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平成２２年度第10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２３日（月） ９：００～ 
場 所：石狩市役所５階 第２委員会室 
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 ○   

 
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１０回行政評価委員会を開催いたします。 

本日は評価報告書の最終原案として取りまとめましたのでご確認をお願いいたします。

それでは委員長、よろしくお願いいたします。 

 

２ 評価 
【菅野委員長】  
 それでは、今日は最後の委員会ということになりますが、始めたいと思います。 
この報告書の最終案は、総論の部分で私が若干付け加えたもの、皆さんが作成していた

だきました各事業評価表の前回の議論を踏まえて修正したもの、施策評価については皆さ

んに作成していただきました素案の表現と組み立てを若干修正したものを用意ました。こ

れらについて再確認していきたいと思います。 
 まず、報告書の前段の総論部分から確認していきます。 
「１．今年度の評価について」は、前回から修正していません。前段で少し厳しい指摘を

しています。何か修正すべき点はありますか。 
 
【徳田副委員長】 
 内容的には問題ないのですが、３段落目の文章が長くて息がつけない感じがするので、

一度文書を区切った方がいいと思います。 
 
【事務局：中西主査】 
 一度文章を区切る形に修正いたします。 
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【菅野委員長】 
 「２．評価の対象」「３．評価過程について」は修正していませんので特に問題ないと思

います。 
 「４．施策評価の視点」については、「行政は市民に対してしっかりと説明する責任があ

る」という部分で行政評価もその一躍を担っているということと、「事業も観点別に詳しく

評価することにしたため昨年に増して皆様に苦労いただいた」という部分を盛り込んでい

ます。これも一文が長いと思いますがどうでしょうか 
 
【徳田副委員長】 
 これは特に問題ないと思います。 
 
【菅野委員長】 
 それでは「４．施策評価の視点」はこの通りとします。 
 「５．施策評価（総括）」については、昨年もこのような項目を記載しているのですが、

今年も同じような表現となりました。一つは、漫然と進めているような事業もあったとい

うことです。次は、私たちがどのように評価するか一番悩んだのは国の施策だったという

ことです。難しいことですが、自分たちの地域に相応しくないような事業は国に対しても

意見を申し上げるような気持ちは持つべきだという認識を示しています。次に「連携」と

いう言葉は、言葉だけで実態が伴わない部分がありますのでこの部分も指摘しています。

「指標の設定」については、今年も大きなテーマとなりました。今まで指標設定の基準が

はっきりしていませんでしたが、今までの評価の過程を踏まえると、これからは適切な指

標を設定していただけると思います。「取り組み姿勢」については、評価シートについては

評価委員会のために作るものではありませんので、あくまでも市民に対してわかり易いも

のであることと、当然ですが、限られた財源の中で成果向上を図るため常に改革・改善を

意識して取り組むこと等を記載しています。各事業が施策とどれほどのつながりがあるの

かということでは、事業評価シートでは「高い」か「低い」という２者択一の表現しかさ

れませんので、９９％「高い」という評価になっています。 
 
【徳田副委員長】 
 おそらく担当者としては「低い」とは言えないでしょうから「高い」という評価になる

のだと思います。 
 
【菅野委員長】 
 ある程度「施策の中核をなす事業である」というような色分けができるような評価シー

トの記載も必要ではないでしょうか。かといって、施策への貢献度が「高い」「普通」「低

い」３段階の評価にすると、評価は真ん中に集まってしまうということになると思います

ので、何か記載方法を工夫した方がいいのではないかと思いました。 
 
【門馬委員】 
 施策を構成する事業の順位付けをしてみるというのも一つの方法かもしれなせん。 
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【菅野委員長】 
 事業の濃淡が見えなかったのはシートの作成にも問題があったのかもしれないと思いま

