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和光市総合振興計画審議会第３回会議（安心部会） 会議要旨

開 催 日：平成２６年７月２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、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：森田圭子委員、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：なし

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３２ 多様な保育サービスの推進

· 施策５０ コミュニティづくりの推進

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。

それでは、荒木部会長お願いします。

２ 議事

重点プランに該当する施策の外部評価

① 施策３２ 多様な保育サービスの推進

ア 施策評価表に基づく施策概要の説明

所管課（こども福祉課）が、資料１に基づき説明。

イ ヒアリング

板垣委員

保育園待機児童数について、施策評価表は国基準とし、事務事業評価表は市基準を

採用してしている理由を教えてください。また、２つの基準の指標が示されている場

合に、どちらの指標を目安とするのが妥当でしょうか。

所管課

現在、各自治体は国基準で待機児童数をカウントしています。よって、施策評価表

では、国基準の待機児童数を記載しております。今後は、来年度から子ども・子育て

支援新制度が始まりますので、その内容によって、待機児童数のカウント方法が変わ

ると思われます。今後は、未就学児童の保護者や妊娠されている方にニーズ調査を行

い、将来どれくらい保育の必要が増えるかというのを推計し、それに基づいて基盤整

備を進めていきます。

鳫委員
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保育クラブの夏休みの対応について、具体的に教えてください。

所管課

夏休みについては、定員を１２０％に増やして受け入れをしています。必ずしも全

員の子どもが利用することはないため、指導員については、余裕のある保育クラブか

ら、足りない保育クラブに手伝いに行くという調整をしています。

荒木部会長

社会福祉協議会において保育クラブを運営しておりますが、定員の１２０％を受け

入れるのは厳しいという現状があります。このため、保育クラブ全体で支援体制をと

っており、どうしても足りないときには事務局の人員のパートを配置するという対応

を行っております。

鳫委員

待機児童数は年度当初の数字なのでしょうか。夏休みの需要が多いものの、そこを

目指した数値にはなっていません。夏休みの待機児童は、生じていないという理解で

よろしいでしょうか。

所管課

基本的には、合計１０か所ある保育クラブのどこかには空きがあります。その保育

クラブに通ってもらうことで、全体として待機児童は生じておりません。

鳫委員

保育クラブに空きがあるとしても、遠いところでは通うことができないので意味が

ないと思います。その点については、問題はないのでしょうか。

所管課

例えば、第四小学校内の諏訪保育クラブが満員の場合、比較的近い距離にある空き

のある南地域センター保育クラブを紹介しますが、様々な事情により、結果的に保育

クラブに入らない子どもはいます。これから、女性の社会進出が進むと思われますの

で、当然、保育クラブの必要性は増えます。定員を増やす対策について、新しい計画

で検討していきたいと考えています。

荒木部会長

現在、学校よりも保育クラブの数の方が多い状況です。昨年、希望者の多い保育ク

ラブについて、増築の整備を行い、待機児童の解消に向かって取り組んでいるところ

です。

鳫委員

所管課から、満足度について、子ども・子育て支援新制度のニーズ調査における満

足度が３３．９％という説明がありましたが、施策評価表では、子育て環境が十分で

あると感じる市民の割合についての指標があります。指標については、「子育て環境

が十分であると感じていますか」と質問されたのだと推測できますが、ニーズ調査で

はどのような聞き方をされたのでしょうか。

所管課

ニーズ調査は、国からある程度項目が定められております。「和光市は総合的に子育

てをしやすいと思いますか。当てはまるところに○をつけてください。」という設問

になっており、その結果が３３．９％となりました。なお、施策評価表の記載されて

いる総合振興計画の指標は、市民意識調査に基づいております。
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鳫委員

