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和光市総合振興計画審議会第１回会議会議要旨

開 催 日：平成２８年５月１９日（木）午後２時００分～３時４０分

開催場所：和光市役所５階５０２会議室

出 席 者：花輪宗命会長、山田春雄委員、富澤隆司委員、岩田由実委員、小島多喜江委員、

板垣隆夫委員、関口泰典委員、金津清子委員、山本享兵委員

欠 席 者：森田圭子副会長

事 務 局：橋本部長、川辺課長、梅津課長補佐、栁下主任、遠藤主事

傍 聴 者：１名

次 第：１ 委嘱

２ 副市長あいさつ

３ 委員・事務局の紹介

４ 会長、副会長の選出

５ 諮問

６ 議題

会議の公開等について

和光市総合振興計画進行管理の仕組みについて

これまでの外部評価について

和光市総合振興計画進行管理における外部評価のあり方（諮問内容）について

審議スケジュールについて

７ その他

１ 委嘱

代表で山田委員に委嘱書を交付した。

２ 副市長あいさつ

副 市 長： 皆様、こんにちは。副市長の大島でございます。私は３月まで県に勤務しており

ましたが、４月から副市長に就任いたしました。よろしくお願いいたします。

ただいま皆様に委嘱書を交付させていただきました。快く当審議会の委員をお引

き受けいただきましたことに感謝申し上げます。

さて、和光市総合振興計画は、申すまでもございませんが、長期的な展望を持ち、

将来のまちづくりの目標を示すとともに、総合的かつ計画的な市政運営における最

も基本となる、言わば市のバイブルでございます。和光市では、社会経済情勢及び

市民ニーズの変化を踏まえ、昨年度、平成２３年度から平成３２年度までの第四次

和光市総合振興計画の改定を行いました。現在は、将来都市像であります「みんな
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でつくる快適環境都市わこう」の実現に向け、和光市の特徴である市民参加を基本

としたＰＤＣＡサイクルを確立し、計画を管理し、各施策を展開しております。

これまでの審議会では、「市が行った内部評価の結果が適正であるか、妥当である

かどうか」という点についてご審議いただきました。答申では概ね妥当であるとい

う意見をいただいておりますが、評価の方法について改善を求める意見もございま

した。そこで、今年度の審議会では、市民参加の手法としての外部評価のあり方に

ついて、ご審議をお願いしたいと思います。市としては、今後もこの総合振興計画

に基づき計画的にまちづくりを推進してまいりたいと考えておりますので委員の皆

様のご協力をお願いいたします。

結びに、当審議会が実り多き審議会になりますよう祈念し、私のあいさつといた

します。よろしくお願いいたします。

３ 委員・事務局の紹介

各委員及び事務局職員が自己紹介を行った。

４ 会長、副会長の選出

会長、副会長の選出

会長に花輪委員、副会長に森田委員が選出された。

会長の就任あいさつ

花輪会長： 推薦をいただきました花輪でございます。当審議会にはこれまでも板垣委員

と森田副会長とともに携わっておりました。皆様のご協力をいただき、滞りな

く審議を進めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

５ 諮問

会長へ諮問書を手渡した。

６ 議題

会議の公開等について

ア 事務局説明

審議会の会議は、市民参加条例第１２条第４項の規定により原則公開とする。また、会

議の会議録についても、同条第６項の規定により公表とする。会議録は、発言者の名称と

その発言の要点を記載する要点記録の形式とする。会議録の公表は、ホームページへの掲

載、公民館、図書館等への設置を考えている。会議録の作成に当たっては、事務局が作成

した原稿を全委員に送付し、修正等がある場合連絡をいただく方式で作成する。期限まで

に修正の連絡がない場合は、原稿を承認いただいたものとして取り扱う。会議録の作成の
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ため、会議を録音するが、録音データは会議録作成後消去する。

