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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３０年６月２１日（木） 午後１時３０分～３時００分

開催場所：市役所５階５０２会議室

出 席 者：鳫咲子部会長、松永安正委員、瀬川るり子委員、牧野美沙子委員、湯川博美委員

欠 席 者：原田諭委員、金津清子委員

事 務 局：川辺次長兼課長、梅津課長補佐兼統括主査、林主査、村田主任

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

事務事業「1403 英語教育推進」、「1411 教育扶助（小学校）」、「1412 教育扶助（中学校）」

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、「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。

「１４１１ 教育扶助（小学校）」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。

「１４１２ 教育扶助（中学校）」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。

事務事業の１４１１、１４１２の内容のコメントの悪い点としてどちらも「漢字

へのフリガナや英語版、作成の検討が必要。」と「児童扶養手当受給者との突き合わ

せ体制が必要。」と「小中学校の給食費未納データを集約する体制が必要。」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、悪い点として同じく「漢

字へのフリガナや英語版、作成の検討が必要。」と「児童扶養手当受給者との突き合

わせ体制が必要。」と「小中学校の給食費未納データを集約する体制が必要。」とコ
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メントしました。給食費未納データについて、追加で回答をいただいています。年

度末に報告を受けて把握するため、何ヶ月間未納なら未納者とするという定義はな

いそうです。未納率が低いというのは、正確には年度末まで給食費未納の人の割合

は少ないということのようです。小学校中学校別のデータでは、小学校が０．０１％、

中学校が０．２５％。人数は小学校が２人、中学校が１５人ということで、この人

数は多いです。もっと早く就学援助を受けていれば未納にならずにすんだかもしれ

ません。また、給食費未納のご家庭はお子さんだけでなく、家庭全体で問題を抱え

ている可能性もあります。もっと早い段階でこのデータを集約して支援につなげる

べきですので、改善してほしいと思います。

松永委員

「１４０３ 英語教育推進」の内容は、「このまま継続」と評価し、良い点とし

て「ＡＬＴの活用が効果的に行われているようである」としましたが、一方で気に

なったのは「ＡＬＴに頼りすぎないようにしてほしい。」ということです。ＡＬＴは

話す方に重点が置かれますが、読み書きも社会人になって必要ですので、いずれに

しましても基礎的なことを小さい頃から身につけておくのは有利なことかと思いま

す。進捗状況は、「順調である」と評価し、良い点として「本事業に対する関係職員

の熱意ある取り組みがうかがえた。」と「今後新学習指導要領への対応など、ＡＬＴ

の増員の検討は妥当と思う。」とコメントしました。

「１４１１ 教育扶助（小学校）」の内容は、「このまま継続」と評価しましたが、

今のお話を伺い「改善して継続」に変更させていただきます。進捗状況については、

改善した結果によりますので、「順調である」のままにさせていただきます。

「１４１２ 教育扶助（中学校）」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。

事務事業の１４１１と１４１２の内容のそれぞれに、良い点として「実施内容に

特に問題等はないように思われる。」、悪い点として「事業の課題に『制度の周知を

図ることが必要』と記述されている、まずはこのための対策などの検討が必要と思

われる。」とコメントしました。進捗状況の良い点として「特に問題はなく順調と思

われる。」とコメントしました。

施策評価の進捗状況は、「順調である」と評価し、良い点として「本事業に対す

る関係職員の熱意ある取り組みがうかがえた。」とコメントしました。

瀬川委員

「１４０３ 英語教育推進」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、意見として「グローバル時代に沿った和光

市ならではの魅力ある会話中心の英語教育の模索。」とコメントしました。グローバ

ル時代において、国は小学校３年生からでよいとしているのかもしれませんが、と

ても追いつかないと思います。小さければ小さいほど吸収力、応用力があると思い

ますので、和光市ならではの魅力ある教育を模索していただけたらと考えています。

「１４１１ 教育扶助（小学校）」の内容は、「改善して継続」、進捗状況は、「順

調である」と評価しました。

「１４１２ 教育扶助（中学校）」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。
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施策評価の進捗状況は、「おおむね順調である」と評価しました。

