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和光市総合振興計画審議会第２回会議（安心部会） 会議要旨

開 催 日：平成２６年６月２７日（金） 午前９時３０分～１２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、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：３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１５ 地域と連携した教育の推進

· 施策２０ 小中学校の配置・規模の適正化の推進

· 施策３６ 高齢者の生きがいと社会参加への支援

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荒木部会長にごあいさつをお願いします。

荒木部会長

皆さん、おはようございます。２日前の集中豪雨により、和光市も被害を受けました。社

会福祉協議会はボランティアセンターを運営しておりますので、現在も対応しているところ

です。また、総合福祉会館が避難所になり、避難された方がいらっしゃいましたので、職員

が泊まりで対応しました。本日は３施策の議題がございますので、皆さんのご協力をお願い

します。

事務局

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。

続いて、決算額の修正について説明。

２ 議事

重点プランに該当する施策の外部評価

① 施策１５ 地域と連携した教育の推進

ア 施策評価表に基づく施策概要の説明

所管課（学校教育課）が、資料１に基づき説明。
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イ ヒアリング

松永委員

事前質問にもあるとおり、施策評価表に数字の誤りが多いのではないでしょうか。

その他に、校外活動支援の小学校について、平成２４年度の実績値を見ると決算額と

合わないのはどうしてでしょうか。

所管課

数字に誤りがあり申し訳ございませんでした。校外活動については、参加児童生徒

の人数×５千円が決算額になりますが、全日程参加しなかった児童生徒が数名いたた

め、その額が戻し入れされたため、決算額と一致しません。

松永委員

各学校の実績について、特に小学校の保護者負担額にあまりにも差があると思いま

す。

所管課

林間学校については、教育の一環として各学校が実施しております。２泊３日とい

う内容は共通しておりますが、宿泊する施設によって金額が変わります。配布した資

料は平成２４年度の実績ですが、東海大学嬬恋研修センターを活用しているのが、白

子小学校、新倉小学校、広沢小学校で、保護者負担額はおよそ１万５千円程度です。

第３小学校の池の平湿原についても、保護者負担額はおよそ１万５千円程度です。一

方、第五小学校と本町小学校は、志木市が経営している八ヶ岳自然の家という公的な

宿泊施設を活用しており、保護者負担額は７千円から９千円程度です。この負担額に

ついては、補助の５千円を控除しておりますので、実際にかかった費用はこの金額＋

５千円になります。利用施設によって、学校間の差額が生じているということです。

板垣委員

事前質問で、平成２６年度で評価が分かりやすい指標を設定することになっていた

にもかかわらず、これまでの評価の継続性もあるので今回は新たな指標を設けなかっ

たとあります。不適当な指標であれば、直すべきではないでしょうか。

荒木部会長

今までも、整合性のないものは部会から指摘して、直してある部分もあります。先

ほどの所管課からの説明によると、審議会の指摘を受けて、指標を変えているものも

ありました。板垣委員が指摘されているのは、具体的にどの指標ですか。

板垣委員

過去の議事録を読み、施策評価表の指標として、各学校における取組の「質」がか

わるような分かりやすい指標を設定するべきだという意見が何回かあり、所管課では

平成２６年度の行政評価の際に、設定しますという回答もされています。

所管課

所管課として、十分に認識をしておりませんでした。特に、③の指標については、

すでに１００％の達成率になっておりますので、次年度以降、見直しを検討したいと

思います。

鳫委員

指標については、③の指標だけではなく、①、②の指標についても問題があると思

います。特に①については、学校ごとに差があることが問題であるという認識からス
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タートされている施策であるにもかかわらず、全市内を合計した指標しかないのは問

