
1 

第 2 回明石市行政評価委員会 議事録 

１．日 時 平成 20 年 5 月 28 日（水） 午後 1 時 30 分～午後 2時 30 分 

２．場 所 市役所市議会棟 第 3 委員会室 

３．出 席 者 委員 赤木 紘（市民） 

古賀 智敏（神戸大学大学院教授） 

坂本 文正（弁護士） 

田中 郁生（公認会計士・税理士） 

増田 幸美（市民） 

事務局 中島総務部長、平山総務部次長、梅木行政改革課長、 

村田行政改革課係長、橋本行政改革課係長、 

高田行政改革課主事 

傍聴者 1名 

４．議 事 1 事務事業の評価対象事業の選定について 

2 ヒアリングの進め方について 

3 その他 

５．配布資料 

(1) 平成 20 年度評価対象候補事業（集計結果) 〔資料 1〕 

(2) 事務事業評価シート 〔資料 2〕 

(3) ヒアリングの進め方について 〔資料 3〕 

６．議事の内容 

１ 平成 20 年度評価対象候補事業の選定について 

○古賀委員長 

前回の当評価委員会にて依頼したが、評価対象事業の選定にあたり、それぞれ委員の皆 

様には評価対象候補事業を選び提案して頂く、また、参考として事務局案も提示して頂く 

こととなっていた。 

委員ならびに事務局が提案した評価対象候補事業を、事務局において集約して一覧表形 

式にしたものが、資料 1「平成 20年度評価対象候補事業一覧（集計結果）」である。 

各委員に候補に選んだ理由を発言して頂きたい。まず、私の意見を申し上げ、その後、 

坂本副委員長から順次、選んだ理由についての発言をお願いする。 

○古賀委員長 

昨年の評価基準も参考に、まず、予算額が大きい所を中心に選定した。次に質的な問題 

を考える必要があるが、質的な問題自体が非常に難しい。「関心のあるところ」 、 「問題と 

なっているところ」を考慮した上で、事務事業評価になじむもの、評価できるものに重点 

を置いて選定した。また、同じ部課が重ならないように配慮し、似たような事業について
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は予算額の大きいものを優先した。 

