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第７回明石市行政評価委員会 議事録 

１．日 時 平成 20 年７月 30日（水） 午後 1 時 30 分～午後４時 10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（道路管理課） 

福田次長兼道路管理課長、中本副主幹兼維持係長、河野係長、 

藤井専門員、長谷川主事 

（体育保健課） 

久保田課長 

事務局（行政改革課） 

梅木課長、村田係長、石川主事 

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（街路灯新設・維持管理事業、学校給食一般運営事業） 〔資料 1〕 

(2) 事務事業評価の判定シート（街路灯新設・維持管理事業、学校給食一般運営事業 ） 〔資料 2〕 

(3) 参考資料 事務事業評価参考資料（街路灯新設・維持管理事業） 

平成 20年度明石市学校給食（資料） 

民間委託契約額推移（参考） 

事務事業評価結果一覧（暫定版）（案） 

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 

「生涯学習センター維持管理事業」は、必要性及び有効性・効率性について、いずれの項 

目もＡ評価で、総合評価はＡだった。 

「文書管理事務事業」は、必要性はＡだったが、有効性・効率性はＢで、総合評価はＢで 

あった。所管課である総務課から、ヒアリングにおいて、一部説明不足の箇所があったので、 

再ヒアリングを実施していただきたいと申し出があった。 

この件については、本日のヒアリング終了後に、「再ヒアリング対象事業について」とい 

うことで、他の事業も含めて、後刻、協議する予定としている。 

○全委員 

異議なし



2 

(2) 事務事業評価の所管課ヒアリング 

① 街路灯新設・維持管理事業（道路管理課） 

○坂本副委員長 

所管課として、適正な街路灯の設置数についての概念を持っているか。 

○道路管理課 

市道と法定外道路を併せての 740 キロに関して、幹線道路と生活道路とではピッチが異な 

るが、概ね 40メーターピッチで約 2万灯を設置していこうという計画である。 

○坂本副委員長 

適正な設置数が２万灯であるならば、現状の１万７千灯では事務事業の達成率はあまりな 

いとはいえないか。それとも２万灯が適正で、今後何年かの間に目標値に近づけていく考え 

なのか。 

また、事務事業の基本としては適正な設置数があり、それに近づいていくのが達成度であ 

ると考えるがいかがか。 

○道路管理課 

設置灯数については、国道・県道・法定外道路・市道など厳密に言うと構造上異なるため、 

一概に目標を出せない状況である。 

○坂本副委員長 

例えば、ある自治会から突拍子もない要求が出てきた場合、所管課として適正な設置数の 

概念がないと、それに対応できないのではないだろうか。 

○道路管理課 

この対応状況は成果指標①にも掲げているが、実際の要望を丸呑みにせず、街路灯の設置 

基準に応じて、それは適正な場所なのか、既存に設置されていないか等、図上だけではなく、 

職員が現地で調査を行い判断している状況である。 

○坂本副委員長 

そうであるならば、成果指標①のＨ17 年度 92.6％などの数値は、 “自治会からの要望を 

断ったのが 7.4％ある”などと読むべき数値なのか。要は理不尽な要求については、断って 

きたということか。 

○道路管理課 

そうである。つまり、要求に全ては対応できないということである。つまり、成果指標② 

の考え方とは異なり、概ね９割方は対応してきた状況を示している。 

○古賀委員長 

合理的に要求されたことは、所管課が実施してきたということ。 

それでは、逆に、自治会から要求されない事項について把握しているのか。 

○道路管理課 

参考資料「自治会等からの要望に対する街路灯新設（実績）」の中で、 “②道路管理者の判 

断で設置”の項目であるが、これは市のパトロールや一斉点検において、年間 10 箇所程度 

は、市の判断で設置した数値を示している。 

○古賀委員長 

定期的に調査しているのか。 

○道路管理課 

毎月ではないが、年間で定期的に行っている。 

○古賀委員長 

そのときに必要と判断された街路灯はすべて設置している訳か。
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○道路管理課 

