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第４回明石市行政評価委員会 議事録 

１ 日 時 平成 21 年 10 月 28 日（水） 午後１時 30分～午後４時 18分 

２ 場 所 議会棟第２委員会室 

３ 出 席 者 委 員 井上 あい子（市民） 

岡野 秀章（公認会計士・税理士） 

古賀 智敏（大学院教授） 

村瀬 孝志（市民） 

米田 耕士（弁護士） 

所管課 【情報管理課】 

鈴見課長、野々村地域情報係長、丸山技師 

【税制課】 

竹谷税務室長兼税制課長、田中市民税課長、高見資産税課長、 

萩野納税課長 

事務局 【行政改革課】 

梅木総務部次長兼課長、橋本係長、石川主事、松永主事 

傍 聴 者 １名 

４ 議 事 １ 事務事業評価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〔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〕 

(4) 事務事業評価の対象事業とヒアリングスケジュール〔資料４〕 

６ 内容 

(1) 開会 

○古賀委員長 

ただ今から、第４回明石市行政評価委員会を開会する。会議に入る前に、本日の会議の定 

足数の確認と本日の会議が公開で行われることから、傍聴者に関する報告を事務局よりお願 

いする。 

○事務局 

本日の会議の定足数は、委員総数５名のうち全員の出席があり、当委員会が成立している。 

また、本日の傍聴者は１名であり、資料配付も行っている。 

○古賀委員長 

ここで報告事項が２件あるので、事務局から説明をお願いしたい。 

○事務局
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１点目であるが、前回の委員会では指定管理業務評価の報告書を取りまとめ、その報告書 

の提出については委員長に一任することが決定していた。現在事務局において、必要な文言 

修正等を行っているところであり、完成までにもう少し時間をいただきたい。最終的にはこ 

れまで同様、各委員に変更点を確認いただいた上で、市長へ提出していただきたい。 

２点目であるが、事務事業評価シートの内容を充実させるため、評価シートの表面へ「事 

業区分」という項目を追加した。これは「市の関与のあり方を確認する」という目的から、 

法定受託事務又は自治事務の別を記入することとしたものである。 

○古賀委員長 

本日の第４回委員会から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。本 

日のヒアリングの進め方などは、第２回委員会で決定したとおりだが、ここでヒアリングに 

関して何か確認したい点などはあるか。 

○各委員 

－特になし－ 

(2) 所管課ヒアリング 

① 情報化基盤整備事業（総務部情報管理課） 

○情報管理課 

―事業内容の説明（10分間）― 

○古賀委員長 

資料３は各委員の問題意識が記載された内容となっており、この資料の要点を中心として、 

各委員から質問を行っていただきたい。 

○井上委員 

価格面と将来的な設備の強化という内容について質問したい。 

まず、事業を全般的にみて経費削減の余地が認められるが、さらに削減の余地は検討して 

いるのか。 

また、クラウドコンピューティング（※１）等、ますますソフトの無料化やサーバーも無 

料になるなど、サービスが進んでいる状況である。そこで、安全性も考えながら将来に備え 

たアウトソーシング（※２）の検討状況について説明いただきたい。 

○情報管理課 

１点目については、インターネットの通信回線であるが、当初の価格から約 45万円/月の 

値下げをしている。現状は富士通の専用回線を使用しているが、ＮТТやＫ－OPTICOM から 

も見積もりを取り、それとの価格差を交渉の材料として、富士通と順次協議を行っている。 

他社に乗り換えるということについては、ＩＰアドレス（※３）の変更で約 300 万円かかる 

ので、今後も他社の見積もりを参考に、また他市の状況等もみながらさらなる見直しを図っ 

ていきたい。なお、今年度においては、地域イントラネットワーク（※４）の通信機器の老 

朽化に伴う更新を行ったが、一般競争入札を採用することで約１億 4,000 万円/７年間、年 

間で約 2,000 万円の削減を実施した。今後とも随意契約ではなく、一般競争入札の実施を推 

進しさらなる削減を図りたい。 

２点目については、国が中心であるが例えばＳａａＳ・ＡＳＰ（※５）など、サーバーを 

業者に設置し、市はサービスだけを利用するというような手法も一部の先進的な自治体では 

かなり導入が進んでいる状況である。例えば、明石市においても電子申請を行っているが、 

これは兵庫県がリードをとり他市と共同でデータセンター（※６）にサーバーを設置すると 

いうような形態である。つまり今までと異なり、個人情報の保護というセキュリティ面をき
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ちんと担保しながら、サーバーの管理にはかなり専門的な技量が必要であるので、その面を 

