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第５回 明石市自治基本条例市民検証会議 会議録 

 

日時 平成２８年７月７日（木曜日）午後３時から午後５時まで 

場所 明石市立勤労福祉会館 第１講習室 

出席委員 
加藤恵正会長、田端和彦副会長、橋本浩司委員、山本洋子委員、松本誠委員、

小田幸子委員、小島彰夫委員 

傍聴者 １１人 

審議事項 

１ 第４回市民検証会議での主な意見 

２ 財政運営制度について 

３ 行政改革制度について 

４ 評価制度について 

５ 今後のスケジュールについて 

配布資料 

資料１  市民検証会議での主な意見 

資料２  財政運営制度について 

資料３  行政改革制度について 

資料４  評価制度について 

資料５  今後の検証会議の開催スケジュールについて 

事務局 コミュニティ推進部市民協働推進室 

※委員の発言は、委員が所属する団体等の立場を反映するものではなく、委員個人として

の意見です。 
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開 会 

【会議次第１】第４回市民検証会議での主な意見 

 第４回市民検証会議での主な意見について、資料１に基づき事務局から説明。 

 

○加藤会長 

何かご意見はありますか。 

 

○松本委員 

資料１の７ページの上から４行目に「例えば、住民投票条例案では、パブリックコメン

トの条例案との相違点について」とありますが、「例えば、住民投票条例案では、パブリッ

クコメントに付した条例素案との相違点について」と修正をお願いします。 

 

○加藤会長 

事務局でそのように修正をお願いします。ほかに意見等はないようですが、後でお気づ

きの点がありましたら、事務局に指摘いただければと思います。 

 次の議題に入る前に、前回もお話があったとおり、コンプライアンス制度に関する過去

の事例について、提供いただいた資料の説明を松本委員よりしていただき、情報共有した

いと思います。 

 

 コンプライアンス制度に関する過去の事例について、委員提供資料に基づき松本委

員から説明。 

 

○加藤会長 

何かご意見はありますか。 

 

○橋本委員 

砂利揚げ場については、かなり前からの課題で、以前、二見の方に移転する話がありま

したが、移転先の地元住民の反対もあったため、そのままです。 

私の住む地域でも６、７年前から修繕が必要ということで問題になっている県の関係の

橋があり、それについては今後の見通しが立ってきたところです。今回挙げられている事

例を見ると、これまでの進捗や今後どのようにしていくのかが見えませんので、中間的、

結果的にどうなるかを文書化して出してもらった方が良いかと思います。 

 

○加藤会長 

この資料は松本委員の視点から書かれており、全体像は分かりませんが、今後、このよ

うな事例があれば、きちんと市民に説明をしていただきたいと思います。内容的には、明



 3 

石フェリーなどの民間が絡むことであり、また、景観の良い・悪いといった定義など、難

しい要素が介在していると思いますが、そのあたりも含めて市の側からの説明は必要だと

思います。 

 

○田端副会長 

例えば、港湾については県が所管しており、明石は政令市ではないので、どこまで市の

責任が及ぶ範囲があるのかという問題があります。また、明石フェリーについては、民間

が関係し、国の国土交通行政にも絡む話ですので、なかなか市だけで対応できない部分と

説明できない部分があります。しかし、一般市民としてはそれらの事情は分かるわけでは

なく、致し方ないでは済まないところもありますので、そのあたりを整理することは必要

かと思います。市だけで対応できるものばかりではないということは、事例を見て思うと

ころです。 

 

○加藤会長 

基礎自治体としての市は、県・国も含めた行政・公共全体の最前線という役割も担って

いるので、市が県・国と協議した上で市民に説明していくことは必要かと思います。 

ほかに意見等ございませんので、次の議題に移ります。財政運営制度について、説明を

お願いします。 

 

【会議次第２】財政運営制度について 

 財政運営制度について、資料２に基づき財政課が説明。 

 

○加藤会長 

 行政の財政はなかなか一般市民には理解しにくいところがあるので、財政課においても

できる限り努力をして、自治基本条例施行後、新たに市民への情報公開を進めてきたとい

うことですが、ご意見、ご質問があればお願いします。 

 

○小田委員 

１５ページに上下水道料金の生活保護世帯に対する減免の見直しとありますが、どのよ

うな内容なのか教えていただけますか。 

また、外郭団体等の見直しに関連して、土地開発公社とは何か教えていただけますか。 

 

