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平成２２年度第１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４月７日（水） 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 座主 寿夫 × （事務局）企画課企画担当 笠井  剛 

委員 堀 弘子 ○   

 
傍聴人：０名 
 
１ 開会 

【事務局：松田課長】 
 皆様おはようございます。 
 平成 22年度第 1回石狩市行政評価委員会を開催したいと思います。 
 委員会開催に際しまして、部長からご挨拶をお願いします。 
 
【事務局：佐々木部長】 
 皆様おはようございます。皆様方には昨年に引き続きよろしくお願いしたいと存じます。 
 昨年、民主党政権が発足し、「事業仕分け」というものが日本中を席巻しました。これに

ついては、私どもの議会でも色々と議論になり、「本市でも事業仕分けをやらないのか。」

との質問をいただきました。市といたしましては、この「事業仕分け」は、外部性、ある

いは公開性といったようなものを担保したものの中で、その事業の必要性、必要ならば誰

が担当するのか、行政が担当するとなれば、どのような方法で行なえば良いのかなどを考

えていく手法となりますので、これはまさしく、行政評価委員会でお願いしている「行政

評価」と同じ観点ということで、「事業仕分け」という呼び方はしませんが、「既に同じよ

うな取組みをしております。」と答弁をさせていただいております。 
 これから、平成 21年度に行なった事業の評価を皆様にお願いする訳でございますが、本
市の行政評価では、二つの課題を抱えていると捉えています。 
 まず、一つは業務の改善ツールとして、この行政評価を活かしていくことが一つの課題

です。そのためには、何が必要なのかと言いますと、我々の予算編成が 10月頃に始まりま
すので、出来ることならば、決算委員会がある 9 月頃までに前年度の事務事業の評価が出
来れば、それを踏まえて次の年に何をすれば良いのかと言ったような議論を議会も交えて

出来るということになります。何とかそれまでにこの評価の作業を進めるような方法を考



 2 

えなければならないというのが一点。 
 もう一つは、限りある行政資源を選択と集中で的確に配分していくツールとして、この

行政評価が求められていることになります。基本的には全ての施策について、まず評価を

すると。それらを評価した中で、次の年、或いは中期的にどちらの方面に力を入れていけ

ばいいのかと考えていくことが求められていまして、この二つの課題を考えるならば、我々、

事務局といたしましても、皆様方に効率よく、そして幅広く施策や事務事業をご覧いただ

くなどを課題として考えなければならないと思っております。 
 今現在、第４期総合計画の前期ということになります。平成 22 年度、平成 23 年度は前
期、平成 24年度から後期となりまして、後期から今現在の計画書の中で矢印にて設定され
ている目標について、これも出来るだけ数値を入れていこうと考えておりますので、平成

22年度、平成 23年度が、これからあるべき行政評価のスタイルを確立していくうえで、非
常に重要な年と受け取っております。 
 長くなりましたが、我々事務局としても、このような、問題意識を持ちながら皆様方と

共に、石狩市に相応しい行政評価のスタイルを考えていきたいと思っておりますので、是

非とも皆様方にもお力を貸していただき、より良い石狩市の行政の在り方を探求出来れば

と思っておりますので、よろしくお願いします。 
 
【事務局：松田課長】 
 それでは、この後の進行を菅野委員長にお願いしたいと思います。 
 

２ 審議 
【菅野委員長】  
 それでは、はじめに今年度のスケジュールについて事務局から説明いただきたいと思い

ます。 
 
【事務局：中西主査】 
 スケジュールについて説明いたします。お手元の資料の 2ページをご覧ください。 
 今年のスケジュールは、例年より、かなり前倒しになっております。前段に部長から説

明がありましたが、評価結果を次年度の取組み方針や予算編成に効率よく反映させたいと

思っておりますので、前倒しのスケジュールで進めたいと考えております。従いまして、

本委員会の最終評価につきまして、8月中、出来ましたら、お盆前に終了していただけます
ように進めたく考えております。 
 「事業評価シート」の作成につきましては、既に所管に対し、全ての事業について、作

成するよう指示をしており、来週早々にも事務局に提出されるように進めております。本

日の評価委員会におきまして、評価対象施策が決定いたします。準備ができ次第、関連す

る「事業評価シート」を皆さんにお届けしたいと思いますので、ゴールデンウィーク明け

にはお手元にお届けできるのではないかと考えております。 
 「施策評価シート」につきましても、今後担当部長が作成し、5月の下旬頃には、お届け
できるのではないかと考えております。 
 第 2回以降の行政評価委員会につきましては、7月頃から再度開始し、担当部長のヒアリ
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ング等を行ないまして、最終的な評価を行なっていただきたいと考えております。 
 例年、評価シート完成後の評価委員会で担当部長のヒアリングを行なうまでの間に、勉

強会という形で非公式に担当課長等のヒアリングの場を設けさせていただいております。

もし、ご了解をいただければ、ご協力のお願いというようなことになりますが、今年につ

きましても、6 月下旬、20 日以降からそのような場を設けさせていただきたいと考えてお
ります。 
 また、勉強会を実施するにあたり、評価シートを事前にお送り、ご確認いただいた段階