業者に任せるというアウトソーシングを進めていきたい。現在、市でのグループウェア（※ 

７）やファイルサーバ（※８）についてもアウトソーシングを進めていきたいと考えている 

が、その際には国や他市の動向も十分に検討しながら、適切な対応を行いたい。 

○岡野委員 

１点目として業務の効率化と市民サービスの充実という視点から、将来的に情報化を推進 

しようとしている具体的な業務があれば教えて欲しい。 

２点目としては、内部監査等で情報セキュリティ研修を実施しているようだが、どういう 

観点から実施したのか。また、今後どういうことをポイントとして、重点的に実施していく 

予定か。 

○情報管理課 

１点目の近い将来を含めての今後の情報化の考え方についてだが、基本はデータセンター 

など業者への包括的なアウトソーシングを通じて、業者にサーバーを置き、市はサービスを 

利用していくという方向性で考えている。一方、職員へは人材育成という観点から、エクセ 

ルやアクセスなどを使いこなすことができるよう、より一層のスキルアップに力点を置いて 

いくことが大事ではないかと考えている。 

２点目についてだが、内部監査は昨年度から実施しており、情報セキュリティーの基本と 

なる、各課長の情報セキュリティマネジメントを中心に監査を実施した。なお、研修につい 

ては、昨年度は約 400 名が受講し、今年度からは担当者レベルを中心に研修を行う予定であ 

る。さらに、内部監査の内容としては課長のマネジメントが中心であったが、今年度はより 

実践的な内容であるＵＳＢメモリーの取り扱い（紛失による情報漏えいやそれに起因するウ 

イルス感染などの事例）を中心としたい。 

○岡野委員 

前者の件については、新しい事業ではなくて、それを使いこなすところに力点をおいてい 

ると理解していいのか。 

○情報管理課 

そうである。具体的には総務課において庁内郵便物の集計システムの導入を行なったが、 

実は情報管理課としてはパソコンやネットワークという情報化の基盤だけを提供しているの 

であり、それぞれの情報化は各課で取り組んでいるという状況である。この件については、 

当課に事前に相談があり、支援させていただいた訳である。 

○村瀬委員 

資料３の事前質問の回答について、正面から答えていただいていないのは大変不満である。 

事務事業評価シートの事業目的には“市民サービスの向上”とあるが、その向上度合いを 

知るために、インターネットホームページの検索回数など、そのシステムが市民にどれだけ 

使われているのかを知る指標が大事となるのではないか。評価シートにおける事業の成果に 

ついては、システムのダウン率を成果としているが、それでいいのか。市民生活がどれだけ 

向上したのか、市政業務がどれだけ効率化したか、これが成果ではないか。 

また、システムを市民がどれだけ有効に使えているかという指標を確認したかったので、 

市役所２階にある行政情報センターに行き調べたことがある。パンフレット等は全部で 80 

種類あり、持ち帰り可能な 63種類について、市ホームページから検索するとヒットしたの 

はたった 10件であった。つまり、紙ベースの情報として沢山提供しているがインターネッ 

トからはあまり見られるような状態ではなかった。併せて、前々回の委員会で総合福祉セン 

ターの指定管理業務を評価したが、評価時点ではその利用状況の更新がホームページ上で実
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施されていなかった。要するに指定管理者がこのシステムがあることを知り、有効に活用し 

ようとはしていなかった。 

さらに、市民病院では第３木曜日に“市民健康講座”を開催しているが、10/19 に調べた 

ところ、８月時点までしか情報が更新されていなかった。本庁舎２階のコンビニ横にあるパ 

ソコンの使い方について、受付の総合案内の女性について聞いたところ、「私はよくわから 

ない。」という返事であった。 

以上のようにシステムがうまく使われていない状況を把握しているのか。このような状況 

をご存じないのであれば、今後の反省材料として活かして欲しい。 

○古賀委員長 

村瀬委員からは問題点を指摘いただいたと考えて欲しい。必要であれば、後ほど回答いた 

だければと思う。 

○米田副委員長 

井上委員の質問（Q－4）の回答にある内容は、サーバーを業者へ外注しようというものだ 

と理解してよいか。 

○情報管理課 

そうである。 

○米田副委員長 

導入の時期や具体的な方法について、どのような作業を予定しているのか、導入の目途は 

いつぐらいになるのか。 

○情報管理課 

資料３の回答に記載しているグループウェアとファイルサーバの包括的なアウトソーシン 

グについては、現在検討を進めている段階であるが、平成 22年度から 24年度にかけて、ホ 

ストコンピューター（※９）業務の再構築と併せて委託を実施していきたい。 

○米田副委員長 

岡野委員の質問（Q－6）について、 “可能である”という表現があるが、実施を予定して 

いるのか。 

○情報管理課 

すでに平成 21年３月から実施している。不適切な利用や意図しない外部へのインター 

ネットへのアクセスを防ぎ、市としてのリスクの低減を図っている。 

○古賀委員長 

井上委員の質問 Q－4のクラウドコンピューティングなどは、重要な問題であると思う。 

また、この事務事業自体が必要なのはよく分かるが、率直に考えるに、市が固有的にやら 

なくてはいけない領域なのか。全く必要がないとまでは思わないが、市外部が実施し、市は 

その監理や指導などへと業務が発展していく可能性はあり得るのではないか。 

○情報管理課 

例えば、サーバーが老朽化してきたため、昨年度、本庁８階にある地域情報センターとア 

スピア明石にある教育情報センターを再整備している。これまで保守に関しては、市がある 

程度まで対応してきていたが、今回の更新に併せて、専門的な部分は業者に任せることとし 

た。

市の職員としては、委託業者が契約どおり適切に業務を実施できているか（モニタリン 

グ）や指導などに特化していくべきであると考えている。今後とも更新時期に併せてそうい 

う考え方を基本に、企画・政策立案へシフトしていきたい。 

○古賀委員長
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岡野委員或いは米田副委員長の質問とも重なるが、実績としてのコスト削減については、 

