
「行政評価の実施結果－平成29年度実施事業－」 

に対する市民アンケート結果 

平成 31年 2月

名 古 屋 市



平成アンケート結果 

１．回答集計（問 1～問 4） 

分かりやすい

28%

やや分かりやすい

51%

どちらともいえない

14%

やや分かりにくい 6%

分かりにくい 1%

問 1 点検シートの内容は分かりやすかったですか 

⇒「分かりやすい」または「やや分かりやすい」と回答した方は約 8割 

 〔 回答者数 181 名 〕 

「行政評価の実施結果 平成 29 年度実施事業 」 

に対する市民アンケート結果 

■募集期間  平成30年10月3日(水)～平成30年12月28日(金) 

■提出人数  212名 

■目次 

１．回答集計（問1～問4）             …  1 

２．個別意見等                  

  問3 成果指標の適切性に対するご意見      …  4 

  問5 事業に対する改善・見直しのご提案     … 19 

  問6 その他のご意見等             … 25 
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深まった

28%

やや深まった

58%

どちらともいえない

10%

あまり深まらなかった 4%

深まらなかった 0%

適切

42%

やや適切

36%

どちらともいえない

13%

あまり適切でない 8%

不適切 1%

問 2 行政評価を通じて、市政への理解は深まりましたか 

⇒「深まった」または「やや深まった」と回答した方は 8割以上 

〔 回答者数 181 名 〕 

問 3 「組織目標」の達成に向けて「成果指標」を設定していますが、適切な 

指標が設定されていましたか 

⇒「適切」または「やや適切」と回答した方は約 8割 

〔 回答者数 199 名 〕
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深まった

36%

やや深まった

53%

どちらともいえない

8%

あまり深まらなかった 2%
深まらなかった 1%

問 4 取り組んでいる事業について理解が深まりましたか 

⇒「深まった」または「やや深まった」と回答した方は約 9割 

〔 回答者数 197 名 〕
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２．個別意見等

■防災危機管理局 　3名

課・公所等 評価区分 理由

やや適切 アンケートから生の声を反映している。

あまり適切でない

防災意識の向上が組織目標であるのに、その成果指標
が防災センター来館者（もともと防災意識高い人）への
アンケート結果からなので、一般市民の意識が上がっ
ているのか疑問であった。

地域防災室 適切
避難所開設や運営訓練は、実際に災害が起きた時にと
ても重要なことだと思う。また、事前に訓練をしておかな
いと、必要となった時にスムーズに動けないと思った。

■総務局 　5名

課・公所等 評価区分 理由

電算センターにおいて設備の応急保全を実施できれ
ば、システムの安全稼働を実現することができる。

―

大学政策室 適切
他県の大学に進学すると、その県での就職が多くなると
考えられるため。

個別事業での成果や達成率が高いにもかかわらず、組
織目標の達成状況が低いのが気になる。

適切なものもあるが、なかなか達成するには厳しいと感
じるものもあるから。

■財政局 　2名

課・公所等 評価区分 理由

適切
公共施設を適切に維持管理するためには、市民の意
見を知るべきであり、市設建築物を有効活用するため
には、応急保全や財源確保が必要だと思うから。

やや適切
公共施設の維持管理状態に不満を感じている市民の
割合が平成28年度から平成29年度で増加に転じてし
まっており、よいのだろうかと疑問に思ったから。

危機対策室

男女平等参画
推進室

アセットマネジメ
ント推進室

情報化推進課
適切
（2名）

やや適切
（2名）

問 3 「組織目標」の達成に向けて「成果指標」を設定していますが、適切な指標が

設定されていましたか。

〔 回答者数 199名 〕
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■市民経済局 　21名

課・公所等 評価区分 理由

区政課 適切
進捗状況も順調であり、実績値も目標値に年々近づい
ており組織目標に対しての成果指標が適切であると考
えられる。

やや適切
コミュニティセンターの整備進捗率は大いに評価できる
ため。

どちらともいえない 地域住民全員に対する意識調査は難しいと思うから。

適切 組織目標を達成するために合った指標であるから。

やや適切
犯罪なく安心して暮らせると思う市民の割合はおおむ
ね目標値に沿っていたが、事故死亡者数は大幅に目
標値を超えていたから。

適切

目標値が100％に対して実績値が97％と高い割合を示
しているから。地下鉄駅取り次ぎサービスや栄サービス
センターを利用することで急ぎの用事の人でも早く手続
きを行うことができている。

やや適切 ―

適切
値の増加を目標としている上で、実績値に対して実現
可能な数を考えられる。

やや適切
目標値を超えることはできていないが、あと少しで届き
そうなので目標値としては適切であると思う。

やや適切
概ね目標を達成できているが、最終目標である「基本的
人権が尊重される社会である」と感じる市民の割合が１
割近く下がっているので原因は何か疑問を感じた。

どちらともいえない

なごや人権啓発センターの来館者数が目標値よりも上
がっているのに対して、人権が尊重されている社会だと
思う市民の割合は目標値より下がっているので、なぜだ
ろうと疑問に思った。

近年、関心の高まっているワーク・ライフ・バランスの問
題を目標として設定しているため。

実績値が目標値を上回っている。また、進捗は順調。

平成30年度の目標が4％に対して、平成28、29年度で
すでにそれぞ10.4％、17.2％と上回っているから。

―

適切
（2名)

