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平成２０年度 行政監査結果報告書

１ 監査のテーマ

行政評価的な行政監査について

（ライフラインの確保に係る防災対策の事務事業について）

２ 監査の目的

（１）行政監査の地方自治法上の位置付け

平成３年４月の地方自治法（昭和22年法律第67号）の一部改正に

より，監査委員の権限拡充が図られ，従前，監査委員の監査は，地

方自治法第１９９条第１項に規定するいわゆる財務監査に限られて

いたものが，同条第２項が追加され，監査委員が必要があると認め

るときは当該普通地方公共団体の一般行政事務の執行について監査

（行政監査）することができることとなった。

実施にあたっては，一般行政事務そのもの，すなわち部課等の組

織，職員の配置，事務処理の手続，行政の運営等につき，その適正

および効率性・能率性の確保等の観点から監査を行うものである。

（２）行政評価の手法を用いた監査の実施

本市は，平成１９年度に策定された新函館市総合計画（以下「新

計画」という。）において「市民参加によるまちづくりの推進」，

「市民主体のまちづくり活動の促進」，「時代の変化に即した行政

運営の確立」，「広域行政の推進」を市民と共有すべき重要な視点

として，総合的・計画的なまちづくりを進めるとしている。

今回の監査にあたっては，新計画がより実効性あるものとなるよ

う，行政評価の手法であるマネジメントサイクルを用い，対象事業

については，その実施計画である函館市まちづくり３か年計画に基

づく施策のうちから，市民の関心が高く，取組を強化すべき継続性

ある事務事業を選定することとした。

また，その施策の目的，目標と水準，目的達成のための事業実施

状況や進め方等を客観的に把握することにより，問題点や課題など
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を明らかにし，今後の効率的な行政運営に資することとしたもので

ある。

３ 監査の対象

（１）防災対策におけるライフラインの概念

自然災害から市民の生命や財産を守り，被害を最小限にとどめる

ための防災対策を平常時から講じておくことは，行政の基本的かつ

最も重要な課題である。

本市では，災害に強いまちづくりを目指し，新計画において「防

災対策の充実」を推進する５つの主要施策として国土保全の推進，

災害予防対策の充実，ライフラインの確保，危機管理体制の充実，

火山災害対策の推進を掲げている。

さらに，そのうちライフラインの確保として「水道・下水道・ガ

スの埋設管などの耐震化の推進，応急復旧対応マニュアルの充実，

ライフライン被害情報の収集，関係機関との連絡体制の確立，迅速

な応急復旧活動体制の充実」を掲げ推進に努めることとしている。

（２）本件において調査対象としたライフライン

地震，風水害等によりライフライン（水道・下水道・ガス等）が

被害を受けたときは，サービスの供給が途絶するため基本的な都市

機能が麻痺し，市民生活にも大きな影響を与えるとともに，人命の

救助・救出や避難活動，水や食糧等の物資供給の遅れなど，様々な

応急対策活動に支障をきたす。

このような市民生活に欠かせないライフラインの確保のうち，本

市が実施主体である災害予防関係および災害応急対策関係に係る事

務事業を監査の対象とした。

また，本市は，災害対策基本法（昭和36年法律第223号。以下「

法」という。）に基づき，函館市地域防災計画（昭和38年12月策定。

※　マネジメントサイクルとは，施策や事務事業の「計画」を立て，「実行」

　し，その成果を「検証・評価」して，「改善」に結びつけ，次の計画に反映

　させていくという一連の経営管理手法をいう。
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平成19年４月修正。以下「防災計画」という。）を策定し，震災や

風水害その他の災害に対処するための基本的事項を定めて，市，各

防災関係機関，事業所，市民等が一致団結して予防・応急・復旧等

の防災対策を実施するものとしている。

４ 監査対象事務事業および監査対象部局

今回の監査対象とした事務事業の新計画における位置づけおよび個

別の事務事業の担当部局の状況は，図１のとおりである。

５ 調査対象年度

平成１９年度に実施した事務事業

図１　施策の体系（新計画抜粋）

都市の将来像 人が輝き　まちが輝く　交流都市　はこだて

施策の大綱

第３部　快適で安らぎのある住み良いまち

第２章　安全・安心な市民生活の確保

第１節　防災対策の充実

主要施策

３　ライフラインの確保

○  水道・下水道・ガスの埋設管などの耐震化を推進するとともに，応

  急復旧の対応マニュアルの充実に努めます。

○  ライフラインの被害情報の収集等に関し，関係機関とのより緊密な

  連絡体制を確立するとともに，迅速な応急復旧を図るため，活動体制

  の充実に努めます。

個別事務事業[担当部局]

