
 1 

平成２２年度第７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１１日（水） １３：３０～ 
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：0名 
 
１ 開会 

【事務局：松田課長】 

 平成22年度第7回行政評価委員会を開催いたします。 

本日は、前回に引続き、「農林業の振興」の評価の取りまとめと、その後に「道路網の整

備」、「石狩湾新港地域の振興」の評価の取りまとめを行っていただきたいと思います。 

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、前回に引続き、「農林業の振興」の事業の評価に入っていきたいと思います。 
  
【菅野委員長】 
本日は、「市民農園管理運営事業」からとなります。 
それでは、堀委員から評価の考え方を説明していただきたいと思います。お願いいたし

ます。 
 
「４－１３」 
【堀委員】 
 「市民農園管理運営事業」についてですが、成果指標において、事業開始当初に比べ、

利用者数が減少していることなどから、達成度については、「Ｃ」としました。必要性につ

いては、民間の市民農園が増えたことにより、利用者が減少しているということと、今の

時代のニーズということからも、当初の目的は達成し一定の役割を終えたと思いますので、

「Ｃ」としました。有効性についても成果や効果が表れているとは言い難いので「Ｃ」と

しています。また、効率性については、民間の市民農園が増え、利用者が農園を選択でき
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るようになったということや、平成 22年度の事業廃止が決まっているということから「Ｄ」
としました。 
総合評価については、平成 14年度の事業開始時は、市内にこのような農園があまりなか
ったので、市内外の利用者に親しまれ、農業者との交流などの役割は果たしてきたと思い

ますので「Ｃ」としました。 
 
【門馬委員】 
 この事業は、役割を終えた事業ということですね。 
 
【菅野委員長】 
 先導的な役割を終えたということで、この評価になると思います。 
 
「４－１４」 
【堀委員】 
 「21 世紀北の森づくり推進事業」については、成果指標の設定はありますが、造林面積
の達成率が 30％となっていますので、達成度は「Ｃ」としました。必要性については、森
林面積確保のためにも必要な事業ということで「Ｂ」にしています。有効性については、

平成 13年からの事業で、10年経っても森林所有者が特定できていないという課題があると
いうことから、成果や効果は上げられなかったのではないかということで「Ｃ」としてい

ます。効率性については、「市有林整備事業」など、他にも行われている事業がありますの

で、そこと連携して所有者の特定などが行えたのではないかということで「Ｃ」としてい

ます。 
 総合評価としては、造林を目的として行なわれている事業ですが、造林面積の実績が低

いということで「Ｃ」としています。また、総合評価の後半に記載した「10 年間の中で森
林所有者を特定する事は出来なかったのか。」という部分は達成度、有効性でも書いていま

すので、削除して下さい。 
 
【徳田副委員長】 
 森林に対する色々な考え方があると思うのですが、個人的には将来的に森林を育成して

いく必要があると思っています。最近よく言われている地球温暖化防止対策などを考える

と色々な対策はあるのですが、森林というのがもっとも効果的であるという考え方もあり

ます。直ぐに結果が出るものではないのですが、自然環境や人の心にゆとりを与えるなど、

長期的に取組む必要のある事業だと思います。また、国と道から合わせて 84％もの補助が
出ていますので、国や道も森林に対して、少し考えようという方向性にあると思いますの

で、こういうことも考慮して、私はもう少し高い評価にしています。 
 
【菅野委員長】 
 民間、個人が行うものに一部補助をしている事業ですから、実績が低いからダメだとい

う評価にならないとも思いますし、なかなか判断しにくい事業だと思います。 
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【門馬委員】 
 必要性は高いという評価はしています。この種の事業は、万人が認めるところだと思い

ます。但し、所有者の特定が困難など色々な障害があって、なかなか実績を上げられなか

ったということも言えると思います。総合評価としては、堀委員の評価が妥当だと思いま

す。 
 
【堀委員】 
 必要性の高さは充分理解していますので、ここの評価の中で、「環境基本計画」や「緑の

マスタープラン」などの文言も入れてあります。それらの計画の中では、地球温暖化、Ｃ

Ｏ2の問題などは盛り込まれていますが、これらの文言を直接書くかどうかというところで
しょうか。 
 また、所有者の特定というところでは、10 年の事業期間があったので、もっと積極的に
所有者の特定に努めるべきだったということからも、必要性は高いのですが、総合評価と

しては「Ｃ」という評価にしました。 
  
【菅野委員長】 
 確かに必要性は高いのですが、造林面積の実績としても低く、所有者の特定など課題も

残しているということから、達成度「Ｃ」、必要性「Ｂ」、有効性「Ｃ」、効率性「Ｃ」の総

合評価は「Ｃ」ということでよろしいでしょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 いいと思います。そうしますと、総合評価のところに「必要性は高いですが、所有者の

特定などの課題もあり、課題解決に向けた取組みが必要」などの記載があるといいですね。 
 
【堀委員】 
 分かりました。修正しておきます。 
 
「４－１５」 
【堀委員】 
 「市有林整備事業」についてですが、 造林、保育の面積は目標値を下回っていますが、

間伐は市民との協働により目標値を大きく上回っていますので、達成度は「Ｂ」としまし

た。必要性は生物の多様性、地球温暖化防止に向けた森林の果たす役割は大きいというこ

とで「Ｂ」としています。有効性については、この事業は、市民と協働で実施することに

より大きな効果が得られているので「Ｂ」としました。効率性については、事業評価シー

トの「③改革改善を実現する上で解決するべき課題とその解決策」で「森林の現状把握が

十分でない」ということから「Ｃ」としました。 
総合評価は、市民との協働で事業を推進していることと、今後の期待も大きいというこ

とから「Ｂ」としました。 
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【菅野委員長】 
 総合評価「Ｂ」は私も同じ評価としていますが、総合評価のコメントで、市民との協働

ということだけではなく、先程の「21 世紀北の森づくり推進事業」のように、もう少し必
要性などの観点を踏まえたコメントにした方がいいかもしれません。 
 
【徳田副委員長】 
 例えば、「市民との協働により事業を推進していることは、評価できるところがあり、今

後の期待も大きいが、先程のような課題もある」というように評価できるところは書いて

良いと思います。 
 
【菅野委員長】 
 それでは、達成度「Ｂ」、必要性「Ｂ」、有効性「Ｂ」、効率性「Ｃ」となり、総合評価「Ｂ」

ということでよろしいでしょうか。 
 
【全員】 
 結構です。 
 
「４－１６」 
【堀委員】 
 「森林整備地域活動支援事業」です。達成度は目標値の設定がないので、評価していま

せんが、コメントとして設定が必要ということを入れました。必要性については、森林整

備としては必要な事業ということから「Ｂ」とし、コメントについては、その他の森林関

係の事業と同様に地球温暖化、ＣＯ2のコメントを追加します。有効性は所有者が特定され
ていないことから成果が上がっていないということで「Ｃ」としています。効率性は「21
世紀北の森づくり推進事業」、「私有林間伐推進特別対策事業」などとの連携により効率化

が図られるのではないかということから「Ｃ」としました。 
 総合評価は平成 14 年度から平成 23 年度の事業ですが、所有者の特定ができず事業の進
捗にも影響がでていることと、私有林に関しては所有者の特定を早急にすることが必要と

