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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３０年６月２１日（木） 午前９時３０分～１１時３０分

開催場所：市役所５階５０２会議

出 席 者：関口泰典部会長、山田実委員、岩田由実委員、北嶋美栄子委員、戸部正子委員

花輪宗命会長、川﨑真知委員

欠 席 者：なし

事 務 局：川辺次長兼課長、梅津課長補佐兼統括主査、村田主任

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４８ 防災体制・消防支援体制の強化

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

事務事業「0101 駅北口土地区画整理推進」≪一般会計≫、「0102 駅北口土地区画整理推

進（駅北）」≪特別会計≫

ア 各委員評価の紹介・意見交換

（ア） 評価の紹介

関口部会長

コメント欄の様式が前回と変わり「良い点」と「悪い点」の２つに分けられまし

た。私はどちらでもない場合はコメントとして「良い点」の欄に記入させていただ

きました。

「０１０１ 駅北口土地区画整理推進≪一般会計≫」の内容は、「このまま継続」

と評価し、「和光市議会平成３０年３月定例会、市長提出議案『和光市土地開発公社

の解散について』、議会にて『原案可決』議決された。結果、事業用地を確保し、減

歩緩和がなされたことになる。」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。

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

継続」と評価し、「２０２０年東京オリンピックに向け、和光市駅周辺の駅ビル建設、
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関越から東名を結ぶ東京外かく環状道路等の工事が加速する中、交通の利便性や立

地条件が良い、和光市の北口の顔となる土地区画整理事業、加速感をもって推進し

て頂きたい。」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

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、「権利者との合意形成

を進め、換地・補償を促進、基盤整備、供用開始までスピード感をもって推進し、

事業計画の期間内に事業を完了して頂きたい。」とコメントしました。

山田委員

「０１０１ 駅北口土地区画整理推進≪一般会計≫」の内容は、「このまま継続」

と評価し、「南口に比べ駅北口は環境面でかなりの遅れをとっている。通勤通学や緊

急時のためにも計画を早く進めていただきたい。」とコメントしました。通学路でも

あり、安全面も厳しい状況なので早めに整備を行っていくことが大切だと思います。

一生懸命行っていただいているのは重々承知していますが、区画整理をするとどこ

が優先道路なのか分からなくなってしまうケースがありますので、安全対策を重視

しながら整備を進めていただきたいと思います。進捗状況は、「順調である」と評価

し、良い点として「何よりも地権者との合意形成を図ることが重要な課題であり、

事業用地の先行取得により進んでいることは評価したい。」とし、悪い点として「北

側の地域には次々と住宅が建設され、通勤や通学に駅利用者が益々増えてきている

状況で駅北口区画整理は市民の安全のためにも早急に整備されることが望ましい。」

とコメントしました。

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

継続」と評価し、「市と市民が協力しなければ区画整理事業は進まない。北側の住民

の生活・安全のため地権者に事業を理解してもらいご協力をお願いしたい。」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、「道路整備や上下水

道など進められている。仮換地の状況が見えてくれば地権者の理解が進むと思う。」

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、「北側地域の住民は、

駅北側の整備に対し、大きな期待があると思う。南口の駅ビルが完成すれば、益々

利用者が増えることから、早期完成を期待したい。」とコメントしました。北口・南

口関係なく駅周辺が綺麗に整備されることで、市民にとって使いやすく安全なまち

になるので、計画を進めていただきたいと考えています。

岩田委員

「０１０１ 駅北口土地区画整理推進≪一般会計≫」の内容は、「このまま継続」

と評価し、良い点として「先行取得した事業用地を遅延なく返還できているのは良

い事。」とコメントしました。進捗状況は、「順調である」と評価し、良い点として、

「予定通り平成３０年で終了するように今後も頑張ってください。」とコメントしま

した。

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

継続」と評価し、良い点は「少しずつ道路が出来ていると思われます。」とし、悪い

点として「目標値に対してＨ２７年度が３年連続下回っている原因が、『材料納品の

遅れ』『権利者の合意形成』との事ですが、なぜ合意になかなか結びつかないのか。
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説明の仕方に問題があるのか等、原因追究しつつ具体策等を考えないと進まないよ

うな気がしました。」とコメントしました。改善しないと計画が進まないと思うので、

厳しめに評価しました。進捗状況は、「おおむね順調である」と評価し、悪い点とし

て「合意形成に関しては、民間のプロの営業スキル等を身に付けるのは如何でしょ

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、「市役所の担当は数年

毎に変更になってしまう点も合意形成の足かせになっていないかと若干疑問が残り

ます。合意形成は対人の信頼関係も影響してきます。プロの営業マンを臨時雇用し、

長期の視点で説得・説明の対応を行ってみるという新たな視点は如何でしょうか。」

とコメントしました。私も高齢者に対して合意形成を行いますが、対人のことなの

で信頼関係が大切になってきます。プロの営業マンのノウハウが必要になってくる

のではないかと思います。市役所の職員の担当は変わるので、引継いでいくよりそ

ういった人員配置をして変わらず行っていくという視点も新たに入れていくと、計

画が進むのではないかという印象を受けました。

北嶋委員

「０１０１ 駅北口土地区画整理推進≪一般会計≫」の内容は、「このまま継続」

と評価し、良い点として「事業用地の先行取得による減歩緩和が権利者の負担軽減

となり、合意形成につながったことは良かった。」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、良い点として「償還期間に基づき、遅滞なく償

