
「行政評価の実施結果－平成30年度実施事業－」 

に対する市民アンケート結果 

令和 2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） 

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 7割 

 〔 回答者数 108 名 〕 

「行政評価の実施結果 平成 30 年度実施事業 」 

に対する市民アンケート結果 

■募集期間  令和元年9月27日（金）～令和元年12月27日（金） 

■提出人数  111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     … 10 

  問6 その他のご意見等             … 14 
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やや分かりやすい
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適切

35%

やや適切

35％

どちらともいえない

20%

あまり適切でない

9%

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」と回答した方は約 9割 

〔 回答者数 108 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 7割 

〔 回答者数 104 名 〕

深まった

31%

やや深まった

57%

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 2%
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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 102 名 〕

深まった

38%

やや深まった

50%

どちらともいえない

8%

あまり深まらなかった 3%

深まらなかった 1%

- 3 -



２．個別意見等

■防災危機管理局

課・公所等 評価区分 理由

危機対策室 やや適切
防災力の向上が施策だが、指標は防災センターを利用
した人しか設定されていないから。

地域防災室 適切
避難所や備蓄食料の備えは重要であるため適切だと
思った。

■総務局

課・公所等 評価区分 理由

大学政策室 やや適切
社会貢献活動に対する外部委員会評価の目標値がな
ぜＳではなくＡなのかわからない。

就航都市数の増加によって空港機能を強化するための
土台を形成することは可能であると思う。しかし、同時に
空港自体の施設としての魅力を増進させる必要がある
と考えたから。

就航都市数を測ることでことでネットワークの広がりは分
かると思うが、実際その便が利用されているかがわから
ないと充実しているかはわからないと思う。

男女平等参画
推進室

やや適切

「ＤＶを人権侵害と認識する人の割合」という成果指標
については全くその通りだと思った。一方、「「男女共同
参画社会」という言葉の認知度」という指標については、
達成することが具体的にどういう意味を持つのかよくわ
からなかった。「市の審議会等への女性委員の登用率」
については、性別ではなく、能力面で選定してほしいと
思う。

■市民経済局

課・公所等 評価区分 理由

区政課 やや適切
実際にそのように感じている市民がどれくらいの割合い
るか調べることで成果が上がっているかを知ることがで
きていると思うから。

地域安全推進
課

適切
市民の意識や犯罪率、交通事故死者数という数値の
データから成果がわかりやすいから。

住民課 適切 具体的な数字がきちんと示されていると思った。

空港対策室
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。
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課・公所等 評価区分 理由

産業労働課 適切
組織目標を達成するために適切な指標が設定されてい
たから。

地域商業課 どちらともいえない

生鮮食品を公設市場で販売することは食の安全を守る
手段として適切であると思うが、飲食店で資格を持たな
いアルバイトが料理をしている現状があり、食中毒を引
き起こしてしまうことがある。このあたりについて対策をす
るべきである。

次世代産業振
興課

やや適切 ほどよい目標値が設定されている。

中小企業振興
センター

適切 目標への進捗度を表した指標が設定されていると思う。

適切 指標の妥当性も説明しており、適切であると感じた。

やや適切
「市民の割合」はアンケート調査だと思うが、定量指標と
してあいまいさが大きいのではないか。老朽化率のよう
に評価基準にしたほうが明確になると思った。

広聴課 やや適切

コールセンター利用者の満足度は、コールセンター利
用者の意見や要望を反映しているので指標になるが、
組織目標の一部の「意見や要望を幅広く聴く」ことには
必ずしもつながらないため。

市政情報室 適切
提示できない情報もある中で、見せられるものは見せよ
うという意味での99％だと理解した。

■観光文化交流局

課・公所等 評価区分 理由

ナゴヤ魅力向
上室

どちらともいえない

「市民による名古屋の魅力発信を進める」のであれば、
名古屋についての情報をＳＮＳやブログなどで発進した
かどうかも成果指標の１つに加えることが適切でないか
と考えた。

文化振興室 どちらともいえない

適切だと思われるものも多いが、一部疑問のある指標が
あった。「製造業の付加価値額」に寄与した割合はわず
かであると考えられるにもかかわらず、成果指標として
用いているため、そこが疑問だった。

