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様式第3号(第9条関係) 

会議結果 

 次の附属機関等の会議を下記のとおり開催した。 

附属機関等の名

称 
 平成３０年度第１回みよし市行政評価委員会 

開 催 日 時 
平成３０年６月１８日(月) 

午前１０時００分～午前１１時３０分 

開 催 場 所  みよし市役所６階 ６０１・６０２会議室 

出 席 者 

 (会長)村松幸廣 

 

(副会長)望月恒男 

 

(委員)野々山幸隆、鈴木豊實、冨田義親、鈴木文生 

※敬称略 

 

小野田市長 

 

(事務局)山田政策推進部長、本田政策推進部参事、 

野々山政策推進部次長、竹内企画政策課長、近藤副主幹、森下主査、岡本主事 

次回開催予定日  平成３０年７月９日(月)午前９時３０分 

問 合 せ 先 

政策推進部企画政策課 担当者名 森下・岡本 

 電話番号0561-32-8005 

 ファックス番号0561-76-5021 

 メールアドレスkikaku@city.aichi-miyoshi.lg.jp 

下欄に掲載する

も の 

・議事録全文 

・議事録要約 要約した理由   

審議経過 

竹内課長 

定刻になりましたので、ただいまから平成３０年度 第１回行政評価委員会

を開催いたします。 

私は政策推進部企画政策課長の竹内と申します。議題の審議に入るまでの

間、進行を担当させていただきます。よろしくお願いいたします。 

本会議は、「みよし市附属機関の設置及び運営に関する要綱」に基づき、公

開対象の会議となっておりますので、あらかじめご了承いただきますよう、

よろしくお願いいたします。  

本年度は本委員会の委員の改選の年に当たりますので、委員の皆様には、

改めて委員の委嘱をさせていただいております。本来であれば、市長より、

委員お一人お一人に委嘱状を交付させていただくのが本意ではございます

が、時間の都合により、大変失礼ではございますが、机上に委嘱状を交付さ

せて頂いておりますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。 

それでは、はじめに小野田市長より挨拶を申し上げます。 

市  長 

本日は、平成３０年度第１回の行政評価委員会に、大変お忙しい中ご出席

いただき厚くお礼申し上げます。また、委員の皆様には、委員を快くお引き

受けいただき誠にありがとうございます。 

平成２２年度より導入した外部評価は、今年で９年目を迎え、委員の皆様

のお力により軌道に乗ってきたものと考えております。 
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本日、お集まりいただきました委員の皆様の中には、委員会の設立当初か

ら委員をお引き受けいただいている方もお見えになり、皆様の知識や経験を

生かした提言により、職員による内部評価では見えてこなかった改善点も出

てきており、本市の行政評価も充実されてきたものと考えております。 

本市としましては、行政評価委員会からの意見を尊重し、今後の事業の推

進に役立て、より効果的かつ効率的な行政運営を行ってまいりたいと考えて

おります。よろしくお願いいたします。 

竹内課長 

ありがとうございました。 

それでは、議事に先立ちまして、会長の選任をお願いしたいと思います。

「みよし市行政評価委員会設置要綱」第４条第２項に基づき、委員の皆様の

互選により会長を選任していただくこととなっております。いかがいたしま

しょうか。 

 「事務局に一任」の声 

竹内課長 

事務局に一任のお言葉をいただきました。 

事務局の方から前会長である村松委員に会長をお願いしたいと思いますが

いかがでしょうか。 

（委員全員） 異議なし 

竹内課長 異議なしの声を頂きました。村松委員よろしいでしょうか。 

村松委員 はい。 

竹内課長 

それでは、村松委員に委員長をお引き受け願いたいと思います。よろしく

お願いいたします。村松委員、会長席にお移りください。 

副会長は同じく「みよし市行政評価委員会設置要綱」第５条第２項により

会長に指名していただくこととなっておりますので、お願いいたします。 

村松会長 それでは、望月委員を副会長に指名することとします。 

竹内課長 ご指名がございました。望月委員よろしいでしょうか。 

望月委員 はい。 

竹内課長 

会長からの指名により望月委員には副会長をお願いしたいと思います。で

は望月委員、副会長席にお移りください。 

それでは、ここで村松会長並びに、望月副会長のお二方からご挨拶をいた

だきたいと思います。 

それではまず村松会長お願いします。 

村松会長 

会長を拝命いたしました。今までのやり方を踏襲しつつ皆様の御意見をい

ただきたいと思います。この行政評価委員会は皆様からの忌憚のないご意見

をいただきまして、みよしの行政のあり方をあらゆる観点から審議していき

たいと思います。 

今後も皆様方の協力を得たいと思います。 

本日は大阪でも少し地震がありましたが、東南海地震の予兆ではないかと

恐れを抱いております。そういった意味でも当市でも災害対策等も順にやっ

ていかなければならないと思っております。当委員会からもそういった声を

上げるべきだと感じております。皆様もどうぞひとつよろしくお願いいたし

ます。 

竹内課長 
ありがとうございました。続きまして望月副会長より御挨拶をお願いした

いと思います。 

望月副会長 

副会長に御指名頂きました望月と申します。昨年以来引き続き副会長をや

らせていただきます。 

私は当委員会設立当時から委員の一人として、各事業の外部評価を実施し

まして委員としても毎年やるごとにスキルも高くなってきました。非常に外

部評価も充実してきているのではないかと思っております。 
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今年度もさらに充実した外部評価にできたらと思っております。よろしく

