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平成２２年度第８回石狩市行政評価委員会議事録（要点筆記、委員長署名方式） 

 
日 時：平成２２年８月１３日（金） ９：００～ 
場 所：石狩市役所３階庁議室 
出席者：次のとおり 
 

委  員 職  員 

役職 氏  名 出欠 所 属 氏  名 

委員長 菅野 勲 ○ （事務局）企画経済部長 佐々木隆哉 

副委員長 徳田 昌生 ○ （事務局）企画課長 松田  裕 

委員 門馬冨士子 ○ （事務局）企画課企画担当主査 中西 章司 

委員 堀 弘子 ○ （事務局）企画課企画担当 笠井  剛 

 
傍聴人：1名 
 
１ 開会 

【事務局：松田課長】 

 それでは、平成22年度第８回行政評価委員会を開催いたします。 

本日は「子育て支援の充実」「芸術・文化の振興」「防災体制の充実」についての評価を

お願いしたいと思います。それでは、この後の進行につきましては、委員長にお願いいた

します。 

 

２ 質疑 
【菅野委員長】  
 それでは、「子育て支援の充実」の評価から行っていきたいと思います。 
この素案については私が作成しましたので、進行につきましては徳田副委員長にお願い

したいと思います。徳田副委員長よろしくお願いいたします。 
 
【徳田副委員長】 
 それでは、評価するにあたって、全体を通して何かあれば先にご説明願います。 
 
【菅野委員長】 
平成 15 年に次世代育成行動計画法という法律ができまして、それを受け平成 17 年から
市でも次世代育成支援行動計画を策定して事業を取り進めています。総合計画にも事業が

盛り込まれていますのでしっかりとしたスタンスで進められているという印象を受けてい

ますが、全体的な感想としては、今の時代はここまでしなくてはいけないのかとういう戸

惑いもあります。その中で今は事業を積極的に推進しているというよりも、まだ、既存の

保育行政と新たな子育て支援に向けた体制整備の段階だと捉えています。 
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「３―１」 
【菅野委員長】 
 まず「保育所入退所及び保育料収納管理事務」についてですが、入所児童数は、全体で

100.2％となっていますが、これは認可保育所とへき地保育所を合わせたもので、別々にみ
ると、認可保育所が 120.0%、へき地保育所が 37.4％となっています。私としては、やはり
保育の環境としては定員を守るのが大事なことだと思っているのですが、社会全体の状況

から考えると待機児童も多く、入所円滑化制度で認められる範囲内で実施している事業で

すので止むを得ないことだと思います。へき地保育所は現在 3 か所ありますが、入所希望
者がいないということで定員確保は難しい状況になっています。これは地域性のあること

ですので事業の評価に影響を及ぼすのもではないと思っています。収納率の 95％について
は概ね良好と判断したのですが、本心としてはこれでいいのかどうかはわかりません。今

後収納率の向上に向けて取り組むという意思が示されていますので、達成度は「A」として
います。必要性については特に触れておりません。こういう実態ということで「B」として
います。有効性については、収納率 95％ということと、収納率向上のために組織の見直し
を行ったということで「A」という高い評価をしています。効率性は当然効率化が図られて
いるものとして「B」、総合評価につきましては、「B」としています。実態を表現しつつ、
へき地保育所の入所が見込めないという状況に対して、本来であれば定数の減を図り、こ

の施設の空き部分を活用して子育て支援の拠点にすべきと思います。 
 
【堀委員】 
 保育料は家庭の状況によって違いますので、収納率の 95％は低いと思います。私は達成
率の評価は「Ｂ」と考えていますが、概ね良好というのも少し甘いのかなと思います。 
 
【門馬委員】 
 私も同じ考えなのですが、所管の方も「収納率向上の余地がある」と考えているようで

すので、「Ａ」という評価はどうかと思います。 
 
【徳田副委員長】 
 私も 2人と同じ意見で、収納率 95％は決していいとは思いませんので、「Ａ」という評価
は適正ではないと思います。少なくとも有効性については「Ｂ」だと思います。 
 
【菅野委員長】 
 へき地保育所の入所率を考慮しないということで客観的基準に照らして「Ａ」という評

価にしたのですが、へき地保育所の 35％の部分も加味すればトータルして「Ａ」という評
価はいかがかと思います。それでは達成度も有効性も「Ｂ」ということにしたいと思いま

す。 
 
【門馬委員】 
有効性のところで、「組織見直しを行った」とありますが、これは平成 22 年度のことで
すので、平成 21年度の評価ということになると「図ることになっている」いうような未来
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形で書いた方が相応しいのではないでしょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 総合評価のところで、「へき地保育所の定員減を検討すべき」ということには同じ意見で

す。そうすることで、余った職員を他に配置するというようなこともできるのではないで

しょうか。 
 
【菅野委員長】 
 実態としては、入所者数に見合った人員配置をしていますので、定員数を減じても変わ

らないと思います。各保育所については、個別のシートもありますので、後ほど議論した

いと思います。総合評価としては「Ｂ」ということでよろしいですか。 
 
【全員】 
 結構です。 
 
「３－２」 
【菅野委員長】 
 次に「法人保育所運営支援事業（市独自支援事業）」です。保育所の運営については、利

用者から保育料を徴収して、国からの交付金と市の負担を合わせて保育園に交付していま

すが、これは法定の基準額に市が独自の上乗せしている事業と理解してもらうといいと思

います。保育所全体の定員数 570名に対して 687名の入所と定員数を大きく超えています
が、待機者がまだ 73名いるのをどう考えるかという問題がありますが、私は入所定員を大
きく超えているという部分を評価して達成度については「Ａ」としています。必要性につ

いては、基準外上乗せ賃金ですとか、職員研修等の特殊項目に対し一部助成しており、こ

れは必要だろうと考え「Ｂ」としています。有効性については、職員の待遇改善などに関

する有効性を評価して「Ｂ」としています。効率性については、職員の通常業務ですので

「Ｂ」としています。総合評価は、こういう実態が特別いいというものでもありませんの

で「Ｂ」としています。 
 
【徳田福委員長】 
 達成度についてですが、入所児童数は定員を大きく上回っているのですが、待機児童 73
名とうのは問題だと思います。今年度ゼロになっていることを考慮すれば甘い見方ができ

るのかもしれませんが、我々の評価は平成 21年度の評価ですから、やはり芳しくないと考
えるべきだと思い、私は厳しく「Ｃ」でもいいと思いました。「Ａ」というのはいかがなも

のかと思います。 
 
【菅野委員長】 
 待機児童数というのは、常に変化しますし、社会情勢によっても変わりますので、あま

り考慮に入れない方がいいのではないかと思います。 
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【徳田副委員長】 
 待機児童を抱えている親にとっては、「待機児童がいるのに行政は手を打たないのか」と

毎年問題になっています。そうなると 73名という待機児童がいてもいいとは言えませんの
で、決して無視はできないと思います。入所児童数という指標と同じウェートで考えるか

は別としてそれなりに考慮する必要があると思います。 
 
【堀委員】 
 私は先ほど委員長がおっしゃったように、入所率が 120％というのは利用している子供達
からすると評価できることではないと思いますので、達成度としては評価が高すぎると思

います。必要性という部分では、これだけの利用があって待機児童がいるという状況から

すると高いと言えますが、はたして達成度として評価できるのかは疑問です。 
 
【門馬委員】 
 市民がこの数字を見たときに、果たして「よくやっている」という見方をするのか疑問

です。従って「Ａ」という評価は高すぎると思います。 
 
【菅野委員長】 
 それでは、達成度については「Ｂ」とします。全体的にはいかがでしょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 達成度が 120％ということに対して問題があるという見方があるとすれば、それは達成度
の観点ではなく、総合評価のところで疑問を投げかけるコメントをするのがいいのではな

