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第７回明石市行政評価委員会 議事録 

１ 日 時 平成 22 年１月 13日（水） 午後１時 30分～午後 16時 25 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 【観光振興課】 

前田次長(観光振興担当)、小西課長、名村係長、中田主査、 

西垣書記 

【放置自転車対策課】 

佐野課長、田中主幹兼係長、古谷主査、古石主事、吉田書記 

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) 公立保育所運営事業に係る追加説明資料〔資料５〕 

(6) 修正総合評価表〔資料６〕 

(7) 村瀬委員提供資料〔資料７〕 

６ 内容 

(1) 開会 

○古賀委員長 

ただいまから、第７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、当委員会は成立している。 

また、本日の傍聴者は１名であり、資料配付も行っている。
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○古賀委員長 

ヒアリングの前に、前回の委員会において議論いただいた事業の評価結果と併せて、これ 

まで評価した４事業の総合評価を確認したい。 

まず、前回の委員会において議論いただいた事業の評価結果についてだが、「公立保育所 

運営事業」については、必要性がＡ、有効性がＡ、効率性がＢであり、総合評価は維持と 

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、「有効性」に関して、 

所管課へ補足説明資料の提出を依頼していた。この内容に関しては、本日予定している２事 

業のヒアリング及び総合評価の決定後、意見交換をさせていただきたい。 

また、「廃棄物広域処理事業」については、必要性がＡ、有効性がＡ、効率性がＡであり、 

総合評価は維持となった。 

次に、これまで評価した４事業の総合評価についてだが、当委員会において事務事業の評 

価方法を審議した段階では、総合評価の組み合わせ表から得られる評価については、あくま 

で参考であるという位置付けとしていた。 

前回評価した２事業の総合評価に関しては、各委員から実際の審議内容と結果が合わない 

のではないかという意見もいただき、その他の総合評価を委員会決定したところである。 

したがって、これまで評価した４事業に係る総合評価に関して再確認をするとともに、ヒ 

アリングを実施した内容とその総合評価の間に大きなぶれがないかを中心に、全体としての 

整合性を図るため、意見交換をさせていただきたい。 

この内容に関する審議についても、本日予定している２事業のヒアリングと総合評価の決 

定後、事前に各委員から提出いただいた資料６修正総合評価表に基づき、実施したい。 

(2) 所管課ヒアリング 

① 観光振興対策事業（産業振興部観光振興課） 

○観光振興課 

―事業内容の説明（10分間）― 

○井上委員 

沢山の事業を実施されている中、実際問題として、本事業に係る予算額は足りているとい 

う認識か。つまり、充分な事業ができているか。観光庁のアクションプランが国策としてあ 

り、一市民として、明石は資金を充分に投入できているのかと疑問に感じている。地元の商 

工会との連携などを進めていく上で、資金を上乗せする必要はあると思うか。 

次に、国内の観光客の誘致も重要だが、やはり将来的には外国人観光客への対策も必要で 

あろう。その対策方法について聞かせて頂きたい。 

○観光振興課 

本事業は当課が実施している事業の一部であり、今年度の全体の事業費としては約１億８ 

千万円あまりとなっている。予算・人員とも年間フル活動して、全体事業費・予算額に見合 

う活動を行っていると考えている。それと、観光事業は行政だけではなく、観光協会、民間 

業者、商工会議所においても関連した事業が実施されているので、充分かと、比較する対象 

がないが、市としては評価をしている。 

○井上委員 

外国人観光客への対策についてはどうか。 

○観光振興課 

外国人観光客の入込みの統計がある訳ではないが、例えばイベントを開催した際には、明 

石に来る外国人観光客は少ないように感じている。対策としては、英語、中国語、韓国語な
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どの観光パンフレットを作成し、観光客に対応している状況であるが、市全体としての取り 

