
2003.09.05 : 平成 15 年９月定例会（第２日） 

厚木市議会・佐藤知一 一般質問・会議録（議事録） 

 

 

 

 

通告要旨 

 

(1) 行政評価システムの導入について 

 ア 「業務棚卸し」方式について 

 （ア）業務棚卸し方式導入の目的と進捗状況はどうか。 

 （イ）業務棚卸し方式の行政評価導入のデメリットとは何か。 

 イ アウトカム思考について 

 （ア）アウトカム思考育成の施策の考えはあるか。 

 （イ）アウトカムと作戦の矛盾に当たっての対応をどのように考えているの

か。 

 ウ 行政評価について 

 （ア）行政評価システムとあつぎハートプランとの整合性はどうか。 

 （イ）どのように、どこから行政評価に着手するのか。 

 

 

 

 

 

 

※ 厚木市議会会議録より引用したものであるが、汎用性を考慮して、ＪＩＳ第一・第二 

水準までの漢字で構成されている。このため人名など、会議録と一部異なる場合がある。 

また、議会の承認をもって訂正された文言については、発言の有無に関わらず、訂正後の

ものが公式な議事録として用いられる為、これに準じる。 



2003.09.05 : 平成 15 年９月定例会（第２日） 

 

     午後３時 57 分  開議 

 

◯高橋徹也議長 再開いたします。佐藤知一議員。 

 

