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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 19 年７月 17日（火） 午後 1 時 30 分～午後５時 30分 

２．場 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） 

所管課 （政策部広報課）前田課長、違口係長、木下主事 

（総務部情報管理課）鈴見課長、中川係長、坂本主事 

（財務部管財課）松井課長、陰山主幹兼係長、谷田技師 

事務局 中西行政改革室長、梅木行政改革室課長、荒川行政改革室係長、 

石川行政改革室主事 

傍 聴 者 ５名 

４．議 事 １ 事前打合せ 

２ 事務事業評価の所管課ヒアリング 

３ 意見交換・全体協議 

４ その他 

５. 配布資料 
(1) 平成 19 年度 事務事業評価の所管課ヒアリング日程表〔資料１〕 
(2) 事務事業評価の所管課ヒアリングについて〔資料２〕 
(3) 事務事業評価シート〔資料３〕 
(4) 事務事業評価の判定シート〔資料４〕 
(5) 評価対象事業に係る質問・回答一覧表〔資料５〕 

６．議事の内容 

１ 事前打合せ 

○事務局 

－資料１「平成 19 年度 事務事業評価の所管課ヒアリング日程表」及び資料２「事務事業 

評価の所管課ヒアリングについて」により説明－ 

そのほか、議事録の取り扱いについて、会議が公開で行われていることから、市ホーム 

ページにおいて委員名もあわせて議事録の要旨を公表し、第１回・第２回委員会を８月頃に、 

第３回から第６回委員会までをまとめて９月または１０月頃に公表させていただきたい。 

○坂本副委員長 

議事録の取り扱いについて、議事進行に沿った発言と沿わない発言をどのように集約する 

のか。また、議事録の形式として、例えば裁判所では証人尋問の記録として用いられる速記
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録と書記官の要約する裁判記録があるが、当委員会での議事録は後者に該当すると思われる。 

その場合、発言者の真意と表現との間で整合性が保たれるのか危惧があるので、あらかじめ 

各委員へ発言の趣旨を確認した方がよい。 

○事務局 

議事の進行に沿った発言を議事録に掲載するとともに、形式としては発言の一つ一つの言 

葉を記録するのではなく、要約にて整理したいと考えている。なお、事務局で作成した議事 

録（案）を各委員にご確認していただき、適宜修正を加えた後、完成版を各委員へ配布させ 

ていただく。 

○各委員 

異議なし 

２ 事務事業評価の所管課ヒアリング 

(1) 広報紙発行事業（政策部広報課） 

○広報課 

－資料３「事務事業評価シート」により事業の説明－ 

○赤木委員 

広報紙の発行回数を月に１回とすることは不都合があるのか。 

○広報課 

月に１回の発行と較べて２回の発行とすることは、できるだけ新しい情報を市民へお届け 

する即時性に優れており、仮に月に１回の発行としてしまうとそのメリットが失われてしま 

う。ただし、月２回から１回に発行回数を減らすことにより、新聞への折り込み経費を削減 

することができる。 

○赤木委員 

広報紙発行にかかるコストはどれくらいか。 

○広報課 

印刷代は８ページで約４円、新聞折り込み代が一部あたり約７円、合計約１１円で市民へ 

広報紙をお届けしている。 

○赤木委員 

６月市議会において、広報紙に広告を入れてはどうかとの議員の意見があったがどう答え 

たのか。 

○広報課 

市の財政状況が厳しい折、広報紙に限らずあらゆる市の印刷物・封筒等への広告掲載につ 

いて検討していくという財務担当部の答弁であった。現在、広報紙への広告掲載について検 

討中である。 

○古賀委員長 

この事務事業の中でアウトソーシングできる業務としてどのようなものが考えられるか。 

○広報課 

紙面のデザインやレイアウト等は外部委託が可能ではないかと考えている。しかし、月２ 

回の発行といった厳しいスケジュールの中で、校正などの機動的な対応が可能かどうかが課 

題となってくると思われる。 

○古賀委員長 

広報紙を市民がどれだけ読んでいるか、また、どの程度満足しているかということについ
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て調査を実施しているのか。 