そうである。面積の割には、明石市は街路灯の充足度が高いと考えている。 

○赤木委員 

ランプ取替えについては、人件費もかかってくる。取替え１箇所でも取り替えに行くのか。 

それとも周辺の取替え箇所ができるまで時間をおくのか。 

○道路管理課 

電灯の球替えについては、出来るだけ速やかに対応を行っている。場所によっては１箇所 

でも行うが、まとめて取替えに行く場合もある。 

○赤木委員 

一本あたりの費用はいくらか。 

○道路管理課 

ワット数にもよるが、20 ワットの防犯タイプであれば球代、手間賃込みで約 3,000 円で 

ある。 

○赤木委員 

約 3,000 円で、一ヶ所でも業者が取替えに行くわけか。 

○道路管理課 

そうである、業者に委託している。水銀灯の場合は少し高くなる。 

○赤木委員 

事務事業評価シートの所管課コメントに“一般家庭での門灯点灯キャンペーンの実施”と 

ある。加古川市では“一戸一灯防犯運動”を行っており実施間もないが、その効果等は掴ん 

でいるのか。 

また、本来街路灯を設けるのは、市民の安全安心や防犯のためと考える。よって成果指標 

の設定は、街路灯が付けられた場所で事故が発生していない等、その効果が判るような形が 

いいのではないか。 

○道路管理課 

ご質問の一点目については、昨年 10 月頃から実施と聞いているが、具体的な数値などの 

効果は、今も継続中のため把握していない状況である。今後、機会を見つけて把握したいと 

考えている。また、神戸市でもＨ18 年度にキャンペーンを実施しており、自治会単位でそ 

の実施効果がみられたと聞いている。明石市でも、全 15 万戸が一斉に実施すれば、地球温 

暖化対策などの逆効果にもなりかねないため、地域とよく相談し、その実施方法を工夫して 

いきたい。 

二点目の成果指標については、委員ご指摘のとおりである。昨年、魚住町清水の街路灯の 

ない場所で事件が発生した。このような、過去に地域で事件・事故が発生したデータは不足 

しており、評価シートの中で成果として出せなかったのが実情である。今後は委員ご指摘の 

ような取り組みを実施していきたい。 

○増田委員 

街路灯はよく消えるが、市は迅速に対応してくれている。ただ、夜に歩くと消えているこ 

とも多い。また夜はパトロールしないと判らないこともある。街路灯が２つ消えれば、真っ 

暗である。道路や公園の横は消えたままが結構ある。 

市は自治会への啓発や道路安全モニター制度で取り組んでいると思うが、そもそも市民の 

通報がないものの判断はどうするのか。これは住民サイドの問題でもあるが、どう考えてい 

るか。
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○道路管理課 

従前から自治会に申し入れ、自治会委員への危険箇所等に関する周知をお願いしている。 

また、道路安全モニター（約 30 名）も夜の活動を実施していただいている。通報を受け、3 

日までには対応している。市としてはパトロール等、様々な方法を実施しながらなくしてい 

きたいと考えている。 

○田中委員 

事業予算はどのような枠組みで作成しているのか。 

○道路管理課 

Ｈ20 年度予算額でいえば、街路灯の新設費で約 28,000 千円、当初は 400 灯であった（従 

前、毎年 200 灯ベースであったが、Ｈ19 年度で加古川市において事件があり増加、Ｈ20 年 

度に持ち越された部分があったが、Ｈ21年度でまた減少する予定）。 

○田中委員 

街路灯の設置については、明石市ではもう充分であると考えるか。 

○道路管理課 

充分であると考えている。例えば、狭あいな道への街路灯の設置など、そういう箇所への 

要望が大半を占めている状況である。 

○田中委員 

それは、基本的な要望がない限りは新設をしないということか。 

○道路管理課 

新設道路以外はそのように考えている。また、既設場所において無駄がないかどうか、判 

断する時期に来ている。 

○田中委員 

その無駄がないかどうか、判断する際はどのように行うのか。 

○道路管理課 

今年度初めて取り組む、 “先導型都市環境整備事業”という国土交通省の国庫補助事業が 

ある。これは、地球環境保全のために、例えば電気をどれだけ節約できるかなど、明石駅周 

辺の中心市街地で実態調査を行いながら、継続的に取り組んでいく事業である。 

○田中委員 

それに関しては、ある程度の“指針”が国から出ているのか。 

○道路管理課 

出ている。また取り組みでは、あるメーカーなどは水銀灯を廃止したり、新しい技術開発 

にも取り組んでいる。 

○坂本副委員長 

“ブロークン・ウィンドウズ・セオリー（割れ窓理論） ”をご存知か。これは刑事政策上 

の理論である。過去ニューヨークにおいては重大事犯が横行し、どんどん取り締まっていた 

が効果は上がっていなかった。しかし、駐車違反の取締り、不良少年を取り締まるなどの微 

罪をどんどん摘発した結果、重大事犯が減ったという理論である。予算取りに役立てていた 

だきたい。 

○赤木委員 

街路灯は、ある時間まではつけっぱなしであるが、人で反応するようなセンサー設置は可 

能であるか。 

また、太陽電池を使って昼間に充電するなどの対応は可能か。その検討は行っているか。
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○道路管理課 