◯３番 佐藤知一議員 （登壇）民主党の佐藤知一です。議長からお許しをい

ただきましたので、通告に従い質問を行います。 

 初めての一般質問ということで、初日ですけれども、一生懸命頑張りますの

で、今後ともよろしくお願いいたします。私は学生議員ということで、質問も

少々青臭いものとなるかもしれませんが、その際はご指摘をいただければ幸い

です。 

 昨年の６月議会一般質問におきまして、松田議員がご提案をされ、山口市長

も実施に向けた研究を約束されました行政評価システムにつきまして、その後、

事業計画となりましたので、私なりの視点により質問させていただきます。 

 昨年の議会においての市長と質問議員とのやりとりや、当時の担当者の議会

でのご答弁、加えまして現在の担当者からのお話によると、市が導入に当たり

参考とし、前提としている方式は、静岡県や仙台市で行われている業務棚卸し

方式であるとのことでした。私は現在も大学において行政評価を専攻しており、

私自身、この業務棚卸し方式の生みの親でもある北大路教授の教え子の１人で

す。そこで、私の感情によって質問の方向性が偏らぬように、あえて初めに次

の質問をいたします。 

 行政評価システムを導入もしくは導入を目指している全国多くの自治体が採

用している三重県方式、いわゆる事務事業評価制度ではなく、なぜ業務棚卸し



方式を前提とされているのか、その理由をお聞かせください。 

 また、いずれの方式をとるにせよ、本来アウトカムの目標設定や測定はある

種のテクニックが要るわけです。アウトカム思考育成の施策の考えはあるので

しょうか。様式を作成し、要綱を定めて制度化するだけであるならば、極めて

短期間でも導入は可能です。しかしながら、議員１人１人がアウトカムレベル

での上位目的、任務目的を明確に表現し、作戦体系を記述し、目標達成度の測

定法を考えられるようになるには、やはり相当な期間の教育訓練が必要となり

ます。 

 次に、行政評価の導入に当たり最も危惧されるのが、あつぎハートプランと

の整合性でございます。私も個人的にハートプランはすばらしいと考えますが、

行政評価システムとあつぎハートプランとの整合性について、お考えをお聞か

せください。 

 行政評価と文字どおりに判断すると、ただ単に事務事業を何段階かで評価す

ればそれで終わりというように思われてしまいがちですが、しかしながら、行

政評価の本来の目的は別なところにあるとも言われています。行政はともする

と、何のために仕事をしているのか不明確となりがちです。例えば道路は本来、

コストの制約を受けながらも、住民の生活利便性のためにつくられなければな

りません。しかしながら、時としてそれは道路をつくること自体が目的と化し、

道路をつくることを目的に道路をつくる結果となってしまう。問題とされてい

る道路公団のようになるわけです。 

 行政と違い、一般企業においては例外なく上位目的は明確です。営業も、窓

口での笑顔の対応も、そしてトイレ掃除においても、上位となる目的は利益の

確保です。つまり社会貢献など一般企業の存在理由はほかにもございますが、

例えばトイレをきれいにし、会社をきれいにし、窓口では笑顔の対応をしなけ



れば、ひいては会社の業績を落として、ボーナスや給与カットにもつながりか

ねない、つまりみずからの仕事を行うことイコール利益の確保という上位目的

につながっているということです。行政評価とはともすると、何のために仕事

をしているのかわからない仕事にも目的を明確にし、例えば行政を行うに当た

り職員のインセンティブを上げるということが一義的な目的であると考えてい

ます。 

 質問をまとめます。 

(1) 行政評価システムの導入について 

 ア 「業務棚卸し」方式について 

 （ア）業務棚卸し方式導入の目的と進捗状況はどうか。 

 （イ）業務棚卸し方式の行政評価導入のデメリットとは何か。 

 イ アウトカム思考について 

 （ア）アウトカム思考育成の施策の考えはあるか。 

 （イ）アウトカムと作戦の矛盾に当たっての対応をどのように考えているの

か。 

 ウ 行政評価について 

 （ア）行政評価システムとあつぎハートプランとの整合性はどうか。 

 （イ）どのように、どこから行政評価に着手するのか。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 

◯高橋徹也議長 市長。 

 

◯山口巖雄市長 （登壇）ただいま佐藤議員から、行政評価システムの導入に

ついて、業務棚卸し方式について、業務棚卸し方式導入の目的と進捗状況はど



うかとのお尋ねでございますが、行政評価システムにつきましては、市民ニー

ズが多様化し、市民との協働を着実に推進するため、市が何を目的に事業を行

い、どのような成果が上がったのかを、市民の皆さんにその達成状況をわかり

やすくご理解いただくために必要なシステムであると考えております。 

 さらには、市民志向、成果志向の行政経営の実現に大変有効であるとともに、

個々の職員がみずからの仕事に対して常に市民サイドに立った目的意識、改善

意識を持って取り組むことにより、市職員全体の意識改革を図ることを目的と

しております。本市といたしましても、このような観点に立ちまして、これま

で総合計画の進行管理や、特に重要な事務事業について政策宣言を行い、その

執行管理台帳を公表するなど、取り組んできたところでございます。 

 なお、現在の進捗状況といたしましては、評価対象をあつぎハートプランの

施策体系に基づく施策、事務事業として、内部評価で実施するなど、基本的な

事項につきまして定めた段階でございます。このためお尋ねの組織単位の任務

を対象とする業務棚卸しを初め数値目標との比較による目標管理型評価、ある

いは具体的な数値指標の設定により達成度を図るベンチマークなど具体的な評

価方法につきましては、今後の検討事項でございます。 

 次に、業務棚卸し方式の行政評価導入のデメリットは何かとのお尋ねでござ

いますが、一般的には、全事業を評価しようとするとかなりの労力がかかるこ

と、職員がただ評価票に記入するだけという形式主義に陥りがちであること、

公表しても情報量が多いため、市民にご理解いただけないことなどがあると言

われております。 

 次に、アウトカム思考について、アウトカム思考育成の施策の考えはあるの

かとのお尋ねでございますが、私は、これまで職員に対し、明確な目的の設定

と評価による効率的な行政の運営を徹底するため、事務室にも職員心得として



掲示し、日々動機づけを行ってまいりました。このため職員におきましても、

成果主義の重要性について意識が高まっているものと判断いたしておりますが、

行政評価の制度化により、上位施策の目的や、その実現に当たり自分が取り組

んでいる事業がどのような役割を果たすのかを理解することにより、一層認識

が深まるものと考えております。 

 次に、アウトカムと作戦の矛盾に当たっての対応をどのように考えているの

かとのお尋ねでございますが、行政評価の実施に当たりましては、機会をとら

えながら検証を行うこととし、このような状況が生じた場合には積極的に修正

を加えるなど、よりよい制度として確立してまいりたいと考えております。 

 次に、行政評価について、行政評価システムとあつぎハートプランとの整合

性はどうかとのお尋ねでございますが、行政評価の詳細につきましては、現在、

関係部局の職員で検討を始めたところでございますが、先ほどご答弁申し上げ

ましたとおり、あつぎハートプランの施策体系を評価対象に予定しております

ことから、整合性は確保できるものと判断しております。 

 次に、どのように、どこから行政評価に着手をするのかとのお尋ねでござい

ますが、本年度に評価手法や評価結果の活用方法などを定め、これに基づきま

して来年度試行を予定しておりますが、導入に当たっては、職員の行政評価に

対する意識づけ、訓練も必要と考えておりますので、説明会等で十分周知に努

めながら、１係につき１つの事務事業を評価する方向で実施してまいりたいと

考えております。 

 以上です。 

 