地域商業課
適切
（2名)

地域振興課

地域安全推進
課

住民課

市民活動推進
センター

人権施策推進
室

産業労働課
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課・公所等 評価区分 理由

次世代産業振
興課

やや適切
目標値を大幅に上回る結果となっており、達成はされて
いるが目標値の設定をもう少し引き上げてもよかったと
思う。

中小企業振興
センター

やや適切 目標値と実績値の値の差が少ないため。

広聴課 やや適切
市民ニーズに即した施策ということで利用者の満足度を
成果指標にしているから。施策については何も書いて
いない。

市政情報室 やや適切
数字だという点は分かりやすい。数字に表れない成果
を示す指標もあっていいかもしれない。

やや適切
28年度の実績値95％から、29年度目標値を90％と定め
ていて、低すぎず高すぎず妥当な目標値だと思った。

どちらともいえない
実際に支障をきたすまでは人は慣れた環境にそこまで
不満を感じないと思うので、施設のメンテ実施と市民の
感覚は必ずしも一致しないのではないかと思った。

■観光文化交流局 　15名

課・公所等 評価区分 理由

適切

実績値を見て前年度よりかなり改善されているため適切
であると判断した。また、達成状況についても十分であ
るように見え適切な指標が設定されていると感じられ
た。

やや適切

名古屋を県外へアピールしようとするのではなく、市民
からの発信を促すことを目的としているため、名古屋市
民の市民推奨度を指標とするのは妥当だと思ったか
ら。

指標が達成できそうな値に設定されていて甘い。

30年度で目標値35％に対し、28年度と29年度の実際
値が23.6％、22.5％であったので、達成できるのかと疑
問に思ったため「適切」から一つ下げた。

あまり適切でない
指標の定義があいまい。実績値の測定の方法とか記載
した方がよいと思った。

国際交流課 やや適切 ―

国際交流課 どちらともいえない

組織目標として「外国人市民が暮らしやすい多文化共
生のまちづくり」を挙げているならば、外国人市民がど
れだけ、本市に満足しているかという指標も取り入れた
方が成果を評価しやすいと感じたため。

目標に対する指標の設定項目は適切であり、指標の目
標値にも達成できているため。

―

やや適切
（2名）

適切
（2名）

観光推進室

ＭＩＣＥ推進室

工業研究所

ナゴヤ魅力向
上室
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課・公所等 評価区分 理由

文化振興室 どちらともいえない よくわからない、なぜその数値が出たのか。

75％もの人が「名古屋独自の魅力や文化で自信を持っ
て紹介できるものがある」と思っていれば十分だろう。

歴史的建造物の登録・認定件数を増やすことは、身近
に歴史を感じられる要因としてかなり効果的だと思っ
た。

どちらともいえない

歴史的建造物の登録数は分かりやすい目標だと思う。
もう一方の市民についての指標は少しあいまいだと思
う。自信の度合いというのは人それぞれで変わると思う。
身近に感じるというのであれば一定数以上の知識があ
る人など数値を決めた方がいいと思う。

適切
名古屋市民が自信を持って人に勧めるものであれば、
観光客にとっても魅力的な観光資源であるといえる。

やや適切
組織目標は名古屋城の魅力向上についてだが、成果
指標では名古屋全体の魅力と範囲が広いため、名古
屋城の魅力について述べた人の数が分からない。

■環境局 　20名

課・公所等 評価区分 理由

適切
身近な自然の調査や保全活動などを進めるにあたり、
市民が理解と認識を深める必要があるから。

どちらともいえない
自然環境を守る活動に取りくんでいる市民の割合の算
出方法が不明なこと、実績値と目標値の差が大きいこと
から適切かどうかの判断はつけ難い。

適切 ―

やや適切

低炭素都市実現のため、企業・住民の両方向に周知の
対策がなされていることはよい。名古屋市ということもあ
るが、太陽光発電のみにスポットが当てられているきら
いがある。

不適切

認定数が増えることと、事業者の環境保全活動を促進
することは直接につながりがないから。例えば、市が認
定の基準を甘く設ければ認定数は増えるが、むしろそ
の認定に対する価値は下がり、各事業所のモチベー
ションは下がりうると考える。

適切
（2名）

環境企画課

歴史まちづくり
推進室

名古屋城総合
事務所

低炭素都市推
進課
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課・公所等 評価区分 理由

細かい所までふれている。環境問題について詳しくこち
らも理解できる。

環境向上のための具体的指標としてのBOD、また市民
の体感としてのアンケート結果双方が設定されていた。

どちらともいえない ―

やや適切 ―

あまり適切でない

「組織目標」では主に大気環境の改善について述べら
れているのに、「成果指標」では水質汚濁、土壌汚染ま
で言及されているから、市民アンケートの内容の見直し
が必要。

