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平成２１年度第３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２１年１０月５日（月） 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）企画調整課地域調整担当課長 岡林 位和 

委員 門馬冨士子 ○ （事務局）企画調整課企画調整担当主査 中西 章司 

委員 座主 寿夫 ○ （事務局）企画調整課企画調整担当主任 笠井 剛 

委員 堀 弘子 ○ 市民生活部長 唐澤 治夫 

   市民生活課長 宮崎 雅年 

 
傍聴人：０名 
 
１ 開会 

 
２ 質疑 

【菅野委員長】 
 それでは、会議を進めます。 
 本日は、「生活安全・交通安全対策の充実」「消費者対策の推進」について、所管の方か

らご説明願います。 
 
【唐澤市民生活部長】 
 ～ 資料説明（平成２１年度施策評価シート「生活安全・交通安全対策の充実」及び「消

費者対策の推進） ～ 
 
【菅野委員長】 
 まず、「生活安全・交通安全対策の推進」の事業について質疑を行いたいと思います。事

業別の説明については省略いたしまして、確認したいことがありましたらお願いいたしま

す。 
 
【徳田副委員長】 
 犯罪の種類について、全道的にみて、石狩市での特徴、傾向というものはありますでし

ょうか。それによって対応すべきことが見えてくることもあると思いますが。もしお分か

りであれば教えていただけますでしょうか。 
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【唐澤市民生活部長】 
 資料を持ち合わせていないので、数字等はお示しできないのですが、犯罪の種類として

は、札幌、小樽での傾向と類似していると考えています。札幌との違いという部分として

は、国際港湾を抱えているため、外国人犯罪が、数としてそれほどではありませんが、割

合としては多いと思います。あとは、全道、全国的にもそうですが、石狩市でも子どもの

連れ去り、声かけなど、未遂に終わっている部分もありますが、最近発生しています。 
 
【徳田副委員長】 
 犯罪としては都会的傾向にあるということでしょうか。 
 
【唐澤市民生活部長】 
 そのような傾向と考えています。 
 
【徳田副委員長】 
 それに応じた対策を講じる必要がありますね。 
 
【菅野委員長】 
 犯罪、交通事故等の実績値は、石狩市だけのものでしょうか。 
 
【宮崎市民生活課長】 
 そうです。札幌北警察署から頂いているものです。 
 
【菅野委員長】 
 頂いている実績データは月別件数程度のものですか。 
 
【宮崎市民生活課長】 
 データについては、詳細にわたるデータとなっています。 
 
【菅野委員長】 
 施策の目的に、警察署誘致と書かれていますが、見通しはどうなっていますか。 
 
【唐澤市民生活部長】 
 先般の定例会でも意見書を採決いただき、また地域からの要望書等も道警本部のほうに

提出させていただいています。経済状況からも厳しい状況にありますが、もう少し粘り強

く、要望活動を行っていきたいと思います。 
  
【菅野委員長】 
 暴力追放運動や防犯活動について市がどの程度かかわるかという問題があります。市が

直接というよりも市民の意識啓発活動が主になると思います。防犯協会など今後もこうし

た団体を巻き込んで展開していくことになるのでしょうか。 
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【宮崎市民生活課長】 
 市内には８地区の防犯協会があり、基本的には市民生活課としてはこの活動を推進して

