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第８回明石市行政評価委員会 議事録 

１．日 時 平成 20 年８月 13日（水） 午後 1 時 28 分～午後４時９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（広報課） 

藤本課長、違口係長 

（総務部総務課） 

平野課長、今井係長、東谷書記 

（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 事務事業の所管課再ヒアリング 

2 意見交換・全体協議 

3 評価結果のまとめ方について 

4 その他 

５．配布資料 

(1) 平成 20 年度 事務事業評価結果一覧（暫定版）（案） 

(2) 事務事業評価の再ヒアリング評価集約表 

(3) 事務事業評価シート（CATV 放映事業、文書管理事務事業、学校給食一般運営事業） 

(4) 事業参考資料（平成 19年度「海峡のまちあかし」放送実績、文書管理事務事業、事 

務事業評価資料（学校給食調理員に係る人件費の抑制）、平成 20年 

度学校給食調理民間委託導入について） 

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 

「街路灯新設・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で、総合評価はＡであった。「学校給食一般運営事業」は、必要性はＡであったが、有効 

性・効率性はＢで、暫定で総合評価をＢとした。委員会としては、給食業務全体を把握した 

中で、運営事業の有効性・効率性を判断する必要があるとし、再ヒアリングを実施すること 

としている。
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これから、前回のヒアリング結果を踏まえ、所管課から補足説明をしていただき、その後、 

質疑応答を実施したい。意見交換・全体協議は、3 事業のヒアリング終了後に、予定してい 

る。再ヒアリング対象事業は、「CATV 放映事業」、「文書管理事務事業」、「学校給食一 

般運営事業」である。 

(2) 事務事業評価の所管課再ヒアリング 

① CATV 放映事業(広報課) 

○増田委員 

番組制作費についてだが、 “海峡のまちあかし（30 分・年間 48 回分） ”のみの制作費と考 

えていいのか。夕方に放映している明石に関する情報番組の制作費も入っているのか。 

○広報課 

“海峡のまち明石”のみの制作費である。夕方の情報番組は CATV の自主番組である。 

○増田委員 

以前、 “ファックス安全情報”を流していたが、そのような内容について広報課が戦略的 

に主導権を持って映像を提供できないか。 

○広報課 

文字放送については CATV が独自に実施していたが、費用対効果等を検討した結果、廃止 

したと聞いている。 

○増田委員 

“海峡のまち明石”の著作権は市が買い取っているのか。 

○広報課 

買い取っている。 

また、本年４月からは、DVD 形態で行政情報センターにおいて貸し出しも実施している。 

○増田委員 

番組を CATV へ外注しているが、その過去の映像データは蓄積されていくので、広報課が 

主体的に管理していかないといけない。 

○広報課 

市としても映像データは貴重な資料となる。Ｈ６年度からは、過去のデータをデジタル化 

し保存している。また、それ以前のテープデータのデジタル化についても、一つの課題であ 

ると考えている。 

○古賀委員長 

今回は再ヒアリングであるが、事業の有効性・効率性については、今回どのような形でお 

示しいただけるか。 

○広報課 

やはり映像の持つ影響力は非常に大きいものがある。現状、行政情報を広報する番組は 

CATV のみであり、その面で有効性は認められるのではないか。 

また、効率性については費用対効果の面で兵庫県下の各市の CATV の状況を調べたので報 

告したい。特に県内では、神戸市・尼崎市・西宮市・伊丹市・宝塚市・芦屋市・姫路市・洲 

本市・丹波篠山市・養父市・朝来市・加東市の各自治体で、市の広報番組が放映されている 

が、その内容からは制作本数・番組の放映時間・回数など様々である。 

また、自治体が直営しているところもある。例えば、神戸市においては月１コ・15 分番 

組の制作費が 90 万 4,050 円である。芦屋市では 30 分番組の制作費が 92 万 600 円、姫路市 

は 15 分番組を月に４本制作し、31 万 6,890 円である。
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この結果からみれば、制作費のみを比較すると、明石市では 57 万７千円ほどであるので、 