資料から明確に取り上げるのは難しい。何かエビデンスがあれば評価しやすくなる。 

○情報管理課 

資料３・情報管理課資料の４ページでは、他市の職員用パソコンは５年で更新しているが、 

明石市では 10年更新で 2,281 万円/年のコストを削減している状況を表している。市の職員 

としては、動きが遅いパソコンを使うこととなるので我慢してもらっており、ユーザーを勘 

案しながら配備している状況である。 

資料の５ページでは、職員用パソコンの調達について他市と比較している。平成 20年度 

の実績となるが、明石市は１台あたりの単価で 46,000 円程度、単純に倍の期間を使うとす 

ると約 23,000 円となり、単価が安い市では、伊丹市で 26,000 円程度、宝塚市で 27,000 円 

程度となっているが、他市との条件も含めて考えてみると、明石市では職員用パソコン１台 

あたりの単価は、かなり安いほうであるといえる。 

平成 21年度は他市との比較は出来ていないが、調達コストとして１台あたり約 32,000 円 

となっており、昨年度よりさらに削減している。この削減内容はメーカーを東芝やＮＥＣに 

限っていたが、ＤＥＬＬやヒュ－レットパッカードまで拡げたことに原因がある。年々、一 

層の効率化を図っており、他市との情報化の費用について比較しているが、平均の差額は他 

市の 70％ぐらいであり、明石市の情報化に要する費用の削減はかなりできていると考えてい 

る。 

○古賀委員長 

経費の削減目標に対しては、これだけ削減できたというものがあれば分かりやすかった。 

また、事務事業の将来的な進め方を考える上で、戦略的に課題として掲げておれば、市民に 

とってもより理解し易いことともなるので、よろしくお願いしたい。 

○村瀬委員 

古賀委員長からの質問にも費用の妥当性についての指摘があったが、あるべき姿や過去の 

経緯から、他市との比較からどのように評価できるか。つまり妥当性の内容が我々にも分か 

るような表現が欲しかった。 

○情報管理課 

従来の傾向から考えると、情報化基盤についてはネットワーク施設数が年々増えてきてい 

る状況からすれば経費は増加傾向である。他市との比較では繰り返しとなるが平均値の７割 

ぐらいであり、決して高くない。あるべき姿については、我々としては長期的にネットワー 

クのインフラを安定的に運用していくのが大目標であり、コストも更新のたびに効率化を図 

り、さらに市民サービスの向上の観点も含めて取り組んでいきたいと考えている。 

なお、補足となるが、資料３・３ページのＱ-９資料として、 “光ファイバ布設経費比較 

（20 年間） ”を掲示しているが、これは自営光の経費は約 251 万円/月だが、光ファイバ（※ 

10）は 15 年対応を実際は 20年以上使えると換算し、仮にＮＴＴで同等として約 270 万円/ 

月となることを表している。明石市は自営の光を使用し、かつ国からの補助金も活用したこ 

とで、平成 13・14 年度に地域の情報化を一気に進めることができたので、効率性という観 

点から他の代替方法と比較すると安価であったといえる。 

○村瀬委員 

回答はいただかなくて結構であるが、５年後、10年後、50年後の方針についてのこれま 

で説明はなかったように思う。 

先程の説明では、自営光に要する経費である約 251 万円の投資額に見合うアウトカムの説 

明はあっただろうか。アウトカムとは市民が便利になった、或いは職員の仕事の効率が上
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がったということと、それらの費用を比較し、結果として得だったか損だったかを判定する 

ことに役立つものである。ＮＴＴと比較するのではなくて、アウトカムと比較すべきではな 

いか。 

○情報管理課 

アウトカムとの比較の１例となるが、ＩＰ電話の経費比較では、コスト削減として 1,100 

万円/年となったことは説明させていただいた。 

また、市民センターでの証明書の発行時間の短縮や、平成 13・14 年度のタイミングで全 

庁的にネットワークを拡げた事により地域の情報化や教育の情報化を図ったことは、定量 

的・数値的には表せていないが、定性的にはかなりのアウトカムとしての効果はあったと思 

う。 

○村瀬委員 

定量できなければ指標の設定は難しいが、ダウン率ではない何かを成果指標として欲し 

かった。また、情報管理課・資料４ページ“職員用パソコン”については全て 10年で交換 

するということであったか。 

○情報管理課 

基本的には 10年で交換するが、明石市の場合は一括で調達し、その後は段階的に調達し 

ているため、性能がいいものと処理速度が遅いものが混じっている状況である。 

○村瀬委員 

そうではなく、10年一律、５年一律という考え方はよろしくないのではないかという提案 

である。 

○情報管理課 

そういう意味では、基本は 10年として考えているが、故障したものについては適宜対応 

しながら、10年以上使えるものについては、11年目・12年目も使っていく方針である。 

○村瀬委員 

資料３の中で、市ホームページの改良計画については広報課の所管となる、との回答があ 

るが、やはり組織が縦割りで、情報管理課が作成したシステムがその後はどうなっているか 

は知らないよ、あまり関与しないよとはっきり言っているように思える・・・。 

○事務局 

その点は評価に当たっての重要なポイントともなるが、情報管理課から事務局へ回答に係 

る相談があった際に、事務局が情報管理課では責任を持った回答ができないことから、情報 

管理課と相談の上、回答のようにさせていただいた。 

○村瀬委員 

私の印象では、情報管理課からは情報化のインフラ整備には力を入れたという説明があっ 

たが、そのインフラがどのぐらいの効果があったのかというチェック・管理・教育をあまり 

実施していないような印象を受けた。 

私が居住している近隣の小中コミセンを廻り、パソコンの利用状況について尋ねたが、使 

いこなしているという方もいたが、ほとんどの方が難しい、使いにくいという意見であった。 

パソコンの使い方を指導するのはどの部署か、広報課ではなく情報管理課ではないのか。 

○情報管理課 

委員ご指摘の件は、ＩＴリテラシー（※11）というか、情報化を使いこなす能力のことを 

指していると思うが、職員も含めて、対市民のリテラシーを向上させるという意味では、別 

の事務事業となるが情報管理課の業務の一環だと考えている。 

また、高齢者インターネット教室については、昨年度は地域イントラを活用して実施した
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が、本年度は生涯学習の一環として生涯学習センターが実施している。つまり、地域全体の 

