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第２回行政評価委員会会議録 

 

日時：平成30年７月25日（水）18時30分～21時15分 

場所：伊予市庁舎４階大会議室 

出席者：妹尾克敏委員長、倉澤生雄委員、管谷ゆかり委員、佐藤宏美委員、西田

和眞委員、木本敦委員 

事務局：空岡・小笠原・岡井 

傍聴者：７人 

 

１ 開会 

  会議の成立及び傍聴者が６人（後に１人参加）であることを確認した。 

２ 議事 

（１）第１回会議録の確認 

説明事項として、平成29年度事務事業評価の取組状況、平成30年度事務事業

評価シートの変更、意見公募について報告を行った。また協議事項として、低

評価（自己判定又は一次判定においてC、D判定を含むもの）と判断された事業

及び廃止事業の15事業について、本委員会で諮るかどうかの確認を行った。廃

止事業12事業については事業の内容報告を行っている。その後、委員会日程、

進行及び今年度諮る事務事業の確認を行った。 

（２）行政評価（外部評価） 

評価対象事務事業シートは昨年度に引き続き、各事務事業シート３ページに

事務事業補助シートを加えた４ページの構成である。担当課から概要説明を行

う。また今年度から所管部長も出席する。 

No.１ ふるさと納税事業（財政課） ·····························  ２ 

No.２ 避難行動要支援者支援事業（危機管理課） ·················  ８ 

No.３ 安全安心まちづくり支援事業（危機管理課） ··············· １５ 

No.４ （水道）漏水調査事業（水道課） ························· １９ 

No.５ 移住・定住推進事業（未来づくり戦略室） ················· ２５ 

（３）次回の委員会日程 

第３回委員会は８月８日（水）18時30分～ 

第４回委員会は８月22日（水）18時30分～ 

（４）その他 

次回委員会の事務事業評価シート及び添付資料を配布した。 

３ 閉会 
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No.１ ふるさと納税事業（財政課） 

総合計画：参画協働推進都市の創造－効率的で透明性の高い行財政運営 

     地方財政状況が厳しさを増す中、有効な財源確保の手段として最大

限の活用を図る役割を担う。 

事業対象：市職員及び市民 

事業目的：ふるさと納税を通じ、財政基盤の強化を図るとともに、制度を通じ

て伊予市の魅力を全国に発信する。 

事業内容：寄附申し込みの受付から収納までの事務、制度啓発事務 

予算・決算：当初予算10,831千円、決算額9,543千円（詳細は資料４ページ） 

人 件 費：0.65人工 

（財政課） 

成果指標は寄附金額を指標に掲げている。結果は30,213千円であり、昨年度

比2,381千円（8.3％）の増と効果が出ている。自己判定では財政基盤の強化、

伊予市の認知度を上げるという観点から、事務の有効性・効率性が顕著なためS

判定としている。郵便局及び関係課の協力による返礼品開発に積極的に取り組

み、年間を通じて寄附が見込まれる品物として、新規の協力企業及び生産者が

２件増加した。次年度に向けさらなる返礼品の開拓を行う。一方で、返礼品申

し込みの大半がかんきつ類（特に紅まどんな）という現状を変えるために年間

を通じた返礼品開発に取り組んだものの、返礼品事業者にはほとんど利益が見

込まれないことから、今後は品物に対する寄附のみならず、事業に対する寄附

も視野に入れて本事業を拡大させ、歳入の増加に繋げる取組が必要と考える。

所属長の判定は妥当性・効率性がS、有効性Aとしており、目的に即した事業と

の判断ではあるものの、返礼品開発等ふるさと納税の増加を推進すべきという

課題があることから、次年度もさらなる返礼品開発を推進し、本市のPRと合わ

せ、寄附金額の増加を図ることとする。二次判定では返礼品の開発に引き続き

取り組むとともに、昨年度の行政評価委員会答申のとおり、体験型メニューの

返礼品の検討や、他の自治体で導入が進んでいるクラウドファンディング活用

の検討も必要であり、重要な事業との判断から外部評価案件となっている。 

（委員） 

ホームページにふるさと納税制度がスタートした平成20年から平成29年度ま

での実際の実績が紹介されていた。制度がスタートしたときは、寄附件数も

10件未満、寄附金額も100万円に至らないという厳しい状況であったが、制度が

スタートして約10年、伊予市の特産品を生かし、市のPRを兼ねた返礼品の開発

に取り組まれたご苦労が、平成29年度実績で前年比8.3％増と数字になって出て
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きて良かったと思う。どうしてもふるさと納税は返礼品目的の印象が強いのだ

が、今は被災地の復興支援を目的としたふるさと納税を利用する人も増えてい

ると聞く。納税者にとってふるさと納税の位置付けが少し変わってくるのでは

ないかと思う。昨年まで返礼品の開発にしっかり取り組まれているのだが、昨

年度の行政評価委員会でも意見があったように、これまでになかった体験型の

返礼という、商品ではなくギフトのような開発を進めるといいのではないかと

思った。 

もう一点、ホームページでふるさと納税の活用予定事業（※http://www.cit

y.iyo.lg.jp/zaimu/shise/kifu/documents/30furusato.pdf）に今年度の活用予

定事業の報告とふるさと納税金額からどれくらい充当する見込みであるか紹介

されていた。これは今年度のふるさと納税の金額がこれくらいの収入があるだ

ろうという前提の見込みになっているのか。それとも金額の割り振りというか

目安を決められているのか。その辺りもう少し知りたい。 

（総務部長） 

体験型の返礼品については、昨年この場での事務事業評価で意見を頂き、検

討をしてみた。例えば市内施設の宿泊を加えるにしても、もう一つ伊予市の魅

力を発掘できる内容がないと、その選択からふるさと納税をしてくれる方はい

ないだろうという判断となり、まだ検討中である。 

（財政課） 

２点目の今年度予算配分については、昨年度申し込みのあった寄附におい

て、個別に選んでもらった使い道の割合を算出し、その割合で今年度の歳入見

込額を按分し、充当見込み額として記載している。 

（委員） 

私からまずは質問である。ふるさと納税をしてくださっている方、もしくは

これから働きかけたいふるさと納税をしてくださる方のイメージ、どういう

方々が伊予市にふるさと納税をしてくださると思っていらっしゃるのか。実績

に基づいて実態を把握されているのか。その辺りどんな感じだろうか。 

（総務部長） 

返礼品には偏りがあり、このふるさと納税をしている方は、返礼目的でやっ

ている方がほとんどである。都道府県別に見ると東京が断トツであり、その次

に都市圏の人口が多いところに偏っている。その中で返礼品が偏っているとい

うことは、伊予市を応援する意識もあるのだろうが、それよりも紅まどんなや

甘平というかんきつに惹かれて納付されているのだろうという分析をしてい

る。 
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（委員） 

なるほど。私の経験であるが、申告の際お客様からふるさと納税の振込票を

出してもらうと、結構な金額をあちこちの自治体にされている方がいらっしゃ

る。よく見てみると、返礼品目的でお肉が多いのだが、お盆とか暮れといった

家族が集まる季節にまとめて届いて、大勢で食べようかという行動をとられて

いるようである。したがって、ふるさと納税の返礼品開発を考える段階で、タ

ーゲットというか、こんな返礼品があってどの時期に働きかけたらいいかとい

うイメージを持って、その期間に届くような返礼品の周知や企画を考えられる

と良いのではないかという意見である。 

もう一つ、その返礼品や企画というのはどういう組織がされているのか。 

（総務部長） 

本市において、返礼品の中に伊予牛「絹の味」という肉を入れているのだ

が、あまり頼まれない。昨年度実績で５件である。やはり愛媛、特にこの中予

地域ではどうしてもかんきつの人気がある。返礼品を考える際には、郵便局の

物販サービスに委託している。こちらの担当者からいろいろな商品の提案があ

る。例えば紅まどんなは２万円とか３万円という高額な納税となってしまうこ

とから、１万円コースのかんきつを作ってはどうだろうかという提案もあり、

今年からせとか1.5kgや甘平1.7kgという商品も盛り込んでいる。ただこちらの

商品に集中して２万円、３万円の返礼品の申し込みが減ってしまう心配もある

ので、これらは数量限定とする予定である。そのように今後も郵便局の物販サ

ービスと連携しながら提案を受けつつ、我々もいろんな意見を聞きながら開発

を進める。 

（委員） 

なるほど。そうであるなら、また意見というか提案であるが、そういうふる

さと納税をするという際に決定権を持っていらっしゃるのは主婦層が圧倒的だ

と思う。業者からの提案を担当部署の男性スタッフが判断するのではなく、女

性の力を是非活用し、こういう見せ方、金額と返礼品のバランスならグッとく

るかもといった女性の感覚を大事にした返礼品の決定をしてはどうかという意

見である。 

（委員） 

私からも質問を。29年度実績を見ると、1,524件の寄附で寄附額は30,213千

円。事業費が9,500千円なので、ネット20,000千円ほど余りがあるのだが、昨年

のふるさと納税の評価の際、事務局から近隣の市では寄附金額よりも市民が寄

附をして流出する額の方が多いという話であった。伊予市の29年度の出て行っ
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た額の把握はされているのか。 

