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平成２２年度第６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３日（火） 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】 

 それでは、平成22年度第6回行政評価委員会を開催いたします。 

これまでは、４回にわたってヒアリングが行われてきました。今後は、個別の事業を踏

まえつつ施策の最終評価につなげていっていただきいと思います。本日は、堀委員、門馬

委員から「農林業の振興」「石狩湾新港地域の振興」「道路網の整備」についての評価案が

提出されていますのでそれを基に評価の取りまとめを行っていただきたいと思います。ま

た、昨日まで行われましたパブリックコメントで寄せられた意見につきまして、お手元に

資料として用意しておりますので、参考にし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、事業の評価に入っていきたいと思います。 
 本日は堀委員に作成頂いた「農林業の振興」と門馬委員に作成頂いた「石狩湾新港地域

の振興」と「道路網の整備」つきまして議論していきたいと思います。 
進め方としては、素案を作成した委員の方に、まず、事業毎に評価した考え方を説明し

ていただきたいと思います。それでは堀委員からお願いいたします。 
 
「４―１」 
【堀委員】 
 「農林業の振興」については、もっと石狩市全般の農業を考えた施策の進め方が必要で

あるという考え方で、それぞれの事業を評価してみました。 

 まず、「石狩市農業総合支援センター運営事業」についてですが、達成度については、「Ｃ」
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としていますが、「Ｂ」に近い「Ｃ」と考えています。 
総合評価としては、「Ｃ」としています。設置されてから 10年になりますが、10年経っ
て農業者からＰＲ不足が指摘され、平成 21年度に広報誌を発行しています。設置後に計画
と実績の検証がしっかりなされているのかという部分でも問題があると思います。目的を

達成するためのセンター機能の必要性が不明瞭であり、必要性を含めた再検証が必要だと

思っています。 
  
【菅野委員長】 
 特にこの点を重視したいというような部分はありますか。 
 
【堀委員】 
 農業者自体にも浸透していないという部分もありましたので、もう少し事業内容を検討

していく必要があるということと、農業委員会も農林水産課もあるなかで、センターがど

の程度必要なのかというのが、明確になっていないと思います。 
 
【徳田副委員長】 
 農業者に対してさえ知られていないという部分は指摘として必要だと思います。 
 一つ気になっていることは、施策の目的の中に「担い手の育成」とか「新規就農者の増

加」ということが謳われています。これは必要なことで、何らかの形で取り組んでいかな

ければならないと思います。総合評価としては、「Ｃ」もありうるという考え方もあります

が、必要性のところで「担い手育成」等が必要であると考えると「必要性」はある程度「高

い」ものと思い「Ｂ」でもいいと考えていました。 
 
【門馬委員】 
 私もセンター機能が十分に発揮されているとは思いませんでした。その理由の一つは、

この程度の予算で目的の達成が果たして可能なのかという気がします。それから、農業者

に知られていないということは、逆に必要とされていないのではないかと思います。従っ

て、この事業については厳しい評価とすべきと考えています。徳田委員の仰ったように、

後継者の育成は必要ですけれども、他にも後継者育成のための事業がありますので、大切

な事業であれば予算なども集中して取り組んだ方が効果は上がると思います。 
 
【菅野委員長】 
 私は支援センターの事業が多岐に渡っていて、ポイントが絞られていないと思います。

ＪＡがリーダーとして機能すべきと思いますが、農業者の支援を柱とした事業として捉え

ているでしょうか。この辺りが体制として弱いのではないでしょうか。こういう状況では

センター機能は十分に発揮できないのではないかと思います。総合評価にいては、私も「Ｃ」

と考えますが、観点別評価としては、「必要性」は認めざるを得ないと思います。農業者や

農協に任せるわけにはいかないと思いますので「Ｂ」として、「有効性」については、成果

が上がっていない。また「効率性」も乏しい。ということで共に「Ｃ」として、総合評価

が「Ｃ」というのが私の考え方です。 
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 成果指標にある「認定農業者」という指標が適切かどうかという疑問もあります。中核

となる農業者を育てていこうというのはこの事業の主旨とは少し違うのではないかと思っ

ています。 
 
【徳田副委員長】 
 目的の中に、「農業者の経営の安定を図る」ということも書かれていますから、そういう

意味で指標として示されているのではないでしょうか。 
 
【堀委員】 
 認定農業者になることによって、融資制度とか優遇がありますので、農業者にとっても

必要なことだと思います。 
 
【菅野委員長】 
 「認定農業者」が必要無いということではなく、指標として適切かどうかということで

す。 
 
【菅野委員長】 
 この指標の達成率は 93％ですので、委員会の評価基準を当てはめると「Ｂ」ということ
になります。 
 
【堀委員】 
 「達成度」のところは、これまでの基準で行くと「Ｂ」となりますが、私は、目標設定

が適切かどうかという点も含めて評価をしています。 
  
【菅野委員長】 
 評価基準が無ければ評価がぶれてしまうと考えたために一定の基準を作りました。この

基準が「いいか」「悪いか」という問題はあるかもしれません。従って、文言を含めて評価

理由を記載するのも一つの方法だと思います。 
 
【徳田副委員長】 
 私も掘委員が仰ったように、昨年のような機械的な評価よりも、もう少し内容的にどう

なのかということも考えて評価すべきと思いますので、必ずしもこれを「Ｂ」とすべきで

はないと思います。 
 
【菅野委員長】 
 堀さんは、「達成度」については「Ｃ」評価としていますが。 
 
【堀委員】 
 目的のところに、「新規就農者の増加」と「農業者の経営安定」という項目がありながら、

成果指標の設定が無いことを問題視しています。これらの数値を出すと低い数値となるた
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め意図的にこうした数値を出さなかったというふうにも取れます。やはり、目的に書かれ

