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和光市総合振興計画審議会第２回会議（安全部会） 会議要旨

開 催 日：平成２６年６月２４日（火） 午前９時３０分～１２時１０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、

関口泰典副会長、泉常夫委員、佐藤嘉晃委員

欠 席 者：長野基委員、藤川和孝委員

（長野基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１ 中心市街地にふさわしい駅北口周辺の整備

· 施策６ 安全で快適な道路の整備

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２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。

まず始めに、第１回会議で部会長に選出された金子部会長にごあいさつをお願いします。

金子部会長

安全部会部会長の金子でございます。昨年に引き続き、よろしくお願いします。総合振興

計画審議会の外部評価は難しい点もありますが、部会の円滑な進行にご協力をお願いします。

事務局

続いて、本日の外部評価について説明させていただきます。評価に当たっては、事前に資

料を配付し、質問がある方は質問票を提出していただき回答しています。また、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。各委員が同じ判断基準で評価

を実施できるよう「外部評価に当たっての留意事項」について説明します。

資料６に基づき説明。

２ 議事

重点プランに該当する施策の外部評価

① 施策１ 中心市街地にふさわしい駅北口周辺の整備

ア 施策評価表に基づく施策概要の説明

所管課（駅北口土地区画整理事務所）が、資料１に基づき説明。

イ ヒアリング

泉委員

審査請求が権利者の２２％から提出されたとのことですが、総面積のどのくらいに

あたるのでしょうか。
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所管課

現在資料がないので正確な数字はお伝えできませんが、行政不服審査法による審査

請求書が提出された場合、市から弁明書を提出し、それに対して審査請求人が反論書

を提出するという行為を繰り返し、採決が行われます。今回、４４件３６名から審査

請求書が提出されましたが、棄却１５名、取り下げ１件、残りが２８件２５名となっ

ています。今後も弁明を繰り返し、ご理解を得たいと考えています。

泉委員

気になる点は、審査請求が出ていても事業を推進していかなければいけないという

ことです。予定通り平成３２年に終了するのでしょうか。

所管課

合意を得ている箇所から、施工計画を変更などして進めていきます。

松田委員

当初、南口の区画整理を進めているときから、北口の区画整理の計画はあったので

はないでしょうか。

所管課

南口は丸山台の区画整理を行い、平成２０年度に認可を得て進められています。

松田委員

現在の計画は、ただ自動車がスムーズに流れることを目的とした計画に見えます。

例えば田園調布のような環境の整備はできないでしょうか。駅の北口から午王山に向

かって緑豊かな風景が広がるような環境を計画してほしいです。

所管課

これまでアンケート調査などを実施して計画を検討してきました。その中では、静

かなまちという回答が多かったです。駅前には商業集積の部分もありますが、にぎや

かさの南口、静かさの北口というイメージがあるのではないでしょうか。

佐藤委員

まず、感想ですが、厳しい案件にしっかり取り組まれていると感じました。

しかし、示されている指標については、実績値０が続いているため、素人が読むと

何もやっていないように見えます。何もしていないのではないので、やっていること

を示す、可視化していく工夫が必要だと思います。また、「未実施」という表現があ

りますが、「処理中」とするなど表現も工夫する必要があると思います。

柴﨑委員

どこの道路について、工事を実施したのでしょうか。

所管課

駅から見ると北口事務所の裏手の部分、また、旧東妙蓮寺広場の道路整備などを実

施しました。また、工事の実施状況などについては、ホームページでもご確認いただ

けます。

泉委員

定量的評価について、どの程度実施しているかというものがみえない。他に指標と

なる数字はないのでしょうか。

所管課

区画整理事業において、使用収益を開始したかで判断する整備率が一番分かりやす
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い指標と考えております。他には事業費ベースで把握しています。平成２０年度から

事業を開始して、平成２０年度０％、平成２１年度１．１％、平成２２年度１．７％、

平成２３年度２．５％、平成２４年度３．４％、平成２５年度４．２％です。しかし、

計画の変更などで総事業費は変動するため、そのたびに指標が変化してしまいます。

このため、整備率を持ってこの施策の指標としておりました。ただし、先ほどからご

指摘もいただいておりますので、今後検討していきたいと考えています。

佐藤委員

使用収益の開始は、その土地が利用できるようになってからになるので、時間がか

かるものです。整備率という指標は、他市などでも一般的に使用されているものでし

ょうか。

所管課

当市においては、他の区画整理事業でも使用しています。他市などの状況を見ると、

使用収益による整備率や先ほどの事業費ベースでの指標を用いたものが見られます。

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、当初の施工計画を変更して工事を実施したとしても、権利者との