（財政課） 

29年度に税として流出した金額は6,725千円である。寄附額から必要経費を差

し引き、さらに今言う6,725千円を差し引いた実質収入額は13,945千円である。 

（委員） 

なるほど。これが現実であり、何もせず手をこまねいているだけでは流出額

が増えるだけである。今はふるさと納税の特産品を定めて、非常に頑張ってお

られる気がする。 

ただこの制度そのものについて、アメリカでは寄附が社会的ステータスにな

っているので、寄附することが社会的に評価されるということになるのだが、

日本ではまだまだ寄附が根付いてないので、苦肉の策としてふるさと納税とい

う形で住民の方にやってくださいということでスタートしている。それが返礼

品競争になり、総務省が３割上限の返礼品という形に持ってくるところに、制

度上のいろんな問題があるのかなという気がする。働き世代は家計が大変なの

で、返礼品を求めることはやむを得ないと思う。ただリタイアをして、少々余

裕がある世帯をターゲットにして、伊予市はこういう施策を行います、伊予市

としてふるさとを思う方には寄附をお願いできないでしょうかという形で、何

か市の主要施策の一つ、例えば子育てに寄附をしてもらえないかということで

入れていただく、それでふるさとを応援したという気持ちになっていただける

のではないかと思う。ふるさと納税のホームページで伊予市を見ても、すごい

返礼品の列が出てくる。これはやむを得ないかもしれないが、単にインターネ

ットに載せるだけでは全国の自治体の一つとなってしまう。やはり施策をうっ

て、できれば同窓会などがあれば、そこでPRをするなど、何とか施策で伊予市

を応援いただけるよう、考えていただきたい。 

（委員） 

この事業はたびたび外部評価にかかっていて、その時に比べると成果も上が

っている。課題とされていたことをきちんとクリアしているので、見ていて一

歩一歩しっかりされているのだなと感じた。事業の目的やその辺りの書き方も

以前と違っており、ちゃんと考えてやっていると思った。 

この事業の目的のところ、制度を通じて伊予市の魅力を全国に発信するとい

うのが多分一番の悩みどころだとは思うのだが、件数は随分増えているので、

その人にとっては伊予市のことを知ってもらえたと思う。さらなる追求とし

て、どうすればいいのか私も分からないのだが、もっとうまく何かにつながる

といいなと思いながら見ていた。個人的な感想であるが、外国人の友達を双海
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に連れて行くと、みんなあそこの景色を喜ぶ。特に中国人が本当に喜んでい

る。景色自体はお金がかからないので、あの景色をどんどん押していくといい

かなという気はする。 

（委員） 

私からは感想みたいな形になることをご容赦願いたい。 

伊予市にずっと住んでいるので、伊予市に貢献できる、伊予市のためになれ

ばと、そこまで意識はしていないのだが、このふるさと納税を利用したことは

ない。この事業に関しては趣旨も分かるのだが、委員のいろんな話を聞いてい

ると、やはり考えていくべきことがあるのではないかという気がした。 

昨年の評価事案で委員長が体験型メニューをアドバイスされており、それに

ついて聞きたかったのだが、先ほどウェルピアの宿泊券など考えていたけれ

ど、現実的には難しいという話であった。自己判定に「事業に対する寄附も視

野に入れて」という文言がある。例えばどのような考えがあるのか聞きたいと

思ったのだが、その考えはあるだろうか。 

それから、紅まどんながものすごく関東圏の方に人気があるという話であっ

た。年間を通じて紅まどんなの時期、要するにかんきつの時期に一番申し込み

が多いのかなと思う。皆さんの意見を聞いていて思ったのだが、伊予市の特産

品をセールするのもある意味大事ではあるが、逆転の発想で、愛媛のミカン、

かんきつを全面に押し出して特化するのも一つの方法ではないかと思った。返

礼品事業者にとってもほとんど利益が見込めないという文言が気になったの

で、郵便局の品物をいろいろアドバイスしてくれる部署の方と相談しながらと

先ほどおっしゃっていたのだが、やはり行政の意見を集約して、私の意見がベ

ストとは思わないが、かんきつに特化する方法にすれば、農業関係の方中心と

なり、ロスも少なく収益（税）が多くなるのではないかと思う。 

（総務部長） 

逆転の発想で、かんきつ類に特化した返礼品という意見を頂戴した。実はこ

のかんきつも生産農家から直接買い付けて送っているのではなく、JAを通した

話なので、伊予市産というのはなかなか出にくい。必ずこの品種には伊予市の

生産者がいるというのを確認してから返礼品を考えている。JAは愛媛県内のか

んきつ全部を取り扱っているのだろうが、伊予市にないかんきつは選択肢に入

れていない中で品物を選んでいる関係で、かんきつ類に特化した返礼品という

のは、量の問題もあり難しいかなと感じる。 

もう一つ、事業に対する寄附を宣伝して募ったらというご意見であった。こ

れも今とっている市のスタンスが良くないとは思うのだが、ふるさとチョイス
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では、総合計画に掲げている目標のどの部分に寄附したいかという希望を聞い

てやっている。ご意見のとおり、伊予市が今後目玉とする事業に対してふるさ

と納税を募るのも一つの有効な手法だと思う。今後の研究課題でもあるし、議

会の一般質問で出てくるクラウドファンディングという手法もそれに当たるの

かなと感じている。 

（委員長） 

私から一言。指標の目標設定が30年度も3,000万円となっている。29年度で

3,000万円を若干越えているので、少し背伸びをした方が私は前向きで良いかな

という印象を持った。 

あとカタログのディスプレーも含めて関連すると思うのだが、自分の寄附金

が何に使ってほしいですかという希望を取っているのか。伊予市に限定したも

のではないけれど、普通の自治体は例えば教育とか福祉とか、施設整備とか。

私の田舎はどれに力点を置くかということで４つあって、全部に丸を付けた。

寄附申込書にその意思表示が記載されるようになっているのか。 

（総務部長） 

希望は取っている。第２次総合計画の基本目標が５つあり、今言われたよう

に、その中で教育に投資したい人はここ、道路整備に使ってほしい人はここと

選べることができるようになっている。もう一つ作っている項目が市長にお任

せとしている。 

（委員長） 

お任せか、なるほど。 

それから先ほどの委員の主張と重なるのだが、かんきつに特化してというこ

とではなく、カタログを金額で分類するのもさることながら、かんきつだけを

並べて、何万円コースのかんきつはこれ、何万円コースのかんきつはこれとし

てはどうか。それから、寄附する側というか返礼品を目当てにしている側から

して一番重要な情報は、この発送期間、受付期間という日付である。紅まどん

ななんてあっという間に終わるだろう。しかも取り扱いはえひめ中央のみであ

る。その辺を、もう少し消費者の立場に立って、どういうレイアウトがいいの

かという観点から見直していただければと思う。 

先ほど委員から肉類の話が出た。私の田舎では千屋牛というブランド牛を目

当てに、それをお盆に食べるためには６月くらいに寄附しないといけないとい

う逆算までしている。そういうことで、寄附文化というのはいろんな形で根付

いていくのだろうと思う。 

その辺一工夫が必要ではないかと思う。２万円コースだったらこれだけど、
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３万円になったらこれになりますという、何かこっちの水は甘いぞ的な表現に

しかならないのではないかと思う。 

あと中山栗（銀寄）は東京の人は読めないと思う。銀寄がどういうものかも

分からない。サンプルを写真に撮るのは良いけれど、早生か中手か奥手かも含

めて、振り仮名を振っておくとどうだろうか。私は銀寄を生栗として食べてお

いしいとは思わない。加工用の栗としては秀逸であるが。その調理のレシピも

ただで情報が入手できるのであれば、掲載するに越したことはないだろう。ま

あ、あまり日本人は栗を食べない。 

そういうことで、フルーツについては旬の時期を強調する方がよりインパク

トがあるのではないかと思う。感想の域を出ないが以上である。 

 

