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第５回明石市行政評価委員会 議事録 

１．日 時 平成 19 年８月８日（水） 午後 1 時 27 分～午後４時 35分 

２．場 所 市民会館第２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 （環境部明石クリーンセンター）出雲次長、黒兼所長、田中参事 

兼ごみ対策課長、凪技師 

（産業振興部商工労政課）正木次長兼商工労政課長、加藤係長、 

酒本主事 

（土木部道路管理課）福田次長兼道路管理課長、中島係長、 

坂原主事 

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 ４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) 事務事業評価シート〔資料１〕 
(2) 事務事業評価の判定シート〔資料２〕 
(3) 評価対象事業に係る質問・回答一覧表〔資料３〕 

６．議事の内容 

１ 事前打合せ 

○古賀委員長 

「ＴＭＯ支援事業」のヒアリング及び評価について、田中委員の申し出及び前回の委員会 

での取り決めのとおり、同事業の評価に同委員は加わらず、その間、退席されるのでご了解 

願いたい。 

これは、同事業において明石市から補助を受けている明石地域振興開発株式会社の監査を、 

田中委員の所属する監査法人が行っている関係上、その監査により知り得た情報の守秘義務 

があることから、評価に携わらないことが適当ではないかとされたことによるものである。
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２ 事務事業評価の所管課ヒアリング 

(1) 焼却施設運営事業（環境部明石クリーンセンター） 

○明石クリーンセンター 

－資料１「事務事業評価シート」により事業の説明－ 

○坂本副委員長 

売却電力に係る金額ベースでの年度推移について、説明していただきたい。 

○明石クリーンセンター 

平成 11 年度から平成 18 年度までの売却電力料金の推移については、平成 11 年度が 123 

百万円で、以下 12 年度が 143 百万円、13 年度が 148 百万円、14 年度が 149 百万円、15 年 

度が 141 百万円、16 年度が 147 百万円、17 年度が 179 百万円であり、直近の平成 18 年度で 

は 194 百万円を売却した。 

○坂本副委員長 

発電コストを教えてほしい。 

○明石クリーンセンター 

発電コストは、平成 18 年度実績で 7.97 円/ｋＷｈであり、これは設備投資額と人件費な 

どを含んだトータルコストである。 

○坂本副委員長 

その発電コストに対する売却電力価格はいくらとなっているのか。また、売却電力価格は 

発電コストと同じぐらいか。 

○明石クリーンセンター 

売却電力価格は時間帯によって細かく分かれているが、標準的な昼間の時間帯で 8.13 円/ 

ｋＷｈである。売電価格は発電コストと同じか、それを少し上回っている。 

○坂本副委員長 

焼却したときの余熱を利用した発電は、設備投資費を含んだコストを考慮しても損をして 

いないということになるのか。 

○明石クリーンセンター 

需要が多くなってきていることもあり、現在では売電価格が発電コストを上回っている。 

しかし、２年前では売電に較べて発電コストの方が高かった。 

○坂本副委員長 

そもそもエコロジーの観点から発電をしようとしたのか。 

○明石クリーンセンター 

エネルギーのリサイクルという観点からこの発電設備を導入した。 

○増田委員 

施設・設備のメンテナンスは外部委託をしているようだが、施設・設備の管理運営は直営 

だと考えてよいか。 

○明石クリーンセンター 

メンテナンスは外部へ委託しているが、管理運営について平日昼間は直営で、また、夜間 

及び休日は業者へ委託している。 

○増田委員 

設備のメンテナンスに係る経費削減のために、業者を決める際入札を実施しているという 

ことだが、どのように方法で行っているのか。 

○明石クリーンセンター
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定期的に交換する部品を含めて、メンテナンス業務に係る入札を実施している。なお、部 

