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1. 外部評価実施概要

1.1. 外部評価の目的等 

1) 評価の目的及び趣旨

丹波市では、平成 17 年 11 月に丹波市行政改革大綱（第 1 次）、平成 22 年 11 月に第２

次丹波市行政改革大綱を策定し、行政改革及び行政評価の推進を図ってきたところである。 

行政事務を評価する仕組みとしては、丹波市が行う施策や事務事業が効果的に実施され、

成果があがっているのか、また、市民の満足度はどうかなど、多角的に評価・検証を行う

「行政評価システム」の構築を目指し、評価シートを作成し、市内部での検証及び評価を

行ってきた。 

平成 21 年度から平成 25年度まで５年間にわたり、評価の客観性及び透明性を確保する

とともに、行政施策の改善、見直し等に役立てることを目的として、外部評価委員による

外部評価委員会を設置し評価を行ってきた。 

しかしながら、平成 26 年８月に発生した丹波市豪雨災害の影響により、一時中断した

ものの、平成 27年３月に第２次丹波市総合計画が策定されたこと、また、平成 28年３月

に第３次丹波市行政改革プランが策定されたことを踏まえ、平成 28 年度より外部評価委

員会が再開され、本年度で 4年目を迎えた。第２次丹波市総合計画の前期計画が令和元年

度までであることを踏まえ、当該期間に実施している事業を対象に評価を行っていくこと

としている。 

以上の背景から、本外部評価においては、評価の客観性を確保すること、事務事業や施

策の今後の見直しに活用すること、行政改革アクションプランの検証に活用していくこと

を目的とし、予算編成と連動することで、今後の効率的な施策の展開、より適切な行政サ

ービスの提供に活用していくことを目的に実施するものである。 

2) 評価の視点

主として以下の視点のもとに評価を行った。

① 事務事業に対して行った評価の視点や考え方が妥当か

② 検証結果を踏まえた今後の方向性は妥当か

③ 対象事務事業に関する幅広い観点からの意見・提案
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1.2. 評価対象事業 

本年度は以下の 10 事業を対象に評価を行った。 

① 学校運営支援事業 (学校教育課) 

② 歴史民俗資料館管理運営事業 (文化財課) 

③ 地籍調査事業 (農林整備課) 

④ 森林整備振興事業 (農林整備課) 

⑤ 河川管理事業 (河川整備課) 

⑥ 環境施策推進事業 (環境課) 

⑦ 防災行政無線管理運営事業 (くらしの安全課) 

⑧ 子ども・若者福祉事業 (くらしの安全課) 

⑨ 生活困窮者自立支援事業 (社会福祉課) 

⑩ 敬老事業等 (社会福祉課) 

1.3. 評価体制 

1) 実施体制

2) 委員会メンバー
◎小西 康生 神戸大学名誉教授 

足立 篤夫 丹波市自治会長会 副会長 

池田 和人 一般社団法人丹波青年会議所 理事長 

○中道 知代子 丹波市消費者協議会 会長 

足立 晶子 公募委員 

荻野 隆太郎 公募委員 

◎：委員長 ○：副委員長

外部評価委員会 

委員 6名 

株式会社日本能率協会

総合研究所 

丹波市（事務局：行政経営課） 

外部評価の実施 委員会運営支援等 

各課調整等 
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1.4. 委員会実施状況 

1) 委員会実施状況

回 開催日時 場所 議題 

第 1回 
7月 3日(水) 

13時 30分～15時 

氷上住民センター 

第 1小会議室 

・令和元年度外部評価の概要

・評価対象事業の選定

第 2回 
7月 17 日(水) 

9時 30 分～17時 

氷上住民センター 

大会議室 
・外部評価の実施①

第 3回 
7月 22 日(月) 

9時 30 分～17時 

氷上住民センター 

実習室 
・外部評価の実施②

第 4回 
8月 5日(月) 

13時 30分～17時 

氷上住民センター 

第 1小会議室 
・外部評価結果のまとめ

※第 3回のみ池田委員欠席

2) 外部評価実施状況

①外部評価実施スケジュール

【第 2回行政評価外部評価委員会】 

時 間 事 務 事 業 名 担  当  課 

 9:30～10:30 ①学校運営支援事業 学校教育課 

10:45～11:45 ②歴史民俗資料館管理運営事業 文化財課 

13:30～14:30 ③地籍調査事業
農林整備課 

14:35～15:35 ④森林整備振興事業

15:45～16:45 ⑤河川管理事業 河川整備課 

【第 3回行政評価外部評価委員会】 

時 間 事 務 事 業 名 担  当  課 

 9:30～10:30 ⑥環境施策推進事業 環境課 

10:45～11:45 ⑦防災行政無線管理運営事業 くらしの安全課 

13:30～15:30 
⑧子ども・若者福祉事業

⑨生活困窮者自立支援事業

くらしの安全課 

社会福祉課 

15:45～16:45 ⑩敬老事業等 社会福祉課 

②各事業評価の時間配分

時 間 内容 

20分 事業説明（担当部課による事務事業内容や評価結果の説明） 
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30分 質疑応答（外部評価委員と担当部課との意見交換） 