合意形成が多く残されている状況においては、施策指標の達成度は順調とは言えな

いと思います。②については、後年度以降の事業を準備することには、特に問題と

するところはないと思いますが、中心市街地としてのまちづくりというコンセプト

を示すことが課題であると考えています。③については、当地区は、多くの権利者

との合意形成がなされていないのが現状です。事業を推進していくためには、権利

者との合意形成を早期に図っていく必要があります。④については、本事業は当市

の最優先事業の一つとなっているため、スピード感を持って事業を推進していくと

いう方向性はおおむね妥当であると考えます。

その他意見については、区画整理事業の性格上、権利者との合意形成が基本であ

るので、その点を十分踏まえながら事業を進める必要があります。また、当事業で

は、中心市街地としての整備構想が示されていません。現在行われている区画整理

事業地区は駅北口全域に係わる中心市街地となるところであり、その施策目的にふ

さわしい整備が期待されます。

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、指標設定を工夫すれば A 評価とすることも可能だと思います。②

については、表現を工夫することによりもっとうまく活動の成果を示すことができ
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ると思います。③については、一定の割合の不同意者がでることは、想定内なので

はないでしょうか。その点から考慮すれば、B 評価でも良いのではないかという評

価で２点としました。

その他の意見については、この審議会は、外部評価の目的に沿って、施策評価表

の評価の妥当性を検討すべきであって、計画そのものについて意見する場ではない

と思います。

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、この施策については、多くの和光市民が関心と期待を

持っています。副都心線の全面開通等により、交通アクセスが飛躍的に良くなって

いる現状で、区画整理事業を進めることは、和光市に多くのメリットがあります。

出来る限り早期の事業完成を目指し、機会損失がないようにしてもらいたいです。

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、指標名に使用収益の開始という言葉が追加されたが、実績値が０

では定量的評価は難しいです。②については、一部ではありますが、区画道路、歩

行者専用道路、宅地の造成工事が進められ、見える形の結果が評価できます。③に

ついては、仮換地指定の作業を進める中で、権利者に対し十分な説明がなされたの

か、疑問があります。④については、「和光市都市計画マスタープラン 改訂版」は、

市民・事業者・行政が一体となって、地域に根ざしたまちづくりを進めていくため

の基本的な方針を定めたものです。今後の施策展開には、市民を含めて一体となっ

た事業を推進していただきたいです。

その他の意見については、仮換地指定に対し行政不服審査請求が提出されました

が、権利者の方との合意形成を図り、早期の完成を目指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、工事をほとんどしていないため、当初の計画を大きく下回ってい

るため、ＢではなくＣと評価すべきだと思います。②については、審査請求を行っ

た地権者がどのくらいの割合の土地を所有しているのかが気になりました。広い土

地面積を持つ地権者が不服と考えているのではないかと思います。③については、

評価Ｃは妥当であると思います。難しい事業ですが、しっかりと進めていただきた

いです。④については、今回の事業は組合施行ではなく市施行であるため、合意を

得られた箇所からどんどん整備を進めていただきたいです。

その他の意見については、大変難しい地区の整備事業であるため、一層の努力を

お願いします。昭和４５年の都市計画決定から、長い時間が経ってしまいました。
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北口地区の区画整理事業を今後どのように進めていくのか、大筋を示していただき