品に関してはメーカー品もしくはそれに相当するものという条件を付している。 

○増田委員 

ごみの処理については、焼却だけではなく収集運搬費用も含め多大な経費を要しているの 

で、さらに経費の圧縮に努めていただきたいと思う。 

○赤木委員 

発行されている今年の３Ｒガイドブックには、平成 16 年度と平成 17 年度とを較べるとご 

み処理の経費が約１億 8,000 万円減額されたとの記載があり、一方で焼却施設運営事業の事 

務事業評価シートからその間の事業費の推移を計算すると約１億 6,000 万円が減額されてい 

る。

従って、ごみ処理全体での削減額は、焼却施設事業において大半が産み出されたと考えて 

よいか。 

○明石クリーンセンター 

削減された額の一部は収集運搬部門により産み出されたが、多くは焼却施設部門で削減さ 

れたものである。 

○赤木委員 

施設の管理運営の一部を直営から委託に変えた結果、人件費で約１億円の削減効果が生じ 

ている。ごみ処理に関する経費を減らすという意味では、市民も含め他部門の協力なども重 

要となってくるが、ますます焼却施設部門に削減のウェイトがかかってくると思われる。 

○明石クリーンセンター 

ごみ処理における収集運搬についても、現在、経費削減に努めているところである。 

○赤木委員 

事業系のごみも家庭ごみと同様にきちんと分別し排出されているのか。また、収集された 

ごみの中身をチェックしているのか。 

○明石クリーンセンター 

事業系のごみも排出者が出す段階で分別するのを基本としている。もちろん市では毎日そ 

のチェックを実施している。 

○赤木委員 

ごみを焼却する際の余熱を利用し発電した電力を自家消費することにより、温室効果ガス 

である CO2 の削減に役立っているとするが、焼却そのものは CO2 を排出していることから、 

矛盾が生じていると思う。 

○明石クリーンセンター 

我々の取り組みとしては、まず３Ｒ（発生抑制・再利用・資源化）の実施により、CO2 を 

削減することを最も重要なものとしている。そうした取り組みを進めてもなおどうしても焼 

却せざるをえないごみが生じ、これを焼却することはやむをえない。しかし、その焼却にあ 

たっても、できるだけその熱エネルギーを回収し、CO2 の削減に努めている。 

○古賀委員長 

ごみの焼却による減量化とそれを利用しての発電を事業の目的とし、発電量に関しては過 

去３年間でその成果が上がってきているが、ごみの減量率についてはそれほど大きな変化が 

見られない。 

○ごみ対策課 

明石市でのごみの減量化については、若干右下がりで推移している状態にある。 

平成 19 年 3 月に改定した一般廃棄物処理基本計画では、平成 17 年度を基準とし平成 22



4 

年度にはリサイクル率 26％の目標を掲げており、現在その取り組みを進めているところで 

ある。参考までに、国の方針では 24％となっている。 

○古賀委員長 

今後、業務の外部委託も含めコスト削減の可能性はあるのか。 

○明石クリーンセンター 

焼却施設事業に限っていえば、これまでさまざまな削減の取り組みを進めてきたため余地 

は少ないが、コスト削減の可能性について、包括的民間委託の導入や現行の直営業務から外 

部委託へ移行するなどにより、数パーセントのコスト削減は考えられる。 

しかし、今後、施設が老朽化していくため補修費用の増加が生じる。これをいかに抑制し 

ていくかといったことに力を注いでいきたい。 

○坂本副委員長 

成果指標について、どうすれば減量率を下げることができるのか。 

ごみの減量化を促進する方法の一つとしてごみの有料化が考えられるので、それに対する 

市の考えがあれば教えてほしい。また、ごみの有料化についてはどこの部署が担当している 

のか。 

○明石クリーンセンター 

減量率を下げるというよりも、成果指標に記載している燃え残りを示す指標値について、 

法定の基準である３％を守ることを重視している。 

我々としては、焼却施設の運営や整備をきちんと行うことにより、その指標値を維持して 

いきたいと考えている。 

○ごみ対策課 

ごみ有料化については、現在、ごみ対策課で検討を進めているところである。すでに粗大 

ごみは有料化されている。それ以外の有料化に関しては、あらゆるごみの減量化施策を実施 

し、それでもなお不十分と考えられるのであれば、市民との議論を進め取り組んでいきたい 

と考えている。 

○増田委員 

焼却施設の管理については、住友重機械工業系列の会社に外部委託していると聞いている。 

○明石クリーンセンター 

焼却施設本体のメンテナンスや制御室での業務も含め、メーカー系列の保守会社が受託し 

ている。 

○田中委員 

発電した電力量の全てを関西電力へ売却しているのか。 

○明石クリーンセンター 

施設で発電した量のうち約半分を自家消費に使い、残りを関西電力に購入していただいて 

いる。 

○田中委員 

平成 16 年度から約２割の事業費が削減されているが、その理由を教えてほしい。 

○明石クリーンセンター 

施設の運転管理の民間委託化を進めてきたことに伴う人件費の削減と、業務委託について 

随意契約から一般競争入札へと契約方法を見直したことがあげられる。さらに、消耗品の交 

換にあたっても可能な限り長く使用し、交換頻度をできるだけ少なくするよう努めているこ 

とが事業費の削減につながっている。 

○田中委員
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業務委託に関し入札できる部分は入札し、事業費削減の工夫をしているが、さらに削減の 