■環境局

課・公所等 評価区分 理由

低炭素都市推
進課

適切
低炭素都市を実現するためには、一般の人の生活から
変えていく必要があると思うし、それに寄り添った設定
だと思ったから。

地域環境対策
課

適切
客観的な面と主観的な面から目標達成に向けて設定さ
れているため。

消費流通課
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課・公所等 評価区分 理由

大気環境対策
課

やや適切 実績値をやや上回る目標値が設定されていたから。

■健康福祉局

課・公所等 評価区分 理由

地域ケア推進
課

適切
目標に近づいているので適切であると言えるが、前年
度比の上昇率が少ない。

介護保険課 どちらともいえない 適切なものとそうでないものの両方がある。

保険年金課 どちらともいえない
割合を書かれても基準がわからないため、判断できな
い。

食品衛生課 あまり適切でない
近隣の犬猫の迷惑が減るわけではなく、増加しているた
め。また行政ではあまり減らすことができないと感じたた
め。

■子ども青少年局

課・公所等 評価区分 理由

企画経理課 あまり適切でない
平成28年に達成できるような目標を掲げるのは少し見
誤っているのではないかと感じた。

子育て支援課 やや適切
80％は高い水準だが、前年度に達成しているのなら目
標水準を上げてもいいと感じた。

保育企画室 適切
待機児童数が0人であることや、子育てしやすいまちだ
と思う市民の割合が80％と他の地域に比べ先進的であ
ると感じたから。

■住宅都市局

課・公所等 評価区分 理由

都市計画課 どちらともいえない
成果指標の効果が今回の事業の進捗による結果なの
かその他によるものなのかわからない。

交通企画課 あまり適切でない
細かい数値は設定されているが、その達成の困難度は
わからないし、達成のための取組み度合いもわからな
い。

交通施設管理
課

適切 目標値と実績値がある程度近いものが多いから。

建築安全推進
課

適切
吹付アスベストを使用したすべての民間建築物を対象
にするとキリがなく達成状況も悪くなるので適切だと思
う。
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課・公所等 評価区分 理由

住宅企画課 どちらともいえない
住んでいる住宅に満足している市民の割合という指標
は分かるが、住まいに関する情報の提供件数という指
標が適切なのかはあまりわからなかった。

住宅管理課 どちらともいえない
単年度目標のみで中長期的な目標が記載されていな
かったため。

まちづくり企画
課

やや適切
乗客数の上昇は本当に金山周辺のみに関係するが、
熱田神宮駅前地区の活性化にはあまりつながらないか
ら。

名港開発振興
課

やや適切

どの施策の成果指標においても市民がどう感じている
かを重視しており、市民のための施策の目標がわかり
やすかった。しかし、災害に強いまちづくりのように具体
的数値が出しにくいものなどが本当に進んでいるか分
かりにくいと感じた。

