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平成２７年度第３回伊賀市総合計画審議会 議事録 

 

開催日時 平成 27年 11月 11日（水）15:00～16:45 

開催場所 伊賀市役所２階 第１委員会室 

出席委員  平井 俊圭（社会福祉法人伊賀市社会福祉協議会） 

 中井 茂平（上野商工会議所） 

宮﨑 慶一（一般社団法人伊賀上野観光協会） 

 坂本 さとみ（伊賀市農業委員会） 

 藤澤 侑三（公募委員） 

 川口 裕司（公募委員） 

 中川 幾郎（帝塚山大学 名誉教授） 

 相川 康子（特定非営利活動法人ＮＰＯ政策研究所 専務理事） 

 大櫃 忠昭（上野西部地区住民自治協議会） 

 岩倉 佳子（柘植地域まちづくり協議会） 

 永井 佳恵（百五銀行） 

議事日程 １ あいさつ 

２ 議事録署名人の指名について 

３ 報告事項 

（１） 伊賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略について 

４ 審議事項 

（１）総合計画の評価について 

（２）今後のスケジュールについて 

５ その他 

議事概要 １ あいさつ 

（会 長） 

みなさん、こんにちは。今日はいよいよ第３回ですが、少しずつ軌道に乗ってき

て、意見としてもたくさん出していただける会になってきたかなと思っていますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。簡単ですが、はじめのご挨拶とさせていた

だきます。よろしくお願いします。 

 

・資料確認 

・事務局より会議の成立、会議の公開について報告 

     

２ 議事録署名人の指名について 

（会 長） 

  先ほど事務局より本日の会議は成立していると、また会議について公開すると報

告されたので、ご了承をお願いします。続いて議事録署名人の指名ですが、私のほ
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うから、藤澤委員、永井委員を指名させていただきます。よろしくお願いします。 

 

３ 報告事項 

（１）伊賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略について 

・資料１、２について説明（事務局） 

 

（会 長） 

  報告事項ではあるが、この点についてご質問・ご意見があれば。 

（委 員） 

  直接関わりはないかもしれないが、２ヶ月ほど前の朝日新聞出版のＡＥＲＡに全

国で大都市から移住するのにふさわしい都市 100 選が選ばれており、伊賀市が星３

つの上位 23都市の中に入っていたという記事があった。これは最大限活用された方

が良いと思う。 

（事務局） 

  その記事については、我々も承知させていただいている。特にシティプロモーシ

ョンという部分でも重要なことかと考えており、移住・交流についても既に取り組

みかけているので、充分承知して実施していきたいと考えている。 

（会 長） 

  総合戦略については既に国にも提出されており、その間我々が出した意見も反映

されていると聞いている。この事項については、この程度でよろしいか。なお総合

戦略は総合計画と連動してくるもので、非常に重要な資料でもあるので、お手元に

大事に持っておいていただきたい。 

 

４ 審議事項 

（１）総合計画の評価について 

  ・資料３について説明（事務局） 

 

（会 長） 

  後ほど皆さんにご意見をいただくが、まずは分からない箇所等についての質問を

お受けしたい。 

（委 員） 

  まずは今日、何を議論しているかの確認をしたい。今は総合計画だけの枠組みを

説明いただいたが、先程話にあった総合戦略の評価も行政総合マネジメントシステ

ムの活用による評価、またこの総合計画も行政総合マネジメントシステムの活用に

よる評価、そして今おっしゃった第２次再生計画も行政総合マネジメントシステム

の活用による評価という話である。１回目の審議会で、行政総合マネジメントシス

テムについて参考資料をいただいたが、まずその枠組みの変更の話がないと、個別
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にやられても分りにくい。つまり行政総合マネジメントシステムは平成 24年２月に

