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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２回みよし市行政評価委員会 

開 催 日 時 平成３０年７月９日(月)午前９時３０分から午前１１時４５分まで 

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、鈴木文生 

(欠席)冨田義親 

※敬称略 

  

(説明者)望月広報情報課長、山崎教育部次長、岡田生涯学習推進課長 

野々山健康推進課長、健康推進課藤森副主幹、野々山主任 

山田防災安全課長、防災安全課足立主任主査、協働推進課水野副主幹 

藤田主任主査、加藤道路河川課長、野々山道路河川課主幹 

  

(事務局)山田政策推進部長、本田政策推進部参事 

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８月６日(月)午前１０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 

企画政策課長 

それでは、定刻になりましたので、ただいまから第２回みよし市行政評

価委員会を開催します。 

はじめに、村松会長より一言ごあいさつをお願いいたします。 

村松会長 

みなさま、おはようございます。西日本の災害は非常に大きなものでした。

数十年に一度の大雨ということで、今後もそういった災害は起きるのだろう

と懸念しています。 

本日は、６つの事業についてヒアリングを実施していきます。皆様の忌憚

のない御意見をお願いします。 

企画政策課長 

ありがとうございました。ただいま会長からもお話がありましたとおり行

政評価の二次評価としまして、外部評価対象事業６事業のヒアリングを予定

しております。順に担当課長からの説明があり、その後質疑応答を予定して

おりますのでよろしくお願いいたします。 

それでは、本日の議題に入ります。村松会長、進行をよろしくお願いいた

します。 
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村松会長 

それでは、各事業説明を５分、質疑応答を１５分の合計２０分ということ

で進行してまいります。事業の説明については極力端的にお願いします。多

少延長等することもあるかと思いますがご協力よろしくお願いいたします。 

それでは、「広報みよし発行事業」についてお願いします。 

企画政策課長 

一点説明をさせていただきます。委員の皆様のお手元に事前にお配りして

おります行政評価の外部評価シートを今日のヒアリングに基づいて記入をお

願いいたします。提出の仕方については机上の返信用封筒で市役所まで送付

をお願いいたします。締切日は７月２３日月曜日まででお願いいたします。 

村松会長 
それでは、改めて「広報みよし発行事業」について担当課よりお願いいた

します。 

広報情報課長 

広報情報課長の望月と申します。よろしくお願いいたします。 

まず広報情報課について御説明します。当課は広報広聴部門を５名で担当

しております。その５名で毎月発行している広報みよしの取材、紙面構成の

編集、表紙や内容のデザインまでを担当し、印刷・製本のみを外部に委託し

ております。 

今回、委員の皆様の御意見をいただきたいのは、その広報みよしの発行回

数を月２回発行の継続とするか、月１回発行に変更するかについてです。２

回発行であることで、月２回行政区の皆様に広報紙の配布をしていただいて

いますが、その２回の配布が負担になっているという声も聞いております。

また、職員の時間外勤務の削減を考え月１回発行の検討をしております。 

周辺市町村の広報紙発行についての調査でも、西三河地区の他市町村が発

行している広報紙は月２回発行が多かったのですが、今年の４月に豊田市が

月１回発行に変更したことから西三河地区全体で月１回発行を検討している

自治体が増えて来ています。 

みよし市民が発行回数について月１回発行を望んでいるか、現在調査を進

めておりますが未だ検討段階から先に進んでおりません。そこで、委員の皆

様の御意見をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

村松会長 
ただ今、御説明をいただきましたが御質問・御意見はございませんでしょ

うか。 

望月副会長 

事前にこの広報みよしを拝見させていただきましたが、非常に情報量が多

く、生活者の役に立つと思いました。 

そんな中で今回広報みよし発行事業で抱えている課題は配布業務の負担軽

減と紙面編集業務の負担軽減の２つだと思います。私からは紙面編集業務の

負担についてお話しさせていただきます。 

紙ベースの配布という事であれば月１回では現状に比べて不便に感じる市

民もいると思います。 

例えば、その他の媒体の利用についてはどうでしょうか。以前ケーブルテ

レビの利用という意見もあったと思うのですがその案は今どう進んでいます

か。 

広報情報課長 

すでに、ケーブルテレビで市政番組を放送しており、その中で広報紙と同

等程度の情報を発信しています。ですが、有料のチャンネルということが関

係しているのかケーブルテレビへの加入率は市民の約半分程度となっていま

す。その他にもコミュニティＦＭラジオの番組「ラヴィート」でみよし市の

情報番組も放送しています。 

私たちが抱えているもう一つの課題はインターネットでの情報配信を検討

した際に、インターネットを使用しない市民の方にどのようにして情報を届

けるかというところです。 

望月副会長 

インターネットを拒絶されている方も多くいらっしゃいますからね。 

参考までに、インターネット使用への拒絶がなければ、初期投資は大きい

かもしれませんが、一部の大学が生徒に向けて行っているように市が市民に

向けてタブレットを配布するという手段も考えました。 

編集業務についてですが、やはり今の人数では負担は大きいですか。どう

いった進め方をしていますか。 
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広報情報課長 
今は５人体制で、当番を決めて毎月１日号と１５日号で分けながら発行し