10分 まとめ（外部評価委員長によるまとめ） 

※事業⑧～⑨は、まとめて評価を行ったため、時間配分は異なる。
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2. 外部評価実施結果まとめ
※以下のとりまとめ結果は、第 2回及び第 3回の委員会の結果をとりまとめた「４．外部評価における主な意見」に加え、第 4 回委員会の意見を加えてとりまとめたものである。

事業名 
事業継続
の必要性 

成果の方向性 
事業規模の 
方向性 

その他改善等の可能性等 

①学校運営支援事

業
あり 成果向上 継続維持 

 メンテナンスや毎年のICT機材の更新等をきちんとしているならば、コストの評価はAでもよい。 

 子どももスケジュールがいっぱいだが、もっと伸び伸びと昔のような自然を見て育つそういう子どもたちにしたいと思う。 

 青年会議所や商工会等民間団体は、もっとPTA等と連携して学校とかかわるとよいと思う。夢を与えるような機会が子どもたちには必要で

あるし、企業にもそうした役割が求められている。 

 仕事をし、汗をかいている大人の姿を見ながら大きくなっていくような教育は効果的だ。 

 乳幼児のときから一貫した教育に取り組んでいけるように、小さい頃に親が、人生の基礎を学べるような機会を丹波市で推進していただき

たい。 

 子育て支援というが、「子育て」でなくて「子育ち支援」という面も加味して実施していく必要があるのではないか。 

 英語の教育は、ネイティブの人が来て授業をやってくれるのがよい。中途半端な英語教育はかえって教育上マイナスかもしれない。 

②歴史民俗資料館

管理運営事業
あり 

成果向上 

（整理統合を迅

速に推進する。

結果として入館

者数増につなげ

る） 

継続維持 

 整理・統合等を踏まえ検討するとあるが、誰が(市内部か外部か)、どのように(外部機関や人材と連携するのか)やるのか等が見えず評価で

きない。具体的に記載すべき。 

 効率化できる余地があるのではないか。整理・統合の動きがあるとのことだが、もっと早く対応すべきである。 

 資料館をばらばらに考えるのではなく、地域資源をどう開発・活用していくかの観点で、他の地域資源と一体となって利活用していくこと

が望ましい。観光協会や青年会議所、商工会、JAなどと一緒になって、どうやって利用していくのかをトータルで考えていく必要がある。 

 水分れ資料館の展示リニューアルに伴い、もっと多くの人にPRすることが重要である。歴史も含めてPRするべき。 

 興味を持つきっかけも大事だと思う。スタンプラリー等でポイントを集めるなど。 

 売上げを伸ばすのであれば、入場者の分析を行い、ターゲットをはっきりさせことが重要で、その層にPRしていくことが必要となる。アン

ケートの分析などからしっかり行い、お金の有効活用につなげる。

 文化施設であるため、あまり商業ベースに考えなくてもよい。 

③地籍調査事業 あり 成果維持 継続維持 

 境界は民民の間で決めるもので、行政が勝手に進められないことは理解するが、災害時の緊急復旧には、行政側が積極的に対応できるよう

な仕組みにできないか。 

 県はハザードマップを見直して、特別警戒が必要な区域の色塗りをし直している。地籍調査ではそういう地域を優先するとよいのではない

か。 

 山奥の方に行くと高齢化が進んでいて、持ち主不在が多いし、これからますますそういう状況になってくると思うので、住民や自治会の方

でも事前に準備するなど、できることに取り組んでおいた方がよい。 

 管理ができなくなった山林は、市が管理する方が効果的なので、そのような仕組みを進めることが必要。 

 所有者が分からないため、森林整備が進まず、災害が起きやすくなるようなことは避けなければならない。 

④森林整備振興事

業
あり 

成果向上 

（森林整備の担

い手を確保す

る） 

継続維持 

 市が主体的に行うよりも事業者などをいかにプッシュするか、刺激するかが重要ではないか。 

 民間がやるところと行政がやるところを役割分担して、行政のやる部分を積極的にやっていただきたい。 

 環境保全の観点から、森林だけでなくて川と一緒になってやることがあるのではないか。加古川や由良川を流れる水は、森林が関係してい

ることをPRするのも1つの手である。 

 丹波の山は、日本でも有数の建物の骨組みをつくるのに適した材料であるので、PRするとともに、きちんと管理していくことが重要ではな

いか。 

 高齢化の問題への対応が必要である。 

 若い人たちに木に対する興味を高めることが重要だ。 
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事業名 
事業継続
の必要性 