ＩＴリテラシーについては、情報管理課が作成している“情報化推進プラン”を中心に庁内 

の関係各課と連携しながら地域のＩＴ能力の向上を図っており、また庁内では情報管理課が 

主体となって職員研修を所管している人材開発課などと連携し進めていきたい。 

○村瀬委員 

情報をうまく使える方には、ＩＴリテラシーの問題と使いやすいソフトであるかどうかと 

いう両方の問題があるのではないか。例えば、高齢者の方にはＩＴリテラシーの向上だけで 

は無理ではないか。どこででも、高齢者の方がうまく使えるような改善を私は期待したい。 

明石市のホームページでは 148 ものリンクがあるが、例えばトヨタ自動車は４つだけであ 

る。利用者に使ってもらおうという場合はその入口を狭く、つまり数を少なくし、入り易く 

している。一方、明石市では 148 ものリンクから情報を捜さなくてはいけない状況である。 

この使いにくさも広報課の責任か。 

○情報管理課 

これについては広報課の所管となるが、広報課を中心に関係各課が協力して、ホームペー 

ジの運用改善に対応していくことになると考えている。 

○古賀委員長 

村瀬委員の意見については、要望としてご理解いただければ結構である。 

○井上委員 

この事業は、市民に非常に分かりにくい。また費用のかかる事業であり、随意契約ではな 

く、一般競争入札が必須であると思う。よって、特殊なもの以外は特定の業者だけに任すと 

いうことはではなく、現在の情報管理課の進め方に期待している。 

ホストコンピューターの入れ替えなど、最適化の作業において、最終的には市全体の事務 

軽減につながると考えられる。しかし、一時的に所管課の負担が増えるため、それに伴う情 

報管理課職員と所管課との調整が困難であると予想されるが、市民のためにさらなるコスト 

削減に努めていただきたい。 

○岡野委員 

意見又は感想となるが、村瀬委員の指摘のように、広報課との連携についてはどちらが主 

導するかが難しい課題ともなるが、市民の目からはコンテンツ（※12）あってのインフラで 

あり、情報管理課では様々取り組んでいるのは良く分かるが、コンテンツあってのインフラ 

という視点を大事に持って、今後の事業を推進していただきたい。 

【用語説明】 

※１ クラウドコンピューティング 

従来は手元のコンピュータで管理・利用していたようなソフトウェアやデータなどを、 

インターネットなどのネットワークを通じてサービスの形で必要に応じて利用する方式。 

※２ アウトソーシング 

「外部委託」という意味で用いられ、企業がコストダウンのため、あるいは自社の中 

心業務に専念できるよう、戦略的に専門業者へ外注することをいう。 

※３ ＩＰアドレス 

ＩＰアドレスとは、インターネット網の中のコンピュータを機械同士で認識できるよ 

うに１台１台に割り当てられた住所のようなもので、機器を判別するための番号をいう。 

※４ 地域イントラネットワーク 

「地域イントラネット」とは、地域の教育、行政、福祉、医療、防災などのサービス
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の高度化を図るため、学校、図書館、公民館、市役所などの公共施設を高速・超高速で 

接続するネットワークのことを言う。 

※５ ＳａａＳ・ＡＳＰ 

ネットワークを通じて、顧客にアプリケーションソフトの機能を必要に応じて提供す 

る仕組みのこと。 

※６ データセンター 

顧客のサーバを預かり、インターネットへの接続回線や保守・運用サービスなどを提 

供する施設。「インターネットデータセンター」(IDC)とも呼ばれる。 

※７ グループウェア 

庁内ＬＡＮを活用して情報共有やコミュニケーションの効率化をはかり、グループに 

よる協調作業を支援するソフトウェアのこと。 

※８ ファイルサーバ 

自身の管理している記憶装置をネットワーク上の他のコンピュータと共有し、外部か 

ら利用できるようにするコンピュータのことをいう。 

※９ ホストコンピューター 

ネットワークの中心となる大型のコンピュータで、その高い処理能力で各種サービス 

（たとえば電子メールの送信、受信など）に必要な処理のほとんどを行うものをいう。 

※10 光ファイバ 

ガラスやプラスチックの細い繊維でできている、光を通す通信ケーブルをいう。 

※11 ＩＴリテラシー 

情報機器やネットワークを活用して、情報やデータを取り扱う上で必要となる基本 

的な知識や能力のことをいう。 

※12 コンテンツ 

内容、中身という意味の英単語。メディアが記録・伝送し、人間が観賞するひとまと 

まりの情報、すなわち、映像や画像、音楽、文章、あるいはそれらの組み合わせを意味 

することが多い。 

② 市税賦課徴収事務事業 

○税制課 

－事業内容説明（10分間）－ 

○井上委員 

税金というのは世の中の状況に作用されるので、市がいくら頑張っても入ってくる方は決 

まっていると思うが、納税通知書の封入作業や告知については、全てが携帯電話やインター 

ネットの利用が無理であるとしてもその半分でも利用や切り替えができれば、事務費の削減 

ができると考える。また、できればその事務作業も社会的弱者の方のお手伝いや雇用面での 

検討ができればと思うがどうか。 

○税制課 

まず、市民税の納税義務者が 13万 2,000 名、固定資産税が約 10万名、軽自動車税で６万 

名という、発送時期はほぼ同時的であるが異なる納付書を発送することとなり、これを直営 

でやるのは物理的に不可能であり、逆に非常にコストがかかる。インターネット或いは携帯 

電話でのやり取りであるが、将来的にはそういう取り扱いが出来るかも知れないが、現在は 

すべて地方税法においてその書式の様式までが規定されており、特に個人情報の管理や保持 

という点での対策が懸念され、いずれにしても地方税法の改正を待たなければどちらも難し
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いと考えている。 

