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第 3 回明石市行政評価委員会 議事録 

１．日 時 平成 20 年 6 月 11 日（水） 午後 1 時 30 分～午後 4時 30 分 

２．場 所 市役所南会議棟 101 会議室 

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） 

所管課（明石クリーンセンター） 

出雲環境部次長、荒木所長、大西計画担当課長、 

（管財課） 

森下課長、中川係長、難波専門員 

事務局（行政改革課） 

梅木課長、村田係長、高田主事 

傍聴者 1名 

４．議 事 1 事務事業の所管課ヒアリング 

2 意見交換・全体協議 

3 その他 

５．配布資料 

(1) 事務事業評価シート（破砕選別施設運営事業、庁舎維持管理事業） 〔資料 1〕 

(2) 事務事業評価の判定シート（破砕選別施設運営事業、庁舎維持管理事業） 〔資料 2〕 

(3) 参考資料 明石クリーンセンター 破砕選別施設 

破砕選別施設 ごみ処理フロー図 

庁舎維持管理事業の概要 

６．議事の内容 

１ 事務事業評価の所管課ヒアリング 

(1) 破砕選別施設運営事業（明石クリーンセンター） 

○坂本副委員長 

資源化率が年々向上しているが、その原因は何か。 

○明石クリーンセンター 

資源ごみの回収率向上計画などの取組成果であると考えている。 

○坂本副委員長 

資源化率が上がっているが、最大値をどの程度であると想定しているのか。 

○明石クリーンセンター 

今現在の資源化率の数字が最大値に近いものであると考えている。
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○坂本副委員長 

資源化率が向上することによって、かえってコストアップすることはないのか。 

○明石クリーンセンター 

資源化率を 30%、40%と上げるにはコストが上がる。びん類、硝子の歩留りを高くすると 

資源化率の数値は向上するが、この場合、収集方法から見直す必要がある。例えば、現在、 

パッカー車で運搬しているものを、市民にびんの色毎に分別をお願いして、かご収集にす 

ることがある。この場合、びんが壊れる率が減り歩留りが高くなるがコストアップする。 

○坂本副委員長 

成果指標だけを見ると資源化率が上がることが良いように感じるが、その反面、コスト 

も上がるという問題点がある。 

減量化率についても上がっているが、それに伴いコストが上がる傾向はあるのか。 

○明石クリーンセンター 

コスト自体とは直接的な関連はあまり無い。市民がいかに選別しているかどうかが関連 

する。 

○坂本副委員長 

この施設の業務は、受入量自体を削減することではなく、受け入れたものをいかに処理 

するかである。1t あたりの処理単価を成果指標にすべきではないかと思ったがどうか。資 

源化で取得した金額を差し引きした純然たる処理コストを年々比較すれば、先程のコスト 

アップの問題も集約して把握できるのではないか。1t あたりの処理費用のデータはあるか。 

この指標が一番の成果ではないのか。 

○明石クリーンセンター 

1t あたりの処理単価については、効率化により年々減少している。成果指標については、 

減量率を上げて、いかに最終処分場への負荷を小さくするかに着目した。 

○坂本副委員長 

成果指標の減量率については客観的な合理性があると思う。資源化率については、1t あ 

たりの処理費用に集約される一部分の評価であると考える。 

○明石クリーンセンター 

破砕選別施設という施設を考慮して、資源化率という項目を成果指標とした。 

○坂本副委員長 

1t あたりの処理コストのデータはあるのか。 

○明石クリーンセンター 

平成 17 年度 14,431 円/t、平成 18 年度 12,146 円/t になっている。平成 14 年から減少 

傾向である。 

○増田委員 

先程の 1t あたりの処理コストは、破砕選別施設のみでなく、明石市内の全量に関する 

ものではないか。明石市では、 「環境事業概要」により経年費用が公開されている。年々、 

費用が減少しているという話ではあるが、平成 10 年度では 6,100 円/t 程度から、クリー 

ンセンターで扱う様になり、平成 12 年度から上がっており、平成 15 年度に最高値になっ 

ている。クリーンセンターができる前と比較すると、今の費用が下がっているというのは 

どうかと思う。おそらく破砕選別施設のみで考えれば別の費用になるかと思う。 

○明石クリーンセンター 

クリーンセンター全体においては、施設間が隣接し、関連が強い。各施設の処理は焼却 

施設で発生したエネルギーを使用しているといった面がありクリーンセンター全体の処理
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コストを算出している。 