耐震化支援室 適切
災害に強いまちづくりを進めるための前提条件として、
まずは市民がどう思っているかについて知ることは重要
であると感じたため。

市街地整備課 適切
災害対策を計画的に進めていて、順調に進めている事
業と課題が別々に詳しく書かれていてわかりやすいか
ら。

大曽根北・筒井
都市整備事務
所

どちらともいえない
市民の安心感をはかるにはちょうど良い項目ではあると
思うが、地域の建物がどれほど災害に備えられるのか
の明確な指標がほしい。

緑都市整備事
務所

どちらともいえない
①に関して目標値が30年度で100％であるのに対して、
実績値が57.7％というのは、進捗状況がかなり遅れてい
ると思われるから。

リニア関連・名
駅周辺開発推
進課

やや適切
収容人数だけでは、避難場所としての能力がわからな
い。

ささしまライブ２
４総合整備事務
所

適切 目標にあった指標が設定されているから。

■緑政土木局

課・公所等 評価区分 理由

道路建設課 適切 具体的でよいと思った。

適切
名古屋の港や臨海部が魅力的な空間であると感じる市
民の割合が増えればにぎわいが増える。

あまり適切でない
堀川において取り組む内容が組織目標に書いてあるの
に、港や臨海部での評価を問うのは目標から離れてい
ると思った。

河川計画課
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課・公所等 評価区分 理由

河川工務課 やや適切
50％以上の人が災害に強いまちづくりができていると
思っていて、目標値が55％だったので、いい目標値だ
が、もう少し多くてもよいと感じた。

都市農業課 どちらともいえない
災害に強いまちづくりができていると思う市民の割合の
目標値が55％と設定してある根拠がわからなかった。

農業センター どちらともいえない

養鶏農家への指導については問題ないと感じるが、入
園者数の目標については、達成できておらず、支援・育
成の事業と合わせて「概ね達成」となっているので入園
者数の目標の意味合いが薄れているような気がした。

目標に対する実績に適切な進捗評価がなされていると
思う。

「親しみがある公園があると思う」というのは少しあいまい
な項目だと思った。目標値を70％としたのは、現状の値
より少し多くしてあるので、よいと思い、やや適切とした。

緑地事業課 やや適切
「親しみがある公園があると思う市民の割合」とあるが、
何パーセント程度の市民の回答なのか気になった。

■消防局

課・公所等 評価区分 理由

予防課 やや適切

達成状況①については、防災意識、防災時の地域支
援協力の確認という意味では適切に感じるが、覚書が
形式的なものとなっていないかの検討が必要だと感じ
た。②は災害発生時の被害拡大を抑制できたか見る点
で適切に感じた。

消防課 適切 市民の防災意識を確認できる指標だから。

救急課 適切 目標は前年度より低くしてほしい。

救急救命研修
所

適切
現状に対する課題を解決するために適切な指標だと感
じたから。

■教育委員会事務局

課・公所等 評価区分 理由

総務課 適切
中学生は思春期で難しい時期だからこそ友達との関わ
りは大事だし、学ぶことがたくさんあるから「思いやる気
持ち」を目標にしたのはよいと思った。

緑地利活用室 やや適切
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課・公所等 評価区分 理由

人権教育室 やや適切
人権教育のことなので、基本的な人権が適切な問いだ
と感じたから。

教育環境計画
室

適切
小規模校対策として新たな小学校を建設し３校を統合
したことで学校規模は適正化されたと思うから。

学事課 やや適切
高校在籍者の保護者の負担が軽減されているのかわ
からなかったため。

子ども応援室 やや適切
組織目標を達成しているためにこれらの指標とすること
はあっていると思うが、不登校の児童生徒数の実績値
が目標値と比較して大幅に上回ってしまっているため。

学校保健課 どちらともいえない
課題・目標に対してわかりやすい指標であると感じたた
め。

生涯学習課 どちらともいえない

ＰＴＡの割合や参加率など物理的に計算できる成果指
標は、効果があったのかないのか理解できるが、「～と
感じている市民の割合」はすべての市民に聞けている
わけではないと思うので、無理があると思う。

文化財保護室 適切
後世への継承のための取り組みを実施していくことが組
織目標であり、市民が文化に対して自信をもって照会
できるというのは、継承に大きく関わると思うから。

博物館 あまり適切でない
満足度は適切だが、名古屋の魅力や文化を紹介できる
割合を大幅に増加させるのは難しい。

やや適切
上の項目の指標は適切であると思うが、下の項目の目
標値は何を基準として設定すべきかわからない。

適切
満足度と事業の参加者は魅力を評価するときによい指
標だと感じるから。

教育センター やや適切 具体的で分かりやすかったから。

科学館
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■防災危機管理局

課・公所等 事業名 意見・提案

港防災センター
市民の防災意識を高めるために防災センターに来館し
てもらう工夫がなされていてよいと思った。

―
人員を最小限におさることで経費を上手にカットできて
いていいと思う。

地域防災室
助け合いの仕組みづ
くりの推進

何をしているのかもう少し具体的に知りたかった。特に
地域への情報提供は何を使用しているのか。近年は地
域のつながりが薄れてきているので気になった。

■総務局

課・公所等 事業名 意見・提案

空港対策室 空港の利用促進
完全24時間化に伴って人員の増加が見込まれるため、
人手不足が加速する将来に向けて、従業員の労働環
境の整備も必要になると思った。

男女平等参画
推進室

男女平等参画の意
識啓発の推進

ハンドブックの配布よりもより効果的な周知方法はない
のかと思った。特に若年層向けなら紙媒体よりも電子媒
体での啓発が重要だと思った。費用対効果という点で
少し疑問を感じた。

