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第５回明石市行政評価委員会 議事録 

１ 日 時 平成 21 年 11 月 11 日（水） 午後１時 30分～午後３時 42分 

２ 場 所 明石市議会棟第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 【コミュニティ推進室】 

八田コミュニティ推進室長、和歌課長、富田係長 

【地域医療課】 

山本地域医療課長、永富副主幹兼係長、伊豆原主事 

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) 事務事業評価結果一覧（暫定版） 〔資料４〕 

６ 内容 

(1) 開会 

○古賀委員長 

ただ今から、第５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 

ここで報告事項があるので、事務局から説明をお願いしたい。 

○事務局 

前回委員会では、指定管理業務評価の報告書の内容について、事務局において必要な文言
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修正等を行っている旨を説明したが、その作業が終了し、本日、委員の手元に報告書として 

配付しているので、確認いただきたい。 

なお、この報告書については、後日、委員長から現在実施している事務事業に係る評価結 

果の報告書と併せて市長へ提出していただくこととなる。また、来年３月頃を目途に市ホー 

ムページや広報あかしなどを通じて、市民へ公表していきたいと考えている。 

○古賀委員長 

本日の第５回委員会は前回同様、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、前回委員会で決定したとおりである。 

その前に、前回委員会において議論した事業の評価結果の確認を行いたい。資料４「事務 

事業評価結果一覧（暫定版）」をご覧いただきたい。 

まず、「情報化基盤整備事業」については、必要性がＡ、有効性がＢ、効率性がＡであり、 

総合評価は「拡充」となった。 

次に、「市税賦課徴収事業」については、必要性がＡ、有効性がＡ、効率性がＢであり、 

総合評価は「拡充」となった。 

この内容に関して、何か質問・意見などはないか。 

○各委員 

－特になし－ 

(2) 所管課ヒアリング 

① コミセン管理運営事業（コミュニティ推進部コミュニティ推進室） 

○コミュニティ推進室 

―事業内容の説明（10分間）― 

○井上委員 

各コミセンで催されるセミナーや教室についてはメニューが豊富だと思うが、やはり男女 

を問わず働かれている方が参加できるような、仕事後にコミセンに関われるような教室など 

があれば、さらにいいのかなと感じた。 

やはりコミセンは地域に一番近いポジションを占めており、ＡＥＤを設置し避難施設であ 

ることなど、災害時における緊急体制や役割を市民にどれだけ周知・広報できているのか、 

工夫している点を教えて欲しい。 

○コミュニティ推進室 

コミセンは災害時の避難施設として位置づけられているが、毎年１月 17日の阪神淡路大 

震災が発生した日には全市を挙げての防災訓練が実施されており、その際にコミセン利用し 

た避難訓練では、地域の方にコミセンが避難施設であるＰＲも行っている。また、防災安全 

課が作成している“防災マップ”の中には避難施設としてのコミセンが一覧表の中に記載さ 

れており、これもＰＲの効果がある。 

また、ＡＥＤの設置については、直接市民ヘの十分なＰＲができていないかもしれないが、 

今回の国の緊急経済対策としての臨時交付金支給を受け、配備がないコミセン（校舎などに 

配備されているＡＥＤを使用していた場合は、土日や夜間は学校施設が閉まっているためＡ 

ＥＤを使用できなかった）についても、新たにＡＥＤを設置し、コミセン利用者の安全安心 

を確保している。 

○岡野委員 

質問が２点ある。１点目は事業費の削減余地についてである。事前質問ではこれ以上削減 

できないとの回答を受けたが、例えば公募や競争入札をきちんと実施しているなどの理由が
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あるのか、どのような根拠から言えるのか。 

