
 25年度　外部評価委員会の指摘・意見を踏まえた部局の再検討結果と委員意見について（対応表）

部名 予算施策 事項名
第1回委員
会における
要検討項目

各部局の対応方針 第2回委員指摘 第2回部局対応 中間とりまとめ意見 部局の再検討結果
部局の再検討結
果に対する委員

意見
内容

指標
等

総務部 市町との連携の推進 予算施策
特例交付が
無くなった後
の対応法

　

交付税の算定方法で、緩和の動きがあるということだが、何
のための合併だったのかという側面もある。ただ、いきなり交
付税を減らすということは市民サービスのレベル低下が懸念
されるため難しい。
改革は誰かがやってくれるという思いで、あま取り組みを進め
ておらず、何かあれば、財政調整基金を取り崩せばよいと
思っている市町も多いのではないか。
交付税がこの先減る中で、経営指導的に総務部が対応して
いると思うが、行政機能の話でなく政治的な話になるケース
もあり、地元の利害関係者同士では話し合いがつかない政
治的なものもあると思う。
そのような場合、県が先導的に経営指導をする必要がある
のではないか。交付税を増やすよう要望することはいいと思
うが、支出を適正化することも重要。52の連携項目の中で、
積極的に県が関与することは考えているのか。

今までも、算定替えがすべて実施されたという前提で財政基
金を積み立てている。基本的には市町が主体的になって動
いており、最悪の事態を想定して財政運営を厳格に行ってい
ただいている。その中身については、市町と県が議論をして
決めるなど、連携した取り組みを行っているところ。
集中改革プランについては、本県では全国平均をかなり上回
る水準で実施している。

市町との連携の推進の一環として、合併算定替加
算特例措置の終了にあたり、各市町の財政状況に
応じた助言等の支援を行い、事後対応ではなく、未
然予防的対応に努めるよう検討すること。

県としても、市町が自らの財政状況に応じて策定す
る中長期財政計画に基づいて、計画的な財政健全
化に取り組むよう、積極的に助言して参りたい。な
お、本県などの要望を受け、総務省は、合併後の市
町村の姿の変化に対応した交付税算定となるよう、
平成26年度から5年程度の期間で、支所経費などを
見直していく方針を示した。

了解 1

企画振興部
スポーツを通じた地
域づくり

愛媛マンダリンパイレー
ツ地域活動推進事業費

補助金の打
ち切り基準に
ついて検討

本事業は球団への補助ではなく、貴重な地域資源であるマン
ダリンパイレーツ球団を活用して地域振興を図るため、県が
球団に委託して、県民とのスポーツ交流を通じて、スポーツ
の振興や県民の元気づくり、子どもの健全育成を図る活動を
実施しているもの。当該事業は、“スポーツを通じた豊かで活
力ある地域づくり”を推進していく上で必要と認識しており、当
面、継続して行きたいと考えている。

当面の間支援を続けたい、ということだが、当面とはどの程
度か。

支援ではなく委託事業として継続していくことを考えている。
事業は３年から５年で見直しすることとしているので、２９年度
まで継続したい。（５年で見直しを行う）

事業期間終了後は、県の委託がなくても、愛媛マン
ダリンパイレーツが同様の事業を自主的に実施でき
るよう、県として指導することを検討すること。

２９年度に見直しを行う。 了解 2

企画振興部
スポーツを通じた地
域づくり

総合型地域スポーツクラ
ブ支援事業費

訪問先の既
存と新規の
割合、活動
内容に関す
る資料を提
供

未設立クラブと既存クラブへの巡回指導の割合は、概ね未設
立クラブ20％、既存クラブ80％程度であり、結果的には既存
クラブへの巡回指導が主となっている。
【未設立クラブへの巡回指導概要】
　○クラブ設立の手順等の説明
　○進捗状況の把握
　○スポーツ振興くじ助成金等の助成制度の紹介
　○クラブ新設の動きの有無について、市町・体育協会など
の関係機関から情報収集
【既存クラブへの巡回指導概要】
　○クラブの運営状況の把握
　○運営上の課題の明確化及び助言
　○クラブ間の情報共有
総合型クラブの設立数増加のためには、総合型クラブ新設に
係る支援だけでなく、上記のような既存クラブへの巡回指導
を通じて、設立後の総合型クラブの育成も支援する必要があ
ると考える。

