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和光市総合振興計画審議会第３回会議（総務環境部会）会議要旨

開 催 日：平成２９年６月２１日（水） 午後１時３０分～４時３０分

開催場所：市役所６階６０３会議

出 席 者：関口泰典部会長、山田実委員、松永安正委員、戸部正子委員、

花輪宗命会長、湯川博美委員

欠 席 者：岩田由実委員

傍 聴 者：なし

次 第：１ 議事

外部評価（評価結果まとめ）

施策１ 中心市街地にふさわしい駅北口周辺の整備

施策１３ 雨水対策の推進

施策６０ 廃棄物の適正処理の推進

施策７３ 市有施設の適切な保全

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１ 中心市街地にふさわしい駅北口周辺の整備

ア 各委員評価の紹介・意見交換

（ア） 評価の紹介

関口部会長

「０１０１ 駅北口地区土地区画整理推進≪一般会計≫」の内容は、「このまま継

続」、進捗状況は、「順調でない」と評価しました。

「０１０２ 駅北口地区土地区画整理推進(駅北)≪特別会計≫」の内容は、「この

まま継続」、進捗状況は、「順調でない」と評価しました。

施策評価の進捗状況は、「順調でない」と評価しました。要望という形で、「権利

者との合意形成を図り、平成３４年度までの事業計画期間内に早期完成することに、

市施行事業として進めていただきたい。」とコメントしました。

コメントについては、実は平成２８年度和光市総合振興計画進行管理における外

部評価のあり方において、コメント欄には改善や提言があった場合書くようにあり

ましたが、今回はコメント欄は自由に使い、ご意見や感想や要望を記入しても良い

と思うので、それらを市に伝えていきたいと思います。

山田委員

「０１０１ 駅北口地区土地区画整理推進≪一般会計≫」の内容は、「このまま継

続」と評価し、「減歩緩和のための先行取得したことは、権利者の方々の負担の軽減
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につながり、区画整理事業への理解をしていただくための大きな効果が得られると

思う。」とコメントしました。進捗状況は、「順調である」と評価し、「２６年度より

計画通り停滞なく事業用地の先行取得が行われていて順調である。」とコメントしま

した。

「０１０２ 駅北口地区土地区画整理推進(駅北)≪特別会計≫」の内容は、「この

まま継続」と評価し、「事業の進捗状況は、権利者との交渉合意に時間が掛かってい

る。交渉する担当者も大変なご尽力いただいていることと思う。また、大事な財産

の移動など権利者が慎重なところも理解できる。しかし、整備を待ち望んでいる駅

北側の住民の期待を十分に理解をしていただき権利者の方々のご理解を頂くように

さらに丁寧な説明を行う。」とコメントしました。進捗状況は、「順調でない」と評

価し、「駅北口の区画整理は特に北側住民に期待されている整備事業である。駅周辺

は道幅がなく歩道が狭いため通勤通学時に危険と不便を招いている。第二谷中区画

整理がほぼ完成したが、駅へのルートは行き止まり状態のところもある。できるだ

け早く整備されることを期待したい。」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、「土地の先行取得による事業用

地の確保は順調であるが、権利者との合意形成が停滞している。区画整理事業が遅

れることにより、北側住民の安全や利便性が改善されないことになる。今の現状で

は、車いすなどの通行にたいへん支障を来す。権利者との合意形成を図り、事業が

早く完成することを望む。」とコメントしました。

松永委員

「０１０１ 駅北口地区土地区画整理推進≪一般会計≫」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」と評価しましたが、こちらは大変

な事業だと思うので、「適確な処置がなされ計画的に進捗しているように思われま

す。」とコメントしました。

「０１０２ 駅北口地区土地区画整理推進(駅北)≪特別会計≫」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、「計画

通りに進まない面もあるようですが、利権者との合意形成など時間がかかる地道な

努力が求められることかと思われます。」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。出しにくいとい

う話が出ていた気もしますが、色々な意味で刺激になるし、市民の理解も得られて

良いのではないかと思い、「完成予想図、進捗状況図のようなものがあるといいと思

います。」とコメントしました。

戸部委員

「０１０１ 駅北口地区土地区画整理推進≪一般会計≫」の内容は、「このまま継

続」と評価し、「このまま継続できることがベターと思うが、現在までの進捗状況及

び課題の困難等を考慮してさらに改善策等を加味することが必要と思われる。（改善

策がある場合には協議して改善継続も視野に入れるべきと考える)」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、「関係課との連絡を密にして