成果の方向性 
事業規模の 
方向性 

その他改善等の可能性等 

⑤河川管理事業 あり 

成果維持 

（重大なトラブ

ル発生を防ぐ）

継続維持 

 保守点検について、事故が起きてからの修理対応よりも、保守点検を徹底させる方が有効だ。トラブルについては、件数よりもトラブルの

深刻度に注目する必要がある。 

 河川ののり面は危険なところがあるので、地元と協議しながら清掃活動（草刈り）に取り組む必要がある。 

 担い手が高齢化している自治会への積極的な啓発活動を行い、清掃活動に取り組む自治会を増やしていく必要がある。 

 草刈りの自治会参加率は、河川がない自治会もあるので、分母を見直す。 

⑥環境施策推進事

業
あり 

成果向上 

（前提として事

業の目標、達成

すべき点を明確

にすべき） 

継続維持 

 農林部門、環境部門、地域おこし協力隊などいろいろな部署や機関などとの連携をより緊密に行うことが必要。 

 太陽光パネルを設置し、電力を売る事業は収益を得ているのか疑問。設備が老朽化して廃棄するまで、トータルに環境問題を考えて施策を

推進することが必要。太陽光パネルが設置されていても、更地に戻すことができるようにしないと、空き家問題のようになる。 

 薪ストーブの普及にあたっては、細かな説明等が必要であり、現状の普及方法では向上が見込めないのではないか。 

 成果指標では、太陽光発電の設置件数とあるが、本来はさらに進んで発電量、電力量なども必要ではないか。 

 目標と実績に差があるので、A評価は疑問である。 

 ゴールやそれに向けての取組、誰がどう負担するのかといったことが分からないので、具体的に記載するようにすべき。 

 目標・実績と評価結果に整合性がないため、目標値を変更する等の見直しが必要。 

⑦防災行政無線管

理運営事業
あり 

成果向上 

（障がい者への

周知方法の工

夫） 

継続維持 

 コストの評価は、できる限り低コストで実施している場合は、Aでもかまわない。 

 災害時、早目早目に指示や勧告の報道がなされるので、一般市民としては慣れてしまっている可能性がある。市民の命が守れれば「命令」

というように丹波市独自のアナウンスの仕方があってもよい。 

 避難の際、民間の建物も含めた避難場所があるとよい。 

 ソフト面の充実として、放送内容に対する市民の関心や意識について、全戸でなくてもよいのでアンケートを行ってもよい。もっと使う側

のニーズを把握してもよいのではないか。 

 いざという時にもすぐに使えるようになっておくことが必要。（マニュアルがなくても使える） 

 障がい者への周知方法については、さらに工夫があるとよい。 

 無駄な面があったとしても、命にかかわることなので、公的なところで対応できるところはしっかりと進めることが必要ではないか。 

 目標値を見直してもよいのではないか。 

⑧子ども・若者福

祉事業
あり 

成果向上 

（対象者を自立

に向かわせる） 

継続維持 

【全体】 

 市民がどこに相談すればよいか分かるようになっていることが重要である。ワンストップサービスのようなことも検討できないか。 

 制度ごとの相談支援機能を総合的にコーディネートできるように包括的・総合的な相談体制を構築できるとよい。 

 対象者の方へのアプローチや最初のコンタクトが難しい。対象者を十分に把握できないので、関連機関や関連する人とのつながりやネット

ワークが重要であり、それを通したアプローチ等が必要である。ネットを通じて周知する方法も有効かもしれない。

 個人の背景が非常に重要になるので、その個人個人の事情を踏まえて相談や対応をしていくことが望まれる。 

【子ども・若者福祉事業】 

 本事業は、行政が取り組んでいることで市民が安心できるということがあるので、NPOに全面的に任せるのではなく、行政がある程度責任

を負う形でこの事業を継続する形がよい。 

 相談件数だけではなく、相談が役に立ったかどうかも把握することが望ましい。 

【生活困窮者自立支援事業】 

 潜在対象者ではなく、顕在化している対象者を可能な限り対応しているのであれば、効果性の評価はBでなくてもよい。 

 社会福祉法人等も含め、さまざまな機関と連携して進めてもらいたい。 

 効率的なことよりも、可能な限り多くの方に引きこもりから復帰し、生活を楽しくできるかを重視してもらいたい。 