余地はあるのか。 

○明石クリーンセンター 

削減の取り組みはこれまで可能な限り進めてきており、更なる削減への取り組みも必要で 

はあるが、ある程度の限界を迎えていると考えている。 

○赤木委員 

家庭系ごみを焼却場へ持参すると 10kg 当たり 50 円、事業系のごみでは 70 円の手数料が 

かかると聞いており、20 円の差がある。事業系ごみの量はごみの量全体の 45％を占めてお 

り、事業系ごみの手数料は処分コストに見合ったものとなっているのか。 

○明石クリーンセンター 

事業系ごみは事業者の負担で処理していただくことを基本としている。処理原価を考慮し 

差をつけている。 

○田中委員 

事業の成果指標としてごみ処理に係るトンあたりのコストが適当であると思う。 

○明石クリーンセンター 

コストという視点からの指標もあると思うが、ごみの減容を図ることを事業の目的として 

いることから、評価シートに記載している成果指標が最適であろうと考えた。 

(2) ＴＭＯ支援事業（産業振興部商工労政課） 

○田中委員 

－退室－ 

○商工労政課 

－資料１「事務事業評価シート」により事業の説明－ 

○坂本副委員長 

アスピア明石の駐車場床については、当初は市が買い取るとともにそれを運営する予定で 

あったが、その後の核テナントの撤退などの影響により買い取りをとりやめた。 

市は床を購入しなかったが、市の出資する会社がそれを購入するのであれば、結果的にみ 

るとあまり代わり映えしないのではないかと思う。 

○商工労政課 

第３セクターを設立すれば、国が全額出資している中小企業基盤整備機構から 30 億円の 

出資を受けることできるという制度があったため、当時の市の財政状況を考慮し、できるだ 

け市の財政負担を減らしたいという観点から、そのような方法を選択した。その結果、出資 

額に相当する額が市の財政負担の軽減につながった。市としては苦渋の選択だった。 

○坂本副委員長 

毎年、明石市から約 1 億から１億 5,000 万円の補助金を明石地域振興開発(株)へ交付しな 

ければ、同社の経営は成り立たない。本来、明石市がすべきことの後始末をしているような 

ものであろう。 

これは何らかの政治的な理由により支援をせざるをえなかったのか、それとも、市の責任 

として支援をしなければならなかったのか。 

○商工労政課 

どちらかと言えば後者の理由により支援したものである。 

○坂本副委員長 

つまり事業の公共性を鑑みるに、毎年の市からの援助はやむを得ないということなのか。



6 

○商工労政課 

この事業は、長期的な中心市街地の活性化が大きなテーマである。施設ができて以来、数 

年が経過しているが、今後は駐車場だけではなく人の賑わいや交流、施設内の文化施設の活 

用も含め、総合的に施設自体の価値を高めていきたい。 

○坂本副委員長 

同社が駐車場と商業床の運営を実施しており、駐車場については収支状況が悪いというこ 

とだが、商業床の状況はどうなっているのか。 

○商工労政課 

商業床の事業に関しては、駐車場に比べ順調に進んでいる。また、既存の商店街と競合し 

ないよう客層が異なるテナントを誘致している。そういった意味で、アスピア明石の客層は 

若者を主なターゲットとしており、これまで明石にはあまりなかった商業施設となっている。 

○坂本副委員長 

事業費など金額面でのマイナス以外に、文化や人の流れなど市全体の活性化という視点か 

ら評価して欲しいということなのか。 

○商工労政課 

中心市街地まちづくり推進会議で明石港までの 60 ヘクタールを含め、大きなまちづくり 

を考えている。アスピア明石はその中での重要な拠点でもある。そのため公共駐車場が必要 

である。現在稼働率は悪いが、今後活用していきたいと考えている。 

○坂本副委員長 

市が方針転換したのは市の財政状況の悪化といった原因によるものなのか。それは市とし 

て予測できなかったということになるのか。 

○商工労政課 

震災前までは核テナントとして大丸が進出する予定であったが、震災の影響などもあり出 

店が取りやめられた。その直後にコープ神戸とも交渉を進めたが、これも最終的に出店を取 

りやめた経緯があり、市の財政状況の悪化もあるが震災の影響が大きかった。 

○坂本副委員長 

同社の収支状況からすると駐車場経営が改善されないかぎり、市としては一定の負担・支 

援が続いていくと予想される。なかなか適切な答えを見つけにくいとは思うが、これからど 

のような見通しをもっているのか聴かせてほしい。 

○商工労政課 

同社を単なる不動産会社といった感覚で捉えるのではなく、アスピア明石を拠点とし観光 

やイベントなどの事業展開を図っていきたいと考えている。 

○増田委員 

アスピア明石が完成したことにより中心市街地が活性化したという説明を受けたが、私も 

含め周辺住民としては、アスピア明石が完成したことによって、例えばダイエー明石店が閉 

店し、周辺の店舗も潰れていったという印象を持っている。 

○商工労政課 

アスピア明石は、主に若い女性をターゲットにした非常にファッション性が高い店舗など 

で構成されており、周辺の店舗とは棲み分けができていると考えている。なお、ダイエー明 

石店の撤退は、明石に限ってのことではなく全国的に同様のことが起きているので、同社の 

当時の経営状況などからの判断だったと思われる。 

明石地域振興開発(株)は、ショッピングセンター、駐車場、ＴＭＯ事業を行い、主に中心 

市街地の活性化を図ることを目的として設立されたものである。事業の実施にあたっては商
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工会議所や地元商業者団体などと一緒に、周辺の事業者の活性化を含め中心市街地全体の活 