いくというスタンスです。それ以外にも教育委員会でもスクールガードなどの取組を行っ

ていますが、数年前までは、花川北、南地区でモデル地域として防犯活動を行っていただ

き、自主的な防犯活動が行われるようになったということで、それを更に強化していただ

くという方策を考えていこうと思っています。 
 
【菅野委員長】 
 暴力団の構成員などは石狩にも存在するのでしょうか。 
 
【宮崎市民生活課長】 
 表面的には出てきていませんが、実際のところはあるだろうと聞いています。 
 
【座主委員】 
 警察署の誘致には市側の財政負担が必要となるものでしょうか。 
  
【唐澤市民生活部長】 
 おそらく金銭的負担はないと思いますが、用地の提供等で便宜を図るというようなこと

が必要となってくる可能性はあります。しかしながら誘致された場合、管理運営にかかわ

るランニングコスト等は北海道で負担することになります。 
 
【門馬委員】 
 暴力追放運動、防犯活動に携わる人員が高齢化により減少傾向にあると施策評価の課題

に書かれていますが、そのメンバーは、各団体が集めているのですか。 
 
【宮崎市民生活課長】 
 防犯協会に関しては、連合町内単位で防犯部がありますので、ほぼその役員となってい

ることが高齢化の要因となっています。 
 
【門馬委員】 
 そうなると高齢化していると言えますが、花川全体でみれば、団塊世代が退職期に入っ

て、６０台前半の方がたくさんいらっしゃいます。担いとなるべき人が増えていますので、

高齢化を理由にはできないのではないでしょうか。 
 
【宮崎市民生活課長】 
 人材としては確かにいるのですが、なかなか参加していただけないというのが実状です。 
 
【門馬委員】 
 町内会の役員自体が高齢化、固定化しているという問題があります。従って、団塊世代

のような元気でバリバリの人たちが町内会活動に参加しにくいという問題があり、こうし
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た防犯活動に人が集まらないという課題があります。何とかならないものでしょうか。 
 
【唐澤市民生活部長】 
 市民の意識が醸成されていないというか、生まれ育ったまちではないということで、意

識が高まらない原因となっているのではないでしょうか。なかなか町内会役員のなり手も

いないものですからある程度お年を召した方が役員に就かれるというような状況になって

いるものと思われます。団塊世代が活躍してもらえることに期待はしています。 
 
【堀委員】 
 施策評価の目的には、総合計画の戦略計画に定められた目的が書かれています。現状の

欄にもそのまま書かれています。これは 2007年に作られたものですが、この中にすでにコ
ミュニティ意識が希薄化していること、地域が一体となった防犯活動の促進を図ることな

どが書かれていますが、この時点で犯罪が起こりにくい環境をつくらなければならないと

認識しているということです。では、これまでこうした環境の整備としてどう取り組んで

きましたか。 
 
【唐澤市民生活部長】 
 コミュニティ意識、犯罪防止機能というのは、一朝一夕に変化が現れることではありま

せん。あればご教示願いたいところです。短絡的に物事を行っても長続きしませんし、時

間をかけつつ、粘り強く、高揚に努めていくべきと考えています。石狩は人の出入りが大

きいところですので、地域の様々なイベントなどで交流が図られるようにしてもらいたい

と考えています。行政が「こうする」というイメージはしておりません。やはり地域の生

活の中でコミュニケーションは生まれていくのだと思います。 
 
【堀委員】 
 環境の整備という点でいうと、もちろん市民も努力しなくてはいけないと思いますが、

市としての整備が必要だと思います。それと、「暴力追放運動推進協議会事務」と「防犯協

会連合会運営支援事業」の「統合・連携」については、将来的なものと考えられてのこと

ということですが、今までは予測できなかった犯罪も増えていると思いますので、犯罪を

未然に防止していくということを考えると、色々な人が携わることが必要だと思いますの

で、そういったことをコーディネートしていくところまでもっていく段階としては行政の

力が必要なのではないでしょうか。 
 
【唐澤市民生活部長】 
  そのとおりだと思います。犯罪防止の視点では、狭隘な見方をすれば、街路灯をつける
ですとか、暗いところへ行かないというのがあるのかもしれません。意識を盛り上げるた

めには、地域の町内会等との連携、あるいは防止にかかわるアイディアを出し合うという

のも必要でしょうし、町内会や自治会との連携が直接市民とのつながりになっていくもの

と考えています。また町内会のみならず学校全体、地域全体での取組が一番必要なのかな

という気がしています。警察も当然かかわってくるのですが、役所感覚の縦割りではなく
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部を跨いだ横の連携も必要だと思っていますし、そのことがイコール地域とのつながりと