組みは充分ではないと感じている。 

○岡野委員 

事業費のうち、コストダウンを図っている部分と逆に重点的に配分している部分があると 

思うが、その大きな方針と今後の対応を含めて教えて頂きたい。 

また、明石というと、例えば国内であれば大阪の人々への受けはいいと思うが、観光客の 

ＰＲターゲットとその辺りのウエイト付けについて、所管課としてどのように考えているの 

か。 

○観光振興課 

コストダウンの話であるが、観光協会の人員配置については取り組みを行ってきたが、現 

状、観光行政全体としてのコストダウンは考えていない。 

また、観光客のターゲットだが、イベントを実施した際に来場される方の実績把握では、 

多くが近畿地方の方であり、主なターゲットは近畿地方の方を考えている。その他少数派と 

しては、中国・九州地方の方である。 

○村瀬委員 

事業として、観光客を誘致することなどに予算を投入している訳だが、その予算を投入し 

た分だけの観光客があったかどうかの評価はしているのか…との質問に対して「データはな 

い」と回答された。 

つまり、事業実施後の結果がどうであったのか把握しようとしないのは、羅針盤のない航 

海と同じではないのか。所管課としてどう思うか。 

○観光振興課 

費用対効果についてのご質問であるが、観光振興は全般的に具体的な効果が数字で示せる 

もの、示せないものがあるように思う。 

例えば、一つの指標として観光客の入込み数がお示しできる。一方で、それぞれのイベン 

トについては、イベントごとにその費用に対する人数を把握している。参考資料の別紙４で 

は、集客数ということでその実績が上がっていることが確認できる。 

○村瀬委員 

委員会へ提出された資料を基に、私のほうで“入込み数と事業費”というグラフを作成し 

た。この資料を見てどう思うか。予算を投入しながらも“入込み数”が減少していることが 

分かる。また、所管課は事業の効果を見ようともしていないように感じる、予算を有効に使 

おうという意識はあるのか。 

当初の目標に対してその成果はどうなのか。実施結果だけを見るのではなく、予定に対し 

て結果がどうだったかということを対比・評価しながら、次の新しい計画にも生かしていく 

ようにしなければ、予算を有効に使えないのではないか。 

○観光振興課 

先ほど説明したイベントの集客目標は２万人で、実績は３万人となっている。資料では確 

かに事業費が上がり、入込み数が横ばいとなっている状況が確認できる。 

○村瀬委員 

資料３-別紙③として、昨年の 10月 30 日と 11 月１日に実施された明石市観光アンケート 

調査の結果が記載されているが、このグラフを作成した結果、所管課としてどのような問題 

点を抽出し、今後、どのような計画に反映しようとしているのか。その内容を提出された資 

料の最後に記載すべきではないだろうか。 

○観光振興課
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次年度においてであるが、明石市観光基本構想計画を策定する予定であり、その中から検 

