
資料１ 

戸田市外部評価委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 行政評価の客観性を確保し、透明性を高めることにより、効率的な行政運営を図 

るための外部評価委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。 

（１）行政評価に関する事項 

（２）行政評価の推進に係る助言に関する事項 

（３）前２号に掲げるものの他、行政評価に関し必要な事項 

（組織） 

第３条 委員会の委員（以下「委員」という。）は、６人以内をもって組織し、次に掲げ 

る者のうちから市長が委嘱する。 

（１）学識経験者 

（２）公認会計士又は税理士 

（３）市内企業経営者  

（４）市民 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から翌年度の３月３１日とし、再任を妨げない。ただし、 

補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選によって定める。 

３ 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。 

４ 委員長は、委員会の会務を総理する。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２ 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。 

（報告） 

第７条  委員長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。 

２ 委員長は、行政評価システム全般について意見をすることができる。 

（意見の尊重） 

第８条 市長は、委員会から意見があったときは、これを尊重しなくてはならない。 
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（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、総務部経営企画課において処理する。 

（委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、市長が定

める。 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年９月１日から施行する。 
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資料２

氏　名 所属

委員長 　佐藤　徹
高崎経済大学　大学院
地域政策研究科　教授

学識経験者

副委員長 　長野　基

首都大学東京
都市環境学部　建築都市コース
大学院　都市環境科学研究科　都
市システム科学域　准教授

学識経験者

委員 　加藤　暢一
新日本有限責任監査法人
公会計部　公認会計士

公認会計士

委員 　引地　智宏
有限会社　竹野　戸田の渡し
代表取締役

企業経営者

委員 　駒﨑　元庸 － 市民委員

委員 　星山　孝子 － 市民委員

平成２５年度戸田市外部評価委員会委員名簿
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資料３ 

 

 

 

① 平成２５年度施策評価に係る外部評価シート 

（外部評価委員会にて作成したヒアリング結果） 

 

② 外部評価対応シート 

（ヒアリング結果を受けて対象部局が作成した回答書） 

 

※平成２５年度にヒアリングを行った下表の８施策について、施策ごとに、①②の順で

掲載しています。 

 

平成２５年度外部評価ヒアリング対象施策 

 施策番号 施策名 

１ １２ 図書館・郷土博物館サービスの充実 

２ ２２ 高齢者の生活支援の充実 

３ ３８ 潤いのある緑地空間の創造 

４ ４２ 環境マネジメントシステムの推進 

５ ６６ 新たな産業の創出支援 

６ ７０ 地域資源を活かしたシティセールス 

７ ７８ 行政情報化の推進 

８ ８８ 健全な財政運営 
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判断

 Ａ　効果的な構成である 0

 Ｂ　概ね妥当である 5

 Ｃ　構成に問題がある 1

 Ａ　躍進中 0

 Ｂ　予定通り 3

 Ｃ　遅れ気味 3

 ↑　増加
2
（3）

 →　維持
2
（3）

 ↓　縮小 0

【意見】
・アーカイブス事業を優先するという立場は明確であり、一定の合理性があると考える。ま
た、公文書管理への法規制変化への対応の点でも適切と考える。（B）

【指摘・助言】
・事務事業の構成については特に大きな問題があるとは考えられないが、個別の事務事業
については十分成果をあげていない。（B）

・目標、目的と施策がうまくリンクできていない。（C）

・地味な仕事ではあるが、大変大事な事業である。前向き、発展的に事業に取り組んでいた
だきたい。（B）

・低年齢を対象とする企画が多いと感じた。全世代参加型企画の構成に改善していただける
と、より利用者も増えて良いように思った。シニア、働く世代への参加型企画（講座等）等も同
等に扱うなど、学習室・集中室等の提供（有料も可）による、学習・くらし・仕事へ役立つ場の
提供もあると便利。現在は対応されていないと思う。（B）

この施策を構成する事務事業は妥当で
あるか？

①
事
務
事
業
の
妥
当
性

平成25年度施策評価に係る外部評価シート　

教育委員会事務局

１２図書館・郷土博物館サービスの充実

図書館や郷土博物館サービスの利用により、市民が必要な資料や情報を入手し、自らの暮らしや仕事に役立てることで、心豊かな生活を送る
ことができるようにします。また、図書館や郷土博物館と学校との連携を深め、児童・生徒が実感を持って学習できるようにしていきます。

　施策の目的

　施策名

　担当部局名

一般会計　 321,275 （一般財源 320,860） 平成25年度予算（千円）

コメント欄（理由等）

一般会計　 323,962 （一般財源 2,506,900）

評　価　項　目
※評価項目の色塗り箇所は、最も多い判断を表しています。

平成24年度決算（千円）

《担当課が対策を講ずべき重要視点》 

○低年齢層を対象とする企画が多いと考える。シニア世代、働く世代及び全世代を対象とした企画及び場や情報提供の充実等、図書館運営に工夫が必要である。
○目標と実績値が乖離しているが、これに対する要因分析が不十分である。
○図書館の利用が減少傾向にあり、長期的な図書館のビジョンや在り方を検討する必要がある。

※《担当課が対策を講ずべき重要視点》 欄に記載の順番は優先度順ではありません。また、当欄記載の内容に対応する意見等は、コメント欄に下線を付しております。

・指標データの推移等を踏まえ、目標との乖離から何が問題なのか明らかでない。要因分析が不十分である。指標についても、施策の指標としてふさわしくないものも散見される。

・顧客セグメントのニーズに対応した、対応／プログラム展開について、整理された説明が不足していたのは残念。各事業の説明も重要だが、全体の構図を示すという視点からの提
案は担当部署だからこそできることではないか。

・図書館の利用が減少傾向にあり、本離れが進んでいる中で長期的な図書館のあり方を検討し、その上で今後の老巧化した施設の維持更新をどうするのか、施設管理課において一
元的に優先度をつけながら検討していただきたい。

・2020年までの事務施策として作成されているが、デジタルディバイスの普及のスピードに追いついていない。20年後、図書館が必要なのか？という問いに対して個人的にはあまり必
要ではないと考える。そのため、現状の延長線上での考えでなく新しい図書館のあり方を考える事が急務。

・自治体の文化度を測る一つとして図書館の充実度が大いにある。従って、広く市民の声を聴き、充実につくしてほしいと思う。

・場所の提供で有効活用ができると大変ありがたい。シニア・働く世代への企画の増加等あればもっと参加できると思う。学習スペース・集中スペースへの積極的運用等（20席程ある
と伺ったが、増設すればより利用者も増加すると思った）、会議スペース等も有れば使いたい人もいると思う。ハード面からソフト面へシフトする時代になるので、ハード面の閑散化が
進行すれば、上記の有効活用も必要になってくると思った。セミナー、講座等の他機関との連携も効果があると感じる（商工会、市役所他事業、学校等）。例）資格試験対策・料理等、
連携による市内事業の効率向上化も狙えると思った。例）市民大学、人材の森、教育学習センターとの連携？　大学のない市なので、それらを担えるポテンシャルがあるように感じ
た。

②
施
策
の
進
捗
状
況

③
資
源
の
方
向
性

施策は計画通り進んでいるか？

【意見】
・大規模施設の修繕等ハードの要否は判断する材料が乏しいため、評価不能。（不能）

・当面は維持することが考えられる。（→）

・財政が縮小傾向の中にあって、施策内の組み換えで財源が捻出されえないのか？予算拡
大とする理由に充分な説明はなかったのではないか。（→）

【指摘・助言】
・図書館の長期ビジョンが必要ではないか。（↑）

・図書離れのご時勢だが、これからも投資するところは積極的に行ってほしい。（↑→）

・働く世代、シニア世代への利用者増加も期待できると思うので、企画等も増やしていただけ
れば、上記世代からの利用者増加が得られると思う。（↑）

【意見】
・指標データの推移を見る限りＣである。Bと判定する合理的理由が見当たらない。（C）

・現行計画上の成果目標の点検からは、実績値と目標に大きく差がある。そのギャップを解
消するための方策について、合理的説明もなかった。（C）

・開館時間を9時からとして閉館時間を20時までとする等、住民の利便性向上の努力をして
いる。（B）

・かなり厳しい。（B）

【指摘・助言】
・目標値と実態が乖離している。全国的に利用者が減少しているとのことだが、本当に外部
要因が原因なのか。（C）

・郷土博物館等、刷新等検討も余地があるように思った。そのため、Ａとの評価は難しかっ
た。例えば、シーズンで展示内容の一部を変える・企画を増やす等、戦時中の戸田（夏）、収
穫祭の戸田（秋）、太鼓、獅子舞、文化伝承の場等を有効活用してはどうか。（B）

今後、この施策の資源（人員・予算）の方
向性は？

④その他のコメント（成果指標、効率性・効果性、今後の施策運用に関する改善策、その他意見等）

※「判断」の合計数が委員人数合計の6名となっていない箇所の内訳は、次のとおりです。　「③資源の方向性」・・・評価不能（1名）、2種類の判断（増加・維持）を選択（1名）
　なお、二段書きの記載は2種類の「判断」が選択された箇所です。上段：「判断」の合計数に含めない場合、下段：「判断」の合計数に含めた場合

【ポイント】

●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。

【ポイント】

●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。

【ポイント】

●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。
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外部評価対応シート

