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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 19 年８月 22日（水） 午後 1 時 30 分～午後４時 20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 （都市整備部公園課）村田公園管理担当課長、大野副課長、 

鈴木係長 

（福祉部高年福祉課）大島課長、馬田後期高齢者医療担当課長、 

蓬莱医療担当係長、 

（福祉部こども室児童福祉課）長谷川課長 

（保険・健康部健康推進課）藤川課長 

（消防本部総務課）西川課長、藤森消防団担当課長兼係長、 

武田消防士長 

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 

前回に引き続いて所管課とのヒアリングを進め、事務事業評価を実施していくので、前回 

と同様に円滑なヒアリングの実施にご協力をお願いしたい。 

２ 事務事業評価の所管課ヒアリング
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⑴ 公園維持管理事業（都市整備部公園課） 

○公園課 

－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 

スクラップアンドビルドの発想で、これまで開設された公園を廃止したことはあるのか。 

○公園課 

基本的には、都市公園法で公園の保全が公園管理者に求められており、特別な事情がない 

限り市としては公園を維持管理していかなければならない。これまでのところ市内の公園の 

中で廃止をせまられるまでにいたった不必要な公園はない。 

○坂本副委員長 

最終的な公園の目標数をどのあたりにおいて公園を造っていこうと考えているのか。 

○公園課 

公園には、市が直接投資をして整備する公園と開発行為等によって開発業者が整備し、市 

に寄附される公園がある。 

開発行為等で整備される公園については、今後の開発状況に応じて数が増えていくが、市 

が直接整備する公園は、現在工事を進めている松江公園だけであり、他に計画はない。 

○古賀委員長 

公園の維持管理における安全性という視点から市民よりクレームはどれくらいあるのか。 

また、公園の維持管理において安全性が確保されているということを判断できる客観的な成 

果指標はあるのか。 

○公園課 

市民からの要望と苦情は区別がつきにくいが、両方合わせて年間 600 件程度である。市民 

からの要望に十分応えることができなければ、苦情へと変化することもある。 

また、安全安心な利用ができるよう公園の点検を実施しており、その結果補修改善箇所が 

減ってきているという状況からも成果は推察されると思う。 

公園課では職員が苦情等に毎日忙殺され、きめ細かい対応ができかねているといった現実 

があり、現在、公園の維持管理業務を効率よく実施できるよう公園情報システムを構築して 

いるところである。 

○古賀委員長 

公園の維持管理作業は、直営、業務委託、指定管理者及び公園愛護会が行っているが、 

もっと地域の自主組織である公園愛護会に大幅に委ねることによりコスト削減が図られるの 

ではないかと思う。 

○公園課 

公園管理の標準どおりの作業をしていただいている公園愛護会やそれに加えて剪定・枝払 

いを自主的に実施している愛護会もあり、活動内容に落差がある。 

例えば、今後は、積極的に取り組んでいただける愛護会の努力に応えるため、作業内容に 

応じて公園愛護会へ支払う報償費に差をつけることなども検討していきたいと考えている。 

○坂本副委員長 

安全に管理しているという成果を表す指標としては、人身事故などの発生件数によって判 

断できると思う。 

○公園課 

手元に資料がないため、当該発生件数など正確な数字を申し上げることができない。 

○増田委員
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おそらく市内の公園には老朽化が進んだ遊具が設置されていると思う。また、魚住北公園 