討段階であるがそのデータの一部を、あくまで参考資料として委員会へ提出している状況で 

ある。委員のご指摘については、今後、調査結果に基づいた検討を加えていくこととなるた 

め、反映できていない状況である。 

○村瀬委員 

明石駅にある観光案内所からは、どのような情報を把握しているのか。例えば、観光客が 

どちら方面から来られたのか、どのようなニーズがあるのかなどは確認しているのか。 

○観光振興課 

毎月、観光案内所から報告を受けている。その内容としては、やはり“おいしい明石焼 

き”を食べられるところはどこか？というものが一番多い。 

○村瀬委員 

明石駅にある観光案内所は、観光客から様々な情報を収集できる場所と捉えて欲しい。 

次に、明石観光協会に約 2,000 万円の補助を行っているが、そこはどのような課題があり、 

得られるメリットは何か。また、報告は受けているのか、当初の目標には達しているのか。 

○観光振興課 

【回答なし】 

○村瀬委員 

では、観光大使の募集に対して約 400 万円の予算を投入しているが、その結果をどのよう 

に評価しているのか、また、効果はどうであったのか。 

○観光振興課 

観光大使には、市内外問わずあらゆるイベントに出席いただいた。 

○村瀬委員 

その効果を数値で評価することはできないだろうか。 

○観光振興課 

出務回数・・・ 【村瀬委員が次の質問に移る】 

○村瀬委員 

では、明石海峡クルーズの目的は何か。たこフェリーやジェノバラインに対する資金補助 

を行うことで、逆に、経営改善の努力を失わせることにはならないか。これは感想である。 

○米田副委員長 

市と各種観光関連団体との役割分担についてだが、市として実施するイベント・事業以外 

で行政として実施できないものを観光関連団体が実施し、それらに対する協力や助言、広報 

などを市として行なった、という事前質問への回答を頂いている。 

観光振興対策事業以外で実施したイベントは、例えば、あかしスタジアムマルシェなどが 

あるが、これらのイベントは市でないと実施できないものなのか。なぜ、市が実施しなけれ 

ばいけないと考えているのか。 

○観光振興課 

例えば、食をＰＲするイベントなどは、観光協会や中心市街地の街づくり会社などと連携 

しながら、市が中心となってトータル的に進めていく役割があると考えられ、それが市とし 

ての役割であると認識している。 

そして、明石の観光に係る経済効果についても、市が中心となった取り組みを進めていく 

ことで、民間へも流用していくようなものとしたいと思っている。現状においては、このよ 

うな役割を観光振興課の事業として位置付けている。 

○米田副委員長
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観光関連団体とはどのような団体を指すのかとういう議論は別途あるが、市内の商工会や 