○広報課 

平成 15 年度に市民意識調査（1 万世帯）を実施したところ、複数回答ではあるが、84.1% 

の市民が広報紙から市政情報を得ているとの結果が出た。その他日刊新聞から３割程度、各 

課が作成するチラシからが 26%であった。 

満足度に関する調査結果はないが、モニターから広報紙に対する意見をいただくような仕 

組みを検討している。 

○坂本副委員長 

事務事業評価シートの所管課コメント欄に、 「市民の請求の有無にかかわらず、全市民に 

周知徹底させるために行政情報を提供することは行政の重要な責務」という記述があるが、 

例えば国による制度改正に伴う情報提供など市に法的な実施義務がないようなものまで、あ 

えて広報紙に掲載し発行する趣旨はどこにあるのか。また、広報紙とホームページという二 

つの媒体を統括している部署はどこか。 

○広報課 

国の制度改正などがあれば県を通じて市へ伝達されるが、実際にそれらを窓口サービスな 

ど事務として実施するのは市であることから、市民へわかりやすく情報伝達する必要性があ 

ると認識している。また、広報課において両方を一元化している。 

○坂本副委員長 

将来的には広報紙よりもホームページのシェアを増やすのか。 

○広報課 

現段階では、情報発信等における広報紙とホームページとの配分を変えていくことについ 

ては、特に考えていない。 

○坂本副委員長 

評価シートの所管課コメント欄で「請求の有無に関わらず配布する」と記載されており、 

できるだけ多くの人に配布するという姿勢は必要であるが、求める人に配布するというスタ 

ンスについては内部で議論しているか。 

○広報課 

現在、広報紙の配布方法としては、自治会からの配布、新聞折り込み及びポスティングに 

よる３種類がある。新聞を取っていない世帯への配布方法であるポスティングについては、 

その必要性の有無を確認し、必要とする世帯だけに届けているが、新聞折り込みの購読に関 

してはそういった調査を実施していない。しかし、配布方法に関しては検討の余地があると 

考えている。 

○増田委員 

他都市では、広報紙をコンビニエンスストアに置いている事例がある。そのような配布方 

法については検討しているか。 

○広報課 

ローソンなどコンビニに広報紙を置くことは現在のところ考えていない。なお、３市民セ 

ンター、明石駅前サービスコーナー、各コミセンには置いている。 

○増田委員 

平成 15 年以降、市民意識調査を実施していないということだが、市政モニター等を通じ 

て、市民の意見集約をしていないのか。 

○広報課 

実施していない。
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○田中委員 

広報紙の内容については、市ホームページで掲載されているか。 

○広報課 

平成 16 年度から掲載している。 

○坂本副委員長 

今後 10 年ぐらいの先を見越し、どのような情報を市民へ伝えていくべきと考えているか。 

○広報課 

市民の生活に密着した情報をわかりやすく伝えていくとともに、平成 23 年度から始まる 

明石市第５次長期総合計画の内容や明石市のまちづくりの目標など将来のビジョンも市民へ 

伝えていかなければならない。また、単に情報を市から一方的に流すのではなく、市民参 

加・参画につながる情報の提供が重要となると考えている。 

○古賀委員長 

明確なスタンスを持った上での広報戦略をもっているのか。また、広報紙の質を高めてい 

くという意味で第三者からの評価が必要であると思うが、県が行う広報紙コンクール等に積 

極的に応募するなどの取組みはしているのか。 

○広報課 

今のところ将来を見据えた広報戦略といったものは持っていないが、県の広報大会へ年に 

一回応募し評価をいただている。なお、市政モニターなどから評価をいただき、広報紙の内 

容面での質を高めていきたいと考えている。 

○坂本副委員長 

広報紙の編集権限といったものは広報課にはあるのか。 

○広報課 

広報課が各部次長で構成されている庁内の広報委員会に３ヶ月間の編集方針案を示してい 

る。なお、具体的な紙面の編集にあたっては、所管課と調整しながら広報課で紙面全体を取 

りまとめている。 

○赤木委員 

「配布充足率」を成果指標とすることは適切でない。アンケート調査をするなどデータを 

とる必要があるかもしれないが、市民の満足度を指標として設定することが望ましい。 

○古賀委員長 

コストダウンのための努力をどういった形で実施しているのか。 

○広報課 

ポスティングによる配布について、昨年度に実態調査を実施し配布枚数の削減に努めた。 

また、広報紙の新聞折り込みによる配布方法が適切なのかどうか、あるいは代替方法が可能 

かどうか検討してまいりたい。印刷費の削減に関しては、８ページで４円の単価が限界では 

ないかと考えている。 

(2) 電子計算処理システム管理運営事業（総務部情報管理課） 

○情報管理課 

－資料３「事務事業評価シート」により事業の説明－ 

○坂本副委員長 

この事務事業については、行政ないし議会がどの程度内容を理解してゴーサインを出して 

いるのか。どのように、いつまでに、どの程度を電算化するのかなどを含め、議会に提案す 

る行政のトップはよく理解しているのか。もしかしたら、ごく少数の者しか内容を理解して
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いないのではないか。 