報酬については、和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例第

２条第１項の規定に基づき、出席１日につき、会長５，０００円、委員４，０００円とし、

会議開催の翌月２０日に口座に振り込みを行う。

イ 質疑応答

なし

和光市総合振興計画進行管理の仕組みについて

ア 事務局説明

（ア） 総合振興計画について

総合振興計画は、「基本構想」と「実施計画」の２つの計画で構成されている。

「基本構想」とは、和光市の１０年間の総合的かつ計画的な行政運営の指針となる

もので、市政運営の最も基本となる計画である。現行の基本構想については、平成２

３年から３２年の１０年間となり、昨年度が計画の中間年度であったことから、基本

構想の中間見直しを実施した。

「実施計画」とは、基本構想に基づく施策を推進するための具体的な事務事業につ

いて、３箇年の計画内容を示しており、予算編成の指針となる。現在、約３００事業

が位置づけられている。

（イ） 総合振興計画進行管理の仕組み

総合振興計画進行管理の仕組みについては、「P：計画、D：実施、C：評価、A：改
善」のサイクルにより、計画に基づく施策及び事務事業を行い、その結果を評価する

ことで、計画の進捗状況を把握し、改善を図り、施策及び事務事業を進めていくこと

で進行管理を行っている。

Ｐｌａｎ（計画）は、市の計画・方針として、総合振興計画基本構想（１０年）、総

合振興計画実施計画（３年）、行政経営方針（１年）、部局等方針書（１年）などがあ

る。行政経営方針は、基本構想に位置づけられた施策の今後の方向性を示しており、

実施計画を策定するにあたっての方針となる。部局等方針書は、市全体の方針である

行政経営方針を受けて、各部局において、次年度の施策の進め方、事業の進め方につ

いて、検討を行い、部局における重点施策及び重点事業を示し、その具体的な計画・

目標を部局等方針書としてまとめたものとなる。

Ｄｏ（実施）は、これらの計画・方針に基づき、各所管課において事業を実施する。

Ｃｈｅｃｋ（評価）は、実施した施策及び事務事業について、評価を行う。事業の

実績や成果、施策の達成度、今後の方向性などについて評価する。ここで、施策の達
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成度を評価し、総合振興計画の進捗状況を確認する。

Ａｃｔｉｏｎ（改善）は、評価した結果を踏まえて、見直しの方向性等の検討を行

い、次年度の行政経営方針及び部局等方針書において示し、それらに基づく改善を行

い、その具体的な改善内容は、実施計画に反映していく。

スケジュールとしては、４月から５月にかけて市の内部による事務事業の評価及び

施策の評価を実施、７月中旬に翌年度の行政経営方針を策定、実施計画策定作業をは

じめ、実施計画を１１月下旬に策定、それに基づく翌年度の予算編成を行っている。

（ウ） 行政評価システムについて

市では総合振興計画に基づいた「施策」と「事務事業」の進捗状況をチェックして

おり、その評価システムとして「事務事業評価」と「施策評価」を実施している。

施策評価とは、施策の達成度を確認するとともに、市民ニーズや満足度を踏まえ、

今後の方向性を明らかにするためのツールとして活用するものである。事務事業評価

とは、施策を構成する事務事業を評価するもので、成果による目標管理、成果志向へ

の体質改善や職員の意識改革を目的とする担当者の事務改善ツールとして活用するも

のである。

評価の流れとしては、まず、年度当初に事業を行っている担当課が事務事業評価、

施策評価を行う。事務事業評価は、担当者が一次評価をした後に担当課長が二次評価

を行う。施策評価は、担当課長が一次評価をした後、次長級で構成した行政評価委員

会で二次評価を行い、最終的に行政経営会議で市としての評価を行う。評価の結果に

ついては、次年度の行政経営方針の策定や実施計画の作成、予算編成の基礎資料とし

て活用する。

イ 質疑応答

富澤委員： 今回の諮問は「外部評価のあり方」ですが、毎年行う評価の仕組みについて

議論するということでしょうか。

事 務 局： これまで、内部評価の妥当性を評価するという方法で外部評価を実施してき

ました。その中で出てきた課題等を踏まえ、今年度は改めて評価の方法につい

てご審議いただく予定です。

花輪会長： 当審議会では、平成２３年度に決定した内容で平成２４年度から平成２６年

度まで３年間にわたり外部評価を実施し、平成２７年度は総合振興計画の改定

について審議しました。今年度は、これまでの外部評価において評価の方法に

ついて意見があったことから、今後の外部評価の方法についての議論を行いま

す。

この後、事務局の説明を受け、改めて意見を確認していきたいと思います。
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これまでの外部評価について