ています。 

望月副会長 やはり休日の取材も多いですか。 

広報情報課長 土日祝日も職員が取材に出勤することが多くございます。 

鈴木豊實委員 

広報みよしはいつも読ませていただいています。こちらはインターネット

では広報紙そのままを掲載していますが、やはり見づらいと感じます。イン

ターネット用に内容を見やすくして掲載の遅れやミスがなく掲載する案があ

れば良いと思います。 

今は５人体制で広報紙を作成していて負担が大きいと思います。ただ昔よ

りも誤字脱字もなく、クオリティが向上していると思います。 

また、取材は基本的に外でされると思いますが、予算書を見ると旅費の計

上が少ないと思います。旅費が出ていないのか、別の予算枠から計上されて

いるのか教えてください。 

最後に各戸配布の件ですが、月２回配布の負担が大きいから月１回配布に

したいというのはわかります。ですが、広報みよし配布の際に同時に配布さ

れている議会誌「きずな」を始めとする他の情報誌の配布も同時に行ってい

るわけですので、そのほかの冊子の配布のことも考えた方が良いと思います。 

広報情報課長 

まず、旅費についてですが取材については市内で行うことが多く市内での

取材時には公用車を使用しているので旅費は発生しておりません。 

また、市外での取材は他の課が主体であることが多く広報情報課が同行す

る場合はその担当課の費用で同行しているので旅費は発生しておりません。 

広報の配布についてですが、おっしゃるとおり私たちもその他情報誌の配

布についても検討をしており、今後検討を続けていく必要があると考えてい

ます。 

野々山委員 
この事務事業評価表の中の成果指標は何から定めたものなのか、広報紙か

ら情報を得ているとありますが。 

企画政策課長 

こちらは、アンケートからです。 

行政の情報をどのように得ているかという設問に対して、広報紙・ＦＭラ

ジオ・ケーブルテレビ等の選択肢から広報紙を選ばれた方の割合が９４．５％

となっています。 

野々山委員 それは、何人くらいに行ったアンケートなんですか。 

企画政策課長 約４００弱の世帯にからのアンケートの回答がありました。 

野々山委員 

この広報紙がいつから配布されているかは分からないけど、最初から月２

回発行だったのか、それとも最初は月１回の配布だったのか。 

それともう一つ、事務事業目的評価（１１）コストの財源内訳の中の「一

般財源」が２８年度実績値の１４，９５９（千円）から２９年度実績値の１

５，１４６（千円）に上がっているのは広告収入だと思うのですが、いつ頃

から広告を導入したのか教えていただいても良いですか。 

広報情報課長 
いつから月２回発行になったかは把握しておりませんが、元々は月１回発

行だったという事は把握しております。 

野々山委員 
いつから発行していたかは分かりますか。また、広告の掲載はいつからし

ていましたか。 

企画政策課長 広報紙の発行は昭和３１年度から発行しております。 

広報情報課長 

広告の掲載については申し訳ありません、いつからかについては把握して

おりませんが歳入確保のために始めた事業ではあります。詳細についてはお

調べして後ほどお知らせします。 

鈴木豊實委員 
各戸配布というのは世帯配布ではないですよね。親子世帯でも配布数は１

部ですよね。 

企画政策課長 今は区費を支払っている、いないにかかわらず広報紙を配布しております
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ので、例えば母屋と離れに１世帯ずつ住んでる場合では通常なら１冊の配布

ですが２冊欲しいという希望があれば２冊配布しております。 

村松会長 

ありがとうございます。 

それでは以上で「広報みよし発行事業」を終わりたいと思います。 

続いて「生涯学習推進事業」について説明をお願いします。 

生涯学習推進課長 

生涯学習推進課岡田です。よろしくお願いします。対象となる事業は「生

涯学習推進事業」でございます。 

外部評価対象事業個別シートに沿って説明をさせていただきます。はじめ

に事業の概要ですが、事業内容としましては、行政区などへの補助金の交付

の事務となっております。具体的には生涯学習推進事業補助金交付要綱に基

づき、生涯学習活動を積極的に推進する団体又は新たに生涯学習活動を始め

る団体に、その活動に要する費用を補助するというものです。 

具体的な補助対象としましては、地区生涯学習活動推進団体及び生涯学習

支援団体となっておりますが、地区生涯学習活動推進団体とは行政区又は地

区コミュニティ推進会議のことでございます。また生涯学習支援団体とは団

体の構成員の３分の２がみよし市民で活動場所を市内に有していること、且

つ設立３年以内で継続的に活動している団体となります。 

交付対象となる事業としましては、補助事業者が自主的に行う生涯学習講

座で補助対象となる費用は講師料、消耗品のほかチラシなどの印刷費、施設

の利用料となっております。 

補助金額は対象経費の２分の１以内で上限は３３，７５０円です。ただし

地区コミュニティ推進協議会につきましては構成する行政区の限度額の合計

となります。 

また補助条件といたしましては同一講座の場合は２年を超えて開催してい

ないこと、生涯学習支援団体が開催する講座の場合補助回数は２回を限度と

することとなっております。 

以上が事務の概要となっております。事業の必要性、事業成果、近隣市町

の状況については資料に記載した通りでございます。 

次に現在及び将来の課題です。 

課題として３点上げました。まず１点目に申請団体数が伸びていないとい

うことです。 

行政区一般団体を併せて平成２７年度が１０団体、平成２８年度が７団体、

平成２９年度が７団体という実績になっております。 

２点目としまして、行政区からの申請が特定の行政区に偏っているという

ことです。平成２７年度から平成２９年度までの過去３年間で一度も申請を

行っていない行政区が１３行政区ありました。 

３点目として行政区以外の団体、生涯学習支援団体からの申請が少ないこ

とです。行政区以外にも生涯学習支援団体も補助対象とした平成２８年度以

降では平成２８年度に手話サークルからの申請があったのみで行政区以外の

団体からの申請が少ない状況となっております。 

次に平成２９年度取組内容についてです。７行政区の講座等に総額 

１９７，２００円の補助金を交付し、各行政区合わせて述べ９５６名の講座

を開催しました。各行政区の講座の内訳については、三好下がグラウンドゴ

ルフ、西一色はヨガ、莇生は和太鼓と多岐に渡っています。平成２９年度の

決算額、平成３０年度の予算額、今後の事業費の見込みについては記載のと

おりでございます。 

次に過去３か年で行った見直しについてですが行政区又は地区コミュニ

ティ推進協議会を補助対象としていましたが、平成２８年度からは生涯学習

に取り組む団体も補助対象とし、補助対象の拡大をしました。 

今後の方向性ですが行政に頼らない地域で自主的に新たに生涯学習に取り

組む団体を発掘し育成していくことが課題になると思っております。補助金

については類似の補助金と統合することを検討したいと考えております。類

似の補助金としましては行政区又はコミュニティ推進協議会が実施する展示
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発表会や芸能発表会に対して補助を実施する、地域文化活動推進事業補助金