◯３番 佐藤知一議員 再質問させていただきます。 

 あつぎハートプランの施策体系を基本とするということですけれども、行政

評価で具体的にどのように当てはめていくのか、説明してください。 

 

◯佐々木 弘総務部長 総合計画のハートプランは、基本構想、そして大柱、

中柱、小柱と、こういったような形の中で４段階の施策体系を整理しておりま

す。今回行政評価を導入するに当たりまして、行政活動の目的にある施策を、

あつぎハートプランの小柱を施策の評価の対象にしたいというふうに考えてお

ります。数にいたしますと 107 の施策が評価の対象になっております。 

 それから、目的を達成するための手段である事務事業につきましては、実施

計画事業がございます。これは 333 事業ございますが、これを評価対象にして

いきたいと、このように考えております。ちょっとわかりにくいかもしれませ

んので具体的に申し上げますと、例えば福祉充実のまちづくりに向けてという

大柱がありますが、その下に中柱として４つほどございます。参加型地域福祉

の推進というような中柱がありますと、小柱として３つございまして、地域福

祉サービスの確立というのがございます。この小柱を施策として評価いたしま

す。そしてその中に、さらに実施計画で事務事業がございまして、その事務事

業では具体的に２つございます。在宅介護支援センター運営事業、あるいは介

護予防・生活支援事業、こういったものがございます。これらを事務事業評価

として対応していきたい、このように考えてございます。 

 以上です。 

 

◯３番 佐藤知一議員 今、評価対象は小柱である、小柱を行うというふうに

言いました。しかしながら、小柱のみの事務事業を評価するということは、や



はりアウトカム自体がぼやけてしまう可能性があるということです。例えばこ

のハートプランの実施計画を見ると、小・中学校への特別教室冷暖房設備設置

事業というものがありまして、これの目的は、児童・生徒の学習環境向上のた

め特別教室の一部に冷暖房施設を設置するというふうになっています。生徒や

児童に対してたくさんの本を読んでもらう、もしくはそれに対するインセンテ

ィブを高めるといったことを目的とするならば、この作戦は恐らくアプローチ

の上では間違っていません。しかしながら、今の子供たちはとかく外に出て遊

ばない、もしくは木陰に出て本を読まないなどと言われておりまして、暑いか

らそういったものをつくるんだというふうな目的になると、時として上位目標

を逸脱してしまうことになってしまいます。その上に学習環境向上のためとい

うならば、例えば学校の校庭の芝生化であるとか、子供たち自身が工夫を加え

て学習環境を整えていこうとすることもあるわけで、それに、この事務事業に

当たってはすべての学校が対象となっておりますけれども、必ずしもすべての

学校に入れることが適切なのかどうかということも、評価をするに当たっては、

時として目的なしとなってしまう可能性もあるわけです。 

 このようなことを考えますと、昨年６月に事務方とのやりとりがありました

とおり、業務棚卸し方式を採用し、小柱に限って行うのではないというような

ことを目指していくべきだと考えますが、いかがでしょうか。 

 

◯佐々木 弘総務部長 昨年の６月定例会で、当時の市政企画部長がそういっ

た業務棚卸し方式も非常にいいというご答弁をさせていただいておりますけれ

ども、今回の組織の改正といいますか、事務分担の見直しの中で、今回の行政

評価システムは総務部が担当することになりました。 

 今おっしゃったような業務棚卸し方式がすぐれている部分もございますし、



あるいはいろいろな手法が幾つかあるようでございます。先ほど市長が３つほ

ど申し上げましたけれども、それぞれの特徴がございますので、私どももこれ

というふうに決めてはおりませんが、一応考え方としては、先ほど言いました

ような総合計画の施策体系に沿った形で基本的にはやっていきたいなと、その

ように考えております。 

 なお、これにつきましては、いずれこれで確定だというような考え方は持っ

ておりませんので、先ほど市長の答弁で申し上げましたおおむね１年間の試行

期間を予定しておりますし、その中でまたそうした試行錯誤を加えていきたい

と、こんなふうに考えております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 来年度、来年４月からお試しで１年間行うということ