報告書としてこんな事業をやりました、で終わってしまうので
は後に残らないので、県として巡回指導した結果をまとめるよ
うにしなければ、有効活用できているとまでは言えない。
　運営のヒントのとなるよう課題抽出等をしてほしい。

県で分析して、個々の事業に活かしていきたい。

総合型地域スポーツクラブ支援事業の実施におい
て得られた共通の成功要因や失敗要因を分析し、
運営ポイントマニュアルとしてノウハウを各クラブに
フィードバックすることを検討すること。
また、巡回指導に行かなくてもチェックリストを作成
し、経営状況を把握することもできるため、巡回指導
の有効性について改めて検討すること。

巡回指導については、単なる成功事例、失敗事例
の紹介にとどまることなく、成功要因及び失敗要因
の分析に努めるなどしてクラブ運営のノウハウを蓄
積しマニュアル化に努め、他のクラブにフィードバッ
クするほか、経営状況に関するチェックリストを作成
し、巡回指導の有効性を高めることとする。
ただし、総合型クラブの創設、運営については、公
民館、スポ少、地域体協など地元関係者との調整等
が不可欠であるところ、地域によってそうした実情は
様々で、マニュアル化になじまない部分もある。関係
者との対面相談やヒアリングを積み重ね、信頼関係
を築き、地域の実情に応じた対策を講じる必要があ
ることから、巡回指導は引き続き継続すべきと考え
る。

了解 3

企画振興部
スポーツを通じた地
域づくり

スポーツ・レクリエーショ
ン振興事業費

大会スポン
サー募集に
ついて検討

スポンサー収入があれば、県の負担が少なくなる可能性が
あるため、今後、スポレク祭実行委員会において意見を聞く
など検討していきたい。

県民体育祭的なものだと思うが、他県でも実施しているの
か。

全国スポレクをやったところは、その形を継続してやっている
ケースが多い。

国主催の全国スポーツ・レクリエーション祭は現在
開催休止となっており、同事業の開催実績のある都
府県のうち、8割強の都府県が事業継続、４県が廃
止となっている。
そこで、愛媛スポーツ・レクリエーション祭のスポーツ
活動の発表機会としての意義を重視する場合は継
続とするが、廃止した他県の例も踏まえて、必要性
と財政状況とのバランスを検討すること。
また実施する場合には、他県で実績がある、大会ス
ポンサーの積極的活用及び競技種類の見直しによ
る適正化を進めるよう検討すること。

　以下の理由により引き続き従来どおり実施する。
○えひめ国体を控え、東京オリンピック・パラリンピッ
クも開催決定し、スポーツ機運が高まっている中で、
愛媛スポーツ・レクリエーション祭を廃止することは、
えひめ国体への機運醸成にも水を差し、本県のス
ポーツ振興施策を後退させることになりかねない。
○廃止している４県では、いずれも類似大会等が継
続されており、実質的に廃止とはなっていない。
○事業費の縮小に努めた結果、予算額は、平成12
年度当時の1/10程度となっており必要最小限度の
支出としている。
　なお、大会スポンサーの活用については、大会プ
ログラムの作成等、新たな労力負担が増大する恐
れもあるため、実行委員会の意見を聞きながら検討
してまいりたい。

了解 4

県民環境部
男女共同参画社会づ
くり

男女共同参画センター管
理委託費

活動指標の
妥当性検討

活動指標の妥当性検討：施設（機能）を自由利用としているこ
と、配偶者暴力相談支援センターを含む相談対応活動の基
礎となることから、開館日数を活動指標とすることが妥当と考
えます。

管理に関する経費であり、開館日数を活動指標とするのは当
たり前なので、狙いはわかるが疑問は残る。他に適切な指標
はないか。

研修事業等を指標とすることも検討したが、それのみで活動
指標とすることは、一部のみの評価とすることとなる。単純だ
が、センターが開いていて使用可能、ということが活動の状況
を広く評価できるものと考えた。

現在の活動指標は男女共同参画センターの開館日
数のみとなっているが、実態を踏まえて同センター
にて実施している事業数や講座数を加えるよう検討
すること。

活動指標の見直しを検討中。 了解 1
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県民環境部
男女共同参画社会づ
くり