還されている。」とコメントしました。

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

継続」と評価し、良い点として「事業促進のために権利者との合意形成が必要不可

欠。大変だとは思うが、多くの人々の安全で暮らしやすいまちづくりのための理解

を得られるよう交渉を続けていただきたい。」とコメントしました。進捗状況は、「順

調でない」と評価しましたが、「おおむね順調である」でも良いのかと思いました。

悪い点として「担当課から事業施行期間が５年くらい延長になるやもとの説明があ

ったが、できるだけ延長期間を短縮してほしい。」とコメントしました。

施策評価の進捗状況は、「順調でない」と評価しましたが、「おおむね順調である」

でも良いのかと思いました。良い点として「事業用地の先行取得により償還が遅滞

なく執行されている。」とし、悪い点として「権利者との合意形成が遅れているが個

別説明はされないのか。」とコメントしました。

戸部委員

「０１０１ 駅北口土地区画整理推進≪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、「おおむね順調である」と評価し、良い点として「昨

年と比較して、駅から離れた地区では市民の目に見える状況と思える。」とし、悪い

点として「北口周辺の状況に、安全性、利便性の変化が見られない。」とコメントし

ました。

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

継続」と評価し、良い点として「難題山積のようだが、市全体の課題としての取り

組みを期待したい。」とコメントしました。進捗状況は、「おおむね順調である」と

評価しました。
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施策評価の進捗状況は、「おおむね順調である」と評価し、良い点として「事業計

画決定から１０年経過しているようである、その間に南口の改革案も浮上している

ようである。ここで更に格差が出ないように連携して進めて欲しい。」とコメントし

ました。

花輪会長

「０１０１ 駅北口土地区画整理推進≪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、「おおむね順調である」と評価し、良い点で「良く頑

張っている。」とコメントしました。私は市民ではなく、また努力不足で現場を見て

おらず、なおかつまちづくりの経験があまりなく資料でしか判断ができません。し

かし他の自治体の事例を聞いていると、和光市は厳しい環境の中で良く頑張ってい

るという印象を持ち、このような評価とさせていただきました。オリンピックによ

る資材や労務者の不足等の難しい条件もあるので、引き続き頑張っていただきたい

と思いました。

「０１０２ 駅北口土地区画整理推進(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。

川﨑委員

「０１０１ 駅北口土地区画整理推進≪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、「おおむね順調である」と評価しました。

「０１０２ 駅北口土地区画整理推進(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、良い点で「大変な部分もあ

ると思うが、市の発展に必要な整備である。」とコメントしました。素人としては全

く状況が分かりませんが、他の地域を見ていてもすごく時間が掛かる事業だと分か

ります。長く時間が掛かったとしても確実に整備していただきたいと思います。

（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。北嶋委員が事務事業評価「０１０２ 駅北口土地区画整理推進(駅北)≪特別会

計≫」と施策評価の進捗状況の変更について発言されたようですが、いかがですか。

北嶋委員

迷った部分でしたが、やはり評価を変えずどちらも「順調でない」にしたいと思

います。

山田委員

先ほど戸部委員が「駅から離れた地区では市民の目に見える状況」と発言されて

いましたが、移転先である仮換地を造成した上で、区画整理を外側から進めている

手順ということでしょうか。

事務局

第２回会議のヒアリングでも説明がありましたが、玉突き移転のような形で、ま

ず一程度整備し、移転先を確保してから動いていただく手順になります。
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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 駅北口土地区画整理推進≪一般会計≫」

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「０１０２ 駅北口土地区画整理推進(駅北)≪特別会計

≫」

内容：このまま継続

進捗状況：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

山田委員

そういった意味ではかなり進んでいる印象があります。

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）

② 施策４８ 防災体制・消防支援体制の強化

事務事業「4801 防災体制業務」、「4806 消防団業務」

ア 各委員評価の紹介・意見交換

（ア） 評価の紹介

関口部会長

「４８０１ 防災体制業務」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、「改善意識、向上意識を持って、さらなる事業を推進して頂

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」と評価しました。

「４８０６ 消防団業務」の内容は、「このまま継続」とし、感想として「市民の

安全・安心を守っている消防団員の方々に感謝する。」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。

施策評価の進捗状況は、「順調である」と評価し、「日々、日本において、自然災

害、人為的事故災害等が発生している。これらは避けることのできない事だが、防

災危機意識は常に持たなければならない。多くの市民の方に『和光市地域防災計画』

を周知して頂きたい。」とコメントしました。和光市の地域防災計画はとても良くで

きたものなので、活用していただきたいと思い、記載しました。

山田委員

「４８０１ 防災体制業務」の内容は、「このまま継続」と評価し、良い点として

「市職員だけでできることには限界がある。地域の自主防災組織等の取組を充実さ

せることも重要。」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、良い点として「比較的に安全だと言われている和光市においても大災害時には
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思わぬ影響が考えられる。市民の防災意識を高めるための防災おとどけ講座はわか

りやすく好評である。様々な方法で防災意識の向上を図りたい。」とコメントしまし

た。市のほうもイベントやおとどけ講座等の企画をしていて市民への啓発が良く行

われていると思います。しかし、そういった企画だけでは市民の防災意識は高まっ

ていないと思います。各地域にある自主防災組織を充実させるのが大切で、そこか

ら市民の防災意識を高める手立てがあればと考えています。悪い点として「地域防

災訓練への参加者が少ない。自助共助の意識がまだまだ低いのではと感じる。災害

時に食料問題も大切であるがトイレの問題も同じように重要である。上水道が止ま

ってしまったときに特に公園のトイレなどは厳しい状況になることが予想されるの

で、十分な対策をお願いしたい。」とコメントしました。

「４８０６ 消防団業務」の内容は、「このまま継続」とし、良い点として「市民

の生命財産を守る消防団の活動は市民にとって重要である。防火・災害時には欠か

せない組織であり充実させたい。」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、悪い点として「団員の欠員や若手不足は今後深刻な問題にな

