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第６回明石市行政評価委員会 議事録 

１．日 時 平成 20 年７月 17日（木） 午後 1 時 30 分～午後４時 15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（生涯学習センター） 

岩崎所長、豊島主幹兼管理係長、上原主事 

（総務部総務課） 

平野課長、今井総務係長、東谷書記 

事務局（行政改革課） 

梅木課長、村田係長、石川主事 

傍聴者 ２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（生涯学習センター維持管理事業、文書管理事務事業 ） 〔資料 1〕 

(2) 事務事業評価の判定シート（生涯学習センター維持管理事業、文書管理事務事業 ） 〔資料 2〕 

(3) 参考資料 明石市生涯学習センター条例 

明石市生涯学習センターご利用のご案内 

生涯学習センター利用者数の推移 

生涯学習センター維持管理費の推移 

６．議事の内容 

(1) 前回評価対象事業の内容確認 

○古賀委員長 

「CATV 放映事業」は、必要性、及び有効性・効率性について、改めて広報課より説明を 

いただくということで再ヒアリングとした。 

次に、「中小企業融資対策事業」に関しては、必要性はＡだが、有効性・効率性について 

の意見が分かれたため、“制度の意義・目的・その戦略などの取り組みについて、担当課が 

認識を持った上で業務を進めること”、という意見を付すことを条件に、多数決で総合評価 

をＡとした。 

○全委員 

異議なし。
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(2) 事務事業評価の所管課ヒアリング 

① 生涯学習センター維持管理事業（生涯学習センター） 

○赤木委員 

事業費のうち、 “その他特定財源”の内訳について教えて欲しい。 

○生涯学習センター 

貸館の使用料と若干の雑収入で構成されている。 

○赤木委員 

Ｈ17 年度決算額において、その他特定財源がゼロなのはどうしてか。 

○生涯学習センター 

貸館の使用料収入を充当する事業は二つあり、まず、第一優先順位である“生涯学習セン 

ター運営事業”に充当されることとなる。その次が本事業である。 

Ｈ17 年度決算額においては、本事業に充当する使用料がなかったということである。 

ちなみに、Ｈ19 年度は 20,680 千円の使用料収入があり、まず生涯学習センター運営事業 

に充当され、その残りである 9,660 千円が本事業に充当されたという訳である。 

○赤木委員 

生涯学習センターで実施されている、事業全体で判断しないとよくわからない。つまり、 

事業経費に見合う収入であるのか、貸室料金が妥当であるか等の判断ができない。 

○生涯学習センター 

委員ご指摘の質問は予想できた。ただし、生涯学習センターの管理及び運営の事業とみれ 

ば、Ｈ20年度予算において、両事業を足すと約 100,000 千円ということとなる。 

○赤木委員 

つまり、両事業費を足しても、その７割が本事業の経費である。では、生涯学習に係る経 

費とは何か。判断のしようがない。例えば、今秋からは“こども図書館”ができるが、貸室 

の費用徴収は行うのか。 

○生涯学習センター 

“こども図書館”は市教育委員会が所管することとなり、使用料の徴収などは現在予定し 

ていない。 

○赤木委員 

“こども図書館”の光熱水費はどうするのか。生涯学習センターが費用負担するのか。 

○生涯学習センター 

調整中である。 

○赤木委員 

それでは、男女共同参画センターは費用負担しているのか。 

○生涯学習センター 

費用負担していない。 

○赤木委員 

それはおかしいのではないか。これが事業本来のあるべき姿なのか。事業所管課として不 

都合はないのか。 

○生涯学習センター 

事業費の大半が生涯学習センターという建物の維持管理費であり、生涯学習施策そのもの 

という訳ではない。 

○赤木委員 

事業の成果指標についても、当初の評価シートから変更しているようだが。
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○生涯学習センター 