男女共同参画センター管
理委託費

評価表のコメ
ント修正

評価表のコメントを修正しました。
（修正前：「男女参画社会基本法及び県男女共同参画推進条
例において設置することとした総合的拠点施設であり、市町
及び民間の活動支援のため、県の推進体制が欠かせない。
施設の効率的運営のため、指定管理者制度を導入している
ことに加え、公の施設のあり方見直し方針に沿って施設名称
を変更し、男女共同参画社会実現の旗艦施設として引き続き
有効活用を図ることとしている。
また、配偶者暴力相談支援センターとして、婦人相談所、市
町、警察・司法機関と連携して被害者の救済と自立支援を図
る必要がある。」

修正後：「男女共同参画社会実現の旗艦施設として、公の施
設のあり方見直し方針に沿って施設名称を検討し、平成２３
年度から名称を男女共同参画センターに変更した。
成果動向に関する補足：２４年度の施設利用は年度計画を上
回り、２３年度、２２年度に次ぐ過去３番目の利用料金収入を
確保できたものの、定期利用事業が前年末で終了したことに
伴い前年度に比較して減少した。
成果向上余地に関する補足：貸出可能施設(会議室、ホー
ル、和室など）を各種行事や集会に提供し、施設の更なる活
用を図るため、利用者のニーズをくみ取り施設の快適な利用
を可能にするとともに、稼働率の低い施設(視聴覚室、茶室)
の利用について、指定管理者と連携して広報に努めてい
る。」）

毎年このように評価してほしい（了解）。 了解
(第2回協議時の対応結果について、外部評価委員が了解済
み） 了解 2

県民環境部
男女共同参画社会づ
くり

男女共同参画センター管
理委託費

県と市のそ
れぞれの事
業の棲み分
けについて

松山市民は、市民であるとともに県民でもある。県全体を対
象としているものと、松山市で実施している内容が同じであれ
ば、調整が必要ではないか。

県と松山市で重複しているものは、松山市側で工夫してほし
いと考えており、そのための題材提供や協議の場を設けてい
る。

松山市内に県と市の同種施設が存在しているため、
事業内容等について相互に情報提供し、両者が協
力して実施事業の重複を回避するよう引き続き対応
を検討すること。

引き続き事業内容の情報共有に対応する。 了解 5

県民環境部
男女共同参画社会づ
くり

男女共同参画推進条例
施行費

事業実施に
よる県民の
意識の変化
のモニタリン
グについて

アンケート調査の実施は、担当課だけの問題ではなく、外部
評価全体に通じるものであるので、事務局が中心となり県全
体の問題として適切な成果指標設定のためのモニタリングを
予算化して欲しい。

審議会の女性の委員の就任率は、通知をすれば上がるもの
ではない。県下のそれぞれの分野で女性が地位を占めてい
るかという実態を反映していると思う。職域分野別でいえば、
女性が少ないものもある。また、委員の公募に対して女性が
積極的に応募するようになれば、女性が参画しているという
ことになると思う。
審議会の委員数は、行政内部のみの問題ではない。

広範囲の県民を対象に意識啓発等を行う事業で、
成果の確認のため、既存の枠組みで対応できない
規模のアンケート調査等が必要な場合は、新たな予
算化も含めて、全庁的に検討すること。

（行革分権課対応）
評価システムの改善の一環として、意識啓発事業等
の成果の確認において、オンラインアンケートサイト
が利用可能か検討する。

了解 3

県民環境部
男女共同参画社会づ
くり

男女共同参画推進条例
施行費

成果指標の
妥当性につ
いて

予算施策の成果を高めるために各種事業が実施されている
ので、この成果指標（審議会の女性の委員の就任率）は、論
理性としてちょっと弱いのではないか。

幅広く施策を行った結果、審議会の女性比率も高まると考え
ており、関連性はある。

「審議会等委員の女性の割合」としている現在の成
果指標について、県全体の男女参画の推進状況が
測れるよう、より適切な指標の採用を検討すること。

現在の成果指標に加え、あらたな指標の採用を検
討する。 了解 4

県民環境部
男女共同参画社会づ
くり

男女共同参画社会づくり
推進県民会議開催費

イベントの参
加者へのア
ンケートの
データの分
析について

毎回アンケートを取るのは大変だと思うが、３～４割の回答率
となっているのは立派。個人的には、年齢の高い人が参加し
ていないという印象を持っていたが、その年代も参加していた
ことが分かった。
外部評価委員として依頼したいのは、参加して良かったかど
うかではなく、この大会に参加して理解を深めることができた
かという設問に変更してほしい。そうすると、成果指標が参加
者数となっているが、これを男女共同参画の理解を深められ
た人の数値になると思う。検討してほしい。
この県民大会はえひめ女性財団の自主事業として実施して
いるものか。

