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平成２２年度第２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７月７日（水） １０：００～ 
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）企画課長 松田  裕 

副委員長 徳田 昌生 ○ （事務局）企画課企画担当主査 中西 章司 

委員 門馬冨士子 ○ （事務局）企画課企画担当 笠井  剛 

委員 堀 弘子 ○ 企画経済部長 佐々木隆哉 

   農業委員会事務局長 吉田  公 

   農林水産課長 重田 康男 

   林業・水産担当課長 澄川 典弘 

 
傍聴人：４名 
 
１ 開会 

【事務局：松田課長】 

 それでは、平成22年度第2回行政評価委員会を開催したいと思います。 

今年度につきましては、この公開ヒアリングと並行しまして、パブリックコメントの意

見募集も行っておりますので、傍聴でお越しいただいた皆様につきましては、この委員会

での発言機会はございませんが、忌憚のなき意見をお寄せいただけますようお願い申し上

げます。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、会議を進めます。 
はじめに、今後の評価の流れについて、事務局よりご説明願います。 

 
【事務局：中西主査】 
～ 評価の流れについて説明 ～ 

 
【菅野委員長】  
 ただいま、事務局から評価の流れについて、説明がありました。よろしいでしょうか。 
 それでは、本日のヒアリングとして、「農林業の振興」について、所管の方から施策評価

の概要について、ご説明願います。 
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【佐々木企画経済部長】 
～ 概要説明（平成２２年度施策評価シート「農林業の振興」） ～ 

 
【菅野委員長】 
 それでは、まず、私の方から質問させてもらいます。 
説明の中で、農業センサスにおいて、耕地面積が減少し、生産高が減少しているとの話

しでしたが、農業所得も含めて、市として、どのように捉えていますか。 
 
【重田農林水産課長】 
 農業生産高全体が落ちている原因として、米価が関係しています。農業センサスの 1980

年と2005年の農業算出額を比較すると、米価については、1万円近く落ちています。また、

石狩は水田が占める割合が多いこともあり、米価の低下が決定的な要因になっています。

それと同時に農家戸数も減っているのですが、1戸あたりの農業所得は、必ずしも落ちては

いないと思われます。耕地面積についても、大きく減少はしていません。 

 
【菅野委員長】 
 耕地面積は、変わっていなくても、遊休農地は増えているので、耕作面積としては減っ

ていますね。 
 
【重田農林水産課長】 
 耕作面積は減っています。どういうところが、遊休農地になるのかと言いますと、耕地

条件が悪いところで、特に厚田、浜益地区になるのですが、傾斜地や川沿いなど、これ以

上、農地を拡大できない条件にある農地で、このような効率化が目指せない農地では、高

齢化とともに引き受け手もいないなどの状況から、そこが遊休農地になるという現象が進

んでいます。 
 
【菅野委員長】 
 それと、農業従事者の推移を見ますと、先程の 1980年と 2005年の農業センサスを比較

しますと、3,000人から1,200人と、６割近く減っています。後継者対策、新規就農者対策

など現段階で色々と考えているようですが、この減少を止めるということは、全国的にも

難しい状況だと思うのです。市として、どのように捉えていますか。 
 
【佐々木企画経済部長】 
農業従事者の数というものは、あまり問題にはならないと思います。今、日本の農業が

世界に比べて弱いと言われているのは、生産性が低いということから言われています。そ

ういう部分では、農業従事者がどんどん減っていくことに何もしないということには、問

題はありますが、必要最低限の担い手を確保する中で、ある程度、戸数を絞りながら集約

して経営効率を上げ、強い農業を作るということが、一つの考え方、方向性だと思います。 
 ただ、これまでの考え方というのは、自民党政権の考え方であって、民主党政権になり、

必ずしも規模には捉われないで、やる気のある農家には、どんどん作っていただこうとい
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う形に変わってきていますから、その辺の転換に市としてもどのように足並みを揃えてい