和光市総合振興計画進行管理における外部評価のあり方（諮問内容）について

ア 事務局説明

（ア） これまでの外部評価実施要領について

「和光市総合振興計画進行管理における外部評価実施要領」は、平成２３年度の審

議会において今後の外部評価の方向性や対象、評価の方法等を審議いただき、その答

申を受けて作成したものである。

「１ 外部評価の基本的な方向性」は、総合振興計画の推進を図るため、市民など、

いわゆる外部の方々が参加する外部評価を実施していくということ、そしてその実施

に当たっては、より幅広い市民ニーズを取り入れる手法と評価にかかるコストをでき

るだけ抑えて実施すること、としている。

「２ 外部評価の目的」は、 として「行政サービスの受益者等の立場から内部評

価の客観性及び妥当性を検証すること」としている。平成２３年度に外部評価のあり

方の検討の中で、模擬実験で各委員の評価結果に差があり、そのひとつの要因は、「施

策そのものの推進状況を評価」するのか、それとも「内部評価の結果を外部の視点か

ら評価」するのかという外部評価の捉え方の相違であった。各委員が評価の共通の基

準及び認識を持つことが「１」の「外部評価の基本的な方向性」の「評価に係るコス

トを抑える」ことにもつながるものと考え、「内部評価の結果を外部の視点から評価」

することとした。その他に、 として効率的かつ効果的な進行管理への助言、 とし

て、行政の透明性の向上と市民との情報共有を挙げている。

「３ 評価対象」は、総合振興計画基本構想に掲げられた６５の施策を対象として

いる。総合振興計画の進行管理を行うという視点に立つと、計画の全体的な進捗状況

を見る必要があるが、個々の細かい事務事業を対象とした場合には、他自治体の導入

事例などをみると、施策の全体像を見失いがちになる場合が多く見受けられる。そこ

で、ある程度全体的な視点から総合振興計画の進捗状況を見ることができる「施策」

を評価対象とした。しかし、全施策を評価するには時間的制約があるため、重点プラ

ンに該当する９施策については毎年度外部評価し、残りの５６施策については３年間

かけて３分の１ずつ外部評価を実施することとした。

「４ 評価組織」は、総合振興計画審議会としている。

「５ 評価の方法」は、 の「外部評価の考え方」基本的な考え方としては、「内部

評価の結果が適正であるかどうか、妥当であるかどうかについて評価すること」であ

る。 の「具体的方法」としては、審議会委員を２つの部会に分け、施策の達成度や

今後の施策の方向性について評価を行う。最終的には、評価結果を審議会の全体会で

まとめ、市へ答申するという流れになる。
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「６ 全体の流れ」は、資料６－１、３ページ図のとおりである。