○情報管理課 

明石市では情報化の推進について、市長をトップとする情報化推進本部を設置し、意思決 

定を行っている。 

○坂本副委員長 

明石市と同規模の他の公共団体と比較して、参考となるようなデータがあればお伺いした 

い。 

○情報管理課 

平成 17 年度版「地方自治コンピューター総覧」から同規模の 28 団体を抽出し比較した結 

果、事業経費の平均額と較べて明石市は７割程度であり、明石市が突出しているという状態 

ではない。 

○古賀委員長 

行政改革という視点から見た場合、各業務の電算化により人員の削減や作業時間の減少に 

貢献した度合いが重要となってくる。それらを数量的に把握できる成果はあるか。 

○情報管理課 

定量的評価はできていないが、行政改革という視点では人員削減に寄与していると思って 

いる。 

○古賀委員長 

「電子計算処理システム管理運営事業」の直接的な成果だけではなく、電算化による各業 

務の成果を目に見える形で表す方法を検討していただきたい。 

○増田委員 

データのバックアップの頻度とデータの保存年限は何年か。また、オンラインシステムに 

おける過去のトラブルの発生状況と回避できる方法がとられているのかどうか教えてほしい。 

○情報管理課 

毎日、業務終了時刻よりデータをバックアップしている。それとは別に火災・地震等に備 

えて、遠方の外部業者に委託し毎週１回データを管理させており、二重にデータをバック 

アップしている。保存年限については各業務に差がある。なお、住民系の事務についてはそ 

の事務がある限り永年的に保存している。 

過去、市民センターで住民票が発行できないというトラブルが発生したことがあったため、 

地域イントラネットとＮＴＴ専用回線の２重化を図り、障害のリスクを軽減した。トラブル 

時には手作業処理で対応することとしている。なお、情報セキュリティ対策には万全を期し 

ている。 

○赤木委員 

効率化を図る観点から、例えば各業務における住民一人当たりの処理費用を削減できるよ 

う努めることが必要である。 

○情報管理課 

住民サービスを向上させていくことは当然として、これまで経費削減に努めてきたところ 

である。勤務形態の工夫により人件費を削減するとともに、ペーパレス化も進めてきた。さ 

らに情報システムのオープン化を含め、情報システムそのものを根底から見直し、最適化を 

検討している。 

○坂本副委員長 

住民票を発行する際の原価とそれを算出したことがあるかどうか確認したい。 

○情報管理課
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住民票発行業務を開発した際に原価計算をしていると思われるが、今、手元に資料をもっ 

ていない。 

○坂本副委員長 

これからも業務の電算化率をあげていくのか、あるいは現状維持のままか。新たな資金が 

必要となることはあるのか。 

○情報管理課 

市民サービスを向上させる観点では、例えばコンビニ収納・クレジット収納を近隣市では 

始めている。明石市でもこういった方法について、市民ニーズにあわせ電算化を図っていき 

たいと考えている。内部事務においては電子決裁の導入など電算化を図り、経費を削減でき 

る余地がある。 

なお、機器調達について、ホストなどは情報管理課が担当しているが、サーバーシステム 

程度は関係各課で導入している状況であり、システム全体として適正な調達とすることが今 

後の課題である。 

○田中委員 

事業の効果について、住民票発行コストの原価計算など金額の裏づけを把握されていない 

ようであるが、一般企業では通常そういった根拠が必要とされる。情報化システムの導入に 

より、市役所内部の人件費や作業量等がどれだけ改善されたのかが見えてこない。 

○情報管理課 

住民票発行手数料 300 円の原価については、市民課で確認させていただきたい。市民には事 

業内容が見えにくいが、電算化を進めなくては市としての業務が立ち行かない状態にあるこ 

とは事実であり、そういった意味から事業の必要性は十分にあると考えている。電算化によ 

る人員の削減数などの把握については、今後の課題として検討していきたい。 

(3) 車両管理事業（財務部管財課） 

○管財課 

－資料３「事務事業評価シート」により事業の説明－ 

○田中委員 

貸出し回数というのは、例えば車１台当り１日に２回出れば２回ということか。時間単位 

での把握をしているか。 

○管財課 

貸出回数については委員のご指摘のとおり。車両が実際に動いている時間と待機している 

時間との判別がつきにくいので、実稼働時間での把握は難しい。 

○田中委員 

公用車ではなく、職員のタクシー利用は検討しているのか。 

○管財課 

職員の移動手段として、公用車の使用とあわせてタクシーも既に利用している。 

○田中委員 

所管課として評価シートに記載されているデータをどのように分析しているのか。 

○管財課 

集中管理車両１台あたり月に 31.7 回使用されているということは把握しているが、車両 

の実働時間は把握できていない。 

○古賀委員長 

現在ある車両をどれだけ使用したかということと、行政改革という視点から現在保有して
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いる 46 台という車両台数が必要なのかということを分析する必要がある。例えば、現在あ 

