
 
 

第３章 外部評価 

Ⅰ 外部評価の実施 

 １ 外部評価の概要 

（１） 外部評価とは？  ～行政評価結果を外部視点で再評価～ 

行政評価における客観性及び透明性をより向上させるため、「戸田市外部評価委員会」

を設置し、行政の内部による行政評価の結果を外部からの視点で再評価し、業務の見直

し等について市へ助言を行うものです。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 戸田市外部評価委員会とは？ 

戸田市外部評価委員会は、平成２０年１０月に設置され、戸田市の行政評価制度の

運用方法や評価結果について審議し、その内容について市長に報告しています。 

委員の構成は、次の６名です。 

（「戸田市外部評価委員会設置要綱」は別添資料１、「平成２５年度戸田市外部評価委

員会委員名簿」は別添資料２のとおり） 

 

 
 
 
 
 
 

・学識経験者 ２名 

・公認会計士 １名 

・企業経営者 １名 

・市民委員  ２名 

事業実施 行政評価 

（事務事業評価・施策評価）

改 善 

外部評価 

（外部評価委員会） 

行政（戸田市） 

事業反映 
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（３） 外部評価の目的は？  ～行政の説明責任・成果の検証～ 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考文献】「行政評価の導入と活用」（著者）稲沢克祐［イマジン出版］ 

 

 

 

 

 

 

「財政危機」や「公務員の不祥事」等により、自治体の「行政改革」や「説明責任」

を強く求められる時代に・・・。 

 

従前は、自治体の「説明責任」は予算や決算等の「財務数値」でした。 

しかし、現代では、自治体の「仕事の効果」を市民に説明するには、「財務数値」

のみで表すことはできません。 

例えば、「環境はいかに改善したか？」については、水質汚染、大気汚染、土壌汚

染を表す「非財務数値」で示されます。また、交通安全でいえば、「交通事故件数」

などで表されます。従って、自治体における「説明責任」は、「財務数値」に加え

て、「非財務数値」によって表わすことが求められています。 

つまり、「非財務数値」も加えた「説明責任」の果たし方を体系化し、さらに、

それを行政経営の手法に展開しようとしたのが、「行政評価」です。 

 

 

市民は、生命・財産の保全から公共の福祉の向上などの達成を、「税金」という財

産とともに、自治体に信託しました。我々、市職員は、「仕事の効果」等を表わす「行

政評価シート」を信託者である市民に提示し、組織内で気付かなかった点を「外部評

価」により指摘いただき、評価視点の多角化を図り、より効率的かつ効果的な「成果」

に繋げる責務があると考えます。 
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(４) 外部評価の狙いは？～施策は計画通りに進行しているか～ 

① 市民への情報公開・説明責任 

具体的な施策・事務事業の内容及び進捗状況等を説明することができます。 

 
② 評価視点の多角化 

外部評価は、評価の客観性を確保することだけではなく、内部評価で気付かなか

った点を外部評価でご指摘いただくことにより、評価視点の多角化を図ることがで

きます。 
 

③ 市の政策立案・実施への反映 

委員の専門的・実践的意見と市民目線での意見の聴取によって、施策の推進を図

っていくことができます。 
 

なお、平成 22 年度から、外部評価の対象を「施策」単位に改めたことにより、

以下の２項目に、狙いを絞ります。 
 

④ 総合振興計画の進行管理機能 

     外部評価の対象を「施策」単位にすることにより、「施策」は総合振興計画どお

りに進行し、成果として現われているかという広い視点を確保できます。 
 

⑤ 施策の推進に寄与 

施策の推進に寄与するとともに、施策を構成する事務事業の改革や改善にも寄与

します。 
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２ 外部評価委員会開催状況（ヒアリング含む） 

