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平成２２年度第９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１９日（木） ９：００～ 
場 所：午前／りんくる３０３会議室 午後／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9回行政評価委員会を開催いたします。 

本日は委員の皆様に作成していただきました施策評価の素案と「平成 22年度 石狩市行
政評価報告書（案）」について、確認していただければと思います。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 評価 
【菅野委員長】  
 まずは、前回、皆さんとの意見交換の中で、修正等の指摘がありました各事業評価表の

評価や評価理由について、確認を行なっていきたいと思います。その後、皆さんに作成し

ていただいた施策評価の素案と配布資料の「平成 22 年度 石狩市行政評価報告書（案）」
の確認を進めて行きたいと思います。 
 
「１－３」 
【菅野委員長】 
 「道路維持補修事業」についてですが、必要性は「Ａ」ではなく「Ｂ」へ変更するとい

うことだったと思うのですが。 
 
【門馬委員】 
 そうですね。「Ｂ」へ変更します。総合評価は「Ｂ」で変わりませんね。 
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「１－４」 
【門馬委員】 
 「道路交通環境管理事務」については、前回、徳田副委員長から、昨年に評価した市民

生活課の「防犯灯維持管理業務」で、「複数の所管課で管理している街灯を一つの課で一

体管理を検討する。」という改革・改善案が示されていたということから、この事業の有

効性で「市民からの通報体制を整えることで更に迅速に対応できる可能性がある」と加え

ました。 
 
「５－１」 
【菅野委員長】 
 「港湾振興事業」の総合評価で「札幌港」という表現がありますが、見る人によっては、

ハレーションがあるかもしれませんので、少し表現を和らげませんか。例えば、「札幌－石

狩湾新港」などはいかがでしょうか。 
 
【門馬委員】 
 そのように変更いたします。 
 
「４－３」 
【徳田副委員長】 
 「農業担い手支援事業」についてですが、この事業の必要性は高いと思います。ただ、

担い手への支援内容に問題があるということが言えると思います。 
 
【堀委員】 
 そういうことも言えると思いましたので、総合評価で「Ｃ」として、「具体的な計画策定

が必要」とコメントしました。 
 
【事務局：中西主査】 
 「具体的な計画策定」とありますが、施策評価シートでは「具体策を検討」とあります

ので、施策評価シートの方に表現を合わせるということでいかがでしょうか。 
 
【堀委員】 
 施策評価シートの「具体策を検討」に変更します。 
 
「４－４」 
【堀委員】 
 この「和牛振興事業」については、全く積極性が見られない事業だと思いました。石狩

市が本当にブランド化を図っていくのか疑問に思いました。 
 
【徳田副委員長】 
 合併時には、厚田、浜益の農業も大事だということで、ある程度、合併前からの事業を
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継続して行なわれてきていると思うのです。しかし、この事業の歴史的背景も分かります

が、もう何十年も経っている中で、ブランド化を図っているようには全く見えません。ま

た、「牧野管理運営事業」など色々な事業が関係し、それなりに事業費もかけているもので

あり、果たしてこの事業を今後もこのまま進めていいのか疑問に思います。見直す必要が

あると思います。 
 
【堀委員】 
 そういう意味からも、「事業の目的を明確にすべき」ということと、「市の積極性が感じ

られない」ということ、また、石狩市酪農・肉用牛近代化計画も計画策定から 5 年目を迎
えるので、「計画の見直しを行う必要がある」ということを総合評価のコメントとして入れ

ました。 
 
【徳田副委員長】 
 あと、総合評価のコメントで「積極的に推進しているとは言い難い」とありますが、見

る人によっては、「もっと、積極的に推進すべき」という意味合いで捉える方もいるのでは

ないでしょうか。 
 
【事務局：中西主査】 
 ブランド化を推進すべきかどうかということもあると思います。 
 
【菅野委員長】 
 ここの表現については、私と事務局とで考えさせて下さい。次回皆さんに確認していた

だきます。 
 
「４－７」 
【菅野委員長】 
 「農業関係融資制度利子補給事業」の効率性で「負担の検討が必要である」となってい

ますが、受益者にも一定の負担はあったと思います。平成 21年度までは、国の上乗せ措置
があったので、実質の借入利率はないということでしたが、平成 22年度からは、受益者に
も一定の負担はありますので、「受益者も一定の負担を行っている」ということになると思