作られて、平成 25年２月に一部修正になっているが、これをさらに修正して、先程

ご報告のあった総合戦略のＫＰＩもこの中でやるし、総合計画もやるし、再生計画

もやるということのようだ。そうであれば、当初いただいたものより相当作業量が

増えているので、別紙２と当初いただいたスケジュールがきちんとリンクするのか

どうか疑問だ。個別の総合計画のことを説明されても全体のスケジュール感が分か

らないので、行政総合マネジメントシステムの中で、これからどのような作業が出

てきて、その中で総合計画をどのようにやっていくのか、全体のボリュームの話を

先にしていただければ助かる。 

（会 長） 

  行政総合マネジメントシステムでどのように運用しているのか、分かりやすく説

明を。 

（委 員） 

  第１回目の審議会でやったことに加え、ＫＰＩの話も出てきてこの行政総合シス

テムで評価していく、また総合計画の話も、第２次再生計画もこのシステムで行う

ということだが、それはバラバラで行う作業なのか。ＫＰＩが新たに入ったことで

スケジュールが変わるのか。つまり全体の枠組みの中の話が無いと、総合計画だけ

のことを聞かれても返答のしようがないということ。 

（事務局） 

  総合戦略の方から話をすると、現在ＫＰＩを設定している。また現在の事務事業

評価・施策評価では成果指標を設定しているが、まずはその成果目標値を揃えるこ

とから作業としては始めたいと考えている。基本的には現在行っている総合計画の

行政総合マネジメントシステムの中でまわしていくが、事業自体は重複しているも

のがほとんどとなっているので、成果指標の見直しから考えて、別々に評価するの

ではなく、あわせて評価していきたいというように考えている。 

（委 員） 

  あわせてまわすということで、スケジュール的には大丈夫なのか。つまり、ＫＰ

Ｉなど国への報告が必要な評価のスケジュールと総合計画など市の内部で行っても

いいスケジュールとはかなり変わってくると思うので、当初に組んだスケジュール

で大丈夫なのか。 

（事務局） 

  現時点で国のほうにどの時点でＫＰＩの成果を報告するというスケジュール感の

話はいただいていないので、現在の総合計画の進行の仕方にあわせてやっていけば

よいと思っている。 

（委 員） 

  確認するが、進行スケジュールはこのままで、ただマネジメントシステムの中で

これからどんどん評価すべき事項が付け加わっていく。つまり、この作業量ではな
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い、という理解でよいか。 

（事務局） 

  総合戦略の中には新しい事業もあるので、そういった部分については新たに加わ

ってくるかとは思うが、概ね総合計画の事業とオーバーラップしているので、新た

に事業量が増えていくというイメージではないかと思うので、ボリュームがますま

す増えていくという感覚ではないように思っている。 

（会 長） 

  要するに総合計画と総合戦略がはみ出るものはない、重なっているということか。 

（事務局） 

  基本的には総合計画の範囲の中で総合戦略を押さえている。確かに事業の内容は、

現在の施策の中に収まり切らないというものもあるが、そういったものについては、

次の第２次再生計画の策定の際に施策等の枠組みの見直しの中で、先程施策数が多

いという話もあったかと思うが、そのあたりもあわせて見直ししていきたいと考え

ている。 

（会 長） 

  合致させるようにするということ。他に分からないということは無いか。無けれ

ば、現在の評価の進め方について集中的に審議していきたい。まずは委員のご意見

は。 

（委 員） 

  市民等の意見については、平成 28年度は市長と語る会となるかどうかは不明であ

るが、何らかの形で市民の評価を入れていくという話であったかと思う。市長と語

る会で中身をどこまで説明されて、市民の方がどこまで理解されたかは不明だが、

今全てのことを説明するとなるとかなりのボリュームなので、効果的・効率的に説

明できて、市民の意見が出せるような工夫があればされたらよいのにと思う。 

（会 長） 

  これについてはご回答いただきたい。語る会で何もかも話されていたのでは焦点

ボケするのではないかということ。 

（副市長） 

  市長と語る会というのは、７月から９月にかけて 39の自治協単位でまわっていた。

特に総合計画について説明するというよりは、市長自身が地域の方々と直接対話す

る機会が少ないということがあって設定されたものであって、どちらかというと行

政への要求・要望が大半であったのかなというところがある。そういう地域の実情

や市民の皆さんの意見も踏まえながら、市政をどのように改善していくのかという

ことの初回であったのかと思う。次年度以降続けていくかどうかは未定ではあるが、

当初市長と語る会が無ければ、代わりに総合計画の評価の状況も皆さんにお示しし

ながら、意見交換できればよいなということは、以前から出ていたことであり、な

かなかあれもこれもできない中で、たまたま市長と語る会になったというのが実情
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である。 

（委 員） 

  できたら全てを市民の参加で評価することは無理にしても、是非とも何らかの形

で意見が反映されればいいなと思う。せっかく自治協や色々な組織があるので、活

用していただければと思う。 

（委 員） 

  第２回審議会を欠席していたので、ミスマッチな意見となるかもしれないがご容

赦いただきたい。まずは外部評価の話であるが、外部評価の前に内部評価のあり方

がどういった形になっているのか、また目標管理がどのようになっているのか、そ

れが無いと評価できないと思う。それから外部評価ということで、誰をあてている

のか。我々が現役の時には、企業として人事あるいは賃金ということでクスダキュ

ウ先生だとかマツダケンジ先生などのご指導を受けながら進めてきた経緯もある。

市とした時に外部評価はどういうメンバーを設定されているのかという視点。それ

から内部評価で自己評価というのがあった。自己評価のやり方は全然違う。そうい

うことを分かってやられているのか。何を言いたいかというと、部長が評価すると

して、評価をする人の教育はどのように受けているのか。結局評価は好き嫌いにな

る。身体で覚えるだけの教育というものを市内部でやられているのかどうか。これ

をしないと外部評価を入れても意味が無いと思う。まずは内部をきちっと固める。

それからＰＤＣＡの問題も然り。施策が多岐に渡っている。時間軸で捉えて物事を

見ていかないと、なかなかクリアできないのではないかと思う。また業績評価で予

算が出ていた。しかし実績数値が出ていないので、実績と予算の乖離が相当あるの

ではないかと思う。そういう潰し方をどのような形で誰が行うか。よく５Ｗ１Ｈと

言われているが、誰が指示をしてどのような形で解決しようとしているのか。当然

予算対実績というのがある。その乖離になった数字をどのような形で、今後どのよ

うに修正していくのか。これが一つの大きな視点ではないかと思っている。それか

らＡ～Ｄのこともあった。予算とＡ～Ｄの評価で、どのような違いがどう出てきて

いるのか。結局総花的になってきているのではないかと思った。それから基本目標

があるが、施策・事業についての具体的な落とし込み。どのような形で落とし込ま

れて、この基本目標が作成されてきているのか。今の目標は、個人的に見て自己満

足に終わっているのではないかという懸念をしている。誰がいつまでにどのような

形で指示をしているのか、どういう内容をもって指示を行っているのか、このあた

りを聞かせていただきたい。外部評価のところにいってしまうが、外部評価はあま

りあてにならない。 

（会 長） 

  ご意見と質問が一緒になっているが、まず内部評価である事務事業評価と施策評

価を踏まえて外部評価をしたいという話であるから、その内部評価のしくみをもう

少し説明していただきたいということ。第１回、第２回でもそれに関する質問は出
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ていたが、まだ完全に消化できていない感じがするということ。 