担当部局名

施策名

施策の目的

担当課（部局）が対策を講ずべき重要視点

いつまでに
27年度当初予算計上までに

２５年度
行事・講座、情報提供について状況を把握
する

　　年度

どのような方法で
行事・講座等の見直し、情報提供の充実について検討し、
市民大学と連携した大人向けの講座等の充実を計る。 ２６年度

行事・講座等の見直し、情報提供の充実に
ついて検討し、27年度当初予算計上する。

　　年度

どうするのか
費用対効果を高める。大人向けの講座等の充実、ホーム
ページも含めた情報提供の充実等、運営の工夫をする。 ２７年度

行事・講座等の廃止・新設を行なう。情報提
供の充実を計る。

　　年度

対応できない場合
の理由、代替案 　　年度 　　年度

いつまでに
26年度中に

２５年度
要因分析し、設定目標の見直しをする。

　　年度

どのような方法で
要因分析し、設定目標の見直しをする。

２６年度
27年度の施策評価の目標を変更する。

　　年度

どうするのか
施策評価の目標及び目標値の見直しをする。

２７年度 　　年度

対応できない場合
の理由、代替案 　　年度 　　年度

いつまでに
27年度末までに

２５年度
図書館のビジョン策定のための調査、研究
等をする。

　　年度

どのような方法で
図書館のビジョンについて、協議会への諮問、パブ
リックコメント等を実施する。

２６年度
図書館のビジョンを検討し、素案を作成し、
協議会に諮問する。

　　年度

どうするのか
図書館のビジョンを策定する。

２７年度
図書館のビジョン案を作成し、パブリックコメ
ント等を実施する。

　　年度

対応できない場合
の理由、代替案 ２８年度

図書館のビジョンを実施する。
　　年度

上記重要視点以外の指摘に対する
担当課（部局）の対応策（考え方）

「デジタルディバイスの普及のスピードに追いついていない。」というコメントについて
　数年前より、電子図書館について、図書館において調査・研究を進めてきたが、今年度中に関係各課の職員も含めた電子図書館を研究する組織を立ち上げる予定で、先進的な地
域などを見ながら、利用者のニーズや電子書籍のタイトル数などの条件整備の状況を判断するなど、新たなサービスの導入に向けて引き続き研究していく。図書館のビジョンを策定
においても、新しい図書館のあり方を検討していきたい。

「広く市民の声を聴き、充実につくしてほしいと思う。」というコメントについて
　市長への手紙 (市民の声)やカウンターでの意見の他に、今後「館長への手紙」のような投書箱を設置する予定で、さらに公聴機能を充実させたい。

教育委員会事務局

１２図書館・郷土博物館サービスの充実

図書館や郷土博物館サービスの利用により、市民が必要な資料や情報を入手
し、自らの暮らしや仕事に役立てることで、心豊かな生活を送ることができるよう
にします。また、図書館や郷土博物館と学校との連携を深め、児童・生徒が実
感を持って学習できるようにしていきます。

①
低年齢層を対象とする企画が多いと
考える。シニア世代、働く世代及び全
世代を対象とした企画及び場や情報
提供の充実等、図書館運営に工夫
が必要である。

②
目標と実績値が乖離しているが、こ
れに対する要因分析が不十分であ
る。

③
図書館の利用が減少傾向にあり、長
期的な図書館のビジョンや在り方を
検討する必要がある。

工程表担当課（部局）の対応

4
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※《担当課が対策を講ずべき重要視点》 欄に記載の順番は優先度順ではありません。また、当欄記載の内容に対応する意見等は、コメント欄に下線を付しております。

判断

 Ａ　効果的な構成である 0

 Ｂ　概ね妥当である 5

 Ｃ　構成に問題がある 1

 Ａ　躍進中 0

 Ｂ　予定通り 4

 Ｃ　遅れ気味 1

 ↑　増加 1

 →　維持 4

 ↓　縮小 0

※「判断」の合計数が委員人数合計の6名となっていない箇所の内訳は、次のとおりです。【内訳】「②施策の進捗状況」・・・評価不能（1名）、「③資源の方向性」・・・評価不能（1名）

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？

【意見】
・すでに給付水準の再編や施設整備問題での方向性など大きな方針が示された。その下で原
案とされている「→」（維持）は、高齢化のスピードも踏まえて、妥当と考える。（→）

・施策の成果水準の推移が不明のため、資源の方向が判断できない。（不能）

【指摘・助言】
・戸田市の平成35年までの高齢化率は全国10位だそうだが、戸田市においての長期財政計
画、事業計画を厳しく見直す時期が来ているのではないか。（→）

・投下人員も見直す必要がある。廃止する事務事業はないと思うが、絞る必要はあると思う。
（→）

・高齢者人口の増加が見込まれるため、資源の増加と共に、最適な事務事業の構成や計画の
見直しは必要と思われる。中事業♯02高齢者保健福祉総合情報事業の事業手法は自己評価
Cにつき、今後充実をお願いしたい。（↑）

④その他のコメント（成果指標、効率性・効果性、今後の施策運用に関する改善策、その他意見等）

・部内の横の連携がとれていない。「高齢者向けの情報啓発」は施策評価の指標ではない。

・ニーズに対するカバー率、というような方法で成果を示していただけると、より評価作業がスムーズになる。

・評価の数値化や実績のデータが乏しく評価がしづらい。できるだけ詳しく、理解の得られるプレゼン、資料等を準備頂きたかった。

・現在は、戸田市の高齢化率は他県、他市に比べて高くはないが、今後10年、20年経過すると急激に高齢化が進んでいくことが予想できる。現時点でも、後期高齢者医療広域連合療養
負担金が26～28年度にわたり急激な伸びを示している。高齢化社会においては、今後、費用が確実に増えていく状況にあり、長期戦略の下で、来たるべく高齢化社会において戸田市
が果たすべき役割と財政とのバランスを熟考すべきである。

・これからも大変重要なセクションであり、施策一つ一つが重要である。いわゆる「血の通った」事業を進めていただきたい。

・高齢者とその家族への情報提供の工夫・充実をしてほしい。IT・広報等の紙以外でも、口コミ等や学校（家族からの口コミ）等、横連携も活用できると思う。一人暮らしのお年寄り、家族
構成別の情報発信方法等。

評　価　項　目
※評価項目の色塗り箇所は、最も多い判断を表しています。

コメント欄（理由等）

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？

【意見】
・施策の性質及び、提示された目的に基づくと、概ね妥当と考える。なお、主な取り組みにある
「周知」の取組がどの項目でどのように推進されているのか、充分に把握することができなかっ
た。（B）

・施策数が多く、予算規模も大きいため、限られた人数で管理する事も難しいと思われる中、B
の判断は最良だったと思う。中事業♯02では、事業手法の自己評価Cは同じ意見である（Aを
つける事は難しいため）。（B）

【指摘・助言】
・十分ではないということだが、何が不足しているか。（C）

・高齢化が高まるにつれ、今後も様々な事業の必要性が出てくる可能性がある。予算も含め、
中長期の計画に添った施策の整合性を図る必要がある。（B）

・施策事業が多いのでもう少し絞って重点的に事業を進める必要があるのではないか。（B）

②
施
策
の
進
捗
状
況

施策は計画通り進んでいるか？

【意見】
・評価対策年度の取り組みでは、基本的に「給付」を大きな柱としており、その側面では問題な
く進行していると思われる。一方、権利擁護、成年後見制度の利用、運用については、市内の
潜在ニーズと、それに対して現状の利用状況といった対応関心が分からず、このような新たな
領域については、判断を留保となってしまった。（B）

・事務事業数がとても多く、全ての計画への評価が最適指標によるものかどうか分からないた
め、Aを選択する事は難しい。（B）

・評価をする上での具体的な指標が足りないので判断しづらい。（C）

【指摘・助言】
・住み慣れた地域で自立した生活を送っている高齢者が市にどの程度いるかが不明。調査し
てデータはとったが、示せないということでは困る。（不能）

・今後、益々増加するであろう高齢化に向けての部署内部の組織強化と部署横断型の情報の
共有が必要。（C）

・高齢化比率が上昇する中、どの事業も大事だと思う。優しさと厳しさをもって臨んで欲しい。積
極的に重点的に絞って進めていただきたい。（B）

平成24年度決算（千円）
一般会計　 935,121 （一般財源 853,046）
特別会計　 809,072 （一般財源　　 8,145）

平成25年度予算（千円）
一般会計　970,358 （一般財源 867,461）
特別会計　878,175 （一般財源　 11,748）

《担当課が対策を講ずべき重要視点》

○今後高齢化が急速に進むと予想される中、大変重要な施策と位置付けられる。しかしながら、財源には限りがあるため、構成する事務事業が多い本施策においては事業の重点化を図り、事業の強弱を
付けていくことが必要である。
○計画策定に当たり、部内における横の連携の強化、情報共有の徹底化等、組織体制の強化が必要である。
○行政からの情報発信の充実だけでなく、住民同士の口コミや学校との連携等、高齢者とその家族への情報提供の工夫と住民への働きかけを図る必要がある。
○ニーズに対するカバー率等、施策目的が実現されているかどうかを測る指標の追加、データの収集及び分析並びに人材の育成が必要である。