で滑り台の下が陥没していたことがあり、遊具そのものだけではなく地面下に埋設されてい 

る基礎構造などの点検も必要だと考える。 

○公園課 

点検を実施した後、１年間に 20箇所程度の公園で遊具の交換を実施している。 

○坂本副委員長 

その遊具の更新を開設年度の古い順に実施しているのか。 

○公園課 

公園の点検を実施した結果、比較的老朽化している遊具や国土交通省・遊具メーカーが定 

めた安全基準案上、より危険度が高いものを中心に遊具の更新を行っている。必ずしも公園 

開設の古い順ではない。 

○坂本副委員長 

現在のペースで遊具を更新していくとすると、公園の新規開設数を考慮すれば遊具の更新 

が追いつかないと思う。行政改革という視点からすればコストカットということになるが、 

予算がないから更新しないのではなく、事業として必要と判断するのであれば逆に予算の増 

額を要求することもかまわないと思う。 

○公園課 

ご指摘のとおり更新が追いついていないといった現状があり、公園の管理課としてはつら 

いところであるが、日常的な補修で安全性を維持している。ただし、これだけでは不十分で 

あり、できるだけ遊具の更新を円滑に進めていかなければならないと考えている。 

○赤木委員 

各公園の維持管理コストを掴んでいないということだが、公園が増えることに伴い、維持 

管理費も増える可能性が強い。その対策の一つとして、指定管理者制度の導入により維持管 

理コストを削減するという方法が考えられる。所管課としても制度導入を検討していると思 

うが、そうであるならば、なおさら公園の維持コストを把握しておくべきだと考える。 

資料「公園の維持管理の現況と課題」に記載されている業務委託の内容において、「地区 

内の年間想定作業量による事実上の単価契約的内容」の意味を教えてほしい。 

○公園課 

直営で実施する作業や複数の公園を一括して業者に委託するなど作業を複合的に組み合わ 

せて実施している都合上、一公園あたりの維持管理費用については算出できていない状況で 

ある。 

また、業務委託の進め方については、市内を３地区に分けた上で、維持管理作業を実施す 

る業者を入札により決定している。地区で分けられた公園の維持管理作業を業者に任せきり 

にしているのではなく、市民からの要望等を市が把握した後、必要な作業を業者へ指示し、 

最終的に作業量に応じた費用を業者へ支払っている。 

○赤木委員 

公園の雑草取り等の作業費用の積算について、例えば作業員の時間給を積算しているのか、 

それとも作業する内容によって金額を決めているのか。 

○公園課 

草刈りの作業面積など作業内容に応じて委託料を支払っている。 

○赤木委員 

省力型又は省エネ型の公園づくりや維持管理は可能なのか。例えば剪定については、思い 

切って短く木を切ればコストが削減できると考える。
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○公園課 

これまでの公園は、維持管理がしにくい複雑な植栽をしていたことが多かった。しかし、 

現在では新規に公園を造る際に複雑な植栽をしないよう設計をする、あるいは大きな樹木を 

植えないなど維持管理がしやすい方向を目指している。 

管理のしやすい高さまで樹木を切ってしまうということも一つの考え方かと思う。 

○古賀委員長 

平成 17 年度と 18 年度を比べて事業費が倍になっているのは、（財）明石市緑化公園協会 

が解散し、平成 18年度から指定管理者制度を導入したことと関連があるのか。 

○公園課 

指定管理者制度導入前までの公園管理については、当時の公園緑地課が直営で市内公園の 

約４割を、同協会が約６割を分担してそれぞれ実施していた。 

事業量でいうと本来は約 2.5 倍の事業費になるところが、約２倍で納まっているのは指定 

管理者制度の導入効果であると考えている。 

○増田委員 

遊具などの整備において、ある程度客観的に判断できる優先順位をルール化しているのか。 

○公園課 

課内で整備実施の優先順位を検討し、決めているのが現状である。 

○田中委員 

この事務事業の目的は公園の安全安心な利用である。公園の維持管理において安全安心の 

基準を明確にすれば、自ずと更新しなければならない遊具も分かるだろう。そういったこと 

からコストと効果の面からもきちんと分析していく必要がある。限られた予算の中で安全を 

確保しつつ、維持管理を進めていかなければならない。概念的な話をされても我々はそれを 

感じることができない。 

また、公園ごとの維持管理コストが不明というのはおかしい。維持管理の妥当なコストの 

判断は確かに難しいが、現状の維持管理コストを把握することだけであれば可能なはずであ 

り、また、所管課として把握するべきだとも思う。 

赤木委員が指摘したように、公園の維持管理を仮に指定管理者へ任せるとしても、現在の 

維持管理コストを把握できていなければ、制度を導入することも難しい。 

○公園課 

資料「公園ファイル」の 35 ページには樹木剪定の基本的な基準が記載されている。また、 

遊具については安全基準案に基本的な考え方が示されている。 

現在、公園ごとに各種情報を把握する作業を進めており、６月～７月の公園一斉点検時に 

遊具などのデータを収集するとともに整理する。また、それらを管理する公園情報システム 

の構築を手がけている最中である。 

○田中委員 

そのシステムはいつできるのか。また、金額面も把握できるようになるのか。 

○公園課 

今年末には公園情報システムが完成する予定である。公園の最新情報を入力することに 

よって、公園ごとの遊具の状態等を把握できるようになる。なお、維持管理費用についても 

同システムと連動させ、把握していくことを目指したい。 

⑵ 福祉医療実施協力事業（福祉部高年福祉課） 

○高年福祉課
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－資料１「事務事業評価シート」により事業の説明－ 