題であると思います。例えば、各学校の児童数に対する比率で指標を設けるなどとい

う工夫がないと、指標としての意味がないと思います。

所管課

学校応援団への協力者数について、児童数に対する割合・参加率ということでしょ

うか。

鳫委員

そうです。学校ごとの差を縮小するような指標にすべきだと思います。

所管課

学校によって、学校応援団に対する認識に違いがあります。ＰＴＡを母体として取

り組んでいる学校もあれば、ほとんどの保護者が学校応援団として取り組んでいる学

校もあります。また、登録制として約８０名で学校応援団としている学校もあります。

地域の方も応援団として登録されている場合もありますので、一律に割合とするには、

分母の設定が難しいという問題があります。

鳫委員

今おっしゃったような現状であれば、そもそも学校応援団を指標にすること自体が、

妥当かどうかという話になります。ＰＴＡや学校応援団など、学校によって扱いが違

うのであれば、学校応援団だけを取り上げるべきではなく、すべてを反映できる指標

を作るべきだと思います。まず、指標としてふさわしいかどうかの精査があり、その

あとに評価をするという順序であるべきです。

所管課

学校応援団は平成２１年度から取り組んでおります。指標として適切かどうか、再

検討いたします。

板垣委員

学校応援団の協力者数というのは、イコール登録者数であり、場合によってはＰＴ

Ａがまるごと入っている学校もあるということですか。また、そこに地域の自発的な

協力者などの人数が追加されているのでしょうか。

所管課

はい、そのようになっております。

板垣委員

学校によって、協力者数の基準がバラバラなので、この指標はほぼ意味がないとい

うことにならないでしょうか。

松永委員

この人数は実人数ですか、それとも延べ人数ですか。

所管課

実人数です。児童生徒数が、今年度で５千９百名おりますので、保護者だけと仮定

すると、半分は入っていただいているという数字になっております。

鳫委員

児童生徒数は年度によって変動があり、減っているということでしたので、実人数

で出す意味についても、検討していただいた方がいいと思います。

所管課
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児童生徒数は、微増傾向にあります。事前質問で、校外活動について児童生徒数が

減少のため、と回答したのは、該当事業の学年に関しての説明です。

荒木部会長

次年度は総合振興計画の見直しの年になりますので、指標の見直しについて、再検

討していただきたいと思います。

森田委員

この施策に限らず、これまでの審議で、総合振興計画の指標については見直しの時

期にまとめて変えると認識しておりましたが、毎年その都度変えられるものなのでし

ょうか。

荒木部会長

基本的な考え方について、事務局から説明をお願いします。

事務局

施策の指標は計画の１０年間で設定しましたが、５年目の中間見直しの際、指摘の

あったものについて、変更を検討します。中には、指標としてほとんど体をなしてい

ないものもございます。それについては、評価表に新たに指標を追加して対応してお

ります。この「追加」については随時可能です。

野宗委員

当市のサービス水準がＡとなっていますが、他市の林間学校の補助はどのくらいの

金額になっているのでしょうか。また、総合評価についてＢとなっていますが、Ａで

はなくＢとしている理由、具体的に何が足りないのかを教えてください。

所管課

他市の林間学校補助金の状況は、朝霞市はバス代が全額補助、志木市は当市と同様

で１人５千円、新座市は小学校１人２千円、中学校１人４千５百円になっております。

また、総合評価をＢとした理由は、教育活動の質を高めるためには、家庭・地域・学

校の３者の連携、相互協力が必要ですが、現状ではそれが難しい面もあります。まだ

十分ではなく、課題があるため、さらに充実を図りたいという意味でＢとしました。

野宗委員

具体的な課題がありましたら、お願いします。

所管課

学校では、学力の向上がひとつの課題になっております。そのために、学校も日々

授業の改善を進めておりますが、習慣化を図るという意味では、家庭学習も大切です。

学校からも保護者へお願いをしておりますが、さらに力を入れて、取り組んでいく余

地があると思います。

松永委員

学校応援団の協力者で、保護者ではなく地域の方が活動される場合、保険はどのよ

うになっているのでしょうか。

所管課

教育委員会でまとめて保険に入っておりますので、怪我などがあった場合に対応で

きるようにしています。

松永委員

学校応援団に登録する時の個人情報について、教育委員会で守られているのでしょ
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うか。

所管課

学校応援団の登録者の名簿の管理については、各学校で行っています。教育委員会

では、各学校で適切に取り扱われているものと考えています。

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

荒木部会長

評価については、外部評価シートの①～④まで点数を読み上げてください。本来

であれば、すべての項目についてコメントをいただきたいところですが、本日は時

間の関係で、１点と０点とつけたところについてのみ理由をお願いします。また、

外部評価シートのその他についても、記入したことがあれば発表してください。で

は、欠席の委員の評価の報告からお願いします。

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。

①については、「学校応援団、みどりの学校ファームが充実されてきている。」。②

については、「自然の体験を通して児童の豊かな心健やかな育成に取り組まれてい

る。」。③については、「各学校とも地域性を生かした取り組みに努力している。」。④

については、「地域と学校の繋がりをより深めていってほしい。」。という内容です。

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、全体として目的の達成度を把握する指標は単一とする

のではなく、現場の状況に応じて、複合的な指標でないと点検が難しい。今後の見

直しの時に修正が必要であると思います。

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。

②については、学校応援団への協力者数や学校ファームの活動実態は、学校全体

で評価するのではなく、各学校に見て、どのような点で学校間のバラつきがあるの

か、丁寧に分析する必要があると思います。④については、県から学校応援団への

補助金減額に対する対応や課題について、施策評価表から読み取れるようにすべき

だと思いました。

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２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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１０点です。