災害予防関係

Ⅰ　防災会議の開催，運営にかかる事務事業　　　　　[総務部]

Ⅱ　上下水道施設の耐震化にかかる事務事業　　　　  [水道局]

Ⅲ　災害時応急対応マニュアルにかかる事務事業　　　[水道局]

Ⅳ　災害時応援体制にかかる事務事業　　　　　　　　[水道局]

災害応急対策関係

Ⅴ　被害情報の収集・伝達にかかる事務事業　　　　　[水道局]

Ⅵ　被害や復旧状況の広報にかかる事務事業　[企画部，総務部，

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　水道局]
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６ 調査事項

ア 事業の目的

イ 事業内容

ウ コスト

エ 事業目標指標

７ 監査の着眼点

本件調査にあたっては，監査対象事務事業における調査事項につい

て，行政評価における観点を用いて調査した。

ア 行政評価における観点

① 適応性

② 有効性

③ 目標達成度

④ 経済性・効率性

⑤ 正確性・信頼性

８ 監査の方法

監査対象部局に対し，監査対象事務事業ごとに調査事項に係る調書

の提出を求め，それに基づき関係書類の調査を行うとともに関係職員

からの説明を聴取した。

９ 監査の期間

平成２１年１月１９日から平成２２年１月２５日まで

10監査結果

監査の対象になった新計画の防災対策の充実に係る施策のうち，ラ

イフラインの確保に係る防災対策の事務事業について，行政評価の手

法を用い，対象部局から提出された調書等に基づいて調査した結果は，

以下のとおりである。
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Ⅰ 防災会議の開催，運営にかかる事務事業

（１）事業内容

本事務事業は，市民の生命，身体および財産を災害から保護す

るため設置された函館市防災会議（以下「防災会議」という。）

において，その所掌をする防災計画についての協議，検討などを

行い，より良い防災体制の整備，推進や災害時における防災関係

機関との連携を強化し，迅速な応急復旧対応を図るため，防災会

議を開催，運営するものである。

また，本事務事業においての事業目標指標は，防災会議開催数

とし，その実施状況は下表のとおりである。

（２）観点別調査結果

① 適応性について

市民ニーズや社会経済情勢の現状を踏まえた対応および事業

のあり方について調査した結果，本事務事業は，函館市防災会

議条例（昭和38年条例第25号）に基づいて組織する会議を開催，

運営する法定事務であり，適応性があると認められる。

② 有効性について

事業の成果・効果を高めるための工夫や施策等の目的実現の

取組がされているかについて調査した結果，本事務事業におい

ては，次の改善すべきと思われる点が見受けられた。

ア 防災会議において，防災計画の作成およびその実施の推進

を効果的に行うため，国や道，ライフラインなどの防災関係

機関と十分な連携が必要不可欠であることから，函館市防災

会議条例第２条第５項で委員の構成が定められている。

このうち，ライフライン（上下水道施設）の管理者は，函

館市防災会議条例第２条第５項に規定する委員に入っていな

事業目標指標名 単位 平成18年度 平成19年度 平成20年度

防災会議開催数

目標 回 1 1 1

実績 回 1 0 0

達成率 ％ 100.0 0.0 0.0
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いが，委員である民間のライフラインの管理者とは，災害対