平成25年度施策評価に係る外部評価シート　

　担当部局名 福祉部

　施策名 ２２高齢者の生活支援の充実

　施策の目的
在宅福祉サービスの充実を図り、高齢者の在宅生活を支援することで、高齢者が住みなれた地域で自立した生活を送ることができるようにしま
す。

【ポイント】

●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。

【ポイント】

●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。

【ポイント】

●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。
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外部評価対応シート

担当部局名

施策名

施策の目的

担当課（部局）が対策を講ずべき重要視点

いつまでに
26年12月議会で条例改正、27年当初予算反映

２５年度
現状を把握し、検討会のための資料を作成

　　年度

どのような方法で
市民代表者を交えた検討会を設置、素案作成後パブ
リックコメントにより意見募集

２６年度
市民代表者を交えた検討会を設置、素案作
成後パブリックコメントにより意見募集

　　年度

どうするのか
事務事業を精査し、事業の重点化及び強弱をつけ
る。

２７年度
上記の結果により高齢者の在宅福祉を充実
させる。

　　年度

対応できない場合
の理由、代替案 　　年度 　　年度

いつまでに
27年当初予算反映まで

２５年度
福祉部関係部署と連携し、市民代表者を交
えた検討会のための資料を作成

　　年度

どのような方法で
福祉部関係部署による情報共有、意見集約

２６年度
福祉部関係部署と連携し、市民代表者を交
えた検討会のための資料を作成

　　年度

どうするのか
検討会への資料を作成

２７年度 　　年度

対応できない場合
の理由、代替案 　　年度 　　年度

いつまでに
26年度中。

２５年度 　　年度

どのような方法で
内案を市民代表を交え検討する。検討結果をパブ
リックコメントにより公表、意見募集を行う。

２６年度
上半期に検討会及びパブリックコメント実施

　　年度

どうするのか
パブリックコメントの実施。

２７年度 　　年度

対応できない場合
の理由、代替案 　　年度 　　年度

いつまでに
25年度中。

２５年度
日常生活圏域ニーズ調査などを実施。

　　年度

どのような方法で
アンケート調査。

２６年度 　　年度

どうするのか
重点化を図るための参考とする。

２７年度 　　年度

対応できない場合
の理由、代替案

適な指標作成は事務事業の性格から難しいと考え
る。

　　年度 　　年度

上記重要視点以外の指摘に対する
担当課（部局）の対応策（考え方）

②
計画策定に当たり、部内における横
の連携の強化、情報共有の徹底化
等、組織体制の強化が必要である。

③
行政からの情報発信の充実だけで
なく、住民同士の口コミや学校との連
携等、高齢者とその家族への情報提
供の工夫と住民への働きかけを図る
必要がある。

④
ニーズに対するカバー率等、施策目
的が実現されているかどうかを測る
指標の追加、データの収集及び分析
並びに人材の育成が必要である。

　外部評価委員から、在宅高齢者支援の事務事業の数は多く、もう少し絞って重点的に事業を進める必要があるとの指摘があった。高齢者人口が増大する中、このまま事業を継続
していくことは、限られた財源と人員ではいずれ限界がくることが予想される。高齢者ニーズと財源とのバランスを考え、今後の事業展開としてどのようにしていくのか検討していきた
い。
　また、高齢者の生活支援は介護保険制度とも関連しているため、介護保険法の改正も視野に入れ、国は今後どのような方向に力を入れていくのかを見極め、事業展開を考えてい
きたい。

福祉部

２２高齢者の生活支援の充実

在宅福祉サービスの充実を図り、高齢者の在宅生活を支援することで、高齢者
が住みなれた地域で自立した生活を送ることができるようにします。

担当課（部局）の対応 工程表

①
今後高齢化が急速に進むと予想さ
れる中、大変重要な施策と位置付け
られる。しかしながら、財源には限り
があるため、構成する事務事業が多
い本施策においては事業の重点化
を図り、事業の強弱を付けていくこと
が必要である。

4
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※《担当課が対策を講ずべき重要視点》 欄に記載の順番は優先度順ではありません。また、当欄記載の内容に対応する意見等は、コメント欄に下線を付しております。

判断

 Ａ　効果的な構成である 0

 Ｂ　概ね妥当である 4

 Ｃ　構成に問題がある 1

 Ａ　躍進中 0

 Ｂ　予定通り 3

 Ｃ　遅れ気味 1

 ↑　増加 1

 →　維持 4

 ↓　縮小 0

※「判断」の合計数が委員人数合計の6名となっていない箇所の内訳は、次のとおりです。【内訳】「①事務事業の妥当性」・・・評価不能（1名）、「②施策の進捗状況」・・・評価不
能（2名）、「③資源の方向性」・・・評価不能（1名）

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？

【意見】
・土地の購入が公式に説明されたが、そのための具体的なスキームが説明されず、実現可能
性への判断ができなかった。最優先とされる「水と緑のネットワーク」事業が順調であるとされ
るならば、大きく変更する必要はないとも言える。（→）

・市民への啓発を推進する事により協働の意識を高め、緑地の運営管理を市民に託す事で人
的なコストダウンが望める。（→）

【指摘・助言】
・河川敷の緑化だけでなく、市街地への展開には既存の事業に付加すべきではないか（市街
地緑化に対する事業が少ない）。市街地への展開実現により、“施策の目的”をより達成でき
ると思った。（↑）

・コンサルタント委託費問題を含めて、資源配分をどうするかはやはり政治判断ではないか。
なぜ「維持」なのか、戦略が見えない。（不能）

・費用総額に占めるコンサルタント費用の抑制策を講じる必要がある。（→）

④その他のコメント（成果指標、効率性・効果性、今後の施策運用に関する改善策、その他意見等）

・平成20年度に目標を設定しているが、平成22、23、24年度の調査をしておらず、実績を把握していない。満足度調査により頻度を高めた方がよいと考える。このことが、最終的に若い
世代が住みたい、住み続ける街につながっていくものと考える。ただし、継続的に費用対効果を意識しながら取り組まれたい。

・水と緑を活かした街作りをするために適切な緑化は重要である。海外に行くと街と緑のバランスがすばらしく、住みたいという気持ちになることがある。今後も、長中期的な緑あふれる
街のイメージを描きながら、じっくりと継続的に取り組む必要がある。

・美しい景観を誇る町にしてほしい。

・戸田市として特徴ある施策を今後講じてほしい。50年後、100年後をイメージし「戸田の・・・」といえるものを望む。

・河川敷は遠いので日常生活で頻繁に立ち寄れる立地ではないので、身近な緑・花という印象が少ない。一方で、地元に広い、大きな緑地があることは大変うれしい。施策の目的にあ
る“囲まれながら”の定義の規模に依存すると思う。市街地の緑地化も応援している。

・「検討」とするならば、その工程表の管理も推進方策としては重要と考える。

評　価　項　目
※評価項目の色塗り箇所は、最も多い判断を表しています。

コメント欄（理由等）

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？

【意見】
・施策が目指す状況が何であるか具体性がない。戸田市の緑化政策におけるオリジナリティ
が見られない。戸田市の緑化政策は都市部の自治体の中でどのくらいのポジションか不明。
（不能）

・施策目的では、景観法令で守る、誘導するということが志向されているが、必ずしも事業構
成に十分に反映されているとは思われない。優先順位付けの問題についても、施策のゴール
イメージが公式化されていないように解釈されるため、判断できずその意味では「非構造化」
（整理）のためCと判断した。但し、「水と緑のネットワーク」事業に資金集中投入することには
合理性があると考える。（C）

・既存の緑は減らさない意思を確認できた。一方で、共存する問題（落ち葉対策、苦情、緑地
購入推進）は難しいと思った。（B）

【指摘・助言】
・緑の保存事業はこれから益々大事になってくると思う。将来的には緑は必ず減少傾向とな
る。それに対し、もう少し危機感を持って事業を洗い直してみる必要がある。（B）

・保存樹木補助の施策は見直し段階に入っている。都市景観条例との整合性をさらに高める
必要がある。都市マスとの整合性を高め、町の具体的な将来像を詳しく提示すべき。（B）

②
施
策
の
進
捗
状
況

施策は計画通り進んでいるか？

【意見】
・どのような「計画」なのか。緑被率はどうなのか。数値が不明なので、評価不能。（不能）

・施策のイメージがわからないため評価がしづらい。（C）

・施策の成果を測る指標が経年で測るデータがなく、残念ながら判定できない。市民の行動を
誘導するのであれば、その成果を測定することが望ましい。（不能）

・以前から実施している施策が大部分であり、Ｂと評価するのは厳しい。（B）

・苗木の無料配布事業等、自己評価シートを参照すると、Ｃが存在する。Aと評価することは難
しい。（B）

【指摘・助言】
・今後、諸々のデータを蓄積し（コンサルタントを使用せず）、新しい事務事業を講じ進める事も
重要だと思う。（B）

平成24年度決算（千円） 一般会計　 64,984 （一般財源 64,984） 平成25年度予算（千円） 一般会計　87,624 （一般財源 87,624）

《担当課が対策を講ずべき重要視点》

○都市部の自治体の中で戸田市の緑化政策はどうあるべきかを具体的に示し、戸田市のオリジナリティを見出す必要がある。
○市街地緑化に対する事業が少ないと考える。施策の目的をより達成するためには、市民の緑化への行動を誘導するなど市街地緑化事業の展開が必要である。
○緑地の運営管理を市民に託すなど協働の意識を高め、コンサルタントへの委託を縮小するなど、費用の抑制が必要である。