性化に向けての事業に取り組んでいる。 

○増田委員 

同社が行っている事業には「たこ検定」等のイベントがあるが、それは会社の売り上げに 

貢献しているのか。 

○商工労政課 

イベントというものは、その事業効果の継続が難しい。要するにリピーターにどれだけ来 

ていただけるのかが問題であり、周辺商店街も含め決定的な方策を打てていないのが現状で 

ある。 

○増田委員 

アスピア明石の駐車場稼働率はどの程度なのか。 

○商工労政課 

駐車場については、駐車場回転率というものを主な指標としており、参考資料をご覧いた 

だければ平成 14 年度から 18 年度までの駐車場回転率が２となっている。これは平均して駐 

車区画一箇所あたり一日に２台の駐車があるということを示すものである。 

○赤木委員 

市が市街地再開発事業に関連する債権の放棄を行い、これですべて終わっていたと思って 

いた。今回の事務事業評価に携わったことにより、関係する事業に対してさらに市が補助も 

していると知り、市民として大変残念な気持ちである。 

週に一回、アスピア明石に入居している生涯学習センターに行くが、駐車場が空いている 

状況が見て取れるので、営業改善策を自分なりに考えてきた。 

例えば、現在の駐車場スペースをフットサル、バスケットやグラウンドゴルフなどスポー 

ツができるスペースに転用し、営業収入を増やす。 

また、周辺道路において駐車場の案内看板などが少ないと思うので、もっと積極的にア 

ピールするなど営業活動するべきであると考える。 

○商工労政課 

明石地域振興開発(株)も赤木委員と同じ考えで、これまでスポーツやイベントの会場、あ 

るいは臨時的な家具等の販売スペースとして貸与することを検討してみたが、照明の暗さな 

どの問題があり導入するのが困難であるというのが現状である。 

また、駐車場の案内看板が少ないという指摘はそのとおりであり、今後できるだけ案内に 

力を入れていきたいと考えている。 

○赤木委員 

同社の固定資産税負担額は結局市の収入となり、この事業による市からの補助金と相殺さ 

れるからかまわないが、それ以外は市が継続して負担せざるをえない。現在の経営状況が続 

くとすると、現段階で駐車場床を売却した方が最終的に市からの支出額がより少なく済むと 

思う。 

○商工労政課 

そのような考え方は可能性としてないこともないが、建物に入居している駐車場の特殊性 

がある。区分所有者が管理組合をつくるとともに、管理費用を出し合い、建物の共有部分の 

維持管理を実施しているため、通常の駐車場と違い建物に入っているが故の余分な経費がか 

かる。このような特殊性があるなかで買い手がいるのかどうか疑問である。 

○赤木委員 

現状のままで推移するとすれば、例えば 20 年先 30 年先も市は補助金を支出せざるをえな
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いということになるのか。 