次に、社会的弱者と言われる方のお手伝いについては、現在、納付書と同時に当該年度の 

説明すべき税法改正などの折込みチラシを入れるが、その織り込み作業を実施いただいてい 

るし、またリソグラフなどの作業もお願いしている。ただし一番懸念されるのは、各市でも 

たまにあるが個人情報の観点からの通知書の誤封入であり、このことに一番気を付ける必要 

があるため、作業手順についても工夫をしている。 

○岡野委員 

基本的なことだが、自動電話催告システムとは具体的にどのようなものか。 

○税制課 

自動電話催告システムとは、催告が必要な方へコンピューターで自動的に順次電話をかけ、 

相手方が電話に応じた場合、納税課の職員が税金の催告を行うというシステムである。特に、 

納期が経過した案件の早い段階での催告に効果があるとして各市が取り組んでおり、明石市 

では平成 16年度から導入し、平成 17年度から本格的に稼動している。ちなみに、平成 20 

年度は 3,997 人が応答し、1,169 の方から納付の約束を受け、平成 19年度では 4,861 人が応 

答し、1,022 人が納付の約束をした。また、本市の特徴となるが、他市では自動催告システ 

ムの開発から運営まで委託しているところが多いが、本市は直営で行っているため、委託料 

として必要な 2,000 万円から 3,000 万円が節減できている状況である。 

○岡野委員 

市民への説明責任という観点についてだが、配布いただいた資料などは、どうしても市民 

の目から見るとわかりにくいものが多い。言い方は悪いが、説明責任を果たすという意味で 

は、数を配布すれば果たされたとも言えなくはない。逆にコストの面から考えるとやり過ぎ 

ではないかともいえる。市民へ税に関して分かっていただくのは難しいが、情報量とコスト 

の関係から、削減の工夫や考え方などをどのように捉えているのか。 

○税制課 

納付書発送の段階での市民からの問合せについては、税法の大きな改正があった場合など 

は１ヶ月で１万件を超えることもあり、その内容は“何か広報したのか”というものが大半 

を占めている。事務経費の削減という意味からは広報を少なくしたいが、織り込みチラシで 

いえば、改正の大きい年で２回、少ない年で１回発行している。逆に広報紙の中へ記事とし 

て掲載されれば経費はかからないが、目に触れる機会を増やす必要もある。いかに増やして 

いくかが課題であり、以前では自治会への回覧ということも採用したが、周知がかなり遅い 

こともあった。最も周知効果があるのは新聞記事になることだが、あまり期待できない。結 

局、紙媒体で発信していくことが効果的だと考えている。 

○村瀬委員 

配布いただいた資料については、内容を分かり易くグラフにするとか、注解を入れるなど 

工夫して欲しかった。ちなみに本日の日経新聞では、45のグラフとその説明があり、内容が 

よく分かった。これを全て読むのは負担であった。 

ところで、説明の中にあった“償還金利子及び割引料”が２億 3,000 万円もあるというこ 

とだが、その元金はどのぐらいなのか、また他市と比較して妥当なのか。 

また、徴税費の割合についての妥当性と自己評価、市税徴収率の自己評価はどうなのか。 

事業の意図として説明のあった、適正・公正な賦課及び徴収等を効率よく実施し、納税者 

の立場から信頼される税務行政を目指すという、適正・公平な度合いは毎年どう替わってい 

るのか。効率性はどう替わって改善されたのか。納得性はどうなったのか。これが事業の成 

果に現れてくるべきではないか。
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○税制課 

市税徴収率については、資料２－２・番号Ｑ-29 をご参照いただきたい。平成 15 年度以降、 

率については毎年改善しているという認識を持っている。 

○村瀬委員 

これらの内容はグラフにしないと見にくく、何も理解できないのではないだろうか。 

二つ目の質問となるが、92人の職員がどのような仕事をしているのかを質問したが、私は 

質問内容で“標準時間”という言葉を使用した。回答内容をみると、 “標準時間”という概 

念を民間企業と全く異なる捉えかたをしているなと思った。たぶん回答では実際にかかった 

時間を集計していると思うが、私が聞きたいのは、この作業を実施するためにはどのような 

手順で実施するのか、一人当たり・一件当り○分○秒かかるのかであった。つまり、課長が 

職員にこういう手順でこのぐらいの時間で作業を実施して欲しい、かくあるべし時間を標準 

時間というが、これは作成していないのか。 

○税制課 

特には作成していない。 

○村瀬委員 

悪く言えば、職員に任せっぱなしになっている・・・。もっと効率的に実施するには、 

「こういう手順で実施すると早くできる」という指導があり、或いは課長の方針により「こ 

うすればこの時間で実施できる」というものが与えられ、それを職員が訓練を受けながら、 

作業をする。中には 100％できない方もいるだろうが、望ましいやり方は１件あたりどれぐ 

らいの時間がかかるのか、ということを知りたかった。 

例えば、民間の工場では１個の部品を作るために、○分○秒かかるという計算を全部品に 

渡って実施している。作業後に実際時間と標準時間とを比較しながら、儲けようとしている 

訳である。 

○古賀委員長 

ビジネスの場とこのようなサービスとは、必ずしも同じようには適用できないとは思う。 

○村瀬委員 

私の意見である。思うに、全ての仕事は課長がこうあるべき、こうして欲しい、というこ 

とを示し、それに従って職員がそのとおりに向かって実施する、確かに 100％実施できない 

方もいるが、その割合を“能率”というのではないだろうか。つまり、 “能率”を比較する 

ための基準となる数字を作っていないということであるのか。 

○税制課 

確かにこの事業については、標準処理時間を定めていないが、市税については全て期日が 

あり、また職員の定員もすでに決まっている。その制約の中で、その期日までにいかに仕上 

げるかでスピードアップが図れ、これが大きなスキームであり標準処理時間と考えている。 

○村瀬委員 

民間では期日も大事であるが、コストと品質も大事であると考えている。ＱＣＤといわれ、 

期日だけを大事にしていては儲からないよと民間企業ではよく言われる。１件あたりの処理 

コストを下げながら、いかに品質をあげていくか、そういう指標を持ちながら、職員の教育 

訓練・激励を行い、そのモチベーションをどう上げて行くかが大きな仕事ではないか。 

○古賀委員長 

ご要望ということで承りたい。 

○米田副委員長 

事務事業評価シートでは税制課だけの表示となっているが、４課の方に平等に聞いてもい
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いのか。 