いうことから「Ｃ」としました。 
 
【菅野委員長】 
 達成度について、森林整備面積の実績が年々上がっているので、目標値の設定は可能だ

と思いますので、「目標値の設定が必要である」などの表現にした方がいいと思います。 
 
【門馬委員】 
 有効性についても、十分ではないのかもしれませんが、森林整備面積の実績は年々上が

ってきているので、「成果が上がっていない」という表現にはならないのかと思いますね。 
 
【堀委員】 
 目標値があれば、ある程度の判断ができるのですが、ここの実績だけを見れば、確かに
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実績としては、上がっているので、「成果は上がっていない」という表現は、確かに適切で

はないですね。 
 
【菅野委員長】 
 そういう観点からすると、「Ｃ」評価は少し厳しいように思えます。そして、これは「私

有林」が対象の事業で、実績としてもそれなりの評価になると思いますし、必要性、有効

性というのは、先程の「市有林」などの事業と大きく違わないと思います。したがって、

コメントも同じような表現になってくると思います。例えば、「森林の整備により、地球温

暖化の防止、生物の多様性などの多面的機能が発揮されている」などの表現になってくる

と思います。いかがでしょうか。 
 
【門馬委員】 
 ある程度の効果を上げているということからも、私は総合評価「Ｂ」でいいと思います。 
 
【堀委員】 
 そうですね。有効性を「Ｂ」にして、総合評価も「Ｂ」へ変更して、評価のコメントも

修正します。 
 
【菅野委員長】 
 それでは、達成度は評価しないでコメントを入れ、必要性は「Ｂ」、有効性「Ｂ」、効率

性「Ｃ」とし、総合評価を「Ｂ」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】 
総合評価のコメントは「Ｂ」評価ですので、「森林整備面積は年々拡大しており、必要性、

有効性からも必要な事業」などの肯定的なコメントになってくると思います。 
 
「４－１７」 
【堀委員】 
 「林道整備事業」についてですが、達成度については、成果指標の平成 21年度の達成率
が上発足線整備延長 68.4％、毘砂別整備延長 49.4％とそれぞれ低い達成率になっているこ
とと、年度毎の目標値は整備を必要とする施工延長距離となっているのですが、毎年度の

目標値の設定を行うことで工事の遅れを防ぐことにも繋がるということからも「Ｃ」とし

ました。必要性については、これまでの森林関係事業と同様のコメントとして「Ｂ」とし

ました。有効性ですが、上発足線については、工事期間を平成 23年度までとしていますが
工事に遅れが生じており、森林整備にも影響するのではないかということで「Ｃ」としま

した。効率性については、林道整備は計画を持って行われていると考えますが、市全体の

中での財源的優先順位を考えた場合早期の見直しが必要ではないかということから「Ｃ」
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としました。 
 総合評価は「Ｃ」としました。林道整備は、計画期間、施工延長距離など充分に検討し

て決定していると考えますが、工事を進めるためには年度毎の施工延長距離を目標値とし

て設定すべきです。また、平成 21年に毘砂別線について今後計画性に事業を進めるか検討
されていますが、一応の事業目的が達成される事が望ましいと考えましたので、「Ｃ」とし

ました。 
 
【菅野委員長】 
 達成度ですが、成果指標の達成率で見ますと上発足線 68.4％、毘砂別線 49.4％となって
います。私共が設定した基準からすると「Ｂ」という評価になると思いますが、いかがで

しょうか。 
 
【堀委員】 
 上発足線については、平成 23 年度までの工事期間ですが、平成 21 年度時点の整備延長
実績が 2,100 メートルのうち、1,437 メートルという進捗率は低いと思い、「Ｃ」としまし
た。毘砂別線については、平成 47年度までの事業ですので、今の段階で判断はできません
でした。 
 
【菅野委員長】 
 平成 23年度までの事業ということからも、今の時点でここまで厳しい評価でなくてもい
いのではと思いますし、トータルして評価するということと、工事の遅れについては、総

合評価の中でコメントとして入れて、成果指標は客観的に見て、私共の基準で「Ｂ」評価

ということでいかがでしょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 目標値は、10 年計画の数字ということになりましょうか。そうしますと、全然追いつい
ていない状況になりますね。そういうことからも堀委員が仰っている年度毎の目標値の設

定というのは、この目標値 2,100 メートルに近づけるための目標値を年度毎に設定すると
いうことですね。客観的なコメントも書いて、こういう指摘があっていいと思います。 
 
【堀委員】 
 それについては、達成度「Ｂ」という評価になってもコメントとして入ってくるとは思

います。効率性の中でもこのコメントが入っていますので、林道整備は計画的に行われて

いますが、「年度毎の目標値の設定をすることで工事の遅れを防ぐ」などの書き方にしたい

と思います。達成度「Ｂ」、必要性「Ｂ」、有効性「Ｃ」、効率性「Ｃ」となると、総合評価

はどうなりますか。 
 
【門馬委員】 
 上発足線については、あと 2ヵ年で 100％の達成率にはならないと思いますね。そうしま
すと、工事期間を延長するなどのその後の取扱いをどうするのかということが書かれてい
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ませんね。 
 
【堀委員】 
 林道整備計画に沿って工事を進めてきている訳ですから、この目標値が最終の整備延長

となるので、一応の事業目的が達成される事が望ましいですね。 
 
【菅野委員長】 
 「計画上では平成 23年度までの工事期間となっているが、事業目標の達成は難しい」と
いうコメントを入れ、客観的な評価にするということで、達成度「Ｂ」、必要性「Ｂ」、有

効性「Ｃ」、効率性「Ｃ」、総合評価「Ｃ」でよろしいでしょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 私の総合評価も「Ｃ」でした。 
 
【門馬委員】 
それなりにやっている事業かと思いますし、「Ｃ」でいいと思います。 
 
【菅野委員長】 
 それでは、そのような評価として、評価コメントも少し、客観的な表現へ変えて下さい。 
 
「４－１８」 
【堀委員】 
 この「私有林間伐推進特別対策事業」は平成 21年度からの事業になります。これまでの
考え方からいくと、成果指標の達成率 64.0％ということであれば、達成度は「Ｃ」ではな
く、「Ｂ」になりますね。「Ｂ」へ変更します。必要性はこれまでの森林関係事業と同様で

森林整備事業には必要な事業なので「Ｂ」としました。有効性は間伐推進面積を目標値と

して設定していますが実績値から成果があったとは言い難いので「Ｃ」としました。効率

性は私有林に関する事業の一体化を図る必要があると考え「Ｃ」としました。 
 総合評価は平成 21 年度から平成 24 年度までの事業期間であり、必要な目標値を設定し
たと考える事から、事業を積極的に進めるべきで、所有者の特定などは他事業と連携する

ことで目標達成は可能になると考え「Ｃ」としました。 
 
【菅野委員長】 
 この事業は伐採の部分に対して、現状の補助では事業がなかなか進まないので市独自で

上乗せ補助をして、進めていこうという事業になります。本来事業に上乗せ補助をすると

いうことは、それだけ市が力を入れて取組んでいる事業ということになりますので、そう

いうところをポイントに評価をする必要があると思います。 
 
【徳田副委員長】 
 この程度の事業費で整備が進むのであれば、効果はあるのではないかと思います。この
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事業によって、私有林の整備を行うきっかけを作ることで、他の造林などの事業に役立つ