いでしょうか。 
 
【菅野委員長】 
 今のこの事業は、本体事業の一部上乗せ事業ですから、もう少し上の施策ところでの議

論とすべきではないでしょうか。実態論として国が認めている以上、定員超過が問題では

ないかという議論をしても仕方がない部分もありますので、制度についての議論はここで

は避けることにしましょう。 
 
【堀委員】 
 効率性の部分なのですが、先ほどに事業もそうなのですが、「市職員の通常業務」という

表現の仕方はいかがなものかと思います。 
 
【菅野委員長】 
 私は市職員の業務は効率的に行っているというのが前提で評価しています。 
 
【徳田副委員長】 
 前出の事業であれば、「収納率向上のために一層努力してほしい」というような表現が適

切ではないでしょうか。これも一度保留にして次の事業に移りましょう。 
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【菅野委員長】 
 評価自体はすべて「Ｂ」ということでよろしいですか。 
 
【全員】 
 結構です。 
 
「３－３」 
【菅野委員長】 
 「法人保育所運営支援事業（法定負担事業）」ですが、これは先ほどの事業と同じように

達成度は「Ｂ」ということになると思います。必要性は、法定負担ですので必要だという

判断で「Ｂ」としました。有効性については、必要経費ですので「Ｂ」、効率性については、

法人の運営にまで関与している事業ではありませんので、あまり中身にまで立ち入る事業

ではないと思います。コメントとしては皆さんの意見を参考に改めて考えたいと思います。

総合評価も「Ｂ」ということでよろしいですか。 
 
【全員】 
結構です。 

 
「３－４」 
【菅野委員長】 
 次は「法人保育所特別保育事業」です。これは成果がすべて目標値を上回っています。 
 
【徳田副委員長】 
 私もこの事業は評価していて、達成度は「Ａ」、有効性も多様な保育ニーズに対応してい

るという点から「Ａ」でもいいのではないかと思っています。必要性についても多様なニ

ーズに対応していますので、これも高く評価できると思います。 
 
【門馬委員】 
 私も、必要性、有効性は高いのではないかと思います。 
 
【堀委員】 
 私も、効率性をどう判断するかは別にして、必要性、有効性は「Ａ」だと思います。 
 
【菅野委員長】 
 そうしますと総合評価は「Ａ」ということでよろしいでしょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 効率性のところは、評価シートに「利用者負担増は難しい」と書かれていますが、ある

程度受益者負担は検討してもいいのではないかと思います。 
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【菅野委員長】 
 私は、施策評価の中で行政だけが負担するということではなく、市民負担も求めるとい

う考えを述べたいというイメージは持っています。 
 
【徳田副委員長】 
 特に皆さんが付け加えなくてもいいというのであればこだわるものではありません。 
 
「３－５」 
【菅野委員長】 
 次は「障がい児保育支援事業」です。この事業は成果指標の目標値が果たして妥当かど

うかという問題があるかと思います。 
 
【堀委員】 
 目標値の定め方としては問題があるという感じがします。 
 
【門馬委員】 
 この事業は、全保育所で実施されているものではありませんので、目標が全保育所で実

施ということなら理解できますが、今の成果目標は適切ではないと思います。 
 
【菅野委員長】 
 それでは、成果を計る上では妥当性に乏しいということで、達成度については評価しな

いということにします。 
 
【徳田副委員長】 
 そのほかの評価はいかがでしょうか。 
 
【菅野委員長】 
 先ほどの一時保育等の事業を高く評価していますので、この事業も同じような評価とす

べきと思います。従いまして、必要性や妥当性についても「Ａ」という評価にしなければ

全体的なバランスに欠けると思います。そうすると総合評価も「Ａ」ということになると

思います。 
 
【堀委員】 
 市の評価では、「交付金の見直しを行っており、効率性の見直しは困難」と書かれている

一方で、「一人当たりの交付金額が少ないのではないかという指摘を受けている」と書かれ

ています。障がい児保育についてはあまりコスト削減を意識すべきではないと思います。

従って、「効率性を求める事業ではない」という評価でいいと思います。 
 
【菅野委員長】 
 「法人保育所特別保育事業」についても同じことが言えますね。 
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【徳田副委員長】 
 それでは、必要性、有効性が「Ａ」、効率性が「Ｂ」で、総合評価が「Ａ」ということで

よろしいですね。 
 
【全員】 
 結構です。 
 
「３－６」 

【菅野委員長】 

 「認可外保育所運営支援事業」については、定員 82名に対して在籍児童は 60名で達成

率が 73.2％ということですので「Ｂ」としています。また、認可外保育所は公的認可を得

ていないものの、様々な保育ニーズに応えるものですので必要性、有効性は高いものと判

断しました。効率性については、定員を満たしていませんので運営は苦しいと思います。

そういう中で頑張っている状況ですので、当然効率性は概ね高いと考えています。従って

全て「Ｂ」という評価をしました。 

 

【堀委員】 

 達成度については、認可保育所ができると当然そちらに利用者は移ることになりますの

で、定員の 100％を満たすことはないと思います。 
 
【菅野委員長】 
 私は、認可外保育所が必ずしも認可保育所から漏れた児童の受け皿になるとは思ってい

ません。ある程度認可保育所にはない部分で機動的に対応できるというのがこの認可外保

育所だと思います。 
 
【徳田副委員長】 
 それでは、観点別は全て「Ｂ」評価で、総合評価も「Ｂ」ということでよろしいでしょ

うか。 
 
【全員】 
 結構です。 
 
「３－７」 
【菅野委員長】 
 「メイクフレンド事業（幼児解放・ころころ）」ですが、各児童館の空き時間を利用して

子育て親子の交流や子育て支援に取り組んでいる事業です。成果指標に目標値の設定があ

りませんので、設定の検討が必要だと思います。必要性は「Ｂ」としています。有効性も

国、道の補助を受け実施しており、利用度も極めて高くなっていますので「Ｂ」としてい

ます。効率性は各児童館の空き時間を利用していますので、極めていいという印象までは

受けていませんが、「Ｂ」としています。 
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【徳田副委員長】 
 それでは総合評価も「Ｂ」ということでよろしいですね。 
 
【全員】 
 結構です。 
 
「３－８」 
【菅野委員長】 
 「いしかり子育てネット事業」ですが、これからの子育てについては、官民協働のネッ

トワークが非常に大切だと思っています。成果指標の目標値については、根拠がはっきり

しないことから本当に妥当か検討すべきと考え、達成度については評価していません。必

要性については、法に位置づけられた事業で市の行動計画の重点事業の一つであることか

ら「Ａ」としています。有効性については事業の枠組みで判断し「Ａ」としました。 
 
【堀委員】 
 有効性のところを「Ａ」としていますが、所管の評価では「更に成果向上が望める」と

しています。そう考えると、市としても有効性を上げるために課題は持っているというこ

とだと思いますので、ここは「Ｂ」でもいいと思います。 
 
【徳田副委員長】 
 私も必要性は認めますが、有効性についてはまだもう少し向上余地があるのではないか

と思います。 
 
【菅野委員長】 
 前段で私がお話したのは、子育て支援の行動計画が、前期が平成 17年から始まって、21
年で終わります。従って、仕組みとしては出来上がってきていますけれども事業はこれか

ら中身の充実、向上を図っていくのだと思います。こういう制度は 1 年や 2 年で出来上が
るのではありませんが、今までの展開の中である程度ベースはできてきています。これか