策において緊密な連携を必要とする関係にあることから，水

道局長を新たに委員とし，防災会議の効果的な運営を図られ

たい。

なお，防災計画の進行管理において，防災計画が実効性の伴っ

た計画であるためには，その進捗状況を把握し，進捗状況が思

わしくない項目については定期的に見直しを行う体制を整えて

いく必要があると考えられる。

本市ではその仕組を検討中としているが，今後，防災計画を

より実効性あるものとするため，様々な視点から現状を検証し，

見直す体制を速やかに構築されるよう要望する。

③ 目標達成度について

具体的目標の設定がされているかについて調査した結果，本

事務事業においては，次の改善すべきと思われる点が見受けら

れた。

ア 防災会議は，防災計画の修正および市の防災行政の推進の

ために開催することにより，市の各部局および防災関係機関

との意思疎通を図り，災害発生時に円滑な連携や緊密な関係

構築ができると考えられることなどから，法第４２条の毎年

検討を加える趣旨からも毎年１回は必ず開催されたい。

また，構成団体の事務レベルの組織については，防災会議

におけるワーキンググループとしての位置づけを明定し，防

災会議の活性化を図られたい。

④ 経済性・効率性について

コスト縮減や財源確保および効率的な事務執行の工夫がされ

ているかについて調査した結果，本事務事業は，これら，経済

性・効率性が図られている。

⑤ 正確性・信頼性について

危機管理の体制整備，法令順守の徹底や市民への説明責任・

情報提供がされているかについて調査した結果，本事務事業に
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おいては，次の改善すべきと思われる点が見受けられた。

ア 防災会議は，市民の生命，身体および財産を災害から保護

するための設置趣旨からも，その開催状況および会議内容は

市民から注目されるところとなっている。

他都市においても，防災会議の会議内容がホームページで

公開されてきており，関係機関との連携強化，会議運営の充

実に繋がるほか，市民の関心を一層高められることからも，

速やかに公開されたい。

Ⅱ 上下水道施設の耐震化にかかる事務事業

【上水道施設】

（１）事業内容

本事務事業は，計画的に上水道施設および管路の耐震化を進め，

水の安定供給によって，地震時の被害を最小限に抑え，災害復旧

を迅速に行なうため，材質強度が弱い普通鋳鉄管や耐震性能が劣

る接合部の印ろう形継手を使用している老朽管について，印ろう

継手形老朽配水管更新計画に基づき，新たに耐震性のあるダクタ

イル鋳鉄管を布設し，管路の耐震化を図るものである。

また，本事務事業においての事業目標指標は，老朽配水管更新

延長とし，その実施状況は下表のとおりである。

（２）観点別調査結果

① 適応性について

市民ニーズや社会経済情勢の現状を踏まえた対応および事業

のあり方について調査した結果，本事務事業は，水道法（昭和

事業目標指標名 平成18年度 平成19年度 平成20年度
目標年次(24年度)

単位 区分 更新延長41,800m

老朽配水管

更新延長

目標 ｍ
単年度 a 4,540 3,510 4,060 20年度進捗率

累　計 b 17,890 21,400 25,460 60.9%

実績 ｍ
単年度 c 4,389 4,817 3,143 20年度進捗率

累　計 d 17,229 22,046 25,189 60.3%

達成率 ％
単年度c/a 96.7 137.2 77.4

累　計d/b 96.3 103.0 98.9
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32年法律第177号）第５条第３項に規定する「水道施設の構造

及び材質は，水圧，土圧，地震力その他の荷重に対して充分な

耐力を有し，かつ，水が汚染され，又は漏れるおそれがないも

のでなければならない」により実施されており，また，同法第

６条第２項に規定する「水道事業は，原則として市町村が経営

する」による法定事務であることから，適応性があると認めら

れる。

② 有効性について

事業の成果・効果を高めるための工夫や施策等の目的実現の

取組がされているかについて調査した結果，本事務事業は，計

画的に老朽管の更新が進められているとともに，管路の耐震化

が図られるなど，市民の安全・安心を確保する都市基盤の強化

促進，災害発生時の安定給水の確保に寄与しており，有効性が

認められる。

③ 目標達成度について

具体的目標の設定がされているかについて調査した結果，本

事務事業は，印ろう継手形老朽配水管更新計画により，平成24

年度の目標達成に向けて概ね順調に事業が進められており，目

標が達成されていると認められる。

④ 経済性・効率性について

コスト縮減や財源確保および効率的な事務執行の工夫がされ

ているかについて調査した結果，本事務事業は，管径の見直し

などにより工事費の縮減を図るなど，経済性・効率性が図られ

ている。

⑤ 正確性・信頼性について

危機管理の体制整備，法令順守の徹底や市民への説明責任・

情報提供がされているかについて調査した結果，本事務事業に

おいては，水道施設の現状や耐震化の進捗状況等についての情

報提供がされていない状況にあった。

市民アンケートによる結果からも，地震など災害に強い水道
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への高い関心が寄せられており，市民への情報提供を積極的に