⑨生活困窮者自立

支援事業
あり 

成果向上 

（対象者を自立

に向かわせる） 

継続維持 
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事業名 
事業継続
の必要性 

成果の方向性 
事業規模の 
方向性 

その他改善等の可能性等 

⑩敬老事業等 あり 

成果向上（多様

化した高齢者の

ニーズに対応す

る）

継続維持 

 老人クラブ連合会をなぜ組織化する必要があるのか、再度地域の位置づけやニーズを踏まえ、再構築してもよいのではないか。組織化しな

くても、それぞれの地域で老人の皆さんがいろいろな会を作って活動をするのが理想の姿ではないか。 

 老人クラブ等の加入者が高齢化している。高齢者も忙しくなって、役員等の引き受け手がいなくなっている。思い切った改革をして、地域

住民に密着した形のフォローができるようにする活動の形でもよいのではないか。 

 老人クラブは楽しいというのを地域で作り上げていかなくてはいけない。一方で老人クラブに固執せず、何人かでの趣味サークルでもよい

と思う。 

 いろいろな組織に助成しているが、一つのものにまとめて助成していく形もよいのではないか。 

 行政の縦割り方式を地域にあてはめるのではなく、それぞれの地域での高齢者を対象にした取組によって、もう少し年代的にまとまった形

で支援をする形にすると、ある一定の金額をまとめて交付することができるのではないか。 

 老人クラブの会員数を増やすのであれば、背景の分析やニーズの分析を行うことが必要ではないか。老人クラブに加入する必要性や魅力を

感じさせることが重要ではないか。 
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3. 今後の丹波市に対する意見 
本年度の評価結果を踏まえた丹波市に対する意見は、以下のとおりである。 

今後この結果を事務事業のあり方の参考として活用されることが望ましい。 

 そもそもの目的は何かといった視点から、市民や利用者にとって最適な方法やあり方を

検討し、事業を再構築していくことが重要である。（例：敬老事業等） 

 評価において、ゴール（目標）が見えない事業がみられた。評価シートには、行政、民

間などの役割分担を明確に記載して、その中での行政の役割や位置づけを分かるように

記載する。 

その上で、行政がどのようなことに何を取り組み、どのレベルまで達成しようとしてい

るのかを具体的に記述することが必要である。 

 進捗が遅い事業が見受けられる。例えば、施設や機能の整理・統合の必要性を感じなが

ら、検討段階が長く、進捗が進んでいない事業がみられた。進捗が遅いということは高

コストのまま事業が継続されている可能性があるため、迅速な対応や意思決定が求めら

れる。 

 本年度の評価対象事業をみても、環境保全等への取組（環境施策推進事業等）、森林の

整備（森林整備振興事業）や境界の確定等（地籍調査事業）はお互いに関連している。

横断的な課題を意識し、評価結果の関連課との共有等を行い、連携を強化して事業を進

めることが肝要である。 

 整備を進めていくことだけでなく、利用者側の立場に立った観点での評価が必要である。

評価にあたっては、アウトプット（活動）による評価を可能な限りアウトカム（成果）

による評価に近づけていく工夫が必要である。また、成果指標は事業の進展や成果の達

成度によって変更することが望ましい。 

 重要なリスク（生命の危険など）が懸念される場合には、効率性を追求するよりも、適

切に対応し、リスク発生抑制を重視することが優先される。 

 目標に達成していない現状を評価し、原因を分析し、対策につなげていくといった一連

の記述が見受けられない事業がある。評価シートの各欄の関連性を再度点検し、説明責

任を果たすよう努める必要がある。 

 利用者や受益者などの 1人あたりコストなどを意識し、事業における公共性や税金の投

入の妥当性を十分に検討すべきである。 

 指標のもとになる数値・データが妥当か、分子・分母が妥当かを再点検すべきである。 
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4. 外部評価における主な意見 
■ 太字 ：委員からの主な意見 

