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和光市総合振興計画審議会第３回会議（文教厚生部会）会議要旨

開 催 日：平成２９年６月２１日（水） 午前９時３０分～１０時４０分

開催場所：市役所６階６０３会議室

出 席 者：鳫咲子部会長、山田春雄委員、原田諭委員、金津清子委員、川﨑真知委員

欠 席 者：瀬川るり子委員、牧野美沙子委員

傍 聴 者：１名

次 第：１ 議事

外部評価（評価結果まとめ）

施策１４ 確かな学力の育成をめざした教育の推進

施策２３ 充実した生涯学習機会の提供

施策３２ 多様な保育サービスの推進

施策３９ チャレンジドが安心できる障害福祉の推進

２ その他

１ 議事

外部評価（評価結果まとめ）

事務局説明

本日の審議では、評価項目ごとに部会としての評価を決定します。

コメントについては、部会でこのような意見があったということを担当課にフィードバ

ックするため、基本的にそのまま記載することを考えていますが、言い回し等について、

部会長と事務局で調整する場合がありますのでご理解ください。

① 施策１４ 確かな学力の育成をめざした教育の推進

ア 各委員評価の紹介・意見交換

（ア） 評価の紹介

鳫部会長

「１４０３ 英語教育推進」の内容は、「このまま継続」と評価しました。進捗

状況は、「順調である」と評価しました。

「１４０２ 教育扶助（中学校）」の内容は、「改善して継続」と評価し、「学校だ

より及び広報の掲載回数を増やして、必要な支援が行き届くようにしてほしい。新

入学学用品費の支給が６月だと、家庭で支払いを立て替える必要があるので、他の

自治体の例のようにもっと早く支給してほしい。児童扶養手当の認定手続との共通

化を検討すべきである。」とコメントしました。進捗状況は、「おおむね順調である」

と評価し、「周知状況など、必要な支援が行き届いているかどうかを指標とするべき

である。」とコメントしました。この評価シートなのですが、どの欄にどのようなこ

とを書くのか、分かりづらいと思いました。

施策評価の進捗状況は、「おおむね順調である」と評価し、「教育扶助（中学校）

については、周知状況など、必要な支援が行き届いているかどうかを指標とするべ

きである。」とコメントしました。

川崎委員

「１４０３ 英語教育推進」の内容は、「このまま継続」と評価しました。進捗

状況は、「順調である」と評価しました。前回のヒアリングで質問して納得できたの
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で、このような評価にしました。

「１４０２ 教育扶助（中学校）」の内容は、「このまま継続」と評価しました。

進捗状況は、「おおむね順調である」と評価しました。こちらもヒアリングで納得し

たという理由で、このような評価にしました。

施策評価の進捗状況は、「順調である」と評価しました。

金津委員

「１４０３ 英語教育推進」の内容は、国際人のために英会話を学ぶということ

をもう少し検討して欲しいという個人的な見解がありますので、「改善して継続」と

評価し、「ＡＬＴを配置し、とありますが、直接児童生徒への影響が伺えない日頃の

中での英会話にふれる機会が必要。」とコメントしました。進捗状況は、「順調でな

い」と評価しました。

「１４０２ 教育扶助（中学校）」について、鳫部会長と同様に記入の仕方がわ

からなかったので矛盾しているかもしれませんが、内容は、「このまま継続」と評価

しました。進捗状況は、「おおむね順調である」と評価し、「新入学児童学用品費の

支払いは告知時期方法を見直し、適正に支払われる必要がある。」とコメントしまし

た。恐らく新入学時の学用品費の支払いが、学用品費の購入前に間に合わないと思

いますので、時期の検討が必要という意味でそのように書きました。

施策評価の進捗状況は、「おおむね順調である」と評価しました。

山田委員

「１４０３ 英語教育推進」の内容は、「このまま継続」と評価しました。進捗

状況は、「おおむね順調である」と評価しました。

「１４０２ 教育扶助（中学校）」の内容は、「このまま継続」と評価しました。

進捗状況は、「おおむね順調である」と評価しました。

施策評価の進捗状況は、「おおむね順調である」と評価し、「学習教室参加人数が

増加しており、取組が順調に進んでいると考えられる。外国籍市民の多い和光市で

は、外国語指導助手の充実は重要であり、引き続き研修や配置の拡充に努めてほし

い」とコメントしました。

（イ） 意見交換

鳫部会長

他の委員の意見でより詳しく聞いてみたい内容がある方やご自身の評価を変えた

い等の意見がございましたらお願いします。金津委員が、コメントされているので

すが、部会の評価自体は全体として良い評価の方が多いので、良い評価となってし

まう可能性がありますが、よろしいですか。

金津委員

「１４０３ 英語教育推進」の進捗状況を「順調でない」と評価しましたが、「お

おむね順調である」に変更します。

鳫部会長

分かりました。評価の変更は議事録に残り、コメントについても担当課にしっか

り伝わるということです。

他にご意見はございますか。なければ、施策１４の評価は、多数意見を集約する
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ことになりますが、よろしいでしょうか。