No.２ 避難行動要支援者支援事業（危機管理課） 

総合計画：快適都市空間の創造－安全・安心に暮らせる災害に強いまちづくり 

     健康福祉都市の創造－健やかで生きがいの持てる高齢者福祉の推進 

     地域の防災意識の向上や地域で支え合う体制や風土を醸成する。 

事業対象：全市民（要支援者、避難支援等関係者－自主防災会や民生委員など

関係機関の構成員、避難支援者として要支援者を直接支援する人） 

事業目的：災害時に自ら避難することが困難な避難行動要支援者に関する情報

を平常時から把握し、関係者と共有し、情報の伝達や避難誘導の体

制を整える。 

予算・決算：当初予算1,122千円、決算額664千円（詳細は資料８ページ） 

人 件 費：0.3人工 

（危機管理課） 

この事業に関して市民福祉部の各課とともに研究を行い、平成28年度に伊予

市避難行動要支援者避難支援全体計画を策定した。計画の中で、市や市民の担

う役割、要支援者名簿の作成とその公開ルール、平常時と災害時の支援活動な

ど、支援事業の全体像を定めており、平成29年度から、一人一人の要支援者の

具体的な避難支援について定めた個別計画の作成を推進することとした。具体

的には、要支援者を把握し、毎年名簿を更新する。避難支援等関係者の協力を

得ながら、平常時から自らの情報を避難支援等関係者に開示することに同意し

た上での個別計画の登録申請を促している。また避難行動要支援者名簿を活用

した避難支援等関係者による支援体制の整備につなげることを図り、避難支援

者の確保に向けて、市民の理解を求めるための啓発を進めている。予算と決算

との差額は、要支援者にチラシや個別計画の申請書を郵送する代金や印刷費が
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見込みを下回ったことによる。成果指標には個別計画の策定者数を掲げてお

り、この避難行動要支援者支援の前の計画である災害時要援護者支援計画にお

いて作成済みの個別計画への上乗せの形で、策定者数の増加をもって事業の進

捗を図ることとしている。二次判定で、要支援者数を把握の上、計画策定率を

成果指標とすべきとの指摘がある。避難行動要支援者の中には妊産婦や乳幼児

といった、比較的短期に対象から外れる者や、日本語の理解が困難な者、けが

や病気などにより一時的に身体が不自由な者のように、把握が困難な者も含ま

れることから、正確な避難行動要支援者数は不明と言わざるを得ないものの、

その認識の上で市が有するデータから把握できる範囲の要支援者数を基にした

計画策定率という計測であれば可能かと考える。 

自己判定において、将来的には市民協働により事業を進めるべきとの観点か

ら、市の関与の妥当性を３としているものの、一次判定ではこの事業のマネジ

メントに市が積極的に関与すべきとして５としている。有効性における自己判

定では、既に相応の成果を得ているとしてA評価としているものの、一次判定で

は提出済みの個別計画の内容の不十分さを考慮してBとしている。現在個別計画

の作成を拡大することに重きを置いており、その後に計画更新を重ねて各自の

個別計画を充実させていく方針である。対象者をはじめ、周囲の人たちに個別

計画の作成を啓発する一助として、「あい・愛プラン」という愛称を付けてチ

ラシを作成している。一次判定にて事業の方向性を事業継続としている。これ

は南海トラフ地震への備えもさることながら、近年大規模な風水害が多発する

環境にあり、判断理由にもあるとおり、平時から要支援者の情報を共有し、災

害発生時の支援体制を作ることが人的被害を抑え減災につながるものと考える

ためである。事業の推進に当たり、人口の減少と高齢化といった社会的環境に

あって、１人が複数の要介護者を支援しなければならないなど、１人１人に支

援者を付けることが困難な状況であり、このことが個別計画の完成を阻害する

要因ともなっている。そのため、地域で支援者の充実に取り組むなど、住民の

意識の高揚や体制づくりが課題と考えている。 

二次判定において、特に重要な事業との判断から外部評価の案件となった。 

（委員） 

説明があったとおり、必要不可欠でとても大事な事業である。今後もずっと

続けてほしいと思う。「あい・愛プラン」という名称を付けたのは、分かりや

すくてとても良いと思う。行政が中心になって進めていただく中で、支援全体

計画書の５ページにある、高齢者見守り員や民生児童委員、伊予市社会福祉協

議会、自主防災組織…こういった地域支援者の担う役割がとても重要で、資料
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にもあるとおり、地道な努力及びみんなの意識の醸成が大事だと思った。 

先日豪雨災害があった。あのとき、私どもの地域でも伊予市の防災無線の放

送があり、雨の中戸を何度も開けたり閉めたりしながら聞く努力はしたのだ

が、あの雨の中、自分が支援者として動けるかどうか。実際に初めてひしひし

と感じたのだが、なかなか動けるものではなかった。地域では自主防災組織を

立ち上げ、着々と組織として具体化している現状ではあるのだが、何かあれば

地域が一番であるので、地域全体を把握する行政からも地域により一層強く働

きかけるような指導、リードがあれば良いと思う。 

（委員） 

私は、最初にこの事業内容を見たとき、結構いろんな言葉が出てきて違いが

なかなか分かりにくいと思った。ただ伊予市避難行動要支援者避難支援全体計

画にはしっかり定義をされて、どういうことをやっていくか書かれていたの

で、理解ができた。 

幾つかの質問があり、まず名簿の作成自体は進んでいるのかどうかというこ

と。市が持っている情報であれば割とスムーズに手に入るかと思うのだが、県

が持っている情報などは苦戦しているのか、それとも情報が入ってくるのかと

いうところが一点。次に、個別計画策定者について計画数がなかなか増えない

ことが書かれている。どういった点が特にネックなのか。所属長の課題のとこ

ろに、個別計画には支援者の指名とあるが、毎年誰が支援してくれるかという

ことも書いておく必要があるのだろうか。それがなかなかいないということで

あるが、個人に任せるとなると探して見付からないなら、もう一歩踏み込んで

何かしてあげないと、この分野は出てこないのかなという気がする。もう一

つ、個別計画の目標としては1,000を掲げているが、どういうことを考えて

1,000にしているのかお聞かせいただきたい。 

（危機管理課） 

まず名簿の作成については、全体計画の６ページに対象となる行動要支援者

と個人情報の収集方法を掲げている。例えば65歳以上の単身者や要介護３以上

の者、身体障害者の１～３級の方など、主に市民福祉部が持っている情報は自

動的に集約できるようになっている。難病認定者については、県に情報を照会

してデータを頂いている。ただ日本語の理解が困難な者、けがや病気により一

時的に身体が不自由な者などについては、外国人登録などデータに入れること

はできるのだが、申し出によらなければ判断できないのでカウントには入って

いない。 

個別計画の作成数が少ないこと、支援者の指名がなかなか進まないというこ
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とについては、引き続き啓発をするしかないと考えている。要支援者自身の認

知度も低いし、周囲の住民の皆さんの認知もまだ低いと思うので、さまざまな

機会を通じて話をしたいと思う。支援者の指名については、高齢者見守り員や

民生児童委員、自主防災会の役員など、身近な存在である関係者の方に間に立

って取り持ってもらうこともしている。そういう地域支援者への啓発にも努力

をしている。 

個人計画の目標として、まず件数の推移であるが、29年11月時点で既に登録

された人数が517人であった。その後対象者約4,000人にチラシと個別計画の作

成を案内したところ、416人増えて900人を超える人数の登録を行うことができ

た。その際名簿に載っている全対象者のうち、外国人と妊産婦、乳幼児につい

ては割愛している。29年度の目標は、まずこの活動を知ってもらうこと、そし

て登録に結び付ける形で啓発していくということであり、現在902件まで来てい

ることから、目標数1,000件と掲げてみたという状況である。 

（委員） 

きめ細かく計画を作られていて、内容もきちっと詰め込まれているので良い

なと思って見ていた。対象者に啓発して自ら来てもらうのが重要だと思う。そ

こがなかなか大変だと思うのだが、対象者4,000人ということである。是非粘り

強くやっていただければと思う。私からは以上である。 

（委員） 

対象者を聞きたかったのだが、4,000人という話であった。4,000人となる

と、伊予市で考えれば９人に１人が要支援を必要としている感じになると思う

のだが、山間部になると周りが老々という状況になっていると思う。まずは情

報を集めるのが最初の計画だと思う。計画を作るのが目的ではなく、最終的に

はそれらの方の支援という形になっていくと思う。やはり情報は共有しておか

ないといけない。阪神淡路のときに淡路島で死者が出なかったのは、隣組が声

をかけて避難をしたという、田舎というか、強い地域の結び付きがあったとい

うことだろうけれど、それから20年以上経っている。やはり社会が変わってい

るので、その状況の中、これを一つの基盤として、いろんな施策に組み合わせ

ていただきたい。災害は忘れた頃にやってくるということわざもある。やはり

地域の力がないと救済はなかなか難しいと思う。私は田舎の部類に入っている

のだが、組内であればどなたが何歳で、病気になったということは分かるけれ

ど、隣組になるともう分からない。 

あと計画をずっと見ていると、まず自分の命は自分で守れというのを常に貫

いている。支援される方もまず自分の命を守った上で行動となっている。この
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計画自体、市民の方はなかなか知らないと思うし、伊予市の広報が配られると