● 細字 ：市回答内容 

 4.1 学校運営支援事業 

1) 委員からの主な意見 

【子どもには伸び伸びとした教育を】 

 今子どもたちはスケジュールがいっぱいで、忙しい。先生たちも忙しい。もっと伸

び伸びと昔のような自然を見て育つそういう子どもたちにしたいと思う。 

【家庭、地域、企業などが連携・協働した取組のさらなる推進】 

 何人かの子どもから「トライやる・ウィーク」を体験したことで自分の目標とする

ことが見えてきたという報告を聞いた。これはよい取組だなと感じた。大人の働い

ている姿を見せることは、子どもの将来にとって影響が大きいと思う。 

 若いお父さんが草刈りなどの奉仕作業をしてくださったのを見て、お父さん同士の

地域のつながりが本当に大事だなと感じた。そういう一つひとつのことから地域の

つながりが大きくなっていくのではないかと思った。小さい頃に親が、人生の基礎

を学べるような機会を丹波市で推進していただきたいと思っている。 

 地域の行事に参加しているお子さんは非常に多いが、地域によって差がある。「たん

ばふるさと学」や「たんばみらい学」などのふるさと教育を充実させるとともに、地

域行事に参加できる環境整備を地域とともに進めていきたい。 

 学校、家庭、地域のかかわりにおいて、従来から自治会などとつながりがあったが、

企業の力や民間の力についても徐々に広げている段階である。学校ごとで社会体験を

実施したり、企業から学校へ来ていただいたりする機会は徐々に増えている。 

【子育てより子育ちの観点で取り組む】 

 子育て支援といわれるが、「子育て」でなくて「子育ち」ではないかと思う。子ど

も自身がどうするのかの視点が欠けていると思う。「子育ち支援」という面も加味

して実施していく必要があるのではないか。 

 来年度から実施される新学習指導要領でも、主体的・対話的で深い学びの実現に向け

て、子どもたちがいかに学ぶのか、先生からどう教えられるかよりも、子どもたちが

学びたいという意欲を大事にした授業づくりが求められている。それに向けて研修を

進めている。 
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2) 評価シート 
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 4.2 歴史民俗資料館管理運営事業 

1) 委員からの主な意見 

【運営方法見直しの必要性】 

 売上げを伸ばすためには、利用者を分析した上で、どこをターゲットにしたらよい

のか、どこに向かって PRしたらよいか、ターゲット層、年齢層はどこなのかを検

討するべき。 

 文化財の維持管理において、商業ベースで考えるのはあまりよくない。コストの中

で、本当に建物の維持管理上必要なもの、維持するのに必要なものなどを分類して、

1 人あたりの費用をもう少し細分化するとよい。 

 資料館をばらばらに考えるのではなく、地域資源をどう開発・活用していくかの観

点で、他の地域資源と一体となって利活用していくことがよいのではないか。観光

協会や青年会議所、商工会、JAなどと一緒になって、どうやって利用していくのか

をトータルで考えていく必要がある。 

 地域資源という考え方は、組織上文化財の保存がメインで動いてきた経緯がある。た

だ、国の考え方も変わってきて、活用という考え方が出てきたので、そこを含めて地

域資源を活用してまた地域の活性化につなげていけるよう考えていかなくてはいけな

い。 

【集客ための PR方法を考える】 

 興味を持つきっかけも大事だとも思うので、スタンプラリー等少しわくわくするよ

うなことも必要かと思う。 

 水分れ資料館のところは、本州で一番低い中央分水界。PRにおいては、昔の歴史を

調べながらそれも宣伝・広報したらよい。それぞれの地域にある文化を大切にして、

文化を残していくような方法の検討をお願いする。 

 本郷の舟座、舟運の歴史は、水分れ資料館で展示させていただいている。提示には、

新しい手法を検討しており、観光協会などとの連携も大事だと思う。またこういう宣

伝の方法があるということがあれば、ご教示いただければ助かる。 
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2) 評価シート 
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 4.3 地籍調査事業 

1) 委員からの主な意見 

【災害対策も含めた地籍調査の必要性】 

 ハザードマップなどの危険区域を優先して地籍調査を行ってもらいたい。地籍調査

は、長期にわたるため、自治会等を通じて事前にそういう取組をしていただいたら、

20 年後、25年後に調査があったとしても非常にスムーズにいくだろう。我々住民

も何かできることに取り組んでおいた方がよいと思う。 

 危険箇所等も勘案しながら、優先して取り組んでいきたいと思う。例えば柏原・山南

地域の地籍調査の終了が見込め、氷上・青垣地域に入る時期になったら、事前に地権

者同士で立会って境界を決めていただいていたら、スムーズに調査が進むと周知して

いくことも必要と思っている。 

 所有者が管理できないような場合には、丹波市に無償譲渡して、それをまた誰かに

貸すといった取組をされている市町村があると聞いている。その方が、災害があっ

たときに迅速に復旧できるのではないか。 

 森林の財産を持ちたくないと思われる方がおられることが、山の手入れ不足問題につ

ながっていると、ここ数年言われている。国の方でも令和元年 4 月から森林経営管理

制度政策が始まっており、これは、森林所有者が自分で森林の管理ができない場合、

森林を市に預けるような制度である。制度を施行した以上は市も適切な維持管理に努

めることが求められ、責任を持って取り組まなければならない。地籍調査が終わって

いる山林部では、市が管理・お預かりできることを今後周知していく。 

 所有者が分からなかったら、森林に入れないのか。倒木がそういった土砂災害のも

とになっている。後で見に行くと、整備されてないからこんなになっているのだと

説明されるが、その場合公的な機関が対処して、後で請求する訳にいかないのか。

とりあえず対処した方が、災害が減るのではないか。 
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2) 評価シート 
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 4.4 森林整備振興事業 