平成25年度施策評価に係る外部評価シート　

　担当部局名 環境経済部

　施策名 ３８潤いのある緑地空間の創造

　施策の目的 花や緑に囲まれながら、安らぎと潤いのある生活が送れるような緑地空間を創造します。

【ポイント】

●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。

【ポイント】

●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。

【ポイント】

●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。
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外部評価対応シート

担当部局名

施策名

施策の目的

担当課（部局）が対策を講ずべき重要視点

いつまでに
目標年次 平成４２年度

２５年度
施策の進捗状況の確認内容等の検討

２９年度
施策の進捗状況を確認、評価。総合振興計
画の状況に応じて「緑の基本計画」を改定。

どのような方法で
市独自のオリジナリティが含まれた「戸田市緑の基本
計画」基本方針に沿った施策を展開する。

２６年度
施策の進捗状況の確認内容等の検討と進
捗状況の確認

３０年度
見直し後の基本計画に沿った施策を展開

どうするのか
施策の進捗状況を把握し、必要に応じて、調査・計画
の改定を行う。

２７年度
施策の進捗状況を確認

３１年度
施策の進捗状況を確認

対応できない場合
の理由、代替案 ２８年度

施策の進捗状況を確認、総合振興計画の
状況に応じて基礎調査の実施

３２年度
施策の進捗状況を確認

いつまでに
平成２８年度までに

２５年度
条例化に向けた内容の検討

　　年度

どのような方法で
保存樹木、生け垣、屋上緑化、苗木の無料配布等多
くの事業を実施しているが、加えて緑地設置の条例
化を考えて行きたい。

２６年度
条例案作成、パブリックコメントの実施

　　年度

どうするのか
宅地開発時の緑化の義務化

２７年度
条例案を議会へ上程

　　年度

対応できない場合
の理由、代替案 ２８年度

条例施行
　　年度

いつまでに
平成３１年度までに

２５年度
ボランティアの募集（イベント・広報・HP等）

２９年度
ボランティアの募集・養成、委託予算の抑制

どのような方法で
運営管理に関わるボランティアの養成と人数増によ
り、委託経費の軽減を図る。

２６年度
ボランティアの募集（イベント・広報・HP等）、
養成（研修会等）、委託内容の精査

３０年度
ボランティアの募集・養成、委託予算の抑制

どうするのか
委託に係る予算を抑制する。

２７年度
ボランティアの募集・養成、委託予算の抑制

３１年度
ボランティアの募集・養成、委託予算の抑制

対応できない場合
の理由、代替案 ２８年度

ボランティアの募集・養成、委託予算の抑制
　　年度

上記重要視点以外の指摘に対する
担当課（部局）の対応策（考え方）

②
市街地緑化に対する事業が少ないと
考える。施策の目的をより達成する
ためには、市民の緑化への行動を誘
導するなど市街地緑化事業の展開
が必要である。

③
緑地の運営管理を市民に託すなど
協働の意識を高め、コンサルタント
への委託を縮小するなど、費用の抑
制が必要である。

　保存樹木制度の見直しを行うとともに、屋敷林などまとまった緑を保全するために、トラスト制度などの保全制度について検討する。
水と緑のネットワーク形成プロジェクトを推進するために、緑の現状把握と具体的な事業の検討を行い、国・県とともに事業を進めたい。

環境経済部

３８潤いのある緑地空間の創造

花や緑に囲まれながら、安らぎと潤いのある生活が送れるような緑地空間を創
造します。

担当課（部局）の対応 工程表

①
都市部の自治体の中で戸田市の緑
化政策はどうあるべきかを具体的に
示し、戸田市のオリジナリティを見出
す必要がある。

4
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※《担当課が対策を講ずべき重要視点》 欄に記載の順番は優先度順ではありません。また、当欄記載の内容に対応する意見等は、コメント欄に下線を付しております。

判断

 Ａ　効果的な構成である 0

 Ｂ　概ね妥当である 2

 Ｃ　構成に問題がある 4

 Ａ　躍進中 0

 Ｂ　予定通り 1

 Ｃ　遅れ気味 3

 ↑　増加 0

 →　維持 1

 ↓　縮小 4

※「判断」の合計数が委員人数合計の6名となっていない箇所の内訳は、次のとおりです。【内訳】「②施策の進捗状況」・・・評価不能（2名）、「③資源の方向性」・・・評価不能（1
名）

平成25年度施策評価に係る外部評価シート　

　担当部局名 環境経済部

　施策名 ４２環境マネジメントシステムの推進

　施策の目的 環境に配慮したまちづくりの仕組みを構築することで、市民及び事業者が、高い環境意識を持てるようにしていきます。

②
施
策
の
進
捗
状
況

施策は計画通り進んでいるか？

【意見】
・規格のバリエーションが豊富になり、再検討の機会が持てる時代となったため、Ｃと判断し
た。（Ｃ）

【指摘・助言】
・意識調査のデータがないため、判断不能である。（不能）

・指標データが足りていないため、評価がしづらい。（Ｃ）

・残念ながら、施策の目的に提示されている各項目の達成状況が測定されておらず、判定す
ることができない。なお、「検討」をもって成果とするならば、その成果をどのように公表するの
か、それが工程表上、どのステージに位置付けられるのか、市民への発信という意味でも明ら
かにすることが望ましいのではないか。（不能）

・施策を実行する事務事業が足りていない。（Ｃ）

・早い時期に計画全体を見直す必要があるため、Ｃという判断とした。（Ｃ）

平成24年度決算（千円） 一般会計　 1,777 （一般財源 1,777） 平成25年度予算（千円） 一般会計　1,647 （一般財源 1,647）

《担当課が対策を講ずべき重要視点》

○ISO14001規格については市で自立的に運用できるレベルになっており、目標も達成しているため、資源投入は「縮小」していくことを検討すること。代替案として、ISO14001に限定せ
ず、地域においてエネルギーをコントロールするスマートシティの検討や、CO２削減や省エネ等の目的を達成するための方策を講ずべきである。
○施策の目的に提示されている、環境に配慮したまちづくりの仕組みの達成状況を測るデータ等が不足している。研究の段階であるならば、何を成果としてその成果をどのように公表す
るのかを明確にすることが必要である。
○事務事業の括りが大きいと思われる。施策を実行する事務事業が一つだけでよいのか（不足している）。

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？

【意見】
・平成13年にＩＳＯ14001認証を取得し、市役所内の意識も底上げできており、また、内部監査
による自己管理態勢を活用し、自力で頑張れるレベルになったと感じたので縮小と判断した。
（↓）

・現行の施策の枠組を前提とするならば、目標を達成しているので、縮小として問題ないので
はないか。（不能）

・まさに、縮小を早急に検討してほしい。（↓）

・担当部局は「維持」と評価しているが、「維持」かどうか、考えがあってのことなのか不明であ
る。戦略がないのではと思われる。（不能）

【指摘・助言】
・「まちづくりの仕組み」の構築への志向性を強めるのであれば、より多くの課を横断した施策
枠組へ再編することが必要と思われる。（↓）

・環境マネジメントシステムを推進するためには、コストを考慮し、費用対効果において問題が
ないことが前提となる。負担を軽減したシステムの検討については千代田区の事例をあげて
はいるものの、その内容自体、十分な検討がされていない。（↓）

・新たな事務事業が必要だと考えられる。その際には、単に現状の事業に加えるのではなく、
成果のない事業はカットする方向で検討すべきである。（→）

④その他のコメント（成果指標、効率性・効果性、今後の施策運用に関する改善策、その他意見等）

・庁内の環境マネジメントシステムをどのように進めて行くか。ISO14001に代わる規格の検討をする必要があるのではないか。脳内ではなく目に見える形で（形跡が残るように）行うべきで
ある。なぜ千代田区の事例を目標としているのか。幅広い検討が求められる。

・例えば、エネルギー消費量を「見える化」することにより、エネルギーをコントロールするスマートシティを検討しても良いのではないか。ISO14001のみに限定した発想ではなく、CO２削減

や省エネ等の目的を達成するために関連するテーマを検討してほしい。

・施策を実行する事務事業の優先順位を明確にし、できるだけ単年度で成果の上がる事業を当面優先すべきである。

・新しく出来たセクションとして大変だと思うが、今後、もう少しドラスティックに進めてほしい。

評　価　項　目
※評価項目の色塗り箇所は、最も多い判断を表しています。

コメント欄（理由等）

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？

【指摘・助言】
・施策の目的に提示されている内容に対応する事務事業の構成であるとは判断できない。も
ちろん、現在の事業を重視するとすれば、施策の目的そのものの修正が適切と考える。（Ｃ）

・事務事業の括りが大きすぎる。（Ｃ）

・家庭で取り組みやすい環境マネジメントシステム制度の事業化がされていない。（Ｃ）

・負担を軽減した環境マネジメントシステムの検討は不十分（千代田区のHPを見たのみ）。
（Ｃ）

・平成13年に、ISO14001を認証取得した実績がある。一方で、欧米諸国へ製品・サービスを売
ることが主目的のISO14001以外にも、現在は多くの規格が出来ており、選択肢は増えている
ので、今後は、より目的達成に効果的な規格の最適な組み合わせを考える必要がある。（Ｂ）

