平成３０年度第１回花巻市行政評価委員会会議録

１ 開催日時
平成３０年９月１１日（火） 午後１時３０分～午後３時
２ 開催場所
花巻市役所 ３階 ３０２.３０３会議室
３ 出席者
(1) 委員 出席者：１６名
鈴木健委員長（富士大学経済学部教授）、影山一男副委員長（富士大学経済学部教授）、
髙橋勉委員（花巻農業協同組合）、八木浩委員（花巻商工会議所）、髙橋照幸委員（社
会福祉法人花巻市社会福祉協議会）、高橋德好委員（花巻工業クラブ）、青木明希委員
（花巻市ＰＴＡ連合会）、吉田幸子委員（花巻市食生活改善推進員協議会）、久保田廣
美委員（一般財団法人花巻市体育協会）、福盛田弘委員（花巻市芸術協会）、小原幸子
委員（花巻市民生員児童委員協議会）、伊藤蓉子委員（花巻市交通安全母の会連合会）、
佐藤洋子委員（花巻市地域婦人団体協議会）、堀篭義裕委員（岩手県立大学総合政策学
部准教授）、清水正明委員（公募委員）、曽我紀子委員（公募委員）
委員 欠席者：２名
髙橋誠委員（一般社団法人花巻観光協会）、上田直輝委員（公益社団法人花巻青年会議
所）
(2) 市・事務局 １０名
上田東一（花巻市長）、市村律（総合政策部長）、八重樫和彦（財務部長）、菅野圭（秘
書政策課長）、伊藤昌俊（財政課長）、髙橋誠（秘書政策課長補佐）、松田隆（財政課長
補佐兼経営財務係長）、赤坂秀樹（秘書政策課企画調整係長）、瀬川千香子（秘書政策課
主査）、菅原由紀子（財政課主査）
４ 議事録
（菅野秘書政策課長）本日は、お忙しいところご出席いただきまして誠にありがとうございま
す。暫時進行を務めさせていただきます秘書政策課長の菅野と申します。
よろしくお願いいたします。
初めに、配布しております資料の確認をさせていただきます。≪確認≫
それでは、開会に先立ちまして、委員の皆様に上田市長より委嘱状の交付
を行います。≪交付≫
（菅野秘書政策課長）ただいまから、平成30年度第１回花巻市行政評価委員会を開会いたします。
初めに市長よりご挨拶を申し上げます。
（上田市長）

委員の皆様には市の実施した内部評価の仕方が十分であるかを審議してい
ただくようお願いします。市内部の評価のみですと、どうしても市民の視点
が欠けてしまいます。委員の皆様にしっかり見ていただくことで、今後の施
策を進める参考にさせていただきます。大変重要な仕事ですので、お忙しい
こととは思いますが、忌憚のないご意見をいただければ幸いです。

（菅野秘書政策課長）なお、市長は別用務のためここで退席させていただきます。
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次に、本日出席しております職員の紹介を行います。≪紹介≫
次に、正副委員長の選出でございますが、委員長、副委員長が決まるまで
の間、引き続き議事を進めさせていただきます。花巻市行政評価委員会設置
要綱第５条第１項に「委員会に委員長及び副委員長を各１人を置き、委員の
互選により定める。」と規定しておりますことから、お諮りします。委員長
の選出についていかが取り計らいましょうか。
≪「事務局案で」との声あり≫
（菅野秘書政策課長）前回の選出においては、正・副委員長を学識経験者から選出し、決定した
経緯がございますことから、今回も同様に学識経験者から選出することとし、
鈴木委員にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
≪「異議なし」との声あり≫
（菅野秘書政策課長）それでは、鈴木委員に花巻市行政評価委員会委員長をお願いいたします。
同じく副委員長の選出についてお諮りします。副委員長の選出についてい
かが取り計らいましょうか。
≪「事務局案で」との声あり≫
（菅野秘書政策課長）それでは、副委員長についても、前回同様に学識経験者から選出すること
とし、影山委員にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
≪「異議なし」との声あり≫
（菅野秘書政策課長）それでは、影山委員に花巻市行政評価委員会副委員長をお願いいたします。
これ以降の進行につきましては、花巻市行政評価委員会設置要綱第５条第
２項の規定により、委員長が議長を務めることとなっておりますので、議事
の進行につきまして、鈴木委員長よろしくお願いいたします。
ここで、鈴木委員長にご挨拶をいただきたいと存じます。
（鈴木委員長）