○財政課 

１点目の上下水道料金の生活保護世帯に対する減免の見直しですが、従前は上水道料金

の基本料金の半額と、下水道料金の基本料金の全額について、生活保護世帯に対して減免

を行っていました。下水道料金についてはかなり前から行っています。上水道料金につい
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ては、平成２年頃に料金改定による値上げから、減免を行って生活保護世帯の負担を軽減

しようという趣旨で始まりましたが、これらの減免については平成２５年の１０月で廃止

をいたしました。 

 

○小田委員 

なぜ減免を行っていたのでしょうか。生活保護を受けているからですか。 

 

○財政課 

上下水道料金の値上げを行う際、生活保護世帯への配慮として、減免を実施していまし

たが、現在、生活保護と年金支給額を比べてもあまり乖離がない状況で、行政改革等の取

り組みにおいて、そこまで軽減する必要はないという意見が委員の方から出たことなどを

受けて、減免をやめさせていただきました。 

２点目の土地開発公社については、昭和４８年にできた市の外郭団体です。当時は毎年、

土地の値段が上がっていたため、例えば、道路を整備するにしても、まとまった土地の取

得が一度にできない状況でしたので、土地開発公社が公共事業用の土地の先行取得を行っ

ていました。 

ただ、バブル崩壊後、土地の値段が下落する状況においては、先行取得しても実際に事

業を行うときには土地の価値が下がっていることもあり、土地開発公社自体の役割はなく

なったということで平成２５年に組織を廃止しました。 

 

○田端副会長 

早めに公社を廃止すれば国の優遇措置を受けることができたので、ほかの自治体でも大

体この時期に廃止されています。 

 

○加藤会長 

土地開発公社だけではなく、いわゆる第３セクターは課題が多いことが分かってきまし

たので、現在は全体的に集約される方向にあると思います。 

 

○松本委員 

１９ページの市ホームページの財政関連情報は、いつからこのような形で掲載されてい

ますか。 

 

○財政課 

２０ページから３０ページの資料は自治基本条例制定後の平成２３、２４年頃から掲載

しています。それ以外の資料は平成１４、１５年頃から掲載しています。 
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○松本委員 

 毎年度の決算関連資料が公表される時期は、決算案の議会への提出時でしょうか。 

 

○財政課 

はい、９月議会の時期です。 

 

○松本委員 

新年度予算編成状況説明会の資料はいつの時点で公表していますか。 

 

○財政課 

予算の原案のものは１月下旬ですが、議案として決まった内容については２月下旬に議

案として議会に予算案を送付する段階になります。 

 

○松本委員 

当初予算事業説明シートもそれと同時に公表するのでしょうか。 

 

○財政課 

当初予算事業説明シートを公表する時期は、４月になります。なお、各議員には議案を

示すときに、このシートのデータをＣＤに入力し、渡しています。 

 

○松本委員 

４月になってから、ホームページに掲載するとのことですが、なぜ市民は予算が決まる

過程で、その情報に接することができない状態になっているのでしょうか。議会に公表し

た時点でなぜ市民にも公表されないのでしょうか。 

 

○財政健全化室 

作業的なことですが、新年度になると組織が変わるため、その組織変更を反映した内容

でホームページに掲載するので、掲載時期が４月になっています。 

 

○松本委員 

予算について、決まったこと市民に知らせることは当然ですが、決まるプロセスを公開

していく取り組みが全国の自治体で行われています。大阪市においては、５年前頃から秋

の段階で情報公開して市民の意見を聞き、１月の市長査定が済んでから議会で決定すると

いう、予算編成の過程を市民と共有し、市民の意見を反映させる取り組みが行われていま

す。財政における市民参画の形ということで、このような先進的な財政の公表の仕方、あ

るいは市民に関心を持ってもらうために市民が予算編成過程に参加できる仕組みが非常に
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重視されています。ただ、明石市ではそのような取り組みが行われていないように感じる

のですが、そのあたりはどうでしょうか。 

 

○財政課 

そのような意見を受けて、２０ページ以降の予算規模、新規事業、拡充事業など、まだ

編成段階の議案として固まる前の情報を１月下旬に公表しています。 

 