ホテル業界、飲食業界などをイメージするとして、彼ら民間だけでは観光振興は実施できな 

いものだろうか。 

○観光振興課 

市としては、民間サイドのネットワーク化が出来るようなきっかけを作り、連携できるよ 

うになるのが理想と考えている。現状では、市内の観光産業が中心となるように、明石とい 

うまちを活性化するという目的を持ったような大きな組織は存在しない段階である。 

○米田副委員長 

平成 23 年度から新たな観光振興プランを作成するという説明があったが、明石の観光振 

興に関して、将来的に市は関与しなくてもいいようになるのであろうか。イベントの実施に 

しても、行く末は市から離れていくようになるのであろうか。 

○観光振興課 

イベント等に関して芽生えている新たな動きとしては、例としては、時のウイークが挙げ 

られる。このイベントはＮＰＯなどの民間サイドから出てきたアイデアであり、それに対し 

て市が事業費の補助を行う内容となっている。このような流れは、今後も引き続き出てくる 

と考えている。 

○米田副委員長 

違う観点からの質問となるが、観光振興として市が実施しなくてはいけない考え方として 

は、例えば、観光客がきれいな道を歩行できること、建物の景観がきれいに整っていること 

など、ハコモノばかりの例示となってしまったが、市として、規制をかけなくてはいけない 

事例などが想定される。このような事例はあるのか、また、他部局から相談などはないのか。 

○観光振興課 

明石駅を中心とする南北に拡がる地域を中心市街地の再整備ということで、中心市街地活 

性化プロジェクトがハード面の整備を行っているが、この動きと連携し、ソフト面の充実を 

当課が担当している。ちなみに、今年の７月ぐらいには中心市街地整備に係る基本計画の認 

定が、国において決定される予定である。 

また、観光客に対する環境整備という面では、観光市民トイレや案内看板の設置を順次整 

備している状況である。 

○米田副委員長 

補助金、負担金や交付金などの支出に対して、被支出者から実績報告がなされ、所管課で 

その内容の確認を行っていると思うが、気になったことや次年度に生かそうという課題、感 

想などがあれば教えて頂きたい。 

○観光振興課 

例えば、明石海峡クルーズの実績報告についてであるが、各事業者に 800 万円ずつ補助を 

行っている状況であり、利用者人数で割ると、ジェノバでは一人当たり約 3,000 円の補助、 

たこフェリーでは 1,300 円から 1,500 円程度が税金として投入されていることとなる。 

基本的に、地元商店街で乗船客がショッピングを行なうこととの連携割引を行っているが、 

もう少し乗り入れ客数を増やし、商店街との連携メリットを増していきたいと、報告書が提 

出された時には感じた。 

○米田副委員長 

逆に、補助金などの減額や増額を検討している事業、あるいは項目などはあるか。 

○観光振興課 

例えば、明石での海水浴関連の経費についてだが、海水浴は気象の変化に多大な影響を受
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けるため、業者の資金運営の負担が非常に大きいこと、安全対策の面に非常にお金がかかる 