生涯学習センターの運営事業とその維持管理事業は、どこまでが互いの事業テリトリーか 

と悩んだ。確かに、効率性という面で判断すれば、一体で考えるべきという認識はあった。 

ただ、 “事務事業評価”ということであり、維持管理事業に特化して記載しようと考え、 

このような評価シートとなった。 

○増田委員 

“アスピアあかし”には、住宅・駐車場・男女共同参画センターなどがあり、そもそも複 

合ビルであるが、ビル全体の管理責任は“管理組合”が負っているのか。 

併せて、７階以上の部分は生涯学習センターが維持管理しているという訳か。 

○生涯学習センター 

そうである。７階以上は市の専有施設として管理している。 

○増田委員 

生涯学習センターの維持管理に関しての苦情や意見はあるのか。 

○生涯学習センター 

センター利用のお客様からは“使用結果報告”を出していただくこととなっており、寄せ 

ていただいた意見等は様々である。 

敢えて改善要望的な意見を取り上げれば、 「設備が壊れているので改修して欲しい」 、 「施 

設の使用料は取り過ぎである」、というような要望があり、所管課として改善すべきは改善 

している状況である。 

○増田委員 

特に苦情が出るところだと思うが、 “エレベーター管理”はセンターの管轄ではないのか。 

○生涯学習センター 

その通りである。 

○増田委員 

センターが維持管理している部分の貸室使用料は、それぞれ異なっているのか。 

○生涯学習センター 

学習室やコンサートホールなどでは異なっている。 

○増田委員 

では、生涯学習センターと男女共同参画センターとでは費用体系は同一であるのか。 

○生涯学習センター 

同様な定員数や使用料であると、貸室として競合する恐れがあるためである。 

○増田委員 

ではプロジェクター使用料等はどうか。 

○生涯学習センター 

そういう部分は料金体系を併せている。 

○増田委員 

７階以上はセンターが維持管理しているが、 “男女共同参画センター”の使用料は男女共 

同参画センターが収受するのか。 

○生涯学習センター 

そうである。 

○坂本副委員長 

本事業の内容は施設の保守点検や清掃など、極めて地味であるが、使用料の徴収権などの 

権限はセンターにあるのか。
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○生涯学習センター 

事業単位でいえば、 “生涯学習センター運営事業”において、その権限を行使することが 

できる。 

○坂本副委員長 

本事業の内容は施設の維持管理だけであり、使用料の“高い・低い”など、その決定権限 

がないのではないか。 

○生涯学習センター 

その通りである。 

○坂本副委員長 

センターにおける“機能”を切り刻み、その中の一つである“維持管理事業”のみを評価 

すべく取り上げている訳である。そういう意味では、この事業の範囲のみからでは先程の委 

員の質問には答えられないのではないか。 

○生涯学習センター 

それはそうである。 

○田中委員 

この事業の必要性に関しては、どういう観点から判断すればいいのか。 “生涯学習”とい 

う観点からはニーズがあると思う。 

“生涯学習”について、他の実施方法も考慮しながら検討する、という視点から事業の必 

要性を検討するのか。今までの議論は事業の有効性・効率性に関してであり、正直判断に 

困っている。 

○生涯学習センター 

“生涯学習”の役割・必要性については、生涯学習センター条例第３条に“施設の提供に 

関すること”が規定されている。 

○田中委員 

必要性としては、明石市が施設を設置するとう前段階の作業（国からの指示など）を検討 

しなければならないのか。市が条例を作っているということは、当時、市が判断している訳 