パンフレットまで見ているのだが、このあい・愛プランは見るのが初めてだな

と思った。災害時に弱者を救済することは地域の力を見せるところだと思うの

で、まずは基礎となるこの計画をきちっと作って、後は各種施策をうまく意欲

的につなげていただきたいと思う。以上である。 

（委員） 

まず質問である。避難支援等関係者の中に伊予市社会福祉協議会が入ってい

るのだが、そのほかの介護サービスを提供されている業者とか障害者サービス

の提供をされている事業者はメンバーに入っておられるのか。 

（危機管理課） 

入っていない。 

（委員） 

常日頃接していらっしゃる、またそこで生活されている方もいらっしゃるの

で、そこも巻き込んで計画を立てられるべきではないかと思うのがまず１点。 

もう一つ、すごく大事な事業をされており、進めていただきたいという気持

ちを踏まえた上での話である。先ほど自分の命は自分で守る、この間の雨のと

きに動けなかったという事実があったことを踏まえ、所属長の課題認識にある

個別支援の難しさについて、支援を必要としている方の関係者に、万が一のこ

とが起きたとき、具体的にこういう状況になるということを認識していただ

く。万が一の際、親御さんを子どもがどうするのかということを考えてもらう

きっかけになるよう、計画シートの中にそういう、子どもさんやその方をサポ

ートされる方々に今の状況はこうだということを確認してもらうという、質の

向上を図っていくようなことを次の目標とされるべきところかな、というのが

私の意見である。 

（危機管理課） 

ご指摘の点を踏まえ、改善につなげたいと思う。 

（委員） 

ほかの委員の意見と重複するのだが、避難行動要支援者支援事業というとぱ

っと見た目で固い感じがするけれど、愛称であい・愛プランという親しみやす

い名称を付けていれば、対象者の人にも興味を持ってもらえるので、そのネー

ミングはすごく良かったと思う。 

事業の活動として、地域の各種団体、障害者団体等の会合に出向いて啓発を

されたと書かれてあったのだが、実際にその会合に出席できる方ばかりではな

いと思う。例えば患者さんは、会には入っているけれど、その会合とか集会に
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自分が出向くには体調が悪く参加できないということで、会報だけ受け取って

いる場合もある。実際にそういう会に参加されていない方には、直接出向いて

説明しないとなかなか伝わらない。郵送された文書を見て、自分が登録をしよ

うという気持ちになるかどうかがすごく大きく、その対象者の判断によって登

録が進むかどうか、大きなターニングポイントになるのではないかなと思う。 

全体計画の６ページにある避難行動要支援者の範囲で市が把握できる人数

4,000人に周知の案内を出して、実際には400人返ってきたという話があったの

だが、ここに挙げられている支援者の範囲だけでなく、例えば難病の患者であ

っても、実際には難病の診断を受け、難病の治療で特別な薬を使っているのだ

が、国が決めている認定基準には該当しないため、県から難病患者として情報

が上がっていないという、表にあらわれていない対象者も実はいっぱいいらっ

しゃるのではないかと思う。本人の申し出ができる人を対象としているのだ

が、登録したい、私も対象にならないかという声を上げる人ばかりではない。

自分から申し出することをためらう弱者の方も対象にはいると思う。日頃の地

域活動から近所の方がちょっと気を付けてあげるとか、民生委員が情報を上げ

るとか、そういう形であらかじめ決められている対象者のくくりではなく、も

う少し広い目で、本当は対象になるけれど実際には漏れているのではないかと

いう目で登録事業を進めてほしいと思う。 

もう一つ、個別計画策定数について。登録申請書を提出されても、実際には

項目の中に空白が多く、もう一度見直しとか更新を必要とする人が多いという

話であった。本来なら申請書が提出され、記入が全て完了して、避難支援情報

や支援者がきちんと記入されて、リストに載った人が初めて個別計画を策定で

きたと言えるのではないかと思った。したがって、個別計画策定率が幾らに上

がったというのは、ただの提出済みの数ときちんと情報がそろった人とははっ

きり区別をして計画を進められた方が良いと感じた。 

（総務部長） 

危機管理課がこの計画を策定しているというのは重々分かっていただけたと

思うが、やはりこの計画をつくる中でもやはり限界があろうと思う。今総務省

が地域包括ケアプランを盛んに推奨している。これはまさに戦後で言う向こう

三軒両隣という考え方である。ご指摘のとおり、この計画にも入っていない、

いろんな福祉サービスの協力ができていない、介護サービスを受けることがで

きない、そういう間にいる方々がたくさんいらっしゃるのは確かである。この

計画に搭載された人だけを支援するのではない。そういった人たちを地域全員

で支えていきましょう、障害者についても伊予市の地域全員で支えていきまし
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ょうという考え方である。それは福祉計画で設定しているのだが、今言われた

ような行政だけでなく、自助、共助、公助ということで、みんなで地域を支え

ていきましょうという考え方がこれから推進されていこうとしているところで

ある。 

（危機管理課） 

会合等に参加しない方への接触・啓発や、自ら申し出をされない人へのケア

が心配であると言われているとおり、地域支援者の役割には大なるところがあ

ると思う。そういう意味で、地域支援者となっている高齢者見守り員や民生児

童委員、社会福祉協議会、自主防災組織といったところへ、そういったことを

強く啓発したいと考えている。また個別計画の中身、特に支援者の欄の空白部

分、子どもがいれば記入できるが隣の人には少し頼みにくいということが事実

あるので、完璧な計画書が一遍に出てくるのは難しい状況である。 

そういう意味で、時間を取ってまずは手を挙げてもらう。平常時から関係者

に自分の状況を公開しておくことについて手を挙げてもらうということ、合わ

せて徐々にその中身を充実させていくことに力を入れたいと考えている。 

（委員長） 

ありがとうございます。私が聞こうと思っていたことは、今担当課からいろ

いろ発言があり、大半は理解できた。自助ができないから共助、共助ができな

い場合に公助、その順番は災害対策基本法が改正される以前から、その筋の

方々にはもう常識であったかと思う。 

言ってみればここでは、個人情報を収集するわけである。収集方式は基本的

に手挙げ方式なので、わしは知られたくないという人は手を上げない。ただ委

員が指摘したように、自分で書けない人もいる。要は、申請書は本人が書くわ

けだから、それができない人に対してどういう配慮があるかというのが一点。 

それから、伊予市には存在しないかもしれないが、こういうテーマに絞ったN

POやNPO法人が支援に入っているかどうか。 

また、基本的に手挙げ方式を大前提として、関係機関で情報を共有するとい

う、関係機関共有方式を採られていると思う。その際、市役所では当然そうい

う情報をデータで保有していると思うのだが、避難支援等関係者のうち、例え

ば民生児童委員や社会福祉協議会、自主防災組織などとデータを共有する場

合、データそれ自体を電子データとして共有しているのか、あるいはプリント

アウトして紙媒体で渡しているのかということである。実は何年か前に、松山

市でこれが制度化するときにものすごい議論になり、こだわりのある弁護士の

先生から何度も注文が付き、会議が長引いたことがある。 
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（危機管理課） 

データは全て紙にプリントアウトしたもので渡している。紙のみである。支

援等の関係者のNPO団体は今のところ入っていないが、市で登録が必要と認めた

場合には、避難 支援等関係者として入れていく予定である。 

また避難行動要支援者の名簿については、以前の災害時要援護者制度のとき

と異なり、市が強制的にデータ集約をできるようになったことから、必然的に

名簿はもうでき上がっているということになる。要は避難支援としての登録者

の候補者名簿みたいな形になる。したがって、避難行動要支援者に該当する人

たちのデータは、強制的に自動的に市が名簿として集約できている。その中か

ら具体的個別計画を策定する。そして関係者へ平常時からデータを公開すると

いうことに手を挙げてもらうということである。 

 