ていることが成果として現れてくるべきだと思います。評価シートに書かれている指標だ

けを捉えるといい評価となるかもしれませんが、この目的を達成するための事業でありな

がら、成果が出ていないために全体評価が下がってしまうことから、ここでは指標として

設定しなかったというふうに受け取ることもできます。 
 
【菅野委員長】 
「新規就農者数の増加や担い手の育成などの指標を加えるべき」という指摘をすると良

いのではないでしょうか。「今設定している成果指標に、こうした指標を加えてはどうか」

ということで見識を示すということにしてはどうでしょうか。 

 
【堀委員】 
 農業振興計画では、「新規就農者」の数値目標が出ていますので、成果指標として設定し

て目標値を記載するべきだと思います。 
 
【菅野委員長】 
 それでは「達成度」は「Ｂ」となりますか「Ｃ」となりますか。 
 
【門馬委員】 
 ここだけ見ると達成度は「Ｂ」となるかもしれませんが、評価する場合、目的は非常に

大切なので、「Ｃ」でもかまわないと思います。 
 
【徳田副委員長】 
 私はこの事業の目的や内容を見て判断したいという気持ちは強いのですが、「達成度」と

いうものが、「成果指標・目標値の達成度」ということを尊重するということであれば、「Ｂ」

だと思います。本来的な目的が達成されているかという点からすると「Ｃ」だと思います。 
 
【菅野委員長】 
 目標値については、昨年の委員会のときにも、「評価の際に考慮しない」という場合があ

ったと思います。例えば、次の「水稲生産調整事業」だと「達成度」を評価していません

ので、総合評価に影響しないことになります。達成率が示されたものについてのみ「達成

度」を評価すると、それだけが総合評価に影響することになりますので、評価のバランス

を欠いてしまうということになってしまうということは以前にも申し上げました。観点別

評価を平均的に勘案して総合評価をするのか、それとも「達成度」についてはアンバラン

スな部があるので参考的なものとして勘案するのかということだと思います。私はこの場

合、指標の設定が全くおかしいということではありませんので、「Ｂ」という評価をしても

いいと思います。たまたま示されていない指標もありますが、それが実態的におかしいと

いうことにもなりませんし、最終的には「Ｂ」評価でかまわないと思いますがどうでしょ

うか。 
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【堀委員】 
 あくまでも、示されている指標の達成度で判断するということですね。ただ、この事業

は多岐にわたっていますので、成果指標の出し方一つで結果が変わってくると思います。

成果が出ているものを指標として示せば高い評価になります。従って、成果指標として適

当なものが複数考えられる場合、本当にこの指標でいいのかということも考える必要があ

ると思います。 
 
【菅野委員長】 
 本来、「達成度」といのは、評価の際、高いウェートで判断すべきことだと思いますが、

計画を作った時に評価という制度が導入されるという前提で作られていませんので噛み合

わない部分があるという理解で進めていかなければなりません。恐らく次期計画では成果

指標というのはある程度皆さんが理解できる成果指標が示されるだろうと思います。 
  
【門馬委員】 
 この事業は、事業の中身を総花的に表現しています。あれもこれもこの人数とこれだけ

の予算でできるわけが無いので、「新規就農者の数」などを目標とするとすごく苦しくなる

のではないでしょうか。 
 
【菅野委員長】 
 ＡＢＣの評価についてですが、昨年は行政の仕事は「Ｂ」あたりを基本としていました

が、「Ｂ」と「Ｃ」はほぼ変わらないということでいいのではないでしょうか。「Ｃ」とい

うと厳しいという見方になりますでしょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 「Ｃ」は「低い」ということだと思います。 
 
【菅野委員長】 
 そういうことですが、総合評価が「Ｃ」ということは微妙な表現で、「良好とは言い難い」

ということです。「Ｃ」は相当悪いのではないかと思われますが、「Ｂ－」というような意

味で考えています。 
 この事業については、達成度「Ｂ」、必要性「Ｂ」、有効性「Ｃ」、効率性「Ｃ」となると

総合評価をどうするかと言う問題があります。達成度は「Ｂ」ですが、ウェートをどの程

度と考えるかで、総合評価が「Ｃ」となったという結論があってもいいと思います。達成

度のところのコメントに先ほど話しのあった「指標を加えるべき」ということを付け加え

るといいのではないでしょうか。 
  
【堀委員】 
 総合評価のところに先ほどの「事業内容が多岐にわたっており、優先度を決め取り組む

必要がある」というようなことを一言加えておいたほうがいいでしょうか。 
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【菅野委員長】 
 総合評価のコメントとしてはいいんじゃないでしょうか。「必要性も含めた検討」という

ことでは厳しいでしょうか。 
 
【堀委員】 
 「必要ない」といっているわけではないので、「必要性」を検討したときに、必要であれ

ばもっと積極的な取組みが出てくるのではないかと思います。厳しいようですが、大切な

部分だと思います。 
 
「４－２」 
【堀委員】 
 「水稲生産調整事業」については、総合評価を「Ｂ」としました。国が推進している事

業ですが、水田を畑作に転作してしまうことに問題はないかということを考える必要はな

いかということと、気象の変化から北海道のコメの生産が必要とされる可能性が強いとい

うこと、もう一つは、飼料米やコメ粉としての利用が増えていることから水田も利用する

ことを検討する必要があるのではないかということで「Ｂ」評価としました。 
 この事業は、国から求められた調整面積の調整を行っていますので、「水稲作付面積」が

成果として判断する指標として馴染むのだろうかと思い、達成度の評価はしていません。 
 
【菅野委員長】 
これが難しいところです。全く計画と実績が同じというこうしたケースが多々あります。

ここの目標値は、国から求められた数値です。私は、この数値は目標値としては不適切で

あると思いました。「調整面積は、成果指標としては適切ではない」とういう表現にした方

がいいのではないでしょうか。評価としては判断できないということで評価しなくていい

と思います。達成率が 100％となるこの指標は、評価が「Ａ」となりますが、この評価には
意味がないのです。従って、指標設定が妥当ではないので観点別評価は行はないというこ

とでいいのではないでしょうか。 
 
【堀委員】 
 必要性については、行政のかかわりが必要であるということで「Ａ」という判断をしま

した。 
 
【徳田福委員長】 
 この事業は市が関与しなければいけない事業であり、必要性については高いと思います。 
 
【門馬委員】 
 堀委員の意見としては「石狩市独自の調整面積が必要」ということですが、これは可能

なのでしょうか。 
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【堀委員】 
 ペナルティがあるので無理だと思います。 
 