ことから、海水浴客が快適に楽しんでいただくため、業者への補助に関して、市として現在 

検討を加えているところである。 

○古賀委員長 

本事業の必要性に関して、市が実施しなくてはいけない事業ということはよく分かる。つ 

まり、国の政策から考えても、観光振興を明石というレベルにまで落とし込んでいくこと、 

明石版を作り上げることは市の仕事と言えるであろう。ただ、事業を市が企画、デザインし、 

監督することまでは市の仕事だが、その次のオペレーションまで市が実施しなくてはいけな 

いのか。観光協会や市内業者との連携はどうあるべきと考えるか。 

その辺りに関しての具体的な方向付けを、今後、明確にしていく必要があるのではないか。 

ここまでは市が担当すべき、ここから先は民間へ任せていくと。これに関連したビジョンに 

ついて、補足説明があれば教えて頂きたい。 

○観光振興課 

やはり、まだまだ明石市民の考え方や参画や協働の意識については、観光関連団体で言え 

ば商売に特化した考え方の域を脱しておらず、全体としてのまちづくりまでを考えるまでに 

は成熟していない状況であろうか。そういう中で、一部若い方の会合などでは、市全体の取 

り組みに対する協働意識の芽生えも感じたりすることがある。このような状況でもあり、ま 

ずはイベントの民間委託から始めていき、そして、まち全体の仕組みづくりを考えていける 

ようになればと思う。 

○古賀委員長 

その時々の状況に応じて臨機応変に対応することも必要だが、市として主体的な考え方を 

持ちつつ行動することも重要である。国の方針などを受け、その考え方を明石レベルにまで 

中長期的に落とし込んでいくこと、このビジョンがあれば非常に市民にとっても内容が理解 

し易いものとなる。先ほど説明があった所管課の内容で結構である。 

次に、岡野委員や村瀬委員からの意見にもあったが、私も本事業のコスト＆ベネフィット 

を測定するのは非常に困難であると考える。 

結局、実施する事業内容にメリハリを付ける事が重要であり、今回であれば、明石の食を 

テーマにしてイベントを実施している訳である。そのような事業展開を行い、どれだけ予算 

を付け、そのパフォーマンスとしての成果は出ているのか。やはり、戦略的に予算を使うこ 

とが大事である。 

今年度は食をテーマとしたイベントを開催しているが、これは予算編成段階で重点的に配 

分された結果であると言えるのか。 

○観光振興課 

まず、明石で何をアピールすべきか。食であれば、海の幸やお酒など特徴的なものについ 

てアピールしようと考えた次第である。 

○古賀委員長 

その成果が資料３-別紙④イベント等集客実績であるのか。 

○観光振興課 

そうである。あかしスタジアムマルシェでは、３万人の集客があった。 

○古賀委員長 

この集客数が結果的によかったのか、悪かったのか。これでは判断が出来ない。果たして 

妥当なのか。今後、市の中での比較であったり、近隣市の実績と比較するなど、効果が分か 

るようにしていただきたい。
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○村瀬委員 

所管課から食のイベントに係る説明があったが、明石・玉子焼き・作り方という３つの 

キーワードでヤフー検索すれば、約２万件もヒットする。明石に出向かなくても日本中どこ 

に居てもこの情報が得られる環境下にある。このような項目が観光資源になるか大いに疑問 

である。最近のトレンドでは、観光に関するキーワードは“体験”であり、このことで観光 

開発が行われている場合が多い。 

次に、彦根市のキャラクターである“ひこにゃん”は、2,578 通の年賀状をもらったと聞 

く。では、明石市のキャラクターである“時のわらし”は何通もらったのか。 

○観光振興課 

もらったとは聞いていない。 

○村瀬委員 

では、海水浴は観光になるのか。 

○観光振興課 

海水浴は非日常的なもので、観光の一つのパターンではないか、対象となるものであると 

考えている。 

○村瀬委員 

観光のねらいとしては、明石以外に居住している方が、明石の特徴を知り、又は体験をし 

たりすることを通じて、明石の民間業者の収入が増えるということにあるのではないだろう 

か。私は、明石海峡クルーズなどが観光となっていること自体が不思議で仕方がない 

また、資料３-別紙①について、地域別で予算額を分類しているが、これはどういう意図 

であるのか。この分類では予算を有効に使うための分析になっていない。例えば、各地への 

誘致のために使う費用のみに限定して地域比較するなど、そのような分け方はできないだろ 

うか。 

○古賀委員長 

この内容については、村瀬委員からのコメントとして承りたい。 

②放置自転車対策事業（土木部放置自転車対策課） 

○放置自転車対策課 

―事業内容の説明（10分間）― 

○井上委員 

本事業の適正な運営が認められ、提出された写真付きの資料からも成果が窺える。 

この事業については最終的には法律の規定に基づき、市が実施しなければならないが、や 

はり、市民のマナーが向上すれば、つまり、市民がきちんと指定された場所に自転車を置き、 

放置自転車の移動・撤去が発生しなければ、事業費の必要はない訳である。 

そこで、事業費の低減を図る上での啓発活動に対して、どのように考えているのか教えて 

頂きたい。 

○放置自転車対策課 

本事業を進めていく上で、市民への啓発活動と併せて放置自転車の撤去・移動は二本柱で 

あると考えている。市民のマナー向上は昔から言われているとおり、社会全体の成熟度とも 

併せて同時に進んでいくものであるとも言える。放置自転車は特に点字ブロックの利用者な 

どの通行の邪魔となり、その解決には時間がかるため、引き続き、市民へ啓発していく必要 

がある。
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具体的な取り組みでいえば、昨年東二見駅での事例を挙げたい。４月１日からの強制撤去 