います。いかがでしょうか。 
 
【堀委員】 
 そうですね。勘違いをしていました。そうしますと、手元の資料では「Ｃ」となってい

ますが、効率性の評価は「Ｂ」になると思います。確か前回の議論の中で、ここはもとも

と「Ｂ」という評価に変更していたと思うのですが。 
 
【門馬委員】 
 効率性は「Ｂ」で総合評価も「Ｂ」ということでした。効率性は「Ｂ」でコメントだけ

直せばいいと思います。 
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【堀委員】 
わかりました。コメントは「受益者も一定の負担をしている」とします。 

 
「４－１０」 
【堀委員】 
「農地・水・環境保全向上対策事業」の効率性「Ｄ」となっていますが、正しくは「Ｃ」

です。修正をお願いします。 
 
【菅野委員長】 
 総合評価のコメントで「事業の目的達成のために」というよりは、本来の環境保全とい

う目的からすると「環境保全の観点から、事業内容の見直しが必要」などという表現にな

ると思いますが、いかがでしょうか。 
 
【全員】 
 結構です。 
 
「４－１１」 
【堀委員】 
 「有機農業・低農薬・減科学肥料栽培普及事業」の効率性で「Ｂ」という評価にしてい

ましたが、「負担割合の検討が必要」というコメントであれば、「Ｃ」評価のコメントとい

うことになると思いますので、「Ｂ」評価の内容にふさわしいコメントに変えさせていただ

きます。 
 
【菅野委員長】 
 以前に消費者の食への意識が高まっているというお話がありましたので、効率性のコメ

ントとして「表示偽装や混入問題などによって消費者の食に対する安全・安心は高まって

おり、この事業が石狩市の農業に与える影響は大きい」というのはいかがでしょうか。 
 
【堀委員】 
 そのように変更させていただきます。 
 
「４－１２」 
【菅野委員長】 
「地産地消推進事業」の総合評価で「イベントの参加者数などの把握」とありますが、

こういうイベントなどでは、市はコーディネート役でしかないと思うのです。イベントな

ど事業の内容を細かく見ていくよりは、地産地消の目的という視点から「地産地消の目的

は生産者と消費者を近づけることであり、物販だけではなく、交流事業も積極的に進める

必要がある」などのコメントでいかがでしょうか。   
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【堀委員】 
 そのように変更します。 
 
「４－２２」 
【門馬委員】 
 この「牧野管理運営事業」では、「和牛振興事業」との絡みや指定管理者制度の導入の検

討など、市としてどこまで関与する必要があるのかという意見がありましたね。 
 
【徳田副委員長】 
 私は市として維持していく必要があるのか疑問があります。売却など民間への移行とい

うコメントを入れてもいいと思います。 
 
【菅野委員長】 
 指定管理者制度はあくまでもコスト縮減などの運営の面での話であって、総合評価での

「指定管理者制度の導入を検討」ということでは、この施設を維持していくことを前提と

していることから、廃止とまでは言っていないのではないかと思います。 
 
【堀委員】 
 確かに廃止などの検討も必要ではないかという意見もありました。ただ、浜益の農業振

興と関連する話でもあり、私も単純には廃止などとは言えないとも思いました。 
 
【菅野委員長】 
 ここでは、廃止ということまで踏み込んで言えないと思うのです。「継続していくなら、

指定管理者制度の導入等のコスト縮減を検討する必要がある」などの表現にしておくべき

だと思います。また、必要性で「行政の関与については検討が必要である」とありますが、

「市の施設」という時点で、行政の関与が前提になってきますので、コメントの頭に「市

の施設ではあるが」などの表現が入ると思います。皆さんいかがですか。 
 
【全員】 
 結構です。 
 
「６－３」 
【菅野委員長】 
 「石狩市郷土研究会運営支援事業」の達成度は、基準からすると「Ａ」になりませんか。 
 
【徳田副委員長】 
 基準からすると「Ａ」ということになりますね。達成度は「Ａ」に変更します。 
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「６－７」 
【菅野委員長】 
 「地域創造アトリエ事業」の総合評価で「利用促進のための抜本的に改革する必要があ