お願いいたします。 

竹内課長 

ありがとうございました。なお、小野田市長におかれましては、他の公務

がございますので、申し訳ございませんが、ここで退席させていただきます。 

議題に先立ちまして、今年度の本委員会の今後の予定を説明いたします。 

 

本日の第１回委員会において、今年度の行政評価外部評価対象事業をご確

認いただき、その後７月９日（月）午前９時３０分からの第２回委員会にお

いて、本日選定した事業のヒアリングを実施し、事業の方向性について検討

していただきます。 

その後８月６日（月）午前１０時３０分開催予定の第３回委員会において、

検討結果をとりまとめた「平成３０年度事務事業評価外部評価報告書」につ

いてご確認いただく予定となっておりますので、よろしくお願いします。 

それでは、本日の議題に入りたいと思いますが、会議の議長につきまして

は「みよし市行政評価委員会要綱」第５条第１項に基づき、村松会長にお願

いすることといたします。 

それでは会長、議事進行、よろしくお願いします。 

村松会長 
それでは、本日の議題でありますけども事務事業外部評価の対象事業につ

いて、事務局から御説明お願いします。 

事 務 局 

それでは、お手元の資料１外部評価対象候補事業事務事業一覧（評価希望

事業）をご覧ください。 

事業の選定にあたり、市から外部評価していただきたい事業を、事前に外

部評価対象候補事業として資料１のとおり、５事業を上げさせていただきま

した。 

順番に御説明しますと、１つ目に「広報みよし発行事業」を上げさせてい

ただきました。 

広報誌の発行回数を減らして欲しいとの意見があるが、発行回数を減らす

ことによって生じるメリットとデメリットがあり、また電子媒体による情報

発信など、その是非についてご意見を伺いたいというものです。 

２つ目に「防災訓練開催運営事業」を上げさせていただきました。 

近い将来に、南海トラフを震源とする地震が予測されていますが、本市は

これまで大きな災害も無く市民の防災意識は必ずしも高いとは言えない状況

です。市民の防災意識を高めるため、防災訓練の実施方法等について、ご意

見を伺いたいものです。 

３つ目に「パパママ教室事業」を上げさせていただきました。 

近年、パパママ教室の参加者数が伸び悩んでおり、特に男性参加者の増加

を図るために、教室開催の周知や男性の関心を引くことができるような内容

へ見直すため、ご意見を伺いたいというものです。 

４つ目に「生涯学習活動事業」を上げさせていただきました。 

この事業では、生涯学習活動を支援する目的で補助金を交付しております

が、補助対象団体は特定の行政区に偏っており、生涯学習支援団体からの申

請は１件に留まっています。新たに生涯学習支援団体の発掘、育成をしてい

くためにご意見を伺いたいというものです。 

５つ目に「協働によるまちづくり推進事業」を上げさせていただきました。 

この事業では、市職員の協働に関する意識改革のための研修の実施や、市

民に対しては市民活動の活性化と協働パートナー育成等を図り、各種事業を

実施しております。今後さらに協働意識の高揚、協働に関する啓発を行って

いくために、ご意見を伺いたいというものです。 

なお、外部評価対象事業をこの５事業に限定するというものではなく、他

にも資料２「外部評価対象候補事務事業一覧（施策体系表）」をご用意してお

りますので、こちらの資料２の中で評価対象とすべき事業があれば上げてい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 
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村松会長 