制度になってくると思います。費用体効果としても良いと思います。 
 
【堀委員】 
 先程の「森林整備地域活動支援事業」の評価も絡んでくる話しになるのかと思います。「森

林整備地域活動支援事業」では、所有者の特定が難しく、目標値の設定も難しいというこ

とを言っていて、この事業では目標値などの設定もされているなど、同じ間伐の事業で、

ばらつきがあっていいのかと思いました。 
 
【菅野委員長】 
 事業の実態としては、それほど、ばらつきがあるとは思わないのですが、いかがですか。 
 
【事務局：佐々木部長】 
 国の事業自体が分かれているというのはあります。石狩市の場合は、調査というのが「森

林整備地域活動支援事業」になりまして、間伐が今の「私有林間伐推進特別対策事業」に

なります。この間伐という部分に上乗せして補助をしていますので、こういう形になって

おります。 
 
【堀委員】 
 「森林整備地域活動支援事業」は、間伐しなければいけない木を調査するというもので、

「私有林間伐推進特別対策事業」で調査したものを実際に間伐するということですか。 
 
【事務局：佐々木部長】 
 そうです。「森林整備地域活動支援事業」の事業は、協定を締結した上で、調査を行うと

ころまでです。調査に係るお金を補助しているのがこの事業です。 
 
【堀委員】 
 「森林整備地域活動支援事業」の事業評価シートの手段の中に伐採、植樹などの記載が

あったので、伐採などが「森林整備地域活動支援事業」でも行われていると思っていまし

た。調査だけということですか。それであれば、評価のコメントも変わってきます。 
 
【菅野委員長】 
 森林整備などの事業は、市が関わらないものもありますので、難しいと思います。単に

この事業だけで私有林が整備されている訳ではないということになります。国や道、森林

組合で実施されている事業もあります。 
 最終的にどこまで事業の内容を理解して評価を行うかということはありますが、国の制

度や仕組みまでは詰めきれない事業だと思いますので、この私有林の整備が非常に厳しい

という状況をいかに理解して、市がこの事業を進める姿勢を評価していくべきではないか

と思います。 
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【堀委員】 
 わかりました。この事業は、上乗せ補助を行っている事業ということと、「森林整備地域

活動支援事業」が調査事業ということであれば、効率性の「私有林に関する事業の一本化

を図る」という部分も変わってきますので、確認して変更したいと思います。 
 
【菅野委員長】 
 「一本化」という言葉ではなく、連携という視点で、置き換えて表現すればいいのでは

ないでしょうか。連携することで、より効果的な事業を進めることが出来るなど。 
 これまでの森林整備関係の評価からも総合評価「Ｃ」よりも少し高い評価になると思い

ますが、いかがでしょうか。 
 
【門馬委員】 
 初年度で 64.0％もの実績がありますので、そうなると思います。 
 
【堀委員】 
 そうですね。達成度「Ｂ」、必要性「Ｂ」、有効性「Ｃ」、効率性「Ｃ」として、総合評価

「Ｂ」にしたいと思います。それぞれの評価のコメントはもう一度「森林整備地域活動支

援事業」とこの事業の内容を確認して修正します。 
 
「４－１９」 
【堀委員】 
 「市有林伐採事業」については、達成度は目標値を達成しているので「Ａ」としました。

必要性は地球温暖化防止に森林の果たす役割が大きく、森林の管理として必要ということ

から「Ａ」としました。有効性は立木調査が実施され計画的に事業が進められているとい

うことから「Ａ」としました。効率性は市有林整備事業との一体的な事業が必要と考え「Ｂ」

としました。 
 総合評価としては、今後も適正な管理に期待するということで「Ａ」としました。 
 
【菅野委員長】 
 これまでの森林関係の評価から見ると、かなり良い評価となっていますね。 
 
【堀委員】 
 事業実施の背景で「人工林を管理するなかで、伐採時期に到達したものを伐採し次の植

林施業の準備をすることで適切な森林管理を行う」とあり、こうした、伐採だけではなく、

施業の準備も行っているという点で、他の事業では見られなかったということからも、評

価として高いと思いました。 
 
【門馬委員】 
 私もこの事業については、高い評価で良いと思いました。 
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【菅野委員長】 
 私はここまで高い評価にしていませんでした。この事業の伐採だけを見れば良い評価に

なりますが、市有林伐採事業以外のもっと伐採事業全体の運営としては、どうなのかとい

うところも考えてみました。 
 
【門馬委員】 
 私はこの事業での伐採というところだけを見ても良いと思います。全体的な評価は、施

策評価で行うべきだと思います。 
 
【徳田副委員長】 
 確かに全体として、どうかということも必要ですが、この事業に集中して評価するとい

うことも必要だと思います。ただ、成果指標の達成率が 103.2％と確かに目標値を上回って
はいるのですが、達成度としては、果たして「Ａ」でいいのかと疑問に思います。私は「Ｂ」

でいいのではないかとも思います。 
 
【門馬委員】 
 それと、有効性で「立木調査が実施され計画的に事業が進められている」というコメン

トですが、効率性にあたると思うのですが、いかがですか。 
 
【徳田副委員長】 
 有効性のところは、「人工林の更新のために必要」というコメントがあっていいと思いま

す。 
 
【菅野委員長】 
堀委員の方で少し、この辺の表現を考えてみて下さい。 
 皆さんの意見からしますと達成度「Ａ」、必要性「Ａ」、有効性「Ａ」、効率性「Ｂ」で、

総合評価は「Ａ」ということになりますでしょうか。それでは、堀委員の案のとおりの評

価とします。 
 
「４－２０」 
【堀委員】 
 「家畜伝染病発生予防事業」です。達成度は伝染病の発生件数「0」を継続していること
から「Ａ」としています。必要性はＢＳＥや口蹄疫などが大きな被害をもたらしており、

予防と被害を最小限にすることが必要ということで「Ａ」としました。有効性は伝染病の

発生がない事を効果として評価し「Ａ」としました。効率性は平成 22年に 3地区に設置し
ていた自主防疫組合を統合する予定ということからも「Ａ」としました。 
 総合評価は、家畜伝染病は畜産だけに止まらず農業への風評被害などをもたらすことが

考えられることから、今後も発生件数「0」を目指すことが大切ということと、平成 22 年
に 3 地区に設置していた自主防疫組合を統合して 1 組合にすることが決まり、今後も伝染
病発生予防への活動が期待されるということからも「Ａ」としました。 
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【菅野委員長】 
この種の事業の達成度については、伝染病を発生させないということが大前提です。こ

れについては、評価せずに「成果指標の設定に馴染む事業ではない」ということにしては

いかがでしょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 達成度は評価しないということで、いいと思います。ただ、発生件数は「0」であるとい
うことは、コメントとして入れておいていいと思います。 
 
【菅野委員長】 
 コメントは入れておくべきだと思います。私が担当する「子育て支援の充実」でも、こ

の種の事業がいくつかあって、達成度については、「評価に馴染まない」ということと、成

果指標の実績に対するコメントは入れてあります。 
 
【堀委員】 
 そうですね。ここでの成果指標でいけば、発生させないということが大前提なので、「評

価には馴染まない」ということに変更します。 
 
【菅野委員長】 
 あと、この事業での実施主体ということで言えば、どこが主体になってくるのでしょう

か。市が主体ではないですね。 
 
【事務局：佐々木部長】 
 家畜を飼っている農家になります。 
 
【菅野委員長】 
 自衛防疫組合の構成員として、市は入っていますか。 
 
【事務局：佐々木部長】 
 市は構成員ではありません。 
 
【菅野委員長】 
 この種のものは、国や道が所管することになりますが、そうしますと、市はどのような

立場になってきますか。 
 
【事務局：佐々木部長】 
 自衛防疫組合の活動を支援していることになります。例えば、小額ではありますが補助

金を交付していますし、ワクチンの発注や予防注射の際には補助にも行っています。 
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【菅野委員長】 
 今の説明のようにこの事業は、あくまで側面的な支援を行う事業で、それほど大きな規