○松本委員 

予算編成過程で市民の意見を取り込んでいく、つまり市民参画の度合いを高めていくと

いう取り組みを行わないのはなぜでしょうか。 

 

○財政課 

１０月頃の各部局からの要求段階で予算内容を公表して市民の意見をいただきながら予

算に反映していくという方法はできないかということですが、担当部局から出てくる要求

内容については、まだ市として決定したものではありません。市の方針が決まってないも

のを公表することで、要求を上げた事業に予算がつかなかった場合など、かえって市民に

混乱を与えてしまうのではないかと考えていますので、明石市では１月下旬に市の方針が

決まるまでは公表していません。 

 

○松本委員 

決まっていないことは説明できない、決まったら説明をするのが従来の行政のやり方で

したが、市民としては決まってから言われたのでは遅いという声があります。決まるプロ

セスの中で市民の意見を聞く、行政の全プロセスにおいて市民参画と協働を行っていくこ

とが自治基本条例の基本的な考え方ですので、決まってからでは遅いのです。例えば、国

家予算でも各省庁の概算要求から詳細要求までの各段階において、その都度、公表してい

ます。当初の予定どおりにならないのは当たり前です。どの段階でどのようにまとまって

終了するかというプロセスが見えて初めて、市民は税金の使い道や予算編成が分かります。

決まった結果だけ出されたら市民はお客さんのようになってしまいます。今の市長が就任

した際、このようなことに取り組んでいくと何度か発言されていたので、期待していまし

たが、それができていないので、決まっていないものは出せないという旧態依然たる考え

方があるのではないかと思います。 

 

○加藤会長 

この点について、ほかの委員の皆さんはどうでしょうか。 

 

○山本委員 
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理想は早い段階から見せた方が良いですが、果たして現場の方がそれをできるかどうか

の問題があると思います。 

 

○橋本委員 

決まってから出すのではなく、きちんとした市民参画の下で決めていくことが大事です

が、行政は今までどおりのやり方を踏襲しているので、改革などをしていかなければいけ

ないと思います 

 

○小島委員 

丁寧に説明していくことが大事だと思いますので、松本委員が言うような方法が良いの

ではないかと思います。 

 

○小田委員 

早い段階で公表できたら良いですが、現場の労力も問題もありますし、市民に期待を持

たせたのに実際は予算がつかなかったということもあり得るので、一長一短だと思います。 

この市民検証会議に関わらなければ、今まで予算案などを見ることはなかったので、途

中過程で審議されることの大事さに改めて気が付きましたが、予算を編成する側になると

大変だと思います。 

 

○田端副会長 

松本委員は第２７条第３項の財政状況の公表というよりは、第２７条第１項の計画的な

財政運営や予算編成において、自治基本条例の精神に基づいて、市民が参画する機会をつ

くっていくことが必要という観点で発言されていると思います。行政運営のやり方は、財

政規模によって違いますし、法律で決まっているものもありますので、なかなか難しいと

思いますが、第２７条第１項に書かれている「事業等の評価を踏まえ」というところが鍵

ですので、前年度の評価でどこまで市民の意見が反映されているのか、きちんと評価を踏

まえて予算編成されているのかどうかの確認は必要かと思います。そのあたりは松本委員

の発言に関わる部分で、自治基本条例に基づくのであれば考えなければいけないと思いま

す。 

また、先ほど財政課が説明したように市長提案としてまとまる前に、各部局からの要求

段階で公表してしまうことは現実的には難しいかと思います。ただ、市長決裁の上、予算

案として議会に出す時点で公表することで、市民が議会を通して影響を与えることはまだ

可能だと思います。 

しかし、第２７条第１項の「予算を編成しなければならない」という文言をもって市長

提案の前の段階で公表できるのかという技術的な問題があります。また、例えば、予算が

欲しいところは先に公表してしまい、そこに一気に期待が集まるという先出しじゃんけん
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方式をされてしまうという懸念もあるかと思います。 

 

○加藤会長 

松本委員は議会との関係について、この場合、どのように考えているのでしょうか。 

 