事務局からただ今説明がありました。事務局から５つの事業について希望

がございました。 

もちろんこれ以外にも委員の先生方は評価すべき事業はないかご意見をい

ただければと思います。 

この５事業は今のみよし市の課題に関わる重点的な事業であるという観点

で事務局側も提案したものだと理解しております。 

これ以外にも委員の先生方、是非ともこれを提案したいというものがあれ

ば忌憚のない御意見をお願いします。 

望月委員 

個別の事業ということではなく前提条件の確認なのですが、昨年度までと

違い今年度から市側の要望される事業の評価ということですが、どういう経

緯があってこのような形に落ち着いたのかご説明をいただきたいです。 

なぜこのように申しますかというと、外部委員会には独立性というものが

大切だと思うのです。評価対象事業を評価される側から、こうしてください

と言われると評価委員会が下請のように感じてしまうのです。 

もちろんそういうつもりはないかと思います。あるいは今までが市の意見

と評価委員会の意見が異なっていたのではないかと疑問に感じますので、御

説明をお願いします。 

竹内課長 

事前の通知でなぜ今年度からこうした形に変えたのかという説明が足りて

おりませんでした、申し訳ありません。 

今まで行政評価につきましては、外部の委員の皆さんに選んでいただいた

事業についてヒアリングを行い、評価の方向性について改めてご検討いただ

くという外部評価と並行して、内部でその他の事業について評価を実施し、

方向性、課題等について考えるところがあると判断された事業については内

部から二次評価、三次評価の順に実施する内部評価がありました。 

ですが、内部評価では評価するべきと判断された事業について、せっかく

外部の委員で構成される行政評価委員会の御意見をいただくことなく内部の

評価だけで完了されてしまっていました。 

やはり内部の評価だけに留まることなく外部の委員の皆様の御意見をいた

だく場を設けた方がより透明性、公平性が上がるのでは、ということで本年

度からやり方を改めさせていただきました。 

望月委員がおっしゃいました、外部評価委員の皆様の御意見と内部の評価

の意見が分かれているからというわけではなく、あくまで内部だけの評価で

方向性を決めてしまうのではなく外部委員の皆様に御検討いただける本委員

会で、御意見を伺いたいということでございました。 

村松会長 

よろしいでしょうか。 

今まで内部評価を実施していた市側が外部評価の意見を聞きたいというこ

とから自ら手を上げたということでした。 

この５事業に関わらず他にこの事業をやはり精査するべきという御意見を

いただきたいと思います。 

前もって配布させていただいていた資料でその旨を通知させていただいて

おりましたが、委員の皆様いかがでしょうか。 

外部評価対象事業は増えても構いませんか。（事務局に対して） 

竹内課長 はい。 

村松会長 
どれくらい増えてもよろしいでしょうか。何件くらい増えてもいいでしょ

うか。２件くらいでしょうか。 

竹内課長 
いつもですと時間的な問題で５，６件ということでヒアリングを実施して

おりますので、１件から２件程度でお願いします。 

村松会長 
今まで内部と外部の２つの場で行っていた評価を１つの場で実施しますの

で時間等の都合も考えて２件までとしましょう。 

野々山委員 

少しよろしいでしょうか。この選ばれているものの中で伺いたいものがあ

ります。 

５番の協働推進課から出ているものですけど、以前に調査研究費でやって
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いませんでしたでしょうか。その際に「取り入れてこれを進めなさい」とい

うことが確かあったような気がします。 

新たに事業名は変わっていますけども調査研究費から、まちづくり推進事

業というもので、多分同じものじゃないかと思うのですけど、どうでしょう

か。 

過去が調査研究費か協働推進研究事業だったかは定かではないですが、そ

のような形でそれを議論した覚えがあります。おそらくそれからこの事業名

に変わったのではないかと思うのですけど。これはあくまでも推測です。私

達は見ておりませんので。つまり何が言いたいかと申しますと、一度評価し

たものをもう一度評価するのはどうかと思うのです。 

野々山次長 

野々山委員がおっしゃるように本市の場合やはりＮＰＯがなかなか行政と

協働でというものが少なく、協働によるまちづくりの推進を進めてきました。 

その中で昨今、こちらにございますように「頑張る地域応援補助金」とい

うものを補助させていただいて地域活動についても支援をしていくという協

働のあり方について構築してきています。 

その中でＮＰＯ、また地域団体や協働のあり方についてということで事業

への評価と御意見をいただきたいというのが所管からの意見で上がってきて

おりますが、それは外部委員の皆様の中で決めていただければと思うところ

でございます。 

この場ではこういう経緯があったということをお伝えさせていただきま

す。 

野々山委員 

過去に評価していないでしょうか。 

いつかは覚えてはいませんが議論した覚えはあります。 

４、５年前かと思います。 

事業名が変わっていますよね、その時の意見を受けて変えられたのか。 

村松会長 かなり進捗しているということで変わったのではないでしょうか。 

野々山委員 

過去に評価した気がします。 

その時は「前向きに実施しなさい」という評価結果だったと思います。 

それを受けてその後事業名を変えたと思います。 

平成２５年・平成２６年くらいに評価したものだった気がします。 

村松会長 

私は行政改革の委員長もやっているのですが、行革の時ボランティアの活

用について、行政だけでやっているボランティアの活動を協働作業として進

めて行くべきだと、６年ほど前でしょうか、申し上げたことがあるんですよ

ね。 

その取り組みの中でこういう事業を推進されてきていると思います。 

竹内課長 

次長が言いました通り「頑張る地域応援補助金等」新しい取組もその中で

やってきています。 

そのあたりで委員会の方から御意見を伺いたいということで、上がってき

たのだと思います。 

野々山委員 
この事業を興してまだ２，３年だと思います。つまりこの事業を興されて

何か問題があるということですか。 

村松会長 
あるいは、意見等バックアップを受けて躍進したいということかもしれな

いですね。 

近藤副主幹 

担当課からは、事業に問題があるという訳ではないのですが、協働という

ことをあらゆる場所でうたっているのですけども、なかなかその辺のところ

が職員や市民に浸透してきていないという事がこの事業を外部評価に上げた

背景にあります。 

そういったことから先ほど次長、課長が言っているような新たな取組を

やっている中で外部委員の皆様の意見を聞きヒントをいただいた上で、何か

改善をしていけると良いのではないかという意図で上げさせていただいたと

いうことでございます。 
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村松会長 
ということですが。よろしいでしょうか。 