①については、それぞれ設定した目標に対して、達成できているので、妥当性が

あると思いました。②については、取組内容の把握が一部不十分であると思いまし

た。③については、各学校の取組が各々のため、バラつきを調整して、比較可能性

を高めていただきたいです。④については、まだ調整が必要な部分がありますが、

方向性として妥当ということで、３点としました。

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３点で、合計

９点です。

①については、評価としては、妥当だと思います。②については、さまざまな取

組施策が推進されていると思います。③については、各学校のバラつきの問題はあ

りますが、それよりも各学校の特性や地域性を尊重することを期待します。③につ

いては、地域の特性を活かす方向性は、妥当であると思います。

松永委員

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１点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は１点で、合計

４点です。

全体的なコメントとして、みどりの学校ファームの設置率は１００％となってい

ますが、学校ごとに利用方法が一律ではないところに課題があります。また、林間

学校の負担額にあまりにも差がありすぎるのではないでしょうか。

その他の意見として、今回施策評価表に数値の誤りが多かったことが問題である

と思います。また、個人情報について、先ほどの説明では学校単位で管理している

とのことでしたが、実際には漏洩があるようなので、管理を徹底していただきたい

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、今後の学校応援団の充実のためにはコーディネーターの育成が鍵

となる点が明記されていることを妥当であると評価し、３点としました。

その他の意見について、指標の不適切さを度々指摘され、改善を約束しながら実

行しない姿勢は、理解し難いです。

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。

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。
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①については、施策の達成度が評価できない指標が設定されています。この指標

で評価をするのは無理があると思いました。

その他の意見については、林間学校に対する補助が定額で、保護者負担額につい

て学校格差がある状況でよいか、朝霞市のようにバス代の補助とするなど、検討す

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。

やはり、学校応援団については各学校間の取組にバラつきがあります。例えば、

事務事業評価表で、学校ごとに数値を出さないと全体的に見えない部分が出てくる

と思います。その他には、林間学校の保護者負担額に、学校間の格差があるという

ことについて、適正に見直しをしていただきたいという意見が出ました。その２点

について、部会の意見としてよろしいでしょうか。なお、数字の誤りについては、

本来はあってはならないことで、評価について大きな影響を及ぼすことにもなりま

す。特に今回の施策は、数字の誤りがかなり多かったのではないでしょうか。全て

の施策における共通事項として、指摘したいと思います。以上の点について、部会

の意見としてよろしいでしょうか。また、文章については、私と事務局に任せてい

ただきたいと思います。

宍戸委員

適切な指標設定をしてほしいという意見についてですが、具体的にどのような指

標が適切であるという提案はあるのでしょうか。

鳫委員

学校応援団への協力者数の実績値に対する担当課の説明として、学校によっては

学校応援団に入っていないＰＴＡの協力があるという話でした。それであれば、そ

もそも学校応援団だけを評価することに意味があるのかと疑問に思いました。そこ

で、ＰＴＡも含めた指標を作るべきではないかと提案しました。計画策定時の現状

の問題点として、学校ごとに格差があることを挙げているのであれば、それについ

て検証できる指標を検討すべきです。また、和光市総合振興計画基本構想を見ると

延べ人数という指標になっているにもかかわらず、先ほどの説明では実人数である

とのことで、指標の信頼性が低下した状況です。

荒木部会長

次年度、このメンバーで総合振興計画の見直しも審議しますので、その際にも議

論していきたいと思います。

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１５ 地域と連携した

教育の推進」。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。
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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「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「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」、「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「２１点」で評価は

「①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。

オ 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「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、「本施策の中心となる学校応援団の取組に