1) 委員からの主な意見 

【行政のかかわり】 

 行政が主導的に行うとすれば、環境保全や環境創造の観点からのかかわり、産業と

してのかかわりなどの点ではないか。事業を行っている方をいかに刺激して後押し

していくかが重要ではないか。 

 民間がやれるところと行政がやれるところ、別の機関がやれるところを役割分担し、

行政のやる部分を積極的に担い、公共的機能を進めていただきたい。 

 かつて丹波でできた木を地元で出荷するのではなくて、1回岡山に持っていって、

また持って帰っているという話を聞いたことがある。そういうことがないようにし

てもらいたい。 

 エンドユーザーである市民やユーザーが、木の特性や木材利用の意義を理解してもら

わないと、昔のような木材市況は取り戻せないだろう。林業施策を進める上で必要な

事業を検討し、豪雨災害等も踏まえ森林整備に取り組んできている。また、山に対す

る関心や興味を高めるための取組として、今年度より林業普及推進員活動も行ってい

る。 

 先代の住民の方が植えられた人工林は伐採し可能な限り利用する。その後は次世代の

子どもたちや孫たちに広葉樹の森を引き継いでいきたいといったような機運が高まれ

ば、長期的な森づくりを具体的に描くことができ、地域内でその方向性の共有が図れ

るものと考える。行政としては、これからの森づくりにおける目的を市民や民間事業

体等と共に検討していくことが重要であると考える。 

【林業の担い手減少への対策、若い人への啓発等】 

 高齢化が進む中、山の奥の方になると、木材を持ち出すことも難しい。昔のように、

山の管理が十分になされなくなっているではないか。皆伐すればあとは放置される

ことになるかもしれないが、地域を災害からも守っていく点からも重要である。 

 間伐は、重労働だし、ある程度儲けにつながる形でないと、実施していくことが難

しい。山の中は昔より荒れているのではないか。しかし、災害の問題もあるので、

手を入れないといけないが、担い手がいなくなっている。 

 子どもたちが山を見て、荒れているといったことを学習する機会がほとんどない。高

齢化が進んで、林業事業体、森林組合関係者のすべてが高齢化している。若い人に木

に対する興味を高めてもらうことが重要と考えている。 

【環境横断的な PR】 

 加古川があるので、加古川の水と森林とのかかわりで PR していくこともよいので

はないか。 

【丹波産の木材の PR】 
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 丹波の山は、日本でも有数の建物の骨組みをつくるのに大変適した材料であるので、

PR するとともに、きちんと管理していくことが重要ではないか。 
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2) 評価シート 
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 4.5 河川管理事業 

1) 委員からの主な意見 

【地元市民の協力による河川管理の継続問題】 

 春日地域の三宝ダムのところでは、春日地域の住民として商工会や消防、団体、民

間が集まって草刈り等をやっているが、自治会から地域全体に言ってもらえれば、

手伝う人ももっと増えるのではないかと思う。お互いさま感がある。年齢が高くな

り人数が少なくなってくると管理が大変になってくるかとも思う。 

 私の地域ではあと 10 年ぐらい団塊の世代の方々が頑張ってくださっていてその間

は大丈夫かとは思うが、その後はどうなるか分からない。 

 これらの点を喫緊の課題としてどう対応していくのか、制度改正するところにきてい

るのか検討を要する。 

【排水機場・三宝ダムの管理】 

 事故が起きてからの修理と保守点検では、保守点検を重視した方がコストがかから

ないのではないか。事故が起きないように保守点検する必要がある。 

 トラブルの発生件数の問題ではなく、どのような深刻なトラブルが起きたのかが最

も重要な点だ。 

 地元自治会等に委託し、月 1 回ほどのペースで定期的に動作点検をお願いしている。

それにより、動かないとなった時にはすぐに直している。 

今後は、長寿命化計画に基づき予防保全的に修繕をすることで、施設の長寿命化を図

り、ライフサイクルコストの削減を図っていく。 
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2) 評価シート 
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 4.6 環境施策推進事業 