る。消防技術の向上を図るために多数の訓練が行われていることは必要なことであ

るが、負担軽減から見て効率よく効果的な訓練形態の仕組みを作ることも必要。」と

コメントしました。最近の消防団の訓練は内容がとても充実していて、組織として

様々な想定をした訓練を行っています。充実した訓練の回数が増える一方、消防団

員の負担も大きくなるので効率よくやっていただきたいとも思います。

施策評価の進捗状況は、「おおむね順調である」と評価し、悪い点として「実際に

大災害にあった地域の防災訓練は緊迫感があり、すべての参加者が高い意識の中で

真剣に取り組んでいる。当市の取組は充実しても、災害時に自分たちの地域がどの

ような状態になり、どのような対策が必要かの想定が十分でない。自主防災組織の

自らの充実を図りたい。」とコメントしました。実際に災害に遭った自治体の訓練は、

非常に緊迫感があって、本当に災害が起こっているのではないかというくらい、参

加者の意識が高い状態でした。そのくらいの意識を持ってやらないと、実際に混乱

していて様々な情報が飛び交う災害現場の中で、自分が何を行うべきか、どう動く

べきかということが、年１回の訓練では身体に入ってこないと思います。施設では

年２回の避難訓練を行うよう定められていますが、福祉施設では毎月自主的に行っ

ているところもあります。最終的には市民の意識を高めるために、自主防災組織等

の充実を図ることが求められます。

岩田委員

「４８０１ 防災体制業務」の内容は、「改善して継続」と評価し、良い点として

「ＢＯＳＡＩフェア等小学生やファミリー層にターゲットを絞っているのはいいと

思います。」とし、悪い点として「自治会に入っていない若い世代・お年寄り等興味

のない人たちへどのように知らせていくのか。」とコメントしました。自治体に加入

していない市民はかなり多く、そちらにどうアプローチしていくかが大事だと思い

ます。進捗状況は、「おおむね順調である」と評価し、良い点として「自治会連と組

んでの訓練は、ほぼ横ばいを推移しており、良いと思います。」とし、悪い点ではあ

りませんが、今後の課題として「若者には携帯アプリ、お年寄りにはマップを大き

な文字に変更して配布等、ターゲットに合わせて普及啓発を実施していくのはどう
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か。また地区社協との連携も活用してほしい。」とコメントしました。

「４８０６ 消防団業務」の内容は、「このまま継続」とし、良い点として「団員

数や、訓練等の数字も横ばいで良いと思いました。」とコメントしました。進捗状況

は、「順調である」と評価し、良い点として「団員募集の件では、日中は商工会や企

業と組んで、どの時間帯でもカバーできるような取り組みを実施してください。」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、良い点として「毎日ど

こかで災害や震災等が起こっている為、市からの啓発等を多めに行う事で興味関心、

訓練の参加につながるのではないかと思います。今後も継続してお願いします。」と

コメントしました。先日大きな地震が発生し、市民も関心を持っている時期だから

こそ普及啓発を頑張って欲しいと思います。

北嶋委員

「４８０１ 防災体制業務」の内容は、「このまま継続」と評価し、良い点として

「災害発生時における自助・共助のために地域防災訓練は重要。自主的に参加して

くれない住民にも声掛けなど参加を促す対策を講じ、より多くの住民が訓練により

突然の災害・緊急時に安全な行動がとれるようにしたい。」とコメントしました。前

回のヒアリングの中で、子ども達を巻き込んでその親にも伝えるというイベントを

行っているという話がありましたが、和光市は若い世代が多いと思うので、そうい

った方たちの力を大事にし、いかに引き出していくか考えていただけたらと思いま

す。進捗状況は、「おおむね順調である」と評価し、良い点として「地域住民による

避難所運営訓練を実施し、共助による地域防災力の強化を推進してほしい。」とし、

悪い点として「備蓄資機材の整備自主防災団体数が３２年度目標値より実績値が低

すぎるのでは。」とコメントしました。

「４８０６ 消防団業務」の内容は、「改善して継続」とし、良い点として「消防

団員充足率はやや低いものの団員の平均年齢が４０代であること、また市内在勤者

により人数の確保ができる体制にあることで現在はとりあえず安心。」とし、ただ、

これが続かないといけないので、「消防団員数の減少、高齢化に対策を講じ、消防団

が今後も地域防災組織として円滑に活動できる体制を維持してほしい。」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、良い点として「多少課

題があるが、防災体制・消防体制とも順調と思われる。課題の解消に努め、両体制

の強化推進に期待する。」とコメントしました。東日本大震災のことが思い出されま

したが、当時より向上している印象を受けました。

戸部委員

「４８０１ 防災体制業務」の内容は、「改善して継続」と評価し、良い点として

「机上の計画としては良い。」とし、悪い点として「実際に防災訓練等への市民参加

の現状を見ると、市担当者以外は自治会役員が頑張っているだけと見受けられる。」

とコメントしました。先日のヒアリングの後、６月１０日に地域防災訓練が開催さ

れました。防災行政無線が放送され、訓練が行われている内容が分かりました。し

かし、周囲に無線が２、３台あるのに、１回しか放送が聞こえてきませんでした。

私はこの日に訓練が開催されるのを知っていたので把握できましたが、もっと関心
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のない市民は聞き逃してしまうと思います。私の地区の避難場所に実際に行ったと