で、質問や資料等の要求がありましたら、早めに事務局までご連絡していただき、勉強会

での回答や文書などの資料が必要であれば、用意させていただきたいと思います。委員の

皆さんを拘束する時間を極力少なくして行っていきたいと思いますので、疑問点等、多々

あると思いますが、事前のやり取りの中で文字にして出来るだけ解消して残していきたい

と考えております。第 2 回以降の行政評価委員会の会議の場においても、細かな確認作業
等にあまり時間をかけないように進めたいと考えており、「評価委員会意見案」という形で

事前にお知らせをいただき、ヒアリングを行なう形で進めたいと考えております。そうす

ることで評価の過程が明らかになると同時に、最終評価も纏め易くなるのではないかと考

えております。 
スケジュールについては以上です。 

 
【菅野委員長】  
 只今、スケジュールの説明がありましたが、8月中に評価の結果を出してほしいというこ
とでした。皆さんの予定もあるので大変厳しい感じですが、基本的にはこのスケジュール

で進めていくことにしたいと思います。 
 勉強会の話が出ましたが、事務局では 6月下旬以降と考えているようですが、5月開催は
可能でしょうか。 
 
【事務局：中西主査】 
 5月でも構いませんが、評価シート自体が連休明けぐらいにならないと出来上がらないと
思いますので、評価シートがないと勉強会を行なうのは難しいのではないかと思います。  
ゴールデンウィーク明けに評価シートをお送りすることになりますので、５月中の勉強

会は難しい気がします。もうひとつの方法としては、勉強会をしていただく前提で勉強会

と評価委員会を連続して行っていただく方法もあります。 
 
【菅野委員長】 
 まず、勉強会を行う必要があるかどうかについて伺いたいと思います。皆さん昨年行っ

てみていかがでしたか。 
 
【堀委員】  
 私は勉強会を行っていただいて自分ではとても助かったなと思いますので、出来れば今

年もしていただきたいと思います。 
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【菅野委員長】 
 単にヒアリングや評価シートだけでは事業の実態を理解するのは難しいと思います。ペ

ーパーで全部理解するのは中々難しいことですし、担当課長から事業の中身や課題等を聞

き、事業内容の理解を深めるということで、今年も一通り勉強会を行なうことにしましょ

う。 
 

～ 各委員了承 ～ 
 
【菅野委員長】 
 ７月以降のスケジュールが相当厳しいように思うので、勉強会の一部だけでも 5 月中に
実施できないでしょうか。 
 
【事務局：中西主査】 
 5月中に全ては、難しいと思いますが、一部であれば、可能だと思います。可能なものだ
け実施するということでよろしいでしょうか。 
 
【菅野委員長】 
 それでは、実施可能なものについて、5月に勉強会を行なうということで、皆さんよろし
いでしょうか。 
 

～ 各委員了承 ～ 
 
【事務局：中西主査】 
 勉強会の日程については、また改めて調整させていただきたいと思います。 
 
【堀委員】 
 勉強会の日程について、5月分だけでも、いま決めることは可能でしょうか。 
 
【事務局：中西主査】 
 それでは、皆さんのスケジュールを確認させていただきたいと思います。 
 5月 13日、17日、20日の 13時からの勉強会開催ということで、各回最大 3時間程度で
いかがでしょうか。 
 
【菅野委員長】 
 そのスケジュールで勉強会を行うこととしましょう。 
 8月下旬までに評価を終えられるよう、進めていくということで、全体のスケジュール等
についてはこれで終わらせていただきたいと思います。 
 次に評価対象施策選定についてです。事務局からお願いします。 
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【事務局：中西主査】 
 まず、資料の 3ページをご覧ください。 
 施策評価につきましては、平成 19年度よりスタートいたしました。5つのテーマと 3つ
の原則に関連する 40施策のうち、平成 21年度までに 5つのテーマに関連する 18施策と 3
つの原則に関連する 1 施策の評価を行なっていただきました。当評価委員会では前期戦略
計画の見直しが必要になる平成 23年度の前、今年度までに 5つのテーマに関連する 31の
施策について評価を実施しようということで進めて参りました。事務局では平成 23年度は
当初、「総合計画戦略計画の見直し」ということで、時間を掛けようと考えておりましたが、

事務局で検討した結果、平成 23年度も「評価」と「総合計画戦略計画の見直し」の両方を
進めることが可能であると判断し、残りの 13施策を今年と来年で分けて実施するというこ
とで考えております。 
 次に別添資料 1 をご覧ください。各テーマと部局のバランスを配慮し、二重丸がある部
分を今年と来年で評価を実施したいと思います。今年度につきましては「道路網の整備」、

「消防・防災体制の充実」、「子育て支援の充実」、「農林業の振興」、「石狩湾新港の振興」、

「芸術・文化の振興」の 6 つと考えております。全体のボリュームとしては昨年度よりも
少なくなると思いますので、より充実した評価内容で進められるのではなかと考えており

ます。評価対象施策については以上です。 
 
【菅野委員長】 
 評価対象施策の選定については、事務局事前に打合せをしたのですが、昨年に比べると

施策も少なくなり、若干余裕が出来ると思います。これで進めていきたいと思いますが、

よろしいですか。 
 

～ 各委員了承 ～ 
 
【菅野委員長】 
 それでは、次に「施策評価シート」について、「事業評価シート」と一緒に説明をお願い

します。 
 
【事務局：中西主査】 
 それでは、資料 2の「事業評価シート」をご覧ください。 
 これは、先程もお話しましたが、既に所管の方で作成に取り掛かっております。昨年と