「７ 評価結果の活用」は、翌年度の市の基本的な方向性を示す一番のものとして

「行政経営方針」を策定する際に活用する。５月に内部評価として、前年度に実施し

た事業・施策の行政評価を実施しているが、その結果を基にして、７月に翌年度の「行

政経営方針」を定めることになる。本来ならば、審議会において７月までに全ての評

価を終え、その結果を外部評価として報告・答申し、行政経営方針の策定の際に活用

できることが望ましいと理解しているが、時間的な制約等から全ての評価を実施する

ことが難しい。そこで、重点プランの９つの施策について６月に評価を実施し、その

結果を７月の経営方針を策定する際に活用している。重点プラン以外の施策の評価結

果や意見、考え方については、随時、施策の担当部局へ情報提供するなど、できるだ

け早い時期に反映できるように努めている。また、翌々年度に向けた行政経営方針へ

活用している。

外部評価の審議の過程で出された各委員からの様々な意見については、部会として

まとめられた部会の意見を中心に市の対応を検討し、「外部評価結果に対する検討シー

ト」にまとめ、翌年度の審議会で報告している。

（イ） これまでの外部評価の進め方について

資料６－２「外部評価の進め方」のとおり進めた。

評価を行う資料は、「施策評価表」である。その施策に基づく事務事業評価表も参考

資料として、事前に郵送にて配付した。次に、委員より事前質問提出となる。施策の

概要や指標などの状況をより理解するために、また、当日議論をより深めるために、

この時点で質問を提出いただいた。施策所管課において回答作成、委員へ回答送付を

行った。なお、再質問がある場合は、質問提出・回答を繰り返した。評価当日は２部

会に分かれ、まず、施策評価表に基づく施策概要の説明を担当課職員が行った。次に、

委員から施策評価表についての質問・ヒアリングを行った。そして、各委員による評

価として評価シートへ点数などを記載した。各委員の評価終了後、各委員がどのよう

に評価したか部会内で紹介していただき、意見交換を行った。その後、部会としての

評価を「外部評価結果報告」にまとめた。

この方法で、重点プランに該当する施策については、１施策を約１時間で評価し、

１回の会議で２つか３つの施策の評価を実施した。また、重点プラン以外の施策につ

いては、施策数が多いため、ヒアリングの実施は１回の会議で１施策とし、その他の

施策についてはヒアリングは実施せずに評価した。

具体的な評価方法としては、４つの項目について評価、点数付けをした。「施策の達

成度」として、①指標の達成度の妥当性、②取組内容の評価の妥当性、③総合評価の

妥当性を評価した。次に、「今後の施策の方向性」として、④今後の施策の方向性の妥



- 7 -

当性について評価した。それぞれについて、内部評価が妥当であると思えば、「３点、

妥当性あり」をつけ、妥当ではないと思えば「０点、妥当性なし」をつけることとし

た。その後、４項目の評価点数を合計した。また、「評価に対するコメント」という欄

に、なぜその点数としたのか、具体的な理由などがあれば記載した。そして、「 そ

の他」に施策に対して、評価項目以外、点数評価以外で何か意見があれば記載した。

評価のまとめの方法については、各委員が順に、点数とコメントを発表し、意見交

換を行い、「外部評価結果報告」にまとめた。評価点数、評価結果に加えて、参考とし

て「評価項目詳細」に各項目の「点数」、「評価」及び「妥当ではないと指摘された主

な意見」を記載した。最後に、「部会の意見」として、点数以外で外部評価として市へ

提案、答申した方がいいという意見について部会としての意見をまとめた。

イ 質疑応答

花輪会長： 確認ですが、総合振興計画の施策体系は平成２７年度の見直しで変更してい

ないということでよろしいでしょうか。

事 務 局： はい、施策体系は変更していません。

花輪会長： これまでの外部評価では、施策の実施状況そのものではなく、行政の内部評

価に対して妥当であるかどうかを評価していました。ですから、進捗していな

い施策に対して行政が目標を達成していないという「Ｃ」評価をし、審議会で

そのとおりと判断されると、評価は妥当であるため良い点数が付くということ

になります。これまで外部評価に参加されてきた関口委員、そして板垣委員の

感想はいかがでしょうか。

関口委員： 平成２３年度に今回と同じ「外部評価のあり方」について諮問を受け、事務

局案のとおり内部評価を評価するという方法で外部評価を行うことになりまし

た。しかし、実際の審議では、進捗していないという内部評価に対して正しい

ということで高い点数をつけることがいいのか、混乱を招くことになりました。

また、評価対象となる施策評価表の内容が、記入者によって違いがありすぎる

ことも課題でした。さらに、部会によっても会議の内容に差があり、特に、安

全部会では外部評価結果の要旨だけではなく、施策内容に対する意見をその他

意見として提出しました。今年度は改めて外部評価の方法を構築するというこ

とですが、まず、評価の評価とするのかという点からの審議になると思います。

板垣委員： 前回の感想としては、まず、評価の評価という間接評価が問題であると思い

ました。他の自治体では直接評価と間接評価の両方があり、評価の評価は手法

としてはそれほど悪いものではないのですが、私の印象としては、結果がほと

んど真ん中というメリハリのない評価になり、問題点が分かりにくくなるので