らは中身をどうしていくかという問題はあると思いまが、当然後期計画の中でどうしてい

くのかということが示されていますし、そうされるであろうと思っています。 
 
【徳田副委員長】 
 今まで市ではあらゆるところで子育て支援の取り組みを行ってきていると思いますが、

それが必ずしも連携されているわけではないと思います。それをトータルして考えていく

という発想が従来はなくて、今年度から少し動きだしたのではないかと思います。必要性

については高いとは思いますが、有効性としては、21 年度からこれが本当に機能している
かどうかという点については少し疑問です。効率性はいかがでしょうか。 
 
【門馬委員】 
 私は「Ｂ」でいいと思います。 
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【菅野委員長】 
 それではみなさんのご意見では、有効性については「Ｂ」ということで、総合評価も「Ｂ」

ということになります。 
 
「３－９」 
【菅野委員長】 
 「子育て支援拠点事業」については、成果指標の根拠は分かりませんが、妥当であれば

成果が出ていると思いますので達成度は「Ａ」としました。ネットワーク作りと拠点づく

りは子育てには非常に重要だと私は思っていますので、必要性と有効性も「Ａ」とし、総

合評価も「Ａ」としました。 
 
【堀委員】 
 目標値の妥当性については私も判断しかねます。 
 
【門馬委員】 
 この事業は平成 10年から実施していますので、事業としてはある程度成熟していると思
います。 
 
【徳田副委員長】 
 効率性が「Ｂ」という以外はすべて「Ａ」という評価でよろしいですか。 
 
【門馬委員】 
 結構です。 
 
「３－１０」 
【菅野委員長】 
 「ファミリー・サポート・センター事業」ですが、93.4％という成果指標の達成率が妥当
なものと判断できるでしょうか。 
  
【徳田副委員長】 
 私は「Ｂ」ということでいいと思います。 
 
【菅野委員長】 
 達成率が 93.4％ですので、「Ｂ」ということにしましょう。必要性については、国の補助
事業で、前期行動計画の重点事業の一つですので「Ａ」、有効性については、多様なサポー

ト事業を行っているので「Ｂ」、効率性については有償で行われている事業ですので「Ａ」、

総合評価が「Ａ」ということでいかがでしょうか。 
 
【堀委員】 
 生まれてくる赤ちゃん年間 400 人位に無料利用券を配布してＰＲを積極的に行っていな
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がら利用増にはあまり結びついていない点については、有効性という点で少し問題がある

のではないかと思います。 
 
【門馬委員】 
 サポート会員を増やしたいという所管の意向もありますので「Ａ」とまでは評価できな

いと思います。「Ｂ」くらいでいいのではないかと思います。 
 
【徳田副委員長】 
 私も「Ｂ」でいいと思いますので、達成度、必要性、有効性、効率性を順に「Ｂ」「Ａ」

「Ｂ」「Ａ」で、総合評価が「Ａ」ということにしたいと思います。 
 
「３－１１」 
【菅野委員長】 
 「就園奨励事業」ですが、就園率は 50％前後で推移しています。北海道平均が 51.5％で
すから、良好という評価で「Ａ」としています。必要性は国の補助制度ということで「Ｂ」、

有効性については、就園率の向上に寄与しており「Ｂ」、効率性については、所得制限を設

けており「Ｂ」、総合評価を「Ｂ」としました。 
 
【門馬委員】 
 達成度については、良好というよりも「まずまず」かなというような気がします。 
 
【菅野委員長】 
 私は、設定した基準に従って評価にしていますので、達成率が 95％以上だと「Ａ」とい
うことになります。 
 
【堀委員】 
 私も達成度については「Ｂ」と考えていました。 
 
【菅野委員長】 
 以前、ある事業で「目標に達していないので達成度を評価から外しましょうか」という

話をしたときに「いやいや目標が設定されているのだから評価すべきだ」と皆さんがおっ

しゃったので、ある程度基準にのっとって判断した方が妥当性があるということでこうし

た評価にしたのです。 
 
【徳田副委員長】 
 それはわかりますが、この事業では、もう一つの成果指標があって、目標値が未設定と

なっています。 
 
【菅野委員長】 
 この指標は達成度として評価できるか疑問です。 
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【門馬委員】 
 委員長の考え方でよろしいのではないでしょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 それでは、達成度、必要性、有効性、効率性を順に「Ａ」「Ｂ」「Ｂ」「Ｂ」として、総合

評価を「Ｂ」とします。 
 
「３－１２」 
【菅野委員長】 
 「放課後児童健全育成事業（放課後児童会障害児保育事業を含む）」ですが、これは幼稚

園教育を所管する文部科学省と保育行政を所管する厚生労働省の幼保連携の動きにあわせ

て認定子ども園が開園したように、小学校低学年の児童を対象とした文部科学省と厚生労

働省の事業を連携し一体的に取り組んだものと理解しています。達成度については、基準

に当てはめると「Ａ」という評価となりますが、定員数の設定について妥当なものか疑問

があるため、みなさんの考え方もお伺いしたいと思います。 
 
【徳田副委員長】 
 目標値は設定されていますので、達成度を評価しないとすることがいいのかどうかとい

うことだと思いますが。実際多く利用されていますので、評価の一貫性を持たせるという

ことでは「Ａ」という評価でいいのではないかと思います。 
 
【菅野委員長】 
 それでは、達成度は「Ａ」ということにします。 
 
【徳田副委員長】 
 そのほかの必要性、有効性、効率性は全て「Ｂ」で、総合評価は「Ｂ」ということでよ

ろしいでしょうか。 
 
【全員】 
 結構です。 
 
「３－１３」 
【菅野委員長】 
 「くるみ保育園運営事業」ですが、八幡町にある市営の保育園運営事業です。はまなす

保育園と高岡保育園を 21年度に閉園して統合したため、定員 45名に対し在籍が 53名とな
り、達成度を「A」としています。必要性については、近隣保育園の閉園にともなって広い
地域の保育ニーズに対応しているため「B」、有効性については地域交流事業なども行われ
ていることから「B」、効率性については市営保育園であることから基準に従って運営され
ているものと判断し「B」、総合評価を「B」としました。この保育園は 23年度に民間に移
管されることになっていますので、へき地保育所を除き市内に市営の保育園がなくなるの
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ですが、保育園を全て民間に任せることについては、私は高く評価しています。 
 
【門馬委員】 
 この評価でよろしいと思います。 
 
「３－１４」～「３－１６」 
【菅野委員長】 
 「聚富保育園運営事業」「はまます保育園運営事業」「厚田保育園運営事業」については、

全てへき地保育園です。これらはすべて児童数は定員を満たしていません。実態としては

これ以上の努力はなかなか難しい事業なのでしょう。今後どうすべきかという点について

は、まず定員減は行った方がいいだろうと思います。空きスペースが出てくると思います

ので、ここまで触れるべきかどうか迷いますが、その部分を活用して子育て支援の拠点に

すべきではないかと思います。達成度は「C」で、必要性、有効性が「B」、効率性は「C」
で、総合評価が「C」となり、3つの事業全て同じ評価です。これらの施設は、地域を守っ
ていくために必要ですので、閉園にはできないと思います。 
 
【堀委員】 
 子育ての支援拠点として活用していくべきだと思いますし、定員の見直しにより利用で

きる部分があるのであれば積極的に利用していくべきだと思います。 
 
「３－１７」 
【菅野委員長】 
 「乳幼児医療給付事業」については、成果指標の目標値が設定されていませんので達成

度については評価していません。北海道医療給付事業の対象事業で、市で若干上乗せ給付

している事業であり「B」、子育て家庭の経済的支援に結びついていることから有効性は「B」、
給付対象に一部所得制限を設けていることから効率性も「B」、総合評価を「B」としました。 
 