○税制課 

結構である。税制課において４課の予算を計上していることから税制課の事務事業となっ 

ているが、実質的な事務及び予算の執行は各課で行われている。 

○米田副委員長 

市税の賦課・徴収は、地方公共団体にとっては基本的な業務であるにも関わらず、必ずし 

も市の職員だけではなく、外部委託できる部分もあるのではないだろうか。資料３の資料 

４・Ｑ-30 をみると、市民税課や資産税課ではデータ入力の時間数が多いが、このデータ処 

理については、基本的には外部委託しているのか。 

○税制課 

データのパンチ入力を委託している。 

例えば、個人の給与支払報告書のデータについては、それぞれの会社からデータをいただ 

き、そのデータは住所・氏名・生年月日ごとにパンチ委託しているが、同一人物であること 

の判定は職員が行っている。つまり、あくまで住民票と照らし合わせて同一人物かどうか 

チェックすることのデータチェックに対して人的な時間がかかる。 

例えば、資産税課では土地、家屋、償却資産があり、土地と家屋については端末からオン 

ライン入力を実施しているが、償却資産は申告書を情報管理課でパンチしてもらっている。 

○米田副委員長 

それを前提にお聞きするが、市民税課のデータ処理については同一人物かどうかの判断に 

職員の判断が入るということだが、これを外部委託できないのか。 

○税制課 

その部分については、課税の根幹の部分であり、一つ間違えば非常に大きな問題となるこ 

ととなる。つまり、単純作業は外部委託できると思うが、チェック・検査についてはできる 

だけ職員の目を通して実施する必要がある。 

○米田副委員長 

では、資産税課の職員がオンライン入力を実施している部分については、外部委託できな 

いか。 

○税制課 

端末から入力できるようなシステムとなっているため、かえってコストがアップするので 

はないだろうか。ただし検討の余地はあると考えている。 

○米田副委員長 

市庁舎内にある端末から入力しなくてはいけないので、外部委託は難しいということか。 

○税制課 

そうである。家屋の新築については、実地で職員が内部の間取り等を調査するが、家屋の 

評価システムは電算上で点数が出るようなシステムを採用している。つまり、ただ単純にパ 

ンチできる訳ではなく、実際に家屋調査に行った者でないと入力できない部分がある。 

○米田副委員長 

外部委託といっても情報を庁外に持っていくのではなくて、人に来てもらう方法もあると 

思うが実際はどうか。 

○税制課 

住民票の検索というのは、特定の目的に従ってしかできない。ある不特定多数の業者が端 

末を閲覧するのは問題があると思う。 

○米田副委員長
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市税徴収率については 93％の壁があるような気がするが、もう少し率があがらないのか。 

資料３・資料１の中では、例えば９月には長期滞留事案の整理促進月間があるが、これはも 

う徴収できないと判断する段階であると理解してよいか。 

○税制課 

現在、地方税の一番の問題点は固定資産税にあるが、徴収に当たり滞納が発生した場合、 

抵当権付き債権があれば市税債権に優先するため差し押さえしても競売できないこととなる。 

これを長期滞留事案という。この場合は、固定資産以外の本人の預金であるとか他の財産を 

洗い出すこととなるが、もちろん本人にも納税の折衝などを実施している状況である。 

○米田副委員長 

高額納税者の場合はどのように対応しているのか。 

○税制課 

高額納税者の場合は徴収率に大きな影響を与えるものであり、他の財産がないか、納税資 

力は回復しているかなど、常に対象事案に係る調査を重点的に継続している。 

○米田副委員長 

具体的にはどのような調査をしているのか。 

○税制課 

再度預金や動産を洗い直したり、ありとあらゆる手段で何か資力はないかを調査する、さ 

らに最終的には捜索（滞納者に対する強制調査）を行う方法もある。しかしやはり当事者と 

接触するのが原始的な方法であるが一番効果があるので、継続していきたい。 

特に高額滞納事案については法人が多いが、これは銀行から大きな融資を受ける際には通 

常抵当権を入れることが多く、また個人の場合でも住宅を購入する場合は銀行から融資を受 

けるため、市税債権が発生するまでにすでに抵当権が入っていることから、そういう事案へ 

の対応は困難であり、法律の改正を待っている状況である。 

○米田副委員長 

やはり代表者又は本人に直接会うのが一番効果的であるが、その実施した成果は、例えば 

月ごとか週ごとに点検しているのか。 

○税制課 

市税徴収率については毎日報告が出てくるので、これを前年度と対比しながら進捗管理し 

て、業務の評価を行っている。 

また、個人ごと交渉経緯は滞納整理カードを作成しているので、その内容を課長がチェッ 

クしている。 

○古賀委員長 

平成 20 年度の徴収率は 92.7％であり、これをどこまで高めていくことが可能か。他市と 

の関連や他業務との関係を含め、どこまで上げることを目標とするのか。率を上げるために 

は限界的なコストが上がることとなる。 

それぞれの市の特徴も入ってくると思うが、他市との比較も含めて、具体的な目標に係る 

戦略はどう考えているのか。 

○税制課 

市税の収入は将来的には国からの地方交付税の算定基礎となる。その中で徴収率は税目ご 

とに若干異なるが、特に個人市民税については 97.5％を想定している。当然、その徴収率に 

満たなければ、地方交付税はその率で算定されるので減少することとなる。よって最低限は 

その率までは上げていく必要があると考えている。 

また、行政改革実施計画においても、徴収率を上げることを１番の重点事項としており、
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今後、法人市民税の落ち込みが厳しい現状の社会情勢の中で、どういった展開が出来るのか 

頭を悩ましているが、最終的には徴収率を 0.01 でも揚げるのが永遠のテーマであると考え 

ている。 

次に大きなテーマとなるが、明石市の場合は新たな人事制度改革により異動サイクルが非 

常に短くなり、税務職員は知識と経験が必要であるがほぼ５年で交替してしまう。そういう 

意味で能力がなかなか伸びていかず、底上げをしていく必要があると考えている。人事サイ 

ドにも提言しているが、税務分野に長く携わる専門職制度を導入すべきではないかと考えて 

いる。組織の人員構成において苦慮している状況である。 

○古賀委員長 

この業務の結果は徴収率などに表れ、厳しい社会情勢などから非常に厳しいものとなって 

いるが、事業プロセス自体の評価がされるべきである。つまり、このプロセスの中でどうい 

う取り組みを実施しているのかが目に見える形で、市民に公開されることが非常に大事では 

ないかと考えている。 

○村瀬委員 

先日、自分の税について市民税課へ相談に行った際には、若い職員の方から丁寧に説明い 

ただいた。感謝したい。 

ところで先程から“パンチ”という言葉を使っているがどういう意味なのか。 

○税制課 

業者に委託するデータ入力作業のことである。 

○村瀬委員 

市民税課の職員さんから聞いたが、税務署の確定申告のデータは全て電子データになって 

いるが、市の職員はそのデータを紙ベースで貰ってきて、目で見ながら手でパソコンに入力 

するとのことであった。このようなことを将来も続けることで困らないか。 

○税制課 

その件については、地方６団体（全国市長会など）からの要望により、国税と市町村税と 

の電子データをやり取りすることについて、平成 23年度を目途でほぼ決定している状況で 

ある。 

○村瀬委員 

電子データでやり取りすれば、相当なコスト低減になる。基データでのやり取りがなぜ出 

来なかったのか。 

○税制課 

以前から我々も気がついていた。ただし、税そのものは法が基となり決定されている。地 

方税法の改正は国が行うこととなる。 

○古賀委員長 

このような問題点や要望があったと理解していただきたい。 

(3) 意見交換・全体協議 

① 情報化基盤整備事業 

○米田副委員長 

村瀬委員や岡野委員からの指摘にあったように、ハードとソフトは両輪であり、市民や職 

員などの利用者が使い易いように活かせるハードの環境整備が必要である。委員長からは外 

注化の拡大により市が実施する必要性が減少するのではという指摘もあったが、私は接点の 

ようなところを重視すべきと考え、事業の必要性もあり、また市がすべきであると考えＡと
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した。 