次に、所長の配置と開館時間の延長とがリンクしているという説明を受けたが、それは必 

要条件であるのか。また、所長の権限はどうなっているのか、つまり、所長がいなくても他 

の職員がいれば、開館時間を延長することはできるのではないか。 

○コミュニティ推進室 

経費の削減については、ほとんどが運営に係る固定的な経費であるため、最低限必要なも 

のであると回答した。ちなみに、近隣他都市のケースとして加古川市を調査してみた。明石 

市ではコミセンの管理に要する経費が１コミセン当たり 110 万円程度であったが、加古川市 

は公民館となっているが、800 万円程度であった。つまり加古川市と比較した場合では、事 

業が効率的に進められているのではないかと考えている。また、経費の中では委託料の占め 

る割合が高いが、例えば施設の機械警備業務などは必ず一般競争入札を実施している。 

２点目の所長の配置については、これまで小学校区コミセンは所長が配置されていなかっ 

たが、平成 18年２月に“ 「協働のまちづくり」推進に向けて”という提言（以下「提言」と 

いう。）を受け、小学校区コミセンを新たなまちづくりの拠点として活用を図っていくこと 

が決定された。したがって、学校施設やコミセンの立地条件を考慮しながら、地域の方々と 

の話し合いの結果、平成 18年度より必要なコミセンについては所長を５小学校区ずつ配置 

している状況である。また、協働のまちづくりの場を提供するため、開館時間もこれまでは 

午後３時であったのを午前９時からとしている。 

○村瀬委員 

本日提出いただいた資料“主催講座参加者一覧表”の中で、平成 20年度講座数が 189、回 

数が 1,059 回、人数が 4,666 人などの数値があり、また平成 20年度決算額は３億 2,372 万 

円となっている。この金額に対して、これらの数値・指標が見合うものとなっているのか、 

つまり約３億円分に見合う価値があると評価しているのか。 

○コミュニティ推進室 

まちづくりや生涯学習というものは、単年度で効果や成果が出るものとは考えにくい。よっ 

て継続的に実施することで、地域の力を付けていくことが大事であり、今すぐに効果や成果が 

出るものではないので、将来の明石市の市民力が付いてくるまで、今しばらく見守っていただ 

きたいと考えている。 

○村瀬委員 

コミセン事業については、昭和 47年度から取り組んでいるのではないか、しばらく見守っ 

てくれとは満足できる回答ではない。このような回答では納税者の納得は得られない。有効 

性については、評価指標を持っていないと言わざるを得ない。 

○コミュニティ推進室 

コミセンを通じたまちづくりというのは、近隣だけではなく全国的にも知られており、明 

石市の手法を学びに来るということである。 

○村瀬委員 

資料の中で“コミセン高齢者大学学生数”については、学生数全体では人口(60 歳以上)に 

対して、1.13％となっている。つまり、100 人に対して１人ぐらいが入っていることとなっ 

ているが、この数値に対してはどう考えるか。 

○コミュニティ推進室 

学生数については、施設の定員があるので・・・ 

○村瀬委員 

定員一杯の受講者を受け入れているのか。改善は考えていないのか。錦城コミセンでは、
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学生数の割合が 1.6％、魚住コミセンでは 0.6％であり、約３倍近い差があることについて 