牧野委員

「１４０３ 英語教育推進」の内容は、「改善して継続」と評価し、良い点とし

て「総合的な学習の時間、国際理解教育分野の検討は大変有意義だと思う。」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「他市

と比較してＡＬＴの配置にネイティブ講師の割合が高いことはこのまま保ってほし

い。理想を言えば１００％にしてほしい。」とし、悪い点として「英語教育推進にの

み焦点が向き、日本語教育が疎かにならないように注意する必要がある。」とコメン

トしました。あまりに小さいうちから、日本語もままならないうちに英語ばかりを

推進するのは行き過ぎると問題になると思います。英語と日本語をそれぞれ独立し

て学ぶことができるよう、国語の学習もきちんと行ってもらいたいと思います。

「１４１１ 教育扶助（小学校）」の内容は、「改善して継続」と評価し、良い点

として「生活困窮者自立支援法の実施に伴い、年度を重ねるうちに効果が見られて

いるようで安心した。」とコメントしました。進捗状況は、「おおむね順調である」

と評価しました。

「１４１２ 教育扶助（中学校）」の内容は、「改善して継続」と評価し、良い点

として「生活困窮者自立支援法のさらなる浸透に期待。」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。ただ、私も部会長のお話を聞いて、

具体的に給食費未納の人数が中学校で１５人と聞くと印象が変わってきました。報

告が年度末になってしまう点も遅いと思いますので、改善できるのであれば意義が

あるのではないかと思います。小学校と中学校と比較してみてよかったなと思いま

した。

事務事業の１４１１と１４１２の内容のそれぞれに、悪い点ではないですが「今

後は外国人の保護者に対して対面ではない場合の周知（外国語チラシやひらがな表

記など）が課題になると思う。」とコメントしました。また、進捗状況のコメントで

どちらも良い点として「就学援助について学校教育課から絶えず声掛けを行ってい

るところが良い。過去３年の給食費未納率も軒並み少ない。」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「児童扶

養手当の申請について、様々な場面で説明がなされていて良い。」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。

瀬川委員

給食費未納のデータについて、小学校と中学校の全体の人数についても記載があ

るとより分かりやすかったと思います。小学校の０．０１％から計算すれば全体が

分かるのでしょうか。

事務局

未納率は金額で計算していますので、人数の割合ではありません。

瀬川委員
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金額も人数も全て書いてほしいですね。この数字だけ見ても分かりにくいです。

鳫部会長

それでは施策の進捗状況に対するコメントを修正し、「小中学生の給食費未納デー

タを市民に分かりやすく集約して公表する体制が必要。」とさせていただきます。

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

ことになりますが、よろしいでしょうか。

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：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「１４１１ 教育扶助（小学校）」

内容：改善して継続

進捗状況：順調である

事務事業評価３「１４１２ 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

事務事業「2301 生涯学習講座」、「2302 中央公民館講座開催」

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」と評価しました。進捗

状況は、「順調でない」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、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。

事務事業２３０１と２３０２の内容と施策評価の進捗状況それぞれに、悪い点と

して「アンケートを実施しても集計方法に問題があり、課題への対策が立てられな

い問題がある。再集計すべきである。」とコメントしました。また、事務事業２３０

２の内容と施策評価の進捗状況それぞれに、悪い点として「バスの時間に合わせた

講座の時間を検討すべきである。」とコメントしました。
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松永委員

「２３０１ 生涯学習講座」の内容は、「改善して継続」と評価し、良い点として

「様々な学習の場を設けているのは良いことと思う。」とし、悪い点というか検討、

改善した方がいい点として、「学習の目的、対象者、成果の判定などに関して再検討

の必要があるかと思われました。」と「市民として知っておく必要のある講座なども

導入することがよいかと思う。」とコメントしました。進捗状況は、「順調でない」

と評価し、「順調でないと評価したが、科目と実施回数、参加者数だけでの評価はむ

ずかしい。」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、良い

点として「地域住民の意見を積極的に採用しているのは良いと思う。」と「地域課題

講座について今後、さらに事業展開を図ろうとしているのは良い。」とし、悪い点と

して「教養講座への参加者増の具体的施策の検討が必要。」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。