○坂本副委員長 

委員長と同様に予算額が大きいもの、同じ課に偏らないように選定した。もう一つの視 

点として、 「出産育児一時金給付事業」はよく知られた制度ではあると思うが、一度取り 

上げて考えてみることも必要ではないか。例えば、 「減らす」だけでなく「増やす」とい 

う考え方もあるのではないかと考え、候補とした。 

○赤木委員 

事業には目的があり、使われた市の予算に見合う効果を見ている。金額に見合う予算執 

行の成果が実際に出ているのかどうか。例えば、毎年同じ事業にお金を使うのであるから、 

ある面では、年々同じ予算額では無く、毎年減っても良い事業があると思う。そういうも 

のは、トータルの数字では中々見えてこない。実際に中身を見ることによって新しい方法 

なども出てくるのではないかという観点である。文書管理事務事業については、かかる事 

業費について理解できない。基本的に同じ事を行っているならば、本来、それに見合う費 

用は減っていくだろうと思う。新しいものが増えれば、金額が増える、または変わらない 

ということもあるが、実体がわからないと何とも言えない。 

予防接種、健診全体について、果して今のままの形で良いのかという疑問がある。例え 

ば、受診率 50%という数字が 1人あたりのコストにどのように影響しているのかなど。 

やはり、金額面において、年々継続している場合には、本来、安くなる傾向にならない 

のかという観点で選択した。 

○田中委員 

今回は、融資関連を見せて頂きたい。後は委員長、副委員長と同様の意見である。 

○増田委員 

まず予算規模、次に所管のバランスを基準にしている。3 点目に、総じて予算が減って 

いる中、予算規模が小さいが果して増える必要があるのかどうか。中学校管理運営事業は 

小学校管理運営事業と同じ発想で減らす必要があるのかないのかということで選んだ。 

○事務局 

事務事業毎に視点を置いて選択した。各選択理由を述べる。(1)CATV 放映事業について 

は、インターネットが普及する中、情報提供の媒体として有効であるか。(2)庁舎維持管 

理事業については、庁舎を効率的に管理運営する方法を検討する必要がないか。(3)コミ 

セン管理運営事業については、これまで正規職員の配置や開館時間の延長、施設整備など 

機能の充実を図ってきているが適正に運営がなされているか。(4)麻しん・風しん予防接 

種事業については、昨年、関東において流行したが、市民の安全・安心を守るための事業 

として、有効に行われているか。(5)再生資源集団回収助成事業については、再生資源の 

集団回収に対する助成の方法などが適正であるか。(6)中小企業融資対策事業については、 

融資制度が、経済環境の変化に対応できる経営体質の改善や経営基盤の強化に効果があ 

がっているか。(7)天文科学館施設維持管理事業については、明石ブランドの一つ天文科 

学館として効果的な管理運営が図られているか。(8)組合土地区画整理事業については、 

道路・公園の整備費用や調査費用など組合への助成内容・基準は、市が補助するものとし 

て妥当であるか。(9)二見浄化センター維持事業については、包括的民間委託の導入を踏 

まえて、二見をはじめ他浄化センターでの維持業務の運営について検討する必要がないか。 

(10)学校給食一般運営事業については、これまでの民間委託の導入を踏まえ、今後の学校 

給食調理業務のあり方を検討する必要がないか。
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○古賀委員長 

評価対象事業を選択した理由について整理する。まず、予算額の大きい事業は影響力も 

大きく注目すべきであり重点的に考える必要がある。また、特定の所管部課に偏らず幅広 

く行うこと。以上については委員全員の理解が得られたのではないか。 

質的な問題において、何を選択するかは、若干異なっている。赤木委員と増田委員は、 

金額面において、本来なら、もう少し下がっても良いが下がっていない。場合によっては 

増えているものがあり、何故かという疑問点を指摘している。田中委員は、融資問題を焦 

点として選択している。事務局は、これまでの市の方針や取組を総合的に考え、その上で 

注目すべき点を把握し選択しているように思う。 

予算額の大きい事業及び特定の所管部課に偏らないという点については問題ない。しか 

し、それぞれの関心によって分かれる個別の選び方については、どのように扱うかについ 

て議論したい。意見をお願いしたい。 

○坂本副委員長 

5 人の委員の中で 4 票と 3 票を集めた事業を選ぶと 10 事業となり決定ということでどう 

か。まず 4票を集めた事業は確定とし、0票の事業については省いて議論してはどうか。 

○古賀委員長 

副委員長の意見の通り、まずは、得票の多い事業を選択したい。事務局は、事業の内容 

を把握しており 1 票とし、委員の票と合計 4 票以上を集めた 5 つの事業(1 番「CATV 放映 

事業」 、4 番「庁舎維持管理事業」 、18 番「中小企業融資対策事業」 、29 番「二見浄化セン 

ター維持事業」 、36 番「学校給食一般運営事業」 ）については、決定してはどうか。 

○委員 

異議なし。 

○古賀委員長 

事務局を含め 3 票（2 番「文書管理事務事業」 、8 番「生涯学習センター維持管理事業」 、 

10 番「麻しん・風しん予防接種事業」 、13 番「破砕選別施設運営事業」 、21 番「街路灯新 

設・維持管理事業」 、23 番「放置自転車対策事業」 、34 番「小学校管理運営事業」 ）の事業 

について検討したい。この 7事業から 5事業に絞る必要があるが意見をお願いしたい。 

○赤木委員 

事業分類（一般管理事務事業等）を考慮して決定してはどうか。 

○古賀委員長 

ざっと見て、バランスがとれているように感じる。どちらの事業を選択しようかという 

時に、若干考慮する程度でも良いかと感じる。5 事業に絞る際、一つ一つ内容を吟味する 

ことも一つの方法であるが、選択方法について何か意見があればお願いしたい。 

○坂本副委員長 

対象事業を 10 事業から 12 事業にすれば解決するのではないか。資料上で評価対象事業 

を議論するよりも、12事業を評価すればどうか。 

○古賀委員長 

私もそう考えていたが、事務局としては可能か。 

○事務局 

評価委員会を年間 13 回と決定しているが、評価委員会の回数を増やす、あるいは 1 回 

あたりの時間を増やすことで対応できる。各委員、了解頂けるかどうか。 

○古賀委員長 

評価対象事業を多くすることについては問題なく、幅広く行うことは、行政改革の趣旨
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にも合う、ただ、やはり最初に評価対象事業を 10 事業と決定しているので増やさないと 

