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１ はじめに 

 

社会保障関係費の増加や税収の落込みなどにより地方財政の財源不足が拡大してい

る一方で、人口急減・超高齢化という大きな課題に対し各地域がそれぞれの特徴を活

かした自律的で持続的な社会を創生することが求められ、地方自治体が担うべき役割

は、以前にも増して重要なものとなっている。 

そのような中で地方自治体は、単に既存事業の継続に固執するのではなく、明確な

目的と根拠を持って、既存事業の選択と集中あるいは新たな事業の創出を行い、その

成果について市民への説明責任を果たす必要がある。 

そこで筑後市では、行政活動の成果を必要性、効率性などの視点で客観的に評価す

ることで、人や財源といった行政資源の使い方などを改善する「行政評価」を実施し、

その評価と改善のプロセスを広く公開している。 

外部評価委員会は、市内部で行った行政評価の結果を外部の視点で点検・検証する

ことで、評価の客観性及び信頼性を確保することを目的に設置される組織である。様々

な分野の委員が参画しており、これは評価視点の多角化を意図したものである。 

今年度は、「第四次筑後市総合計画」に定める施策及び基本事業の中から、市民の関

心が高いと思われる施策や内部評価結果が芳しくない施策等を中心に５つを外部評価

対象として選定した。 

本報告書の作成に際しては、事業担当課に対し直接ヒアリングを行うなど内部評価

結果にとらわれることなく客観的な立場での評価に努め、事業改善に資するよう具体

的な提言も加えている。 

外部評価の過程で、資料の提出やヒアリングに対応していただいた事業担当課職員

の皆さんへ、委員一同、感謝申し上げるとともに、本報告書が総合計画に掲げられて

いる市の将来像「緑に恵まれ、活力と笑顔あふれる協働のまち 筑後市」の実現に役

立つことを期待する。 

 

 

平成２７年４月 委員一同 
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２ 外部評価委員会 

 

（１）目的 

外部評価委員会の目的は、筑後市が実施する行政評価において、評価の客観性及

び信頼性を確保することである。 

 

（２）役割 

外部評価委員会の役割は、内部評価結果を点検・検証し、改善策等の提言を行う

とともに、筑後市における行政評価制度の推進に関する事項について提言を行うこ

とである。 

 

（３）構成 

 氏名（五十音順 敬称略） 所属等 

委員 今村 辰子 （いまむら たつこ） （元）学校職員 

委員 境 和彦  （さかい かずひこ） 久留米大学経済学部准教授 

委員 下川 暁子 （しもがわ あきこ） （元）学校職員 

委員長 塚本 真由美（つかもと まゆみ） 九州大谷短期大学福祉学科准教授 

副委員長 長瀬 武夫 （ながせ たけお） 筑後市民生委員児童委員協議会 

 

（４）活動経過 

第１回委員会 平成26年11月25日 

平成25年度外部評価結果への市の対応報告 

平成26年度の取組み方針について 

評価対象施策の選定 

第２回委員会 平成27年1月13日 担当課へのヒアリング事項の確認 

第３回委員会 平成27年2月20日 担当課ヒアリング① 

第４回委員会 平成27年2月23日 担当課ヒアリング② 

第５回委員会 平成27年3月26日 外部評価報告書（案）についての協議 
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３ 外部評価の概要 

 

評価対象とする施策については、「第四次筑後市総合計画」に定める全３５施策の

中から各委員１施策（教育委員会に関する施策を少なくとも１つは選定する）という

方針のもと協議を行い、以下の５施策を選定した。 

 

 施策名 

① 施策３－１ 農業の振興  

② 施策３－３ 商業・観光の振興  

③ 施策４－１ 子育て支援の充実 

④ 施策５－３ 生涯学習・スポーツの推進 

⑤ 施策６－１ 市民協働の推進 

 

委員会では、担当課が作成した評価表等の点検結果や担当課に対する文書及び口頭

による質疑応答を踏まえ、評価結果の取りまとめを行った。 

 

 

■第１回委員会の様子
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４ 評価結果 

 

（１） 施策３－１ 農業の振興           【評価表１５ページ】 

 

評 価 

 
 

