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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３回みよし市行政評価委員会 

開 催 日 時 平成３０年８月６日(月)午前１０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、冨田義親、鈴木文生 

※敬称略 

  

(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 

次 回 開 催 予 定 日  － 

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 

それでは、定刻になりましたので、ただいまから平成３０年度第３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いただきます。 

村松会長 

本日は暑い中、みなさんお集まりいただきありがとうございます。 

今回は、外部評価についてそれぞれの委員さんの意見をまとめさせていた

だくことになります。配布されている資料を見ると、若干意見が異なってい

るようなので難しいと思いますが、今日もそれぞれの立場で是非忌憚のない

意見をお出しいただければと思います。 

行政評価委員会として事業の方向性については意見を一致させなければな

らないということで、意見については両論併記になる可能性もありますので

よろしくお願いします。 

今日の暑い日差しのように、皆さんの沸騰するような議論をお願いします。 

竹内課長 

ありがとうございました。 

それでは、本日の議題に入ります。本日予定しております議題は２件となっ

ております。１件目は「外部評価シート評価結果のとりまとめ」、２件目は「行

政評価報告書の作成について」となっております。 

１件目のとりまとめについては先日、７月９日の第２回行政評価委員会で
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実施させていただきました、外部評価対象事業のヒアリング後に委員の皆様

にご記入いただきました外部評価シートの内容を、資料１「外部評価シート

一覧表」にまとめさせていただきました。最終的に委員会としての意見をと

りまとめていただきますので、とりまとめるまでの各委員からの意見を併記

した参考資料となりますので、ご了解いただきたいと思います。 

外部評価シートの総合評価の部分について、委員の皆さんのご意見を伺い、

行政評価委員会としての総合評価及び事業の方向性を決めていきたいと思っ

ております。 

２件目の行政評価報告書の作成につきましては、本日の検討内容を踏まえ

まして、行政評価委員会としての意見をとりまとめたものを報告書として、

村松会長から市長へ御報告いただきます。この報告書について御意見等を伺

いながらとりまとめていこうと思います。 

それでは村松会長、進行をよろしくお願いいたします。 

村松会長 

それでは、進行役をさせていただきます。よろしくお願いします。 

外部評価結果のとりまとめをしていきたいと思いますが、事務局から資料

についての説明をお願いします。 

事務局 

こちらの資料１に委員の皆様にご提出いただいた外部評価シートを元に一

覧表を作成させていただきました。こちらを参考にしていただきながら、最

終的な委員会としての総合評価、事業の方向性を１事業ずつ決定していただ

くことになりますので、よろしくお願いします。 

本日決定していただいた結果をとりまとめまして、最終的な報告書を作成

し、市長に御報告いただくという流れとなります。 

村松会長 

それでは、「広報みよし発行事業」について、とりまとめをさせていただき

ます。総合評価を１つにまとめるにあたって、各委員さんの意見がそれぞれ

異なっておりますので、議論をしていきたいと思います。 

委員の皆さんの意見はそれぞれの立場、あるいは市民目線での意見という

ことで、それぞれ異なっているのですが、今後の事業の方向性は行政評価委

員会としてとりまとめなければならないので、まずはそれぞれの委員のご意

見をお聞かせいただいて、その後とりまとめていこうと思います。 

では、野々山委員から順番に伺うということでよろしいでしょうか。 

野々山委員 

私は、地元の方々の間では発行回数を１回にしてもらいたいという意見を

聞いていまして、発行回数を月２回から１回にするということで改善案とし

て出させてもらいました。 

それで、ここで言って良いものか分かりませんが、年に５回程度議会だよ

りというものがあります。この議会だよりの内容が広報みよしと重複してい

るところが多々あるように思います。広報みよしに載っている情報は広報み

よしだけでよく、個々の議員が一般質問で何を質問したかなどは、政務活動

費があると思いますので、そういう方面でやっていただいたほうが良いかな

と思います。 

すいません。余計な話でしたが、改善ということでお願いします。 

村松会長 それでは、鈴木（豊）委員さん、お願いします。 

鈴木（豊）委員 

私も、野々山さんが言ったとおり１回で良いと思うのだけど、１回にする

ということが外部評価のメインではないと思っています。現在の２回はそれ

はそれで、有効な部分があると思います。 

ただ、インターネットなど他の情報伝達手段があるので、紙媒体の広報み

よしの方は１回でも２回でも良いので、他の手段と連携して中身をもっとコ

ンパクトにしてもらえば良いのかなと思います。 

村松会長 では、継続して実施ということでよろしいでしょうか。 



3 

 