金津委員

質問になりますが、「１４０３ 英語教育推進」では、より高い英語教育を実施す

るためにＡＬＴを置いています。高い英語教育を実施することは良いのですが、英

語力の低い生徒のフォローについてはどうなっているでしょうか。

鳫部会長

本日は、担当課がここにいらっしゃっていないため回答は難しいと思いますので、

コメントとして追加するということでよろしいでしょうか。

事務局

内容の「改善して継続」のコメントに追加します。

鳫部会長

それにしても、この外部評価表は、記入しづらいと思います。

事務局

昨年の審議会でこの様式に決定したのですが、どのような点が分かりづらいです

か。

鳫部会長

どの欄にどういうことを書くべきかが非常に分かりづらいので、改善が必要だと

思います。

金津委員

私も同感です。

イ 評価結果のまとめ

鳫部会長

部会の評価結果は次のとおりとしてよろしいでしょうか。（一同了承）

施策１４ 確かな学力の育成をめざした教育の推進

事務事業評価１「１４０３ 英語教育推進」

内容：このまま継続

進捗状況：順調である

事務事業評価２「１４０２ 教育扶助（中学校）」

内容：このまま継続

進捗状況：おおむね順調である

施策評価

進捗状況：おおむね順調である

② 施策２３ 充実した生涯学習機会の提供

ア 各委員評価の紹介・意見交換

（ア） 評価の紹介

鳫部会長

「２３０１ 生涯学習講座」の内容は、「改善して継続」と評価し、「予算を抑え
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ていく方向ではなく、サークルでも費用負担のない形で、参加しやすいように運営

し、地域の活動を推進して欲しい。」とコメントしました。進捗状況は、「おおむね

順調である」と評価し、「講座参加者がサークル活動化し自主的活動に移行すること

を指標としているが、今後検討が必要である。」とコメントしました。

「２３０２ 中央公民館講座開催」の内容は、「改善して継続」と評価し、「予算

を抑えていく方向ではなく、サークルでも費用負担のない形で、参加しやすいよう

に運営し、地域の活動を推進して欲しい。」とコメントしました。進捗状況は、「お

おむね順調である」と評価し、「講座参加者がサークル活動化し自主的活動に移行す

ることを指標としているが、今後検討が必要である。」とコメントしました。

施策評価の進捗状況は、「おおむね順調である」と評価しました。どこに書いて

いいのか分からなかったので、同じ内容になってしまいますが、「講座参加者がサー

クル活動化し自主的活動に移行することを指標といるが、今後検討が必要である。」

と重ねてコメントしました。

川崎委員

「２３０１ 生涯学習講座」の内容は、「改善して継続」と評価し、「予算が少な

い。チラシ、ＨＰ等でのＰＲを希望します。」とコメントしました。ＨＰを見たこと

があるのですが、生涯学習講座紹介等のページが残念だと思いました。進捗状況は、

「おおむね順調である」と評価しました。

「２３０２ 中央公民館講座開催」の内容は、「このまま継続」と評価し、進捗

状況は、「おおむね順調である」と評価しました。

施策評価の進捗状況は、「おおむね順調である」と評価しました。

金津委員

「２３０１ 生涯学習講座」の内容は、「このまま継続」と評価しました。進捗状

況は、「おおむね順調である」と評価しました。

「２３０２ 中央公民館講座開催」の内容は、「改善して継続」と評価しました。

進捗状況は、「おおむね順調である」と評価し、「中央公民館講座に幅広く参加でき

るアクセスの必要。市内循環バスを利用できる時刻表に合わせた時間配慮等。」とコ

メントしました。

施策評価の進捗状況は、「おおむね順調である」と評価しました。

山田委員

「２３０１ 生涯学習講座」の内容は、「このまま継続」と評価しました。進捗状

況は、「順調である」と評価しました。

「２３０２ 中央公民館講座開催」の内容は「このまま継続」と評価しました。

進捗状況は、「順調である」と評価しました。

最後に、施策評価の進捗状況は、「順調である」と評価し、「講座に対して人それ

ぞれの関心の度合いに応じて対応し、価値観のある多様な学習や知識を身に付ける

必要性があります。」とコメントしましたが、よく考えたら事務事業評価１「２３０

１ 生涯学習講座」内容の「改善して継続」欄に入れる方が適していると思ったの

で、評価の変更とコメントの移動をお願いします。

鳫部会長

事務事業評価２「２３０２ 中央公民館講座開催」の方も講座がありますが、そ
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ちらはご変更なしでよろしいですか。