 【施策の成果指標】 

農産物販売高 認定農業者数 

内部評価 目標達成 順調 

外部評価 順調 順調 

 「農産物販売高」について、内部評価は「目標達成」であるが、「順調」と評価する。 

 確かに目標額には達している。しかし、「評価の判定理由と原因分析の説明」に、前年比減

少の理由として「農業者の高齢化、後継者不足に伴う労働力の減少による」とあり、これに

対する今後の取り組み改善策方針が掲げられている。この対応による成果が一定整ってから

「目標達成」とすべきである。 

 「認定農業者数」について、内部評価は「順調」であり、同じく「順調」と評価する。 

 目標値に達し、増減を繰り返し、努力も行いながらの横ばい状態であるようだ。したがっ

て「順調」と評価する。 

内部評価への指摘事項 

 まず、「農産物販売高」について、言うまでもなく農業は天候に大きく左右される。したが

って、その年によってある程度の増減は生じ、このことはやむを得ないことである。 

 指摘は上記評価の中でも述べているが、「判定理由と原因分析の説明内容」に対する「今後

の課題、取り組み方針」が掲げられている。このため評価は、その取り組み等にある内容を

実施し、その成果が一定整ったうえで「目標達成」とすべきである。 

 次に、本市の農業振興に大きな影響を与える、「認定農業者数」については、認定者の確保

が大きな振興策の一つであると伺えた。 

 この認定農業者数は、平成 25年度 10団体が非更新となったが、9団体が認定されている。

このように目標値をクリアしながら横ばい数を確保出来ていることは、それなりの努力の結

果であろう。今後の取り組み方針の達成へ向けて、努力を積み重ねてほしい。 

提 言 

「地方活性化のカギは農業」と言われる。そして、今日国が言う「地方創生」の根底にある

のはやはり、「農業の充実」ではないかと思う。 

 本市の農業を取り巻く現在の環境に着目すると、各条件面で非常に恵まれており、普通作

についての組織率は、県が 30％であるのに対し、筑後市では 70％、認定農業者を含む全体の

カバー率は 96％である。しかしながら、全国的に農業者数及び生産高は減少し、加えて、農

村社会の維持が困難になってきている。このことは筑後市においても課題となっている。 
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 この課題に対し、今日言い尽くされ、言い古されたことであるが、どのように克服し、ア

イデアをもって進めていくかが重要である。幸い、昨今、「農業は面白い」ということを耳に

する。この面白さを追及し、もっとその面白さの内容を研究したらどうだろうか。大学生の

就職先は、企業に限らず、農業も選択肢になるはずである。意識を変えもっと大胆に農業を

PRしていくことも重要と考える。 

次に、「農業の充実」は、行政と農家だけではもちろんできない。そこには、JAの指導連携、

さらには商工業との連携は不可欠である。そのためにも内部評価にある「判定理由と原因分

析」「今後の取り組み等」を着実に実施し改善して頂きたい。 

 農業の安定は地域経済の安定に繋がる。農業は、食品加工や観光など他産業への波及効果

も大きいと言われる。「よらん野」の売上高が目標値を大きく上回っているのはなぜか、それ

は安全で新鮮な「地元」の農産物であるからである。このことは肝に銘じておくべきである。 

 大きな課題として、全国的な課題でもある「土地利用型」の米麦大豆がある。価格の外国

との競争が懸念されている。 

 要は、前述のとおり今後の取り組みの着実な実行、場合によっては、農業に対する大胆な

発想、仕掛けが必要であろうし、そのことを期待する。 

 

 

（２） 施策３－３ 商業・観光の振興         【評価表１７ページ】 

 

評 価 

 
 

 【施策の成果指標】 

卸小売業販売額 卸小売業事業所数 観光入り込み客数 

内部評価 － － 目標達成 

外部評価 ― ― 目標達成 

 「観光入り込み客数」について、「恋のくに筑後｣を前面に押し、さまざまな施設の誕生、

イベントの実施などで着実に観光客の集客ができていると考えられる。また、ホームページ

へのアクセス、メディア紹介なども順調に伸び、集客につながっていると考える。したがっ

て、外部評価としては「目標達成」と評価する。 

内部評価への指摘事項 

 川の駅船小屋「恋ぼたる」においては、温泉館・物産館の両施設の年間通しての営業が可

能となり、集客の増加につながったと考える。また、他の施設でも観光客は増加している。

しかし、現在は、観光ルートの一つとなっており、ここで立ち止まってゆっくりしてもらう

には至っていないと考える。今後、立ち止まってゆっくりしてもらうために、観光スポット

それぞれの客層、年代などの調査をし、詳細に分析して、それぞれのターゲットにあった対

策を立てていく必要があると考える。川の駅船小屋「恋ぼたる」においては他の道の駅との

違いを出しながら、発展することを願う。管理業者が替わるということなので、温泉館 10万
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人、物産館 20万人の利用者を目指して進めていってほしい。 