・違ったアプローチでの環境マネジメントシステム推進施策があるのではないか。ISO14001が
時代にマッチしていないのではないか。規格の最適化の見直しが必要である。（Ｃ）

・大事な事業であり、継続する必要があると思う。しかし、費用対効果を考えると、補助金等の
事業は廃止し、その費用を他へ回す事も考慮すべきではないか。（Ｃ）

【ポイント】

●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。

【ポイント】

●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。

【ポイント】

●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。
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外部評価対応シート

担当部局名

施策名

施策の目的

担当課（部局）が対策を講ずべき重要視点

いつまでに
２８年度当初予算（臨時・政策的経費）エントリーまで
に ２５年度

指摘事項について問題点の整理をする。
　　年度

どのような方法で
委託費用の見直しと施策分類の見直しをする。

２６年度
環境に配慮したまちづくりの仕組みの構築
と市民への意識づけの方法の再検討をす
る

　　年度

どうするのか

委託費用については、回数・内容については適正で
あるか随時見直しを行う。市域での取組については、
現在もISOに限定せず施策を実施しているが、施策と
事業については他の施策（温暖化対策）とも併せて、
事業を再検討する。

２７年度

他市先進事例なども研究し、市民の環境へ
の取組がより広く普及するような施策事業を
検討し、実施に向けた取り組みを行う。 　　年度

対応できない場合
の理由、代替案 　　年度 　　年度

いつまでに ２５年度 　　年度

どのような方法で ２６年度 　　年度

どうするのか ２７年度 　　年度

対応できない場合
の理由、代替案

当該ＩＳＯ14001では、市庁舎および市の施設の様々
なエネルギーの使用状況を測り、目標を設定し達成
してきている。市域全体の拡大については、現状で
は困難である。

　　年度 　　年度

いつまでに
２８年度当初予算（臨時・政策的経費）エントリーまで
に

２５年度
施策について再検討をする。

　　年度

どのような方法で
事務事業を再検討する。

２６年度
適切な事務事業の洗い出しを行う。

　　年度

どうするのか
庁内で運用している環境マネジメントシステムと市域
での取組を分けて事務事業の整理をする。

２７年度
事務事業の再編を行う。

　　年度

対応できない場合
の理由、代替案 　　年度 　　年度

上記重要視点以外の指摘に対する
担当課（部局）の対応策（考え方）

②
施策の目的に提示されている、環境
に配慮したまちづくりの仕組みの達
成状況を測るデータ等が不足してい
る。研究の段階であるならば、何を
成果としてその成果をどのように公
表するのかを明確にすることが必要
である。

③
事務事業の括りが大きいと思われ
る。施策を実行する事務事業が一つ
だけでよいのか（不足している）。

　環境マネジメントシステムの運用にかかる費用としては、職員に対する研修費用と、認証にかかる審査費用の二つであるが、次の点からどちらも必要なものであり適切であると考
えている。まず、職員に対する研修については、毎年研修を受ける対象職員が異なること、定期的に働きかけることで、所属の施策事業と環境を結びつけ、日常業務に活かしていけ
るものと考えている。また、認証についても、内部監査員の底上げは図られているものの、指摘事項が出づらくなっている一面も見受けられるため、適切に管理していくためには、審
査員の知識レベルも鑑み、認証機関による監査が望ましいと考えている。また、代替案については、ISO事務局としてISO14001を、事業の問題点を洗い出し、改善していくための運
用システムとして捉えているので、すべての事業について適用できると考えている。しかし、スマートシティの検討に関しては、市街地開発事業関連が含まれることから、関係部署と
調整を図りながら検討する必要があると考えられる。ＩＳＯ14001の事務事業は、市庁舎の認証である。市域への拡大については、経済産業振興課に於いて、ＩＳＯ取得の補助を行う
などしているものの、第４次総合振興計画の見直しの中で考慮して行きたい。

環境経済部

４２環境マネジメントシステムの推進

環境に配慮したまちづくりの仕組みを構築することで、市民及び事業者が、高
い環境意識を持てるようにしていきます。

担当課（部局）の対応 工程表

①
ISO14001規格については市で自立
的に運用できるレベルになっており、
目標も達成しているため、資源投入
は「縮小」していくことを検討するこ
と。代替案として、ISO14001に限定
せず、地域においてエネルギーをコ
ントロールするスマートシティの検討
や、CO２削減や省エネ等の目的を達
成するための方策を講ずべきであ
る。

4
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※《担当課が対策を講ずべき重要視点》 欄に記載の順番は優先度順ではありません。また、当欄記載の内容に対応する意見等は、コメント欄に下線を付しております。

判断

 Ａ　効果的な構成である 0

 Ｂ　概ね妥当である 3

 Ｃ　構成に問題がある 3

 Ａ　躍進中 0

 Ｂ　予定通り 0

 Ｃ　遅れ気味 6

 ↑　増加 2

 →　維持
3
（4）

 ↓　縮小
0
（1）

※「判断」の合計数が委員人数合計の6名となっていない箇所の内訳は、次のとおりです。【内訳】「③資源の方向性」・・・2種類の判断（維持・縮小）を選択（1名）
　なお、二段書きの記載は2種類の「判断」が選択された箇所です。上段：「判断」の合計数に含めない場合、下段：「判断」の合計数に含めた場合

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？

【意見】
・実績と目標との乖離が大きいため、施策の目標を実現するには現状の人員と予算で対応す
ることが困難。（↑）

・現在の施策目標を所与とすれば、大幅な資源投入がなければ達成不能と考える。実行主体
の変更（リスクを取って、誘致や開発を行う主体の創設とそれへのインセンティブ設定）がなく、
現行通りとすれば、組み換えで埋め合わせ可能な「差」ではないのではないかと考える。（↑）

【指摘・助言】
・行政はいま一歩、現状主義に徹する。エースコーディネーターの発掘・育成、商工会とのシェ
アリング、金融機関との連携が必要では。（→）

・事務事業によっては維持ないし増加も必要であろうか。事務事業によっては縮小又は中止の
方策も思い切って提案し、別の施策に「選択と集中」が必要では。（→↓）

・身近に効果を感じられる資源の利用を維持しながら、更なる展開ができるよう頑張ってほし
い。（→）

④その他のコメント（成果指標、効率性・効果性、今後の施策運用に関する改善策、その他意見等）

・１つ目と２つ目の指標は供給者（行政）サイドのものである。CHECKをふまえて要因分析を行い課題設定が行われていない。

・「なぜ、所期の成果が生じないのか」の分析とその結果をどのように公表していくのか、「今後の方向性は合理性のある根拠を基に示されているか」、このようなプランニングプロセス上
に問題ありと考える。

・他自治体との差別化が全く研究されていないことは、施策遂行上、大きな問題と考える。

・資源を維持するためには、戦略的な取組が必要である。他の銀行、県、商工会等と協力しながら、補助金、政策融資の手続を一本化したり、独立行政法人の研究所、国立大学の研究
成果を連携しながらビジネスに生かすような新しい取組を検討されたい。

・新規事業の支援と既存事業の継続との事務事業支援化を再確認されるとよいと思った。新規ベンチャーの現在のデータ分析により、上記の比は変わると思った。

評　価　項　目
※評価項目の色塗り箇所は、最も多い判断を表しています。

コメント欄（理由等）

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？

【意見】
・個々の事業の成果は必ずしも上がっていないが、事業メニューは概ね妥当なものと考えられ
る。（Ｂ）

・今後の事業目的、施策目標を所与とすると、補助金投入を行うというツール自体は、他に選
択肢がないとも言えるが、施策の「スキーム」（他の金融機関との関係なども含め）を構成する
事業を考えると、問題ありと考える。現行２本の事業内の優先度の判断は概ね妥当と考える。
（Ｃ）

・現状維持に固執しているようにも見える。外部委託の色合いを強く感じる。（Ｃ）

【指摘・助言】
・起業支援センターの運営面、入所者に対するフォロー、卒業者に対するフォローが必要。予
算に関してももう少しコストダウンが図れるのではないか。（Ｃ）

・次年度に向けて、他地域との事例比較等を踏まえて改善・維持をされると、より効果的な構
成事業になると思われる。また、産業の横のつながりを持つための広い支援としては、多少不
足しているように思われる。広い支援を実現させるための利用条件等を見直して欲しい。（Ｂ）

②
施
策
の
進
捗
状
況

施策は計画通り進んでいるか？

【意見】
・指標データの推移からCと判定される。Bとする合理的理由が見当たらない。（Ｃ）

・成果指標への成果実績からすると、Cと判断せざるをえない。（Ｃ）

・目標は妥当と考えるが、補助金の支給という従来の発想に頼っており、実績は遅れ気味と思
われる。（Ｃ）

【指摘・助言】
・課内での検証、報告、告知をしているのか。（Ｃ）

・希望的観測で見ていると思う。方向転換するのであればもっと早く。（Ｃ）

・利用状況等の資料から、Ｃと判断した。これをふまえて次年度への改善につなげてほしい。
例えば、戸田市起業支援センターの利用状況等、及び工業の見える化事業等、ｗｉｎ-ｗｉｎの関
係になっていない。利用者側のニーズを的確にとらえてスピード感のある資源の活用をしてほ
しい。（Ｃ）