くかという部分が考えどころだと思っています。 
 
【菅野委員長】 
 これからの農業は、これまでの農業者を守っていくというものから、いかに生産高を上

げるかということへ、少しずつ変わってきていますね。農業生産法人や異業種からの参入

など、そういう流れが少しずつ見えてきている状況ではありますが、この農業生産法人や

異業種の参入など、石狩市はどのような状況でしょうか。 
 
【重田農林水産課長】 
 市としては、全てに拡げて対応は行っていますが、生産法人にしても異業種からの参入

にしても、農業自体が儲かるような状況にないということと、条件の良い農地は、手放さ

ないということがありますので、現在のところ、石狩には、異業種の参入について、これ

まで相談などはきていません。また、生産法人については、これまで、市として、推進し

てきているのですが、中々、個々の農業経営者が集まって法人化するというところまでに

至っていません。こういうものは、何かきっかけがないと難しいものがあり、いまの段階

では、地域の声としても、上がってきていないというのが現状です。 
 
【徳田副委員長】 
 産出額が低下し、その要因の一つとして、米価の変動という説明がありましたが、生産

量は上がっているのでしょうか。また、その米価の変動が原因という具体的な数値はあり

ますか。 
 
【重田農林水産課長】 
 大まかな数値としては、一俵あたり、最大 2万数千円あったものが 1万 2千円くらいま
で落ちていますから、4割強下がっているということが言えます。 
また、米の作付面積自体も転作などにより、減っており、生産量自体も減っている状況

です。この転作が野菜類などへの転作であれば、農業生産高も増えるのですが、牧草です

とか、あまり農業生産高へ影響することのないものへの転作が多い状況です。 
 

【徳田副委員長】 
 もう一つお聞きしたいのですが、これからの農業は、農業の産出だけではなく、他のも

のも加えた中で農業を見るということが必要だと思うのですが、その中で一つ考えられる

ものとして、「グリーンツーリズム」があると思います。ヨーロッパでは、かなり盛んであ

るということは以前から聞いています。新農業振興計画の中でも触れられているのですが、

費用対効果などの問題や、直ぐに効果があるというものでもないのでしょう。後に担い手

へと繋がっていく可能性がない訳でもないと思います。そういう部分で農業を見ていくこ

とも必要だと思うのですが、今現在、商工労働観光課ともタイアップするなど、具体的な

動きとして何かありますか。 
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【重田農林水産課長】 
 「グリーンツーリズム」は、非常に範囲が広いものでして、農家に宿泊して農業体験す

るものや、日帰りでも行える農業体験などもあります。石狩では、小学生の総合学習への

位置づけや、幼稚園や一般の方も含めて農業体験を実施していまして、これまで盛んに行

われております。 
 また、浜益では、農業者などの有志が集まり「グリーンツーリズム研究」を行っていま

して、宿泊を受け入れて、農業体験や交流などを行っています。旧石狩では、中々、宿泊

型のものはないのですが、市としては、力を入れて推進していく考えでいまして、今年、

法律に基づく計画ではありますが、グリーンツーリズムに関する計画を策定し、推進協議

会などを立ち上げ、今後も積極的に推進していくことで考えています。 
 
【徳田副委員長】 
 石狩市は札幌市に隣接し、行き来もし易いと思いますので、本州からの受け入れに力を

入れて、長期間の滞在で、農業体験ができるようなことも考えて良いのではないかと思い

ます。体験的な部分はもちろんのこと、ヨーロッパのような観光的な要素も取り入れると

いうことも良いと思いますね。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 農業新聞などでは、「グリーンツーリズム」に関して、色々と特集も組まれていますが、

日本では、まだ、長期滞在でレジャーを楽しむという形式が定着していないということも

あり、投資効果がどれほどあるかという部分では非常に難しい現状があるとも言われてお

ります。本当に意欲を持って取組む農家の成功例が一つや、二つでも出てくると、周りの

農家も取組むという流れは出てくるとは思います。 
 
【徳田副委員長】 
 ヨーロッパへの農業体験では、日本人が結構行っているみたいですね。確かに費用対効

果という部分では、難しいかもしれませんが。 
 
【門馬委員】 
 農業従事者の数ということでは、あまり大きな問題にはならいないという説明でしたが、

今後、高齢化により、農業従事者が急激に減るということはあるのでしょうか。 
 
【重田農林水産課長】 
 実際の問題としてあります。 
 
【門馬委員】 
 この問題への対策として、既に新規就農者への支援などありますが、これで充分だと思

われますか。 
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【重田農林水産課長】 
 石狩市だけではなく、全国的な問題だと思いますが、石狩市の中では、まず、新規就農