であり、この判断を問題とするのか。 

○生涯学習センター 

市として、Ｈ９年に“生涯学習の基本構想”を規定し、この場所に公共公益施設（アスピ 

アあかし）を作るという施策の流れがあった。この構想に基づき、現在の長期総合計画の中 

で位置付けられることとなっている。 

○田中委員 

そうであるならば、 “行政改革”という立場から、本事業の必要性を判断すべきであるか。 

○生涯学習センター 

所管課としてはどうなのか、非常に判断しづらい。 

○古賀委員長 

事業運営と施設管理は両方をトータルで考えるべきであろうか。両事業は別々のセクショ 

ンで実施しているのか。 

○生涯学習センター 

同セクション（生涯学習センター）で実施している。 

○古賀委員長 

施設コストの大部分は固定費で構成されており、これまでもコスト削減の努力をしてきて 

いるようだ。
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○田中委員 

本事業をなくせば、キャッシュアウトである事業費の 8,000 万円が必要ではなくなる。 

つまり、別の形で“生涯学習事業”として実施できるのかどうか。事業の必要性の議論に 

おいてはそこまで考えておく方がいいか。 

○生涯学習センター 

この事業については、そこまで検討する方がいいとは思うが、そこまでなると所管課とし 

ては手に負えないものとなる。 

ちなみに、事業運営と施設維持管理は密接に関係している。ご参考までに、学習室の利用 

率については、Ｈ14 年度で 72.9％だったのが、Ｈ19 年度で 93.4％に上がっている。稼働率 

については、65％前後で推移している。 

所管課では、貸室を使用しての事業内容の充実も重要な業務であると考えており、利用コ 

マ数として、Ｈ18 年度で 415 区分、Ｈ19 年度で 751 区分となっており、企画事業の内容に 

ついても充実してきている。 

今回、評価対象事業の選定段階においては、ある程度、施設の全体をイメージしていたが、 

事務事業評価シートの内容を確認する中で整理を行った。 

○赤木委員 

フロアーの中では廊下部分が相当広い。当初からそのような設計であったのか。個人的に 

はもったいないと感じている。 

○生涯学習センター 

設計時、廊下の壁はギャラリーも兼ねており、写真等を展示できる生涯学習の発表のス 

ペースであったと聞いている。よってスペースを多少広くとっている。 

○赤木委員 

現実、生涯学習に関する実際の活動は各コミセンで行われているのではないか。 

○生涯学習センター 

コミセンの利用も多いが、生涯学習センターもかなり利用されている。 

○古賀委員長 

これからの“省エネ”対策等については、具体的にどのようにイメージしているか。 

○生涯学習センター 

施設では既に省エネ対策を取り入れている。例えば、光を感知して発光する照明設備、防 

火用水を利用する水洗便所がある。 

今後の取り組みとしては、夏場の電気使用料を抑えるため、室内の温度を高めに設定する 

など、運用面で細かな対応をルール付け、利用者にも周知していきたい。 

○増田委員 

生涯学習センター維持管理費のうち、負担金の額は妥当であると思うか。 

○生涯学習センター 

管理組合の規約の中で、 “区分所有の面積に応じて負担する”という規約があるが、これ 

は全ての区分所有者が、設立総会において承認した中で引き継がれている。 

○増田委員 

総会で決定した事項なので所管課としてはどうしようもないのか。 

○生涯学習センター 

そうである。 

○坂本副委員長 

総会において、負担金の低額方向を議論すれば良いのではないか。
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○生涯学習センター 