（事務局） 

  内部評価については、施策・事務事業があり、施策評価については部長等が内部

評価ということで実施している。施策を構成する複数の事務事業ということで、施

策への貢献度また施策内での優先度などを評価し、次年度への優先順位、また今後

の事務事業のあり方を明らかにしていくということで行っている。事務事業につい

ては、所管をする課長等が評価をしている。個別の事務事業について事業を実施し

た職員自らが１年間を振り返り、必要性・有効性・効率性の視点から評価し、課題

と今後の方向性を明らかにしていくというようにしている。またその評価を基にし

て前年度の取組であったり、次年度への取組というものを評価し、次年度への取組

へ、また予算についてもつなげていくというふうにしている。現在外部評価はして

いないので、内部評価でとどまっている状態。 

（会 長） 

  質問の主旨はもっと切込みが深く、内部評価におけるいわゆるスタンダード、標

準は何なのかということをおっしゃったと思う。今の回答は、部局長の最終的政策

判断に委ねているという答えでよいのか。 

（事務局） 

  基本的には、部長等が示した方向性を庁内で協議し、市での方向性としている。 

（会 長） 

  了解した。委員がおっしゃった主旨は企業経営を応用できるコストパフォーマン

ス評価の手法が入ってないのではないかという厳しいご指摘。あくまでも部局長の

政策判断。それは定性評価若しくは主観評価にしか過ぎないのではないか。それは

もう少し研究・開発していかないと、内部評価としては逆にブラックボックス化し

てしまう危険性がある。このようなご指摘であったかと思う。そこのところがより

明確になって、なおかつ優先的な事業なので外部評価に出したいというルートが見

えてくると、外部評価をするほうの側も責任を持ってやりようがある。そこが見え

ていないと、行政にとって都合が良いか悪いかで選別されての外部評価と言われる

危険性があるのではないかというご指摘かと思う。今すぐ答えられなければ要検討

ということで、後ほどの議論としたい。 

（委 員） 

  評価そのもので、第１回の参考資料で施策評価・事務事業評価があるが、委員と

同じ意見で、客観性をどう持つかというところ。今の説明だと、我々がルールを決

めるのではなく、我々も評価委員になるかどうかという誤解に近かったが、例えば

インプットという言葉なしにアウトプットという言葉が出てきていたが、インプッ

トはどういったものをお考えなのか、まず質問させていただきたい。インプットは

何なので、アウトプットはこれですと。実際アウトプットのものが多くと言ってい

るわけだから、インプットは何という質問。スタンダードに答えてもらえれば。行
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政のインプットとはこういうものですというように答えていただければありがた

い。 

（事務局） 

  直接発生した成果物・事業量で、例えば、催しを開催したというものをアウトプ

ット、アウトカムはその事業を行うことによる効果や成果と考えている。ただし総

合計画を見ていくと、成果指標にセミナーへの参加者数となっているところが散見

しており、アウトプットが成果指標として設定されているところが多いというふう

に考えている。 

（会 長） 

  ではインプットは。今のはアウトプットとアウトカムの説明である。 

（委 員） 

  あくまで行政が施策として行うものはアンケートや議員の要望や地域協議会から

の要望と過去の流れから必然的に事務上やらなければならないというものがあるか

と思う。各事業を行うにあたってどうするかを見直すということで今回の資料を作

っているわけであるから、そこに我々としてはインプットが何かというと、それは

マンパワーである。８人の人が４回会議をして 32時間かかりました。そういう案で

すという、要するに人件費的なインプットを入れないと、これはＡ、これはＢとい

うことが言えない。なぜかと言うと、２人の人が２時間ですごい意見を出してまと

め、2,000 万円の成果を出したということであれば、効率的には一番高い。15 人の

人が６回会議をして同じ 2,000 万円を稼ぎ出したということであれば、会議が少な

い方がいいのかというと、多い方がいいという人と、これだけの成果を出せば２人

で充分という場合もある。企業としては非常に難しいところである。しかし会議を

すると安心するということは止めてほしい。そういう意味ではインプットはあくま

でかかった行政の人件費で、会議であれば延人数×平均単価でよい。予算＋人件費

の総合経費を出した中で成果はどうなのか。これは実は婚活活動で１組成立したと

して 650万円の専任職員がいたとすれば、１組 650万円の婚活になるし、100組成立

すれば１組６万５千円の婚活となる。インプットそのものの捉え方を原価で捉えて

いただきたい。質問というより意見として、そのような考えの方が共通指標が出て

くるのではないか。 

（会 長） 

 全員に意見をいただくが、おっしゃっている言葉がお互いに交換できていない可

能性があるので、中間総括をしておく。 

  まず今話のあったインプットというのは、経済学的な観点で投入という意味であ

るが、これは実はコストのことと考えてもらえば結構である。委員のご指摘の肝の

部分は、物件費のコストばかりが計上されていて人件費が見えない。そこをもっと

工夫しないと本当のコストが見えないのではないかというご指摘になるかと思う。

ただ自治体にとって人件費コストをうまくコストの中に按分して入れるということ
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は苦手な部分である。しかし最近は多くの自治体がその方向に向かって人件費を按