という部分で見ますと、過去 3年の新規就農の状況は、新卒者が 2名、Uターン者が 8名、
他産業からの新規就農者が 1名の計 11名となっています。過去 10年くらいは、他産業か
らの新規就農に力を入れていたこともあり、新規就農者 9 名の実績があったのですが、最
近の傾向としては、他産業からの新規就農者が減ってきているのが現状でして、農業後継

者で他産業に一旦就職した方が戻ってきて、家を継ぐという U ターンが増えているという
傾向が見られます。ただ、相対的に見ますと、後継者が減ってきているという状況には変

わりないです。また、遊休農地を発生させないように、生産法人や地域全体での集落営農

などによって、農地を活かすということも新規就農の強化と同時に行っていかなければな

らない課題と捉えています。そういった、新規就農の強化や大規模営農などへの推進など

への支援も今後必要だと考えています。 
 
【門馬委員】 
 市としては、大規模集約化に対する対策はありますか。 
 
【重田農林水産課長】 
 まだ、大きな成果として、表れていないのですが、地域づくりということで、生振地区、

高岡地区などのいくつかの地域で、先程、ご説明した大規模営農の実施や、例えば、施設

園芸などで高級素材を作るなど、石狩市の特徴である都市近郊型農業を活かした収入の確

保などについて、地域でどのように取組めるかを現在地域に入って話し合いを行っている

ところです。 
 市としても、これらの立ち上げや事業の実施などで、色々な支援を最大限していきたい

と思います。 
 
【門馬委員】 
 市に言うべきことなのか、農協に言うべきことなの分かりませんが、今の都市近郊型農

業ですが、大規模消費地に対して、江別などの他の都市近郊型農業地と競争するのには、

石狩市としての「これが売り」といったものがあると強いと思うのですが、何があるので

しょうか。 
 
【重田農林水産課長】 
 同じような気候条件にあることと、農業者の意向もあることですので、どうしても同じ

ような作物になってきますが、農協の方は石狩市の「さやえんどう」が全道一と言ってい

ます。確かに面積、生産額的にも全道一です。なぜ、全道一かと言うと、収穫に手間が掛

かりますので、作ろうにも労働力の確保が出来なければ難しいと聞いております。石狩市

は、この労働力の確保という点で、花川や札幌市などの労働力を確保できるので、生産が

可能だということです。この労働力の確保という点で、今後、石狩市では手間の掛かる作

物が推進されていくと思っています。 
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【堀委員】 
 農地を守っていくということは、大切なことだと思います。しかし、石狩市では良い砂

利を採取できるということから、砂利採取法の中で、農地でも砂利採取が行われています

が、砂利採取を行った農地は復元されていますか。 
 
【吉田農業委員会事務局長】 
 農地での砂利採取の現状から説明させていただきます。石狩市でこの 10年で特に多いの
が樽川地区です。一部、厚田の聚富地区でも行われていますが、その殆んどが、樽川地区

となっています。状況を見ますと、不在地主の農地での砂利採取が殆どで、農業委員会と

いたしましても、指導要綱も作りまして、農地復元後の作付計画の指導をしているのです

が、その後の管理が上手くいっていない農地もあるのが現状です。これについては、不在

地主の農地ということと、元々、生産高の低い農地や遊休農地が多いためで、これらの農

地の復元へ向け、農業委員会としては、強制的にはできませんが、所有者への指導を行っ

ており、今後も指導を通して復元を図って参りたいと考えております。 
 
【堀委員】 
 個別所得補償制度の一部が先行導入されますが、農業者にとって、有利な制度なのでし

ょうか。 
 
【重田農林水産課長】 
 今年からモデル事業として、米について、実施されますが、内容といたしましては、二

つありまして、一つは、同制度に参加するすべての米農家には、米価水準に関わらず、10

アール当たり、定額補償 1万 5千円が支払われるというものです。もう一つは、これまで

も違う名称の制度としてありましたが、「水田利活用自給力向上事業」というものがありま

す。これは、転作を奨励するもので、水田での麦・大豆・米粉用米・飼料用米などを生産

する販売農家を対象に主食用米並みの所得を確保する水準の金額を交付するというもので、

この転作奨励の補償については、昨年並みの補償となっています。この二つの補償から成

る制度が農業者にとって、有利な制度なのかどうかは、まだ、モデル事業の段階なので、

判断できないというのが正直なところです。国としては、この制度により、下落が続く米

価の安定化を図るということが狙いです。 

 