No.３ 安全安心まちづくり支援事業（危機管理課） 

総合計画：快適空間都市の創造－安全・安心に暮らせる災害に強いまちづくり 

事業目的：犯罪など市民生活の平穏に悪影響を及ぼすような要因を未然に防止

し、市民が安全に安心して暮らすことができるまちづくりについ

て、市、市民等が一体となり、総合的に推進することとする。 

事業内容：防犯、交通安全の分野を中心とする関係機関、事業者の代表などか

ら委嘱した委員により、伊予市安全安心まちづくり推進協議会を構

成して、安全で安心なまちづくりの方策を支援する。 

予算・決算：当初予算100千円、決算額64千円（63千円が委員報酬） 

人 件 費：0.1人工 

（危機管理課） 

事業活動の実績には、協議会の開催と協議した案件の数を上げている。開催

は１回で、防犯と交通安全の各分野で市と伊予警察署の取組を報告し、委員に

審議いただいた。指標で表せない効果に記入しているとおり、この協議会の場

で協議された内容がそれぞれの団体で事業に反映していくことを期待してい

る。事務事業評価において、自己判定では妥当性や効率性をCとしているもの

の、一次判定ではA評価としており、相反する結果となっている。この事業は安

全安心まちづくり推進協議会の運営が中心となっているものの、事業の目的は

市と市民等が一体となって地域安全活動を推進する環境づくりであり、協議会

の開催そのものではないということを自己判定で見失っているように感じる。

このことが影響して、二次判定者の本事業が低評価を含んでいるとの判断を誘

引したものと考えるのだが、事業の方向性は事業継続と判断している。市民が
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望む伊予市のまちの姿を具現化するために必要な事業と判断するためである。

近年の子どもが被害者となる犯罪の頻発や、高齢ドライバーによる事故の多発

など、防犯や交通安全分野の問題事案に対応できるよう、協議会の活性化を促

すことが喫緊の課題と認識しており、次年度の取組に反映させたいと考えてい

る。 

（委員） 

推進協議会の出席者が16人となっている。どういった方々が協議会に参加さ

れているのか教えていただきたい。 

（危機管理課） 

団体名では、①伊予交通安全協会、②伊予市社会福祉協議会、③伊予商工会

議所、④双海中山商工会（事業者代表）、⑤伊予警察署の生活安全課、⑥同署

の交通課、⑦伊予市消防団・伊予消防署、⑧伊予市広報区長協議会、⑨伊予市

民生児童委員協議会、⑩伊予市内校長会、⑪伊予市公民館運営審議会、⑫伊予

市老人クラブ連合会、⑬伊予市愛護班連合会、⑭ＰＴＡ連絡協議会、⑮伊予地

区保護司会、⑯伊予市青少年補導委員会。加えて行政からの総務部長を入れて

いる。 

（委員） 

年１回の協議会で、取り上げられる問題協議事案が、平成28年度の実績４事

案から29年度２事案と数が減っている。29年度の協議事案が予定では５で実際

は２と減っているのだが、これは何か原因があるのだろうか。 

（危機管理課） 

28年度は、５年ごとに改定をしている伊予市交通安全計画の改定時期であ

り、その改訂案など審議をしたため４件上がってきている。29年度の予定５議

案の内容は定かではないが、実績として交通安全と防犯の問題について、報告

と協議を行っている。 

（委員） 

事業の方向性で「災害・犯罪の少ない安全・安心なまち」を選択した票数が

市民アンケートで２番目の多さだったと書いてあるのだが、今の話では交通安

全と防犯に話題が集中している気がする。市民が望む安全・安心なまちという

のは、交通安全や青少年を犯罪から守るだけでなく、例えばお年寄りを狙った

振り込め詐欺や消費者トラブルから守ることも求められていると思う。防犯中

心ではなく、もう少し広がりのある問題協議が必要な気がした。 

（委員） 

担当者としては、今委員がおっしゃったように、犯罪から市民を守ることと
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交通安全について、子どもや女性、高齢者と働きかけないといけない対象者が

広くなっており、１回の協議会でどれだけのことができているのか疑問があ

り、低評価につながっているのではないか。それぞれのターゲットごとに適切

な安心・安全のための施策はやっていらっしゃると思うので、それを総合する

場、意見調整というか集約というか、変わったことがあれば防犯、交通安全に

対処しているいろんな委員の情報共有の場が必要ではないかと思う。より一層

有意義な意見交換、情報交換の場になると良いと思う。 

（委員） 

低評価の判断をしている担当者の記載を見ると、確かにこれはP（=Plan）だ

けか、協議会を開催することが安全・安心のまちづくりなのかという印象にな

る。もっと市がやっていることを市民にアピールしたいというのであれば、ち

ょっと一工夫が要ると思う。会議を開催しました、中身はなんだったのか、Pで

すよね、D（=Do）はどうなりました、C（=Check）はどうなっていますというと

ころを市民にアピールしないと、せっかくの事業なのに、これだけでは、ああ

市は協議会を開催してお茶を濁しているのかなという感じを受ける。実際にこ

ういうことをやったからこういう結果が出ているという記述がないと、せっか

くの事業が市民に何も通じないと思う。この安全安心まちづくり支援事業、先

ほどの避難行動要支援者事業、市民はその日本語にとらわれてものすごくイメ

ージするけれど、このシートを見るとあれ？という思いが出るのだと思う。今

の説明ではいろんなことをされていると思うのだが、いかんせんそれがシート

に表れていないところが多分にあるので、そこは一工夫してもらいたいと思

う。ホームページのキーワードを検索すると、確かに安心・安全メールを登録

しておけば、いろんな情報が私どもに来るのだなと、それは一つの取っ掛かり

でいけると思うのだが、やっていることはいろいろ良いことを議論されている

ので、それをもう少し評価シートに表してもらえればという気がする。 

（委員） 

今言われたことがやはり反映されていない。私もシートを見たとき、会議で

４つの議題があって16人の参加があって、そんなことでは意味がないのではな

いかとやはり思ってしまう。ただ今のニュアンスを聞くと、実はこういうこと

をやっているということなので、成果指標にはそういう内容を反映させるとい

いのではないかと思った。あと協議会は大所帯すぎる気がした。それで１回し

か開けないということになるのだと思う。もう少し何かの場面場面で全員が集

まる必要もないという気もするので、テーマごとに機動的に何ができるか、そ

ういうことを考えられるといいのではないかと思った。 
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（委員） 

私も先ほどの意見に同感である。低評価という目で見ていたら、先の避難行

動要支援者支援事業、こういうことを一生懸命地元の人間がコミュニケーショ

ンの中で培っていけば悪いことなんか起こらない、自然に安心な環境づくりに

結びつくのではないか。それなら本当に低評価だろうかと思っていた。 

改めて構成団体を聞いていると、私の住んでいる地域でもやはりそういうメ

ンバーの顔が浮かんできた。皆さん何かあれば外に出て、子どもたちの見守り

隊であるとか廃品回収や困ったことはないかとか、割と地道にコミュニケーシ

ョンできているので十分活動が評価されることだと思う。できれば縦のつなが

りではなく、もう少し横つながりでいろんな団体が情報を収集し共有すること

が一層求められていくのではないかと思う。 

（委員長） 

私からはまず、今どきの自治体にはこういう事業を推進するための組織があ

るのだが、この16人は全ていわゆる充て職だろう。これ全体をシャッフルする

ことも考えていただいた上で、なお人数も増やさないということも念頭に置い

て、この行政評価委員会でも公募委員という枠組みがあるのだから、公募委員

の枠組みを複数名設定されてはいかがかなと思う。警察も交通と生活安全、両

方メンバーになっているだろう。１人で良いと思う。それから双海、中山の事

情を聞くというのであれば最低でも３人は必要かもしれないが、商工会及び商

工会議所の団体から、大体１人で節約できるのではないかと思う。時間とエネ

ルギーを節約するため、そういうシャッフルの仕方を考えてはどうか。 

それから伊予市固有の背景、例えば市営住宅の事件は今下火にはなったけれ

ど、あれで伊予警察署は人員を大分充実させただろう。だからそういうことを

きっかけにいろんなことが配慮されます、整備されますという啓発活動は、倦

う

まず弛

たゆ

まずやらないといけないと思う。防犯とか交通安全だけではないとする

なら、切り口を変えてみる。青少年の健全育成や高齢者の福祉になると何のこ

とか分からなくなるので、例えば高齢者保護というふうにテーマを絞り込んで

はどうか。委員ご指摘の年１回開けばアリバイ作りになるという会議ではな

く、機動的にサブ組織を動かすということをまちづくり会議で決めていただ

き、後はそちらに任せていくということでもいけるのではないか。協議会が全

部消化するのではなく、その下部機構でそういうことを制度化すれば自己判定

の低評価がなくなるというか、改善されるのではないかという気がする。この

シートだけではそれがよく分からない。したがってどの委員も答弁を求めるこ

ともなかったのだが、どうしても担当課からということがあれば発言いただき
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たい。 