他に事業として取り上げてほしいというものはありますでしょうか。 

冨田委員 はい。 

村松会長 冨田委員お願いします。 

冨田委員 

以前、みよしは「安全な街・安心して住める街」、そして海外の方が見える

時には「非常に綺麗な街」と言ってもらえる、そういった印象がありました。 

しかし、市にも予算がないからだとは思うのですが、県道・市道も含めて

舗装管理ができておらず、道路が非常に悪くなっています。 

もう一つは緑化推進で道路に街路樹を植えているということで市民から害

虫が非常に多い、管理体制が怠っているのではないかと声が聞こえています。 

そういう対策はやはり市民主体でやれるものと行政主体でやれるものとい

うのをきれいに棲み分けするようなことをしないといけません。 

全部行政に任せていると、秋になると広葉樹が全部道路に落ちて自分の屋

敷に入って来るのを何とかしてほしいなどと市民に言われてしまう。 

道路管理も大変だと思います。ですが、その辺のことももう少し掘り下げ

ていかないと、やはりみよしに来ていただいた方に「きれいな街ですね」そ

れから「安心安全で住みやすい街ですね」と言われていた評価が、近隣の市

町に奪われているのではないかというような気がします。 

道路管理も含めてもう少し議論すると面白いのかなと感じます。 

村松会長 今ご指摘いただきましたけれども、ちなみにどの事業を対象としますか。 

冨田委員 

道路修繕事業が一番良いのではないかなと思います。 

予算がありませんと言われればそれで終わりですが、私は予算というより

は市民と公共の協力体制と棲み分けというのを進言したいです。 

自分のまちは自分で守るということを考えながらその辺の体制を綺麗にす

るといいと思います。地元の方は、緑化推進委員であったり、行政の花いっ

ぱい運動の委員の皆さんとかが一生懸命頑張っているのですけど、それは部

分的なものです。市民全体に広げると面白いのではないかと思うのです。 

竹内課長 

資料の２の１３ページ、施策ナンバー６１の「誰もが安心して出かけられ

る街」の「道路修繕事業」になりますと７番の事業になります。 

街路の話ですと、１ページの緑化の関係になりますので施策ナンバー５３

の「みどりに包まれ水に親しむ美しい街」の中の「街路樹維持管理事業」４

番です。 

村松会長 ２つを取り上げるということでいいでしょうか。 

冨田委員 いや、一つが良いでしょう。 

村松会長 一つで良いですか。 

冨田委員 

ですが、来年もこの事業を上げたいと思います。 

一つずつなら道路管理事業と修繕事業でもいいですし、やはりもう少し掘

り下げていただきたい。 

村松会長 

このことについては以前、歩行者の安全のためにとラインを引いたような

覚えがあります。 

この事業ではない他の事業だったかもしれませんが。 

鈴木（豊）委員 道路はやっていなかったと思います。 

村松会長 道路事業はどうしますか。 

冨田委員 
「街路樹維持管理事業」の５３の４、道路河川課が担当している事業はい

かがでしょうか。 

竹内課長 
１ページの街路樹維持管理事業、施策ナンバー５３の事業ナンバー４番で

すね。 



7 

 