す。そのあたりは今後の課題ということかもしれません。 
 次に施策評価の確認を行います。「道路網の整備」の「指摘事項」についてですが、以前

の表現はポイントを絞りすぎた感じがありましたのでそのあたりを修正しています。 
「道路整備事業」の考え方は、花川地区が中心になりますが、今のバス路線は有効性に乏

しい感があります。そういうことを解決するという観点で「公共交通機関への転換」と表

現しました。今後は高齢化の進展に伴いバスの利用促進を図る道路網の整備を図っていく

べきという主旨の内容です。 
「道路環境保全事業」は、事業が始まった昭和３５年当時を考えてみると、舗装道路はほ

とんどなかったと思います。道路の周りの草刈り等は道具もなく大変苦労されたと思いま

すので、当時の道路愛護組合の活動というのは有意義な制度であったと思っています。そ

れが５０年という時間の経過の中で実態に合わなくなっているとうことを示しています。 
 
【徳田副委員長】 
 文中の「本来は、市が行うべき事業」という表現ですが、今まで愛護組合に任せていた

事業を直接市が実施するというイメージでの表現でしょうか。 
 
【菅野委員長】 
 これは市の義務の一つです。基本的に道路というものは行政が守るべきです。それをや

り方としてどうするかは別の問題です。 
 
【徳田副委員長】 
 この表現を読んで思ったのは、「今まで道路愛護組合にお願いしていたものを全て市で行

います」というように読み取れます。 
 
【菅野委員長】 
 私は基本的な考え方を申し上げています。 
 
【徳田副委員長】 
 私はこの時議論していて思ったのは、「できることは市民がやる」、できない場合は市民

と行政でできるだけコストをかけないように「協働でやる」、その次に「全面的に市がやる」

という選択肢があって、優先順位としては、「市が責任を持って全部やる」というのは一番

最後だと思っていました。ここでこうした表現をすると「市が全て行いなさい」というふ

うに読めますのでいかがなものかと思います。 
 
【門馬委員】 
 私たちの議論の過程を聞いていない方は、この文書だけ見ると評価委員会は「市がやる

べき」と評価したと受け取ると思います。「本来市が行うべき事業であることの原点に立ち

返り」という一文を削除するのは好ましくないでしょうか。 
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【菅野委員長】 
 その一文がなければ文書が成り立たないということはないですね。ただ、「現在の事業の

組み立てを変えるのはいいのだろうか」という受け取り方もできます。 
 
【堀委員】 
 道路愛護組合では高齢化率が高くなってきていて、携われる人が少なくなってきている

ので「自分たちが続けていけるのか」「誰かほかの人達でもできるものなのか」「市に全面

的にやってもらえるのか」ということの検討が必要な時が来ているのだと思います。でき

なくなったところはこれからどうしていくのか議論が必要な時期にきていると思います。 
 
【徳田副委員長】 
 「本来は市が行うべき事業であることの原点に立ち返り」という部分を削除してもいい

のではないでしょうか。 
 
【菅野委員長】 
 それは「補助単価が低いので、高くするというように制度を変えるべき」という主旨で

とらえていいのでしょうか。私どもはそのことを言っているのではないと思うのですが。 
 
【徳田副委員長】 
 この書き方だと報告書を第３者が見た時に、「もっと市が予算を付けるべき」「経費をか

けても市が直接行った方がいい」というふうに受け取ると思います。 
 
【菅野委員長】 
 「愛護組合に頼っているのはおかしい」というのが皆さんの意見ではなかったでしょう

か。 
 
【堀委員】 
 このように年齢の高くなった組織では事業を実施することは難しくなっていますので、

他の方法を考えた方がいいのではないかと思います。「本来は市が行うべき事業である」と

いう言い方をすると愛護組合を否定するような物言いに聞こえるという心配があります。

「今後のあり方を検討する必要がある」という文言があると、「市が行う」「今の手法を見

直す」という「複数の可能性を検討すべき」という取り方ができると思います。 
 
【菅野委員長】 
 私は皆さんの意見としては、今後愛護組合を頼ったままこの事業を続けるというのは難

しいのではないかという意見であるとの受け取り方をしました。 
 
【徳田副委員長】 
 皆さんの意見がそう纏まるのであれば良いのですが、私としては「市に頼るのではなく

て、自分たちの周りは自分たちでやってもいいのではないか」という基本的な考えで、原
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点に戻ることとは反対の考え方です。どうも皆さんの意見とは噛み合っていなかったのか

もしれません。 
 
【菅野委員長】 
 それでは、「本来は市が行うべき事業であることの原点に立ち返り」という部分は削除し

ます。 
 「道路維持補修事業」については、補修事業だけをイメージした表現でしたので、草刈

り、清掃等の保守も含まれるという部分を加えた表現にしました。 
 「（２）今後の方向性」については、これでよろしいでしょうか。 
 
【門馬委員】 
 結構です。 
 
【徳田副委員長】 
 全体の中で１点だけ、「歩道整備率は『目標値』73％」という表記があるのですが、これ
は実績値が 73％だと思います。 
 
【事務局：中西主査】 
 「歩道整備率は 73％」とするとすっきりしますので、そのように修正します。 
 
【菅野委員長】 
 次に「消防・防災体制の充実」については個々の事業についての指摘事項については若

干修正しましたが、施策の評価についてはほぼ前回案のとおりです。ここでの「目標値に

対し 88％」という表現はよろしかったでしょうか。 
 
【事務局：中西主査】 
 表現としては間違いではありませんが、後段の「全道の 48％、全国の 72％」という表現
との整合性を図るには「目標値に対し」という部分を削除した方が文章としてはスムーズ