模の事業ではないということからも全て「Ａ」ということにはならないのではないかと思

いますが、皆さんいかがでしょうか。 
 
【門馬委員】 
 もしかすると、市はやらなくてもいい事業といえるかもしれませんね。組合が自主的に

行うべき事業などの判断もできるかもしれません。 
 
【徳田副委員長】 
 ただ、事業評価シートの「イ 市関与の必要性」では「市町村自衛防疫組合として、防

疫活動を行う必要がある」ということからも、市はかなり関わっていると思います。 
 
【堀委員】 
 達成度を評価しないことも含め、評価を見直していくうちに、この事業自体が評価に馴

染まないのではとも思ってきました。 
 
【菅野委員長】 
 まったく市が関与しないということにはならないと思いますし、ある程度の関与は必要

であると思います。そういうことからいえば、必要性では、「家畜伝染病に関することは、

国や道が所管するものであるが、地元の家畜衛生の観点からも、市として、ある程度の関

与が必要である」などの評価となると思いますので、「Ｂ」評価が妥当だと思います。 
 
【堀委員】 
 問題点を指摘できる事業でもないですね。達成度は評価に馴染まないということで、必

要性は「Ｂ」、有効性「Ｂ」、効率性「Ｂ」として、総合評価も「Ｂ」ということでよろし

いでしょうか。 
 
【菅野委員長】  
 この事業では、そういう評価になってくると思いますが、皆さんよろしいでしょうか。 
 それでは、次の事業の説明をお願いします。 
 
「４－２１」 
【堀委員】 
「有害鳥獣駆除事業」です。達成度は「Ｃ」としていましたが、目標値の設定がないの

で、ここは評価しません。必要性は有害鳥獣の被害は各地で拡大しており、駆除が必要と

いう考えから「Ｂ」としました。有効性は箱わなを増やしているが、アライグマは繁殖力

が高く生息数も増加傾向にあり成果が上がらないというところから「Ｃ」としました。効

率性は「農作物に影響を与えない駆除方法が取られていることから、今後も箱わなを増や

すことが現在の有効策」としつつ、「被害はアライグマに限らず増えているので対策が必要」
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ということも加え、「Ｂ」としました。 
総合評価は「農作物被害額を目標値として設定するのは困難と思うが、ある程度の被害

額を想定し対応する必要がある」とし「Ｃ」としました。 
 
【徳田副委員長】 
私も総合評価は「Ｂ」か「Ｃ」だと思います。 
 
【菅野委員長】 
石狩市の現況からすると、アライグマの被害だけですか。この事業評価シートの中では、

書かれていませんが、鹿の被害もあると思います。どうでしょうか。 
 
【事務局：佐々木部長】 
被害金額でいえば、鹿の被害の方が大きいです。ただ、増え方はアライグマの方がもの

すごい勢いで増えています。 
 
【徳田副委員長】 
被害が増えているということは、あまり効果のない事業という見方もできるわけですね。 

 
【菅野委員長】 
 これらの実態を考慮すると、アライグマ、鹿などによる被害は増加しており、対策は喫

緊の課題であるということが言えるのではないでしょうか。そういうことからも、一つ一

つ、細かく見ていくよりも、市としては、関係機関と協力して対策にあたるべきという大

きな視点で評価した方がいいと思います。 
 
【堀委員】 
 鹿やきつねなどの駆除に関しては、申請に対して許可をするものなので、予算は発生し

ていないということですね。必要性はある事業ということは言えますね。 
 
【菅野委員長】 
 行政の関与は必要だということで、必要性は「関係機関との連携が必要」などのコメン

トで、オール「Ｂ」評価程度が妥当ではないかと思いますがいかがでしょうか。 
 
【門馬委員】 
 オール「Ｂ」評価になると思いますね。 
 
【堀委員】 
 達成度は評価しないで、必要性「Ｂ」、有効性「Ｂ」、効率性「Ｂ」、総合評価「Ｂ」とし

ます。コメントにつきましては、アライグマ以外の被害や関係機関との連携についてのコ

メントを入れてみます。 
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「４－２２」 
【堀委員】 
「牧野管理運営事業」について、達成度は目標値に対する実績値が低いことと、目標値

の設定が適正なのかが疑問に思いましたので「Ｃ」としました。必要性は畜産経営者の状

況及び市が進めている和牛のブランド化の推進には必要な事業と考え「Ｂ」としました。

有効性は成果指標にある目標値に対し平成 21年度の実績値は肉用牛放牧頭数で 56％、肥育
素牛で 74％であることから、成果が上がっているとは言い難いので「Ｃ」としました。効
率性は指定管理者制度を利用した委託の検討が行われていますが、早期実現に向けての取

組みが必要と考え「Ｃ」としました。 
総合評価は「昭和 43年に村営牧場として開設しているが、40年が経過しており、利用者
の意見を反映させた上で指定管理者及び民間委託を考える必要がある」と考え「Ｃ」とし

ました。達成度のところですが、この達成率 56.9％と 74.0％となっていますので、基準か
らすると「Ｂ」になりますか。 
 
【菅野委員長】 
 私共の基準からすると「Ｂ」評価になってくると思います。肉用牛放牧頭数は 56.9％と
低い数値ですが、肥育素牛出荷数は 74.0％ということから、客観的に見て「Ｂ」という評
価に落ち着くと思います。 
 
【徳田副委員長】 
 ここの成果指標で、疑問に思うところがあります。肥育素牛出荷数の実績が 111 頭とな
っているのですが、「４－４ 和牛振興事業」を見ると成果指標の繁殖素牛出荷頭数は 111
頭、肥育牛出荷頭数が 9頭となっています。数値的に見て正しい実績値なのでしょうか。 
 
【菅野委員長】 
 このような事業で、出荷頭数を指標として設定することに無理があるということですか。 
 
【徳田副委員長】 
 私はもともと、根底からこの和牛に関する事業については、厳しい評価としています。

数値的に見ても間違った実績値なのか、それとも本当にこれだけの実績値しかないのかと

いうことです。 
 
【徳田副委員長】 
 市がブランド化ということを言っているので、単純に廃止ということは言えないと思い

ますが、和牛や牧野などで色々と経費が掛かっているわけです。豚のように成果があると

は言えないと思うのです。そういうことからも、浜益の地域性の問題もあるのでしょうが、

あまりにも予算を投入しているのではないかと思います。 
 
【菅野委員長】 
 徳田副委員長としては「Ｄ」評価でもいいのではないかということですね。 
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【徳田副委員長】 
 そうです。 
 
【菅野委員長】 
 和牛振興事業の場合は 11万円程度の助成であれば、もう必要ないのではないかと思いま
すね。もう 40 年も 50 年も経っていますし、市が助成する意味は乏しいということが言え
るということですね。 
 