県と財団の共催として実施しており、県が実施するものに財
団から一部負担をもらっている。

「男女共同参画社会づくり推進県民会議」における、
参加者へのアンケートの取り方を工夫し、同会議へ
の出席によって、男女参画に対する理解が深められ
たかどうかを調査するよう検討すること。
その上で、アンケート調査の結果を元に、現在、同
会議への参加者数としている成果指標を、より事業
の成果が測定できるようなものに変更するよう検討
すること。

事業成果指標及びアンケート内容の見直しを検討
中。 了解 6 5

県民環境部
男女共同参画社会づ
くり

男女共同参画理解促進
事業費

男女共同地
域ミーティン
グへの参加
団体につい
て

男女共同参画推進地域ミーティングのメンバーとして各地域
から参加した人が、会合後、各地域で何か活動をしているの
か？

全てを把握しているわけではないが、参加している人はもとも
と各地域で男女参画に関心があり、活躍している人たち。会
合に参加する前から活動している。ここで終わりということで
はない。
以前はヤングリーダーという位置付けだったが、加盟団体で
リーダーとなっている人に来てもらっている。帰った現場での
活動で活かされていると考えている。

「男女共同参画推進地域ミーティング」について、引
き続きより多様な団体が参加できるよう検討するこ
と。

来年度以降も、各地方局で引き続きより多様な団体
が参加できるよう検討する。なお、当初予算におい
て、１名分の参加旅費を増額計上した。
予算増額：８千円

了解 7

保健福祉部
地域全体での子育て
支援体制の確立と充
実

高齢者による愛顔の子
育て環境づくり推進事業
費

事業終了後
の成果の活
用方法につ
いて

３年の期限付きの事業。今後の事業実施は市町に任せたい
ということだが、それでは、市町に事業をやってもらっただけ
で終わりとなる。
県は、市町と役割が違う。県では高齢者と子育て世代との交
流における課題等を分析のうえ、共通の成功要因や課題に
ついて取りまとめ、高齢者と子育ての交流を分析してその結
果を残さなければ、このような社会実験の成果とはならない
のではないか。
県として仮説を持ってプロセスの中に課題を見つけて、今後
の高齢者と子育て世代の交流のためのマニュアル的なもの
を残す必要があるのではないか。ポイント等の整理をすれ
ば、今後各市町で便利に使えるのではと思う。

予算の期限は３年間で、26年度まで実施することとしている。
27年度以降はゼロ予算事業として、推進会議等の組織にお
いて、効果・課題等を分析するなど何らかの対応が必要とい
う認識を持っており、その分析結果を他の市町にも周知して、
取り組みを広げるような意識を持って取り組んで参りたい。

社会実験的な要素を持つ事業については、その実
施過程において明らかとなった効果や課題を、県に
おいて集約・分析し、他の自治体等が後に実施する
際に参考となるよう、マニュアル等を作成・配布する
よう検討すること。

モデル事業で得られた成果等を紹介して、県内各地
で取組みを普及させていくため、最終年度である26
年度にセミナーを開催する計画である。
また、その後、県で事業の成果や課題等を集約・分
析した報告書等を作成・配布することで県内で高齢
者を活用した子育て支援策の普及・定着が図れるよ
う取り組んで参りたい。

了解 8

保健福祉部
地域全体での子育て
支援体制の確立と充
実

保育行政・保育所指導費
事業内容の
充実につい
て

県の役割は指導を行うことだと思うので、もっと予算があって
もよい事業だと思う。
研修は保育協議会が実施しているので、県はもっと指導監査
に注力してはどうか。
指導する立場の保育所保育指導専門職員は、事故等が起こ
らないよう対応する必要がある。県の役割として責任がある
のであれば、事業費の比率を増やしてもっと巡回指導事業を
行ってもいいと思う。

保育所保育指導専門職員について、機動性の向上
などにより指導監査機能を強化するため、より多くの
保育所保育指導専門職員を置けるよう、報酬制度を
日額制にする等の対応を含めて検討すること。
また、成果指標が「特別保育事業及び地域子育て
支援拠点事業の実施か所数」となっているが、指導
監査を実施した結果、改善された件数等の成果指
標を検討すること。