むしろ安く抑えていることが数字上では読み取れる。 

○古賀委員長 

市の状況や戦略によっても費用は異なろうか。では、明石市における事業見直しのベース 

はどのような基準なのか。前回同様、ヒアリングからは前向きな姿勢が伝わらなかったよう 

に感じている。 

○赤木委員 

CATV 放映事業は、事業費では、広報紙発行事業に比べて、多額となっている。ご説明の 

効率性については理解できるが、広報あかしなどの他の媒体と比較して、市民へ情報が行き 

渡っているかどうかというデータがＨ15年度以降はない。 

情報の共有と言われているが、言葉だけであり判りにくい。そういう意味で、前回のヒア 

リング時からの私の疑問は解消されていないと思う。 

○広報課 

広報紙発行事業と比較し、費用面での差があるというご指摘であるが、昨年度、行政評価 

で広報紙発行事業を取り上げた際には、事務事業シートの記載では事業費と人件費で約 

57,000 千円であった。CATV 放映事業についても、人件費と事業費を合わせて約 57,000 千円 

であり、差はない。 

また、委員ご指摘については、広報全体のあり方についての市民評価であると考えるが、 

どの事業でも PDCA のサイクルで実施していくのが重要であり、我々としてはチェック、つ 

まり、評価の部分は充分でないと認識しており、今後、何らかの方策を検討していきたい。 

また、CATV が独自で約 250 世帯にアンケート調査を実施しており、広報課としてもその 

情報を提供してもらえるように、要望していきたいとも思う。 

○田中委員 

広報課としては、全世帯の 12.4％という CATV 受診世帯に提供する事業費と、基本的に全 

世帯に郵送等をしている広報紙の発行事業費とは同じコストでも価値がある、と判断してい 

るのか。 

○広報課 

映像の持つ影響力は大きいため、CATV は必要であると考えている。そのため、番組を編 

集し直し、インターネットで配信する等の検討も行いたい。また、番組を視聴できない方へ 

のビデオの貸し出しも行っている。 

○田中委員 

インターネット配信は実施しているのか。 

○広報課 

していない。できるだけ早い時期に実施したい。 

○田中委員 

コストを下げるためにインターネットを利用する、という観点での検討ではないのか。 

○広報課 

そうである。番組を配信するにしても番組作り自体は必要であり、その制作経費も当然か 

かってくる。CATV を活用して配信し、多くの市民の方に利用いただける環境を作っていき 

たいと考えている。 

○坂本副委員長 

今回再ヒアリングとなった理由をどのように理解しているのか。
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○広報課 