【菅野委員長】 
 色々と説明を聞いていますと、行政として、どこまで関わっていくのかという問題もあ

ると思います。これからの農業はいかに自立していくかが大事ですし、行政としては、自

立させるのに国の制度以外の支援をどのように行っていくかということが必要だと思いま

す。例えば、都市近郊型農業としての振興作物を推進していくということであれば、転作

や先進地視察、資質を向上させる研修などへの支援に投資をしていくことも大事なことだ

と思います。 
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【佐々木企画経済部長】 
 意図を持った投資というのは必要だと考えています。例えば、昨年であれば、連作障害

の対策として、ハウスを増やして、新たなに違う作物を作ることで連作障害を回避させる

対策を行っています。市は、これらハウスの増設などに対する補助金を出しています。 
都市近郊型農業として、近くに消費地があるということを意識して取組んでいます。 

 
【菅野委員長】 
 今のところは、国の制度の中で営農していくことは、そう難しいことではないのかもし

れませんが、将来を考えた時に制度の中だけで営農することは、難しいと思います。 

 集落営農などでは、こういう問題に危機感を持った地域リーダーに成り得る人がいると

思うので、こういう人達を中心に盛り立てていって、これに対して行政がどのように支援

をしていくかが大事だと思います。農業後継者にしても、5年間で3人から4人程度の実績

というのは、これは政策として如何なものかと思ってしまいます。もっと、別な視点で、

力を入れるべきところを絞って、支援していくことが大事だと思います。 

 あと、国の制度は必ず活用しなければいけないものなのでしょうか。 
 
【重田農林水産課長】 
 必ずしも活用しなければいけないというものではないです。 
市の考え方としましては、市の振興策の中で、国の諸制度を有効に活用していくという

考えに立つことで、国の政策に振り回されないで進めていけると考えています。 
  
【徳田副委員長】 
 畜産の関係でお尋ねしたいことがあるのですが、肉用牛ですが、成果指標を見ますと、

出荷数など低い実績値となっています。関連事業としては「和牛振興事業」、「家畜診療衛

生対策事業」、「家畜伝染病発生予防事業」「牧野管理運営事業」とありますが、これらの事

業に投資する費用に対して、これに見合う家畜事業者の収入はあるのでしょうか。 
私も詳しくは把握してはいないのですが、収入はあまり高いとは言えないと思います。

その中で、これらの事業に対し、今後も支援を続けていく方向性でいいのか、少し疑問に

思うところがあります。 
 
【重田農林水産課長】 
 この肉牛に関しては、浜益区で行われている事業で、歴史がありまして、昭和30年代頃

だったと思うのですが、漁業が不振になった時に当時の村の政策で肉牛を導入していたよ

うです。昭和50年代には、今の倍以上の頭数がいたようです。浜益区における主な農業生

産の中で、水稲の農業生産高が一番高く、その次が肉牛、果樹関係となっています。この

肉牛で、所得を確保している部分もありますが、その殆んどの肉牛農家というのは、米と

の複合経営を行っていまして、この利点というのは、肉牛から出る堆肥を使用して、水田

などに還元し、地域で循環型農業に取組んでいるということです。また、労働時期で見ま

すと、農業の忙しい時期に市営の牧野に入れて、冬場に牛舎に戻すという、機能的には有

効なサイクルの中で、経営形態を取ることが出来ています。 
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ただ、肉牛の価格は、乱高下するので中々難しい部分もありますが、昨年では、一昨年