【堀委員】 
 評価はいいと思いますが、成果指標の目標値を設定するのは困難な事業だと思います。 
 
「３－１８」 
【菅野委員長】 
 「ひとり親家庭医療費給付事務」は、考え方は「乳幼児医療給付事業」と一緒です。コ

メントについてもほとんど同じですので、達成度についてのコメントの修正が必要ですね。 
 
「３－１９」 
【菅野委員長】 
 「子どもの食育推進事業」については、藤女子大学との協働研究がきっかけとなってい

ます。食育というのは幼児期から取り組むことは大切なことで、誰も否定はしないと思い

ます。必要性については、協働研究として行った事業でありながら成果が見えないために
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「C」としました。効率性については市の支出がありませんので「B」としました。 
 
【徳田副委員長】 
 総合評価として、結果の検証が必要なことはもちろんなのですが、「藤女子大学との協働

研究は評価できる」ということを付け加えてもよろしいかと思います。 
 
【堀委員】 
 せっかく市内にこうした大学があるのですから、市の方から積極的に大学側へ働きかけ

ていくことも必要ではないでしょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 所管としても意識は持っているようですが、「食育に関してもっと積極的に取り組むべ

き」という評価があってもいいのではないでしょうか。 
 
「３－２０」 
【菅野副委員長】 
 「私立幼稚園教育振興事業」については、少子化が進む中で就園児が増えているという

ことは、市の子育て施策の成果と言えるのかもしれません。定員に対し 91.5％の充足率で
すので、達成率は「B」としました。必要性については、私立幼稚園の運営費は道が所管し
ています。しかし地域の幼稚園教育の充実を図るには市の関与はある程度必要ですので「B」
とました。図書整備支援、水泳学習などの各事業の支援は有効であり「B」、効率性も特に
問題がなく「B」、総合評価を「B」としました。 
 
【徳田副委員長】 
 交付金の額は 3 年ごとに見直しをするということですが、このことは効率性のところで
評価しなくてもいいでしょうか。 
 
【堀委員】 
 事業の内容としては、障がい児支援等も含まれています。発達障がいの児童が増加して

きている現状で、「現時点でコストの削減は困難」という所管評価からすると「交付金の見

直し」という意味においては削減だけを考えるというものではないということでしょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 「見直し」とは、「もう少し充実させる」ということを意味しているのかどうかというこ

とでしょうか。 
 
【菅野委員長】 
 支援を強めるべきという皆さんの意見があれば別ですが、我々としてはそこまで踏み込

む必要はないと思います。 
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【徳田副委員長】 
 それでは特にコメントしないということにします。 
 
「３－２１」 
【菅野委員長】 
 「児童館運営事業」ですが、児童館については現在 4 か所あります。目標値の設定があ
りませんので達成度は評価していませんが、目標値の設定を検討すべきだと思います。必

要性については法に基づく施設ですので当然必要であるという判断をし「B」、有効性につ
いては兄弟姉妹が少ない中で人間関係などの醸成に寄与しており「B」、運営体整備にも努
めており効率化も「B」、総合評価を「B」としました。現在、図書館の隣りに新たな児童館
を建設しています。拠点となる児童館だと思いますが、地域性を含め、子どもたちが利用

しやすいということが重要だと思いますが、今は取り立てて、「良い」、「悪い」という点は

見当たりません。 
 
【堀委員】 
 確かに小学校の 1 年生から高校生までを対象としているのですが、この時間設定だと中
高生の利用は難しいと思います。今の利用状況からするとこの中に中高生が入っていくの

は非常に難しいと思います。札幌市あたりは中高生のために夜８～９時くらいまで解放し

ています。中高生に視点をあてるともう少し施設の運営も見直しが必要なのではないでし

ょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 実績を見てみると、中高生の利用もないわけではありませんね。 
 
【堀委員】 
 設置場所によって利用数が変わってきます。おおぞら児童館あたりは利用が難しいと思

います。 
 
【菅野委員長】 
 児童館の事業内容によっても変わってくるかもしれません。次の「ミニ児童館運営事業

（放課後子ども教室推進事業）」も同様な評価が当てはまると思います。 
 
「３－２２」 
【徳田副委員長】 
 では、「ミニ児童館運営事業（放課後子ども教室推進事業）」の評価についてご説明お願

いします。 
 
【菅野委員長】 
 この事業については、４つしかない児童館を補完する施設として小学校の教室等を利用

して運営しています。従って評価も「児童館運営事業」と同じにしています。 
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【門馬委員】 
 児童館の効率性の部分なのですが、指定管理者制度の導入を検討するという所管の考え

方が示されていますが、このあたりのことについて評価として触れておく必要があるので

はないかと思います。現状でも効率化に努めていますが、更に民間活力を活かして効率化

を図ることはできないのでしょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 私もそこは気になっていて、２つ考え方があります。一つは、コスト的な効率性は向上

すると思いますが、私は指定管理者制度を導入するとコスト削減を優先するためにサービ

スが低下するのではないかと心配しています。 
 
【菅野委員長】 
 指定管理者制度の導入は、一般的に経費の削減を図るためと受け止めているようですが、

民間運営になることによって専門性が高まる部分があると思います。コスト削減のための

手法という狭い捉え方はすべきではないと思います。 
 
【徳田副委員長】 
 本来そうあるべきと思いますが、事業者はコスト削減を優先するあまり、サービスが疎

かになるのではないかと心配になります。 
 
【堀委員】 
 民間委託で実施しているミニ児童館もありますが、指定管理者制度に移行するというこ

とになると実態としては人件費などのコスト縮減が優先されているということがあるので

どうしても心配されることだと思います。良いサービスを提供するにはある程度の予算が

必要ですので、コスト削減を優先させるとしたら間違いだと思います。指定管理者に移行

する場合はそのあたりを明確にしなくては、運営を任された側も厳しい状況となると思い

ます。 
 
【菅野委員長】 
 今建設されている児童館の運営を考えたときには、全体の児童館の運営についてもどう

していくのかということも改めて考えると思います。その場合、指定管理者を導入しよう

とするのであれば、コストを削減するためなのか、又はサービスを充実させるためなのか

を明確にすべきだと思います。ただ、指定管理者制度自体は悪い制度ではないと思います。 
 
【堀委員】 
指定管理者制度ができたときには、民間のノウハウを期待していたところですが、それ

とは別にコストの面で問題が出てきていることも事実ですので、そこを危惧しているとこ

ろです。 
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【徳田副委員長】 
 新しい児童館は最初から指定管理者制度を導入すると聞いていますので、制度の導入を

検討するのでああれば、内容の充実を疎かにしないような方法で導入すべきというような

意見でいかがでしょうか。 
 
【門馬委員】 
 この評価は 21年度の評価ですので、そこまで踏み込むべきなのかという戸惑いもありま
す。 
 
【菅野委員長】 
 施策評価の中で、「民間活力の導入について積極的に検討すべき」と評価することも方法

の一つとしては考えられます。この事業に限らず他の事業でも言えることだと思います。 
 
【徳田副委員長】 
 それがいいのではないでしょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 もう 1 点は、この児童館は「遊びを主とした生活指導」ということが事業内容に示され
ています。それも必要だと思いますが、今は家庭での勉強が不足しているという状況もあ

