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第９回明石市行政評価委員会 議事録 

１．日 時 平成 20 年９月３日（水） 午後３時 54分～午後５時 15分 

２．場 所 市役所市議会棟 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） 

事務局 梅木行政改革課長、村田係長、石川主事 

傍聴者 1名 

４．議 事 1 事務事業評価結果のまとめについて 

2 指定管理業務評価について 

3 その他 

５．配布資料 

(1) 平成 20 年度明石市行政評価報告書(事務事業編)(暫定版)〔資料 1〕 

(2) 事務事業評価シート〔資料 2〕 

(3) 行政評価(指定管理業務評価)の検証及び今後の取り組みについて〔資料 3〕 

６．議事の内容 

(1) 事務事業評価結果のまとめについて 

○古賀委員長 

所管課とのヒアリング及び再ヒアリングを経て、事務事業評価を進めてきた。報告書案に 

ついては、これまでの協議等を踏まえ、委員長の私が作成することとされていた。様々な意 

見、提言をいただいたが、それらを踏まえ、報告書案としてまとめ、資料１として配布して 

いる。 

では、評価結果をまとめた資料１の審議に入りたい。 

まず、委員会としての評価結果に係る総括的なコメント及び報告書の全体について審議い 

ただき、その後、各事業の評価コメントの審議を実施したい。 

なお、報告書については、10 月に実施する指定管理業務評価の報告と合わせ、11 月下旬 

に、市長へ最終報告させていただく予定である。 

○赤木委員 

資料１・１ページ・Ｈ20 年度予算として金額の記載については、事業費額を示している 

と思うが、これを“予算”と呼んでいいのか。 

○事務局 

評価対象事業の選定では、 “予算額が 3,000 万円以上の事業を抽出することによ 

り・・・”という表現があり、この表現内容と同一としたためである。
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○坂本副委員長 