進められるよう要望する。

【下水道施設】

（１）事業内容

本事務事業は，排水機能を確保することにより，災害時におけ

る公衆衛生への影響，道路陥没等の二次災害を減じ，同時に市民

の排泄手段を確保するため，老朽下水管更生工事により耐震化の

強化を図るものである。

また，本事務事業においての事業目標指標は，各年度の予算に

おいて老朽下水管更生工事の施工延長とし，その実施状況は下表

のとおりである。

（２）観点別調査結果

① 適応性について

市民ニーズや社会経済情勢の現状を踏まえた対応および事業

のあり方について調査した結果，本事務事業においては，次の

改善すべきと思われる点が見受けられた。

ア 下水道は市民生活や社会経済活動に必要不可欠な施設であ

り，大規模地震が発生しても，下水道の有する基本的な機能

を維持していく必要があることから，地震対策の推進は重要

な課題である。

このような中で，本事務事業においては，平成９年および

平成１８年に国の「下水道施設の耐震対策指針と解説」（以

下「指針」という。）が示されたことから，本市においても，

平成１０年度以降は，指針に基づき耐震性のある下水管渠を

布設している。

事業目標指標名 単位 平成18年度 平成19年度 平成20年度

老朽下水管更生延長

目標 ｍ 1,090 810 755

実績 ｍ 1,120 1,190 648

達成率 ％ 102.8 146.9 85.8
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したがって，平成９年度以前に布設した下水管渠について

耐震化を図る必要があり，本市は，これまで単年度ごとに老

朽下水管更生工事を予算化し，下水管渠の更新と耐震化を図っ

ているが，耐震化整備計画は未策定の状況にある。

このことから，国が示す指針を基に，耐震診断の実施，耐

震対策の要否や工法，資金計画を含めた耐震化整備計画を早

期に策定され，耐震化の計画的実施を図られたい。

② 有効性について

事業の成果・効果を高めるための工夫や施策等の目的実現の

取組がされているかについて調査した結果，本事務事業は，市

民の安全・安心を確保する都市基盤の強化促進，災害発生時の

市民生活の安全・安心に寄与するものであり，有効性が認めら

れる。

③ 目標達成度について

具体的目標の設定がされているかについて調査した結果，本

事務事業においては，次の改善すべきと思われる点が見受けら

れた。

ア 国が示す指針に基づいた耐震化整備計画が策定されていな

いことから，早期に耐震化整備計画を策定し，目標を設定さ

れたい。

④ 経済性・効率性について

コスト縮減や財源確保および効率的な事務執行の工夫がされ

ているかについて調査した結果，本事務事業は，管渠勾配の見

直し，マンホール設置間隔の見直しおよび管径の見直しなどに

より工事費の縮減を図るなど，経済性・効率性が図られている。

⑤ 正確性・信頼性について

危機管理の体制整備，法令順守の徹底や市民への説明責任・

情報提供がされているかについて調査した結果，本事務事業に

おいては，下水道施設の現状や耐震化の進捗状況についての情

報提供がされていない状況にあった。
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災害発生時の市民の安全・安心を確保するためにも，市民へ

の情報提供を積極的に進められよう要望する。

Ⅲ 災害時応急対応マニュアルにかかる事務事業

（１）事業内容

本事務事業は，災害復旧を迅速に行い，給水能力の回復が図ら

れるよう，函館市水道局事故対策実施要領などマニュアルの整備

や災害訓練を実施することにより，安定した水の確保を図るもの

である。

また，本事務事業においての事業目標指標は，設定されていな

い。

（２）観点別調査結果

① 適応性について

市民ニーズや社会経済情勢の現状を踏まえた対応および事業

のあり方について調査した結果，本事務事業においては，マニ

ュアルの検証に関する規定がないことから，マニュアルをより

実態に即したものとするため，防災訓練実施後の検証，見直し

について明定されるよう要望する。

② 有効性について

事業の成果・効果を高めるための工夫や施策等の目的実現の

取組がされているかについて調査した結果，本事務事業は，マ

ニュアルを作成し，適切な訓練を行うことで迅速な災害復旧の

実効性の向上に寄与しており，有効性が認められる。

③ 目標達成度について

具体的目標の設定がされているかについて調査した結果，本

事務事業においては，事業目標指標は設定されていないが，実

効性あるマニュアルとするには，訓練の積み重ねによる見直し

が不可欠であることから，例えば，訓練実施回数など事業目標

指標を定めて取り組まれることを要望する。

④ 経済性・効率性について
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コスト縮減や財源確保および効率的な事務執行の工夫がされ