に比べ、23頭多い、148頭を出荷しているのですが、金額的には 1,000万円近い生産額の

減となっており、非常に厳しい経営ではあります。費用対効果という部分では、確かに持

ち出しが多く、効果として見えにくいのですが、この浜益地区での農業振興にとっては、

肉牛というものが重要な役割を果たしていると考えていますし、長い目で見ても必要なも

のだと思っております。 

 
【門馬委員】 
 「牧野管理運営事業」について、お尋ねしますが、市が運営管理しているものですね。 
 
【重田農林水産課長】 
 そうです。 
 
【門馬委員】 
 この事業は民間で行うということを考えられないですか。 
 
【重田農林水産課長】 
 市としても民間での運営を検討していますが、引き受け手が見つからない状況です。以

前、浜益の肉牛の改良組合へ打診したこともあるのですが、そもそも、自分達の労働力を

軽減させるために牧野に入れているということもあり、断られた経緯もありますが、市と

しては、民間に運営をしてもらいたいという考えはもっておりますので、ＪＡ北いしかり

との対応も含めて検討していきたいと思っています。 
 
【菅野委員長】 
 他にございませんか。それでは、事前の質問通告の中で、改めて確認しておきたいもの

はございませんか。 
 
【堀委員】 
 「石狩市農業総合支援センター運営事業」についてですが、センターは2000年に設立し

ています。農業者から「業務の内容を分かりやすくアピールするべき」との指摘がありま

すが、2009年は新たな試みとしてセンター通信「アグリいしかり」を発行されています。

農業者はどのように評価していますか。 

 
【重田農林水産課長】 
支援センターで行った事業の結果や研修等の案内、補助事業や国の施策の解説等を通信

として周知しています。農業者からは「支援センターの取り組みが分かる」との声も聞こ

えてきていますが、内容の改善をさらに努めていく必要があるとは思います。 
 
【堀委員】 
2009年5月末から6月初めにかけて、「経営に関するアンケート調査」を実施し、その後
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9月の通信によって「経営の意向に関するアンケート調査」の結果が報告されていますが、

後継者がいない、高齢化していることによって農業従事者が激減することが予測できるな

ど、色々な状況が見えてくるのですが、こういう状況が把握できたら、次の段階というこ

とになると思うのですが、それが見えてこないということと、このことは、何年も前から

指摘されていることですが、支援センター、市の農林水産課といった形で、事業が細分化

されていることで具体策を打ち出すことができないのではないのでしょうか。 
 
【重田農林水産課長】 
 このアンケート調査の結果の活用ということでは、先程、説明させていただいた生振地

区、高岡地区での地域づくりの中で、アンケート結果から見られる課題に対して話し合い

を行っております。 
また、支援センターの在り方については、現在の農業振興は一機関だけで取り進めるこ

とが難しく、関係団体が共通の認識で取り組まなければならない状況になっています。市

では、農業関係団体によって、構成されている「担い手育成協議会幹事会」を月１回開催

して、その時々の課題等について、共通認識を持つようにしています。ただ、具体策の点

で不十分な面もありますので、テンポを速めることも含めて、今後改善していきたいと思

っています。 
 
【菅野委員長】 
 支援センターの構成団体は、市以外では、ＪＡいしかり、ＪＡ北いしかりですよね。何

か事業を行うとなれば、二つのＪＡと足並みを揃えなければならないということですか。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 確かに温度差があるという場面があります。支援センターには、厚田と浜益のＪＡの支

所が関わっていますので、支援センターでは、厚田や浜益の農業者も対象に事業を行って

います。 
 
【菅野委員長】 
 ＪＡ北いしかりは当別が主体ですが、調整などで難しいこともあるのではないですか。 
 
【重田農林水産課長】 
 そういう場面もあります。 
 
【菅野委員長】 
 樽川では、ＪＡが主体となって、直売を行っていますが、こういうのが、本来の地産地

消だと思います。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 最近では、かなり売上も増えていますので、都市住民のニーズというのは、かなり高い

と思いますし、ＪＡ自体もかなり努力しています。 
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【門馬委員】 
 林業について質問させていただきます。先程の佐々木部長の説明の中では、林業を主と

して成り立っている方はいないだろうということと、生産額も「0」に近いという話しでし
たが、林業に関係する事業では、結構、経費が掛かっていのるのですが、市民からすると、