はどう思うか。これはなぜか、理由があるのか。 

○コミュニティ推進室 

中学校区コミセンを利用した高齢者大学は生涯学習事業であり、明石市文化芸術部の生涯 

学習センターが所管している。従ってこの数値が多い、少ないとかは指摘できない立場であ 

る。 

○村瀬委員 

これらを評価する指標を持って有効活用を考えてもらいたい。 

中学校区コミセンの会議室稼動状況という資料では、各コミセンの稼働率が記載されてい 

るが、二見コミセン・西部文化会館では 23.08％、野の池コミセンで 77.76％であり、最高 

と最低で大きな差があるが、これも何か理由があるのか。 

○コミュニティ推進室 

二見コミセン・西部文化会館については、会議室が合計 15部屋あり、使用が分散してい 

るため、稼働率が減少していると見受けられる。 

○村瀬委員 

数値を表にするだけではなく、これを分析し、問題点を抽出して改善に繋げていただきた 

い。先日、明石市自治基本条例市民フォーラムが開催され、その席上で審議会の委員が「コ 

ミセンを見切り発車した、急カーブ切った」というように市への批判めいた発言があったが、 

どういう意味であったのか。 

○コミュニティ推進室 

平成 18 年２月に“提言”を受け、各小学校区コミセンの所長として係長級職員を平成 18 

年度は５人、平成 19年度は 10人、平成 20 年度は 15人を配置したが、平成 21年度からは 

そのフレームを変え、市内を５つのブロックに分け、それまで配置していた職員を引き上げ、 

その代わりにブロックを担当する係長を置いた。そういったところを指摘しての発言であっ 

たと理解している。 

○村瀬委員 

そのことは委員会としてあまり問題にすべきではないが、コミュニティ推進室は審議会の 

委員の発言趣旨は承知していたか。 

○コミュニティ推進室 

承知している。地域の声を十分に聞きながら、市として対応していきたい。 

○米田副委員長 

大きく分けて２点ほどお伺いしたい。主催講座参加者一覧表という資料の読み方であるが、 

例えば平成 20年度では開催１回につき、4.6 人ぐらいの参加があったと理解していいのか。 

○コミュニティ推進室 

高齢者大学については、同じ方が年間を通して 20数回受講するという講座もある。これ 

も含め、参加者が多いもの、少ないものと多々あるが、年間で平均すると資料のような数値 

となる。 

○米田副委員長 

では、最後の資料にある“稼働率”はどのように計算しているのか。例えば１日２時間で 

も稼動していれば、率として算定しているのか。 

○コミュニティ推進室 

そうである。利用件数に対する会議室数について、月曜日など休館日を除いた 290 日を年 

間ベースとして計算している。
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○米田副委員長 

資料３・Ｑ－19の質問に対して、直営の必要があるとの回答だが、その理由は抽象的で分 

かりにくかった。 “学校施設の状況やコミセンの立地状況、現在の利用状況を考慮し、地域 

との合意を尊重しながら、年次的に整備充実を図っている”ということだが、その意味は極 

端にいえば、学校施設を使用するので公務員の方がいいということか。 

○コミュニティ推進室 

そういうことではない。現状、小学校区コミセンは全部で 28施設あるが、16施設で所長 

を配置しており、協働のまちづくりを進める拠点施設として整備を進めている。そこで、残 

りの 12施設についても、地域の方と話し合う中、校区間で差がないよう全てに所長を配置 

し、施設整備などを充実させる必要があると考えている。つまり、当面は市が直接管理して 

いくべきだが、将来的には指定管理者などの活用も念頭に置きながら、事業のあり方を研究 

していくこととしている。 

○米田副委員長 

例えば、なぜ委託業者が所長になってはだめなのか。 

○コミュニティ推進室 

今年度から市のＯＢ職員（再任用職員）を所長として配置しているが、市のＯＢ職員は市 

の事業がよく分かっており、これまでの知識や経験を活かしながら、協働のまちづくりを進 

めて欲しいという考えを持っている。つまり、ただ単に施設の管理を任せている訳ではなく、 

当面、市のＯＢ職員を活用しながら、直営で進めたいと考えているからである。 

○古賀委員長 

事務事業評価シートの目的の妥当性については、米田副委員長の指摘のとおり、どうして 

直営でなければいけないのかが疑問である。また、項目評価も優ではなく、可となっている。 

これは将来的には指定管理者制度の活用や業務委託の予定があり、その可能性があるため、 

必ずしもそのレベルに比べると現状に納得していないということか。 

２点目として、岡野委員からも指摘があったが、経費の件については最低限必要な固定費 

であるとまで言い切れるのか。事業を推進していく上では、どのような努力をしたのかが重 

要であり、それでも削減していく必要があるのではない。 

３点目は有効性に関してだが、１コミセンあたりの利用人数もそれほど増えていない現状 

を踏まえると、井上委員からの指摘に積極的なＰＲの実施があったが、利用者を増やすとい 

う努力は十分に行われたのか。あくまでプロセスが重要であるので、そのことに係る努力の 

跡があれば、お話いただきたい。 

○コミュニティ推進室 

１点目について、現在は直営で事業を実施しているが、他市の事例では“地域交付金”と 

いうような形、つまり地域の中で協働のまちづくり組織を立ち上げ、そこへ資金を渡し、そ 

して人を雇い、地域を運営していくというような手法も採用されている。明石市においても、 

そのような手法が採用できるのではないか、現状では十分な検討をしていないが、将来的に 

は視野に入れているため、項目評価で可としている。 

２点目について、事業費の中では委託料が一番削減できる余地があるのではないかと考え 

ており、例えば機械警備は平成 20年度までは随意契約としていたが、平成 21年度からは一 

般競争入札としており、少しずつの努力を積み重ねていきたいと考えている。 

３点目について、お手元に配付したコミセン通信などは市ホームページでも見れるように 

するなど、広報あかしにおいても随時掲載するなど、そのＰＲを実施している。 

○村瀬委員
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先ほど説明のあったコミセン通信については、市ホームページから検索するのに大変な苦 