- 8 -

はないかと思います。また、評価のためには予め施策内容を勉強する必要があ

るのですが、全施策を対象とするとかなり広範囲となるため委員に負担がかか

ります。そのため、評価対象の絞り込みを考えるべきだと思います。

花輪会長： ありがとうございます。今年度は、今回の諮問にもありますとおり、これま

での外部評価を踏まえ、方法を改善するかどうかという議論になります。

富澤委員： 外部評価のフィードバックは毎年されているのでしょうか。

事 務 局： 毎年所管課にフィードバックし、その内容を参考として次年度の評価表を作

成しています。また、審議会の意見をどのように反映したのかを資料６－４と

してまとめ、審議会に提出しています。

富澤委員： 内部評価が妥当であるということならば問題ないのですが、妥当ではないと

された場合にその結果をどのように行政に活用されたのでしょうか。

板垣委員： ケースバイケースですが、意見を出して評価そのものが変わった施策もあり

ます。それなりに意見は反映されているのではないかという実感はありました。

関口委員： 委員としては意見の反映状況には興味はあります。それが市民参加であると

考えます。ただし、審議会としてはＰＤＣＡの「Ｃ」の役割を担っており、「Ａ」

は求められていません。各委員によって得意な分野がありますが、外部評価で

は知識のない分野について評価しなければいけない場合もあり、平成２３年度

には３００件程度の事務事業を評価したいという声もありましたが、時間とコ

ストを考慮し評価対象は施策となりました。

花輪会長： 重点プランの施策は毎年外部評価を行いましたので、行政側で工夫し改善さ

れたと確認できたと記憶しておりますが、３年間で１度しか評価していないそ

の他の施策については確認できていないものもあります。我々への諮問は内部

評価が妥当かどうかでしたが、評価の過程で施策そのものに対する様々な意見

が出たため、当初はなかった資料６－３裏面下の部会の意見を付すこととなり、

安全部会の意見もそうですが、安心部会でもより内容に踏み込んで意見を提出

しています。

富澤委員： 今回は、評価全体について諮問されているということでしょうか。極端な話

ですが、外部評価は不要という結論もあるのでしょうか。

花輪会長： 「外部評価のあり方」について諮問されていますので、そのとおりです。

岩田委員： 評価の結果何をどうしていくのかについて、具体的には記載されていないの

でしょうか。

事 務 局： 今後の方向性については、資料５－４施策評価表の右下の５番に記載してお

ります。より詳しい事業内容については、資料５－５事務事業評価表で確認い
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ただきました。

小島委員： 資料５－４施策評価表の評価となると、内容が難しいので委員としても勉強

しなければいけないと思います。経済的な判断も必要となると思いますが、そ

こまでできるのかという不安もあります。

事 務 局： 当審議会は、例えば道路を作ってくださいというような単なる要望を提出す

る場ではありません。一つの考え方として施策そのものの評価がありますが、

その場合、評価者にもある程度の知識が必要となりますので委員の皆様にも負

担をおかけすることになります。その点も含めて、今後どのように外部評価を

進めていくべきか、ご議論をお願いすることになります。

板垣委員： 外部評価について、近隣市の状況はどのようになっているのでしょうか。

事 務 局： 朝霞市では、これまで施策に対する提言を実施していましたが、今年度から

施策より広範囲の４つの基本コンセプトに対する提言に変更しています。新座

市では、外部評価を実施していません。志木市では、年に１度５事業について

判定会を実施しています。

板垣委員： 総務省で毎年出している行政評価の統計について提供いただけますか。

事 務 局： 次回会議の資料として配付します。

板垣委員： 直接評価とするにしても、間接評価とするにしても、委員自らが資料を集め

ることは難しいため、内部評価が参考資料となると思います。

関口委員： 話の根本に返りますが、総合振興計画基本構想冊子のＰ４２には将来都市像

「みんなでつくる 快適環境都市 わこう」とあり、Ｐ４３には「魅力ある自

立したまちづくりを行うためには、行政のみが取り組むのではなく、市民自ら

が地域に関心をもち、市民が主体となり、市民同士の支え合いや協力により、

自らが住むまちを自らの手でつくりあげていこうとすることが、これまで以上

に必要となります。つまり、市民が市政の主役であり、行政はその活動を支え

ることにより、市民との協働によるまちづくりを推進します。」と記載されてい

ます。和光コンセプトは市民協働市民参加であり、市民が興味を持って進める

ことが大切だと思います。

金津委員： 今年度から審議会委員となりましたが、これまでの評価の評価という方法は

随分後ろ向きだと思いました。委員として、市の計画に対して提案ができるの

ではないかと考えていたのですが、それは可能となるのでしょうか。

花輪会長： 今年度は、先ほどの諮問にもありましたとおり「外部評価のあり方」につい
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て審議を行います。実際の外部評価は、平成２９年度以降に実施していくこと