分して入れるよう苦慮している。例えば都道府県などでも前年度の時間外勤務手当

てなども全て合算して人件費のグロスを出して、翌年度の予算に修正投影させる作

業を行っている。配置人員と労働時間を割り振りすれば出てくるということが科学

的に言える。そういう作業をすることが必要であるというご示唆かと思う。 

（委 員） 

  実際にこの評価報告書そのものは、評価の数値にばらつきはあるものの大変詳細

で、手法としては正しいと思うので、もう少しアウトプットばかりを言うのではな

く、インプット側を言わないと、成果ということが分からない。それと予算がいく

らあって実績がどうであったのかという部分もなければ、委員からご指摘があった

ように成果が見えない。 

（事務局） 

  お手元に配布はさせてもらっていないが、事務事業評価シートがあり、こちらで

は事務事業の概要ということで、活動指標・成果指標を掲げており、それとあわせ

て全体にかかるコストということで人件費等も含めたコストを計上している。施策

評価シートにはその記載がないので、分かりにくくなっているのかと思う。 

（会 長） 

  意見が出る中で質問も出るかもしれないが、一通り意見をいただきたいと思う。 

（委 員） 

  話が戻るようで申し訳ないが、前回まちづくりアンケート結果をいただいている

が、アンケートのとり方に関して 10 代から 80 代の方までで、なおかつ住民基本台

帳を基本として無作為に抽出しているとなっているが、意見一覧を見ていると 80代

の回答はゼロである。ということはこれまで継続的に行っている中で、昨年もおそ

らくゼロに近い状態であったのではないかと思う。もともとのアンケートのとり方

がおかしいのではないかと思う。対象者 2,222 人とはじめから出ているし、アンケ

ートの内容はともかく年代の高い方には答えられない問いかけになっているのでは

ないかと思う。本当の意味のアンケート結果は、これでは出ないのではないか。 

（会 長） 

  アンケートにおいて 80歳未満にされた、その考え方はいかがかということ。 

（事務局） 

  まず対象者 2,222人についてのご質問があったが、統計学上 10万人以上の人口で

あれば、100万人の人口であっても 1,000件程度の回収があれば、一定アンケートと

しての成果が見込めるということで確率的に数値が出ているので、我々としては、

1,000件程度の回収を目指し、ほぼその倍の 2,222人として発送をさせていただいて

いる。2,222人については、日本人の方・外国人の方を含めてご案内をさせていただ

いている。年齢設定については、経年変化を追う中で当初こういった形で年齢設定

をしていたので、広くご意見をいただくということで年齢設定させていただいてい
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る。 

（委 員） 

  この人数の中で、例えば地域的に伊賀市は住民自治協議会が 30数箇所あるが、対

象者に関して地域的な偏りはないのか。 

（事務局） 

  基本的に支所単位で人口按分をかけているので、配布する時点においては、比率

的には偏りがないように配布させていただいている。回収結果については当然偏り

が出てくるが、発送時点では均等にいくようにしている。 

（委 員） 

  回収率についてはどのぐらいであったか。 

（事務局） 

  45.1％ 

（委 員） 

  半分以下ということは、他の色んな調査と比較してどうか。 

（事務局） 

  回収率では、ここ数年を平均すると約 40％ぐらいであり、前年度と比較すると上

がっている。他のアンケートの回収率は承知していないが、伊賀市のまちづくりア

ンケートについては、概ね 40～45％で推移しているというところである。 

（委 員） 

  今後もこういった手法で行うということか。 

（事務局） 

  基本的には住民基本台帳抽出という考え方は変えていないので、このまま行って

いきたいと考えている。 

（会 長） 

  今、委員がおっしゃった 80歳未満ということについては要検討。肉体年齢も若く

なっており、80代でも元気な方がたくさんいるので。 

（事務局） 

  おっしゃっていただいたように、次回のアンケート実施時には審議会の皆さまか

らも色々ご意見をいただきたいことは、冒頭申し上げているので、本日 80歳以上の

方もというご意見をいただいたので、年齢区分の中で加えることができるかどうか

も検討していきたい。 

（副会長） 

  外部評価のことでお伺したい。先程委員から内部評価あっての外部評価だという

ことで合点がいっているが、一般市民として、色んな評価をするのに外部評価をし

ましたということでお墨付きのようなイメージがあるが、外部評価をする施策はど

のようなものか。自治体でそのリストを持っているのか、もしくはその基準のよう

なものがあって誰が外部評価のところにお願いするのか、どういうコストをかけて
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頼むのか、そういったところが分からないのでお伺いしたい。 