平成24年度決算（千円） 一般会計　 66,660 （一般財源 66,660） 平成25年度予算（千円） 一般会計　 83,718 （一般財源 79,374）

《担当課が対策を講ずべき重要視点》

○市内起業者を増やすために、起業支援センターの入所者への支援及び卒業者へのフォローの仕方に工夫が必要である。
○起業支援について、人材の発掘・育成のため、研究所や大学などの研究機関との連携など、補助金給付以外の新しい取組を生み出す必要がある。

平成25年度施策評価に係る外部評価シート　

　担当部局名 環境経済部

　施策名 ６６新たな産業の創出支援

　施策の目的
戸田市の産業を支える事業者が、競争力を高める新しい技術開発や商品を独自に、または連携により開発することへの支援を行い、事業の継
続的発展を目指します。また、市内における新たな立地や事業拡大のための設備投資等を支援することで、地域に根差した産業の発展を目指し
ます。

【ポイント】

●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。

【ポイント】

●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。

【ポイント】

●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。
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外部評価対応シート

担当部局名

施策名

施策の目的

担当課（部局）が対策を講ずべき重要視点

いつまでに
平成２８年度

２５年度 　　年度

どのような方法で
インキュベーション施設を有する自治体を対象に、新
たな支援策等の情報を収集し検討する。

２６年度
情報収集と、得られた情報を集約し検討す
る。

　　年度

どうするのか
上記自治体の先進的な取り組みを参考に、本市の独
自性を加味しながら新たな支援策等を構築する。

２７年度
新たな支援策等を構築する。併せて次年度
予算措置を講じる。

　　年度

対応できない場合
の理由、代替案 ２８年度

予算に基づき新たな支援策を導入する。
　　年度

いつまでに
平成２７年度

２５年度 　　年度

どのような方法で
公益財団法人埼玉県産業振興公社等の専門機関と
連携する。

２６年度
専門機関との連携により仕組みを構築し、
必要により次年度予算措置を講じる。

　　年度

どうするのか
上記機関と連携し、新たな支援の仕組みを構築す
る。

２７年度
新たな仕組みを導入する。

　　年度

対応できない場合
の理由、代替案 ２８年度 　　年度

上記重要視点以外の指摘に対する
担当課（部局）の対応策（考え方）

②
起業支援について、人材の発掘・育
成のため、研究所や大学などの研究
機関との連携など、補助金給付以外
の新しい取組を生み出す必要があ
る。

○上述の他自治体からの情報収集において、埼玉県内は「埼玉ビジネス・インキュベーション連絡協議会」の存在も有効活用してまいりたい。
○公益財団法人埼玉県産業振興公社の内部に産学連携支援センター埼玉があり、産学連携相談、産学交流の促進、マッチング支援、情報提供など、多くの情報や蓄積されたノウ
ハウが期待できる。

環境経済部

６６新たな産業の創出支援

戸田市の産業を支える事業者が、競争力を高める新しい技術開発や商品を独
自に、または連携により開発することへの支援を行い、事業の継続的発展を目
指します。また、市内における新たな立地や事業拡大のための設備投資等を
支援することで、地域に根差した産業の発展を目指します。

担当課（部局）の対応 工程表

①
市内起業者を増やすために、起業支
援センターの入所者への支援及び
卒業者へのフォローの仕方に工夫が
必要である。

5
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※《担当課が対策を講ずべき重要視点》 欄に記載の順番は優先度順ではありません。また、当欄記載の内容に対応する意見等は、コメント欄に下線を付しております。

判断

 Ａ　効果的な構成である 0

 Ｂ　概ね妥当である 4

 Ｃ　構成に問題がある 2

 Ａ　躍進中 0

 Ｂ　予定通り 3

 Ｃ　遅れ気味 3

 ↑　増加
2
（3）

 →　維持
3
（4）

 ↓　縮小 0

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？

【意見】
・明確に新規または廃止する事業がなく、優先順位も過去と変わりないのであれば「維持」が
妥当（→）。

・花火大会で人を呼び込み、撮影や映像による活気ある、子育てしやすいオープンなイメー
ジ作りを行っている。目標に対する実績はかなり良好であるので、資源を維持することは認
められる。（→）

・これまでの活動がすばらしく今後も維持され、さらにこれまでの成功体験を活用されて、力
を入れて頂きたいと期待をしている。資源投入をより増加し、がんばってほしい。（↑）

・施策の優先順位は、(1)花火　(2)フィルムコミッション　(3)観光。更なる経済的効果を期待す
る。（↑）

【指摘・助言】
・現状の水準維持が目標とすれば、維持で間違いないであろう。資源の活用方法として、あ
るいは組み合わせとして、例えば学生インターンの利用など無給スタッフの増員は可能性が
ある方策と考えられる。（→）

・フィルムコミッションに予算、人的資源を今後増強してほしい。（↑→）

④その他のコメント（成果指標、効率性・効果性、今後の施策運用に関する改善策、その他意見等）

・施策評価に必要な各種データ（観光入込数、経済関連データ等）がないままの推論的評価となっている。

・成果指標をより具体的な数値を導入するべき。

・本施策の効果を多面的に測定するための仕組みの開発が求められると思われる。

・政策研究所との連携の成果が未だ見えてこないので、効果的連携のスキーム開発が期待される。

・効率性、効果性を鑑みると、観光協会の組織改革と人員の拡充が急務。開かれた観光協会に変革するべき。

・シティーセールスの観点から諸々の施策があると思う。その中でも「選択と集中」で臨んでほしい。

・比較的　東北地方等への車の通り道にもなっているので、“道の駅”などや、歴史的資源（特に、東北等地方の武士等の歴史につなげた歴史）の発見、見直しをすることで、“素通り”
から立ち寄り、相互効果の戦略もあるとよいのではと思った。花火大会では板橋との同日実施のメリットをもっと利用できる改善があると思った。例えば、有料席販売状況がよいので
販売枚数等の増加も見込まれるのでは。少しもったいない気がした。東京スカイツリー、地域と水、川でつながっており、活用できないか。観光ツアー等の企画（舟で行く等）、水、川地
域の観光開発等、資源力が思ったよりあると思った。

評　価　項　目
※評価項目の色塗り箇所は、最も多い判断を表しています。

コメント欄（理由等）

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？

【意見】
・構成事業の優先度は当該が一つのため、判断できない。必要性、重要度が特に低い事業
は特にないと考える。（Ｂ）

【指摘・助言】
・観光振興事業と一括りにせず、マネジメントの観点から目的別に事業を三つに細分化する
必要がある。（Ｃ）

・事務事業が少なく、事業の括りに工夫が必要と感じる。この中に入っている事業の他にも
必要な事業対象がたくさんあると感じた。例えば、戸田市の歴史、文化等観光振興事業の
支援の中に入れる等、検討の余地があるのではないか。（Ｂ）

・観光協会の体質強化ができていない。（Ｃ）

・今後も花火大会を継続してほしい。フィルムコミッションについては積極的に取り組んでほし
い。（Ｂ）

【意見】
・設定されている成果指標の点から見ればＢと考えられる。（Ｂ）

【指摘・助言】
・観光資源による経済効果を示す具体的な数値が必要では。（Ｃ）

・躍進の要素は見受け難い感じがするが、今後、事務事業数を増やす等の改善をする事
で、よりよくなると思われる。（Ｂ）

・ボートコースやグリーンパーク以外に新たな観光資源を発掘し、それらを連携させるための
調査研究が進んでいない。（Ｃ）

・毎年のイベントをさらに有効活用する事が重要では。（Ｃ）

・フィルムコミッションの施策事業を積極的に推進することでそれを主導する観光協会の体質
強化と組織の活性化を進めてほしい。（Ｃ）

平成24年度決算（千円） 一般会計　41,011（一般財源 41,011） 平成25年度予算（千円） 一般会計　 43,879（一般財源 43,879）

《担当課が対策を講ずべき重要視点》

○観光振興事業と一括りにせず、目的に応じて細分化するなど、見直す必要がある。
○観光資源による経済効果を示す、より具体的な成果指標が必要である。
○観光協会の体質強化と組織の活性化を進めてほしい。

※「判断」の合計数が委員人数合計の6名となっていない箇所の内訳は、次のとおりです。【内訳】「③資源の方向性」・・・2種類の判断（増加・維持）を選択（1名）
　なお、二段書きの記載は2種類の「判断」が選択された箇所です。上段：「判断」の合計数に含めない場合、下段：「判断」の合計数に含めた場合

平成25年度施策評価に係る外部評価シート　

　担当部局名 環境経済部

　施策名 ７０地域資源を活かしたシティセールス

　施策の目的
市内に存在している環境資源をはじめとした地域資源を活用した取り組みにより、まちの賑わいを創出します。また、戸田市の魅力と個性を活
かした良好な都市イメージを構築し、それを市内外に発信することで交流の場を創出するとともに、戸田市の認知度を高め、まちづくりに必要
な活力を呼び込みます。

②
施
策
の
進
捗
状
況

施策は計画通り進んでいるか？

【ポイント】

●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。

【ポイント】

●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。

【ポイント】

●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。
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外部評価対応シート