ですけれども、例えば魚をおろすには出刃包丁とか、刺身を引くには刺身包丁

というふうに、例えば１つの包丁というカテゴリーでは同じでも、使い方が用

途によって全く変わるということがございます。行政評価におきましても、最

もメジャーな三重県の事務事業制度であるとか、静岡県に代表される業務棚卸

し方式、また企業の経営手法から取り入れたベンチマーク手法であるとか、行

政危機に対応して停滞した事業などの見直しを可能とする北海道の時のアセス

メントなど、さまざまございます。 

 本来、例えば目的、目標、どのような形で行政評価を取り入れるのかという

ような上位目的が決まっていれば、おのずと手法が決まるわけですよ。この議

会の前でも担当の方たちとお話をしていて、その目標など目指すところを教え

ていただきましたが、私の中では、やはりすべての事務事業に当たって上にさ

かのぼっていく方式の業務棚卸し方式以外にないのかなと思います。研究の余



地はたくさんあるわけですけれども、来年４月までにそういった形をつくり上

げていくことは果たしてできるのか否か、教えてください。 

 

◯佐々木 弘総務部長 先ほどご登壇で佐藤議員は、この行政評価システムは、

職員のインセンティブを高めるという点で非常に意義があるというふうにおっ

しゃっておりました。私どももそうだと思います。行政評価システムは、今ま

での考え方からしますと成果を重視していくという評価システムでございます

し、そうした点では、職員の目的意識を高めることによってその効果が上がっ

てくるわけでございますが、ご質問の半年ぐらいでできるのかということにつ

きましては、それはもちろん期間的な部分でいきますと、ご心配のとおり、非

常に短い期間になるわけでございますが、今までの担当部局、またその委員会

等で積み重ねていく中で、できるだけ努力をして対応していきたいと、そのよ

うに考えております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 質問の方向性を変えます。行政評価システムは、導入

部署によってもその目的が変わると言われています。厚木市の場合は行政管理

課が担当されておりますが、もし企画課がこの任を負うとすれば、その目指す

ところも当然変わることが必然だとなります。一般的に行政評価を採用してい

る自治体において、前者はコスト削減、後者は総合計画の達成度管理を目指し

ていると言われています。お答えをお伺いしている限りにおいては、目指すと

ころはコスト削減というよりも、総合計画の達成度管理のように思われるわけ

ですけれども、担当課は本当にこのままでよいのでしょうかということと、ま

た、一般的に全庁的な合意が行政管理部門よりも企画部門の方がとりやすいと



も、ほかの市町村、都道府県などではとりやすいと言われているようですけれ

ども、厚木市の場合はいかがなのでしょうか。お答えください。 

 

◯佐々木 弘総務部長 先ほど申し上げましたように、この４月に私どもの方

の部の担当になりました。総合計画の施策体系を評価するということであれば

企画部門がよろしいんではないかというご意見もごもっともでございます。ま

た一方では、それを中心として束ねております企画部門が自分で評価をすると

いうのも、ある部分ではどうなのかなという意見もまた一方でございますもの

ですから、行政管理部門の方はかつて行政改革を担当してまいりましたし、平

成の大改革などの事務事業の見直しを専門的にやってきた経過もございますの

で、先ほどから申し上げておりますように、職員の意識を改革するという非常

に大きな目的、幾つか目的があるんですが、そういう視点で立ちますと、企画

部門、あるいは行政管理部門にこだわらず対応できるかなと。特にこの行政評

価は、まさに議員おっしゃるとおり、全庁的な取り組みをしないといけないと

いう点からいきますと、やはり部門によってその評価が違ってくるというよう

なことのないように、努力をしていきたいというふうに思っております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 職員の意識を改善していくというようなことが今の言

葉から出てきたわけですけれども、例えば来年まで半年しかないということで、

施行するまでに何らかの委員会をつくって、職員同士で、一体アウトカムとは

何なのか。アウトカムといいましても、私やほかの研究者、もしくはほかの方々

１人１人違うわけですよ。ですから、こういった意思統一を図っていきながら、

議論を闘わせるような土壌をつくらなければ、また仕事に携わる全職員がチー

ムを組んで、そのリーダーを中心にして体系図をつくっていかなければ、本当



に目指すところの意味のあるシステムとなり得ないと考えておりますけれども、

この点についてはいかがでしょうか。 

 