【徳田副委員長】 
 そうです。和牛振興事業やこの牧野管理運営事業はもう市の関与は必要ないと思います。 
 
【菅野委員長】 
 和牛振興事業は、自立した形で行えると思いますので、市の関与はもう必要ないと思い

ますが、牧野管理運営事業に関しては、市の関与は必要だと私は思います。 
 
【徳田副委員長】 
 牧野管理運営事業についても、廃止とまでは言えないですが、いい事業とも言えないと

思います。 
 
【門馬委員】 
 確かにこの事業だけを見ると評価としては良くないです。ただ、以前の勉強会の時に話

しがあったのですが、和牛振興事業の和牛がもたらす稲作、肥料などの連関から、これら

の事業は「Ｄ」評価にはできないというお話しでした。 
しかし、浜益牛と言われても、誰も知らないという話しもありましたね。 

 
【菅野委員長】 
 牧野管理運営事業の場合は、和牛のためにあるという限られた判断でいいのかという問

題があります。石狩市の和牛以外にも利用がありましたよね。 
 
【事務局：佐々木部長】 
 一部当別町から牛が来ていると聞いています。 
 
【堀委員】 
 この牧野管理を適正に運営していくということを考えると、目標数に達成すれば、適正

な管理運営が可能だということだと思います。しかし、達成率は一番高い年でも 62.4％と
低い状況で、「Ｂ」評価は少し高いと思います。こういう非常に厳しい状況なので、市の直

営ではなく、指定管理者制度や委託によって、運営をしてくことも必要だと思います。そ

ういうことからも「Ｄ」評価は難しいと思いました。 
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【徳田副委員長】 
 私は「Ｄ」評価、「廃止」でもいいと思いました。 
 
【菅野委員長】 
 徳田副委員長の考え方もあると思いますが、あまりにも和牛と繋げてしまうと評価とし

て違ってくるのではないでしょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 ただ、この事業の目的は「優良な肉用牛の生産及び育成」となっているわけですが、「牛」

が主体的ということだと思います。 
 
【事務局：佐々木部長】 
 当別から来ているのはわかりませんが、浜益で飼われているのは、全て黒毛和牛です。 
 
【菅野委員長】 
 色々と意見がありましたが、最終的にどのような評価としますか。総合評価は堀委員の

案の「Ｃ」として、指定管理者制度の導入も考える必要があるなどの指摘を入れた中で観

点別評価を見ていきましょうか。 
 
【堀委員】 
 達成度は基準からすると「Ｃ」ではなく、「Ｂ」評価にします。必要性については、「Ｂ」

としていましたが、これは皆さんの意見からすると「Ｃ」という評価でいいでしょうか。 
 
【門馬委員】 
 そうしますと、達成度「Ｂ」、必要性「Ｃ」、有効性「Ｃ」、効率性「Ｃ」、総合評価「Ｃ」

ということですね。 
 
【菅野委員長】 
 よろしいでしょうか。それでは、次の事業をお願いします。 
 
「４－２３」 
【堀委員】 
 「農業委員会事務局事務」ですが、達成度は「Ｃ」としていましたが、目標値の設定が

ないので、評価はしないということに変更します。必要性は農地に関し知事から意見を求

められる委員会であり、権限もあるということと、農地を保全し、有効活用するためにも

必要な委員会と考え「Ｂ」としました。有効性は法律に基づいた申請などに関する事務で

あるため、成果などは見込めないため「Ｂ」とし、「石狩の農業を振興する観点から女性委

員登用の必要性がある」は削除します。効率性は市の財政状況から報酬の見直しは必要と

考え「Ｃ」としました。 
総合評価は耕作者の権利取得のため、今後も期待される事業ということから「Ｂ」とし
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ました。 
 
【菅野委員長】 
 必要性ですが、ここまでの具体的なものよりは、もっと簡単に「農業委員会は、設置義

務のある行政委員会」ということでいいのではないでしょうか。 
 
【門馬委員】 
 そうですね。その方が分かり易いですね。 
 
【堀委員】 
 そのように必要性を変更します。 
 
【徳田副委員長】 
 先程、有効性で「石狩の農業を振興する観点から女性委員登用の必要性がある」は削除

するとのことでしたが、これは、女性の目から見た農業振興という意見が必要との考えが

あったからですね。 
 
【堀委員】 
 そうです。ただ、有効性で書くよりも、総合評価などでコメントした方がいいのではな

いかと思いました。いま、農業委員会には、議会枠で 1 名の女性委員がいますが、選挙に
よって、農業者から選ばれた女性委員がいないです。農業振興計画の策定では、一般公募

で女性の消費者の方達も携わっていますので、そういうことからも、農業の振興には、消

費者の視点も大事ですが、女性の視点も大事だと思いました。 
 
【徳田副委員長】 
 総合評価に入れていいのではないかと思います。 
 
【門馬委員】 
 私もこのことを入れるのであれば、総合評価だと思います。 
 
【菅野委員長】 
 女性の視点ということも、行政としては必要だと思います。農業委員会という性質上、

難しいことかもしれませんが、必要なことだと思います。総合評価に入れましょう。 
 次に効率性の報酬の見直しについてですが、皆さんはどう考えますか。 
 
【徳田副委員長】 
 これについては、私も見直しをしていいと思っています。実績として、各種委員会や色々

な視察も行っているようですが、総会は月に 1 回、平均して 1 時間程度の会議ということ
ですから、現在の報酬額の会長月額 47,000 円、委員月額 36,000 円は少し高いようにも思
えます。 



 18 

【菅野委員長】 
 この報酬額は市単独で決めることが出来ます。市の財政状況から報酬の見直しが必要と

いうよりは、この種のものは、色々と世間で話題にもなっていますので、近年では特に委

員報酬に対する世間の考え方が厳しいものとなってきているということと、現在の活動状

況などからも、報酬の見直しの検討が必要ではないかということが言えると思います。 
 石狩市だけのことではなく、農業委員会の実態として、農地転用などで適正な申請であ

れば、受けざるを得ない状況で、農地が減ってきている中、農業委員会の存在そのものが

問われています。 
 
【堀委員】 
 法律に沿った申請であれば、それを受付けなければいけないという実情もあり、農業委

員会の立場や権限そのものの問題ということもありますが、効率性では、報酬の見直しに

ついて、先程皆さんからあったことを入れておきます。 
 
【菅野委員長】 
 これで、「農林業の振興」について、終わります。休憩後は「道路網の整備」から始めま

す。 
 

～ 休憩 ～ 
 
【菅野委員長】 
 それでは、再開します。 
門馬委員に作成して頂いた「道路網の整備」について、進めていきたいと思います。そ

れでは、門馬委員お願いいたします。 
 
「１－１」 
【門馬委員】 
 「道路整備事業」については、達成度は成果指標の道路整備延長が 66.0％、歩道整備率
73.0％となっており、前年度に比べ、若干下がってはいますが、60％以上の達成率となっ
ていますので「Ｂ」としました。必要性は道路は市民生活にとって、基本的なインフラで