る車両の使用頻度を成果としても、車があるから使っているともいえる。また、車両を保有 

している場合とタクシーを利用した場合とのコスト比較も必要であると思う。 

○管財課 

我々としては 46 台の稼働率は高いと考えている。また、職員のタクシー利用という方法 

は、市民感情として受け入れられない面もあると思う。 

○古賀委員長 

他都市では、公用車は市長・副市長・議長だけが公用車を利用し、その他の職員はタク 

シーを利用するという形態が増えている。そういった点からタクシーを利用した場合や車両 

をリースした場合と比較し、現在の購入車両による運用方法がもっとも効率的であるという 

アピールをすべきと考える。 

○管財課 

車両を購入した場合、当市では 10 年間の使用を基本としているため、1 台あたり約 70 万 

円の購入費を含め 10年で約 150 万円の経費を要する。 

軽自動車をリースする場合、一般的な 5 年リースで試算すると一台あたり保守管理費込み 

で約 120 万円を要し、10 年間の費用としては約 240 万円かかることとなるため、経費が安 

い購入車両による運用方法を採用している。 

このほかに公共交通機関の利用を職員に対して呼びかけているが、業務内容に応じた効率 

的な利用ができない場合もあり、十分に浸透していない状況である。 

○坂本副委員長 

すべての車両をタクシーに代替すればどれくらいの経費になるのか。 

○管財課 

仮に軽自動車の 50 台が年間 1 万キロを走行したとして、約 2,000 万円かかるとの試算結 

果が出た。ただし、業者によれば現実的に市に対してのみタクシー車両を提供することはで 

きないとのことなので、その運用方法の実現は難しい。 

○坂本副委員長 

集中管理車の車種は軽自動車か。また、共用車とはどのような車種か。 

○管財課 

集中管理車は軽自動車で現状 49 台を保有している。共用車は日産エルグランドが 3 台と 

マイクロバスが２台である。 

○坂本副委員長 

集中管理している軽自動車は必要なのか。 

○管財課 

現在の稼動状況からすると軽自動車の台数が足りていないと考えている。 

○田中委員 

業務内容・利用目的などの利用状況を分析し、実態を把握しているのか。 

○管財課 

現在、全ての行き先の特定や利用目的などの把握はできていない状態であるが、福祉・ 

税・土木といった車両を多く使用する部門については把握している。また、パソコンから軽 

自動車を予約できるシステムとしているが、いつも予約が満杯の状態でなかなか車両を利用 

しにくいといった問題があり、車両予約システムの改善を検討している。 

○坂本副委員長 

貸し出し車両については、公共交通機関が利用できる目的地であっても管財課で断れない
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状態となっているのではないか。 