いうものが出てくると思っていますし、それが大きなところだと思っています。 
 
【菅野委員長】 
 防犯灯と街路灯の部分について意見を伺いたいと思います。 
 パブリックコメントの中にも、「市民にとって道路の灯りはどれも同じであるので、管理

の一元化を図るべき」という意見も出されています。この辺について皆さんの意見を伺い

たいと思います。 
 
【門馬委員】 
 パブリックコメントには、管理所管の一元化をとのことですが、これは難しいと思いま

すので、苦情、要望の受付所管だけでも一元化は図れないものでしょうか。 
 
【宮崎市民生活課長】 
 建設水道部、市民生活部、町内会管理のものがありますが、どこの所管で受けても同じ

対応をするようにしています。ただし、そういった混乱を避けるためには一本化したほう

が事務処理はスムーズに行くものと考えています。 
 
【徳田委員長】 
 防犯灯維持管理事業の今後の方向性の中で、「一体管理を検討する」と書かれています。 
この「検討する」がお役所的な表現で、「いつまでに一体管理を達成したい」というような

言葉にしていただけると前向きに受け止められるのですがいかがでしょうか。 
 
【宮崎市民生活課長】 
 予算や組織のなど解決しなければならない課題もあり、町内会管理の防犯灯では市の所

有物ではないというものもありますが、せめて市役所内部の建設水道部と市民生活部の関

係するものだけでも一元化したいと考えています。しかしながら、予算や組織の制約があ

り、年次まで示すのは難しい状況にあります。 
 
【菅野委員長】 
 続いて交通安全の部分に入ります。 
 
【門馬委員】 
 花川北地区で行き止まりだった道路をつないだところがありますが、交通事故に悪い影

響を与えたということはありませんか。 
 
【唐澤市民生活部長】 
 そういったことはありません。町内会からの要望で行っていますので、苦情等もありま

せん。 
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【門馬委員】 
 今後エコなどをキーワードに自転車の利用が増えると重いますが、自転車の安全対策は

どのようになっていますか。 
 
【宮崎市民生活課長】 
 小学生、中学生の自転車教室、要請のあった高齢者クラブや町内会に交通指導員が出向

いて指導を行っています。昨年は試験的に、中央バスと連携して自転車免許証を交付する

など行っていますが、歩道での人身事故が増えてきていますので、今後自転車に対する取

組が重要になってくると思います。 
 
【徳田副委員長】 
 反射材の取付けなどは警察署の管轄になるのでしょうか。 
 
【宮崎市民生活部長】 
 年に何回かの自転車安全日に、自転車のホイールにつける反射材を配布して付けてもら

っています。民間の啓発資材として使えないかということで、北警察署と連携してグリー

ンカードというものを検討しています。これは交通違反切符と類似のものとして啓発に使

えないか考えているものです。 
 
【菅野委員長】 
 次に飼養・野生動物等対策に入りますが、この対策で現在特に課題となっていることは

ありませんか。 
 
【唐澤市民生活部長】 
 厚田区で犬を百数十匹ほど飼っているところがあり、近くの養豚場からも苦情がありま

すし、周辺の農作物等にも被害を出さぬよう柵の設置等の指導を行っています。 
 
【菅野委員長】 
 熊による被害はありませんか。 
 
【唐澤市民生活部長】 
 熊の出没情報は寄せられますので、猟友会に委託し防除を行っています。 
 
【菅野委員長】 
 次に消費者対策の推進に入ります。 
 消費者相談件数が平成 17年度 592件から平成 20年度に 209件となったというのはどの
ような要因からでしょうか。 
 
【宮崎市民生活課長】 
 平成 18年当時は架空請求による被害が多く、今は無くなったということではありません
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が、大分減ってきています。 
 