有効性については、ハード面については改善されＡであるが、利用する職員や市民の声が 

反映されているかといえば少し弱いのでＢとした。そもそも、市民や職員に聞いていない。 

導入前にその意向を事前に聞いておいて欲しい。本日のデータからは意向を聞いていないの 

でＢとした。 

効率性はＡとした。よって、総合評価は維持となった。 

○井上委員 

全体を通じて将来を見据えた改善を強く理解できた。当たり前であるが、随意契約を一般 

競争入札に切り替えていっているし、市全体のコストダウンを意識しながらの改善も検討で 

きているので、オールＡとした。よって、総合評価を拡充とした。 

○岡野委員 

必要性はＡとしたので説明は省略したい。 

有効性は、ソフトとハードの観点、つまり市民目線が大事であり、市民の声が十分に反映 

されていない状況を踏まえてＢとした。 

効率性は、井上委員の指摘のとおり、将来を見据えた要素もあるが、現時点ではまだ改善 

の余地があると思うので、Ａに近いＢであるとした。よって、総合評価を維持とした。 

○村瀬委員 

必要性があることは間違いないと思う。世間のインターネットに比べると、市の情報発信 

量は少なくまだまだであると思うが、必要性は認めている。また市民の生活にも必要である 

が、大いに必要というまでもない。市の情報発信がそんなにありがたいものとはなっていな 

いとも思う。事業の必要性及び実施主体ともにＢとした。 

有効性は市民がもっと有効に使えるよう、発信者側が改善して欲しいと考え、Ｃとした。 

効率性については、職員の教育やウイルス対策などの説明があり、質問できていないが 

我々市民が使う立場での効率性に関する内容を説明して欲しかったので、Ｂとした。 

結果的に総合評価が判定のロジックによると縮小となるが、維持という判断で結構だと考 

えるので、事業の必要性及び実施主体をＡに変更し、有効性もＢに変更したい。結果、総合 

評価は縮小ではなく維持としたい。 

○古賀委員長 

私も実施主体はＢとしていたが、事業として情報化時代を先取りし、推進していくという 

意味から市が実施する必要があるのでＡとしたい。 

よって、必要性は全員がＡであるので、Ａとして委員会決定したい。 

次に、有効性については、市民の意向に十分反映できているのかという点からは問題あり 

という気がする。私はＢに変更したいと思うが、井上委員はどうか。 

○井上委員 

やはり所管課ではないということが理由の一つとしてある。これが広報課であればＡは付 

けない。あくまで情報のインフラを作り、整備してコストダウンを大きくいこうという所管 

課であるので、もちろん村瀬委員の指摘のように、市ホームページのコンテンツはあまり充 

実していないし、発信力であるとかホームページと紙ベースとのリンクの問題などを考慮す 

ると、Ａではないと思う。ただしあくまで情報管理課の事務事業評価であったので、私とし 

てはＡとした。 

○古賀委員長 

市民の意向や声が十分に反映されていないのは、情報管理課の問題かどうかということか。 

○井上委員



15 

そうである。そういう意識を持って、情報管理課を含む全所管課が対応するにこしたこと 

はないが・・・。 

○古賀委員長 

必ずしも情報管理課だけの責任ではないだろうと。そういう意味ではソフトのところまで 

情報管理課が対応しなくてはいけないかどうか・・・。 

○村瀬委員 

私はソフトの中身のことではなく、使い易いページを作ったり、リンクの配置を変えるな 

どの使い安さという面から情報管理課に責任があるだろうと指摘している。 

○米田副委員長 

配置とかはソフトの問題であるが、そういうソフトを作る部門の意見を聞いて実施してい 

るのかという気がする。 

○村瀬委員 

多くの課の意見を集約し、情報管理課が使いやすい形状を作ることが重要である。 

○事務局 

ちなみに、市のホームページを作成しているのは広報課である。 

○米田副委員長 

では、広報課の意見を聞き、使いやすいような機器を情報管理課が購入することとなる。 

○井上委員 

機器は基本的に何を購入してもそんなに操作方法に変わりはないだろう。ただおそらく各 

委員が指摘しているコンテンツについては、広報課の所管するウェイトのほうが大きい。 

○岡野委員 

結論は大事であるが、この場の意見としてソフトとハードという観点からの評価について 

は枠外かもしれないが、きっちり意思表示すべきである。 

○古賀委員長 

それではこうしたい。Ａとなれば全く問題がないと捉えられ、委員会の意見が反映できな 

くなる。やや厳しい評価かもしれないが、何らかの市民の声に対応したという形跡が見当た 

らなかったため、委員会として、今後もう少し目を向けていただきたいというメッセージを 

込めた指摘をしたい。 

○村瀬委員 

広報課には責任があるとは思うが、我々市民は、広報課であろうが情報管理課であろうが 

意識せずに使っているので、両者で協力して、縦割りではなく、改善していい物を作って行 

くという責任は情報管理課にもあると考える。 

○古賀委員長 

そういう意味も含め、委員会からのメッセージとして伝えたい。よって有効性については 

Ｂとしたい。 

○各委員 

－異議なし－ 

○古賀委員長 

効率性については、岡野委員はＢであるが限りなくＡに近いという意見があった。私も所 

管課からのデータを見ても、努力している跡が見受けられた。 

○村瀬委員 

効率性に関しては、市民側の視点が欠けていたように思うが・・・。回線がダウンしたこ 

とだけで評価していたのでは・・・。
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○古賀委員長 

市民側の視点については、有効性の視点から反映できていると考える。では効率性はＡに 

してはどうか。 

○各委員 

－異議なし－ 

○古賀委員長 

以上から、総務部情報管理課の情報化基盤整備事業については、必要性はＡ、有効性はＡ 

という考え方が出来なくはないが、市民の声を反映させた事業のあり方を考えていただきた 

いという期待を込めてＢとする。最後に効率性はＡとなり、総合評価は拡充となる。 