大きく変わっているのは、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」という従来の総合評価を止めた点です。これ

は、評価結果を受け取る側の印象として、特に補助金等を受けている団体が関係する事業

などは、単に自分の団体が評価を受けている感覚的な印象に捉われてしまい、評価の正確

な意図が伝わらないという点がありました。また、「妥当性」、「有効性」、「効率性」などの

観点をトータルで評価するという意味合いに現実性がなく、そもそも「妥当性が低く」、「市

の関与の必要性が低いもの」を事業として行なう必要がないということもありますので、

総合点として出してしまうと、評価する意味に乏しいのではないかという考え方によるも

のです。 
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そこで、添付資料 3の「施策評価シート」の「案」をご覧ください。これまで皆様には、
評価の基準作りということから精力的に取り組んでいただいていますが、評価する視点と

して「観点別の評価」は極めて重要で、その視点で評価を行なっていただくのは、勿論で

すが、今回作った「事業評価シート」も踏まえて、改めて総合評価「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」と

いう評価付けを止め、「問題点」、「目指すべき方向性」を具体的に文言で示すことに、重き

を置いた評価シートにしてはどうかということで、今回、「案」として作らせていただきま

した。 
また、施策評価にあたっては、関連している事業に基づいた評価、即ち、事業の積み上

げ部分の評価の視点に止まらず、施策の推進において、不足している点を指摘していただ

くなど、施策側からみた評価も意識した意見をいただければと考えております。 
最終的な評価シートの纏め方としては、これも先程お話しをさせていただきましたが事

前に「評価意見案」を所管にお示しいただき、評価委員会のヒアリングの中で評価内容に

問題があれば修正し、最終評価とするといったような進め方を考えております。 
 「成果指標の達成度」については、昨年まで極力「率」で表記するようにしていました

が、「目標値」の定め方によっては、結果を表すパーセントの意味合いが、分りづらいとい

うご意見もいただきましたので、「達成度」につきましては現状「達成している」ものには

「○」、「達成していない」ものについては「×」、平成 17年度実績に対比して、「向上して
いる」ものについては「○」、「低下している」ものには「×」と単純化して表記する形に

した方がわかり良いのではないかということで、この形を考えております。評価シートに

ついては以上です。 
 
【菅野委員長】 
 「事業評価シート」でお話を伺いたいと思います。これは担当課長が行う 1 次評価です
が、昨年までは、右側の「1 次評価」の欄で、「施策の整合性」から各項目の数字を足して
トータルした数字がポイントとして、評価をしていました。只今説明があった理由や考え

方から「事業評価シート」の見直しがされたと理解していただければいいのですが、皆さ

んはどう思われますか。 
 
【徳田副委員長】 
 事業評価シートの「観点別評価」の欄で、空白が少しありますが、これは意見を書く意

味合いなのでしょうか。 
 
【事務局：中西主査】 
 そうです。より具体的に説明、表現する方が分り易く、相手にも伝わり易いのではと考

えています。 
 
【門馬委員】 
 この空白に文言が入るわけですね、「高い」、「低い」の評価が分りやすいように記述され

るということですね。 
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【事務局：中西主査】 
 中間に寄り易い評価が出てきてしまうので、その辺りは、ある程度、はっきりさせた方

が良いのかと考えました。 
 
【菅野委員長】 
 この 1 次評価が、私共の評価の重要な要素となるわけです。理解しやすい形のものであ
れば良いとは思っています。 
 
【事務局：中西主査】 
 以前、評価委員会の中でも、「中間に寄り易い評価は、いかがなものか。」というご指摘

もございましたので、はっきりさせた方が良いのではないかと考えました。 
 
【徳田副委員長】 
 「有効性」のところに「休廃止の影響」という項目がありますが、休廃止した場合、或

いは休廃止することが決まっている事業についての意見でしょうか。 
 
【事務局：中西主査】 
 「休廃止した場合どうなるか」という書き方になります。 
 逆にここで「休廃止の影響がない」と出てきたものについては、「廃止」が前提という見

方になると考えます。 
 
【徳田副委員長】 
 確かに「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」と評価をつけますと、評価だけが一人歩きしてしまう可能性

があって、誤解を生んでしまう場合もありますね。一方では、このような指摘事項を挙げ

ていくと、よく読むと分り易いけれども、全般が眺めにくいという部分も出てくるという

ことですね。 
 
【菅野委員長】 
 文言の整理にあたっては、ある程度明確に書いてもらわなければ分りづらいかもしれま

せんね。 
 
【徳田副委員長】 
 担当課では理解頂けるでしょうけれども、市全体、或いは市民に広げた場合には、少し

分り難い部分が出てくるかもしれませんね。 
 
【菅野委員長】 
 「休廃止した」となった場合、どんな事業でも何らかの影響があると思います。少しの

影響なのか、もっとあるのか、表現の仕方によっては、休廃止の影響への見方が変わるか

ということもあるのかと思います。 
 



 8 

【事務局：中西主査】 
 ここで書かれているのは、「休廃止をした場合の影響についての解決策があるかないか。」

ということですので、「影響」と「その解決策」まで書かれれば１番良いと考えています。 
 
【菅野委員長】 
 この辺は、シートを作成する上で、考え方の基本をきちんと指示しないといけませんね。 
 どちらにしても、文言によっては、私共の理解度が変わってくるので、その辺はきちっ