【菅野委員長】 
 必要性が「Ａ」、「極めて高い」というのは、いかがなものでしょう。ここでは、行政の

関与する必要性について評価しているものだと思いますが、本来は自分達で調整すべきも

のではないでしょうか。国、道、市が先導して調整していた時代とは違って、少しは変わ

ってきているのではないかと思っています。そういう面で「Ａ」という評価は少し高いの

ではないかと思っています。 
 
【門馬委員】 
 総合評価にある「水田として利用することを検討する必要がある」というのはどういう

ことでしょうか。 
 
【堀委員】 
 水田を畑にしてしまうと元に戻すのが大変なので、飼料米や米粉の作付をする水田とし

て残しておくといいのではないかということです。それも転作ということにはなるので、

そういう方向での考え方が必要ではないかと思います。 
 
【徳田委員】 
 この事業は水田の調整を目的にしていますので水田が主体だと思います。結果的に畑作

に変えざるをえない場合も出てくると思うのですが、畑作に変えることを推進することが

目的ではないと思います。 
 
【堀委員】 
 事業評価シートの中に「米の過剰供給を押さえ、米以外の作物についても自給率を上げ

るために国が推進している」という部分があったのでこういう表現になりました。 
 
【徳田副委員長】 
 確かにそうなのですが、主なのは水田だと思います。ですから転作してしまうことが問

題だろうということは指摘してもいいとは思います。「転作してしまう事の問題が無いか」

というのは「転作が前提」と言っているような感じがします。 
 
【菅野委員長】 
 ある程度転作の必要性も出てくると思いますので、はじめからずばり言ってしまうよう

な表現よりも「食料米だけではなく、云々」といった表現がよいのではないでしょうか。

そういったことで再調整していただきましょう。 
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「４－３」 
【堀委員】 
 「農業担い手支援事業」ですが、最終的な総合評価は「Ｃ」としました。農業振興計画

では、農業の担い手を確保するため、新規就農者を年間 4～5 人、5 年間で 30 名の数値目
標を掲げていますが、緊急課題として関係機関との連携による中長期で具体的な計画をつ

くることが必要と考えています。 
 達成度については、「担い手支援」にしても「新規就農」にしても目標値が「未設定」で

あり、実績は「担い手支援」が 1人、「新規就農者」が平成 19年度に 1人いましたが、そ
れ以降はゼロとなっています。事業の目的からすると、目標値は設定すべきで、実績値も

少ないため、「Ｄ」評価としました。 
 
【菅野委員長】 
 達成度については、目標値が未設定の場合、先ほど言った通り「評価しない」というこ

とにしてはどうでしょうか。コメントの中で、「事業の目的からすると目標値の設定をすべ

きと考えます」ということは記載しておいた方がいいでしょう。 
 
【徳田委員長】 
 もちろん目標値が無いという点については指摘しますが、目標値がありませんので達成

度という言葉を使わないとしても、実績値が少ないということについてもコメントとして

あってもいいのではないでしょうか。 
 
【菅野委員長】 
 事業の目的からすると、「新規就農者等の目標値を設定すべきだ」という表現ですね。 
 
【徳田副委員長】 
 それはもちろん入れます。 
 
【菅野委員長】 
 目標値を設定すれば、必然的に達成率が出てくるのですから、そこは付言しなくてもい

いのではないでしょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 観点別か総合評価の中で、やはり本当の達成度は低いということを指摘するのは必要だ

と思います。 
 
【菅野委員長】 
 それでは総合評価のところで記載しいておくのがいいのではないでしょうか。 
 残りの「必要性」「有効性」「効率性」について、掘委員はそれぞれ「Ｃ」という評価で

すが、他の委員の方はいかがでしょうか。 
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【門馬委員】 
 必要性については、この「担い手支援事業」が必要かどうかということですよね。この

「Ｃ」というのは、実施しすべき要素が低いということですか。 
 
【堀委員】 
 そういうことではなく、行政としてのかかわりは必要なのですが、具体的な方策が考え

られていないと思います。 
 
【門馬委員】 
 それは有効性の評価になってくるのではないでしょうか。つまり、市としてはこの事業

の必要性は高いけれども、この事業の内容が十分役立っているかどうかというのは有効性

のところで残念ながら「Ｃ」ですというのがここでの評価となるのではないでしょうか。「具

体的な方策を考えるべき」とは、必要性のところに書くべきなのか疑問に思います。 
 
【堀委員】 
 ｢時代やニーズに対応したものか」といったときに、行政としてはかかわりが必要だと思

うのですが、農産物を市の資源と考えたときに、行政として具体的な方策がないと感じた

ので「Ｂ」という判断はできないと思い「Ｃ」としました。 
 
【門馬委員】 
 必要性は高いけれども市は十分にやっていないということになると、有効性の評価にな

ってくるのではないでしょうか。 
 
【菅野委員長】 
 私は、必要性、有効性、効率性がそれぞれ「Ｂ」「Ｃ」「Ｃ」で総合評価が「Ｃ」という

評価です。 
 
【門馬委員】 
まず、必要性が高いのか低いのか、市にとって「必要なのか」「そうではないのか」をま

ず判断するところですよね。「高い」のだけれども「その効果が表れていない」ということ

になると有効性が「低い」ということになります。「有効」なのに「無駄は無いのか」とい

うことが効率性の判断ということになるのではないでしょうか。必要性だけで全て評価し

てしまったらその他の評価は必要なくなってしまうのではないでしょうか。「具体的方策

云々」というのは総合評価で述べればいいのではないでしょうか。 
 
【堀委員】 
 そう考えると、必要性のところは「Ｂ」ですね。 
 
【菅野委員長】 
  ｢次代やニーズの変化に対応したものか｣というような説明書きにはあまり拘らないで
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下さい。「農産物を市の資源と考えた場合市の関与が必要」という記述はいらないと思いま

す。「担い手不足の解消には行政のかかわりが必要」という部分だけでいいのではないでし

ょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 効率性については、私は「Ｂ」としているのですが、「Ｃ」より「Ｂ」がいいとはっきり

言えるものではありません。予算的な部分で言うと、あまり大きな額ではないし、これく

らいの予算は必要だろうという観点から効率性も悪いとは感じられず「Ｂ」としています。 
 
【菅野委員長】 
 私は、「担い手対策」というのは基本的に農業者の自主性が必要だと思っています。石狩

あたりは都市型農業ですからあまり感じませんが、コミュニティの崩壊している地域では、

「担い手育成」は必要となっています。石狩の場合は行政がそこまでかかわれないと思い

ます。例えば新規就農者支援は２～３年は生活支援まで考えなくてはなりません。ですか

ら農協等が行っていることを支援していくという考えが無ければなりません。予算はいく

らが適当なのかはわかりません。これだけで対策となるかといえば、そうはなりません。 
 
【門馬委員】 
 そこが疑問でした。たった 24万円で担い手の支援ができるのかと思いました。 
 
【菅野委員長】 
 農業振興計画も策定されていますが、検討委員会が作成すると、全てを網羅した計画と

なります。 
 
【堀委員】 
現在の計画は平成 20年度に改定したものですので、以前のものと比較すると、具体的な
目標値なども定められています。具体的な目標がないと予算もつかないと思いますので、