それぞれの質問に対して、選択肢はいくつ設定されているのでしょうか。

所管課

子育てしやすい（３３．９％）・普通（３８．６％）・子育てしにくい（１１．３％）・

分からない（１４．７％）という４つの選択肢です。なお、無回答が１．５％です。

鳫委員

ニーズ調査については、理解しました。それでは、指標とされている市民意識調査

については、どのような選択肢を設定して、２４．４％という数字を出したのでしょ

うか。

事務局

現在資料がございませんので、回答できません。

鳫委員

この施策は、毎年レビューする重要な施策とされています。指標がどのように算出

されたのか、平成２４年度の数字に対して、現在どのような水準になっているのかを

検証するために、それぞれの調査の内容、数値の算出方法を確認する必要があります。

調べて分かるようであれば、回答をお願いします。

松永委員

障害児保育をされている保育園の数を教えてください。

所管課

基本は全園で可能ですが、現在障害児が入園しているのは民設保育園で１か所、公

設保育園で２か所の合計３か所で行っております。

松永委員

白子保育園で地域交流を年に９回実施しているということですが、どういう内容で

しょうか。

所管課

畑のジャガイモの収穫、幼稚園との交流及び高齢者福祉施設との交流を行っており

ます。

松永委員

家庭で虐待されている疑いがある場合は、どのように対応されていますか。

所管課

保育園は、要保護児童対策地域協議会のメンバーになっており、虐待されている疑

いがある場合には、速やかに市に通報するという仕組みを整えております。

板垣委員

保育園待機児童数について、近隣他市と比較するために、埼玉県のホームページを

確認したところ、近隣他市の中では一番多い数でした。その理由について、どのよう

にお考えですか。また、県のホームページでは、和光市の待機児童数が５３名となっ

ておりましたが、施策評価表は３９名となっています。施策評価表は平成２５年度期

首の数字であると推測しましたが、本来であれば期末の数字を記載すべきだと思いま

す。評価のタイミングの関係で、期末の数字を反映できないということでしょうか。

所管課

施策評価表は、平成２５年４月１日の数字を記載しております。埼玉県のホームペ
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ージの数字は平成２６年４月１日の数字であるため、この数字は来年度の評価の際、