あり、必要性は高いということで「Ｂ」としました。有効性は安全で便利な市民生活の実

現に有効であるとし「Ｂ」としました。効率性は以前のヒアリングでも「路線整備計画」

なるものが示されていませんでした。やはり、このような整備事業などでは、全体計画が

あるべきではないかということから「Ｃ」としました。 
 総合評価は効率性と同様、ヒアリング時の「事業評価シート「②今後の事業の方向性」

で「路線整備は計画的に進める」とありますが、計画はいつどのように作られ、決定はど

のようになされているのか」という質問に対し、「国庫補助採択用件に合う路線を決定し、

緊急度や優先度などを勘案して決定する」という回答でした。確かに国庫補助要件によっ

て、優先度などが決まるということはあると思いますが、やはり、市として、全体整備計

画を作った上で整備を進めるということが必要ではないかというから「Ｂ」としました。 
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【菅野委員長】 
 整備計画が示されていないとのコメントですが、何かしらの計画はあると思うのですが。 
 
【事務局：佐々木部長】 
 成果指標の道路整備延長で平成 20 年度と平成 21 年度にかけて、道路整備延長の目標値
が変わっていますので、道路整備計画を見直したために目標値が変更になっているのだと

思います。 
 
【菅野委員長】 
 こういう事業について、まったく計画がないということにはならないと思いますので、

ここで、計画がないと言い切ってしまうのはいかがでしょうか。総合計画の中でも色々と

事業が想定されているので、計画がないということにはならないと思います。 
 
【門馬委員】 
 計画があれば示されていたと思うのですが、ここでは、整備にかかわる全体計画がある

べきとのコメントにしておきます。評価としては「Ｃ」でよろしいでしょうか。 
 
【菅野委員長】 
 その程度の表現がいいと思います。評価は案のとおり「Ｃ」でいいと思います。 
 総合評価についても、効率性からして、「市民要望などを勘案しながら、より計画的に進

める必要がある」などの表現に変更しましょう。 
 
「１－２」 
【門馬委員】 
 「道路環境保全事業」についてです。これは、道路愛護組合 12団体への交付事業になり
ます。達成度は成果指標として掲げてあるものは「目標値」としてなじまないということ

をコメントし、評価はしませんでした。必要性は制度創設以来 50 年が経過しているので、
必要性に疑問があるとし「Ｃ」としました。有効性は事務の目的と現実がずれていること

から「Ｃ」としました。効率性は市が直営で行うよりは安価で済んでいることから「Ｃ」

としました。 
 総合評価は「昭和 35年から継続して行われており、その間社会経済状況は相当に変化し
ているが、手段方法、効率性などについて再検討するべきである」とし「Ｃ」としました。 
全体として、この事業は、「役に立っている事業なのか」など非常に評価に悩みましたの

で、皆さんの意見をお聞かせいただければと思います。 
 
【菅野委員長】 
 制度創設当時は、砂利道や草なども多い未整備の道路が多かったので、地域の住民が道

路環境を保全していこうということで、そこへ行政が補助という形でかかわってきた事業

だと思うのです。長い歴史の中で行われてきた事業で、市全域に団体が組織化されていな

いということは、それなりの理由もあるわけで、色々と歴史的経緯のある事業だと思いま
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す。当時の評価は高い評価であったかもしれませんが、今の評価では、目的と実態がずれ

ており、評価としては低い評価にもなると思います。ただ、経費の部分で見ると、行政が

直営で行うよりも安価で行われている実態もあるわけで、それらをどう評価していくか難

しいところではあります。 
 
【徳田副委員長】 
 この道路愛護の 12団体を見ますと、農業関係の団体がほとんどだと思います。これまで
も農業関係で予算措置をして行なってきたわけですが、もうそろそろ、自分達の農地の周

りくらいは、自前で行っていただいてもいいと思いますね。 
 
【菅野委員長】 
 私共も生活道路のエリアなどの自分達の周りは、町内会に関係なく、近所などと協同し

て清掃などを行っていますが、農道では、市道なのか私道なのかはっきりしない道路もあ

るので、現在もこの事業が継続されているということもあるかもしれません。 
  
【堀委員】 
 この事業に関連して、農業の振興の事業で、農道などの農業に直接関係しているものは、

「道路環境保全事業」から「農地・水・環境保全向上対策事業」へ移管したものがあると

いうことでした。ただ、一般の生活道路などでは、市が管理をしていますが、それ以外の

部分の除草など、自分達の周りは自分達で行っています。その中で、事業評価シートの「③

改革改善を実現する上で解決するべき課題とその解決策」では「交付金の改善等を行い組

合の負担軽減を図る」とあり、負担金の増額に向けた見直しということを言っているわけ

で、この考えはどうなのかなと思いました。 
 
【菅野委員長】 
 色々と意見がありますが、ここの評価では、細かくポイントを絞った評価よりも、もっ

とトータルした見方が必要だと思います。例えば、必要性では「制度創設から 50年が経過
しているので、必要性について疑問がある。」などの表現にして、有効性については、道路

環境の保全ということから言えば、それなりの効果があるということになると思います。

総合評価では、「その後の社会経済状況は相当に変化しており、この制度が現状にあってい

るか疑問があるので、事業のあり方などについて検討する必要がある」などの評価になる

と思います。 
 
【門馬委員】 
 「制度創設から 50年が経過しているということと、この制度が現状にあっているかどう
か疑問」という表現で修正します。そうしますと、有効性は「それなりの効果が上がって

いる」として、「Ｃ」評価から「Ｂ」評価になりますね。効率性の評価はどうなりますか。 
 
【徳田副委員長】 
 効率性は「Ｂ」ではなく、「Ｃ」評価にして、「予算額は大きいものではないが、行政に
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依存している体質を変えていく必要がある」というコメントがあってもいいと私は思いま

す。要はこのまま続けていく必要のある事業かということを言っているわけですが。 
 
【菅野委員長】 
 私も効率性は「Ｃ」評価で考えていました。コメントとしては、「一部の地区で行われて

いる」という観点になります。 
 
【門馬委員】 
 確かにこの事業は、特定の道路愛護団体を対象としていて、市全体を網羅している事業

ではないですね。「事務の対象が一部の地区に限られているのは疑問である」というコメン

トで「Ｃ」評価にします。 
 
「１－３」 
【門馬委員】 
 「道路維持補修事業」については、達成度は成果指標として「道路の整備により市内外

の移動が以前よりも便利になったと感じる市民の割合」が設定されていますが、掲げてあ

る成果指標は成果指標として適切ではないとコメントし、評価はしませんでした。必要性

は市民生活にとって、道路は必要かつ基本的なインフラであるとし「Ａ」としました。有

効性は企業活動、市民の日常生活にとって、安全に通行できる道路は必須であるというこ

とから、「Ａ」としました。効率性は「限られた予算を有効に活用するために行き当たりば

ったりの工事ではなく計画性が必要」とし「Ｃ」としました。 
 総合評価は「今年度から橋の長寿命化計画が策定されるとのことだが、橋だけに限らず、

市全体の「市道修繕計画」を策定し、計画的、効率的に進めるべき」とし「Ｂ」としまし

た。 
 
【菅野委員長】 
 必要性は確かに高いのですが、道路の維持は行政として当たり前に行っている事業です

ので、当たり前の事業を進めていくということでは「Ｂ」評価になってくると思うのです。 
除雪で言えば、これも市がやらなければいけない事業で、最低限の除雪を行ったとして

も、道路環境を守れるわけです。そういうことから、「Ｂ」という評価になると思います。

そして、通常よりも、より良い道路環境を確保できた除雪の場合には「Ａ」という評価に

なってくると思うのです。市の関与が高い事業で、当たり前に行われるものについては基

本を「Ｂ」と考え、それ以上の効果があった場合に「Ａ」評価となってくると思うのです。 
 
【徳田副委員長】 
 この事業に関しては、市にしかできない事業ですので、必要性は高いと思います。「Ａ」

評価でいいと思います。先程の「道路整備事業」では、「Ｂ」という評価でしたが、平成 21
年度に整備を行った路線を見ても、これは限られた地区の砂利道を舗装したという内容に