○商工労政課 

同社が新しい事業展開を実施しない限り続くと考えられるため、駐車場の活用も含め新た 

な事業展開をさらに検討するよう同社に求めていきたい。 

○古賀委員長 

明石地域振興開発(株)の財務状況を見ていると、今後、累積赤字が増えていくと考えられ 

るが、これは単なる収支バランスの問題だけではない。 

同社は、明石の経済的な活性化を図っていくという大きな目標を掲げた事業を実施してお 

り、単純な評価をすることは適切とはいえない。 

ただし、市のＴＭＯ支援事業として評価する場合、この事業の必要性、あるいは事業効果 

などを判断しなければならない。そういった意味からもっと分かりやすい事業の成果指標を 

設定するよう要望したい。 

○商工労政課 

公共駐車場を収益を上げるためのショッピングセンターの駐車場と併用させ、民間企業の 

明石地域振興開発(株)に担わせていることに無理があると思う。公共駐車場は、本来採算性 

を犠牲にしてでも設置しようとするべき性格のものであり、例えば公園の一角に公共駐車場 

を設けるのであれば、税金を投入する価値があるといえる。委員の指摘は貴重なご意見とし 

て承りたい。 

(3) 道路維持補修事業（土木部道路管理課） 

○田中委員 

－入室－ 

○道路管理課 

－資料１「事務事業評価シート」により事業の説明－ 

○坂本副委員長 

道路補修を業者へ委託しているのか。 

○道路管理課 

従前、軽微な補修に関しては直営で実施していたが、現在は軽微なものを含めすべての維 

持補修作業を業者へ委託している。 

ただし、職員が道路パトロール中に発見し、緊急的に対応を要する場合のみ職員自らが応 

急処置をしている。 

○赤木委員 

例えば道路上で給水栓まわりのへこみがよく目立つ。そういった水道事業に関係すると思 

われる箇所も道路管理者が補修しているのか。 

○道路管理課 

基本的には道路を占用している施設が破損等の原因となっている場合、占用者が補修を実 

施するが、道路上のへこみなどはさまざまな原因により発生するため、場合によっては道路 

管理者と合同で実施することもある。 

○坂本副委員長 

道路上で事故が発生し、管理上の瑕疵を問われて損害賠償請求をされたことはあるか。ま 

た、損害賠償の原資はこの事業の予算に計上されているのか。 

○道路管理課 

年間３、４件程度の人身事故が発生している。また、市役所全体で賠償保険に加入してお
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り、その保険料はこの事業の予算には計上されていない。 