センサー設置に関しては、トイレなど施設対応型ではあるが、街路灯では事例はあまりな 

い。街路灯は歩行者だけではなく、通行車両も兼ねており、人等が近くまで行かないと点灯 

しないようでは問題がある。 

また、ソーラーシステムについては、試行的には実験されているが、実用化までには至っ 

ていない状況である。明石駅前の西側のお堀沿いでは県が実験的に実施しているが、照度が 

非常に小さく、設備費も 10 倍近くかかるようである。また反射板がよく壊されるらしい。 

コスト的にも防犯的にも研究していく必要がある。 

○古賀委員長 

自治会の要望に対しては、どれくらい迅速に対応できているのか。 

○道路管理課 

個人からの要望も自治会として取りまとめて頂き、速やかに職員が現地調査を行った上で、 

その結果を業者と対応し、実施に移している。 

○古賀委員長 

対応が遅いというクレームはあるか。 

○道路管理課 

“もうちょっと何とかできないか”等のクレームがあり、それは公の原則からすると、行 

き止まりなど設置基準に合致しない場合は、自治会で対応していただいている。 

○坂本副委員長 

事業のスクラップ＆ビルドでいうところの、既存の街路灯を廃止した事例はあるのか。 

○道路管理課 

１年に１回あるかないかであるが、自治会から連絡がある。 

○坂本副委員長 

では、自治会の意向とは関係なく、客観的に不要だから廃止するのは可能か。 

○道路管理課 

積極的にはなかなか難しい。 

○田中委員 

その点について、今回、国土交通省から出された基準の中では明確に書いてあるのか。 

○道路管理課 

書いていない。内容は生活道路というよりは、市街地の駅周辺等の適正化を実施する際の 

基準である。 

○田中委員 

これは駅周辺に限定されているのか。 

○道路管理課 

限定ではないが、どちらかというと駅周辺における、狭あいな、現地に行って見ないと判 

らないような区域を対象として取り組んでいる。 

②学校給食一般運営事業（体育保健課） 

○坂本副委員長 

意地の悪い質問かもしれないが、事務事業評価シートにおける事業内容について、 “①給 

食調理業務につき民間に委託する” 、 “②学校給食非常勤職員の報酬を支払う”とあるが、間 

違いないか。
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○体育保健課 

間違いない。 

○坂本副委員長 

①については、委託契約を締結した後に業務を委託する訳であるが、委託料を支払わない 

のか。 

○体育保健課 

支払っている。 

○坂本副委員長 

①においては、 “支払い”まで書いていない。 

また、②においても、雇用契約を締結しないで報酬だけを支払う、という書き方ではない 

か。何か記入の仕方がおかしいように感じる。 

成果指標①の数値についてだが、Ｈ15 年度と比較し、このような額を節減できたという 

ことか。 

○体育保健課 

そうである。「民間委託契約額推移（参考）」という資料をご覧いただきたいが、Ｈ15 年 

度以降、毎年民間委託を実施している。契約額の人件費相当分と直営時代の人件費相当分を 

比較し、その差額を効果額として累積で表示している。Ｈ20 年度においては、６校併せて、 

62,000 千円が想定されている。 

○田中委員 

事業費の内訳の提出がないのでハッキリとは判らないが、民間委託した場合、平均約 

20,000 千円の効果があり、29校では単純合計で 580,000 千円の効果額となる。 

そうであるならば、Ｈ20 年度事業費、約 380,000 千円に対して、直営で実施するよりも 

委託する方が１校あたりの事業費で考えると高額なのか。 

○体育保健課 

明石市では養護学校を含め 29 校、食数はバラバラであるが 200～300 人規模校である。直 

営の配置調理員数は給食数に見合った人数が配置されている。 

先ほどご指摘のあった、平均 20,000 千円の効果額というのは、Ｈ18・19・20 年度あたり 

を指すと思うが、この時期には大量の調理員の退職と職種変更試験が行われたため、６～10 

人程度の欠員が生じることとなった。６～７名程度の欠員が生じたということは、約 1,000 

食程度の学校となる。 

これが２・３年続いたため、委託の契約額が 20,000 千円程度減額となっている。 

○田中委員 

結論として、直営と業務委託では１食あたりのコストに変更がないということか。 

○体育保健課 

１食あたりのコストは削減されている。 

○田中委員 

明石市学校給食会（以下「給食会」という。）を通じて事業を実施しているのか。 

また事業費のうち、どのぐらいを給食会へ支払っているのか。 

○体育保健課 

給食会の運営補助は一般会計から行っている。 

○田中委員 

つまり、この事業費には入っていないということか。
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○体育保健課 