施策評価表の平成２６年度の欄に記載する予定です。

板垣委員

最新の数字が施策評価表に記載されないのは、タイミング的に間に合わないからで

しょうか。平成２５年度の評価をするのであれば、本来であれば期末の数字がふさわ

しいと思います。

所管課

保育園の待機児童数は、４月に児童の入れ替わりがあるため、年度ごとに変動しま

す。平成２６年３月３１日の待機児童数は把握しておりませんので、平成２５年４月

１日の数を記載しております。

板垣委員

近隣他市の中で、和光市の待機児童数が一番高い理由については、いかがでしょう

か。

所管課

朝霞市は保育園の整備を行いましたが、和光市は行っておりません。その代わりに、

保育園の定員の変更や家庭保育室の設置を行いましたが、その結果として差が出てし

まったと捉えております。

宍戸委員

取組内容⑤新たな保育ニーズへの対応について、記載がありません。平成２７年度

からの事業であるためと推測できますが、現在決まっている内容があれば教えてくだ

さい。

所管課

この秋に策定を予定している計画の中で、こども総合施設建設について検討する予

定です。

野宗委員

高学年の児童の保育クラブの現状はどのようになっていますか。また、低学年と比

較して、高学年になると活動範囲が広がり、子ども同士の人間関係が形成され、子ど

も自身が保育クラブに入らない選択をすることが多いと聞いております。保護者に対

するニーズ調査はされていると思いますが、今後、子どもに対して調査をする予定は

ありますか。

所管課

現在、保育クラブの受け入れは４年生までで、５年生以上については障害のある子

どもを対象にしております。保護者に対するニーズ調査では、５年生以上であっても

安全、安心のために保育クラブに入れたいという意見が多数ありました。ただ、実際

の現場からは、子ども自身は保育クラブに入りたくないという声も耳にしております。

今後、子ども・子育て会議の中で、子どもに対する意見の募集について予定しており

ます。現在、児童数の増加によって学校の空き教室の利用もなかなか難しいという状

況ではありますが、民間の力も活用し、保育園の中に保育クラブを併設するなど、様々

な保育クラブの形を検討していきます。ニーズ調査では、習い事、サッカー、勉強な

どの希望が出てきました。色々なパターンを考えながら、これからの子ども・子育て

の計画を検討していきます。
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荒木部会長

新制度は平成２７年４月からですか。

所管課

新制度は平成２７年４月からスタートし、対象が小学校６年生までに変更になりま

す。

鳫委員

今後の施策の方向性に、教育委員会所管の「放課後子ども教室」事業との連携を検

討する必要があるとありますが、具体的な内容を教えてください。

所管課

現在、保育クラブにおける預かり時間内に放課後子ども教室に行って、また保育ク

ラブに戻ってくるというような連携を行っております。

鳫委員

高学年の児童にとって、低学年の児童と一緒の保育クラブでは、需要は低いのかも

しれません。しかし、例えば宿題を見てもらえるような場所、つまり放課後子ども教

室のような居場所は大切だと思います。保育クラブと放課後子ども教室は、教育分野

と連携した福祉分野として重要性があると思います。子どもが行きたがらないからと

いって、なくてもいい、ということにはならないと思います。

花輪会長

全体的に様々な保育ニーズに対して、よく取り組んでいると思います。残された課

題として、保育園の待機児童数を平成２７年度に「０」にすることが挙げられていま

すが、民間の保育園を誘致することを今後の方向性として考えていらっしゃいますか。

所管課

具体的な計画はこれからですが、和光市内で幼稚園に通園している子は１，５００

名です。内訳は約半分が市内、約半分が市外ですが、ニーズ調査では市内に施設があ

れば市内に通いたいという意見もありました。認定こども園や保育園等の地域型保育

事業を組み合わせながら待機児童の解消に取り組んでまいります。特に保育園の待機

児童の対策は、０歳から２歳が急務です。様々な施設の特徴を活かして、組み合わせ

て、待機児童の解消を図り、幼稚園のニーズにも対応していくことを目指しています。

花輪会長

ニーズが多様なため、難しい部分が多いと思いますが、その中でも一番ネックにな

っているのはどのような点ですか。例えば、用地がない、あるいは民間から見て採算

が合わないという点等があると思いますが、いかがでしょうか。

所管課

確かに和光市は狭いので、土地がないことは事実です。ただ、今回新しい制度に変

わることによって、保育園の設置を希望する事業者は多数います。

花輪会長

公設民営という形態の方が事業者が入ってきやすいのではないでしょうか。

所管課

今までの施設整備に関しては、国からの補助金が社会福祉法人に限られていました。

しかし、新しい制度では、民間事業者の動きが活発になってきており、必ずしも公設

民営という形態が求められているわけではないようです。
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荒木部会長

平成２６年度事業として保育園新設事業がありますが、具体的な進捗状況はどうで

しょうか。

所管課

南地区でサービス付き高齢者住宅と併せて保育園建設を予定していますが、まだ事

業者が決定しておらず、その他についても未定です。

板垣委員

昨年の会議で、保育園待機児童数の目標値について、誤りであると指摘されながら

修正されていないのではないでしょうか。

所管課

該当部分を確認します。

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

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。

その他の意見としては、施策の指標の扱いについて、慎重な設定などをお願いし

たいです。その他の施策についても同様ですが、指標の目標値、実績値については

内部及び外部評価に重要な影響を及ぼすためです。

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１点で、合計

８点です。

①については、良いサービスを提供していても、市民に上手く情報が伝わってい

ないのかと感じました。③については、他市と比較して、サービスが充実している

とはいえ、施設整備が追いついていない状況であるため、２点としました。④につ

いては、放課後子ども教室と保育クラブの連携は、場所や安全面が課題になると思

いました。また、放課後子ども教室については、内容が同じであったりすることが

見られ、改善が必要だと思います。

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０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