提 言 

 恋のくに観光実行委員会で、28 のアクションプランが立てられている。このプランが実施

実行されていくことを期待する。「恋のくに」の PR をしっかり続けていってもらいたい。ま

た、観光だけでなく商工会議所との連携を図り、商店街の発展、商業の活性化を図ってもら

いたい。 

 そこで、次のことを提案させて頂く。 

①外国からの観光客の増加に対して具体的な計画を立てる。 

 PRパンフレットを外国語対応にする など 

②各観光地の観光客の年齢層、男女などのリサーチをし、ターゲットを決めた観光プランを

立てるなどの対策を取る。たとえば、「若い人向きの一日周遊プラン」などを市を窓口として

PRしていくなど。 

③商業の発展のためプレミアム商品券の販売の継続、また、販売所の増加を望む。 

④ここ数年の船小屋付近の変化は目を見張るものがある。新幹線、プール、公園、ホークス

などの魅力がある中で、人を集めるだけでなく、留まらせることができるかが、大事なこと

になってくると考える。具体策を提示してほしい。 

 

 

 

（３） 施策４－１ 子育て支援の充実          【評価表１８ページ】 

 

評 価 

 
 

 【施策の成果指標】 

子育てしやすいまちになっていると思う保護者の割合 

内部評価 順調 

外部評価 順調 

 成果指標である「子育てしやすいまちになっていると思う保護者の割合」は、前年度の 82.5%

から 83.6%へと 1.1 ポイント伸びている。また、基準年である平成 17 年度の同割合は 68.9%

であったため、基準年と比較すると成果指標は 14.7 ポイント増加したことになる。平成 23

年度に一度だけ同割合は減少したものの、それ以外の年は順調に数値を伸ばしている。また、

アンケートでは医療費に関する不満が多く挙げられているとのことだが、平成 26年度より乳

幼児医療費の支給対象者が小学生にまで拡大されることになっているため、成果指標はさら

に数値を伸ばすことが予測される。したがって、外部評価としては、「順調」と評価する。 
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内部評価への指摘事項 

 成果指標である「子育てしやすいまちになっていると思う保護者の割合」は順調に伸びて

きており、あと 1.4 ポイントで目標値に達するところまできている。さらに、乳幼児医療費

の支給対象者が平成 26年度より拡大されるという点は同割合を改善することが期待されるた

め、「順調」という判断は妥当であると考える。 

しかしながら、平成 27年度より「子供・子育て支援新制度」が施行されることになってお

り、筑後市でも新制度の影響がどのように成果指標に影響を及ぼすか不透明な部分が存在す

る。新制度によりプラスの影響を受ける保護者もいれば、逆にマイナスの影響を受けるもの

も存在すると思われる。マイナスの影響を受ける保護者が多くなれば、それは成果指標にも

負の影響を及ぼすことであろう。新制度がどのように保護者に影響を与えるのかが、目標値

をクリアすることができるかどうかのキーポイントになってくると思われる。 

また、成果をはかる対象を「中学生以下のこどもを持つ保護者」に限定している点にも疑

問を感じる。妊娠中の方や、これから子育てを行うことになる若い世代等もアンケートの対

象に含めるべきではないだろうか。そうすることで、少子化対策や定住促進にもつながって

いくと考えられる。 

提 言 

子育て支援の充実という施策は、少子化対策、定住促進につながる非常に重要なものであ

ると考える。そして、成果指標である「子育てしやすいまちになっていると思う保護者の割

合」が順調に伸びてきており、目標値である 85.0%を十分に達成可能なところまできている点

は大いに評価できる。しかしながら、新制度への移行という大きな変化が訪れるに伴い、保

護者の評価が大きく変化する可能性がある。また、より良い事業を展開していくために改善

の余地のある点もいくつか考えられる。そこで、今回は下記の 5点を提案させていただく。 

 