鈴木（豊）委員 総合評価は継続して実施で良いと思います。 

村松会長 それでは冨田委員、いかがですか。 

冨田委員 

広報みよしの発行回数については、日進市も広報誌の発行回数を２回から

１回にし、豊田市も２回から１回にしています。その理由を聞きますと、や

はり昨今、行政区の業務が非常に増えてきている。それと、内容が半月でそ

んなに変わるものなのか、内容をもっと精査して月に１回で良いのではない

かという意見が大半でした。私もそう思います。 

それと新たに電子媒体があり、ホームページ等で十分に情報発信ができる。

年寄りが情報を得られないじゃないかという意見もありますが、最近では逆

に若者はまったく電子媒体で広報を見ていなくて、年寄りが電子媒体で見て

いるのではないかと思う。 

それと、ひまわりネットワークが議会中継など、みよしの情報をどんどん

発信している。いくらでも情報を得る媒体はあるので、広報みよしは１回で

十分なのではないかと。私は縮小で良いと思います。 

村松会長 では鈴木（文）委員はどうですか。 

鈴木（文）委員 私も一言で言うなら、縮小で良いと思います。 

村松会長 ありがとうございます。では望月副会長はいかがですか。 

望月副会長 

私は継続して実施を選択しているのですが、月２回を１回にするというの

は色々な事情があるのだと思いますが、中には電子媒体が全くダメだという

方々も一定数はいらっしゃる。そういう方々は紙媒体でしか情報を得ること

ができないのではないかと私は思います。 

実際の広報みよしを読んでみた感想としては、非常に情報量が多かったで

すね。きめ細かい情報が多くあって、とても役に立っているという評価もあ

りました。広報みよしから情報を得ているという人たちがどのくらい存在し

ているかというのをヒアリングで聞きそびれてしまったのですが、あまりに

も数が多かった場合、そういった人達を切り捨ててしまうのはどうかと思い

ます。 

もちろん配布を担っている行政区の方々のご苦労もわかるのですが、市民

に情報を届けるといった観点からしたら、情報が届かない人がいるという状

況があまりよろしくないのではないかなと思います。他に代替手段があって、

そちらに完全に乗り換えることができるというのであれば、縮小ということ

でも良いとは思いますが、現状では継続して実施ということにさせていただ

きます。 

村松会長 

ありがとうございます。 

私の意見は、総合評価としては継続して実施です。ただし、編集等の作業

について職員の負担が相当に大きい。何らかの形で外部委託等も考える時期

にあるのではないかと思います。 

配布については月２回を１回にする、これは行政区の負担を軽減していく

ことも検討していかなくてはいけない。ただ、その点ではコストには限りが

あって、メリット・デメリットを考えていかなくてはならない。もちろん電

子媒体も導入している以上、有効利用を図っていく必要はある。冨田委員か

ら若者よりも老人の方が電子媒体を見ているのではないかという意見もあり

ましたが、確かにスマートフォン等もかなり普及していて、私も地下鉄やバ

スなどを調べるときには利用しておりまして、スマートフォンの利用という

のは大きいのかなと思いますので、上手く活用しながらメリット・デメリッ

トをしっかり考えていかなくてはいけないと思います。 

いくつか課題はありますが、現状では継続して実施しながら問題点を検討
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し、なおかつ外部委託等、編集作業の負担軽減を検討をしていく必要がある