○古賀委員長 

一機関あたりの単価から医師会又は歯科医師会の加入医療機関数に応じて協力金を算出し、 

それぞれの会へ支給しているが、個々の医療機関における福祉医療に対する貢献度は異なっ 

ており、必ずしも一律ではないと考える。 

○高年福祉課 

当初、協力金の算定にあたっては受給者数などに応じた算出基準としていたが、その後の 

福祉医療制度が拡大していく中で、会への加入医療機関数を算出基準に変えた。なお、一機 

関あたりの単価はその当時の支払っていた協力金の合計額がベースとなっている。 

○古賀委員長 

医師会・歯科医師会に加入している医療機関と加入していない医療機関との間で、かなり 

バラつきが生じていると思う。 

○高年福祉課 

会に加入している医療機関は、福祉医療に関する事務処理が不明な時に各医師会の事務局 

へ問い合わせしている。一方、会に加入していない医療機関は、医療助成制度を担当してい 

る市の各担当部署へ直接問い合わせをしているという状況である。 

○古賀委員長 

この事業を市が必ず実施しなければならない理由はあるのか。 

○高年福祉課 

各医療制度が複雑化し、かつ頻繁に制度が変更されている現状の中で、各制度を円滑に運 

営していくためには、医師会・歯科医師会の協力が欠かせないため、この事業を実施してい 

る。例えば、本来、市が各医療機関に対して制度改正などの説明を行う必要があるが、協力 

金を支払うことにより会が加入医療機関へその説明をしてくれる。仮にこの事業をなくせば、 

市が医療機関に対して直接説明をしなければならなくなる。 

○赤木委員 

そもそも市がこの事業をなぜ実施しなければならないのか疑問である。 

例えば、別の医療制度として国民健康保険があるが、これに対して市は協力金を出してい 

ないにかかわらず、この福祉医療制度の協力に対しては支出している。医者は患者から治療 

費を受け取っているうえに、さらに市が税金を原資として協力金を払うのであれば二重に費 

用を得ているようにも見える。 

また、この事務事業における市の担当人員が 0.01 人ということは、事務を会に任せきり 

にしてしまっている状況であるように思う。 

○高年福祉課 

事業内容は会へ協力金を支払うだけなので、担当する人員はほとんど必要ないが、仮に市 

が説明会等を直接開催するとなれば、かなりの人数の職員が必要になると考えられる。 

福祉医療制度は国の医療制度とは別物であり、兵庫県と市が合同で作った制度である。兵 

庫県と市では、国の医療制度でカバーされていない重度の障害の方や要援護の老人の方など 

へ助成金を出している。加えて、市では独自に対象となる障害者の要件の幅を広げて運営し 

ている。 

したがって、国の医療制度とは別であるので、福祉医療の円滑な実施に関しては各医療機 

関へ説明を行うとともに、その協力を得る必要がある。現在、この事業の実施により医師 

会・歯科医師会の全面的な協力をいただいている。 

○坂本副委員長
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福祉医療制度が新しくなった場合、市で一定の研修会を開催することは、市が独自の福祉 