もっと具体的なものを示していくべきだと思います。 
 
【菅野委員長】 
 後継者育成というのは簡単にできるものではありません。ヒアリングの際に部長に対し

て農業の位置づけというものを伺いましたが、石狩では農業が基幹産業ではないというこ

とが前提だということを求めたかったのです。しかし、厚田、浜益との関係もありまして、

農業というのは切り捨てるわけには行きません。そのために何かしなくてはならないと模

索しています。そういう意味ではこの事業はあまり評価していません。 
 
【徳田副委員長】 
 私は少し違います。農業後継者は石狩市であっても育成していかなければいけないとい

う考えがあります。その場合行政でしかできない部分がかなりあって、農業従事者に任せ

るという意見とは少し違います。行政が知恵を働かせて色々なところと連携をとりながら
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担い手を増やす努力をすべきだと思います。そのときには色々な考え方があって、例えば

小中学校のときから農業の重要性を訴えかけるような学びの場を作って担い手に成長して

いくようなことを考えてもいいのではないかと思っています。お金を掛けなくても知恵を

働かせてできることはたくさんあると思います。そういう部分はやはり行政でしかできな

い部分だと思います。 
 
【菅野委員長】 
 私が自主性といったのは、親が農業をやっていて子どもに農業を継がせるというのは、

経営上の問題にかかわってきます。息子に農業経営を任せて責任を持たせるということが

必要で、そういう意味で自主性と申し上げました。農業を守るか、農業者を守るかによっ

て大きく変わってきます。特に旧石狩のような消費地の近い都市型農業は、これからの農

業ということを考えたら水田よりも畑作のほうが地産地消という部分で進めなくてはなり

ません。そういうことをトータルして考えないと担い手を育てようといっても難しいと思

います。言葉で言うほど簡単なものではありませんが、行政の担い手支援というのはあま

り期待していません。 
 
【徳田副委員長】 
 行政である程度考えていかなければ、農協で考えるかというと疑問ですので、やはり行

政が考えていくべきだと思います。 
 
【菅野委員長】 
 そういうことで、「Ｃ」評価ということでよろしいでしょうか。表現は少し修正してくだ

さい。 
 
「４－４」 
【堀委員】 
 「和牛振興事業」については、総合評価を「Ｃ」としました。地域ブランドの推進とし

て和牛も品目としてあげ、品質向上の取り組みを徹底するとしています。平成 18年２月に
策定された「石狩市酪農・肉用牛近代化計画」に基づき計画を推進することが必要と考え、

「Ｃ」としました。 
 成果指標の目標値の設定はあるのですが、あまり進んでいないと思い達成度は「Ｃ」と

しています。必要性については「Ｃ」としていましたが、「Ｂ」でいいのではないかなと思

います。 
 
【徳田副委員長】 
 この事業については、私は厳しい見方をしていて、行政は手を引いてもいいのではない

かと思っている事業です。これに関連しては「牧野」にも投資をしています。それから「獣

医師の派遣」ということもこれに関連した事業です。以前から続けているので惰性的に継

続しているような気がします。あまりブランド化もされていませんし、思い切って廃止す

る方向でいいのではないかと思っています。行政が関与する必要性としては「Ｃ」でいい
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のではないかと思っています。 
 
【菅野委員長】 
 この事業を単体で見れば、11万円ほどの予算ですが、この他に「獣医師派遣」や「牧野」
と旧浜益としてはそれなりの事業を行っていたということでしょう。歴史的なことを考え

なければ、11 万円くらいであれば行政が支援しなくてもいいのではないかという考え方も
できます。 
 
【徳田副委員長】 
 本気でブランド化をしようとするのであれば、このような予算では到底できないと思い

ます。稲作と兼業で行っているようですので、徐々に手を引いていってもいいのかなと思

います。 
 
【菅野委員長】 
 では必要性は「Ｃ」ですね。 
 
【門馬委員】 
 まっさらな気持ちで見ると、いまさら 11万円程度で和牛のブランド化というのはどうか
と思います。和牛を宮崎のようにブランド化にするという目標があって戦略的に取り組ん

でいるのならまだしも、農家の生活支援のために細々と行っているものをどう判断するか

は難しいところです。浜益牛ではなく石狩牛として売り込んでいくという気構えであれば

また別だとは思います。私も一市民の目から見ると必要性は低いと思います。 
 
【堀委員】 
 私は石狩のブランドというものを考えると、一つの観光資源となると捉えていたので

「Ｂ」でもいいかなと考えました。 
 
【菅野委員長】 
 私は、ここは全て「Ｂ」という評価をしました。石狩の全体の家畜の中で捉えるとウエ

ートは低いですが、それなりなりに必要だと思いました。 
 
【堀委員】 
 石狩市は平成 18年の２月に「石狩市酪農・肉用牛近代化計画」というものを作っていて、
平成２７年度までの目標を定めています。 
 
【菅野委員長】 
 あらためて観点別評価を見て見ます。堀委員は達成度については「Ｃ」としていますが

いかがでしょうか。「繁殖素牛出荷頭数」の目標値が 150 頭に対して実績が 111 頭、「肥育
牛出荷頭数」の目標値が 50頭に対して実績が 9頭というのはどう判断しますか。これらを
トータルすると「Ｃ」という評価となるということでいいでしょうか。 
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必要性は「Ｂ」か「Ｃ」という色々なご意見があるのですが。 
 
【門馬委員】 
 浜益牛は観光資源になり得るのでしょうか。 
 
【堀委員】 
 総合計画にも地域ブランドの推進と謳われているので、市としては目標に掲げて取り組

んでいくのだと思っていました。 
 
【菅野委員長】 
達成度、必要性、有効性、効率性、順に、「Ｃ」「Ｂ」「Ｃ」「Ｃ」、総合評価は「Ｃ」でよ

ろしいでしょうか。 
 
【門馬委員】 
 必要性のところに書かれている「観光資源として活用」という表現はいかがなものでし

ょうか。市は本当にそう考えているのでしょうか。現実的には無理ではないでしょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 北海道は確かに畜産に適していると思いますが、石狩では狭すぎて場所的には適してい

ないのではないかと思います。道東では大規模に行われていますし、それと比較すると兼

業で行われているこの事業はいかがなものかと思います。 
 
【門馬委員】 
 和牛に関するこの事業については、市が積極的に力を入れて行っていく事業というより

は、従前からの関係で細々と行っているという印象しか受けません。 
 
【菅野委員長】 
 コメントの書き方として「安心・安全な食材の観点から市の関与も止むを得ない」とい

うような「積極的」ではないが、消極的に肯定するような表現でいかがでしょうか。 
 
【堀委員】 
 今の表現では、消極的にも受け取れません。必要性はあまり感じないということを言う

べきだと思います。 
 
【菅野委員長】 
 私は今の状況から考えて、ある程度の関与は必要だと思っています。従って他の事業よ

りも少し甘い評価かも知りませんが、私は全て「Ｂ」評価としてみました。 
 
【堀委員】 
 全て「Ｂ」とするのは難しいと思います。この評価シートの中では、「特産品として浜益
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牛への関心が高まっている」と記載されていますが、そういうことはないと受け取っても