【菅野委員長】 
 消費者庁が設置されて、各自治体の仕事にも影響が出てくるのでは。 
 
【宮崎市民生活課長】 
 消費者相談の窓口設置が義務付けられています。石狩市はすでに窓口がありますので、

どのように充実させていくかというのが課題になると思います。 
 
【菅野委員長】 
 そういう意味では、市としては消費者協会をどのように育てていくかというのが課題で

しょうね。 
 
【宮崎市民生活課長】 
 会員数も減少していますし、大きな課題です。 
 
【堀委員】 
 国では消費者庁が設置され、消費者対策のもつ事業の意味は大きいものと思います。相

談員になるための研修を受けても、実際には相談員にはなっていないという現実からして、

根本解決が必要なのではないでしょうか。スキルアップの研修を受けるのも自費ですし、

そうした中で若い人にボランティアで活動をお願いをするにも限界があります。 
 
【宮崎市民生活課長】 
 消費者関連の補助金が３年間使えるということで、それを活用した研修などを行い、自

己負担での研修受講はなるべく避けたいと考えています。 
 
【堀委員】 
 最終的に参加した人のスキルアップにつながるので、それはそれでよいのかもしれませ

んが、報酬をもらって行っているわけではないので、そこが一番問題だと思います。 
 
【宮崎市民生活課長】 
 そこは委託事業で行っていますので、市としては委託料を 1 日 5,000 円程度ですが、相
談が 1日 1件から 1.5件では報酬の積算基礎を上げるということにはなりません。従って、
関係団体にも協力いただき、研修等を開催していきたいと考えています。 
 
【門馬委員】 
 消費者庁設置によって、何か構造が変わっていくとは考えられないですか。 
 
【宮崎市民生活課長】 
 相談窓口の設置が義務付けられていますので、既に変わってきていると言えます。 
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【菅野委員長】 
 消費者まつりの市の補助金は 150万円から 100万円に減額されていますが、どういった
理由からでしょうか。  
 
【宮崎市民生活課長】 
 補助金の内容についてはほとんどが新聞折込などの啓発経費が主となっています。今回

は道からの支援がありまして、例年よりは広告体制などの充実は図られていると思います。 
 
【菅野委員長】 
 全体を通して何かありませんか。 
 
【堀委員】 
全体を通して例えば、交通安全関係事務の「事業の背景・個別計画・社会状況・他の類

似事業等」のところで、「他の市町村でも同様の事業を実施している」と書かれていますが、

これは他の事業にも同様に書かれているところが多く見受けられます。ここはやはり市と

して事業を行っている訳ですから、他のまちでやっているからうちでもやるというのでは

なく、なぜ石狩市でやるのかということを明確に記すべきではないでしょうか。 
 
【菅野委員長】 
 これは所管部だけの問題ではないと思いますが。 
 
【事務局：中西主査】 
具体的に表現できないところはこういった表現になってしまっているとうことはありま

す。 
 
【堀委員】 
 所管では施策課題などを一つ一つ押さえているはずなので、これを解決していくために

この事業が必要なんだということに結びつかないと、事業としてはいかがなものかと思い

ます。 
 
【菅野委員長】 
 これからのためにも検討していただかなければならない事項ですね。  
 
 それでは本日のヒアリングはこれで終了いたします。お疲れ様でした。 
 
～ 休憩 ～ 
 
【菅野委員長】 
 続いて、評価に入っていきたいと思います。遠慮なく意見を出していただきたいと思い

ます。まず、「生活安全・交通安全対策の充実」の個々の事業の評価から入っていきたいと
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思います。 
 