施策評価の進捗状況は、「順調でない」と評価し、良い点として「様々な講座を設

けているのは良い。」とし、悪い点として「生涯学習に関しては対象者、学習課目・

目的及び実施要領及び成果の評価など見直しが必要ではないかと思う。」とコメント

しました。

瀬川委員

「２３０１ 生涯学習講座」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、「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、悪い点として「市民の要望、現

状を、有志を募ってでも把握し、日本一の生涯学習の場を提供していただきたい。」

とコメントしました。「２３０１ 生涯学習講座」について、事務事業評価の活動の

成果の説明が平成２９年度の評価と全く変わっていない上、追加質問に対する答え

も平成２９年にいただいた回答と同じものでした。全く力が入っていない、全く改

善していないと感じられます。「市民の要望、現状を、有志を募ってでも把握し、日

本一の生涯学習の場を提供していただきたい。」ということを昨年もこの外部評価で

コメントさせていただきましたが、聞き入れてもらっていないということは、市民

の声なんて見向きもしていないとしか思えません。

鳫部会長

それでは今の瀬川委員のご意見は施策評価の部分に加えさせていただきます。

牧野委員

「２３０１ 生涯学習講座」の内容は、「改善して継続」と評価し、良い点として

「予算計上が比較的理想的だと思う。行政では決算に向けて無駄遣いする事業が増

える傾向があるが、謝礼を必要以上に計上しないのは好感が持てる。」とし、悪い点

として「学習テーマについて、アンケートを行った後懇親会にて検討されるという

ことだが、懇親会へ出向けない方の意見をどう反映させるかが課題だと思う。」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「無作為抽出

によってアンケート調査を行い市民の声を聴こうとした点。」とし、悪い点として「回
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答率が３４％と低く、データ集計についても疑問が残るので、実施要項に改善が望

まれる。また認知率も２５％と低く周知に工夫が必要。」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、良い

点として「高齢者対象事業について、実際に人気のあった健康体操を積極的に企画

している点が良い。」とし、悪い点として「お祭りが文化祭に変わってしまったのは

個人的に残念。一般的に、文化祭は年配向け、教養的要素が強い一方で、お祭りの

方が子供向け、わいわいと楽しめそうなイメージがあるので、来館可能な足のある

年代や子供たちなどの利用者が遠のく一因になっているのではと思う。」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「様々な

講座を設けているのは良い。」とし、悪い点として「アンケート実施におけるフィー

ドバックについて、集計方法の見直しを期待する。」とコメントしました。

湯川委員

「２３０１ 生涯学習講座」の内容は、「このまま継続」と評価し、良い点として

「私も講師経験があるが、面白さが大事。」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「市民に求められる講座の掘り起こし

を。」とコメントしました。

「２３０２ 中央公民館講座開催」の内容は、「このまま継続」と評価し、良い

点として「三館以外のコミセンなどの活用。」とし、悪い点として「高齢者は近くの

館しか行けない。」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「もっとＰＲして参加者を増やす。」とコメントしました。活動

自体を知らない人がほとんどで、広報に載せていても伝わっていないと思います。

コミュニティーセンターや公民館がそれぞれ個別に活動をしており、利用者も特定

の施設しか利用しておらず、縦割りの印象があります。他の施設の情報も掲示する

など、横のつながりを強め、市民に情報が浸透するように工夫する必要があると思

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。

（イ） 意見交換

鳫部会長

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。

瀬川委員

健康についての講座、栄養学講座や料理講座などを企画してほしいということと、

図書館やスーパーなども含め、市内掲示板を活用して認知度の向上を図ってほしい

ということを要望として追加してほしいと思います。

鳫部会長

それではコメント２点の追加ですね。ありがとうございました。

他にご意見はございますか。施策２３の評価は、多数意見を集約することになり

ますが、よろしいでしょうか。

イ 評価結果のまとめ
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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：順調でない