よろしいでしょうか。 
 
【菅野委員長】 
 実際のところ出荷頭数自体が少ないですから、石狩の店にこの肉が並ぶ言うことがあり

ませんので、ブランドということにはなりませんね。 
 
【徳田副委員長】 
 農業全般に言えることですが、ある程度メリハリをつけてもいいと思います。そういう

部分で、他の事業にもう少し力を入れて、この事業には行政は絡まなくてもいいのではな

いかと思います。 
 
【菅野委員長】 
 それでは全て「Ｃ」ということでよろしいですか。 
 
【堀委員】 
 必要性の部分では「必要性がある」というような表現で記載されているので、「そうでは

ない」という表現に修正します。 
 
【菅野委員長】 
 それでは全て「Ｃ」ということにします。 
 
「４－５」 
【堀委員】 
 「家畜診療衛生対策事業」については、総合評価を「Ｃ」としました。この事業は、農

業共済組合が共済組合の医師を派遣して行われ、浜益区の家畜農家が対象となっています。

市の関与がなくても実施できる事業と考えます。防疫なども行っていますが、類似事業も

あることから統合を検討すべきです。成果指標に目標値が設定されていませんので、達成

度については評価していません。また、目標値を定める事業ではないと思います。必要性

については、事業実績から必要な事業であることは理解できますが、行政の関与について

は検討すべきと思います。有効性については、成果や効果を期待するものではないと考え

評価していません。効率性については、ＢＳＥや口蹄疫など畜産農家にとって衛生防疫は

必要ですが、家畜伝染病発生予防として実施が可能なため「Ｃ」としました。 
 
【菅野委員長】 
 有効性のところは、やはり評価すべきではないでしょうか。 
 
【門馬委員】 
 この事業は、何らかの有効性が期待されて実施されているはずです。その期待に応えて

いるかどうかを判断すべきではないでしょうか。 
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【菅野委員長】 
 成果は得られていると思いますが、それが十分かどうかだと思います。実績数値を見る

と内容は濃いと思います。 
 
【徳田福委員長】 
 「Ｂ」でよろしいのではないかと思います。 
 
【菅野委員長】 
 それでは、必要性、有効性、効率性が順に「Ｂ」［Ｂ］「Ｃ」となって、総合評価は「Ｂ」

ということでよろしいでしょうか。 
 
【門馬委員】 
 総合評価で「市の関与がなくとも実施できる事業」との記載については、そう言い切っ

ていいのかという疑問があります。私は市の関与がなければ実施できない事業だと思いま

す。 
 
【菅野委員長】 
 それではこの記述については削除することとしましょう。 
 
「４－６」 
【堀委員】 
 「認定農業者認定事務」については、総合評価を「Ｃ」という評価にしました。農業者

が 5 年間の農業改善計画を提出する事で目標を持って農業を営むことができることは評価
しますが、認定農業者となることのメリットが明確ではありません。安全な農業のイメー

ジ作りのためにも、事業との連携を考える必要があるのではないかと思います。成果指標

の達成率から判断すると達成度は非常に高い評価となると思いますが、平成 19年から比較
すると成果が落ちてきており、平成 23年度の目標達成は困難であると思いますので「Ｃ」
としました。必要性については、昭和 55年から実施されており、そろそろ見直しの時期に
来ているのではないかと思い「Ｃ」としました。有効性については、成果や効果が出てい

るとは言い難いということで「Ｃ」としました。効率性については、エコファーマー認定

やイエスクリーンの登録などとの事業連携ができないかということで「Ｃ」としました。 
 
【菅野委員長】 
 達成度については、成果指標の実績は減少傾向にありますが、平成 23年度の目標達成は
困難であるとするのは早計ではないでしょうか。「Ｃ」は厳しいと思います。「Ｂ」でいい

のではないでしょうか。 
 
【門馬委員】 
必要性については、行政がすべきかどうかということを判断するものだと思いますので、

この事業が行政が行うべきと判断するのであれば、「Ｂ」ということになると思います。 
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【堀委員】 
 この事業は、市が認定するということになっていますので、「Ｂ」評価ということになり

ますね。 
 
【菅野委員長】 
 コメントも修正が必要ですね。 
 
【堀委員】 
 「制度上市が認定することになっている」とういことですね。 
 
【門馬委員】 
 今の認定事務が役に立っているのかというところで、昭和 55 年から行っている事業で、
何らかの見直しが必要であり、成果や効果が出ていないというのが、有効性のところに記

載されるのではないでしょうか。また、認定農業者になることで、融資を受けられる等の

メリットがあるようなので、総合評価の「メリットが明確ではない」という部分も修正し

なくてはいけませんね。 
 
【菅野委員長】 
 そうすると、観点別評価は「Ｂ」と「Ｃ」がそれぞれ２つとなります。そこで出てくる

のが「＋」｢－」です。 
 
【堀委員】 
 でも最終的には｢＋｣「－」は使いませんよね 
 
【菅野委員長】 
 いえ、使います。 
 
【門馬委員】 
 「＋」「－」を付けるとすると、その違いを対外的に説明しなくてはいけないと思います

が、説明が難しくなるのではないでしょうか。 
 
【菅野委員長】 
 これは、比較的に観点別評価で「Ｂ」が多くなった時の考え方です。 
 
【堀委員】 
 達成度、必要性が「Ｂ」ですので、総合評価は「Ｂ」評価でいいと思います。 
 
【菅野委員長】 
 では、「Ｂ」ということにします。 
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「４－７」 
【堀委員】 
 「農業関係融資制度利子補給事業」については、平成 7 年から実施されてきましたが、
一定の役割を果たしてきており、石狩市の農業全体の政策が必要であることから優先事業

を考えたとき継続が必要かは疑問が残るということで「Ｃ」評価としました。達成度につ

いては、目標値の設定が困難であるということから評価していません。必要性については、

市の関与が必要か検討すべきということで「Ｃ」評価としています。有効性は、利子補給

が必要かどうか見直しを検討すべきということで「Ｃ」、効率性は、事業見直しにより効率

化は可能と判断し「Ｃ」評価としました。 
 
【菅野委員長】 
 融資制度は、農業だけで議論するのではなく、漁業も商工業にも制度があることから、

市全体のバランスも見ていく必要があるのではないかと思っています。  
 
【門馬委員】 
 現実に市はこの事業の予算化はしないということになるとどうなるのでしょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 1億５千万円くらいの融資が発生しているとのことですので、必要性は「Ｂ」くらいと考
えてもいいのではないでしょうか。 
 