と思いますので、改善しながらという意味を含めての継続して実施という評

価です。 

といったところで、継続して実施が３名、縮小が２名、改善が１名という

ことですけども、どなたかご意見はありますか。今後の方向性を定めたうえ

で、こういう点で検討する、改善を図るなどを入れ込んでいくという形もあ

りますが、いかがですか。 

冨田委員 

質問をよろしいですか。 

広報みよしの中で、市民の皆さんが１番利用するものがなにかというと、

やはり行事の情報ですね。その行事の情報は、１つはひまわりネットワーク

の関係で得られる。もう１つは電子媒体でお知らせしている。それと広報み

よし。この３点で情報発信をしている。それだけ発信をしていて、どれほど

見てもらえているか、ということですね。 

市としてはどこを最も重要視するのか。紙媒体を重要視するのか、電子媒

体を重要視するのか、ケーブルテレビを重要視するのか、それがはっきりし

ていない気がします。誰もが情報を得られるようにするというのは良いこと

なのですが、現状は非常にコストがかかっている。もう少し絞り込んでも良

いような気はします。市民が何を必要としているかという議論をしないと、

２回を１回とか、やめても良いのではないかという議論にはならない感じが

します。 

望月副会長 

前回のヒアリング時に、市がやっているアンケートの話題がありました。

あのアンケートの中には、冨田委員の指摘された項目は無いのですか。「市の

情報を何で得ていますか」といった項目ですね。 

竹内課長 「あなたは市政の情報を何から得ていますか？」という項目があります。 

村松会長 調査結果はありますか。 

竹内課長 
あります。「広報みよしから」と応えた割合が９４．５％です。やはり広報

みよしが一番多い結果となっています。 

村松会長 「電子媒体」と応えた割合は出ていませんか。 

竹内課長 

このアンケートは重複回答ありの形式で、回答件数全体の個々の割合では

「ホームページから」という回答は８．１％、「ひまわりネットワークから」

という回答は７．０％、「コミュニティＦＭラジオから」という回答は０．

５％、「市役所情報プラザの公表資料から」という回答は１．１％、「新聞か

ら」という回答は１７．４％、「その他」が２．４％でした。 

村松委員 

冨田委員が言われているのは、どの媒体を重要視していくのかということ

でしたが、情報を得る先としては広報みよしが抜きん出て多いということで

す。しかしながら電子媒体もこれからはある程度重要視していかなくてはな

らないということですので、広報全体の中でどう位置づけをしていくのかと

いうことが必要となってくると思います。 

そのあたりも含めて、総合評価を考えていかなくてはならないと思います

が、いかがでしょうか。 

鈴木（文）委員は縮小ということですが、いかがでしょうか。 

鈴木（文）委員 

豊田市も日進市も２回を１回にして、その状況はどうだったのかなという

のが気になります。回数が減って、市民にすごく困ったと言われて怒られた

のか、１回にしても気づかなかったな、くらいの話で終わっているのか。み

よし市もまったく同じ状況になると思うのですが。どうですか。 

竹内課長 
県で開催された会議の際、今回の豊田市の事例を、豊田市さんが説明され

ている機会がありまして、その中では月２回を１回にして、発行回数を減ら
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した部分を補うツールとして、ホームページ等を活用して情報発信の量が減

らないように努めていますとのことでした。その結果大きな混乱や苦情など

はなかったというような内容でした。 

冨田委員 

私は日進市に聞いたんですが、豊田市と同じでした。間に合わない情報は

ホームページにあげて情報発信をしていくということで、落ち着いています。

市民に不満が無いということか、もしくは関心が無いかという感じですね。

今まで２回発行していたことは何だったのかという感じがしますね。 

竹内課長 

愛知県内で他の事例を挙げますと、岩倉市が２回から１回したのですが、

今まで２回に分けていた情報が１回になったことで広報紙自体のページ数が

増えて１冊の重量が増えたと、配布する側から意見があったとのことです。

また同時に内容に漏れがないようにホームページ等で手立ては講じていると

のことです。 

冨田委員 
これは２回が１回になったことでページ数が増えただけでなく、他の文書

が多くなって重いということですね。重くなって配布が大変になったと。 

竹内課長 
配布回数は半分になった代わりに、１回が重くなった。それはあり得ると

思います。 

鈴木（豊）委員 

広報紙を配布する際に、本誌より付録のほうが重いときがある。広報が重

いというより、同時に配布する他の物が重い。そちらの方を何とかした方が

良いと思います。 

もう１つ。重要な行事などの情報は区長さんなどを通して、広報みよし以

外の色々な紙面や地元の放送など、広報紙以外の伝達方法があるわけです。

広報誌あり、インターネットあり、地元の連絡手段あり。色々な方法を組み

合わせていけば良いと思います。それぞれの人にそれぞれの意見があるとは

思いますが。 

鈴木（文）委員 

私も昨年区長をやらせていただいて、都合２４回広報みよしの配布があっ

たのですが、他の配布物が無く、広報みよしだけを配布する機会が１回か２

回だけあって、その際はすごく軽かったのを覚えています。今の黒笹の人口

は４，３００人程で、普段は事務員さんが１人おられるのですが、配布する

時だけ２人か３人かで一緒に整理するんですね。その時々で配布物が多いと

きと少ないときがあるんですね。 

広報紙、議会だより、シルバー、水道企業団、消防、その他のチラシ類。

結局のところ、重さについては広報みよし単体の話ではないと思います。色々

なもので総重量は重くなるので、それなら回数を減らしてもらった方が、配

布する側からしたらありがたい話です。 

昔、１回だったのを２回にしたときのことを思い出しますと、なぜ増やす

のかなと言えば、行政サービスの面で多く出した方が良いに違いないという、

流行のようなものがあったように思います。今は逆に減らす方向の流行があ

るのかなと思います。 

鈴木（豊）委員  これは継続より改善の方が良いかもしれない。 

村松会長 

 私は２回を１回にするということの含みで、コストがどれだけ下がるのか、

編集にかかる労力がどれだけ削減できるのか、改善とか縮小になるとそれが

必要になってくるのかなと。 

鈴木（豊）委員 
まあ現状そのままとはいかないので、見直しを含めた形でというところで

どうですか。 

望月副会長 これは広報活動全体で見た方が良いですね。広報みよしだけじゃなく。 

村松会長 

そういう検討事項を入れて、広報全体の見直しを含めて、となると改善と

いうことになるんですかね。縮小というのは発行回数だけのことを指してい

ると考えてよろしいですよね。 
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冨田委員 ２回を１回にするという意味での縮小ですね。 