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：順調でない

③ 施策３２ 多様な保育サービスの推進

事務事業「3205 教育・保育給付費等支給」、「3209 民間保育所等基盤整備」、「3210 学童

クラブ管理運営」

ア 各委員評価の紹介・意見交換

（ア） 評価の紹介

鳫部会長

「３２０５ 教育・保育給付費等支給」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。

「３２０９ 民間保育所等基盤整備」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。

「３２１０ 保育クラブ管理運営」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」と評価しました。

事務事業３２１０の進捗状況と施策評価の進捗状況それぞれに、悪い点として「待

機児童数からも指定管理制度で良いか検討すべき。人材育成が難しい。」とコメント

しました。

松永委員

「３２０５ 教育・保育給付費等支給」の内容は、「このまま継続」と評価し、

良い点として「保育の質の向上及び財源の確保を図り推進していくことに同意。」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。

「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、良い点として「現況及び将来の見通しをよく

把握しているように思われ、状況の変化に対応してるのは良好。」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、悪い

点として「学童クラブの提供のための整備が計画通りに進んでいないようである。」

とコメントしました。進捗状況は「おおむね順調である」と評価しました。
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施策評価の進捗状況は、「順調である」と評価しました。

事務事業３２１０と施策評価の進捗状況それぞれに、良い点として「職員の事業に

対する取り組み姿勢前向き積極的であり、良好。」とコメントしました。

瀬川委員

「３２０５ 教育・保育給付費等支給」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。悪い点として、「保育士の質の維持向上と

いうことで、キャリアアップと保育士の手当の改善のために補助金を使ってほし

い。」とコメントしました。教育・保育給付費等支給で、どのような内容に支払われ

ているのかを詳しく知りたかったです。保育士の質の確保のために使ってもらえる

とよいと思います。

「３２０９ 民間保育所等基盤整備」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。

「３２１０ 保育クラブ管理運営」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」と評価しました。

牧野委員

「３２０５ 教育・保育給付費等支給」の内容は、「このまま継続」と評価し、

良い点として「保育士の確保について、民間事業所への補助金支給など工夫がなさ

れている点。さらなる発展に期待。」とコメントしました。保育士の質の確保に向け

て報償をどうしていくのか、２３区と比較されたうえで、２３区を選ばれる方が多

いということが分かっているのであれば、それに対してどのように事業を拡大して

いくのかが課題であると思います。進捗状況は、「順調である」と評価し、良い点と

して「追加質問シートの『和光市が重視していることや、特に定めている基準』に

ついて、大変参考になった。」とコメントしました。

「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、良

い点として「小規模保育事業所の多数設置により待機児童が事実上の数値として減

少している。」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「『利用者のニーズ』に応じて、さまざまなサービスに多様性を持たせている。」

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」、進捗状況は、「お

おむね順調である」と評価しました。内容と進捗状況それぞれに、良い点として「共

働き家庭増加に伴い、施設設置や研修費、給与等積極的に事業拡大を目指している。」

とし、悪い点として「新規民間保育所等を設置するにあたり、利用しやすい立地の

確保が課題。せっかく大金をかけても利用者が少ないのは非常に残念。」とコメント

しました。

施策評価の進捗状況は、「順調である」と評価し、良い点として「保育士の確保に

よせて、質を落とさないよう工夫をしている。予算も考慮し、待機児童削減に努め

ている様子が伺えた。」とコメントしました。

湯川委員

「３２０５ 教育・保育給付費等支給」の内容は、「改善して継続」と評価し、

良い点として「少しずつ良くなっている。」とコメントしました。進捗状況は、「お
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おむね順調である」と評価しました。

「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、良

い点として「場所や人材確保にも工夫している。」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、良い点として「予算も定員も増えているようだ。」

とコメントしました。

「３２１０ 保育クラブ管理運営」の内容は、「このまま継続」と評価し、良い

点として「待機児童０を目指しているところが良い。」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「民間クラブの活用は望まれる。」と