担当部局名

施策名

施策の目的

担当課（部局）が対策を講ずべき重要視点

いつまでに
平成２７年度

２５年度 　　年度

どのような方法で
第４次総合振興計画後期基本計画の策定にあわせ
る。

２６年度
第４次総合振興計画後期基本計画の策定
スケジュールに基づき取り組む。

　　年度

どうするのか
上記計画の策定作業の過程で施策を構成する事務
事業のあり方について検討する。

２７年度
第４次総合振興計画後期基本計画の策定
スケジュールに基づき取り組む。

　　年度

対応できない場合
の理由、代替案 　　年度 　　年度

いつまでに
平成２７年度

２５年度 　　年度

どのような方法で
いわゆる観光地ではないながらも指標を立てている
自治体を対象に情報を収集し検討する。

２６年度
情報収集と、得られた情報を集約し検討す
る。

　　年度

どうするのか
上記自治体の積算方法を参考に、本市独自の視点
を加味しながら指標を決定する。

２７年度
成果指標を決定する。

　　年度

対応できない場合
の理由、代替案 　　年度 　　年度

いつまでに
平成２７年度

２５年度
「経営改善計画」に基づき取り組む。

　　年度

どのような方法で
主体である観光協会との協働により実施する。

２６年度
「経営改善計画」に基づき取り組む。

　　年度

どうするのか
観光協会が策定した「経営改善計画」に基づき、必要
に応じて協力、支援する。

２７年度
「経営改善計画」に基づき取り組む。

　　年度

対応できない場合
の理由、代替案 　　年度 　　年度

上記重要視点以外の指摘に対する
担当課（部局）の対応策（考え方）

②
観光資源による経済効果を示す、よ
り具体的な成果指標が必要である。

③
観光協会の体質強化と組織の活性
化を進めてほしい。

○戸田市観光協会に対し市として団体補助は行っておらず、また市とは独立した一般社団法人であるため、協会の体質強化と組織の活性化について直接の関与はできないが、市
の観光施策を担う組織として協力や支援は継続してまいりたい。
○シティセールス戦略の一翼を担う事務事業としての観光振興事業は、同戦略のアクションプランに観光的な色合いが強いものが多いことからも妥当といえる。しかしながら、同戦
略の目的にもあるように本市の行政活動をいわば網羅するものであり、当課で新たに事務事業を起こすことは困難な状況もあるが、例えば広報等の発信活動や同戦略の進捗管理
などについて、第４次総合振興計画後期基本計画の策定過程において検討してまいりたい。

環境経済部

７０地域資源を活かしたシティセールス

市内に存在している環境資源をはじめとした地域資源を活用した取り組みによ
り、まちの賑わいを創出します。また、戸田市の魅力と個性を活かした良好な都
市イメージを構築し、それを市内外に発信することで交流の場を創出するととも
に、戸田市の認知度を高め、まちづくりに必要な活力を呼び込みます。

担当課（部局）の対応 工程表

①
観光振興事業と一括りにせず、目的
に応じて細分化するなど、見直す必
要がある。

5
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※《担当課が対策を講ずべき重要視点》 欄に記載の順番は優先度順ではありません。また、当欄記載の内容に対応する意見等は、コメント欄に下線を付しております。

判断

 Ａ　効果的な構成である 0

 Ｂ　概ね妥当である 6

 Ｃ　構成に問題がある 0

 Ａ　躍進中 0

 Ｂ　予定通り 5

 Ｃ　遅れ気味 1

 ↑　増加
3
（4）

 →　維持
1
（2）

 ↓　縮小 1

平成25年度施策評価に係る外部評価シート　

　担当部局名 総務部

　施策名 ７８行政情報化の推進

　施策の目的 行政事務の効率化と市民サービスの向上を目指し、情報化を推進します。

平成24年度決算（千円） 一般会計　470,550（一般財源 470,550） 平成25年度予算（千円） 一般会計　 320,407（一般財源319,593）

《担当課が対策を講ずべき重要視点》

○「内部事務の効率化」や「市民サービスの向上」など、システム導入効果を測定し、評価すべきである。
○リーズナブルで有効性の高いシステムを構築し、運用するために、市内部に専門知識を有する人材の育成が必要である。

評　価　項　目
※評価項目の色塗り箇所は、最も多い判断を表しています。

コメント欄（理由等）

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？

【意見】
・必要性・重要度が特に低いものはないと考えられる。（Ｂ）

・BCP（事業継続計画）対策もできている。来年度、新たなシステム構築をするとのことであ
り、ＩＴの対応はできている。（Ｂ）

・これからの分野だと思う。今後も市民のニーズを汲んで、より発展させていただきたい。こ
の分野は、今後もニーズが高まってくると思う。24時間の電子市役所の実現に貢献できると
思う。（Ｂ）

【指摘・助言】
・もう少し絞り込んでいる方がよいと思う。（Ｂ）

②
施
策
の
進
捗
状
況

施策は計画通り進んでいるか？

【意見】
・情報化推進計画に照らしてみないと判断が難しいが、担当部局の説明からは、特に遅れて
いないようである。しかし、施策の指標である、「職員研修の開催種別」の目標値（4回/1年）
には届かない可能性がある。（Ｃ）

・概ね、予定通り進んでいると思う。（Ｂ）

【指摘・助言】
・指標にある職員研修の種類拡大については、その意向はないとのことだった。その意味で
は目標達成は不可能と考えられるが、ヒアリングの状況説明から明らかになったこの施策と
しての「工程表」を想定すると、大きな遅れはないと考えられる。研修メニューを増やさない、
というのは施策判断である。（Ｂ）

・運用面、スペースの削減により、25％～50％のコストダウンが見込める。迅速さのサービス
の向上が望まれる。（Ｂ）

・指標が少ない。市民からのアンケート等調査等、活用した評価など導入すべき。（Ｂ）

※「判断」の合計数が委員人数合計の6名となっていない箇所の内訳は、次のとおりです。【内訳】「③資源の方向性」・・・2種類の判断（増加・維持）を選択（1名）
　なお、二段書きの記載は2種類の「判断」が選択された箇所です。上段：「判断」の合計数に含めない場合、下段：「判断」の合計数に含めた場合

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？

【意見】
・ハード関連費用の増加による「増加」であって、積極的な投入資源の増加ではない。（↑）

・ＩＣＴ（情報技術）投資が一時的に拡大するのは、全体の情報化推進計画と業者選定プロセ
スが適切だとすると、不可避と考える。（↑）

・今後もニーズは高まることが見込まれ、期待をしているので「増加」が必要と考える。未だ
新しい分野であり、可能性があると考える。（↑）

・業務改善のためのＩＴ化であるため、年々コストが下がらねば投資効果がないと考えられ
る。（↓）

【指摘・助言】
・無くてはならないシステムであり、今後とも増強する施策を精査して検討したらどうか。（↑
→）

・行政サービスの効率化及び有効性アップのため必要だが、システム化の費用は増加する
傾向があり、適正にコントロールしていく必要がある。（→）

④その他のコメント（成果指標、効率性・効果性、今後の施策運用に関する改善策、その他意見等）

・現在設定されている2指標では当該施策を正確に評価できない。「内部事務の効率化」や「市民サービスの向上」について、システム導入前後でのインパクト評価が必要。

・日常業務のパフォーマンスを示す代理指標を設定する必要があると思われる。「一定の水準を維持する」（事故ゼロ）ということが目標となっている以上、そのための本施策推進とし
ての「工程表」が可視化されることが望ましい。

・ＩＴベンダーと交渉し、リーズナブルで有効性の高いシステムを構築し、運用するために市内部に専門知識を有する人材育成を継続的に取り組んでもらいたい。

・行政サービスの適切なシステムミックスが割と安価でできるようになっている。運用によるサービスの向上と投資のコストパフォーマンスを調整する必要がある。業者と折衝交渉でき
る専門知識を持つ人材を育成させる事が急務である。

・震災リスクが高まる中で、早急にBCP（事業継続計画）策定をして欲しい。

・クラウド等を活用し、費用を抑制することも検討されたい。

・公民館、市施設の会議室、レクリエーション室等のネット予約などもできると、より使い易い。白田の湯の予約システムなどへの応用等。また、携帯への対応（スマートフォン版等）が
あるとなお便利だと思う。

・人材育成では、外部講習及び内部企画講習等、外部からの転職者の経験知識の有効活用により、人材育成の推進を担うことも可能だと思った。この中には市在住者の専門家の活
用も含まれる。一方、市民のシニア層に対するパソコン、インターネットサービスの利用推進にも、使用方法の教室等のサポートは、より使いやすい形態とすることが必要と思った。

・申し込みしやすい仕組などあると良いと思った。

・ヒアリングにおいて、質疑応答がたいへん分かりやすく良かった。

【ポイント】

●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

【ポイント】

●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。

【ポイント】

●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。
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外部評価対応シート