平成 11 年度から破砕選別処理施設は民間に委託しており、平成 18 年度から包括的民間 

委託をしている。包括的民間委託を行うことにより平成 17 年度と比較してコストが下 

がっている。 

○増田委員 

資源化されたものの売却益は、業者のものになるのではなく運営費のみを支払っている 

という認識で良いか。 

○明石クリーンセンター 

資源化されたものの売却益は、市の収入となる。 

○増田委員 

先程、かご収集の話があった。かご収集として、市民が分別したとしても、かんもペッ 

トボトルも全てまとめてパッカー車が収集し運搬する。破砕選別施設の工程にあわせて、 

そういった収集をしているといったような説明を受けた。今の話で、不純物が入ってくる 

といったことであれば、かご収集にあわせた施設の改修が必要になるのではないか。 

○明石クリーンセンター 

施設に入ってくる段階でパッカーの場合は壊れる率が高くなる。かご収集の場合、壊れ 

ていない分、歩留りが高くなるが、そうする場合には収集段階での場所の問題がある。 

○田中委員 

破砕選別施設において、資源化系統に入ったものだけが資源化の対象になるのか。資源 

化系統に入ったものだけが対象ならば、成果指標の資源化率の分母が破砕選別施設受入量 

であることは誤りではないのか。 

○明石クリーンセンター 

資源化系統のみでは、資源化系統に入る 3,334t が対象となり 37.3%になる。ただし、破 

砕選別系統から 875t の鉄が取れ資源物となるため、破砕選別施設受入量を分母とした。 

○田中委員 

他の市町村と比較して処理単価はどうなっているのか。処理単価が減少しているといっ 

ても、元々が高い場合にはあまり意味が無い。施設自体の減価償却を定率法で行っている 

ならば、毎年の処理コストは自動的に下がって当たり前である。また、現状は、資源の価 

格も上がっており、売却益が上がる追い風的な面があるのではないか。 

事業が法律により定められており、市として行わなければならないものであるなら、法 

令の中に資源化率の目標数値のようなものが設定されてはいないのか。 

減量率については、目的は埋立地を確保するためのコストに影響するため必要な取り組 

みである。やはり、処理単価を下げるという指標が大切である。 

○明石クリーンセンター 

事業費については、減価償却費を除いたランニングコストのみである。売却単価につい 

ては、確かに昨年までは上がっていた。ただ、平成 20 年度については、飽和状態になっ 

てきており、今年度の上期の入札結果は良かったが、下期は下がる見込みである。 

他市の事例と比較すると、当市は破砕選別施設が焼却施設と隣接しており条件の良い事 

例である。他市では、28,000 円/t 程の処理単価をかけているところもある。当市は、処 

理施設の間にベルトコンベアーがあり運搬コストが無い。他市と比較して処理単価が特に 

高いとは考えていない。 

資源化率とは別に、リサイクル率がある。クリーンセンターに持ち込まれるものを資源 

化したものと、市民の方が直接、かん・アルミなどの資源化をしたものをあわせたものが
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ある。全国にて明石と同様の人口ベースで見ると鎌倉、倉敷市などが 50%に近いぐらいの 