る」としていますが、文化芸術というジャンルだけでは、運営は厳しいと思うのです。「子

育てカフェ」などの話もありましたので、「文化芸術の枠を超えた利用促進」などの表現を

加えるということでいかがでしょうか。 
 
【全員】 
 結構です。 
 
「６－８」 
【菅野委員長】 
 「美登位創作の家管理運営事業」ですが、この事業でも、どれだけ市が関与していくの

かという問題があると思います。現段階では、今の施設を活用しながら運営していかなけ

ればならないと思います。 
 
【徳田副委員長】 
 いずれ施設の老朽化などから、この施設のあり方を抜本的に考えていかなければなりま

せん。修繕、改修など、どこまで手を入れていくかなど今から検討する必要があると思い

ます。 
 
【堀委員】 
 老朽化という問題は大きいと思います。耐震化などの問題もあります。石狩市民の利用

状況としては、町内会活動などに限られていますので、将来的には別の場へ移すというこ

とも含めて、考える時期にきているのかと思います。 
 
【徳田副委員長】 
 石狩市民だけではなく、札幌市などの市外の方の利用は良いことだと思います。こうい

う創作活動の場は少ないですし、しかも長期間利用できるというのは稀だと思います。し

かし、どうしても施設の老朽化という問題がありますので、別の場に移すなどのコメント

を入れました。また、事業評価シートの「②今後の事業の方向性」で所管の考え方として

「利用促進を図りつつ、施設のあり方など何らかの方向性を出すことも必要な時期にきて

いる」と担当者自身もこういう判断をしているということと、平成 20年度の施設の利用者、
利用団体の実績を見ますと、ある程度利用されてはいますが、地元美登位地区を除いた石

狩市内の方の利用は、全体の 5 分の 1 程度しか利用されていません。市民にあまり知られ
ていない施設ということであれば、廃止も含めた検討を行ってもいいのではないかと思っ

たわけです。 
 
【菅野委員長】 
 施設の老朽化という問題以外に効率性で「コスト的に問題がある」としていますが、今
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のお話の中では、ある程度の利用実績があり、利用者にも一定の負担を求めているという

ことでは、私は「問題がある」とまでは思いませんでした。 
 
【徳田副委員長】 
 利用実績としては、それなりにあるのですが、投入資金に比べて、半分くらいの収入で

したので、「問題がある」としました。この投入資金では、施設の修繕など、先程からの施

設の老朽化という問題も絡んでいると思います。また、施設を継続して運営していくので

あれば、もっとこの施設を知ってもらう努力が必要だと思いますし、もっと広い活用法を

考えてもいいとも思いました。 
 
【堀委員】 
 この施設のあり方ということでは、小学校の廃校に伴い、地元住民からの要望で、地域

振興の場として、また、定住促進のきっかけの一つとして、この施設が活用されてきたと

思うのですが、約 20年が経過した中で、今も地元の方達がそういう考えを持っているのか
ということなど、この施設の活用法を見直すことが必要だと思います。 
 今後、廃校に伴う跡地利用など、このような施設は、たくさん出てくると思います。活

用にあたっては、ある程度の経過年数の中で、見直しを行うということが、とても重要な

ことだと思います。10年経ったらどうするのか、20年経ったらどうするのか、施設の老朽
化が進んで、修繕、改修工事をどこまで行うのかということを本当は、施設がこういうも

のに移行した時点で考えや方向性を持っていなくてはダメだと思います。そういうことか

らも、約 20年が経過し、地元の地域事情も変わってきている中で、この施設の活用法の見
直しや廃止も含めた施設のあり方を早急に検討する必要があると思います。 
 
【菅野委員長】 
 総合評価で「将来的には創作活動の場を別の施設に移し、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検討する必要がある」と、かなり具体的なイメージを書かれて

いますが、この委員会としては、ここまで踏み込んだことを言えないと思います。皆さん

の意見からすると「施設の老朽化が進んでおり、将来的な施設のあり方について検討する

必要がある。また、市民の利用を促進するためのＰＲも必要」という表現でいかがでしょ

うか。 
 
【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。午後からの開場は第 2 委
員会室になります。 
 

～ 休 憩 ～ 
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【菅野委員長】 
 それでは委員会を再開いたします。これからは施策の評価素案について、進めていきた