【菅野委員長】 
 広い意味では新規就農者にも係ってくるかもしれません。私は堀委員とは意見が少し違

うのですけれども、「Ａ」まではいかなくても「Ｂ」より悪くなることはないと思っていま

す。 
 
【門馬委員】 
 私は止めるわけにはいかない事業だと思います。 
 
【菅野委員長】 
 市が金融にまでかかわるべきではないという考えがないわけでもないのですが、行政が

関与するというのは国の制度の枠組みでもあるし、そういう意味で必要性は高いのではな

いでしょうか。 
 
【堀委員】 
 利子補給額を見た時に、この額だからいいというのではなくて、農業者を支援していく

時にこの利子補給という支援で本当にいいのかという疑問がありまして、こういう判断を

してみたのです。例えば、新規就農者の貸付額から言うと、必要となるのはそれほど大き

な金額ではないという気がします。 
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【菅野委員長】 
 私は行政の関与が必要だと思っていて「Ｂ」だと思っています。有効性については、こ

の事業だけで農業の活性化ができるかという観点からの、堀委員からの意見ですね。 
 
【堀委員】 
 全体から考えたときに、この事業だけで農業の活性化が図れるということではないと思

います。従ってこの利子補給だけではなくて、市の農業政策全体としてどう考えていくべ

きかと考えこういう評価にしてみました。もしこの事業を市は行わないとなった時に、国

や道からの利子補給もなくなるということで、この金額が全てなくなるということは現実

なのですが、こういう小さな事業はどんどん増えてきてしまう中では、本当に全体を考え

た中で行っていくには必要性として疑問に思います。 
 
【菅野委員長】 
 農業政策の一環として行っている事業の一部として見なければ、この事業だけをもって

農業振興にどれくらい寄与しているかと考えると判定は難しいのではないかと思います。

ですから農業というのは他の業種と比べて支援制度はたくさんあります。 
 
【徳田福委員長】 
 今の堀委員のご意見は、施策評価の中で指摘したらいいのではないでしょうか。 
 
【菅野委員長】 
 これは金額的にも農業施策のほんの一部であると理解しなければダメだと思います。 
 
【堀委員】 
 ただ金額的に小さいということではなくて、石狩市全体の農業施策として、どこを優先

するかと考えたときに、金額が小さいからいいということではなくて、総合的に考えたと

きにどうなのかという判断になっていくと思いますので、施策評価の中で表現したいと思

います。 
 
【菅野委員長】 
 私は、必要性も有効性も効率性も「Ｂ」でいいと思っています。そうなると総合評価は

必然的に「Ｂ」ということになります。 
 
【門馬委員】 
 小さい事業ではありますが、この事業をなくすと他への影響も出てくると思います。こ

の事業は、農林漁業振興事業ですので、漁業にも影響が出てきます。 
 
【菅野委員長】 
 「Ｂ」評価ということでよろしいですね。 
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「４－８」 
【堀委員】 
「中山間地域等直接支払推進事業」は、費用対効果を考えると事業継続に疑問がありま

す。新規就農などの事業を優先すべきと考えます。担い手の定着に関する活動については

目標値もなく、事業の実施もありません。有害鳥獣防止対策は個別事業として実施してい

ます。小学校児童を対象とした農業体験学習についても都市と農村の交流事業として実施

できます。事業実施から 10年が経過しており、廃止を含めた事業の見直しを行うべきと考
え、総合評価を「Ｃ」評価としました。達成度については、制度上、協定面積に対する事

業の実施に対し経費が発生しているので、目標値と実績値は一致することが前提であり、

達成しているとは言い難く評価していません。必要性については、石狩市の農業全体を考

えた場合、優先度は低いということで「Ｃ」評価としたのですが、行政が実施すべきもの

かと考えると、この判断はどうだろうかと思います。有効性については、この事業実施に

よる多面的機能増進が行われたとは思えず効果として疑問があることから「Ｃ」評価とし

ました。効率性については、事業の内容から類似事業として実施することは可能というこ

とで「Ｃ」評価とし、具体的理由については総合評価の欄に記載しました。 
 
【菅野委員長】 
堀委員はこの事業の根本思想の部分に疑問符をつけたということでしょうか。これは農

業の所得補償的な意味を含んだ制度ですね。 
 
【堀委員】 
本来の目的からすると事業の必要性や有効性からするとどうなのかと思います。 
 
【菅野委員長】 
この後に出てくる「農地・水・環境保全向上対策事業」も類似の事業ですね。 

 
【堀委員】 
 この事業は中山間地域が対象となる事業ですが、その対象とならない地域が、「農地・水・

環境保全向上対策事業」の対象となります。本来は、まず、この事業がどうだったのかと

いう検証が必要だったと思いますが、新たな事業として「農地・水・環境保全向上対策事

業」が始まったということもありますので、もう一度この事業そのものを見直す必要があ

るのではないかと思います。今行われている事業を見ると、小学校児童を対象とした体験

事学習等が行われていますが、他の事業の中で実施できるので、この事業として行う必要

があるか疑問に思います。ここでもう一度判断する必要性があると思います。 
 
【菅野委員長】 
 これは国の支援事業ですので、私共が評価する場合この辺りが難しいところです。しか

し、事業として、どのように評価するかという観点に立てば、堀委員の考え方は当然出て

くると思ますが、国の制度だから止むを得ないという立場に立つと別な評価になります。 
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【堀委員】 
 費用の負担割合が、国 50％、道 25％、市 25％ということで、市の負担は全体の 4分の 1
ですが、負担額は 1,300 万円近くになるので、こうした時にどう判断していくのかという
ことになると思います。 
 
【徳田副委員長】 
 抜本的に考える必要があるのかもしれませんが、具体的に162戸が対象となっています。
そこで市がこの事業を止めた場合には、国、道からの交付金が全くなくなるわけですから、