高い値になっているところがある。しかし、当市の 3倍程度の処理費用がかかっている。 

○赤木委員 

資源の売却金額と集団回収で市が出している費用とは関連しているのか。この事業のみ 

の予算対応であるのか。 

事業系のごみがあるが、資源化における分別が行われているのかどうか。事業系のごみ 

についても、資源対象のものがあれば考慮する必要があるのではないか。 

施設の稼動率について、焼却施設は 24 時間稼動と聞いているが、この施設はどうなっ 

ているのか。満足する稼働率になっているのか。不十分な稼動率であれば他市から受け入 

れるという考えはないのか。 

○明石クリーンセンター 

当事業における資源化での売却益は、市の一般会計の雑収入に入っており、他の事業と 

は結びつかない。 

事業系のごみについては、可燃物と不燃物のみである。排出者の方で排出段階において 

資源ごみを抜き取りするように指導している。 

施設の運転時間については、平成 18 年度からは包括的民間委託先に任せている。ただ 

し、過去の運転実績に基づいた電気量の制約を設けている。 

○赤木委員 

例えば 24時間動かすようなことはありえないのか。 

○明石クリーンセンター 

処理施設については、行動指針を定めており 1 日あたり 5 時間で週 5 日の稼動である。 

施設の性質上、運転前にビニールを除くなどの点検に関する業務が多く、整備にかかる時 

間を考慮する必要がある。 

○赤木委員 

資源化での売却益が、他の事業には影響しないのか。 

○明石クリーンセンター 

当収益を直接、資源回収費用などに回すというものでは無い。 

○田中委員 

処理単価の計算根拠であるが、平成 19 年度において、事業費(245,131 千円)を破砕選別 

施設の受入量(9,766t)で割ると 25,100 円/t となる。ただし、売却分を除いた場合は、 

11,400 円/t になるが、どのように考えているのか。 

○明石クリーンセンター 

先程の処理単価は、クリーンセンター全体 118,000t を処理対象としたものを算出して 

いる。破砕選別施設だけの処理単価ではない。 

○坂本副委員長 

処理単価というものは、売却益を除いて算出する方がわかりやすいのではないか。資源 

化率が上がると売却益が上がり処理単価が下がる。 

○増田委員 

リサイクル率の話であるが、他市で 50%弱の資源化率であるところは、処理単価にして 

明石の 3倍程度の費用 4万円ぐらいが、かかっているという話で良いのか。 

○明石クリーンセンター 

リサイクル率は、市全体のごみ量に対し資源化した割合がいくらかという話である。
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○増田委員 