理由の一番大きな部分は費用対効果・コスト面であると認識している。 

○坂本副委員長 

有効性・効率性について、前回の評価結果はご存知か。 

○広報課 

事務局から聞いている。 

○坂本副委員長 

むしろ全体の評価からすると、 “事業の必要性及びその実施主体”が一番ポイントになる 

と考えている。事業の実施主体の評価において、市が必ず実施しなくてはいけないという面 

でコメントはないのか。 

○広報課 

広報全体のあり方も踏まえ、市の行政情報をいかに提供していくか、その媒体の一つとし 

て CATV があると考えている。 

確かに他の民放とは異なり、明石という区域内でしか主張できない訳であるが、こういっ 

た特性を踏まえ、市の行政情報を中心としながら、市民活動の生の姿を情報発信することに 

よって、見た方がその活動に参加したいな、と思えるような番組作りを目指していきたい。 

情報お知らせ方ではなく、問題提起型の広報のあり方も含め、現在唯一の映像媒体である 

CATV 以外の他の方法では相当な経費が見込まれる。よって事業の必要性はあると考えてい 

る。 

○古賀委員長 

明石市と同じような役割（市が主体とならない）で、実施しているようなケースはあるか。 

○広報課 

県内では、神戸市等では自治体が経営主体となって運営している。 

特徴的なのは、２市２町（加古川市・高砂市・稲美町・播磨町）が出資している BANBAN 

がある。そこでは、CATV が順番で広報番組を制作し、自治体が協力しているようだ。聞く 

ところによると、当初に各市町が出資もしており、CATV は制作費を徴収していないようだ。 

○古賀委員長 

BANBAN のような実施方法も検討したのか。 

○広報課 

していない。 

○坂本副委員長 

従前、この事業を廃止するという話はなかったのか。 

○広報課 

なかった。 

○坂本副委員長 

市が多少とも CATV へ出資しているということは、そのことに影響しているのか。 

○広報課 

わからない。 

○増田委員 

加古川市の BANBAN テレビの番組は面白いものが多い。明石市として CATV へもっと積極的 

な介入や指導が出来ないのか。また、番組内容はネット配信できると思うし、地デジ導入後 

は、タッチパネルで色々な番組が受信できるというような、他のメディアも含めて検討して 

いく必要があろう。
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○広報課 

確かに番組内容のネット配信は可能である。 

また、Ｈ20 年版“情報通信白書”によれば、インターネット人口の普及率は 69％であり、 

世代別にみると、高齢者世帯では 50％以下になりインターネットを見ている割合は減る。 

効果的な広報の実施については、インターネットを重視していかなくてはいけないことは、 

重々承知しているが、それがすべてではないと思っている。 

CATV の視聴可能世帯は 40％であるが、数字だけで有効性は判断できない。率の問題だけ 

ではない。 

② 文書管理事務事業(総務部総務課) 