「３－１」 
【菅野委員長】 
 まずこの事業の課題というものはあるでしょうか。 
 
【堀委員】 
 「暴力追放運動」「防犯協会」は統合、連携が可能という課長評価となっています。将来

的にという意味合いであるとお伺いしましたが、先延ばしていかないということが必要だ

と思います。 
 
【門馬委員】 
 この２つの事業とも相手の団体ありきで、その団体へ補助をするというかたちで長い間

あまり疑問も持たずに来ていると思います。団体との関係で行政はなかなか補助金を切れ

ないという現実はあるのでしょうけれども、もはやそうした時代ではないと思いますので、

検討すべきではないでしょうか。 
 
【菅野委員長】 
 これは警察内部の組織とのかかわりもあって、各々独立した団体となっているのでしょ

う。しかし市民活動の中では類似したものですので、本当は一つで行うのが良いのかもし

れませんが、そうした理由からそうはできないのでしょう。従って市としては啓発は連携

して取り組もうというものでしょうが、皆さんいかがでしょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 昔の経緯はあるとは思いますが、目的が密接に関連している事業は市がリーダーシップ

をとって連携を深めるべきだと思います。 
 
【菅野委員長】 
 「暴力追放運動」の補助金は金額が少ないですので、少額補助の必要性としてどうなの

かという問題もあります。 
 
【堀委員】 
 「暴力追放運動」については、市の補助は小額ですが、事業費の多くは他の会員からの

会費収入により運営されています。 
  
犯罪は増加傾向、低年齢化が進んでおり、解決のためには色々なところと連携をとって

いく必要があると思います。犯罪件数を減らすという目標の達成は困難との事ですが、そ

ういうことではなくて、目標を達成するために、問題点にあげているように連携を図るこ

とが必要だということではないでしょうか。「３－１」「３－２」の統合、連携ができなけ

れば他の事業ではもっと難しいということになるのではないでしょうか。 
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【菅野委員長】 
 目標の達成度を計るのは、単に数字だけを見ると判断は難しいと思います。あとは、ど

の程度団体が活発に活動するかを見るのでしょうか。 
 
【座主委員】 
 事業が役に立っているかというのが問題ではないでしょうか。 
 
【菅野委員長】 
 「防犯協会」の事業は少額補助ですので、団体独自で行ってもらうという意見があるか

もしれません。 
 
【堀委員】 
 総合計画に載っている事業ですので、事業の達成度は必要なことだと思います。それに

対する事業評価ですから、そこから言うといかにこの施策の目標に向かって行われている

のかということがこの事業の評価の一つにあると思いますので、この一つの事業に市がど

のように係っているかというのが大切なことだと思います。この計画の中で、団体、市民、

市がどのように係っていくかというのも大切なことですし、金額の大小に係らず、個々の

果たしていく役割が、事業統合ということでより大きくなっていくのではないかという視

点も必要ではないでしょうか。 
 
【菅野委員長】 
 団体の統合が将来的に可能かどうかという問題があるかと思います。そういう前提で評

価すると、まだまだ連携が進んでいないと評価することになります。そうすると理想に対

する厳しい評価になってしますので、そこまで考えなくてはよいのではないでしょうか。 
 今の項目はある程度大きな項目だと思いますが、観点別評価に入る前に、全体的に課題

があるというような意見がほしいのです。それに向かってどうなのかという評価していき

たいと思って皆さんに意見を伺っているのです。 
 まず、事業全体としては、止むを得ないと捉えるのか、行政としては適当とみるのか、

全体像を描きながら観点別に入って行きたいと思っています。色々な切り口があると思い

ますが、観点別から入ってしまいますと評価がしにくいと思いますので。 
 
【徳田副委員長】 
 犯罪件数が減るのは望ましいわけで、先ほどの説明では経済状況などもあり難しいとの

話でしたが、やはりそれではいけないと思います。やはり減らす方向で考えてほしいと思

うのです。それでどうするかと言っても決め手となるようなものはないと思いますが、今

見えてくるのは、「３－１」と「３－２」でもっと連携をとりながら進める検討をすると、

何が問題かが浮き彫りになってくると思います。そういう意味でも市が積極的に連携を図

って対応していくべきだと思います。 
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【菅野委員長】 
 個別の事業評価を全体的に行って、具体的事項の中で「２つの事業の連携を図るべき」