労を伴う。というのも、生涯学習センターのページの下にあり、コミセンというキーワード 

で検索しても出てこなかった。これでＰＲしているというのはいかがなものか。 

また、広報あかしの中にはコミセンの宣伝もあるが、昨年の 11月分から１年分をチェッ 

クしたところ、多いところで江井島コミセンの 15件、少ないところで衣川コミセンと朝霧 

北コミセンの３件であり差異があった。 

○コミュニティ推進室 

コミセン通信の発行や広報紙への依頼については、生涯学習センターが中心になっている 

ため、コミュニティ推進室は関わっていない。よって、掲載回数が多いか少ないかなど、お 

答えできない。 

○村瀬委員 

ＰＲを実施しているなどとは言えない程度の評価になる。 

であるならば、文化芸術部と一緒に事業を進めてはどうか。市民からみれば市役所のどの 

課が何の仕事を担当しているのかは分かりづらい。コミセン関係は「コミュニティ推進室」 

が担当している、と思い込んでいるのではないか。 

○コミュニティ推進室 

委員ご指摘のとおり、文化芸術部とも協議の上、双方でＰＲできる手法を検討していきた 

い。 

○村瀬委員 

前回の事務事業評価では情報化基盤整備事業を評価したが、明石市内においては 22億円 

を投資し、106ｋｍの光ファイバーを 156 箇所に設置している。評価の中で、そのメリット 

は使用先に聞いてくれということだったが、その中にはコミセンも入っている。メリットに 

ついてはどのように考えているか。 

○コミュニティ推進室 

コミセンでは大いに役に立っていると思う。 

○村瀬委員 

電話代の節約では 6,000 万円ぐらいのメリットがあったと聞いたが、これはほんのわずか 

な部分である。コミセンにおいては光ケーブルという機能を十分に活用していくべきではな 

いか。 

○コミュニティ推進室 

本年５月の新型インフルエンザ発生時には、利用者への情報提供には大いに役立った。 

○村瀬委員 

「情報提供に役立った」というような定性的な効果があったことは分かるが、回線使用料 

がいくらで、それ以上のメリットがあったなどの損得計算はやるべきである。 

○井上委員 

やはり、現状のコミセン利用者は時間がある平日でも動ける方が対象であり、昼間のウエ 

イトが大きい。よって、日中は働いている方や学生などが参加できるような教室の開催をす 

る工夫が必要ではないか。 

提案となるが、例えば民間の事業者で公序良俗に反しない社会的な立場に立つ講師を選定 

する必要と、コミセン施設のシステム稼動状況とも関係してくるが、少しでも安価に若者や 

主婦などを対象としたパソコン教室を開催することや、仕事帰りにも勉強のため気軽に立ち 

寄るなどを検討してはどうか。施設の稼働率を向上させる工夫はできないだろうか。 

そこで質問だが、講師の選定方法はどのように行っているのか、コミセンごとに選定して
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いる状況なのか。 

○コミュニティ推進室 

講師の選定方法については、生涯学習事業の内容であるので、生涯学習センターとコミセ 

ン所長において、または所長同士が情報交換を通じて、調整・決定していると聞いている。 

○古賀委員長 

井上委員の質問を補足すると、どのような内容の教室を開催するかについては、利用者で 

ある市民のニーズが重要であり、また魅力的でかつタイムリーな内容を提供するには、組織 

としてシステム的に対応できるような体制を構築する必要があるという指摘であった。 

○岡野委員 

コミセン所長は市のＯＢ職員でないといけないという考え方は、一般の市民の方からすれ 

ば、果たしてそうなのかと思うところであろう。つまり、事業の目的さえ明確にしておけば、 

一般の事業者も組織としてならば十分に対応できるのではないか。将来的にはそういう余地 

もあるという説明であるが、今は過渡期として位置づけていることに間違いはないか。 

○コミュニティ推進室 

現在、コミセン所長として市のＯＢ職員を 28名配置しているが、これが終着点であると 

は考えていない。先程も申し上げたとおり、地域が地域の方を採用することや、委員ご指摘 

のとおり、民間事業者に委託しても実施できる業務もあり、今後、広く検討していきたい。 

○村瀬委員 

先程から何回も“協働のまちづくり”という言葉が出てくるが、最終的に望ましいイメー 

ジづくりはどうなっているのか。それを作っておくべきではないのか。そのため各所長には 

このような方を配置するというような、つまり、どういう方を所長に採用するかというのは、 

最終的な“協働のまちづくり”のイメージと関係してくるのではないか。 

○コミュニティ推進室 

イメージであるが、やはり提言にもあるように、「市民と市、または市民と市民が、それ 

ぞれの資源や専門性を活かして、尊重しあいながら果たすべき役割と責任を自覚し、ともに 

考え、ともに力を合わせながら、よりよいまちを築き上げていく」というように考えている。 

○村瀬委員 

それでも抽象的であるが・・・ 

②休日・夜間救急診療事業（保険・健康部地域医療課） 

○地域医療課 

―事業内容の説明（10分間）― 

○井上委員 

行政評価というと、事業の効率性や予算の削減などに注意が向きがちだが、この事業に関 

しては必要があれば拡充を検討すべきであろうか。事前質問においては逆説的な書き方をし 

たが、もし予算的な面が十分に確保できていないためにドクターが常駐できていないなど、 

そのような事態が起こってはいないのか疑問に思ったので、このようなケースがあれば教え 

て欲しい。 

○地域医療課 

救急搬送については、初期・２次・３次という体制がある。その中で内科や小児科など 

様々な診療科目があるが、緊急度や重症度が高い患者をどうしているのかというご質問であ 

ると理解した。 

そういうケースへの対応については、消防本部において、特に夜間や休日になるが毎日 16
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時ごろ、各市内の医療機関の状況（本日は○科で○○ドクターが対応できるという状況や 