○坂本副委員長 

庁内には 100 ぐらいの課があると聞いたが、ある課で、ある文書が存在するとする。これ 

を郵便に付して、一定の割合を市民へ出すかどうかの決定権限はどこにあるのか。 

○総務課 

それは各課にある。 

○坂本副委員長 

各課が郵便に付すると決定したのに、例えば総務課が郵便に付する必要がないという権限 

はあるのか。 

○総務課 

権限はない。 

○坂本副委員長 

つまり、総務課には予算増減の権限はない。そこが矛盾ではないかと前回指摘した。 

元々、予算は必要に応じてあてはめ、必要に応じてカットする。ただ総務課にはその権限 

がなく、予算の執行にはあてはまらない。よって、その点の制度設計が必要だと申しあげた。 

予算は一定の事業を実施するためのものだが、その予算の増減を総務課では裁量できない。 

出すか出さないか決定できず、結果、何でも出すということにはならないか。 

○総務課 

郵便を出すか、出さないかは各課が判断している。 

○坂本副委員長 

各課には予算的な制約がないのではないか。 

○総務課 

予算はそういう形で執行しているが・・・ 

○坂本副委員長 

予算で制約しないと、何で制約するのか。 

○総務課 

例えば、電話・電気も同じような形で制約する必要があろう。その場合、果たしてできる 

かどうか。 

○坂本副委員長 

郵便物については、できる可能性はあるのではないか。 

つまり、必要なもの・必要でないものを分けようというのが、行政改革の立場である。こ 

のような発想を許さない現体制がおかしいのではないか。多分、必要でない郵便物もあるの 

ではないか。全部が必要であるといえるのか。
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○総務課 

基本的には必要であると思っている。 

○坂本副委員長 

行政改革という立場からは、必ずしも必要でないという立場もありうるのではないだろう 

か。現状、そういう立場の人は議論に入れない訳である。本来、予算付けに応じて、その交 

渉などがあって然るべき。ただ現状では、実際のところ予算が支出されてしまうのでしょう。 

○総務課 

ただその場合、事業の中に占める“郵便”の割合はどの程度重要であるかが大切となろう。 

例えば、道路新設事業であれば、道路を新たに作ることが本来の目的であり、その郵便は付 

随的なものであろう。 

そこに予算を付けるかどうかは、予算執行上、あまり重要な要素ではないと考えている。 

単に郵便を出すのは二次的な目的であるため、現在、総務課がまとめて実施している状況で 

ある。 

○坂本副委員長 

全予算規模の中で本事業費は 0.1％に過ぎないというのは確かである。また、郵便は付随 

的な業務であるのも確かである。 

ただ、全く監視が及ばないというシステムがおかしいのではないか、と指摘している。郵 

便業務は本事業費の予算の８、９割を占めている。 

○総務課 

そうである。郵便の予算規模はかなり多い。 

○坂本副委員長 

そのような大きな予算規模を占めるものに対して、何の配慮もなく誰もチェックできない 

訳であろう。 

ブロークンウィンドウズセオリーがあるのをご存知か。これは、刑事政策的な施策があり、 

例えば大都市で強盗などの重大犯罪の取締の成果が上がらなかったが、駐車違反などの軽犯 

罪を厳格に取り締まった結果、重大犯罪も減少したというものである。先程の付随的な業務 

については、このセオリーと同じようなことがあり得るのではないか。 

郵便は付随的な業務かもしれないが、これに関して何の監視も行き届かないというシステ 

ムを放置するのはおかしくはないか。つまり、事業費として割り当てられていない予算を、 

課以外に割り当てられた予算としてどんどん使うことになろう。 

○総務課 

私は制度的に現状がベターだと考えている。 

○赤木委員 

坂本副委員長の意見に同感である。つまり、権限がある場合にどういう指導をするかに尽 

きると思う。それが事業を管理する立場ではないか。そうでないと行政改革はできない。 

○総務課 

これまでも郵便費用の削減については努力してきている。例えば、県庁へ送る郵便はまと 

めて合送している。 

○坂本副委員長 

個々の予算は配分するが、実際の業務は総務課が行ってもいいと思う。 

○総務課 

その場合、予算の執行管理ができない。
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○赤木委員 

では、指導すべきだと申しあげたい。 

○総務課 

指導もしている。今回、庁内で郵便業務に係る説明会を開催する予定である。これまでも 

できる努力はしてきた。また、引き続き実施していく覚悟もある。 

○古賀委員長 

事業の効果が、実績として目に見える形で、行政改革に直接結びついた成果として示され 

ればよかった。ただし、前回ヒアリング時よりも今回はかなり説得力があったと思う。 

○坂本副委員長 

約 100 課ということだが、部はいくつあるのか。 

○総務課 

20 弱ある。 

○坂本副委員長 

部ごとの年間別発送量は把握できるのか。 

○総務課 

できる。ただし、部によってばらつきがある。 

○坂本副委員長 

例えば、各課の年間発送量は把握できるのか。 

○総務課 

統計的には把握できるが、かなりの作業負担がある。データはある。 

○坂本副委員長 

「不要な郵便は減らそうね」というような、一種の掛け声で呼びかけるしかできないので 

はないか。 

○総務課 

文書集配室へ郵便物を持ってきた時に、気になる特定の課に対しては、職員から注意を呼 

びかけている。 

○坂本副委員長 

それはただ単に、横への声かけレベルか。 

○総務課 

郵便料金の軽減が図れるよう、適宜指導を行っている。 

○坂本副委員長 

約 90,000 千円という予算額は、近隣の同等の市町村に比べてどうか。 

○総務課 

調査は実施しているが、人口当たりか、１通あたりか、どの基準で図るかが難しい。 

単純に、１通あたりで比較すれば近隣よりも“安い”といえる。これがいいのか悪いのか、 

検証は出来ない。 

○坂本副委員長 

郵便に関する予算制度は、他市町村でも同様な形態なのか。 

○総務課 

兵庫県であるならば、文書課が郵便物をまとめて集配している。姫路市・加古川市・小野 

市・三木市・西脇市・高砂市でも同様である。
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○坂本副委員長 

