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第６回明石市行政評価委員会 議事録 

１ 日 時 平成 21 年 11 月 20 日（金） 午後３時～午後５時 50分 

２ 場 所 明石市役所議会棟第３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 【保育課】 

馬田こども室長、長谷川課長、前川主幹、鈴木係長 

【明石クリーンセンター】 

狩山次長、大西所長、濱谷係長 

【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 

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 

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 配付資料 

(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〕 

(5) コミセン管理運営事業に係る再説明資料〔資料５〕 

６ 内容 

(1) 開会 

○古賀委員長 

ただいまから、第６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
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本日の委員会は、前回に引き続き、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。その前に、前回の委員会において議論した事業の評価結果の確認と併せて、「コミ 

セン管理運営事業」に係る審議を行いたい。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、「コミセン管理運営事業」については、必要性がＢ、有効性がＢ、効率性がＢであ 

り、総合評価は「縮小」となった。 

なお、この事業については、前回委員会で決定したとおり、所管課へ追加資料の提出を依 

頼していた。この内容に関する審議は、後ほど行いたいと思う。次に、「休日・夜間救急診 

療事業」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。このことに関して、何か質問・意見などはないか。 

○各委員 

－特になし－ 

○古賀委員長 

それでは、「コミセン管理運営事業」に係る審議に移りたい。所管課の出席をいただいてい 

るので、資料５をご覧いただきながら、２・３分程度で説明をお聞きいただきたい。 

○コミュニティ推進室 

－資料の内容を再説明後、退出－ 

○古賀委員長 

本事業については、前回委員会において、必要性に係る確認として、事業の目標やその具 

体的な内容、そして市が実施する必要があるのかを明確に説明すること、効率性に係る確認 

として、評価対象事業に係る質問・回答一覧表（行政評価委員会）のＱ-１１、１２、１３へ 

具体的に回答いただくこと、の２点に関して、再度、委員会として確認するため、所管課へ 

追加的な資料の作成を依頼していたところである。本事業の評価を変更する必要があるかど 

うか、意見交換をしたい。 

○井上委員 

全評価項目がＢであったが、私は、所管課からきちんとした資料の提出があれば検討の余 

地ありと回答した。今回、資料を見るに、コミセン活動への誠意があり、また委員会に対す 

る所管課の努力も見られるので、必要性の評価をＢからＡに変更したい。 

○古賀委員長 

有効性と効率性についてはどうか。 

○井上委員 

Ｂのままである。 

○米田副委員長 

必要性の判定のうち、事業の必要性については、追加資料でそれなりの必要性を感じるこ 

とができた。「協働のまちづくり」推進に向けて（以下「提言」という。）のねらいは分かる 

が、現状では具体的なものとなっていないように感じる。提言が策定されたのが平成 18 年２ 

月であり、具体化されるといいことであるという一定の理解はできるが・・・。もう少し、 

他の委員の意見を聞いて判断したい。 

○村瀬委員 

私は、委員会へ資料が提出されたからや、委員会に対して所管課が誠意をみせたから、と 

いう理由で評価を変更すべきではないと考えている。 

実際、市民がどのぐらいの恩恵を受けているかがハッキリした段階で評価したほうがいい 

と思っている。資料の中で、 “コミセン職員の１日の流れ”があるが、この内容は例えば教頭
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先生や地域ボランティアでもできるような内容ではないだろうか。前回のままの評価でいい 

と考える。 

○岡野委員 

当初、事業の必要性については、小学校区コミセンを市の出先機関として位置付けている 

のかという疑問点もあったが、前回、事業の必要性と実施主体をＡとしていた。 

今回の所管課からの説明を受け、平成 18年４月から協働のまちづくりがスタートし、現状 

ではその目的に対する成果がなかなか出ていないような気がしたが、事業の目的とするとこ 

ろがより理解できた。前回同様、必要性はＡである。 

有効性は、なかなか事業の成果が形として見えてこないことから、Ｂのままである。 

効率性についても、コミセンの管理運営を市職員で実施すべきかどうか、その点に疑問を 

強く感じた。その点について市職員にこだわる必要はないのではないか。 

結論として、必要性はＡ、有効性と効率性はＢが妥当ではないかと考える。 

○古賀委員長 

前回の評価においては、必要性の評価はＡとＢの間ぐらいと捉えていた。 

今回、所管課からの説明を受け、高齢化社会、地域、子どもなどの社会的な問題を抱える 

中、やはり、何らかの形で市が関与し、あるいはリーダーシップを取り、地域の団体等と連 

携し、進めていくべき事業ではないか。また、この事業は教育委員会が実施していたが、移 

管されたものであり、明石市として取り組もうというスローガンにもなっているのではない 

か。したがって、必要性はＡに変更してはどうか。 

確かに、事業の目的が達成されていないことがあるが、それは有効性や効率性とも関係し 

ていることである。コミュニティの形成は十分ではないと所管課も認識している。今後、有 

効性を高めていく必要がある。有効性については従来どおりＢとした。 

効率性についても、もう少し外部委託を進めていく余地がある。時期尚早ではないかと 

所管課は認識しているようだが、できるだけ早く効率性を高めていく努力はすべきである。 

評価は従来どおりＢとした。 

各委員からの意見を受け、結論として、コミセン管理運営事業については、必要性はＢか 

らＡに見直しを行うが、有効性と効率性は、従来どおりＢのままとして委員会決定したいが 

どうか。 

○各委員 

－異議なし－ 

○村瀬委員 

付帯意見に係る提案だが、稼働率については、利用者のパーセントで言えば、100 人に１人 

の割合であり、そこをもっと上げる活動を実施して欲しいことと、地域間のアンバランスを 

無くすことを追加していただきたい。 

○古賀委員長 

その点については、有効性と効率性に関する付帯意見となろうか。 

○岡野委員 

市民の目からと言えるかもしれないが、資料５の中の高丘西コミセンだよりには、スクー 

ルガード連絡会の記事があり、これが既存のネットワークの成果であるならば、非常に好ま 

しい評価すべき成果ではないかと考えている。さらに、希望を言えば、この連絡会の取り組 

みを中学生や高校生にまで発展させれば、より有効性が高まるのではないかと思う。 

○古賀委員長 

両委員からの意見・要望については、追加的な付帯意見として報告書に記載したい。
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(2) 所管課ヒアリング 