◯佐々木 弘総務部長 確かにそのとおりだと思います。先ほど市長ご答弁申

し上げましたように、いわゆるワーキンググループ的なものも含めまして、今

後、庁内コンセンサスを得るために、より一層研さんに努めていきたいと。検

討委員会につきましては８月に立ち上げさせていただいておりますし、それを

ベースにしながら、今後も急ピッチで対応していきたいと思っております。 

 ちなみに、４月１日から人事評価システムをスタートさせていただきました。

この間につきましても、立ち上げるまでそれなりの期間がかかりましたが、や

はりある面では実際にやってみないと、なかなかその気になっていかないとい

う部分もございますものですから、そうした経験等も含めまして、６カ月間で

はございますが、つまり試行期間もいえば検討期間であるというふうにおとら

えいただいて、約１年半というものを十分本格実施に向けまして検討を加えて

いきたい、そのように考えております。 

 以上です。 

 

◯３番 佐藤知一議員 検討委員会がもうできているということですけれども、

これまで、検討委員会ができてから今日まで、どれほどの活動実績があるのか

お答えください。何回の会合があり、どのようなお話し合いをしたかというこ

とで結構です。 

 

◯佐々木 弘総務部長 検討委員会、実は８月にと申し上げましたとおりで、

まだ１度しか、立ち上げてスタートしたばかりでございます。ただ、担当職員



レベルで申し上げますと、これは先ほどの企画部門の方で研修を平成 12 年に行

っておりますし、あるいは平成 13 年には、市町村研修センターというところが

ございますが、そういう中でも担当者が１年間にわたって検討、研修してきて

おります。そうしたスタッフもございますので、それらの人たちを巻き込んで

全庁的な対応をしていきたいということでございますので、実質的にはこれか

らというところが正直なところでございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 全庁を巻き込んで、もしくは検討委員会を活発化させ

てということでありますけれども、本当にこの行政評価制度、非常に大きなプ

ロジェクトだというふうに考えておりまして、やはり例えば行政評価制度をぽ

んと行ったときに、その担当の係、もしくはその課に対して紙を１枚出されて、

いいか悪いかの評価をしろと言われて、もしくは上位目的、みずから自分たち

がどのような目的で仕事をしているのか見つけろと言われても、それに対する

インセンティブ、なぜ、何で、何でこんな余計なエキストラの仕事をしなけれ

ばいけないのというような声が出てくると思うんですよ。そういった意味でい

いますと、例えば個々の職員に対する動機づけ、もしくはその意識づけをして

いくためには、どのようにしていったらいいのか。 

 重なりますけれども、そしてその成熟度。現在において職員の方々、これま

でにも厚木市はさまざまなアプローチをされてきたとのことですけれども、こ

れまでどのようなことを行ってきて、成熟度はどうなのかということを、これ

から行政評価システムを導入する担当課の方から見てどうなのかということを

教えてください。 

 



◯佐々木 弘総務部長 実際的には、全庁的な説明会はこれからでございます。

ただ、第３次行政改革が近くスタートするわけですけれども、この中でも、第

三者機関の方で検討していただいた中でも、この行政評価システムの必要性を

提案され、提言されております。その大きな目玉になっておりますし、この行

革の大綱を策定する過程の中で、助役を筆頭に部長職も加わっております。そ

うした中で、まず管理職がその気になって、この行政評価システムを導入して

いこうという意欲を持っていけるように、これからも繰り返し対応していきた

いと。このシステムの成功の可否は一にも二にも職員の意識次第であると、そ

んなふうには理解しております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 やはりお話を伺っていると、全般的に計画の進みぐあ

いが、このままでは計画の推進、もしくは目標の達成がかなり難しいと判断せ

ざるを得ません。担当組織とそのバックアップ体制も含めて、ちょっとまだお

くれているのではないかなというふうに思ってしまいます。 

 私も実は実際に多くの導入自治体の担当者と面会いたしまして、ある自治体

では、外部の人間からの研修を１度行って、その後、二、三名の担当者による

内輪の議論だけでマスタープランを作成して、予算も資料も相談できる場所も

なく、スケジュールだけが先に決まってしまって、実は担当者が本当に頭を抱

えているというような話も幾つか耳にいたしまして、実際にお話もさせていた

だきました。本市がそうであるかどうかはまだわかりませんけれども、しかし

ながら、不用意な行政評価の導入は、政治的な妥協の産物として例えば生まれ

た事業、それに対しても温存を許してしまう理由づけとなる可能性も大いにあ

ります。例えばこの事業は本当に要らないんだけれども、評価を行うことによ

ってそれを残してしまうということですね。ですから、例えばこれまでの計画



ではなくて、計画を１年間ずらして、これから１年半をかけて検討委員会を活

発化させて、本格導入を目指していくということが必要だと考えますけれども、

これに対してはいかがお考えでしょうか。 

 