いと思います。皆さんから素案を出していただきましたが、評価の考え方などを伺ってい

きたいと思います。それでは「子育て支援の充実」から始めていきます。 
 
「子育て支援の充実」 
【徳田副委員長】 
 達成度「Ｃ」という評価でいいと思います。ただ、成果指標の設定について、「施策等に

関する評価意見」の中で「待機児童のような社会経済情勢に大きく左右されるものなど、

指標として客観性に乏しいもの、安定性に欠けるものは適当ではない」とあるのですが、

この待機児童というのは、子を持つ親にとって、非常に関心のあることで、重要だと思い

ます。私はこの待機児童という成果指標は大事だと思いますし、現実として、待機児童が

数十名いるということは、市として何らかの対応策を考える必要があると思います。 
 また、市民満足度についても「取り巻く環境や年齢層によって受け取り方が変わるもの

は適当ではない」とあり、私もこの指標でいいのか疑問はありますが、施策評価のように

全体を捉えて評価していく上では、このような市民満足度も必要ではないかと思います。 
 
【菅野委員長】 
 ここの指標では、実績を時系列で押さえられないことや、客観性に乏しいと思いました

が、「施策等に関する評価意見」の中で謳うのがいいのか、評価報告書の総論の中で謳うの

がいいのかという思いはありました。市民満足度などは、設定している全ての施策で言え

ることですので、評価報告書の中で指摘をするということでよろしいでしょうか。 
 
【全員】 
 結構です。 
 
【徳田副委員長】 
 効率性について、それぞれの事業で効率性を評価してきましたが、「Ａ」という評価は 4
つか 5 つしかなかったと思うのです。そういうことからも、関係事業の効率性をトータル
して判断すると「Ａ」というのは、ちょっと疑問に思います。 
 
【菅野委員長】 
 そうですね。皆さんの意見もいただきたく、あえて「Ａ」という評価をしてみました。

実際のところ、私も「Ｂ」という評価が妥当かと思いました。 
 
【門馬委員】 
 関係事業全体から判断しないと、評価の説明ができないですよね。 
 
【菅野委員長】 
 皆さんの意見から、効率性は「Ｂ」に変更します。「評価意見」は「Ｂ」としても、意味
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が通じますので、そのままとします。総合評価は「Ａ」ということでよろしいでしょうか。 
 
【全員】 
 結構です。 
 
【徳田副委員長】 
 「今後の方向性に関する委員会意見」の最後の「それらに対応できる人材の育成」とは、

どのようなことをイメージしているのでしょうか。 
 
【菅野委員長】 
 子育て支援の事業の内容というのは、企画力だと思うのです。携わる職員の質的向上を

期待してのコメントとしています。 
 
【堀委員】 
 住民ニーズに応えていくというところで、もっときめ細やかなサービスを提供していく

ということで言えば、行政だけではなく、民間ですとか地域も含め、子育て関係の活動を

している団体などにも専門性を持たせて、そういうところへ移行していくということも大

事なのかなと思います。 
 
【菅野委員長】 
 これからの子育てというのは、官民協働ということが根底にあると思います。行政だけ

に期待することばかりを書いていますので、そういう部分に触れましょう。「それらに対応

できる人材の育成」については、削除しましょう。 
 「今後の方向性に関する委員会意見」については、文言を整理して、もう少し短くした

いと思います。考え方としてはこれでよろしいでしょうか。 
 
【全員】 
 結構です。 
 
【菅野委員長】 
あと、補足ですが、「施策等に関する評価意見」の「指摘事項」についてですが、ここで

は、課題があるものだけを載せているわけではありません。事業として認めているもの、

さらに進めていただきたいという事業などについても「指摘事項」に載せています。 
 
【徳田副委員長】 
 この「指摘事項」の「ファミリー・サポートセンター事業」で「有償のこの事業の精神

は今後この種の事業のあり方を考えるうえで参考とすべき」とありますが、「この種」とい

うのは、限られた事業という意味ではないですよね。 
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【菅野委員長】 
 そうです。もっと広く捉えています。少し表現を修正する必要がありますね。 
 