○松本委員 

議会に先に話を通すということについては、尊重しても良いと思います。また、人事や

契約情報など、議員に事前に説明していても本会議で正式に提案するまでは公表できない

ものもあります。しかし、原則として、議会に出した情報は同時に市民にも閲覧可能とす

ることが必要だと思います。先ほどの予算事業説明シートについても、議会に出している

のに市民は見ることができない状態はいびつですので、議案を議会に説明した時点でホー

ムページに掲載するべきだと思います。議会との関係はそのように考えています。 

情報の公開や共有について、自治基本条例ができる前は「情報公開」の考え方で、市民

からの請求があって初めて情報を出していましたが、条例制定を経て「情報共有」に変わ

りました。「市役所が持っている情報は全部市民のものです」と市長がよく言っていますが、

全然情報を出していないと思います。基本的に情報共有は情報公開とは違いますので、少

なくとも議会に出して市民に出さないのはおかしいですし、予算についても議会では秋か

ら色々な形で意見のヒアリングをしたり、委員会から要望がきています。その意味では、

基本的に予算編成のプロセスに市民も関わっていますが、決まったことだけ出されたので

は、市民としてはなかなか予算に関心を持てないのではないかと思います。 

 別の観点からもう一点言いますと、財政は単年度財政ということで予算も決算も単年度

が基本ですので、その年の分は詳しいデータが出ますが、財政状況の経年変化についての

資料はあまり目にしません。ただ、財政健全化推進計画の策定において、市民へ説明して

いく中で、最近は経年変化が分かる資料が作成されていることは評価できると思います。

財政の動きは時間の流れの中でどう変化してきたかが一番大事ですので、それを理解する

ための人口などの変化要因のデータも付けて、市民ができるだけ理解できるようにするこ

とが、分かりやすい財政情報の提供と言えると思います。北海道ニセコ町の取り組みを皮

切りに市民に分かりやすい財政資料の提供における自治体間競争が始まっていますので、

そのような工夫をぜひお願いしたいと思います。 

最後にお聞きしたいのは、財政の出前講座はどの程度行われていますか。 

 

○財政課 

件数としては少ないですが、年間１、２件です。 

 

○加藤会長 

 基本的に議会に出された資料について、技術的にもホームページで公表することはそれ
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ほど難しくないと思いますので、そのような方向で検討いただきたいと思います。予算編

成全体のプロセスを公表していくことについては、他市の状況も見ながら検討していただ

きたいと思います。 

 また、市民が分かりやすいように、財政状況の経年変化に関する資料をホームページに

出すという点については、素人にも分かりやすい点も重要ですので、そのための努力をぜ

ひお願いしたいと思います。 

次の議題に移ります。行政改革制度について、説明をお願いします。 

 

【会議次第３】行政改革制度について 

 行政改革制度について、資料３に基づき財政健全化室が説明。 

 

○加藤会長 

財政健全化推進計画は昨年度から議論を始めて、市民と密度の濃い話をしながらつくり

上げてきました。公共施設配置の適正化については、田端副会長が座長となってより具体

的な計画づくりをしていただいている状況です。 

 

○田端副会長 

公共施設配置適正化実行計画の策定については、単に削減目標の達成を目指すものでは

なく、明石のまちづくりを将来どうするかという観点でつくっていく方針です。 

 

○加藤会長 

財政状況の悪化と施設の老朽化が重なる状況の中で、まちづくりのあり方を議論しなけ

ればならないということに全国の自治体が直面していますので、明石市としては、これに

先行的に取り組んで、現在、計画づくりを進めているところです。 

では、ご意見、ご質問をお願いします。 

 

○松本委員 

今の財政状況下において、行政改革は必然的にこれまで市民に行ってきたサービス、福

祉事業、公共施設などを縮小・圧縮していくことを伴いますので、そのプロセスにどれだ

け市民が関わっているか、意見が日常的に収集されているかが成否につながると思います。

例えば、財政健全化推進市民会議などで意見をもらってその場では上手くまとまったとし

ても、実際に計画を進めていく際に現場で混乱が起きることはよくありますので、計画を

どれだけ関係者に周知して、膝を交えた話をするかが大事です。公共施設配置適正化実行

計画については、平成２７、２８年度にかけて策定されていますが、これはダイナミック

に施設の延べ面積を今後４０年間で３割減らす内容になっています。そこまで先の話では

ありませんので、該当する市民にどれだけ説明がなされ、理解されているかが大事です。
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財政健全化推進計画や公共施設配置適正化の意見交換会に参加した実感として、市民への