りますので、児童館では遊びだけではなく学びの要素をつけ加える必要があると思います。

そういう評価をするには少し議論が必要だと思いますがいかがでしょうか。 
 
【菅野委員長】 
 「遊びを主とした生活指導」という表現は、一つの例示だと思います。遊びの定義がど

ういうものなのかということもありますが、事業の中には学びの要素を含んだものもある

のではないでしょうか。場の提供が主体の事業ですから、学校と違って学習を定義づける

ようなことはいかがと思います。 
 
【徳田副委員長】 
 子どもたちが学ぶ要素はあると思うのですが、ここでいう学びとはもう少し勉強する習

慣を身につけるような児童館が今後必要だと思いますので申し上げました。 
 
【菅野委員長】 
 ここでは有効性の部分で、「人間形成は人とのかかわりが大切である」と表現しています

が、それには学校や児童館のほかに当然家庭も重要となります。しかし家庭にはそういう

環境が乏しい時代です。そのために児童館を人間形成の場として提供し、学んでもらおう

というのがこの事業です。ここでは「遊び」と表現されていますが、「学び」の場であると

も受け取れるのではないでしょうか。 
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【堀委員】 
 実態としては、勉強したい子供は宿題をしたりしていますので、あえて「学び」という

言葉を入れるのはどうかと思います。 
 
【徳田副委員長】 
 これは議論の分かれるところなので、ここで取り入れるというのは難しいことだと思い

ましたが、この機会にお話しさせていただきました。もう一点は、「地域との連携」という

ことを所管では考えているようですが、これは重要だと思っています。地域の人材を上手

く取り込んで行っていけば、いい方向に進んでいくと思います。ミニ児童館運営事業では

所管がシートにその旨を記載していますので、ここで指摘してもいいのではないかと思い

ます。 
 
【菅野委員長】 
 地域によって、児童館も事業パターンが違いますので、特にミニ児童館では地域によっ

ては人材の活用が図られているところもあると思います。 
 
【徳田副委員長】 
 担当者だけでは事業展開に限界があると思いますので、ある程度地域で取り組む必要が

あると思います。是非総合評価にそういう部分も加えていただきたいと思います。 
 
【菅野委員長】 
 各種事業の展開の中で、こうした受け皿はできているのではないかと思います。これを

どのように具体的に進めていくかではないでしょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 それがあまりできていないので問題となっています。学校だけでは教育は不足で、だか

らといって家庭では共働きで教育もできないという状況の中でどこが目を配るかというと

地域しかないだろうと思っています。しかしそれができていないので様々な問題が起きて

いるのだと思います。従って、ここでは総合評価にそういう部分を加えてはいかがでしょ

うかという提案をしました。 
 
【門馬委員】 
 子育て施策全体において「地域での子育て」が必要であるということだと思います。従

って徳田委員が仰ったことは施策評価の中で盛り込まれるべきものではないかと思います。 
 
【菅野委員長】 
 市としては、今の体制でも弱いという意識があって「地域との連携」ということを考え

ているのでしょうけれど、今の体制の中でもできることだと思いますし、行っているので

はないでしょうか。 
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【徳田副委員長】 
私は不十分だと思います。 
 
【菅野委員長】 
それではこのあたりのことを盛り込むことにしましょう。 
 
「３－２３」 
【菅野委員長】 
「家庭児童相談業務」については、目標値の設定がありませんので達成度は評価してい

ません。児童虐待やいじめなどは家庭問題という枠を超えて社会問題となっている現状で

は必要性は高く「B」としています。また、相談体制の充実には専門性の高い職員体制が必
要であるとの認識で有効性を「Ｂ」、効率性を求める事業ではないことから効率性について

は「Ｂ」とし、総合評価を「Ｂ」としています。行政としては「当たり前」という捉え方

と「よくやっている」という捉え方で評価が分かれるかもしれませんが、私は全体的に概

ね良好と考えていますがいかがでしょうか。 
 
【全員】 
結構です。 
 
「３－２４」 
【菅野委員長】 
「ひとり親家庭自立支援業務」については、これから生活支援だけでは自立は難しいの

で、今後は就業支援が重要であるという認識を示しています。 
 
【徳田副委員長】 
必要性、有効性、効率性とも「Ｂ」で、総合評価は「Ｂ」となっていますが皆さんよろ

しいですか。 
 
【全員】 
結構です。 
 
「３－２５」 
【菅野委員長】 
「子ども見守りネットワーク業務」については、成果指標の目標設定がありませんので

評価していません。児童虐待やいじめなどの解決にはこのネットワークを活用することが

重要であり、必要性を「Ｂ」、21年度からは養育支援訪問事業を展開しており有効性を「Ｂ」
としています。しかしながら一つ疑問なのはネットワークの構築は大切なのですが、構成

機関の数が 64と非常に多く、これを運営できるかという課題があると思います。体制がで
きたことでなんとなく安心感がありますが、責任感が希薄となる可能性があります。従っ

て、全体を調整するセクションの存在が重要になってくるということを総合評価に示して
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みました。 
 
【徳田副委員長】 
それでは観点別評価は全て「Ｂ」、総合評価も「Ｂ」ということでよろしいでしょうか。 
 
【全員】 
 結構です。 
 
「３－２６」 
【菅野委員長】 
 「子ども発達支援センター運営事業」については、達成度は成果指標の目標値を越えて

いるため「Ａ」としました。必要性については、様々な事業を行っているのでトータルし

て「Ａ」と判断しました。 
 
【堀委員】 
 成果指標の目標値の設定についてですが、適正かどうか疑問です。目標設定も難しいで

すし、これに馴染むのかということも疑問です。 
 
【菅野委員長】 
 達成度を「Ａ」としてのいるは、ある程度割り切って評価しました。今までの評価と違

う要素もあるのですが、これは無理な目標設定をしていると思われるので、評価しないと

いうこともあっていいのかと思います。 
 
【門馬委員】 
 その方が自然だと思います。 
 
【菅野委員長】 
 必要性、有効性、効率性全て「Ａ」、総合評価を「Ａ」と評価したのですが、これについ

ては皆さん意見があると思いますがいかがですか。 
 
【門馬委員】 
 所管では、「職員の資質の向上を図る」「職員の専門性を高めることで、成果向上の余地

がある」としていますので、有効性については「Ｂ」でもいいのではないかと思います。 
 
【堀委員】 
 有効性のところは「Ｂ」でいいと思います。 
 
【徳田副委員長】 
 コメントとして、「職員の資質を高める必要性がある」ということを加えておくといいの

ではないでしょうか。 
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 必要性「Ａ」、有効性「Ｂ」、効率性は「Ａ」で、総合評価「Ａ」ということでよろしい

ですか。 
 
【全員】 
 結構です。 
 
【菅野委員長】 
それではここで一度休憩し、午後から再開したいと思います。 

 
～ 休 憩 ～ 

 
【菅野委員長】 
 それでは委員会を再開いたします。これからは「消防・防災体制の充実」「芸術文化の振

興」の順に各事業の評価を行いたいと思います。では、「消防・防災体制の充実」から徳田

委員に説明をお願いいたします。 
 
「２－１」 
【徳田副委員長】 
 「防災対策事業」についてですが、「自主防災組織の設立率」については、目標には達し

ていませんが、「組織化率」は、全道、全国平均を上回っていることから「Ｂ」としました。

必要性については、行政にしか行うことができませんので「Ａ」、有効性、効率性について

は共に「Ｂ」で総合評価を「Ｂ」としました。総合評価のコメントには、「パブリックコメ

ントで出された市民意見と事前に皆さんが所管に確認していた意見案に配慮し、災害時の

被害を最小限に抑えるためには市民の日常の防災意識を高めることが必要であり、そのた

めの効果的な方策を検討し継続的な広報活動を進めるべき」ということと、「防災意識の浸

透度を定期的にチェックすること、また、災害時要援護者支援制度の登録者数を高めるこ

とが必要である」ということを記載しています。 
 
【菅野委員長】 
 達成度については、「自主防災組織の設立率」が重要だと思いますので、「Ｂ」という評

価でよろしいのではないかと思います。防災対策は行政だけでできるわけではありません。

先導していくということは非常に大切だと思いますが、「Ａ」か「Ｂ」かで迷うのではない

かと思いますが皆さんはいかがですか。 
 
【堀委員】 
 私は「Ａ」でいいと思います。 
 
【菅野委員長】 
 トータルで総合評価は「Ｂ」ということでよろしかったですか。 
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【全員】 
 結構です。 
 
