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令和元年度第１回花巻市行政評価委員会会議録 

 

 

１ 開催日時 

令和元年７月１６日（火） 午前１０時～午前１１時２０分 

 

２ 開催場所 

花巻市生涯学園都市会館 ３階 第２・３中ホール花巻市役所  

 

３ 出席者  

 (1) 委員 出席者：１４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）、

八木浩委員（花巻商工会議所）、細川祥委員（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）、髙橋誠委員（一般社団法人花巻観光協会）、鎌倉公

順委員（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）、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）、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：３名 

髙橋勉委員（花巻農業協同組合）、上田直輝委員（公益社団法人花巻青年会議所）、福

盛田弘委員（花巻市芸術協会） 

 (2) 市・事務局：９名  

   上田東一（花巻市長）、市村律（総合政策部長）、松田英基（財務部長）、菅野圭（秘書

政策課長）、伊藤昌俊（財政課長）、松田隆（財政課長補佐兼経営財務係長）、赤坂秀樹

（秘書政策課長補佐）、瀬川千香子（秘書政策課企画調整係長）、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。≪新規委員２名へ委嘱状を交付≫ 

昨年度より引き続き務めていただく委員の方を含め、合計１７名の皆様、

よろしくお願いします。 

ただいまから、令和元年度第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）    委員の皆さまにおかれましては、暑い中お集りいただきましてありがとう

ございます。この行政評価委員会の仕事の内容は市職員が実施している行政

評価の中身・手法についてご意見・提言をいただくことです。市内部での行

政評価については、それぞれの部門で実施するわけですが、広い視野での振

り返りが重要であると考えております。市職員の評価が客観的かどうかをチ



2 

 

ェックして、市職員にフィードバックしていただき、評価の精度を上げるこ

とが市の仕事の向上につながります。委員の皆様には部会ごとに分かれて評

価していただくことになり、ご苦労をおかけすることになりますが、大変重

要であると認識しておりますので、ぜひ皆様のお力をお借りしたと思います。

よろしくお願いします。 

（菅野秘書政策課長）次に、花巻市行政評価委員会委員長の鈴木健さんにご挨拶をいただきたい

と存じます。よろしくお願いいたします 

（鈴木委員長）   本日はお忙しい中、第１回委員会にお集まりいただきありがとうございま

す。また、開催にあたりまして、上田市長はじめ花巻市の職員の皆さまにも

大変なご協力をいただきありがとうございます。 

先ほど、市長より大変重要な委員会であるとのお話をいただきました。限

られた資源の中で多くの課題を抱えながら行政は努力していると感じてい

ます。その中で、さらに市民サービスの向上を図るために行政評価を行って

いることに、敬意を表します。基礎自治体の事業は市民サービスに直結する

ことから、評価には市民目線が必要であるため、我々の活動があります。委

員の皆さんもお忙しいとは思いますが、これから協議をしていただき、報告

書を作成してまいりたいと思います。皆様のご協力をいただいて何とか勤め

を果たしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。 

（菅野秘書政策課長）ありがとうございました。 

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。 

次に、本日出席しております職員の紹介を行います。≪紹介≫  

         議事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、鈴木

委員長よろしくお願いいたします。 

（鈴木委員長）   それでは、４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。 

（瀬川企画調整係長）「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」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。 

４の議題に入ります。（１）の「花巻市行政評価委員会の役割について」、

（２）の「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。 

（瀬川企画調整係長）それでは、説明いたします。はじめに、事前送付しております、資料№３

「花巻市行政評価委員会設置要綱」、資料№４「花巻市行政評価委員会の役

割」をご用意願います。 

花巻市行政評価委員会の設置目的については、市が行う行政評価の客観性

と透明性の向上を図ることです。おおもとは「花巻市まちづくり基本条例」
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における「市民参画のもの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」という規定に基づきます。また、所掌事務については、「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。 

花巻市の行政評価については、ＰＤＣＡサイクルを回すために、施策評価

を中心に実施しています。花巻市まちづくり総合計画は、５つのまちづくり

の分野の目指す姿の実現のため、２１の政策、７２の施策、毎年の事務事業

の３つの階層によって体系が構成されており、花巻市の行政評価はこの体系

に基づいて、事務事業、施策、政策の順に実施しています。 

続きまして、花巻市の行政評価の概要を説明いたします。本日配布してお

ります、資料№１０「平成３１年度花巻市行政評価要領」、資料№１１「施

策評価シート(平成３０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。 

例年、行政評価要領を策定し、これに基づいて行政評価を進めます。事務

事業評価を踏まえ、資料№１１「施策評価シート(平成３０年度実績評価)」

により施策評価を実施します。委員の皆様には主にこの施策評価シートをチ

ェックしていただくことになります。 

続きまして、委員の皆様にお願いする評価の進め方について説明いたしま

す。本日配布しております、資料№１２「令和元年度施策評価検証シート」

をご覧ください。また、事前送付しております、「平成30年度花巻市行政評

価委員会評価報告書」をご覧ください。 

今後、「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、資料№１２「令和元年度施策評価検証シート」により市が実施