たいです。

松田委員

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２点で、合計

７点です。

①については、事業が進んでいない状況を見れば、ＣやＤ評価が妥当ではないで

しょうか。駅の南側を見れば、川越街道から駅前までの道路は、以前から拡幅され

ておらず、何十年も使用できる道路が整備されています。８０年、１００年使用さ

れる道路もあります。北口でもそのような道路を整備していただきたいと思います。

また、指標についても、５０年先、１００年先まで分かるような指標を設定するべ

きだと考えます。また、共通して言えることですが、市民の目は厳しいものです。

文章のテクニックではなく、きちんとしたまちづくりをしてほしいです。

その他の意見については、駅北口周辺という表現では明確な地域がわからないた

め、どこを指すのかを明示してもらいたいです。

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。

その他の意見については、昨年度に仮換地指定を行いました。これまで、地権者

との合意という意見が出ていますがまさにそのとおりだと思います。今後は、事業

が推進するものと考えています。

事務局

長野委員の評価を報告します。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８点です。

①については、「区画道路、歩行者専用道路、宅地の造成工事は指標に入っていな

いので、この欄で言及する理由は不明である。この３指標を④以下に入れるのであ

れば、言及する合理性がある。」。③については、「進捗状況への認識はデータとの矛

盾はないと考える。他市との比較では、事業開始年度、事業枠組のデータがないた

め、比較できない。」。

その他の意見については、「６．の個所で今後の課題とされた「合意形成」に対し

て「スピード感を持って」とする以上は、それを実現する手段が用意されていなけ

ればならないと考えるが、その言及はどこにあるのであろうか。」とのことです。

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１ 中心市街地にふさ

わしい駅北口周辺の整備」。２の「評価点数（合計）」は７１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。
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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「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」、「②取組内容の評価の妥当性」は「１９点」で評価は「①適正な評価が

行われている」、「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「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。また、「妥当ではないと指摘された

主な意見」欄については、本日委員の皆さんから指摘された意見を基に部会長と調

整し、記載していきます。

（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。また、昨年度までと同様に、各

委員皆さんの個人意見についても、それぞれの主な意見について、その他の意見と

して提出していきたいと思います。

まず、皆さんからの意見として多いのは、今後の地権者との合意形成についてで

す。区画整理は、市施行であっても、国施行であっても、組合施行であっても、結

果的に重要なのは地権者の合意形成です。使いやすい道路整備のためには、用地が

必要であり、そのためには一人でも反対があると、工事を進められなくなります。

駅北口区画整理事業では、仮換地の指定をしましたが、残念ながら、合意形成のな

い人が多数いるのが現状です。今後の合意形成に特に力を注いでいただきたいです。

次に、計画について市民に分かりやすく示す必要があるとの意見も出ました。イ

メージ図や模型で、どのようなまちづくりを進めるのかを周知してほしいのですが、

いかがでしょうか。

佐藤委員

この場で事業の計画について議論する必要はないと思います。外部評価の目的は

施策評価表の内部評価を検証することとするならば、この指標だけでは事業の進捗

が見えません。このような指標を示したらよいのではないかということを指摘でき

ればよいのではないかと思います。

金子部会長

これまでの外部評価では、まず、点数評価を行い、その他の施策全般に対して、

部会としての意見を提出してきました。その中には、設定された指標についての意

見であったり、施策の推進に係ることであったりしました。また、部会としてまと

めた意見ばかりではなく、安全部会では、各委員が外部評価をしていく中で出てき

た考え、意見を、その他の意見として提出することとしました。また、評価方法に

ついてもこれまで様々な議論をしてきました。今回は内部評価の妥当性などを判断

するということでしたが、進捗の悪い施策について、所管課が順調ではないという

評価をすると、外部評価は高い点数となり、違和感を感じてきたのも事実です。様々

な意見がある中で、まずは各委員の判断基準を統一するために、「留意事項」などを
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定めてこの考え方に基づいた評価をすることが原則とし、あとは、個人の判断で評