制度を実施する以上、研修会等の費用は必要なコストであると考える。それに要するコスト 

に見合うものであれば良いが、現在の協力金の算定根拠に疑問を感じる。 

研修を行う場合のコストも含め事業費を把握したうえで、福祉医療制度を考えるべきであ 

る。また、研修や説明会のコストはどれぐらいかかるものなのか。 

○高年福祉課 

協力金は、各医療機関でなく医師会・歯科医師会へ全額を支払っている。従って、各医療 

機関には直接協力金は入らない。 

医師会・歯科医師会は、この協力金により会事務局の人件費や説明会・研修会費用を賄い、 

また、加入医療機関からの疑問、相談等にも対応している。 

仮に市が協力金を廃止し、償還払いの実施等をするようなことになれば、新たに 30 人程 

度の職員を配置し、対応しなくてはならないと思われる。 

○坂本副委員長 

ここ１０年間ほどで事業費はどのように推移しているのか。ほぼ同じような額か、それと 

も増えているのか。 

○高年福祉課 

各医師会の加入機関数にもよるが、事業費はほぼ同じ水準で推移している。 

○増田委員 

協力金を医師会・歯科医師会に加入している医療機関数により算定しているが、会に加入 

していない医療機関を把握しているのか。会への加入率が低いのであれば、協力金に関して 

加入・未加入の医療機関の間で不公平感が生じる。 

○健康推進課 

手元に資料がないので正確な数字は申し上げられないが、市内で未加入の医療機関はそれ 

ぞれ 10件程度だと思われる。 

○坂本副委員長 

他都市で同様の制度・事業はあるのか。 

○高年福祉課 

当初はすべての市で同様の事業を実施していた。平成 18 年度に調べたところでは、近隣 

20 市中 16 の市において、同様の事業があった。 

○坂本副委員長 

元々、全ての市で同様の事業を実施していたということだが、その差の 4 市は事業を廃止 

したのか。 

○高年福祉課 

他都市のことであり詳細は不明であるが、別の事業として構築し直すなど当初の形態を替 

えて実施していると聴いている。 

○増田委員 

協力金の使途について、医師会・歯科医師会から報告を受けていないのか。 

○高年福祉課 

本市の場合、報償費として支出しているため実績報告等を求めていない。 

○赤木委員 

協力金を廃止することによって新しい事務が増え、新たに 30 人の職員の配置が必要とい 

うことだが、例えば電子計算処理の活用による対応ができないのか。 

○高年福祉課
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各医療機関の協力がなくなれば、福祉医療に係る患者の自己負担額に対する助成金を請求 

していただくといった償還払い方式となる。その際、コンピューター処理をするとしても、 

窓口の受付応対、審査や支払いまでの事務に職員がやはり 30人程度必要であろう。 

したがって、現在の事務事業の実施により、福祉医療制度が効率良く運用されていると考 

えている。 

○赤木委員 

事務事業評価シートにおける「根拠法令・要綱等」欄には、「毎年、起案により個別決 

裁」と記載されているが、根拠法令等を定めていない理由はなぜか。 

○高年福祉課 

協力金の支払い対象が２機関だけということもあり、また、毎年、福祉医療制度が変わる 

ので、その都度、円滑に対応するため決裁により実施している。 

○赤木委員 

福祉医療制度に係る医師会や歯科医師会への協力金は、今後も同じように続いていくのか。 

○高年福祉課 

今回の行政評価委員会における、この事務事業についての評価結果を参考にしていきたい 

と考えている。 

○田中委員 

兵庫県内では、すでに４市は同様の事業を止めたとのことであるが、それらの市は何らか 

の代替手段などを行っていると思う。それらの事例の研究等をしているのか。 

○高年福祉課 

事業を廃止した市も別の事業に変えている状況のようであり、全く何もしなくなったとい 

う市はない。今後、それらの事例を参考にしていきたい。 

○坂本副委員長 

事業の担当課長として、この制度は必要だと思っているのか。 

○高年福祉課 

本制度を廃止すれば、膨大なレセプト点検等の事務負担が予想され、新たに人員の配置が 

必要となることを心配している。 

⑶ 消防団活動事業（消防本部総務課） 

○総務課(消防) 

－資料１「事務事業評価シート」により事業の説明－ 

○古賀委員長 

事務事業評価シートの成果指標に記載されている「消防団員定数の充足率」について、こ 

の指標から消防団活動事業における市民の安全に対しての貢献度、つまり成果はどういう形 

で現れると考えているのか。 

○総務課（消防） 

消防団は災害が起これば出動する。逆に言えば、風水害・火災がなければ出動しない。そ 

ういったことから指標を設定しにくいこともあり、視点を替えてこの指標とさせていただい 

ている。 

○古賀委員長 

消防団員の定数を充足することは消防団活動の前提条件であることは認められるが、その 

活動を評価するうえで、どれだけ市民が満足しているのかといった市民満足度を測ることが 

必要だと思う。活動の成果が市民に認められていると考えているのか。
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○総務課（消防） 