① 公立保育所運営事業（福祉部こども室保育課） 

○保育課 

―事業内容の説明（10分間）― 

○井上委員 

少子化や核家族化が進むゆえに待機児童が増加し、その数をゼロにするために努力をして 

いると思うが、現在の待機児童数は何名か。 

○保育課 

平成 21 年 11 月１日現在、公立保育所（以下「公立」という。）で 28名、私立保育所 

（園）（以下「私立」という。）で 48名である。 

○井上委員 

公立及び私立の待機児童数が改善できないのは、何が原因なのか。 

○保育課 

全ての保育所の全てのクラスで欠員がないという状況ではないが、どうしても、年度の後 

半を過ぎてくると、保護者が希望する特定の保育所のクラスに欠員がない状況となり、その 

特定のクラスで退所する児童がないと、新たな入所が厳しい状況となっている。 

○井上委員 

保護者の希望があるので児童が待機している、と理解していいのか。 

○保育課 

そうである。市内の保育所にどこでもいいから入所したい、ということであるならば若干 

の欠員はある。 

○岡野委員 

事業費については、全ての経費についてゼロから必要性と積算を見直したということだが、 

具体的にはどのようなプロセスで精査しているのか。 

○保育課 

昨年度に予算が計上されていたからということではなく、毎年度、本当に必要な経費であ 

るかどうかという視点から積算を行い、予算要求を行っている。 

○岡野委員 

その経費の必要性と金額については、具体的に誰があげてくるのか。 

○保育課 

まず、各保育所から過去の実績等に係る報告を受け、その後、当課において予算規模全体 

の積算を行っている状況である。 

○岡野委員 

そこでは具体の内容を聞いた上で、予算の精査をし、取りまとめを行っている訳か。 

○保育課 

そうである。各保育所からあがってきたものをそのまま財政当局へあげるわけではなく、 

却下することもある。 

○岡野委員 

公立の保護者から要望や利用者の声などは吸い上げやすいと思うが、それ以外の方に係る 

意見を吸いあげる仕組みはあるのか。 

○保育課 

本年１月から２月にかけて、明石市次世代育成支援対策推進行動計画の後期計画の策定時 

期に入っており、市内の就学前児童を始め、小中高生のいる世帯、一般事業者へもアンケー
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トを実施することにより、ニーズ調査を行っている。 

また、保育所の園庭開放を通じて、地域の子育て中の母親とこどもが来所した際に、お話 

を伺っている。 

○岡野委員 

保育所の園庭開放は定期的に実施しているのか。 

○保育課 

各保育所によって異なるが、通常、週に２回から２週間に１回となっている。 

○岡野委員 

意見を聞く場もそこで行っているのか。 

○保育課 

そうである。 

○村瀬委員 

先程の所管課からの説明の中で、 “7,000 円安くなった”というコメントがあったが具体的 

にはどういうことか。 

○保育課 

事務事業評価シートの中に記載のある事業費を、年間延べ児童数で割った数値を昨年度と 

比較した結果である。 

○村瀬委員 

この事業の経費は，児童数一人当たり年間 150 万円かかっていることになるが妥当か。 

○保育課 

総事業費を４月１日現在の児童数で割った数値であれば、そのようになる。 

○村瀬委員 

私立よりも児童数一人当たり年間 150 万円も多く税金を使っているが妥当なのか。 

また、私立の経営状況は詳しくは分からないかもしれないが、公立が多く使っている分だ 

けのメリットがあるのか。 

○保育課 

例えば、重篤な食物アレルギーがある児童などの対応や重度の障害をもった児童など、特 

に配慮が必要な児童を積極的に受け入れることも公立の役割と考えている。 

○村瀬委員 

私立の運営については、事務事業評価シートに記載のある特定財源に相当する財源のみで 

運営を行っているのか。つまり、公費の投入はなしで、利用者からの負担金と市からの補助 

金だけなのか。 

○保育課 

ここに記載のある特定財源を用いて運営している訳ではない。別の事務事業として、私立 

の運営には公費を投入している。 

また、認可外保育施設については、利用者と施設との直接契約であるので、利用者からの 

負担金のみで運営している状況である。 

○村瀬委員 

園児一人当たりに係る経費である 150 万円という金額は、私立に要する経費と比較すれば 

高いだろうと思うが、それは公立で保育するというメリットとのバランスがとれているか、 

という視点から考えて欲しい。 

例えば、食物アレルギーを持つ児童の受け入れや食育の取り組みなど、公立であることの 

値打ちをしっかり発言できるように模索していただきたい。これは要望である。税金を使っ
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ているので、私立で十分に実施できない取り組みについても実施できているということは、 