１．妊娠中の方やこれから子供を持つであろう若い世代等も含め、アンケートの対象者を拡

大すること。 

２．妊婦の情報などに関して、他の担当課と連携すること（市役所内での連携促進）。また、

情報共有を行うためのシステムを構築し、各種事業の対象者を把握しやすい環境を整備

すること。 

３．「一人親世帯」や「共働き世帯」といった本施策の対象となる市民に関して、学校等と連

携することで、より正確な現状を把握すること（市役所外との連携促進）。 

４．各事業に対して費用対効果に関しても検証し、市が行うべき事業であるのか精査するこ

と。例えば、休日保育に関しては利用延人数が前年度と同数の 221人であり、1日当たり

約 3 人の利用である。必要となる人件費等を考慮すれば、ちくごファミリーサポートセ

ンターを活用された方が効率的ではないか。 

５．新制度の移行が成果指標にどのような影響を及ぼすのか事前に検討し、目標値を達成す

ることが可能であるのか分析すること。また、必要であれば目標値の修正も視野に入れ

ること。 
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（４） 施策５－３ 生涯学習・スポーツの推進      【評価表２０ページ】 

 

評 価 

 
 

 【施策の成果指標】 

生涯学習・運動を習慣化している市民の割合 

内部評価 不調 

外部評価 不調 

 成果指標である「生涯学習・運動を習慣化している市民の割合」は、昨年度より 2.7 ポイ

ント減少し、43.0％である。 

 平成 17 年度の 40.1％から年々微増の傾向にあったが、23 年度の 47％をピークに 2 年連続

減少している。 

 市民アンケートの回答率が 45.1％と低いため、やや信頼性に欠けるが、このデータからし

か判断できない。このアンケートの平成 18年度との比較から、趣味や軽スポーツの増加、高

齢者が生涯学習を通して社会参加ができているという成果も見えてくるが、今後は市民を取

り巻く社会環境の動向を的確につかみながら、市民のニーズを反映した生涯学習計画・スポ

ーツ振興計画を早急に作成し、実効性のある施策の充実が望まれる。 

 以上のことから内部評価の「不調」は妥当であり、外部評価も「不調」と評価する。 

内部評価への指摘事項 

 自己表現、自己充実、地域貢献を図るため、筑後市民が継続的に学習やスポーツを行う姿

を目指した社会教育課の役割と施策について、下記のことをもとに再度熟考していただきた

いと考える。 

○ 基本事業 01 では、「人材バンク登録者数及び自主学習団体数」は「横ばい」と評価され

ているが、上位施策の成果に結びついていないため、この評価は甘いと感じる。今後は若

者や学生の社会参加を促すような実効性のある施策を行い、その成果を広く市民と共有し

ていただきたい。 

○ 基本事業 02の「情報の提供」は年 5回発行の「生涯学習ちくご」だけでは浸透しにくい

ため、地域支援課と連携してその地域のニーズに合った特色ある情報・すぐに役立つ情報

を発信し、そのことで市民が学習やスポーツをやることにつながるような内容や方法等検

討していただきたい。 

〇 基本事業 03の「生涯学習参加人数やスポーツ施設利用・機会の確保」については順調に

伸びてきており成果が感じられるが、満足度の内訳は「ふつう」が 76.0％を占め、この数

値からは分析がしにくい。アンケートは「ふつう」を除き 4 段階評価にすると傾向がつか

みやすいし、その評価の理由も記述欄を設けておくと原因分析につながるので、アンケー

ト内容を改善されたらいかがかと思う。また、市民の声を聴くために具体的にどのような

ことを希望するかなども問えば、効果のある施策につながると思われるので、アンケート

の内容・方法についての改善を望む。 
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〇 基本事業 04の「活動拠点の充実」については「評価の判定理由と原因分析の説明」欄に