「２－２」 
【徳田副委員長】 
 「石狩救難所強化運営事業」については、ボランティアで水難救助にあたっている事業

なのです。達成度については、成果指標の目標値が未設定ですので評価していませんが、6
人の救助にあたったことについては評価できると思います。必要性については、ボランテ

ィア的な救助活動なのですが、市が一定の補助を行うことは適切と考え「Ｂ」としていま

す。有効性は、一定の成果が出ているので「Ｂ」、効率性は問題ないと思われますので「Ｂ」、

総合評価は「Ｂ」として、海上保安庁や隣接地域の他の救難所組織と連携して水難事故の

防止や事故発生時の救助活動などを行うのが望ましく、行政が主導して連携組織を作るべ

きだと考えています。 
 
【菅野委員長】 
 達成度については、評価しないということでいいと思います。必要性については、「ボラ

ンティア的活動に補助」と表現していますが、「日本水難救済会石狩救難所の活動に補助」

とした方が適切ではないでしょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 「ボランティア」という言葉を使ったのは、この事業は行政がお金を出しているから行

っている事業ではなくて、ボランティアの方が苦労して行っているということを表現した

かったのです。 
 
【門馬委員】 
 「ボランティア的活動を行っている日本水難石狩救済会石狩救難所に対し」とすればい

いのではなでしょうか。 
 
【菅野委員長】 
 「行政が主導して連携組織をつくる」というのは、「何か新しい組織をつくる」ことを考

えたのでしょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 評価シートの中に、「海上保安庁や隣接地域の救難所組織等との連携を図ることで成果向

上を図ることができる」との記載がありますので、その組織は行政が主導して行ってほし

いと思っています。 
 
【門馬委員】 
 「連携を図ることが望ましい」という程度でいかがでしょうか。 
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【徳田副委員長】 
 それでは「望ましい」という表現に修正します。 
 
【菅野委員長】 
 続きまして「芸術・文化の振興」の評価に移りたいと思います。 
 
「６－１」 
【徳田副委員長】 
 「芸術・文化の振興」に対しては皆さん色々な意見があると思うのですが、「市において

芸術文化を振興する必要がある」ということは理念的に異論のないところだと思います。

しかし他の市町村にはある程度の施設を利用できる環境となっているところが結構ありま

が、石狩市にはほとんどありません。従って、せめて今行っている事業くらいは文化振興

のために推進すべきではないかと思っているために甘めの評価となっている可能性があり

ます。しかし限られた財源の中で無制限に振興するべきではないという皆さんの意見もあ

りますので、そうした部分も加えてあります。 
 まず、「石狩市文化協会運営支援事業」についてですが、約 70 団体が加盟する文化協会
の運営費を補助する事業です。成果指標については、目標値が未設定ですので評価してい

ません。しかし、「会員数は減少傾向であり、加盟団体数も横ばいである」ということをコ

メントしています。必要性については、芸術文化に触れあう機会の少ない石狩市において

行政のある程度の支援は必要であり「Ｂ」としています。有効性については、市民の団体

やサークルの活動を支援する意味では文化協会への交付金は有効だろうということで「Ｂ」

としています。効率性については、文化協会が今年度ＮＰＯ法人化するということでコス

ト面での効率化を期待し「Ｃ」、総合評価は「Ｂ」としています。芸術・文化の主体は市民

やサークルで、活発な活動を促しその活動を支援できるのは行政ですが、市の財源は限ら

れているので協会自身の自助努力も必要であると考えます。 
 
【菅野委員長】 
 石狩市では芸術・文化に触れる機会が少ないという認識でしょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 私は圧倒的に少ないと思います。 
 
【菅野委員長】 
 触れあう機会が少ないとは、あくまでも石狩市では少ないということでしょうか。札幌

圏というものを考えても機会が少ないとういことでしょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 石狩市ということです。近隣の札幌市にはある程度の環境があるとの意見もあるのです

が、それはとんでもない間違いで、地元で触れ合う機会が必要です。通常では公会堂とか

会館とか小さな町でも持っています。石狩市が財政的な理由で持てないこともわかります
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ので、せめてある程度の運営に対して援助をした方がよいと思います。 
 
【菅野委員長】 
 私は、芸術・文化を高めるためには、行政がこうした支援をすることは大切だと思いま

す。小さい町でイベントを行うのは大切ですが、ここでは札幌圏という広域で考えると触

れ合う機会はあると思っています。 
 
【門馬委員】 
 石狩市民で札幌に通勤をしている人はたくさんいます。そういう人たちは石狩市だけで

物事を見ていないと思います。実態として、そういう人たちとしては、芸術・文化に触れ

ることはできないという認識にはならないと思います。 
 
【菅野委員長】 
 受け止め方の問題もありますので、「芸術・文化の団体の今後の自立に対して行政の支援

が必要である」程度の表現でいいのではないでしょうか。 
 
【堀委員】 
 私も子どもたちに見せたいものを呼んでくるとなると金額的にも負担が大きくなります

ので、札幌に行くためにお金を出したりしました。私が文化協会に期待をしているのは、

ＮＰＯ法人となって、自立性のある活動の展開を行うということです。 
 
【菅野委員長】 
 私は評価としてはこれでいいと思うのですが、認識としては微妙なところだと思います。

芸術・文化活動への行政の支援はある程度必要であるという程度にしておいてはいかがで

しょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 皆さんがそういう意見であればそれで構いません。触れ合う機会が非常に少ないとコメ

ントしたかったのですが、この部分については施策全体の中で触れたいと思います。 
 
【菅野委員長】 
 ここでは文化協会の支援についての話ですので、この団体が自立して活動していくため

にどのように支援していくかという観点で考えた方がいいと思います。 
 
「６－２」 
【徳田副委員長】 
 「市民文化祭開催事業」は、市民の 1 割近く参加する事業です。達成度については適切
な目標値が設置されていないことから評価していませんが、目標値を設定し、活発な活動

を展開して欲しいとコメントしています。必要性については、市民が主体となって取り組

んでいますが、市のある程度の関与は必要であろうと考え「Ｂ」としています。有効性に
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ついては、実行委員会が様々なアイディアを出して行われているようですので「Ｂ」、効率

性は「より充実した運営を行ってほしい」とコメントし「Ｂ」、総合評価を「Ｂ」としまし

た。市民の 1 割が参加するイベントですので今後も市の支援が必要であるということと、
平成 21 年度は市民発表部門の発表者から参加料を徴収していますが、「自主財源の確保に
一層の努力をすべきであろう」ということをコメントしています。 
 