説明いただいた多くの項目から分かるが、その内容を何らかの数値等を用いた形で評価すべ 

きだ。難しいことかも知れないが研究して欲しい。 

また、待機児童の件については、５歳以下の人口に対して、公立と私立の合計数がどうで 

あるのかという視点から捉えられないか。全国的にみて、明石市は多いのか、少ないのか。 

○保育課 

平成 21 年４月１日現在における市内の就学前児童数を認可保育所の数で割ると、１ヶ所 

あたりで約 400 名となる。これを全国、あるいは県下で比較したような数値はない。 

○村瀬委員 

平成 18 年度厚生労働省大臣官房統計情報「社会福祉施設等調査報告」によると、全国平 

均では、人口 10万人あたり 335 ヶ所あるそうである。明石市については、５歳以下の児童 

数が 18,533 人、216 ヶ所となり全国平均より低い。一番多いのは、福井県の 620 ヶ所である。 

先程の説明では、バランスがいい、拠点となっているとの説明があったが、そういう意味で 

はバランスを欠いているのではないだろうか。 

３つめの質問となるが、公立は私立に対して規範になるとの説明があったが、私立の経営 

者に対して、市はどのような形で指導を行っているのか。 

○保育課 

毎月、公立と私立の所長を集めて、所長会を開催しており、その中で議題として新たな取 

組みなどを紹介している。 

○村瀬委員 

そうであるならば、公立でのいろいろな取り組み内容を私立の所長は知っているはずであ 

るが，近隣の私立保育所理事長に尋ねたところ公立の取り組み内容は承知していなかった。 

○保育課 

公立の新しい取り組みなどは紹介している。 

○村瀬委員 

もっとＰＲしていくべきである。つまり、現状を評価することや新しい取り組みなどを積 

極的にＰＲして、園児や市民が幸せになるような取り組みとして欲しい。 

最後に、事業の成果に係る成果指標については、待機児童数と園庭開放利用者数が設定さ 

れているが、保育所が存在することによって、共働き世帯数の率や女性の就業者数が高く 

なったというようなことが最終目標ではないか。 

○保育課 

児童福祉法にあるので・・・。 

○村瀬委員 

結果的には、保育所が存在することによって、児童を預け仕事が出来る。そして、どんど 

ん就業率が高くなるというようなことが、保育所の存在価値ではないか。確かに、保育所は 

法律的な根拠に基づき設置されるが、広い目で見れば、共働き世帯数や女性の就業率の度合 

いが上がることが、市民の願いではないだろうか。 

では、市内における女性の就業率どのようなものか。平成 17年の国勢調査では、全国平 

均が 48.8％、一番率が高い福井県では 51.6％である。 

○保育課 

兵庫県で 42.18％、明石市は 39.77％となっており、若干低いといえる。 

○村瀬委員 

市民としては、共働き世帯数や女性の就業率を向上させること。このような点を期待した
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い、とご理解いただきたい。 

○米田副委員長 

村瀬委員からの指摘内容にもあったが、公立が私立に対して規範的な役割を果たしている 

ということについては、公立の保育士の専門性が高いことやノウハウを持っていることから、 

その役割が導けると理解していいのか。 

○保育課 

障害児の受入なども一つの理由である。 

○米田副委員長 

誤解されると困るが、どうも公立が私立よりも一般的に言えばいいのか、レベルが高いと 

いう内容であると思うが、その原因は何だと考えているのか。 

○保育課 

私立がその独自性を発揮するため、様々な取り組みを行って保育の向上に努めている事は 

市としても理解している。ただ、重篤な食物アレルギーや発達障害を持った児童などの対応 

などについては、特に配慮が必要であり、これまで公立が先進的に取り組んできたことや研 

修機会が多いということから、その情報量も多い。 

また、私立でも発達障害児の受け入れは行っているが、保育士の人件費や事業の採算性か 

ら、公立でお願いしたいという現状もある。そういった点から申し上げた。 

○米田副委員長 

そうすると、発達障害などがある児童以外の保育については、公立と私立では特に変わら 

ないのか。保育士の専門性など、私立の規範となる役割などの説明があったことは承知して 

いる。 

○保育課 

当然、保育の質の向上のための取り組みは民間も実施しているが、公立は牛乳パックや 

ペットボトルなどを再利用した手作りのおもちゃの作成など、お金をかけずに創意工夫を凝 

らしながら保育に取り組んでいる。 

○米田副委員長 

やはり、公立については、資金を投入することで専門性のある保育士を育てることができ、 

障害のある児童の保育に関わらず、全体的に水準の高い保育ができるという因果関係がある 

と思うか。 

○保育課 

保育の質に係る部分となるが、現在、公立は全部で 11園あり、職員は定期的にその中で 

異動する。研修も一体型で実施している状況である。つまり、ジョブローテーションにおい 

て、自己啓発を行い、研修での事例発表を通じて、批判や評価を行ないながら職員が徐々に 

育てられている。 

○米田副委員長 

次の質問に移るが、受益者負担を強化できないかということである。 

例えば、保育所と幼稚園の比較一覧という資料の中では、保育料は保護者の前年分の所得 

税額又は前年度の市民税額と入所児の年齢に応じて決定するとあり、優れたところとして、 

公立保育所ではそれ以外には経費がかからない。 

逆に、その部分について、私立との不公平感をなくすために、公立の利用者へ可能な限り 

の受益者負担を求めていくことはできるのか。児童福祉法上制限はあるのか。 

○保育課 

私立については、その独自性を出すために、制服の統一や鼓笛隊の設置など、そういう部
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分の保護者負担を求めていることがある。公立と私立ともに児童福祉法に設置根拠がある訳 

だが、保育所は低所得者層の方も利用されているので、体操服などの余分な部分の負担が出 

来る限りないように努めている。 

委員ご質問の公立における受益者負担の強化については、現状、考えていない。 

○古賀委員長 

素朴な質問として簡単に教えていいただきたい。つまり、公立と私立における最適なバラ 

ンスはあるのか。この辺りに関して、検討する余地はないのか、聞きたい。 

例えば、公立の長所としてはトータルで必要とされる保護者の支出面が安価であること、 

食物アレルギーを持つ児童へのケアなどが優れていることなどがあったが、これは公立でな 

いと実施できないことであると言えるのだろうか。つまり、市として、コスト面での比較だ 

けの視点ではなく、私立に対して援助を行うと同時に研修等を通じて保育の質を高めていく 

というような役割を、市がリーダーシップを取ることで検討ができないか。 

民間が運営する私立では、競争があり、また、ビジネスとして事業を展開するため、必死 

に努力をしないと児童は集まらない。それゆえ、保育の質がいい地域とそうでもない地域が 

あろうか。 

○保育課 

私立に対して、国が定めた運営費以外に、国県市から資金面に係る運営助成を行なってい 

る。それは、延長保育や障害児保育に係る助成である。また、研修についても、公私合同で 

行なっている。しかし、どうしても私立の保育士は年齢が若い方が多く、在職年数も短くな 

る。ゆえに、平均年齢や経験年数の差異があることから、保育の蓄積で差が生じている状況 

である。 

したがって、将来的には、助成なども含めた様々な形で、公私ともに保育内容が向上でき 

る手段を検討している状況である。 

○古賀委員長 

説明では、利用者の満足度からも高い評価を得ていると言うことであるが、その具体的な 

根拠となるデータなどがあるのか。 

○保育課 

本年度の各園の状況を集約したデータがある。調査方法は４パターンあるが、内容として 

は各保育所で実施する個別面談、懇話会、アンケート調査などの各園の利用者のニーズを調 

査したものである。 

具体的には、保育内容全般については約 89％の方が満足、運動会は 88.6％、保育参観に 

ついては 86.4％、給食については今年度に限って 100％の方が評価していただいている状況 

である。 

○古賀委員長 

どれくらいの方に対するアンケートなのか。 

○保育課 

公立保育所 11園の全てが４種類のアンケートを実施している訳ではないが、入所児童数 

が各園 80名から 120 名の保育所の保護者に回答いただいた。 

○古賀委員長 

希望となるが、そのようなデータを指標として、各委員にその推移を説明いただければよ 

く理解できたと思う。また、そうすることにより、実態がよくわかり、裏づけともなる。 

○村瀬委員 

公立と私立の費用面に係る差異についてだが、公立の方が高いということがハッキリして
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いるのに、その原因がよく理解できなかった。説明では、保育士の年齢構成が高いことが一 