ベッド数の空き状況などを把握）を調査している。それで対応できない場合は、兵庫県の広 

域災害・救急医療情報システムがあり、近隣や県内の医療機関や対応できるドクターの状況 

などが検索できるようになっている。 

ただし問題であるのは、例えば冬場に市内で脳卒中などの重症患者が重なった場合など、 

医療機関への搬送順は事前に決定されているが、やむを得ない時には遠方に搬送せざるを得 

ないということであり、このことはご理解いただきたい。 

○井上委員 

再度確認するが、現状の予算で事業は着実に実施できているのか、また予算が拡充されれ 

ば事業の内容もよりよくできるのか。 

○地域医療課 

医療計画において診療科目ごとのドクター数が決定されているが、実際のドクター数には 

限りがある。つまり資金だけを投入すれば確保できる訳ではないことは、ご理解いただきた 

い。 

○岡野委員 

医療機関情報の共有に係る消防との連携についてだが、例えば市域が異なるが、距離的に 

近い明石市東部の情報と神戸市垂水区との情報については、どのような仕組みで共有されて 

いるのか。 

○地域医療課 

兵庫県の広域災害・救急医療情報システムでは明石市消防でも神戸市消防でも同じ情報を 

共有していることがあげられる。異なる点は、市により医療機関数が異なることからその体 

制に差異が生じていることである。ただし、神戸市西区や垂水区とは距離的に近いことから、 

近隣医療機関の情報共有はしているが、明石市内の医療機関だけで完結するのは厳しい現状 

はご理解いただきたい。 

○岡野委員 

そうであるならば、明石市と神戸市で連携を実施し、救急体制やその仕組みをづくりを行 

えばより市民の利便性が高まると感じる。 

次に、救急医療機関へのクレームや苦情についてお伺いしたい。以前、明石市夜間休日応 

急診療所(以下「診療所」という。)を受診したが、以前と比較して待ち時間一つをとっても 

サービスレベルが上がってきていると感じた。そのことに関して、所管課としてサービスレ 

ベルを上げる仕組みをどのように捉えているのか。 

○地域医療課 

診療所については、明石市医師会を指定管理者として指定し、管理運営を任せているが、 

そこでの利用者からのクレームについては、その都度地域医療課に届けられる。全てのク 

レームが改善できる訳ではないが、反映させるよう努力をしている旨、ご理解いただきたい。 

○村瀬委員 

所管課から配付された資料の６ページ・２次救急医療の病院群輪番制の中では、平成 20 

年度をみると患者数の合計が 2,488 人、そのうち 179 人は初期救急からの転送であり約７％ 

となり、いきなり２次救急へ来るという人が 93％もあるということである。 

私も説明を聞くまでは、救急医療体制が１次・２次・３次とあるのを知らなかったし、い 

きなり市民が２次救急へ受診しないような工夫やＰＲをどのように実施しているのか。 

○地域医療課 

内科と小児科については診療所を経由し、もし病状が悪ければ２次救急へ搬送するという
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ことになるが、外科や整形外科その他の診療科の場合は、診療所だけでは対応ができないの 