◯佐々木 弘総務部長 佐藤議員ご心配のスケジュールの点で非常に厳しいの

ではないかというご意見でございますが、先ほども申し上げておりますように、

新しい制度でございますし、担当部局が幾ら力んでも、職員に徹底されていか

ないと、これはやはりいけないわけでございます。しかし、そうはいいまして

も、私どもも市民の非常に大事な事業、市民サービスの徹底を図っていくとい

う点からいきましてもより研さんをしていかなきゃいけないし、行政評価に関

する知識をできるだけ早く吸収いたしまして、そして今後立ち上げる組織とい

うような中で検討を加えていきたいと思っております。 

 手法については、先ほどから申し上げておりますように幾つかの手法もござ

いますし、その検討の余地があるわけでございますけれども、いずれにしまし

ても、行政評価システムは全国の中でも相当数、先行事例がございます。そう

したいい点、悪い点も我々なりに情報は収集させていただいておりますので、

あとはやるかやらないかというところでございますので、何とか１年半なら１

年半の中で、今から１年先延ばしにしろということではなくて、先ほどから言

っておりますように、１年半というものの試行期間の中でも十分に検討を加え

ていけるものではないかと思っておりますし、また本格スタートいたしまして

も、これは普遍的にするというものではなくて、むしろ基本的な考え方は変わ

らないにしても、緩やかにしている方がかえって弾力的に対応できるんではな

いかというふうな先行事例の市町村のご意見も伺っております。そうした点で、

構えてスタートするという部分も必要かとは思いますが、とにかくやはり実際



に職員に、物の考え方を研修するということと同時に、実際にその作業も始め

てもらうということも、頭で考えるよりはやはりやってみるということもまた

必要ではないかなと、そんなふうに考えておりますので、この段階ではぜひ我々

としては、一応試行期間を来年の４月からを目標にして対応していきたいと、

そのように考えております。 

     （徳間和男議員退席） 

 

◯３番 佐藤知一議員 検討委員会のメンバー構成、どのような方たちから検

討委員会が成り立っているのか教えてください。 

 

◯佐々木 弘総務部長 検討委員会は、総務部の次長をリーダーにいたしまし

て、企画、財政、行政管理、あるいは教育委員会、こういった主なといいます

か、スタッフ的な部門の課長、主幹職でございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 行政評価システムを取り入れている自治体は少なから

ずあるわけですけれども、成功している自治体というのは必ずしも多くありま

せん。やはり専門的な知識であるとか、どのような形で行っていけばいいのか

ということを含めて、専門家といいますか、その道をよく知っている方たちの

アドバイスが必要だというふうに考えています。例えば大和市では、ＩＴを取

り入れるに当たりまして、その政策を取り入れるに当たって、大学の職員を自

治体の大和市の職員として迎え入れてＩＴ政策を行っています。 

 厚木市で取り入れようとしているこの行政評価、とっても大きくて期待のか

かるシステムですけれども、やはりそういった面でも、私は、専門家を入れる

なり、そういった形をとらない限りは、これから半年間で行っていくとのこと



ですけれども、なかなか難しいのではないかと考えていますが、その辺のご検

討はないのでしょうか。 

 

◯佐々木 弘総務部長 先ほど申し上げましたように、平成 13 年度には県の方

で１年間ほどかけて研修もしてきた経過もございますし、それなりの大学の先

生、先ほどのお話のとおり、北大路先生などのご意見も伺った幾つかの情報の

中から、今後どうしても必要であるというようなことであれば考えていきたい

と思っておりますが、今のところは一応我々スタッフの中で、職員がみずから

知恵を絞ってやっていきたいと、そんなように考えております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 私は、行政評価システムの導入は、あつぎハートプラ