そういう場合、行政改革の視点で何とかしようとするのは、どこが旗を振るべきであると 

思うか。 

○総務課 

この事業については、総務課であると考える。 

○坂本副委員長 

ただ、予算を減らすべき武器はない。つまり権限はないのでしょう。 

○総務課 

合送郵便を増やすなど。ただし、大きな制度の改正などがあれば郵便料は増えてしまう。 

○坂本副委員長 

増えるのではなく、その場合は必要なので予算を取ればいいのではないか。予算が膨らむ 

べき時は、別途予算を取ればいいと考える。 

総務課で 90,000 千円という予算取りでは、メリハリがつかないのではないか。どの程度 

まで許されるシステムなのかということである。 

○総務課 

文書については無駄がないと思うが、郵送方法については工夫の余地がある。各職員へ郵 

便制度上のテクニック的な節減方法を指導・周知していけば効果が出てくる。その方策が課 

題であると考えている。 

○赤木委員 

今までの実績の中で、紙をＡ版化したことはコスト削減となったのか。 

○総務課 

コスト削減となっていると思う。 

○赤木委員 

地方分権により事務権限のあり方も変わってくるが、新しい書類形式を作り出すようなこ 

とはできるのか。 

○総務課 

自治事務であれば可能である。 

○赤木委員 

それはどこが実施するのか。 

○総務課 

各事務の担当課が実施する。 

○田中委員 

事務事業に係る文書様式の整理などを全庁的に図るのは、総務課であるのか。 

○総務課 

それぞれの事務によって様式が決まってくると思う。 

○田中委員 

統一したりするのはどこか。 

○総務課 

全庁的に必要最小限のモデルを提示することは出来るが、具体的な内容については決定で 

きない。 

○田中委員 

稟議（りんぎ）決裁様式などについてはどうか。
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○総務課 

様式については、総務課から統一して示しているところである。 

また、文書事務の効率化を図るため、総務課で研究も進めている。昨年度は一般企業で採 

用されている電子決裁の活用について研究した。導入にはシステム開発に莫大な投資が必要 

であり、維持管理費もかかることから、目に見える効果を上げるために、充分な検討をする 

ということとなった。 

○坂本副委員長 

複写機の一括契約について。従前の各課での契約権限を吸い上げる作業を総務課が行った 

ということだが、そのスキームを採用するに当たり、対外的にどうではなく、内部的な意思 

集約が大変だったということか。 

○総務課 

要はどこが音頭をとるのか、またどれだけ参加できる課があるのか、というところで労力 

を使った。 

○坂本副委員長 

そういう意味では、一括契約の作業自体は総務課の権限として明記されていないが、ただ 

成果としてあげると、その実施責任があったと将来的になりかねない。 

つまり、同じようなことがあった場合、何もしないと責められないが、例えば予算を削減 

したら削減効果があったと、いよいよ責任をもって探さないといけないような事態にはなら 

ないか。 

○総務課 

あり得ると思う。 

○坂本副委員長 

これは、権限を自分で広げていったという、行政が自己増殖したような要素があるといえ 

る。ただし総務課としてはやむを得ず。本来そうあるべきだとは思わないか。 

個別の各課についてはその権限が規定されており、その各機能を寄せ集めても市全体にな 

らないだろう。そこでそのすきまを埋めるところはあったほうがいいが、それは総務課か。 

○総務課 

全庁的な調整を行う課（人事課・契約課など）が対応すべきと考える。たまたま今回は総 

務課が対応した。 

○古賀委員長 

要は組織の中で、どこまでできて、できていないかを全体的な視点から明確にし、評価を 

行う上で可能な範囲で評価していく必要がある。 

○坂本副委員長 

本業務には郵便や議会対策など全てが文書つながりであるが、各機能は機能的に整合性が 

とれているのか。各々の機能が課として有機的に存在しているといえるか。 

○総務課 

郵便と議会対策とは全く異なる。 

○坂本副委員長 

機能として分離した方がいいのではないか。 

○総務課 

実際は、 “係”単位で事務を分けて行っている。 

○坂本副委員長 

そうであるならば、文書管理事業として一括りしているのがおかしくはないか。
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○総務課 

そのことに関しては、検討させていただきたい。 

○古賀委員長 

こういった全体的な問題があるので、再ヒアリングの内容も合わせて評価していただきた 

いと考える。 

③ 学校給食一般運営事業(体育保健課) 