で、病院群輪番制の 13病院と救急告示病院の 11病院においても対応している状況であり、 

診療が重なる部分が出てきている。 

よって、現状の体制の中では役割がリンクした形になっているので、内科ではなく外科や 

整形外科も関係する場合などは、消防本部に電話での問合せがあれば、ケースに対応して病 

院を紹介することとなるため、消防本部での仕分けなどは今後の課題であると認識している。 

○村瀬委員 

意見として、救急医療体制について市民へのＰＲをしっかりとお願いしたい。 

もう一つは、先日開催された地域医療フォーラムにおいては、 “かかりつけ医を持ちましょ 

う”という提案があったが、現状、かかりつけ医を明石市民は何％ぐらい持っているのか。 

その動きを進めていくような工夫やＰＲができれば、コンビニ救急も減少するというメリッ 

トがある。 

○地域医療課 

１次救急においては、かかりつけ医と診療所があるが、平成 17年から診療所が運用し始 

めてからは、消防本部への市民からの相談件数が半分以下になった。 

また、地域医療フォーラムでアンケート調査を実施したが、約 60％の方がかかりつけ医を 

持っているとの回答があった。 

○村瀬委員 

その数値は医療問題について関心のある、特殊なグループのデータではないか。全体の姿 

を表してはいない。他にも調べようがあるのでないか。もっと率が上がるようにＰＲしてい 

けばいいのではないか。 

○地域医療課 

検診事業などでメタボ予防などもＰＲしながら事業を進めている。 

○村瀬委員 

しかし、ほとんどの市民は救急体制の仕組みが分からずに少しでも規模が大きな病院へ駆 

け込んでいるのではないか。この現状を改めないと、とんでもないことにはならないか。 

また、以前、奈良県において妊婦さんの救急搬送の問題があったが、このようなことは明 

石市では大丈夫だろうか。 

○地域医療課 

正直なところ、周産期（妊娠）と脳内出血が重なった患者を診療できる病院は非常に少な 

いことをまずご理解いただきたい。明石市においては、近隣に周産期医療センターとして、 

両方を診療できる３次救急の県立こども病院があり、ダイレクトで診てもらうことができる。 

地域性の違いもあるが、兵庫県の方が対応できる体制にあると考えている。 

○米田副委員長 

提出いただいた資料の３ページに、委託金や負担金とある。例えば休日急病診療業務委託 

契約の委託料については、１回診療につき 46,000 円となっているが、１回当番すれば何人 

来ても同額か、また１人も来なくても同額か。 

また、病院群輪番制の補助金 71,040 円や、東播磨臨海地域小児二次救急輪番制の負担金 

なども同様か。 

○地域医療課 

そうである。 

○米田副委員長 

次に、初期救急の診療所と在宅当番医制のどちらに重点をおいているのか。



10 

○地域医療課 

現状は診療所に重点を置いている。在宅当番医制はドクターの自宅診療が大変であったこ 

と、診療場所の市民への明示が困難であったことなどから、平成 15年度に診療所が設立さ 

れたという経緯もある。つまり、在宅当番医制は補完的な役割であると理解いただきたい。 

○米田副委員長 

明石市の救急体制に係る情報については消防本部が保有しているが、市民が電話で問い合 

わせる場合、その相談窓口はどこになるのか。 

○地域医療課 

小児については♯（シャープ）8000 番という形で０時までは対応している。実際の職員対 

応としては消防本部に電話いただくことで、適切な病院の紹介や救急搬送の手続きができる。 

ただし、具体的な医療相談については医療従事者が実施している訳ではないので弱い点であ 

る。 

○米田副委員長 

例えば、医療相談など、その弱い点の予算が付けば事業を実施しようというような計画は 

あるのか。 

○地域医療課 

小児の医療相談については、東播磨（３市２町）の中で実施できないかどうか、現在、調 

査や協議を行っている。 

○古賀委員長 

資料３・Ｑ-26 で、利用者からのクレーム吸収の方法についてはご意見番の設置が挙げら 

れており、平成 20年度で７件あったとの回答である。これで十分に市民の声が反映できて 

いると言えるのか。ご意見番は貴重な窓口であるが、どれだけの方の意見が反映できている 

のか。もっと広く市民の声を吸収できるようなやり方を検討する余地はないだろうか。 

この問題は重要であるし、多くの市民の関心事でもある。現状、十分に反映できていると 

は言えず、診療事業に対しての適切な対応をもう少し検討していってはどうか、私の感想で 

ある。 

(3) 意見交換・全体協議 

① コミセン管理運営事業 

○米田副委員長 

従前、明石市のコミセンは有名だと聞いていたが、必要性については、ヒアリングから本 

事業の目的や市が実施しなくてはいけないという理由がはっきりしなかった。また自治会、 

地域の子供会や老人会との役割分担がはっきりしなかったのでＢとした。 

有効性についても、客観的な裏づけが判断できる資料がなかった。つまり、今回提出いた 

だいた資料だけでは、大いに有効であるとは判断できなかったのでＢとした。 

効率性については、民間委託に係る検討を行っていただきたいことからＢとした。 

以上から、総合評価は縮小となった。 

○井上委員 

所管課のプレゼン方法によっては、事業の評価結果が変わってくるようにも思えた。市職 

員ＯＢがコミセン運営に携わるため所長として再雇用されるということには、私は賛成であ 

る。というのもコミセンの運用だけで配置される訳ではなく、地域の実情が分かっており、 

土木や水利など様々な自治会との関わり、つまり市の出先機関としての役割が期待されてい 

るからである。このことをコメントとして所管課からいただければ、評価結果自体が変わっ
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ていたのかとも思う。 