はアンケートの結果しか記載されていないので、満足度の高い地域と低い地域には、何が

要因として考えられるかは見えない。そのような場合、地域に入り地域の声を拾う必要が

あるのではないか、そしてその分析から課題解決のための取り組みを課題一つ一つに対し

て具体的に検討していくことが必要ではないかと考える。 

  「図書の貸し出し」については、蔵書数に対し、回転数は非常に高いが、実際利用され

ている市民の割合や年代別の利用者数などははっきりしないので、今後もより多くの人が

活用できる図書館を目指して、図書選定の方法なども工夫して市民の期待に応える図書館

運営を望む。特に、アウトリーチサービスの実施場所の増加や雑誌スポンサーの拡充には

大いに期待し、併せて利用者のニーズがあれば羽犬塚駅への図書返却ポストの設置も検討

していただきたい。 

  「芸術鑑賞した市民の割合」は、サザンクス筑後に近い羽犬塚・筑後校区が高いが、芸

術鑑賞の場をサザンクス筑後のみならず、市民の身近にある各種の公共施設（学校・公民

館・サンコア・九州芸文館など）に広げて多くの市民が気軽に鑑賞できるような方策が必

要だと考える。 

提 言 

 私たち筑後市民は、この筑後市で安心安全な生活が保障され、生きがいを持ち日々幸せを

感じながら生きていきたいと願って、税金を払って市の行政に生活を託している。その責務

を果たすべく、各課が市民サービスに取り組んでいただけると信じている。 

そこで、社会教育課には次のことを提言し、今後の取り組みに期待するものである。 

１. 生涯学習における現状分析を詳細に行い、「つながりで拓く生涯学習のまち ちくご」を

実現するために、特に若者の社会参加を促すための施策などを盛り込んだ第３次生涯学習

推進計画を 27年度中に作成し、広く市民に浸透させる手立てを打って頂きたい。 

２. 広報・情報発信に関しては、地域支援課や学校教育課などと連携して、市全体のものだ

けでなく地域に密着した広報・情報発信を行って頂きたい。 

３. アンケートは市民が答えやすく、あとの処理・分析に役立つ内容とし、各種の事業時に

は職員が参加してアンケートには表れにくい市民の声を聴く場を設け、施策に反映してほ

しい。 

４. 芸術文化・スポーツの振興のために、現在ある市の施設だけでなく今後は九州芸文館や

ホークスファームの付帯施設利用など、市民が気軽に利用できる施設の開発を行い各地域

への周知を図っていただきたい。具体的に、この地域には身近にこのような施設があり、

このような市民サービスができるというような情報を各学校や地域ごとに整理し、参加を

促す取り組みを行って頂きたい。 

また、これからの筑後市を担う子ども達には、多くの芸術やスポーツの素晴らしさに触

れて心豊かな社会人となるような経験を数多くさせるために、市からの援助や支援も行っ

て頂きたい。 
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（４） 施策６－１ 市民協働の推進         【評価表２２ページ】 

評 価 

 
 

 【施策の成果指標】 

地域コミュニティ活動へ 

参加している市民の割合 

ボランティア活動へ 

参加している市民の割合 

内部評価 横ばい 不調 

外部評価 横ばい 不調 

 

 「地域コミュニティ活動へ参加している市民の割合」は、平成 23年の東日本大震災・九州

北部豪雨以後に 10.4ポイントと急上昇し、その後一旦下がったものの平成 25年は平成 23年

の数値とそう変わらない数値となっている。また、社会の変化に合わせた地域活動はもとよ

り、校区コミュニティ協議会を中心とした市民協働のまちづくりも継続的にすすめられてい

る。よって内部評価と同様、「横ばい」と評価する。 

 一方で、「ボランティア活動へ参加している市民の割合」においては、23 年度以降 40 歳以

降の各年代で、50～60％の人が活動参加しているものの、前年より 3.9 ポイント減少してお

り「不調」と評価する。 

内部評価への指摘事項 

少子高齢化、生活様式の多様化という社会の変化に合わせ、全国的に地域コミュニティ活動

の活性化が取り組まれている中、筑後市においても 11小学校区中、10校区にて校区コミュニ

ティが設立されている。（2015年 2月水洗校区設立）住み慣れた地域で、なじみの関係の中、

その地域が持つ課題を地域住民の一人ひとりが自分のこととして捉え、地域の力で自主的に

住みよい地域社会にしていくことが狙いとなっている。筑後市内では最も小学生数が少ない

下妻校区においては、コミュニティ設立後「小学校合同運動会」が開催されるようになり直

接小学校に関係のない大人も参加し交流が持てる場となっている。また、水田校区の「住民

検診支援の取り組み」においては、健康づくり課、行政区、民生委員との情報共有により受

診率上昇という成果を挙げている。他行政区の取り組みを参考にし、一行政区だけにとどま

らず校区全体で検討するようになっていることが伺える。 

一方では、地域コミュニティ活動運営推進委員の高齢化という課題もあり、今後は業務の

スリム化も必要である。これから設立を図られる羽犬塚校区のことも視野に入れ、議会で約

束された期限までに「校区単位で行う事業」「行政区でなければならない事業」の整理を地域

支援課、校区コミュニティ協議会、行政区及び関係団体と更なる連携を図り進めて頂きたい。

整理が進められることで市民のまちづくり意識が高まり、地域コミュニティ活動者及びボラ

ンティア活動者が増えていくことを期待する。 

また、福岡県地域づくりネットワークの各所属団体はインターネットの普及により独自に

運営が進められるようになり順調であると思うが、年 3 回開催される代表者会議での出席率

は低い状況であるとの事だった。団体同士の情報交換の場となり、連携することにより相乗

10



 