兵庫県南部地震の発生の際、消防団は救助活動などを実施し、市民から評価を受けている 

と考えている。なお、所管課では、市民満足度を数字的にどう表せば良いのか見当たらず、 

指標の設定が困難であった。 

○古賀委員長 

事業費の内容を教えてほしい。例えば、出動に伴う報酬等は人件費に含まれているのか。 

○総務課（消防） 

事業費については例年同じような金額で推移している。災害出動が多ければ事業費は増え 

るが、毎年同じような数字に収斂している。 

平成 19 年度予算の主な内訳として、事業費約 9,000 万円のうち、消防団員に対する報酬 

等で約 3,200 万円、退職報償金で約 2,000 万円、その他は旅費や被服費、車両燃料費、消防 

団詰所の修理・光熱費の需用費などである。 

○赤木委員 

自主防災組織と消防団の関係はどうなっているのか。 

○総務課（消防） 

災害などへの対応時、自主防災組織と消防団において連携をとりながら協力し、有効な活 

動を実施している。今後もますます両者の連携を強化していく必要がある。 

○赤木委員 

消防団は消防本部の組織に入るが、自主防災組織はコミュニティ活動に組み込まれている。 

自主防災組織への訓練支援やアドバイスなどはどこがするのか。 

○総務課（消防） 

自主防災組織への訓練支援やアドバイスなどを行っている消防団もあるが、すべてではな 

いため、今後は双方の連携を強化する観点から全市において消防団が自主防災組織を指導等 

していく必要があると思う。 

○赤木委員 

消防団員の報酬と退職金を考えるとアンバランスだと思う。それは報酬を抑えているから 

退職金を多めにしているという意味なのか。 

○総務課（消防） 

現在、明石市の消防団員の平均年齢は 35.5 歳で、サラリーマンの占める率が全体の 7 割 

を占めている。報酬は年平均おおよそ３万円程度で、在籍期間は平均 15 年である。なお、 

退職金は平均約 30万円である。この金額を高いとみるか低いとみるかであると思う。 

○赤木委員 

明石市の場合、女性消防団員の募集をしているのか。また、女性消防団員はいるのか。 

○総務課（消防） 

近隣市の事例では、加古川市で平成 18 年度から女性消防団員を採用しているが、当市で 

は現在のところ女性消防団員はいない。なお、女性消防団員の募集について現在検討中であ 

る。 

○坂本副委員長 

消防団員の定数について、条例上の定数 1040 人と国の指針に基づく団員数 1078 人の二つ 

の数字があるが、その違いは何か。 

○総務課（消防） 

国が示している消防力の整備指針は消防力として目標とすべき水準であり、強制力がない 

ものとなっている。条例では、災害の増大などを踏まえて、当市の状況を勘案し望むべき数
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字として定数を定めた。 

○赤木委員 

平成 18 年度は 52人の消防団員が退職しているが、毎年これぐらいの退職があるのか。 

○総務課（消防） 

最近の 5 年間で平均 65 名ほどの団員が退職している。一時は 100 人ぐらいの時もあった。 

欠員については、できるだけ団の役員や各班長に応募を働きかけてもらい、補充していただ 

いている。 

○増田委員 

事務事業評価シートに記載されている「消防団員定数の充足率」については、明石市の合 

計だと思うが、団員の充足率については地域毎に格差があるのではないのか。 

○総務課（消防） 

明石市では幸いにして多少の差はあるが、各地域において大体平均して充足している状況 

である。 

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 公園維持管理事業 

○坂本副委員長 

「事業の必要性」及び「実施主体」の判定はそれぞれＡとする。元々この公園を管理する 

事業の実施主体について市町村以外には考えにくい。ただし、 「有効性・効率性」について、 

取り組みに関して具体的に問題があるというより、ヒアリングを通して所管課のコスト意識 

等があまり無いように見受けられた。よって、Ｂ判定としたい。 

○赤木委員 

「事業の必要性」及び「実施主体」の判定はＡとする。維持管理には必ずお金がかかる。 

将来に渡って効率化に向け意識して頑張って欲しい。現状の取り組みでは、対策が少ないよ 

うに感じるので、 「有効性・効率性」についてはＢとした。 

○田中委員 

「事業の必要性」及び「実施主体」はＡ判定である。公園の維持管理において最低限実施 

すべきこととして、公園別の維持管理コストを把握する必要があるが、それができていない。 

そういう意味で、 「有効性・効率性」は判定不能ということでＢとした。 

○増田委員 

「事業の必要性」はＡ、 「実施主体」はこれまでも（財）明石市緑化公園協会が実施して 

いたこともあるのでＢ、両方を組み合わせてＡ判定とした。 

「有効性・効率性」に関しては赤木委員と同じ意見である。別にヒアリングした道路維持 

補修事業の場合、異常個所への対応率は 100％であったが、公園はそのような対応となって 

いない。そういうことから公園によって対応状況にバラツキがあるのであれば、公園の遊具 

点検や補修する際の基準などルールを決定しておくべきであると考える。従って、 「有効 

性・効率性」はＢ判定とした。 「総合評価」はＢとなる。 

○古賀委員長 

「事業の必要性」及び「実施主体」については、公園の管理は必要不可欠であり、また、
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管理者である市の事務であると考えるため、Ａ判定とした。 