村松会長 

取り上げるのであれば５３の４番の街路樹でいかがでしょうか。 

では、これを一つ取り上げたいと思います。 

それでは、事務局確認をお願いできますか。 

竹内課長 

では、資料１に上げさせていただきました５事業に加えましてもう１事業、

１ページにございます。施策ナンバー５３の事業ナンバー４番、「街路樹維持

管理事業」を加えさせていただいて６事業を次回２次評価の外部評価ヒアリ

ング事業とさせていただきたいと思います。 

村松会長 では、６事業ということでよろしいでしょうか。 

野々山次長 よろしいでしょうか。 

村松会長 はい、どうぞ。 

野々山次長 

今加えていただいた「街路樹維持管理事業」について、冨田委員から御説

明があったのですが所管から今の事業の概要等を説明させていただく中で、

議事に関する現状や今後の方向性また、一つ冨田委員の御説明の中で協働に

関わるところもあったのですけど、それらの観点から御説明をさせていただ

くということでよろしいですか。 

冨田委員 

そうしてください。 

市民と行政それぞれに役割があるから自宅と庭がありその前に街路樹もあ

るわけです。その街路樹の管理が予算の関係で減ってきている。その問題に

対してどのように市民と協働できれいにしていくかを考えていきたいと思い

ます。 

それともう一つ、名古屋でも問題になっていましたが、一部見ていると街

路樹にどういうことかビワやトマト、ナスなどの作物が植えられています。 

庭の正面の街路樹が草まみれだったところを市民がきれいにして作物を育

てていることが悪いことなのか、また悪いことならどこまでなら許すのかと

いうところを県道・市道も含めて議論をしていかないといけないと思います。 

協働の観点から市民と行政の役割の棲み分けを深く話し合う必要があると

思います。 

野々山次長 

街路面の下で今言われるように草が生えているので、そういう観点と街づ

くりの観点からも自分のご自宅の前については単年の花ですとかそういうも

のを一緒に育てていくという取組は以前からやっています。 

ですが、言われるように家庭菜園みたいになってはいけないとも思ってお

ります。 

冨田委員 

その取り組みは、管理するのにも景観上も良いと思います。 

それも一つの協働のテーマとして評価に取り組むと興味深い評価が出るの

ではないかなと思います。 

特に三好ケ丘については、それは行政の役割だからと言って「知らない」

といわれることもあります。 

村松会長 

一時、花いっぱい運動というものをやっていました。 

これも全国的なものでありますが、最近は花いっぱい運動も廃れてしまい

ました。 

毎年合宿で行く、長野県のあるところでコスモスが一面咲いていたのです

が、最近は全然やっていないのです。種を蒔いてないから雑草が茂っている

だけで、一時的に花いっぱい運動をやってきれいにしていましたけど。 

冨田委員 

市の補助金が出ているときはやっていましたが、予算がなくなってやらな

くなってしまいました。 

市民自ら花いっぱい運動はできていません。やはり行政に任せきりになっ

ています。 

平均的に街が雑草で覆われているのは汚いと思います。 

村松会長 

この前フランスに２週間ほど行ったのですが、海外では市民の意識が高く

郊外であっても花が植えられておりきれいに整えられていました。 

自分たちが住む街をきれいにしたいという意識の強さが伺えました。 
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日本人はそうした意識が低いのかもしれません。 

ブームになると動くのですが、行政の補助がないと動けないようになって

いると感じます。 

そういう意味で行くと、いかにして若い人も含めて市民の参加意識の醸成

していくのかというのも大きな課題だと思います。 

冨田委員に御指摘いただいた感じですね。 

あと、何かございますか。 

鈴木（文）委員 

この、市側から挙がってきた５事業というのは基本的には担当の方がこの

事業について「これは辞めたい」あるいは「これは改善したい」という意図

があるのだと思います。 

私としては、１番と２番については非常に関心が高く、その意図が分かり

ます。 

１番の広報について豊田市が発行回数を１回にしたことからみよし市も１

回にしないのかという声がありました。 

そのことから１番については「発行回数を１回にしたいのですがいかがで

しょうか」というのが真意ではないかと思うのです。 

例えば去年私は区長をやらせていただいておりまして、私も広報が発行さ

れる度に月２回公民館で一人では大変なので、３人くらいに手伝っていただ

きながら、配布する各組ごとに広報誌を縛り配布を担当していただく方に渡

しておりました。 

パソコンで見ることができるようにという話もありました。 

お年を召された方にはパソコンは見づらいので、広報誌を２回発行するの

もいいとは思うのですが、時代の流れというものもありますので、できれば

月に１回の発行に誘導した方が良いのではないかと私個人的には思っており

ます。 

本日結論が出るものではないのですが、そういう意図で聞いて見えるのか

なと思います。 

２番目のコミュニティの防災の関係ですが、コミュニティ単位で小学校に

集まっての防災訓練は、昔のように中学校に集まって指示に合わせて動くだ

けではなく、安否確認やその他にも自分たちで計画して実施しています。 

それを黒笹とお隣のあおばと連携して実施しているのですが、それが非常

に大変なのです。 

行政区での様々な活動よりコミュニティとしての連携問題等が非常に大変

だと感じました。 

しかし、その成果としては行政区同士で顔見知りになることができたこと

です。安否確認の仕方もここ２年でなかなか板についてきました。 

つまり事業番号２番は区長としては大変ですが、地域のコミュニティを主

体としたものを推進していくべきだという意図だと思うのです。 

その他の３番４番５番の考え方についてはどうなのかをお聞きしたいと思

います。 

山田部長 

政策推進部長の山田です。 

１番の広報の発行事業は鈴木委員が言われるようにみよし市では２回発行

しております。尾張地区ではほとんどが１回発行ですが、今年の４月から豊

田市は１回発行にされたということで、西三河９市の中では唯一、１回発行

となりました。 

それに伴い各市町も１回発行にするべきかと検討に入っていると聞いてお

ります。 

住民の方からもそういった意見もあり、これは委員会の方に御意見をいた

だいた中で２回発行を１回発行にしていくか検討していきたいということで

上げさせていただいております。 

また、２回発行を１回発行に単純に減らすだけですと不便に思われる方も

見えるので、そこでどういったフォローができるかということと、加えて若

い方にも見ていただくにはどうすれ良いかということを事務局と担当課では
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検討していきたいと考えております。 