３Rの取り組みにはこの指標が適切に感じる。リサイクル
に取り組んでいる市民の割合の目標値が85％はやや
高いように感じられた。

市民の割合は遅れているが、80％近く達成しているの
で目標として85％まで上げようという意識は良いと思う。

資源化推進室 適切 ―

備蓄を拡充することが目標で、その拡充の進捗状況が
パーセントで示されていたから。

―

どちらともいえない
実績値の増減がどれほどのものか定かではないので、
正当な評価はできかねる。

環境負荷を低減する目標としては良い内容であるが、
処理安全化のために、老朽化した工場の改修と資源化
を並行するのは予算や時間的に厳しいのではないか。

指標が具体的で分かりやすかったから。

施設課
適切
（2名）

―

適切
（2名）

やや適切
（2名）

適切
（2名）

やや適切
（2名）

工場課

地域環境対策
課

大気環境対策
課

減量推進室

作業課

- 8 -



■健康福祉局 　21名

課・公所等 評価区分 理由

やや適切 実現可能な適切な値が設置されているように思った。

あまり適切でない

「1」～「5」の自己評価のうち｢3」「4」「5」の割合をとって、
満足が達成されているというのは、やや強引かなと思
う。それぞれの評価の割合をとって、その合計から平均
をとったり、各評価ごとに目標を設定した方がより深く調
査できると思う。

「地域」と「高齢者」という2つのものに対する目標設定が
できているから。

困った時に相談出来る人が近所にいることはとても重要
だと思う。（高齢者は特に）目標値がもう少し高くても良
いと思った。

老人ホームなどの施設・居住系サービスの整備・充実を
目標としていることに対して、事業所数や満足度が指標
となっていることは適切だが、人材の確保についてはあ
まり指標にされていない。

具体的に何を施行したのか記入されていたため。

質・人材の確保に対する成果指標が見当たらない。

障害者支援課 適切 素晴らしい組織目標だと思った。

適切
生活困窮者としてホームレスがあげられ、自立という点
において就労を行うことが最も適切だと思うから。

やや適切 ―

具体的かつ、理論的であるから。

目標値に対して実績値が近い値であったため、改善の
余地はあるが、達成のきざしが見えるから。

医療福祉課 やや適切
実績値を踏まえ、目標値を前年度よりも高くかつ実現可
能な数字を認定している。

保健医療課 適切 保健所の役割は、国民の健康を守ることだから。

地域ケア推進
課

介護保険課

保護課

やや適切
（2名）

やや適切
（3名）

適切
（2名）

保険年金課

高齢福祉課
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課・公所等 評価区分 理由

あまり適切でない
市民の感じている割合と進捗具合にズレが生じている
から。

どちらともいえない

感染症から市民生活が守られていると感じる市民の割
合という項目については適切だと思うが、結核罹患率と
いう項目については他の感染症も流行している現在、
適切でないと感じたから。

健康増進課 やや適切

介護者を多くしすぎないためには、自力で歩ける人が
多い方がよく、健康で歩ける人が多い方がよく、健康で
暮らせる人が多いことは、社会・財政の健全な運営にも
役立つから。

平成30年度の数値に対し、現実的で無理のない目標
が設定できていて、実際に達成できているから。

市民の感想や献血者の割合などが見ただけで分かりや
すいから。

適切 実績値とほぼ同じ値になっているから。

どちらともいえない
評価基準の「参加者の理解度」だと人の気持ちが大半
なので、評価しにくいと思う。

■子ども青少年局　 17名

課・公所等 評価区分 理由

子育てにやさしい活動の具体的な指標はどのようなもの
があるか気になった。

「子どもを見守っていると思う市民」という表現が少しあ
いまいだと感じた。

適切 児童虐待は一切無くすべきことだから。

安心して子育てできる環境づくりをしている中で、住民
の満足度が目標としている数値を超えているから。

いずれの組織目標も、成果指標が1項目ずつしか示さ
れておらず、他の物差しの利用も必要なのではないの
かと思う。

適切
市民の判断だけでなく、実際の待機児童数というデータ
を指標に使えば、適切な指標になると思うから。

どちらともいえない
待機児童に関して何を調査してそうなったか信憑性に
欠ける。成果として０を目指すのは妥当であるが、わかり
にくい。

感染症対策室

適切
（2名）

やや適切
（2名）

やや適切
（2名）

環境薬務課

食品衛生課

企画経理課

子育て支援課

保育企画室
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課・公所等 評価区分 理由

現状に対する課題として「保育の質の確保」や子育ての
不安の解消等があげられていたが、成果指標である
「子育てしやすいまちだと思う市民の割合」が定量指標
進捗数から適切だと言えるから。

親が安心できる保育園にする、という目標が合ってい
た。

やや適切
子育て全般に関わる事業のため、子育てしやすいまち
かどうかをいう項目はあっている。

どちらともいえない

目標はひとり親家庭について重点をおいているが、成
果指標では、子育てしやすいまちだと思う市民の割合
についてとあり、そう思っていない20％がひとり親家庭
かもしれないから。

あまり適切でない
ひとり親家庭の問題に対して、すべての市民の意見を
求めていたから。

平成28、29年度共に、目標値を達成しているから。

目標が明確であり、指標も目標ときちんと一致している
ため。

やや適切
達成できるかできないかのぎりぎりの良いパーセンテー
ジだと思う。2年連続達成できているため、次年度は値
を上げても良いのではないか。

やや適切

全ての小学校に設置することで、小学校毎に格差が生
まれていないことは好ましい。アンケートに関しては目標
値に近い値であるため許容できる範囲ではあるが、改
善する余地はある。

どちらともいえない
子ども達やその親に対する周知・広報活動が行われて
いるのか、知りたいと感じた。

■住宅都市局　33名

課・公所等 評価区分 理由

適切 組織目標に対して必要な成果目標が充分であるから。

やや適切

駅そばまちづくりという組織目標の成果指標として「自
家用車に頼らないで日常生活を営もうと思う市民の割
合」というのがあったが、敬老パスの導入など、他の要
因も考えられると思うので、もう少し複合的な質問項目
にしてもいいと思う。