コメントしました。

施策評価の進捗状況は、「順調である」と評価し、良い点として「うまく回って

いるようだ。」とコメントしました。

（イ） 意見交換

鳫部会長

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。なければ、施策３２の

評価は、多数意見を集約することになりますが、よろしいでしょうか。

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「３２０５ 教育・保育給付等支給」

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「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３「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

事務事業「3908 総合福祉会館管理運営」、「3916 障害者グループホーム等入居家賃助成補

助金」、「3917 権利擁護センター（成年後見支援センター）」

ア 各委員評価の紹介・意見交換

（ア） 評価の紹介

鳫部会長
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「３９０８ 総合福祉会館管理運営」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。

「３９１６ 障害者グループホーム等入居家賃助成補助金」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。

「３９１７ 権利擁護センター（成年後見支援センター）」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」と評価しました。

事務事業３９１６の内容と施策評価の進捗状況それぞれに、悪い点として「市内

へのグループホーム誘致を進めるべき。ＰＲ不足なら事業の総合評価は『改善して

継続』とするべきではないか。」とコメントしました。

松永委員

「３９０８ 総合福祉会館管理運営」の内容は、「このまま継続」と評価し、良

い点として「施設の質の向上と、募集方法の検討」を課題としてとらえているのは

良いと思う。」とコメントしました。進捗状況は、「順調である」と評価しました。

「３９１６ 障害者グループホーム等入居家賃助成補助金」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。

「３９１７ 権利擁護センター（成年後見支援センター）」の内容は、「このまま

継続」と評価し、良い点として「市民への成年後見人の養成の認識は良いことと思

う。」とコメントしました。進捗状況は、「順調である」と評価しました。

施策評価の進捗状況は、「順調である」と評価し、良い点として「後継人の養成

事業等前向きに事業に取り組んでいるのは良い。」とコメントしました。

瀬川委員

「３９０８ 総合福祉会館管理運営」の内容は、「改善して継続」と評価し、「チ

ャレンジドの個性を更に引き出し、生かせるように。」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、「芸術、スポーツ、大工など得意分野がそ

れぞれあるので、幅広い多様な就労支援が必要と考える。」とコメントしました。

「３９１６ 障害者グループホーム等入居家賃助成補助金」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、「ＳＮＳ、

ツイッターなど認知度を更に拡げる策が必要。」とコメントしました。

「３９１７ 権利擁護センター（成年後見支援センター）」の内容は、「改善して

継続」と評価し、「市民の認知度がとても低いと考えます。ＳＮＳ、ツイッターなど

で多くの方に制度を周知。」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、「後見人養成について、不正が行われないよう仕組みづくりが必要。」

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、「時代に合ったＰＲ方

法、個性の幅を拡げる支援の更なる検討。」とコメントしました。

牧野委員

「３９０８ 総合福祉会館管理運営」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。内容と進捗状況それぞれ

に、良い点として「必ずしも障害者のみの利用ではなく、交流の場となっている点

は、風通しがよく継続すべきだと思う。」とし、悪い点として「利用者の定員割れを
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改善できると良い。広報を見直してみてはどうだろうか。」とコメントしました。

「３９１６ 障害者グループホーム等入居家賃助成補助金」の内容は、「このま

ま継続」と評価し、良い点として「補助金により入居の経済的負担が叶ったのは成

果である。」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「ご家族以外にもケアマネジャーとの連携もなされているようなので、継続し

てもらいたい。」とコメントしました。

「３９１７ 権利擁護センター（成年後見支援センター）」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。内容