になります。

金津委員： 分かりました。

山本委員： 今年度は資料６－１外部評価実施要領の「１ 外部評価の基本的な方向性」、

「２ 外部評価も目的」について、抜本的な見直し作業をするということにな

ると思います。これまでは、市民の立場から和光市が計画に基づいてきちんと

行政運営をしているか、つまり、ダメなことも含めてきちんと評価できている

のかをチェックして、答申としてはおおむね妥当となり、特にこの観点で指摘

すべきことはなかったという結論になります。だから、次は改めて外部評価の

目的から見直すということになるのではないかと思います。

板垣委員： 次回分かれば教えてほしいのですが、この外部評価への対応を含めた内部評

価に対する職員の意見は、どのようなものがあるのでしょうか。これまで、評

価表の内容や外部評価への対応、受け止め方については、部課によって大きな

差があると感じました。職員側の意見を踏まえて、我々も考えていきたいと思

います。

審議スケジュールについて

ア 事務局説明

今回、審議会の皆様には、総合振興計画進行管理における外部評価のあり方について、

ご意見をいただきたい。スケジュールとしては、本日、第１回会議において、諮問の説明、

市の内部の進行管理の仕組み、審議スケジュールについて説明した。７月に予定している

第２回会議において、委員の皆様で意見交換を行いながら、「外部評価のあり方について」

審議いただく。例えば、外部評価としては、どのような評価を行うことがよいのか、どの

ようなことを確認する必要があるのか、また、内部の進行管理の仕組みの中で、どの部分

につなげ、反映する仕組みがよいのか、どのような形で市に外部評価結果を出すことがよ

いのかなど、議論いただき、意見をいただきたい。そして、１０月、１１月に予定してい

る第３回、第４回会議では、外部評価の模擬実験・検証として、第２回会議で検討した方

法で、実際に外部評価を実験的に実施し、改めて評価のあり方について意見交換を行って

いただく。そして、来年１月の第５回会議で、審議会の議論を踏まえ、外部評価のあり方

についての答申案をまとめていきたいと考えている。

イ 質疑応答

富澤委員： 次回から「外部評価のあり方」について議論するということですが、その前
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に外部評価のメリットを確認したい。

事 務 局： これまで３か年の外部評価の結果として検討した内容については、次回会議

資料として提出します。

岩田委員： それは６－４の資料となると思いますが、例えば「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。」という意見に対して「工

事実施の前提となる建物移転等補償交渉を通じ、事業への理解を求め合意形成

に努めていきます。」と回答されています。もっと具体的に書いた方が分かりや

すいと思います。その点も含めて、外部評価の方法を検討するということでよ

ろしいでしょうか。

事 務 局： はい。

花輪会長： 差し障りがあるかもしれませんが、本審議会は議会のような形式にはしたく

ないと考えています。市民参加ということを考えると、岩田委員のご意見は非

常に深いと思います。

岩田委員： ありがとうございます。住民としては、何がどのように変わったのかに興味

があります。具体的な改善があると嬉しく思うものです。

花輪会長： それも含めて、次回会議で皆様のご意見を頂戴したいと思います。

山本委員： 次回会議の内容は「外部評価のあり方」ということですが、進行のイメージ

としては、ゼロから意見を出していくのでしょうか、それとも事務局から案が

示されるのでしょうか。

事 務 局： 事前に事務局から資料を配付し、議論していただくことを考えております。

富澤委員： ２月に答申ということですが、文章で提出することを想定されているのでし

ょうか。

事 務 局： どのような答申とするかを含めて、本審議会で検討する予定です。

富澤委員： 平成２３年度はどのように答申を作成されたのでしょうか。

関口委員： 事務局案について、審議会で議論していく方法でした。

花輪会長： その他にご意見はございますか。

本日は皆様に積極的ご発言をいただき、今後良い議論ができるだろうという

確信が得られました。ありがとうございました。

７ その他

次回会議日程について

調整後別途連絡する。
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会議録について

事務局で作成した原稿を郵送又はメールで送付する。確認の上、修正等がある場合、事務

局まで連絡をいただきたい。

和光市まち・ひと・しごと創生総合戦略について

和光市まち・ひと・しごと創生総合戦略については、まち・ひと・しごと創生法に基づき

昨年度、和光市における人口減少の克服と地方創生を目的に策定したものである。

総合戦略では、４つの基本目標と、それぞれの方向性を定め、それを実現するための施策

を掲げているが、このうち、３つの施策については、先行型として既に実施している。具体

的には、バイク展示事業・放課後図書室開放事業・地域ぐるみ安心安全事業である。

このたび、国から通知があり、先行型の３つの施策及び総合戦略について、速やかに外部

評価を行うように要請があったため、当審議会に評価をお願いしたいと考えている。評価は、

先行型の３つの施策については、予め設定した数値目標と実際に事業を実施した結果の数値

についての評価となる。総合戦略については、基本目標の設定など、全体的に意見をいただ

くことを想定している。資料については、「外部評価のあり方」の資料と併せて送付する。

以上