山田委員

そちらも同様に、「改善して継続」に変更をお願いします。

鳫部会長

それでは山田委員の評価は、両事務事業の内容の評価のみ「改善して継続」に変

更し、進捗状況はそのままで、コメントは事務事業評価１「２３０１ 生涯学習講

座」の内容に移動をお願いします。

（イ） 意見交換

鳫部会長

部会としての評価のまとめを行います。評価のご変更やご意見等がある方はいら

っしゃいますか。

川崎委員のコメントは、生涯学習講座のＨＰが充実していないということでしょ

うか。具体的にはどのような感じで、今後どのように充実させていったら良いと思

いますか。

川崎委員

ＨＰを見ただけでは誰も申込みはしないなと思えるほどでした。ただ講座名と、

どんなことができるかが書いてあるくらいで、全体としてＰＲすることがなく、た

だこのような講座がありますよと公表しているだけでした。

鳫部会長

生涯学習委員にもなられているとのことですが、その生涯学習委員を積極的に活

用していないということですね。

川崎委員

そうですね。ＰＲのためにチラシを作成していたりなど、積極的に活動している

自治体もあります。ＰＲしてくださるのであればということで、チラシを自分達で

作るような自治体もあります。

鳫部会長

和光市の広報活動は充実していないということですね。大体皆様も改善が必要だ

と考えているということだと思います。

鳫部会長

原田委員がいらっしゃったので、施策番号２３ 充実した生涯学習機会の提供につ

いて、何かご意見がございましたらお願いいたします。

原田委員

特にありません。

イ 評価結果のまとめ

鳫部会長

部会の評価結果は次のとおりとしてよろしいでしょうか。（一同了承）
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施策２３ 充実した生涯学習機会の提供

事務事業評価１「２３０１ 生涯学習講座」

内容：改善して継続

進捗状況：おおむね順調である

事務事業評価２「２３０２ 中央公民館講座開催」

内容：改善して継続

進捗状況：おおむね順調である

施策評価

進捗状況：おおむね順調である

③ 施策３２ 多様な保育サービスの推進

ア 各委員評価の紹介・意見交換

（ア） 評価の紹介

鳫部会長

「３２０９ 民間保育所等基盤整備」の内容は、「改善して継続」と評価しまし

た。進捗状況は、「順調でない」と評価し、「１歳児や３歳児の待機児童解消が必要

である。」とコメントしました。

「３２１０ 保育クラブ管理運営」の内容は、「改善して継続」と評価し、「非常

勤の指導員が多い。非常勤の指導員が自身の雇用に不安を抱えることがないように

してほしい。民間保育クラブ利用者の費用負担が高い。」とコメントしました。進捗

状況は、「順調でない」と評価し、「待機児童の解消が必要である。」とコメントしま

した。

施策評価の進捗状況は、「順調でない」と評価し、「待機児童の解消が必要である。」

とコメントしました。

川崎委員

「３２０９ 民間保育所等基盤整備」の内容は、「このまま継続」と評価しました。

進捗状況は「順調である」と評価しました。

「３２１０ 保育クラブ管理運営」の内容は、「このまま継続」と評価しました。

進捗状況は「順調である」と評価しました。

施策評価の進捗状況は、「順調である」と評価しました。

金津委員

「３２０９ 民間保育所等基盤整備」の内容は、「改善して継続」と評価し、「需

要の高い０歳児保育の受け皿に小規模保育園が効果を成しているが、３年後の移行

も含めた受け皿の確保が必要。」とコメントしました。進捗状況は、「おおむね順調

である」と評価しました。

「３２１０ 保育クラブ管理運営」の内容は、「このまま継続」と評価しました。

進捗状況は「おおむね順調である」と評価しました。

施策評価の進捗状況は、「おおむね順調である」と評価しました。

原田委員
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「３２０９ 民間保育所等基盤整備」の内容は、「改善して継続」と評価しました。