というようなことで考え方を示すのでいいのではないかと考えます。担当課長の一次評価

にも余り拘る必要も無いのでしょう。そういう意味で観点別評価から入っていくのが妥当

と思います。 
従って達成度についてはマイナスということで「Ｄ」となりますね。必要性については

「Ｂ」、有効性は「Ｂ」、効率性については、経費を削減できるかということに視点を置い

ています。 
 
【堀委員】 
 この事業で言うと、新聞の共同発行で経費を削減しているといえますよね。 
 
【徳田副委員長】 
 連携可能という評価からすると、まだまだ効率的執行が可能と考えられますから、「Ｃ」

という評価でよいのではないでしょうか。 
 
【菅野委員長】 
 そのことは、この事業の中でコスト削減できるか否かではなく、効率的に事業執行でき

るという観点のものではないでしょうか。 
 
【徳田福委員長】 
 事業費的にはそういうことだと思います。 
 
【堀委員】 
 しかしここでは、業務の簡素化でコスト削減が可能という意味合いが含まれていると思

いますが。そういうことではないのでしょうか。 
 
【菅野委員長】 
 評価基準を作った時の主旨は違いました。単独で実施するよりは、効果が大きくなるだ

ろうという意味合いでした。二つを合わせることで経費を削減できるということを考えて

はいません。 
 
【堀委員】 
 二つを合わせることで経費を削減できるということではなくて、二つのやりたいことが

一度にできるということになりますが。 
 
【菅野委員長】 
 ここの効率性は、事業効果ではなくてコスト削減についてなのです。大きく言うと無駄

が無いかということです。 
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【徳田副委員長】 
そういうことからすると連携して推進すべきということは、観点別評価に反映されてい

かないということになりますね。 
 
【菅野委員長】 
 それは具体的事項のなかで表現することにしたいと思います。 

 
【徳田副委員長】 
 コスト的にはあまり関係ないのかもしれませんが、評価としては「Ｂ」ということにな

るのでしょうか。そうすると、有効性が「Ｂ」でいいのかといいう疑問が生じます。 
  
【菅野委員長】 
あまり観点別の各点を突き詰めると先に進まなくなってしまいますので、この辺で結論

を出したいと思います。 
達成度「Ｄ」必要性「Ｂ」有効性「Ｂ」効率性「Ｂ」総合評価「Ｂ」ということでいか

がでしょうか。 
指標の設定については、「犯罪件数」が指標としてどうかということになります。 
 
【徳田福委員長】 
 概ね適正な指標だと思います。問題あるとまでは言えないと思います。 
 
【菅野委員長】 
 私は事業評価をする上ではあまり適正な指標ではないと思います。防犯なら防犯、暴追

なら暴追の内訳があればより適切な指標になると思います。 
 とりあえず、概ね適正な指標として捉えておきましょう。 
具体的な事項としては、「「３－２」との連携を強め活動を推進すべき」としておきまし

ょう。 
 
「３－２」 
【菅野委員長】 
 次の「防犯協会連合協議会運営支援事業」についても同じ評価でよろしいでしょうか。 
達成度「Ｄ」必要性「Ｂ」有効性「Ｂ」効率性「Ｂ」総合評価「Ｂ」成果指標の設定「○」、