なっていますので、果たしてこの路線での舗装は本当に必要なのかというところでは、必

ずしも必要というわけでもないと思いますので、「道路整備事業」と「道路維持補修事業」
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の必要性は同じものとは言えないと思います。 
 
【菅野委員長】 
 それでは、「Ａ」という評価にしましょう。 
 次に有効性ですが、その前に効率性の「限られた予算を有効に活用するために行き当た

りばったりの工事ではなく計画性が必要」とありますが、この事業内容からすると、軽微

な補修などに限られていると思います。「修繕計画を策定」というところまで、言えるので

しょうか。所管としては、計画書とまではいかないまでも、何らかの計画があるから、予

算要求なども行えていると思うのです。維持補修という事業の性質から、橋のように長寿

命化計画までのようなものではなく、経年劣化による路線の補修などを限られた予算の中

で、それなりの計画を立てて行っていると思いますので、計画がないということは言えな

いと思います。もう少し、道路維持全体を見て評価した方がいいと思います。 
 
【門馬委員】 
 ただ、ヒアリングの時には、そういった計画を示されていませんでした。修繕というこ

とであっても、計画というものは必要だと思います。例えば、昭和何年に作った道路で、

何年経ったら補修が必要かとうことは想像できると思うのです。そういうことからも、市

として、年度毎に補修が必要な道路を把握していると思いますので、修繕計画を作ること

はできると思います。もちろん緊急的に行わなければいけない補修もあるとは思いますが、

修繕計画を策定し、計画的、効果的に進めることができると思うのです。 
 また、ヒアリングの時に「今後は新たな整備より、既存の施設の維持補修に力点が置か

れるだろうと考えられるが、その計画は策定されているのか」という質問に対し「市管理

の道路施設の橋梁については、現在、長寿命化計画を策定中で、今年度は、18橋の点検と

計画の策定をおこなうが、平成24年度までに全144橋の点検と長寿命化計画の策定を目指

す。」という回答があったので、道路維持に関しても何らかの計画が必要と思い、このよう

なコメントを入れました。 
 
【徳田副委員長】 
 この事業評価シートの「③手段」を見ると、ロードマーク塗装、道路の補修や路面清掃、

街路樹の剪定などが書かれており、道路の補修にしても、本当に軽微な補修だと思います。

老朽化した道路の補修や橋梁の補修などのもっと大規模な補修は、ここの事業に馴染まな

いような気がしますし、それこそ先程の「道路整備事業」に入ってくるように思います。 
 
【菅野委員長】 
 この「道路維持補修事業」の事業評価シートに記載されている予算では、道路の大規模

改修や橋梁の補修に対応できないと思います。おそらく別枠で予算措置をしていて、徳田

副委員長も仰っていたように「道路整備事業」などで行われているのではないでしょうか。 
 
【事務局：佐々木部長】 
 ここの「道路維持補修事業」では、道路に穴が空いていたら、塞ぐ程度の本当に簡単な
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補修だと思います。 
 
【菅野委員長】 
そういう事業内容だと思うのです。修繕計画を立てて行う程の事業ではないと思います。 

 
【徳田副委員長】 
 そういうことであれば、計画ということは言えないですね。 
 
【門馬委員】 
 ヒアリングの際に、この事業で長寿命化計画などの話しをされていたと思ったのですが、

そういうことではないということですね。 
 そうしますと、評価が根本的に変わってきますね。必要性、有効性、効率性はどうなり

ましょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 必要性は「Ｂ」になると思います。 
 
【菅野委員長】 
 この種の事業は、細かく見るより、全体としてどうなっているかという視点で評価して

くことが大事です。行政がやらなければならない事業で、淡々と進めていると思いますし、

まあまあの評価になってくると思うのです。 
 
【門馬委員】 
 そういうことで言えば、必要性、有効性、効率性は全て「Ｂ」評価になりますね。総合

評価も「Ｂ」でよろしいでしょうか。 
 
【菅野委員長】 
 オール「Ｂ」という評価でいいと思いますが、皆さんいかがでしょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 いいと思います。 
 
【堀委員】 
 いいと思いますが、経年劣化によって、補修が必要なのは明確に分かっていることなの

で、どこかの評価のコメントで、「計画的に補修を進める必要がある」ということは記載し

ておくべきだと思います。 
 
【菅野委員長】 
 私もそう思います。道路や橋梁の大規模改修については、そう簡単な事業ではないです。

こういうものは、ある程度の年数と計画性を持った中で行う必要があり、それに対応する
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ためには、的確な調査などを進めるべきなどのコメントを入れる必要があります。 
 
【徳田副委員長】 
 事業の個別評価でのコメントよりは、施策評価でのコメントになりますか。 
 
【菅野委員長】 
 施策評価でコメントするにしても、個別事業でも指摘や意見などを入れておかないと施

策評価に繋がっていかないので、この「道路維持補修事業」の評価のコメントでも入れて

おく必要があります。 
 
【門馬委員】 
 それでは、総合評価でコメントを入れておきます。 
 
「１－４」 
【門馬委員】 
 次に「道路交通環境管理事務」についてです。達成度は掲げてある成果目標は成果目標

に馴染まないということで評価していません。必要性は市民が安心して暮らすためには当

該事業の必要性が高いとし「Ｂ」としました。有効性は交通安全、安全通行のために有効

性は高いとし「Ｂ」としました。効率性は街路灯、道路標識の修繕に当たっては計画的に

行い、効率性を高めるべきとし「Ｃ」としましたが、これまでの考え方からいけば、「計画

的に」ということよりは、「Ｂ」評価として、「コストを意識して実施されており、効率性

は保たれている」というコメントに修正させていただきます。 
 総合評価についても、「修繕計画を立てて、より効率的な執行を目指すべきであり、成果

目標も具体的に挙げるべき」というコメントですが「市民の交通安全に寄与している。今

後も良好な道路環境の維持に取り組むべき」というコメントにして、「Ｂ」評価とします。 
 
【徳田副委員長】 
 あと、昨年に評価した市民生活課が所管する「防犯灯維持管理業務」で、改革・改善の

方向性で「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。」として

いたのですが、これが、達成されたのかが気になります。この「道路交通環境管理事務」

の事業評価シートの有効性の評価理由で「市民からの通報体制を整えることで迅速な対応

が可能となる。」と書かれているということは、まだ、達成されていないということでしょ

うか。 

 

【門馬委員】 

 これについて、ヒアリングでも質問をしました。「街路灯等について市民からの通報を一

元化すると聞いていたが、具体的に進んでいるか」という質問に対して「照明灯について

は、市の担当がそれぞれ違うことから、通報に対してそこの部署でまず聞き取り、その後

部内連絡で担当部署に連絡し対処することとしており、電話での担当部署間のたらいまわ

しをしないよう内部で調整しているところです。」という回答があり、まだ、達成していな
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いということです。有効性でコメントしたいと思います。 

 