だと思いますので、そのように修正します。 
 
【菅野委員長】 
 「（２）今後の方向性」については、全体をコンパクトにしましたが、内容はほとんど変

更していません。何かご意見がありますでしょうか。 
 
【門馬委員】 
 「情報の伝達については市民に周知されていない」という表現がありますが、これは「伝

達の方法について市民に周知されていない」ということでしょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 防災情報があるかどうかもわかりませんが、あまり周知もされていませんし、具体的に
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何か起こった時にどうするかということが見えてきていません。本当に大丈夫かと心配に

なります。 
 
【菅野委員長】 
 「伝達」というと情報の伝わり方という一部分です。情報全体を周知すべきという大き

な主旨で表現するのか、大きな意味では情報は市民に理解されているので必要ないという

ことなのかどちらかだと思いますが。 
 
【堀委員】 
「防災情報の周知がされていない」のか「情報の周知方法が確立れていない」のか、どち

らなのかはっきりしません。 
 
【菅野委員長】 
 所管としては、「防災情報は市民に周知している」としていますが、我々の認識としては

「情報については周知されているとは言い難い」という認識でいいのではないでしょうか。 
 
【堀委員】 
 そうすると「伝達」という言葉はいらないということですね。 
 
【菅野委員長】 
 「伝達」の部分については削除することにします。 
 次は「子育て支援の充実」です。「指摘事項」としていた「ファミリー・サポート・セン

ター事業」については「指摘事項」から削除しました。個人的な思い入れはありましたが、

「指摘」ということにまではしませんでした。 
 
【徳田副委員長】 
 文章の中で、次世代育成行動支援計画が 17年度にスタートしたのかどうか整合性が取れ
ない表記になっています。 
 
【事務局：中西主査】 
 こちらで確認して整合性を図る表記に修正します。 
 
【菅野委員長】 
 次は、「農林業の振興」です。施策の評価意見はいかがでしょうか。 
 
【堀委員】 
 私はいいと思います。 
 
【菅野委員長】 
 「（２）今後の方向性に関する委員会意見」については、国・都道府県・市町村の３者で
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実施しており、市が単独で実施しているということは少ないという基本認識を示していま

す。また、各種計画については、実態に合っていないものも見受けられることから各々見

直しをしながら進めるべきだということも併せて示してあります。それではこれでよろし

いですね。 
 
【全員】 
 結構です。 
 
【菅野委員長】 
 次は「石狩湾新港地域の振興」です。これは、施策の評価については修正していないの

ですが、事業の指摘事項については若干わかり易い表現に修正しました。「（２）今後の方

向性に関する委員会意見」については、考え方は修正しいていないのですが、「税収 41％」
を「4割程度」と言う表現に修正しました。 
 よろしければ「芸術・文化の振興」に入ります。施策の評価意見は、ほぼ原案どおりで

す。 
 
【徳田副委員長】 
 施策の評価意見にある「収集・展示」という部分ですが、資料というのは収集するだけ

ではなく、後世に残すための作業もかなり必要となってくるという認識がありますので、

「保管」という言葉も入れた方がいいのではないかと思います。「保護」までは必要ないと

思いますが「収集・保管・展示」という表現がいいのではないかと思います。 
 
【菅野委員長】 
 これでよければ次に「（２）今後の方向性に関する委員会意見」移ります。これは徳田委

員の素案をコンパクトにしましたので、多少想いのあった部分が削られているかもしれま

せん。文化、芸術活動はあくまでも自主的活動であるという認識を持っておかなければな

らないと思います。ですから行政の活動は、自主的活動の側面支援であると表現していま

す。行政としては活動の場の提供ですとか一定の財政支援により活動を育てていくという

のがあり方ではないかということを表現しています。拠点施設の整備というのは必要性は

ありますが、将来の課題としてはあるということに触れつつ、当面は既存の施設を活用し

ながら進めていくべきということで全体をまとめています。 
 
【徳田副委員長】 
 こういう方向で結構だと思いますが、付け加えていただける部分があれば、新しい施設

は無理だということはわかりますので、「既存の施設の活用」という部分に「整備」という

言葉を入れてはどうかと思っています。 
 
【菅野委員長】 
 どの施設をイメージしていますか。 
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【徳田副委員長】 
 まずは公民館です。 
 