つの理由として挙げられていた。そうであるならば、公立が先行している取り組みなどを具 

体的な数字を示しながら、私立へもアドバイスしていくことが重要となる。 

詰まるところ、私立の規範となる公立は１ヶ所だけでもいいのではないか、11ヶ所も必要 

かという議論に行き着くのではないか。この点に関して、うまく整理を行い、私立よりも経 

費が高くなる部分の説明ができるような理論を組み立てていくことができなければ、今より 

も経費を下げなければいけないようになるのではないか。そこまで議論が行き着いていただ 

きたい。 

ビジネスでは、競争を通じて民間企業が様々な工夫を行い、恐らく効率的に事業を実施し 

ていると想像する。よって、公立の良い点をＰＲし、積極的に市民に理解していただく努力 

をもっと市はすべきであると考える。私が想像するには、競争の場で工夫をこらしている私 

立の方が公立よりも内容が高いのではないかとさえ思う。 

○米田副委員長 

私はむしろ、子どもに係る教育こそ、無駄なお金を使っていいのかな、使うだけの価値が 

あることを示すことができればいいのではないか、と考えている。 

○保育課 

明石市の公私の保育所のバランスについてだが、27％が公立で、その残り(73％)が私立と 

なっている。市の規模に係る差異はあるが、神戸市では民営化が進んでいると言われている 

が、公立が 36％ぐらいとなっている。 

公立は 11園あるが、地域の子育ての拠点でもあり、児童の受け入れ体制を検討する中で、 

バランスよく配置されていると考えている。 

○村瀬委員 

説明の中で、地域の子育て力の低下という表現があったが、具体的にはどのような現象か、 

また、数値的に表せるのか。 

○保育課 

核家族化や少子化が進み、子育ての経験を経ず、親になる方が増えている。このような状 

況の中、育児に不安を抱えているお母さんが多い。これまでは地域の人が自然と声をかけた 

り、周りの人たちにも気軽に相談できるなどの環境があったが、地域コミュニティ自体が希 

薄化している状況となっている。 

○村瀬委員 

感じとしては分かるが、それを数値的に表せるようなデータはないということか。 

○保育課 

子育て相談の件数は増加している状況であるが、子育て力の低下を裏付ける具体的なデー 

タを示すのは難しい。 

○村瀬委員 

「地域の子育て力の低下」という文言を使用するならば，このような定性的な表現ではな 

くバックデータが必要である。 

②廃棄物広域処理事業（環境部明石クリーンセンター） 

○明石クリーンセンター 

―事業内容の説明（10分間）― 

○井上委員
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資源の利活用という焼却灰の再利用については、明石市役所だけではなく、産官学という 

視点からの検討は行われているのか、また、どういった形で進められているのか。 

○明石クリーンセンター 

焼却炉の形態に焼却灰が関係してくる訳だが、本市においては、実は平成 16年度から平成 

17 年度にかけて再利用が出来ないか、市内のプラントメーカーと協力して、コンクリートの 

材料（骨材化）への取り組みを実施した。しかしながら、焼却灰は一般廃棄物であり、性状 

が安定しない（利用する灰の性質として、金属類の含有変動がある）ので商品化できない、 

つまり、ＪＩＳ※化できないと販売ルートが開拓できないので、商品化は困難であると言う 

ことで断念をした。 

他方、全国的に見ると炉の形態が替わっており、現在の市の炉は約 900℃で燃焼している 

が、1,200℃以上で運転する炉であれば、灰も溶けてくる（溶融）。その中のものをさらに小 

さく砕き、スラグという骨材として利用することには建設骨材需要があり、利用も進んでい 

るが、これにも問題があり、建築物に使うとクラック（ひび割れ）が発生し、剥離し落ちた 

現象がある。つまり、土木分野での利用性はあるが、それ以外の利用については技術的に 

様々な検討の余地があると考えられる。 

本市においては、炉の焼却形態を新たに替えることは、炉を別途建設することとなり、投 

資コストとしては、10億円以上かかる。また、炉は維持管理に非常に維持管理にコストがか 

かるものであり、主流であるプラズマ高温で物を溶かすとその物が炉に残るので、それを取 

り出すのに炉を停止させるなど、手間と時間がいる。さらに溶融には、非常に電気を使用す 

る。

委員ご指摘の点については、産学において研究が進んでいるが、費用対効果の面で、安価 

に採用できる状態まで行き着いていない状態である。 

○井上委員 

ごみを出しておいて、そのごみを売却してくださいというのはあつかましい考え（希望） 

であるが、その再利用ができれば、今後もきっとゴミは増加し続けるであろうし、最終的に 

埋立地も満杯になると思うので、費用対効果の面で大いに期待できる。 

○岡野委員 

明石クリーンセンター処理実績フロー（平成 19年度）についてだが、焼却灰のうち市で 

埋め立てている量は 10,214ｔ、残りの 6,995ｔは大阪湾フェニックス計画（大阪湾圏域広域 

処理場整備事業） （以下「フェニックス」という。）で処理しているが、この割合を市が主体 

的に決めることが出来るのか。 

○明石クリーンセンター 

昭和 57 年当時のフェニックスにおいては、処理計画量の約１割である 2,700ｔから 2,800 

ｔが、当初の明石市での割り当てであった。事業計画は参加 185 自治体の全体の集計から組 

んでいるため、単純に明石市が増やすことができるようなシステムではない。 

ただ、平成 19年度に市自前の処分場を建築する際、費用対効果比較を行った結果、フェ 

ニックスの利用の方が安価だということで、フェニックスの利用量をできるだけ増やすため、 

明石市が独自に他市町村との交渉を通じて、４市から余剰な部分の割当量をいただいた。最 

＜参考＞ 

※ＪＩＳとは 
Japanese Industrial Standard の略。日本工業規格。工業標準化法により主務大臣が定める，鉱工 

業品の種類・形状・寸法・構造などに関する規格。日本工業標準調査会が規格制定を行い，通産省 

が認定する。認定した製品にはジスマークがつけられる。
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終計画までは、約 7,000ｔに積み上げることができた。 