開催日時 会議名 内容等 

8月 2日（金） 

14時 00分～16時

00分 

第 1 回外部評価委員

会 

（１）行政評価・外部評価の概要 

（２）外部評価シートとヒアリングの概要 

8月 27日（火） 

14時 00分～16時

00分 

第 2 回外部評価委員

会 

（１）評価対象施策の説明 

（２）評価対象施策の選定 

10月 11日（金）

9 時 30 分～15 時

30分 

ヒアリング（１日目） 対象施策 所属 

新たな産業の創出

支援 

環境経済部 経済産業

振興課 

地域資源を生かし

たシティセールス 

環境経済部 経済産業

振興課 

政策秘書室 

図書館・郷土博物館

サービスの充実 

教育委員会事務局 図

書館・郷土博物館 

行政情報化の推進 総務部 情報統計課 

10月 18日（金）

9 時 30 分～15 時

30分 

ヒアリング（２日目）

潤いのある緑地空

間の創造 

環境経済部 環境政策

課、公園河川課 

都市整備部 都市計画

課 

環境マネジメント

システムの推進 

環境経済部 環境政策

課 

高齢者の生活支援

の充実 

福祉部 長寿介護課、保

険年金課 

健全な財政運営 

財務部 財政課、入札検

査課 

会計課 

10月 31日（木）

14時 00分～16時

00分 

第 3 回外部評価委員

会 

ヒアリング評価のまとめ 

1月 17日（金） 

14時 00分～16時

00分 

第 4 回外部評価委員

会 

（１）市長への報告 

（２）外部評価制度の検討 
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３ 変更点 

 平成２４年度 平成２５年度 

対象施策選

定基準 

①市民満足度が低く、重要度が高い施

策（第４次総合振興計画の策定前に実

施した「市民意識調査」（平成２０年度

実施）において、市民満足度が低く、

重要度が高い施策 

②特に重点的に取り組むべき施策 

③基本目標及び部局間のバランス等を

考慮 

①重点的に取り組むべき施策を明確

にするため、市長が選定する次年度

重点分野に該当する施策の中から選

定しました。 

②スクラップアンドビルドの視点か

ら、事業経費や構成する事務事業が

多くなっている施策など、特に、効

率的に施策が推進されているかを評

価すべきとした施策を選定しまし

た。 

職員研修 行政評価説明会で行政評価の重要性や

重要なポイントを示すとともに、簡単

な演習形式にて具体例を示し、職員の

意識統一を図りました。 

説明中心のプログラムから演習を中

心としたプログラムに切り替え、ま

た、対象者を評価に中心的に携わる

課長・次長級職員に絞り研修会を開

催しました。実在の施策や事務事業

を使用し、施策評価における各項目

の関連や施策と事務事業の関係等を

テーマとした演習に重点を置き、職

員の意識統一を図りました。 

ヒアリング

後の対応 

３つの評価項目（「①事務事業の妥当

性」、「②施策の進捗状況」、「③資源の

方向性」）と「④その他のコメント」に

おける外部評価委員の全ての意見に対

して、反映可能な事項について「いつ

までに」「どのような方法で」「どうす

るのか」の３つの事項を回答しました。

外部評価委員の全ての意見に対して

回答するとなると、評価のポイント

を捉えづらいため、外部評価委員会

として、対策を講ずべき重要視点を

まとめ、これに対して、対象部局が、

「いつまでに」「どのような方法で」

「どうするのか」「どのような工程」

の４つの事項を回答することとしま

した。 
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４ 外部評価ヒアリング 

   外部評価ヒアリングは、対象部局の次長及び課長が出席しヒアリングを受けます。 

対象部局は、施策の概要と以下の評価項目について、簡潔に説明を行います。その後、

外部評価委員が、事前に配布している施策評価シート、事務事業評価シート、補助資料

等を基に質疑応答を行う面接方式で行っています。 

評価項目とポイント 

 

 項 目 内 容 ポ イ ン ト 判 断 区 分 

 

① 

 

事務事業の妥

当性 

 

この施策を構成する

事務事業は妥当で

あるか？ 

 

●当該施策の推進において事務事

業の過不足はないか。必要性・重

要度が特に高い又は低い事業はな

いか。 

 

●施策評価シート「５．事務事業の

検討」の「施策内優先度」は妥当

か 

Ａ 効果的な構成である

 Ｂ 概ね妥当である 

 Ｃ 構成に問題がある 

 

 

 

② 

 

 

施策の 

進捗状況 

 

施策は計画通り進

んでいるか？ 

 

●施策評価シート「３．施策の指標

における成果（主な指標）」、「４．

施策の展開（結果と今後の方向性）」

や「５．事務事業の検討」の成果等

を参考とする。 

 

●施策と事務事業の進捗状況の説

明内容等を参考とする。 

 

Ａ 躍進中 

 Ｂ 予定通り 

 Ｃ 遅れ気味 

 

 

③ 

 

 

 

資源の 

方向性 

 

今後、この施策の資

源（人員・予算）の方

向性は？ 

 

●施策の目的の達成に向け、現状の

人員や予算を来年度以降、どのよ

うにすべきか。  

 

●個別の事務事業の予算配分は妥

当か。 

 

↑ 増加 

 → 維持 

 ↓ 縮小 
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５ ヒアリング対象施策の選定 

(１) 選定の流れ 

○８ 月 上 旬 市長が選定する「次年度重点分野」に該当する施策から、外部評価委

員は、評価対象候補としたい施策を、優先順位を付けて３施策挙げてい

ただきました。 

 