書類の追加であるとか、事業推進に係る所管課の努力の跡が分かれば、今は全ての評価項 

目をＢとしているが、事業の現状を踏まえ、評価の繰り上げも検討したいと考えている。 

○古賀委員長 

全ての評価項目（必要性、有効性、効率性）についての追加資料を意味しているのか。 

○井上委員 

そうである。 

○岡野委員 

事業の必要性については、他の委員と比較すると甘めともいえるが、事業自体がなくなる 

とどうなるかを考えると、市民の文化的な生活に身近な事業であることは間違いないのでＡ 

とした。実施主体については少し迷ったが、民間ではなかなか参入しづらい分野であり、ま 

た経済効率性もあまりないといえ、きめ細やかな市民への対応や市民に密着した取組みは、 

市だからこそできるといえＡとした。よって必要性をＡとした。 

効率性については、米田副委員長の指摘にあったように、まだ外部委託の余地があると考 

えられるし、有効性はコミセンにおける実施メニューの充実など議論の余地があるといえ、 

Ｂとした。よって総合評価は維持とした。 

○村瀬委員 

やはり、我々も事業から少しは恩恵を受けている感じがしたので、事業の必要性はＢとし 

た。また、実施主体も市が実施すべきではないとまでもいえないので、Ｃに近いＢとした。 

市が強い意思を持ち委託できるような仕事であると感じた。 

有効性は、事業の実施場所を提供していることでは有効性が認められるかと考え、Ｂとし 

た。効率性については、事業の成果として人数だけしか記載されていない評価であったが、 

市民に対するメリットを測る指標を設定して欲しいと考え、Ｃとした。よって、総合評価は 

改善とした。 

○古賀委員長 

事業の必要性については、本事業のような住民との何らかの共生的な活動は必要であると 

思われＡとしたが、実施主体については、民間が実施することも可能であると考えＢとした。 

ただ、必要性の面では、市が関係しないと実施しづらい事業ではないかとも感じた。 

有効性に関しては、もう少し広報活動をしっかりする必要があること、利用人数があまり 

変わらないことなど利用者拡大に係る所管課の努力が確認できなかったし、また明らかでは 

なかったので、Ｂとした。 

効率性も決定的に悪いとは思わない。ただ民間委託の問題とも関係してくるが、改善の余 

地はあると考え、Ｂとした。よって総合評価は維持とした。 

ここで、有効性に関しては各委員がＢとしているので意見の一致をみているが、井上委員 

が場合によってはＡの可能性があるということである。今回委員会へ提出された資料をみる 

限りではＢである。 

次に効率性をＢとするかＣとするかは、最後に議論したい。 

やはり、一番分かれているところは必要性であり、議論する余地がある。補足する事項、 

指摘すべき事項などはあるか。 

○米田副委員長 

事業の必要性については、井上委員からの指摘のように、地域の実情をよく知った市職員 

ＯＢがコミセン所長になること、そしてそこで何をするのかが明確になればＡとなる可能性 

もある。しかし、現実には高齢者大学、生涯学習などの習い事やサークル活動の場となって
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しまっており、事業を大きく発展する要素を生かしきれていないので、Ｂとなっていると思 

う。必要性については、事業の具体的な目標が明かになればＡとなる可能性もある。 

○井上委員 

今回のプレゼンの場においては所管課が取り組んでいること、つまり自治会活動における 

祭りや式典など地域との関わりについてはあまり触れていなかったが、この説明があればＡ 

に繰り上がるかなと思った。ただ、今回のプレゼン内容だけではＢであった。 

○村瀬委員 

中学校区コミセンと小学校区コミセンがあるが、小学校コミセンでの主たる目的は“まち 

づくり”ということであり、その内容を尋ねたが抽象的な回答であり、具体的に何ができて 

いるのか、日々の生活の中でも、今回のプレゼンの中でもあまりその必要性が認められな 

かった。 

中学校区コミセンについては認められるが、小学校区コミセンは場所の提供だけであり、 

事業をやっている訳でもない。サークル活動だけのような気がしてＡにはならないと思う。 

○古賀委員長 

まず、市職員ＯＢがコミセン所長をやるかどうかという議論は置いておく。 

次に、事業として市が実施する価値があるのかどうかである。確かに事業の実施方法は実 

施主体の問題とも関係してくるので、議論の余地はある。 

ではこのようにしてはどうか。多数決で事業の必要性及び実施主体をＢとし、必要性の評 

価をＢとしておく。ただし、もう少し事業の内容やその目標が明確となるように、つまり事 

業としてどのようなことをしようとしているのか、また、市が実施する必要性について追加 

的な資料を所管課から出していただくこととする。その資料を見た上で、再ヒアリングの必 

要性も含めて、Ａとする方がいいのかを委員会として判断したい。 

○各委員 

－異議なし－ 

○古賀委員長 

今回は疑念が残るという意味で、事業の必要性及び実施主体ともにＢとなり、よって必要 

性をＢとして暫定的に決定する。 

ただし、両方ともＡであると明確に説明できる資料の提出があれば、評価の繰り上げにつ 

いて検討したい。では、次回委員会の冒頭において議論する。 

次に、有効性については全委員が同じ評価であるのでＢに決定している。 

最後に、効率性は村瀬委員がＣとしているが、決定的にＣとなる要素はどこか。 

○村瀬委員 

評価シートの事業の成果については、人数だけしか書いていない。これが投資した金額 

（事業費）に見合うか成果なのか、果たして効率的に事業を実施しようしているのか疑問が 

残った。つまり、事業の成果の記載は、市民が受けるメリットがどれだけ変化し、どれだけ 

よくなったかを表現していく欄ではないかと考えている。このような意味からＢとＣで迷っ 

たがＣとした。 

○古賀委員長 

行政が実施する事業については、投資に対する効果が判定しづらいものも多く、何らかの 

形で事業内容が改善されていっておれば、それを評価してもいいのではないか。民間のビジ 

ネスの世界とは異なる、本事業の改善状況は十分ではないという意味でＢとしたい。 

○村瀬委員 

プレゼンの中で、中学校区コミセンにおける事業に係る数値の説明があったが、中学校区
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コミセンで行っている事業はコミュニティ推進室とは別の所管課が行っており、余り関知し 