村松委員 

それでは、事業の方向性としては改善ということで、改善点、検討事項、

あるいは将来的な見通し等を含めた改善。 

広報全体を見直して、広報みよしの発行だけでなく様々な媒体や、その他

の発行物との関連を含めて、広報みよし発行事業の方向性は改善とさせてい

ただきます。 

次は「生涯学習活動事業」です。これは継続して実施が３名、廃止・休止、

統合、拡大がそれぞれ１名。ではそれぞれ順番に意見をよろしいでしょうか。 

野々山委員 

これは事業名が非常に立派な事業名でして、事業内容がピンと来ないです

ね。行政区がやっている何かの活動に補助金をつけておこうか、のような感

じを受けます。金額としても１団体３３，０００円ということや、執行率に

ついてもほとんど２０％以下と非常に悪い。これは廃止した方が良いのでは

ないか、という考えです。 

村松会長 ありがとうございました。鈴木（豊）さんいかがですか。 

鈴木（豊）委員 
大きい事業ではないし、類似の他の事業があれば、それと統合していけば

良いと思います。 

村松会長 ありがとうございます。では、冨田さん。 

冨田委員 

これは事業名に問題があって、ただ言葉をひっつけたような感じがします

ので、事業名を変更した方が良いのではないかと。事業自体は上手く作って

あると思いますが、内容的にはちょっと良くないかなと思います。 

村松会長 ありがとうございます。鈴木（文）さんどうですか。 

鈴木（文）委員 

私は、この事業はあまり目立たないものですから、やるならもっと大々的

にやったほうが意義があるのではないかなと思います。継続して実施くらい

の感覚でいます。 

村松会長 ありがとうございます。 

望月副会長 

私も継続して実施を選んでおりますが、考え方自体は野々山委員と近くて、

対象というか、事業を活用されている団体が少ないのですね。申請数も少な

い。それをもう少し増やす努力が必要であると思いますし、あるいは見方を

変えればやめてしまった方が良いのではないかという評価もできます。ただ、

必要性はすごくわかりますので、むやみやたらにやめてしまうのではなくて、

もう少し有効活用できたらなと思います。そういう工夫を含んだ上での継続

して実施ということです。 

村松会長 

ありがとうございます。 

私の意見は、昨今コミュニティを強化するということで色々な地域が生涯

学習に関する事業をやっています。生涯学習事業を最初に始めたのは静岡県

の掛川市なのですが、最近はまちづくりとかで意見を言う方が増えてきて、

かなり上手くいっていると聞いています。 

生涯学習という事業は、コミュニティを運営する人材やボランティアの育

成に時間がかかる。したがって時間をかけながら意識の醸成等に努めていく

必要がありますので、もう少し様子を見るべきであると思います。 

したがって市民のやる気をどう引き出すか考えながら改善していく必要は

あろうかと思いますが、継続して実施しながら様子を見るということにさせ

ていただきます。少数意見を切り捨てる訳ではありませんが、検討すべき事

項を含みながら、事業のあり方や、実効率の向上などを付記して継続して実

施ということでよろしいでしょうか。 

次に、「パパママ事業」に移ります。これも順番にご意見をお願いします。 



7 

 