いる様子がうかがえる。」とコメントしました。北口方面に行くと今まであった家が

なくなっていたりと、違う様子は目にしているのでこのような評価にしました。

「０１０２ 駅北口地区土地区画整理推進(駅北)≪特別会計≫」の内容は、「この
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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。

市民としては新しいまちの完成を待っていると思います。

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。

花輪会長

「０１０１ 駅北口地区土地区画整理推進≪一般会計≫」の内容は、「このまま継

続」との境ですが「改善して継続」と評価しました。区画整理事業は非常に難しい

ことは重々理解していますし、日頃地道な努力をされていることは評価できますが、

完成しなければ住民は満足できないと思います。もう一押し頑張って欲しいという

想いがあります。また、進捗状況は、「おおむね順調である」と評価しました。

「０１０２ 駅北口地区土地区画整理推進(駅北)≪特別会計≫」の内容は、「改善

して継続」と評価し、「地権者との折衝を一層推進するよう努力してほしい。」とコ

メントしました。進捗状況は、「順調でない」と評価し、「７号街区公園隣接地域の

事業の滞りが、北口区画整理事業の足を引っ張っている。」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、「地権者との折衝が難

しいのは理解できるが、様々な工夫をこらし、改善に努めてほしい。」とコメントし

ました。

湯川委員

「０１０１ 駅北口地区土地区画整理推進≪一般会計≫」の内容は、「このまま継

続」と評価し、「権利者との合意方法にもっと心をこめた工夫が必要。」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。