【菅野委員長】 
 公民館だと芸術、文化だけではなく全ての施策に係わってきます。以前「生涯学習の推

進」でも触れていますので、あえて「芸術・文化の振興」で触れることもないと思います。 
 
【徳田副委員長】 
 公民館だけではなく、そうした施設が不足しているのは明らかです。市の財政状況から

いたしかたない部分もあると思いますが、あまりにもひどい状況の中でやっているという

認識が皆さんないのかもしれません。しかし、新しい建物を建てるとまでは言わないまで

ももう少し考えてもいいのではないかという意味合いがあって、「整備」という言葉を入れ

てはどうかという意見です。 
 
【菅野委員長】 
 ここでは「整備」という概念は入れていません。将来は拠点整備を課題としていますけ

れども当面は難しいので今の現有施設を有効活用していくべきと言うということを表現し

ています。 
 
【徳田副委員長】 
 「将来的な施設整備」については前段で触れていますが、施設をつくるのは無理だとい

うことはわかっていますので、せめて多少整備的な部分も触れておいていいのではないか

ということと「一定額の財政支援」という部分の「一定額」だと額が決まっている印象を

受けるので、「一定」という表現にした方がいいと思います。 
 
【菅野委員長】 
 補助金の額については、財政が厳しいからといって一律 3 割カットというようなことで
はなく、文化、芸術に関しては最低額を設けておくというような思想的なものが欲しいと

思っています。そうしなければ「心の豊かさだとか潤い」というのが得られなくなるのは

残念なことですので最低限の額は確保してもらいたいとの想いを記載したのですが、うま

く意図が伝わっていないですね。 
 
【徳田副委員長】 
 「額」というと「定額」というイメージがありますので、「決めた額を支援する」という

ように受け取れます。 
 
【門馬委員】 
 「一定の支援」という表現の方がいいのではないでしょうか。 
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【徳田副委員長】 
 「一定額」としてしまうとどうしても決まった額をイメージしてしまいますのでそれは

どうかと思います。 
 
【菅野委員長】 
 それでは「一定の支援」ということにします。 
 
【事務局：松田課長】 
 話は戻りますが「整備」という文言は入れるのでしょうか。 
 
【菅野委員長】 
 ご意見としてありましたが、芸術文化に特化して「整備」というのであれば必要かもし

れませんが、他でも活用している施設の話ですから特に記載する必要はないと思っていま

す。 
 
【門馬委員】 
 「活用」という言葉には幅広い意味がありますので、その中に「整備をして活用する」

という意味も含まれていると思いました。 
 
【菅野委員長】 
 そういうことでよろしかったでしょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 わかりました。 
 
【菅野委員長】 
 全ての施策評価について終わりましたので、次に事業評価表で修正すべきところはあり

ますでしょうか。 
 
【堀委員】 
 「家畜診療対策事業」のところの効率性を「C」としていますが、「コスト削減は困難で
ある」というコメントでは「C」という評価と整合性がとれないので「B」と修正したいと
思います。 
 
【菅野委員長】 
 総合評価は「B」で、この評価に特段影響するものではないので問題ないと思います。 
 その他にありますか。 
 
【菅野委員長】 
 「ファミリー・サポート・センター事業」ですが、総合評価の部分で、「福祉に関して何



 10

事も行政が」以降の部分は私の個人的な思い入れですので、指摘事項から外したというこ

とも踏まえて削除したいと思いますがいかがでしょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 今後のことを考えたらあってもいいと思います。 
 
【門馬委員】 
 考え方の一つとしてはあってもいいと思います。 
 
【菅野委員長】 
 では、残すことにします。 
 ほかになければ了承されたということでよろしいでしょうか。 
 
【事務局：中西主査】 
 それでは、本日修正することになった部分について修正して改めて皆さんにお届けしま

す。改めて字句等も見直して修正させていただきます。 
 最後は市長に対して報告という形にしていただきたいと思いますので、日程を調整し後

日連絡いたします。ご都合をあわせていただいてご出席いただきたいと思います。 
 
【菅野委員長】 
 日程的に厳しい中で、皆さんにご協力いただき、何とか事務局の希望の日程に間に合わ

せることができました。ありがとうございました。 
 
【徳田副委委員長】 
 我々が評価したことに、市がどう対応するのか、また、どういったご意見があるのか知

りたいところだと思います。中には的外れな部分もあるかもしれませんが、担当者自身、

参考にしていただいてより良い方向に向かうように受け止めていただきたいと思います。 
 
【菅野委員長】 
 行政の方は能力はあるのですが、ものの見方が狭いような気がします。もちろん自分の

おかれたセクションでの仕事は大切ですが、全体のことを考えながら取り組むことも大事

です。事業を実施する側は予算をどう使うかを考えますが、効率化については考えないと

いう一面が見られます。財源を確保するためにどれだけの努力が必要であるかもう少し考

えていただきたいと思います。 
 
【事務局：松田課長】 
 わずか 4 カ月ほどの間に、勉強会、委員会とお盆もなくご協力いただきありがとうござ
いました。皆さんのご意見を今後につなげて参りたいと思います。 
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【菅野委員長】 
それでは評価委員会はこれで終了いたします。ありがとうございました。 

 
 

 

 

平成２２年 ８月２７日 議事録確定 

石狩市行政評価委員会 委員長  菅 野  勲 