とした形で作成してもらいたいと思います。皆さんはどう思いますか。 
 
【堀委員】 
 去年とは、1 次評価の「観点別評価」の文言、「施策との整合性」など変わってきていま
すよね。これにはそれぞれ理由があると思いますが、どのような理由でしょうか。 
 
【事務局：中西主査】 
 意味合いとしては、あまり変わっていないと考えております。これは、今全国的に行な

われている事業仕分けを多少意識して、世の中の注目度という点を加味して、置き換えを

させてもらいました。 
 
【堀委員】 
 今まで「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」評価という部分で以前から指摘を受けてきた中で、これをあ

えて続けてきた訳ですが、私は少しずつ理解されてきていると思っていましたが、ここに

きて、変更したということは、やはり誤解や自分たちが意図していたことが伝わっていな

い部分があって変更したということですか。 
 
【事務局：中西主査】 
 そうです。「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」評価も文言を変えるなどの工夫をして、続けてきたのです

が、結果的に相手側にうまく伝わらなかったということです。 
 
【菅野委員長】 
 昨年と比べていかがでしょうか。昨年までの様式と、今回の様式のどちらがベターか、

基本的なところはいかがですか。 
 
【事務局：中西主査】 
 実際に色々な事業で作成していった段階で、この様式に合わないような事業も出てくる

こともあろうかとは思います。ケースを想定しなければならないものも多々ありますので、

実際やっていきながら、来年に向けての修正していく課題は出てくるかと思います。 
 
【菅野委員長】 
 昨年の評価の仕方では、ストレートに評価出来ていた訳ではありませんでした。 
 「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」に比べ、文言での評価というところでは、若干、「客観性」に乏しく
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なる可能性はあるかと思いますが、今年はこれで進めてみますか。 
 
【門馬委員】 
 新しい試みとして、やってみてはいかがですか。 
 
【菅野委員長】 
 絶対というものはありませんからね。文言の整理は、これで良いかどうかはあるかもし

れませんけれども、これで進めていこうと思います。 
 
【徳田副委員長】 
 昨年の「最終評価の結果」で、市役所の中で異論みたいなものは出ているのでしょうか。 
 
【事務局：中西主査】 
 市役所の中での異論はなかったと思いますが、市民の方からは「除排雪体制の充実」の

「Ａ」評価に対し、ご指摘はありました。 
 
【菅野委員長】 
 私の中での行政の仕事は、一般企業の仕事をトータルしたものが行政の仕事だと思って

いるので、その評価をそのように見てしまうと全て中間寄りの評価になってしまうと思う

のです。極端に悪いものは「Ｃ」以下の評価と出来ますが、極端に悪いものはあまりない

と思うのです。メリハリをつけるために極力そのように評価をすることにしました。だか

ら、一般の方と受け止め方は違うかもしれません。悪い評価をする人は、いくらでもいる

と思いますが、そういうことに拘らないようにしています。市役所の中にも異論がある方

がいるかもしれませんが、こちら側の勉強不足や説明不足だとも思っています。 
 
【事務局：中西主査】 
 万人が認めるものを作ることは出来ませんので、それをうまく表現することは課題とし

て常にあることと思っております。 
 
【堀委員】 
 最終公表した後、この評価内容に対して寄せられた声は纏まっていると思いますが、出

てきた「声」としては、この他にありますか。 
 
【事務局：佐々木部長】 
 この除雪の他、「商店街の除雪」評価が「Ｃ」評価だったのですが、実際に行なわれてい

る商店街の方達は、「なぜ良い事業なのに「Ｃ」評価なのか。」と言われていました。 
 
【門馬委員】 
 やはり立場、見方の違いなのでしょうね。 
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【事務局：中西主査】 
 この事業は良い事業なので、「他の商店街でも是非実施してほしい。」という中身でもあ

ったのですが、そういう理解はしていただけなかったようです。 
 
【堀委員】 
 「Ｃ」評価の受取り方ですね。 
 
【門馬委員】 
 それから、「当事者」と「受益している市民」と「受益していないそれ以外の市民」の立

場の違いもありますよね。 
 
【事務局：佐々木部長】 
 そのことからも、「なぜ、この評価なのか。」と細かく説明していかなくてはならなくな

ります。そうすると「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」評価をするよりも、細かい説明を見てもらった方

が良いのではないかという意識から今回の様式としています。 
 
【菅野委員長】 
 「施策評価シート」のことについて後で話をしようと思いますが、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」評

価の基準は、当時の素案づくりの基本的な考え方だと思います。ある程度の「客観性」を

持たせるということの重要性から作った基準でした。例えば、評価委員それぞれの考え方

がで評価を行なうということは、集約しにくい部分であると思いましたので、基準を設定

して、その基準の範囲以内で議論をするというものでした。事業評価シートは市サイドの

問題なので特に問題視していませんが、私共が行なう施策評価では、「客観性」が乏しくな

るような考え方は持ちたくないのです。一般の人からみると「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」評価は分

りづらいかもしれないですが、私共が行なっている評価は、あくまでも市に対する報告で

す。一般市民も、もう少し分り易くと言う課題はあると思いますが、基準を変更しなくて

も対応は可能だと思います。皆さんはどう思いますか。 
 
【堀委員】 
 「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」で見たときに、どうして、これが「Ｃ」評価なのかなどと思ったり