若い方は広報を見ていないという声も聞いておりますので、見てもらうた

めには、電子媒体を利用した形でどういう形が出来るのかを含めて評価委員

の皆様の御意見を伺いたく上げさせていただいております。 

冨田委員 

市民の何パーセント見ていますか。 

ある時は１０パーセントも見ていない。ほとんど９割がゴミになってしま

うこともあり、１回発行にしたのだと思います。 

基本的には電子媒体が進んだことによりスマホやパソコンがあり、若い人

がほとんど本を手に取らなくなる社会に変わってきています。 

だから高い年齢層の方ばかりが見ているというだけなのです。 

やはりこの件は評価委員会でゆっくり議論をしていければと思います。 

２番目はまさしく自分の身は自分で守れということです。 

地域単位での防災訓練を実施してはどうだろうかというものだと思うので

す。 

鈴木委員が言うように地域での防災訓練はやはり大変です。 

福谷でも、安否確認のために玄関先に黄色い布を目印にして担当の委員が

一軒ずつ確認しなければならないのです。そういった試みもありました。 

地域連携については、黒笹の場合は黒笹と三好ヶ丘とあおばと、私のとこ

ろは莇生と福谷とあみだ堂と高嶺と４つの行政区が一緒なので地域連携は非

常に大変です。 

行政はまとめてコミュニティに指示を出すだけですが、それを受けた区長

は大変です。 

しかし、地域単位で守っていかないといけないという使命がありますので、

これは大変でもやっていかなければなりません。 

ですが、市として実施する大きな防災訓練を止めて、地域連携も止めて地

域だけに全部任せるとなると、地域のコミュニティだけでは得られない尾三

消防の方から教わる専門的な知識、救命救急が知れなくなってしまいます。 

竹内課長 

次回のヒアリングの時には担当から説明があると思いますが、今言われた

とおりで防災訓練に関しましては、中学校単位でやっていると市が全て段取

りをして終わってしまいます。大変であることは承知の上で防災意識向上に

繋げるためにもコミュニティごとに実施していただいております。 

全てお任せというわけではなく、８地区を順番に市職員が入り持ち回りで

大掛かりな防災訓練も取り入れた形で実施すると聞いております。 

また、広報誌の発行についても、また担当課から説明があると思いますが、

部長も言っていたとおり、私が県の担当課長会議の中で聞いた話をお話しし

ますと、２回発行を１回発行にしてほしいという声は配布する側から毎年出

てきています。 

ところが、２回発行を１回発行にしたことで広報冊子が分厚く重くなり疲

れるようになってしまった。作業が２分の１になるわけではなかった。とい

う意見もあったそうです。 

意外なことに楽なことばかりだと思っていたがそうでなはく、メリット、

デメリットについてもまたヒアリングの機会にご検討いただければと思いま

す。 

３番４番５番については最初に事務局から簡単ではございますが、説明さ

せていただいたものがその内容となります。 

やはり、５番の事業の話にあるように、担当で抱えている課題について外

部の皆様からの御意見を聞き、参考にして事業の方向性を考えていきたいと

いうことで挙がってきているものです。 

本当は事業統一したい、ある程度の成果が出たから止めたいというものも

評価の対象になることもあるかとは思うのですが、今回の事業に関しては事

業の今後の方向性について御意見をいただきたい事業が挙がってきていると

思います。 
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鈴木（豊）委員 

話が外れてしまうと思うのですが、今おっしゃっていた防災訓練も結局

ベースは行政区長を頼りにしている仕事ですよね。 

市の考えで２５地区では大変だから、コミュニティや選挙区も小学校区で

区分して８地区にした方が楽で便利ということでそうして見えますが、コ

ミュニティの中ではお話のとおり２つや４つの行政区でコミュニティを作っ

ていて相互の調整が大変になっているのです。 

つまりは一番の根源的問題は行政区の規模がバラバラだということなので

す。 

これは今に始まったことではありません。 

私が区長をやっていた平成１７年だと思いますが、行政区の在り方研究会

でも、２００人のところもあれば６，０００人のところもあり消防団でも問

題があったことから対策を検討していましたが、解決は難しいものでした。 

市もそういう問題があってコミュニティでできることはコミュニティでや

るべきだとしたのだと思います。 

合理化にはなると思います。ですが、選挙も同様のやり方をしていては投

票率が上がる訳がありません。やはり根本的に見直していく必要があると思

います。 

広報も行政区で配るのなら２００人の規模の区長と６，０００人の規模の

区長を同じ扱いにするわけにはいかないと思います。 

そういった事を所管するのは当時総務課でしたが、今は協働課なのかもし

れません。 

今、６月１日時点での人口で見ても一番多いところが三好上で６，３００

人、一番少ないところは１５５人です。 

言うまでもないと思いますが、これは調整が難しいと思いますが放置して

はならない問題です。 

行政の根本を見直す際にこれまでに出てきた緑化や広報も最後には区長の

ところに話が来ています。市もやりにくいと思います。 