○赤木委員 

街路樹に高木や落葉樹はふさわしくないと思う。そういった種類の樹木は維持管理に費用 

がかかる。景観などへの配慮も必要であるが、思い切って街路樹を低木や常緑樹にしてしま 

えば、道路清掃や枝の剪定作業も少なくなり、維持管理費用をかなり削減できると思う。 

○道路管理課 

赤木委員のご指摘のように街路樹を低木にすれば維持管理の手間が省けると思うが、街路 

樹はその周辺の街並みといった景観形成にも影響を及ぼすものである。例えば、大久保町ゆ 

りのき通の百合の木や市役所周辺の観光道路の銀杏並木などがあり、単に維持管理の観点だ 

けで判断できない面もある。 

○坂本副委員長 

道路安全モニター制度が創設されたが、パトロールの実施はあくまで市職員が中心であっ 

て、モニターは補助的な役割と考えて良いのか。 

○道路管理課 

道路法の規定では、道路管理者がかなりの責任を負うことが求められているが、市職員な 

どによるパトロールだけでは全ての道路に目が行き届かない状況も現実である。 

そういったなか、道路安全モニター制度は、市民が市民の日常利用の中で道路の危険箇所 

を発見した場合に、いち早く市へ通報していただくという仕組みであり、既にスタートして 

いる。なお、兵庫県下では同様の制度をもっている自治体はない。 

○坂本副委員長 

事務事業評価シートにおける成果指標①「市民等からの通報・要望等に対する補修状況」 

の数値は、市民からの通報・要望内容に対する緊急性や信用性などを測るものであろう。仮 

に、この数値が 100％になれば、道路上の瑕疵が市民により全て適切に発見されているとい 

うことになるはずであり、従って市職員がパトロールなどに走り回る必要がなくなると思う。 

例えば、道路上のパトロールなどを経験も知識もある道路モニターに有償で全面的に任せ 

てみるという方法は考えられないだろうか。もちろん道路に関する最終責任は道路管理者に 

あるが、職員はモニターからの通報・要望に対して補修を執行するかしないかを決定すれば 

業務のかなりの部分が減ることになる。 

○道路管理課 

本来、道路管理者が果たすべき役割を全面的に市民の方へ任せてしまった場合、その責務 

を果たしていただけるか疑問である。他の自治体でも最終的にはその自治体が責務を果たし 

ている。 

○古賀委員長 

道路の維持管理に関して、指定管理者制度を導入した方がより経費を削減できるのか。 

○道路管理課 

制度を導入するとしても、果たして明石市という狭いエリアで明石市に密着した団体がい 

るかどうかが課題である。また、道路の維持管理には公園などとは違ったノウハウが必要と 

される。 

道路管理は、全国的にみても大半が直営で実施している。道路は公共性が高いといった考 

え方が根強く、そういう意味で旧態依然の管理体制かもしれない。 

○田中委員 

事業費はどのような内訳になっているのか。 

○道路管理課
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人件費を除いてほとんどが補修費である。 

○坂本副委員長 

この事業には道路への落下物の回収も含まれているのか。 

○道路管理課 

含まれている。 

○増田委員 

道路安全モニター制度は 40 名程度の定員で募集していたと思うが、応募状況などはどう 

だったのか。 

○道路管理課 

実際に募集に応じていただいたのは、定員に満たず 20人弱であった。 

○増田委員 

道路の状況は地元の人が一番よく知っている。速やかにそういう方々の意見が通る方法を 

整備していただきたい。 

○古賀委員長 

道路安全モニター制度を活用する必要はあるが、道路の現状については地元の自治会等が 

一番よく知っていると思う。自治会等はどのような活動をしているのか。 

○道路管理課 

自治会は道路の補修などに関して市へ要望書を提出している。なお、自治会や道路安全モ 

ニターも含め通報の仕組みなどを整えていきたいと考えている。 

○坂本副委員長 

一年間にどれだけの事業費を必要とするかは、実際にその年度が来てみないとわからない 

面があると思う。仮にその年度において予算が不足する場合はどのような手当てをしている 

のか。 

○道路管理課 

緊急事態が生じた場合は最優先で補修対応しなければならないので、そういう状況が続け 

ば年度前半で予算の７・８割を執行してしまうこともある。その場合は、財政部局と協議し、 

予算を補正することで手当てをする。 

○赤木委員 

この事業費には特定財源を充当させる余地はないのか。 

○道路管理課 

充当させる特定財源はない。 

○赤木委員 

道路延長 1km あたりの道路維持補修費を単純に計算すると約 74 万円となった。この数値 

は他都市と比較するうえで意味はあるか。 

○道路管理課 

人口・面積や規模も違うが近隣三市の状況を調査している。加古川市では、道路延長 1km 

あたりの補修費用が 54 万１千円、高砂市が 24 万２千円、姫路市が 98 万６千円であった。 

道路の幅員の違いもあり単純な比較は難しいが一つの目安となると思う。 

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たい。
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⑴ 焼却施設運営事業 