もしましたが、委託事業などにしても、市がそこに行政として、どのように関わってきた

だとか、そういう理由を考えたときに、低い評価の意味が理解出来ました。ただ、そこま

でいかないと「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」の評価を単純に見てしまうので、伝わり難いのもあると

も思います。委員を何年間か続けてきていても意図とするものが伝わっていないというこ

とには、がっかりはしているのですけれども、かなり難しい課題ですね。 
 
【事務局：中西主査】 
 評価の内容を読んでいかなくては、分らないという理屈は「A」「B」「C」があっても、
なくても同じだと思います。その上に、更に「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」の違いも理解するという、

二重の理解をしなくてはいけない部分が出てくるのではないかという気がいたします。こ
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のことからも読んで意味が分る部分で抑えておけば、理解し易いのかとも思います。 
ただ、どちらにせよ、「客観性」をどう表現するかという部分の難しさは、どうしても出

てくるとは思います。 
 
【菅野委員長】 
 「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」評価を行ってわかったとおり、評価項目を順番に積み上げ、トータ

ルを決めるというのは大変難しい。足し算と違いますので。だけど、全体として、この事

業はどうかという考え方を持ち、例えば、「この事業は、この辺に課題がある」ということ

になれば、「Ｃ」評価をつけ、「この事業は良好だ」ということになれば「Ａ」評価として、

そこから、トータルで評価していくという方が良いと思うのです。 
 
【事務局：中西主査】 
 結果的に「Ｂ」か「Ｃ」か、という結論に持っていく段階で、すごく時間をとられてい

るという問題もあるかと思います。 
 
【徳田副委員長】 
 よく読めば分かるのですが、よく読む段階までいってもらえるかということもあり、両

方とも一長一短がありますね。 
 
【菅野委員長】 
 そしてこれは、事務局としては、私共が評価する基準の部分を、無くすということを言

っているのですよね。 
 
【事務局：中西主査】 
 基準を無くすというより、基準としては、そのままの考え方で良いと思います。 
 基準の中で最終的に「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」という表現をするのではなくて、これについて

は「良い」、「悪い」、「どうするべきか」さえ分れば、それで良いのではないのかという考

え方です。 
 
【菅野委員長】 
 最終的にどのような違いがあるのでしょうか。 
 
【事務局：中西主査】 
 最終的な違いとしては、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」の表記を文言に変更しただけで、表現するこ

とは変わらないと考えています。 
 例えば、「効率性」の部分で言えば、「お金をかけている割には効果が出ていない。」など

のご指摘になるのかと思います。 
 
【菅野委員長】 
 これまでの形は残すという意味ですか。 
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 ただ、私共の「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」は、施策評価の「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」とは、別の視点で

付けています。それは市としての考え方で、トータルした「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」評価とは、

全くリンクしないのです。いま、言っている「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」は、私共の基準として言

っていますので、皆さんもその辺を理解して下さい。 
 例えば、「トータルして「B」という評価になったが、課題としてこういうことがある。」
という評価を行なっていけば良いのではないかと思っています。 
 昨年の報告書を見ても、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」と書いて、この評価を文言でも書いてあるの

で、ある程度、理解できるのではないかと思っています。あまり気にしなくても良いと思

うのですが。 
 
【堀委員】 
 去年は、目標値をパーセントで出していたのを今年から「達成」か「未達成」で評価す

ることになると。そうなると私達が行なっていたパーセントでの評価の線引き基準も変わ

ってくるということになりますね。 
 
【菅野委員長】 
 どちらにしても、戦略計画の指標の「目標値」が、「矢印の上向き、下向き」という部分

と「実績値」の把握が困難になっている指標の「達成、未達成」という部分への変更につ

いては、これまでと同じで、その事業への取組みの中身によって、実態を理解していくと

いうことになりますので、全体的に良い方向に進んでいるという表現になれば、「良好」と

いうことになります。もともとこの戦略計画での「達成度」と行政評価の「達成度」とで

は、始めから、整合性をもって進めていない部分もあります。なので、後期戦略計画策定

時では、行政評価を意識して、指標を見直すということで、部長からも説明がありました

ので、今のところは、戦略計画の指標の設定の中で、評価していくことは止むを得ないと

思います。 
 
【事務局：中西主査】 
 その指標の設定の部分で、指標に問題などがあれば、委員会の中でご指摘をいただける

ことが１番良いと思っております。 
  
【徳田副委員長】 
 先程も言ったように、どちらの方法にしても一長一短はあると思います。 
 「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」の評価を削った今回の「案」ですが、その場合の欠点としては、全

部よく読まないと、結局、一般的に見て、何がどうなっているのか分からないという点が

出てくるのかなと。「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」で評価を付けていた場合に、「Ｂ」か「Ｃ」にする

曖昧さの部分を含みつつも「Ｂ」あるいは「Ｃ」という評価があって、それが正確であっ

たかどうかと言うような問題もあるかと思いますし、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」の評価を無くして

しまうと、それが無くなるというメリットはあるのですが、一方では外部からは、ちょっ

と分かり難くいということもあるかと思います。また、我々が評価する過程で、「Ａ」、「Ｂ」、

「Ｃ」の評価がないと、文言だけで全て表現することになるので、非常に大変な作業にな
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るという感じもあります。 
 