そうである。給食会は自前では利益を生み出せないため、事務長１名の人件費とパソコン 

関係の経費として 4,000 千円程度の運営補助を行っている。 

○田中委員 

“学校給食を効率的に行う”というような経費は、別でも支出されているのか。 

○体育保健課 

まず、給食費があるが、これは保護者の方が支出するものである。 

○田中委員 

市が支出しているお金は他にあるのか。Ｈ20 年度事業費の約 380,000 千円は、ほとんど 

が人件費なのか。 

○体育保健課 

内訳は、多いものから報酬で約 99,000 千円、民間委託料・５社で約 118,000 千円、準要 

保護児童学校給食費補助で約 100,000 千円である。後はもろもろの費用となっている。 

○田中委員 

事業費のメインは、民間委託料と就学援助に要する費用なのか。 

○体育保健課 

そうである。後は非常勤職員の人件費である。 

○田中委員 

何を比較すればいいのか、民間委託された部分と給食会の部分なのか。過去ではなく、現 

状の金銭面を知りたいのだが。 

○体育保健課 

Ｈ20 年度に民間委託した錦浦小学校の事例をあげたい。 

直営の場合の人件費が 34,253 千円。業者への委託金額が 27,090 千円、そのうち人件費相 

当額が 21,550 千円であるので、12,703 千円が直営で継続した場合との差額となる。 

○田中委員 

それは原料代も考慮しているのか。 

○体育保健課 

原料代（食材費）については、教育委員会が所管し、その調達を実施している。保護者か 

ら徴収する給食費はすべて食材費のみとなっている。 

○田中委員 

委託業者は調理現場に人を置き、そこで調理しているのか。つまり、業者が給食を作って 

配達するのではなく、現地で食材を加工しているのか。 

○体育保健課 

そうである。 

学校給食法上は、食材の調達や安全安心も含め、教育委員会が責任を持って調達してくる 

必要がある。そして、その調達経費については保護者からの給食費代で賄うとしている。 

また、その間に立つ給食会は利潤を取ってはいけない。給食費はすべて食材に廻さなけれ 

ばならない。となるとその運営経費については、市が措置することとなる。 

○田中委員 

給食会の管理責任はどこにあるのか。 

○体育保健課 

体育保健課にある。
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○田中委員 

給食会の効率的なあり方についてはどう考えるか。 

○体育保健課 

経費面では、事務長１名の人件費とパソコン関係の経費のみと決まっている。つまり、そ 

の分のみの補助となっている。 

○田中委員 

他に一般会計から支出されているお金はあるのか。 

○体育保健課 

食器代や給食の冷蔵庫代などが“衛生管理事業”から支出されている。 

○増田委員 

保護者は、給食１食あたりいくら負担しているのか。 

○体育保健課 

平成 20 年度でいうと、１食あたり 220 円となっている。 

○増田委員 

市の公費負担はなく、すべて食材に充当されているのか。 

○体育保健課 

そうである。 

学校給食法では、学校給食に必要な経費について明確に負担が決められており、食材料 

費・消耗品費・光熱水費などは保護者負担と決まっている。また、備品費・施設費・修繕費 

は設置者負担となっている。 

明石市では食材費のみを給食費として負担いただき、残りは公費で支出している。 

○増田委員 

実際には食材費の 220 円が高いか低いかは、一概には何とも言えない。 

給食に関する保護者アンケートは毎年実施していると思うが、その結果からの満足度はど 

うなのか。私も“給食試食会”に出席したりするが、給食はさほど高級なものでもないと思 

われる。例えば、食材は豊富で栄養価の高い地場産を自由に仕入れる等、調理の自由度はど 

うなのか。 

委託先は自由に食材を仕入れ、献立を立てるのではないと聞いたが、調理委託の自由度を 