「有効性・効率性」は、他の委員と同様に公園管理のコスト計算ができていないこと及び 

公園の安全性を測る指標が明確でないことの両方を勘案し、Ｂ判定とした。 「総合評価」は 

Ｂとなる。 

ところで、事業の「実施主体」をＢ判定とした委員は、（財）明石市緑化公園協会で公園 

の維持管理ができていたので、市でなくとも良いのではないかという意見であったが、 「実 

施主体」はやはり公園の管理者である市とすることが妥当だと思う。 

○増田委員 

了解した。ただし、この事業については市がもっと主体的に事業を実施し、安全面につい 

ても配慮していただきたいと考えている。 

○古賀委員長 

これで全委員が「実施主体」を市が実施するべきであることを認めていただいた。よって、 

市が所有する公の施設である公園の維持管理であるため、「事業の必要性」は認められるた 

めＡ判定とし、「実施主体」についても先ほどの理由によりＡ判定としたい。 

「有効性・効率性」は、個々の公園の維持管理に要する費用が明確でないことから、仮に 

指定管理者制度を導入しようとしても、維持管理コストが分からなければ業務を任せられな 

い。また、遊具など公園施設の補修改善の要否を判断するための明確な基準が見受けられず、 

効率的な維持管理ができているとはいえないことから、効率性は余り認められない。従って 

「有効性・効率性」はＢとする。よって、「総合評価」はＢとなる。 

なお、維持管理に係るコストの把握や補修基準づくりが必要で、安全性を測る指標として 

事故発生件数などを把握しておくべきであることを附帯意見としたい。 

○各委員 

異議なし 

⑵ 福祉医療実施協力事業 

○坂本副委員長 

所管課ではこの事業を実施するにあたり、単年度ごとの決裁を行い実施しているという。 

逆に言うと、確たる法的根拠もないのに、市からお金が出ていっているということである。 

ここ何年かの間に例えば市に行政改革室という組織ができ、市の各部署の事業が行政改革 

の対象となっていると思う。そのなかで、この事業は聖域化されていた部分であるかもしれ 

ない。ここは委員会から積極的な評価や意見を出さないと、委員会存立の意味がないように 

思える。 

各市町村が独自の福祉医療施策を実施することにより、医師会・歯科医師会への加入医療 

機関は、未加入の医療機関よりも見かけ上安い料金で診療できるといった販売促進の側面が 

ある。また、この事業が廃止になれば加入医療機関についての協力が得られなくなり、市の 

事務が増加するという所管課の発想自体にもずれを感じる。 

物事の本質という面から見れば、この事業はものすごく分かりやすい事例であるといえ、 

ここは委員会として頑張って決断すべきであると考える。従って、「事業の必要性」及び 

「実施主体」、「有効性・効率性」はいずれもＣ判定とし、「総合評価」はＤとなる。 

○赤木委員 

当初、私は全ての評価項目をＣとしていた。これは、本来、我々は医療機関から見てお客 

であり治療費を支払っているにもかかわらず、重ねて医師会・歯科医師会へ協力金を市が支 

出しなければならないのかという疑問があったからである。
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しかし、兵庫県と明石市の独自の福祉医療制度があり、医者には手間をかけている側面も 