【堀委員】 
 私もこの事業はとても良い事業だと思います。市民が自主的に行っていることからも、

ある程度の経費は掛かってきますので、有償というのは必要で大事だと思います。ただ、

今やっている「ファミリー・サポートセンター事業」に対する指摘ではないということで

言えば、ここに載せるというのはいかがかなと思いました。 
 
【菅野委員長】 
 それでは、事務事業評価にも同じことをコメントしてありますので、施策評価からは削

除することとします。 
 それでは、次に「道路網の整備」に入ります。 
 
「道路網の整備」 
【菅野委員長】 
 「施策等に関する評価意見」で「達成度は概ね順調」などの表現よりは、例えば、「歩道

整備率は 73％、道路に関する市民満足度は 64％と概ね順調」など具体的にもう少し詳しく
表現するということでいかがですか。 
 
【門馬委員】 
 そうですね。具体的な文言への整理をお願いしたいと思います。あと、指摘事項のコメ

ントを事務事業評価で指摘したコメントに合わせていただきたいと思います。 
 
【事務局：中西主査】 
 「指摘事項」の文言を事務事業評価に合わせておきます。 
 
【菅野委員長】 
 「今後の方向性に関する委員会意見」ですが、保守管理の部分しか触れていません。道

路というのは、如何に効率的な交通を可能にするかということと、増加する高齢者の移動

手段や環境配慮型社会の実現を考えた時に公共交通機関に配慮した道路整備が大切だと思

います。まちづくりや交通計画に関連してくる部分もあると思うのです。道路という部分

で、保守管理以外にも、もっと全体的な視点で見ることが大事だと思います。また、保守

管理に関連して、「市内道路や橋梁の多くは昭和 40 年代から整備が進められてきているの
で、今後は大規模改修などが課題となるので、当面は実態把握に努め今後に備える必要が

ある」ということも言えると思います。 
 
【徳田副委員長】 
 交通体系のあり方という話がありましたが、総合計画の施策で「公共交通環境の充実」

もあるので、この施策で載せるのは馴染まないのではないのでしょうか。 
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【菅野委員長】 
 確かにそれはありますが、道路整備というのは、まちづくりや交通体系などの視点も必

要だということをここで入れてもいいと思ったわけです。いかがでしょうか。 
 
【堀委員】 
 「石狩湾新港地域の振興」でも物流の効率化や産業の振興などの観点が出ているので、

そういうことからも道路網の整備で交通体系などが出てきてもいいと思います。 
 
【菅野委員長】 
 旭川市の買物公園のような道路や本町地区の弁天歴史通など機能的な道路などの視点も

必要ではないかということです。もちろん既存の道路の整備、保守管理もコメントとして

入ってきます。文言の整理については任せていただいて、このような考え方でいかがでし

ょうか。 
 
【全員】 
 結構です。 
 
【菅野委員長】 
 それでは「石狩湾新港地域の振興」に入ります。 
 
「石狩湾新港地域の振興」 
【菅野委員長】 
 「施策等に関する評価意見」について、先程の「道路網の整備」と同じように評価理由

として、もう少し詳しく表現することにします。 
 
【菅野委員長】 
 「観点別評価」の妥当性で「Ｂ」としていますが、施策の取り組み姿勢としては、積極

的に事業を進めていると思いました。「Ａ」という評価にはならないですか。 
 
【門馬委員】 
 「Ａ」という評価もできるかと思いましたが、「極めて高い」とまでは言えないのかとも

思いました。 
 
【徳田副委員長】 
 私も委員長と同じく、有効性か妥当性ではもっと高い評価にしてもいいとも思いました。 
 
【堀委員】 
 妥当性は「Ｂ」でいいと思いました。 
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【菅野委員長】 
 皆さんの意見では、これらの事業は、ようやく軌道に乗ってきたというところでしょう

か。これから成果などが表れてくる事業ということも言えると思います。現段階で極めて

高いとまでは言えないでしょうか。オール「Ｂ」という評価でよろしいでしょうか。 
 
【全員】 
 結構です。 
 
【菅野委員長】 
「今後の方向性に関する委員会意見」について、これまでの施策と同様に主語、述語と

いう部分で文言を少し整理させて下さい。 
 それでは次に「農林業の振興」に入ります。 
 
「農林業の振興」 
【堀委員】 
「施策等に関する評価意見」の「指摘事項」で「21世紀の森づくり推進事業と外 2事業」
の指摘で「市有林」とありますが、正しくは「私有林」ですので、訂正をお願いします。 
 
【菅野委員長】 
 達成度については、道路網の整備や石狩湾新港地域の振興と一緒で「認定農業者・集落

営農数は概ね横ばいで推移している。間伐実施面積は順調に増えている」など具体的に記

載することにしましょう。有効性については、施策との関連性ということですから、市の 1
次評価でも、ほとんどの事業で施策との関連性は高いと評価されていたと思います。そう

しますと、有効性「Ｃ」という評価はどうでしょうか。もちろん、市の見解とこの委員会

での見解が違っていいのですが、ここの「Ｃ」というのは、施策に関連する事業の有効度

というよりは、事業の成果から見た評価になっていると思います。全く関連のない事業を

実施しているということは考えにくいので、「Ｂ」という評価になると思います。いかがで

すか。 
 
【徳田副委員長】 
 私も「Ｂ」でいいと思います。事業のやり方などに問題があったとしても、施策との関

連性ということで言えば、「Ｃ」よりも評価は高くていいと思います。 
 
【菅野委員長】 
 有効性は「Ｂ」ということにします。 
 
【門馬委員】 
 そうしますと「施策等に関する評価意見」の有効性のコメントは変わってきますね。 
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【徳田副委員長】  
 「成果や効果が表われているとは言い難い」という表現よりも「施策に密接に関連して