野々山委員 
継続して実施ということで、特に生産人口を増やすため、是非継続してやっ

ていただきたい。以上です。 

村松会長 ありがとうございます。鈴木（豊）さんお願いします。 

鈴木（豊）委員 
私も継続して実施ということで、参加しやすいように回数や曜日などを増

やせるなら増やしていただきたい。非常に良い事業だと思っています。  

村松会長 はい。ありがとうございます。それでは冨田さん。 

冨田委員 

私も継続して実施ですけども、やはり平日だとなかなか参加しにくいとい

うことがありますので、休日でも開催できるような努力をしてくださいとい

う意見を付記したいと思います。 

村松会長 ありがとうございます。それでは鈴木（文）さんお願いします。 

鈴木（文）委員 
子どもを育てるということが今１番大事なことですから、継続して拡大し

て欲しいということで、拡大を選びました。 

村松会長 ありがとうございます。それでは望月副会長お願いします。 

望月副会長 

私も継続して実施ということですが、保育園幼稚園の事業のときもそう

だったのですが、待機児童がゼロとか、育児に関してはみよし市は非常に良

い点が多いです。住みよさランキングでも上位に来ておりますし、こういう

ところをしっかりやるとさらに人口が増えるのではないかと期待しておりま

す。そういう意味ではやはりこの事業は継続して実施していただきたい。 

皆さんがおっしゃられているような、現状は金曜日開催だったかと思いま

すが、やはり休日に開催して欲しいなというところです。以上です。 

村松会長 

はい。ありがとうございます。 

私も継続して実施ということで、父性の育成強化、祖父母の参加促進とい

うことで事業体制の強化をより図っていただき、住みよいまちにしていただ

きたいと思います。 

ということで、継続して実施という意見が多いですが、休日に実施すると

か、あるいは参加しやすい曜日にするとか、そのあたりの工夫を織り交ぜな

がら継続して実施ということにしたいと思います。よろしいでしょうか。 

では、次の事業「防災訓練開催事業」です。継続して実施が３名、拡大が

２名、改善が１名。それでは先程と同じように野々山委員さんからご意見を

お願いします。 

野々山委員 

私は防災訓練をコミュニティ単位で開催するというのは、非常に一般の人

は参加しにくいと思っています。以前は行政区単位でやっていて、隣近所で

参加するといったような感覚でしたが、それを市役所の都合でコミュニティ

単位にしたのではないかと思っていまして、また元に戻したらどうかと思っ

ています。 

先日、水防訓練が行われておりまして、これは防災訓練とは別なんですね。

これを一緒にやってしまえば良いのではないかと。法律的に同時にできない

とかあれば別ですが、やれないことはないのではないかということです。改

善で出しておりますが、継続して実施でも良いのじゃないかとは思っていま

す。 

村松会長 ありがとうございます。それでは鈴木（豊）委員。 

鈴木（豊）委員 

私は今のとおり継続して実施で良いと思っております。ただ、自主防災会

というものがよくわかりません。行政区の区長を始め役員が中心の組織なの

ではないかなと思っているのですが、行政区のメンバーは毎年変わるもので

すので、自主防災会も毎年メンバーが代わってしまって困っていると聞いて

います。やっぱりそういうものは地元の消防団が今までどおりやっていけば
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良いのではないかと思いますね。ただ、消防団が無いところはそれだけ関心

が無いのだから、それはそれでやむを得ないと思います。 

村松会長 ありがとうございます。次は冨田委員お願いします。 

冨田委員 

私も継続して実施ということで、防災訓練はコミュニティ単位でやってい

るとのことですが、連帯意識の高揚を図るにはコミュニティ単位が良いのか

なと思います。 

コミュニティ単位の中でも各地区の自主防災会が組織されていて、そこの

中で、コミュニティでやるけども、各自地区の独自の施策を出していて、例

えば福谷の場合は安否確認というのをやっています。各区民の皆さんに黄色

い布を配布して、玄関の見えるところに縛っていただいて、安否確認情報の

訓練を実施する。事業としてはコミュニティ単位で訓練しているけども、各

地区の自主防災会が独自に訓練もしている。こういうことは大事ですので、

継続して実施で良いのではないかと思っています。 

村松会長 はい。ありがとうございます。では鈴木（文）委員お願いします。 

鈴木（文）委員 

近年、どんどん災害が大きくなってきていますので、必ず防災訓練はもっ

と拡大していかなければならないと思っています。そして冨田委員が言われ

るように、私も安否確認の訓練をやっているんですが、それを増やすという

意味で拡大、継続ですけど今まで以上に充実した内容に、大きくしていかな

ければならないかなと思っています。 

村松会長 はい。ありがとうございます。副会長お願いします。 

望月副会長 

私は拡大にさせていただいています。継続して実施でも良いのですが、拡

大方向の継続と言えば良いのか。防災訓練というか、災害の対策事業の全体

で考えた場合に拡大ということにしたのですが、やっぱり多くの細かい問題

が他の委員さんから出ておりますので、継続して実施ということでお願いし

ます。 

村松会長 予算的に拡大ということですか。 

望月副会長 そういうことでもないですが。 

村松会長 必要なところにはきちっと予算をつけるといったところですかね。 

望月副会長 
そういう意味合いです。予算の充実ということで。効率性とかコストとか

を考えてしまうと、やはり安心とか安全を優先して考えていただきたいです。 

村松会長 

その意見もきっちり残したいと思います。 

最近の災害というのは、本当に突発的に起きています。継続して実施する

中で、やはり充実させていくというのは必要になっていくのだと思います。

被害対策の体制の確立というものは、早期に必要になってきますのでそうい

う意味では防災訓練の中で、地区あるいはコミュニティ単位によって強化し

たいものを確認して、防災意識を高めて災害に対処していくことが必要だと

思います。ですので、継続して実施ですけども、充実させていっていただき

たいと思います。災害は突発的ですので、水防訓練といった総合的な防災訓

練との関係性なども整理する必要があると思います。 

それではまとめですけども、継続して実施の中で拡大改善の意見もありま

すので、それらを付記したうえで総合評価としては継続して実施ということ

にさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

それでは次に「協働によるまちづくり推進事業」です。こちらも継続して

実施が３名。改善、縮小、拡大が１名ずつとなっていますけども。野々山委

員さんからお願いします。 
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野々山委員 継続して実施ということで何も問題ありませんので、結構です。 