【菅野委員長】 
 この評価でいいと思います。 
 
「６－３」 
【徳田副委員長】 
 「石狩市郷土研究会運営支援事業」は、成果指標の達成度から判断すると「Ａ」という

ことになるかもしれませんが、総合的に勘案すると「Ｂ」くらいではないかと思います。

必要性については、郷土の歴史や文化などを調査・研究して資料を公開している団体はほ

かにないことから、行政のある程度の支援は必要であり「Ｂ」としています。総合評価は

「Ｂ」として「郷土研究会の活動は地域文化の振興に有効である」ということと、「会誌に

よる資料公開を市民に対し積極的に行うことが必要である」とコメントしています。 
 
【菅野委員長】 
 達成度を評価した理由が表現されていないのですが、会誌の発行などは参考にするべき

ものでもありませんので、講座参加者数が目標値を上回っているなどのコメントがあって

いいのではないでしょうか。 
 
【堀委員】 
 研究している方達としては、この支援事業がなくても会誌を作成すると思いますので、

あえて成果指標にしなくてもいいのではないかと思いますので、「Ａ」とまではいかなくて

も「Ｂ」でいいと思いますし、全体的に「Ｂ」ということでいいのではないかと思います。 
 
【菅野委員長】 
 総合評価で記載している、「総合的に情報公開」という部分は、この事業に限らず必要な

ことだと思います。 
 
「６－４」 
【徳田副委員長】 
 「芸術観賞会開催事業」については高く評価しています。それはなぜかと言うと情操教

育スタートプログラムというのが石狩独自のものだからです。読み聞かせというのは全国

で盛んに行われているのですが、情操教育については他では見られない事業ということで

評価しています。達成度については目標値が設定されていませんので評価していませんが、

「目標値を設定して努力すべき」ということと「ロビーコンサートの来場者数が減少して

いることが気になる」とのコメントをしています。必要性についは市独自のプログラムで
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あり、行政が行う良い例として高く評価していることから「Ａ」、有効性については、効果

はすぐには見えてこないことから継続して行ってほしいとして「Ａ」としています。効率

性には「国や道からの助成金を受けて実施できないのか」というコメントを入れています。

最終的に総合評価を「Ａ」と高く評価し、「クラシック等のプログラムを是非加えていただ

きたい」とコメントしています。 
 
【菅野委員長】 
 子どものうちにこうした教育を行うのは、芸術・文化の理解を深めるための先導的な役

割という意味で非常にいい事業だと思いますので、こうした評価でいいと思うのですが、

効率性の部分で国や道の助成について触れる必要はないのではないかと思いますが。 
 
【門馬委員】 
 効率性を求める事業ではないという気もします。 
 
【菅野委員長】 
 効率性を求める事業ではないということでもいいのではないでしょうか。 
 
【堀委員】 
 ＰＴＡから「対象校を拡大して実施してほしい」いという要望もあるようですので、小

規模校に限らず実施が必要となってくるのではないかと思います。 
 
「６－５」 
【徳田副委員長】 
 「石狩ユネスコ協会運営支援事業」については比較的高い評価をしています。達成度に

ついては、目標値が設定されていませんので評価していませんが、目標値を設定して努力

することが必要であるということと実績値が全般的に低下しているという点が気になると

いうコメントを付けています。必要性については、法律で自治体が支援することになって

いますので「Ｂ」としています。有効性については、世界的な認証であるユネスコスクー

ルや世界寺小屋運動など評価すべき活動を行っており「Ａ」とし、効率性については低く

ないということで「Ｂ」としています。総合評価を「Ｂ」とし、「ユネスコ協会の立派な活

動を市民に広く周知させるべきである」というコメントを付けています。 
 
【堀委員】 
 会誌を見てみると様々な活動をしていることがよくわかりますが、これらの活動が市民

にあまり知られていません。もっとたくさんの人に知ってもらうと参加者も増えると思い

ますので、PRを積極的に行うべきだと思います。 
 
【菅野委員長】 
 効率性の部分は、「効率は低くない」というより「市民に広く周知させるべき」というよ

うな表現がいいのではないでしょうか。 
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【門馬委員】 
 市の運営補助は 6 万 4 千円しか出していないのに、これだけの活動をしているのですか
ら、市側からみると効率性は高く評価してもいいのではないでしょうか。 
 
【菅野委員長】 
 それでは効率性を「A」として、総合評価を「A」とします。 
 
「６－６」 
【徳田副委員長】 
 「芸術文化奨励事業」ですが、達成度については目標値が設定されていませんので評価

していません。従って、「適切な目標値を設定することは望ましい」とコメントしています。

必要性については、ある程度行政の支援が必要だと判断し「B」としています。有効性につ
いては市民に活用されるような方策を検討して欲しいと思います。効率性については、補

助金の総額が、平成 12年度の 200万円から 50万円に減っていますので、これ以上減らさ
ない方がいいのではないかと思います。総合評価は「B」とし、自主的な芸術文化活動を支
援するのに必要な事業であると思います。最近の補助申請件数は減少傾向にあり、市民に

もっと周知する広報活動が必要だと思います。 
 
【菅野委員長】 
 「申請件数が減少傾向にあるので市民にもっと周知」というコメントがありますが、現

行の予算額から考えると申請件数が増えると 1 件当たりの補助額が減りますので、いかが
なものかと思いますが。 
 
【徳田副委員長】 
 平成 21 年度は 1 件の申請がありましたが、35 万円の補助額でした。枠もまだあります
し、もっと申請希望は潜在的にあると思うのですが、申請がないというのは問題だと思い

ます。 
 
【菅野委員長】 
 それでは総合評価を「B」とします。 
 
「３－７」 
【徳田副委員長】 
 「地域創造アトリエ事業」は、成果指標に目標値がありませんので達成度は評価してい

ません。「適正な目標値を設定してほしい」ということと「平成 21 年度の来館者の急減が
気になる」とのコメントをしています。必要性については、芸術文化に触れる機会が少な

い石狩市において貴重な場であり行政として支援すべきと考え「B」としました。有効性に
ついては、質の高い発表の場とされていますが、市民にあまり知られていないことを疑問

に思い「C」としました。効率性については閉館している期間がかなりありますので「C」
としました。総合評価については、芸術文化の貴重な場として評価していますが、利用率
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が低く通年開館していないことを問題と捉えています。利用促進のための抜本的な改革が

必要と考え、少し厳しく「C」と評価しました。 
 
【菅野委員長】 
 必要性については、「アートウォームは貴重な場である」とサラリと表現する程度でいい

のではないでしょうか。 
 
【堀委員】 
 私は必要性のところは「C」としています。なぜなら、通年オープンできない理由として
市民が必要性を感じていないからだと思うのです。オープンしてから 8 年も経つにもかか
わらずこの状況というのは、この事業そのものがいいのかどうかという判断をしなくては

いけないのだと思います。施設の賃貸契約が来年の 10月までということでしたので、それ
以降のことを考えた場合、今のうちにしっかり検討しておく必要があります。ですからも

う少し厳しい評価でもいいと思います。 
 
【菅野委員長】 
 建物の構造上、使い勝手が悪いという問題があるかもしれませんが、このような施設を

ほかの自治体も何とか活用しようと努力しています。石狩市も文化芸術の場として活用し

ようとしていますが、あの種の施設を通年活用しようとすると、芸術文化だけの活用では

無理があると思います。今は子育ての要素で使おうとしていますが、そういった使途を限

定せず、どのように活用していくかという検討から始めていかなくはならないと思います。 
私はある程度必要性は認めておかなくてはいけないと思います。 
 
【堀委員】 
 喫茶店とか色々なものに利用されてきていながら、ある時点から運営が難しくなってき

ているというのは、他のまちの例でもありますが、市が買い取らなければならないという

状況が来る可能性があるのではないかと思っています。21 年度でこうした運営状況にあっ
て、それほど高い評価をする必要はないと思います。 
 
【門馬委員】 
 私もこの事業については否定的な評価をしています。 
 
【菅野委員長】 
 それでは必要性を「C」としますが、「貴重な場である」というコメントは不適切な表現
だと思います。 
 
【堀委員】 
 「貴重な場」であるならば、もう少しどうにかなっていたと思います。市としては様々

な事業を開催するなど支援を行ってきたとは思いますが、それにも拘わらずこういう状態

ということはやはり問題があるということだと思います。 
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【菅野委員長】 
 必要性は「C」としておきながら、どういうコメントをするかだと思います。「行政的な
支援は疑問」となると運営する法人の存続の問題にもかかわってくると思います。 
 