日額報酬による専門職員の指導監査機能の強化に
ついては、現在の体制でも十分な指導ができてお
り、また日額制にして増員しようとした場合、専門職
員の確保が難しいと思われるため、現状を維持す
る。
また、成果指標については「指導監査を実施した結
果、改善された件数」とする方向で検討したい。

了解 9 6
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 25年度　外部評価委員会の指摘・意見を踏まえた部局の再検討結果と委員意見について（対応表）

部名 予算施策 事項名
第1回委員
会における
要検討項目

各部局の対応方針 第2回委員指摘 第2回部局対応 中間とりまとめ意見 部局の再検討結果
部局の再検討結
果に対する委員

意見
内容

指標
等

経済労働部 企業誘致の推進
地域基幹産業基盤強化
特別支援事業費

成果指標の
見直し検討

本事業は、安定的な給水体制を確保することにより、四国中
央市の基幹産業である紙関連産業の維持・振興を図るため
実施しているものであり、そのためには、富郷工業用水道事
業の経営を健全化させることが必要である。
「給水量」は、市水道局の収入に直結し、当該事業の実績を
表す最も基本的かつ重要なデータであることから、引き続き
成果指標とする。

給水量が増えれば、補助金が減ってもトン単価50円の維持
が可能となり、給水量とトン単価は連動している。この2つを
指標にすると、事業の状況を確認しやすいと思うので、トン単
価を成果指標Eとして追加して欲しい。

対応したい。

地域基幹産業基盤強化特別支援事業費（富郷工業
用水道事業）について、現在「給水量」のみとしてい
る成果指標に、トン単価を追加するよう検討するこ
と。

成果指標に「トン単価」を追加する。 了解 7

経済労働部 企業誘致の推進
地域基幹産業基盤強化
特別支援事業費

今後の収支
計画につい
て

県及び市の補助と市水道局の自助努力により、平成28年度
以降、借入金の償還額が徐々に減少し、固定経費の削減効
果とも相俟って、29年度以降は支払いに支障が生じる状況を
脱するとともに、今後増加する施設の修繕や改修等への対
応も可能となるなど、長期的に経営の安定化が図られる見込
みである。

了解
富郷工業用水道事業の収支計画書に沿って29年度
から黒字が継続するよう、一層の経営指導を行うよ
う検討すること。

一層の経営指導に努めたい。 了解 10

農林水産部 漁場の保全･整備 漁業取締活動費
成果指標の
追加検討

成果指標に密漁船に対する陸上からの監視日数を追加す
る。

再考してほしい。 了解。
活動指標に、漁業取締活動による指導件数を追加
するよう検討すること。

活動指標に、密漁船に対する陸上からの監視日数
を追加 了解 8

農林水産部 漁場の保全･整備 漁業取締活動費

成果指標の
変更検討(取
締船、傭船、
ヘリ各々の
件数のみ抽
出)

成果指標Ｄをヘリ・用船による検挙件数に変更する。 了解 了解
(第2回協議時の対応結果について、外部評価委員が了解済
み） 了解 9

土木部
道路の防災対策・維
持管理

道路維持管理費（道路建
設課）

事務事業名
及び成果指
標の見直し
検討

　事務事業の名称は、道路の維持管理的要素が高いため、
これまで通り「道路維持管理費（道路建設課）」としたい。
　また、成果指標は、「道路現況と道路台帳の整合度合い」を
示すこととし、２の対象や意図、３のＡ活動指標についても併
せて見直すこととしたい。

もう1件の事務事業と名称がほぼ同じなので、できれば”道路
台帳～”等の言葉を事務事業名に入れるなどして、名称を変
更してほしい。工事を実施するものと道路台帳の関連の事務
事業との違いがわかるように対応してほしい。

予算事項と連動させている。カッコ書きなどで追記することで
対応を検討したい。 了解

(第2回協議時の対応結果について、外部評価委員が了解済
み） 了解 10

土木部
道路の防災対策・維
持管理

道路維持管理費（道路建
設課）

道路台帳の
図面データ
の電子化に
ついて

　図面データの電子化については、既存図面の線の情報を
座標データに変換、数値化する等の作業が必要で、概算で３
億円の費用が見込まれる。

中四国で電子化されていないのはどこか。 愛媛県、徳島県、広島県の３県となっている。
道路台帳の電子化について、国の動向や費用対効
果を踏まえながら、導入を検討すること。