■市民経済局

課・公所等 事業名 意見・提案

地域振興課 空き家対策の推進
空き家１件あたりにかける額が少なすぎて十分な情報
提供ができているのか。

住民課
区役所におけるフロ
アサービス

市民の満足度が高く素晴らしいと思った。

人権施策推進
室

文化センター 人権啓発事業として大きく貢献できていると感じた

産業労働課
デザイン活用支援事
業

中小企業にデザイン等の専門家を派遣した社数の実
績値が比較値よりも少なくなっているので改善していく
べきだと思った。

地域商業課 公設市場
公的な関与の区分が9であり、民間の活動領域が広い
のはよいと思う。

次世代産業振
興課

メッセナゴヤの開催
広い駐車場が設置されているためもっと大規模な企画
をしてもよいのでは。

危機対策室

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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課・公所等 事業名 意見・提案

消費流通課 応急保全の実施 消費流通の公共施設とは何か分からなかった。

広聴課
市民相談始め広聴
活動

ネットモニターアンケートは気軽に答えられるため、規
模をもっと大きくしてほしい。

市政情報室
市民への情報発信・
情報公開

情報公開率だけでなく、件数も載せてくれると参考にな
ると思う。

■観光文化交流局

課・公所等 事業名 意見・提案

国際交流課 姉妹都市交流事業

他国との間の人の移動ももちろん友好につながるが、
名古屋市が持つ魅力的なポイントを発信することによっ
て、文化交流をしていくことで、他国との交流だけでな
く、名古屋の魅力を伝えることもできると思う。

■環境局

課・公所等 事業名 意見・提案

環境企画課
なごや環境大学の推
進

持続可能な社会の実現を図るために、自治体や教育機
関、事業者と協働して「教育」にフォーカスした施策は
規模的・質的にも重要だと思った。

低炭素都市推
進課

エコライフの実践に
向けた啓発

参加人数の目標は達成しているが、参加者がエコライ
フを実践しているというのが啓発の意味だと思うので、
参加者のその後が大事なのでは。

施設課 ―
そもそも現状に対する課題が「現状維持」と「予防」なの
で、現状に満足しているのでしょう。「改善」することはな
いのでしょうか。

■健康福祉局

課・公所等 事業名 意見・提案

地域ケア推進
課

在宅医療・介護連携
推進事業

拠点がある場所やどういった人口割合の分布地にある
のかを知りたい。

介護保険課 整備及び整備補助
整備しきれている現状ではないのならもう少し実績を上
げるべきではないかと感じた。

障害者支援課
障害福祉サービス事
業者等への整備・運
営補助

施設に増加傾向がみられるためよい。

保険年金課
特定健康診査・特定
保健指導の実施

事業と結果の因果関係はどこに示されているのか。
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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
子育て支援企業の
認定・表彰制度

「子育てにやさしい活動」などあまり具体的ではない目
標では達成自体の基準もずれが生じるのではないかと
感じた。

保育企画室
地域における子育て
支援事業

実施する範囲を小学校区まで拡大してはどうか。

■住宅都市局

課・公所等 事業名 意見・提案

交通施設管理
課

あおなみ線の利用促
進

あおなみ線周辺の地域の整備などでより気軽に利用で
きる路線になるとよいと思った。あおなみ線は他の地下
鉄などと接続がないのに利用者数を増やせるのはすご
いと思った。