「０１０２ 駅北口地区土地区画整理推進(駅北)≪特別会計≫」の内容は、「改善

して継続」と評価し、「減歩という名の犠牲を負わす法が住民にとっては納得できな

いのでは。」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。実

際にほとんどの方が換地に同意したと聞いていますが、順調とは言えない気がしま

す。

施策評価の進捗状況は、「順調でない」と評価しました。

（イ） 意見交換

関口部会長

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コメントを追加したい

方はいらっしゃいますか。その他、評価を変更したい場合なども挙手をお願いしま

す。

松永委員

確かに進捗状況が滞っている面もあると思います。改善提案を考えてみたのです

が、思いつきませんでした。何か改善の方向があればお聞かせください。

関口部会長

もしそのようなご意見や提言等があればコメントに追記したいと思います。私も

具体的な提案は思いつきませんでした。

花輪会長

やはり権利者との合意が一番のネックだと思います。市民合意の下に行っている

ということを傷つけることになってはいけないと思いますが、言い方は悪いですが



4

強権的に実施する方法はないですか。

松永委員

説得する専門家のもとで実施できませんか。

花輪会長

地権者の感情的な想いで合理的に話し合いが進められない面があると思います。

換地の内容について、不動産鑑定者などに第三者の目で客観的に見て実施する等の

方法もあると思います。

松永委員

警察の交渉担当者のような説得のプロの立場の方がいると思うので、そういった

方を採用して行う方法があると思います。

山田委員

北口の区画整理の場合は市施行で、中央第二谷中の区画整理の場合は組合施行で

す。組合が組織を作って事業を進めているので、地権者自体に責任があります。市

で進めていく形とは考え方にズレがあり、市に強いことを言えない権利者もいると

思います。

少し整理したいのですが、「０１０１ 駅北口地区土地区画整理推進」は、事業用

地を確保していて、その部分の事業は進んでいるので、交渉はうまくいっていると

いうことでよろしいですか。

関口部会長

取組内容が道路・公園・駅前広場の整備です。全体的なストラクチャーやプロセ

スの部分が見えてこない面はありますが、流れ的にはうまくいっていると思います。

今回私達は直接評価で色々な市民の考えを回答して、一つの結果を出す判断材料に

なると思います。

花輪会長

「０１０１ 駅北口地区土地区画整理推進≪一般会計≫」と「０１０２ 駅北口

地区土地区画整理推進(駅北)≪特別会計≫」の内容は、どちらも「改善して継続」

でしたが、「このまま継続」に評価の変更をお願いします。

イ 評価結果のまとめ

関口部会長

皆様個人のご意見を伺いましたが、コメントには会議の中で話した部分を追加し、

評価は、人数が多いものを部会の意見とさせていただきます。

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１ 中心市街地にふさわしい駅北口周辺の整備

事務事業評価１「０１０１ 駅北口地区土地区画整理推進≪一般会計≫」

内容：このまま継続

進捗状況：順調である

事務事業評価２「０１０２ 駅北口地区土地区画整理推進(駅北)≪特別会計≫」

内容：このまま継続

進捗状況：順調でない

施策評価

進捗状況：おおむね順調である

② 施策１３ 雨水対策の推進

ア 各委員評価の紹介・意見交換

（ア） 評価の紹介

関口部会長

「１３０１ 下水道(雨水)維持管理」の内容は、「このまま継続」、進捗状況は、

「おおむね順調である」と評価しました。

「１３０２ 雨水整備」の内容は、「このまま継続」、進捗状況は、「順調でない」

と評価しました。

施策評価の進捗状況は、「順調でない」と評価し、要望という形で、「近年にみら

れる集中豪雨などにも対応できる、水害に強い、まちづくりを推進していただきた

い。」とコメントしました。

山田委員

「１３０１ 下水道(雨水)維持管理」の内容は、「このまま継続」と評価し、「排

水ポンプや遠方監視装置など適正に管理され、点検や検査が行われている。」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、「日常の点検が適切

に行われることで、台風や集中豪雨時の故障や被害は防止されている。」とコメント

しました。

「１３０２ 雨水整備」の内容は、「このまま継続」と評価し、「和光市の地形や

整備費用など雨水対策には時間が掛かると思うが、気候変動による大洪水や大渇水

の発生による都市災害による被害が危惧されいる。それに有効な対策として、雨水

の敷地内処理として雨水の貯留タンク、浸透升、及び利用を進めること、すなわち

雨水活用は今後の課題である。」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、「新築住宅には、敷地内の雨水処理が義務付けられているが、既

存の住宅の雨水処理は十分ではないことから、貯蓄タンクなどでの雨水の有効利用

の啓発に進めていく。」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、「近年の集中豪雨や地

震による被害は想定外のダメージが起こる可能性があるが、その場合には十分な対

策を講じて市民の安全を確保する。自然災害に対する備えを充実して、危機管理の

体制づくりにより、災害時の速やかな避難や復旧に備える。」とコメントしました。

松永委員
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「１３０１ 下水道(雨水)維持管理」の内容は、「このまま継続」と評価し、「内

容が具体的に見えるようになればもっと理解しやすいのかなと思いました。」とコメ

ントしました。進捗状況は、「順調である」と評価し、「適確に関係する装置の点検・

検査が行われているようである。」とコメントしました。

「１３０２ 雨水整備」の内容は、「このまま継続」と評価し、「関係機関や部署

などと連携し計画的に取り組んでいるように思われました。」とコメントしました。

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、「内容が具体的に見えるように

なればもっと理解しやすいのかなと思いました。」とコメントしました。全体的には

道路から住宅まで、トータルとしては見えれば評価の見方も変わったかもしれませ

んが、部分的には対策が行われている印象を受けたので、このような評価にしまし

た。

戸部委員

「１３０１ 下水道(雨水)維持管理」の内容は、「このまま継続」と評価し、「雨

水排水施設整備の老朽化に苦慮している様子。取組としてアセットマネジメントの

導入も視野に検討しているとのこと、いずれにせよ不都合なことが起きる前に対応

をしていくことが望ましいと思います。」とコメントしました。老朽化しているので

あれば、財政的に厳しい面もあるかもしれませんが、維持管理だけ行うのではなく、

どうしたらより良く設備が活用できるか考えていくことも必要だと思いました。進

捗状況は、「おおむね順調である」と評価しました。所管課は「本来ならこうあるべ

きなのが望ましいので、こうしたい。」という表記があるべきだと思います。そうい

った面では「順調でない」と思いますが、雨水対策に一生懸命なことを加味すると、

「おおむね順調」だと思いました。

「１３０２ 雨水整備」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、「関係課との連携をさらに進めてください。」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。