周知等が不十分かと思いますが、これからどのように改善していくのでしょうか。 

何かとホームページ等で意見公募手続（パブリックコメント）を実施していても、意見

を出した人に対して個別には回答しないということで手続が形式的に流れてしまっていま

す。また、最近は意見交換会もよく開催されていますが、開催したということでそのまま

終わっている感じがしますので、その場で活発な議論が行われるようなやり方をしなけれ

ばいけないと思います。 

 

○財政健全化室 

 昨年までは財政健全化推進計画や公共施設配置適正化基本計画の策定において、意見交

換会を含めた取り組みを行ってきました。現在、公共施設配置適正化実行計画の策定にも

２年間かけて取り組んでいる状況ですが、意見交換会のあり方については市としても課題

があるという認識は持っています。昨年度は意見交換会１回の開催に加えて、無作為抽出

した市民３，０００人を対象にしたアンケートを実施しました。 

また、今後は意見交換会のような広く意見を聞く形ではなく、施設を利用している方や

団体に対して個別に説明をしていくことが必要かと考えています。実行計画は今後１０年

の計画ですが、内容は意見を聞きながら修正もできるようにしたいと考えていますので、

実行計画ができた後の市民への説明の仕方としても、それで固定ではなく柔軟に変更でき

る旨を伝えていきたいと思います。 

 

○加藤会長 

総論としては皆さん理解いただいても、各論になると自分が利用している施設はどうな

るのかということで、非常にデリケートな話になってきます。市民の意見をきちんと聞く

ことは大前提ですが、意思決定すべきところは、それぞれの権益にかかわらずやっていか

なければいけないと思います。 

 

○松本委員 

自治基本条例にある市民参画と協働をしっかりと進めていく、つまりは市民の主体性を

高めていくことが必要です。 

市民が自ら考えて決めるという段階にはまだ至っていませんので、今の段階では公共施

設の何を減らすにしても蜂の巣をつついたような騒ぎになります。それは情報の共有、あ

るいは予算編成の話でもそのプロセスに市民が関わっていないので、行政側の問題という

ことで市民は人ごとのように捉えられていますが、それを市民が自分の予算として考える

ようにもっと働きかけていかなければいけません。現実にそのような努力をして、施設の

削減を市民が主体的に決めた自治体はいくつもあります。そのような自治体を一度見に行

けば良いと思いますが、格好だけの市民参画ではなく、市民の主体性や市民の参加を本質
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的により高めていくためにも、自治基本条例は何を求めているのか、情報の共有とは一体

何かを本気で考える必要があると思います。 

 

○山本委員 

民間企業への業務委託が進んでいますが、住民の力を活用する方法やその実例はありま

すでしょうか。 

また、主婦が集まって話をするときに、ある市長は高齢者関係の施策を充実させる、あ

る市長は障害者や子どもに力を入れるというように、市長によって重きを置く施策が違う

という話が出ます。その時々によって高齢者の負担が減ったり、増えたりしないように持

続的な財政という観点からも考えながら取り組みを進めていただきたいと思います。 

 

○財政健全化室 

 業務委託という形になると契約関係ですので、相手方は企業になりがちですが、住民の

力という意味では、協働のまちづくりの取り組みの一環として、一部の小学校区のまちづ

くり協議会において、地域交付金の交付を受けてのまちづくりや、地域で事務局を構築す

る取り組みが始まっています。今後はそのような取り組みの対象校区を広げていきたいと

考えています。 

 

○田端副会長 

協働のまちづくりにおいては、小学校区程度の規模のコミュニティ内で議論をすること

は非常に大事で、イギリスのパリッシュ（地域自治組織・準自治体）の考え方に似ていま

すが、地域の組織に関わって色々と学ぶことで、市議会や行政などに関心を持ってくれる

人が出てくるかもしれません。地方自治は民主主義の揺りかごですので、一番身近なとこ

ろで議論ができるという意義が伝われば、行政だけで決めるべきものという意識はなくな

っていくかと思います。 

 

○橋本委員 

各まちづくり協議会でまちづくり計画書を策定することで、地域交付金の交付を受ける

ことができる仕組みになっています。現在、多くの小学校区が計画書策定に取り組んでい

ますが、２８小学校区それぞれに特徴があり、取り組んでいる事業も違います。私の清水

小学校区では、一連の意見交換会で意見を出してもらって、集約していくことを４年間で

実施しました。それを繰り返しながら、校区の将来のあるべき姿が一つの形になりつつあ

ります。 

 