○村瀬委員 

評価はＡであっても指摘事項を挙げておくこととしたい。 

○古賀委員長 

Ａであっても注文を付けたほうがよりいい。報告書としても何も指摘しないのはおかしい 

し、積極的にコメントを付けたい。以上のとおり決定したい。 

○各委員 

－異議なし－ 

② 市税賦課徴収事務事業 

○米田副委員長 

必要性はＡとした。有効性については、神戸市・姫路市・西宮市と比較し、若干徴収率が 

低いと思った。確かに委員長指摘のとおり、徴収率を１％あげるのにどれだけコストが必要 

なのかは検討しなくてはいけないが、やはり徴収率が低い点からは改善の余地がありＡでは 

なくＢとした。 

効率性については、個人情報や作業分担の問題から今以上の外部委託はしにくいとの回答 

があったが、必ずしも全ての作業を正規職員がしなくていけない訳ではなく、もう少し余地 

があるのではないか、せめて検討だけでもすべきと考えたので、ＡではなくＢとした。よっ 

て総合評価を維持とした。 

○井上委員 

必要性、有効性ともにＡとした。十分出来ているという意味ではないが、税法上の制約が 

あることを踏まえ、Ａとした。 

効率性については、市民に対する税の啓蒙活動を紙面以外の手法にも期待したいと思う。 

また、人事サイクルの課題は現場の声であろうし、税務行政は人相手の仕事でもあり、仕事 

を覚えたころに人事異動で替わるのは問題がある。是非、効率性についてはもう少し検討い 

ただきたい。この委員会として発言した内容を、人事権を発令する幹部に理解頂きたいので、 

現時点では、是正改善が必要であるのでＢとした。よって、総合評価を拡充とした。 

○岡野委員 

必要性、有効性ともにＡとした。 

効率性については、専門的な知識を有する職場であるので、特例は難しいだろうが専門職 

の配置など、米田副委員長や井上委員と同様に検討の余地はあると思った。また外部委託の 

範囲も難しい要素があろうとは思うが、セキュリティーの問題などクリアして、もう一度見 

直していただければ改善の余地が出てくるように感じた。さらに村瀬委員から指摘のあった 

“標準時間”については、業務のピークが決まっておれば、単純なことであれば前倒しする 

など工夫の余地があってしかるべきであろうし、その面で期限を守っていることで言い切ら
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れていたが、具体的な工夫の説明があまり聞こえてこなかったので、全体としてＢとした。 

よって、総合評価は拡充とした。 

○村瀬委員 

必要性はＡとした。 

有効性については、平成 20 年度の市税徴収率 92.7％に関しての自己評価が特に何もない、 

ということが非常に残念であった。Ｂとした。 

効率性は、税務署からの紙ベースのデータを目で見て入力するというような、未だに非効 

率な方法でやっている。全く効率性が感じられなかったのでＣとした。よって、総合評価を 

改善とした。 

○古賀委員長 

必要性はＡとした。 

有効性は全く問題ないとはいえないが、Ａとした。徴収率が 92.7％であるが、どこまで 

上げられるのか。現状では敢えて悪いとまではいえない。様々な徴収の努力をしており、や 

れることは十分やっていると評価してもいいのではないか。 

効率性の点では若干問題があるのではないか。人事サイクルの問題やコスト削減の推進を 

高めていく余地があるのではないかと考えた。総合評価は拡充となる。 

必要性については、全員がＡとしていることからＡで決定したい。 

次に有効性については、委員間でＡとＢに分かれている。 

○米田副委員長 

私は総合評価を拡充と考えており、有効性をＡに変更する。 

○村瀬委員 

拡充の内容はどのようなものか。 

○古賀委員長 

場合によっては、人・業務・組織を拡充するというイメージが拡充である。 

○村瀬委員 

有効性に関しては、92 人も職員を抱えているが有効的に動かせているのか、また、どう 

いう業務を実施しているのかを知りたいと思い、資料３の質問を行った。ただ、説明を聞い 

てもあまり有効的ではないように感じた。 

○井上委員 

効率性は改善の余地があるが、有効性はＡであると考える。 

○古賀委員長 

最終的には多数決となるが、徴収率の向上には改善の余地があるのは各委員が認めるとこ 

ろである。これまでの委員間の議論からは、Ａとして評価させていただきたい。よって、多 

数決で委員会決定としてＡとしたい。 

○各委員 

－異議なし－ 

○古賀委員長 

効率性について、決定的にＣとする理由はあるか。 

○村瀬委員 

事務処理を手書きしているという、30 年前のようなやり方をしているのは非効率的だと 

思った。 

○古賀委員長 

特にビジネスの業務においてはあり得ないことではある。コスト削減に対する意識や人事
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制度の問題があり改善の余地が認められるため、Ｂとして決定したい。 

○各委員 

－異議なし－ 

○古賀委員長 

以上から、財務部税制課の市税賦課徴収事業については、必要性はＡ、有効性はＡ、効率 

性はコスト削減や人事制度の問題があり改善の余地が認められるためＢとする。よって、総 

合評価を拡充とする。 

○各委員 

－異議なし－ 

(4) その他 

○古賀委員長 

本日の委員会としての評価結果については、事務局でいったん整理し、次回委員会で報告 

する。 

ここで、次回委員会における評価対象事業の変更があったので、資料４に基づき、事務局 

から説明をお願いしたい。 

○事務局 

－資料４を説明－ 

○古賀委員長 

次回以降も事務事業のヒアリングを進めていくこととなるが、次回委員会における会議の 

公開の取り扱いについて、確認させていただく。特に、意見などがなければ公開で行いたい 

と思うがどうか。 

○各委員 

－異議なし－ 

○古賀委員長 

最後に事務局から連絡はないか。 

○事務局 

次回の第５回委員会は、11 月 11 日（水）午後１時 30 分から、市役所議会棟第２委員会 

室で開催したい。