ついては、内部評価にもあるとおり各学校における協力者数、活動内容に差があるこ

とが課題となっている。しかしながら、現状の施策評価表における達成度を示す定量

的評価や定性的評価において、学校ごとの内容が全く表されていない。今後は、活動

が活発でない学校の底上げを図る必要があり、内部評価として学校ごとの活動内容な

どを把握し、施策評価表に表すことが必要である。また、林間学校における各学校の

生徒一人当たりの保護者負担額の差が大きすぎるのではないか。目的を同じくするも

のならば、各学校間の格差を縮小する必要がある。なお、共通事項として、施策評価

表、事務事業評価表における数値などの誤りが多い。市民に公表する資料であるため、

再度の確認が必要である。」とします。

② 施策２０ 小中学校の配置・規模の適正化の推進

ア 施策評価表に基づく施策概要の説明

所管課（学校建設準備室、学校教育課）が、資料１に基づき説明。

イ ヒアリング

鳫委員

学校間の児童生徒数のアンバランスを解消するために、学校選択制を利用するとい

うことに、非常に違和感があります。和光市が学校選択制を導入した理由は、この問

題の解消のためだけだったのでしょうか。

関係課（学校教育課）

学校選択制はそれぞれの自治体が、それぞれ意味を持たせて導入しております。和

光市は、学校間の児童生徒数のアンバランスを解消するためという趣旨で実施しまし

た。

鳫委員

要するに、保護者側の都合というよりは、市の施策の都合と理解してよろしいでし

ょうか。

関係課

はい、そのとおりです。
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鳫委員

登下校の児童の安全について、「保護者の責任において対応する」という同意を得

ている、とのことですが、その点はどのように理解すればいいのでしょうか。

関係課

通常は、それぞれの学校ごとに通学班を設け、安全な登下校を行っております。し

かし、指定校を変更して学区の外から通うとなると、登下校については個人の自己責

任となります。そこで、指定校変更や区域外就学をされる保護者の方には、登下校に

ついて責任を負うことを了解していただいたうえで、教育委員会が許可をしておりま

す。

鳫委員

児童生徒の規模を適正化したいという施策に対して、保護者から同意をとってまで

学校選択制という手段を用いていることについて、効果は出ているのでしょうか。

関係課

小学校については、保護者は学校との距離、通学の安全性というものを最優先しま

す。よって、学校選択制を活用しているケースは多くはありません。しかし、白子小

学校から新倉小学校に８名の児童が学校選択制を利用して変更したことによって、白

子小学校が５クラスになる可能性があったにもかかわらず、１クラス少なくてすんだ

というケースがございました。また、中学校については、大和中学校から１８名、第

三中学校から１２名、合計３０名が第二中学校に変更しました。多い年は、１クラス

分程度の４０名を超える年もあります。非常に余裕のある第二中学校を選択していた

だいているということで、中学校についてはかなり効果が上がっていると認識してお

ります。

鳫委員

小学校については効果がないと理解してよろしいでしょうか。また、保護者の方は、

市で考えている学校の規模の適正化という理由ではなく、別の意図で学校選択制を利

用している可能性も考えられると理解してよろしいでしょうか。

関係課

小学校につきましては、効果がないということではなく、限定的だと捉えておりま

す。白子小学校学区の中で、新倉小学校に近いエリアの保護者の方については、新倉

小学校を積極的に選択していただいております。また、第四小学校区の中で、西大和

団地にお住まいの方については、多くの方が広沢小学校を選択しています。そういう

意味では保護者の方にもメリットがあると考え、実施しております。

鳫委員

学区の見直しをしないで、学校選択制を採用している意味を教えてください。

関係課

和光市は、最近では平成１５年に大規模な学区の見直しを行いました。当時、市内

の５つのエリアについて、一斉に学区を変更するという取組を行いました。その中で、

保護者の理解を得るのが非常に難しいという課題が出ました。したがって、無理に学

区を変更するのではなく、比較的通学上問題のないところについて、大規模校から小

規模校へ選択することを促していくという学校選択制の仕組で対応していこうとし

たのが現状でございます。
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鳫委員

学区の見直しで対応できれば、登下校について、保護者の責任ではなく学校の責任

となります。しかし市が学区の見直しをできずに選択制でしか対応できないにもかか

わらず、学校選択制を使っている方は、保護者の責任である、という点について疑問

です。

板垣委員

小学校については８校ほぼ均等に約５００人にすることを目標にされているので

しょうか。また、通学区域変更審査会で新設校関連の学区の調整をされていますが、

それ以外の地域について学区の調整を予定されているのでしょうか。

所管課

１点目については、市域の北側の３校について、できる限りのバランスを図りたい

という目的で取り組んでおります。施策評価表では、児童数全体を８で割ったものを

１校あたりの児童数としての目標にしたいと記載しております。その中で今回の新設

校は、白子小学校の児童が特に多い現状を解消するのが一番の目的になっております。

関係課

２点目については、現在、新設校に伴う通学区域の一部変更ということで、４回の

調査会を経て、教育委員会として正式に議決をとり、市民の皆さんに周知を図ってい

るところです。今後については、児童数の増加と学校間のアンバランスがどのように

なっていくのか、現時点では読めないため未定ですが、必要がある場合には再度通学

区域の変更を考えなければいけない時期がくると思います。

荒木部会長

既存の施設として、下新倉児童センターと下新倉保育クラブがあります。当初の説

明の時には、既存の機能はそのまま残すというものでした。新たな図面を見ますと、