耕作放棄地が増えるということが予想され、それでいいのかという心配が少しあります。

従来まで農地であったところが全て手放されてしますと水資源の涵養というような部分に

も影響してくる可能性もあります。この事業を止めて他の事業に切り替えるのもどうかと

いうような気がします。 
 
【門馬委員】 
 私も徳田委員に近い考え方です。確かに掘委員のような考え方もあるのですが、現実に

事業を止めるということになれば、この 162 戸の農家をどうするのかということが問われ
ます。これはやらざるを得ない事業なのではないかと思います。 
 
【菅野委員長】 
 この事業の評価をどうすべきかということについては、「これは止めるべきだ」という評

価には、ならないと思いますが、「本来の事業の姿としては不適切」と最終評価を落ち着か

せる方法はあります。初めから「国の事業なのでやらざるを得ないもの」と評価する方法

もありますが、正しい評価ではないと思います。 
 
【堀委員】 
 この事業の中でも移行していけるものはあると思います。移行できるものは移行してい

くとしたら、金額の問題ではないという気がします。 
 
【菅野委員長】 
 評価としては、「事業としては本来的ではない」として、今後どうすべきかという点につ

いてはコメントしないということでどうでしょう。恐らくこの事業だけではなく、子育て

関係の事業にも同様なものがあると思います。 
 
【徳田副委員長】 
国としてこの事業を始めたのはそれなりの理由があると思います。その部分で十分に把

握できていない部分があると思います。 
 
【菅野委員長】 
 農業者の所得補償の意味合いがあると思います。中産間地域でこの事業を始めましたの

で、それ以外の地域の方々の要望で始まったのが「農地・水・環境保全向上対策事業」で
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す。本来この事業が農業政策として相応しいのかどうか国も悩んでいることと思います。

これから農業の個別補償制度が始まり、畑作などにも波及していくとこの制度も変わって

いくかもしれません。 
 
【堀委員】 
 農業者への所得補償だということで理解しようと思えばできるのですが、本来は、農業

生産活動ですとか、多面的機能の増進活動ですとか、担い手定着活動等をすべきにもかか

わらず、担い手定着活動には予算も使われていませんし、集会所や神社の清掃活動に取り

組んでいるというような内容になっています。このことは市のホームページに公表されて

いますが、これらがこの事業の中で行わなければいけないものなのか疑問があります。 
 
【菅野委員長】 
 これまでの議論を踏まえ、堀委員の方で評価の修正はありますか。堀委員の総合評価は

「Ｃ」評価ですが、コメントの内容は相当厳しい評価となっていますが。 
 
【堀委員】 
 「廃止を含めた」という表現を「内容の検討を行うべき」というような表現のほうがい

いでしょうか。これだけの予算を使うのであれば、もう少し効果的な使い方が必要だとは

思います。 
 
【菅野委員長】 
私共が考える場合、内容的に言うと本来あるべき事業内容からすると物足りないような

事業も実施されているようですので、「これまでの次代変化もあることから見直しをしては

どうか」というようなコメントを付けると言うのはいかがでしょうか。 
 
【徳田副委員長】 
厳しく見直す部分は見直すべきだと思うのですが、この事業を止めて、国や道の交付金

が貰えなくなった部分をどう補うかというのは、非常に厳しいと思います。 
 
【門馬委員】 
本来はおかしいのかもしれませんが、現実問題としては廃止まではできないのではない

かと思います。 
 
【菅野委員長】 
「事業の目的と内容は若干理解しがたい面も見受けられるが」という前提を置きつつ、

「農業者の～のためには、それなりの機能を果たしている。」というような見解を示すとい

うような形でしょうか。 
 
【徳田副委員長】 
確かに前段の部分では、国あるいは道に対して言わなくてはならないことで、市の行政
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評価としては市に対して意見を述べて埒が明くのかという気がします。 
 
【堀委員】 
本来の事業目的を達成するために、今の事業を見直していくということは必要だと思い

ます。担い手の支援というところでは、この予算が使えますので、本来の目的のところで

もう少し予算を使ってもらいたいと思います。 
 また、農業者にとっては、用水路の管理だとかは農業をするためにはこの予算がなくて

もやらなければならない仕事もあると思います。 
 
【門馬委員】 
 そもそも、放って置いたら中山間の方達は農業を辞めてしまうのだと思います。そうす

ると耕作放棄地が増え、国土保全のためには良くないことだというのが国の考えであって、

そうならないためにこの事業でお金を支払うので頑張って皆さん農業を続けてくださいと

いうことだと思います。この事業を止めたら農地は荒れ、国土の保全が保たれなくなりま

すが、そうなってもいいのですかということだと思います。 
 
【徳田副委員長】 
 人の住まない家はどんどん朽ちていくように、休耕田はどんどん荒れ果て、水資源の問

題も色々出てくるのではないかと心配しています。そういう部分では多少農業を続けてい

ただいたほうがいいのではないかと思いますので、そういう意味ではあまり否定しなくて

もいいのではないかと思います。 
 
【菅野委員長】 
 評価としては、私も掘委員の評価に近い立場をとっていますが、現実的に評価だけで推

し進めるわけにはいかないだろうということもあります。そのあたりで修正する考えを持

って、全て「Ｃ」となると相当厳しいコメントになっていますので、課題は色々あるけれ

どもこの事業は是認して、落ち着かせよと思っていますがいかがでしょうか。必要性を「Ｂ」、

有効性を「Ｂ」、効率性を「Ｃ」、総合評価を「Ｂ」ということでいかがでしょうか。 
 
【堀委員】 
総合評価のコメントのところでは、「事業開始から 10 年が経過しており、事業内容の検
討が必要ではないか」というような表現でよろしいでしょうか。 

 
【徳田副委員長】 
 そういう指摘があっていいと思います。 
 
「４－９」 
【堀委員】 
 「農業用基幹水利施設管理事業」については、総合評価を「Ａ」としました。今後の指

摘は必要ないとのとでしたので、修正したいと思います。評価に非常に悩みましたが、断
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水させないということは非常に大事なことですので、それが着実に行われているというこ