いる事業展開をしている」などの表現になりますね。 
 
【菅野委員長】 
 そうですね。有効性のコメントを私の方で整理させていただきます。また、各事務事業

の展開からすると効率性は厳しい評価でいいと思います。「農業、林業ともに効率に乏しい」

などの表現でいいと思います。妥当性の評価意見がありませんので、「積極性が見られない」

ということで「Ｃ」とします。細かい文言については整理させていただきます。 
 達成度「Ｃ」、有効性を「Ｂ」に変更して、効率性、妥当性ともに「Ｃ」ということで、

総合評価は「Ｃ」ということでよろしいでしょうか。 
 
【全員】 
 結構です。 
 
【菅野委員長】 
「今後の方向性に関する委員会意見」について、農林業の事業の実態として、「市が単独

で実施する事業はそう多くはない」ということが言えると思います。また、素案にあると

おり、「農林業に関する各種計画が時代に合ったものなのか、整合性がとれているのかその

必要性を含めて検討する必要がある」ということも入れておく必要があると思います。農

林業の振興についてはこの考え方で整理してよろしいですか。 
 
【全員】 
 結構です。 
 
【菅野委員長】 
 それでは「消防・防災体制の充実」に入ります。 
 
「消防・防災体制の充実」 
【菅野委員長】 
 「施策等に関する評価意見」の中で「防災意識の浸透度を定期的にチェックする」とい

うのはどのようなことでしょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 アンケート調査などで防災意識の浸透度が充分かどうかということを把握して、もし低

ければ、もっと対策を行う必要があるなどということが考えられるかと思います。こうい

うものは市民自身が意識を持たないと、実際に災害が起きたときにどうすることも出来な

いと思います。普段から訓練に参加するなど、意識を持っておくことが重要だと思います

ので、こういうことを喚起するために防災意識の浸透度をチェックしておくことが大事に

なってくると思います。 
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【菅野委員長】 
 分かりました。評価意見と観点別評価はオール「Ｂ」ということでよろしいでしょうか。 
 
【門馬委員】 
 一点よろしいですか。オール「Ｂ」という評価はいいと思いますが、評価意見の達成度

で「災害時要援護者支援制度の登録者数は目標の 1,000人に到達していない」とあります。
この「1,000人」という目標値は平成 23年度の戦略計画前期の最終目標値ですよね。平成
21年度の評価でこの平成 23年度の目標値と比較するのはいかがでしょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 確かに平成 23年度の目標値ではありますが、この要援護者の対象者は本来 3,000人ほど
いるという説明が担当所管からありました。このうち実際に避難所に向かうと想定される

人数として、おおよそ 1,000 人という目標値を設定しているとのことでした。しかし、こ
こ数年の数値を見ても登録者数は減っていることと、あと 2 ヵ年で目標値を達成できるの
かという疑問がありました。これに関しては、福祉関係と連携して、登録者数を増やすた

めの対策を行うということでしたが、他の成果指標と総合して考えても「極めて高い」と

までは言えないと思います。 
 
【菅野委員長】 
 目標値 1,000人に到達していないというよりは、「800人前後で推移し目標値の 80％とな
っている」という表現に変え、達成度は「Ｂ」でいいと思います。評価意見と観点別評価

について、よろしいでしょうか。 
 
【全員】 
 結構です。 
 
【菅野委員長】 
「今後の方向性に関する委員会意見」については、もう少し文言を整理した方がいいと

思ったのですが、いかがでしょうか。 
 
【門馬委員】 
 委員会意見の中で「被害を最小限に抑えることは行政の役割である」とあり、その一方

で「被害を最小限に抑えるためには行政だけではなく市民自身の日常の防災意識も極めて

重要である」とあります。これはそのとおりだと思うのですが、同じようなことを言って

いるので、後段の「～市民自身の防災意識も～」の一文に整理すれば分かりやすくなると

思います。 
 
【菅野委員長】 
 いま門馬委員がおっしゃったことなど、ここの文言整理については、私の方で意味が変

わらないように整理しますので任せていただければと思います。 
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 それでは「芸術・文化の振興」に入ります。 
 