（事務局） 

  外部評価については自治体により異なると思う。外部評価委員に評価してもらう

パターンであったり、直接市民の方に評価していただくパターンであったり様々で

あると思っている。本市においては、まだまだこれらのことが実施されていないの

で、その方法について、いきなり市民の方による外部評価ということは難しいので

はないかと考えている。さらに施策等も多いので、かなり難しいのではないかと思

うので、本日の提案というふうにさせていただいた。 

（副会長） 

  今までにも例があるのであれば、そのノウハウや基準をお持ちかと思うが。 

（事務局） 

  他市の方法も色々と研究させていただき、ご提案をさせていただいている。それ

から今、事務事業評価シートをお配りさせていただいた。また参考にしていただき

たい。 

（会 長） 

  一旦ここで事務事業評価シートをご覧いただいたうえでご意見をいただきたい。

全体コストのところで人件費が入っているということが確認できた。コスト計算の

中に割愛せずに入っているということを我々は共有する。ただしこれは事務事業評

価シートなので施策評価シートの中にはこれは出てこない。そういう意味であれっ

という意見が出てきた。委員よろしいか。 

  次に委員がおっしゃられた外部評価の手法であるが、現在伊賀市ではないという

ことであるが、それだけではなく例えばこんな方法があるということは出てこない

か。無いならば私の方から申し上げると、よくあるのが、事業仕分け委員会にかけ

て事業の仕分けを行う。こういうやり方もあるが、私自身は科学的ではないと考え

ている。事業仕分け手法というのは、今はちょっと流行らない。２つ目の方法が、

外部評価委員会を別途組織し、この事業に関する専門的な鑑識能力を持った人に委

嘱し、総合計画の指標に基づく評価をしてもらうという方法。つまりそこにあがっ

てくる指標はアウトカム指標であるべき。ただし成果指標は理想的に出てこない面

がある。その場合は、活動指標いわゆるアウトプット指標を代理指標とすることも

ある。それを評価委員会にかけて、全体で 100 事業あるならば３分の１に分けて、

専門的に審査してもらうという方法もある。しかしこれは委員にかなり負担がかか

るので、安い報酬では引き受けられないという人も多い。もう１つ法律的な外部評

価が、私自身は評価に入れてよいかどうか心配はあるが、包括外部監査。中核市以

上はこれが義務づけられている。これも外部評価である。ただ包括外部監査は、残

念ながらいわゆるコスト監査やパフォーマンスぐらいまで最近行っているが、合法

期性監査である。したがってアウトカム、つまり効き目がある、よく仕事をしてい

る、これだけのコストでよく頑張った、というところまでは評価できていない。こ
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の包括外部監査は、いわゆる監査法人である会社がよく引き受けている。以上が大

体の外部評価である。おそらく最後の方の議題で出るかもしれないが、この総合計

画審議会に外部評価をお願いしたいと考えていると思うが、今のこのメンバーでこ

れを行えというのはとても無理。外部委員を新たに追加するとか、専門委員を別途

設置するとかいうようにしないと、とてもこなし切れないと私は思った。これは当

局の答弁ではないので、当局が責任を持つ必要はない。 

（委 員） 

  議事録はどのような扱いとするのか。 

（会 長） 

  残ります。 

（委 員） 

  議長から解説があったという取扱となるか。 

（会 長） 

  みなさんの議論を共有したいと思い解説したので、今の解説にこだわることはな

い。 

（委 員） 

  今回修正していただいた優先度について、以前は「重点化」と「継続」の２分類

だけだったものを今回は「最重点化」と「効果検討」を増やし４分類にしたという

ことで、その関連について伺いたい。１つは、これは一番大切な部分であるが、評

価するのは誰かということ。先程の回答では、施策評価シートについては部長とい

うことであったが、部長の評価がそのままここに書き込まれるのか。とくに優先度

については、他部局とのクロスチェックなり、別のところでの判断が入ってくるの

かどうか。それから、この４つの分類は絶対評価なのか相対評価なのか、という点。

先程ここで予算取りを行っていくというような話があったが、例えば全体の総額を

決めて最重点化とされた事業から引き算していくようなやり方もあるが、せっかく

４つに仕分けていただいているので、それを具体的に予算化していくプロセスにつ

いて教えていただきたい。また、行政施策の中にはパフォーマンスはそんなに良く

はなくても、行政としてやっていかなければならない分野もあるかと思うが、その

あたりの判断も含め、優先度の決め方に関して、もう少し詳しい説明をお願いした

い。 

（事務局） 

  評価については、一旦部長が評価を行い、それをもって市長・副市長を含む庁内

会議でさらに協議を重ね、出している方向性となっている。 

（委 員） 

  庁内会議での一致した意見ということでよいか。 

（事務局） 

  庁内会議での意見とさせていただいている。予算についてはこの方向性に基づき
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要求をしていくということにはなっているが、ここで予算が確定されたものではな