○加藤会長 

小学校区ごとに特徴ある提案をするのは良いことだと思います。 
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○橋本委員 

意見交換会の際に参加者に地域のキーワードなどを紙に書いてもらい、それをホワイト

ボードに張って一つの形として残していくので、校区としての強み・弱みや皆が将来なっ

てほしい校区の姿などが分かってきます。 

アンケートを取ると意見交換会に出て良かったと言う人が多く、このようにまちづくり

に関わる人が増えていくことは一番大事です。 

また、清水小学校区、あるいは明石市全体でも人口が増えていますが、特に大久保で増

えています。 

 

○加藤会長 

 地域のまちづくりが上手くいっているところは、まちの質が高まって、人が増えている

ということですね。 

 

○小島委員 

総合計画でもうたっているように、子どもを核としたまちづくりが進んで、非常に成果

を上げていると思いますが、各取り組みの財政的な裏付けはどうなっているか教えていた

だけますか。 

 

○財政課 

 子どもを核としたまちづくりにおいて、一つは子どもの医療費無料化の取り組みがあり、

市単独では約９億円かかっています。また、第２子の保育料無料化の取り組みは約４億円

ですので、この二つの取り組みで約１３億円がかかるということになります。平成２８年

度においては幸いながら、歳入において市税や地方交付税の増加により、年度に入ってく

るお金で何とか支出を賄える見込みです。ただ、今後は高齢化などにより福祉関係の支出

が増えてくると思いますので、これからも財政健全化の取り組みは必要だと考えています 

 

○小田委員 

これから中核市への移行していく一方で、人件費削減の取り組みとして、平成３５年ま

でに正規職員１，８００名体制を目指すということですが、現在、職員は何名いるのでし

ょうか。 

 

○財政健全化室 

現在、正規職員は１，９３３名いますが、１，８００名体制は中核市への移行を前提に

入れていません。中核市に移行すると保健所関係などの事務が増えますが、そのようなも

のは別枠で考えていますので、今の状態であれば、１，８００名体制まで減らすことを目
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標にしています。 

 

○小田委員 

業務の増加にも関わらず、職員の数や給与を減らすことは、質の高い市民サービスを行

う意味でもどうかと思います。人件費は削減しやすい部分だとは思いますが、民間企業と

同様に激務の中で病気になる方もたくさんいますので、職員の精神・健康状態なども踏ま

えて、市民だけが幸せではなく、職員も幸せであるような取り組みの内容をもう少し考え

ていただいたらと思います。 

また、子ども関係の無料化の取り組みが多いですが、子育て世代以外の方から不満の声

を聞くこともありますので、全ての世代が対象となる取り組みについても検討されても良

いかと思います。 

 

○加藤会長 

 職員の労働環境について、一般的には公務員は楽そうというイメージもありますが、実

態として、私が見ている限りは過酷で、ますます仕事が大変になってきているように映り

ます。 

 

○小田委員 

市外の方に明石市をアピールするなど、人口を増やすための活動としてはどのようなこ

とを行っているのでしょうか。 

 

○財政健全化室 

市外の方に明石の魅力を発信するような取り組みを平成２７年度に新設されたシティー

セールス課において進めています。例えば、転入促進のキャンペーンとして、プレミアム

商品券を転入者にプレゼントしたり、大阪駅などでビラを配付するといったことを行って

います。また、ふるさと納税に関しても返礼品をリニューアルし、明石の魅力が感じられ

るものにしています。 

 

○財政課 

先ほどの子どもの医療費無料化や第２子の保育料無料化についても、子育て世代の方に

明石に住んでいただくための転入促進措置ということで行っています。できるだけ転入者

を増やしていくため、市として子育てしやすいまちを目指しています。 

 

○松本委員 

先ほどの子ども関係の取り組みの財政的な裏付けの話について、今年度は収支バランス

が取れているということですが、そのような説明では今後１０年間で累積１１５億円の収
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支不足が見込まれる中、市民は不安になります。爪に火を灯すような努力でカバーします