否定できないと考え、Ａに変更した。 「実施主体」も市がやらざるをえないだろう。結果と 

して、 「事業の必要性」及び「実施主体」はＡ判定とした。 

また、 「有効性・効率性」に関しては、協力金の積算根拠も明確ではなく、一医療機関あ 

たりの単価も減額できる余地があると思い、Ｂ判定とした。結果、「総合評価」はＢとなる。 

○田中委員 

「事業の必要性」及び「実施主体」はＡ判定とした。事業の意図についてだが、所管課は、 

「明石市独自の福祉医療制度を低コストで円滑に実施する」ということを主張したかったの 

でないかと考えた。そういう意味では必要性が認められる。 

「有効性・効率性」に関してはＢ判定とした。所管課は、事業を廃止すれば医療助成につ 

いて医療機関の協力が得られなくなり、その結果、市の事務処理が増加することを恐れてい 

るが、そもそも医師会・歯科医師会と市の関係が良好であるのであれば、協力金を廃止した 

としても従前どおりの協力が得られると思う。 

また、市が医師会・歯科医師会に対し、この事業内容の見直しについて打診しているのか 

どうかも不明であった。 

○増田委員 

不必要な事業であると判断している。福祉医療に関してはこの事業だけでなく、市では 

様々な事業を展開しており、トータルで考えればこの事業を廃止したからといって、医師 

会・歯科医師会との関係は終わりということはないと思う。 

ヒアリングでは、事業を廃止した場合、市の事務量が増えると所管課は説明していたが、 

実際に医師会・歯科医師会と話しあった結果でもなく納得できなかった。 

「事業の必要性」及び「実施主体」、「有効性・効率性」はいずれもＢ判定とした。 

○古賀委員長 

「事業の必要性」 ・ 「実施主体」とも評価はＢとしたが、限りなくＣに近いＢである。 

ただし、事業を廃止し、市側のコストが増加した場合の客観的なデータを得られない段階 

で、確証を持った判断ができなかった。 

県下の他の４市では事業を廃止しており、他都市の事例を調査するなど代替的な方法を検 

討すべきである。また、廃止で医師会・歯科医師会の協力が得られなくなるという明確な理 

由が見当たらない。 

「有効性・効率性」についても事業の効果が不明瞭であったため、Ｂ判定とした。なお、 

この場合も、はっきりとＣと言えるほどの客観的なデータの提出がなかった。 

この事業についての評価は重要な問題であり、時間をかけて議論したい。 

○坂本副委員長 

田中委員の意見に反論するが、市独自の福祉医療施策を進めている以上、その制度に係る 

説明などの費用は必要なコストであると考える。それを現在の中途半端な事業により代替さ 

せているにもかかわらず、コストが安価であるからというだけで事業の必要性を認めるとい 

うことは適切ではないと思う。 

また、所管課では、この事業を廃止した場合に償還払いが必要となり、職員を増やさない 

といけないと説明するが、それにしても実際にいくらぐらいの費用がかかるのか算定を実施 

した形跡が見られない。この事業を維持したいだけなのではないかと考えられる。 

○田中委員 

大量に市民が福祉医療助成金の還付の請求に来た場合の対応や医療機関への説明会を開催 

するなど職員の増加が必要となるため、それに較べれば現在の事業の方が安く済むと言える
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が、その論点で「事業の必要性」を認めることは適切ではなかったかもしれない。なお、引 

き続き医師会・歯科医師会の協力を得ることは必要であると思う。 

○坂本副委員長 

現在の協力金を打ち切っても、福祉医療制度は機能する可能性はある。その可能性を議論 

の対象から外し、従前どおりのままでかまわないとする評価をすることは、委員会の役割と 

して望ましくない。この事業の今後のあり方について深いレベルでの議論を尽し、問題があ 

るとの声を上げる必要がある。 

○赤木委員 

事業内容の説明を聞くまでは、国の制度と連動していると考えていたため、事業の必要性 

は感じられなかったが、県市独自の助成制度だという点からこれもやむを得ないと思った。 

ただし、協力金の積算において一医療機関あたりの単価の根拠とその協力金が医療機関に 

交付されずに、会に交付されるという点がわからない。 

○古賀委員長 

協力金の積算において根拠はない。また、事業を廃止した場合に増加する経費もそう思う 

だけであって、試算したわけではない。 

○増田委員 

私は必要性がない事業だと思っている。協力金は医師会・歯科医師会への報償金であり、 

直接診療している医療機関には渡っていない。少なくとも医師会・歯科医師会が協力金をど 

のように使っているのかを報告を受け、把握する必要がある。市民感覚からしては納得いか 

ず、判定としてはＣに近い。 

○古賀委員長 

委員会としての意見をまとめると、「必要性」に関しては県市の福祉医療制度の実施に当 

たり、制度発足時には両医師会の協力を仰ぎ、その協力に対して協力金を支払っていたもの 

であるが、その後の各種制度の拡充・発展の中で、今日では制度が社会的に根付いてきてお 

り、医療機関においても受診の促進につながっていると言え、メリットがあると考えられる。 

あえて協力金を支給する必要性は認められない。従って、Ｃ判定としたい。 

次に、事務処理に関する負担は各医療機関において生じるもので、負担の度合いも受診者 

数によって異なるが、協力金が個々の医療機関でなく、それらが属する両医師会に対して、 

１医療機関当たりの定額で支給されており、その算定根拠も不明確である。事業目的に対す 

る手段としての有効性を認めることは困難である。よって、「有効性・効率性」もＣとする。 

以上から総合評価Ｄとしてまとめるが、ご異議はないか。なお、同様な制度を持つ近隣市 

においても制度の見直しが実施されてきており、明石市においても代替案の検討も含めた見 

直しが必要であることを附帯意見としたい。 

○各委員 

異議なし 

⑶ 消防団活動事業 

○坂本副委員長 

事業に関して否定的なところは見当たらなかった。 「事業の必要性」 ・ 「実施主体」 ・ 「有効 

性・効率性」とも全てＡ判定とした。ただし、事務事業評価シートにある成果指標は適切で 

はなかった。 

○赤木委員 

「事業の必要性」はＡ、 「実施主体」もＡ判定とした。 「有効性・効率性」についても消防
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団員の定数に対してほぼ充足率を満たしており、問題はないと考えＡ判定とした。しかし、 