というものがございますのでそちらとの統合ができないかと考えているとこ

ろでございます。以上説明とさせていただきます。今後の事務事業に関して

御意見をいただければと思います。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。それでは、御質問・御意見をお願いします。 

望月副会長 

まず評価表の指標について確認させてください。 

（５）の活動指標の①の推進員人数というのが２５と明記されていますが

これは団体の数ですか。 

生涯学習推進課長 

各行政区に平成２８年度までは１名ずつ推進委員を配置していたのですが

平成２９年度からは取り止めるということになり指標の継続性ということで

そのまま掲載しております。 

望月副会長 
次に（８）の①についてですが、５５．６％とか４１．３％とか書いてあ

りますが母数はなんですか。 

生涯学習推進課長 
企画政策課が実施しているアンケート調査を基に抽出したもので明記され

ております。 

企画政策課課長 

 母数については、平成２９年度が行政評価についてのアンケート、 

平成２８年度が総合計画についてのアンケートということで母数である市民

への配布枚数が違うので数値に差が出ております。 

望月副会長 

 満足度の割合については、毎年の参加人数が２００人弱なので受講者に直

接聞くのも大きな負担にならないと思います。数値として「受講者の満足度」

という正確なものになるのでアンケートの取り方を見直した方が良いと思い

ます。 

生涯学習推進課長 

実際には私たちは直接受講者にアンケートを渡すことができない、補助金

の事務のみを行っています。ですが、実施している行政区の方にアンケート

のお願いができれば可能かと思います。 

望月副会長 

受講後の簡単なアンケートを用意していただくだけなので検討してもらえ

ればと思います。 

事業の中身について、申請から手続完了までの流れの最後に発表とありま

すが、参加団体は琴とかダンスとかが多いんですか。 

生涯学習推進課長 

はい、今年の参加団体で行きますとグラウンドゴルフ、ヨガ、和太鼓、卓

球、手芸などがあります。体を動かすものも多くあります。 

内容については各行政区でテーマを選んでいただいています。 

望月副会長 補助金は一度だけの交付なんですよね。 

生涯学習推進課長 
行政区については目的に応じた内容となっていれば毎年交付しておりま

す。 

望月副会長 
評価表の改善案の統合となっていますが、どの事業と統合する予定なんで

しょうか。 

生涯学習推進課長 
行政区での文化発表会に対しても補助金を交付している地区文化活動推進

事業があり、その事業と生涯学習推進事業の統合を検討しております。 

望月副会長 統合をすることによってコストを削減するということですか。 

生涯学習推進課長 

コスト削減を目的にしてしまうと行政区に影響をだしてしまうので、事業

統合をして事務負担を減らし、かつ生涯学習推進事業の参加を増やし活性化

させることが目的です。 

鈴木豊實委員 

平成２９年度の決算額１９７，０００円なのに対して、平成３０年度の予

算編成額が８４４，０００円となっていますが、昨年度の執行された金額が

少ないのに本年度の予算を多くとっているのはどういう意図があるんでしょ

うか。 

生涯学習推進課長 
平成３０年度の予算の積算根拠は、２５団体が一年度の間に一度は活動が

できるように予算を編成しています。 

鈴木豊實委員 ですが、平成２９年度は２５団体のうちの７団体しか利用しなかったわけ
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ですよね、通常であれば昨年度比較してこうした予算の組み方はしないと思

うのですが。 

生涯学習推進課長 
基本的には、各行政区に申請をしていただきたいということから団体の数

に上限額を掛け合わせた金額を算出しております。 

鈴木豊實委員 

生涯学習施設利用者の実績として平成２９年度は１４４，９１２人、平成

３０年度目標は１５０，０００人としていますが、生涯学習施設とはどのよ

うな施設を指しているんですか。 

生涯学習推進課長 
基本的には、平成２８年度に開設したサンライブと地区の公民館の利用者

です。 

鈴木豊實委員 

この、利用者数と平成２９年度に生涯学習推進事業の補助金を受けた団体

活動とは関係性がないように見えます。 

１５０，０００人という数は決して小さくはない、この指標の数値を計上

するのであれば他の事業で計上するべきだと思います。 

また、同時にこの事業の成果をより具体的にするために違う指標を設定す

べきだと思います。 

生涯学習推進課長  検討させていただきます。 

鈴木文生委員 黒笹は昨年度この事業でどんなことをしていましたか。 

生涯学習推進課長 黒笹は「飾り巻きずし」をやっています。 

鈴木文生委員 

昨年度、補助金の申請をする時に「サンライブで手続きをしてください」

と言われ何回もサンライブに行くのが負担になっていました。 

この補助金事業があまり使われていないのはまず、認知度が低いのではな

いかなと思います。それと、申請時も含めて使い勝手に大きな手間があると

いうことが起因しているのではないでしょうか。 

改善をするのであれば、まず区長に説明をしっかりして補助金の使用を促

すべきだと思います。また、申請の手間を減らす工夫をして積極的に申請で

きる環境を整えるべきだとも思います。 

村松会長 
今、ご指摘がありましたがいかがでしょうか。実現はできそうでしょうか。

後ほど検討のうえ報告をいただければと思います。 

鈴木豊實委員 
この事業は続けていきたいと思っていますか。それとも統合してなくした

いとお考えですか。忌憚のない御意見が聞きたいです。 

生涯学習推進課長 
この事業は執行額が少なくなったとしても継続していきたいと考えていま

す。より充実させていきたいとも考えています。 

村松会長 

より、充実させたいということであれば改善策は統合に限るわけではない

と思います。統合はすなわち縮小に近いものがあると考えられますので。 

結論としてはより充実させたいということですね。 

鈴木豊實委員 
充実させたいということなら今後どのようにしていきたいのか教えてくだ

さい。 

生涯学習推進課長 

基本的には平成２８年度から行政区だけではなく一般の団体も補助の対象

とさせていただきましたが、まだ実績は上がっておりません。充実させると

いうことにおいては、そうした一般団体の利用数を増加させたいということ

と、行政区においても何かの事業との統合の結果、使い勝手が良くなれば行

政区からの申請数も増やすことができるのではないかと考えております。 

村松会長 この事業のこの制度は市民には伝わっていますか。 

生涯学習推進課長 広報とホームページで周知しております。 

村松会長 

広報活動で周知することと同時にこの事業で成功している団体、あるいは

行政区があるのならその活動をモデルケースにして具体的な周知をしないと

市民から手を出しにくいと思います。 

そして、モデルとなる団体ついてはより手厚く支援していくことも必要か

と思います。 
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また、事業の継続性ということで行くと次の年には新しいテーマで活動し