ということでは、別枠で庁舎の建て替えなどの大きな支出案件がいくつか出てきたときに

はとても対応できません。その意味で市民にきちんと説明し、共有できるような行財政改

革の方針を出していただかないと、何かあった際、市民の間に行政に対する不信感が浸透

することにならないか心配です。 

 

○田端副会長 

この累積１１５億円の収支不足など、どこの自治体も同じように将来的な負担がどれだ

け大きくなるかを全部計算しています。特に公共施設に関して、管理台帳をつくらなけれ

ばいけないという観点もあり、将来的な施設のあり方はどこも検討はしています。 

 一方で、無駄な支出をなくす取り組みも進めていますが、この部分は限界がありますの

で、市民の力を活用していくことが必要で、そのためにはステークホルダー（利害関係者）

である市民と情報共有を行うことが重要になってきます。 

公共施設についても、人口約３０万人を維持しようと努力しても、やはり減少していく

と予測されていますので、そのような状況で施設をずっと維持していくことは困難だと市

民にきちんと示している意味は大きいと思います。 

 

○加藤会長 

 情報共有を徹底してほしいという意見がありましたが、自治体が現状についての情報共

有を進めること自体が、市民にも一緒に取り組んでいただくための啓発につながると思い

ます。また、そのプロセスを経て市民の参画と協働を得ながら進めていくことが重要です。 

 人件費削減については、職員にとって一番大変なところだと思いますが、やはりＩＣＴ

（情報通信技術）を徹底的に活用しながら業務の合理化を進めて、職員個人の過重な負担

をできる限り軽くするような取り組みを、たとえ新しい投資になったとしても、ぜひ行っ

ていただきたいと思います。 

 

○加藤会長 

次の議題に移ります。評価制度について、説明をお願いします。 

 

【会議次第４】評価制度について 

 評価制度について、資料４に基づき財政健全化室から説明。 

 

○加藤会長 

ご意見、ご質問をお願いします。 

 

○田端副会長 
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評価の考え方として、基本的に行政は事務事業で構成されているので、まずは事務事業

一つ一つのチェックになります。行政内部でやらなければいけないことですが、成果や効

果をどのように評価していくかがどこの自治体でも課題になっており、例えば、市民会議

やその他いろいろな形で行っているのが現状です。自治基本条例第２９条第１項の市民参

画の下、検証及び評価を行うという条文でどこまで具体的に規定するかが課題としてある

かと思います。 

事務事業の評価については、事業ごとに必要とされる専門性が違い、一般市民にも理解

できるように見せることは難しいので、多くの自治体で評価の分野では市民参画がなかな

か進んでいません。また、この話は情報共有をどの次元で行っていくかにも関わることだ

と思います。 

 

○小田委員 

評価に関する条例をこれから制定するのでしょうか。 

 

○財政健全化室 

自治基本条例では、評価に関し必要な事項は別で条例で定めるということになっており、

その目的は確実に行政評価が実施されるための歯止めとしての意味合いと、評価の施策等

への反映度合いを高めるためだと考えていますので、その趣旨からは条例化することの意

味はあると思います。ただ、自治基本条例が歯止めとしての意味合いを有しており、また、

条例の規定内容について他市の状況を見ますと、評価対象、評価の実施時期、評価項目、

評価手法などが条例で定められていますが、現在、明石市においては、評価の実効性を高

めるために、それらを柔軟に変えながら実施している中で、実際に実効性のある条例とは

どのようなものかを描くことは現時点で難しいと考えています。 

 

○田端副会長 

専門的な事務事業を取り上げて、それぞれの事業の成果を一元的に評価することはでき

ませんので、評価に関する事項の条例化は相当難しいです。例えば、公共事業のように費

用・便益などの評価基準があるものと、そうではないものもたくさんあるので、条例で定

めるとそれに縛られてしまって、評価自体が形骸化しかねません。また、いかに効率的か

つその時代に合った評価をしていくかという中で、行政が評価疲れを起こしてしまうこと

は一番避けなければいけないと思います。条例の中でこのような多元的な評価をどう組み

込んでいけるかというところもあるので、条例をどのようなものにしていくかは難しく、

そこまでの検討にはまだ至っていません。また、自治体における評価制度に関する考え方

が以前とは変ってきたことも、条例化が難しいという背景の一つかと思います。 

 

○加藤会長 
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従来の柔軟性が乏しいニュー・パブリック・マネジメントとは大分変わってきました。 