高めれば、豊かな給食を実現できるのではないかと考えるがいかがか。 

○体育保健課 

参考資料「平成 20年度学校給食」の８ページをご覧頂きたい。 

Ｈ19 年度では、１食あたり 220 円で 180 回実施し、月額 3,600 円となっている。主食の 

パンと米飯については、県の体育協会“学校給食総合センター”が供給している。県は一括 

入札を行うため、大量調達のメリットを発揮でき、明石市においては、大量調達したもの中 

でも明石市産を供給することとなっている。また牛乳は県下統一価格である。 

我々としても、地産地消が近年の課題であるため、よい食材を納入できればと考えている。 

例えば、キャベツは明石のブランドが確立しているため、11 月から５月まではすべて明石 

産のもの使用し、お米も明石市産米を、海産物もあかし蛸からあげ・コロッケ・いかなごな 

どを、また毎月一回はあかし海苔を出している。 

○増田委員 

ハンバーグなどの冷凍食材が凍ったままで出てくることもあると聞くが、そのあたりは改 

善されているのか。
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○体育保健課 

食事する前２時間以内に調理することを基本としている。つまり、10 年前のＯ157 以降は、 

食材の中心温度が 85度以上にならないと提供しないこととしている。 

○増田委員 

給食費の滞納問題は明石市でも問題になっていると思うが、滞納分は市の負担となってい 

るのか。 

○体育保健課 

滞納分は給食会の会計を通しているため、一般会計は関係していない。事業費ベースでは、 

年間約 800,000 千円のうち、直近滞納分で 560 千円ぐらい、率にして約 0.006％となってい 

る。 

○増田委員 

払う対象の人はきちんと払っているということか。 

○体育保健課 

そうである。 

○赤木委員 

当初、私は事業の目的を勘違いしていた。では、栄養教諭は全市で何人いるのか。 

○体育保健課 

29 校中 19 名である。栄養教諭と現在免許を持っており来年栄養教諭となる者が 19 名で 

ある。残りの 10校については配置されていない。 

県の配置基準では、概ね 550 食以上の学校に１名配置するようにとなっているようである。 

29 校を 19 名で担当校制としており、他校で要請があれば指導に行くようにしている。 

○赤木委員 

事業費の財源内訳についてだが、 “国・県支出金”の内容はどのようになっているか。 

○体育保健課 

国から扶助費の一部について援助がある。ただし、就学援助の方を対象とした内容となっ 

ているので少額である。 

○赤木委員 

全学年を通して、ご飯は 10ｍｇずつ異なるが、牛乳は 200ｍｌで統一されているのか。 

○体育保健課 

牛乳はカルシウムの量となるので、高学年・中学年・低学年児童ごとに、栄養所要量の基 

準として決まっている（参考資料「平成 20 年度明石市学校給食」17ページ参照）。 

○赤木委員 

なぜ牛乳だけ違うのか。学年ごとに給食費を分けない理由があるのか。 

○体育保健課 

実際、分けている市もある。明石市では１年から６年を平均して 3,600 円としている。 

○赤木委員 

成果指標の設定については、基本的に給食の委託を進めていくのであれば、どの学校にお 

いても可能になる、 “介添え職員”の増加などを成果として記載すべきではないか。 

○体育保健課 

委員ご指摘の件は、毎年実施している保護者説明会でその点を一番強調している。 

○田中委員 

事業費の内訳をお聞きしていると、学校給食非常勤職員報酬の減少と民間委託費の増加が、 

Ｈ15 年度から毎年 10,000 千円単位で減少している、という解釈であると理解した。
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では事業費自体が増えている、その分析はできているのか。 