ないといけないというのはハードルが高いので補助金が出る期間を単年度だ

けではなく２年、３年と伸ばすのも必要かもしれません。 

以上で、生涯学習推進事業について終了します。ありがとうございました。 

企画政策課副主幹 

先ほどの「広報みよし発行事業」で野々山委員から御質問をいただいてお

りました「広告の収入はいつから」に関しまして担当課で調べたところ、平

成２３年の８月からでした。 

村松会長 
ありがとうございます。 

では、次の「パパママ教室事業」について説明お願いします。 

健康推進課長 

おはようございます。健康推進課長の野々山と申します。よろしくお願い

いたします。 

それではパパママ教室事業について説明させていただきます。まず、事業

の概要ですがこの事業は母子保健法第９条の規定に基づいて、昭和３７年に

母親学級として開始されたものです。その後、父親の父性育成を目的とし、

平成９年から父親も対象とした両親学級を開始し、その後名称をパパママ教

室に変更しております。この事業は妊婦を対象に正しい知識や適切な助言を

与え、健全な妊娠・分娩・産褥・育児を図ることと父親の父性の育成、また

妊婦同士のコミュニケーションを図ることで夫婦で安心して妊娠・出産・育

児が迎えられる環境を整えることを目標にし、平成２９年度取組内容にもあ

るように、テーマごとに３回のコースに分けえて教室を開催しています。 

この事業の必要性としましては、妊婦の中でも初めて出産に臨む妊婦に対

しては、もれなく何らかの不安を持っているものだと考えておりますので、

市としてはその不安の解消に努めることと、父親の育児参加を促し母子の健

全な育成を支援していくことです。 

事業成果としましては、参加者からは「適切な知識や助言を得ることがで

きた」、「仲間ができたことで不安を解消することができた」などの声をいた

だき、妊婦の健全な出産につなげることができたと考えております。 

近隣市町におきましても同様の事業に取り組んでいると聞いています。中

でも安城市は祖父母を対象にした教室も実施していると聞いております。 

現在および将来の課題におきましては、平成２９年度における初妊婦への

母子健康手帳の交付件数２５４件に対して、教室への参加者数が男女合わせ

て２３４名となっており、参加者数が伸びていません。参加者数が伸びない

理由としては妊婦が通っている各産院でも同様の教室を実施しており、市の

教室に参加する必要性を感じないということが要因ではないかと考えており

ます。みよし市としましては教室への参加を強制するものではありませんが

特に父親の父性育成は取り組んでいきたいと考えております。また、里帰り

出産をする妊婦に関しましては祖父母との育児の考え方の違いからストレス

を与えてしまうケースもあると耳にしますので、その点に関しても対策を講

じる必要があると考えています。 

事業の詳しい内容については別添資料でパパママ教室事業実施計画書をご

参照ください。また、参加者獲得のために広報による募集、母子健康手帳交

付時に直接ＰＲするよう努めております。 

過去３年に行った見直しについては平成２８年度に行ったアンケート調査

を基に平成２９年度からプログラムの見直しを行いました。 

今後の方向性については新たに教室開催についての周知の機会を発掘する

とともに父親も含めた家族ぐるみでの育児参加へとつなげていきたいと考え

ております。以上事業について説明を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した。御質問または御意見をお願いいたします。 

鈴木豊實委員 

このパパママ教室について内容を調べようとしたときにインターネットで

の情報公開がされていませんでした。なぜインターネットでの情報発信をし

ていないのでしょうか。また、調べていく中でみよし市子育てサポートガイ
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ドというものがあると書いてありましたがよろしければ後ほどいただけない