いと考えている。部長がその施策を重点的に取り組んでいくという方向性となって

おり、イコール予算と限っていないと考えている。 

（委 員） 

  絶対評価と相対評価についてはどうか。 

（会 長） 

  絶対評価と相対評価というものさしは存在しないままやっているというのが実態

ではないか。各部長が所管事務の中で優先順位を決める、各部長がそれぞれ箱を持

っていて、各部長がそれを持ち寄って最終的にトップマネジメントが決定する。こ

ういう手法か。 

（事務局） 

  施策評価の方向性であるが、全くの部長の考えということではない。施策評価の

進捗度が出ているので、それに基づいて成果がどの程度達成できたかということが、

ひとつ根拠にある。もうひとつは市民アンケートをとっており、市民の必要性・満

足度があるので、それを方向性の中に加味している。それが成果として出てくるの

で、部長は現在の成果を更に向上させるのか維持させるのかというところで、成果

の上下の矢印の判断ができてくる。もう一点はコストであり、コストは全体的に限

りがあるので、限られたコストの中で、これは相対評価ということで、来年度は特

に枠配分予算としており、部の中で配分された予算の中で、どの施策を優先的に予

算化するのかという相対的な判断を部長が行い、施策評価の中に記載するというこ

とである。相対評価か絶対評価かということであれば、その組み合わせで方向性を

決めている。 

（委 員） 

  今のご説明でよく分かった。確認であるが、進捗率と市民アンケートだけではな

く、行政として絶対やらなければならないものは部長が政策的に判断し決めている。

コストについては枠配分なので相対の部分も入る。ただし全体として何が何割とい

うところまでは決めていない、ということでよいか。 

（会 長） 

  再度確認する。多分民間企業でいう事業本部制に近い。各部長が事業本部長で事

業本部単位で施策の優先順位を考える。トップマネジメントである市長・副市長、

あるいは財務・企画の関係部長の入った合同会議の中で、市長の公約や、総合政策

の進捗を見ながら最終政策判断を加えると、こういう仕組みになっていると理解す

る。 

（委 員） 

  資料３の別紙１のところで、今回指標をグラフ化したということは見やすくてい

いなと思うが、例えば市民意識調査結果は平成 26 年から 28 年まであるが、ここに

出てくるのは少なくても３年以上のものなのか。単年度のものが出てきた場合、そ
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れがよいのか悪いのか分からないし、スケールの取り方によって傾きが分からなく