あまり適切でない
災害に強いまちづくりができていると思う市民の割合な
ので、実際に理解できているかや行動できるかは別だ
から。

都市計画課

保育運営課

子ども未来企画
室

青少年家庭課

適切
（2名）

適切
（2名）

放課後事業推
進室
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課・公所等 評価区分 理由

やや適切
名古屋が災害に強いというイメージを持っていないた
め、災害に強いまちづくりの事業を知ることができるた
め。

成果指標の内容は目標達成する上でとても適切である
が、目標値を達成しているものが少なく、値を下げた方
がよいと思われる。

―

実際に景観づくりをすすめている地区内での、市民の
評価があると良いと思ったから。

具体的な方法が書かれていない。

交通企画課 適切
公共交通機関を使うようにすることは、利用者数を数え
ればすぐに分かることだし、目に見えて分かりやすいか
ら。

適切 関連性が明確だから。

やや適切
昨年度は1年で約1％しか増加していなかったが、今年
度で10％も向上させることが可能なのか少し疑問に
思った。事業内容を見ると適切な数値かと判断。

どちらともいえない
名古屋はまだ、公共交通よりも自家用車に乗る方が便
利な時が多いから。

長期優良住宅の認定件数が増加していたから。

実績値の大きな増加はないが、目標値まで着実に近づ
いており目標が達成しつつあるため。

監察課 適切

吹付けアスベスト等の飛散の恐れがないことを把握する
という目標としては、全ての建築物を確認、つまり100％
の指標が望ましいと思う。ただ、現実的に対象となる建
物のすべてを確認するのは可能なのか疑問がある。

適切 達成できる現実的なものだから。

やや適切

項目に関しては、2つの指標も適切であると感じたが、
「住まいに関する情報の提供件数」の目標値に関して
は実績値が大幅に超えているため、目標値を高く設定
しても良いと感じた。

街路計画課

どちらともいえない
（2名）

やや適切
（2名）

適切
（2名）

交通施設管理
課

建築指導課

住宅企画課

都市景観室
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課・公所等 評価区分 理由

住宅整備課 適切
耐震化の成果を測る指標として、市民が安心して暮ら
せるかどうかということは重要であると感じたから。

住宅管理課
適切
（2名）

―

まちづくり企画
課

適切
前の年度の実績値から現実的な数値になっているか
ら。

やや適切 ―

あまり適切でない

「名古屋港の整備促進」という事業に対し、「世界の主
要都市として交流が活発に行われていると思う市民の
割合」という指標は、あいまいだと思うので指標としては
向いていないのではないか。

適切
耐震した建物の件数の具体的な数値があって、災害に
強いまちづくりが少しづつ進められていることがよく分か
るから。

あまり適切でない

災害に強いまちづくりができていると思う市民の割合
が、28年度は51％、29年度が54.7％で、30年度の目標
値が55％とあるが、前年から0.3％の増加だけでは目標
値が低いと思う。

市街地整備課 どちらともいえない
成果指標の目標値をどのように決めたのかがわからな
かったので何とも言えない。

やや適切 ―

あまり適切でない
30年度に100％という目標なのに、29年度で56.2％まで
しかできていない。

適切
利便性が高く、快適なバスであれば、利用したいと思う
から。

どちらともいえない
利用促進の成果は分かるが、利便性、快適性の向上の
成果が分からないと思った。

やや適切
組織目標の達成状況②の成果指標で、名古屋駅周辺
のまちづくり推進について触れていないが良いのだろう
か。

どちらともいえない ―

ささしまライブ２
４総合整備事務
所

適切
しっかりと国際交流の基盤ができていたら、その結果と
して実際の交流が図られると思うから。

都心まちづくり
課

リニア関連・名
駅周辺開発推
進課

名港開発振興
課

耐震化支援室

緑都市整備事
務所
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■緑政土木局　29名

課・公所等 評価区分 理由

適切 目標値に対する実績が充分であるから。

あまり適切でない
29年度が54.7％なので、55％は災害はずっとあるといわ
れつづけている名古屋では上昇値が低いのではない
か。

確かに交通事故死者数の減少は交通事故の発生抑制
と捉えれるが、交通事故による負傷者が仮に増えてい
たら改善されていないから。

市民の意見を大切にした指標が多い。有識者の意見を
取り入れるべきものもある。

あまり適切でない

例を挙げると、組織目標②は、目標と指標が対応してい
ないと感じる。実際に達成状況の欄では、成果指標は
達成できなかったが、適切なものでないのでセーフと
いっているようなものだ。組織目標④は、高齢者などを
ターゲットとした施策であるのに、それ以外の市民全体
に聞いている。

