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 会議開催日2015/4/24

施策番号 施策名 項目  部会の意見

 平成２７年度の現状  今後の整備予定や現在の詳しい状況を追加する。

 指標（新規）
 その他（施策名）

 施策名と目的がずれており、また、その内容についても目的・現
 状・課題・取組内容・指標がバラバラであり、何を目標としている
 のか分からない。したがって、施策の意図するところに合わせて
 組み替える必要がある。施策名を「コミュニティ施設の整備及び
 活用」に変更し、「施設の整備」の経過を測定できる指標を設定
 する。また、その活用については、地区ごとに目標を設定する。

52
 鉄道・バスの利便性
 の向上

 平成２７年度の現状
 課題解決の考え方と取
組

 修正箇所について、理由を加えるなど詳しく表現する。

53
 消費者保護の充実と
 消費者力の強化

－ 意見なし。

54
 誰もが気軽に相談で
 きる窓口の推進

 指標（相談件数）  目標値の修正は必要ない。

 平成２７年度の現状
課題

 平成２７年度の現状について、「区画整理事業」の表現を見直
 す。課題の前半の文について、「保全活動を継承する若い世代
 の人材が育っていない」とするなど分かりやすい表現にする。平
 成２７年度の現状に対応する課題を追加する。

取組内容  取組内容に再生に関する内容を追加する。

 その他（施策名）
 施策名を内容に合わせ、「水に関する施策の推進」か「水に関す
 る保全」に変更する。

 指標（雨水小型貯水槽
 設置数）

 「市内３河川のＢＯＤ値」のみとし、「雨水小型貯水槽設置数」は
 事務事業評価表の指標とする。

58  生活環境保全の推進 － 意見なし。

59
 ごみ減量・リサイクル
 の推進

 指標（新規）  施策指標にリユースに関するデータを追加する。

60
 廃棄物の適正処理の
推進

 取組内容（②番）

 焼却施設の機種の選定とその焼却施設の整備のための資金の
 計画を立てる。
 最後の文章について、「・・・その結果に基づき、市民の意見を参
 考に施設整備を進めていきます」と修正する。

61
 市の特色を生かした
 地域ブランドの推進

 指標（新規）
 「ブランド力」（他者との競争上の優位性）を測定する指標を追加
 する。

62  中小企業の育成支援
 指標（製造品出荷額・
卸売小売業年間商品
 販売額）

 製造品出荷額と卸売小売業年間商品販売額を削除する。

 第１回安全部会　施策内容修正シートに関する審議結果

51
 コミュニティ施設の整
備

56
 湧水・緑地の保全と
再生

57  水環境の保全
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 会議開催日2015/4/24

施策番号 施策名 項目  部会の意見

 第１回安全部会　施策内容修正シートに関する審議結果

63
 魅力ある新たな産業
 の推進

 指標（新規）  新規企業の誘致件数及び転入数、補助金利用数を追加する。

64
 都市農業の推進と担
 い手の育成

 取組内容（③番）  「農業者と農業者団体と協力し」の部分を削除する。

 平成２７年度の現状  就業率についての説明を追加する。

課題  文章を見直す。

75  電子市役所の推進  指標（電子申請件数）  「電子申請件数」を「電子申請化した割合」に変更する。

76
 情報公開制度の利用
 の推進

 指標（新規）  情報公開請求件数を指標とする。

77  広聴活動の推進  取組内容（③番）
 「行政苦情等調停委員会」を「行政苦情等調整委員会」に修正
 する。

65  就労支援対策の推進
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 会議開催日2015/5/29

施策番号 施策名 項目  部会の意見

 その他（参考意見）
 和光市駅北口駅前広場の整備について、進展がみられない。取
 組内容①に記載のとおり、市民参加を取り入れ、周辺駅前商業
 地区などの魅力を高めるよう整備を推進してほしい。

 指標（駅北口土地区画
 整理事業の整備率）

 平成２７年度の目標値を見直すべきである。

2
 交通の利便性を生か
 した産業拠点の整備

 その他（修正理由等）
 施策２の取組が終了した場合は完了とし、施策６３と統合するこ
 とは適切ではない。

 平成２７年度の現状  《全施策共通》現状を記載する。

取組内容
 和光市景観計画の景観づくりの目標に「緑豊かなふるさと」とあ
 るなど、景観づくりにおいて緑が主要な要素となっている。本施
 策には緑に関する具体的な取組を取り扱うべきである。

 指標（市景観計画に基
 づく景観重要建造物及
 び景観重要樹木の指
 定件数）

 指標名としては、景観重要建造物と景観重要樹木を分けて表示
 する。

課題  修正する（市の立場を正しく認識したスタンスに変更が必要）。

 指標（まちづくり条例に
 基づく完了検査率

 「まちづくり条例に基づく完了検査率」を削除し、取組内容に対
 応する新たな指標を設定する。

 指標（市内住宅耐震化
 率）

 マンションと戸建てを合わせて指標とすることは分かりにくいの
 で、建物の種類と構造は別々に分けて指標とすると分かりやす
 い。また、耐震診断件数及び耐震改修件数を指標とする。