ころ、自治会の役員の方は良く動いていましたが、その他の参加者は少なく、あま

り動いていない印象を受けました。計画としては素晴らしいですが、実際とはかけ

離れていると思いました。進捗状況は、「おおむね順調である」と評価し、良い点と

して「防災フェア開催による、ゲーム感覚で家族参加での防災意識啓発は大変良い。」

とコメントしました。フェアの開催についてもっと市民に知らしめると良いと感じ

ました。

「４８０６ 消防団業務」の内容は、「このまま継続」とし、良い点として「市内

消防団の方々の日頃の活動に感謝。」とコメントしました。実際に最近和光市内で火

事はないのですが、昼夜を問わず出動している音を聞くにつけ、よく訓練を行って

くださっている様子をひしひしと感じています。働き方の変化もあり、充足率が少

なくなってきている中で、まちの為に活動していただいていることは感謝しかない

と思います。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。

花輪会長

「４８０１ 防災体制業務」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、良い点で「良く頑張っている。」とコメン

トしました。「災害は忘れたころにやってくる」と言いますが、忘れるくらい長い間、

災害が起こらない中で、関心を持たない人たちに防災意識をキープさせることはと

ても難しい課題だと思います。そんな中、前回のヒアリングを伺うと防災フェアな

ど、市としては良く頑張っているという印象です。

「４８０６ 消防団業務」の内容は、「改善して継続」とし、「団員の確保に一層

努力して欲しい。」とコメントしました。東京郊外のベットタウンだと昼間は通勤し

て市内にいない人が和光市よりもっと多い状態です。消防団員の構成について、和

光市は市内在勤者が４割ほどなので、比較的充足されていると思います。また昨年

と比べると充足率は少し上がってはいますが、目標値を下回っている状態が続いて

いるので、様々な方法で団員の確保をして欲しいという意味で「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。

施策評価の進捗状況は、以上のことを踏まえ「おおむね順調である」と評価し

ました。

川﨑委員

「４８０１ 防災体制業務」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。

「４８０６ 消防団業務」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、良い点として「防災は

大切な業務であり、現行の体制は必要である。」とコメントしました。私は世帯数が

３７０くらいのマンションに住んでいるのですが、自治会が中心となって、誰もが

回ってくるよう輪番制で毎年訓練を行っているので、比較的防災意識が高い気がし

ます。ただやはり、皆さんがおっしゃっているように自治会に入っていない世帯は

抜けてしまいます。マンションでは子どもがいる世帯の参加率が高く、高齢者の世
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帯や子どものいない世帯の参加率が低いように感じます。同じマンションなのでい

ざとなったら助け合うとは思いますが、災害があった時期だからこそ、こういった

方々に防災の必要性を伝えていただきたいと思います。

関口部会長

川﨑委員のこちらの意見は評価表に記載されていないので、事務局は追記をお願

いします。

（イ） 意見交換

花輪会長

災害は実際に起こってみないと分からない部分が多いと思います。外部評価とし

ては我々はこれくらいしかできることはないですが、所管課も一生懸命頑張ってい

るのに、それを受ける側の市民が無関心なこともあるので、私たちから何か提案が

添えられたらもっと良いかと思いますが、いかがでしょうか。

岩田委員

高齢者に関しては長寿あんしん課と地域包括ケア課がニーズ調査を行い、市役所

職員が回収に訪問します。リスクが高い方が発見されると、私たち地域包括支援セ

ンターに連絡が来て支援に伺っています。そちらは介護や生活に関する支援が中心

で、その際、自治会に参加しているかも必ず尋ねますが、自治会についてこちらか

ら加入するようには言えないところがあります。介護が必要ではない方は地域住民

について把握している民生委員さんが中心に訪問していくことになります。防災に

ついては民生委員と連携する、高齢者については長寿あんしん課と連携するなどし

なければ、所管課だけでは難しい部分があると思います。自治会についてはお勧め

はしますが、役員が回ってくるのでと足踏みされることが多いです。

戸部委員

私たちの自治会の班が１５、６軒ほどありますが、役員が回ってくることが負担

で脱会をする方が出てきます。確かに自治会の役員は大変ですが、お互いの家の状

況が分かっているので、ゴミ出しの当番の際は助け合うなど班で担うことができる

のは良い面だと思います。

関口部会長

自治会に属さないことが問題になっていますが、前回会議のヒアリング後の追加

質問をしましたところ、自治会に加入しない方に対しては、中学生ボランティアを

通じての啓発やおとどけ講座を行う等の考えを持っているようです。ただやはり、

災害はいざ起こってみないと分からないという怖さがありますね。

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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施策４８ 防災体制・消防支援体制の強化

事務事業評価１「４８０１ 防災体制業務」

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「４８０６ 消防団業務」

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

事務事業「6002 廃棄物処理・資源化」、「6006 焼却・粗大施設修繕整備」

ア 各委員評価の紹介・意見交換

（ア） 評価の紹介

事務局

評価を行う前に「施策６０ 廃棄物の適正処理の推進」についてご報告がありま

す。事務事業「６００６ 焼却・粗大施設修繕整備」で６月４日に開催された前回

会議の時点では未確定でしたが、和光市と朝霞市の広域で新たな清掃センターの建

設に向けて、協議を行う方向性がまとまりました。場所は和光市で、目標はおおむ

ね１０年程度かけて建設予定です。本日は平成２９年度について評価いただきます

が、こちらを踏まえて改めて評価を考えていただければと思います。

関口部会長

「６００２ 廃棄物処理・資源化」の内容は、「改善して継続」と評価し、「市民・

事業者に廃棄物の減量化に向けての周知を徹底し、現状の老朽化した焼却施設等や

最終処分場を広報等で伝えては如何だろう。」とコメントしました。実際の危機感を

市民にも伝えていただきたいと考え記載しました。進捗状況は、「おおむね順調であ

る」と評価しました。

「６００６ 焼却・粗大施設修繕整備」の内容は、「改善して継続」と評価し、悪

い点として「行政の財政上、優先順位が定まるのは理解できるが、市民生活にて必

要な施設である焼却施設の建替えも視野に入れた修繕計画を早急に作成すべき。」と

コメントしました。こちらは建替えの方向性についての報告を受ける前に記載した

ものですが、このまま残します。進捗状況は、当初「順調でない」と評価しました

が、「おおむね順調である」に変更させていただきます。

施策評価の進捗状況は、「おおむね順調である」と評価し、「焼却施設等の整備の

あり方等について、危機感をもって、廃棄物処理計画を進めて頂きたい。」とコメン

トしました。

山田委員

「６００２ 廃棄物処理・資源化」の内容は、「改善して継続」と評価し、「資源

化実績による焼却灰リサイクルの取り組みはあまり知られていないように思う。
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様々なリサイクルによる資源再利用の仕組みのＰＲの充実を図る。」とコメントしま