区分所有者は、市・地域振興株式会社・地権者で構成されているので難しい。 

○赤木委員 

何か市の歳入となる（お金を稼ぐ）方法はないかという観点で、施設の７階以上は区分所 

有している訳だから、壁面にネオンを付ける等、施設の有効利用はできないのか。 

また、屋上部分はどうか。 

○生涯学習センター 

公共施設は安全性の問題を重要視しているため、その面の費用対効果を検討していく必要 

がある。また、屋上には機械設備があり、看板等の設置は難しい。 

○坂本副委員長 

施設の固定資産税は課税されないのか。 

○生涯学習センター 

市の施設であるため課税されない。 

② 文書管理事務事業（総務部総務課） 

○坂本副委員長 

コピーとファックスの一元的な機械ができたのは、いつごろか。 

○総務課 

何年ごろかは判らない。 

○坂本副委員長 

つまり、そういう機械ができ、市として対応するまでに一定の年数が経過している。なぜ 

年数がかかったのか、まず検証が必要ではないだろうか。 

次に一括契約のメリットが判っていたのに、その導入までに長期間を要したことに対して 

問題はなかったのか。 

さらに、決裁規程の見直しに関しては、Ｈ19 年度にかなり増加している。何か劇的な方 

針転換などがあったのか。 

○総務課 

Ｈ19 年度に関しては、大きな制度変更として地方自治法の改正があり、従来の助役制が 

廃止され、副市長制が導入された関係で、大きく見直しをした。 

○坂本副委員長 

特にそれを見直しの成果としてあげるものなのか。 

○総務課 

きっかけはそうであるが、副市長制の施行に併せて、大幅に決裁権限を見直した。成果と 

しては、決裁規程そのものの体系も同時に大きく見直しをした。 

○坂本副委員長 

評価の参考資料として“文書・法制事務処理の手引”をいただいているが、約 10 年おき 

ぐらいで改訂しているようだ。このような改訂の間隔で、今の時代の流れに即応できるのか。 

○総務課 

冊子にしているのは約 10 年前であるが、別途、それを補う形で随時情報を提供している。 

○坂本副委員長 

手引の中では“訴状”の様式が縦書きとなっており、私が知っている部分でも時代に即応 

できていないものがあった。 

また、研修に関する記述があったが、新人研修はともかく、個人的には勉強でスキルアッ
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プしてしかるべき、ここまで市が関与しているのか。 

○総務課 

新規採用職員のみ“研修”を行っており、その後は、先輩職員等を中心として、OJT の中 

で業務の研修を行っている状況である。 

○坂本副委員長 

通常、手引のような書式は１つの課に１つあり、毎年新しい情報を補充していくのが合理 

的であろう。そういう意味では、1人に１つあっても仕方がないとは思わないか。 

○総務課 

手引は職員にとって、バイブル的・基本的なものであるという理解である。 

また、法制事務の部分などは参照する機会が乏しいため、意味があると思う。 

○坂本副委員長 

手引は課に１つあるならば必要なときに参照すればよく、コピーすればことが足りるので 

はないか。ちなみに、１冊でいくらぐらいするのか。 

○総務課 

作成に係る人件費は含まず、印刷代のみで１冊約 550 円である。ただ、参考の文献をかな 

り使っていると思う。 

○坂本副委員長 

内容の出典は何も書いていないが、どのように作成したのか。全文を市の職員が作成した 

のだろうか。 

○総務課 

他の文献から参考に引用している箇所もある。 

○古賀委員長 

Ｈ19 年度、顕著な成果としてコピー機の一括契約があげられているが、金額的には大き 

な効果額とはなっていない。 

○総務課 

コピーの一括契約は総務課が行っているが、予算執行は各課で行っているので、取組みに 

よる効果額は総務課の決算には反映されないが、各課で実質的な経費の節約となっている。 

○古賀委員長 

事務の見直しの手続き、方向性についてお聞きしたいが、どのような時、レベルで見直し 

を実施しているのか。 

○総務課 

文書管理事務事業という名称は一本であるが、この中には様々な事務が入っており、一律 

にこうだとはいえない。それゆえ、事務の効率化を図るという意味で、様々なケースが想定 

される。 

○古賀委員長 

見直し作業に係る目標値が重要であり、またその意気込み、緊張感、意欲も大切であると 

考える。どれだけ見直しに本気で取り組んでいるのか知りたい。そのヒントとなるようなこ 

とがあれば教えて欲しい。 

○総務課 

事業費のカットをしやすいかどうかは一概にはいえない。例えば、議案書の作成は、議案 

の内容が年によって変動する要素を考慮すれば、金額面に反映されにくい。また、郵便料金 

もなんとか減らせないかと、日頃から見直しを行っている。例えば、メールを使用するなど 

節約の方法はあると各課に呼びかけ、常に問題意識を持って取り組んでいる。
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○田中委員 

