー消費が大きな市だと思います。例えば、文

京区は土地の１／３を東大が占めており、東大病院のエネルギー消費量が、区全体

のエネルギー消費量に影響しています。この問題を考えるときに、広い土地を所有

する地主について、つまり自衛隊やホンダがどのように働きかけるかで、エネルギ

ー消費量は大きく左右されるのではないでしょうか。この点を踏まえることが今後

のヒントになるかもしれません。また、これから建設されるマンションについて、

ガイドラインを作り、建築指導していくという方法もあります。また、和光市では

公共施設の更新が計画されています。ごみの焼却場や市民プールを計画するときに、

エネルギーについても考えていくことができると思います。

松田委員

自衛隊の官舎や税大、司法研修所の屋根や空地に太陽光パネルを設置すると、太

陽光発電でかなりの発電量が見込めます。ただし、太陽光パネルは、処分に費用が

かかります。また、私事ですが、５月、６月太陽光パネルにより電気代が無料とな

りました。

冨岡委員

和光市は１１ｋｍ２の内、４ｋｍ２が国有地だそうですね。

イ 評価結果のまとめ

金子部会長

評価点数は８４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、「地球温暖化対策として求められる手法

は日々変化している。市が行うべき手法について現状の枠にとらわれずに、幅広く検

討していく必要がある。その上で、市民に対して様々な地球温暖化防止に関する啓発

活動や支援を行うべきである。」とします。

３ その他

重点プラン対象外の施策におけるヒアリング実施施策の選定



15

意見交換の結果、ヒアリング実施施策については、施策６１「市の特色を生かした地域ブ

ランドの推進」、施策６２「中小企業の育成支援」とした。

今後の会議日について

事務局から、第４回会議の日程（７月１７日（木）午後２時～）、第５回会議の日程（８

月２１日（木）午前）、第６回会議の日程（１０月３０日（木）午後）について連絡した。

４ 閉会