具体的事項「３－１」との連携を強め活動を推進すべき」ということでよろしいでしょう

か。 
 
「３－３」・「３－４」 
【菅野委員長】 
 続いて「防犯灯維持管理業務」です。これの課題は、街路灯も防犯灯も一般市民には違

いが無いということです。防犯灯だから犯罪件数を成果指標としても良いのかという疑問

があります。従って、指標としては問題ありと考えます。「街路灯組合運営支援事業」につ



 13 

いても「犯罪件数」が成果指標として設定されていますが、ともに指標としては問題あり

と考えます。 
必要性についてはともに「Ａ」だと思います。 

 
【徳田副委員長】 
 必要性が高いことは高いと思いますが、極めて高いとまでは言えるでしょうか。 
 
【菅野委員長】 
 複雑に考えることをしないで率直な評価にしたいと思いますので「Ａ」でいかがでしょ

うか。有効性も「Ａ」、効率性は「Ｂ」、総合評価は「Ａ」でいかがでしょうか。成果指標

は「△」ということで「街路灯組合運営支援事業」も同様ということでよろしいでしょう

か。 
 
【徳田副委員長】 
具体的事項については、「交通事故件数」の指標も入れるべきということになりますでし

ょうか。指標として「問題あり」とするのであれば、何か提示しなければ、多少無責任の

ような気がしますが。 
 
【菅野委員長】 
 ここの問題としては、パブリックコメントの意見も参酌して、窓口の一本化という課題

があることを入れることにしましょう。 
 
「３－５」 
【菅野委員長】 
 次に「交通安全関係事務」です。これについて課題は何かありましたでしょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 自転車環境に力を入れてはどうかという意見が結構ありましたね。 
 
【菅野委員長】 
 一般的に高齢化社会になってきているということで、高齢化に重点を置いた対策を行っ

ていかなくてはならない事業です。それから、子ども、自転車の対策といった、時代にあ

った施策の推進が必要であると私共が考えた場合、今の事業展開がよいのかどうかという

ことだと思いますが、これに関する目標は設定されていないと見てよいのですよね。 
 
【門馬委員】 
 「子ども、高齢者の事故件数」というのがあります。 
 
【菅野委員長】 
 では、達成度は「Ａ」ですね。 
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【堀委員】 
 総合計画の目標値が示されているので、こうなると思うのですが、課題のところに「高

齢者の事故に占める割合が高い」と出ているので、ここの数字から見ると、子どもの占め

る割合は低くなっていると読めます。 
 
【菅野委員長】 
 施策の指標というのは施策全体の指標として捉えてほしいのです。施策の指標を個々の

事業にも当てはめるのはあまり適切ではないと思います。だからと言って子どもの部分だ

けの指標となると、部分的な問題となってしまいます。したがって、今の指標から達成度

は「Ａ」と判断しましょう。必要性についても「Ａ」ですね。 
 
【徳田副委員長】 
 有効性は極めて高いとは言えないですね。「Ｂ」ですね。 
 
【菅野委員長】 
 効率性は無駄があるということにはならないと思いますが。 
 
【徳田副委員長】 
 この事業は事業費が 1 千万円ほどかかっています。制服代ですとか人件費ということで
すが、どうも見えてこなくて、これだけ経費がかかるのかという疑問はありますので、妥

当かどうかというのは判断しかねます。 
 
【菅野委員長】 
 決定的に無駄があるという見方はできませんね。その点から判断して「Ｂ」評価とした

いと思います。総合評価は「Ｂ」としてよろしいでしょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 成果指標は、子どもと高齢者を分けて設定すると対策は取りやすいと思います。 
 
【菅野委員長】 
 成果指標は指標として問題あり「△」として、具体的事項には何を入れましょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 交通事故分析をして、対策を取るべきというようなことでいかがでしょうか。 
 
【菅野委員長】 
 こういった啓発運動はマンネリ化しますので、効果が実感としてわからないということ

になると切り口を変えるべきで、地道な活動の中に効果が実感できるような活動のポイン

トを絞って展開すべきという表現でもよろしいのではないでしょうか。 
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「３－６」 
【菅野委員長】 
 「市民交通傷害保険取扱事業」については、廃止という方針が打ち出されていますが、

これはどのように評価したらよろしいでしょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 評価せずに、具体的事項に「廃止事業のため評価しない」と謳っておけばよろしいので

はないでしょうか。 
 
「３－７」 
【菅野委員長】 
「飼養・野生動物対策業務」については、狂犬病予防がベースとなっている事業ですから、

「狂犬病予防注射率」という指標設定については適正「○」といえるのではないでしょう

か。 
 達成度については、目標値の 70%というのをどう考えるかということがありますが、犬
の登録数を完全に補足し得ないという実態からすると概ね適正といえると思います。そう