効率的な電子化に向け、他県の事例調査等を行
い、経済的となる新たな手法や段階的な導入などを
検討中。

了解 11

土木部
道路の防災対策・維
持管理

道路維持管理費（道路維
持課）

ICT技術を活
用した住民
からの情報
提供の仕組
みづくりにつ
いて

現在携帯電話はスマートフォンの比率が高くなっているが、
その利点として、写真と位置情報が同時に送ることができる。
道路等に関しての電話での苦情では、状況の把握が十分で
ないケースもあると思うが、写真が送付されれば対応の要否
の判断が容易となると思われる上に、位置情報も含まれてお
り、場所が確認できる。千葉市ではこのような取り組みを始め
たところで、道路に限らず公園やごみも含めて、IT化を進めよ
うというところ。
愛媛でも、住民からの意見が増えているのであれば、道路や
公園などを対象にこのような取組みが実現可能と思われる。
また、位置情報によって市町と県との管理区分を確認でき
る。この取組みは愛ロードの運動にも活用できると思う。
住民の意見を吸い上げる新しい仕組みを検討してほしい。波
及効果は大きいと思う。この仕組みそのものではなく、個人
が愛ロードに参加できる仕組みづくりに取組んでほしい。

道路補修など、地域住民が行政に対応してほしい場
所をスマートフォンで撮影して送付し、そのデータを
地図上で即時に表示して対応する千葉市の事例等
を参考とし、ICT技術を活用し、県民がより多くの情
報を簡単に提供し、行政側でもより早い対応が可能
となるような新しい仕組みづくりを検討すること。

先般出された「ちば市民協働レポート実証実験[ちば
レポ（トライアル）]評価報告書においても、道路に関
するレポートが多く関心度が高いことが示されてお
り、本県においても新しい仕組みづくりが有効である
と思われるが、県が取組みを行う場合における関係
機関との連携、対応等の問題点について、導入を視
野に検討中。

了解 12

土木部
道路の防災対策・維
持管理

道路維持管理費（道路維
持課）

愛ロード運動
の実施状況
と拡大余地
の検討につ
いて

○愛ロード運動の実施状況と拡大余地
①　愛ロードサポーター事業：平成13年度から事業を開始し、
平成25年７月末現在、223団体、7,516人が、延長約396kmの
区間で参加しており、毎年増加している。近年の住民自治や
協働意識の高まり、団塊の世代の現役引退等を受けて、今
後も一定数の拡大が見込まれる。
②　愛ロードスポンサー事業
　　１　道路照明灯スポンサー事業：　平成20年度から24年度
までに延べ78基募集し、34基設置している。25年度は16基募
集中。新たな供用開始等に伴い設置される道路照明灯につ
いてスポンサーを募集しているが、厳しい経済情勢を受け、
23、24年度は応募がない状況。
　スポンサー事業は寄附的な意味合いが強く、継続して協力
を得ることは難しいが、より多くの企業等から協力を得られる
ようＰＲや制度の充実を図ってまいりたい。
　　２　道路美化スポンサー事業：　平成19年度から事業を開
始し、平成24年度までに延べ20企業等から1,870万円の協賛
金を受けて、除草、選定作業を実施している。新たな企業等
の発掘に努めるものの、厳しい経済情勢を受け、協賛企業、
口数とも減少傾向にある。
③　愛ロードコミュニティ事業：　平成19年度から事業を開始
し、24年度は、53団体1,234人が参加しており、延長約
324km、面積約29haの除草を行っている。参加団体は毎年50
団体前後で堅調に推移しているが、構成員の高齢化等によ
り今後の参加者の確保が懸念される。

①～③のうち、愛ロードサポーター事業は無償ボランティア
で、愛ロードコミュニティ事業は有償ボランティアだが、どのよ
うに内容を分けているのか？

サポーター事業は、３００ｍ程度以上の区間を１０名以上の
団体で清掃等を実施し、県が資材提供を行うもの。コミュニ
ティ事業は、もう少し広範囲を対象に、山間部等でなかなか
手が届きにくいところで実施。通常の事業費の半分程度を補
てんして、半分ボランティアとしてやっていただく。
サポーター事業は軽作業が中心で、コミュニティ事業はハー
ドな事業（草刈り等）となっている。