○体育保健課 

事業費の人件費は本事業に携わる正規職員分を計上している。正規調理員の報酬は別の事 

業で計上されている。 

正規調理員の報酬は減少している反面、民間委託料は増加している訳である。内訳でいう 

と、教育委員会でいうと正規調理員の報酬は学事給与課で減少しており、その事業では人件 

費が減少しているといえる。 

○田中委員 

要するに、減った額というのは正規職員が減ったことをいっているのか。 

資料「民間委託契約額推移（参考）」では、Ｈ19 年度からＨ20 年度で約 14,000 千円減っ 

たことになるが、反面、評価シートでの事業費予算では約 50,000 千円増えている。つまり、 

単純に考えると 64,000 千円程度増えている訳である。これは、毎年起こっているのか。 

○体育保健課 

事業費については、Ｈ19 年度・約 350,000 千円からＨ20 年度・約 380,000 千円と 40,000 

千万円近くあがっている。また、民間委託料については約 27,000 千円増加している。 

○田中委員 

それは報酬が減った訳ではなく、臨時調理員が減少したということか。 

では、事業費の内訳を具体的に教えてもらってもいいか。 

○体育保健課 

学校給食費全体の中では、事業が学校給食一般運営事業、学校給食衛生管理事業、職員費 

とあり、職員費には正規調理員の人件費 37 人分で約 200,000 千円が計上されている。 

報酬については、非常勤調理員が 60歳で雇用止めであり、年によりまちまちである。 

ここ３年ほどは、正規調理員に大幅な欠員が生じている。 

○田中委員 

今回の評価に関しては、事業内容をどういうふうに効率的に行っているか評価するのか。 

それとも給食費全体のことを評価するのか。 

○体育保健課 

評価に際して意図しているのは、 “民間委託の活用による人件費の抑制とサービスの向上 

について”を評価の対象と認識している。 

○田中委員 

せめて、別事業予算である“正規調理員の予算の推移”がないと評価できない。 

○体育保健課 

本事業の経費が増えているのは別の要因もある。例えば景気悪化による扶助費の増額、米 

飯給食にかかる茶碗食器の購入による増額等の要因もこの中に含まれる。 

○田中委員 

今回の評価では、そういうことを評価するのか。 

○体育保健課 

民間委託の実施に係る効果以外は、所管課ではコントロールできない。本事業が評価の対 

象として選ばれたのは、その評価を実施するためであると考えたので、それを成果指標とし 

てお示しした。 

○坂本副委員長 

例えば、明石養護学校ではＨ15 年度以前の直営時代には人件費が 13,466 千円であったの 

が、民間委託することにより、6,406 千円節約できたということであろう。
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これは大抵いい話であるが、単順に計算すると、直営の場合に調理員１人を雇用するのに 

約 6,400 千円掛かっていたのが、同じよう事務職を雇用すると、民間では給料が半額になる 

上、会社の利益もある。それで従前のスキルが維持できるといえるのか。 

○体育保健課 

明石養護学校の場合では正規調理員が２名であり、民間委託の場合では４名の配置があり、 

そのうち２名はフルタイム社員である。残り２名はパート社員であり、午前９時から午後３ 

時までの勤務である。 

○坂本副委員長 

では、１人当たりの年間収入はいくらか。逆にいうと、直営時代の職員の年収がかなり高 

かったということにならないか。スキルは一般的な水準が維持されているのに、人件費とし 

ての計上は半分以下でいい、 “削減”とはそういうことを言いたいのか。 

○体育保健課 

正規調理員である技能労務職員は年齢別の給与体系であり、当然昇給もある。 

○坂本副委員長 

直営の正規調理員の場合、かなり人件費が高かった。それを改善したという訳であるが、 

もともとの制度自体は残っているのか。 

○体育保健課 

職員の給料表については、Ｈ19 年度に国の給与構造改革に併せて、明石市でも給与構造 

改革を行っている。 

○坂本副委員長 

要はその給与体系に手を付けないと、市職員が職を失い、民間が安い給料で業務を請け負 

うということがエンドレスで増加していくのではないか。 

○体育保健課 

あくまで退職者不補充で、職員を辞めさせてということではないと理解している。 

○古賀委員長 

Ｈ16 年度においては、民間委託実施の効果は判っていたと思うが、なぜ一気に実施しな 

かったのか。明らかにその段階での削減効果額は判っていたのであって、４、５年掛けて実 

施したのは理由があったのか。 

○体育保健課 

あくまで退職者不補充が前提で、職員は採用時に調理員として採用しているため、あくま 

で退職者に見合った民間委託しかできない事情がある。 

○古賀委員長 

民間委託の実施の余地はまだあるのか。 

○体育保健課 

市としての“技能労務職の退職者不補充”という方針が変わらない限りは、調理員を採用 

しないので、民間委託は進み、その効果額も発生することとなる。 

○赤木委員 

明石市のようにある程度交通の便がよいのであれば、例えば、魚住町４校で“給食セン 

ター”を作り、給食を持っていくなどということは検討したのか。 

コスト面を重視すれば、ご飯・副食など民間が配達しても可能ではないか。 

○体育保健課 

箱物建設には費用が掛かる。約 400,000～500,000 千円は必要だろう。費用対効果でみて 

も厳しい。あくまで保護者が望んでいるのは、調理員の顔が見える、給食・食育である。調
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理員が駐在しない場合は、子供の乱食が減らないと思う。 