リサイクル率が 70%近いところもあるという話を聞いているが。 

○明石クリーンセンター 

資源化物だけを集めて、入ってきた資源化物に対して、いくらリサイクルができるかと 

いう話であれば 70%のところもあると思う。 

○田中委員 

費用がどうなっているかについては、破砕選別施設が単体としていくらかかっているの 

かなど、施設毎に分けて考えることができないと、全体の話になってしまうのではないか。 

○明石クリーンセンター 

埋め立て処分場があるのかないのかという話もあり、確かに切り離した方が明確になる。 

○古賀委員長 

業務を効率化するにあたり改善の余地は無いのか。持っている資源をどうすれば良いの 

か、もっと良い方法は無いのかなど、どのように考えているのか。 

○明石クリーンセンター 

ごみの量を少なくすること。資源化を図りリサイクル率を上げるためには、分母を下げ 

ることが必要である。そのためには市民啓発をして、いかに市民の方にご協力をお願いで 

きるかである。 

施設は、当初から民間に委託しており、公募型一般競争入札をしている。 

(2) 庁舎維持管理事業（管財課） 

○坂本副委員長 

事務事業評価シートには、 「市民が事故なく安全に市役所を利用できるよう」と記載さ 

れている。快適かどうかではなく「市民が事故なく安全に」というところが、事業の目的 

であり、事故があったか、なかったかといったようなものが成果指標になっている。 

しかし、利用者が快適に使えるか、職員の方が仕事を進める上で快適な環境を維持して 

いるのかというものが事業目的になるのではないかと考える。成果指標で「事故があった 

かなかったか」というものはどうかと思う。快適であるかどうかというところに向かうべ 

きであり、数値で表せないとするならば、アンケートなどを実施すべきである。成果指標 

の策定にあたり十分検討を行ったのか。 

○管財課 

成果指標においては、エネルギーの節減などを考慮した。 

○坂本副委員長 

事業目的を直接、指標に記載すべきと考える。そのように考えると、この成果指標はど 

うかと思う。例えば、家族が住民票を取りに行く「今日は事故がなく帰ってきてよかっ 

た」といった会話が有り得るのか、おかしいのではないか。今の時代、事故の有無は成果 

指標としては有り得ないのではないか。快適か快適でないかというものではないのか。成 

果指標は変更すべきと考える。快適かそうでないかという視点があるならば、その視点に 

基づいて考えること。この成果指標は視点が違う。 

○管財課 

安全であるかどうかは当たり前の話であると認識しているが確認をしている。例えば、 

エスカレータで事故がないように、タイルが落下しないようになど、市民の方が怪我をさ 

れないようにすることが維持管理では重要である。その上で快適さを考えている。
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○増田委員 

直営と委託の業務がある。直営部分において、臨時をあわせた職員が 20 名いる。出先 

機関は関係無く、この庁舎だけを管理しているならば、20名で行う程の作業があるのか。 

○管財課 

庁舎管理業務は、多岐にわたっている。庁舎維持清掃管理の他に、電話交換、警備を含 

めている。 

○増田委員 

電話交換とは、庁舎 1階部分にいる方か。 

○管財課 

庁舎 8 階に電話交換室がある。市の代表電話にかかってきたものを、電話交換 4 名が対 

応をしている。かなり電話はかかってくる。 

○増田委員 

その業務は、外部委託になっていないのか。 

○管財課 

外部委託はしていない。警備員は、臨時嘱託を含め 10 名おり、庁舎の維持管理の設計 

などの業務を 6名で行っている。 

○増田委員 

例えば、職員 1 人あたり、机 1 つあたりの面積や維持管理についての費用などといった 

考え方での計算はしていないのか。 

○管財課 

計算していない。 

○増田委員 

机などは、年間で入れ替えなどを行っているのか。 

○管財課 

机などの備品については、耐用年数を踏まえて使用している。勿論、古く錆付いた机も 

使用し、可能な限りセクション間で使いまわしている。管財課で全体管理をしている。 

○赤木委員 

市役所の場合は、消防、建築など、いろいろ資格のある人がいる。例えば、消防の点検 

業務などは、消防の職員が来てできないのか。 

○管財課 

消防設備点検は、委託業務の中に入っている。有資格者が点検をし、消防に年 2 回報告 

するもの。庁舎の設備管理・運転管理の仕事の中に入っており、この内容を網羅した上で 

取り扱う業務部分がある。消防関係においては、別に年 1 回の講習会事業があり、職員が 

一度講習を聞けばできる業務がある。順次行おうとしている。 

○赤木委員 

ボイラーなど多くの設備があると思うが、あらゆる対象について、こういったことを行 

うような気があるのか。 

○管財課 

業務量の兼ね合いを見たい。 

○赤木委員 

公の施設、例えば、市民会館、市民ホールなど全部に点検が必要な設備はある。まとめ 

れば、より効率的な維持管理ができるのではないかと考える。 

予算の中に、庁内電話移設、庁内 LAN 及び電源工事は、毎年上がっている。この内容は、
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いつまで続くものなのか。平成 20年度の主な工事の予定は何か。 