７点です。

②については、取組内容として設定されているにもかかわらず、適切に内部評価

がされていないため、評価ができないと判断しました。

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
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１１点です。

①については、残された課題である待機児童の解消と一時保育への対応について、

的確に認識されていると思いました。③については、残された課題は別として、多

様な保育ニーズにきめ細かく対応していると思いました。④については、問題の所

在も的確に把握している様子が感じられました。

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。

その他の意見として、評価表に使用する数値や指標について、きちんと説明をさ

れなかったという点は問題ではないでしょうか。全体として評価するためになじま

ない指標が多いように思います。

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２点で、合計

７点です。

①については、担当課においても指標の数字の意味を理解して、施策に取り組ん

でいただきたいと思いました。②については、夏休みの需要が高まる保育クラブは、

受け入れ人員枠の確保とともに、スタッフや安全の確保が必要であると思いました。

④については、５年生以上について、放課後子ども教室との連携を強化すべきであ

ると思いました。

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。

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、「これまでの待機児童の推移を見ると、２７年に０人は厳しいと思

うが、努力していってほしい」。②については、「民間保育園の誘致の働きかけをし

ている」。③については、「待機児童の解消に向けた施策が進められている」。④につ

いては、「質の高い保育サービスを期待できる」。その他意見については、「子育て支

援マンションの活用の検討をしていってほしい」。という内容です。

（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。

全ての施策に共通している意見ですが、指標について、所管課としてきちんと理

解し、説明できるようにしていただきたいです。また、保育クラブについても夏休
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みや子どもの意見を聞くなど対応していただけるよう意見したいです。さらに、取

組内容の評価の記載がない点についても改善するように意見します。

宍戸委員

取組内容の妥当性について０点としたのは、外部評価に当たっての留意事項に、

評価のポイントとして「成果や課題が全く評価・認識されていない場合」は「０点」

とあり、課題が全く書かれていないため、認識されていないと判断しました。

荒木部会長

今回の施策に限らず、特に指標などについて担当の方が理解されて無い部分があ

るため、全体的な意見として指摘したいと思います。

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

それでは、報告します。資料４の１の「施策名」は「施策３２ 多様な保育サー

ビスの推進」。２の「評価点数（合計）」は７４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「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「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「２０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「①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７４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、「保育クラブの運営については、平成２