２ページ・(1)総括コメント、 “事業の適正な進捗管理による事業展開は重要であり、その 

ためにも事業目標、戦略を明確に設定する必要がある。 ”について、前段と後段に分かれて 

いるが、前段の進捗管理とはなにを意味するのか、進捗率の管理ということか。 

また、前段と後段は意味が繋がらない。すなわち進捗管理するためには、何が事業の対象 

かという“事業の外延”が明確であることと、事業目的ならまだしも、事業に質的な差異が 

あるならば、各部分の進捗率を予め取り決めておかないと、進捗率などは判定できない。 

そのように考え、前文も検討すると、 “事業によっては、その目標、戦略が明示されない 

ため、進捗状況が把握できず”という文章は間違いとなろうか。 

なぜこのような表現になったかというと、ヒアリングの中で目標がない進捗管理という議 

論を散々したため、それに囚われたように思われる。 

委員会としては、「事業の目標・戦略がないならば、まず目標・戦略を決定し、その後 

個々の単年度予算が決定されるべき」と主張してきており、実際に存在しない目標・戦略に 

関する進捗管理は考えづらい。この表現では論理的でなく、また意味不明である。 

○古賀委員長 

では、具体的にどのような表現が考えられるか。 

○坂本副委員長 

進捗率管理と事業の目標・戦略を同様に捉えないほうがいい。ある意味、事業は単年度ご 

との予算執行を想定しているが、継続的に実施する事業については、基本的な戦略を別途構 

築しておく必要がある、という表現ぐらいか。 

つまり、長期的な戦略或いは事業目標が存在していないならば、全体的な枠組みとして作 

成する必要があろうという提言である。 

○古賀委員長 

“進捗管理”という表現についてはもう少し検討してみたいと思う。田中委員はどうか。 

○田中委員 

評価対象事業によっては、長期的な戦略に対する単年度の位置づけが把握しづらいものが 

あったように感じる。 

○古賀委員長 

また、事業の単年度における位置付けを成果指標と結びつけることにより、はじめて実績 

として裏づけられることも考えられる。 

○増田委員 

(1)総括コメント・ “事業によっては、その目標、戦略が明示されないため、進捗状況が把 

握できず”という内容は、たまたまヒアリングでの説明に際し、明示されなかったというこ 

とを意味するのか。 

○古賀委員長 

事業の目標及び戦略のあるなしも含めて、という意味である。ヒアリングでは明確でな 

かった。ということと解釈されよう。 

○坂本副委員長 

委員会としては、 “長期目標がない”という現状が批判の対象である。 

○田中委員 

成果指標についても、そのような前提で説明いただければ、 “なるほど”と思えたように 

感じる。
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○古賀委員長 

事業の成果を明らかにするのが成果指標であり、どのような指標を選択するかの考え方も 

変わってくると思う。あまり整合性がなかった。 

○坂本副委員長 

成果指標の選び方が恣意的であった。やりやすい、判りやすい指標から設定するのではな 

く、本来は事業の進捗管理から出てくるものである。 

○古賀委員長 

つまり、長期目標・戦略から、現在の状況を説明するための成果指標であるべきである。 

○坂本副委員長 

このように考えていけば、今後、事務事業評価シートはいいものができるだろう。 

○増田委員 

“言われたからやる”では、評価しないということ。 

○古賀委員長 

今回、我々が納得し難かった点が、事業の長期目標・戦略と成果指標との関連でもあり、 

成果指標として裏付けるデータもあれば、なお説得力のある評価ができたと思う。 

○事務局 

長期目標・戦略があれば、それは成果指標とも連動する。現状、それが明確でなく、恣意 

的に設定している部分などがあり、判りにくいものとなってしまった。 

なお、報告書案における文章の表現については、後日提示したいと考えている。 

○坂本副委員長 

義務的には、職員自身の担任業務が有機体としての明石市の中でどの部分を担っており、 

またどのように進んでいるのか、判っていないといけない。また、それは上司が決めるもの 

ではなく、その位置付けが不明な場合は、業務の全体像を示すようなんとかしてくれ、と指 

摘すべきであろう。そうでなければ、どうも決められた仕事を淡々と行い、予算を消化して 

いくというようになってしまうのではないか。 

○古賀委員長 

各部局の業務のあり方については、リーダーシップを持って、具体的に何を実施するのか、 

組織として決定しておく必要があろうか。 

では、各委員で気づいた点があれば、事務局まで連絡していただきたい。その後、修正案 

として整理を行い、再度委員会へ提出したいと思う。 

○全委員 

異議なし 

○古賀委員長 

引き続き、個別事業の評価コメントの表現内容等について、意見があればお願いしたい。 

○増田委員 

３ページ・①CATV 放映事業について、 “さらなる事業費の削減や番組内容の見直しなどに 

取り組む必要がある。 ”とあるが、委員会ではそこまで突っ込んだ議論を実施しただろうか。 

○事務局 

赤木委員から、 “放送回数の半減” 、 “放送時間の短縮”などが事業費の削減に繋がるとい 

う意見があり、このような表現とさせていただいた。もう少し具体的に記載するということ 

もできる。また、 “さらなる”というのは、これまでも事業の見直しの取り組みを行ってい 

たため、このような表現となった。
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○古賀委員長 

費用対効果を落とさず、経費削減を実施していこうという内容である。 

○坂本副委員長 

４ページ・②文書管理事務事業について、 “市全体にかかる業務について体系的にチェッ 