と進捗状況それぞれに、良い点として「市民後見人の養成を目指している点。」とコ

メントしました。成年後見人になるのは親族でも難しいです。市民の成年後見人と

なるとさらにハードルが上がり、大変だと思いますが、頼りになる人がいるのはい

いことだと思いますので、この施策を続けてもらいたいと思います。また「一言に

障害といっても個々人により異なるので、それらにどう対応していくかが課題だと

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、「障害のある本人のみ

ならず、その周囲の人がどのように動くかによって成果に大きく差が出ると思う。

現場のヒアリングを積極的に行ってほしい。」とコメントしました。

湯川委員

「３９０８ 総合福祉会館管理運営」の内容は、「このまま継続」と評価し、良

い点として「公民館祭などで、一般市民との交流がもっとあるとよい。」とコメント

しました。一般市民との交流として、私は中央公民館で、毎年、障害者の方と一緒

に食べ物を作ってできたものを食べるということをやっています。障害者の方々に

はとても喜んでいただけています。毎回３０人から５０人くらいの参加があり、一

人一人障害の個性も程度も違いますので、教える人数がたくさんいないと大変です。

もっと多くの人に知ってもらって、例えば料理の好きな方などにボランティアとし

て参加してもらえると良いと思います。その他、食育の一貫として、障害者の方と

畑作業を一緒に行っていますが、野外活動が刺激的なようでとても喜んでもらって

います。こういう活動が増えるとよいと思います。進捗状況は、「おおむね順調であ

る」と評価し、「定員に達していないところもあるのでＰＲが必要。」とコメントし

ました。

「３９１６ 障害者グループホーム等入居家賃助成補助金」の内容は、「このま

ま継続」と評価し、「市外施設の活用は知らなかった。」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「家賃援助も良いと思う。」

とコメントしました。

「３９１７ 権利擁護センター（成年後見支援センター）」の内容は、「改善して

継続」と評価し、良い点として「後見人の適正チェックは常に必要。」とコメントし

ました。この制度は、一度認定されてしまうと、後見人の方の判断に対し、本人は

拒否できないという点で、難しい制度だと思っています。非常に難しいですね。自

分も興味があるのですが、具体的にどこへ行けばよいのかが分からず、行動に至っ

ていない状態です。進捗状況は、「おおむね順調である」と評価し、良い点として「相

談の処理件数は順調だが、能力が大事だ。」とコメントしました。相談の処理件数が
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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

多いのがいいのかどうか分かりませんが、相談を聞くだけでなく、処理していく能

力が重要だと思います。優秀な人材を確保するということはお金もかかることです

し難しいこととは思いますが、コメントさせてもらいました。

施策評価の進捗状況は、「おおむね順調である」と評価し、良い点として「有能な

人材を確保するのが難しい分野だが、人材の質確保が大事。」とコメントしました。

（イ） 意見交換

鳫部会長

ありがとうございました。委員の皆様がコメントとしては書ききれない部分まで

お話しくださり、評価表に記載されているそれぞれのご趣旨をよく理解することが

できました。それでは、ご質問や評価の変更等ございますでしょうか。なければ、

施策３９の評価は、多数意見を集約することになりますが、よろしいでしょうか。

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）

事務事業評価１

事務事業評価１「３９０８ 総合福祉会館管理運営」

内容：改善して継続

進捗状況：おおむね順調である

事務事業評価２「３９１６ 障害者グループホーム等入居家賃助成補助金」

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３「３９１７ 権利擁護センター（成年後見支援センター）」

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

評価表については、人数及びコメント等を追記し、委員の皆様に配付する。確認後、部

会長から会長へ上げていただき、会長より市長へ答申として提出する。

次長あいさつ

ありがとうございました。本日を持ちまして平成３０年度本審議会の会議は終了します。

これまで委員の皆様には、各部会において、それぞれの施策について、その進捗状況等を

直接評価をしていただきました。２年間にわたり、大変慎重なご審議をいただきまして、
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事務局を代表してあらためてお礼申し上げます。ありがとうございました。

文教厚生部会につきましては２年間で述べ８施策を評価していただきました。「順調であ

る」が１施策、「おおむね順調である」が６施策、一方で「順調でない」という評価も１施

策ございました。いただいた評価をふまえまして、引き続き施策を推進してまいりたいと

思います。

さて、来年度から第五次総合振興計画の策定が始まります。第四次同様、市民参加の手

法を取り入れて、皆さんのご意見を取り入れながら策定してまいります。この審議会も再

度立ち上げます。団体からの推薦、公募委員としてのご応募等、これからも市政に対して

ご理解、ご協力の方、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。

以上