○赤木委員 

資料“事務事業評価資料（学校給食調理員に係る人件費の抑制） ”について。前年度と比 

較してＨ20 年度の正規職員以外の人件費は 4,650 千円程減っているが、逆に民間委託料は 

27,000 千円程増えている。これはどのように解釈すればいいのか。 

○体育保健課 

正規職員以外の非常勤調理員は、元々学校雇いであった時代の職員であり、フルタイムの 

正規職員に準じて退職者は補充していない。 

上段の正規職員とは正規の調理員、下段の正規職員以外は非常勤の調理員を示しており、 

夏季・冬季・休業中は業務に従事していないが、人数的には多い。 

○赤木委員 

では、 “学校給食一般運営事業費”にある、 （a）＋②＋③という数字はどのように解釈す 

ればいいのか。 

○体育保健課 

事務事業評価シート“学校給食一般運営事業”には、正規調理員の人件費は計上されてい 

ないので全体像が見えなかった。よって、 “なぜ民間委託を増進して行っているのに、本事 

業の予算が増えていっているのか”という要因を説明するために設けた項目である。 

○赤木委員 

結果的に、本事業の予算額は対前年度比で 41,304 千円となったと解釈すればいいのか。 

○体育保健課 

そうである。ただし人件費が含まれていないので、削減額は正確には約 260,000 千円とな 

る。 

○赤木委員 

栄養教諭の人件費については、本事業の中には入っていないのか。 

○体育保健課 

栄養教諭は市立学校については県費職員であるため入っていない。ただ、1 人だけ市に主 

任栄養士がおり、その分については入っている。 

○赤木委員 

そうであるならば、給食の決定にあたっては、市教育委員会はあまり権限を持っていない 

といえるか。 

○体育保健課 

185 日分の給食献立を１人で計画するのは困難であるので、学校給食会の献立調理委員会 

において、計 19人で４人の当番制を組むことにより対応している。 

○赤木委員 

給食費の 3,600 円はどこに入金されるのか。 

○体育保健課 

学校給食会へ入金される。
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○田中委員 

扶助費については、就学援助や特殊教育就業教育に該当する方が増えているので増加して 

いるということだが、具体的な内容は。 

○体育保健課 

生活保護の中には教育扶助があり、これは親御さん（保護者）から学校へ入金される。 

次に、明石市の場合、生活保護には至らないが生活保護よりも約 1.2 倍程度の所得しかな 

い方について、準要保護という制度を設けている。学用品・修学旅行代・医療費・学校給食 

費など援助の対象であり、100,000 千円強というのが該当する。 

○田中委員 

そういうご家庭が増えているということか。 

○体育保健課 

そうである。 

○古賀委員長 

他に意見はないか。 

○全委員 

特にない 

(3) 意見交換・全体協議 

① CATV 放映事業(広報課) 

○坂本副委員長 

有効性・効率性の評価結果は、特に委員間での相違はなく、あったのは必要性についてで 

あった。 

必要性については、ヒアリングにおいて、「これだけの視聴者しかいないのに、CATV が必 

要なのか」という形式的な質問が多かったが、あれは自己矛盾に満ちており、客観的に事業 

が必要なのかどうかだけ検討すればいい。 

であるならば、行政にとって“映像媒体”が必要かどうか、それは必要であると考える。 

本日のヒアリングを聞いても、特に何も参考にはならなかった。どの程度の市民が見てい 

るか、見てないかというのは、事業の実施方法が悪いので見ていなかっただけの話であろう。 

広報媒体としては必要であり、評価は前回から変更はない。 

○赤木委員 

必要性の評価をＢからＡに替えるが、有効性・効率性についてはＢのままである。 

現在、CATV では 30 分番組を撮っているが、それを 15 分番組に替えたらどうかと思う。 

非常に様々な番組内容があるが、何も 30 分かけてやらなくてはいいのではないかと。半分 

の放映時間にすることを提案したい。 

よって総合評価はＢとなる。 

○田中委員 

前回の評価結果から変更なしである。つまりＢ評価である。 

確かに、映像事業が必要かといえば、媒体としてゲーム・パソコン・ＣＤなど様々ある中 

で、その範囲が問題であると思う。説明ではその辺りが少し判りづらかった。CATV ありき 

ではなく、映像を流すという観点から CATV の必要性について言及して欲しかった。 

もちろん、市として全てのメディアを使うということは、私もひとつの考え方だと思った 

が、そうであるならば、もう少し早くインターネットの活用を考えてもいいのではないか。 

この辺りの整合性と、事業としての代替手段があるのかないのかどうか判らなかった。
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○増田委員 