○管財課 

庁内電話移設、庁内 LAN 及び電源工事は、毎年 3 月末の機構改革によって行うもの。事 

務所の配置などが変わることに伴って行う。 

○赤木委員 

毎年のもので、複数年での計画のものでは無いということか。 

○管財課 

機構改革がある限り、毎年経常的に行うものである。機構改革の規模が大きければ、費 

用が必要になるもの。 

平成 20 年度については、分庁舎屋上が老朽化しており、防水工事を予定している。ま 

た、西庁舎は 39 年経つ建物であるが、冷暖房の工事を予定している。重油を燃やし沸か 

した湯により各階の暖房を行う仕組みになっているが、ボイラーの老朽化が激しく、昨年 

度も度々停止した。 

○赤木委員 

何年か先に、本庁舎の建替が目に見えている状態では、費用面において、あまり思い 

切ったことが出来ないのではないか。 

○管財課 

勿論、全ての対応は出来ない。必要最小限で限られた予算の中、優先順位をつけて行っ 

ている。庁舎の耐用年数を 50 年とし、残り 12 年間において、例えば燃料費の削減効果が 

出るような方法に変え、ある程度の費用回収ができるかなど考慮している。 

○増田委員 

平成 19 年度に、前年と比較して事業費が大きくなっている。大きな改修工事などが 

あったのか。その理由は何か。 

○管財課 

平成 19 年度は、1 階に福祉の事務所を食堂跡に移動した。5,000 万円程かかっている。 

また、福祉コンビニ、障害者作業事務所などの新規事業に伴う追加工事があった。 

○古賀委員長 

清掃業務については、内部で行っている部分があるのかどうか。 

○管財課 

日常的な課室内部の清掃は、各課職員が行っている。その他の廊下、階段、フリース 

ペース、ロビーといったところは委託業務で行っている。 

○古賀委員長 

業務において、コストとベネフィットの分析をしているのか。分析の上で、委託できる 

ものは委託しているのか。業務の範囲も考慮し、外部内部で行うものを検討しているのか。 

○管財課 

直営にするか委託にするかについては、委託にした方が効率的で信頼性が高いというと 

ころについては委託をしている。また、内部で行った方が効率的かどうか費用対効果を勘 

案している。 

○古賀委員長 

結果的に今の姿は、外注できるところは外注しており、内部でしなければならない業務 

を内部で行っているという理解でよいのか。 

○管財課 

設計業務などは内部で行うべきものであると考えている。
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○古賀委員長 

コストを削減するため、どういった努力をしているのか。 

○管財課 

小さなことであるが、トイレの換気が悪く市民の方から苦情があった。要望があった際 

は、自動芳香機などを利用していたものを芳香剤に変更している。電話利用料金について 

は、入札をしている。 

○古賀委員長 

満足度について、一定の満足を得ながらどれだけコストを削減できるかを考慮すべき。 

やはり基準、指標が出てこないと、日頃の成果で、どのぐらい満足度が上がったのか、有 

効であるかなどが確認できないのではないか。 

○管財課 

費用便益の面については、考えていかなくてはならない。 

○田中委員 

費用においては、複数の種類のものが混じっている。 

建物の法定耐用年数は建物がもつかという話であり、経済的耐用年数ではない。昔の建 

物は、凄く丈夫であり 100 年ぐらい持つというものがあるかもしれない。建物の維持コス 

トは、ある程度の段階から急激に増えて、建て直した方が安いという結果になることもあ 

る。シート記載の事業実績の数値は混じっているが、建物の維持部分において、どの程度 

のコストがかかっているのか把握すべき。多分、このコストは、毎年上がっていると思う。 

建替のタイミングについて、法定耐用年数もあるが、この数値の推移を見て、これ以上改 

修するよりも安いのではないかといった判断もできる。 

清掃などの毎年発生する費用の系統がある。どのぐらい効率的にある程度の満足度を 

もって行えるかというもので、また分析が異なる。光熱費、電話代といった部分もある。 

もう一つ、設備系で、あまり手間のかかるものではない部分の 3 つぐらいに分けて考え 

てはどうか。耐用年数が後 3年ぐらいになったときに大掛かりな投資はできない。 

建物の寿命を延ばすという目的の部分と、効率化を図っていく部分と、通常業務の設備 

の部分を分けて考えた方が良い。また、今は、耐震化の指導もある。 

○管財課 

建設後 30 年経過すると劣化が急激にひどくなると言われている。いかにコストを抑え 

ていくかは検討課題であると考えている。古い建物でも二見市民センターは丈夫である。 

庁舎は、高度成長期の建物でありセメントのアルカリ分も全く違い法定以上の延命は難し 

い。また、庁舎は、昭和 56 年以前の建物であり耐震基準が古い時代のものである。その 

上、平成７年度に地震の影響を受けており、法定耐用年数の 50 年を目処に建物の延命を 

図っている状態である。 

○田中委員 

維持コストの分析が無いと、理解ができないのではないか。 

○赤木委員 

例えば、光熱水費を節約するという面において、管財課から何か指導をしているのか。 

○管財課 

全庁的に職員に昼休みの消灯などをお願いしている。 

○赤木委員 

管財課は、費用節減の指導をしているという役割であるか。
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○管財課 