総務課としてコピー機一括契約は予算外であるが、その実施に際し、どこまで権限を持っ 

て対応していたのか。 

○総務課 

一括契約は総務課以外に実施主体が見当たらなかったため、まとめて実施した。 

○田中委員 

では、文書管理事務事業はどこも受けなかった事業についての権限があるのか。 

○総務課 

どこも受けなかった事業は、総務課が受けざるを得ない。 

○田中委員 

例えば、市の全業務を網羅的に把握し、その内容を毎年見直していく。そして各課へヒア 

リングをかけ、内容を把握し、スケジューリングする。このようにすれば、抜け落ちてし 

まっている事業を拾い集めて対応していけるのではないか。 

つまり、コピー機の一括契約も市役所業務の一環として行っておれば、評価の上で理解し 

やすかった。事業の見直し以前に、全体として事務事業は何があるのか把握しておかないと、 

どうしようもないと思う。 

○総務課 

事業の見直しについての観点からは行政改革課という組織もある。 

ただ、この文書管理事務事業の予算のメイン事業は郵便であり、コピー機の一括契約につ 

いては予算外の事業であったが、他課では実績がないため、総務課が実施したという経緯で 

ある。 

○田中委員 

そういうことがあったため、話がややこしくなったようだ。 

では、コピー機の一括契約が本業であったら、どういうふうに落とし込んでいったのか。 

○総務課 

内部管理事務事業である本事業の効率化について、どのように評価シートに落とし込んで 

いくのかを議論した際、職員の手間だけではあるが、コピー機の一括契約が事務の効率化に 

寄与しているのではないかと考えた。 

○田中委員 

事業費はほとんどが郵便料であると思うが、本事業の中身の分析は出来ているのか。 

○総務課 

例えば、郵便を出すにしてもメールですむのではないか。折りたたむことで定型サイズに 

対応できるのではないか。バーコードを打つことで減額できるのではないか等、日々の業務 

の中でいかに減額できるか検討している。 

○坂本副委員長 

郵便を出す各課で予算計上すべきではないか。手間は総務課がかけるとして、そうしない 

と各課の予算が正確に算出できないのではないか。 

そうしないと総務課が事業予算のカットを行う場合、現状では各課が協力しないとできな 

いし、仮にすれば無責任となろう。各課に割り付けなければ青天井となり、各課は郵便をあ 

れも出せ、これも出せとはならないか。 

○総務課 

それはないと思う
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○坂本副委員長 

先程の話は各課横並びのアドバイスであり、協力してくれる、協力してくれないというこ 

とだけであろう。 

○総務課 

各課の理解を得るため、何回もお願いをしている状況である。 

○坂本副委員長 

横の関係で理解を得るというのではなく、経費の削減を図るためには、削減を図るような 

手立てが必要ではないか。そのためには各課で郵便料の予算計上が必要ではないか。 

○総務課 

市全体の郵便料として一括して把握するため、予算要求及び決算処理を行っているという 

状況である。 

○坂本副委員長 

ただし、それでは経費削減を図るというベクトルにはなりきれない。 

○総務課 

このような制度となったのは、おそらく地方自治体においては制度変更が多いためだと考 

える。例えば選挙等があれば多額の郵送料も急に必要となる。それゆえ、各課での予算執行 

は難しいと思う。 

○坂本副委員長 

その場合には、予備費で対応できるのではないか。 

○総務課 

予備費は充当しない。また補正予算も時期的に間に合わない場合がある。これまでのノウ 

ハウを蓄積し、総務課で予算を一括計上することにより、様々な局面に対応できるようにし 

ている。 

もちろん、事業の経費については少ない額とは思っていないし、充分に認識もしている。 

例えばメール便や合送、料金受取人払い制度を活用するなど経費削減に取り組んでいる。 