○管財課 

公共交通機関が使用できる場合、または、会議に出席するだけの場合は、現在の厳しい利 

用状況を考慮し貸し出しを断っており、効率的な車両の運用を図っている。 

○古賀委員長 

車両台数を削減する、あるいは、他に代替的な方法が考えられないかといった行政改革の 

視点から業務を洗い直すことも必要である。また、本当に集中管理車の利用が必要だという 

根拠となる客観的なデータの必要性を感じる。 

○坂本副委員長 

福祉部門の利用目的・業務内容などを把握しているか。 

○管財課 

福祉部門では生活保護を担当しているケースワーカーによる利用が多い。訪問先は公共交 

通機関で行けない場所が多く、また、訪問件数の多さから公用車の方が効率よく業務をこな 

せるという意見を担当課から聴いている。 

○赤木委員 

例えば、必要に応じて車両を保有する業者から車両を貸し出してもらうといった民間委託 

はできないか。 

○管財課 

考え方としてありえると思う。なお、マイクロバスに限っていえば、現在、所有している 

マイクロバス２台の年間経費は 1,900 万円程度であり、仮に民間委託した場合は 1,400 万円 

程度となることから、費用面だけをみると約 500 万円の経費削減は可能である。しかし、防 

災時の急遽の対応や指揮系統に問題があり、民間委託は望ましくないと考えている。 

○坂本副委員長 

行政改革の流れはあるが、車両管理をしている担当課として今後どのように車両管理をし 

ていきたいと考えているのか。 

○管財課 

現在の軽自動車の利用実態等からすると保有台数を増やす必要があると考えている。ただ 

し、マイクロバスの台数は現在の 2 台が適切であり、これ以上増やすのはかえって非効率で 

あると考える。 

○坂本副委員長 

さきほどの説明では、マイクロバスの経費は年間 500 万円の削減が可能とのことであった 

ため、災害など緊急対応の頻度と保有に要する経費を秤にかけてマイクロバスの必要性の判 

断をするということだと思う。 

○管財課 

考え方はいろいろあるが、現在のところマイクロバスの利用頻度・実態を考慮すると２台 

ぐらいの保有は必要だと考えている。 

○田中委員 

車両を利用する課の利用目的やニーズ等を把握すれば、効率的な運行方法を検討すること 

ができると思う。今後は客観的な判断ができるよう分析されたデータをまとめるようにして 

ほしい。 

○坂本副委員長 

管財課は、利用する課のために車両を管理しているだけであり、そこまで求めるのは気の 

毒な立場にある。自らのニーズを把握している利用課が車両を管理するといった方法も考え



9 

られると思う。 

○管財課 

当初は各課が車両を管理していたが、効率的な車両運行を図るため平成６年頃から集中管 

理することとなった。集中管理に移行した後は、移行前と較べて倍程度の運行がされている 

状況であり、効率化が図られていると考えている。なお、担当課の事情により集中管理を 

行っていない車両も一部残っている。 

３ 意見交換・全体協議 

○古賀委員長 

各委員の判定結果が集約された「事務事業評価の判定シート集約表」と各委員が記入した 

「事務事業評価の判定シート」を基に、事務事業評価の協議を進める。 

⑴ 広報紙発行事業 

○坂本副委員長 

市役所の基幹事務事業であると認められるので「事業の必要性」及び「実施主体」はとも 

にＡ、「有効性・効率性」についても効率よく実施できていると認められることから、Ａと 

判定した。 「総合評価」はＡ。 

○赤木委員 

市民との市政情報の共有は必要であり、また、広報紙を媒体とした情報公開も重要だと考 

えるので、 「事業の必要性」及び「実施主体」はともにＡ。 

「有効性・効率性」は、配布に費用がかかりすぎていると考え、Ｂとした。よって、 「総 

合評価」はＢ。なお、成果指標については、アンケート調査による満足度など事業目的の成 

果として現れるような指標を設定しほしい。 

○田中委員 

市民ニーズの調査が十分でなく、市民が望む広報内容と広報ツールを的確に捉えていない 

と思われ、現在の方法による「事業の必要性」は余り認められないためＢ判定、「実施主 

体」もＢとした。 

まず広報の長期的なビジョンをたて、そして市民ニーズ及び満足度を把握したうえで広報 

を実施するべきであろう。市民ニーズが不明瞭だと考えたので、 「有効性・効率性」は余り 

認められないものとしてＢ判定とした。 「総合評価」はＣ。 

○増田委員 

「事業の必要性」については、広報紙以上の必要かつ重要な情報提供ツールはないと考え、 

Ａとした。 「実施主体」は、広報課が直営で編集・レイアウトなどまですべきではなく、現 

在の職員人件費を転用すれば、外部委託によりデザイン・取材内容等をさらに充実したもの 

とすることが可能であると考えたため、Ｂとした。 

「有効性・効率性」に関して、市民ニーズを把握していない中で一方的に情報を流してい 

たという点に驚いた。効率的な事業の進め方ができていると認められないため、Ｃ判定とし 

た。 「総合評価」はＢ。 

○古賀委員長 

「事業の必要性」について、広報紙は市民へ市の姿勢を伝えるといった情報伝達の媒体と 

して重要であると認められることから、Ａ判定とした。インターネットで代替できないかと 

いう議論もあるが、読者の年齢層や理解のしやすさ等を考慮すると広報紙の方がはるかに有 

効であると考えられる。
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「実施主体」について、場合によっては事務の一部を外部に委託するという方法も考えら 