ていないという認識は、効率的にやろうという姿勢とはいえないのではないか。 

○古賀委員長 

必要性に係る資料提出をお願いしている関係上、効率性を理解するに必要なデータとして、 

村瀬委員が考える質問事項の回答を要望してはどうか。その上で評価してはどうか。 

○村瀬委員 

事前質問には含めていたが、所管課からの回答が抽象的であった。資料３のＱ－11、12、 

13 に関しては、具体的に事例などを教えて欲しかったが回答は抽象的であった。真剣に回 

答内容を検討したものとは思えない。 

○古賀委員長 

では、資料３のＱ－11、12、13 について具体的な説明を回答いただくこととしたい。 

よって、効率性については、村瀬委員からの疑義はあるとしても、一旦、Ｂと評価したい。 

本事業については、暫定的ではあるが、事業の必要性及び実施主体がＢであることから必 

要性はＢ、有効性はＢ、効率性はＢとなるので、総合評価は縮小となる。 

追加的な資料を要望し、それを事前に委員へ配布いただき、委員会における審議を行いた 

い。場合によっては、評価を修正することとする。 

○各委員 

－異議なし－ 

② 休日・夜間救急診療事業 

○米田副委員長 

必要性については、各委員ともＡであり共通認識となっているが、経済的合理性を超えた 

事業であるし、実施主体についても市であるべきではないかと考えＡとした。 

次に効率性についてもＡとしたが、私としては他に実施方法が浮かばず、これぐらいが一 

番いいのか、初期救急についても、明石市立夜間休日応急診療所を中心として在宅当番医制 

で補充するのが効率的かと考えた。 

問題は有効性の点であり委員長も指摘していたが、利用者が本当に満足しているのか検証 

できていない、つまり、検証したような客観的な裏づけがない点からＢとした。施設におけ 

る利用者の満足度や、初期救急と２次救急との区別がうまく出来たのかなど裏づけが必要で 

あると思った。総合評価は拡充とした。 

○井上委員 

ヒアリングの全体を通して運営の努力が見えたし、理解もできた。さらに言えば市民への 

ＰＲの実施していただきたいと考える。私は全ての評価項目をＡとした。総合評価は拡充と 

した。 

○岡野委員 

評価結果は米田副委員長と同じであり、その理由も市民の声がどうかということと市民へ 

のＰＲや浸透など、実施がなかなか難しいとは思うが、その辺りをもっとしっかり実施すれ 

ばよりいいものになるのではないかと考えた。総合評価は拡充とした。 

○村瀬委員 

市民にとって救急医療は大事なものであり、市が実施していただきたいと考え、必要性を 

Ａとした。有効性と効率性については、沢山のデータが提出されたが、そのデータを分析し 

て次はどの方向に進むのか、どう効率的、効果的に改善するのか説明があればよかったが、 

それらしきものがなくＢとした。総合評価は維持となる。
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○古賀委員長 

必要性と効率性は問題ないと考えＡとした。 

問題は有効性についてだが、先程の米田副委員長、岡野委員や村瀬委員の意見を聞くと敢 

えてＡにこだわることはない。Ａという評価は撤回したい。委員会として厳しい目の評価と 

なるが、さらなる事業の改善という願いを込めてＢとしたい。 

以上から、必要性についてはＡで意見が一致している。 

次に有効性については、井上委員がＡとしているが評価にこだわるか。 

○井上委員 

Ａにはこだわらない。 

○古賀委員長 

委員会として厳しい目の評価として、改善に係る意見を提言することも重要である。もう 

少し市民の声などを事業内容に反映させていただくためＢとしたい。 

最後に効率性についてだが、村瀬委員はＢとしているが評価結果にこだわるか。 

○村瀬委員 

先程申しあげたが、委員会へ提出されたデータを有効に活用していただき、今後の事業の 

展開へ活用していただきたいと思う。 

○古賀委員長 

委員ご指摘の内容については、報告書の中でできるだけ反映させることとし、委員会とし 

ては評価をＡとしたい。 

したがって、本事業の評価結果については、事業の必要性、実施主体ともにＡであるので 

必要性はＡ、有効性はもう少し市民の声を反映させるようにして欲しいとう委員会からの願 

いを込めＢ、効率性はＡ、よって総合評価は拡充という結果となった。 

○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。 

また、コミセン管理運営事業については、これまでの議論で決定したとおり、次回委員会 

のヒアリング開始前に資料を配布いただき、委員への確認を通じて、必要であれば評価の変 

更を検討することとした。 

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６回委員会は、11 月 20 日（金） 、開始時間は少し遅くなるが午後３時から市役 

所議会棟第３委員会室で開催したい。