いう考え方がある。特定の所管部課に偏らないように選定するという観点では、21 番「街 

路灯新設・維持管理事業」と 23 番「放置自転車対策事業」が土木部となるため絞る必要 

がある。予算額の大きい 21 番「街路灯新設・維持管理事業」を選定すればどうかと考え 

るが、意見をお願いする。 

○坂本副委員長 

委員長が、当初 23番「放置自転車対策事業」を候補事業としているがどうか。 

○古賀委員長 

本委員会の議論における、 「予算額の大きな事業」 、 「特定の所管部課に偏らない」とい 

う基準を考慮し、私が当初選んだ候補事業を 21 番「街路灯新設・維持管理事業」とし、 

計 4票と考えて選定したい。 

○赤木委員 

同じ所管部課に偏らないということについては理解できるが、予算額では 21 番「街路 

灯新設・維持管理事業」が 1.5 億円で 23 番「放置自転車対策事業」が 6,500 万円となっ 

ている。人件費を加えた予算額合計で比較すると 23 番「放置自転車対策事業」は 3.2 億 

円となる。人手を多く使う事業であり、逆に言えば 21 番「街路灯新設・維持管理事業」 

より 23 番「放置自転車対策事業」の方が予算的に大きく、こちらを選定する方が良いと 

考える。 

○古賀委員長 

一つの考え方であるかと思う。他の委員の考え方もお願いしたい。 

○増田委員 

特定の所管部課に偏らないという考え方で言えば、34 番「小学校管理運営事業」と 36 

番「学校給食一般運営事業」も教育委員会で同じになるので考慮しなければならない。 

○古賀委員長 

同票でどちらを選ぶかの判断はつきにくく異論の出る所であり、その判断は難しいので、 

予算額の大きいもので判断してはどうか。 

まず、21 番「街路灯新設・維持管理事業」と 23 番「放置自転車対策事業」については、 

委員が内容で判断した 23 番「放置自転車対策事業」と、予算額で見るという意見がある。 

私が、対象候補事業を 21番「街路灯新設・維持管理事業」として合計 4票で選定する。 

次に、34 番「小学校管理運営事業」と 36 番「学校給食一般運営事業」については、34 

番「小学校管理運営事業」を対象候補事業として増田委員が支持しても 3 票。36 番の「学 

校給食一般運営事業」は 5 票であり得票数が多い。従って 36 番「学校給食一般運営事 

業」を選定する。 

評価対象事業を確認すると、1 番「CATV 放映事業」 、2 番「文書管理事務事業」 、4 番 

「庁舎維持管理事業」 、8 番「生涯学習センター維持管理事業」 、10 番「麻しん・風しん予 

防接種事業」 、13 番「破砕選別施設運営事業」 、18 番「中小企業融資対策事業」 、21 番「街 

路灯新設・維持管理事業」 、29 番「二見浄化センター維持事業」 、36 番「学校給食一般運 

営事業」の 10事業となる。 

○赤木委員 

学校の管理運営については、人件費以外においても金額面が大きい。例えば、小学校管 

理運営事業の中でも、光熱費が大きいと思うが内訳が分からない。内容を知ることで、ど 

ういった対応が、より効率的な運営に結びつくか。例えば、小学校と中学校の水道の使い 

方が違う。一人当たりの使い方が異なると思うが理由が分からない。プールの関係かと思
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うが極端に差がある。例えば、小学校で 6.1 億円、中学校で 2.7 億円、合計で約 10 億円 