今後も、新たな低減策があれば積極的に利用するなどしていきたい。 

○赤木委員 

総務課は総務部に所属しているが、行政改革の流れに乗っていないなという印象であった。 

この事業には人件費として、Ｈ20 年度に 8.2 人が携わるが、文書の収受においては実質何 

人関わっているのか。 

○総務課 

他の業務もあるので、文書の収受においては、約２、３名で対応している。 

○赤木委員 

実施方法を変えることによって、関わる人数も変わるのではないか。他市でも実績がある 

が、集配の仕方、仕事の流れ等を変えることによって、関わる人数も変わるような気がした。 

改革とはそういうことではないのか。 

職員数の削減という行政改革の流れがあるが、その流れに沿っていないので、この事業は 

別格なのかと思った。 

○総務課 

現状、この業務に携わっている正規職員を委託に置き換えることは、今後の検討事項であ 

ると考えている。 

○赤木委員 

この業務が始まってから何年も立つが、実質的に何もしてこなかったのか。



10 

○総務課 

地方分権改革による法令の審査件数の増加や自治基本条例の策定に関する業務量の増加し 

ている。その一方で、郵便に関する業務は、これまで職員が行っていたが、一部委託化し、 

職員も減員するなど見直しを行っている。 

○増田委員 

行政にとって文書管理は特に重要な事務である。市の各部からは様々な冊子類や計画書を 

出していると思う。市全体として全体管理はどこの部署が行っているのか。 

○総務課 

情報提供の窓口として、行政情報センターにおいて資料を置いている。 

○増田委員 

10 年ぐらい前の情報を探したが、結局判らなかったことがあった。冊子類や資料を正規 

文書として、なぜきっちりと保管されていないのか。過去に発行したという記録は残す必要 

はないのか。 

○総務課 

“文書管理規程”はあるが、その中では冊子類をどう保管するのかなどは規定していない。 

簿冊単位での把握であり、各冊子類の管理については、総務課の管轄ではなく、どの部署に 

どの冊子類があるかないかまでは、把握していない。 

○坂本副委員長 

郵便業務はメッセンジャーボーイのようなものであると思う。本来、郵便料の予算を削減 

するならば、体系的な施策を考えてやるべきではないか。 

○総務課 

地方分権の時代・住民自治の時代を迎え、市民と協働して市政運営していく必要があり、 

より親切・丁寧に市民へ情報を通知していくことが重要となっている。 

確かに、不要な支出については抑制していく必要はあるが、単に郵便物の数やその金額を 

押さえ込むことには疑問を感じる。 

○坂本副委員長 

総論はオッケーであるが、各論としてはどうであろうか。 

○田中委員 

そうであるならば、事業費約 9,000 万円を総務課が責任を持ってコントロールできている 

のか。全体に対する責任を持てているのか。施策に合致したお金の使い方ができているのか。 

○総務課 

例えば、各課で新しい事業を実施する場合、総務課が中身にまで踏み込むことはできない。 

ただ、各課が行う事業予算については財政課が査定を行う。つまり、各課が予算要求する 

事業に伴う郵便料も、財政課が総合的に判断することとなる。 

○田中委員 

本来、総務課が予算を持っているならば、それを分析し、財政課へ提示すべきではないか。 

○総務課 

文書管理規程上、各課から提出された郵便の文書を集計し、管理している。 

ただし、予算の面では財政課が各課への事業ヒアリングの中で郵送料を査定しており、総 

務課としては各課から出された一つ一つの郵便物の必要性まではチェックしていない。 

○田中委員 

総務課が全体を把握し、財政課へ情報をフィードバックしているかと思っていた。 

また、全体としての意見を持ち、それを整理していると思っていた。個別よりも全体から
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大局的にまとめてやる方がメリットは大きい。 