価し、各委員の評価点を合算して全体としての評価を導くということとしています。

佐藤委員

所管課が目標を下回ったと評価して、外部評価でそれは適正な評価ですとして、

高い点数がつく結果で良いと思います。この審議会の役割は、内部評価の妥当性を

外部評価することだと思います。

金子部会長

所管課の内部評価に外部評価としての点数をつけるだけではなく、意見を付すこ

とは可能です。これまでの施策を見ると、施策の概要・目的に合った指標の設定に

なっていなかったり、目標に向けた施策の推進がされていないような施策も見受け

られました。また、取組内容などが記載されていますが、それを見ただけでは判断

できないような施策もあります。そのような場合、外部評価として様々な意見を提

言してきました。

泉委員

内部評価の妥当性などを外部評価として評価していくのが原則です。ただ、特に

安全部会では、各委員が積極的に提言などをしてきたのも事実です。そこで、部会

としてまとめた意見以外にも多くの意見が提出されていたため、その他として各個

人の意見についても出していこうとなりました。

金子部会長

それでは、部会の意見として、どのような意見を提言していきますか。

やはり区画整理事業については、地権者との合意形成があって成り立つものだと

思います。今回仮換地を行いました。そこで、付加価値が上がるようなまちの整備

がされると地権者の方が思っていただければ、合意ができるのでしょう。今回合意

がされていない方が多くいるのが現状ではないでしょうか。今後の区画整理事業を

進めていくこともさることながら、合意形成も併せて進めてほしいということを提

言したいと思います。また、駅前広場をどうするか、更には駐輪場をどうするかな

どについて前から意見がありました。この点についても早く市民に知らせるべきで

しょうか。

佐藤委員

駅前広場などの施策の内容について、この審議会では議論するのは外部評価の枠

を外れるのではないでしょうか。

金子部会長

意見することによって、事業が進むのではないでしょうか。部会の意見というこ

とですので、反対の方がいるのならば、部会の意見として取り上げることはいたし

ません。

関口委員

駅前広場については、以前ワークショップなどを実施しました。その際、私は、

模型を作成しました。市民に向けて、完成図を示すことは必要だと思います。

泉委員

これまでの経過や今後区画整理事業がどのような姿になっていくというものが、

市民の目に届いているのでしょうか。この点を考えると、もっと積極的にこの事業
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を進めているというＰＲをすることが必要なのではないでしょうか。

関口委員

ワークショップでは、完成予想図を出した方がいいのではないかという意見もあ

りました。

松田委員

現状の進捗として、ここまできているんだということを図などで示した方がいい

のではないでしょうか。

佐藤委員

構想ではなく、進捗状況を公開すべきだと思います。計画はホームページでわか

ります。

松田委員

ホームページは見れない人もたくさんいます、公共施設で紙媒体で配布してほし

いです。

泉委員

地域センターに掲示するという方法もあります。

金子部会長

所管課とのヒアリングの中にありましたが、事業費ベースでの進捗をみるとゼロ

に近いのが現状です。単に数字として進捗を示すというだけではあまり意味がない

のではないでしょうか。

オ 評価結果のまとめ

金子部会長

評価点数は７１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、「区画整理事業は、施行主体の種類にかか

わらず「合意形成」が基本となるが、未だ合意を得られていない地権者との合意形成

に引き続き力を注いでほしい。また、市ホームページ、広報及び公民館等の掲示板等

を活用して区画整理事業によりどのようなまちができるかというイメージ図等を市民

に具体的に示すべきである。」とします。

② 施策６ 安全で快適な道路の整備

ア 施策評価表に基づく施策概要の説明

所管課（道路安全課）が、資料１に基づき説明。

イ ヒアリング

佐藤委員

事前質問９で５５７㎡の用地取得をしたとの回答がありますが、事務事業評価表で

は道路用地買収面積が５７８．６㎡となっています。この数値の関係はどのようなこ

とでしょうか。

所管課

５５７㎡というのは拡幅幅員計画に基づいて取得した用地で、それに通学路緊急安

全対策事業として用地２１．６㎡を取得しています。関連している事業ですので、道

路用地買収面積５７８．６㎡として記載しています。
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佐藤委員