例えば、神戸市などは自校方式とセンター方式が混在している。また山間部ではセンター 

方式が多いと聞く。 

(3) 意見交換・全体協議 

① 街路灯新設・維持管理事業（道路管理課） 

○坂本副委員長 

事業の必要性及び実施主体ともにＡである。 

問題は有効性・効率性であり、成果指標として自治会から要望に応じての数字が出ている 

が、何か行政として確固たるものがないと、声の大きな方に流され、事業のスクラップはで 

きないのではないか。 

また、事業の特質を踏まえての行政の心構えが少し希薄であるように感じたので、Ｂとし 

た。 

○赤木委員 

必要性はＡである。 

有効性・効率性についてだが、本事業のような業務については、業務があるから実施する 

というのではダメであろう。そういう意味では合理的で安価に実施する方法を考えないとい 

けない。 

例えば、防犯ランプ等の取替えは、安全の問題やはしごが必要ということもあるが、材料 

があれば自治会でやれるものもある。地区によって組織を作ってもいい。事業形態は検討す 

る余地があるとして、Ｂとした。 

○田中委員 

必要性に関しては申しあげることもなく、Ａとした。 

有効性・効率性については、所管課の分析では街路灯は足りているという判断であった。 

確かにきれいで明るい街は犯罪抑制効果があるのではないかとも考えるが・・・ 

水道光熱費の節約に関しては、太陽電池・太陽光発電の利用もあるが、全体として現状の 

実施方法でいいのではないかと考え、Ａとした。 

○増田委員 

必要性はもちろんＡである。 

有効性・効率性は、評価シートの所管課コメントの中で、新しい取り組みにも対応してい 

くという、前向きな姿勢も見られるのでＡとした。よって総合評価はＡである。 

○古賀委員長 

安全性などの面から考えても、市が実施する必要性は高い。 

有効性・効率性は、確かに注文すべき点として、明確な評価基準・ビジョンが欠けている 

ことがあるが、最低限対応すべきは実施している。ただ、それだけでいいのかという事に関 

しては、所管課で議論も行っている。積極的な注文を付けるという意味でＡとした。 

事業の必要性及び実施主体については、全委員がＡであるのでＡで決定したい。 

では、有効性・効率性は３名がＡ、２名がＢであるので議論したいと思う。 

○坂本副委員長 

田中委員が指摘したように、街路灯をもっとつけろということも当然然るべき議論として 

あり、そういう意味では所管課の主体的な動機を見出しがたい。 

○古賀委員長 

積極的な取組み・姿勢が欠けているという点では、Ａと評価できないということ。田中委
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員はいかがか。 