また、電気代などにおいて使い方が多くなれば原因を調査している。また、窓際の照明 

数を減らすなどの省エネの取り組みをしている。 

○赤木委員 

昨年度、指定管理者制度を導入した話では、予定していた光熱水費が 2 割程度削減され 

たという実績がある。このことが把握されているのかどうか、何故そうなったのかという 

ことを把握し、取り組むべきである。取り組みがなされているとは思うのであるが、現実 

にこういったことがあったということは、まだ管理に甘い所があるのではないかと思う。 

２ 意見交換・全体協議 

(1) 破砕選別施設運営事業（明石クリーンセンター） 

○坂本副委員長 

必要性については、特に問題はなく A とした。法的な裏付けについては良く解らない部 

分があったが、補助金まで付いているわけであり問題ないのではないか。それ以外にも、 

民間では行いにくいものではなかろうか。有効性・効率性の面においては、比べる指標が 

良いとも悪いとも言えない。上げられている数値が年々良くなっており、ことさら否定的 

に評価すべき資料も見当たらず Aとし、総合評価も Aとした。 

○赤木委員 

必要性については、既に機械が導入されており A とした。有効性・効率性については、 

機械が決めていると思う。稼働率を上げることによりコストが下がるのではないか。逆に、 

他市からも搬入するという考え方もあるのではないかと思っていた。有効性・効率性 A、 

総合評価 Aとした。 

○田中委員 

必要性はあると考え A とした。事業費の中に減価償却費を含まないということであり、 

完全にランニングコストのみであるため、破砕する事業を比較することができる。設備を 

持って行うこと以外に、全く設備を使わない場合にどうなるか。極端な話、事業費予算に 

減価償却費が入っていないのであれば、全くあの施設を使わないときよりも施設を使った 

方がこれだけ安いという検討があってもよいのではないか。判断しかねて有効性・効率性 

を Bとした。 

○増田委員 

必要性 A、有効性・効率性は B、総合評価 Bとした。 

必要性については、市が行う事業であると思う。効率性については、現在の完全委託と 

いう方法については、今の事業のみではなくリサイクルを含めたトータルで事業者が行う 

ような委託の方法ができるのであれば、リサイクル率も上がり、実際の経費も下がるので 

はないか。それは可能であればですが。有効性については、もう少しコストの削減ができ 

るのではないかと思う。 

○古賀委員長 

実施主体については、官で行った方が良いのか少し判断がつかない面があるが、全体で 

見た場合に必要である。有効性・効率性については、効率はあがっている。データにも出 

ている。ただ、本当にどうかという面で確固たる良いといったものが得られなかった。成 

果指標の作り方も含めて検討した方が良いのかと感じた。Aに近い Bとしている。
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○坂本副委員長 

