
評価人材の育成が課題

委員長 佐藤 徹

戸田市では、行政の自己評価として、事務事業評価と施策評価を行っている。

また、「施策」に焦点を当てた外部評価を行っている。施策の自己評価では、①

ベンチマーキング（評価指標を設定し、施策の水準と目標達成度などを評価す

る）に加えて、②有効性分析（施策への事業の貢献度を評価する）、③施策内優

先度（施策を構成する事業の優先度をつける）を行い、外部評価で④貢献度評

価（施策を構成する事業の妥当性を評価する）を行っている点が特徴である。

施策評価のシステムとしては、考えられる機能がほぼ装備されており、制度面

からは全国自治体の先頭を走っていると言える。しかしながら、外部評価の対

象となった施策（8施策）の担当部門の次長・課長への質疑応答を通じて、次の

ような問題点が確認された。

第一は、「事業ありき」の発想である。施策の担当次長・課長による施策評価

結果の説明では、施策よりも個々の事務事業の内容説明に大半の時間が割かれ

た。事務事業評価とは違い、施策評価では目的（施策）から見た事業の必要性

や有効性について分析する必要が求められる。しかし、これらの言及が乏しか

ったのは残念であった。「蟻の目」のみならず、「鳥の目」を養い、大所高所か

らの評価が期待される。

第二は、「エビデンス」の欠如である。評価はできるかぎり客観的に行うこと

が原則である。行政担当者の思い込みや先入観、事実の誤認、根拠なき憶測で

評価が行われることは危険である。評価は事実（ファクト）や根拠（エビデン

ス）に基づいて行われなければならない。そのためには、評価に必要な情報を

可能な限り収集・測定・調査することが必要である。しかしながら、この点に

つき、十分であったとは言い難い。

第三は、「経営感覚」の希薄さである。言うまでもなく、行政の持てる資源は

無限ではない。予算やマンパワー等は有限である。また時間の経過とともに、

住民ニーズが変化する。したがって、目的実現のために、まず施策内の優先度

を明らかにした上で、つぎにどのような事業に資源を重点的に配分すべきか、

さらにそのためには既存事業の統合や再編、新規事業の立案など、施策の戦略

的な展開が求められる。

それでは、なぜこのような状況に陥ってしまうのであろうか。一因としては、

これまで制度偏重型で、「評価人材」（評価能力を有する人材）の育成に努めて

こなかった点が挙げられる。特に、施策評価では施策担当部門の次長・課長に

所感
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「評価マネジメント能力」が求められる。これは、PDCA サイクルを基礎として

業績測定（performance measurement）とそこから得られた評価情報に基づく政

策形成能力のことである。つまり、業績測定に際して必要な評価指標の選択設

定、指標データの収集調査、実施効果及び目標達成効果の算定分析 、問題の所

在の把握と要因分析を踏まえた課題設定及び事業計画立案に関する能力である。

また施策を構成する事業の有効性分析や妥当性評価、施策内の事業間の優先順

位づけとその評価結果を踏まえた予算・人員等の資源配分の変更修正、コスト

情報や他の自治体との比較分析等も含まれる。

中長期的な観点から、「評価人材」を戦略的に育成する。そうした発想とその

実践が望まれる。
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平成 25 年度における評価作業を通じて示された今後の検討・分析