委員長に選出いただきました富士大学の鈴木と申します。委員の皆様、市
の皆様とともに務めてまいりたいと思います。特に委員の皆様にはお忙しい
ところ、時間を割いて部会・全体会にご協力をお願いすることになります。
花巻市は自然豊かで、歴史があり、まちづくりがしっかりしている素晴らし
いまちです。行政評価委員会を通じて花巻市のまちづくりに協力できること
を喜ばしく思います。委員の皆様にもご協力いただければと存じますので、
どうぞよろしくお願いいたします。

（菅野秘書政策課長）ありがとうございました。それでは、鈴木委員長、議事の進行をよろしく
お願いいたします。
（鈴木委員長）

それでは、５の議題に入る前に、会議の公開につきまして事務局より説明
願います。

（菅野秘書政策課長）「花巻市審議会等の公開に関する指針」に基づき、会議は、原則公開する
こととなっております。本委員会では、個人情報等の非開示情報を取り扱う
ものではございませんので、委員会としての特別の理由がない限りは、公開
すべきと判断しておりますが、委員長が会議に諮って決定することとなって
おりますので、よろしくお願いいたします。
（鈴木委員長）

皆様にお諮りします。花巻市行政評価委員会を公開することにご異議ござ
いませんか。

≪「異議なし」との声あり≫
（鈴木委員長）

それでは、花巻市行政評価委員会の公開について決定いたします。
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議題に入ります。「花巻市行政評価委員会の役割について」、「花巻市の
行政評価について」を議題といたします。事務局より説明をお願いいたしま
す。
（赤坂企画調整係長）それでは、説明いたします。はじめに、事前にお送りしておりました、資
料№４「花巻市行政評価委員会の役割」をご覧ください。花巻市行政評価委
員会は、「花巻市まちづくり基本条例」の規定「市民参画のもとで客観的な
行政評価を行いその結果をわかりやすく公表する」に基づいて構成していま
す。所掌事務は、市が実施した行政評価の結果について評価すること、行政
評価の改善について市長に提言すること等です。
具体的には、これから「しごと」、「暮らし」、「人づくり・地域づくり」
の３部会を設置して、市が実施した内部評価を検証していただきます。「花
巻市まちづくり総合計画」には21の政策の下に72の施策があり、250超の事
務事業を実施しています。市の内部では全事務事業の評価後、72の施策評価
を終えています。委員の皆様には、すべての施策ではなく、３分の１ほどを
ピックアップして検証していただきます。現在、平成29年度から平成31年度
の「第２期中期プラン」が進行中ですが、今年度から３年間で政策を一巡す
るかたちになります。
行政評価を行う目的としては、効果的・効率的な行政運営の推進、市民へ
の説明責任と行政情報の共有、職員の政策形成能力の向上と意識改革、総合
計画の進行管理の４つがあります。
続きまして、実際にどのような作業をお願いするのかについてご説明いた
します。
資料№10「施策評価シート（平成29年度実績評価）記載要領/記載例及び
注意事項」をご覧ください。≪市が実施した「施策評価シート」の「◎施策
の基本情報」から「６施策の総合的な評価」までを説明≫
資料№11「平成30年度施策評価検証シート」は実際に委員の皆様に検証し
ていただく様式です。≪「施策評価検証シート」の「◎前年度評価の振り返
りにおいて前年度の「Check＝評価」⇒「Action＝見直し」が機能している
か」から「●シート記載内容全般について」までの評価の視点を説明≫
今後、委員の皆様には第２回から第５回の部会の評価対象施策を選定して
いただきます。各施策の評価に当たっては、担当課長が説明した後、委員の
皆さんにヒアリングしていただき、資料№11「平成30年度施策評価検証シー
ト」で検証していただきます。以上で説明を終わります。
（鈴木委員長）

ただ今の説明につきまして、質疑を行います。ご質問のある方は、挙手を
お願いいたします。

≪質疑なし≫
（鈴木委員長）

説明だけでは、すべてを理解するのは難しいと思いますが、各部会で４つ
の施策を選定して、市が作成した「施策評価シート」等を確認しながら評価
の仕方に問題ないかを市民視点で見ていただく、ということになります。行
政評価委員会の設置目的は市が実施した行政評価の客観性と透明性の向上
ですので、そういった観点で見ていただきたいと思います。

（伊藤委員）

初めてであり、実際に動き出さなければわからないと思いますので、こう
いった進め方でよろしいと思います。
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（鈴木委員長）

それでは、実際に携わってみて疑問点等を解決しながら進めていただきた
いと思います。次に「部会の設置等について」を議題といたします。事務局
より説明をお願いいたします。