体育祭１つとっても行政区単位で得点をつけますが、２００人のところと

６，０００人のところを一緒のものとして扱うのは難しいと思います。 

こうしたことを検討する事業はないのかもしれませんが、やはり行政が区

長に頼むのならより実現可能な方向と事業を考えるべきだと提案します。 

話が逸れてしまい申し訳ありません。伝えていことはそういうことです。 

全部行政区の区長さんが中心になってはやれない仕事だと思います。 

これは、市と行政区が力を合わせて一体となってやっていくべきことだと

思います。 

これだけ規模がバラバラな行政区を２０年、３０年も放置していては良い

行政は望めないと思います。 

以上です。 

村松会長 ありがとうございました。 

鈴木（豊）委員 
議題には取り上げにくいですが、こういうのを見ていても議題には行政区

が出てきます。 

冨田委員 

行政区を解決するなら市の下請けのような立場を止めるべきだと思いま

す。 

市長が区長を任命しているので行政区ですが、普通は自治区となるはずで

す。 

その自治区が単独で区民を守るための自治区のはずですが、みよしの行政

区は市の下請けです。そこが根本的に違うのですが、それ自体を改革すると

いう話になると難しくなってしまいますが、問題はそこにあると思います。 

だから独自で自治区の活動ができないという問題があります。 

例えば協働にしても協働自体を市が掲げたものですので本当の意味での協

働にはならない。 

みんな市がやってくれる、行政がやってくれる、このままではＮＰＯが立
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ち上がることもありません。 

山田部長 

 鈴木委員が言われるように総務課が行政区の担当をしているときに私も担

当をしておりました。 

 その際に在り方検討会というものがあり、地方自治法の一部改正があって

地域自治区のようなものができて、行政区といいますか自治体の上の組織的

なものを作ってみてはどうかということを区長の皆様にもお集まりいただい

て検討した経緯はあるのです。 

しかし、二重構造になってしまうなど、最終的にうまくまとめることがで

きなかったという経緯からこうした形になってしまっています。 

行政区の問題は市としても非常にシビアな問題で、市が率先して統合した

らどうだとかということがなかなか言えない状況にあります。ですので、そ

の辺は今後検討していく必要があるということは十分認識はしております。 

また担当部署にも引き継いでいきたいと思います。 

よろしくお願いします。 

村松会長 

 私もずっとみよしのそういったところを聞き、ある程度分かってはおりま

す。 

 しかしながら市民の協力というのはこれから必要不可欠です。  

 みよし市は財政的には豊かですから、やらなくて良いと言われるかもしれ

ません。 

ですが、いつかはやはり協働というものを考えていかないといけません。

種を蒔いて、芽を出して少しずつ育てていかなきゃいけないのだと思います。 

 そういった環境から外部評価も何かのお役に立てるということです。どう

もありがとうございました。 

何か他に御意見はよろしいですか。 

今年度の外部評価はここに挙げていただいた５つ「広報みよし発行事業」、

「防災訓練開催運営事業」、「パパママ教室事業」、「生涯学習活動事業」、「協

働によるまちづくり推進事業」それと皆様に挙げていただいた「街路樹維持

管理事業」です。この６事業について外部評価を進めて行きたいと思います。 

ではよろしいですか。 

議題は以上になります。 

それでは事務局に返しますよろしくお願いします。 

竹内課長 

村松会長、ありがとうございました。 

それでは次第のその他といたしまして、「みよし市まち・ひと・しごと総合

戦略の進捗状況」についてご報告させていただきます。 

近藤副主幹 

 企画政策課の近藤と申します。 

資料３「みよし市まち・ひと・しごと総合戦略の進捗状況」について事務

事業との関連の中でこの事業を進めている内容について簡潔に報告をさせ

ていただきます。 

 まず初めに、総合戦略の概略ですが、こちらに書いてありますように全国

的な人口減少や高齢化、そして東京の一極集中ということが課題になってい

て、その解決のためにここでは、まち・ひと・しごと創生法に基づいて平成

２７年から３１年までの５カ年のビジョンとしての国の戦略が示されまし

た。 

その中で地方や地域においてもその課題解決に対応するため各地域の人

口動向や将来の人口推計を行って、地域に応じたまち・ひと・しごと創生に

関する政策目標を掲げた地方版の総合戦略を策定する必要から、みよし市も

平成２８年にみよし版の人口ビジョン・総合戦略を作成しました。 

本市では２０４５年頃までは人口は伸び続けると見込んでいますが、その

後は人口減少、高齢化の進展が見込まれています。 

その対応として一人の女性が一生に産む子供の数、いわゆる合計特殊出生

率、それがみよしの場合１．８１という数字がありますが、今後もこれを維

持した中で転入と転出の差の移動率を維持し、社会減を抑制していくことが
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本市の総合戦略の考えです。 