○８月２７日 第２回外部評価委員会において、外部評価委員より挙げていただいた施

策の集計結果を踏まえ、ヒアリング対象とする４施策を選定しました。

事務局が選定した４施策を加え、計８施策をヒアリング対象施策としま

した。 

 

(２) 評価対象施策候補の選定基準 

①市長が選定する「次年度重点分野」に該当する施策 

②事業経費や構成する事務事業が多くなっている施策など、特に、効率的に施策が推進

されているかを評価すべきとした施策 

 

６ ヒアリング後の流れ 

(１) ヒアリング後の対象部局の対応 

    ヒアリング実施後、対象部局は、外部評価委員会において対策を講ずべきとされた事項

への対応策について、次のとおり、回答書を作成します。 

 

・対応可能な事項については、以下のポイントにて対策を講じます。 

 

 

 

 

 

・対応できない事項については、その理由を述べます。また、代替策があれば講じます。 

 

なお、次年度の予算や計画を立てる際には、評価結果を踏まえて講じた対策を反映でき

るよう努めます。 

いつまでに 

どのような方法で 

どうするのか 

どのような工程で 
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(２) 行政評価の結果の公表 

外部評価結果を含めた行政評価の評価結果報告書及び評価シートについては、３月に

戸田市ホームページで公開しています。なお、行政評価実施結果報告書は、例年３月に

戸田市議会に報告しています。 

 

(３) 外部評価の進行管理 

ヒアリング実施後、対象部局が回答した内容のうち、対応が可能な事項については、

進行管理を行います。 
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Ⅱ 平成２５年度外部評価の結果 

１ 平成２５年度外部評価の総括 

 

【平成 26 年 1 月 17 日 戸田市外部評価委員会より】 

 

平成２５年度の外部評価についてはヒアリング評価により８施策の評価を実施したとこ

ろです。なお、外部評価委員は行政の業務に精通しているわけではなく、かつ、限られた時

間の中で評価するのは困難なことではありましたが、その中で可能な範囲で評価を行いまし

たので、ご理解くださいますようお願いします。 

 

（１） 各施策における評価結果の構成について 

① 「評価分布」欄のＡ～Ｃの評価は委員会としてあえて一つにまとめず、各委員の判

断をそのまま掲載する形としました。 

 

② 今年度から設けた「担当課が対策を講ずべき重要視点」欄については、記載事項が

外部評価委員会として集約した指摘事項となります。施策の進捗状況を基本として、

「コメント欄（理由等）」の意見の多い事項等を中心にまとめました。これらの意見に

対して、各部局が検討・回答いただきますようお願いします。 

なお、「コメント欄（理由等）」の指摘事項が委員からの具体的意見でありますので、

施策運営にご活用いただきますようお願いします。 

また、コメント欄は、外部評価委員からの肯定的な「意見」と「指摘・助言」に分類

しました。なお、コメント欄の意見のうち、「担当課が対策を講ずべき重要視点」欄に

集約した意見の部分には下線を引いて表しています。 

 

③ 評価項目において、色塗り箇所は、「評価項目」において、委員６名のうち最も多い

「判断」を表しています。 

 

（２） 評価結果の傾向について 

① 指標のデータの推移から、目標と実績がかい離している場合があり、施策の進め方が

適切かどうかを判断するためのデータや要因分析に課題があると考えられます。データ

収集や要因分析の強化を図る必要があります。 

 

② 施策を推進する中で、戸田市としての独自性（オリジナリティ）はどのような部分に
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表されているか、分かりにくかった施策もあったという意見がありました。施策運営に

当たり、個別の事務事業の推進に当たっては、他自治体等の状況を調査・把握の上、戸

田市における事業規模等の決定の参考としていると思われますが、他自治体等との差異

や独自性という部分が見えにくかったと思います。 

 

③ 外部への委託の場合について、委託費用の割合に上限を設ける等、何らかの制限を設

けるべきではないでしょうか。特に、コンサルタント等への外部委託の割合が増え続け

ると、戸田市に事業運営に係るノウハウが残りにくくなるのではないかと懸念します。 

 