【菅野委員長】 
 よろしいでしょうか。 
 
【全員】 
 結構です。 
 
【菅野委員長】 
 それでは、次に「石狩湾新港地域の振興」に入ります。門馬委員お願いします。 
 
「５－１」 
【門馬委員】 
 「港湾振興事業」についてです。達成度について、ここでの成果指標は、景気の動向に

よって、大きな影響を受けるので、達成度としてこれら成果指標は成果指標として馴染ま

ないと判断したのですが、成果指標の「石狩湾新港貿易額」は 92.0％と高い数値になって
いますので、「成果指標の取扱い貨物量は 47.9％と低い達成率ではあるが、貿易額は 92.0％
と高い」というコメントとし、「Ｂ」評価へ変更したいと思います。必要性は「港湾振興事

業は企業誘致と密接に関係する事業であり、必要性は高い」ということで「Ｂ」としまし

た。有効性は「新港に出入りする船舶が増えることは、企業活動の活発化、更には新港地

域の振興に繋がるので有効性は高い」とし「Ｂ」としました。効率性は「石狩湾新港地域

貿易経済促進会の負担金のあり方を再検討するべき」とし「Ｃ」としました。 
 総合評価としては、ポートセールスをするに当たって「石狩イコール札幌」を大いに訴

えるべきということと、札幌市が行う企業誘致の際に石狩湾新港を「いわゆる札幌港」と

して売り込んでもらうのも有効な一方法ではないかと考え「Ｂ」としました。 
 
【徳田副委員長】 
 この評価でいいと思います。総合評価の指摘もこれでいいと思います。あと、平成 21年
度の成果ではないのですが、今年の 6 月にこの石狩湾新港が重点港湾として、国土交通省
から選定されたことにも触れてコメントをしていいと思います。この重点整備拠点として

選らばれた機会に、ポートセールスにおいて、より積極的に石狩イコール札幌を訴えてい

くべきなどのコメントとしてもいいと思います。 
 
【菅野委員長】 
 港湾振興という観点から、重要なことだと思いますが、この事業の趣旨からいくと、石

狩市はどのくらいの役割を担うべきなのでしょうか。 
 
【事務局：佐々木部長】 
 新港管理組合がありますので、本来、新港管理組合が中心となって進めていくべきこと

ではあるのですが、新港地域ということでは、小樽港との絡みもあり、ここが中心となっ
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て動くということが難しい状況にもあります。そういうことで言えば、石狩市が主体とな

って動くという場合はあります。実際にコンテナ船が増便されましたが、これについても、

新港管理組合が動きにくかったために、石狩市が主体となって動いたということもありま

す。そういう意味では、相互補完的な関係ということです。 
 
【菅野委員長】 
 そういうことからも、有効性ではもう少し全体を見るということからも「コンテナ船の

増便が実現するなど効果は上がっている」などの簡単な表現でいいと思います。 
効率性でも「促進会の負担金のあり方を再検討するべき」という表現よりは、事業を進め

ていく上で、必要な関係団体であって、所管としては、負担率の平準化ということを言っ

ていますので「促進会の構成員の負担率の見直しを検討する必要がある」などの表現でい

いと思います。 
 
「５－２」 
【門馬委員】 
 「企業誘致推進事業」についてです。達成度は景気低迷の影響で伸び率は低いが、一定

程度の成果は挙げているとし「Ｂ」としました。必要性は激しい「港間競争」に勝ち抜く

ためには必要性は高いと考え「Ａ」としました。有効性は企業誘致に直接係わる事務であ

り、また成果も挙げているので「Ｂ」としました。「効率性」は札幌市との連携は大変有効

な手段であり、効率性は高いとし「Ｂ」としました。 
 総合評価は「この活動において、札幌市との連携が始まって成果が上がっているが、む

しろ遅きに失した感があり、港を持たない札幌市にとっても新港をシティーセールスのポ

イントの一つとして使えるのは、大いなるメリットになるので、本市は更に札幌市と共同

歩調をとるべき」と考え「Ｂ」としました。 
 
【菅野委員長】 
 必要性の部分ですが、港間競争に勝ち抜くために必要ということよりは、先程の重点港

湾の話題なども踏まえ、「積極的な展開が求められている」などの表現になってくると思い

ますがいかがですか。 
 
【門馬委員】 
 「市として企業誘致を率先して図るため、積極的な展開が求められている」という表現

に変えます。 
 
【菅野委員長】 
 札幌市との連携は平成 21年度から始まったのでしょうか。 
 
【事務局：佐々木部長】 
 そうです。 
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【門馬委員】 
 札幌市も企業誘致を行っていますので、「札幌市としても石狩湾新港をセールスの一つと

して使っていただきたい」ということをコメントしました。 
 
【菅野委員長】 
 連携しているのは、札幌市だけですか。 
 
【事務局：佐々木部長】 
 企業誘致促進法の中で、石狩市、小樽市、北海道と連携していますので、札幌市だけで

はないです。 
 
【菅野委員長】 
 札幌市と連携して展開していくということは、非常に良いことですが、連携している関

係機関は札幌市だけではないということを押えておく必要があります。総合評価のコメン

トとしては、「従来から関係機関と誘致活動を行ってきたが、平成 21 年度の札幌市との連
携により成果は上がっている」などのコメントを追加した方がいいと思います。 
 
【門馬委員】 
 評価は変わりますか。 
 
【菅野委員長】 
 達成度、必要性、有効性、総合評価は門馬委員の案のとおりでいいと思います。ただ、

コメントの部分で、総合評価の「遅きに失した感がある」とまでは言わなくてもいいと思

うのです。 
 
【門馬委員】 
 わかりました。変更しておきます。 
ただ、札幌市との連携が平成 21年度から始まったということですが、どうしてこれまで
連携して行っていなかったのかと思いますね。 
 
【事務局：佐々木部長】 
 札幌市も石狩市も企業誘致上ではライバルだという考えがありました。ただ、札幌市か

ら石狩市に働きにくる方が増えているなど、札幌市としても石狩湾新港を売り出すことの

メリットが増えていることから、昨年連携を強化したということです。 
 
【徳田副委員長】 
 ヒアリングの際に市の税収の 4 割くらいを新港地域が占めているというお話しがありま
した。これほどの実態があるので、この類の成果指標を設定してもいいのではないかと思

いました。 
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【菅野委員長】 
 これまで、この行政評価委員会で具体的に「この成果指標を設定するべき」という判断

をしたことがないので、この辺は行政の判断になってくると思います。また、景気に左右

される成果指標が果たしていいのかということもあると思います。 
 
【門馬委員】 
 税収に占める割合ということで言えば、市民には分りやすい指標でいいのかもしれませ

んが、企業誘致の事業で、この割合を 4割から 5割、6割と単純に増やしていくことが果た
していいのかということが言えると思います。成果指標としては難しいですが、ＰＲは必

要だと思いました。 
 
【徳田副委員長】 
 成果指標の設定ということではなく、指摘として入れておいてもいいと思いますね。 
 
【門馬委員】 
 先程のＰＲということに関して言えば、市民に対して、新港地域のＰＲが少ないと感じ

ています。 
 
【菅野委員長】 
 そういうことであれば、総合評価の中で「石狩市民に対しては石狩湾新港の存在価値を

積極的にＰＲし、理解を深めてもらうべきである」ということを加えてはいかがですか。 
 
【門馬委員】 
 そのように総合評価のコメントに加えておきます。 
 
【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 13 日に開催いたします。「子育て支援の充実」について、評価していきたい
と思います。よろしくお願いいたします。 
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