愛ロード運動への参加について、同様の取組みに
おける成功事例等を確認しつつ、新しい参加拡大策
を進めることを検討すること。

愛ロード運動のスポンサー事業（公募企業等から資
材提供を受けて道路照明灯を設置）については、設
置する道路照明灯にスポンサーの企業名入りの表
示板を設置することとしているが、事業の新たな参
加拡大策として、企業名入りの表示板をスポンサー
が希望する既設道路照明灯に設置できるよう、今
後、制度改正に向けた関係機関との協議・調整を進
めるほか、事業参加を呼びかける啓発用リーフレッ
トを経済団体等に配布するなど、参加拡大を図りた
い。

了解 13
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 25年度　外部評価委員会の指摘・意見を踏まえた部局の再検討結果と委員意見について（対応表）

部名 予算施策 事項名
第1回委員
会における
要検討項目

各部局の対応方針 第2回委員指摘 第2回部局対応 中間とりまとめ意見 部局の再検討結果
部局の再検討結
果に対する委員

意見
内容

指標
等

土木部
道路の防災対策・維
持管理

冬期路面対策費
評価表の記
載内容の追
加について

　冬期路面対策は、主に工事請負による指名競争入札によ
り契約している。
　　出動の基準は、各地域に情報モニター等の観測者を定め
るとともに、必要に応じたパトロールを実施し、路面積雪が
10cm程度になれば除雪、10ｃｍ以下の場合や路面凍結の場
合は、交通状況及び気象状況によって、除雪または凍結防
止（融雪）剤散布を行うこととしている。
　年間の出動回数については、年度ごとの降雪状況が異なる
が、Ｈ２４年度における対策延べ日数は、除雪116日、凍結防
止（融雪）剤散布167日となっている。

凍結防止散布数や除雪日数について、事業の概要欄に記載
するとわかりやすいと思う。
入札の方法等は評価ではないので概要に書くこと。東予が多
かった等の毎年変わる内容を事業概要に記載してほしい。そ
の年度の結果については、評価欄に記載してほしい。

対応したい。

前年度の冬季路面対策の概要を「事業の概要」欄に
追記するとともに、当該年度の対策結果及び成果の
理由等を「事業の評価」欄に記載するよう検討するこ
と。

「事業の概要」欄への追記、「事業の評価」欄への記
載を行うこととした。 了解 11

土木部
道路の防災対策・維
持管理

冬期路面対策費
成果指標の
修正を検討

　冬期路面対策に関連した除雪等に係る瑕疵の指標として
修正した。

了解 了解
(第2回協議時の対応結果について、外部評価委員が了解済
み） 了解 12

土木部
道路の防災対策・維
持管理

道路防災緊急対策事業
費

中四国各県
との比較の
記述内容の
拡充検討

　「中四国各県に照会を行った結果、緊急輸送道路の防災対
策・震災対策の整備率は上位〔1位〕である」旨、「災害防除事
業」等の類似事業を含め、追記した。
　あわせて、「県管理道路の防災対策・震災対策の整備率は
上位〔3位〕である」旨、「落石防止対策事業」等に追記した。

了解 了解
(第2回協議時の対応結果について、外部評価委員が了解済
み） 了解 13

土木部
道路の防災対策・維
持管理

道路防災緊急対策事業
費

維持補修関
連事業のコ
スト算定等に
ついて

　公共工事においては、施工実態調査に基づき国が定める
「土木工事標準積算基準」により積算を行うことを基本として
いるが、同基準の適用範囲外となる場合は、調査機関に依
頼した特別調査の結果や、工事業者から徴した見積等に基
づき積算を行っているところである。
　入札の不調対策としては、利益率の低い少額工事について
は、近接工事とまとめて発注し、発注ロットの拡大を図る等の
取組みを行っている。
　また、手抜き工事を防止するためには、引き続き、適切な監
督業務を着実に行っていくことが必要と考える。

建設に比べて維持補修はコストの算定方法が困難ということ
から、この質問をした。
８月２３日の官庁速報では、先進的な入札方法を採用した自
治体を支援する、という内容の記事があった。維持補修で
は、コスト面の問題から、なかなか発注ができないケースもあ
る。そのような場合、新しい入札方法を導入しようとしても、職
員が制度を熟知していない場合は、国が支援するというも
の。
維持補修対応の際には、入札方法が重要となる。従来の積
算方法で行っても、一定の利益率がなければ、入札が不調
になることもあるかもしれない。
国でも新しい仕組みを検討しているため、情報収集に努める
とともに、愛媛県でもこのような制度を取り入れる等、県民の
安全のためにも、効果、効率の面からも、新しい取組みを検
討してほしい。