（危機管理課） 

まず、事務事業の内容や指摘いただいた成果指標、事業活動の実績や活動指

標については、皆さんに分かってもらえるよう工夫を加えたいと思う。 

委員の関係についても、委員の見直しや公募委員の追加、また機動的に機能

できるような専門委員会の設置についても研究したい。ただ委員については今

年度が委員の委嘱替えの年であり、既に委嘱していることから、２年先には人

選にも目を向けたいと思う。 

 

No.４ （水道）漏水調査事業（水道課） 

総合計画：快適空間進都市の創造－潤いのある水環境づくり 

     将来にわたって安定した給水を行う。 

事業目的：上水道区域内の配水管及び給水管で発生している地下漏水を発見

し、早期に修繕することで無効水量を抑制し、有収率の向上を図る

とともに、水資源の損失を最小限に抑える。 

事業内容：公道下に埋設している配水管及び給水管を踏査し、発生している漏

水音を発見することで漏水箇所を特定する。調査対象地区内の各戸

の止水栓からの漏水調査を実施、早期に修繕することによる水資源

の損失防止や有収率の向上に資する。 

予算・決算：当初予算11,811千円、決算額7,236千円 

人 件 費：0.4人工 

（水道課） 

事業の業務内容として、配水管の路面音聴調査が170キロメートル、個別音聴

調査11,000戸を対象としている。平成28年度は当初予算11,386千円に対し、決

算額10,584千円である。29年度の予算と決算額の差額が大きくなっているの

は、入札の結果によるものである。事業を評価するに当たり、指標として有収

率を採用している。有収率は年間有収量÷年間総配水量で示され、配水量に対

して料金として回収される水量の割合を示すものであり、この数値が高くなれ

ば無収水量及び無効水量の割合が小さくなることを表しており、特に漏水に代

表される無効水量を無くすことが理想となっている。結果として、平成28年度

90.7％に対し、平成29年度は86.5％と4.2ポイントの低下となっている。ここで

は記載していないが、直近５年間の有収率を見てみると平成25年度から28年度

までは90.7％から92.4％の間を推移しており、平均値は91.3％である。自己判

定では全ての項目をA判定としている。事業の成果として、調査により発見困難
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な漏水箇所を特定し、早期に修繕することができたため不明水量の減少に効果

を上げている。漏水の多発する路線を選定、優先して老朽化更新事業を推進す

ることで、水資源の損失を抑制し、有収率の向上につながると考えている。課

題として、継続して実施することが必要な事業であるため、予算の確保が必要

としている。所属長判定について、妥当性の観点からS判定、有効性及び効率性

の観点からA判定としており、漏水調査による漏水防止対策により、安全で安心

な水道水を供給することができるため、事業継続と判断するとの方向性を出し

ている。課題認識として、漏水調査業務は漏水箇所の早期発見や漏水場所の特

定ができ、漏水修理等の早期対応が可能となることから、有収率の向上や漏水

による二次災害の防止、水資源の有効活用及び経費縮減につながる。今後も継

続的な調査を実施するとともに、老朽管更新路線の選定にも活用していきたい

としている。二次判定で重要な事業と判断し、行政評価委員会に諮るとの判断

から、外部評価案件となっている。 

（委員） 

子どもが小学生のとき水道作文というのがあり、本当に水は大事だねと言い

ながら、どうすれば節水できるだろうかと話をしていた。水の重要さというか

大切さは十二分に分かっている。吉田町ではまだ断水が続いており、水のない

生活は考えられない。とても大事な仕事だと思う。ただ水道管とか配水管は土

の中にあるので、それを調査するというのはなかなか苦労があると思う。７月

の広報いよしで路面音聴や戸別音聴とあったが、どのようにして調べられるの

か、差し支えなければ教えていただきたいということと、その調査に当たっ

て、先ほどの説明で調査地区に出向いてという話があった。何事も順番がある

と思うのだが、ここの地区は何年にしたからもう古くなっているとかこの地区

が今度悪くなるところが多いとか、そういうデータはお持ちだろうか。 

（水道課） 

まず音聴調査の方法である。道路のどの辺りに配水管が入っているかという

位置データは市が持っており、その部分を主に調査業者に歩いてもらう。ずっ

と路面の音を聞いていき、通常の水の流れと漏水があった場合の音の違い、そ

れを経験で会得された方が調査することにより、その違いによってここで漏水

が発生している箇所の選定が可能となっている。 

区域については、毎年伊予地区全域を調査している。やはり配管を工事した

年度により、古い年度に入れたものとか新しいところとかある。それに合わせ

てその年に漏水が確認された地点は調査結果として得られるため、年々照らし

合わせていく、例えばこの管は毎年漏水があるのであれば、その路線の管を新
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規に更新していくという事業につなげていくことにしている。 

（委員） 

伊予地区全部が範囲だということでとても大変だと思う。私は単純に伊予地

区でも、灘町全域のあの辺は何年頃に調査した、下三谷では何年頃に全部調査

したというデータをお持ちなのかと思っていた。何かと苦労があると思うけれ

ど、よろしくお願いしたい。 

（委員） 

私も質問である。専門的過ぎるので聞くだけであるが、有収率という数値は

基本的に100を目指すものだと思うのだが、料金として回収されるので、100に

ならない要因として水漏れが多分圧倒的だと思うのだが、それ以外の要因、お

金を払ってくれないといったものも入ってくるのだろうか。どう理解すればい

いかなと思った。 

（水道課） 

基本的にお金にならないのは、水道メーターまでに漏水をする場合である。

当然家の水道メーターが回った分はお金になるので、その分は水道料金をいた

だくことになる。ただその場合においても、例えば地下漏水で家庭内の水量が

急に増えて高額になった、そのご家庭で漏水をなかなか発見することができな

かったという場合、伊予市では減免措置を設けている。その場合、料金メータ

ーから水量を減免するので、その分も入ってくる。そのほか火事が起こった場

合の消火栓の水量は当然お金にならないので、その辺も踏まえて100％にならな

いのが現状である。 

（委員） 

なるほど。でも、かなり多く占めるのは漏水が多くなっていると理解すれば

いいのだな。 

（水道課） 

お見込みのとおりである。 

（委員） 

質問はこれだけである。何か目星を付けて調査しているのかと思ったら全体

を調べているということであった。大変なことだと思うけれど、本当に重要な

仕事だと思う。入札による費用の圧縮という話もあり、いろいろ工夫されてい

ると思ったので、続けてやってもらえればと思う。 

（委員） 

毎年全域を調査されているということで、想定していたのと違っていた。確

かに年によって同じところで発生することもある。一点質問である。この事業
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とは直接関係ないかもしれないが、水道管を更新する予算は年間どれくらいあ

るのだろうか。 

（水道課） 

水道管そのものを更新する事業費について、実際に水道課が上水道でやって

いる工事の事業費が約１億円前後である。今は国の補助などは受けていない。

これが例えば震災に備えるための耐震化事業であれば国の補助を受けて行う計

画ができるのだが、今はとりあえず水道料金で対応できる１億円前後の費用で

毎年事業を推進している。 

（委員） 

やはりライフラインの最たるものであり、水は非常に重要である。今回の洪

水もうそうだし、地震のときにもやはり給水車が走り回らないといけないとい

うことになるので、非常に水の確保は重要だと思う。地味な仕事であるが、漏

水の把握をする、そして古い管のところは集中的に更新をかけていただくとい

うことで、是非継続をしていただければと思う。 

（委員） 

成果指標の有収率、28年度90.7、29年度86.5と、有収率が減少したというそ

の理由は何だろうか。 

（水道課） 

我々にとっても非常に頭が痛い問題であり、基本的には水道管である。先ほ

ども委員から話があったように、水道管布設年度によって当然管自体の耐久力

がなくなってくる、古くなってくる。そうすると漏水が当然多くなる。そこに

至るまでに更新事業で新しくするというのがベストであるが、今の事業ペース

ではなかなかそこに追いついていないというのが現実である。もう一点、どう

しても地形的なものがあり、高い水圧を保たないと一般家庭に給水できないと

いうこともあり、どうしても有収率を高めで維持するというのは非常に難しい

問題である。かと言って有収率が低いままでいいのかということがあるので、

今年度は各配水池の配水量、その辺のポイントを重点的に、その地区を優先的

に点検してくださいと業者にもお願いし、極力有収率の向上に努めているとこ

ろが現状である。 

（委員） 

地域で有収率は分かるのか。 

（水道課） 

それぞれ配水池があって、その配水池から皆さんの家庭に給水している。配

水池の配水量は毎日分かるので、例えば１日の配水量が急に多くなったとか、
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ここは変化があったとか、夜間流量があったとか、そういうことは分かるの