したことから、達成度を判断すると「Ｂ」でよろしいかと思います。必要性は極めて高い

「Ａ」、有効性、効率性については狂犬病予防だけで評価できませんので、「Ｂ」でよろし

いのではないでしょうか。したがって総合評価は「Ｂ」としたいと思います。コメントす

ることは特にありませんが、それでよろしいでしょうか。 
 
「４－１」 
【菅野委員長】 
 続いて「消費者対策業務」です。被害件数が減っていますし、目標値を達成しています

ので「A」でいかがでしょうか。「量目試買調査結果」、「消費者相談件数」もありますが。「量
目試買調査」については目標値を下回っていますが。 
 
【門馬委員】 
 「消費者相談件数」も実態を必ずしも表しているかどうかは疑問ですが、傾向性を把握

する指標としては有効ではないでしょうか。 
 
【菅野委員長】 
 それでは達成度は「Ａ」ということにします。必要性も「Ａ」、効率性も無駄はないと思

いますので「Ａ」でよいでしょうか。 
 
【堀委員】 
 効率性の判断は難しいですね。 
 
【菅野委員長】 
 難しい場合は「高い・低い」のうち、「高い」と考えるべきでしょう。「極めて高い」と
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までは言い切れませんね。「Ｂ」とします。総合評価は「Ａ」、成果指標はおおむね適正「○」

とします。特に触れておく事項はありますか。 
 
【座主委員】 
 価格調査は北海道でも行っていますので、市でやる必要性はないのではないでしょうか。 
 
【堀委員】 
 調査も道と市と同じようなお店に調査に入っているのですよね。 
 
【菅野委員長】 
 それでは、「北海道と重複調査しているところがあるので避ける」としておきましょう。 
 
【徳田副委員長】 
 消費者相談員のレベルアップとかの話も出ていましたが、もう少し具体的に相談員を増

やす方策を考える必要は無いでしょうか。 
 
【菅野委員長】 
 私共としては、相談員の拡充というよりも、消費者対策について強化すべきであるとい

うような表現がよいのではないでしょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 事業評価の改革改善の方向のなかにこれらの文言が書かれていますので。 
 
【菅野委員長】 
 具体的な項目にするか、大きい項目にするか、表現は少し考えましょう。 
 
「４－２」 
【菅野委員長】 
 「消費者協会運営支援事業」については、こちらも「被害件数」が指標ですので、達成

度については「Ａ」になると思います。必要性は「Ｂ」でしょうか「Ａ」でしょうか。 
 
【堀委員】 
 消費者のほうがそれほど必要性を感じているのかなという疑問はあります。 
 
【菅野委員長】 
 我々の方で、事業の中身についてこうした方がいいのではないかという考えがあっても

具体的に述べるのは難しいところがあります。 
無駄があるとまでは思いませんので効率性は「Ｂ」、総合評価としては「Ｂ」としたいと

思います。指標については概ね適正「○」でよろしいでしょうか。 
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「４－３」 
【菅野委員長】 
 「いしかり消費者まつり開催支援事業」については、成果指標については「来場者数」

と「ブース設置数」の２つがありますが、指標としては「来場者数」のほうが重要だと思

います。達成度については「Ｂ」とします。必要性は高い「Ｂ」、有効性は役に立っている

と思いますので「Ｂ」、効率性も「Ｂ」、したがって総合評価も「Ｂ」とします。指標の設

定は適正「◎」とします。 
 
役所の評価としては、「概ね良し」とする評価に落ち着くのですが、我々に与えられた役

目としては「良いものは良い」「悪いものは悪い」との立場で評価したいと思います。そう

して全体を改めて並べて見て調整したいと思います。 
 
 本日はこれで終了いたします。明日は１４：００からとなります。お疲れ様でした。 
 
  
 
 
 

 

平成２１年１０月２２日 議事録確定 

石狩市行政評価委員会 委員長  菅 野  勲 