（赤坂企画調整係長）それでは、説明いたします。先ほどもご説明いたしましたが、評価に当た
り委員の皆様に「しごと」、「暮らし」、「人づくり・地域づくり」の３つ
の部会に分かれていただきます。委員の皆様に事前にご希望を伺い、新規委
員の方の希望を優先するなどして調整した結果、ただいまお配りした資料の
とおりお願いしたいと思います。
≪配布資料≫
・しごと部会：髙橋勉委員、八木浩委員、高橋德好委員、髙橋誠委員、上田直輝委員、
影山一男副委員長
・暮らし部会：髙橋照幸委員、吉田幸子委員、小原幸子委員、伊藤蓉子委員、鈴木健委員長、
清水正明委員
・人づくり・地域づくり部会：青木明希委員、久保田廣美委員、福盛田弘委員、佐藤洋子委員、
堀篭義裕委員、曽我紀子委員
（鈴木委員長）

部会の構成は、事務局の調整結果のとおりとしてよろしいでしょうか。

≪「異議なし」との声あり≫
（鈴木委員長）

それでは、部会の構成はこの通りといたします。皆様、よろしくお願いい
たします。この後、３部会に分かれて評価対象施策の選出、今後の日程調整
をしていただきます。部会ごとの時間は、進行状況にもよりますが、２０分
程度を目途にしていますので、よろしくお願いします。

≪部会ごとの協議≫
「しごと」
、
「暮らし」
、
「人づくり・地域づくり」の３部会に分かれて、部会長の選出、評
価対象施策の選定、部会の日程調整について協議
○ 部会長の選出
・しごと部会・・・影山一男副委員長
・暮らし部会・・・鈴木健委員長
・人づくり・地域づくり部会・・・堀篭義裕委員
○ 評価対象施策の選定及び部会の開催日程調整
・しごと部会
評 価 対 象 施 策

日時
９月２０日（木）
15：30～17：00
９月２８日（金）
10:00～11：30
１０月５日（金）
10:00～11：30
１０月１９日（金）
10:00～11：30

政策

施策

1-1

農林業の振興

1-5

農工商観連携の推進

1-1

農林業の振興

1-5

農工商観連携の推進
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1

農業生産の支援

1

起業の推進

3

企業誘致の推進

2

担い手の育成

3

生産基盤の整備

2

特産品の開発

・暮らし部会
評 価 対 象 施 策

日時

政策

９月２０日（木）
10:00～11：30
１０月２日（火）
10:00～11：30
１０月１２日（金）
10:00～11：30
１０月１５日（月）
10:00～11：30

2-3
2-3

施策

防災危機管理体制の
充実
防災危機管理体制の
充実

1

危機管理体制の強化

2

自然災害対策の強化

2-5

福祉の充実

1

地域福祉の推進

2-5

福祉の充実

2

高齢者福祉の充実

・人づくり・地域づくり部会
評 価 対 象 施 策

日時

政策

９月１９日（水）
10:00～11：30
１０月３日（水）
13:30～15：00
１０月１２日（金）
13:30～15：00
１０月１９日（金）
13:30～15：00
（鈴木委員長）

施策

3-2

学校教育の充実

3

特別支援体制の充実

4-1

地域主体のまちづくり

2

コミュニティ会議の基盤強化

3-2

学校教育の充実

1

学力・体力の向上

4-1

地域主体のまちづくり

1

地域づくりへの参加促進

すべての部会で評価対象施策と開催日程が決定したようですので、事務局
より結果の報告と今後のスケジュール等についての説明をお願いします。

（赤坂企画調整係長）部会ごとに選出した施策と第２回～第５回の部会開催日について報告しま
す。≪上記「評価対象施策の選定及び部会の開催日程調整」結果を報告≫
今後、委員の皆様へ改めて各部会の開催通知をお送りします。また、部会
に必要な資料については、来週初めを目途に事前送付する予定です。第６回
の全体会については、10月末を目途に、再度日程調整の上第２回の部会以降
にお知らせする予定です。
（鈴木委員長）

ただ今の説明につきまして、質疑を行います。ご質問のある方は、挙手
をお願いいたします。

≪質疑なし≫
（鈴木委員長）

それでは、本日の審議については、以上で終了させていただきます。

（菅野秘書政策課長）委員長様、委員の皆様、長時間にわたりご協議いただきまして、誠にあり
がとうございました。以上をもちまして、平成30年度第１回花巻市行政評価
委員会を閉会させていただきます。本日は大変ありがとうございました。
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