担当部局名

施策名

施策の目的

担当課（部局）が対策を講ずべき重要視点

いつまでに
平成２７年度中に

２５年度
第2次情報化推進計画(前期)に沿い、情報
提供システムのリニューアルを実施

　　年度

どのような方法で
第2次情報化推進計画(後期)作成の中で

２６年度
情報提供システム等での内部事務効率化
及び市民サービスの向上を進める

　　年度

どうするのか
市民・職員アンケート等を実施しシステム導入効果を
測定する

２７年度
市民・職員アンケート等を実施し、効果測定を行
うと伴に、新たな情報化計画を策定する。 　　年度

対応できない場合
の理由、代替案 　　年度 　　年度

いつまでに
平成２７年度中に

２５年度
第2次情報化推進計画(前期)に沿い、市内
業者の活用を通し指導を強化

　　年度

どのような方法で
効果的な人材(市内業者・SOHOデジタル事業協同組
合)の活用を行う中で

２６年度
第2次情報化推進計画(前期)に沿い、市内
業者の活用を通し指導を強化

　　年度

どうするのか
専門知識を有する人材の育成及び市内業者の技術
の向上を促す

２７年度
第2次情報化推進計画(前期)に沿い、市内
業者の活用を通し指導を強化

　　年度

対応できない場合
の理由、代替案 　　年度 　　年度

上記重要視点以外の指摘に対する
担当課（部局）の対応策（考え方）

②
リーズナブルで有効性の高いシステ
ムを構築し、運用するために、市内
部に専門知識を有する人材の育成
が必要である。

総務部

７８行政情報化の推進

行政事務の効率化と市民サービスの向上を目指し、情報化を推進します。

担当課（部局）の対応 工程表

①
「内部事務の効率化」や「市民サービ
スの向上」など、システム導入効果を
測定し、評価すべきである。

5
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※《担当課が対策を講ずべき重要視点》 欄に記載の順番は優先度順ではありません。また、当欄記載の内容に対応する意見等は、コメント欄に下線を付しております。

判断

 Ａ　効果的な構成である 0

 Ｂ　概ね妥当である 6

 Ｃ　構成に問題がある 0

 Ａ　躍進中 0

 Ｂ　予定通り 5

 Ｃ　遅れ気味 1

 ↑　増加 0

 →　維持 6

 ↓　縮小 0

平成25年度施策評価に係る外部評価シート　

　担当部局名 財務部

　施策名 ８８健全な財政運営

　施策の目的 子育てや高齢者支援をはじめ、教育や福祉など幅広い行政需要に迅速かつ的確に対応できるよう、計画的かつ健全な財政運営を行います。

②
施
策
の
進
捗
状
況

施策は計画通り進んでいるか？

【意見】
・基金残高が予想外のダウンであったため、Ｃと判断した。（Ｃ）

・外部環境要因により、目標に届いていないが、管理体制はとれている。（Ｂ）

・一部の計画は目標通り進んでいないと見られない。（Ｂ）

・財務部等、関係部・課として行っている施策は、Bに相当すると思った。Aは付け難い。他部
門の施策内容に影響を受ける特性を持つ部と思われるので、その環境下での評価としては
良好だと思われる。（Ｂ）

【指摘・助言】
・債務保証額は順調に削減されており、健全化関係指標においても、良い水準を保ってい
る。なお、今後の歳入・歳出管理の強化に本施策がどれだけ実効力持つよう、それを、どれ
だけ強化し得たのか、について重要な成果として評価シート上に記載がある方が望ましいと
考える。（Ｂ）

平成24年度決算（千円） 一般会計　 3,218,621 （一般財源 3,189,318） 平成25年度予算（千円） 一般会計　 2,603,176 （一般財源 2,506,900）

《担当課が対策を講ずべき重要視点》

○外部委託費用に係るコンサルタント費用について、各部局に対し指針等を示してはどうか。
○新公会計によるフルコスト情報を、施策評価、事務事業評価のコスト情報（減価償却費等）に活用すべきではないか。

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？

【意見】
・特に新たな取組がないため維持と判断した。（→）

・債務保証削減への費用の大きさは、重要な政策判断であり、その金額の大きさについての
判断は難しい。これで運用上、問題がないということであれば、「現状維持」とすることに大き
な問題はないと考える。（→）

・概ね妥当である。より厳しいチェック機能が働けばよいと思う。（→）

・外部委託、コンサル等はないという回答より、必要資源は内部による運営が行われている
ため、維持と判断した。財政運営PDCAサイクルの流れのご提示を受け、この継続を期待し
ている。（→）

【指摘・助言】
・外部委託に係るコンサルタント費用について、各部局に対し何らかの指針を示す必要があ
ると思う。（→）

④その他のコメント（成果指標、効率性・効果性、今後の施策運用に関する改善策、その他意見等）

・新公会計（総務省基準モデル）によるデータが住民に対する説明に活用されず、公共施設管理一元化PTにおいて活用されている。施策評価、事務事業評価にはコスト情報が活用さ
れていない。新公会計を導入した目的には、説明責任のためのみならず、市のマネジメントに役立たせることも重要であり、今後、新公会計システムをより改善して、施策・事業ごとの
フルコスト（人件費、減価償却費、経費）を把握し、より的確な評価ができるよう検討されたい。また、今後、総務省から新公会計の改善の要請がなされる方向であり、それに対しても、
的確な対応を図ってほしい。

・財務の安定は、収支のバランスである。これから高齢化を鑑みると、収入を上げる、事務事業の優先度を上げ無駄な支出を抑える、戸田市全体のマネジメントシステムを部署横断で
構築すべきだと考える。

・財政課を初め、皆さん日々頑張っておられる。今後とも、市民に向かった施策・事業を推進してほしい（かつわかり易い）。

・資料のいくつかが大変分かり易く、全体を知る事が容易にできた。戸田市の財政指標の概要の横棒グラフ表現等。また、“本1冊の貸出し費用”や“PDCAサイクル”等の部分が具体
的で良かった。

評　価　項　目
※評価項目の色塗り箇所は、最も多い判断を表しています。

コメント欄（理由等）

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？

【意見】
・財政管理のための事務事業の構成として、特に問題はないと考える。（Ｂ）

・市の財政状況が効果的に改善されている。（Ｂ）

・健全な財政運営を自主運営しているのは、たいへんベストだと思う。また、若い職員を中心
に財政に携わっていることは良いことだと思う。（Ｂ）

・（行政コスト計算として）“本1冊の貸し出し費用”の対話形式のチラシの発行など、工夫した
企画等の紹介があり、市民の身近な視点も考えていることを確認した。（Ｂ）

【ポイント】

●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。

【ポイント】

●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。

【ポイント】

●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。
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外部評価対応シート

担当部局名

施策名

施策の目的

担当課（部局）が対策を講ずべき重要視点

いつまでに
平成２７年度予算編成方針・編成要領作成時及び予
算編成

２５年度
積算基準の検討を行う。

　　年度

どのような方法で
予算編成要領の節別積算方法に積算基準を示し、
予算ヒアリング及び予算査定による精査を行う。

２６年度
積算基準を予算編成要領に追加し、これに
基づく予算要求、査定を行う。

　　年度

どうするのか
外部委託に係るコンサルタント費用について金額及
び内容の適正化を推進する。

２７年度
２６年度の状況を考慮し、引き続き、積算基
準や予算査定の改善を図る。

　　年度

対応できない場合
の理由、代替案 　　年度 　　年度

いつまでに ２５年度 　　年度

どのような方法で ２６年度 　　年度

どうするのか ２７年度 　　年度

対応できない場合
の理由、代替案

　新公会計における決算数値については、財務会計
システムのみならず、職員が積算している部分もある
ため、積算方法や事務量を考慮するとすべての事務
事業評価シートについてコスト情報を示すことは困難
である。
　しかし、コスト情報については、財務状況報告書や
本年１２月に作成した市民向けの財政説明書「なる
ほど　わかった戸田市の財政」において主な施設や
行政サービスに関するものを掲載し、市民への公表
に努めている。
　また、今後、事業の見直し等に際し、必要に応じて
コスト情報の算定、活用を行うとともに、財務に関す
る研修を通じて、職員のコスト意識を高め、より効率
的かつ健全な財政運営を行っていく。

　　年度 　　年度

上記重要視点以外の指摘に対する
担当課（部局）の対応策（考え方）

②
新公会計によるフルコスト情報を、施
策評価、事務事業評価のコスト情報
（減価償却費等）に活用すべきでは
ないか。

・「基金残高が予想外のダウンであったため、Ｃと判断した」とのコメントについて：基金残高については、残高の も大きかった平成２２年度末を基準とした高い目標設定であり、ま
た、扶助費の急増や土地区画整理事業等の都市基盤整備及び公共施設の整備に伴い残高が減少したことで目標達成が困難な状況にある。今後は、下記に示した事業の見直しや
「公共施設中長期保全計画」等に基づく計画的な施設整備により、目標値との乖離が 小限になるよう努めたい。
・「財務の安定は、収支のバランスである。これから高齢化を鑑みると、収入を上げる、事務事業の優先度を上げ無駄な支出を抑える、戸田市全体のマネジメントシステムを部署横断
で構築すべきだと考える。」とのコメントについて：平成２６年度予算は、予算要求後の査定のみならず、資産管理課による施設改修・整備の事前査定や都市基盤整備における要求
額の上限設定により、予算要求段階から事業の優先度・緊急度をこれまで以上に考慮して、部署横断の取り組みによる予算編成を行った。今後、法人住民税の交付税化の状況に
よっては、本市においても大幅な財源の減少が懸念されるところであり、健全財政と市民サービスの維持・向上の両立は一層困難な課題となる。したがって、既存事業についても、
より全庁的な見直しを促進し、限られた財源の有効活用を図りたい。

財務部

８８健全な財政運営

子育てや高齢者支援をはじめ、教育や福祉など幅広い行政需要に迅速かつ的
確に対応できるよう、計画的かつ健全な財政運営を行います。

担当課（部局）の対応 工程表

①
外部委託費用に係るコンサルタント
費用について、各部局に対し指針等
を示してはどうか。
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