を前に市で啓発活動を実施していたが、放置自転車は一向に減少しなかった。そこで、警告 

看板を掲げ、実際に撤去を開始したところ、一挙に減ったということがあった。 

今後も、本事業は二本立てで進めていく方針である。 

○岡野委員 

事業の成果については、写真等からもよく理解できた。 

問題は、今後どうしたいのかということである。ＪＲ西日本や山陽電車などから自転車の 

貸し出しなどを実施できるような試みがあれば、目的の達成に近道ともなるだろうし、今後 

事業に係る全体構想の中において、市は鉄道事業者との連携をどのように考えているのか。 

○放置自転車対策課 

まず、鉄道事業者との連携については、引き続き進めていきたいと考えている。 

ただし、ＪＲ西日本などは、駅から先の交通の責任は持つが、駅までの交通手段、例えば 

バスならばバスターミナルの整備、自転車ならば駐輪場の整備や放置自転車対策は、市（自 

治体）で行なってくださいというスタンスであり、それが基本的な鉄道事業者の考え方であ 

る。市としては、駅があるからこそ発生する問題であると認識しているが、協力はほとんど 

得られていないのが現状である。 

法律（自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律）の中 

で、鉄道事業者の責務が規定されているが、全国の自治体で構成された“全国自転車問題自 

治体連絡協議会”からも鉄道事業者への協力要請を呼びかけている状況である。ただし、全 

国的に見ても、鉄道事業者の協力は遅れていると思う。 

明石市においては、鉄道事業者である山陽電車とＪＲ西日本との協議を頻繁に行ってきた 

ことから、山陽電車に加えて、昨年からはＪＲ西日本についても遊休地の使用貸借契約を無 

償で締結することができた。今後も時間がかかるが、引続き鉄道事業者に協力を求めていき 

たい。 

○村瀬委員 

資料３-別紙⑫路上放置台数推移（総数）というグラフがあるが、平成 20年度の 172 台は 

何の数字か。また、参考資料にある平成 20 年度状況という資料の中で、 “２放置自転車等の 

移動・保管台数、自転車では 8,125 台”とあるが、どちらが正しい数値なのか。 

さらに、172 台という数値は１年間の数値か、又は１日の数値か。 

○放置自転車対策課 

瞬間の数値である。その瞬間に何台放置されていたか計測するため、時間を決めて、明石 

市内の全駅で職員が集計した総数である。 

○村瀬委員 

では、8,125 台という数値は、年間の移動・撤去、そして保管した台数であるのか。 

○放置自転車対策課 

そうである。 

○村瀬委員 

8,125 台を１日あたりに換算すると 40台ぐらいとなり、放置自転車を移動するのに 10人 

もの職員が関わっていることとなるのか。 

○放置自転車対策課 

そうではない。パトロール、巡回、警告業務、最終的には撤去業務などがあり、自動車運 

転手は自転車を運ぶだけが仕事ではない。 

○村瀬委員
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事前質問【Ｑ-30（就業時間内における職員の作業内容とそれぞれの時間値（所要工数） 

について教えて頂きたい）】の中では、 “生産業における指数であるので、当課の仕事では出 

すことが難しいとの認識である”との回答があるが、約 40台の自転車の撤去に、10名の職 

員が関わっている事は効率性の面でどうか、妥当だという見方をしているのか。 

○放置自転車対策課 

当課では妥当であると考えている。 

○村瀬委員 

では、１日あたりの仕事量はどうか、実際にはどのような仕事内容であるのか。個人的に 

は、職員の業務量調査を実施していただきたいと考えた。 

○放置自転車対策課 

具体的な自動車運転手の業務内容について説明させて頂きたい。 

事前質問への回答（Ｑ-30）の後段に記載しているとおり、自動車運転手については、市 

内を３班（東と中と西）に分け、２時間から３時間で１日２回から３回、市内７駅を巡回し 

ている。具体的には、まずは警告札を貼り、放置と確認された自転車等を保管庫に運ぶとい 

う業務を実施している。当課としては、自動車運転手 10名は適正な人数であると考えてお 

り、その仕事が楽であるというような認識はない。 

○村瀬委員 

資料３-別紙⑫について、平成 17年度（5,815 台）から平成 18年度（1,106 台）にかけ、 

放置自転車台数が約 84％と急激に減少している。平成 18年度においては組織体制の強化が 

あったと説明であったが、自転車指導員の強化は 16％でしかなく、体制強化以外に他の要因 

があったのではないか。 

○放置自転車対策課 

平成２年から、明石市自転車等の放置の防止並びに市立自転車駐輪場の設置及び管理に関 

する条例は施行されていたが、これまでの実際の撤去が不十分であったと言わざるを得ない。 

それを毅然たる態度で取締りを行なった結果である。 

○村瀬委員 

本事業のお客様（対象）は誰か。 

○放置自転車対策課 

道を歩く方々であると考えている。 

○村瀬委員 

道を歩く方がお客様であると考えているならば、違法駐車対策にもっと力を入れた方がお 

客様に喜んで戴けるという解釈もできる。 

○放置自転車対策課 

それは警察の役割である。 

○村瀬委員 

提案となるが、事業として啓発活動も行なうのであれば、市民のマナーを向上させるため、 

放置自転車を保管所に取りに来た時や、放置している人を発見した時などに、しっかりとマ 

ナーに関して指導することにしてはどうか。このような取り組みは、いただいた資料にある 

業務マニュアルには指導することは何も記載されていない。 

最後に感想だが、本事業は非常に効果が上がっており、よくやっていると思うので、発展 

的解消を目指してもいいのではないか。つまり、今後も“放置自転車”というような悪いイ 

メージある仕事を続けることは必要なのか。市として、一度検討してみて欲しい。 

○米田副委員長
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現状の事業費や人件費などの経費については、各自治体間の事情や対策などの力の入れよ 