ンの策定にも匹敵するほど大きな事業だと思っています。全庁的な１人１人の

負担を考えるならばということですけれども。それについて、例えばハートプ

ランにこれをすり合わせていく。事務事業別にぶら下がっている事務事業に対

して、これの評価を与えていくということですけれども、考え方として、例え

ば初めにハートプランありきなのか否か。何のために行政評価を導入している

のかという意味を考えた上で、もう１度ご説明していただきたいと考えます。 

 また、行政評価システムの導入の目的と手段、先ほどから繰り返し言われて

いますけれども、本当はこのために、例えばこのためにその行政評価システム

を取り入れるんだよということがちょっとわかりづらいので、もう１度定義し

ていただければと考えています。 

 

◯佐々木 弘総務部長 確かに成果重視のこの評価制度は職員の意識を大きく

転換するということで、日ごろ市長からは、そうした成果を重視する、評価を



チェックするというか、そうしたことのご指導をいただいているわけですけれ

ども、なかなか正直なところ、職員の中ではそうした転換ができていないとい

うのが現実でございます。そうした点からいきましても非常に重要な制度では

あると認識しておりますが、ハートプランが先にありきなのかどうかというご

質問でございますが、これにつきましては結果的にはそうなったわけでござい

ますけれども、やはりハートプランの施策体系の中の施策評価、あるいは事務

事業評価の方が望ましいのかなと。今までの事務事業の見直しの検討の経験か

ら、そのように判断させていただきました。特に、大体予算事業項目によりま

すと 1420 事業ほどあります。これをすべて評価していくということは大変な業

務量になりますし、行政改革にもしかしたら逆行するんではないかというふう

なことも、これはちょっと言い過ぎかもしれませんが、そうした点なども考え

ますと、やはり職員が日ごろなじんでおりますハートプランの施策項目を中心

にさせていただくというのがよろしいのかなというふうに判断させていただい

たわけでございます。 

 目的につきましては、市長も登壇で申し上げておりますが、あえて具体的に

もう１つ申し上げますと５つほどございまして、効率的で質の高い行政の実現

を図るということと、やはり何といいましても市民に対して説明責任を果たす

という点からいきますと、余りにもボリュームが大き過ぎても、これは説明責

任を果たしたようでわかりにくいという部分もございます。それから、職員の

意識の改革、向上ということは先ほどから申し上げているとおりでございます。

それから成果重視の行政への転換。それからもう１つは適正事務事業の選別。

こういった５つの点について目的とさせていただいております。若干欲張って

いると言われるかもしれませんが、そうした点を考慮に入れて制度を構築して

いきたいというふうに考えております。 



 それからもう１つ、目的と手段の一致という点でございますが、先ほど申し

上げた職員の意識の向上という点につきましては内部評価で対応していきたい

という点からいきましても、やはり職員の評価に取り組むその姿勢という点か

らいって、やはり職員の研修が非常に重要ではないかというふうに考えており

ます。その他の目的につきましても、施策評価、あるいは事務事業評価、それ

ぞれの段階で、その目的を実現するために必要な評価項目を設けていきたい、

そのような形の中で対応していきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

 

◯３番 佐藤知一議員 目的の中に適正事務事業の選別とあります。恐らくこ

れは、評価が低いところに対して、これは要らないよということなのでしょう

か、どうでしょうか。 

 

◯佐々木 弘総務部長 もちろん事務事業の中には、ハートプランの中に計画

としてあったとしても、５年先になった場合には、時代の変化に対応できてい

ないという事業もあり得るというふうに認識しておりますので、そうした点も

含めてということからいけば、おっしゃるとおりだと思います。 

 

◯３番 佐藤知一議員 例えば道路をつくるといったような事業であるならば、

計画どおりにその道路をつくれば、これは評価100％といいますか、達成率100％

ということになりますね。しかしながら、チャレンジングな事務事業に対する

評価、例えばそれが低いことによって何らかのマイナス要因が働くとするなら

ば、逆に職員は自分のできる仕事ばかりチャレンジしてしまって、新しいチャ

レンジングな事務事業に対してチャレンジしていかないということになってし



まって、そういう結果になるとするならば、そもそもこんな事務事業評価とい

いますか、行政評価システムは要らないのじゃないか。取り入れることによっ

て職員が保守的になって仕事の幅が減っていくということになってしまうこと

はないのでしょうか。 

 