とは評価が高くていいのではないかと思いました。 
 
【菅野委員長】 
これも事故がある程度発生するという前提に立つと、事故がないということは高い評価

をしますけれども、事故は本来あるべきではないと考えると、たいしたことではありませ

ん。受益面積も決まった面積に水を供給しているのですから、達成度は評価しないという

ことでいいのではないでしょうか。 
この施設を作った以上は、適正管理するというのは絶対条件なのです。ですから特別何

かをしない限りは「極めて高い」ということにはならないのではないでしょうか。必要性

については「Ｂ」くらいのほうがいいのではないでしょうか。有効性については用水断水

がなかったことから適性管理がされており「Ａ」、効率性についても「Ｂ」で、総合評価は

「Ｂ+」でもいいですがどうでしょうか。 
 
【堀委員】 
 総合評価は「Ｂ」ですね。総合評価のコメントについては、観点別に記載したコメント

も踏まえてもう一度考えます。 
 
「４－１０」 
【堀委員】 
「農地・水・環境保全向上対策事業」については、中山間で対象となる所とならない所

による不公平感から新たな事業とした感が否めないということと、活動についてはパネル

展を開催して市民に知らせているが、財源については知らされていないということから、

中山間と同様に廃止を含めた見直しをすべきと考え、総合評価を「Ｄ」としました。先程

の「中山間地域等直接支払推進事業」も修正しましたので、それに併せて修正します。達

成度については「Ｃ」としたのですが、目標値は決められた面積なので、評価しないこと

に修正します。必要性については、財政的に厳しい状況の中で実施する事業とは思えない

ということで「Ｄ」とし、有効性については農業用施設の保全管理はこの事業がなくても

行われてきたことから「Ｃ」としています。効率性については、事業の見直しによってコ

スト削減が可能と判断し「Ｄ」としました。 
 
【菅野委員長】 
 「中山間地域等直接支払推進事業」と全く同じとは言いませんが、考え方の基本は同じ

ということで実施されていると思います。そうすると全く違った評価となることはいかが

なものかと思います。 
 
【門馬委員】 
 「中山間地域等直接支払推進事業」の時に、もしこの事業がなかったとしたらどうなる

だろうかという話しをしましたが、この事業はどうなるでしょうか。平成 19年度から始ま
った事業ですので、今までこの事業がなくても行われていたといえます。そう考えると、「中



 24 

山間地域等直接支払推進事業」とは少し違うのかなという気がします。 
 
【堀委員】 
 今までも行っていた事業が、この事業ができたからといって、この事業で行うことによ

って、市の負担となってしまうのはいかがなものかと思います。 
 
【菅野委員長】 
 観点別評価から入ると、どうしても総合評価は厳しくなってしまいます。私は邪道かも

しれませんが、この事業がどういう事業かということをイメージしながら観点別評価に入

っていかなければ、どうしても厳しい評価になってしまいます。 
 
【堀委員】 
 皆さんが、必要性等をどのように考えたのか、お聞かせ願いますか。 
 
【徳田副委員長】 
 私は「中山間地域等直接支払推進事業」の考え方と同じで、行政として関与せざるを得

ないだろうと思います。 
 
【菅野委員長】 
 国の制度だと理解すれば止むを得ないという気もします。 
 
【徳田副委員長】 
 それだけでなく厳しく見るところは見てもいいと思いますが、農業従事者の方の立場も

考えますと、止むを得ないという気もします。 
 
【菅野委員長】 
 農業支援の観点からすると、中山間地域の人は支援するのに、それ以外の人を支援しな

いのはおかしいということになるかもしれませんね。必要性が「Ｄ」というのは厳しいと

思います。 
 
【堀委員】 
 私は必要性に問題があると思い「Ｄ」としたのですが、皆さんの意見を伺うと「中山間

地域等直接支払推進事業」と同じような考え方ということになりますね。 
 
【菅野委員長】 
 国の制度に対して必要性が「Ｄ」ということになると、市はやるべきではないというこ

とになりますので、市が関与して農業支援をしていこうというスタンスからすると、最低

「Ｂ」か「Ｃ」ということになると思います。「中山間地域等直接支払推進事業」の場合は

必要性「Ｂ」、有効性「Ｂ」、効率性「Ｃ」、総合評価を「Ｂ」としましたけれども、それで

いいかどうかということになります。堀委員はいかがですか。 
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【堀委員】 
 それでは「中山間地域等直接支払推進事業」と同じような評価をするということですね。 
 
「４－１１」 
【堀委員】 
「有機農業・低農薬・減化学肥料栽培普及事務」については、平成 15年に策定された「石
狩市農業振興計画」によって、クリーン農業を推進しており、土壌分析診断が過剰な農薬

の使用に抑止効果として現れたり、低化学肥料農業の推進が図られており、今後の取り組

みにも期待したいということで「Ｂ」評価としました。達成度としては「Ｂ」とし、必要

性については、消費者からも求められている事業であり、行政としても積極的に推進すべ

きであると考え「Ｂ」評価としました。有効性については、石狩市の農業のイメージアッ

プに繋がっていますが、ＰＲが不足しており「Ｃ」評価としました。効率性については、

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心・安全は高まっており、事業の

推進が石狩市の農業に与える影響が大きいと考え「Ｂ」評価としました。 
 
【徳田副委員長】 
私も全般的に同じような評価ですが、効率性のところで、農業従事者は半分負担してい

ますが、もう少し増やしてもいいのではないかと思っていて、「Ｃ」でいいのではないかと

考えています。 
 
【菅野委員長】 
 事業推進の観点で思想としては結構なことだと思います。今後の取り組みに大いに期待

したいと思います。 
 
「４－１２」 
【堀委員】 
 「地産地消推進事業」については、消費者の意見も取り入れた地産地消の推進が必要で

あり、総合評価は「Ｂ」評価としました。達成度については、直売所来客者数、販売額は

年々増加していることは評価し「Ｂ」としていますが、目標値の設定をすべきであると思

います。必要性については、市民が地場の生産物を購入できる場としては評価が高く「Ｂ」、

有効性については、販売所が 1 箇所のみで交通手段等から身近なスーパーなどで販売され
ることを望む声が多く「Ｃ」、効率性は、平成 21 年度に市内における販売拡大を図るため
の検討が行われており今後に期待したいということで「Ｃ」評価としました。また、イベ

ントを行っていますが、参加者数の把握がなされてないので、ある程度の人数は把握して

おくべきだと思います。 
 
【菅野委員長】 
 達成度については、目標値の設定がないので、評価しない方がいいのではないでしょう

か。 
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【堀委員】 
 そうですね。 
 
【徳田副委員長】 
 必要性、有効性についてはいいと思うのですが、効率性のコメントとして書かれている

「イベント参加者数の把握」については、達成度に対するコメントのほうが適切だと思い

ます。総合評価は「Ｂ」でいいと思いますので、達成度は「Ｂ」か「Ｃ」というところだ

と思います。 
 
【菅野委員長】 
 取り組みの日が浅いので、成果としては、まだこれからというところではないでしょう

か。観点別評価の「Ｂ」が 1つで、「Ｃ」が 2つだとすると総合評価を「Ｂ」とするのはい
かがなものかと思います。効率性を「Ｂ」とすることにしましょう。 
 
【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 11 日に開催いたします。「農林業の振興」の続きと「道路網の整備」、「石狩
湾新港地域の振興」について、評価したいと思います。よろしくお願いいたします。 
 
 

 

 

 

 

平成２２年 ８月１３日 議事録確定 

石狩市行政評価委員会 委員長  菅 野  勲 