否定的な材料はないと見えるが。 

○古賀委員長 

特に否定的な材料は無いが、ただ Aという確固たる根拠もない。 

○坂本副委員長 

施設が同じような自治体が無いという説明である。ただ、年々指標等の数値が向上して 

いるという評価であり、努力は認められるという評価である。 

○古賀委員長 

内容的に成果を見ると A であるが、改善できないか、もう少し判断するためデータ的な 

部分が見たい。 

○田中委員 

資源化率については、研究して上がるというよりも、資源ごみが増えると自動的に上が 

る数値である。資源化率が 3%改善といっても、私の考え方としては、指標とするには理解 

しがたい。 

1t あたりの処理単価の話しになった際、これはクリーンセンター全体での値であるとの 

話になった。あくまでも、破砕選別施設の話であり、分けて考えて欲しい。どんぶり勘定 

で下がっていると言われても、この事業についての判断はできない。委員が全体の話に 

持っていったときには、破砕選別事業の話であると言われ、議論が噛み合わない。 

破砕選別施設を使用してコストが幾らになっているのか。それは、破砕選別施設で行っ 

ている方が、施設をつくらない場合より効率的であると言った方が理解しやすい。このあ 

たりの理解ができずに時間が経ってしまった。 

この施設を持つ必要性の部分、コストの話になるが施設を持つかどうかという話の分析 

が無いと誰も判断できない可能性が高い。 

○古賀委員長 

どういった指標があれば良いのか。場合によっては追加的に出して頂く形も可能である。 

○田中委員 

施設が一つになっているため、この施設分だけの原価計算が今更できるのかという点が 

ある。償却費が別になっておりランニングコストのみであると考えれば、委託先が全て把 

握している可能性はある。職員が絡んでいなく委託のみであれば、ある程度の処理単価は 

見えるかもしれない。施設を使わずに処理した場合にどうなるのかなど。 

○坂本副委員長 

施設が一体化してあること自体に意味があり評価する。むしろ全体を見た方が良い。運 

搬費がかからないなどの説明もあり、連携した密接な関係であり、この施設の意味があり 

そうである。資源ごみ、可燃ごみというよりも、ごみ全体の事業を見た方がすっきりする。 

○田中委員 

前提条件が違うと議論ができない。全部の事業が入った話になると、今回の事業の評価 

とは異なる。 

○増田委員 

この数値だけを見ると何も悪くない。資源化率も増えている。最終処分処理場への埋立 

量も減っている。この事業費の中には、設備維持費も入っているのか。20 年度に見直し可 

能であれば、評価 A で、そのまま機械を使用して、というより、委託先、委託方法につい 

ては、低コストで、よりリサイクル率が上がる形を考える必要があるのではないかと思う。 

何故かというと、あるイベントの時に、一般のごみ処理系の方と、リサイクル系の方と一
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緒に仕事をしたことがある。一般のごみ処理を行う方は何でも捨ててしまう。リサイクル 