で、そこの重点的に調査する方法を取っている。 

（委員） 

そこをきちんと分析していただけたら、先ほどの私の質問であるが、28年度

と29年度の違い、どこの地域かが明らかになると思う。そこを大事にしていた

だければと思う。それから目標とする有収率のアップ、何％くらいアップすれ

ばという観点はあるのだろうか。 

（水道課） 

一応指標に書いてある94％、今の施設能力ではこれくらいかと思う。もっと

更新が高まればもっと上げていきたいとは思う。 

（委員） 

例えば28年度なら90.7％であるが、94％を目標とすべきだった。何が言いた

いかというと、例えば１％有収率を上げると、ホームページで出してらっしゃ

るデータを計算すると、１％アップすれば6,294千円の経費削減

1

と同様の効果と

なる。29年度の直接事業費と人件費を合わせて10,443千円掛けられており、そ

の費用対効果という面だけではないというのは、今までの委員の発言の中で十

分理解はできるのだが、だとすると指標として有収率だけ出しているのは妥当

なのかどうかというところを少し考えていただけたらと思う。 

（委員） 

私も漏水調査対象地区の選定基準を聞きたかったのだが、毎年市内全域を調

査しているという説明があり、理解できた。先ほど委員から発言のあった広報

いよし７月号に今年度の漏水調査について市民に協力を求めるお知らせ記事が

あったのも拝見した。今年度委託する業者名もちゃんと書かれてあり、すごく

よく分かった。先ほど入札の話が出たのだが、例年この市の漏水調査事業につ

いて委託業者を設定するとき、大体業者は何社くらいあるのか、その中の何社

で入札が行われているか個人的に興味があったので、教えていただきたい。 

（水道課） 

入札は水道課の所管ではなく、入札担当課がある。そちらが指名をするとい

うことであり、昨年29年度は指名した業者が14社であった。昨年までは入札を

市が指名してこの業者という話であったが、今年度は希望する業者は応札に来

てくださいという入札方式に変えたようである。多分14か15社の応募があっ

て、入札で１社になったということである。 

                             

1

 28年度決算、年間配水量3,825,776㎥、年間有収水量3,470,064㎥、有収率90.7％、給水原価

164.52円、供給単価160.29円 １％原価：3,825,776÷100×164.52円=6,294千円 
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（委員長） 

私も今委員がご指摘になった予算決算の差が入札による減額ということだっ

たので、入札の実態が分かれば教えてほしいと思っていた。14社は指名競争入

札、今年度は一般競争入札という意味だろうか。 

（水道課） 

お見込みのとおりである。 

（委員長） 

なるほど。それから一次判定の所属長の課題認識のところ、今後継続的な調

査を実施するとともに、老朽管更新路線の選定にも活用していきたいというく

だりがあるのだが、これはあらかじめそういうマップを水道課でお持ちでない

と仕事にならないのではないかと思うのだが、実情はどういうことだろうか。 

（水道課） 

当然水道課には管路図、いわゆる何年に施工した、例えば口径が幾らで緩手

が…といった情報は持ち合わせている。ここに書いている老朽管更新路線とい

うのは、いわゆる限られた予算であるので、例えば次年度の更新路線はどこに

特定するかという、そこの判断材料としている。 

（委員長） 

傾斜配分というか、路線の特定ということだろうか。 

（水道課） 

ご指摘の意味合いで書かせていただいた。 

（委員長） 

極めて素朴な質問を最後にするのだが、伊予市全域とおっしゃったのだが、

要は旧伊予市の範囲で、中山、双海は２つとも簡易水道ということか。 

（水道課） 

今は一部上水道になった。一部は簡易水道である。 

（委員長） 

戸数によって決まるのだな。 

（水道課） 

給水人口によって決まる。 

（委員長） 

ありがとうございました。一般競争入札になって、バックしないよう期待し

ておきたいと思う。 
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No.５ 移住･定住推進事業（未来づくり戦略室） 

総合計画：参画協働推進都市の創造－市民が主役のまちづくり 

     地域外から移住者を受け入れる環境や仕組みの体制を整える。 

事業対象：市民、伊予市への移住を考えられている人 

事業目的：移住支援団体、地域住民、行政が一体となった移住受け入れ体制を

確立することにより、交流・定住人口を増加させる。 

事業内容：ウェブサイトを活用したPR活動、移住フェアへの出展、移住相談を

担当するワンストップ窓口の設置 

予算・決算：当初予算8,194千円、補正予算2,010千円（計10,204千円）   

決算額6,924千円（詳細は資料20ページ） 

人 件 費：0.6人工 

（未来づくり戦略室） 

予算額に対し、3,000千円ほど未執行が発生している。これは、移住者を対象

とした住宅改修補助事業2,932千円の活用がなかったことが主な原因である。事

業実施に当たり、一般財団法人地域活性化センターから2,000千円の助成金を頂

いており、地方創生の重点事業であることから、残り4,924千円についても約

50％の特別交付税措置を受けている。昨年度は移住・定住アクションプランの

最終計画年度であり、ワンストップ窓口の設置、空き家バンクの開設、ガイド

ブックの作成など事業が大きく進展した１年であった。成果指標は市内への移

住者数を掲げている。結果目標を大きく超える15人となっており、今年度もこ

の結果に満足することなく各種取組を進めている。なお、当市では年間1,000人

を越える転入があるのだが、転勤、入学、結婚、病院への入所等を除き、ご自

分の判断で伊予市に居住地を移すことを移住の定義としているため、このよう

な15人という数字になっている。自己判定では、移住・定住施策はずばり人口

減少対策において有効かつ即効性のある方策であるとの考えから、この事業の

妥当性、有効性とも評価をAとしている。一方の効率性において、手段の最適

性、コスト効率に幾分かの課題が見受けられるので、この関係機関や団体との

連携をさらに改善、見直していきたいという思いがある。所属長の判定は全てA

という判定である。人口減少対策として必要不可欠な事業であるという判断の

下、事業の方向性を継続としている。 

本事業の背景や取組計画、実績等については、事前に配布している資料をご

覧いただければと思うのだが、移住相談や空き家バンク運営等を中間支援組織

に委託しているのは極めて特異な事例である。愛媛県内でも伊予市だけであ

る。そういうことから昨年度には総務省から２件、農林水産省から１件の視察
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を受け入れ、非常に高い評価をいただいている。この秋には全国市町村長サミ

ットにおいて市長が事例発表を行うことが内定しており、本市の移住・定住推

進事業に対して一層注目度が上がってくるものと予想している。これを追い風

にして、今後は新たな地域支援団体の育成や市外在住の物件所有者を含めた空

き家情報の収集、また農業に意欲、関心を持っている青年層の受け入れなどに

注力し、移住・定住のさらなる推進に努めていきたいと考えている。 

（委員） 

事業シートと移住・定住推進事業費の№５の資料を見ていて、特に印象的だ

ったのが資料２ページのアクションプランの骨子で、地域住民と移住者がとも

に暮らし、助け合い、未来を担っていく「しあわせな地域づくり」を目指す、

新たな地域づくりの主役となる人財の発掘ということであった。先日の水害の

ときも、伊予市は大きな被害、死者はなかったものの、中山・双海地区では避

難住民や高齢者避難指示が出ていた。風の便りで、もともと高齢者だけの地区

だったところに、移住された若い世代の人たちがおられたことで、消防団活動

であったり、地区の支援が必要な方たちのサポートに活躍されたりしたと聞い

た。そういう面でも本当に、ただ単に移住する人も、地域にとっても新しく移

住してきて生活していく上で、地域や近隣の人たちとの信頼関係も大事になっ

てくると思う。移住を決定するまでにワンストップ窓口で手厚く相談に乗った

りとか、移住しやすいように環境を整えたりとか、そういうサポートの力がこ

ういう成果として出ているのではないかと思った。ワンストップ窓口や受け入

れ団体に関し、よそからも視察に来るくらい伊予市が先進的な取組をしている

と聞いて素晴らしいと思う。移住者の人数も増えているので、これまでの取組

を続けていかれるといいのではないかと感じた。 

（委員） 

私もSNSの情報で伊予市の方々が素晴らしい情報発信をされていて、それが成

果に結び付いていらっしゃるようで素晴らしいことだと思った。これからの取

組として、意見というか私の気持ちを述べさせていただくなら、移住というの

は、住み着いてしまうだけじゃなく、伊予市への関わりの持ち方のようなもの

もあるのではないか。例えば今の世の中、人生が長くなっており、ある時期、

子育ての時期はこちらでといった、うまく言えないのだが、インターネット関

係の仕事をしている人は生活環境の良いところで暮らしながら、都市にアクセ

スして生業を立ててやっている方もいらっしゃる。そういった方々が高齢にな

ってちょっと仕事をしながらとか、ライフスタイルを楽しみながらという、若

い人を呼び込んでずっとそこに住んでねというだけではない取組もできれば、
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伊予市の人の幅のようなものが増えていくのではないかという感想である。 