れるため、Ｂ判定とした。 

「有効性・効率性」は、市民が満足している、あるいは市民にとって必要な情報が提供さ 

れていることが余り認められなかったため、Ｂとした。従って、「総合評価」はＢ判定とな 

る。 

○田中委員 

「事業の必要性」について、年配の世代には紙ベースでの広報紙配布もあった方がよいと 

考えるので、Ａ評価でも異論はない。 

○増田委員 

効率性から見ると印刷代や配布に要する費用は減価割れしていると思われるほどのレベル 

なので、これ以上のコストダウンは望めない。例えば、レイアウトやデザインなどを外部委 

託すれば、職員の人件費より少なく済むと考えられるため、経費削減効果が見込まれる。 

○坂本副委員長 

コスト面について、もう少し具体的な内容を聞かないと事業上の問題点を指摘しにくい面 

がある。 

○古賀委員長 

委員会としてはどういう姿勢で評価に臨んでいけばいいのか難しいところであるが、所管 

課から提供される限られた範囲の情報で評価せざるを得ない。 

○坂本副委員長 

事務事業のあるべき姿を提示しないと評価として不十分であると考える。 

○古賀委員長 

他にこういう考え方ややり方もあるのではないかという検討の余地があれば、評価にあ 

たっては事務事業の改善すべき点としてあわせて指摘することとしたい。 

○田中委員 

「有効性・効率性」については、市から市民へといった情報の一方通行ではなく、コスト 

はかかるが市民の反応・市民ニーズを汲み上げる必要がある。 

また、例えば利益追求等を目的とする会社の場合はある程度客観的な判断がしやすいが、 

この事務事業では事業の対象となっている市民ニーズを把握できていないので、評価が難し 

い。 

○坂本副委員長 

日々、市民からの要求・不満の意思表示はあり、そこから市民ニーズを把握する方法や市 

会議員からの反応等によるニーズの捉え方はあると考える。また、他都市の状況が分かれば 

委員会として指摘しやすい。 

○古賀委員長 

他都市の状況を踏まえたうえで何らかの改善点等を指摘することにより、厳しい目で見て 

いる市民からも理解が得られるだろうと考える。 

また、実際に広報紙の内容を見て評価をすればよいが、委員会としてそこまで踏み込むこ 

とは時間の制約もあり難しいと思う。 

○坂本副委員長 

広報紙の内容を知っている明石市民の委員から意見を聴きたい。 

○赤木委員 

広報紙の内容は行事などのお知らせが主体であるが、それらから市政の情報を汲み取って 

いる。例えば 4 月 15 日号では、行政改革室が行政改革実施計画を見直すとの記事を掲載し
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ていた。経常収支比率の言葉の意味の説明もないまま、数値だけを出されても分かりにくい。 