映像データの管理は市が行っているということで、必要性の評価をＡに替える。 

有効性・効率性は、他の実施方法も検討されるので、Ｂのままである。 

○古賀委員長 

前回の評価結果から変更はない。 

ただ、代替手段のあり方については、やはり見直す必要があるのではないかと思う。広報 

戦略を明確にした上で、代替的な手段を考える必要はあろう。 

以上の結果から、赤木委員及び増田委員が必要性の評価をＡに変更した。よって田中委員 

以外は全員Ａとなる。 

○坂本副委員長 

客観的な視点から、事業自体の評価を実施する訳である。 

広報課にとり、映像はすべてどこかで繋がりがあるため、CATV の必要はあるといえる。 

また、TV と CATV のどちらを選ぶかは、テレビ自体は明石市だけに限定して放映している訳 

ではないので、効率性の面からいうと CATV だといえる。あるいは、物理的に線が下がって 

いるか、下がっていないかというセキュリティの問題があったりする。 

つまり、客観的に CATV のいいデータばかりを集め提示するとしても、CATV 自体は一定の 

評価をせざるを得ない。現時点でそれがうまく運営されているかどうかといえば、あまり愛 

情が感じられないような運営をされているようだ。 

効率性については改めて検討する余地があろうが、事業の必要性を否定するのはなかなか 

難しいと感じる。 

○古賀委員長 

特にこれから事業を積極的に補充していこうという意味では、事業の必要性を認めること 

となろうか。よって、委員会の再ヒアリングの結果、必要性についてはＡとしたい。 

有効性・効率性は、新しい内容も提示されていないので、全員が従来どおりのＢのままで 

あり、Ｂとなる。よって総合評価はＢである。 

○全委員 

異議なし 

② 文書管理事務事業(総務部総務課) 

○坂本副委員長 

郵便事業に関して総務課から再度の説明があったが、費用面から検証するのであれば、 

“とりあえずやってみようか”というのが正解ではないか。 “事業予算を各課に割り振れば、 

事業費の増加を招くから”とうのは、何もしない言い訳だと思う。 

仕事自体はかなりやっているような印象を受けた。ただ、発想自体が積極的に評価できな 

いに部分に繋がっている。特に本事業をみていて、総務課としてかなり様々な意味で先頭を 

切らないといけないのではないか。よってハードルも高かるべし。 

本来、決められたことをやっていたらいいということではない。行政改革、つまり自らを 

日々省みて、問題点があるのかないのか、また何であるかを明確に把握し、自己検討を行う 

こと、そういうことが大事である。 

そういう意味では、約 90,000 千円の郵便事業に手をつけないようなことを委員会で言わ 

れては、委員会の面子も丸つぶれである。評価の変更はない。 

○赤木委員 

行政改革という流れの中、庁内での権限分散があるようであり、郵便事業を行った場合に
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それをどうしていきたいのか。それが総務課の改革への指導者たるべき所以であると思う。 