うにより異なるであろうが、比較を実施したことはあるか。 

また、放置自転車は売却しているということであるが、リサイクルすることもできないか。 

○放置自転車対策課 

まず、売却できる物は売却する方針であり、毎月入札を実施している。 

次に、例えば盗難自転車であれば、公訴時効を待てば市が７年間保管する必要があるが、 

実際には保管できない状況である。本来ならば、警察に盗難自転車を返還することとなるが、 

現状では引き取ってくれず、６ヶ月の期間が経過すれば処分するというリストを警察へ送付 

し、その後、破砕処分されることとなる。 

経費の比較についてだが、自治体の規模や鉄道駅のない自治体は経費が発生しないなど、 

その比較は一概には困難である。例えば、神戸市は本市の倍近い予算を投入しているだろう 

し、加古川市は東加古川駅周辺の高架事業もあり、本市とだいたい同額の予算規模ではない 

か。また、 “全国自転車問題自治体連絡協議会”において紹介された事例では、放置自転車 

の撤去が週に１回とか、月に数回ということが対策だという自治体もあった。 

かつて、明石市は過去に放置自転車数が兵庫県下でワーストワンとなった時期がある。そ 

れは明石市が対策をサボっていた訳ではなく、様々な要因があったためであるが、とにかく 

対策を実施しようと覚悟を決め、毎日数回の撤去を実施しているため、現状の予算額となっ 

ている。 

○古賀委員長 

本事業が市の業務として必要であり、市が主体となって実施することも理解できた。 

ただし、事業内容のほとんどが委託業務となっており、そのパフォーマンス自体の成果は 

目に見えて分かり易いのではないだろうか。問題はコストの面についてだと言える。 

一方では、長期的には市民への啓発活動などは必要であることは分かるが、コストの面だ 

けを捉えるのならば、業務のすべてを民間業者へ任すことはできないだろうか。所管課で検 

討している内容や長期的なビジョンなどがあれば教えて頂きたい。 

○放置自転車対策課 

事業費の中で委託料は 5,000 万円近くを占めているが、一番大きいのは人件費の約２億円 

である。委託業務の大部分はシルバー人材センターへ委託しており、これ自体が人件費の抑 

制であるとも言える。 

確かに、公権力を伴わない施設管理などのサービス部門においては、不利益処分を課さな 

い業務であれば、業務の効率性を求めて、委員指摘のとおり、包括的な業務委託も検討でき 

ると考える。 

ただし、放置自転車の撤去には公権力の行使を伴うため、直営部分は外せないというのが 

市の考え方である。例えば、直営で実施する場合であっても、市のＯＢや市外部から臨時嘱 

託職員を採用して人件費の抑制を図っているし、市民への声がけなどの公権力を伴わない業 

務については、現状において既にシルバー人材センターへ委託している。 

○古賀委員長 

平成 16 年度と 17年度に実施した、駐車駐輪実態調査委託とはどのような内容であったの 

か。 

○放置自転車対策課 

市内の駅周辺において、放置自転車が平日・休日の各時間帯に瞬間で何台止まっているの 

か、その集積台数について調査したものである。 

放置自転車問題は地域性が高い問題であるため、最寄の駅まで行くのに自転車を使う方が
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駅周辺に放置し、駅近辺に居住している人が被害を被ることとなる。 