「芸術・文化の振興」 
【菅野委員長】 
 「施策等に関する評価意見」で「なお、芸術・文化活動の評価は市民の主観的な判断に

左右されやすいことから～」という文言については、先程の子育て支援と同様に評価報告

書の総論で謳いますので、ここからは削らせていただきます。 
 
【徳田副委員長】 
 わかりました。 
 
【菅野委員長】 
 評価意見について、個々の細かい事業内容を入れていくよりも、もう少し全体の中での

評価意見として、意味が変わらないように私の方で整理させていただきたいと思います。

よろしいでしょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 わかりました。 
 
【菅野委員長】 
 「観点別評価」についてはいかがでしょうか。達成度は二つの成果指標ともに 100％を超
えているということでは「Ａ」という評価にはなりませんか。 
 
【門馬委員】 
 確かに目標値は既に達成していますね。 
 
【徳田副委員長】 
 「市民文化祭に参加した個人・団体数」については、110％と目標値を大きく超えていま
すが、「市内の文化財や資料を見た市民の割合」は 101％と若干上回ったということと、こ
こ数年は横ばい又は 100％を切っている状況がありますので、極めて高いとまでは言えない
のかとも思いました。 
 
【門馬委員】 
 私も「Ｂ」でいいと思います。 
 
【堀委員】 
 私も「Ｂ」でいいと思いました。「市民文化祭に参加した個人・団体数」では、目標値が

平成 17年度の実績値に対しての比較でしかないということからも目標値の設定自体どうな
のかとも思いました。 
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【菅野委員長】 
 分かりました。ここの「Ｂ」評価とした考え方が固まっているのかということで、確認

させていただきました。 
 有効性ですが、「施策等に関する評価意見」で「芸術鑑賞会開催事業」と「石狩ユネスコ

協会運営支援事業」、「厚田資料室管理運営事業」の三つの事業を挙げて「Ａ」評価として

いますが、その他の事業についての施策への関連はどう見ていますか。 
 
【徳田副委員長】 
 評価意見では特に良いと思われる事業三つを挙げて記載しました。その他の事業につい

ても、どれも有効性は高いと思います。関連しない事業はないと判断しました。 
 
【徳田副委員長】 
 これまでの「子育て支援の充実」や「農林業の振興」では、具体的な事業を挙げないで

表現していますので、若干文言の整理をさせていただきたいのですがいかがでしょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 直していただいて結構です。 
 
【菅野委員長】 
 有効性の文言を整理させていただいて、有効性は「Ａ」ということでよろしいでしょう

か。 
 
【全員】 
 結構です。 
 
【菅野委員長】 
 効率性、妥当性の「Ｂ」についてもこの評価でいいと思いますが、皆さんよろしいでし

ょうか。 
 
【門馬委員】 
 いいと思います。 
 
【菅野委員長】 
 「今後の方向性に関する委員会意見」については、いかがでしょうか。 
 
【堀委員】 
 「地域創造アトリエ事業」で「利用促進のための抜本的な改革を検討する必要がある」

としています。これは、今後も事業を継続していく中で利用促進のための検討を行なうと

いうことだと思いますが、このアートウォームの建物の契約が切れるのが平成 23年度なの
で、契約が切れた後どうするのかということを「今後の方向性に関する委員会意見」で入
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れておいてもいいのかと思いました。 
 