村松会長 はい。わかりました。では鈴木（豊）さんお願いします。 

鈴木（豊）委員 

この事業ですが、ヒアリング時も聞きましたけども、今ひとつよくわから

ないのですが、事業で個々にやっていることは特に悪いことではないと思い

ます。ただ、それをどこまで市が支援していかなければいけない事業なのか

というところが非常に疑問があるんです。 

よくわからないのが、事業の説明で市職員が協働に関する共通認識を持つ

必要があるとか、市民と行政の役割分担云々とありますが、これがいまいち

理解できません。行政がどこまでやるのかということなのだろうと思ってい

ますが、それぞれが市民活動で自主的にやることは自主的にやれば良いと思

います。市がそこまで関与しなくても良いと思うんですね。 

例えば、寺社仏閣で行う祭礼などは伝統的に色々なことをされている。そ

こに市が介入したりすればおかしなことになるだろうし、そんな中でこの事

業が本当に必要な事業なのかと。市民活動と行政というものは、やはりそれ

ぞれでやっていけば良いと。そういった活動に市がとやかく言うのはどうな

のかなと。そのあたりで改善ということになりました。 

村松会長 はい。ありがとうございました。次に冨田委員さん。 

冨田委員 

皆さんとかなり話が違うのかもしれませんが、協働によるまちづくりとい

うのが言葉上かなりかっこ良いんですね。協働しながらやっていくというの

は良いことなんだけども、みよし市の１番のデメリットは何かというと、行

政が主体になってなんでもやってくれる。職員が惜しまずなんでもやるわけ

です。そこに全国的に協働のまちづくりだとかＮＰＯ法人を作れだとか、い

ろんな施策が舞い込んできた。それにみよし市が乗っかった。でも今まで行

政がきめ細かくやり過ぎたものだから、ＮＰＯが全然育たない。何年やろう

とも育たない。なぜかというと市に予算があって行政がきめ細かすぎたから。

行政の穴が開いたところをＮＰＯなどで埋める、市民が埋めていくというの

が協働のまちづくりなのだけど、それができない。未だにできてない。なの

で市は１度そういったものを捨てたらどうかと。そうすれば市民は、市はやっ

てくれないと思って自分達でＮＰＯを作ってやろうとなるのではないか。と

いう期待を持って縮小にしました。 

例えば知多市などはものすごくＮＰＯが育っている。なぜかというと、行

政がなにもやってくれない。予算が無いからやれないと。そういう話になっ

ています。行政が何もかも手を出してしまうと、ＮＰＯは育たないのじゃな

いのかなという感じがしました。 

以上から縮小としました。 

村松会長 はい。ありがとうございました。鈴木（文）委員お願いします。 

鈴木（文）委員 

私だけ拡大となっていますけども、参加者を見極めるとか、あまりお金を

かけないようにしたいというところと矛盾していまして、私も迷っている部

分があります。 

ただ、まちづくりのためには拡大で良いのではないかという気持はありま

すので、継続して実施くらいにしておこうと思います。 

村松会長 ありがとうございます。では副会長お願いします。 

望月副会長 

私も継続して実施です。鈴木（豊）委員と同じなのですが、この協働によ

るまちづくりというのは理念は立派なのですが、今ひとつピンと来ないとい

うところが正直あります。 

そういうところで市の提供できるサービスの境界線を示すとか、冨田委員

もおっしゃったように、突き放すということではないですが、ここまでは行
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政の守備範囲ですよ、これ以上は市民の皆さんがんばってください。なんて

ことは言えないでしょうが、そういう形で示さないとわからないですよね。 

そしてＮＰＯの方というのは、やはり「相当意識が高い一部の市民」なん

ですね。ＰＲのために冊子などを作ってらっしゃるようですが、啓発活動を

地道に行って一般の市民を巻き込むようなものが必要じゃないかという意味

での継続実施ということです。 

村松会長 

ありがとうございました。 

私も継続して実施なのですが、もちろん行政が関わる部分と市民が自主的

にやっていく活動というのは、境界線を引く必要があると思います。 

ただ、まちの魅力というか、地域間競争というか、住みよいまちを作って

いくことでそのまちに住みたいという方が増え、税収も増えていくという、

長期的にはこれが目的となると思います。 

しかし、もともとトヨタの工場が多いので、固定資産税や法人税等の収入

はかなり期待できる。冨田委員がおっしゃるように財政的には豊かであり、

それを市民の皆さんにサービスとして還元してきた。それで先程望月副会長

がおっしゃったように魅力的なまちとして、かなり評価が高いということで

す。しかし、その状況だけを維持していくというのはかなり難しいことであ

り、将来的には財政的な問題が必ず出て来ると思っています。 

そうした長期的な観点から、市民が自分達で自立性を持って何らかの活動

をしていくというような体制を醸成していくことが必要なのではないか。そ

ういう意味での協働によるまちづくり。市民が協働によってそれぞれの活動

をして、住みよいまちを作っていくというような意味合いでの、本当のまち

づくりだと思っておりますので、やはりこれは時間がかかるのではないのか

なと。先程言われた知多の方面では、自主性が養われてＮＰＯもたくさん出

てきているとのことですけども、それはそれで本当に良いのかなとも思いま

す。 

長期的な観点でのより住みやすいまちづくりは、市民の意識の醸成が必要

になりますので、おんぶに抱っこはいけません。今後、財政的な危機が無い

とは言い切れませんので、そういった長期的な観点でもって協働によるまち

づくりを推進していく必要があるのではないかと思っています。 

といったところで、継続して実施ということで、何らかの問題があればそ

こで修正を加えていくことを考えていかなければならないと思いますので、

そういった意味での継続して実施ということです。 

まとめますと、色々なご意見がありましたので、そのあたりを含めながら

の継続して実施ということでよろしいでしょうか。 

次に「街路樹維持管理事業」です。それでは先程の順番でお願いします。 

野々山委員 

この事業ですが、予算があればどんどん拡大していただきたいと思ってい

ます。 

ヒアリング時にも言いましたけども、ごみ集積所ですね。この４月からご

みの出し方が変わりまして、１週間以上歩道にごみが積み上げてあるような

状況もあります。これは環境部の問題か、道路部の問題かわからないですけ

ども、歩道をごみ集積所にするのはできるだけ許可をしないようにしていた

だくと良いのではないかなと思います。 

それと今回のようにごみの出し方が変わったりすると、広報みよしでお知

らせが来るんですけども、字が小さくて見えないだとかいう話もありますの

で、よく考えていただけると良いかなと思います。以上です。 

村松会長 はい。それでは次をお願いします。 

鈴木（豊）委員 

私は継続実施で良いと思いますが、これは非常に大事な事業であって、しっ

かりやってもらってます。 

先程野々山さんが言われたごみ集積所の問題なのですが、私も昔痛感した
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ことがあるのですが、ごみ集積所というのは非常に場所の選定が難しい。市