○古賀委員長 

総務課において、 “できること”“できないこと”があるが、 “できる”取り組みに対して、 

このような仕組みで、そのプロセスを明確にしてあれば説得力があったのではないか。 

また、この事業に係る成果を出すのは難しい部分もあるが工夫していただければいいので 

はないか。 

(3) 意見交換・全体協議 

① 生涯学習センター維持管理事業（生涯学習センター） 

○坂本副委員長 

必要性は、根拠があって市が実施せざるを得ないと考え、Ａとした。 

有効性・効率性は、Ｂとした。よって総合評価はＢとした。 

ただし、有効性・効率性については特にこだわりはない。 

○赤木委員 

事業の必要性は、市として設備を持って実施するのでＡとした。実施主体は、民間でもで 

きるのではないかと考え、Ｂとした。 

有効性・効率性は、現実には貸室率も高いとはいえないためＢとした。 

よって総合評価をＢとした。 

○田中委員 

事業の必要性は、生涯学習センターという市の施設の維持管理は必要なのでＡとした。 

実施主体は外部委託することも検討されるが、どちらともいえないのでＢ。必要性をＡと 

した。有効性・効率性は、所管課は努力していると考え、Ａとした。よって総合評価もＡと 

した。 

○増田委員 

事業の必要性はＡ、実施主体はＢ、よって必要性はＡとした。 

有効性・効率性についても、非常に厳しく委託業者もチェックしているのでＡとした。 

よって総合評価はＡとした。 

○古賀委員長 

必要性は市が実施するとして問題ないのでＡとした。 

有効性・効率性は、業務の内容上、この方法でやらざるをえないということで、Ａとし、 

総合評価もＡとした。 

委員会全体の評価では、事業の必要性はＡで問題ないが、実施主体の評価は分かれている。 

○事務局 

実施主体については、市が実施すべきかどうかという観点であり、ここでいうセンターは 

市の施設なので市が管理するべきである。ただ、管理方法として、直営か委託という判断は、 

有効性・効率性で評価するものと考えている。 

○古賀委員長 

そういうことであれば、実施主体の評価はＡとする。有効性・効率性はどうか。 

○坂本副委員長 

なかなかデータがないので判断が難しい。委員会の総合的な判断であれば、Ａで構わない。 

○古賀委員長 

民間で効率性があがるのではないかという考え方もあるが。
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○赤木委員 

“使用料”というのは費用対効果を踏まえるべきあり、収入をあげるには民間がいいので 

はないか。稼働率についても良いと言えない 

○古賀委員長 

運営事業の観点であるから別として考える。 

○古賀委員長 

現状からすれば、良いとも悪いとも言えない。議論しても難しいし、判断できないのでは 

ないか。よって有効性・効率性についてもＡという評価とする。 

必要性についてＡ、有効性・効率性についてＡ、総合評価Ａとする。 

② 文書管理事務事業（総務部総務課） 

○坂本副委員長 

必要性については、問題なくＡ評価である。 

有効性・効率性については、総務課とは仕事が流れてくる部署であるため、それについて 

の権限を行使していくべきであり、今回のコピー機のケースはいい例である。 

組織という内部に一般的に存在する、取り決めがない事例について、主体的にその権限を 

行使することが重要である。 

郵便事業は各課の予算に貼り付けて実施するべきで、実質総務課が利用するわけではない。 

各課ではいくらでも郵便を出せるという形式上、総務課のコントロール下に置けないという 

矛盾がある。制度設計の点で改善すべきであり、有効性・効率性はＡではない。 

○赤木委員 

事業の必要性はＡとした。しかし、人件費の面で工夫できるのではないか、ということで 

実施主体はＢとする。 

有効性・効率性は、同じような意味合いで、本来やるべき部分と外部委託でやるべき部分 

があるのではないかということでＢとした。よって、総合評価はＢとする。 

○田中委員 

必要性は、実施主体も含めてＡ評価とする。有効性・効率性もＡ評価である。文書管理事 

務事業としては、現状の権限の中である程度指導しながら取組みがなされていると判断し、 

Ａ評価とした。 

ただし、予算、権限の制度的な組み替えを検討できないものか。 

○増田委員 

必要性はＡとした。有効性・効率性についても、経費も横ばいであり、Ａにした。よって 

総合評価はＡとした。 

○古賀委員長 

必要性は疑いの余地もないのでＡとした。 

有効性・効率性は、制度設計に問題があるということを別にしても、コピー機の一括契約、 

外部委託等の取組みをしているが、他のところはどこまでできているか疑問がある。 

過去３年間で成果が出ているのは平成 19年だけで、トータルでみて、あえてＢとした。 

委員全体の意見では、実施主体については、実質的には市の業務でせざるを得ない。あえ 

てＢとするまでもないのでＡとする。よって必要性についてはＡとする。 

一方、有効性・効率性は、経費は横ばいであるがよくやっているという意見、それで十分 

ではないかという意見ともう少し取組みができるのではないかという意見がある。
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○坂本副委員長 