○岡野委員 

2,800ｔから 7,000ｔでは、かなり大きな差が出ているが・・・ 

○明石クリーンセンター 

各市町村が計画した容量であるので、シビアな将来予測を行っているところもあれば、余 

剰分を抱えているところもあったということである。 

○岡野委員 

自治体間で焼却灰の押し付け合いになるとよくない。この計画の今後の動きはどうか。 

○明石クリーンセンター 

自前の処分場を持っている市町村はほとんどない。他市ともごみの減量化を推進している 

が、フェニックス事業での処分量枠が余っているところはない。 

○岡野委員 

自前の処分場を持っている事は珍しいことか。 

○明石クリーンセンター 

近隣市では尼崎市や西宮市は自前の処分場を持っていない。神戸市は多く持っているが、 

焼却灰については、比率は異なるがフェニックスに依存している。 

最近では、平成 19年度に姫路市が数万トン規模の処分場を作ったと聞く（明石市：42万 

トン） 

○岡野委員 

自前の処分場に係る運営コストの低減はやはり必要であるが、フェニックスにおける処分 

量とのバランスをみながら、自治体間の調整で済む部分も生かしつつ、しっかりした計画に 

基づいて運営して欲しい。 

○村瀬委員 

神戸沖埋め立て処分場の護岸工事については、すでに終了したように思われるが、毎年、 

護岸工事建設委託料は支払う必要があるのか。 

○明石クリーンセンター 

大きい区画ごと、年度割で支払っている。 

○村瀬委員 

この土地が出来たら売却できると思うが、実際どうするのか。 

○明石クリーンセンター 

最終的には、売却され利益が出れば、各出資団体間で按分され、精算されることとなる。 

ただし、経済情勢の鈍化の中、企業が進出してこないため、売却は進んでいない。 

○村瀬委員 

説明の中では、ごみの量は増え続けるとあったがそうなのか。５年前に比べ約 20％減少し 

ていると思うがどうか。 

○明石クリーンセンター 

現状では減っている状態である。 

○村瀬委員 

５年前から約 20％減少していると思うが、今後もその傾向は続くか。また、この事業につ 

いてはごみの減量化とも密接に繋がっていると思うので、当事業でも課題として考えるべき 

だ。 

○明石クリーンセンター 

平成 19 年度においては、ごみの総量は 116,295ｔであり、この絶対量を減らしたいと考え
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ている。環境部では資源循環課を設置し、専門的に取り組んでいる。 

○村瀬委員 

資源循環課と減量化を進めることに対してどれだけコンタクトを取り、また、その結果を 

予算に反映しているのか。 

○明石クリーンセンター 

当課と資源循環課は同じ建物内にあるため、情報交換などは密にしている状況である。 

○米田副委員長 

明石クリーンセンターから播磨基地までは、どのような輸送システムで運搬しているのか。 

○明石クリーンセンター 

民間事業者がダンプで搬送している。実は、本事業とは別の最終処分場維持管理事業の中 

に運搬業務委託があるが、その委託の中にフェニックスへ運ぶ約 7,000 トンも含めて委託し 

ている。 

ちなみに、焼却施設の運転、破砕施設の運転、最終処分場の維持管理も委託を行っており、 

正規職員を削減しているので、実際に動くのは委託業者となる。 

○米田副委員長 

運搬の委託料をもう少し安価にはできないのか。 

○明石クリーンセンター 

現状、一般競争入札で業者を決定している。 

○米田副委員長 

平成 33 年ぐらいには現計画が終了するということだが、次の計画等に係る具体的な検討 

は実施しているのか。 

○明石クリーンセンター 

年々、シビアな意向調査があり、市としてどうするのかという方向性が絞られていく。 

本市では費用対効果の面では、フェニックスで全て処理する方が非常に安価である訳だが、 

平成 33年以降のフェニックス第３期も計画されるのは間違いないと考えており、その計画 

には参画していきたいと思う。 

○古賀委員長 

事業の成果に係る指標設定だが、最終処分場の受入可能年数の延命がどれだけあるかが掲 

げられている。こういう指標しか設定できないのか。いわばコスト削減だけを意味している。 

非常に難しいとは思うが、他市はどのように事業に対する評価を行っているのか。 

○明石クリーンセンター 

普通、本事業の成果については、何年延命したかということで表現される。ただし、本事 

務事業評価シートについては、単年度ごとの成果を記載する必要があるため、何年延命した 

かは事業全体を見た場合に言えるが、それを等分した数字しか入らない。 

昨年度の委員会においては、市民へ分かりやすく開示するためにはお金に換算したほうが 

いいという意見もいただいており、金額に表せる方法がないか検討を行った結果、当該指標 

とした。 

○古賀委員長 

他市で同じような事業を実施している場合、比較はできるか。 

○明石クリーンセンター 

厳しいと考える。この事業の成果については、あくまでも事業全体の中でどれだけ延命化 

できたかであり、今年度であると７年か８年、若しくは現計画ではフェニックスで約 7,000 

トンを処理するとして 12年、これが成果だということである。
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○古賀委員長 