でしょうか。 

健康推進課長 
インターネットには案内を出させていただいているはずです。サポートガ

イドは用意させていただきます。 

望月副会長 

この事業は社会的意義が非常に高いものだと思います。男性の参加者を増

やしたいとのことですが、平成３０年度の開催予定日を見ると金曜日開催が

多いように思われます。金曜日は仕事をしている方が多いので土日開催をす

るべきではないでしょうか。 

また、事務事業目的評価表の（７）の成果指標①の「育児について相談相

手のいる母親の割合」の相談相手の内訳はどうなっていますか。夫、母親、

友達等あると思いますが、分かれば教えてください。 

健康推進課主任 

３、４カ月検診の際に「子育てについて相談できる相手はいますか」とい

うアンケートを取っております。その後の質問で「その相手は誰ですか」の

設問を設けていますので調査することは可能です。感覚としては、一番に夫、

次いで実母、義理の両親、友人と回答している方が多かったと思います。 

望月副会長 

やはり、実母と義理の両親に相談することが多いということであれば、先

ほど事業説明にもありました安城市の祖父母を対象とした教室の開催も必要

だと思います。前世代の子育ての仕方と今の子育ての仕方が違い摩擦が生じ

るという事を私も聞いています。そこで共通認識する場を市が作ることで家

庭環境もより改善されるのではないかと思います。 

まず、最初に申し上げた開催曜日の変更についてはどうでしょうか。 

健康推進課長 

開催の曜日については６月の定例議会の中でも同様の御意見をいただきま

した。平成３０年度については年間スケジュールを作ってあり変更は難しい

ので平成３１年度の実施から検討していきたいと思います。 

望月副会長 検討ではなく、可能か不可能かはどうでしょうか。 

健康推進課長 

今考えているのは、教室のコースはマタニティコース、子育てコース、体

験コースの３つあり、内容的には体験コースが父親の父性育成に直結します

ので、体験コースは父親の参加しやすいスケジュールを検討していくべきと

考えています。 

村松会長 

トライアルでも良いので一度開催して欲しいと思います。また家族ぐるみ

ということでも、安城市の祖父母を対象とした教室の開催についても調査し

て開催を検討していただきたいと思います。 

鈴木文生委員 

この事業において、予算がかなり少なく感じられます。予算が少ないまま

事業内容ばかり盛り上げていけば職員への不安が増えていくと思いますがそ

の点は大丈夫なんでしょうか。 

健康推進課長 

確かに事業の費用として少ない点、また職員に対しての負担というところ

がこの事業の問題になると思います。費用については参加者を増やせたこと

を想定した資料費として増加の計上をさせて頂いてはおります。その他の費

用については例年の傾向からみると経費としては今のままで実施していける

と考えています。 

村松会長 

ここでの評価というのはコストカットのことを指しているのではなく、あ

くまで市民目線で事業を充実させていくことを目的としています。 

予算が潤沢ではないかもしれませんが、私たちはよりよい市を作るために

拡充していくということもしますので、その点はご留意いただきたいところ

です。 

その他に御意見はよろしいですか。 

以上で、パパママ教室事業について終了します。ありがとうございました。 

ここで一度休憩に入ります。 

休  憩 

村松会長 
それでは再開します。 

防災訓練開催運営事業について説明をお願いします。 
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防災安全課長 

防災安全課の山田です。よろしくお願いします。 

防災安全課からは防災訓練開催運営事業について外部評価のお願いをさせ

ていただきます。まず、当市におけます、地域防災計画では「市は、地域の

住民、防災関係機関、民間企業及びボランティア団体の協力、連携のもとに

防災訓練を実施する」という事になっております。そのために市民や関連団

体の防災意識を高めるために防災訓練を開催しております。 

現在みよし市では、小学校区単位ごとに８つある地区コミュニティの内の

１つの地区コミュニティと市が共同で実施するという形式で合同訓練を開催

しております。内容としては毎年８月に地域住民をはじめとしての自主防災

会、協定団体、市職員が参加しまして、避難所の開設運営訓練、資機材の取

扱い訓練、防災啓発等を行っております。その他の７つの地区コミュニティ

の防災訓練としましては主に地元の小学校の体育館を会場に自主防災会が主

体となりましてそれぞれ訓練を企画、運営をしております。 

今後の方向性としましては、平成２８年度までは４つある中学校区の内の

１つを対象といたしまして市が主体となり、展示型の拠点訓練というものを

実施しておりました。その他の３つの中学校区については地区コミュニティ

ごとでの訓練を実施しておりました。大規模災害時には行政機関や消防団も

混乱することが予想される中で、自分の身は自分で守る自助、地域で助け合

う共助の重要性が増しております。そうした意識の醸成を図っていくため平

成２９年度からは市と合同での訓練も実施しますが、市の主導ではなく地区

コミュニティが主導となって訓練をしていくよう変更をしたところでありま

す。 

以上のように平成２９年度から訓練内容を変更したところであります。当

面は自分の身は自分で守る自助、自分達の地域は自分達で守る共助そういっ

た意識の向上をめざし防災訓練を実施していきたいと担当の方では考えてお

ります。 

説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

村松会長 
ありがとうございます。それでは、御質問、御意見等をお伺いしたいと思

います。 

鈴木文生委員 

よろしいでしょうか。 

前回、黒笹とあおばの合同訓練に参加させてもらったんですけど、到着し

たときに体育館の鍵が開かなくて困っていたところ、市の職員の方が来て開

けてくださいました。確かにそれぞれの地区で企画して実技のような訓練を

していくことも大事だと思いますが。拠点訓練を一度にコミュニティに渡す

のではなくて、もう少し市の方からの引継期間を設けた方がいいのではない

かなと思います。 

防災安全課長 

先ほど鈴木委員がおっしゃっていた黒笹小学校の体育館の鍵の件について

は事務局の方でも聞いておりまして、その際に向かった職員が開けたと聞い

ております。その際はご迷惑をおかけしました。 

小学校の体育館が避難所になっており、その鍵の開け閉めに関しましては

地元行政区ではなく、日中であれば在校している先生による開け閉め、時間

外については市の方では小中学校に加え三好高校、サンアート、総合体育館

の計１５か所が避難所と設定されておりまして、総合体育館を除き１４カ所

は近郊に住む市職員各３名を避難所開設員として設定しております。 

万が一、時間外に災害等が発生して避難所を開設しないといけないという

時には設定された３名が向かい開設するということになっております。開設

をする職員は開設についての説明会で、開設する必要がある場合について説

明をしております。コミュニティでの訓練についても自助、共助を大切にし

たいということで自主防災会等地元の方が中心となってと御説明させていた

だきましたが、急に訓練の仕方を変えなさいというわけではありません。 

しっかりと、各コミュニティに説明をさせていただいて、実際に訓練の仕

方についての相談をしていただいていたり、事務局から訓練方法のアドバイ

ス等もさせていただいております。 
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野々山委員 
このほかにも水防訓練は別事業で実施していますが、この防災訓練開催運