クする中で、その制度設計についても研究するなどの取組みが必要である。 ”とあるが、 “そ 

の”とは何を指すのか。 

○事務局 

文書管理事務事業が議論となっていたが、総務課は行政改革を推進していく部署の一つで 

あるとうスタンスの中、 “市全体の業務を含めて、そのあり方を研究していきなさい”とい 

う幅広い意味での提言があったと思う。 

つまり、 “その”は市全体をイメージして表現している。 

○坂本副委員長 

本来、残余業務はないはずであるが、それが出てくる。だからその場合、余計な業務があ 

れば総務課が担当するという意味で指摘した。 

つまり、書かれていない部分は全て総務課が担当するとはいっていない。どうしても書け 

ない部分が総務課だという訳である。 “法による行政”であるので、文章でそこまで記載し 

ていいものか、的外れのような気がする。 

○事務局 

総務課に対する“期待”の部分をこのように表現した訳である。 

○坂本副委員長 

基本的には、各課においては決定された業務を行うとともに、その制度設計も行なう義務 

があると考える。だから、総務課だけに制度設計の義務があるのではない。 

○事務局 

総務課自身もそのように捉えている。委員会として期待を込めた部分をどのように表現す 

るのか苦心した。 

○坂本副委員長 

“総務課は行政改革を主体となって推進していくことが求められる部署の一つであり、今 

後は事務の効率化に向けて、当該事務に係る積極的な提言をすることが求められている”な 

どはどうか。 

○古賀委員長 

あくまで、総務課における文書管理事業の範囲内での制度設計の提言、ということである。 

○坂本副委員長 

市の施策として、 “残余業務に関する制度設計は総務課が担う”と決定すれば別であるが。 

この点に関して、行政評価委員会が指摘するのは越権行為だと思う。 

○古賀委員長 

そこまで踏み込む必要もないか。それでは、坂本副委員長の提案も参考にしながら、表現 

を修正したいと思う。 

○増田委員 

５ページ・⑥破砕選別施設運営事業について、 “資源化率の上昇、減量化率の低下”とあ 

る。 “上昇”という表現が良いのか、或いは“向上”がいいのか。 

また、 “リサイクル率”という表現もあったが、 “再資源化率”という表現のほうがいいの 

か。表現の統一をお願いしたい。
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○古賀委員長 

“改善”という表現もある。事務局において、表現の統一をお願いしたい。 

では、これまでの議論における訂正を条件に、最終案を作成させていただく。本日はこの 

案で決定させていただきたい。 

○全委員 

異議なし 

(2) 指定管理業務評価について 

今後、指定管理業務の評価を進めていくが、第一回委員会において、評価項目に係る再検 

討を行うことにしていた。 

○事務局 

【資料３について事務局から説明】 

○古賀委員長 

昨年度の評価においては、指定管理者自体の評価なのか、所管課の評価なのかわからなく 

なり、実際にはこの２者の繋がりは切り離せないものであった。 

今回、２つの観点【①市の指導・監督状況、②市民サービスの向上】から、所管課を評価 

することが明確化された。 “経費の削減”という評価項目が妥当かどうかどうか、という議 

論を経て、この評価項目を削除し、評価を行うという案が提示されている。 

何かご意見、ご質問などはあるか。 

○坂本副委員長 

市民サービスの向上があまり認められない場合は、市民サービス向上の取り組みが必要と 

なるが、具体的には誰がその取り組みを実施するのか。 

○事務局 

指定管理者が実施することとなる。 

○坂本副委員長 

指定管理者は約定（協定）どおり業務を実施する訳であり、市民サービスの向上が認めら 

れないという事態はあり得るのか。 

また、指定管理者は約定（協定）に記載されていなことは実施せず、またそれを市が実施 

するように指示はできないのではないか。 

つまり、市民サービスが向上したかどうかは、指定管理者には関係してこないのではない 

だろうか。 

○事務局 

指定管理者を公募した施設は選定の段階において、複数の申請者から提案を受け、現実的 

には、直営時よりも市民サービスの向上がアップしている。 

○坂本副委員長 

約定（協定）どおりに実施したのに、市民サービスが向上していない場合、向上させよと 

いうのは無理であろう。その場合は、 “次期選定時のハードルを上げておかなくてはいけな 

い”ということになろうか。 

○田中委員 

評価がＣとなる場合は市の約定（協定）がおかしい、という指摘になるのか。 

○事務局 

Ｃである場合は、指定管理者制度を導入する以上は、もっと市民サービスを向上させる必 

要があるという内容になる。
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○田中委員 

そうならば、 “次期指定管理者候補者の選定時において、評価結果を考慮する必要がある” 、 

という意見になるのではないか。 

○事務局 

そうかもしれない。 

○坂本副委員長 

指定管理業務を評価する上で、契約関係という部分と任せたからきちんと実施してくれる 

はず、という期待の部分があるようだ。 

契約関係であるならば、指定管理者は契約どおり実施すればいいのではないだろうか。 

○事務局 

契約関係であればそのように考えられるが、当然、契約に記載されていなかった部分の実 

施もある訳で、その指定管理者の頑張りを評価してあげたいという思いがある。 

○坂本副委員長 

では、 “よかった”という評価になるのか。 

指定管理者に民間企業を導入する場合、 “よくやりました”は“よく儲かりました”とい 