 

○小島委員 

評価があって次の施策がありますが、具体的な数値に表せないものをどう評価していく

かは難しい問題です。 

 

○山本委員 

市民の目線から事務事業を評価することは難しいので、専門家が必要かと思います。 

 

○橋本委員 

評価のやり方として、柔軟に動けるような形にするのが一番良いと思います。 

 

○松本委員 

専門的な知見を持っていなくも、一般市民の目線からいくらでも評価できると思います。

例えば、先日神戸新聞の明石版に掲載された生涯学習センターの統合化についての意見交

換会の話もそうですが、調理実習室を廃止する方向で進んでいることに対して、利用者か

らは異論が出ました。その廃止の根拠として、約２０％という稼働率の低さという説明が

なされましたが、生涯学習という大きな行政目的の中で調理実習室が１０年間、きちんと

運用・活用されてきたかがまず問われます。単なる貸し施設という形にすると、恒常的に

利用する人は当然いますが、その程度の運用であれば稼働率は落ちていきます。生涯学習

における調理実習室の役割について、例えば、食育や高齢者の健康、あるいは食のまち明

石の推進などへの活用を検討していく必要があります。明石駅前周辺で観光客にアピール

できる事業や施設がなく、生涯学習施設を利用した施策もありませんので、単なる貸し施

設の段階にとどまり、特定の人の利用で止まっています。 

食育、健康維持、高齢化社会、子ども関係などの政策の中で、なぜ調理実習室をもっと

活用しないのかと思います。高齢者の介護ケアの中で活用できないか、あるいは観光や食

のまち明石の推進で活用するといった発想が必要です。評価においては、個別事業の評価

に加えて、本来の行政目的に施設を活用するための努力がなされてきたかという利用者か

らの目線を大事にした評価が必要で、稼働率という数字だけではなく、その背景にある行

政目的と市民のニーズをきちんと捉えるという観点で行われるべきだと思います。 

 

○田端副会長 

稼働率だけで見るのも実は一つの評価で、稼働率が低いのは特定の団体が占有して、い

わば既得権になっているという意見も市民目線では出てくるかもしれません。そういった

観点からは専門的な知識はなくても評価はできます。ただ、評価の軸をいろいろ考え、多

様な見方をしていくために専門性が必要で、例えば、先ほど食育の話で言えば、管理栄養
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士に評価してもらうなど、幅を持った考え方が必要です。 

 条例については、条例ができた頃と自治体の評価制度の傾向が変わってきていますので、

そのあたりを今後どのようにしていくかの議論も本来は必要かと思います。 

 

○加藤会長 

 個人的には専門家の知見は大事だと思います。松本委員のお話にあった評価の視点は実

は専門家のやり方に近いものでしたが、明石市が目指していく方向に向かって、施設の使

い方や政策のあり方がどのように結びついて、役割を果たしているのかが最も重要なポイ

ントですので、評価においてはこの点を大事にしていただきたいと思います。 

 

○松本委員 

ＰＤＣＡサイクルがきちんと機能していたら、評価に関する条例の話や会議の冒頭に申

し上げた事例はどこかの段階で検証・評価の上で是正されていたはずです。そのようなこ

とが是正されずに放置されると、市民としてもフラストレーションを持ち、行政に対する

不信を招くという悪循環に陥ります。その意味では、ＰＤＣＡサイクルが何かがきちんと

理解されていないように感じますので、明石市政においてはきちんとした条例を持った上

でＰＤＣＡサイクルを回していくことが必要だと思います。また、意見公募手続において

も、自治基本条例の制定を受けて意見募集や出た意見に対するフィードバックの方法を変

えなければいけませんが、そのやり方が従来から変わっていませんので、その意味でも条

例はつくるべきだと思います。 

 

○加藤会長 

形だけではなく、実質化したＰＤＣＡサイクルをきちんと回しましょうということです。 

 では、今後のスケジュールについて、事務局よりお願いします。 

 

【会議次第５】今後のスケジュールについて 

 今後のスケジュールについて、資料５に基づき事務局から説明。 

 調整の結果、次回会議は平成２８年８月２９日 午後３時からで決定。 

 

閉 会 

○事務局 

それでは、これをもちまして第５回明石市自治基本条例市民検証会議を閉会いたします。 