（３） 外部評価の活用について 

戸田市では、事務事業評価に加え、施策評価を行っています。さらに、これら内部評価に

とどまらず、「施策」に焦点を当てた外部評価を実施しています。内部評価で施策を評価す

る際、事務事業に優先度を付け、外部評価でそれら事務事業の妥当性を評価するなど、先進

的な取組を行っていると考えます。このシステムを継続し、更に発展する努力をお願いした

いと考えます。 

外部評価結果については、評価を受けて終わるのではなく、いかに組織にフィードバック

して、行政サービスに活かすかにかかっています。 

また、外部評価制度の今後に向けた提案として、評価に当たり、課題の把握や分析といっ

た、評価に必要な情報を可能な限り収集・測定・調査することができる評価能力を有する人

材の育成に努めることも一つの方法として考えられます。 

あわせて、前年度の外部評価委員会における指摘事項の改善状況をチェックするような制

度の設計として、継続的なモニタリングの整備についても、今後、検討してはいかがでしょ

うか。最後に、外部評価委員会の意見を活用し、業務の有効性、効率性等の向上を図り、成

果を高めていただきたいと思います。 

 

 

２ 平成２５年度外部評価を振り返って （事務局） 

  

今年度の外部評価は、新たな委員（再任２名）６人に評価していただきました。したがっ

て、昨年度と違う視点での新鮮な意見も見受けられ、ヒアリング対象部局も新たな発見があ

り、事業をより良く進めるヒントを得られたと思います。一方、平成２０年度より制度を運

用してきたこともあり、ヒアリングを受けた部局の職員は、委員の質問に的確に回答するな

ど、質の高い外部評価ヒアリングとなりました。 

今後も外部評価制度が有効に作用し、事業がより良い方向に進むよう、必要に応じて制度

を見直しながら運営していきます。 
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３ 評価結果・各部局からの回答  

 

ヒアリング対象８施策について、外部評価委員は、３つの評価項目「①事務事業の妥当性、

②施策の進捗状況、③資源の方向性」について評価しました。 

評価後の外部評価委員会において、各委員が評価した内容を議論し、対象部局が対策を講

ずべき重要視点をまとめました。この結果を対象部局にフィードバックし、対象部局により

対策を講じました。 

（ヒアリングの結果を外部評価委員会においてまとめた「平成２５年度施策評価に係る

外部評価シート」及び対象部局が対策を講ずる「外部評価対応シート」は、別添資料

２に掲載しています。） 

 

 

Ⅲ 今後の課題 
 

（１） 評価対象施策の選定方法 

  今年度の対象施策については、市長が選定する次年度重点分野に該当する施策の

中から、外部評価委員会で選定した４施策及び事業経費や構成する事務事業が多く

なっている施策など、特に、効率的に施策が推進されているかを評価すべきとして

選定した４施策の合計８施策を対象としました。昨年度は、①市民満足度が低く、

重要度が高い施策（第 4 次総合振興計画の策定前に実施した「市民意識調査」（平成

２０年度実施）において、市民満足度が低く、重要度が高い施策②特に重点的に取

り組むべき施策③基本目標及び部局間のバランス等を考慮の３つを選定基準として

８施策を選定しました。このように、選定基準については試行錯誤を重ねています。

選定基準の検討の中で、モニタリングで継続的に評価する施策があってもいいので

はないか、基本計画５年間で全９０施策を評価すべきではないかなど様々な意見が

あります。また、１つの施策を複数回ヒアリングし、施策に磨きをかける手法を採

る自治体もあります。つまり、外部評価に何を求めるかを明確にし、選定基準を設

定する必要があります。 

 

（２） 進行管理 

  外部評価委員会の評価結果で指摘等を受けたものについては、各担当部局が対応

策として回答書を作成し、年度末に公表しているところです。なお、平成２３年度

から、評価の翌年度に幹部会議にて、現況報告を行っております。 
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上記の現況報告は、外部評価ヒアリング後の１年間の進行管理として行い、その

後は、担当部局においての施策評価の中で進行管理を行っています。今後は、この

現況報告後も改善状況等を経年的に確認していく仕組みを検討し、更なる実効性の

確保を図る必要があると考えています。 

 

 （３） その他 

  外部評価は、平成２０年度から現在まで、試行として６回実施してきたことから、

本実施に向けて検討を始めました。今年度は、６回の外部評価で積み上げてきた課

題を整理しているところです。特に、対象施策選定基準及び進行管理については、

重要な課題であり、当初予定していなかった第４回目の外部評価委員会を開催し、

外部評価委員よりアドバイスをいただきました。来年度も引き続き外部評価委員に

アドバイスをいただきながら、戸田市としての外部評価制度の確立に向けて検討し

ていきたいと考えております。ただし、来年度、第４次総合振興計画前期基本計画

は４年目を迎え、進行中であることから、本実施のタイミングも慎重に検討してい

く必要があります。 
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