営事業と一緒にはできないんですか。 

防災安全課長 
水防訓練は水防法で決まっていて必ず実施しないといけないもので、水に

特化した訓練として別事業に独立しています。 

野々山委員 

 「事業」として統一するべきではないかと言っているんです。実施するこ

とを止めなさいとは言っていません。 

 訓練としては同一事業内でできるものだと思うんですが。 

防災安全課長 

 今まで考えたことはありませんでした。防災安全課としても事業が細分化

されていて統合等も検討していますので、今野々山委員からいただいた御意

見も参考にさせていただきます。 

野々山委員 

 もう一つありまして、個別シートの決算額の中で負担金というものがある

んですが、これは訓練のための負担金なのか、ヘリコプターとかの運営費用

等なのか、このあたりの考え方について教えてください。 

防災安全課長 

 決算額の中でヘリコプターの負担金と共済負担金というものがあり、共済

負担金というものが防災訓練に参加していただいた方の身に何かあった時の

保障金なんですけどもこれは防災訓練の負担金です。ヘリコプターの負担金

に関しては昔の防災訓練時にはヘリコプターを飛ばして訓練にヘリコプター

が来るということもしていたからです。今でもヘリコプターを飛ばしてもら

う際には補助金を支払っているので追加で費用は発生しません。 

望月副会長 

大規模地震が確実に来ると言われています。その時のための防災訓練であ

り、その成果も確実に求められるわけですよね。 

評価表の裏面の３番、評価のところなんですが、効率性の欄の（９）の【現

状より人件費を削減する方法はありませんか？】の項目の回答が「職員の従

事者数を減らす。」とありますが、これは方向性としては逆ではありませんか。

本来大災害が起きた時のことを考えれば従事する人数を増やして市全体とし

ての取組にしていく必要があると思います。 

防災安全課長 

ありがとうございます。現在全庁的な考えで人件費の削減に注力しなけれ

ばと考え、事務事業目的評価表で削減を意識した内容で記載してしまいまし

たが、望月副会長からのお言葉をいただくこともできましたので、今後事務

事業目的評価表の内容も含め増員の方向に改善していきたいと思います。 

村松会長 

小学校単位のコミュニティを対象としているわけですが、ある程度細かい

フォローがないとコミュニティだけで訓練を実施するのは難しいところで

す。コミュニティはコミュニティで特徴がありその中で防災意識の醸成をさ

せていこうと思うと時間がかかるわけです。育てていこうと思うなら市職員

の方がコミュニティと細かく面会するという業務が発生し、それには人件費

がかかるわけです。コスト削減ではなく拡充していくという必要もあり、こ

の行政評価委員会という場はコストカットだけではなくそうした拡充を考え

る場でもあるので、そうした前向きな自己評価もしていただければと思いま

す。 

他に御意見はございますか。 

では、これで防災訓練開催運営事業について終了します。ありがとうござ

いました。 

それでは続きまして協働によるまちづくり推進事業について説明をお願い

します。 

協働推進課副主幹 

協働推進課の副主幹の水野と申します。本日、本来であれば課長が出席す

るところですが、課長は他の研修が入っておりまして、不在のため私の方か

ら説明をさせていただきます。 

まず、二次評価の対象とした理由ですが、市民や職員を含めてこの協働に

よるまちづくり推進事業に参画することで協働に対する意識がより高まるよ

うしたいと思い提案させていただきました。 

この事業の概要ですが、お手元の外部評価対象事業個別シートにも記載さ

れておりますが、協働によるまちづくり推進と職員の意識改革を目的とした
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職員研修を実施しております。昨年度については主査級以下約３０名に対し

て研修を実施しました。また、ＮＰＯ・協働相談窓口を設置し、市民活動の

活性化と行政の推進も進めております。相談窓口の運営についてはＮＰＯ法

人愛知ＮＰＯ市民ネットワークセンターに委託をしております。さらに、当

事業ではワークショップへの参加、ＮＰＯ研究会への参加、サポートセンター

の運営等を実施しております。 

また、概要欄に記載しておりますが行政区や地区コミュニティ推進協議会

と市民活動団体が地域課題の解決にむけて主体的、自発的に取り組む広域活

動を支援することを目的とした、がんばる地域応援補助金この補助金を平成

２８年度から実施しております。平成２８年度に審査をして、団体から申請

をいただいて事業について平成２９年度から実施させていただいておりま

す。 

活動については、委員の皆様のお手元に配らせていただきました市民活動

のハンドブックを市民活動団体に配らせていただいております。 

市民活動団体につきましては旧学習交流センター、町民病院跡地を市民活

動センターとして平成２８年２月にオープンしておりまして、センターの利

用登録をしていただいた団体にこのハンドブックを配布して活動を進めてい

ただいております。 

また、資料をもう一部「がんばる地域応援補助金の募集要項」を配らせて

いただいておりますが、こちらでは地域課題解決のための活動について３年

間の事業を補助するという事業実施をしております。平成２９年度から平成

３１年度まで実施する団体として４団体が事業実施しております。また、平

成３０年度から１団体が実施するので、平成３０年度に関しましては計５団

体の事業が実施されております。協働によるまちづくり推進事業の事業概要

については以上です。事業の今後の方向性については外部評価対象事業個別

シート右下に記載がありますが、活力ある地域社会の構築を考える時にはＮ

ＰＯと行政が互いに尊重し対等の立場でまちづくりに取り組むことは多くの

可能性を含んでいると考えています。今後職員のスキルアップを図るととも

に市民側の意識改革を促して市民活動サポートセンターで協働によるまちづ

くり推進事業を通して実施していけるよう検討してまいります。 

以上が事業の説明となります。よろしくお願いします。 

村松会長 ありがとうございます。それでは御質問、御意見をよろしくお願いします。 

望月副会長 
個別シートの平成３０年度の予算額の委託料のところ協働事業実践能力向

上業務委託とありますが、こちらについての内容を教えてください。 

協働推進課副主幹 

こちらの内容についてですが、まず一つが職員向けのハンドブックの作成

を予定しております。二つ目に市の業務の中で市民活動団体と協働で進める

ことができる事業がないかを抽出していく事業を愛知ＮＰＯ市民ネットワー

クセンターに委託していますので、その委託料です。 

望月副会長 

これは、平成２９年度にはなかった、今年からの事業ですよね。質問です

がＮＰＯ団体の方はどういう方がいるんですか。市を良くしていこうという

意識があるということは、みよし市職員のＯＢの方が多くいたりするんで

しょうか。 

協働推進課副主幹 

ＮＰＯ市民活動団体としては様々な方が見えます。元教員で環境問題に課

題を感じて活動に取り組んでいる方もいれば、長年主婦をされていて子育て

に関しての課題を感じる中で横のつながりを持って市民活動に取り組んでい

る方もいます。職員ＯＢが多いというわけではありません。 

望月副会長 
職員のスキルアップを目指しているということでしたが、研修というのは

どのような内容で実施しているんですか。 

協働推進課副主幹 

中京大学の講師の方でまちづくりに精通している方を招いて、まちづくり

とはどういうものかという説明や、行政だけでは市の課題に対応できない、

市民の協力を得る協働の重要性について説明していただいてその後のワーク

ショップも含めて２時間半研修を進めていただきました。 



12 

 