児童センターが児童館に変更されて、規模的に半分になっています。その経緯につい

ての説明をお願いします。また、下新倉保育クラブについては仮設が予定されており

ますが、下新倉児童センターについては３０年前に地域の方の要望で、建設されまし

た。今の段階で、ワークショップや地元の人の意見が反映されているのかどうか、そ

の２点について説明をお願いします。

所管課

下新倉児童センターと保育クラブの規模については、新しい小学校に併設する形で

建設することを予定しております。第一には小学校建設と、土地の有効利用というこ

とを考えると、その結果として面積は以前の建物と比較すると約半分になる予定です。

現在ある施設を継続して有効に使うことについては、こども福祉課と調整し、現在の

計画となりました。

荒木部会長

設計の当初の段階では、既存の施設と同等規模となっていたものが、半分程度にな

った経過についてはいかがでしょうか。

所管課

同等規模とは言っていないと思います。１年前のこの審議会でも申し上げておりま

せん。

荒木部会長
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設計の説明の時の文書で見たので、もう１度確認してみますが、担当課でも確認し

てください。やはり、地元の人のことを考えていただきたいです。また、こども福祉

課との調整の中で、学校建設の期間、児童センターの機能はどのように維持される予

定でしょうか。

所管課

今回の施策は、新設小学校について説明をさせていただいております。当課からは、

児童館や保育クラブの質問に対する回答はいたしかねます。

荒木部会長

担当所管課と協議を重ねてという話がありましたので質問をしました。児童センタ

ーがその期間使えない、施設の規模が半分になるというような意見がワークショップ

でも出ています。今後もこども福祉課と協議して、建設中においても子どもたちの居

場所がなくならないようにしていただきたいです。

松永委員

荒木部会長が質問された、市民の声を反映していますかという質問の回答について

はいかがでしょうか。

所管課

市民の方の意見については、基本設計の際には、ワークショップなどを実施するこ

とで反映しております。

森田委員

新設校の土地取得の段階で、当初大きな敷地で予定しておりましたが、交渉がうま

くいかず、それでも今建設しなければ、適正な配置が進められないということで、確

保できた範囲での新設校の準備がスタートしました。既存の施設が小さくなってしま

うことには、私も問題、課題意識は持っております。昨日の教育委員会でも、今まで

どおりのやり方ではないにしても、学校で子どもたちを受け入れていこうという話が

ありました。例えば、子どもの居場所として、放課後子ども教室という事業が講座形

式で行われておりますが、それを展開していくことで、学校周辺の子どもたちの居場

所を学校自体に設けていこうというものです。金銭的な問題もあり、ハード面では、

今までと同じ施設を維持することは難しい部分もありますが、対策を考えていきたい

と思います。また、保育クラブの問題についても、教育委員会では課題として認識し

ております。

野宗委員

施策名は「小中学校の配置・規模の適正化の推進」となっておりますが、中学校の

現状や取り組みについてはいかがでしょうか。先程の、学校選択制については理解し

ましたが、その他の今後の見通しについても教えてください。

所管課

現在は、小学校について優先的に取り組むということで、進めております。小学校

についてある程度目処が立った段階で、中学校の検討を進める必要があると考えてお

ります。

野宗委員

施策評価表の未達成事項・解決されていない課題に中学校についての記載がないの

で、その点について、気になりました。
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松永委員

こども福祉課と事業を合同にすることはできないのでしょうか。

所管課

学校建設準備室は、こども福祉課と協力して、事業を進めています。保育クラブに

ついてもこれまで協力してきました。児童センターの対応についても、土地の確保が

難しいという面がありますが、検討していきます。

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２点で、合計１１点です。

①については、「新設校は児童数の適正化を図るため必要であります」。②につい

ては、「地権者の同意を得るために交渉に努力された」。③については、「新設校が平

成２８年４月に開校され児童数の適正化が図られます」。④については、「中学校に

ついても生徒数の適正を図ってほしい」。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１点で、合計

８点です。

その他の意見については、子どもたちの居場所の確保ということから、学校建設

期間中に下新倉児童センターの仮設を建設することについて、検討していただきた

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

１０点です。

②については、中学校の建設について、次のステップとしても課題にはきちんと

挙げておくべきであると思いました。

その他の意見については、関連施設の整備について、関係所管課との連携をより

密接に進めていただきたいです。

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、小学校について、市域の北側を主として考えるだけでいいのかと

考え、２点としました。②については、登下校の責任を全て保護者が負うという点

が理解できませんでした。

その他については、今後もこども福祉課と連携して、子どもの居場所を考えてい
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ただきたいです。

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１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。