進捗状況は、「おおむね順調である」と評価しました。

「３２１０ 保育クラブ管理運営」の内容は、「改善して継続」と評価し、「民間

保育クラブと公設保育クラブの料金の差を解消してほしい。」とコメントしました。

進捗状況は、「おおむね順調である」と評価しました。

施策評価の進捗状況は、「おおむね順調である」と評価しました。

山田委員

「３２０９ 民間保育所等基盤整備」の内容は、「このまま継続」と評価しました。

進捗状況は「おおむね順調である」と評価しました。

「３２１０ 保育クラブ管理運営」の内容は、「このまま継続」と評価しました。

進捗状況は「おおむね順調である」と評価しました。

施策評価の進捗状況は、「おおむね順調である」と評価し、「基盤整備の解決に至

っていない」とコメントを追加したいと思います。

鳫部会長

ありがとうございます。事務局で、原田委員と山田委員のコメントの追加をお願

いします。

「３２１０ 保育クラブ管理運営」進捗状況の「順調でない」が１人であるにも

かかわらず、コメントが２件ありますが、なぜですか。

事務局

申し訳ございません、記載欄の誤りです。下の「公民館を利用･･･」のコメントを、

「おおむね順調」の欄に移動してください。

（イ） 意見交換

金津委員

待機児童はどのくらいいるのでしょうか。

事務局

今、確認してまいります。

鳫部会長

山田委員は基盤整備が必要だとコメントしてくださっていて、「おおむね順調」と

評価されています。私は「順調でない」と評価しましたが、いかがでですか。

山田委員

個人によって、受け取り方が違いますが、どちらかというと「おおむね順調」か

なと思いました。

鳫部会長

私はもっと担当課に頑張っていただきたいという評価を出してもいいかなと思っ

ていたのですが、少数意見のようですね。他の方はいかがですか。

川崎委員

私は、十何年前に新座市から和光市に引越してきました。保育園は変えずにその

まま新座市の保育園を卒園したのですが、和光に移り住んだだけで保育料がとても

下がったので、同じ保育園に通っていても住所によってこんなにも変わるのかと思

いました。
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鳫部会長

通っている保育園は同じなのに、どこに住んでいるかで保育料が変わり、新座市

から和光市に移り住んだだけで保育料が下がったということですね。

事務局

先ほどの金津委員のご質問に回答します。平成２９年４月１日現在で、保育所が

６２人、学童クラブは５２人、それぞれ待機児童がいます。

金津委員

保育園等を希望している人たちが、本当に働きたくて保育園に入らないと生活に

困る人たちであるのか、単に子育てを楽にしようとしている人たちなのか、内容が

見えないのですが、私の実家でも保育園を始めており、その場所は今まで保育園が

遠いところにしかない所だったのですが、身近なところに保育園ができると本当に

働きたいという人はすごく助かると思います。このような取組は良いと思っている

ので、あまり厳しい評価はしませんでした。

鳫部会長

結果はまだまだだけれど、手は尽くし始めているということですね。ご意見あり

がとうございます。

イ 評価結果のまとめ

鳫部会長

部会の評価結果は次のとおりとしてよろしいでしょうか。（一同了承）

施策３２ 多様な保育サービスの推進

事務事業評価１「３２０９ 民間保育所等基盤整備」

内容：改善して継続

進捗状況：おおむね順調である

事務事業評価２「３２１０ 保育クラブ管理運営」

内容：改善して継続

進捗状況：おおむね順調である

施策評価

進捗状況：おおむね順調である

④ 施策３９ チャレンジドが安心できる障害福祉の推進

ア 各委員評価の紹介・意見交換

（ア） 評価の紹介

鳫部会長

「３９１４ 障害者相談支援」の内容は、「改善して継続」と評価しました。進

捗状況は、「順調でない」と評価し、「相談支援事務所がない北エリアに追加の整備

が必要である。」とコメントしました。

「３９１３ 障害者医療支援」の内容は、「このまま継続」と評価しました。進

捗状況は、「順調である」と評価しました。
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施策評価の進捗状況は、「順調でない」と評価し、「相談支援事務所がない北エリ