花輪会長

「１３０１ 下水道(雨水)維持管理」の内容は、「改善して継続」と評価し、「既

整備地区の雨水排水施設は正常に機能しているが、未整備地区の事業を促進してほ

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、「雨水

整備率が県平均を下回っているが、せめて平均水準を早期に達成してほしい。」とコ

メントしました。

「１３０２ 雨水整備」の内容は、「改善して継続」と評価し、「埼玉県との放流

雨量の協議に手間取ったのは残念である。」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、「埼玉県との協議に時間を要したが、平成２９年度に

は工事実施にこぎつけた。」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、「整備事業がこれまで

滞り気味であったが、障害が克服できる見通しなのは良い。」とコメントしました。

湯川委員

「１３０１ 下水道(雨水)維持管理」の内容は、「このまま継続」と評価し、「ポ
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ンプ故障がないのが良い。」とコメントしました。ぎりぎりのところで故障がないの

か、余裕を持っているのかはかなり差があると思います。どちらか分からなかった

ので、良いというコメントにしました。大きな故障は突然出ることがあるので、油

断せずに実施していただきたいです。進捗状況は、「おおむね順調である」と評価し、

「大雨の排水に多少の不安がある。」コメントしました。これから降雨が多いシーズ

ンになりますので、市民の心配を事前になくすようにしていただきたいです。

「１３０２ 雨水整備」の内容は、「このまま継続」と評価し、「汚水、雨水の分

流を強化する。」とコメントしました。また、雨水の利用がこれからの課題になると

思います。住宅に大きなタンクを設置して雨水を溜めて利用しているのを見かけま

す。市で補助金を出してもっと広められたら良いと思います。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、大きな事故がないので、「おおむね順調である」と評価し

ました。

関口部会長

先ほどの湯川委員の雨水の利用についての発言も、追加コメントとして記録に残

すようにお願いします。

（イ） 意見交換

山田委員

重大な故障に備えて、和光市では補助ポンプを設置していますか。

事務局

こちらでは把握しておりません。「予備の排水ポンプを備えるべき。」という旨の

コメントを提言の一つとして追加します。

イ 評価結果のまとめ

関口部会長

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１３ 雨水対策の推進

事務事業評価１「１３０１ 下水道(雨水)維持管理」

内容：このまま継続

進捗状況：おおむね順調である

事務事業評価２「１３０２ 雨水整備」

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

③ 施策６０ 廃棄物の適正処理の推進

ア 各委員評価の紹介・意見交換
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（ア） 評価の紹介

関口部会長

「６００１ 廃棄物収集運搬」の内容は、「改善して継続」、進捗状況は、「おおむ

ね順調である」と評価しました。

「６００２ 廃棄物処理・資源化」の内容は、「改善して継続」、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、要望という形で「おおむね順調である」と評価し、要望

という形で、「焼却施設の整備のあり方等について、危機感をもって、早急に廃棄物

処理計画を進めていただきたい。」とコメントしました。

山田委員

「６００１ 廃棄物収集運搬」の内容は、「改善して継続」と評価し、「市民から

出されるゴミは基本的に分別がされ、リサイクルもされている。しかし、家電製品

などの不法投棄が多く処理に費用も掛かっている。」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、「ゴミ置き場の設置基準を見直して、場所を

効率の良い数に調整する。車での巡回パトロールなど行い不法投棄防止の啓発を行

っているが、さらに効果的な対策が必要。」とコメントしました。

「６００２ 廃棄物処理・資源化」の内容は、「改善して継続」と評価し、「ゴミ

のリサイクルや分別などの取組は浸透してきているが、ゴミ集積所の数も多く効率

的な置き場の設置がなされてはいないようである。」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、「ごみのリサイクル資源化は徐々に増え処分

場への搬入は少しづつ減少していることから、市民のリサイクルの分別意識の啓発

を図るとともに、最終的に廃棄物の処理を行う業者や場所を確保する。市民や自治

会の活動により、不法投棄の対処がなされるなど、ゴミの問題は協働で進めていか

なけらばならない問題である。」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、事務事業評価から外れているか