○坂本副委員長 

公共的色彩が強い事業なので「事業の必要性」 ・ 「実施主体」をＡ判定とした。 

「有効性・効率性」については、事務の改善に努力の跡が見られたが、まだ改善の余地は 

あると考え、Ｂとした。 

○赤木委員 

やらざるを得ない事業であることから「事業の必要性」をＡとし、また、この事業は市が 

実施すべきと考え、 「実施主体」についてもＡ判定とした。 

「有効性・効率性」は、ここ数年間の事業費の推移を見ているとごみ処理事業全体に占め 

る焼却施設でのコスト削減努力の貢献度が大きく、Ａとした。 

ただし、成果指標については焼却による減量率ではなく、焼却コストとする方が事業の目 

標をはっきりさせるためにも適切であると思う。 

○田中委員 

「事業の必要性」 ・ 「実施主体」に関しては、他の委員と同じ意見である。 

「有効性・効率性」をＢとする。発電施設と焼却施設とは性格が異なるものであり、 

別々にコストを測定し把握する必要がある。また、エコとコストとの関係についても原価 

計算等をきちんと行わなければならないと感じた。事業費に関してもっと効率性の観点か 

ら削減を追求できる余地があると考え、Ｂ判定とした。 

○増田委員 

「事業の必要性」 ・ 「実施主体」はＡで、 「有効性・効率性」についても事業の実施にあ 

たって効率的に進めていると認められたのでＡ判定とした。ただし、施設のメンテナンスに 

ついては、さらにコストを下げる工夫を検討していただきたい。 

○古賀委員長 

「事業の必要性」は、公共性の高い事業であるためＡとした。 「実施主体」に関してもご 

み処理は市の責務であり、当然市がしなければならないので同じくＡ判定とする。 

「有効性・効率性」は、確かに改善の努力をしていると評価できるが、包括的な業務委託 

の可能性があり、また、メンテナンスに関しコスト削減の余地もあると考えられる。評価が 

厳しいかもしれないが将来への期待を込めて判定をＢとした。よって「総合評価」はＢ評価 

となる。 

各委員の評価を整理すると「事業の必要性」についてこの事業は公共性が高く、「実施主 

体」も市に責務があることから市が実施すべきであり、いずれもＡ判定に集約できる。 

ただし、 「有効性・効率性」については、委員間で意見が分かれているので、議論してい 

きたい。 

○増田委員 

私は、 「有効性・効率性」の評価をＡとしていたが、限りなくＢに近い。さらに包括的な 

委託を実施することで効率化を進める余地があるともいえる。 

○赤木委員 

電力量に関して質問できていないが、単純に計算すると総発電量と自家消費量・売電量と 

の間に差が生じており、一部の電力が何にも使われずに消えているように思える。 

無駄なく関西電力に売電すべきで、それにより売却金額が増えると思う。よって「有効 

性・効率性」に関して少し問題があるとも考えられる。 

○田中委員
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私もそう思う。 

○古賀委員長 

「有効性・効率性」については、余熱を利用した発電とそれに伴う売電などある程度事業 

の効率化に向けての努力は見られるが、包括的民間委託などを進めることにより維持管理費 

用を抑制する余地があるとして、Ｂ判定を提案したい。 

整理すると、 「事業の必要性」をＡ、 「実施主体」もＡとする。 「有効性・効率性」につい 

てはＢとする。従って「総合評価」はＢとなる。 

○各委員 

異議なし 

⑵ 道路維持補修事業 

○坂本副委員長 

「事業の必要性」及び「実施主体」はＡとした。 

「有効性・効率性」に関しては、道路上の瑕疵に対して市には大きな責任があるが、道路 

を使用する市民の協力をいただく方向に積極的に持っていかないと、旧態依然たる維持管理 

方法が変わらないと考える。 

また、積極的に市民の力を借りるという視点から道路安全モニターの有償制に取り組んで 

欲しいと思い提案したが、現在の所管課の姿勢は少し及び腰であると考え、Ｂ判定とした。 

○赤木委員 

「事業の必要性」 ・ 「実施主体」に関して、道路は市の施設であり、当然市が事業を実施し 

なければならないので、Ａとした。 

「有効性・効率性」は、事業内容が維持管理なのでコスト削減を考えながら事業を実施す 

る必要がある。まだまだ削減に向けての取り組みが不十分であると思う。 

また、住民の協力を仰ぐとともに、維持管理に手間がかからないよう街路樹を低木にする 

などコスト削減に努めるべきである。よってＢ判定とした。 

○田中委員 

「事業の必要性」 ・ 「実施主体」に関しては、他の委員と同様にＡとした。 

「有効性・効率性」は、予算の範囲内で市民からの要望などを聴きつつ、うまく対応でき 

ていると思い、Ａ判定とした。 

○増田委員 

「事業の必要性」 ・ 「実施主体」ともにＡとした。 「有効性・効率性」もＡとした。 

市の担当職員は本当によく対応していただいていると感じている。坂本副委員長が指摘す 

る仕組みも検討していただければ、より良くなるのではないかと思う。 

○古賀委員長 

安全に関わることであり、また、公共性の高い事業であることから、「事業の必要性」 ・ 

「実施主体」をＡとした。 

「有効性・効率性」については、今年から道路安全モニター制度を実施し、道路の維持管 

理においてできるだけ市民の力を取り入れていきたいという姿勢が見えた。この点は評価で 

きると考え、Ａ判定とした。 

各委員の意見を整理すると、 「事業の必要性」 ・ 「実施主体」については全員Ａであり、意 

見の一致をみた。その理由としては、市の施設である道路の管理は管理者である市が行う必 

要があり、道路の安全を確保するこの事業は公共性が高いといったことがあげられる。 

「有効性・効率性」については、意見が分かれているので議論したい。
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○坂本副委員長 

道路の管理瑕疵については、年間３・４件の損害賠償請求がありそれが多いのか少ないの 

か、あるいはその原因が分からないが、毎年コンスタントに起きているようだ。 

結局、道路の瑕疵を効率的に見つけるためには、市職員の眼だけでは限りがあり、もっと 

多くの眼が必要だと思う。そして、これまでと同じ方法ではなく実際に道路周辺で生活して 

いる方に有償で協力を得ればよいと考える。 

○古賀委員長 

事故の賠償請求が毎年３・４件あるのか、あるいは、たまたま３・４件発生したのか不明 

であるが、維持管理にいくら力を注いだとしても賠償請求はゼロにはならないという見方も 

ある。また、事故の賠償請求が毎年３・４件というのは他都市と較べて少ないという見方も 

できる。評価が分かれるところである。 

○増田委員 

賠償請求の内容を具体的に聞いてみないと分からないが、何件かはいわゆる「クレー 

マー」と言われる人もいるのではないか。 

○田中委員 

道路の異常個所発見のため必要であれば、市職員の配置を増やすことによりパトロールを 

充実させることや市民の協力を得ることを検討すれば良い。 

○赤木委員 

維持管理に係るコストについては知恵を出し、減らすべきだと考えている。コスト削減の 

考えを常に持っておかないと施設は老朽化するのでコストは上がる一方であろう。そういう 

効率性の観点からこの事業の現状はまだ取り組みが不十分だと考える。 

○古賀委員長 

損害賠償事故が生じないよう完璧に管理しなくてはいけないのか。また、許容の範囲をど 

れだけみるかといった判断が難しい。 

ここで「有効性・効率性」の評価について提案したい。市民等からの通報やパトロールで 

発見された異常個所を即時に補修しており、効果的な業務が実施されていると認められる。 

また、道路安全モニター制度の創設により市民の協力を得る仕組みづくりも評価できると思 

う。

ただし、坂本副委員長の指摘にあるように有償化を含めたモニター制度を充実させるなど 

改善の余地があるが、 「有効性・効率性」はＡとしたい。 

「事業の必要性」はＡ、 「実施主体」もＡとなる。これらの理由は既に述べたとおりであ 

る。なお、損害賠償事故をゼロにするよう努力する旨を附帯意見としたい。 

○各委員 

異議なし 

⑶ ＴＭＯ支援事業 

○田中委員 

－退室－ 

○坂本副委員長 

この事業は、これまでヒアリングをした事業とは基本的に違うと思う。市が事業自体をや 

らざるを得ないという政治的な判断がある。従って、「事業の必要性」及び「実施主体」に 

ついては、Ａ以外はあり得ない。この事業を行政評価の対象に選んで果たしてよかったのか 

疑問が生じた。
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「有効性・効率性」については、公共性がある駐車場を会社形態で運営しながら、公共性 