効果もはかれると思われるため、各団体の活動状況が校区コミュニティの組織とスムーズに

連携が取れるようになると更に各事業の成果が上がるのではないか。 

評価判定資料となる市民アンケートの該当項目では、「問 21．あなたとボランティア活動との

関わりについて答えてください１．ボランティア活動をしている２．以前ボランティア活動

をしていたが、現在はしていない３．活動してみたい４．活動する気がない」となっており、

４の選択肢が筑後市のまちづくりと反する答えを誘導しているようにもとられる。「４．活動

したいが今はできない（理由：自由記述）」などその理由を点検しやすい表現に検討いただく

と改善に結びつけやすいのではないだろうか。 

また、市職員が地域活動・ボランティア活動に参画している割合は 57.4％となっており、内

部評価分析に示されている通り、前年度と比較し微増傾向ではあるが 28年度目標値の 70％に

は大きな開きがある。全国的にニュースとなる児童虐待も、もはや他人事ではない状況にな

りつつある。まちづくりのために自主的に地域の大人達が活動していることがこどもたちに

与える影響も少なくない。地域は今後の社会を築き上げていくこども達を育む大きな環境で

あると思う。家庭と学校、そして地域が一緒になり次世代を担うこども達が育まれる地域と

なるよう市職員も率先して地域活動に参加する意識を高めて頂きたい。 

 

提 言 

１．校区コミュニティ活動の効率的な推進のため、校区コミュニティの必要性と目的を改

めて明確にし、地域支援課、校区コミュニティ協議会、行政区及び関係団体と更なる連携を

図り住民の意見を参考にし「校区単位で行う事業」「行政区でなければならない事業」の整理

を進めて頂きたい。 

２．各ボランティア団体が所属する情報交換会等の内容が、関連するコミュニティ組織に

スムーズに情報提供されるようなネットワークづくりの見直し及び検討をお願いしたい。 

３．評価判定資料となる市民アンケートの回答項目の表現方法を検討頂きたい。 

４．次世代を担うこども達が育まれる地域となるよう自主的に活動している大人への、市

職員からの助言はありがたいものである。市職員も率先して地域活動に参加する意識を高め

て頂き、協働のまちづくりが進められることを期待する。 

 

 

（５）共通事項 評価手法について 

指摘事項 

１．成果指標の現状値に対する評価については、最終目標との比較だけでなく、当該年度

当初に、前年度と比較した目標を設定し、これに対する評価を加えることを検討して頂きた

い。 

 ２.成果指標の現状値をより正確に把握するため、各種アンケートの選択項目から「ふつう」

の項目を除くことを検討して頂きたい。 
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５ 資料 

 

・筑後市行政評価外部評価委員会設置要綱 

 

・外部評価対象 施策・基本事業評価表 
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筑後市行政評価外部評価委員会設置要綱 

 

平成20年２月12日告示第21号 

（設置） 

第１条 筑後市が実施する行政評価において、評価の客観性及び信頼性を確保する

ことを目的として、筑後市行政評価外部評価委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号の用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(１) 内部評価 行政内部の部局等において、第四次筑後市総合計画に定める施策

（以下「施策」という。）及び事務事業について、点検・検証し、改善策などを

示すこと。 

(２) 外部評価 行政外部の第三者で構成する委員会において、前号で定める内部

評価の内容等について、点検・検証し、改善策などを市長に提言すること。 

（外部評価の対象） 

第３条 外部評価の対象は、次のとおりとする。 

(１) 施策及び事務事業 

(２) その他外部評価に関し必要な事項 

（提言の公表及び反映） 

第４条 市長は、委員会から受けた提言を市民に公表するとともに、以降の施策執

行等に反映するよう努めることとする。 

（組織） 

第５条 委員会は、５人以内の委員をもって組織する。 

２ 委員は、行政について識見を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、

市長が委嘱する。 

（委員の任期） 

第６条 委員の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 

（委員長及び副委員長） 

第７条 委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ１人置き、委員の互選によりこ

れを選出する。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

（会議） 
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第８条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。 

２ 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。 

４ 委員長は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞

くことができる。 

（会議の公開） 

第９条 委員会の会議は、公開とする。ただし、委員会において公開が相当でない

と認める場合は、この限りでない。 

（庶務） 

第10条 委員会の庶務は、総務部企画財政課において処理する。 

（委任） 

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会の会議

において定める。 
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