【菅野委員長】 
 「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」を付けることによって、施策が変わっても、ある程度、表現のパタ

ーン化を図れますし、外部から見てもその方が分かり易いと思います。施策ごとに表現が

変わると、理解するのに難しいと思います。 
 
【堀委員】 
 そういうことも考えられて、今年の評価対象となる施策数を半分にしたのですか。 
 
【菅野委員長】 
 そういうことではないです。事前打合せの段階で残っている施策を今年度で全部行うと

いう案でしたが、部長も入って相談した際に、総合計画の後期戦略計画の策定作業も入っ

てくるものの、事務局の作業は並行して行うことは可能と考えて、今回の施策数としまし

た。また、今年全部の施策を評価して、来年は評価委員会を休む形になると、対外的に、

行政評価委員会の存在も問われることになるかもしれません。 
 
【事務局：佐々木部長】 
 この場で、もう少し議論いただいて、委員会として「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」などの基準があ

った方が良いということであれば、事務局でも再検討させていただきたいと思います。 
 まず、委員さんの中での方向性を出していただければと思っております。 
 
【徳田副委員長】 
 「事業評価シート」の部長、課長が評価する今回の「案」はこれでいいと思います。 
 我々が行なう「施策評価シート」は文書でずっと書いていくことになると、それなりの

メリットもありますが、訳の分らない部分も出てくる可能性はあると思います。だからと

いって「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」評価でやる問題もあると十分理解はしています。 
 
【菅野委員長】 
 評価の結果を理解し易いものにするというのは大切ですが、評価のあとの問題だと思っ

ているので、そのことについては、あまり拘らないで纏めていきたいと思っています。そ

のためには、基準が必要で、そこで「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」を外す理由はないのではないかと

私は思います。皆さんはどう思いますか。 
 私は、各委員に事業を分担して評価を行うことも考えています。そうすることで、負担

も時間もあまりかからないのではという考えもあります。それを皆さんで詰めていくとい

う考えを持っています。 
 そのためにも、基準というものが必要だと思っています。これを文言だけの場合、統一

性に欠ける、表現となる可能性もあります。そして、また評価にあたって事務局に全面的

な負担を掛けたくないという気持ちもあります。全面的に事務局へ任せると、こちらの意

図が伝わるかどうかという問題がありますので、私共自ら行うことで、私共の考えを全面
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的にそのまま反映することができると思っています。 
 
【事務局：中西主査】 
 進め方として、「分担して」というお話が出ていたのですが、前段で私からご提案させて

いただいたのは、評価委員会のヒアリングにあたり、皆さんに事前に意見をいただいた上

でヒアリングに入るというような進め方はいかがでしょうか。 
 例えば、昨年の「水道・下水道料金賦課・徴収事業」で、「悪質滞納者に対しては、差し

押さえなどの法的措置も辞さない対応をする必要がある。」ということで評価意見をいただ

いているのですが、こういう形で評価意見として出したいという方向性をヒアリング前に

各委員で共有して、ヒアリングに入っていただくような進め方でいけば、最終的なまとめ

という部分については、ヒアリングの中で調整して、纏まるのではないかと思います。そ

ういう意味では、評価までの過程も纏め易いのではないかと思います。 
 
【菅野委員長】 
 そこまでの事前のやり取りをする考えを持っていません。 
 最終的な委員会の意思というのは、ヒアリングの段階では分からないと思うからです。 
 
【事務局：中西主査】 
 ですから、事前にそれを受けておけば、最終的な修正だけで纏めは済むのかと思うので

すが。 
 
【菅野委員長】 
 極力ヒアリングの段階では、全体像の部分で行なっていきたいとは思いますし、事前に

委員の皆さんからの意見を集約したものを持って、ヒアリングに入りたいとは思っていま

すが、報告書を纏める時などに、ヒアリングの段階では、分からなかった部分について、

再ヒアリングを行ないたい気持ちはあります。一回のヒアリングで、最終的な纏めを行な

うということは、考えていません。 
 
【事務局：佐々木部長】  
 ヒアリングの具体的な方法などは、この先の進み方を見ながら、調整していく余地があ

ると思いますが、今日はシートをどうするかという話の結論を出していただいて、先程の

徳田副委員長から、「事業評価シート」は基本的には担当部局で作るので、これはこれで良

いだろうと。そして、委員会として評価のメインとなる「施策評価シート」については、

何らかの基準を設けた中で、考えた方が考え易いのではないかとお話が出ました。確かに

そのように言われると、そうかなという感じもいたしますので、そちらの方向で事務局と

して考えてよろしいでしょうか。 
 
【菅野委員長】 
 基準というのは、必要に応じて、軽微な変更は良いとは思いますが、基準の根本的な部

分などは極力変えるべきではないと思うのです。 
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私共からして、全体的に変える理由があまりないのではと思います。新しく後期計画の