課題について

副委員長 長野 基

評価作業全体として、行政組織の内部管理、いわゆるコーポレートガバナン

スに関わる施策領域は評価が高く、一方、多様な行政外アクターとの関係性を

構築して推進する施策領域、いわゆるローカル・ガバナンスの領域については、

評価はあまり高くない、という結果であった。前者の評価が高いということは

戸田市の行政が構築してきた大きな成果といえる。一方、「“特定の部分だけが

あまり良くない”という結果がなぜ生じるのか」の分析・研究は PDCA サイクル

を推進する上での重要な検討「課題」であり、行政組織における「経営企画」

能力を向上させるための必須の作業「課題」といえよう。

次にヒアリングを通じて観察された事象より、今後の評価制度運用に関して、

一つの疑問が生じた。それは、「なぜ、当評価委員会で経営企画課より提案・決

定された評価の視点が評価を受ける側（事業部局）に共有されていないのか？」

というものである。一例を挙げるならば、「他自治体との比較より評価を行う」

は評価の視点に組み込まれているにもかかわらず、他自治体との施策上の差

異・特徴が質問しても答えて頂けない事例があった。これは単純に特定の所管

課担当者の属人的な要素に期すことができるのであろうか？

市行政組織への「外部統制」としても位置付けられている当評価委員会での

評価の視点は、同じく行政への外部統制を担う議会における「事前通告」制度

と同様といえる。事前に何を聞かれるか分からないから準備できない、という

ことは行政組織の生態からは考えられにくい。事実、戸田市では“各議員は、

議会の事前に質問予定項目を提出し”、それを受け、担当部局では“当日の議論

のズレを防ぎ、質問内容の趣旨を正しく把握するため、議員へ直接、質問の内

容の確認を行って”いる（経営企画課より 2013 年 11 月 11 日付メールでの回答

より引用）。「質問者側に質問取りに行く」組織ルーティンが機能しているので

ある。

では、なぜ、評価者側と対象者との間での上述のような「ギャップ」が生じ

ているのであろうか？

考えられる第一の仮説は「評価委員会の評価の視点」が経営企画課（事務局）

より各所管部署に対して周知が徹底されていない、というものである。しかし、

当委員会の評価結果を受けての「市としての最終的な対応」が議会に予算関連

議案を上程する前に決定され、予算措置の前提として公表される手順となって

おり、かなり「重い」位置づけを意図として制度設計されている。つまり、「評

価作業後の対応作業の大きさ」を踏まえれば、仮に上記の仮説が成立していた

としても、経営企画課（事務局）に内線電話やメール一本で「問い合わせれば
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すぐに分かる」ことであり、「それすらしない」ということまでは考えられにく

い。

そこで提起される第二の仮説は「そもそも評価委員会へのヒアリングへの準

備はしない」という組織慣行が成立している、というものである。しかし、こ

の仮説を採択すると、制度設計上の「重み」と慣行上と仮に想定される「軽さ」

は明らかな「矛盾」となる。また、この仮説では「なぜ、このような“矛盾”

が発生するのか」までは説明が為されない。この点は今後の第二の分析「課題」

である。
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評価すべき点と課題

委員 加藤 暢一

この度は、戸田市外部評価委員会に評価委員として参加させて頂き、あらた

めて、御礼を申し上げます。

戸田市役所は、現状の人員、予算の中で、常に、住民サービス向上と新しい

取組みを積極的に行われており、高く評価することができます。

一方で、社会や経済がめまぐるしく変化する時代にあって、今後さらに取り

組むべき課題として、次のテーマを検討していただければ幸いに存じます。

Ⅰ．評価すべき点

１．自己評価の内容について、外部の第三者が外部評価を行って、第三者とし

て意見を述べている点が評価できる。

２．外部評価によるコメントを積極的に市の行政経営に生かしている点が評価

できる。

Ⅱ．課題

１．施策、事業の実態分析と見直し

定期的に地域や住民の実態分析とニーズ分析を行い、住民が本当に求めてい

ることが何かを把握して、事業の必要性、優先度などを分析して、住民サービ

スを行っていくことが重要です。

同時に、行政評価による費用対効果を分析にもとづき、継続的な施策・事業

の見直しを行うことが重要です。

２．新地方公会計のマネジメントへの活用

発生主義会計にもとづく新地方公会計は、市民への説明責任とともに、市の

行政経営(マネジメント)に生かすことが必要です。

市財政の実態分析、今後の長期予測、行政評価システムへの財務情報提供、

不断の施策・事業の見直し、次年度予算への反映等に会計データを使用するな

どマネジメントへの更なる活用を検討してください。

つまり、予算（P）、実行（D）、評価（C）、見直し（A）のサイクルを回してい

くにあたり、新地方公会計のさらなる改善、活用を行うことが重要です。

３．インフラ、公共建築の維持、更新、有効活用

今後の限られた財源の中で、常に住民ニーズが変動する社会において、最も

多くのお金が必要になるのが財産の建設、維持管理です。財産の適正な維持更

新を続けていくために、今年度市は、ファシリティマネジメントに特化した専

門部署である資産管理課を設置し、公共施設マネジメント白書を作成しました。
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従来は、施設の新規建設が主であったと思われますが、今後は老朽化等のあ