女性消防団員の募集への取り組みが遅れており、課題であると思う。 

○田中委員 

「事業の必要性」 ・ 「実施主体」 ・ 「有効性・効率性」ともＡ判定とする。他に適切な成果指 

標はないだろうかと考えたが、見あたらなかった。 

○増田委員 

すべての評価項目をＡ判定とした。災害から市民を守る、この事業の実施に関して、この 

団員の人数から考慮すると事業費は少なくすんでいると思った。安全に関わる事業であるこ 

とから、さらに充実させていく必要がある事業であると考える。 

○古賀委員長 

「事業の必要性」及び「実施主体」は、市民にとって不可欠であるため、Ａとした。 

「有効性・効率性」についてはＢとするが、現在の成果指標では評価が困難であり、まっ 

たく問題がないというＡ判定とする確信をもてなかった。なお、こういう場合に対応するた 

め、「判定困難」という基準も必要だったのではないかと思う。 

「有効性・効率性」について、何らかの形で他都市と比較するなど知恵を絞る必要があり、 

それをアピールすることもまた必要である。 

○赤木委員 

例えば団員の訓練時間を指標に設定できないかと思う。 

○古賀委員長 

事業の実績を評価する一つの側面としては考えられる。 

○田中委員 

例えば防災に関する啓発など消防団員が平常時に行っている活動実績を成果指標に設定す 

ることも良いと思う。 

○古賀委員長 

それでは評価をまとめていきたい。地域住民の安全を守る事業であり重要性は高く必要不 

可欠な事業であることから、「事業の必要性」は認められる。また、消防に関する事務は市 

が実施しなければならない。したがって、「事業の必要性」及び「実施主体」はＡ判定とす 

る。

次に、事業の効果を表す明確な指標はないが、消火や災害などに対するこれまでの消防団 

の活動は一定の評価ができるので、その有効性は認められる。「有効性・効率性」もＡ判定 

とする。以上から総合評価Ａとしたい。なお、適切な成果指標の設定に努めることを委員会 

からの意見としたいと思う。 

○各委員 

異議なし 

４ その他 

○古賀委員長 

次回の委員会では、事務事業の評価報告書のまとめ及び指定管理業務評価方法などの審議 

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 

○古賀委員長 

今回の委員会において事務事業評価のヒアリングを終了し、次回の委員会では事務事業の



14 

評価報告書をまとめることとなっている。なお、報告書の案については、委員会での協議等 

をふまえ、委員長の私が作成することとされている。 

そこで、報告書の案をまとめるにあたり、これまでの事務事業に係る評価結果について再 

確認し、ヒアリングを実施した事業内容とその評価との間に大きな「ぶれ」がないかを中心 

に意見交換をさせていただきたい。 

○坂本副委員長 

財務部管財課が実施する車両管理事業の総合評価はＣ評価としており、これは事業規模、 

内容又は実施主体の見直しの検討を意味しマイナスの評価であったが、私の事業に対する印 

象では、行政改革が進む中で本来必要なことまで削減されているようだった。 

現在、市が所有している車両を何とか予約するため、職員間で奪い合っている状況が見受 

けられた。そういう意味で事業の必要性は認められ、保有車両を増やすべきであるといえる。 

従って、 「事業の必要性」をＢからＡ判定に修正してはどうかと思う。 

○増田委員 

現状、車両の数が足りていないため、事業の効率が悪いという印象を受けた。逆にいえば 

効率良くしようと思えば車両の台数を増やす必要があるとも言える。 

明石市内での移動は、公共交通機関などよりも公用車をうまく活用した方が良いかもしれ 

ない。 

○田中委員・赤木委員 

元々「事業の必要性」をＡ判定としていたので、評価を見直すことについて異議はない。 

○古賀委員長 

評価の見直しについては慎重に考えてみる必要がある。ただし、次回の委員会では事務事 

業評価の報告書を取りまとめる必要があるため、評価の見直しについて各委員の意見をあら 

かじめ集約しておきたい。委員会開催までに各委員の意見を事務局へ連絡するようお願いす 

る。 

○各委員 

了解した。