1) 委員からの主な意見 

【横断的対応の必要性】 

 森林整備事業などと事業内容がオーバーラップしているところがある。例えば伐採

や倒木の処理などは別々にやるのか。連携した取組は行っているのか。 

 環境は森林の問題もかかわってくると思う。実際に具体的に市がどういうかかわり

をするのか、見えてこない。 

 木の駅実行委員会は山の中に入っていって森林整備事業もしている。間伐等を行い、

それがストックヤードに出されて、薪とかチップや燃料化なども行っている。 

 農林部門、環境部門、地域おこし協力隊と、林、農、環境 3 つの協働で取り組んでい

くことを検討していきたい。 

【ライフサイクルコスト等を踏まえたトータルの環境保全推進の必要性】 

 太陽光パネルは採算があうかどうか疑問。設備が老朽化して廃棄するまで、トータ

ルに環境問題を考えて施策を推進することが必要。太陽光パネルが設置された地域

も更地に戻すことができるようにしないと、空き家問題のようになる。 

【薪ストーブの普及】 

 薪ストーブの普及はよいことと思うが、薪ストーブ自体が高い。１基買おうとして

も高く、チップは庭のどこかに積んでおかなくてはならない。そういう細かいとこ

ろも考えて推進してほしい。 

【評価シートの記載について】 

 目標値に対して達成していないにもかかわらず、評価が高くなっている。 

 ゴールをどう設定して、それに向けてどうするのか。それぞれの主体がどのように

事業のコストを負担するのかも見えてこない。進めるとか展開していくと書かれて

いても、具体的によく見えない。 
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2) 評価シート 
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 4.7 防災行政無線管理運営事業 

1) 委員からの主な意見 

【市民が警報に慣れてしまい、行動が伴わないようなことを避ける工夫が必要】 

 本事業は市民に有益な非常によい事業だ。ただ早目早目に指示や勧告の報道がなさ

れるので、一般市民としては慣れてしまって、行動が伴っているのか疑問がある。

昨年の西日本豪雨の時でも、ある市では市長が避難命令を市民に出した。勧告とか

指示では弱いので「命令」という言葉を選択された。丹波市独自のアナウンスの仕

方があってもよいのかと思う。市民の命が守れればそれは最高の判断だと思う。 

 危険な事態発生時に、地域の人たちがどのように行動すればよいのか、それぞれの

地域の活動（避難訓練等）を通して再認識できたらよいと思う。 

 今年また国のガイドラインが変わって、警戒レベル 3、警戒レベル 4といった表現に変

わった。本当に緊急時にどうすれば危険性や緊急性が伝わり避難行動につながるのか

ということについて、今後も大きな課題と考えている。 

【民間事業所の避難場所としての活用可能性】 

 避難の時、私たちの集落は公民館が一番だ。しかしこの前大水の時には公民館も赤

土の泥水で埋まってしまった。近くに民間団体の建物があるので、そういうところ

を避難時に利用できるようになるとよい。 

 避難所についてだが、市は基本的に安全な場所を避難所として指定している。安全な

場所、小学校や市役所の住民センターなどがそうだ。民間事業所を借りる件について

は、「仕事をしており、営業時間があるから、そんなことは無理だ」となかなか難しい

が、いざとなったら個別に了解をもらっているという話もきくので、今後検討してい

きたい。 

【防災行政無線の利用者側のニーズ把握】 

 ハード的な整備は大体そろっているので、あとはソフト的な面。使用した上での効

果の面、放送内容に対する関心度など、利用者にアンケートして、ユーザー側のニ

ーズを把握してもよいのではないか。 

【障がい者への対応】 

 家族に障がい者がいる場合、家族の中で助け合ってほしいとの話であるが、健常者

の方がたまたまいない場合もある。無駄になってもよいので、リスクの可能性のあ

るようなことはきちんと用意しておくことが期待されていると思う。最悪の状況を

設定して、普段から用意できるものは用意するという考え方でお願いしたい。 

 難聴者の方については、今も福祉分野の方とも協力して対応している。資機材関係な

ので、すぐには対応できないかもしれないが、今後の大きな課題と捉えている。 

 

【コストの評価】 
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 今後新たな設備にコストがかかるとしても、それが必要であり、また最低限のコス

トで実施しているということあれば、コストの評価は高くてもよい。 

 コスト評価は Aでもよい。直接市民の安全ということに結びつく仕事なので、でき

るだけ早い時期に完成していただきたい。 

 命にかかわることなので、必ずしもコストを優先に考えなくてもよいだろう。 
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2) 評価シート 
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 4.8 子ども・若者福祉事業 