私から積極的に指標を提示できる訳ではなく、所管課の考え方の確認を行った。 

○村瀬委員 

先程の委員長の質問であるが、焼却灰を処分することだけを一つの事業と捉えることに無 

理があるのではないか。資源循環課と一対の事業と考えれば、事業の成果も設定しやすい。 

また、プラズマ溶融の件は成功例がないということでもあったが、この方向に進むのでは 

なく、ごみを減らす方向にいけば全体の経費が安くなり、最終的に税金を安くすることにな 

るのではないか。 

○明石クリーンセンター 

つまり、ごみとして入ってくる 116,295ｔをどれだけ減らすのか。これが行政として第一 

義的に取り組むべきことだと考えている。 

○村瀬委員 

次に、埋立地についての提案となるが、南二見町の沖に島を作ってはどうか。 

○明石クリーンセンター 

港湾を埋め立てるのは、非常に費用がかかる。南二見人工島については、県の企業が埋め 

立てたと聞く。明石市単独ではその規模を賄いきれないと考える。 

○村瀬委員 

では、ごみの減量化に係る工夫だが、燃やすごみの中に資源ごみが 76.1％入っていると思 

うが、それを燃やさないようすれば、焼却灰も半分ぐらいになり、予算も減額できるのでは 

ないか。それに力を入れるべきである。 

○明石クリーンセンター 

明石市では燃やせるごみの約 50％が紙や布類であり、この部分を削減できれば最大の効果 

を上げることができる考えられるため、平成 21年１月から雑紙収集を実施している 

○村瀬委員 

そのような取り組みは、様々な民間団体も取り組んでいるようだ。つまり、それらの団体 

をまとめ上げるのが市の仕事ではないか。バラバラにやっているので減量化が進まないので 

はないか。 

○明石クリーンセンター 

ごみの全体量は減少してきているが、その中の紙や布類の割合が増えているということで 

ある。市としてはその部分の削減に努めている状況である。 

○村瀬委員 

提案事項が二つある。 

ごみという言葉の使用を止め、「不要物」としてはどうか。その不要物を分ける視点は， 

資源になるか，ならないか…とする。発生の源である時点で，分ける方法を替えることで、 

ごみへの意識を格段に変えることができるのではないか。 

次に、ゴミを分別する家庭内での器具（ゴミ箱等）のモデルを作ってＰＲしてはどうか。 

そして、広報でも宣伝していけばどうか。広報の効果があったかどうかを時々サンプリング 

調査で把握しＰＲの方法も工夫していけば大きく効果が期待できると思う。 

○明石クリーンセンター 

委員ご提案の趣旨は、今後の事業の進め方へ参考にするようにしたい。 

(3) 意見交換・全体協議 

① 公立保育所運営事業
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○米田副委員 

事業の必要性については市民の関心も高いところであるし、また、考え方にもよるが子供 

の成長をバックアップすることは社会の役割だとも言えるので、Ａとした。ただその役割の 

全てを公立として市が担うのか、私立との役割分担を検討してもいいのではないかと考えた 

ので、実施主体をＢとした。よって必要性はＡとなった。 

以上の必要性との関係から効率性をＢとした。 

また、有効性をＡとしたのは、全ての児童の保育を私立に任す訳にはいかないだろうし、 

そういう意味から公立は必要な部分を担っていくこと、現に食べ物アレルギーなどの障害を 

持った児童の受け入れや、それに係る必要な職員の適正配置も実施しているので大いに有効 

性が認められるとした。しかし、一般の児童についても果たして有効性が認められるのか、 

疑問が残るところではあった。総合評価は拡充となる。 

○井上委員 

事業の必要性は認められるものの、実施主体に係る私立と公立との関係において、所管課 

が公立の優位性を十分に理解できていないように窺えた。また、全般的にデータを使った成 

果発表ができていなかったし、さらに事業の効率的な実施手法についても検討していただき 

たいと思う。 

現時点においては一応、必要性をＡ、有効性をＢ、効率性をＢ、総合評価を維持としてい 

るが、必要性のＡはＢに近いＡであると理解いただきたい。 

最後に、私立の方が安く、サービスも良いということは実際にはないと思うが、公立が提 

供している保育内容について、もっと具体的に表現し、説明が欲しかった。 

○岡野委員 

私が事業の必要性に係る理解を勘違いしていたかもしれないが、そもそも実施主体の問題 

も含め、公立が運営する意義があまり感じられなかったので、Ｂとした。 

有効性については、現状における運営の中では、市民の満足度が高いのではないかと考え、 

Ａとした。 

効率性は、米田副委員長からの指摘にもあったが、他のコスト面など改善の余地があると 

考え、Ｂとした。総合評価は維持となった。 

○村瀬委員 

事業の必要性は大いに認められるという程でもなく、認められるのでＢとした。次に、市 

が実施すべきかどうかだが、どちらかと言えば、市が実施するのであれば、もっと私立との 

並立によるシナジー効果を出すようにすべきではないかと考える。よってＢとした。 

公立の成果をもっとＰＲすれば、有効性がもっと高まるのではないか。有効性はＢとした。 

効率性も経費の面において、私立並みの経費で実施するように誘導していくべきではない 

か。もう一つ合点がいかないので、有効性と効率性をＢとした。総合評価は縮小となった。 

○古賀委員長 

事業の必要性については米田副委員長や井上委員と同様な評価をしたが、私は私立と公立 

との役割分担や公立で実施することの必要性について一番関心を持ちながら、所管課からの 

説明を聞いていた。その結果として、事業の性格を考慮すれば、全て民間（私立）が実施す 

るのは無理ではないか、なんらかの形で市（公立）が関わる必要があるのではないか、そこ 

に市の存在意義があるのではないかと考え、Ａとした。一方、実施主体については全てを市 

が実施すべきとは思わない。私立と公立の間で特徴をそれぞれ分け合い、分担していけばい 

いのではないかと考え、Ｂとした。よって必要性を全体としてＡとした。 

有効性は、利用者の満足度に係るデータなどが出されておらず、物足りない部分もあった
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が、プレゼン内容や得られた範囲内のデータからは、公立として実施している限りの評価は 