 平成２７年度の現状
指標

 歩道の段差の解消に関する指標を設定する。また、現状欄に成
 果を記載する。

 取組内容②
 「浸透性舗装などの環境保全技術を取り入れた市道舗装補修
 工事を実施します。」に変更する。

指標  取組内容に対応する指標に変更する。

7  交通安全対策の推進 指標
 「市内の人身事故発生件数」について自転車利用者や高齢者の
 内訳を示す。

8  都市計画道路の整備

9
 計画的な公園の整備
 と維持管理の充実

10
 県営和光樹林公園の
有効活用

 その他（参考意見）
 市民が魅力や誇りとしている和光樹林公園を市としてどのように
 有効活用していくのかを検討してほしい。

 第２回安全部会　施策内容修正シートに関する審議結果

1
 中心市街地にふさわ
 しい駅北口周辺の整
備

3
 良好な景観形成の推
進

5
 安心して暮らせるまち
 づくりの推進

6
 安全で快適な道路の
整備

指標  《全施策共通》平成２７年度目標値を見直す。
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 会議開催日2015/5/29

施策番号 施策名 項目  部会の意見

 第２回安全部会　施策内容修正シートに関する審議結果

11  安全な水の安定供給
課題
取組内容
指標

 施設等の耐震化に関する指標（改修が必要な施設等の全体量
 に対する改修率）を設定する。

12
 公共下水道利用の推
進

－  意見なし。

13  雨水対策の推進
 指標（雨水管きょ整備
 率）

 雨水配水施設としては、管きょの他に開きょや側溝などがあり管
 きょはその一部であるので、「雨水管きょ整備率」でよいのか見
 直す。

 取組内容②  「充実を進めます」を「充実を図ります」に修正する。

 取組内容④  「庁内連携を図り」を削除する。

49
 地域と連携した防犯
 対策の推進

 指標（「日ごろから防犯
 対策を行っている」と回
 答した市民の割合

 現状値を確認し、目標値を再検討する。

 平成２７年度の現状
和光市北インター地域土地区画整理事業の開発について記載
する。

 課題解決の考え方と取
組

「促進」及び「推進」の使い方を再確認する。

 平成２７年度の現状 「健全な財政運営に関する条例」を追記する。

 取組内容⑤ 実現性のある内容に見直す。

 指標（経常収支比率）
経常収支比率の目標値を実態に合わせて見直した方がいいの
ではないか。

取組内容  市民の期待を把握するための調査等を取組として検討する。

 指標（追加）  市民の満足度調査を実施し、指標とする。

73
 市有施設の適正な保
全

 平成２７年度の現状
 「総合管理計画を策定し、“現有の施設の”総合的かつ･･･」に修
 正する。

74
 積極的な広報活動と
 情報共有化の推進

－  意見なし。

48
 防災体制・消防支援
 体制の強化

55
 地球温暖化対策の推
進

71  持続可能な財政運営

72
 市民の期待に応える
 職員の育成
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 会議開催日2015/4/20

施策番号 施策名 項目  部会の意見

 取組内容（②番）
 少人数学級の推進や学力向上のためにどのような取組をする
 のか、より具体的に記載する。

 指標 （すべての指標 ）
 現状が平成２５年度の数値となっているが、最新値である平成２
 ６年度の数値を記載する。

 指標 （教員研修会参加
 人数 ）

 「市独自の研修会」から「教員研修会」の変更に伴い、数値が１
 桁近く変更になっている。事前質問の回答は「内容的には同一
 の指標である」ということだが、教員研修会には市独自の研修会
 以外も含めているのではないか。

15
 地域と連携した教育
 の推進

 平成２７年度の現状
 学校応援団への協力者数を増やすためにコーディネーターが重
 要な役割を果たしている事を追記する。

17
 放課後児童の居場所
 づくりの推進

－  意見なし。

19
 安全な学校教育環境
 の整備

 指標（新規）
 防犯対策の強化に対応する指標（防犯対策や安全対策実施数
 など）を追加する。

20
 小中学校の配置・規
 模の適正化の推進

 指標（すべての指標）  備考欄に１校当たりの児童数（生徒数）の平均値を追加する。

 指標（講座参加者が自
 主的活動（クラブ）化し
 た数）

 削除せず、継続して施策指標として掲げる。

 その他（事務事業につ
 いて ）

 メールマガジン登録者数の目標管理を各事業の中で行う。

24
 青少年の育成に適し
 た環境づくりの支援

課題
 事前質問のとおり、「現状にあった支援」の詳細を追記する。そ
 の際、片親家庭という表現ではなく、一人親家庭、母子家庭、父
 子家庭等の適切な表現とする。

26  創造的な文化の振興 －  意見なし。

27
スポーツ・レクリエー
 ションの環境の整備

－  意見なし。

28
スポーツ・レクリエー
 ションの活動の推進

 指標（個人開放事業参
 加人数）

 備考欄に事業内容を記載する。

29
 人権啓発・教育及び
 平和の推進

 平成２７年度の現状
 現状については、インターネットによる人権被害など新しいもの
 を記載する。

 平成２７年度の現状  DV、セクハラ、児童虐待についての現状を記載する。

 指標（新規）  セミナー開催数を追加する。

 第１回安心部会　施策内容修正シートに関する審議結果

14
 確かな学力の育成を
 めざした教育の推進

23
 充実した生涯学習機
 会の提供

30
 男女共同参画社会の
実現
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 会議開催日2015/4/20