そういったところが改善していただきたい点である。 

○古賀委員長 

赤木委員にとって欲しい情報とはどんなものが挙げられるのか。 

○赤木委員 

欲しい情報はどんどん変わってくるが、現在は自治基本条例の審議内容や市の財政状況に 

関する情報が最も興味をひく。 

○増田委員 

広報紙を読むことにより市政に関して気づくことが多い。今後の市の方針を確認する、知 

る。そして神戸新聞の明石市版も同時にチェックする。 

最近の紙面では市長のメッセージがあるが、その内容に関連する情報が掲載されていない 

こともあり、分かりにくいものとなっている。 

○田中委員 

明石市民だが広報紙の熱心な読者ではなく、情報が必要であればインターネットで探るこ 

とが多い。 

また、二人の委員の意見を聞いていて分かるとおり、一口に市民のニーズといってもその 

人数分だけニーズがある。やはりニーズを知るためのデータ分析はやっていただきたい。 

○坂本副委員長 

事務事業評価において大事なことは事業上の課題があればそれをフィードバックし、それ 

を事務改善に反映させることだと思う。そういった機能があれば十分だろうと考える。 

例えば、紙面を読みやすくといったレベルのアドバイスが果たして評価として相応しいの 

か疑問が残る。 

○事務局 

必要性の項目のうち、 「実施主体」の中ではその事業を市が実施すべきかどうかを判断す 

ることとなっているので、ご注意願いたい。 

なお、「有効性・効率性」では、広報紙の現在の配布方法が適切かどうか、直営と比較し 

て編集作業を外部委託することにより効率化を図るべき余地があるといった業務の進め方な 

どの議論をしていただきたい。また、事務事業の改善提案については、附帯意見として整理 

していただければと思う。 

○坂本副委員長 

市民からの要・不要にかかわらず広報紙を全世帯に配布することについて、見直すべきと 

いう点を評価に加えることを忘れていたので、「有効性・効率性」をＡからＢに変更させて 

いただきたい。 

○古賀委員長 

委員会全体の評価をまとめていきたい。 

広報紙は市民と市政を結ぶ紙ベースでの情報媒体として、その「事業の必要性」について 

は十分認められるためＡ判定とする。 「実施主体」に関して、事務の一部については民間で 

も実施可能と考えられるのでＢ判定とする。 

また、広報紙の内容も含め配布方法等を見直す余地があると考えられ、「有効性・効率 

性」は余り認められないため、Ｂ判定とする。従って、 「総合評価」Ｂを委員会として決定 

したい。 

以上のとおり委員会の評価とすること関して異議はないか。なお、事務事業の改善点につ 

いては、 「総合評価」の中で附帯意見として指摘するものとする。
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○各委員 

異議なし 

⑵ 電子計算処理システム管理運営事業 

○坂本副委員長 

「事業の必要性」 ・ 「実施主体」ともＡ判定とする。 「有効性・効率性」については、デー 

タがないため電算化される前後の比較はできないが、他都市との比較において７割程度の事 

業費で実施できていることから、効率的な運用が認められるため、Ａ判定とした。従って、 

「総合評価」はＡ。 

○赤木委員 

「事業の必要性」はＡ判定で、「実施主体」はＢ判定とした。事業の実質的な内容につい 

ては業者に頼らざるを得なくなっている。 「有効性・効率性」はＢ判定とした。 「総合評価」 

はＢ。 

○田中委員 

「事業の必要性」はＡ判定で、「実施主体」は市であると考えるためＡ判定とする。 「有効 

性・効率性」については業務の効率化が図られており、事業効果はあると認められるのでＡ 

判定。 「総合評価」はＡ。ただし、事業効果を客観的な数値により測定する観点から、各々 

の業務の処理単価の把握や適切な成果指標を設定していただきたい。 

○増田委員 

「事業の必要性」はＡ。 「実施主体」については、一部外部の専門家が実施すればよいと 

考えるのでＢ判定とする。こういった種類の事業は予算化すればいくらでも増加していく可 

能性があり、経費削減に向けて工夫するなど検討を進める余地があると思い、「有効性・効 

率性」はＢ判定としたい。従って、 「総合評価」はＢ。 

○古賀委員長 

「事業の必要性」 ・ 「実施主体」ともＡ判定とする。 「有効性・効率性」をＢ判定としてい 

たが、効率化を図っていることが認められるのでＡ判定に変更させていただきたい。 

各委員の事業に関する意見については、総合評価の中の附帯意見として反映させてはいか 

がかと思う。 

以上、委員会の評価として「事業の必要性」をＡ、 「実施主体」をＡ、 「有効性・効率性」 

をＡとし、 「総合評価」をＡとさせていただきたいが、異議はないか。 

ただし、事務事業の実施にあたっては費用対効果の分析を行うことやより一層の効率化を 

図ることを附帯意見としたい。 

○各委員 

異議なし 

⑶ 車両管理事業 

○坂本副委員長 

財務部管財課は車両の形式上の管理者に過ぎず、本来車両を必要としているのは福祉部な 

ど他の部署であり、それらの意見等を聴かないことには評価が困難であると考え、「必要 

性」についてＢ判定とさせていただいた。 

軽自動車の運行方法についての積極的な提案はできないが、例えば３年に一度あるかない 

かの緊急時対応のためにマイクロバスを所有しているということは、 「有効性・効率性」が 

余り認められないと考え、Ｂ判定とした。その結果、「総合評価」はＣとなった。
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○赤木委員 