系の方は、お金になるから分別していた。もう少し、資源の収集率を上げることができる 

のではないかと感じる。 

○田中委員 

事業の区分が不適切ではないか。 

○事務局 

あくまで、予算の細事業について評価をお願いしたい。破砕選別運営事業に関する、予 

算が対象である。内容は、説明によると、平成 18 年度からは包括民間委託を導入してお 

り、その委託料がほとんどである。 

○田中委員 

明石クリーンセンター全体での予算取りをして、実績を分析していくという形ではなく、 

これだけを別に分けているということに何か意味はあるのか。 

○事務局 

特に意味はない。予算の分け方の話である。施設により扱い方が違い決まっていない。 

○坂本副委員長 

説明者側には、一体化したクリーンセンターのイメージがあり、予算とは一致してしな 

い。クリーンセンター全体でどうかといったような方がわかりやすい。 

○田中委員 

予算に意味があれば評価し易い。もし、予算の括りが少し歪であるならば、予算の出し 

方をクリーンセンターの形にして分析する。それとも、別々に考えて、施設で行うことの 

合理性の話が言いたいならば分離する必要がある。方向性としてはどうなのか。 

○坂本副委員長 

意見として、予算の分け方が間違っている。分け方などがおかしいものについては、ま 

とめるなど合理性のある形にすべきである。 

○事務局 

クリーンセンター全体でなく、破砕選別施設に対する事業についてのヒアリングを行っ 

て頂いているため。事業について評価をお願いする。 

○古賀委員長 

委員会として、本事業の必要性については A で一致している。有効性・効率性の面にお 

いて、A か B の評価に分かれている。従って、総合評価も A か B になる。追加の資料を見 

て判断したい。場合によっては、再ヒアリングを行いたい。 

○赤木委員 

予算の中で、売却金額がある。予算に含まれているということが有り得るのか。 

○事務局 

予算段階において収入を見込み特定財源として割り振った数字である。また、他事業と 

の関連は無い。 

(2) 庁舎維持管理事業（管財課） 

○坂本副委員長 

必要性は A にした。こういうものまで全て任せてしまうことは、市自体のアイデンティ 

ティが無くなってしまう。 

有効性については、安全性は少し昔の指標ではないか。民間では、職場環境の悪い所に 

は優秀な人材がこない。人材がこないということは、市民に対するサービスが低下する。
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何でもかんでも削れという事でなく、然るべき費用はかけなくてはならないものであり、 

公の場所はサービス産業であるという認識を持てば、人が来る所は、快適に気持ち良く、 

安全は当たり前である。 

○赤木委員 

この事業は、従来からの建物についてのものであり、新築してこれから何かをするとい 

う内容のものではない。市が実施主体であると認識しており必要性は Aとした。 

建物、設備が非常に古くやりにくいとは思うが、額も大きく、いろんな面で有効にでき 

る可能性はあると思う。光熱水費など節減の司令塔になっているということであるが、現 

実に効果が出ているのかどうか不明であり有効性・効率性の評価は Bとした。 

成果指標についての説明においては、ハードでなくソフトの部分が必要であると思う。 

今、ユニバーサル対策で取り組んでいる内容、あるいは、コンビニ、福祉ルームを設けた、 

音楽ができることなどを含めた市民に対するサービスという面でもアピールすれば良いと 

考える。 

○田中委員 

必要性については A。有効性・効率性について A としたが、中身にわかりにくい部分は 

ある。破砕選別施設の時の話との兼ね合いで、こちらの庁舎施設の維持管理については、 

まだ内部での明細があり費用分析がなされていると思う。 

○増田委員 

必要性 A、効率性・有効性 C とした。特に最近は、目に見えて市役所自体がきれいに 

なった印象がある。しかし、総額 4.2 億円の事業費の半分が人件費である。人件費分を事 

業費に回せるのでないかと考える。効率性を高めることができるのではないか。例えば、 

電話交換員がいないところがほとんどではないか。また、一部業務で、外注しながら内部 

でも行っているというが、もう少し人件費を削減できる部分があるのではないか。 

○古賀委員長 

必要性については A とした。ただし、きちんと体系的に外注がなされているかどうかに 

ついて、具体的な取り組みとして見えない部分があった。有効性・効率性について、説明 

においては、取り組みをしている旨の内容はあったが、具体的な何らかの指標が欲しい所 

である。結果としては B か C の評価になる。少なくとも、評価材料として A とするデータ 

は無かった。 

委員会として、必要性については全員 A である。有効性、効率性のところで、田中委員 

が A評価であり、他の委員は、Bあるいは C になっており議論をしたい。 

○田中委員 

指摘したように、ある程度、費用について分けて整理されているものと考えている。評 

価にこだわるところはない。 

○坂本副委員長 

取り組みなどにおいて、現状をそのまま踏襲している。熱意を持った取り組みという面 

や、成果指標においても、将来的に具体的にこうしたいというイメージが無い。 

○赤木委員 

警備員が 10名いるが。 

○事務局 

通常 3名体制で 24時間、昼夜 2交替制である。 

○古賀委員長 

委員会としては、必要性については A とするが、有効性・効率性においては、B あるい
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は Cであるが、現状のデータでは判断が難しい面がある。 

○田中委員 

理解が難しく、取り扱いが難しい。 

○古賀委員長 

もともとのデータが不足している面があるが、有効性・効率性は B とする。庁舎維持管 

理事業について、必要性 A、有効性・効率性 B、総合評価 B とする。ただし、もう少し追 

加的なデータを提出して頂き確認したい。 

３ その他 

○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 4回委員会は、6 月 25 日(水) 13：30 から市役所 103 会議室で開催する。 

以上