らゆるリスクも考慮して、既存ストックの計画的な維持管理や多機能化や機能

集約等も検討して、更なる効率化、有効活用を図ることが重要です。

市における全体最適の視点で、効果的なファシリティマネジメントの推進を

期待します。

４．社会福祉における地域との協働

社会福祉には、ハードとソフトの両面からの取組みが必要です。

地域の実情に合ったきめ細かい福祉を実現させるためには、福祉施設整備や

福祉サービスのみならず、地域の関係者がお互い協力して、総合的なネットワ

ークをつくり、地域の情報共有、役割分担をしていくことが重要です。

５．新たな環境政策

地球温暖化の影響が顕著になりつつある中、省エネ、二酸化炭素の削減等に

対し、市として可能な範囲で、新たなテーマや市民が取り組みやすいテーマ（ス

マートシティ、断熱化など省エネ等）を検討してほしい。

６．戦略的な産業創出支援

今後、老舗を含む中小企業の支援（金融円滑化法の終了に伴う支援等）とと

もに、新しいビジネスの創出支援も行っていかなければなりません。

そのためには、市が補助金を支給するのみならず、各種の大学、独立行政法人、

金融機関、企業と連携してネットワークをつくる機能を積極的に行うことも必

要です。また、国内マーケットのみならず、海外マーケットを視野に入れる工

夫（インターネットの活用等）も検討しなければなりません。

７．リスクマネジメントの構築

変化が激しく、新しいリスクが次々と顕在化する時代です。あらゆる重要な

リスクの分析と絞り込み、それを事前に想定したプランの作成、ルール化、モ

ニタリングを行い、リスクを回避するとともに効率的、かつ効果的に運営する

ことが必要です。

とくに、震災、洪水リスク等に備えて、全庁的な BCP 策定を行うことを検討

することも重要です。

８．人材育成

変化の激しい時代にあって、新しい住民サービス、新しい取組みを積極的に

推進するためには、市内部の人材育成が重要です。

今後も、市内部の人材へ継続的な投資を行ってください。

以上
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平成２５年度外部評価所感

委員 引地 智宏

今回、外部評価委員の役職を終えて、まずはこの様なお役をさせて頂き、自

分自身大変勉強になり今後経営をしていく上で大変参考になりました。このよ

うな機会を与えていただきました事、心より感謝申し上げます。

戸田市は全国的にも健全な財政運営を永続的に行っている市であり、今後も

高い水準での行財政改革が遂行されていくであろう稀有な自治体だと率直に感

じました。

しかしながら敢えて助言、提言をさせていただきます。

各部署で行われております施策に基づいた事務事業の評価基準が民間的な評

価基準と乖離していたため中々評価することが難しくデータを基にした客観的

な判断が付けづらかった感がございます。特に経済振興策につきましては費用

に対する効果の測定をより具体的に見える形でお示しいただきたかったです。

市としてのビジョンがあって方針が立てられ計画実行のフローの中で特に単

年度計画実行の事務事業の優先度や進捗の度合いのスピーディーな検証（四半

期ベースでの見直し）中期的展望を考慮した単年度事業であるならば各年度ご

とのマイルストーン（進捗状況）の具体的提示を強化することにより事業に対

しての迅速な予算配分の見直しが出来るものと思われます。また、単年度での

計画と中期的な計画が上手くシンクロできていない部署も多かったので民間的

な手法を少し導入することにより上手く機能しそうな施策もありました。

事務事業の遂行に関して提言でございますが、各部署の様々事業があり違う

部署でも類似する事業がお見受けできます。無駄を排除する為にも部署ごとの

連携を促進し、シナジー効果を生みやすい部署横断型の PT の設置。現状のロー

テーション型の人事配置制度の見直しにより各部署に必ずプロパーの専門家を

置く人事制度（現状あるのかもしれませんが）を導入していただきたいと感じ

ました。

また、事業を一部委託している外部団体に関しても今一度見直しをする事を

提言いたします。前例踏襲型の考えで「この事業はこの団体に委託する」とい

う発想ではなく。「この事業を成功させるために必要だと考えられる団体」の選

定が今後望まれます。

行政に民間的手法をすべて当てはめる事は適当ではない事は重々承知でござ

いますが、激変する社会、経済に適応する能力は行政にも求められていると思

いますので柔軟な組織運営を戸田市に対して求めるところでございます。
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平成２５年度外部評価所感