１ページの左の下のところには、人口ビジョンの３つの視点を踏まえて、

それに対応する総合戦略の３つの目標を掲げております。 

なお本市の総合戦略に掲げた基本目標にぶら下がる基本的施策や主な取

組数値目標となる「重要業績評価指標」をＫＰＩと呼んでおります。これら

については現行の事務事業の中での組み立てが基本となっているものが多

く、そういった観点で事業の評価等は行っておりますが、外部の組織である

行政評価委員会についてもその進捗を報告させていただいています。 

資料の２ページ、３ページでは総合戦略の基本目標、基本的施策、施策、

主な取組を一覧の体系で表しております。 

この主な取組の中で黒四角、白四角がございますが黒四角は現行の総計と

の連携を図るために、また白四角については、総合戦略の中での新たな取組

として区分しております。 

なお網掛けの取組はすでに完了したものや実施中、実施済の取組となって

います。網掛けになっていない取組については現在実施に向けた動きであ

る、または、準備を進めている段階というものになっております。 

資料３の４ページでは先ほどの総合戦略の取組の中で数値目標として掲

げることができるものなどをＫＰＩ、いわゆる指標として掲げて３１年度の

目標に対して各年度の実情を可視化できるようにしております。 

数値目標のＫＰＩについては、すでに達成している項目や概ね達成してい

る項目、また取組が十分ではないものがありますが、庁内の組織で総合戦略

の推進本部会議を組織した中で進捗管理を行って目標を実現できるよう議

論進めており着手しています。 

また、総合戦略の推進に向けた取組の中で、国の支援を受けながら総合戦

略の内容について拍車をかけるものとして、５ページにありますように国の

地方創生推進交付金というものを活用して取組を行っているものを簡単に

紹介します。 

この地方創生推進交付金は、３年から５年の範囲で市町村が地方創生の趣

旨により事業の自立性、官民協働や複数の事業を連携した政策間連携によっ

て取り組む市町村の事業に対して国の支援、具体的には事業費の２分の１の

補助を受けて実施するものです。本市としては、平成２９年度から平成３０

年度までの事業として「みよし市版ネウボラ強化事業」を進めております。 

このネウボラという言葉は、フィンランドの政策の中で妊娠期から出産、

子どもの就学までの間、母子とその家族を支援する仕組みのことです。 

本市がこの事業を取り上げ実践しようとした背景には５ページの左上の

ところにありますように本市の産業形態との関連もありますが、核家族が多

くて比較的子育て世代が多いという特徴からです。 

また転入してきた子育て世代のご家族や母親が子育ての悩みの解消や相

談できる環境整備に向けた支援によって、安心して子どもを産み育て住み続

けることができる住環境へとつなげていきたいと考えたところにあります。 

事業概要については左の真ん中のところ、そして右の上のところにありま

すように６つの要素の事業があります。 

平成２９年に旧図書館跡地に開設した子育て支援センターを中心に市民

の子育てに関する相談窓口の一本化や、親同士の交流の場として機能させる

ようにしました。 

さらには就学後の児童の悩みを抱える保護者に対して講座の開催、家庭・

学校・地域が連携して家庭教育を推進できる事業としています。 

それぞれの事業の内容としましては、過去に行っていたものもあります

が、特徴的なのは子育て総合支援センターの開所を機に縦割りだった事業を

妊娠・子育て・就学までのネウボラの観点で各事業に横串を刺して一貫性の

あるものとして子育てを推進し、その効果として若い世代の年齢層の維持や

人口の維持増加に繋げていこうとするものです。 

このネウボラ強化事業の目標設定としては、５ページの右下のとおりです
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が、平成２９年度は推進交付金を受ける初年度ということもあり要素事業の

２つ目であるような子育て支援アプリ、まだ平成２９年度環境の整備という

ことでありましたので、３０年度の４月から始動しておりますが、なかなか

目標指標に到達していません。 

ですが、今後更なる取組によって、市内外に発信して目標の実現を目指し

ていきたいと考えています。 

なお、平成２９年度に国から受けた推進交付金については事業費が 

約５９５万円に対して交付金が約２９７万円の約半分です。 

これを受けて事業を実施してきました。 

以上事務事業との関連があるものとして、その他みよし市の総合戦略の進

捗状況について現状の説明と方向性を説明させていただきました。よろしく

お願いいたします。 

村松会長 ありがとうございます。 

竹内課長 

今後の流れについてですが、会議冒頭の説明でもあったとおり、ただいま

決定しました対象事業を、次回７月９日（月）午前９時３０分から予定して

おります第２回委員会で評価対象事業のヒアリングを実施し、委員各自の評

価をしていただきます。 

その後、８月６日（月）１０時３０分からに予定しております第３回委員

会で各委員の評価結果をとりまとめた「平成３０年度事務事業評価外部評価

報告書」について検討し、本委員会としての評価結果のとりまとめを行いた

いと思います。 

委員の皆様、ありがとうございました。 

本日は長時間にわたり大変お疲れ様でした。 

以上をもちまして、平成３０年度第１回行政評価委員会を終了いたします。 

 