得られていると考え、Ａとした。 

効率性は、私立との関係においてもう少し役割分担できないかと考え、Ｂとした。 

さて、効率性については全委員が同じ評価結果であり、効率性を高める余地があるのでは 

ないかという共通の認識を得ているため、Ｂとして委員会決定したい。 

○各委員 

－異議なし－ 

○古賀委員長 

次に、必要性と有効性について議論したい。まず、必要性に関して、特に岡野委員と村瀬 

委員が事業の必要性をＢとしているので、その辺りの理由をお聞きしたい。 

○村瀬委員 

この事業を市が実施する必要性は認めているが、大いにまでは認めていないということで 

ある。つまり、民間でも十分に事業を運営しているという事例がある。 

○古賀委員長 

それは実施主体の判定に関わる問題ではないか。 

○村瀬委員 

大いにん事業の必要性が認められるとまで言えるのかどうか、必要性自体は否定していな 

い。正直、分からない。 

○岡野委員 

確かに事業の必要性に係る評価方法を勘違いしていたこともあり、評価の主旨から考える 

とＢでは厳し過ぎるので、Ａに変更したい。実施主体についてはＢのままである。 

○古賀委員長 

Ｂとする明確なる理由があれば検討する余地もあろうが・・・Ａとしても差し支えないと 

考える。 

以上から、事業の必要性については、市として実施する必要性が大いに認められるとして、 

Ａとしたい。ただし、実施主体については、民間（私立保育所）との役割分担を行うことを 

前提に、市（公立保育所）で実施しなければならないという絶対的な必要性は必ずしもない 

こと、うまく機能させていくようにすれば民間（私立保育所）のレベルを高めていくことも 

可能であることから、Ｂとしたい。 

よって委員会決定として、事業の必要性をＡ、実施主体をＢに決定し、全体として必要性 

をＡとしたい。 

○各委員 

－異議なし－ 

○古賀委員長 

次に、有効性についてだが、井上委員と村瀬委員がＢとしているので、その理由をお聞き 

したい。 

○井上委員 

保育課においてはこの事業を実施する上で多くの取り組みを行っていると思うが、ヒアリ 

ングの準備に係る資料や事業説明に少し物足りなさを感じた。何度も資料を提出させること 

は憚られるが、きちんとした説明資料が整ってくれば、Ａになると考えている。 

○村瀬委員 

有効的に公立で実施された優れた内容をＰＲしているかという部分を捉えれば、有効性が 

大いに認められるとまでは言えないのではないか。先程も指摘したが、ある私立の園長先生
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は市から情報提供などの恩恵を受けていないと言っていた。市としてもっとＰＲすべきであ 

り、現状、あまり実施していないと思う。 

○古賀委員長 

井上委員からの指摘については、このように対応させていただく。つまり、所管課からは 

コメント的な説明しかなかったので、もう少し具体的なデータを提出いただくようにしたい。 

委員会としてはその裏づけデータがあるものとして、有効性をＡとしたい。 

○各委員 

－異議なし－ 

○古賀委員長 

よって、必要性がＡ、有効性がＡ、効率性がＢとなるので、全体の総合評価を拡充として 

委員会決定したい。 

○村瀬委員 

私の総合評価については、各項目評価の組み合わせから縮小となっているが、現在の規模 

で、もっと効率よく、有効的に実施して欲しいと考えており、縮小となるのは不本意である。 

○古賀委員長 

総合評価の決定の仕組みやバランス自体がこれでよかったのかという疑問は残る。村瀬委 

員の意図はよく理解できたので、ご意向があることは承った。 

② 廃棄物広域処理事業 

○米田副委員 

事業の必要性は、ごみ問題は市が責任を持って実施する必要があるためＡとした。実施主 

体については、市が実施する場合でも、もう少し民間委託ができるのではないかとも考えた 

が、現在の事業内容である埋め立てという点を考慮すると、市が実施すべきだと考え、Ａと 

した。 

効率性については、各委員からの質問にもあったが、まずは排出されるごみや焼却灰の量 

を減らせないのかという点があり、また、井上委員からの指摘にもあったが、ごみを埋める 

よりも再利用することに費用をかけるべきではないかと考えたので、Ｂとした。 

効率性との関連から有効性をＢとした。つまり、最終処分場の受け入れ可能年数の延命や 

建設費用が安価になったということが、本当に事業の成果として、有効性を示した数値なの 

かという疑問があった。総合評価は維持となる。 

○井上委員 

焼却灰の再利用については、所管課でさらなる検討段階に入っていたこと、費用対効果に 

関する数字的な根拠の提示はなかったが、考えがあったようにも思えたこと、環境部はごみ 

問題などの市民との関係が深い取り組みを実施しており、また、普段から市民への啓発に係 

る努力をしているなと感じていたことから、オールＡとした。総合評価は拡充となる。 

○岡野委員 

実施主体について、米田副委員長の指摘にもあったように、民間でも実施できるのではな 

いかと思い判定に迷ったが、やはり責任を持ってゴミの処分をするという観点から市が実施 

すべきと考え、Ａとした。事業の必要性もＡであり、必要性をＡとした。 

有効性は、本事業だけを捉えると評価し難いが、そもそも焼却灰を減らすこと、最終処分 

場の受け入れ可能年数の延命を図ること、独自の近隣自治体とのネットワークを形成するこ 

となど、事業の進め方には様々な方法があり、今後にもう少し改善の余地もあろうか。 

また、効率性についても、そもそも明石市が焼却施設を持っているという本質的な問題が
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あるが、事業費と最終処分場の受け入れ可能年数の延命の関係について、明確に大いに認め 