もしれませんが、「ゴミ置き場等の規制には、条例がない。今後も置き場が乱立して

いく状況を考え、条例を策定し効率よく収集し、住民が協力していける状況をつく

りたい。ゴミ処理施設の老朽化に伴い計画的な施設整備が必要となり、建て替えと

なれば場所や費用など課題がある。いずれにしても、市民生活に必要不可欠な施設

であり、早急な検討が求められる。」とコメントしました。

松永委員

「６００１ 廃棄物収集運搬」の内容は、「改善して継続」と評価しました。「ゴ

ミの問題、特にゴミの集積までの段階において、市民一人ひとりから行政サイドま

で一体となって創意工夫改善の知恵を出してゆく雰囲気づくりが望ましいと思いま

す。すでに様々な取組がなされているようですが、バラバラな感じでインパクトも

効率もよくないように思われます。」とコメントしました。進捗状況は、「順調でな

い」と評価し、「ゴミ集積所に係る統制のようなものが必要かなと思われる。」とコ

メントしました。市と市民全体で統制の方法を考えていく事も必要だと思います。

和光市が他市の見本になるような事を求めても良いと考えました。

「６００２ 廃棄物処理・資源化」の内容は、「改善して継続」と評価し、「ゴミ

処分場の現状をもっと市民に知らしめるなどにより、リサイクル、低減への更なる
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意識向上を図る工夫も必要かと思われます。」とコメントしました。進捗状況は、「順

調でない」と評価し、「廃棄物処理に係る問題点など、市民への周知ができていない

ように思われます。」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、「ゴミ処分場の現状をもっと市

民に知らしめるなどにより、リサイクル、低減への更なる意識向上を図る工夫も必

要かと思われる。」とコメントしました。

戸部委員

「６００１ 廃棄物収集運搬」の内容は、「改善して継続」と評価し、「集積所の

増加について課題としているが、開発行為による増加、それだけでしょうか？１集

積所あたりの家庭数の平準化（困難な現状も分かりますが・・）等一考する余地も

有りと考える。」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

しました。

「６００２ 廃棄物処理・資源化」の内容は、「改善して継続」と評価し、「常に

改善点を見いだそうとしている対応は素晴らしいと思います。ただ、課題：リサイ

クル量の削減の手立ては？その方策についても具体的にしていく必要を感じます。」

とコメントしました。今後の方向性が所管課からの提案がなく、市民もどうしたら

良いのか分からないと思います。進捗状況は、「おおむね順調である」と評価し、「自

治会・広報誌等のさらなる活用で市民参加を喚起してみてはいかがでしょうか？」

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、「老朽化した焼却施設

を早急に計画着手する必要を感じる。計画コード６００８（廃棄物処理施設の基幹

更新）；立て替えの方向検討を推進してください。」とコメントしました。こちらも

今後の方向性が分かりにくいところがあります。

花輪会長

「６００１ 廃棄物収集運搬」の内容は、「改善して継続」と評価し、「粗大ごみ

シール方式の導入を早期に進めてほしい。」とコメントしました。進捗状況は、「順

調である」と評価し、「平常の廃棄物収集運搬事業は安定的に進められている。」と

コメントしました。

「６００２ 廃棄物処理・資源化」の内容は、「改善して継続」と評価し、「老朽

化が進むごみ処理施設の更新計画を早期にまとめ、事業の進捗を図ってほしい。」と

コメントしました。進捗状況は、「順調でない」と評価し、「不法投棄の監視体制を

強化し、クリーンオブ和光事業を住民との協働で進めてほしい。」とコメントしまし

た。和光市は処分場もないので、山形県や群馬県に運ばなければならないと追加質

問の返答で知りました。

施策評価の進捗状況は、「おおむね順調である」と評価し、「ごみ処理施設の更新

計画の進捗と不法投棄の根絶を重点的に進めてほしい。」とコメントしました。

湯川委員

「６００１ 廃棄物収集運搬」の内容は、「改善して継続」と評価し、「ゴミ集積

場の管理は自治会の協力強化が必要。」とコメントしました。私の地域では、元から

いる住民はきちんと区分けして出していて、後から来た住民はそれが出来ていない

印象があります。２・３ヶ月に１回周辺の清掃をしていますが、ゴミが一つ落ちて
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いると次々に捨てられますが、まめに行っていれば空き地等にゴミが捨てられない