ているかについて調査した結果，本事務事業は，これら，経済

性・効率性が図られている。

⑤ 正確性・信頼性について

危機管理の体制整備，法令順守の徹底や市民への説明責任・

情報提供がされているかについて調査した結果，本事務事業は，

事故の規模に応じた出動体制や応援要請等の対応事項を定めた

マニュアルに基づき訓練等を実施しており，また，災害訓練の

実施に係る広報は，ホームページに掲載するなど，正確性・信

頼性が認められる。

Ⅳ 災害時応援体制にかかる事務事業

（１）事業内容

本事務事業は，市単独では，災害復旧に対応出来ない場合に災

害復旧を迅速に行い，給水能力の回復が図られるよう，災害協定

に基づく応援要請により，安定した水の確保を図るものである。

このことから，日本水道協会北海道地方支部などとの災害時相

互応援に関する協定や，函館管工事業協同組合との災害時等にお

ける応急活動に関する協定の締結がされている。

また，本事務事業においての事業目標指標は，設定されていな

い。

（２）観点別調査結果

① 適応性について

市民ニーズや社会経済情勢の現状を踏まえた対応および事業

のあり方について調査した結果，本事務事業は，日本水道協会

北海道地方支部等との協定を締結し，災害時の迅速な応急対策

活動ができるよう備えており，また，防災計画に基づく事務で

あることから，適応性があると認められる。

② 有効性について

事業の成果，効果を高めるための工夫や施策等の目的実現の
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取組がされているかについて調査した結果，本事務事業は，市