した。進捗状況は、「順調でない」と評価し「ごみの分別が正しく行われなければ資

源化はできない。当市の市民のごみが他市の最終処分場で処理されていること、市

民として意識すべき問題。」「市民のリサイクル意識はすでに定着しているため、現

在の資源ごみ回収を考えると集団回収への補助制度について見直しが必要ではない

か。」とコメントしました。資源のリサイクルは市民全体に定着していると思います

ので、集団回収への補助制度を見直しが必要。また、他市からのごみが市内に入っ

てきてしまうのは、捨てやすい環境があるからだと思います。清掃センターから少

し離れたところに、撤収してもまたごみが溜まりやすい場所があり、捨てやすい何

かがあると思うので、看板の設置等啓発が必要だと思います。

「６００６ 焼却・粗大施設修繕整備」の内容は、「改善して継続」と評価し、良

い点として「現在、停滞なくごみの処理ができている。」とし、悪い点として「施設

の修繕をしながら、処理を行っていることは、想定外の故障など不安材料はある。

焼却施設の建替えにも時間がかかるので、早期に計画的に進めることが必要。」とコ

メントしました。進捗状況は、「順調でない」と評価し、悪い点として「修繕をしな

がら施設を維持し、建替えの計画を進めるべきである。」とコメントしました。施設

の老朽化についてですが、メンテナンスを行いながら維持していく方法もあると思

いますが、万が一の故障の場合もありますので、建替えの方向で検討を進めるべき

だと思います。

施策評価の進捗状況は、「順調でない」と評価し、悪い点として「焼却施設の老朽

化が著しいのであれば、施設の建て替えを早急に検討すべきである。市に予算がな

い中であるが、必要不可欠な施設であることから、建替えには時間も要するので計

画策定を進めるべきである。」とコメントしました。こういった評価があって事業が

先に進むと思うので、あえて厳しめにしました。

岩田委員

「６００２ 廃棄物処理・資源化」の内容は、「改善して継続」と評価し、良い点

として「リサイクル展示場の利用者が増えている事は良い。」とし、悪い点として「人

口の増減は関係していない、ごみの量も変わっていない、なのに搬出量が増えた原

因は『ごみの質』との事、という事は平成２５年の４つのＲが機能していないとい

う結果につながるのではないか。」とコメントしました。こちらの改善策について、

ビジョンがあまり見えてきませんでした。進捗状況は、「順調でない」と評価し、悪

い点として「普及啓発が足りていないと、分別やリサイクルに繋がらない。教育や

自治会等とより一層連携を組み、問題提起の機会を増やす、分別されていないゴミ

は回収しない等の取り組みも検討して頂ければと思う。」とコメントしました。

「６００６ 焼却・粗大施設修繕整備」の内容は、「改善して継続」と評価し、良

い点として「市全体の予算と連動する為、今すぐに工事しますとはならないが、優

先順位を上げてもらう取り組みを継続してほしい。」とし、悪い点として「評価表の

コメントを見ても、先を見据えたビジョンが見えてこなかった。」とコメントしまし

た。進捗状況は、「順調でない」と評価し、良い点として「他市との共同清掃センタ

ー設置話もあるとの事なので、現在の物が壊れる前に移転してもらいたい。」とコメ

ントしました。



12

施策評価の進捗状況は、平成２９年度としては「順調でない」と評価し、悪い点

として「月日と共に機械の劣化も増えてくるので、今後は効率＋コストパフォーマ

ンスが重要になってくるのではないか。新品に変更出来る事を祈っております。」と

コメントしました。

北嶋委員

「６００２ 廃棄物処理・資源化」の内容は、「改善して継続」と評価し、良い点

として「焼却可能な廃棄物であっても煤塵として残り、埋め立てなくてはならない。

リサイクル可能であれば焼却しなくてよい方向に進めていただきたい。」とコメント

しました。和光市の場合、きれいな状態でないとプラスチックゴミはリサイクルが

できません。他市は多少の汚れがあってもリサイクルに回すことができます。その

結果リサイクルできる内容物が変わってくるそうです。和光市の場合、焼却炉が良

いもので、煙としては有毒物質を排出しないのでプラスチックゴミも燃やしたほう

が良いと聞いたことがあります。ただゼロにはならずに煤塵が残るのであれば、コ

ストのこともあると思いますが、できるだけ燃やさないでリサイクルに回す方向に

していただきたいと思いました。悪い点として「市外からの不法搬入を阻止できな

いか。」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。

「６００６ 焼却・粗大施設修繕整備」の内容は、「改善して継続」と評価し、良

い点として「故障等により、施設設備が稼動不可能となった場合に備え、県内市町

村にて処理できる体制が整っている。」とし、悪い点として「市民の日々の生活に直

結しているため、焼却施設の修繕計画は急務。」とコメントしました。進捗状況は、

「順調でない」と評価し、悪い点として「専門的知識のもと、施設設備整備計画を

たて、安定した稼動を確保すべき。」とコメントしました。財源の問題もあると思い

ますが、専門性の高い方を配置していただきたいです。

施策評価の進捗状況は、「順調でない」と評価し、悪い点として「施設設備の維持

管理体制を整えるべき。」とコメントしました。

戸部委員

朝霞市と共同で建替えを検討している件を聞きましたが、聞かなかったことで話

をさせていただきます。評価表の内容が昨年度から何も変わっていない状態である

こと、また数字はたくさんあるのですが、比較するものがないので判断ができなか

ったことから、平成２９年度時点の状況を評価させていただきます。

「６００２ 廃棄物処理・資源化」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、悪い点として「人口増によるゴミ増量は仕方