③については、児童数の偏りが解消されていない状況と、施策評価表のその他の

評価がほぼＣ評価であることを考えると、総合評価はＢではなくＣ評価とすべきで

あったと思います。

その他の意見については、施策名が「小中学校の配置・規模の適正化の推進」と

されている以上、中学校についても小学校と平行して検討していく方がいいと思い

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

８点です。

①については、現状を率直に認められています。②については、市民参加を取り

入れ、積極的に取り組まれていますが、現状を是認できるかというと疑問がありま

す。③については、実現可能な目標設定をして、その達成具合を評価しているに過

ぎないと思いました。④については、課題の解消に向けて、更に工夫や努力をする

余地があると思います。

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。

②については、中学校の偏りについての課題の記載がなく、課題としての認識が

とぼしいと思いました。また、学校選択制の効果について、検証が必要だと思いま

した。④については、新設の小学校が大きな取組となっていますが、施策の目的を

達成するためには、中学校も含めて、今後の方向性について検討していただきたい

と思いました。

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。

③については、新設校の開校に向けて、準備が進んでおり、適切な評価だと思い

ました。

その他の意見については、こども福祉課との連携について、今後もより深く進め

た方がよいと思いました。

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。
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②については、小学校については、登下校の安全性を確保する観点から、学校選

択制ではなく、学区の見直しにより対応するべきではないでしょうか。それができ

ない場合には、児童の登下校の責任については、学校が通学路の安全性に配慮すべ

きであり、保護者に全ての責任を負わせる現状の対応は理解できませんでした。

（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、児童センターを子どもの居場所として確保するために、担当課と調整をし

ていただきたい。また、児童数の偏りの解消はなされていないので、解消に向けて

取り組んでいただきたいです。新設校ができるため、駅の北側の３校については、

新しい小学校に児童数の多い小学校の児童を異動させれば解消されますが、その他

の学区についても検討していただきたいです。また、施策名に挙げられているにも

かかわらず、中学校について言及がないという点も意見としたいと思います。さら

に、学校選択制について、効果の検証をふまえること、また、登下校の際の児童の

安全について学校の責任とすることを意見としたいと思います。

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２０ 小中学校の配置・

規模の適正化の推進」。２の「評価点数（合計）」は７２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「２２

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

６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「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「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」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。

オ 評価結果のまとめ

荒木部会長

評価点数は７２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、「本施策については、小中学校の配置・規

模の適正化の推進であることから、中学校における規模のアンバランスについても課

題として認識し、方向性を示すことが必要である。また、小学校については、新設校

の開設により解決する問題ではなく、市内全域についても検討する必要がある。なお、

現在の学校選択制については、学区外の通学時の安全は保護者の負担が求められてい
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る。このことが、学校選択制の利用を阻害する要因となっていないか検討する必要が