見直しの中で、行政評価委員会を行なう際に、新たな一つの考え方をまた打ち出すという

のは良いとは思います。 
 
【事務局：佐々木部長】 
 それは「施策」も「事業」も両方ということですか。 
 
【菅野委員長】 
 「事業」はこれで良いと思います。 
 
【事務局：中西主査】 
 結論からいうと従来使っていた基準をそのまま使うということですか。 
 
【菅野委員長】 
 そういうことです。 
 
【門馬委員】 
 評価基準をそのまま用いるということですね。 
 委員長のおっしゃっていることもあると思います。 
 
【徳田副委員長】 
 あとはパーセント表記をやめて「○・×」にするという方法は良いと思います。 
 
【事務局：中西主査】 
 最終的には「施策評価シート」の右側部分を前年度のものをそのまま踏襲するというこ

とですね。 
 
【事務局：佐々木部長】 
 そうしましたら、6番目の最終評価の部分については、去年と同じような内容にする方向
でよろしいですか。 
 
【菅野委員長】 
 私は基本的にその方が良いのではないかと思います。部長に確認したいのですが、変え

るというのは、それなりの課題があるから、変える訳であって、明確な理由がないといけ

ません。また、この基準を変える場合は事前に相談があって然るべきで、新しい基準を作

る基準作りも私共の職務ではないでしょうか。こういう点議論をしないといけないですよ

ね。事務局としてもただ無くすというのは、ちょっと、僭越なことだと思うのですがそう

思いませんか。 
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【門馬委員】 
 「案」については、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」が無いだけかと思って見ていたのですが。 
 
【事務局：佐々木部長】 
 確かに受け止める側の受け止め方はありますから、実際、評価される側の評価のし易さ

などがあるかと思います。 
 その点については、配慮が足りなかったのかもしれません。申し訳ございませんでした。 
 
【門馬委員】 
 私が思ったのは、昨年は総合評価を「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」評価で出していましたが、これ

は当然、新しい評価シートの「（2）事業に対する評価及び指摘事項」に出てくるのかなと。
表現されるものについては、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」というものは出てこないのですが、それが

下地にあって文言が出てくるのかなというイメージでした。 
 
【徳田副委員長】 
 総合評価的な部分がどこかで示されるということですね。 
 
【門馬委員】 
 そうです。ただ、昨年までのような「観点別評価」を「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」で出すことに

意味があるということでいけば、「評価のベースになっているものがこういうことです。」

ということを市民に見せる場合は、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」があった方が分り易いということも

あるのかなと。私も混乱したのですが、ただ、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」だけが、市民の中での評

価となってしまわないよう、むしろ、施策に対する「評価意見」、「指摘事項」をじっくり

読んで欲しいということを考えていました。 
 評価委員会として、本当に見てもらいたいところは、この「観点別評価」よりもこの後

の「評価意見」、「指摘事項」なのではないかと。 
だから、評価にあたっては、決して「客観的」な基準を無くすということではなく、文

言で評価されている下地としては、あるのではないかと思います。どんな評価でも、基準

というのは必要ですよね。 
 
【堀委員】 
 確かに新しい評価の仕方から言ったら、議論の中では、今までの「観点別評価」を活か

してやってきたことも、ここの表にした時には、それが全く見えないですよね。 
 
【門馬委員】 
 鮮明には出てこないですね。 
 
【堀委員】 
 確かに「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」評価では、誤解を受ける部分はあったのかもしれませんが、

この委員会として評価する時には、ある程度の評価基準があるのは当然なことだと思いま
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す。だから、今の議論の中では残して良いと思います。経過として、知らせていくことは

必要な訳だから、あって良いと思います。 
 
【徳田副委員長】 
 門馬委員が言われた「じっくり内容を読んで理解して欲しい。」ということは願うところ

なんですが、そうしますと、こちらの表記方法が一つの施策評価に際しても、良い部分と

悪い部分が幾つかある訳ですね。それぞれの中にたくさんの事業が入っているので、細か

く書いていかないと逆に誤解を与えてしまう。全く記述しなければ、評価されていないと

受け取られる可能性もあって、文書だけで全部表すことは難しいと感じます。 
 
【菅野委員長】 
 昨年まで「事業評価シート」にあった「今後の事業の方向性に関する委員会意見」が無

くなったことは、委員会にそこまで踏み込んでほしくないのかと思うのです。 
 
【事務局：中西主査】 
 「方向性」という部分を「指摘事項」という言葉に置き換えたと捉えて下さい。 
 
【菅野委員長】 
 「指摘事項」というのはやはり、今ある事象の部分の指摘であって、「これから、施策と

して、どういう方向にもって行った方が良いのか」というのを委員会で考え方を決めるよ

うにしているのであって、小さいことではないのですよ。大きい事なのです。例えば、石

狩市の「環境」ということを言えば、地球温暖化などの取組みとして、世の流れで、「もっ

と強く打ち出すべきだ」といった場合に、「今の取組み状況では駄目だろう。」ということ

と、「もっと、国の施策に合致した事業を実施しなければいけない」などの方向性を入れて

いくことが必要であると考えます。 
 
【事務局：中西主査】 
 「指摘」と書いたほうが、力強いかと思った部分がありましたので。 
 ある意味「評価及び方向性」という書き方にしたら、意味が変わってきてしまう気がし

ました。 
 従前のものを使う方向で進めさせていただきたいと思います。 
 
【門馬委員】 
 日本語の表現の仕方の問題じゃないですか。事務局としては、決して削除するような意

味合いで案を作っている訳ではないですよね。 
 
【事務局：中西主査】 
 中身を削除したことでは全くありません。逆にいろいろな意見を書けるのかとも思いま

して、案を作らせていただきました。 
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【事務局：佐々木部長】 
 意図としては、評価してもらうことを変えるとか、削ることなどは全くありません。 
 ただ、そういった誤解を招いてしまったことについては、シートの作りこみ事体が良く