７年度からの新制度への対応等を現在検討されている。その際、高学年を中心とした

子どもからの意見を踏まえるとともに、特に利用が多い夏休みにおける対応を検討す

る必要がある。また、取組⑤「新たな保育ニーズへの対応」については、内部評価と

しての記載がない。外部評価の目的は内部評価の客観性及び妥当性を検証することで

あり、取組に対する成果や課題等について内部評価されていることが前提となること

を再度確認していただく必要がある。なお、共通事項として、担当所管課における施

策指標等についての認識（目的、理由など）が低い。なぜその指標を選定したのか、

その指標の結果を所管課としてどのように捉えているのか説明できることが必要で

ある。」とします。

② 施策５０ コミュニティづくりの推進

ア 施策評価表に基づく施策概要の説明

所管課（市民活動推進課）が、資料１に基づき説明。

イ ヒアリング

鳫委員

自治会活動支援員の評価が高いようですが、何名でどのような活動をされているの

でしょうか。
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所管課

自治会活動支援員は２名です。自治会連合会の事務を中心に、まだ自治会活動が不

十分な地域の団体の設立を支援する活動を行っております。

花輪会長

身分は公務員ですか。また、報酬はいくらですか。

所管課

自治会活動支援員は、時給９７０円で雇っており、公務員ではありません。

鳫委員

労働時間はパートタイムですか、フルタイムですか。

所管課

９時から１７時の勤務で、週に４日勤務しています。

鳫委員

自治会連合会が市からの補助金で雇用しているため、市の取組として評価されてい

るのでしょうか。

所管課

協働で自治会の活性化を推進していると考えています。

鳫委員

子どもに対して事業を行うのは、自治会としてというより育成会として行っている

と理解してよろしいでしょうか。

所管課

そのとおりです。育成会は、和光市では「地域青少年を育てる会」という名称で、

スポーツ青少年課が事務局となっています。市民活動推進課が事務局となっている自

治会連合会・自治会とは別組織ですが、育てる会は、自治会の一部として運営してい

る団体もあれば、自治会とは関係なく運営している団体もあります。

鳫委員

地域の子どもの活動をするために自治会に加入しようとする方もいらっしゃると

思います。今後、スポーツ青少年課と連携して、子どもの活動を促進していけば、そ

の結果、自治会加入率の向上にもつながると思います。

所管課

子どもは地域のお祭りなどの活動に参加することが多いようですので、地域の方の

自治会への加入につながるように、スポーツ青少年課と協力していきたいと思います。

板垣委員

自治会が自主的に行う事業が増加しているようなので、取組内容にどのような事業

が増えたのかを記載すると、より分かりやすい施策評価表になると思います。

「和こたん」ｗｅｂ作成業務について、事業終了となっていますが、「和こたん」事

業そのものについては継続して支援していくという理解でよろしいでしょうか。

所管課

そのとおりです。コミュニティ活動支援事業の中で、「和こたん」に対する支援は継

続していきます。

野宗委員

役員になるのが負担であることや、高齢化により、自治会の加入率が上がらない現
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状です。自治会の事業数が増加しているのは良い傾向ですが、一方で、事業数の増加

が自治会に加入している人の負担になっているということはないのでしょうか。

所管課

和光市は加入率の分母となる世帯数が増加傾向にありますので、自治会に加入して

いる世帯が横ばいでは、自治会加入率は下がってしまいます。また、事業の増加は役

員の負担となるのは事実です。一部の方に負担が偏らないように、事業の内容ごとに

責任の分担をして、楽しく活動していただきたければ、加入者の増加につなげられる

と考えています。

野宗委員

指標は、年間平均事業数になっています。自治会によって、活動が活発なところと、

そうではないところのバラつきがあるのではないかと思います。

自治会の活動について、活発な団体の事例や新しい事例があれば教えてください。

所管課

自治会の自主的なイベントとしては、お祭りや防犯パトロールがあります。また、

自治会連合会主催の清掃活動や地域防災訓練に参加する自治会も増えています。市で

主催する体育祭などの行事への参加を、活動計画に入れている自治会もあります。さ

らに、近隣の自治会と共同で事業を開催する自治会もあります。すべての自治会の活

動が増えているわけではありませんが、全体として、事業は増加傾向にあります。

花輪会長

コミュニティカフェの運営は市民が行っているのでしょうか。

所管課

市からの委託事業として行っております。受託者は一般社団法人地域デザインプラ

ットホームという団体です。

花輪会長

委託費はどのくらいでしょうか。

所管課

昨年度の委託費は８，６８８千円、今年度は１３，０８８千円です。

荒木部会長

来年度以降はどのような予定でしょうか。

所管課

市からの補助は今年度までの予定です。

荒木部会長

事業継続の見通しはいかがですか。

所管課

もう一歩というところです。目標としている数字には達しておりませんので、より

多くの市民に使っていただければと思います。イベントの周知を強化して、目標達成

につなげたいと考えています。

花輪会長

首都圏では自治会の解散や廃止が多い中、加入率が５０％近いのは維持されている

方だと思います。市から自治会に対して、補助金は出ているのでしょうか。出ている

のであれば、どのような基準でどのくらいでているのですか。
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所管課