望月副会長 協働推進課の担当職員は何名なんですか。 

協働推進課副主幹 担当職員は課長含めて８名です。 

望月副会長 

事務事業目的評価を見ますと、結果の成果指標の③で協働のまちづくり推

進の取り組みにやや満足以上の比率という指標がありまして、その数値が平

成２８年度から、平成２９年度で大幅に落ちていますが、この調査のアンケー

トはどのようにして取られたのでしょうか。 

企画政策課長 
これも、他の事業と同じで平成２９年度の行政評価市民アンケートで集め

ており、例年と数が大幅に違いまして、年代ごとに差異が出てきております。 

望月副会長 

この事業では、協働とかＮＰＯとかが概念的に分かりにくいというのが

ネックだと思います。一般の人への理解を深めるための何かしらの工夫は必

要になると思います。 

あと、最後に予算額が平成２８年度と平成２９年度で金額が大幅に上がっ

ていながら、今後の事業の方向性は現状維持となっています。考え方として

は事業の拡大ということになりませんか。 

協働推進課副主幹 そうですね、拡大、改善のどちらかにさせていただきます。 

村松会長 
市民の協働への積極的参加の意識を醸成していくのは難しいと思うんです

が、現在積極的に参加されている方は何パーセントくらい見えるんですか。 

協働推進課副主幹 

参加されている方々は何かのテーマを持って３人以上での参加で契約をさ

せていただいています。参加されている方はみなさん情熱を持って活動され

ていますし、私たちとしても直接お会いして話せる方も各団体の数名の方だ

けなので、その参加者ごとの温度差というものは中々数値的に測ることは難

しいです。 

村松会長 

単なるボランティア活動ではなかなか続かないと思うんです。育成すると

いう意味では核となる人が必要になります。その核がたくさん必要になると

思います。団体としてではなくそうした方がどれくらいいるのかというのは

気になるところになります。また、分かる範囲で結構ですので教えていただ

ければと思います。 

鈴木豊實委員 

こういう事業っていうのは参加する方も多くいるみたいですね。とても良

いことだと思います。 

ただ、昔を振り返ると神社とかお寺とかで料理をしたり芸能を楽しんだり

と行政がかかわらずやっていたことが起源としてあると思うんです。やはり

これからの時代は金銭面等で行政が関わっていかないといけないという風に

なってきているんですか。 

協働推進課副主幹 

この事業では地域の課題に取り組み、解決していく中で地域の人の面識を

広げ社会を構築していっていただきたいというのが根本にあります。 

昔のようにみんなが知り合いという世の中ではなくなっているのが、こう

した活動を必要としている理由だと考えています。 

鈴木豊實委員 

この事業自体はすごく良いと思うんですが、本当にここまで行政が関与し

ないといけないのかというところに疑問が残ります。 

それこそ民間に委託したり、そもそも独自でやっているところもあると思

うんです。 

行政はもっと違うところの市民の生活支援に従事するということを根本に

持つべきだと思います。やはりこの事業を実施するだけのニーズがあるんで

しょうか。 

協働推進課副主幹 
補助金というのはどうしても画一的になりがちなのですが、この事業では

住民提案の活動を支援していきたいという考えで取り組んでいます。 

鈴木豊實委員 

財源に問題があるんです。寄附金等で賄っているのなら何の問題もないの

ですが、税金を使うのであればその税金にはもっと違う使い道があると思う

んです。その中で、今後この事業は拡大していきたいと思っているのか、民

間への委託等を検討しているのか、そのあたりのお考えはいかがでしょうか。 
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協働推進課副主幹 