建築指導課
長期優良住宅の設
定

価格に対するアプローチもほしい。

住宅企画課
高齢者向け優良賃
貸住宅の供給助成

高齢者よりも若い人たちの世帯の住まいの援助をする
べきだと思う。

住宅整備課 市営住宅の建設
古い町並みを残していくべきだと思う。日本の町の日常
風景の移り変わりは早すぎると思う。

住宅管理課
市営住宅の維持管
理

他事業と比べて人員が圧倒的に高いのでどのように人
材配置をしていたのかが不明瞭であった。

まちづくり企画
課

熱田地区におけるま
ちづくりの推進

歴史的建造物などがある場所はそれを活かせばいいと
思うが、未利用地なら現代的なアートなどを織り交ぜた
ほうが注目されると思う。

耐震化支援室
都市防災不燃化促
進事業の推進

目標値耐火率をほとんど達成できており、この不燃化の
取り組みは災害の拡大を抑えられるものなので、とても
よい事業だと感じた。

市街地整備課 狭あい道路の改善 数字だけだと想像しにくい部分もあった。

緑都市整備事
務所

鳴海駅前第二種市
街地再開発事業の
推進

環境問題に対しての解決策にもなり得るものだと思っ
た。都市人口を増やすきっかけにもなり、より発展させる
ことができるとも思った。
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■緑政土木局

課・公所等 事業名 意見・提案

自転車利用課
自転車走行空間の
整備

有料自転車駐車場と歩行者・自転車が分離された道路
の整備が進むとよいと思う。

道路建設課 橋りょうの耐震化 地震が増えているので必要だと思う。

都市農業課 農業公園の運営
29年度から30年度で減少しているので、まずは29年度
と同等の入園者に戻すことを目標に段階的にやってい
くべきだと感じた。

緑地事業課 緑地の保全・創出
緑地のみではなく、花もあると彩りがよくなりよい環境に
なるのではないか。

■消防局

課・公所等 事業名 意見・提案

消防課
自主防災組織の活
動支援

訓練の回数がだいぶ減っているのが気になった。気軽
に参加できるような工夫があるとよいと思う。

■教育委員会事務局

課・公所等 事業名 意見・提案

総務課
中学生による陸前高
田市との交流

すでに実施されているかもしれないが、もしせっかく陸
前高田市に行くのであれば震災のことを学ぶ機会や東
北の地元産業を学ぶ機会があるとよい経験になるだろう
と思った。

学校保健課
給食用陶磁食器等
への更新

学校給食で食器を気にしたことはなかった。食器よりよ
りおいしい給食が食べたいと児童も思っていると思う。

生涯学習課
教育施設の耐震改
修

年々、自然災害への意識が高まっている中で、こういっ
た対策は市民に安心感を提供しており、まさに行政が
するべき仕事であると思った。

博物館 博物館の魅力向上
魅力向上のための検討会を９回も10回も開催するのは
やりすぎではないか。２ヵ月に１度の６回程度でよいので
は。

科学館 科学館の運営
実績値が比較値よりもかなり大きいので、より多くの人に
科学館の魅力が伝わったのだと思う。
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〔主な内容〕

評価について

それぞれの事業に対して比較値・実績値など細かく数字が記載されており、分析しやすい評
価だと感じた。

シートのデータ量は適切だが、もう少し見やすくなるといいなと感じた。

定量的な評価ができているので、その点は分かりやすいと思う

概要を載せているだけだからとは思うが、指標をしぼることは実態が分かりにくくなると思っ
た。

どうしてその目標値にしたのかがわかる説明があったらいいと思う。

事業内容を把握しづらかったので、もう少し詳しく書いてほしい。

達成状況に関して、いまだに達成できていないのにも関わらず、できなかった旨が記載され、
具体的な今後の方針が明記されていないので、ただの報告に過ぎない文書になってしまって
いると思った。

前回の点検シートからどの程度改善できたかを比較するところが必要だと思った。

事業における目標や達成状況については理解が深まったが、目標のために具体的にどんな
工夫をしたのかも知りたいと思った。

その他

このような点検シートがあることが多くの市民に伝わるようにすべきだと感じた。

進捗は多少遅くても問題ないのでデータ改ざんなどの不正はせずにきちんと事業を行っても
らいたい。

行政評価という行政、事業のブラッシュアップのため、今後とも頑張ってください。

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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「行政評価の実施結果－平成30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。