ある。なお、新設校建設にあたり、地域住民の意見からは既存施設の機能を継続して

ほしいという要望がある。その一つとして下新倉児童センターがある。新設校の建設

期間中に仮設を設けるなど、児童の居場所という現状の機能が継続できるよう関係課

と十分な調整を図っていただきたい。」とします。

③ 施策３６ 高齢者の生きがいと社会参加への支援

ア 施策評価表に基づく施策概要の説明

所管課（長寿あんしん課）が、資料１に基づき説明。

イ ヒアリング

板垣委員

この施策のポイントは、介護予防ではなく、高齢者の生きがいと社会参加ですが、

その点についての取組が少ないという印象を持ちました。意識調査については、日常

生活圏域ニーズ調査などによるとのことですが、その内容について、どのように受け

とめられていますか。

所管課

ニーズ調査には、「社会参加について」という項目があり、ボランティア活動、ス

ポーツ活動、老人クラブ活動などについて調査を行っております。ニーズ調査だけで

はなく、新倉高齢者福祉センター、総合福祉会館の中にある高齢者福祉センターで

様々な教養講座を実施しております。センターを運営するそれぞせの指定管理者は、

利用者からのアンケート調査を行い、その結果を反映のした上で、新たな事業を組ん

でいただいております。この点で、生きがい活動については、フォローできていると

考えております。

板垣委員

現在、団塊の世代が高齢者になってきておりますが、団塊の世代に焦点を当てた事

業は考えていますか。

所管課

団塊の世代のみに焦点を当てた事業はございませんが、今後高齢者の増加が見込ま

れます。ご指摘のとおり、団塊の世代をターゲットとした事業も検討していきます。

荒木委員

老人クラブの会員数が少なくなってきている現状もありますので、頑張っていただ

きたいです。

松永委員

今までに、救急医療情報キットを利用した数について、教えてください。

所管課

救急医療情報キットの利用実績は、平成２５年度４件、平成２４年度４件となって

おります。

松永委員

一人暮らしの高齢者、障がい者などの色分けはされていますか。また、新聞や郵便

物が溜まって、時間がたってから人が倒れていることが確認される事例もありますが、

何か対策はありますか。
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所管課

救急医療情報キットの色分けはしておりません。介護保険事業となりますが、必要

のな方は、緊急通報システムを利用していただいています。そのサービスを利用され

ている方については、応答がない場合、事業者や市に連絡が入り、早めに対応できま

す。また、ニーズ調査により、認知症の方のリスクを把握しております。例えば新聞

が溜まっている場合などは、地域包括センターや民生委員のご協力で対応している状

況です。

鳫委員

健康診査受診率を指標として掲げていますが、事前質問で実際はかかりつけ医へ通

院している方もいるとのことで、この指標を必ずしも掲げなくてもいいのではないか

と思いました。かかりつけ医へ通院している方を把握されていますか。

所管課

かかりつけ医へ通院している人数は把握しておりません。なお、後期高齢者の健康

診査受診率は、他市と比較して高い水準となっておりますので、そのような記載をし

ました。

鳫委員

目標値には達していないが、他市よりも受診率が高いという意味でしょうか。

所管課

医療機関にかかる受診率も高いですが、健康診査受診率についても４市の中では一

番高い水準になっております。

荒木委員

３市の数字はどのようになっていますか。

所管課

朝霞市３６．１％、志木市２８．１％、新座市２８．７％となっております。また、

健康診査によるだけではなく、例えば、まちかど健康相談室のような日常生活の中で、

相談できる場所を設けておりますので、そこで相談の内容から必要であれば健診や診

察に結びつけることができると考えています。

鳫委員

健康診査を受診していないが、まちかど健康相談室に来ている方を把握されていま

すか。

所管課

相談記録をつけておりますので、どなたが来て、どんな相談をしたかという記録は

あります。その中で、相談に来た人に健康診査を案内したこともあると報告を受けて

います。

鳫委員

健康診査は、かかりつけ医で受診するのでしょうか。

所管課

個人健診と、保健センターなどで国民健康保険加入者と一緒に受診する集団健診と

いう２通りあり、どちらを選択するかは個人の判断になります。

鳫委員

健康診査を受けている人、かかりつけ医をもっている人、まちかど健康相談室へ通
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っている人を「健康管理ができている人」として表し、それ以外の人の人数を出すこ

とで、健診にも相談室にも行っていないハイリスクの方の把握ができるような指標の

開発が必要であると思います。

老人ホームの入所措置の相談件数が増加しているにもかかわらず、措置件数が減少

していることについて、具体的に教えてください。

所管課

まず、措置要件として、緊急かつ止むを得ない場合という要件がございます。例と

して、虐待がある場合に老人ホームへ入所となります。また、介護が必要な方の場合

は、その必要度に応じてサービスが提供できる施設でないと、その方の生活面の維持

ができないため、介護施設や特別養護老人ホームへ移転することがあります。

鳫委員

老人ホームへ入居できる方は、緊急かつ止むを得ない場合で、典型的なケースとし

ては家族から虐待を受けている方という理解でいいですか。

所管課

そのとおりです。先日も短期間でしたが、虐待のケースがありました。

鳫委員

入所に結びつくケースが少ない理由はなんですか。

所管課

他の介護施設や在宅サービスの案内を行うことが適切な場合にはそちらを紹介し、

対応しているため、結果として、老人ホームへの入所措置は少なかったということで

す。

鳫委員

老人ホームは空いていますか。

所管課

市内に老人ホームはございませんので、必要があった場合に、市外の施設を措置し

ております。

鳫委員

老人ホームへの措置件数は減少させたいのですか。本来は別のところに相談してほ

しいのに、老人ホームへ相談がきているということでしょうか。

所管課

平成２５年度の措置件数は１件ですが、措置の必要性がある方については措置した

いと思っておりますので、所管課として件数を減らしたいということではありません。

鳫委員

そうであれば、「措置件数は減少していることから、措置の適正化は図られている」

という文言は適切ではないと思います。

所管課

表現を改めるようにします。

森田委員

施策名に「生きがいと社会参加」とあり、目的に「健康にいきいきと」と記載され

ています。取組内容に老人クラブの加入促進ということで、コミュニティ形成は不可

欠であるとありますが、未達成事項・解決していない課題に、シルバー人材センター
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の登録者数及び老人クラブの加入者数については、加入促進などの効果を考慮しても