（委員） 

移住・定住事業について、伊予市が非常に先進的な取組をしており、非常に

評価を受けているということであった。やはり人口減少に対応するには、抜本

的な対策ではないかもしれないが、地に足を付けた事業を推進していく必要が

あると思う。人口増という観点から考えると、私は市長や議会の皆さんにも考

えてほしいのだが、なぜ東京にあれだけ一極集中するのかということ、仕事が

あるからである。移住・定住も一つの方策であるが、伊予市として人口が増え

ていく、働く世代が増えてくる、働く世代が子どもを育てるということをやは

り考えていただきたい。近隣の例を出して悪いのだが、東温市は４月に県下の

企業にアンケートを投げて、進出企業があるということで重信川沿いに工業団

地を造成し、150人の雇用創出を図ることをされている。それから、もう30年３

月31日で終わったのだが、区画整理地を中心に３世代同居をするための家を新

築すれば50万円の補助を出す、増改築であれば20万円の補助を出すということ

で、知り合いも３世代住宅を建てた。そうすると若い子どもがそこにいるとい

うことになるので、活力のあるまちづくりができるのではないかと思う。 

もう一つは地域が考えなければならない。郡中、市内であれば人口の移動が

あるのでそういうことはないのだが、私が住んでいる旧村落地域になると非常

に閉鎖的である。家内が高齢者の見回り員をしており、先日あるところの息子

が挨拶に来られた。リタイアをされたというので帰ってくるのかと尋ねると、

いや帰ってくるとあれしろこれしろという旧習にとらわれたところが嫌なので

今住んでいるところで住み続けますと漏らしていた。別の事例で、家の近くの

空き地が大きく売りに出されていた。すると業者から電話が入り、宅地開発を

する予定であるが、ほかの地域の方が入ってくることは考えられない。縁者の

方でどなたかいれば紹介してくれないだろうかということを言われた。地域と

しても考えていかないといけないのだなという気がした。 

そういう事例はあるのだが、目の前にはやはり人口減少が進んでいるという

ことがあるので、この移住・定住で大きく人口は増えないかもしれないが、ま

ずは事業を継続してやってもらう。それに加え、若い世代、働く世代が伊予市

に来てもらえるような施策を市長あるいは議会の皆さまに考えていただきたい

と思う。 

（未来づくり戦略室） 

貴重な意見をありがとうございます。本市では人口減少対策で総合戦略を策

定しており51の取組を行っている。この移住施策は51分の１であり、先ほど特



-28- 

異なことを行っているという紹介をしたものの、これも本当に一つの側面であ

る。本当に大事なのは伊予市に住んでいる方が本当に幸せに暮らしていけるか

どうかが第一である。そちらにも力を入れていきたいと思うし、委員がご指摘

のとおり雇用創出が大きな問題である。企業誘致や新しい産業を興すことも大

事であるし、将来の伊予市を担っていく子育ての支援、また教育の充実にも力

を入れていかなければならない。 

人口減少の原因をよくたどってみると、出生率の減少もあるのだが、市外や

県外の学校に行かれた人がそのまま帰って来ないということもある。いろんな

要因があるのだが、そうならないよう、就職先がないということもあるかもし

れないが、伊予市に帰ってこようという思いを持ってもらえるような子どもを

これから育てていきたいという思いもある。そういうことを複合的に実施し

て、いろんな形で伊予市の人口減少を抑制していきたいと思う。移住・定住推

進は本当に一つの側面であるということである。 

（委員） 

この事業も以前外部評価をしたときに比べ、相談件数や移住者数という数値

が増えてきているので、着々と成果は上がっているのだろうと思って見てい

た。質問であるが、移住サポートセンター「いよりん」の開設により変わった

点というか、相談が増えたのもそうかなという気がするのだが、何かこういう

ところが特に変わったということがあれば教えていただきたい。 

（未来づくり戦略室） 

伊予市の独自というか、県内でも唯一直営で行っていない、一般社団法人で

あるがそちらに委託して民間の方が経営されている。行政が移住対策をしない

ということではなく、総合調整や予算獲得をしている。市外から問合せがある

場合、当然専門的な不動産に関する知識も要るし、何より今ワンストップ窓口

になっている方が地域おこし協力隊のOBの方で、東京から移住して来られた先

輩であるということが非常に大きい。私どもが電話に出ると、伊予市は本当に

良いところです、是非来てくださいという宣伝にしかならない。結局信用して

もらえないところであるが、この方は良いところも悪いところも含めて移住者

の先輩として説明をされるということで、非常に信頼が置けると高い評価をい

ただいている。そういう面でもこういう方にお任せして非常に良かったという

ところである。以前市が直営でやっていたときは年間10件、20件だった相談が

今は100件、200件、今年はさらに増えてくるのではないかと思っているのだ

が、そういう面でもワンストップ窓口が成功しているところかなと思ってい

る。成果では15人の移住者がいるということであるが、伊予市に住みたいと相
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談する人はもっと多い。ただ住まいが見付からないというところがあって、特

に双海の翠小学校の周りや下灘駅の近くの要望が多いのだが、今は空き家の確

保が非常に課題であって、こちらもこのワンストップ窓口、サポートセンター

の方に動いてもらい情報を集めているところである。こちらも情報を収集して

空き家バンクの充実をし、機運が高まっている今、たくさんの方を呼び込みた

いと思っている。 

もう一つ、既に移住して来られた方がこの数年で何十人かおられる。昨年初

めて移住者交流会というのを実施して、そういう方の悩みであるとか、活動の

幅を広げるというところで高い評価をいただいており、継続してほしいという

話がある。当然移住で来られた方には交流会にも参加してもらい、いろんな仲

間を作ってもらいたいという思いがあり、これら３つの大きな柱をサポートセ

ンターで担っていただきたいと思う。 

（委員） 

十分話を伺い、何も言うことはない。実績も上げられているし、移住された

方をサポートセンターのトップに据えたというのは賢明な選択である。ますま

す良い方向になるよう祈っている。 

先ほどの意見のように、私も割と保守的な地域にいるのでよく分かるのだ

が、受け入れる側もやはり変わっていかないといけないというのは痛感してい

る。田舎は地下茎で全部つながっているようなところもあるので、そういうと

ころを変えていく努力もしていかないといけない。事務局から成功例はあくま

で一つの側面でいろいろ方策も考えているとの発言があったので、私も勇気を

持って申し上げるのだが、県外から伊予市に移るのが移住だとおっしゃってい

たが、これからは空き家バンクの充実もさることながら、双海の山の上の方に

住んでいる方とか平岡、佐礼谷といった同じ伊予市でも車の運転ができないか

ら、せめて郡中、市内の交通の便が良いところに移りたいと考えている方もい

らっしゃるのではないか。そういったニーズにも応えるような展開も心に留め

ておいていただければありがたいと思う。 

（委員長） 

重箱の隅をほじくるくらい執拗で、極めて私自身が納得していないのだが、

資料の２ページ、３ページに取組の経過として平成27年度から29年度までのも

のがある。そこに先進地視察というのがあるだろう。移住・定住の先進地視察

ということになると、要は一言で言うと伊予市以上に田舎ではないか。そうで

ないと成功しないだろうという意味であるが。そういうことで受け止めてよい

だろうか。 
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（未来づくり戦略室） 

ご指摘のとおり、高梁市は３万２千人、周防大島にしても１万人を切ってい

る。 

（委員長） 

周防大島は、呉の手前の島だろう。 

（未来づくり戦略室） 

おっしゃるとおりである。須崎にしても２万３、４千人で、土佐町も確かに

減っている。この市が求めるものについて、当然自然減という点ではこの３つ

の地域非常に多いのだが、社会増減に目を向けるとこれらの社会増がプラスだ

ったりほぼイコールだったりということで、先進地として探したということで

ある。伊予市よりも田舎のところ、また条件不利なところがなぜ、大きな社会

減もなく留まっているのか調べたいと思い、視察を行った。 

（委員長） 

意地悪に聞こえたかもしれないが、要するに須崎なんてとにかく太平洋の横

波がひどくて、普通の人は住めない。そのために波切不動明王の青龍寺という

寺が造られたがもう自然減である。焼きラーメンで社会増になったのかという

素朴な疑問がある。高梁はどこに行かれたのか、旧市街地か。 

（未来づくり戦略室） 

高梁のかなり山奥の方である。旧市街地ではない。 

（委員長） 

そうすると吹屋だろう。それは人の頭数よりは鳥や獣の方が多い。なるほ

ど。趣旨は分かっていたつもりであるが、そういうところ、やはりギャップが

大きいということだろう。 