内業者と災害協定を締結することにより，体制の強化が図られ，

迅速な応急対策活動の実施に寄与していることから，有効性が

認められる。

③ 目標達成度について

具体的目標の設定がされているかについて調査した結果，本

事務事業においては，事業目標指標は設定されていないが，事

業の性質上，目標指標の設定が難しく止むを得ないものと認め

られる。

このような中，現行の応援体制は，災害時における迅速な応

急対策に十分対応できると認められることから，今後とも，協

定を締結した団体と緊密な連携を維持していくことが望まれる。

④ 経済性・効率性について

コスト縮減や財源確保および効率的な事務執行の工夫がされ

ているかについて調査した結果，本事務事業は，これら，経済

性・効率性が図られている。

⑤ 正確性・信頼性について

危機管理の体制整備，法令順守の徹底や市民への説明責任・

情報提供がされているかについて調査した結果，本事務事業は，

災害時における出動体制等が，協定に基づく業務処理要領にお

いて明定されていることから，正確性・信頼性が認められる。

Ⅴ 被害情報の収集・伝達にかかる事務事業

（１）事業内容

本事務事業は，災害復旧を迅速に行い，給水能力の回復が図ら

れるよう，災害時においても，災害時優先電話回線の確保（固定

電話，携帯電話）や衛星電話を設置し，情報伝達手段を確保する

ことにより，安定した水の確保を図るものである。

また，本事務事業においての事業目標指標は，設定されていな

い。
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（２）観点別調査結果

① 適応性について

市民ニーズや社会経済情勢の現状を踏まえた対応および事業

のあり方について調査した結果，本事務事業は，地震災害など

の通信途絶時に災害情報伝達手段を確保のうえ，迅速かつ的確

な情報収集・伝達ができるよう取り組むこととし，また，防災

計画に基づく事務であることから，適応性があると認められる。

② 有効性について

事業の成果・効果を高めるための工夫や施策等の目的実現の

取組がされているかについて調査した結果，本事務事業は，災

害時の通信手段を確保し，迅速かつ的確な情報収集・伝達がで

きるようにしており，また，円滑に被害状況の把握ができるよ

う，マニュアルにより定期的に訓練していることから，有効性

が認められる。

③ 目標達成度について

具体的目標の設定がされているかについて調査した結果，本

事務事業においては，事業目標指標は設定されていないが，定

期的な防災無線通信訓練により連絡体制を確保することで，災

害時の迅速かつ的確な情報収集・伝達にも繋がることから，例

えば，防災無線通信訓練回数など事業目標指標を定めて取り組

まれることを要望する。

④ 経済性・効率性について

コスト縮減や財源確保および効率的な事務執行の工夫がされ

ているかについて調査した結果，本事務事業は，これら，経済

性・効率性が図られている。

⑤ 正確性・信頼性について

危機管理の体制整備，法令順守の徹底や市民への説明責任・

情報提供がされているかについて調査した結果，本事務事業は，

マニュアルに基づく定期的な訓練の実施とともに，災害時に通

信手段を確保のうえ，迅速かつ的確な情報収集・伝達ができる
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よう取り組むとしていることから，正確性・信頼性が認められ

る。

Ⅵ 被害や復旧状況の広報にかかる事務事業

（１）事業内容

本事務事業は，災害時において，市民等の安全・安心の確保を

図るため，多くの広報媒体を利用し，災害情報を迅速かつ正確に

広報活動するものである。

このことから，水道対策部では，災害等により断水が生じた場

合は，広報車，テレビ，ラジオ，ホームページにより給水場所等

を広報するとしている。

総務対策部では，災害対策の本部として，災害時において，各

対策部等からの被害や応急復旧状況など災害情報を取りまとめ，

防災行政無線，ホームページへの掲載などにより広報するとして

いる。

企画対策部では，総務対策部からの情報を基に，報道機関への

情報提供や災害時のライフラインの復旧状況，避難所での物資の

配給などの情報を広報するとしている。

また，本事務事業においての事業目標指標は，設定されていな

い。

（２）観点別調査結果

① 適応性について

市民ニーズや社会経済情勢の現状を踏まえた対応および事業

のあり方について調査した結果，本事務事業は，水道法第２４

条の２に規定する法定事務であり，また，防災計画に基づく事

務であることから，適応性があると認められる。

② 有効性について

事業の成果・効果を高めるための工夫や施策等の目的実現の

取組がされているかについて調査した結果，本事務事業は，災

害時における市民等の安全・安心を確保する災害情報の提供を
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するものであり，有効性が認められる。

③ 目標達成度について

具体的目標の設定がされているかについて調査した結果，本

事務事業においては，事業目標指標は設定されていないが，事

業の性質上，目標指標の設定が難しく止むを得ないものと認め

られる。

このような中で，災害時において災害情報を迅速かつ正確に

提供することが，市民等の安全・安心の確保に繋がることから，

引き続き，迅速かつ正確な広報活動に努められることが望まれ

る。

④ 経済性・効率性について

コスト縮減や財源確保および効率的な事務執行の工夫がされ

ているかについて調査した結果，本事務事業は，これら，経済

性・効率性が図られている。

⑤ 正確性・信頼性について

危機管理の体制整備，法令順守の徹底や市民への説明責任・

情報提供がされているかについて調査した結果，本事務事業は，

マニュアルに基づく広報活動をすることにより，市民等の安全・

安心の確保を図ることとしていることから，正確性・信頼性が

認められる。

本件事務事業の調査結果については，以上のとおりであり，概ね妥

当であると認められたが，一部において改善すべきと思われる点が見

受けられたことから，適宜・適切に改善されるよう要望する。

なお，今回の行政監査は，抽出調査した事務事業を対象として試行

的に行政評価的な監査を実施したものであり，対象とならなかったそ

の他の事務事業についても，共通する課題を内在していると考えられ

ることから，同様の観点で見直すことにより，適切な事務執行に努め

られたい。



- 17-

11監査意見

本件監査は，前述のとおり，行政評価の手法を用いて実施したもの

であるが，行政評価は，経営管理手法の基本であるマネジメントサイ

クルをその原点とするものであり，行政自らが，市民の視点に立って，

その施策および事務事業を点検・評価し，その結果を次の企画立案に

活かすことにより，施策等の質的向上を図ることを目的としている。

つまり，行政が提供するサービスについて，多様化する市民ニーズ

に的確に応えているか，費用対効果で優位性はあるか，さらに，市民

への情報提供は十分されているか等の観点から評価するものである。

したがって，今後，本市において，施策および事務事業の改革・改

善を推進するうえで，行政評価は，有効なものと考えられることから，

独自の目標指標を設定するなど，本市に最も適応した行政評価制度が

構築されることを期待するものである。