コスト算定が難しいとされる維持補修関連事業につ
いて、国が先行して取り組んでいる新しい入札の仕
組みについて、情報収集に努めること。
また、業者がやりがいをもって応札できるよう、県に
おいても新しい入札の仕組みの導入を検討するこ
と。

年間維持工事等の契約実績を総合評価の加点対
象とするなど業者の受注意欲向上に努めるととも
に、一部地域（新居浜市）において、道路や河川等
の公共土木施設の維持管理を一括発注する包括発
注方式を導入するなど、新たな取り組みも行ってい
るところである。

了解 14

教育委員会
文化の保存、活用と
継承

予算施策
成果指標の
追加検討

成果指標Ｂに「文化財保護強調週間の一環として実施した行
事数」を追加する。
文化財保護強調週間（11月1日から１週間）
○選定理由
　広く国民の文化財に関する理解と関心を深め、文化財保護
への一層の協力を得ることを目的に文化庁が定めた「文化財
保護強調週間」の一環として実施する行事数は、文化財の保
存・活用の指数として適切と思われる。
○算定方法
　文化財保護強調週間の一環として実施した行事数を算定

記載の件数は愛媛県で実施しているものか。 その通り。

県民が文化財に興味を持っているかどうかの確認
は、県民アンケート等により、具体的に文化財を見
た・利用したなどの行動指標を成果指標とすることを
検討してほしい。

平成26年度から実施予定の県民アンケートにより、
過去１年間に県内の文化財を観覧したことのある人
数を調査し、その調査結果を基に算定した「県内の
文化財を観覧したことのある県民の割合」を成果指
標にすることとした。

了解 14

教育委員会
文化の保存、活用と
継承

県内遺跡発掘調査費
PRの方法検
討

（発掘現場での看板の設置から現地説明会の実施、普及啓
発事業、ウェブサイトの利用など、県埋蔵文化財センターの
埋蔵文化財発掘調査の周知方法及び中四国における埋蔵
文化財発掘現場看板の状況を資料により説明）

県内の現状や他県の事例は分かったが、夢のある内容をし
ているので、もったいないと思う気持ちもある。もっと興味をか
き立てるような内容にできればいいと思うがどうか。
ただし、内容が固い感じの他県の事例に比べると、愛媛はわ
かりやすい。

遺跡の発掘現場に設置する説明看板について、発
掘物の説明を今以上に分かりやすく表示したり、イラ
ストを入れたりするなどの対応を検討すること。

遺物等を図案化したイラストを入れるなど親しみや
すい説明看板となるように心掛けるとともに、現場で
発掘した遺物等については、写真や簡単な説明を
適宜掲示することとした。

了解 15

警察本部
人材の資質・能力向
上

警察職員等表彰関係費
成果指標の
変更検討

委員ご指摘のとおり現在の成果指標は適切ではないが、職
員の士気高揚の割合を定量的に図ることは非常に困難であ
る。
警察職員の場合、犯罪被疑者の逮捕や交通違反取締り等の
業績が優秀な者を表彰・賞揚することにより、より一層職務に
精励し、さらなる業績が向上を図られ、ひいては安全・安心な
社会を構築することができることから、表彰による士気高揚
の成果である安全・安心な社会の実現のバロメーターとして
「刑法犯認知件数」と「交通事故発生件数」に修正したい。

刑法犯認知件数や交通事故発生件数は成果指標として話が
大きすぎると思う。
随時の表彰以外は勤続何年等の表彰もあると思う。随時は
頑張った成果とすると、随時表彰の表彰者数でもいいのでは
ないか。
ワークライフバランスや仕事に関する意識調査をしているの
であれば、表彰の有効性のようなものについて聞くという方
法もあると思う。

持ち帰り検討したいと思う。
表彰の有効性が測れるような成果指標を設定する
よう検討すること。

表彰の有効性について、職員の士気高揚の割合を
定量的に図ることは非常に困難であるが、平成25年
度より受賞者に対するアンケート調査等を行い、そ
の結果を成果指標として採用することとしたい。

了解 15
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