実際、様々な取組みを実施しているということであるが、より改革を進めていくべきだと 

思う。総務課に限らず、庁舎の光熱費・公用車の管理等、そういったものも含め、責任ある 

課は徹底して実施し、結果を出していくのが行政改革だと思う。 

そういう面では、総務課としては、柔軟性がないのではないかと思う。総務課がそうであ 

れば、他課も同様な傾向があると思う。総務課が厳しくしないと、行政改革に取り組み、費 

用の削減は変わらないと思う。 

よって必要性はＡ、有効性・効率性はＢということで、総合評価Ｂに変わりはない。 

○田中委員 

変更なしである。郵便予算をどのようにしていくかという、管理方法のことを説明してい 

ただいたが・・・ 

○坂本副委員長 

現状は“どんぶり勘定”である。 

つまり、 “これだけ予算が必要なので、これだけくれ”という形態ではなく、予算を総額 

で一括して計上し、やって減るか減らないかはやってみないと判らない。 

○赤木委員 

決算においては予算の執行率がデータとして出るが、予算の執行結果がどうなるかは判ら 

ない。100 以下であればいいが、それを超えた場合、現実には調整しているのではないか。 

郵便事業の場合、払わないわけにはいかないのであるから。 

○田中委員 

特に評価に変更ないということで構わない。 

○増田委員 

特に変更はない。 

○古賀委員長 

有効性・効率性をＡにしたい。 

なぜかというと前回は評価に関して、総務課が頑張らないと行政改革が進まないという、 

かなり期待的なものがあった。つまり期待故の厳しい評価であった。 

もっと行政改革課も含め、行政改革全体の評価の中で大きく考えていかないといけない。 

これは現状ではどうしようもないので、評価をＢからＡとしたい。 

○坂本副委員長 

本事業の内訳については、議会関係業務や郵便業務などが含まれ、制度設計がなっていな 

いと思う。 

○古賀委員長 

ただ、制度設計の責任は総務課だけの責任ではない。トータルの支援機能である行革シス 

テム全体の問題であろうか。 

○坂本副委員長 

しかし、どこかで何か言わないと、現状を是認することにはならないか。 

○古賀委員長 

このことに関しては、委員会として、強く申し合わせ及びクレーム事項として指摘したい。 

本事業の制度設計に関する議論まで含めてしまうと、事務事業評価の範疇を超えるのではな 

いかと思う。 

今回評価の趣旨は十分反映する形で、多数決でＡとしたいと考えるがどうか。
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○増田委員 

私は前回の意見と同じである。 

○田中委員 

前回と全く同じ意見であるが・・・ 

確かに郵便物を庁内でばらばらに送付すれば、コストアップとなるのは、総務課が指摘す 

るとおりである。現実的に各課からの郵便データを集計し、予算を組み戻す作業が簡単に出 

来るのであれば意味があるともいえるが。そのためにどれだけコストがかかるのか。どれぐ 

らい効果があるのかをみるに、今のやり方は限界なのかもしれず、ある種、合理的なのかな 

と思った。 

○赤木委員 

郵便業務に関しての守秘義務はないのか。 

○事務局 

郵送されてきた段階で郵便は開封されていないため、守秘義務は関係してこないと思う。 

○古賀委員長 

必要性に関しては、全委員がＡであり一致している。 

問題は有効性・効率性についての意見が二つに分かれていることである。 

総務課の役割に関して、行政改革の中核部分を担うべきであるという、全体に対する意気 

込みを評価コメントとして入れてもいいのではないか。つまり、事務事業評価の範囲で評価 

せざるを得ないことを考慮すべきであり、事務局や委員とも相談しながらコメントとして加 

えたいと考える。 

今回は消極的賛成という形にならざるを得ないが、多数決的には、有効性・効率性をＡに 

変更し、総合評価もＡに変更したい。 

○全議員 

異議なし 

③ 学校給食一般運営事業(体育保健課) 

○坂本副委員長 

再ヒアリングの説明を受け、スタートラインに戻ったということ。評価に変更はない。 

○赤木委員 

評価に変更はない。市の調理員が減っていく中で、外部委託が増えていくのはやむを得な 

いと思う。 

○田中委員 

有効性・効率性の評価をＡに変更したい。 

今回事業内容に係る詳細な資料を提出いただき、その全体像がよくわかった。予算や人員 

などは所管課でコントロール不能であり、市の方針に従わざるを得ない。現状での分析を行 

い、内容を把握しておくぐらいしかできないのではないかと感じた。 

○増田委員 

前回からの変更はない。 

○古賀委員長 

私は有効性・効率性の評価をＡに変更したい。 

前回のヒアリングからは、事業内容がよく判らなかったためＢとしていたが、全体の資料 

を提出していただき、どうしようもないことが分かった。 

必要性は全委員がＡで特に問題がないが、有効性・効率性は田中委員と私がＡに変更した。
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○坂本副委員長 

田中委員と同じ意味でＢとしていた。事業設計に自由がない訳で、やったというわけでも 

なく、やらなかったという訳でもなくＢとしていた。評価には拘らない。 

○古賀委員長 

余り議論することもなさそうだ。有効性・効率性についてはＡに変更し、総合評価をＡと 

したい。 

○全委員 

異議なし 

(4) 評価結果のまとめ方について 

これまでの評価結果をまとめた評価結果に基づき、｢評価結果報告書｣(案)を作成し、次回 

はそれに基づき、文面等の協議をさせていただきたい。 

また、事務事業評価に引き続き、10 月からは指定管理業務評価を実施する予定であり、そ 

の結果がまとまり次第、11月の中旬ごろに最終の評価結果まとめをさせていただきたい。 

その指定管理業務評価については、今年の第１回の委員会で議論となった“評価項目”に 

ついて検討する必要があるので、あわせて次回の委員会で協議をしたい。 

○全委員 

異議なし 

○古賀委員長 

それでは、次回は、事務事業評価のまとめと指定管理業務評価の進め方についての２点を 

主な議題とさせていただきたい。 

(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。