飛躍的な増加は見込めないとあります。一方で、長寿あんしん課だけではなく、生涯

学習課、市民活動推進課、社会福祉協議会などにおいて、お年寄りへの取組が様々に

始まっているようなので、これらのことについても、取組内容の中に反映されるとい

いと思いました。この施策では「元気に生きていく受け皿づくり」として、具体的な

説明があれば、よりよかったと思います。

荒木部会長

高齢者福祉センターでは、社会福祉協議会において、男の料理教室や、ボランティ

アセンターで団塊の世代をターゲットに地域にデビューしようという取組を行って

おります。

森田委員

そのような内容が記載されてあると、もっと読みやすいと思います。

所管課

ご指摘のとおり、高齢者福祉センターの事業や、長寿あんしん課では介護予防サポ

ーター、認知症サポーター、部内ではヘルスサポーターについても、広い意味では高

齢者の方に担っていただいております。就労は難しいがボランティアは可能という方

たちの活動の場として、サポーターの養成講座の参加人数も増加している状況ですの

で、評価表に含めるべきかと思います。今後検討していきます。

荒木部会長

特に和光市の介護予防に関しては、先日ＮＨＫのクローズアップ現代でも特集され

ましたように、全国的にもトップレベルです。その他にも、総務大臣や参議院議員が

視察にきています。毎月複数の団体が視察に来るなど注目されています。

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、「目的の趣旨に沿って適切に進められている」。②については、「施

策を細心の注意を図りながら進められている」。③については、「高齢者への福祉計

画が適切に進行されている」。④については、「今後においても施策の方向性に期待

ができる」。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、健康診査受診率以外にもハイリスクの高齢者を把握する指標を開

発すべきだと思います。

森田委員
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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１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３点で、合計

７点です。

②については、この評価表からは施策に対しての内容が読み取れないので、市と

して幅広く取り組んでいる内容を明らかにするよう努める必要があります。③につ

いては、記載されている取組内容からの総合評価としては、順調であると理解でき

なかったため、１点としました。

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３点で、合計

９点です。

②については、取組内容の①地域社会活動への参加に対する支援について、セン

ターで取り組んでいる、プランに沿って進められているという表現はあるものの、

課題の具体的な記載がないため、評価が難しいと思いました。

花輪会長

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、指標が施策の達成度を計るものとしては適切ではないと思いまし

た。②、③については、設定された目標との取組については十分ではないものの、

一定の成果を挙げていると思いました。④については、施策の目標を再検討する必

要があると思いました。

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。

①については、目標値の達成度にバラつきがあるものの、おおむね目標を達成さ

れています。健康診査受診率については、他市に比べて高いとのことで、目標が高

すぎるのではないかと考え、全体的には妥当な取組がなされていると思いました。

施策全般についてみると、様々な取組が実施されていると思いました。

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。

②については、老人クラブというネーミングについて、今の高齢者は皆さんお若

いので、例えばいきいきクラブとするなど、検討してはどうかと思います。

その他の意見として、救急医療情報キットについて、障がい者の中でも特に和光

市ではやっと耳が聴こえませんというハンカチーフができあがったところなので、

視覚障がい者や聴覚障がい者について、啓発を進めていただきたいと思います。

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２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２点で、合計

１０点です。

②については、予防介護関連の取組は進んでいるが、生きがいと社会参加関連の

取組は十分ではないと思います。

その他の意見について、高齢者、特に団塊の世代向けの、より積極的な取組を検

討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。

その他の意見として、団塊の世代に向けた、具体的な事業展開を望みます。

（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、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。

やはり、指標の見直しについてと、団塊の世代に向けた具体的な事業展開につい

て、意見としたいと思います。また、施策名に生きがいと社会参加とあり、市とし

て様々に取り組んではいるものの施策評価表には具体的な取組が表れてこないこと

から、介護予防中心ではなくその取組を評価表に記載する必要があると意見したい

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３６ 高齢者の生きが

いと社会参加への支援」。２の「評価点数（合計）」は８１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「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「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」、「③総合評価の妥当

性」は「２１点」で評価は「①適正な評価が行われている」、「④今後の施策の方向

性の妥当性」は「２１点」で評価は「①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。

オ 評価結果のまとめ

荒木部会長

評価点数は８１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、「今後は、団塊の世代を対象とした取組が

求められる。また、高齢者福祉センターなどを中心に様々な取組を行っているが、施
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策評価表には具体的な取組がないため適切に記載する必要がある。また、施策指標に

ついては、施策目標に合った指標やハイリスク対象者を捉えた指標などを検討してい

く必要がある。」とします。

３ その他

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２日（水）午前９時～）、第５回会議の日程（８月

２０日（水）午後）、第６回会議の日程（１０月２９日（水）午前）、第７回会議の日程（１

２月２４日（水）午前）について連絡した。

４ 閉会