なかったのかと思いますので、「最終評価」という部分は昨年と同じスタイルにするという

ことでよろしいですか。 
 
【堀委員】 
 私はその方が結果として、見え易いと思います。 
 
【菅野委員長】 
 時系列に分けた場合は分り易いですよね。だから、基準は、変えない方が良いと思いま

すね。 
  
【徳田副委員長】 
 我々が進めている評価、方法の考え方で三年前の当初にスタートした時は、この施策の

目的に合っているかどうかという部分が我々の評価の対象であって、その事業が良い悪い

までは踏み込まないというような姿勢でした。私自身はそういう部分は控えめにやると理

解してこの委員会を進めてきましたが、昨年は少し踏み込んで事業に対して、「この事業は

本当に続けていいのか。」と言うような部分まで踏み込んできたかと思うのです。 
 性格的にこの委員会は「事業仕分け」まではいきませんが、多少、それらの事業に対し

て、もう少し踏み込んでいくことを期待されているのかと思いました。 
 
【菅野委員長】 
 私から説明しますと、施策評価をする場合は少なくとも個別の事業評価から入って、そ

の関連性で施策の全体像を評価せざるを得ない訳であって、「事業仕分け」がクローズアッ

プされているから意識しているだけではないのかと思うのです。 
 
【事務局：佐々木部長】 
 こちらとしては、当初から個別事業に対しての良し悪しに踏み込まないという話はして

いないつもりです。 
 ただ、「施策の全ての事業について、良し悪しを積み上げないと評価が出来ない。」とい

うところまで考えなくても良いのではないかということです。 
 施策を実現していく上で、どう考えてもおかしい事業があれば、踏み込んでお話をして

いただかなくてはいけないですし、本来あるべき事業が無いと言うようなことがあった場

合、議論をお願いしなくてはならないと思っております。 
 ただ、全ての事業をということになると、現実的には時間の問題もありますので難しい

のではないのかと思います。 
 
【菅野委員長】 
 全ての「事業評価シート」を評価していく訳ではないですよね。 
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【事務局：中西主査】 
 皆さんに関連するものだけをお見せしていきます。内部としては全ての「事業評価シー

ト」について、各所管で作成しているところです。 
 
【菅野委員長】 
 事業でも省略している事業もありますよね。 
 
【事務局：中西主査】 
 完了した事業や裁量性の無い事業についてですね。 
  
【菅野委員長】 
 周りも期待するのであれば、ある程度考えていく必要があるかもしれませんね。 
 
【徳田副委員長】 
 我々も意識して、そういう形で出さなければいけないと感じています。 
 
【事務局：佐々木部長】 
 「事業仕分け」の場合は、廃止する事業を選んでいますが、行政評価委員会の場合はそ

うはしたくないと思っていますので、対象となった施策の中で広く見ていただいて、特に

委員会として個別にやりたいものについてはやっていただければいいのかなと思っており

ます。 
 
【徳田副委員長】 
 我々も行政の素人ですから、市民レベルの目で見て、評価していくことは我々としては

できるのですが、その判断が本当に正しいのかということは、いつも考えるところはある

のです。ただ、そこには限界もありますので、あくまで、市民の目で見て判断した結果と

いうことは、理解していただかなければならないと思っています。ですから、「休廃止」ま

で踏み込んでいって、果たして良いのかという個人的な気持ちもありました。 
 
【事務局：佐々木部長】 
 それは踏み込んだ議論をしていただいて全く構いません。委員会の中で「休廃止」の結

論が出るのであれば、その通り報告書に書いていただきたいと思います。ただ、委員会と

して「休廃止」という結論が出されたが、その事業が必ずしも「休廃止」になるというこ

とではありませんが。 
 
【徳田副委員長】 
 それは理解しておりますし、それを押し付けるような気もありませんので。 
 
【菅野委員長】 
 それはそうでしょうね。ただ、意見としては述べていかなくてはいけませんね。 
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皆さん、よろしいでしょうか。 
 
【堀委員】 
 一ついいですか。今回の予算委員会で、我々に関わる行政評価についての意見や質問が

出ていたら、その議事録をいただきたいのですが。 
 
【事務局：佐々木部長】 
 纏まりましたら、お渡しいたします。 
 
【菅野委員長】 
 その後の各事業に我々の評価結果がどのように貢献しているのか分かりませんけれども、

予算委員会などで出ている訳ですね。 
 
【門馬委員】 
 効果は出ていると思います。「国保の収納率を上げるべき。」という評価結果では、担当

所管で個別に一軒一軒、口座振込みのお願いに回っています。一生懸命やっていますよ。 
 
【事務局：中西主査】 
 最終的に「評価した結果がどのように事業に反映されているのか。」というところまでを

この委員会で報告できれば一番良いとは思っているのですが、現段階ではそこまで至って

おりません。 
 
【門馬委員】 
確かにそういう形で示されればいいと思います。現実、そこまでは難しいのでしょうね。 

 
【菅野委員長】 
他にございませんか。 
それでは、本日の委員会はこれで終了いたします。 

 
 
 
 

 

 

平成２２年 ４月１４日 議事録確定 

石狩市行政評価委員会 委員長  菅 野  勲 