民間というのは市民活動団体も含めてという意味でおっしゃてると思いま

すが、行政としては地域力を高めるためにやっている事業でありますので民

間に任せきりにすることはしたくないという考えがあります。 

村松会長 

私も行政改革の方で協働参画が大切だということの主張を受けて市長も協

働をやっていこうということだったんです。ただ、私がその時から指摘した

のは市民の人間力の低下がみられるということです。時代の中で、個が大切

という意識が高くなってきていて、市民の一致団結というものは見られなく

なってきています。だからこそ新しいコミュニティを作る体制というのは必

要だと思います。そうした、コミュニティを作りつなげることができるこの

事業を非常に大切なことだと思います。みよし市だけでなく全国的に低下し

てきている人間力の低下を防ぐためにも、このことを日本の問題として捉え

て行政が関わっていくべきだと思います。 

その他に御意見がありませんか。 

では、これで協働によるまちづくり推進事業について終了します。ありが

とうございました。 

それでは最後に街路樹維持管理事業について説明をお願いします。 

道路河川課長 

道路河川課の加藤と申します。よろしくお願いします。 

事業の概要といたしましては、市道区域内の街路樹について適正な維持管

理を行い、道路空間を利用した緑豊かな緑地空間づくりと都市景観の向上を

図ることを目的としています。 

この事業の必要性としましては、まず良好な都市景観の整備と、緑豊かな

道路空間づくりを推進するための施設であり、街路樹は道路施設でもあるた

め、道路管理者の市が管理する責務があります。街路樹の高木は、夏に葉を

広げて日陰を作り、冬には葉を落として陽を届けるために落葉樹が植えられ

ており、定期的な剪定や葉の清掃等が必要となります。また、低木は密に葉

を広げる種類を選定して植栽しているため、幹は細いが枝の成長が良いもの

が多いので定期的な剪定が必要です。この事業を廃止してしまった場合植栽

が道路交通の視距を妨げ、良好な道路空間が維持できなくなる恐れがありま

す。行政が関与する妥当性としましては、街路樹は道路施設であり、道路管

理者である市が関与すべき業務であると考えております。市民ニーズとしま

しては、無機質な道路空間において、街路樹は新緑や紅葉など季節の移り変

わりを実感出来ることから、樹木の管理に関する市民の関心は高いと思われ

ております。 

事業成果としましては、適切な維持管理に努めることで、街路樹の機能保

全と景観の保全を図ることができました。近隣市町の状況としましては、近

隣市町の他、国、県についても本市と同様、街路樹の管理を行っている状況

です。現在および将来の課題については、まず、樹木は日々成長するため、

成長に合わせた管理が必要になってくるということ、また、季節によって、

毛虫の駆除や落ち葉の処理について、早期に対応することを道路隣接住民か

ら求められています。現在の県道が降格によって市道として移管される予定

がありまして移管に伴い樹木の管理業務が増加する現状でございます。今後

の事業費見込みは、現行の予算から下げる余地はなく、樹木の成長や道路の

新規整備などによりぞうか傾向にあります。 

今後の方向性としましては。現在の良好な都市景観の保全と、緑豊かな道

路空間づくりを推進するために維持管理を継続実施していくものでありま

す。 

以上、が事業内容の説明となります。 

村松会長 それでは、御意見、御質問等はございませんでしょうか。 

鈴木文生委員 

外部評価対象事業シートの左下に降格により県道が市道に移管されるとい

うのは、３０ｍバイパスが完成したら豊田知立線を県から市がもらうという

ことだと思うんですが、具体的にもうそういう計画は立っているんでしょう

か。 
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道路河川課長 

３０ｍバイパスの整備によって旧来の豊田知立線が確かにみよし市に移管

されてくるという具体的な話で現在調整をしています。 

ただ、全体ではなくてちょうど３０ｍバイパスがついたのが福谷のところ

なんですが、福谷から三好上のところまでとなりますが、こちらは年度ごと

に市と立ち会って整備・補修していき補修が終わった路線ごとに年度をまた

いでみよし市に移管されるという計画で進めております。 

鈴木文生委員 
県にしっかりと補修・整備をしてもらってから市に移管してもらうように

してください。 

道路河川課長 

そのつもりで、調整も行っておりまして、本来であれば今年度移管される

ということでありましたが、補修の進み具合を見て延期をしているところで

あります。 

数年のうちにはみよし市に移管される予定でございます。 

企画政策課長 

移管の予定が長期に渡っておりますので、初めに移管された区域の部分を

県に綺麗に補修してもらっているのですが、全ての区間が移管される頃には

初めの方に移管された道路については市の方で管理していく必要がありま

す。 

鈴木豊實委員 
三好丘の道路を走っていると街路樹の幹にテープが巻いてありますが。あ

れはなんの目印ですか。 

道路河川課長 
造園会社に管理を委託しているのですが、造園会社が木の太さや伐採の時

期を管理するために目印でつけているものだと聞いております。 

村松会長 樹木は育てるのも時間がかかりますよね。 

道路河川課長 

最初に植えた時はなかなか育たないんですけど、ある程度育つと一気に大

きくなる時期がありまして、その時期を過ぎて大きくなり出した樹木が三好

丘の方で見られます。 

望月副会長 

事務事業目的評価表の裏面３番の評価の中の有効性というところで、街路

樹に関しての苦情が多いため、管理方法の改善を検討する。とありますが、

具体的な改善方法をお考えでしょうか。 

道路河川課長 

一番問題が多いのが毛虫の駆除と落ち葉なんですが、まず、毛虫について

は樹幹注入で薬品を投薬して、その葉を食べた毛虫を小さいうちに駆除でき

るという方法を取らせていただいております。 

以前は毛虫が発生してから殺虫剤で駆除していたのですが、近隣市民から

「洗濯物に薬品が着いてしまう」などの苦情を受けていましたので今は樹幹

注入を主に実施しております。しかし、樹幹注入も完璧ではありませんので

それでも害虫が発生した場合には、周辺住民の許可を得てからピンポイント

で薬品を散布しております。 

葉については、早く切りすぎても紅葉が楽しめなくなる、葉が落ちてから

切っても落ち葉が増えると市民からの声をいただいておりますので、葉が落

ちる直前を狙って伐採をするようにしております。 

剪定のタイミングは、住宅前についてはできるだけ早めに対応しています。 

住宅の無い路線の街路樹に関しては時期を見合わせるという方法でやらせて

いただいております。 

望月副会長 
一つ提案ですが、事務事業目的評価表の成果指標のところに街路樹管理の

満足度指標を加えるべきだと思います。 

道路河川課長 はい、わかりました。 

野々山委員 
事務事業目的評価の平成２８年度と平成２９年度でかなり差があるんです

けど何か差が出た理由があるんですか。 

道路河川課長 
こちらは合計値からＡの事業費が抜けてしまっています。申し訳ありませ

ん。 

野々山委員 
場所によって歩道にゴミ収集の集積用の箱が置いてあるところがあります

が、どこかの土地の中に入れるとか対策はできないでしょうか。 

道路河川課長 ゴミ集積用の容器の設置については区長と環境課も含めて設置場所を決め
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て仕方なく今の場所においてあると聞いております。 

野々山委員 
街路樹が垂れて来ていたりするものに関しては市役所に連絡せずに切るこ

とは可能ですか。 

道路河川課長 基本的に市役所に連絡をいただきたいです。 

村松会長 

他に意見はよろしいでしょうか。 

それでは、これで街路樹維持管理事業について終了します。ありがとうご

ざいました。ありがとうございました。以上で予定していたヒアリングは全

て終了しました。それでは事務局から事務連絡をお願いします。 

企画政策課長 

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。 

なお、お手元の外部評価シートが完成していない場合はお持ち帰りいただき、

７月２３日（月）までに返信用封筒で企画政策課までお願いします。 

次回、第３回行政評価委員会は８月６日（月）午前１０時３０分から予定し

ております。 

以上をもちまして、第２回行政評価委員会を終了いたします。 

  