近いお金について、1 割減ることでも大きな効果が得られる。光熱水費は、管理において 

一番重点の高いもの。指定管理者制度を導入した施設では、光熱費の削減による効果が非 

常に大きかった。努力はしていると思うが、経費面での削減効果が見えれば良いかと思う。 

○古賀委員長 

例外的に、評価対象事業が 11 事業になっても良いかということについて、支持する意 

見、あるいはルール通りに行うかという意見について、他の委員はどうか。 

○増田委員 

評価対象事業は、10 事業でよいと思う。学校現場における費用削減状況については、必 

要ならば、資料を要求されてはどうか。 

市民としてスポーツクラブ等に入って活動している中、現状では、非常に水が使いにく 

くなっている。一切使うなというぐらい厳しい。削減が厳しい状況の中で、さらに削減す 

る必要があるというような議論を委員会で行うことはどうかと感じる。 

○古賀委員長 

委員会で評価するより、別の形で確認をしてはどうか。 

○赤木委員 

了解した。 

○古賀委員長 

それでは、先述の 10事業を評価対象事業とするがどうか。 

○委員 

異議なし。 

○古賀委員長 

それでは、評価対象事業は、1 番「CATV 放映事業」、2 番「文書管理事務事業」、4 番 

「庁舎維持管理事業」、8 番「生涯学習センター維持管理事業」、10 番「麻しん・風しん予 

防接種事業」、13 番「破砕選別施設運営事業」、18 番「中小企業融資対策事業」、21 番「街 

路灯新設・維持管理事業」、29 番「二見浄化センター維持事業」、36 番「学校給食一般運 

営事業」の 10事業を評価対象事業として決定する。 

２ ヒアリングの進め方について 

○事務局 

－資料 3「ヒアリングの進め方について」により説明－ 

○古賀委員長 

基本的には前回と同様である。変更点は、(1)質疑の時間が延びたこと、(2)1 回の委員 

会あたり 2事業となったことである。特に、問題等はないか。 

○坂本副委員長 

質疑の時間が延びているため、時間を有効に使えるように準備が必要である。 

事前に配布された事務評価シートを見て質問するが難しい面もある。 

○事務局 

前回同様、追加資料を準備する。また、委員より参考にしたい資料の要望があれば、事 

務局まで連絡して頂きたい。 

○古賀委員長 

特に成果が理解し難いところがある。判断材料となる情報は多い方が良い。効果的な評
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価をしたいと思うのでお願いする。 

○坂本副委員長 

事務事業評価シートを見ると、成果指標の部分だけを作成し、その他の部分については 

既存の資料で作成できるのではないか。つまり、成果指標について出来不出来があるのは、 

常日頃から、この点について考えている所とそうでない所があるということではないか。 

こういった意味において、毎年、事務事業評価シートを作成するということだけでも、か 

なりの効用があると思う。 

○古賀委員長 

所管課説明会において、できるだけ部局の活動の実態が目に見えるようにして欲しいと 

いうこと。また、事業をアピールする場でもあるということを伝えて頂きたい。 

○赤木委員 

事業の実績、成果指標、所管課コメントについては、まだまだ検討の余地があるので、 

事務局から所管課に周知して頂きたい。成果指標が出せないというのはおかしい。数字に 

表せない内容なら言葉でいいので、きっちり出して頂きたい。 

○事務局 

選定された評価対象事業において、気になるところはあるか。 

○赤木委員 

所管課コメントで、「必要性」 、 「有効性・効率性」を明確に分けて表現して欲しい。 

「麻しん・風しん予防接種事業」を例にあげると、成果指標として「接種率」をあげて 

いる。予防接種すること自体が目的なのか。接種しなくても発症しないという場合もある。 

健診や予防接種などの事業はどういった位置づけになるのか。「麻しん・風しんが発症し 

ない」ということが成果ではないのか。 

○事務局 

発症の有無については、予防接種以外にも複雑な要素があり評価が難しい。この事業に 

おける目的は、年齢条件などで決まっている対象者に対して接種率を 100%にするというこ 

とになると考えている。 

○古賀委員長 

評価は、現在行っている事業の実績はどうかという点。委員の意見は、もっと根源的で、 

議論にはなじまないかと思う。他に意見はないか。 

○田中委員 

下水道部において、浄化センターが 4 事業ある。二見浄化センターだけが成果指標が少 

し異なる。 

○事務局 

二見浄化センターが第一種エネルギー管理工場に指定されているため、「エネルギーの 

使用に係る原単位」という成果指標となっている。他の浄化センターと同じ成果指標を示 

すことは可能である。 

○田中委員 

他の浄化センターとの比較コメントがないので、推測しかできなかった。例えば、比較 

して詳しく分かれば、金額が小さくても違う浄化センター事業を選択したかもしれない。 

事業において、性質が異なるとか、差のある場合については、その理由など比較した状 

況などについてイメージとして持っておいた方がよいのではないか。 

例えば、小学校と中学校の管理運営事業について単純に割ると、１校あたり 2,000 万円 

ぐらいであるが金額的にはつかめるが、浄化センターについては、事業が比較されていな
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いようなことが気になる。 

○古賀委員長 

ヒアリング前に比較する場合は指摘して頂き、それを受けて委員の方からも確認すれば 

どうか。他に何かあるか。 

○委員 

特になし 

３ その他 

○事務局 

再ヒアリング対象事業は、第 7 回評価委員会（7/30(水))において全ヒアリング終了後 

に決定したい。 

○古賀委員長 

次回の委員会は、所管課とのヒアリングが予定されている。公開で行いたいがどうか。 

○委員 

異議なし 

○古賀委員長 

次回委員会は公開で行う。 

○事務局 

第 3回委員会は、6 月 11 日(水) 13：30 から市役所 101 会議室で開催する。 

以 上