補助金は出しております。４月１日現在の構成世帯数で、１世帯に４００円です。

規模割りとして、世帯の規模に応じて、５０世帯以下が基準額２千円、５１世帯から

９９世帯が５千円、１００世帯から２００世帯が３万円、２０１世帯から５００世帯

が４万円、５０１世帯以上が５万円です。平成２５年度は合計で８７０万円程度支出

しています。

花輪会長

会員から会費は各自治会同額ですか。

所管課

各自治会で決めていますので、金額はそれぞれです。

松永委員

コミュニティカフェに関して、参加者の増加を目指してニーズ調査をする予定はあ

りますか。

所管課

全体的なニーズ調査という形ではありませんが、来店された際などに意見を聴いて

プログラムを実施しています。

松永委員

ワンデーシェフとはどのような内容ですか。

所管課

レストランのシェフをしていた方や料理の得意な主婦が、一日厨房を使って、自慢

の料理を出していただいています。自己実現の場、食を通じた交流を目的としていま

す。資格などはありませんが、メニューについては店と調整して実施しています。月

に２、３回の割合で実施しています。

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

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、「自治会への加入促進が適切に図られている」。②については、「市

民まつりが最も大きなコミュニティづくりの行事として盛況であり、地域において

も様々なイベントが行われている」。③については、「自治会連合会及びコミュニテ

ィ協議会において、目的に向かった方向で進んでいる」。④については、「今後とも

コミュニティ活動が妥当な方向に進んでいくものと思います」。という内容です。

板垣委員

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２点で、合計

１０点です。

②については、自治会活動支援員の働きかけにより新規自治会が着実に増加して
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いる点、また、様々なコミュニティ活動が展開されている点は評価できると思いま

す。③については、他市との比較で実績として、和光市が優位である論拠が示され

ていないと思います。

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。

全体的に、自治会によって活動に温度差があると思いました。コミュニティカフ

ェの運営については、今後の事業のあり方について、積極的に検討していく必要が

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、大規模災害発生時には自助、共助が必要となりますが、

自治会はその核となります。日ごろからの強化が必要であると思います。

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２点で、合計

８点です。

①については、自治会の組織化という難しい課題について、積極的に取り組んで

いると思います。②については、様々なイベントを工夫して、多様な試みをしてい

ます。④については、コミュニティカフェ事業は県の補助がなくなったときのため

に、市としての主体性を明確にする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、取組内容の評価にコミュニティカフェ事業の継続についての課題

や、自治会の自主事業や新規事業の内容、評価についてきちんと記載されていない

ため、１点としました。

鳫委員

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。

その他の意見については、自治会加入率向上のために、子どものためのイベント、

世代間交流や防災イベントについて、担当部局と連携して力を入れていただきたい

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２点で、合計
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１０点です。

その他の意見については、コミュニティカフェ事業の方向性を明確にしていただ

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。

まず、コミュニティカフェについて、方向性を明確にしていただきたいです。こ

の事業は、若い人たちが運営しています。経営についての指導や、家賃の補助とい

う支援が必要だと思います。また、自治会の加入率向上のために、他の機関との連

携を密にしていただきたいです。また、全体的に、取組内容についてきちんと記載

するように指摘したいと思います。

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

それでは、報告します。資料４の１の「施策名」は「施策５０ コミュニティづ

くりの推進」。２の「評価点数（合計）」は７６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「１

７」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「２０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「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。

オ 評価結果のまとめ

荒木部会長

評価点数は７６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、「コミュニティカフェ運営事業について

は、県費補助が終了した段階での市としての方向性を示していく必要がある。また、

自治会加入率の向上のためには、育てる会活動、世代間交流事業、防災活動など他の

所管課事業と連携し、相乗効果により達成させることが一つの手法として考えられる。

なお、共通事項として、施策評価表に活動の成果が表れていないことが多い。取組に

よりどのような成果をあげているのか、明確に示すべきである。」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

意見交換の結果、ヒアリング実施施策については、施策１７「放課後児童の居場所づくり

の推進」、施策３１「国際化の推進」、施策４０「地域で支え合う福祉の推進」とした。

今後の会議日について

事務局から、次回の会議の日程（７月１７日（木）午後２時～）について、連絡した。
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４ 閉会