自転車利用課 適切 駐車車両の合計台数が詳しく記されているため。

目標とやっている内容が一致しているから。

―

もう少し具体的な目標であれば、これに対する取組み
や達成もわかりやすいのではないか。

市民の割合とあるが、その市民というのは具体的にどう
いう人なのかが明確ではないため、正確な値をとれるか
どうかがわからないと思った。

シンプルに的を得たアンケートである。

段階的に達成する地に足のついた指標だから。

それぞれ理に適った指標が揚げられている。

―

河川工務課

都市農業課

道路利活用課

道路建設課

河川計画課

道路維持課

どちらともいえない
（2名）

適切
（2名）

適切
（2名）

適切
（2名）

やや適切
（2名）
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課・公所等 評価区分 理由

目標値が100％に対し、実績値も100％できちんと達成
しているといえるから。

自然や農とのふれ合いを増やすためには、まずその安
全を確かな物にしないといけないと思うから。

やや適切
市民農園が結果として減少しているのを個別事業を推
進するだけで、目標区画を達成できるかは疑問。

「親しみがある公園がある」と市民が思えていることは、
緑のまちづくり活動がうまくいっていることとつながると思
うから。

緑を守るのは勿論のこと、子ども向けの遊具や休憩する
ためのベンチなど様々な設備を整えたから。

適切 緑化のためには街路樹や公園の維持が必要だから。

やや適切
確かに緑の面積が大きくなれば、緑化を進めたかどうか
は一目瞭然に分かるが、街路樹などの適切な管理がで
きたかどうかは、分かりにくい。

公園緑地の整備をすすめるという点での成果指標には
なっているが、樹林地の保全についての指標ではない
から。

親しみがある公園という指標は全体的には適切だと思
われるが、それが具体的に公園緑地の整備が進んでい
ることの指標になっているのが少し曖昧。

指標は適切だが、具体的に何が成功してどうやって成
功したのかということが書いてあればよいと思った。

関係施策を実現するのに必要な目標であるから。

自然環境を守る活動に取り組んでいる市民の割合の目
標値は少し高いように感じたが、観光客の満足度の目
標値はちょうど良い値であると思ったから。

野生動物を飼育することで、自然を守る活動に結びつく
か、少し疑問に思うが、満足度の設定は適切であると考
える。

適切
これまで行っていなかった活動によって、市民を巻き込
んでいくので、高い目標でも良いと思った。

どちらともいえない
観光客の満足度はよいが、自然環境を守る市民があま
り達成されていないにも関わらず達成と断言している
点。

適切
（2名）

適切
（2名）

やや適切
（2名）

適切
（2名）

やや適切
（2名）

農業センター

緑地利活用室

緑地維持課

緑地事業課

東山総合公園
管理課

東山植物園

東山動物園
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■消防局　16名

課・公所等 評価区分 理由

適切
成果指標の目標値を達成した時に、結果としてあるべき
姿になりそう。

やや適切
救急車の平均到着の目標設定がギリギリ達成できるライ
ンだったから。

適切
防災対策の啓発を実施した事業所数の目標値と実績
値は、覚書締結の目標値と実績値と関係していると思
われるから。

やや適切 ―

高い目標が掲げられている。

組織目標に書かれている内容と成果指標がしっかり、リ
ンクしていて、適切だと感じたため。

やや適切
前年度と比較して数値を上昇させることができているか
ら。

適切 どちらも重要な成果指標だと思う。

やや適切
焼損面積や平均到着時間の目標値に近似した実績値
が出されており、達成されている部分もあるため。

やや適切
焼損面積だけではなく、救助にかかる時間も指標とする
ことで、より迅速な対応につながると考えるから。

あまり適切でない

焼損面積が目標値を上回ってしまっているのに順調や
らほぼ達成となっている。教養等を通じて、消防部隊の
活動能力の向上を図るとあるが、他になにをしているの
か分からない。

救急課 適切
救急車の到着が平均6分というのは早いと思う。数分の
遅れが命に関わるので十分な数値である。

どちらともいえない

心肺停止傷病者への応急手当の実施率の目標が60％
となっているが、人の生死の直結する重要な事なので、
実施率の目標が60％というのは低く設定していると考え
られる。

あまり適切でない

救命講習等の受講者数の成果指標に関してはやや適
切であると感じるが、応急手当の実施率の目標値は
60％では少ないと思う。本当は100％といってもらいたい
が、目標なので80％ぐらいには設定してほしい。

適切
（2名）

予防課

消防課

特別消防隊

救急救命研修
所

指令課

施設課
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課・公所等 評価区分 理由

学校での教育は、子どもに防災思想を教えるのに最も
効果的である。ただ、一般の大人のための教育や訓練
のための設定がなく、やや不十分であると感じた。

組織目標には、学校教育及び音楽隊について述べて
あり、成果指標では、学校教育受講者数が目標値と実
績値がほとんど同じだった。しかし、音楽隊については
特に記述が無い。

■教育委員会事務局　17名

課・公所等 評価区分 理由

人権教育室 やや適切
人権教育は確かに大切だが、それによって差別・偏見
が減るのかは少し疑問。

学事課 適切
資金援助などの目標を達成しており、持続的開発がで
きていると思った。

環境教育計画
室

どちらともいえない
目標値7校に対して実績値3校しか達成できていないか
ら。

学校整備課 やや適切
子どもたちの自立や学習環境の向上の実現のために、
具体的な指標だと思う。

子ども応援室 あまり適切でない
不登校児童の不登校の理由の割合が不明である以
上、不登校児童の減少がいじめの対策につながるのか
疑問に感じたから。

教職員課 適切 どの事業も順調に進んでいるから。

学校保健課 適切
子どもの体力・運動能力や給食が好きな児童の割合も
組織目標を達成するには、適切な指標と考えられたか
ら。

適切
非常に分かりやすい言葉で的確にまとめられているか
ら。

やや適切

①家庭の教育力の低下というのは、それぞれの家庭に
よって考え方が異なるため、本当に達成したとは言い切
れないのでは。
②実施されていたら達成というのはよく分からない。