られるとは考えられず、Ｂとした。 

○村瀬委員 

事業の必要性及び実施主体ともにＡとした。地方公共団体が 181 団体も参加する大阪湾圏 

域広域処理場整備事業については、やはりＡということが必要かなと考えた。 

有効性については、同じ環境部の資源循環課と一緒になってごみの減量化を進めるべきで 

あり、効率性についても同様に考え、Ｂとした。総合評価は維持となる。 

○古賀委員長 

実施主体をＢとしているが、これはもう少し業務委託の余地が検討できるのではないかと 

考えたためであり、それほど強い意見があってのＢではない。 

有効性と効率性については、委員間での意見が分かれている。 

私は、本事業を環境部の一つの課である明石クリーンセンターで実施する上では、現状の 

取り組みが限度かなと考えた。つまり、先程から指摘のあるごみの再利用や減量化の問題は、 

明石クリーンセンターだけの取り組みではないのではないかということである。もし実施す 

るならば、環境部全体の中で各課が連携する必要があり、本事業限りの評価で言えば、具体 

的な内容の説明もあるし、現在の実施内容も十分ではないかと考え、有効性をＡとして評価 

した。 

次に、効率性についての尺度として、最終処分場の受け入れ可能年数の延命だけかという 

疑問は残るが、他に何があるか、具体的な構想もない状況である。つまり、本業務の範囲内 

でしか評価はできないのであり、そうであるならば私は十分していると考え、Ａとした。 

ただし、全体的なコメントとして言えることであるが、環境問題は非常に大事であり、ひ 

とつの視点として何を目指しているのか。最終処分場の受け入れ可能年数の延命は一つの課 

題に過ぎないと思う。もっと大きな何か目指していると思う。その辺りが明確にできていな 

いので、要望として指摘したい。したがって全体の評価は難しいと考える。 

ここで、私も実施主体をＡに変更するので、必要性に関しては全委員がＡとなる。よって 

必要性についてはＡとして委員会決定したい。 

問題は有効性と効率性であり、議論が分かれるところは、どこまで期待するかという問題 

であろうか。このあたりをどう捉えるか。この課だけで事業目的を達成できるのか。それで 

もそこまで実施する必要があるという意見もある。 

私と井上委員は、本事業の範囲内で評価している。一方、米田副委員長、岡野委員、村瀬 

委員はごみの減量化も含めて、もう少し環境的な配慮が必要ではないかという思いがある。 

○米田副委員長 

まず、評価対象事業の選択が非常に難しいと感じた。これは前回評価した休日・夜間救急 

診療事業にも当てはまる。つまり、本事業については、焼却した灰を埋めるだけであり、そ 

れをどうするのかという問題であり、また、他に方法もないと思う。この事業の評価をどう 

するかということではなく、強い要望を出すことを重視したい。 

○村瀬委員 

米田副委員長の指摘と全く同じである。資源循環課の事業を評価すべきであったか、或い 

は本事業と一緒に評価すべきであったか。願わくば、もう一回、資源循環課も交えてヒアリ 

ングはできないか。つまり、焼却灰をどう処理するのかという問題、あとはその処理単価で 

ある 4,800 円をどう下げるかという問題だけであろう。 

○岡野委員 

私も米田副委員長や村瀬委員と同じ意見であり、要は視点の問題であると考える。本事業
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だけで見れば全ての項目がＡであり、結果として拡充となる。矛盾しているようにも思う。 

確かに、所管課はごみの減量化についてよく考えており、また、直接ではないにしても質 

問にもしっかりと答えていただいたので、その意識は非常に高い事が感じられた。強いて言 

えば、その大前提である目的に照らして、有効性は少なくともＡにしてもいいかとも思う。 

しかし、効率性は迷うところである・・・・ 

○古賀委員長 

それは、最終処分場の受け入れ可能年数の延命だけでいいのかということか。 

○村瀬委員 

そうである。そもそも現状の処理方法に留まっているだけでいいのだろうか。ごみの減量 

化にまでシフトしていってしかるべきではないだろうか。有効性をＡにはできないなと思う。 

○古賀委員長 

ごみの減量化についての事務を行う市の部署はあるのか。 

○事務局 

同じ環境部に属する資源循環課が所管する減量化推進事業において、ごみの減量化が進め 

られている。総事業費は約 7,000 万円である。 

○村瀬委員 

税金の効果的な使い道を考えると、明石クリーンセンターは資源循環課へ事業の進め方に 

関する交渉（コンタクト）を行うべきではないか。 

○古賀委員長 

そのように捉えると、別の切り口の議論となってしまう。官公庁での縦割り或いはネット 

ワークの問題であり、重要であるのは関連した業務をひとつに落とし込んでいくことである 

と言えようか。つまり、現状では既成の部局間の問題であり、評価に当たっては別の業務と 

して考えることとしたい。よって、与えられた課題の中で評価するとすれば、ゴミの減量化 

については資源循環課の課題であるとも言え、それを理由としてＢは付け難い。 

また、効率性については、最終処分場の受け入れ可能年数の延命だけでいいのか、疑問が 

残る。確かに、もっと本質的な問題、つまり、当初の事業の目標や環境行政に対するスタン 

スなどを重視するならば、延命だけが効率性を測る指標とは言えないのではないか。 

○村瀬委員 

評価対象事業の選定において、事務局からの参考意見として、この事業の費用対効果を考 

慮してというコメントがあったと記憶している。妥当かどうかという判断があったのか。 

○事務局 

各部から満遍なく評価対象事業を選定すると言う方針があった訳だが、本事業については、 

ヒアリングにおいて事業内容を確認する価値があると考えた。 

また、ごみの減量化の取り組みに関しては、本事業には直接関係していないが、報告書に 

付帯意見として記載することでメッセージ化することが可能であると考える。 

○古賀委員長 

本事業の有効性と効率性については、事業の範囲内で評価するとすれば両方ともにＡとな 

る。ただし、有効性に関してはごみの減量化の問題、効率性を測る指標は、本当に最終処分 

場の受け入れ可能年数の延命化だけか、他に指標がないかどうか検討する必要があること、 

さらに、環境行政全体を考える視点から、資源循環課との連携が十分ではないことを付帯意 

見、改善に係る要望として、報告書に書いていくこととしたい。 

したがって、有効性をＡ、効率性をＡとして評価してはどうか。再ヒアリングしても同様 

な説明の繰り返しとなることが予想される。
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○各委員 

－異議なし－ 

○古賀委員長 

本事業の評価は、必要性Ａ、有効性Ａ、効率性Ａ、全体としての総合評価は拡充となる。 

ただし、市の環境行政として何を目指すのか、明確にしておく必要があると同時に、関連部 

局である資源循環課などと密接な連携を図りながら、全体としての環境行政を推進していた 

だきたい。 

② 総合評価の見直しについて 

○事務局 

事務事業に係る総合評価に関しては、現在、評価の組み合わせ表に沿って判定しているが、 

委員におかれては、実際の委員会での審議内容と合わないと感じている部分もあるように感 

じられる。 

また、委員会において評価方法を審議した段階では、組み合わせ表はあくまで参考である 

という位置付けをさせていただいていた。したがって、組み合わせ表から導かれる以外の総 

合評価を委員会として決定することは構わないと考える。 

○古賀委員長 

もっと言えば総合評価は必要だろうか。確かに本事業の評価に係る議論の中身と総合評価 

には整合性がない。それは、公立保育所運営事業についても当てはまるだろう。 

したがって、まず、公立保育所運営事業に係る見直しについては、必要性Ａ、有効性Ａ、 

効率性Ｂ、総合評価を拡充としているが、私としては維持あたりの評価となると考えるがど 

うか。縮小までにはならないし、積極的に拡充ということでもない。 

○各委員 

－異議なし－ 

○古賀委員長 

次に、廃棄物広域処理事業に係る総合評価の見直しについてだが、必要性Ａ、有効性Ａ、 

効率性Ａ、総合評価を拡充としていた。これは、全ての項目でＡと評価された結果だが、本 

事業という限定された範囲内での評価ということと、強い委員からの付帯意見が出されてい 

るという状況下でのＡであった。そういう意味では、総合評価が拡充では理解に苦しむので、 

維持あたりが妥当であると考えられる。 

○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。 

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
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最後に事務局から連絡はないか。 

○事務局 

次回の第７回委員会は、少し先となるが、来年の１月 13 日（水） 、午後１時 30 分から市 

役所議会棟第３委員会室で開催したい。