○田中委員 

所管課の判断に頼るしかないが、２万灯を目標に 3,000 灯を計画的に設置していくのは意 

味があると考えたが、現状では足りているという判断であった。その判断はどこでなされた 

のか。この判断が正しいのならば、Ａでもいいのではないか。現状の実施方法でいいのでは 

ないかと考えた。 

○古賀委員長 

評価においては、ヒアリングで納得できたかどうかが重要である。増田委員はいかがか。 

○増田委員 

特にマイナスにする要因が感じられなかった。実際対応していないのであれば、よろしく 

ないが、対応できているし、無理な要望にも対応できているのであれば、Ａでいいのではな 

いか。 

○古賀委員長 

所管課へどこまで要求するかが問題である。つまり、積極的・前向きな行革の姿勢をどこ 

まで評価するのか。また環境問題などはすぐに対応できない、国で対応すべき課題であるの 

で、評価とは別に置いておきたい。 

多数決をとるまでもなく、有効性・効率性は、積極的な改革の姿勢を見せることと今後の 

計画をどうするのかに関して注文を入れていただき、Ａとしたい。 

よって、街路灯維持管理事業については、必要性をＡ、有効性・効率性をＡ、総合評価を 

Ａとさせていただく。 

② 学校給食一般運営事業（体育保健課） 

○坂本副委員長 

元々、学校給食の位置づけは、教育のある一定の重要な部分を占めるのでＡとした。 

問題は有効性・効率性であるが、10分間程度の説明ではうまく理解できない。 

どう考えてもうまくいっていないと思われ、事業全体としてまずいことを誰が改善するの 

か。うまくいっていないことが説明を聞いて判ったので、Ｂにせざるを得ない。 

○赤木委員 

必要性についてはＡ。 

有効性・効率性は、事業の一番の核心部分が民間委託であり、現状の経費削減の流れの中 

では、いろんな方式はあるだろうが、やむを得ないと考えている。つまり、 “技能労務職の 

退職者不補充”という流れの中で、民間委託を進めていることは評価せざるを得ない。自校 

方式の給食は、現状ではベターだろうと考え、Ａとした。 

ただし、業務委託先の社員の低賃金に影響しているだろうことは、ここでは評価できない 

が気になるところである。事務事業評価としては、総合評価はＡとなる。 

○田中委員 

必要性に関しては申しあげる事はない。Ａである。 

有効性・効率性は、提出資料の中での思い込みもあったが、ヒアリングを聞けば聞くほど、 

判らなくなり、市全体としての業務の全体像が判らなかったのでＢとした。 

○増田委員 

必要性はもちろんＡとした。 

有効性・効率性については、うまく実施できていなかったのが、ここ数年で業務委託を始 

め、徐々に改革が進んでいる途中である。説明が判りにくかったのもあるが、現状の流れの
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枠組みの中ではＡと判断した。 

ただ、この行政評価をきっかけにして、よりよい学校給食について、行政改革の視点から 

前向きに目指すのが可能であればＢとしたい。 

○古賀委員長 

必要性はＡとした。 

有効性・効率性は、民間委託の努力を評価するという面もあるが、学校給食というトータ 

ルでみた場合、部分的なコストダウンが図られているが事業の全体像が見えにくい。努力し 

た跡が積極的に判れば別の評価もできたが、現状ではＢにした。 

事業の必要性については、全委員がＡであるので委員会としてＡに決定したい。 

問題は、有効性・効率性の評価に関して、どこまで見ていくかである。現状では業務の全 

体が見えにくかったということがある。民間委託し、人件費のコストが削減されてことは理 

解できるが、それ以上のことではないのでＢとなる。この辺りいかがか。 

○坂本副委員長 

定年退職者が出て新規採用を抑えるのは、市の方針であり所管課が努力した跡は見えない。 

つまり民間委託は横並びで実施している。 

○古賀委員長 

行政改革として、もっとしっかりした取り組みがみたいのであれば、現状では満足できな 

いと思われる。赤木委員はいかがか。 

○赤木委員 

事業費の内訳を過去３年くらい提示いただければ、評価の目安となると思うが、私として 

は、取り組みの流れを評価している。 

○古賀委員長 

私自身もトータルの事業システム自体がよく判っていないこともあるが、 “できるとこ 

ろ”と“できないところ”の線引きがよく判っていない。 

提案となるが、全体像が理解できないのが多数を占めている現状は、いいとも必ずしも思 

わない。よって暫定的に有効性・効率性をＢ評価とし、可能であれば、全体のブレークダウ 

ンされた細目等の資料（過去３・４年の事業費内訳など）を提出いただき、全体としてどう 

なのか、仕組みについて再ヒアリングしてはどうか。 

○坂本副委員長 

田中委員が指摘していた、「Ｈ17・18・19 において経費の削減が行われているのに、どう 

して事業費は増加しているのか、単年度ごとに個別の要因が存在するのか」という質問には 

答えがなかった。つまり、評価シートと参考資料との整合性がしっかりしておらず、説明不 

足でもあると思う。 

○古賀委員長 

少なくとも特別の事情があるかもしれないので、もう少し説明を聞く必要がある。 

○坂本副委員長 

人的な削減効果がなければ、事業費の増額が目立つ結果ともなっていた。 

○古賀委員長 

毎年、年度の特殊な事情で増加するのは妥当か、という問題もある。 

○田中委員 

人件費の抑制については、単に退職者を再雇用しないという市の方針に基づいて委託して 

いるだけの話なので不適切であり、当然減っていくものなので、成果指標からは外して欲し 

いが。
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○古賀委員長 

ただ、それも行政改革の成果と考えられないか。民間委託の流れの中で、明石市でも実施 

していますよとアピールできないこともない。 

○坂本副委員長 

それは市の上層部からの指示であり、所管課は結果オーライなだけではないか。 

○古賀委員長 

もう一度、議論するため、新しい資料を提出いただきたいと思う。 

必要性についてはＡ、有効性・効率性については、暫定的にＢ、総合評価はＢとしたい。 

次回委員会における再ヒアリングの対象としたい。 

○全委員 

異議なし 

○事務局 

次回委員会におけるヒアリング時間は、説明も含めて 30 分とし、議論は焦点を絞って実 

施していただきたい。また必要であれば所管課から資料を提出させたい。 

○古賀委員長 

では再ヒアリングを実施し、その終了後に改めて評価について協議をさせていただくこと 

としたい。 

(5) 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。 

平成 年 月 日 

議事録署名 委員長