委員 駒﨑 元庸

（１） [ はじめに ]

平成 20 年度からスタートしたこの外部評価制度。当初は学識経験者、企業

経営者、会計士、弁護士といわゆる専門家６名の委員で構成されていました。

その後、23 年度から一般市民２名が、６名の枠内で新たに参加する事にな

りました。

その１名として今年から参加させて頂きました。この市民枠を設けた事は、

大いに良い事と思います。

以下に限られた施策数でしたが《ヒアリング》を行い、なるべく共通な[提

言]として所感を述べさせて頂きます。

（２）[ 提言 ]

① 施策の多さ

全体で施策数が１００近く。今回その中から８施策を抜粋して《ヒアリン

グ》をさせて頂きました。それにしても施策数が余りにも多く、限られた資

源を考慮すれば寧ろ、半分以下の施策数にするぐらいの目標で臨むべきと考

えます。

② 外部業務委託の見直し

各施策の計画、展開、実行するに当たって、いわゆる外注化している処が、

散見されます。このまま放置するといずれ必ず、費用は増え続け、その行政

施策のノウハウは内部に蓄積しにくくなると考えます。

それに対して今後、何らかの歯止め策を講じる必要があると考えます。

③ 時代変化への適応と、その変化に耐えられる施策を多岐に亙る施策事務

事業の内、だいぶ以前からの踏襲で大きく見直しも掛けず、続けているもの

もあります。又それらの内（補助金）という形で継続している施策がありま

す。【選択と集中】の判断のもと思い切って見直し、集約する必要があると

考えます。

又、短期的に終了する施策でなく、数十年先（歴史）を目指した目標を

設け、市民が積極的に参加できる施策も必要と考えます。

④ 高齢化への対応

高齢者参加型の施策展開を担当部局以外も含めた施策（例えば、フイル

ムコミッション活動を市民参加型にし、高齢者の活性化を）に資源を積極的

に投下する事を検討すべきと考えます。
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⑤ 災害への対応

喫緊の課題として【災害死亡者（ゼロ）】を目標に１～２年後までに、あ

らゆる資源を傾注し対策を確立する。

（３）[ まとめ ]

① 若手職員の活用

多くの施策を実行するに当たって若手職員の力を積極的に活用する。その

具体的な方法の一つとして、年に一度若手職員を発表者とし、施策進捗発表

大会を開催する。

優秀賞の表彰も行う。 また、積極的な人事交流を検討する。

② ワンストップサービス部門の設置

今までも提起されておりますが、縦割り行政の弊害を排除する事と、市民

サービスのスピードアップ化を図る事から、長期継続に耐えうる部門の設置

を検討する。

③ 情報の透明化

現在もかなりな部分で情報は公開されておりますが、その事を継続し、今

後益々の公開化を進めるよう期待します。

④ 事務局の方々を初めとして、ヒアリングに参集された部局の関係者、ヒ

アリングが出来なかった関係者の皆様にも、日頃の真摯な対応に対し感謝い

たします。

以上
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平成２５年度外部評価を通しての感想

委員 星山 孝子

この度は、貴重な機会を頂き誠にありがとうございました。

評価すべき点：未だ始まったばかりだと思いますが、こうした外部評価委員会

の仕組みを導入された事は、外の目を中のこやしとして活用出来る貴重な機会

であり、一つの意識改革にもつながると思い、有効であると感じました。今後

も、維持継続し、更に効果的な活動へ PDCA サイクルを回していってほしいと思

います。

課題：外部評価委員の希望者が今回何名応募されたのであるかは詳細は分かり

ませんが、少なかったという事をお伺いして居りました。今後、これらの活動

が外の皆様により浸透し、参加してみたいという意識に繋がればと思います。

まだまだ始まったばかりの新しい事であると思いますので、不具合があった場

合はすぐ是正対応し、諦めず継続を続けていってほしいと思いました。
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