鶴舞中央図書
館

やや適切

国語科の基礎的な学力が十分定着している子どもの割
合を指標にしているのは良いと思うが、具体的にどのよ
うな基準で十分定着していると判断しているのかが気に
なった。

博物館 どちらともいえない

展覧会を企画し、入場者数と満足度が共に増加してい
る点は、とても良い成果が出ていると言えるが、魅力・文
化を自信をもって紹介できる人の割合が60％程度しか
ないので、この数値を増やすためには別の取り組みが
必要になってくると思う。

やや適切
（2名）

消防学校

生涯学習課
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課・公所等 評価区分 理由

目標値を前年度より上げるのはよいが大幅にあげてい
る項目があったため。

達成度がどの目標もよかったから。

やや適切 ―

あまり適切でない
満足度はほぼ達成されている数字であり、（高止まり）新
しい指標が必要ではないか。

適切 達成状況がとても詳しく書いてあったため。

適切 ―

やや適切
（2名）

科学館

美術館

教育センター
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■防災危機管理局

課・公所等 事業名 意見・提案

地域防災室
指定避難所福祉非
難スペースの機能確
保

小中学校は公民館などの他の避難所と比べて特に階
段の多い印象があり、スロープは必要なものだと思う。

■市民経済局

課・公所等 事業名 意見・提案

地域コミュニティ活性
化の推進

指標として、講習会の参加人数ではなく、その後、主体
的活動を行った人数を採用した方がより正確な評価に
なると思考した。

空家等対策の推進
空家の増加はさまざまな問題を引き起こすので、それを
止めるのは良いことだと思った。

地域安全推進
課

街頭犯罪抑止環境
整備事業助成

街頭犯罪を少しでも減らしていくことは重要であると思う
ので、防犯カメラの設置・防犯灯のLED化を更に進めて
いくべきである。

市民活動推進
センター

市民活動の推進
今以上に地域の方々に情報を発信することで興味を
持ってもらうことが大切ではないかと思う。

■観光文化交流局

課・公所等 事業名 意見・提案

ナゴヤ魅力向
上室

メディアを活用し魅
力の発信

具体的にどのようなことを行ったのか分かりにくかった。

観光推進室 （成果指標）
名古屋の魅力を自信を持って紹介できる市民の割合が
高く、データが正しいか分からない。

歴史的町並み保存
事業の推進

名古屋といえば都会という印象がある中で、しっかりと歴
史的なものも残しているのが理解できる。

揚輝荘の保存・活用
名古屋の大学に通っているが、「楊輝荘」という単語を
はじめて聞いた。きっと良い所だと思うのでもっと広めて
いく方向に力を入れるのが良いのかなと思う。

地域振興課

歴史まちづくり
推進室

問 5 事業への評価・ご意見や、改善・見直しのご提案がありましたらご記入ください。
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■環境局

課・公所等 事業名 意見・提案

環境企画課
なごや生物多様性セ
ンターの運営

センターまつりにNPOの手伝いで参加したが、雨が降っ
ていて屋外のブースは傘があるとまわりにくかった。子
どもたちがとても楽しそうだった。

減量推進室
リデュース・リユース
の推進

良い実績値が出ているので、更に高い目標を設定して
いく必要があると思う。

作業課
３Rを通じた循環型社
会づくり

分別ルールの徹底、マナー向上に向けた説明会を行う
とあるが、分別しない人が、説明会に参加し、マナーを
守るようになるとは思えない、大きな効果が見込めない
と感じる。

資源センターの安定
的な稼働

各地でもいろいろと事故が起きているので、点検整備を
行うのは非常に万全を期すという点が良い。

焼却工場の建設、設
備更新等

ただ新しい工場を作るのではなく、きちんとした理由に
基づいて行っているのがよいと思った。

施設課
公衆便所の維持管
理

清掃回数をもう少し増やす、もしくは1回の清掃の質を
向上させてほしい。

■健康福祉局

課・公所等 事業名 意見・提案

地域ケア推進
課

見守り支援事業
地域に根ざした介護というものができていると感じた。見
守り支援員だけでなく住民全員が見守りをできるといい
と思う。

障害者差別解消の
推進

障害者差別相談センターについて、利用時間の拡大、
相談員の増員をしてほしい。また、名称を「障害者差別
禁止センター」「障害者差別解消センター」など、目的を
明確にしたものにしてほしい。

障害者差別解消の
推進　他

障害者差別解消に係る条例について
○責務、市の責務の２つが挙げられているが、３つ目と
して「当事者間の建設的な対話による相互理解が難し
く、障害を理由とする差別が解消されない場合は、積極
的に介入するものとする。」を加えてほしい。
○相談及び紛争解決の仕組み（相談体制、調整委員
会、助言又はあっせん）
調整委員会の設置に大きな期待をしている。ぜひ設置
してほしい。
○障害を理由とする差別の解消を推進する取り組み
情報及び意思疎通について
「手話が言語であるとの認識に基づき、普及のための必
要な施策を講じる。」の下に「点字が日本語の文字であ
るとの認識に基づき、点字による情報保障、普及のため
に必要な施策を講じる。」と加えてほしい。