【菅野委員長】 
 そいうことも言えるとは思いますが、ここの方向性で事業の一つ一つを細かく見てコメ

ントしてしまうと他の施策との表現の整合が取れません。もっと、全体を通しての意見と

すべきです。 
 
【堀委員】 
 この施設が既に 10年も経過しているということと、契約が切れるということから、指摘
した方がいいのではないかと思いました。 
 
【徳田副委員長】 
 ただ、堀委員の意見なども踏まえ、施設のあり方や運営していくうえで、利用促進や運

営方法についての指摘などを全て載せたつもりです。 
 
【堀委員】 
 分かりました。この方向性に全て含まれているということですね。 
 
【菅野委員長】 
 考え方としては、この方向性でいいですね。あとは、細かい事業を挙げて具体的に表現

しているところなど、他との施策との整合を図れるよう、文言を少し整理させてください。 
 
【徳田副委員長】 
 ただ、今後の方向性で、いままでのお話のように纏めていくと一般的なコメントを漠然

と述べているだけで、委員会としての意見ではなく、評論家的な意見になってしまうので

はないかと危惧しているところもあります。 
 
【菅野委員長】 
 この施策評価ということでは、施策を進めていくうえで、こういう課題があるので、課

題解決のためにどうするかという方向性をここで求めていきたいのです。例えば、「芸術・

文化に触れあう機会が少ない」ということであれば、「本格的な拠点施設整備は将来の課題」

などの表現になってくると思うのです。 
 
【徳田副委員長】 
 私も本当に拠点施設整備は重要なことだと思いました。しかし、今の財政状況などから

は、全く取り扱ってもらえない話だと思いましたので、せめて個々の事業のソフト面 に

対して、市は支援していくべきではないかという意味合いで表現したつもりでした。そし

て、何点かを例に具体的に事業名を出してコメントしました。 
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【菅野委員長】 
 しかし、それらのことは、各事務事業評価の中で触れられていますので、改めて今後の

方向性で入れる必要はないと思うわけです。ここでは、それら個別事業の課題などをトー

タルして、いまの財政状況ということもありますが、「将来的に芸術・文化に触れあえる機

会づくりは重要」など芸術・文化の振興を施策としてどう進めていくかということで、も

っと広く捉えた方がいいと思うのです。委員会意見としての考え方はこれでいいと思いま

すので、あとは表現の仕方を少し整理させていただきたいのでご理解願います。 
 
【徳田副委員長】 
 分かりました。 
 
【菅野委員長】 
 それでは、次に「平成 22 年度 石狩市行政評価報告書（案）」について、進めていきま
す。事務局より説明願います。 
 

～ 事務局より「平成 22年度 石狩市行政評価報告書（案）」の説明 ～ 
 
【菅野委員長】 
 「1．今年度の行政評価について」は、基本的に昨年のものを踏襲しています。今年新た
に加えたものとしては「今年度については更にヒアリングポイントを事前に整理し明示す

ることで、担当課長に対しより効果的で明瞭な説明及び資料作成を求めたが、指標の実績

数値等、シートの記載ミスが散見されるなど限られた時間の中で如何に正確で効果的な説

明ができるかということに課題が見られた。」ということを入れました。 
また、後段の部分については、これまでの審議の中で「施策の目指す目標に対して本当

に有効な事業か」、「費用対効果や施策に対する貢献度から本当に必要な事業なのか」、「市

民ニーズを的確に捉えた事業構成の見直しを行い、施策全体の成果の底上げを図っていく

取組みが不可欠である」というようなことが、皆さんからの意見としてありましたので、

ここでコンパクトに纏めています。これで皆さんの意とすることが書かれていると思うの

ですがいかがでしょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 総論ということで言えば、このような表現でいいと思います。 
 
【門馬委員】 
 細かいことは、各事務事業評価の中で書かれていますのでいいと思いますね。 
 
【菅野委員長】 
 この他にまだ盛り込んだ方がいいと思うものなどありますか。 
 それでは、私からもう一点、よろしいでしょうか。 
 この評価委員会がスタートした時から議論していることなのですが、なぜ、行政評価委
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員会が評価を行うかということです。行政が施策を進めていくうえでは、そこに説明責任

があるわけです。行政評価委員会もその一翼を担うわけで、皆さんもこのことについては

認識としてあると思います。今回の評価では、観点別評価など、かなり細かく評価理由を

書いたのですが、皆さん大分悩んだと思うのです。ただ、これは一般の市民の方が評価シ

ートを見る場合、各事務事業評価シートと施策評価シートを関連付けて見るというのは難

しいと思うのです。したがって、この評価シート 1 枚で大体のことが分かるように作成し
ておくことが大事になってきますので、我々評価委員会としても観点別評価などを細かく

記載したということです。そういうことから、「市民に分かりやすい評価」という意をどこ

かに入れておきたいと思いました。 
 
【徳田副委員長】 
 いいと思います。「4．施策評価の視点」あたりでしょうか。 
 
【菅野委員長】 
 それでは、「4．施策評価の視点」に入ってくるのか、他の項目になるのか分かりません
が、どこかに加えさせていただきます。文言については、私と事務局で相談させていただ

きます。 
 その他ございませんか。 
それでは、これで全ての確認が終わりました。本日確認しました「施策評価」と「各事

務事業評価」、「平成 22年度 石狩市行政評価報告書」について、ご指摘のあった部分の文
言などを整理して、次回に最終案としてお示ししたいと思います。 
 
【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 23日に開催いたします。 
本日は長い時間お疲れ様でした。 

 
 
 
 

 

 

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 