した施策評価結果をチェックしていただきます。同資料の裏面が評価の視点

です。内部の評価については、主観的になりがちで結果的に行政評価の目的

を果たすことができないこともあるため、委員の皆様には忌憚のないご意見

をお願いしたいと思います。 

また、「平成30年度花巻市行政評価委員会評価報告書」については、昨年

度の行政評価委員会で評価した内容をまとめていただいたものです。本年度

も第２～５回の各部会での評価、第６回の全体会を経て報告書をまとめてい

ただき、ホームページで公表する予定です。 

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、ご質問のある方はいらっしゃいますか。 

（鎌倉委員）    資料№４「花巻市行政評価委員会の役割」に関連して、行政評価結果につ

いて、ホームページで公表しているとのことですが、どれくらいの人が見て

くれているかわかるものでしょうか。また、「まちづくり市民アンケート」

について、どのくらいの回収率なのかなどを教えていただきたいです。 

（鈴木委員長）   ただ今のご質問につきまして、ホームページのアクセス数などを把握でき

るものでしょうか。事務局からお答え願います。 

（瀬川企画調整係長）ホームページのアクセス件数やＳＮＳでの「いいね」で把握することはで

きます。正確な数値は持ち合わせておりませんが、該当ページへのアクセス

数は少ない状況です。また、「まちづくり市民アンケート」については、例

年約2,000人超に回答をお願いし、半数程度に回答していただいています。
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花巻市まちづくり総合計画の政策や施策の成果を図るための指標として利

用している項目が多くあることから、継続的にお聞きして、結果に関しては

ホームページで公表するとともに、事務事業や施策にも生かしています。 

（鈴木委員長）   他にどなたかございませんか。それでは、質疑を終了いたします。 

次に（３）の「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。 

（瀬川企画調整係長）それでは、説明いたします。≪部会ごとの名簿を配布≫ 

先ほども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たいと

考えております。 

委員の皆様に事前にご希望を伺い、女性委員のバランスを考慮し、 

・「しごと」部会：八木浩委員、髙橋誠委員、吉田幸子委員、小原幸子委員、

影山一男委員、清水正明委員 

・「暮らし」部会：高橋徳好委員、久保田廣美委員、福盛田弘委員、鈴木健

委員、曽我紀子委員 

         ・「人づくり・地域づくり」部会：髙橋勉委員、細川祥委員、鎌倉公順委員、

上田直輝委員、伊藤蓉子委員、佐藤洋子委員 

ということでお願いしたいと考えております。 

（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」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。後ろの入口側の部会ごとの座席へご移動いただきまして、５分

間の休憩を挟んで再開いたします。 

＜休憩後＞ 

（鈴木委員長）   それでは、部会ごとに会議を再開願います。部会は各部の進行状況にもよ

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・・・細川祥委員 
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○ 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 

日時 
評 価 対 象 施 策 

政策 施策 

７月３１日（水） 
1-4 観光の振興 1 観光の魅力向上 

10:00～11：30 

８月 ８日（木） 
1-4 観光の振興 2 観光情報の発信 

10:00～11：30 

８月２２日（木） 
1-6 雇用環境の充実 1 職業人材の育成 

10:00～11：30 

８月２７日（火） 
1-6 雇用環境の充実 2 勤労者福祉の向上 

10:00～11：30 

・暮らし部会 

日時 
評 価 対 象 施 策 

政策 施策 

７月２３日（火） 
2-2 生活基盤の充実 1 道路環境の充実 

10:00～11：30 

７月２４日（水） 
2-2 生活基盤の充実 2 公共交通の確保 

10:00～11：30 

８月 ６日（火） 
2-4 日常生活の安全確保 1 生活相談の充実 

10:00～11：30 

８月 ８日（木） 
2-4 日常生活の安全確保 3 交通安全の推進 

10:00～11：30 

・人づくり・地域づくり部会 

日時 
評 価 対 象 施 策 

政策 施策 

７月２４日（水） 
3-1 子育て環境の充実 2 家庭の教育力向上 

15:30～17：00 

８月 １日（木） 
3-1 子育て環境の充実 3 就学前教育の充実 

10:00～11：30 

８月 ９日（金） 
3-2 学校教育の充実 4 教育環境の充実 

13:30～15：00 

８月２７日（火） 
3-4 スポーツの振興 3 

大規模スポーツ大会

の開催 10:00～11：30 
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【全体会】 

（鈴木委員長）   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。 

（赤坂秘書政策課長補佐）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、準備ができ次第事前送付する予定です。 

第６回の全体会については、８月末から９月上旬を目途に、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。 

（赤坂秘書政策課長補佐）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、令和元年度第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。 