なってしまうことがある。例では％となっているが、件数等のものは何件・何個と

いうふうに変わっていくものか。 

  ２つ目として別紙２で、今回ＰＤＣＡを回すということで入れられたということ

だが、行政経営報告があり、次に外部評価がある。その後に行政経営報告・外部評

価結果報告がありタウンミーティングなどにつながっていくということだが、外部

評価の結果報告は市民の方が目にすることはあるのか。 

（会 長） 

外部評価と政策への反映はどれぐらい有効に機能するのか。またそのプロセスは

公開されて、市民にも知らされるのかという質問。 

（事務局） 

  指標の表示の仕方は、目標に対する進捗率ということになっているので％で表し

ていくことになると思う。外部評価については、外部評価でいただいた意見等を公

表していくということは現在のところ考えていない。ただ外部評価でいただいた部

分については、市での取組にしっかり反映させていきたい。公表する行政経営報告

書に反映させていきたいと考えている。 

  また指標については計画自体が３年計画となっているので、３年間追いかけてい

くことになり、３年間の表示はさせていただく。ただ数値については似たような数

値となるので、見た目に重なってしまうようなことは考えられる。 

（委 員） 

  ということは、ここでいう平成 26年度は実績値が必ず出てくるということか。 

（会 長） 

  必ず出てくる。出てこないようなものは成果指標として採用しない。また採用し

てはいけない。長期評価をやるならばいいが、総合計画の場合は毎年毎年きちっと

出るような指標でなければふさわしくないと思う。 

（委 員） 

  最初に思ったのが、施策評価シートの数の多さにびっくりした。その中でほとん

どが継続取組になっており、重点化というのは数えるほどであったと思うが、重点

化というところでは、人の配置やコスト面等で、何か特別なことは行われるのか。 

（事務局） 

  コストであるとか人の配置という面で投入していき、当然重点ということで取り

組んでいくことになると思う。ただ他の施策・事業と比較して、金額の大小につい

ては、その施策を推進するための費用となるので、総額的に多いか少ないかという

比較ではないかと思う。重点化になっているからといって、他の施策と比較して金

額が大きいかということではないと考える。 

（委 員） 

  人の配置面で特に何か行われることは。 
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（事務局） 

  できる限りの人の配置は行っていくようにということになるかと思う。 

（委 員） 

  具体的な取組を行うためにおいては、重点なので何か特別なことを行うというこ

とは特にないということか。 

（事務局） 

  当然ながら重点化ということは、成果を求めていくということになると思うので、

その取組については、部長と担当課長等が考えながら進めていくことになると考え

る。  

（委 員） 

  認識不足があれば申し訳ないが、資料３の第２次総合計画（第１次再生計画）の

政策体系で分野が７、政策が 28、施策が 107、主な事業が約 500 とあるが、全てに

対して評価をするということか。 

（会 長） 

  私が今まで議論してきた中での理解であるが、今現在の第１次再生計画は７つの

分野に渡って計画がつくられており、その７つの分野を受ける大きな政策（ポリシ

ー）が 28に亘っている。これだけでも広すぎる、多岐に亘りすぎていると自己反省

している。その政策を受けた施策（プログラム）は更に 107 個もある。その 107 個

のプログラムの中に合計 500 も事業がある。これだけのものを評価するのは膨大な

作業にならざるを得ないので、もう少し再整理したいとおっしゃっていたと理解し

ている。もうひとつ言えば、事務事業評価は行政の内部でコスト計算し、どれだけ

の仕事をしたというのが決算段階で出るので、外部で評価しなくてもデータを突き

合わせれば自分達でできる。ところが施策評価から上の政策評価は、先程も言った

ように部長も含めたトップマネジメントでは、将来も見越した一種の政治的判断・

決断も加わるので、内部評価だけでは、市民はその信頼性を持ってくれないかもし

れない。従って外部評価で協力していただきたい。こういう話かと思う。 

（委 員） 

  すると我々は、２時間ぐらいのこの会議で、今年度はあと１回で終わる訳である

が、その評価を見せていただくということか。 

（会 長） 

  その評価は、今年度は無理。今年度は第２次計画に向けた意見を言うというのが

次の仕事になる。評価をするのは、次に出来上がった計画等に対してどうだったの

かという決算段階で見せてもらうことになる。従って次年度以降。そして先程言っ

たのは、このメンバーでは作業量的に無理ということを申し上げた。 

（委 員） 

  自分のすることを理解したいと思い、質問した。 

（委 員） 
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  先程の原価・コスト・予算の話であるが、この評価する項目の中に国からの補助

金やそういったものが入っているものもあるのか。全て伊賀市の税収の中でしてい

るものなのかどちらか。 

（会 長） 

  事務事業評価シートレベルでは入っている。施策評価シートはどうであったか。 

（事務局） 

  施策評価シートは、施策評価シートの裏面にそれにつながる事務事業を掲載させ

ていただいている。その事務事業については、事務事業評価シートを基にあげさせ

ていただいている。施策評価シートにはコストは掲げていないが、事務事業を評価

した結果をもって施策評価を行っているというようにしている。 

（委 員） 

  それでは施策評価シートだけを見た時に、評価する人はお金の出所が分からない。

評価委員の人が将来事務事業評価シートを見てなるほどということであるが、事務

事業評価シート左上の政策名や事業期間等が書かれているものを、施策評価シート

側にも例えば国の事業の補助番号など補助金の支給に関する何か分かるものを加え

ていただければなるほどなとなる。この施策評価シートに入れて分かりやすくされ

た方がよい。また民間の会社の場合はコード番号を統一して、例えば予算が 400 万

円あれば、どこが使ってもそのコード番号で集計できる。そういったシステムにな

っているのかどうか。 

（事務局） 

  施策評価シートに、国の補助金の率や財源を記載することは難しいのかと思う。

補助率が事業で異なる場合もあれば、市単独経費で行う事業もあるということから

考えると、施策評価シートに一律に記載することは困難ではないかと考える。 

（会 長） 

  そうすると施策評価シートにより評価するにあたっては、事務事業評価シートが

付属文書として必ず付いてくると理解した方がよいか。そうしないとコストが分か

らない。 

（委 員） 

  何故そのようなことを言うかというと、伊賀市行政総合マネジメントシステムの

３に、評価に基づく事務事業の見直し方針があり、①廃止②完了③統合というよう

にあり、国から補助金がなくなれば止めるという事業もあると思うので、そういう

のが施策側にもないとおかしいのではないかということで申し上げた。 

（会 長） 

  おっしゃる通りかと思う。場合によっては施策レベルのものであっても全面的に

廃止するものも将来は出てくると思う。反対に新しく興さなければならないものも

出てくる。 

（委 員） 
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  補助金有り無しの「○」でも構わない。そういうところでも評価できる部分もあ

るのでは。 

（会 長） 

  今、委員がおっしゃっている議論は事務事業評価シートをご覧いただきたい。事

務事業評価シートの全体コストの欄に国県支出金が出てくると、これは国や県から

の補助金ということになる。次に一般財源のところが、いわゆる税収や地方交付税

交付金を充当している財源で縛りがなく使えるお金。このように見ていただくと、

コストが依存財源中心なのか、自主財源中心なのかを見ることもできる。国からの

財源がほとんど無くなったので事業を止めようかという判断も、ここで出来るとい

うこと。かなり突っ込んだ議論をしているがよろしいか。 

（事務局） 

  補助等についての記載方法について検討していきたいと思う。 

（会 長） 

  この件については、一旦ここでまとめたいと思う。大筋皆さんからいただいた意

見を並べてみる。 

  まず内部評価である施策評価シートに書かれている優先度は成果とコストの掛け

算による４段階で行うと言っているけれど、これはどれぐらい科学性があるのか、

主観評価であるのではないかという疑問が出されたが、それに対しては、一定程度

内部であっても客観性は担保できるというご回答であった。ただ今後市民に説明す

る際にも、分かりやすく説明できるよう一定の文章化できるような方向で望んでい

ただきたいと思う。 

  ２つ目にインプット、特にコストが施策評価シートに出てこないことについて、

少し分かりにくいというご意見があったが、これは先程の回答で施策評価シートに

は掲載しにくいが、事務事業評価シートに掲載してあるとのことで、これをくっ付

けて施策評価をしてもらうことが必要かと思う。コストの中には人員投入率も入っ

ていなければならないというご意見も出ていた。 

  外部評価の手法であるが、後ほどご提案もあるかと思うが、この委員会に外部評

価を依頼したいということであれば、どのようなやり方があるのかまた考えていた

だきたい。 

  最終的な政策の判定について、非常に重要な要素となっているのが、市民アンケ

ートであるという回答があったが、これは私自身はよいかと思うが、それプラス成

果、つまりアウトカムだという回答があった。市民アンケートについては、満足度

と必要度があるということは科学的に支持されている手法ではあるが、満足度は低

いけれども必要度は高いとか、反対に必要度は低いけど満足度は高い、必要度も満

足度も高い、必要度も満足度も低いと４種類出てくるが、それをどう考えるかとい

うことについては議論しなかった。つまりニーズとディマンドとの掛け算をどう考

えるかということ。ここは非常に大事なところで、例えば福祉や社会保障等の分野
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は、満足度より必要度の方が高くて、満足度に関しては満足しているとはおっしゃ