1) 委員からの主な意見 

【対象者へのアプローチ】 

 ニート、引きこもりの子ども及び家族をどのようにして最初アプローチされるのか

は重要である。また、引きこもりの方等がいた場合、どのようにして相談窓口に行

ってもらうようにするのかが重要である。 

 対象者数を十分に把握できていない可能性もあるので、関連機関や関連する人との

つながりやネットワーク及びそのようなものを活用したアプローチが必要である。

ネットを通じて周知する方法も有効かもしれない。 

 市の取組等は、広報やホームページに掲載している。そうすると社会福祉事業の方々

がこういうのもあると紹介され、保護者から連絡をされたり、関係機関からの連絡が

あり、こちらから電話して訪問する形などが多い。 

【組織上の位置づけ】 

 くらしの安全課は防災行政無線や防火水槽の設置などのイメージがある。関係機関

とのネットワーク等が重要となるが、担当は連携がとりやすい部署での対応が望ま

しいと思う。柱となるような部署があって、そこを支援していくとよいのではない

か。効率的で成果が望める体制にしてほしい。 

 当初は青少年育成事業としてスタートしたが、その時はくらしの安全課が担っていて、

そのまま現在に至っている。現在は福祉関係の部署との連携が重要となっており、福

祉関係の部署との情報交換の会議を開催している。 

【行政直営による実施】 

 本事業は、行政が取り組んでいることで市民が安心できるということがあるので、

NPO に全面に任せるのではなく、行政がある程度責任を負う形でこの事業を継続す

る形がよい。 
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2) 評価シート 
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 4.9 生活困窮者自立支援事業 

1) 委員からの主な意見 

【個人情報に留意し委託等を推進】 

 この事業はよい事業だと思う。ただ、相手からの相談をきちんと聞いてから支援計

画を作成しないと解決できない。ある程度のスキルが必要となるため、若い人の研

修などをきちんと行った方がよい。 

 プライバシーの問題をきちんと管理した上で、社会福祉法人や NPO などの民間活用

を検討する必要がある。 

 外部機関の活用等については、個人情報をきちんと管理し、相談支援等の対応が可能

な NPO等が検討する。個人情報等は十分配慮していきたいと認識している。 

【一律的で効率的にはなく、個人個人の背景に留意して支援する】 

 現象で捉えずに、その個人個人の事情を踏まえて対応し支援していくことが望まれ

る。プロトタイプで物を決めて取掛るとうまくいかない。その対象者がどういう人

かということをよくよく考えることが重要である。 

 効率的なことよりも、引きこもりになっていらっしゃる人がどのくらい復帰できる

か、生活を楽しくできるかという観点で取り組んでいただきたい。 

【さまざまな機関との連携の推進】 

 市内の社会福祉法人も連携していくようになっているが、いろいろな機関と連携し

て進めてもらいたい。 

【統一的な窓口の検討】 

 ハローワークに行くとワンストップサービスがある。福祉相談の総合窓口や福祉関

連窓口のワンストップサービスのようなことが検討できないか。 
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2) 評価シート 
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4.10 敬老事業等 

1) 委員からの主な意見 

【今後の老人クラブのあり方】 

 老人クラブ等の加入者が高齢化している上、高齢者も忙しくなってきており、引き

受け手がいなくなっている。思い切った改革をして、地域住民に密着した形のフォ

ローができるような形でもよいのではないか。 

 60 歳以上という条件も見直してもよい。また組織を世話していくのも手間になる。

それであれば、地域でやっている100歳体操を老人の新事業の中に入れてはどうか。 

 老人クラブは楽しいものという共通認識を地域で作り上げていかなくてはいけな

い。一方で老人クラブに固執せず、何人かでの趣味サークルでもよいと思う。 

 自治会の中で、老人事業とサロンなどの活動が重なっている部分が多い。それを整

理し、集約したものに助成していく形ができないか。国の制度が 60歳以上だから

というしばりがあるかもしれないが、一貫した狙いや取組がつくれないか。 

 市や社協等が実施しているそれぞれの事業を関連づけ、できるだけ一つの団体で目的

を持ってやっていただくのがよいと思うが、団体や活動にはそれぞれルールがあり、

市が団体をひとまとめにすることはできないと考える。それぞれの団体の活動を見守

りながら支援を行うことになる。 

 老人クラブの会員数を増やすのであれば、背景の分析やニーズの分析を行うことが

必要ではないか。お金の問題ではなく、老人クラブに加入する必要性や魅力を感じ

させることが重要ではないか。 

【老人クラブの形式にとらわれない地域での高齢者の活動のあり方】 

 老人クラブ連合会をなぜ組織化する必要があるのか、再度地域の位置づけやニーズ

を踏まえ、再構築してもよいのではないか。それぞれの地域で老人の皆さんがいろ

いろな会を作って活動をするのが理想の姿ではないか。 

 子育て支援、地域における見守り、健康づくり活動を実施する老人クラブに対しては、

県の補助金の活用が可能である。自治会ごとに努力していろいろと活動していただい

ていることは否定するものではない。 

 行政の縦割り方式を地域にあてはめるのではなく、やはりそれぞれの地域での高齢

者を対象にした取組によって、もう少し年代的にまとまった形で支援をする形にす

ると、ある一定の金額をまとめて交付することができるのではないか。 
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2) 評価シート 
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