施策番号 施策名 項目  部会の意見

 第１回安心部会　施策内容修正シートに関する審議結果

31  国際化の推進 －  意見なし。

46
 国民健康保険の適正
 な運営

－  意見なし。

 指標（加入率）
 施策の現状や方向性の検証のために、分母を国民年金加入対
 象者数にする。

 指標（窓口相談件数）
 件数は窓口相談だけではなく、電話・文書相談も含まれるため、
 施策指標名を「相談件数」に変更する。

50
 コミュニティづくりの推
進

－  意見なし。

66  協働型社会の構築 －  意見なし。

47  国民年金の普及
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 会議開催日2015/5/28

施策番号 施策名 項目  部会の意見

 指標（新規）
 不登校児童数を追加する。（追加しない場合、その理由を明確
 にする。）

 指標（不登校者割合）

 不登校者数については「不登校」に加え「その他」を計上する。
 ※年間３０日以上の欠席の理由は「病気」、「経済的理由」、「不
 登校」、「その他」に分類されるが、自治体によっては「不登校」と
 「その他」のどちらにするか、基準が異なる。施策指標に「その
 他」を含めていないのであれば、「その他」を含めた数値を出す
 ことが望ましい。

 指標（相談件数）
 相談件数については、教育支援センターにおける相談件数のみ
 ではなく各学校における支援件数を含めた件数とする。（追加し
 ない場合、その理由を明確にする。）

18
 安全でおいしい学校
 給食の充実

－  意見なし。

21
 幼児教育の機会の支
援

 指標（追加）  幼稚園児保護者補助対象園児の割合を追加する。

22  生涯学習支援の推進 －  意見なし。

25
 歴史的文化資源の保
 護・活用の推進

 指標（文化財関係の講
 座参加者数）

 「文化財関係の講座参加者数」を「文化財関係の講座の定員に
 対する参加率」に変更する。

 平成２７年度の現状
 《こども福祉課全施策共通》現状に策定時からの変化を記入す
 る。

 指標（子育てサークル
 団体数）

 子育てサークル団体数について、市が把握できる指標に変更す
 る。

34
 地域における健やか
 な子育ての実現

 取組内容（①番）  括弧書きでネウボラの記載を追加する。

35
 子育て家庭への経済
的支援

 指標（こども医療費受
 給資格登録率）

 こども医療費受給資格登録をしていない人の状況を把握し、必
 要な人が登録できていない場合は目標値は変更せず１００％と
 する。

36
 高齢者の生きがいと
 社会参加への支援

－  意見なし

 取組内容（①番）  サービス調整と権利擁護を両方記載する。

 その他（表記について）  「障害(がい)者」の表記を確認する。

40
 地域で支え合う福祉
 の推進

－  意見なし。

 第２回安心部会　施策内容修正シートに関する審議結果

16
 よりよく適応するため
 の支援体制づくりの
推進

33
 安心で楽しい育児の
推進

39
 チャレンジドが安心で
 きる障害福祉の推進
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 会議開催日2015/5/28

施策番号 施策名 項目  部会の意見

 第２回安心部会　施策内容修正シートに関する審議結果

41
 低所得者の生活の安
 定と自立への支援

－  意見なし。

 指標（追加）

 部会の意見「施策の達成状況を毎年度把握できる施策指標の
 設定、各年度の取組がもたらす成果を統一した方法に基づいて
 算出できる施策指標の設定が必要である」に対応できない理由
 を示す。

 指標（健康教室への参
 加者数）

 「健康教室への参加者数」を削除するのであれば、それに代わ
 る指標を追加する。

44
 安心できる健康づくり
 の推進

 指標（保健指導実施者
 のメタボ改善率）

 「保健指導実施者のメタボ改善率」について、指標名及び目標
 値を見直す。

45
 地域との連携による
 保健・医療体制の推
進

 指標（追加）
 「小児救急休日夜間診療延日数」と「輪番制による休日夜間診
 療延日数」を追加する。

67  市民参加の推進  平成２７年度の現状  「運用面での課題」について具体的な内容を追加する。

68
 さまざまな連携による
 まちづくりの推進

 指標（追加）  友好都市の交流事業数を追加する。

69  計画的な行政経営 －  意見なし。

70
 効果的・効率的な行
 政サービスの提供

 取組内容（①番）  「簡素で効果的な組織づくり」について継続する取組として残す。

43
 健康で元気になる食
 育の推進
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