傾向が見られます。きれいな町内は空き巣に遭いにくいというデータもあります。

ゴミの日以外でもゴミ拾いを心がけるにも、市では人手が足りないと思うので自治

会で実施出来れば良いと考えています。進捗状況は、「おおむね順調である」と評価

しました。

「６００２ 廃棄物処理・資源化」の内容は、「改善して継続」と評価し、「家電

不法投棄を取り締まる通報制度が欲しい。」とコメントしました。こういった制度が

あれば、車のナンバーを控えると思います。進捗状況は、「順調でない」と評価しま

した。また、「処理施設の強化。」とコメントしましたが、人材の強化についても追

加をお願いします。市内の研究施設と連携して、処理方法について研究する日本で

初めての施設になれれば良いと思います。

施策評価の進捗状況は、「おおむね順調である」と評価しましたが、大きな事故の

危険も含まれている気がします。

（イ） 意見交換

花輪会長

今のお話からすると、市の施策の問題ではなく市民側に問題がある気がします。

評価表に「すでに取り組んでいるかもしれませんが、幼稚園・保育園・小中学校な

どからごみ収集の仕組み講座や見学会など、学校と手を組むのも良いのではないか。」

とコメントがありましたが、分別をきちんと行っていない市民に問題があるので、

市民への啓蒙が必要だと指摘するべきだと思います。所管課はやるべきことを行っ

ている気がします。

関口部会長

花輪会長の意見を提言としてコメントに追加する形でよろしいですか。(一同了

承)

山田委員

都内と和光市では分別方法が違います。賃貸アパートの住人がそれを知らずに捨

てている印象があります。不動産業者によっては分別方法を伝えるところもありま

すが、業者全体に徹底させるべきだと思います。住宅何軒につきゴミ集積所を設置

するかも含め管理する条例を制定し、市民も仕組みづくりを自分達で考え、話し合

っていくことが必要だと思います。

関口部会長

ゴミ集積所についての条例は制定されていますか。

事務局

まちづくり条例の中に記載されています。開発行為があった場合は戸数に応じて

集積所を設置することになりますが、先ほど山田委員が仰ったのは、既存の住宅も

統合するような条例が必要だというご意見でよろしいですか。

山田委員

そうです。開発行為までいかないところは設置義務がないので、道路上にゴミを

置いてあるので、そこを調整する条例が必要だと考えています。

関口部会長
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それでは、こちらについても提言として加える形でよろしいですか。(一同了承)

事務局

湯川委員の市内の研究機関と連携し、人材の強化するというご意見についてもコ

メントとして追加します。

戸部委員

ゴミ出しについては、市民のモラルの問題だと思います。

関口部会長

そうですね。個人の問題であって、行政の問題ではないと思います。

イ 評価結果のまとめ

関口部会長

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６０ 廃棄物の適正処理の推進

事務事業評価１「６００１ 廃棄物収集運搬」

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「６００２ 廃棄物処理・資源化」

内容：改善して継続

進捗状況：順調でない

施策評価

進捗状況：おおむね順調である

④ 施策７３ 市有施設の適切な保全

ア 各委員評価の紹介・意見交換

（ア） 評価の紹介

関口部会長

「７３０１ 庁舎施設整備」の内容は、「改善して継続」、進捗状況は、「おおむね

順調である」と評価しました。

「７３０２ 公共施設保全業務」の内容は、「改善して継続」、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、要望という形で、「公

共施設は市民の財産である。安全・安心で快適な利用環境の確保、中長期的視点に

立ったコスト管理を推進していただきたい。」とコメントしました。

山田委員

「７３０１ 庁舎施設整備」の内容は、「このまま継続」と評価し、「既存の公共

施設では整備を保全計画に基づき維持保全の適正化を進めている。」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、「施設整備が滞り重大な事故

が起きないように維持保全を進め、市民や職員の安全を確保する。」とコメントしま

した。
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「７３０２ 公共施設保全業務」の内容は、「改善して継続」と評価し、「既存の

建物については、公共施設等総合管理計画に基づき耐震改修など計画が進められて

いる。」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、「公共

施設や学校施設など耐震や補修などが行われているが、特に学校施設の老朽化が進

み耐用年数に達しているものもあるようで、今後の建て替えなどについては早急に

計画を作成し、効率的かつ公共性のある利用性の高い複合施設が望まれる。」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、「学校は子どもたちが