無いが、減量のための手立てはないのでしょうか。」とコメントしました。例えば、

ダイエットするためにはどのような方法でやろうかいろいろ考えると思いますが、

ここに減量のための手立てが見えてこなかったのでコメントとして書かせていただ

きました。

「６００６ 焼却・粗大施設修繕整備」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、良い点として「数年来、施設の老朽化に

苦慮している様子。ご苦労様です。」とコメントしました。施策評価表で昨年度と違

う点として、専門員の配置と記載されていたところに苦労されていることが伺われ

ました。ただし、専門員がまだ採用されていないとのお話でしたが。
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施策評価の進捗状況は、「順調でない」と評価し、悪い点として「焼却施設老朽化

を課題としているが、幸い大事には至っていないようだが早急に課題解決に向かっ

て欲しい。」とコメントしました。厳しい評価をふまえて、次に進んでいただきたい

という期待があります。

花輪会長

私も戸部委員と全く同じで、昨年度と全く変わっていないのが最初の印象でした。

「６００２ 廃棄物処理・資源化」の内容は、「改善して継続」と評価しました。

市外からのゴミの持ち込みは行政や和光市民の責任ではないのに、処理を行うのは

理不尽だと思います。また、不法投棄の搬入量が増えているのは問題だと思いまし

た。それから、資源化の問題ですが、山田委員が仰ったように、分別について定着

はできていると思いますが、世界全体の状況でいうと、プラスチックごみのもって

行き場がなくなる恐れがあります。一自治体で対応できる問題ではなく、近隣も同

じ問題を抱えていると思うので、協力しながら資源化に繋がる対策を行わないと、

後々大変だと思います。その意味で「プラスチックごみの資源化に目途をたてて欲

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」と評価しました。

「６００６ 焼却・粗大施設修繕整備」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、悪い点として内容と進捗状況のそれぞれ

に「焼却施設の建替問題を、公共施設の保全計画に丸投げし、積極的に取り組む姿

勢が見られない。」とコメントしました。昨年度から進んでいなく、危機感がないと

思いましたし、次の施策７３の市有施設の適切な保全に丸投げになっているように

感じられたためです。ただ、朝霞市と共同での清掃センターの建設の方向性が決ま

った話を聞いたので、進捗状況を「順調でない」から「おおむね順調である」に変

更したいと思います。

少し考えたのですが、例えば練馬区から粗大ごみが持ち込まれていることについ

て、和光市が受け入れる代わりに、焼却施設を建て替える間の焼却ごみの受け入れ

をお願いする等、和光市だけで考えるのではなく、近隣自治体と協力しながら解決

する方法を工夫していただきたいと思いました。

施策評価の進捗状況は、「おおむね順調である」と評価しました。

戸部委員

追加で、発言させていただきます。和光市のゴミの出し方、分別の方法は、都内

とは全く違うし、朝霞市とも違うと思います。清掃センターの完成は数年先という

ことで、建物が建つまでの間に、中身について検討してほしいと思います。ごみの

出し方や分別ルールについて低いほうの基準に合わせるのではなく、十分にすり合

わせをして検討していただきたいというコメントも注意喚起しておいた方がよいか

と思いました。以上です。

川﨑委員

「６００２ 廃棄物処理・資源化」の内容は、「改善して継続」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。

「６００６ 焼却・粗大施設修繕整備」の内容は、「改善して継続」と評価し、良

い点として「施設の修繕を工夫して使っていること。」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。
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施策評価の進捗状況は、「おおむね順調である」と評価し、悪い点として「具体的

な対応策が示されていないこと。」とコメントしました。皆さんの意見を聞いていて

私は全く違う風に考えていました。行政ができることはすごく限られている気がし

ます。ごみは家庭や個人、企業の問題だと思います。例えば日本人はそのままの状

態のトマトときれいに袋に入っているトマトなら袋に入った方を買います。果物も

きれいに包まれているものを買います。包装紙が一瞬にしてごみになるということ

を意識しない消費生活をしているのです。そこが難しいところです。行政側がいく

ら減量化を呼びかけても、ごみ処理施設を良くしても、暮らしが変わらない限り、

ごみは増え続けるので、そのあたりが限界、進まない、諦めている理由なのかなと

思いました。私は片付けの仕事をしていますが、これからもっと大量にごみが出て

くるはずです。そして皆さん本当に溜め込んでいらっしゃるのです。他の人に使っ

てもらえるようにうまく流せば有効活用できるものでも、送料を負担するのを嫌っ

て寄附したがらず、抱えこんでしまう方が多くいます。これらは個人の啓発をする

必要があると思います。また企業も商品を選んでもらうために、きれいに包装した

ものを売るというサイクルがある気がします。ごみの量の半分は家庭で半分が企業

だったと思います。処理施設ということで考えると限界があり、元に戻る啓発が必

要だと思います。ということで、まだ具体的な対応策が示されていませんが、おお

むね順調であると評価させていただきました。

（イ） 意見交換

関口部会長

他の委員の意見を聞いて評価を変更したり、更にご意見のある方はいらっしゃい

ますか。

山田委員

集団回収への補助制度についてコメントをしましたが、この補助制度は今もある

のでしょうか。なければコメントを削除してください。

事務局

担当課へ確認します。

関口部会長

過去にごみの減量のため水を燃やさないようにするため、清掃センターが生ごみ

の水切り器を配布していたことがありました。

それでは、評価についてですが、事務事業評価「６００６ 焼却・粗大施設修繕

整備」の進捗状況について、花輪委員と私が「順調でない」から「おおむね順調で

ある」に変更したため、「おおむね順調である」が３名で「順調でない」が４名に変

更になります。

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）
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施策６０ 廃棄物の適正処理の推進