民は自分の家の近くでは嫌だ、さりとて遠ければ困ると。しかし住宅街であ

れば、誰かの家の近くにはなるし、そのあたりがその付近の住民同士で意見

が相反するのですね。そうするとせいぜいが公園の片隅とかに落ち着くこと

になる。それができないとなると、先程の話のように歩道とかになるんです

ね。旧来の地区では昔からのごみ集積所があり、その場所が良いか悪いかは

別として、長年その場所なので問題は起きていないと思うのですが。この事

業とは別の話ですが。 

三好丘のあたりの道路を通ると、よく整備されておりますし、よくやって

いただいているなと感じます。是非とも継続し充実させてやっていただきた

いと思います。 

村松会長 はい。冨田委員いかがでしょうか。 

冨田委員 

やはり限られた予算の中で道路管理や街路樹管理の事業をやっておられる

ということはですね、予算が豊富なときには綺麗に剪定され、防除され、虫

もおらず、綺麗な歩道が維持されているということになるのですが。予算が

少なくなり、毎年路線は増え、街路樹の剪定回数は減り、防除も追いつかず、

苦情が多いと。そうなると市民としては木を切れとか色々な意見が出て来る。

そこで、綺麗に保つにはどうしたら良いのかということを行政に考えていた

だきたい。 

例えば、自分の家の庭先の道路は、自分の管理区だと思って管理できるよ

うな体制を構築したら協働と言えるのではないか。市民、ＮＰＯ、ボランティ

ア、これらを活用して自分の庭先の道路、歩道、街路樹は綺麗にして欲しい

と。そういうＰＲや景観事業を展開してはどうかと思います。 

どこの行政区もそうですが、ちょうど今時は毛虫が多い。そして秋になれ

ば枯葉を片付けなければならない。市民からは、これは行政の責任だと、私

達は一切やらないと。市民としてはこうなるんですね。しかし、そうではな

い。地域に住んでいる市民は、せめて自分の家の庭先くらいは綺麗にしてい

ただいて、景観を良くしていこうじゃないかというＰＲを、予算がかかるか

もしれませんけども、こういう維持管理体制を構築して、市民がいつもみよ

し市は綺麗だなと思える、綺麗にしようと思えるようなＰＲをしてはどうか

という議論をお願いしたい。ということで拡大です。 

村松会長 ありがとうございます。それでは鈴木（文）委員さん。 

鈴木（文）委員 

ここ１月くらい雨が降っておりませんので、これから枯れてしまう街路樹

なども出て来てしまうのではないかと思っておりまして、今度台風１３号が

来たら雨が降って欲しいなと祈っているところです。 

そういったところも含めて、街路樹管理や道路管理をしっかりやって欲し

いということで、拡大にします。 

村松会長 はい。ありがとうございました。では望月副会長。 

望月副会長 

私は、たくさんの市民の方に影響があるということで、継続して実施とい

うことです。ただし、街路樹の管理方法とかタイミングとか、色々と改善の

余地があるということですので、そのあたりを絶えず改善しながら継続して

実施ということです。以上です。 

村松会長 

はい。ありがとうございます。 

私も継続して実施ということで、含みとして景観あるいは地球温暖化に関

して緑地の管理は必要なことですので、枯れてしまってはどうしようもあり

ませんので、何らかの形で管理は続けていかなくてはならない。そういう意

味で状況を見ながら継続して、必要な部分に関しては予算をつけていかなけ

ればならないということで、継続して実施ということです。 
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まとめですが、継続して実施ということですが必要な部分あるいは景観と