なぜ車両をリースしないのか不思議に思っていたが、リースをすれば車両を購入するより 

逆に高くつくということを確認できた。また、運行方法については、もう少しやり方がある 

のではないかと考えた。従って、 「事業の必要性」をＡ、「実施主体」をＢ、「有効性・効率 

性」をＢ判定とした。 「総合評価」はＢ。 

○田中委員 

車両自体は「事業の必要性」が認められるため、Ａ判定とした。 「実施主体」もＡ。 

車両の使い勝手が以前より悪くなっているという印象を受けたが、車両の一元管理はアイ 

ドルタイムを無くせることから一般的な考え方であり、「有効性・効率性」が認められため、 

Ａ判定とさせていただいた。「総合評価」はＡ。 

車両を管理している部署である管財課の説明から、車両の使用に関するニーズを感じにく 

かった。管財課は、車両の使用にあって単に交通整理をする役割だけでなく、使用課からの 

ニーズを汲み取る仕組みづくりにも努力するべきではないかと思う。 

○増田委員 

そもそも一元管理にした目的がはっきりしなかったように思える。車両利用の実態に関し 

て調査をし、現状の把握や分析をしていただきたい。 「実施主体」 ・ 「事業の必要性」 ・ 「有効 

性・効率性」ともＢ判定とした。 「総合評価」はＣ判定となる。 

○古賀委員長 

何らかの形で車両は必要であるということは認めたい。ただ 46 台すべてが必要かどうか 

については、対象・範囲・使用目的を明確にすべきであろう。代替手段も検討したと聞いた 

が、はっきりとした理由付けを伺えなかった。 「事業の必要性」 ・ 「実施主体」ともＢ判定。 

行政改革の一番難しい問題は、コスト削減とサービス向上について両方を同時に戦略的に 

することである。車両管理事業については、経費節減・効率的な運用など改善する余地があ 

ると認められる。 「有効性・効率性」に関してはＢ判定とした。従って、「総合評価」はＣと。 

○赤木委員 

車両管理事業は、H17 から H18 年度にかけて事業費が大幅に削減されている。行政改革に 

よる実績を出されたと理解している。だから逆に評価をしたいと考える。 

○田中委員 

委員長同様、評価の判断材料となるデータが整理されていないと感じた。 

○古賀委員長 

車両関係については、他都市ではかなり予算・保有台数などをシビアにカットしているよ 

うだ。行政改革という視点からすれば他都市の状況もひとつの指標とし、厳しくみていく必 

要があるのではないか。 

○坂本副委員長 

車両が行政改革のターゲットとなっており、やり過ぎの状態となっているような感じを受 

けた。担当部署は、行革の流れに負けずに必要ならば必要と言うべきではないか。効果とし 

て経費は削減されているようだが、目に見えないところでコストがあがっているのではない 

かという危惧がある。 

所管課の説明によれば、車両があるから使うといった状況ではなく、職員は自分たちの職 

務のため必死になって車両の確保をしている状況に思える。 

○田中委員 

そういうことであれば、もっときちんと管財課はその状況や原因を説明すべきと考える。 

○古賀委員長
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各委員の意見が集約されてきたと思われる。 「事業の必要性」はＢ、 「実施主体」はＢとす 

る。「有効性・効率性」については、管理のあり方自体に改善の余地があるため、Ｂ判定と 

する。従って、「総合評価」をＣとすることでどうだろうか。 

○増田委員 

事務事業単体で見た場合、事業額が削減となればアピール度はアップする。ただ、事業の 

削減額が他の事業にばら撒かれた結果、他の事業費がアップしてしまっては意味がなくなっ 

てしまう。全ての事務事業費のトータルをチェックするという視点が必要ではないのか。 

○古賀委員長 

増田委員のご指摘については、事務事業評価を踏まえて次のステップの中で議論すべきこ 

ととなろう。 

○坂本副委員長 

軽自動車については理解したが、マイクロバスの所有については必要ないと思う。 

○田中委員 

管財課は、マイクロバスを所有することが必要ならば、使用内容についてもっとアピール 

するべきだと思う。 

○古賀委員長 

マイクロバスだけを個別的にみるのではなく、軽自動車も含めた車両管理事業全体に対し 

て評価することが適切であると思う。 

○古賀委員長 

それでは車両管理事業について、「事業の必要性」 ・ 「実施主体」ともＢ、 「有効性・効率 

性」をＢとし、 「総合評価」をＣとすることでよろしいか。 

なお、 「総合評価」のコメントは現在の事務事業の全てを否定するわけではなく、事務事 

業の改善につながる記載内容としていくことが重要である。今後、附帯意見の書き方などを 

含めて検討していきたい。 

○各委員 

異議なし 

４ その他 

○古賀委員長 

本日の委員会としての評価結果については、事務局でいったん整理し、次回委員会で報告 

することとする。 

また、残っている事業のヒアリングを終えた後、９月頃には委員会として事務事業評価に 

係る報告書をまとめる。その文言についてはこれまで各委員からいただいた意見等を踏まえ、 

私の方で整理するともに素案を作成し、第 7 回委員会において提案させていただきたい。 

○各委員 

異議なし 

○古賀委員長 

次回の委員会では、今回と同様に所管課とのヒアリングが予定されているが、特に意見等 

がなければ会議を公開で実施したい。 

○各委員 

異議なし