が強いと説明することに対する所管課担当者の歯切れの悪さを感じた。つまり市内部でも論 

理的な整理ができていないと考えられる。 

事業計画の変更により、駐車場経営を市から手放さざるをえない状況になった段階で、論 

理的に公共駐車場とは言えなくなっている。 

市が事業をやらざるを得ないのであれば、「有効性・効率性」に関して今後は事業の改善 

策しかあり得ないと考える。現状を脱するために頑張って欲しいという意味でＢ評価とした。 

ただし、駐車場回転率が平均して１日に２回転ということだが、そもそも駐車場の経営に 

おいて重要なことは、「１日 24 時間のうち駐車区画を車が何時間占有していたか」という視 

点であろう。駐車場の稼働率ではなく、回転率という甘い指標を設定していることが気に 

なった。 

○赤木委員 

「事業の必要性」及び「実施主体」については、Ａしかあり得ない。 

あとは駐車場事業をどう改善していくかとなるが、明石地域振興開発㈱が経営改善努力を 

していることは十分理解できる。 

ただし、パークアンドライド制度は始まったばかりだが、もっと利用者数を増やす努力を 

して欲しい。また、青空部分の駐車場を遊びやスポーツ等のイベント会場へ一時的に転用す 

るなど今まで以上に営業面で努力する必要がある。よって「有効性・効率性」はＢとしたい。 

○増田委員 

この事業のいきさつが全く理解できない。現状のままで良いのか。この事業の必要性はあ 

るのかどうか分からないので、「事業の必要性」 ・ 「実施主体」はいずれもＢとした。 

「有効性・効率性」に関して、明石地域振興開発(株)は経営努力しているということだが、 

あまり認められなかった。所管課の監視や指導も不十分ではないかと思う。赤木委員同様、 

もっといろいろな事業が展開できるはずである。 

○古賀委員長 

この事業自体が行政評価の対象となりうるのかどうか大きな問題である。市の中心市街地 

や経済の活性化など大きな目標を据えて事業を開始しているためである。 

市の政治的判断として事業が始まったのであれば、そのような観点から事業を見ていかざ 

るをえない。市としては初めから事業内容に問題があることを分かったうえで実施している 

ように見受けられる。 

「必要性」や「有効性・効率性」のいずれも、市の大きな取組の中での事業であること 

を認めざるを得ないことから、判定もＡとせざるを得ない。 

そういうわけでこの事業の評価は非常に難しい。「有効性・効率性」についてもう少し議 

論をしたい。 

○坂本副委員長 

他の委員の意見にもあったが、駐車場事業に関して営業努力が足りないと考えられるので、 

「有効性・効率性」の判定をＡとしにくい。 

○赤木委員 

私は毎週アスピア明石に行くが、駐車場の利用は少ないように見える。 

○増田委員 

私は、ほぼ毎日駐車場も含めアスピア明石を利用しているが、駐車場には市の公用車だけ 

が停まっているという状態も多い。 

○坂本副委員長
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市としては、しっかり集客するよう明石地域振興開発(株)を指導しなければいけないが、 

その点に関しても必ずしも十分ではないように思える。 

○古賀委員長 

そもそもこの事業は中心市街地の活性化という大きな観点から実施されており、始めから 

有効性や効率性がどうかということを想定していないと考えられるが、 「有効性・効率性」 

がＡという判定となると全て問題ないという評価になってしまう。私としては、評価をＢに 

変えることに異議はない。 

○増田委員 

明石地域振興開発(株)がいろいろな面で経営努力をしていることは分からないでもないが、 

この事業により投入した約 1 億円は中心市街地の活性化に対して有効に使われているといえ 

るのかどうかは疑問である。 

○古賀委員長 

この事業の評価は非常に困難であり、事務事業評価の対象に選択したことが妥当であった 

かという問題も確かにあるが、委員会として対象に選んだのであるから評価を進めざるをえ 

ない。なお、この事業に関しては、別の機会に政策的な判断も含めた抜本的な議論が必要で 

あろう。 

それでは、 「事業の必要性」に関しては、震災の影響などからアスピア明石の核テナント 

候補が撤退し、政策的な判断により市街地再開発事業に対する支援方策の一環として保留床 

を明石地域振興開発㈱に駐車場として取得させたものであることから、これは認めざるを得 

ない。また、「実施主体」も市が実施せざるを得ない。従って、「事業の必要性」 ・ 「実施主 

体」ともＡとする。 

また、「有効性・効率性」に関しては、当初から同社の駐車場事業における不採算性の問 

題があるが、駐車場事業の収入増につながるその他の支援方法があると考えられるため、Ｂ 

判定としたい。以上により、「総合評価」はＢとなる。 

なお、今後は駐車場の稼働率を高めるなど事業収支の改善に向け、積極的に同社を指導す 

ることを附帯意見としたい。 

○各委員 

異議なし 

４ その他 

○田中委員 

－入室－ 

○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。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