らない。しかし必要度はものすごく高いという傾向もある。そのうえで政策の軸足

をどう置くかといった時、気をつけなければならないのは、声の高い人のいうこと

ばかりを聞いていれば、必要な政策が瓦解するということが言える。そのあたりは

我々は注意しておく必要があるのではないかと委員として思う。 

  成果指標については、行政も苦労していることはよく分かっているが、委員がお

っしゃったように連続的にそれが拾えるような数値を採用することが、一番コスト

がかからないわけであるから、業務日誌・月報・年報を作る時に、きちっと拾うと

いう訓練をしておく必要がある分野もある。日常とっていない、コンサルに依頼し

て指標を収集する必要があるというようなことを言っているようであれば、とても

拾えない。そういう日常業務の転換、組み替えも必要になる部分があるかもしれな

い。 

  これらのことを本日は確認したかと思う。致命的に間違えているという話にはな

らなかったと思うので、工夫・改善しながら進めていくということになるかと思う。 

（事務局） 

  一点修正させていただきたい。質問の中で外部評価を公表していくのかという質

問をいただいた。行政経営報告書の方でと回答させていただいたが、外部評価をい

ただいて、それをもって市民等へのタウンミーティング等と考えているので、その

時点で公表させていただくことになると思う。 

（委 員） 

  ２点確認させていただきたい。先程の内部評価の件であるが、個々個人の賃金へ

の反映にはリンクしているのか。例えばＡ評価をとった場合の反映は。 

（会 長） 

  人事評価への行政評価の連動はまだやっていないのではないか。 

（委 員） 

  将来連動されるのか。 

（副市長） 

  事務事業評価との連動というわけではないが、人事評価については各自治体とも

導入に向けて、既に実施しているところ、進めているところがある。伊賀市の場合

は、本年度から管理職について一斉に適用して進めている。例えば翌年度の手当へ

の反映について取り入れている。次年度以降については一般職員についても随時勧

めていく。 

（委 員） 

  もう１点、脱線するかもしれないが、中心市街地ということで議員の方が政務調

査費を使って、北から南まで行ってこれだけ使ったということが新聞で発表された

が、その中でのご意見等は、議会の中で議論されるものなのか。マトリックス的に

議員の方とのコミュニケーションはとられているのか。 
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（副市長） 

  これまでは政務調査費で調査された結果を、行政側と共有するとか議論するとい

うことはない。行政から議案として提案していくケースがあるが、議員の皆さんが

独自に調査・検討された内容をもって、ご判断いただくということになる。 

（委 員） 

  それともうひとつ奇跡の村と呼ばれているのはご存知かと思うが、長野県下條村

があるが、行かれたことはあるか。 

（会 長） 

  何を主題として、今質問されたのか。 

（委 員） 

  要は、ネットでしか見ていないが、すごくよくできているらしい。そういったこ

とも参考にされた方がよいかと思ったので。 

（事務局） 

  今いただいたご意見は、昨年度職員提案の中の課題提案のワーキンググループを

やっており、その題材の中で研究をしている。今回の地方創生の中でもご提案いた

だいている。 

 

 

（２）今後のスケジュールについて 

  ・資料４について説明（事務局） 

 

（事務局） 

  次回以降、現行の総合計画の進行管理・評価とともに、あわせて３年間の総括を

していただきながら、次の計画の策定についてご議論いただきたい。勝手なことで

申し訳ないが、次回の会議について、２月の 10 日か 17 日の水曜日あたりで、委員

の皆さんのご都合をお聞かせいただきたい。 

（会 長） 

  時間は。 

（事務局） 

  14時から 16時ぐらいを予定したい。 

（会長） 

  行政としては、どちらの都合がよいか。 

（事務局） 

  できれば 17日（水）でお願いできれば。 

（会 長） 

  それでは２月 17日（水）の午後ということで入れていただきたい。 
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５ その他 

（会 長） 

  今回は、まち・ひと・しごとの報告事項や評価方法の議論に時間をかけたので、

さほど資料の読みこなしという部分に重たい責任はなかったが、できるだけ資料は

前もって、できるだけ１週間くらい前までには手元に届いていないと読めない人も

居られるので、その点はお願いいたしたい。 

（事務局） 

  申し訳ございません。今回は当日配布とさせていただいていたので、事前にお届

けができていなかったことについて、申し訳ございませんでした。次回からは案件

や資料の多寡に関わらず、必ず事前に配布させていただくようにするのでよろしく

お願いします。 

（委 員） 

  資料の配布に関わって、「第１回資料１」「第２回資料３」というようにしていた

だきたい。というのは同じ資料で更新されているものもあるので。 

（事務局） 

  次回の資料からは配慮させていただきます。 

 

（会 長） 

  どうもありがとうございました。引き続き次回もよろしくお願いします。 

 

 

 

 