事務事業評価１「６００２ 廃棄物処理・資源化」

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「６００６ 焼却・粗大施設修繕整備」

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：順調でない

④ 施策７３ 市有施設の適切な保全

事務事業「7302 公共施設保全業務」、「7305 広沢複合施設整備」

ア 各委員評価の紹介・意見交換

（ア） 評価の紹介

関口部会長

「７３０２ 公共施設保全業務」の内容は、「このまま継続」と評価し、悪い点と

して「ここ数年、人口増加が進む和光市では、政策検討資料として重要な『市民意

識調査』等で収集されたデータは、常に最新のものを使い、時代を先読みし、実行

計画に組み込み反映できないか。」とコメントしました。データを使っても結局は時

代が進んでいたりで微妙な変化に対応しきれず、後で施策を直している状況です。

なるべく無駄のない公共施設を保全するために検討いただきたいと思います。進捗

状況は、「おおむね順調である」と評価しました。

「７３０５ 広沢複合施設整備」の内容は、「このまま継続」と評価し、「供用開

始の平成３３年（２０２１）４月を目指し、事業を推進して頂きたい。」とコメント

し、悪い点として「『和光市広沢複合施設整備基本計画』はＰＰＰのモデル計画とあ

るが、平成３０年６月１５日、『広沢複合施設整備・運営事業』募集要項等が公表さ

れた『ＰＦＩ事業のサービス購入料の上限価格（総額）5,249,000,000 円。ただし消

費税及び地方消費税を含まない。』は、市民と対話した結果なのか。」とコメントし

ました。実は評価を記入する前日に、市から募集要項が発表されました。民間活力

を使ったサービスの金額が市民向けに出てきたのですが、市民と対話した結果なの

か疑問です。事業費がおおむね５億円以上かかる施設に対しては、市民参加によっ

て市民に賛否を問わなければなりません。これは平成２９年度の評価にはなりませ

んが、記載したかったのでコメントしました。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、良い点として「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頂きたい。」とコメントしました。こちらは昨年度の評価と

全く同じものです。

山田委員
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「７３０２ 公共施設保全業務」の内容は、「このまま継続」と評価し、良い点と

して「人口の増減や高齢化など将来に向けての展望をしっかりとらえ、公共施設マ

ネジメント計画を効率的な施設計画の中で時代の流れに沿って推進していただきた

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、悪い点

として「公共施設の中でも小中学校の老朽化が著しいことは、いつ起こるかわから

ない東京直下型大地震など災害時にどのような状態になるのか大変不安である。子

供たちが１日の大半を過ごす学校施設は特に安全でなければならない。豪華で派手

な建築物ではなくシンプルで使いやすい安心して過ごせる環境を整えた施設をお願

いしたい。」とコメントしました。各公共施設の建替の時期が近づいていますので、

公共施設マネジメント実行計画を基に順調に進めていただきたいと思います。前回

会議のヒアリングの中で、公共施設は豪華なものを建てる時代ではなくなっている、

学校施設については子どもたちが使いやすくて安全でコストのかからないものを建

てていくというお話がありましたので、方向性を曲げずに現場や子ども達の意見を

取り入れながら作っていただきたいと思います。

「７３０５ 広沢複合施設整備」の内容は、「このまま継続」と評価し、良い点と

して「特殊な建築や豪華な建物には当然高いコストがかかる。これからの時代は、

利用者の使いやすさと安全性を重点に置き設計しランニングコストも抑えられる施

設が望まれる。」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、悪い点として「長い間、市民プールが無いために他市の施設を利用する方々が

多い。複合施設なので利用しやすさに不安が残る。子供から高齢者・障がい者が利

用しやすい運営を望む。」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、良い点として「合理的

な施設(複合施設）には、コスト削減や事業の連携から生まれる交流などメリットは

大きいが、そこを運営する仕組みにより効果は十分に発揮できないので、確かな選

考をお願いしたい。」とコメントしました。

岩田委員

「７３０２ 公共施設保全業務」の内容は、「このまま継続」と評価し、良い点と

して「広沢保育園、本庁舎等、順調に進んでいると思います。」とコメントしました。

進捗状況は、「順調である」と評価し、良い点として「第２次に向けて細かな修正が

入ると思うので期待しています。」とし、悪い点として「今後公費だけでは賄えない

部分もあると思われます。官民協働をうたっているのであれば、計画作成の段階か

ら民間の力も活用し、より良い計画作成をお願いします。」とコメントしました。第

１次和光市公共施設マネジメント実行計画策定の際になぜ民間と組んで計画を立て

なかったのか疑問に思う部分がありました。

「７３０５ 広沢複合施設整備」の内容は、「このまま継続」と評価し、良い点と

して「広沢の計画はとても具体的で良いと思いました。」とコメントしました。進捗

状況は、「順調である」と評価し、良い点として「北エリアの収益事業では民間の事

業者選定により、今後の発展が大きく変わるので、十分に精査して進めて行って頂

きたい。」とコメントしました。どこの民間企業がどういった形で入るのかとても気

になっています。

施策評価の進捗状況は、「おおむね順調である」と評価し、良い点として「まずは
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広沢をモデルとして官民協働を成功させることで次につながると思います。人口減