うことであり、 “よかった”という評価では、企業の社長さんも担当者も喜んでいないので 

はないだろうか。 

○事務局 

企業としてよい評価をされるのは、喜ばしいことではないか。指定管理者として頑張った 

部分は評価すべきではないかと考えている。 

○坂本副委員長 

指定管理者として頑張ったら次期選定時のハードルが高くなっていた、事業の予算額が 

減っていた。詰まるところ、指定管理者としてやっていけない、というところまで追い込ん 

でいかないか。 

○事務局 

今回の委員会における二次評価では、経費面は外している。 

○古賀委員長 

指定管理業務の内容によっては、市民の満足度や事業の効果がすぐに上がりづらい業務な 

ど、様々であろうか。 

別途、指定管理者に管理運営を任せるのがいいのかどうか、という問題も存在するが、今 

回、委員会として評価することを通じて、評価結果のあり方も含め、試行錯誤せざるを得な 

い一面もあろう。 

○増田委員 

“指定管理業務が契約（協定）どおり実施されたか”については、評価シートの中で判断 

していくことになるのか。 

○事務局 

施設の管理運営状況については、一次評価で実施しており、二次評価の項目から外してい 

る。ただし、指定管理者事業報告書は委員会へ提出したいと考えている。 

当然、市の指導・監督状況を判断するとしても、指定管理業務とは切り離せないため、そ 

の実施結果は評価シートに記載する予定である。 

○増田委員 

評価シートに沿って判断するとしても、所管課がいいことばかり書いていては判断できな 

いのではないか。
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○事務局 

ヒアリングにおいて内容を所管課から確認し、判断していただきたい。また、資料３・12 

ページの指定管理業務判定シートにおけるチェックポイントも参照していただきたい。 

○増田委員 

評価シートの内容は施設によって異なることになる訳か。 

○事務局 

そうである。ただし、顧客満足度・事業達成度・収支状況の評価項目は同一となっている。 

○赤木委員 

結果として、今回の二次評価は間接的な行政評価になる。本来の外部評価は、前回のよう 

な直接的な評価であるべきと思うが。 

監査と行政評価との役割を分担する観点から、行政評価では事業収支のバランスを評価す 

るに止めるという意味は、ただ業務の決算数値を見ておくだけということか。 

○事務局 

昨年度、指定管理者が行う公の施設の管理業務に係る出納関連の事務については、市の監 

査が入り、かなり詳細なチェックがなされている。つまり、収支状況については、委員会と 

の役割分担を行うのがいいのではないかと判断した。 

○赤木委員 

収支状況については知識程度で止めておき、評価はしないということで理解した。 

○坂本副委員長 

行政評価という面では、昨年度よりも今年度の評価方法（案）がいいと思う。 

一旦、市が指定管理者へ業務を委任することで、その指定管理者をどう指導・監督するか 

が、行政の最前線であると思う。その最前線を評価することが外部評価であり、指定管理者 

を委員会へ呼びつけ、ヒアリングするのは越権行為ではなかろうか。 

○赤木委員 

指定管理業務評価についても、事務事業評価と同じレベルで評価を実施すべきと考えるが。 

○坂本副委員長 

指定管理者は選定時に評価を受けており、指定管理者が何をしているのかは行政が確認し 

ている訳で、指定管理者を委員会へ出席させるのはどうかと思う。 

○赤木委員 

事業内容について、所管課と同じレベルで説明すれば問題はなく、指定管理者を直接呼ば 

なくてもいいとは思う。 

○古賀委員長 

当該業務に係る所管課の評価に際して、指定管理者の出席が必要ならば、再ヒアリングも 

あるので、検討していきたい。 

○田中委員 

どの施設へ指定管理者制度を導入するのかなどは、どこで判断される内容か。 

○坂本副委員長 

選定委員会の開催時には、指定管理者候補者を選定することが決定している。つまり、指 

定管理者を選ぶための委員会であり、現状の指定管理者が施設の管理者としてふさわしいか 

どうかの判定などは、事務事業評価の範疇となろうか。 

○事務局 

そうである。施設の管理運営をどうしていくのか、直営か、指定管理制度か。このような 

検討は事務事業評価で実施することとなる。



8 

昨年度、総合福祉センター管理運営事業の事務事業評価においては、委員会の評価として、 

指定管理者制度の導入が提示された。 

○古賀委員長 

第一回委員会での“経費の削減”に関する議論を受け、今回、 “経費の削減”については 

評価項目からカットした次第である。では指定管理業務の評価方法について、資料３のとお 

り決定していいか。 

○全委員 

異議なし 

○事務局 

再確認となるが、あくまでもヒアリングにおける説明者は所管課を想定している。 

○全委員 

異議なし 

○坂本副委員長 

事務事業評価については、市経営上の膨大な額の債務を見直す必要があるため実施してい 

ると思うが、指定管理業務評価には特に問題がないのに、なぜ外部評価を実施するのか。 

○事務局 

外部評価は、市としての指定管理者制度におけるモニタリングの一環と位置づけている。 

１年間の事業報告書に係る所管課の評価及び議会への報告に加えて、外部でも評価してい 

ただくという考え方である。 

○坂本副委員長 

意見となるが、行政評価委員会においては、指定管理業務評価をカットしたほうが、行政 

改革に資するのではないだろうか。 

(3) その他 

○古賀委員長 

次回の委員会は、所管課とのヒアリングが予定されている。公開で行いたいと思うがど 

うか。 

○全委員 

異議なし 

○事務局 

第 10 回委員会は、10月１日(水) 13：30 から市議会棟第３委員会室で開催する。