制度設計する部署は、総務課か。 

○事務局 

組織に関することは総務課である。 

○坂本副委員長 

制度設計できてないのであれば、ハードルを上げてしかるべきであり、本体が有効に設計 

できないといけないのではないか。 

○古賀委員長 

あえて中枢部門、行政改革を実践してもらわないといけない部署である。 

○赤木委員 

そんな気がしている。坂本副委員長が指摘したように、なぜＨ19 年度か、1,300 万円の大 

きな取組みである。改革は以前から始まっているはずなので、こんないいことがなぜ早く出 

来なかったのか、一番気になった。甘い部分があるのではないかという判断である。 

○田中委員 

コピー機の話で混乱したのではないか。 

そもそも、コスト削減や効率化の取組みについては、どこの部署に権限があるのか。 

○坂本副委員長 

業務に関して、プラスに働く部分は、総務課に権限があると認識しないとしようがない。 

○田中委員 

コピー機の件は、文書に深く関与しているため、文書管理事務事業ということで実施した 

ように、他の業務もすべて網羅的に把握し、義務的に総務課がすべきであるのか。また、総 

務課がすることを想定しているのか。 

○事務局 

どの所管にも所属しない業務は総務課に属している。 

従前は、各課においてコピー機の契約をしていたが、今回は、事務の効率化と経費の削減 

のため、一括で長期契約により、総務課で取り組んだ。 

○坂本副委員長 

“文書管理事務事業”というネーミング自体で混乱する。中身の主な業務は郵便事業であ 

るが、文書に関することや法制事務などを包含し、ごちゃごちゃしている。 

要はあらゆる組織で、あらゆる業務が具体的に定まっていない場合もある。そうした部分 

は総務課がするというメッセージ性に意味がある。 

○田中委員 

常に業務をルーティンワークとしてチェックする行為が必要となるが、総務課が組織とし 

て業務をしているのか、していないかが問題である。 

○坂本副委員長 

通常の業務の中で、「自然発生的に総務課は動きなさい」ということではないか。 

○田中委員 

業務として、どこかの部署に織り込み、誰かが担当しないと難しいのではないか。 

○坂本副委員長 

権限があるとして理解すればどうか。客観的な権限がなく、不透明な状態では、組織上ま 

ずいのではないか。 

○古賀委員長 

“何もない場合、総務課がやる必要がある”ということではないか。
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○増田委員 

規定はないので、やらなければならないというのはどうかと思う。 

○事務局 

他に属さない業務は総務課が行う。 

例えば、行政改革の実施計画の中では庶務事務の効率化については、総務課を中心とした 

プロジェクトチームで検討しているが、総務課の業務として明記されていない。 

説明不足ではあったが、権限はないなかで総務課が実施しているという実績としてみてい 

ただければどうか。 

○増田委員 

コピー機の一括契約の取組みは、行政改革の取組みであるのか。 

○事務局 

行政改革として市全体として取り組むべきもので、事務事業の見直しの経費削減の項目の 

一つとして、どこの部にも属さないもので実施しているものと判断できる。 

○古賀委員長 

総務課は積極的に行政改革に貢献すべきだということか。 

○事務局 

そこまでは記載されていない。コメント的に処理していただくのはどうか。 

○赤木委員 

メール便、宅配便の利用はないのか。 

規制緩和が進む中で、約 9,000 万円の郵便料が割引される制度はないのか。 

○事務局 

メール便、宅配便を利用しているケースもある。 

既定の割引制度はあるが、その詳細は把握していない。 

○田中委員 

どこにも所属しない業務について、総務課が積極的に取り組んだという結果報告はないの 

か。また、取り組まなかった場合はどうか。そのあたりの履歴はどうなっているのかが知り 

たい。 

○古賀委員長 

事業の効率性が求められるのであれば、その実績は期待されるべきである。 

行政改革だけでなく、制度設計の変更に対する期待をどこまで加味するか。また、総務課 

がリーダーシップをとるべきということで評価はＢである。 

もしくは、現状の制度の中でそこまで言い切るのはきついのではという意見もある。つま 

り、再ヒアリングや追加的な情報をもらうのかがいいのかということである。 

○坂本副委員長 

これは政策的な評価なので、これ以上事実をみてもどうかと考える。 

委員会の存在意義を考えると、意見を付さなければ、ここは“のっぺりした評価”となる。 

○古賀委員長 

有効性・効率性について、Ａ評価は２人、Ｂ評価は３人である。 

行政改革の流れの中で、現行制度のあり方を見るに、体系的に、そして総合的に率先して 

取り組んでいるという印象は受けなかった。 

総務課であるが故の、期待値の高さという意気込みを示して欲しいというニュアンスを込 

めて評価したい。 

必要性についてＡ、有効性・効率性についてＢ、総合評価をＢ評価とする。
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(4) その他 

○古賀委員長 

次回委員会も公開で行われる。各委員においてもよろしくご理解いただきたい。