◯佐々木 弘総務部長 具体的にどういうものがあるのかちょっと判断しかね

る部分がありますが、職員がやりたくなくてやらないというのは、私は基本的

にはない。必要性がなくなる可能性はあるかもしれません。そうした点でいき

ますと、やはり行政評価システムの意味はそれなりにあるのかなと思っており

ます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 それに関連してですけれども、昨年の６月の質問の中

にもありましたけれども、ＰＤＣＡ、プラン・ドゥ・チェック・アクションで

すね。日本語で言うと、計画、実施、評価、政策措置とありますけれども、こ

の政策措置はだれがどのようにして行うことを目指しているのか。もしくは担

当されるのはどなたを想定されているのでしょうか。 

 

◯佐々木 弘総務部長 行政評価システムの制度の中では、一義的には担当セ

クションと。チェックをした後、改善するのは担当セクションというふうに思

っております。しかし、最終的な意思決定は予算というような形の中でいきま

すので、市長を中心とした理事者の方の判断ということになるかと思います。 

 

◯３番 佐藤知一議員 先ほども出てきたんですけれども、例えば総合計画は

５年、10 年先まで決まっているということで、その中で評価をしていくわけで



すよね。この場合、例えば単年度会計といったものが足かせになったりという

ことはあり得ないのでしょうか。 

 

◯佐々木 弘総務部長 総合計画は、あくまでも大きな政策の大枠の基本的な

枠組みでございます。そこの中では予算と連動はするわけですけれども、５年

間を確定して、いわゆる予算的な言葉を使わせていただくと債務負担行為のよ

うな、そういう義務的な形で議決をされたりするようなものではございません

ので、連動はしますけれども、そこの中に差異が生じ得るというのは計画と実

施の段階ではあり得るということでございますし、したがって、それがまたい

わゆるプラン・ドゥ・チェック・アクションの意味が出てくるのではないかな

というふうに思っております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 担当をする方の上の方がやられるということですけれ

ども、それは正しいと思います。例えば目標の高さによって手段が変わること

は当然あり得るべきで、それは現場でなければ判断し得ないということになる

わけですけれども、しかしながら、その目標設定について正しいか否かを決め

る部分が、やはりそれを決めるのも判断するのも、アクション、それに対して

改善措置をするのもすべて同じ人というのは果たして適切なのか否か、教えて

ください。 

 

◯佐々木 弘総務部長 チェックして改善をするのは、一義的には担当セクシ

ョンだというふうに申し上げました。そのセクションの中で、最終的には総括

する企画部門、あるいは予算を担当する部門、そうしたところとの連携の中で、

最終的な意思決定がされていくというふうに理解しております。 



 

◯３番 佐藤知一議員 行政評価システムの中ででも、厚木市においてとても

上昇志向の強いというか、仕事に対してとても前向きな職員が少なからずいる

ということをいろいろなところから聞いております。行政評価システムについ

ての質問というよりも、私の大学の恩師でもある加藤秀樹さんがかかわってい

る国と地方の税制のあり方研究会というものがありまして、これは本職の仕事

ではないんですけれども、プライベートでこのような研究会をしているという

ことですけれども、これについて、恐らくほかの担当課になると思いますけれ

ども、知っている方がいらっしゃったらということですけれども。 

 知らないですね、ごめんなさい、続けます。知らないということなんですけ

れども、一言、ごめんなさい、言わせていただきます。この中では、神奈川県

内の市町村から 29 名の職員が集まりまして、神奈川県内で、もしくは地方自治

体のあり方について研究をしていこうということです。自分たちの休日を削っ

てまでも、公休をつぎ込んでまでも研究をしていこうという研究会があります。

この 29 名の中で、延べにしても厚木市はとても、もうほとんどトップに並んで

いるというぐらい参加率が高くて、実は新聞記事にもこの研究会、これは雑誌

ですけれども、新聞記事も含めてたくさん載っているわけですけれども、もう

残り時間が少々余っているわけですけれども、このようにインセンティブが高

くて、私も実際会ってお話をしてもとても知識が豊富で、学ばせていただくこ

とが多いというような職員がたくさんいます。ぜひともこのような職員を市長

を中心にして活用していただいて、行政評価システム、つくり上げていってい

ただければと考えております。 

 少々時間が余りましたけれども、本日の質問、この辺で終了させていただき



ます。ありがとうございました。 

   ────────────── 

 

◯高橋徹也議長 本日はこれで延会します。 

 

 