分かりにくいので、正しく理解してもらえるように評価表に工夫をしていただきた

いです。次に、事前質問１２について、道路補修に関して、和光市は自衛隊の車等の

大型車両が通るので、損耗に耐える工夫が必要だと思います。また、労務単価が上昇

していることについて、市民に正しく理解してもらうことが必要だと思います。

所管課

道路補修の効率化ができないかという議論をしているところです。延命化などの調

査、補修箇所や補修方法を検討して工夫して進めていきたいと思います。

佐藤委員

事前質問１３について、施策評価表の表現にある「困難」とは、進捗が容易ではな

いという理解でよろしいですか。

所管課

そのとおりです。用地取得については、日頃から交渉は行っているものの取得でき

るタイミングは相続発生時などに限られてしまいます。情報収集に心がけながら、こ

れまで優先道路を対象としていた範囲を市内全域を対象として取り組みたいという

趣旨です。

佐藤委員

事前質問１４について、総合評価の妥当性についてＣ評価ですが、道路整備事業に

あまりにも焦点を当てすぎた評価になっていないでしょうか。いわゆる保守業務も多

く実施しており、その点を考慮する必要もあるのではないでしょうか。この評価表で

は税金、つまり予算の使い道を分かりやすく示しているとは言い難いので、内容を工

夫して、改善すべきだと思います。

所管課

評価の理由については、回答してあるとおりです。以前から指標等については指摘

がありましたので、中間見直しの際に対応していきたいと考えています。

佐藤委員

事前質問１６について、インフラの総量がどれだけあり、そのうちどの程度が対応

が必要であるのかなどを表していくことが必要ではないのでしょうか。今後検討する

ならば、そのような指標設定も必要でしょう。評価表の改善によって、市民からもっ

と理解を得られるのではないかと思います。

松田委員

今回の対象は市道となります。しかし、どの道が国道、県道、市道なのか市民には

分かりません。国道、県道、市道と明記している場所はありますか。

所管課

国道と県道には銘板があります。一部の市道には、○○坂、～～通りなど掲示して

いる道路があります。

松田委員

道路に対する問い合わせをする際に、どこの管理か分からないので市に連絡すると、

市の管理ではないと言われました。市道がどこかはっきりしていません。

所管課

道路に関する苦情等は市役所にご連絡ください。市道であるならば、現場を確認し、
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対応しています。また、内容が国道や県道であるならば、市から国や県に伝えるよう