アに追加の整備が必要である。」とコメントしました。

川崎委員

「３９１４ 障害者相談支援」の内容は、「このまま継続」と評価しました。進捗

状況は、「順調である」と評価しました。

「３９１３ 障害者医療支援」の内容は、「このまま継続」と評価しました。進

捗状況は、「順調である」と評価しました。

施策評価の進捗状況は、「順調である」と評価しました。

金津委員

「３９１４ 障害者相談支援」の内容は、「このまま継続」と評価しました。進捗

状況は、「順調である」と評価しました。

「３９１３ 障害者医療支援」の内容は、「このまま継続」と評価しました。進

捗状況は、「順調である」と評価しました。

施策評価の進捗状況は、「順調である」と評価しました。

原田委員

「３９１４ 障害者相談支援」の内容は、「改善して継続」と評価しました。障害

者の仕事に関する件で、この評価としました。例えば障害者の方が働いているすま

いる工房という施設があるのですが、仕事の関係で障害者の方々がいろいろな仕事

を求めているという事実が分かりました。施策名に「チャレンジドが安心できる障

害福祉の推進」とあるように、特に障害者の勤労意欲・社会参加の周知がもう少し

されて然るべきかなと思ったため、「改善して継続」としました。進捗状況は、「お

おむね順調である」と評価しました。

「３９１３ 障害者医療支援」の内容は、「改善して継続」と評価しました。制

度の周知が足りないと思ったからです。進捗状況は、「おおむね順調である」と評価

しました。

施策評価の進捗状況は、「おおむね順調である」と評価しました。

鳫部会長

今のご意見は、コメントに追加をお願いします。

山田委員

「３９１４ 障害者相談支援」は、「このまま継続」と評価しました。進捗状況は、

「順調である」と評価しました。

「３９１３ 障害者医療支援」の内容は、「このまま継続」と評価しました。進捗

状況は、「順調である」と評価しました。

施策評価の進捗状況は、「おおむね順調である」と評価し、「地域の目標を定めて、

より良いサービスを受けられ、選択できて、普通に生活できることを望みます。」と

コメントしました。

（イ） 意見交換

鳫部会長

それでは、何かご質問や評価の変更等ございますでしょうか。山田委員は最後の

み「おおむね順調である」と評価していましたね。
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山田委員

全体的にはまだ改善の余地があると思いました。

鳫部会長

個別としては特にご指摘する事項はないけれど、全般的には改善していってもら

いたいということですね。

私は厳しめに評価していますが、原田委員も少々厳しめに評価されていますね。

相談件数は指標となっていますが、どの程度周知したのかは指標として取り上げら

れていません。原田委員は、何か周知方法のアイデアなどはお持ちですか。

原田委員

今はＨＰに載せているだけだと思うのですが、様々な手段を使ってほしいと思い

ます。

鳫部会長

ＨＰ以外にも、対面で周知をするということが挙げられそうですね。

原田委員

イベントでチラシを配る方法等が有効だと思います。私の親戚は身体障害者でし

たが、ＩＴリテラシーが全くありませんでした。イベントで様々な情報を収集して

いたので、ＨＰに限らない方法で周知してほしいです。

鳫部会長

ＨＰに限らず、対面やイベントでのチラシ配布などで周知すべきだということで

すね。コメントに追加したいと思います。

川崎委員

周知方法のアイデアについてなのですが、他の市ですと、トイレの中に、こうい

ったご相談はありますか等のカードやラベルを設置していることがあります。その

時にこのような相談窓口の存在を知るので、そういった方法も１つの手法だと思い

ます。トイレの内側に貼られたラベルなどは座っている時に必ず目に付くので、有

効な手段だと思うのですが。

鳫部会長

確かに、ＤＶ相談についてのカードはよく見かけますね。相談に繋がるように、

窓口があることを積極的に周知してほしいということですね。そのような意見をコ

メントとして追加したいと思います。

イ 評価結果のまとめ

鳫部会長

部会の評価結果は次のとおりとしてよろしいでしょうか。（一同了承）

本日の会議で追加及び修正した外部評価表については、事務局から部会委員の皆

様に情報提供するようにお願いします。
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施策３９ チャレンジドが安心できる障害福祉の推進

事務事業評価１「３９１４ 障害者相談支援」

内容：このまま継続

進捗状況：順調である

事務事業評価２「３９１３ 障害者医療支援」

内容：このまま継続

進捗状況：順調である

施策評価

進捗状況：順調である

２ その他

評価について

評価については、会議の意見を取りまとめ、部会長に確認後、会長から市長に答申として

提出する。

審議会について

本日で今年度の会議は終了となり、来年度の第１回会議は４月に開催を予定している。

評価シートについて

事務局

今回、評価シートの書き方が分かりづらいというご意見がありました。来年度に向け、

改善すべき点等がございましたら、アドバイスをお願いします。

以上