「何も生み出していないのに経費だけが掛かっている」という印象を持ち兼ねないと思う

のですが、これに対して、なぜ、この事業を行っているのかという説明を求められた際に、

市としてはどのように説明していくのでしょうか。 
 
【澄川林業・水産担当課長】 
 確かに生産性がなく、山林所有者の方にとっては、非常に厳しい状況にあります。最近

では、補助制度なども充実しておりますが、この森林の整備がどのように市民に貢献して

いるかを説明する時には、森林を整備することで、「多面的機能の発揮」ということを説明

しています。この多面的機能の中身としては、「水源のかん養」というものがあります。こ

れは、舗装道路であれば、降った雨がそのまま川に流れていき、洪水などの災害を引き起

こすこともあり、森林によって、スポンジのように一時的に雨水を吸収することで、災害

を防ぐという機能として、大きな役割を担っています。また、表面水を木の根によって堰

き止めることで、土砂崩れを防ぐという機能もあります。これらは、健全な森林整備を維

持していくことで、かなりの確立で防ぐことができます。その外では、「生物の多様性の保

全」、「地球温暖化の防止」などもあります。健全な国土を守るという大きな目的の中で、

これらの機能を充分に発揮できるよう、充実した補助制度を活用する中で、施業を実施し

ていくということで考えております。 
 
【門馬委員】 
 ただ、市民の認識は低いですよね。 
 
【澄川林業・水産担当課長】 
 我々としましても、事ある毎に説明はしています。市民はもちろんですが、まずは山林

の所有者に理解してもらうことが必要と考えています。 
 
【徳田副委員長】 
 今の説明で、その意義を私も理解できるのですが、部長の説明の中でもコストダウンと

言う話が出ていましたけれども、コストダウンできる具体的な方策はありますか。 
 
【澄川林業・水産担当課長】 
 いままでは、山林所有者が補助金を貰って、森林組合を通して、個人で施業をしていた

のですが、昨年から、国の政策として、集約化をするということが進められてきています。 
 具体的に言いますと、これまで小規模の所有者が個人で施業した場合は、作業効率が悪

く、コストも掛かっていたということから、これからは、ある程度の所有者を集約して一

定規模の面積で施業をすることで、効率を上げるというもので、制度としましても、これ

までの国と道からの 68％の補助に 4％の補助が上乗せされます。また、集約化しないで、
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個人で施業した場合は、4％下がるというペナルティーが課せられます。 
 この制度を有効に活用できるよう、市では、所有者、森林組合、工事施行者などを集め、

協議会を立上げて、コストダウンへ取組んでいます。 
 
【徳田副委員長】 
 補助ということに関して、「私有林間伐推進特別対策事業」では、1 ヘクタール当たり
10,000 円の補助を市が上乗せ補助として出していますが、実態として、1 ヘクタール当た
りの個人負担はどのくらい掛かるのでしょうか。 
 
【澄川林業・水産担当課長】 
そこの現場の条件などにもよりますが、おおよそ 25万円から 30万円くらい掛かります。 

 
【徳田副委員長】 
 10,000円の補助があっても、厳しい状況ですね。 
 
【澄川林業・水産担当課長】 
 ただ、国の制度を活用したものに上乗せ補助ということになりますので、国、道から 68％
の補助は出ますので、これに 10,000円の上乗せ補助ということになります。 
 
【菅野委員長】 
 石狩市の間伐材の活用状況はどうなっていますか。 
 
【澄川林業・水産担当課長】 
 民間で行っているものは、全てを把握していないのですが、市で行っているものについ

ては、調査の段階では、搬出までを考えて設計しているのですが、最近では、実際に売り

払う金額よりも搬出する経費の方が高くなっているので、丸切りして現場に置いてあるの

が現状です。 
  
【佐々木企画経済部長】 
 確かに売り払いたいのですが、コスト論になると輸入材に太刀打ちできる状況にはない

です。ただ、新たな国の方針では、他の補助金も併用して、搬出できるような仕組みを作

ろうという話も出てきてはいます。 
 
【菅野委員長】 
 他にございませんか。それでは、これでヒアリングを終了させていただきます。有難う

ございました。 
 

～ 休憩 ～ 
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【菅野委員長】 
 それでは、再開します。 
 前回の委員会の中で、各施策の担当を決めて、進めていこうという話をしていましたが、