障害企画課

工場課
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課・公所等 事業名 意見・提案

障害企画課
福祉都市環境整備
の推進

バリアフリーのまちづくりについて
以下の点を踏まえて、さらなる施策の充実を図ってほし
い。
（１）歩車分離式信号機に音響装置がないと視覚障害
者は安全に車道を横断することができない。このことを
解決する具体的な手立てを示してほしい。
（２）静音車両により視覚障害者は車の動きを聞き取れ
なくなった。常時、身の危険を感じている。このことを解
決する具体的な手立てを示してほしい。

障害者の就労支援
の促進　他

視覚障害者の就労状況が好転している実感がない。
マッサージの仕事、その他の仕事、どちらも数、種類、
内容の全てにおいて、もっと推進してほしい。

―

「ホームヘルプサービスを利用して地域で生活する障
害者の数」が項目に挙がっているので、同行援護サー
ビスを利用して地域で生活する障害者の実態把握が行
われ、かつ公表されたい。

保護課
ホームレスへの一時
保護事業

一次保護後、ホームレスの人は働けているのか疑問に
思った。

保険年金課
保健事業（国民健康
保険）

通知回数が年に6回は多いかと思う。

福祉給付金
福祉給付金については、対象者が増加しても今の水準
を下げないでほしい。

―

「福祉や医療体制が充実していると感じる市民の割合」
の低さについて
現状から割り出した目標値が24パーセントになるのは致
し方がないが、あまりに低いことに対する分析が不十分
ではないか。
障害当事者、支援者の不安、不満が、障害のない市民
とあまりにかけ離れていることは重大で、緊急に解決し
なければならない課題と考える。どんな施策が必要か、
当事者の意見を集約し、数年で解決してほしい。

環境薬務課 薬務関係啓発事業
献血やドナーについて無関心あるいは理解の薄い人が
多い中、こういった活動はとても有意義である。

食品衛生課
名古屋市食の安全・
安心条例に基づく施
策

食の安全・安心フォーラムは必要か。一般市民である私
はこの存在を知らなかったし、もっと実務的なことにお
金を使うべきだと思った。

障害者支援課

医療福祉課
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■子ども青少年局

課・公所等 事業名 意見・提案

企画経理課
なごや子ども条例の
推進

登録制度があると分かりやすいので良いと思った。

地域における子育て
支援事業

親と子が同時に交流できる場が設けられているのはとて
も良いと思った。

どんぐりひろば、児童
遊園地

遊具が撤去されることが増えているため、子どもの遊び
場である公園の整備は力を入れてほしい。

保育運営課
保育所等利用待機
児童対策

入所枠を拡大するという点で、個々のニーズ対応すると
はどのようにするのか知りたい。

子ども未来企画
室

ひとり親家庭の自立
支援

親世代の貧困が子ども世代の貧困につながってしま
い、子どもが十分な教育を受けられなくなると、素晴らし
い才能がうもれてしまうということもあるのでこの政策はと
ても良いと思った。

青少年家庭課
地域における子育て
支援事業

育児のできる施設の増加が子どもを産むことへの不安
を減らすことのできる力を持つものだと思うので、有効だ
と考えた。

放課後事業推
進室

留守家庭児童健全
育成事業助成

自分が思っていた以上にこの事業の出費や人員が多
く、放課後の子どもの過ごし方としてトワイライトに行く
か、自宅かのどちらかだと思うが、現状は半々なのだろ
うか。もしどちらかが多ければ削減につながるのか。