【堀委員】 
 運営がどこであってもこういう状況であることは現実なので、必要性そのものを検討し

ていくべきだと思います。 
 
【菅野委員長】 
 よろしいでしょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 わかりました。 
 
「３－８」 
【徳田副委員長】 
 「美登位創作の家管理運営事業」は、成果指標に目標値が設定されていませんので達成

度は評価していません。私はこの事業に対しては否定的な評価をしています。というのは

長期の利用に関しては石狩市民がほとんど利用しおらず、ほとんどが札幌市民です。必要

性については、石狩の団体の利用は 1～2団体で、他は地域の町内会の利用となっています。
そうなると施設自体も古いですし、総合評価でコメントしているように、この施設の存在

自体市民に周知されていないことや、今後一層老朽化していくことを考えると、将来的に

は創作活動は別の場所に移し、地域住民の町内会館的な利用に限定して活用することも考

えてみる必要があると思います。廃止もやむを得ないのではないかということも視野に入

れて総合評価を「D」としました。 
 
【堀委員】 
 町内会活動については、この施設の元教員住宅の部分はまだ新しいので十分活用してい

けると思います。創作活動の施設は実態を考えると廃止を含めた検討をすべきではないで

しょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 創作活動で使われているのはほとんど札幌の方です。札幌の方だからといって除外する

つもりはないのですが、施設の老朽化を考えるとこの苦しい状況の中で、施設を維持しな

がらサービスを提供することがいいのかどうかは疑問です。 
 
【堀委員】 
 この事業の背景として、「地域の振興策」と謳われていますが、本当に振興策になってい

るのかということがあります。地域の方達の活動というのは創作活動のスペース以外でも

十分だと思います。 
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【菅野委員長】 
 最初からそういう評価は厳しいと思います。「今の実態としてはこういう課題はあります

が、今後検討してみてはどうか」と程度の指摘にしておくのがいいのではないでしょうか。

廃止ということになると、廃止した後はどうするのかという問題も出てきます。 
後でもう一度考えることにして次に進みたいと思います。 
 
「３－９」～「３－１０」 
【徳田副委員長】 
 「厚田資料室管理運営事業」については、少し高い評価をしました。リニューアルをし

て入館者数が増えたということなのですが、増えたのは 22年度であって、21年度の評価と
してはあまりそのことを評価しない方がいいと思うのですが、それにつながる活動を行っ

たということで評価しました。達成度については、「21 年度の入館者数は多くないが、22
年度は急増したようである」と少し苦しいコメントをしています。必要性は、市が地域の

歴史や文化に関する資料を収集・保管・展示することは必要であるとして「A」、有効性に
ついては、あつたリニューアル構想策定協議会と連携して展示内容の改善について検討し

たことが 22 年度につながるものとして評価できると考え「A」とし、効率性については、
観光資源としての活用を考えるべきであると思います。総合評価は、厚田が輩出した４人

の偉人に焦点を当てて資料展示の方法を改善する活動を行ったことを高く評価し「A」とし
ました。 
 「いしかり砂丘の風資料館運営事業」にいては、同じようにいい事業であるとは思うの

ですが、入館者数が伸び悩んでいるため「B」とし、必要性は高く「A」、総合評価について
は、貴重な歴史的な資料を収集・保管・展示することは必要であるが、市民に向けてより

充実した情報発信を行ってほしいということで「B」としました。 
「はまます郷土資料館運営事業」は評価しにくいのですが、有効性は、展示に工夫を凝

らしてほしいということで「C」、効率性は、観光資源としての活用を含め、あり方を検討
すべきではないかということで「C」、総合評価は、老朽化のことも考慮し抜本的な対策を
講じるべきと考え「C」としました。気持ちとしては是非残してほしいと思うのですが、今
の展示されている状態と建物の状態を考えるとそのままでいいとは思えませんので総合的

に「C」としました。 
 
【菅野委員長】 
 まず「厚田資料室運営事業」ですが、達成度が「B」となっていますが、達成率を考える
と「A」となるのではないでしょうか。 
 
【堀委員】 
 目標を達成しているといっても目標値は前年実績を下回る数値を掲げているという点が

疑問です。 
 
【菅野委員長】 
 疑問は残りますが、単年度で目標に対する実績を評価し「A」としつつ、目標値の設定根
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拠が不明確なことを指摘しておきましょう。 
「いしかり砂丘の丘資料館」の評価については徳田委員と同じような考え方ですが、こ

うした施設は市民向けの施設というよりも広域的な施設と捉えた方がいいと思います。従

って、市民向けの情報発信ではなく、札幌圏域にも石狩の歴史の情報発信をすべきだと思

います。 
「はまます郷土資料館運営事業」については、入館者が想像した以上に入っています。

達成率から考えると達成度は「A」ということになりますが、「目標値が妥当かどうか検討
すべき」というコメントを付記しておきましょう。全体的にはこれでよろしいと思います。 
 
「３－１２」 
【徳田副委員長】 
 「埋蔵文化財保護事業」は、目に見えてくる事業ではありませんが、文化財として保存

すべきものは保存する必要があると思います。達成度については、達成率が 100％ですが、
市内にはまだ未登録の遺跡が残されているのではないかと思い「B」としました。有効性は
「B」、効率性は予算をかけず職員人件費だけですので「A」としました。総合評価としては、
埋蔵文化財を地域の文化財の一つとして保護・保存するとこは重要であり、今後も継続し

て進めるべき事業であるとして「A」としました。 
 
【菅野委員長】 
 達成度については、実績値が目標値と一致することが当然であるようなものは評価しな

いとしてきましたので、この事業の場合、評価しなくてもいいと思います。こうした事業

は効率性を求める事業ではありませんので、「B」でいいと思います。この事業は、出てき
た事案を粛々とこなしていく事業ですので総合評価としても「B」程度でいいと思います。 
 
【堀委員】 
 埋蔵文化財の保護とあわせて、3 つの資料館と連動した取り組みを進める必要性からも、
学芸員の充実ということが必要だと思いますので、そのこともどこかにコメントしておく

必要があると思います。 
 
【徳田副委員長】 
 どこかの総合評価の中に加えておきたいと思います。 
 
【菅野委員長】 
 保留としています「美登位創作の家運営事業」については、色々な考え方があると思い

ます。この場での議論は差し控えるとして後程どこかで意見交換したいと思います。 
 
【菅野委員長】 
それでは本日の評価委員会はこれで終了いたします。 
次回は 8月 19日に開催いたします。これまでの意見交換したことを踏まえて、各自評価
の修正と施策評価の素案の作成をしていただき、皆さんで確認したいと思います。よろし
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くお願いいたします。本日は長い時間お疲れさまでした。 
 
 
 
 

 

 

平成２２年 ８月２３日 議事録確定 

石狩市行政評価委員会 委員長  菅 野  勲 