にしています。

泉委員

道路整備実施計画では、４４路線が優先整備路線として位置付けているが、今回整

備した４路線は、この優先整備路線ということでよいでしょうか。

所管課

道路整備実施計画では、優先整備道路の整備と狭あい道路の解消を目指しています。

今回の４路線は、後者の方です。内容としては、歩道の整備や路側帯を広げたものが

あります。

泉委員

計画はどの程度進捗しているのでしょうか。

所管課

第５期までの計画を策定していますが、進んでいないのが現状です。

泉委員

用地の確保が難しいとのことですが、どのような情報が市に入ってくるのでしょう

か。

所管課

昔からの道路は、既に宅地が形成されていて、畑や雑種地でないと交渉が難しいで

す。情報収集している情報としては、業者から建替などの開発に関する情報、農地転

用の情報、地権者の相続の情報を収集し、そのようなタイミングを逃さないように交

渉を進めているのが現状です。

関口委員

施策評価表について、記載内容が昨年とほぼ同じ内容であるが、短期間では大きく

変わらないということでしょうか。

所管課

昨年と担当者は変わっていません。評価者が同じなので、同じような内容になって

います。

関口委員

この施策とは直接には対象外となりますが、他施策の事業として、通学路緊急安全

対策事業があります。こちらでも用地取得、道路整備を行っています。下新倉の新設

校の周辺の道路にも力を入れているのでしょうか。

所管課

現在一番力を入れているのは、新設校周辺となります。

関口委員

新設校の所在地は、市街化調整区域ですか。

所管課

新設校の場所は、市街化調整区域です。しかし、そこまでの通学路は市街化区域で

既に整備が終わっている状況です。新たな道路の拡幅など難しい状況にあります。今

後においても、教育委員会と調整し、児童の安全の確保のために整備を進めたいと思

っています。

松田委員
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道路標識は誰が設置するのですか。

所管課

道路標識については埼玉県警公安委員会の管轄になりますが、市が設置の要望をし

たものや公安委員会が独自に設置したものなど様々です。

金子部会長

昨年も指摘しましたが、指標について工夫する必要があるのではないでしょうか。

目標０．７％に対し、実績も０．７％で推移していますが、５年でどの程度の事業を

計画し何をやってきたのか分かるような指標を設定していくべきだと思います。

所管課

道路整備実施計画の進捗については、分母は優先整備路線４４路線の１７３００ｍ

となっていますが、分かりにくいとの指摘を受けています。中間見直しにおいて、検

討していきたいと考えています。

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

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」１点で、合計７

点です。

①については、資料で示されている数値や説明では、成果が示されていますが、

この事業の目標とするところが分かりません。当初目標について、単年度の成果と

してどの程度できたのかが把握できるような指標を設定するべきではないでしょう

か。施策全体から判断すると、道路の維持管理については予算どおり執行されてい

るので、全体としては目標をやや下回る程度ではないかと思います。②については、

計画的な施策の取組の指標（分母）が明示されていないため、成果の表示だけでは

その達成度は判断できません。このことについては、総合振興計画自体にもいえる

ことです。事業費の推移は分かりますが、どのように取り組んでいくかという成果

が分かりません。そこから変えていく必要があるかもしれません。④については、

道路の維持管理は優先度をつけて計画的に実施するとありますが、維持管理は安全

に通すことが第一で、経常的な事業となります。一方、拡幅などの道路整備につい

ては、優先度をつけて実施するべきです。その点で、１点としました。

その他意見については、先ほどと同様の意見となりますが、既存道路は、いつで

も安全な状態を保つために、その維持管理は経常的に行う必要があります。一方で、

幅員の狭い道路の拡幅等の道路改良（整備）事業については、優先度をつけ計画的

に行うべきであると思います。

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。

②については、実際の取組に対して、記載、説明が足りないのではないかと感じ
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ました。③については、施策全体としてみるならば、ＣではなくＢ評価でも良いの

ではないかと考えて２点としました。④については、経常的な業務ではありますが、

所管課としても大きな予算をかけている保守業務等を前に出して説明してもいいの

ではないかと考え２点としました。

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

０点です。

その他意見については、市の管轄ではないものの、国道・県道の危険箇所、それ

に対して、どう対応され、どう改善されたかを明記していただきたいです。道路整

備実施計画の進捗は、用地の獲得によるので、今後は財源等も問題となるでしょう

が、情報の収集及び速やかな対応に注力していただきたいです。

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」２点で、合計７

点です。

②については、市道と国道・県道を分かりやすく表示していただきたいです。

その他意見については、高齢者の自転車走行の安全対策について、配慮願いたい

です。

事務局

欠席及び途中退席された委員の評価を報告します。

関口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」３点で、合計１０点です。

①については、「合意形成ができなければ、致し方ない。」。②については、「施策

目的でもある、歩道の段差解消の取組内容が評価できない。」。③については、「前年

度の施策評価表の「理由」の記述内容が同じであるので、コメントしづらい。」。④

については、「出来る限り、迅速に施策を推進していただきたい。」。

その他意見については、「今後、建設される「（仮称）下新倉小学校」の道路整備

（通学路）においても、安全で快適な道路の整備を進めていただきたい。」とのこと

です。

続いて、冨岡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。

②については、「解決していない課題については、妥当であると思います。」。③に

ついては、「近隣市の道路整備とは同様ではない。用地を買収して進んでいるように

みえる。」。④については、「道路整備の予算を検討して、安全な街をつくってもらい

たい。（議会の考えも聴きたい。）」。

その他意見については、「和光市では、区画整理が実施された所が道路整備が進ん

で、その他の地区ではあまり進んでいない。都市計画道路ぐらいは、改修で早期に

実施してほしい。」とのことです。
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続いて、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」２点で、合計８点です。

続いて、長野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１１点です。

①については、「「Ｃ」とする判定は適切と考える。」。②については、「アウトプッ

トは概ね記述されている。それが持つ意味を明確にするために全体に対するカバー

率などが示されると、より良いのではないだろうか。」。③については、「１－３の記

述内容との矛盾はなく、適切な判定と考える。」。④については、「方向性に前項目ま

での記述との矛盾はないと考える。」。とのことです。

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６ 安全で快適な道路

の整備」。２の「評価点数（合計）」は７１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「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「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） 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。

施策評価表には、事業の成果が達成度として示されていますが、全体の事業量と

なる分母がどの程度あるのかを示した上で、実績値を示さないと、どの程度の進捗

なのかが分かりません。総合振興計画で掲げている目標が曖昧な部分もあるので、

数値化なども検討する必要があるのではないでしょうか。

他に意見がなければ、この内容を部会の意見とします。

オ 評価結果のまとめ

金子部会長

評価点数は７１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、「施策評価表には事業の成果が達成度と

して示されているが、全体の事業量（分母）がどの程度あるのかを示した上で実績値



14

を示さないと、どの程度の進捗なのかが分からない。目標を明らかにする上でも全体

の事業量（分母）を示す必要がある。」とします。

３ その他

次回の会議日について

事務局から、次回の会議の日程（６月２６日（木））について、連絡した。

４ 閉会