少、高齢化に伴い、持続可能な市町村にするためには新しい発想が必要ですので今

後も頑張って頂きたい。」とコメントしました。建てたのに誰も利用しないのでは意

味がないので、多くの市民が利用できる施設になるよう、先を見据えた計画を立て

ていただきたいと思います。

北嶋委員

「７３０２ 公共施設保全業務」の内容は、当初「改善して継続」と評価しまし

たが、「このまま継続」に変更させていただきます。良い点として「第 1次和光市公

共施設マネジメント実行計画が策定できたことにより、公共施設等総合管理計画が

順調に推進されることを期待する。」とコメントしました。進捗状況は、「おおむね

順調である」と評価しました。

「７３０５ 広沢複合施設整備」の内容は、「改善して継続」と評価し、良い点と

して「民間活力を導入した施設運営等、公共マネジメントのモデル事業としての効

果を期待する。」とし、悪い点として「学校のプール事業を複合施設内のプールで実

施するにあたっては教育現場の意見を重要視し、充分に検討をするべき。」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。計画の内容を読

むと、他県他市では学校のプール事業を複合施設等で実施している事例があり、和

光市もゆくゆくは広沢小学校だけでなく、他の学校も複合施設を利用していくとい

うことが掲載されていました。少し気になったので、関係者に問い合わせたところ、

やはり学校外の施設へ出向くのは子ども達にとって大変なことだということでした

ので、コメントさせていただきました。

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。

戸部委員

「７３０２ 公共施設保全業務」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。

「７３０５ 広沢複合施設整備」の内容は、「このまま継続」と評価し、良い点と

して「民間活力導入は良いが、市民の利用しやすい施設運営を期待します。」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、良い点として「安全な

施設を、早く市民に提供してください。」とコメントしました。児童センターのプー

ルは東日本大震災後から利用できなくなっています。すでに七年経過しており、そ

の年に生まれた子はもう小学生になっています。その間、市民プールがないため、

不便を感じておりますので、早く解消されればという期待を込めて記載しました。

花輪会長

私はこの施策について比較的好意的に受け止めました。

「７３０２ 公共施設保全業務」の内容は、「このまま継続」と評価し、良い点と

して「先進的な手法も積極的に検討していて、大変良い。」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。

「７３０５ 広沢複合施設整備」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。

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。昨年度の評価を
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するものですが、事業は始まったばかりでこれからうまくいくかどうかという状態

です。前回会議でお話を聞いた限りでは、時代に合わせて様々な先進的な手法を積

極的に取り入れて行うということで、基本的な姿勢としては大変良いと思います。

川﨑委員

「７３０２ 公共施設保全業務」の内容は、「このまま継続」、進捗状況は、「順調

である」と評価しました。

「７３０５ 広沢複合施設整備」の内容は、「このまま継続」、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。内容についてきちんと把

握できていないかもしれませんが、施設を良くすることは、市民がそこに定着する

ためにも、また利用するためにも必要だと思うので、期待値も込めてこちらの評価

にしました。

（イ） 意見交換

関口部会長

評価の変更についてですが、事務事業評価「７３０２ 公共施設保全業務」の内

容が「このまま継続」が７名、「改善して継続」０名になります。

山田委員

福祉施設で市が建てて、民間が運営するパターンがよくあると思います。おとと

い黒羽刑務所の視察をしてきましたが、黒羽刑務所は施設の一部を民間が建てて、

民間と行政が協働で運営しているということでした。民間の人も刑務官の研修を積

んで、受刑者の作業の指導を行っているそうです。また喜連川社会復帰促進センタ

ーはＰＦＩ方式（公共施設等の設計、建設、維持管理及び運営に、民間の資金とノ

ウハウを活用）で運営しているらしいです。国の施設ですが、民間の方がコストが

抑えられ、効率良く運営ができるところもあるので、できるかどうか分からないで

すけれど、民間に全て任せることも視野に入れても良いと思います。ただ、しっか

りとした信頼できる業者を選ぶことが必要です。

関口部会長

先ほど「７３０５ 広沢複合施設整備」でコメントしたＰＦＩ事業のサービス購

入料の上限価格は２０年間で５２億円のようです。建物を建てるだけでなく、管理

運営も含んでいるようです。私がまだしっかり読み込めていないのかもしれません

が、いずれにしても、広沢複合施設の整備は、次の第五次総合振興計画の重点プラ

ンになる施策だと思います。

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）
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施策７３ 市有施設の適切な保全

事務事業評価１「７３０２ 公共施設保全業務」

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「７３０５ 広沢複合施設整備」

内容：このまま継続

進捗状況：おおむね順調である

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

評価表のコメントについて、会議での意見を追記する。部会としての評価については、

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。

次長あいさつ

本日をもちまして、平成３０年度和光市総合振興計画審議会は終了となります。これ

まで委員の皆様には各部会のそれぞれの施策について、進捗状況等の直接評価を行って

いただきました。二年間にわたり、慎重なるご審議をいただきましたこと、まことにあ

りがとうございます。総務環境部会の評価結果は二年間で延べ８施策で、「おおむね順調

である」が７施策ですが、一方で「順調でない」が１施策ありました。いただいた評価

を元に、これまで以上に各施策を推進していきたいと思います。

さて、いよいよ来年度から第五次総合振興計画の策定が始まります。第四次と同様、

ワークショップや意見交換会等の市民参加の手法を取り入れて、市民の皆様の声を反映

させた計画を策定していきます。また、本審議会につきましても再度立ち上げる予定で

す。団体からの推薦の委員、または公募委員としてのご参加、今後とも市政に対するご

理解とご協力をよろしくお願いします。二年間ありがとうございました。

関口部会長

それでは、以上で第３回会議を終了します。ありがとうございました。

以上