皆さんのご希望を聞いた結果、「農林業の振興」を堀委員、「芸術文化の振興」と「消防・

防災体制の充実」を徳田委員、「道路網の整備」と「石狩湾新港の振興」を門馬委員、「子

育て支援の充実」は私ということで、評価担当を決めさせていただきたいと思いますが、

各担当はこれでよろしいでしょうか。 
 

～ 各委員了承 ～ 
 
【菅野委員長】 
 それでは、宜しくお願いいたします。 
 そこで、お手元に評価する際の作業用シートをお配りしているのですが、昨年のシート

よりも評価内容を具体的に書けるようにしてあります。事業によっては、より具体的に記

述していくことができるようになっていますが、この表について、皆さん何かありますか。 
 
【徳田副委員長】 
 全ての項目で詳しく書いていく必要はないですね。書かなくていい部分があってもいい

ということですね。 
 
【菅野委員長】 
 事業評価の場合は、観点別のどこに重きを置くかというポイントを絞った評価になると

思います。例えば、有効性に重きを置いたとして、現段階で事業としての効果はあるが、

今後大きな効果は期待できないなど、評価するポイントを記載することになると思います。 
 
【堀委員】 
 成果指標の目標値で「未設定」のものがあるのですが、評価としてどのように見ていく

かということがあると思います。 
 
【菅野委員長】 
 この成果指標で、事業によっては、的確な指標ではないというもの、それが妥当な目標

値なのかという判断に悩む部分はあります。今度の総合計画の後期見直しでは、この辺も

含めて指標を見直すということでしたが、それまでは、あまり拘らないで評価していくと

いうことも、一つあるとは思うのですが、いかがでしょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 達成度は、評価上必要なものだとは思いますね。 
 
【門馬委員】 
 達成度が示されていないものについては、それが本当に適正なのかという判断に困るも
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のもありますね。 
 
【菅野委員長】 
 達成度がなくても事業評価の観点別評価などで評価はできると思います。 
 
【徳田副委員長】 
 この達成度で、「この事業は目標を達成していない」などの判断ができるものは、達成さ

れていないので「Ｃ」ですとか「Ｄ」などの指摘をして、目標を達成しているものには、

これはいい事業だということで「Ａ」などの評価の指摘はしていきたいですね。 
 やはり、市民が見た場合に「この事業の目的に対して、どういう目標があって、どの程

度、達成されているのか」という判断を市民は求めると思うのです。そして、これは、行

政主体ではなく、我々、行政評価委員会が判断して、市民に示すということも必要なので

はないかと思います。 
 
【堀委員】 
 総合計画の後期見直し時に成果指標も見直すということでしたが、この前期のうちに的

確な成果指標を準備しておかないと後期見直しには間に合わないと思います。そして、目

標の立て方も分からないということであれば、それはそれで、問題があるので、そういう

ものには、指摘していくべきですよね。 
 
【菅野委員長】 
 それでは、全ての事業に対して、達成度を評価することはできませんが、的確な成果指

標であれば、それはそれで評価して、逆に成果指標として問題があるものには、指摘をし

ていくことで、評価を進めていきましょう。 
 また、総合評価をしていくうえで、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」、「Ｄ」を並べると比較的「Ｂ」や

「Ｃ」の評価になりがちなので、「Ｂ」と評価した場合でもその「Ｂ」が良好な「Ｂ」なの

か「Ｃ」に近い「Ｂ」なのかを判断するのに「Ｂ＋」や「Ｂ－」などの表記にしてもいいの

ではないかと思ったのですが、いかがでしょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 それも方法の一つですね。 
 
【菅野委員長】 
 それでは、これで進めていきたいと思います。 
 それから、先程事務局からもお話があったのですが、状況によっては、ヒアリングを行

ったものについてでも、再度、話しを聞きたいなどの要望がありましたら、個別に少し時

間を取っていただいて、再ヒアリングを実施するということも考えていますので、宜しく

お願いします。 
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【菅野委員長】 
それでは、本日の委員会はこれで終了いたします。 
次回は 7 月 14 日（水）10：00 から、この場で「子育て支援の充実」についてのヒアリ
ングを行いますので、宜しくお願いいたします。お疲れ様でした。 
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