一日の大半を過ごす学習・ 生活の場であり、地域の防災やコミュニティの拠点とし

て、今後は地域におけるまちづくりの中心的な役割が期待される。 したがって、効

率的、効果的な施設配置による建て替えをし、学校施設と他の公共施設等を複合化

することで、その機能を学校教育で活用できる複合施設として地域まちづくりの推

進にも配慮する機能を持たせる。このことから、公共施設管理計画の具体的なアク

ションプランを早期に策定する必要がある。」とコメントしました。

松永委員

「７３０１ 庁舎施設整備」の内容は、「このまま継続」と評価しました。「具体

的な内容、進捗状況がみえづらかった。」とコメントしました。進捗状況は、「順調

でない」と評価し、「予算の問題が大きいようですが、安全性の確認と危険性のある・

無しの確認を怠らないようにしていただきたい。」とコメントしました。

「７３０２ 公共施設保全業務」の内容は、「このまま継続」と評価し、「マネジ

メント実行計画の策定のもとに、効率的・効果的な保全施策の実施を期待する。」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、「進捗状況が見

えにくい。」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、「具体的な内容、進捗

状況が見えなかったのですが、組織的に状況を把握しているようであり、更にマネ

ジメント実行計画の策定により経済的・効果的な管理が期待できるように思われる。」

とコメントしました。

戸部委員

「７３０１ 庁舎施設整備」の内容は、「このまま継続」と評価し、「公共施設の

トイレは、だれもが利用しやすいデザインにしていただきたい。」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、「公共施設では節電が徹底され

ているが、消灯によりトイレ等を利用しづらいことがあるので、人を感知して点灯

するセンサーを取り付けるなどの対応を図っていただきたい。」とコメントしました。

「７３０２ 公共施設保全業務」の内容は、「改善して継続」と評価し、「限られ

た予算での執行と思いますが、安全第一でより多くのニーズに沿った方向でよろし

くお願いします。」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。

花輪会長

「７３０１ 庁舎施設整備」の内容は、「このまま継続」と評価し、「未改修施設

の改修に関する中期的計画を早急に策定してほしい。」とコメントしました。進捗状
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況は、「おおむね順調である」と評価し、「公共施設マネジメント実行計画を市を挙

げて策定する態勢を組んでほしい。」とコメントしました。

「７３０２ 公共施設保全業務」の内容は、「改善して継続」と評価し、「公共施

設マネジメント計画を策定する作業を推進する。」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、「職員及び施設利用市民への情報提供を拡充し、

計画の進捗を図ってほしい。」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、「時間はあっと言う間

に過ぎるので、今のうちから実行可能なマネジメント計画の策定作業を促進してほ

しい。」とコメントしました。

湯川委員

「７３０１ 庁舎施設整備」の内容は、「改善して継続」と評価し、「重要保全個

所を決めて優先事項とする。」とコメントしました。進捗状況は、「おおむね順調で

ある」と評価しました。

「７３０２ 公共施設保全業務」の内容は、「改善して継続」と評価し、「無人の

施設にも目を配る。」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。どの建物から優

先するか難しいところがあるかもしれませんが、知恵を絞って実施していただきた

いと思います。

（イ） 意見交換

山田委員

戸部委員がおっしゃった「だれもが利用しやすいデザイン」は現在の社会の流れ

では、障害を持った方の利用も当然配慮された上での施設になっていくと思います。

これから保全計画を考えていくにあたって、障害者の利用しやすい施設づくりを進

めていただきたいと思います。

また、総合児童センターの中に市民プールが併設される計画ですが、こちらも障

害者や高齢者を含め、あらゆる世代の使いやすい施設づくりを様々な意見を取り入

れて進めていただきたいです。

花輪委員

山田委員の意見に賛成です。ユニバーサルデザインの視点で施設を維持・保全の

際に取り入れてほしいという旨のコメントを追加することを提案します。

関口部会長

２０２５年問題と言われているように、これから高齢者が非常に多くなってくる

時に、施設が市民に利用しやすいものであるべきです。「７３０２ 公共施設保全業

務」のコメントに提言の一つとして追加する形でよろしいですか。(一同了承)

イ 評価結果のまとめ

関口部会長

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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事務事業評価１「７３０１ 庁舎施設整備」

内容：このまま継続

進捗状況：おおむね順調である

事務事業評価２「７３０２ 公共施設保全業務」

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

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

文教厚生部会で、「コメントを内容と進捗状況どちらに記載して良いか分かりづらい。」

という意見があった。来年度に向け、内容と進捗状況のコメントを分けずに事務事業に

関するコメントとして掲載する様式に見直しを考えている。詳細は、会長・部会長に相

談し、調整していくのでよろしくお願いします。

以上