■住宅都市局

課・公所等 事業名 意見・提案

都市計画課 地域冷暖房の促進
無駄が多く出そうな冷暖房を市で管理するということは
効率的だと感じた。

地下街耐震改修等
助成

大規模地震に対するまちづくりをどのようにしているの
かを知ることができた。

守山スマートインター
チェンジの整備促進

成果指標が下がっているのを見ると、実績値が落ちて
いるので、利便性が向上して目標を達成したと言いきっ
ても少し疑問が残る。

建築指導課
低炭素建築物の認
定

平成29年度から30年度にかけて実績値が大きく減少し
ているにも関わらず進捗が星3つであることが疑問に
思った。

子育て支援課

街路計画課
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課・公所等 事業名 意見・提案

名港開発振興
課

名古屋港の整備促
進

“整備促進”という表現が少々ふわっとしていると感じ
る。市民に促進を周知させるには、こうした機会に広報
するのも有効だと思う。

リニア関連・名
駅周辺開発推
進課

名古屋駅周辺地下
公共空間の整備促
進

地下空間の構造を分かりやすいものに。

ささしまライブ２
４総合整備事務
所

ささしまライブ２４地
区の整備推進

建物移転戸数という数値だけ見ても、イマイチ何で移転
→国際交流基盤の形成、となるかがよく分からない。

■緑政土木局

課・公所等 事業名 意見・提案

道路利活用課
街区の世界座標化
の推進

大きな災害等が発生し、街が破壊されてしまっても、こ
の世界座標データがあれば、すぐに復興しやすくなると
思う。

自転車利用課
放置自転車の減少
化

市民の満足度目標33％に対し、10％近く下回っている
のでもう少し改善策を練るべきだと思う。

道路建設課 電線類の地中化 電柱の地中化により、景観を美しくしてほしい。

河川工務課 河川の整備 最近は台風や雨がすごいので大事だと思った。

都市農業課 地産地消の推進
事業概要の中に地産地消といえど、様々なものを含み
すぎているように感じた。もう少し分けて作業した方がい
いと思う。

農業センター 地産地消の推進
若者向けのイベントをやってほしい。Twitter・インスタグ
ラムで盛り上がりそうなものなど。

緑地利活用室
緑のまちづくり活動
の推進

緑のまちづくり活動団体がいることを初めて知ったの
で、もっと認知度が上がるといいなと思った。

緑地維持課 緑化対策
植え替えだけでなく、全体として緑地を増やして温暖化
対策してほしい。

緑地事業課 緑地の保全・創出
緑の審議会の運営で具体的にどのような取り組みが行
われているのかが気になった。

東山動物園 ―
ブログやTwitterだけでなく、インスタグラムも使って、動
物園の魅力を発信するともっと良いのではないかと思っ
た。
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■消防局

課・公所等 事業名 意見・提案

予防課
市民および事業所の
自助力向上の促進

小中学校や自治体との連携を深めたり、非常食だけで
なく家具転倒防止のためのツールを配付することも必
要だと思う。

消防課 ―
民営企業との協力による市民の消防に対する意識改革
などができるといいと思う。

指令課 救急隊の増隊
高齢社会において、救急隊の需要が高まってきている
中、若者の救急隊への推進をもっと進めるべきだと思
う。

特別消防隊
消防車両・資機材等
の充実

NBC災害など、時代の流れに合わせた教養実施をして
いて良いと思う。

救急課 救急隊の増隊
今後は温暖化による異常気象で倒れる人がより増加す
ると思うので、増隊は継続して行うべきだと思う。また、
増隊によって隊員の方々の負担を減らすべき。

救急救命研修
所

応急手当の普及啓
発

車の免許更新の際などに手短に説明するなどすれば、
人々に定期的に行うことができる。

―
様々な世代に向けた教育や訓練が十分ではないと感じ
るので、そこを改善するべきだと思う。子ども（学生）のみ
では防災思想の普及とはいえないのではないか。

消防音楽隊の運営 民間を交えてよりサービス対価を徴収できないか。

■教育委員会事務局

課・公所等 事業名 意見・提案

教育環境計画
室

学校用地の取得
計画的に買戻しを行うことで、土地の獲得ができる一方
で今ある土地の維持向上にもう少し力を入れるべきだと
思う。

子ども応援室 ―
全国平均なども記載して名古屋の取り組みと比較でき
るほうが、専門知識のない一般人にとっては理解しやす
いと感じる。

体力向上の推進 スクールダンササイズの意味を補足してほしい。

学校給食事業 給食の残食率が今後も減るように努力してもらいたい。

美術館 美術館の改修 進捗率が100％なのはすごい。

科学館 科学館の運営
科学館入場者数が比較値より低い値となっている。入
場者増加に向けた魅力的なイベントを開催してほしい。

教育センター 教育相談事業

訪問相談による学校復帰率について、平成28年度より
平成29年度が下がっていることが気になった。困難事
例が増えているのか、長期に引きこもってしまっている
児童が増えているのか、原因が気になった。

消防学校

学校保健課
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〔主な内容〕

評価について

具体的な実績が書かれているので、効果があったかどうかがわかりやすかった。

課題や説明は簡潔で分かりやすくて良いが、より詳しいことも知りたくなった。

評価を細かくつけるという制度はとても良い。

行政の仕事を振り返り、評価するという点で本当に重要な役割を担っていると思う。ただ、市
民への事業説明という点では少し説明が難解であり、見方も複雑であるように思う。

点検シートは簡潔でわかりやすかった。定量指標の根拠などもう少し具体的な指標があれば
と思った。

実績値で○か所とあるが全体像が分からないので、多いのか少ないのか分からず、どのよう
に評価してよいか分からない。

比較値はあるが、どのように設定されたかについて計画をしっかり読まないといけないため、こ
れだけでは評価できない。

実績値と比較値が100％と書いてあっても、何が100％なのかよくわからないものがあるので、
言葉で補充してほしい。

「個別事業にかかる実績（定量指標）」は指標の数が多く、全体的に読み取りにくいと感じた。
進捗が誰にでも分かる形で示されているのは良い。

「順調」と評価している指標によっては本当か、と思うものがある。

目標値を達成できたものに☆☆☆☆などをつけた方が分かりやすいと思う。

経費執行状況及び推移に関する説明が無記入なシートがあることが気になった。

点検シートが少しわかりにくく、見る気になりづらいと感じた。

自己評価が高い。

問 6 行政評価に対するご意見がありましたらご自由にご記入ください。
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その他

市民の方々に読みやすいように書き換えたものがあると良いと思った。

初めてこのような具体的な施策が書かれたシートを見て、市が行っていることを知るには最も
有効であると感じた。

行政評価についての認知を広めれば、市民の行政理解につながると思う。

市が点検シートを作成しているということを市民が認知して、事業がより身近に感じられるよう
にしてほしい。

普段生活している中で知る機会が少なく、そういった認知度的なものも課題だと思った。

「行政評価の実施結果－平29年度実施事業－」に対し、貴重なご意見・ご提

案をいただき、ありがとうございました。アンケート結果については、今後の行政

運営の参考とさせていただきます。

なお、いただいたご意見等については、趣旨を逸脱しない範囲で要約・整理

しておりますのでご了承ください。
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