いう観点から万全の管理をしていくという含みを持ちながら、継続して実施

する中で付帯的な観点をつけていくということでよろしいでしょうか。 

村松会長 
これで、事業の評価は全て終了しました。次に行政評価報告書について、

事務局より説明をお願いします。 

事務局 

行政評価報告書（案）について、説明させていただきます。 

資料２をご覧ください。１ページ目に報告書のまえがきとして行政評価の

必要性や、外部評価の成り立ちについて記述しています。続きまして２ペー

ジをご覧ください。外部評価の概要として外部評価を行う目的、対象事業の

選定、スケジュール、評価の基準について順に説明しています。続いて４ペー

ジをご覧ください。こちらは事業の概要と評価結果となります。下部の評価

結果部分に評価委員会としての意見を事務局でとりまとめて記載させていた

だきます。 

先程の評価について、１つずつ説明させていただきます。 

１つ目「広報みよし発行事業」です。広報みよしは、市民が市内の情報や

行政に関する情報を得るために必要な情報手段であり、事業として今後も継

続して実施すべき事業である。情報技術の進展により、スマートフォン等を

活用したＳＮＳやインターネットなどの情報伝達手段も増加しており、市民

に伝えるさまざまな手法について今後もさらに検討のうえ改善していくこと

が重要である。以上の点を踏まえ、外部への委託の検討や、発行回数につい

て、回数を減らすことによるコストを含めたメリット・デメリットを十分に

整理する必要がある。その過程において、市民が入手しやすい情報発信手段

など、市民の意向を十分に踏まえたものとすべきである。以上の点から、現

行での広報みよしのさまざまな手段を用いた発信方法や発行回数について、

見直しにより、また内容の精査や、外部委託など広報みよしに限らず市の広

報全体について、回数を含めてより良くする余地がある。 

以上より、今後の事業の方向性を改善とします。 

続きまして次のページ「生涯学習推進事業」です。 

生涯学習活動を積極的に推進することは、コミュニティ機能の強化に結び

つき、より充実した市民生活につながるため、この事業の意義・必要性は十

分に認められる。補助団体が少ないため、事業の統合などを行うとともに、

市民への認知度を高めることや、事務手続きの簡略化により、より団体が利

用しやすくなる工夫・対策が必要である。市民意識の向上に向けた周知を行

い、事業の継続をするものの、補助金の交付のみの事業であるため、他事業

との統合も考えられる。 

以上により、現状維持とさせていただきます。 

続きまして「パパママ教室事業」です。 

初めて子を持つ両親にとっては重要な情報を得ることのできる事業であ

り、この事業の意義・重要性は十分に認められる。事業を活性化させるため

に教室の開催日を夫婦で参加しやすい週休日にする、また教室開催回数を増

やす等、父親及び祖父母の参加も促すような工夫・努力が必要であり、継続

して実施すべきである。 

以上により改善を含んだ現状維持とさせていただきます。 

続きまして「防災訓練開催運営事業」です。 

大地震の発生が予想されており、万全な体制を整えるためには住民の防災

意識の向上とともに訓練が必要であり、重要な事業である。防災に関しては

コミュニティ組織強化による、安心・安全のための十分な体制の確立が早期

に必要となっている。コスト面による効率性よりも、より多くの市民が参加

できるような、地域にあった訓練内容の検討が必要である。 

こちらも改善を含める形での現状維持とさせていただきます。 

続きまして「協働によるまちづくり推進事業」です。 
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活力のあるより良いまちづくりのためには、市民にとって行政との関わり

が大切である。行政に頼るだけでなく、市民の自立性を養い行政に協力する

姿勢も肝要であり、「協働」意識を醸成する必要がある。そのためにはかなり

の時間とエネルギーを必要とする。市民に対して「協働」に関する十分な説

明と、行政が関与するべき範囲の線引きについて、時間をかけて少しずつ継

続して実施しながら、修正していくことが必要である。 

以上により現状維持とさせていただきます。 

続きまして最後に「街路樹維持管理事業」です。 

緑地の維持は景観や温暖化対策として必要であり、また道路を安全に利用

するためにも適切な管理が必要な、市民生活に重要な事業である。街路樹の

管理方法に改善の余地はあるが、市民の協力を得て管理するには、毛虫等の

駆除や落ち葉等の処理など、行政の対応が不可欠な要素があるので、検討が

必要である。 

以上により、現状維持とさせていただきます。 

以上報告書の案として、まとめたものを郵送にて委員の皆様にお送りしま

すので、ご確認いただければと思います。 

村松会長 

ありがとうございました。 

今日改めて委員会の中で、各委員さんが強調されたポイントもありますの

で、それらの点も含めてまとめていただければと思います。色んな観点があ

りましたので、それらの観点も含めた総合評価をもう一度まとめていただき

たいと思います。 

その他、何かご意見ございますか。 

よろしいでしょうか。本日はありがとうございました。 

対象事業の評価と報告書については、先程事務局から説明のあった案と、

本日の委員会での内容を含めたものでお願いしたいと思います。 

報告書につきましては、まとまってからもう一度委員会でご確認いただく

のが筋かと思いますが、この暑い中お集まりいただくのも大変かと思います

ので、事務局と会長の私に一任という形でよろしいでしょうか。 

全体を通して何かご意見ございますでしょうか。 

よろしいようでしたら、事務局へお返しします。 

竹内課長 

本日は長時間に渡りありがとうございました。 

行政評価報告書につきましては、本日の委員会での意見をとりまとめた形

で改めて８月中旬くらいに各委員の皆さんに送付させていただきます。 

その後、修正する点がありましたら修正させていただいて、８月２７日（月）

の午前１１時の予定で、村松会長より市長へ御報告いただく予定となってお

ります。 

今回の報告書の公開につきましては９月上旬を目処に進めさせていただく

予定です。 

以上で平成３０年度第３回行政評価委員会を閉会します。 

本日はありがとうございました。 

  