市が対策を実施するに当たっては、駅周辺の商店組合などに対して意見等を聞いて進めて 

きたので、その対策内容は市の一人よがりではない。今後、状況がある程度落ち着いて来た 

段階で、委員指摘のような市民アンケート調査も利用していきたいと考えている。 

○村瀬委員 

先程説明のあった、瞬間的に調査した方法とは具体的にどのようなものか。 

○放置自転車対策課 

実際には、各駅で１日に１回ないしは２回実施した。 

○村瀬委員 

そのデータは全体を表していることになるのか。例えば、ランダムにサンプルを採らなけ 

れば信頼性は高くなく、統計的なデータとしては扱えないと思う。 

○放置自転車対策課 

路上の放置台数の調査については、毎年実施している。 

先ほど、説明した駐車駐輪実態調査は合計で４日間実施した。 

○村瀬委員 

では調査のデータ数はいくらか。つまり、179 の数値の基となるデータの総数はいくらか。 

○放置自転車対策課 

調査のため各駅に至る道路部分を区切り、その区域で確認された放置自転車の実数を足し 

込んだ数であり、平均値ではない。 

○村瀬委員 

そのような数値は暫定的なデータであり、統計的には成り立たないと考える。 

では、この資料にある青い紙は何か。 

○放置自転車対策課 

資料が見やすい様に挟んだ、あい紙である。 

○村瀬委員 

１円でも安くしようとすれば、このような紙は必要ではない。所管課全体としての、事業 

に対する気持ちが現れている。 

○古賀委員長 

意見として受け止めて欲しい。 

(3) 意見交換・全体協議 

① 観光振興対策事業 

○米田副委員 

結論としては、評価の組み合わせ表に従って評価すれば、総合評価が維持ということに 

なった。 

必要性だが、市の観光振興に関して、法律的な根拠もあるということで何らかの事業は実 

施しないといけないとは思うが、ただ、ヒアリングの中においては、どこまでを市として実 

施するのか、どこを民間に任せるのか、その基準についての明確な説明はなかったように思 

える。また、官民の役割分担をどのようにするのか。結論としては、事業の必要性がＡ、実 

施主体がＢであり、必要性をＡとした。 

効率性は、事業内容が補助金・交付金的な性質の事業に偏っていたが、あまり市が主体的 

に民間をリードしていくという方向性に欠けており、市は受身的であったのでＢとした。
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有効性の面では、報告書は受けているが、事業の実施結果やその成果に係る検証が十分に 

されていなかった。次の事業展開をどうするのか、説明が不足していたし、その認識も足り 

なかったと考える。 

○井上委員 

必要性については、現時点では、市が介在すべき事業であるように感じたので、Ａとした。 

ただ、事業の実施に係る主体性の面では、他市と比べて、地元業者の主体性がやや弱いよ 

うに感じている。市としては事業・施策とあらゆる手を打っている状態であり、その辺りは 

評価したいと思う。 

次に、有効性と効率性については、さらに改善の余地があると思う。例えば、イベントで 

アンケート調査も実施しており、資料としても整っているが、その内容をさらに細かく分析 

するため、関係部署との協議が必要ではないか。 

総合評価は、組み合わせ表からは維持となるが、評価事業全体とのバランスを考慮し、改 

善と評価した。 

○岡野委員 

事業の必要性とその実施主体についてだが、現状では明石市における民間の力がまだまだ 

未熟であると考えられ、今は市で実施すべきと考えたのでＡとした。 

有効性と効率性はＢとした。 

市は様々な事業を実施しているが、そのビジョンを明確に策定し、また、情報も分析する 

ことが重要であろうと考える。テーマを持って実施するようにすれば、インパクトがあり実 

施の効果が違ってくる。 

効率性も同様な観点から検討不足であり、改善の余地があると考える。 

総合評価については、米田副委員長と同様、従来の評価の組み合わせ表に従い、維持とし 

た。 

○村瀬委員 

明石の観光資源については、民間が保有しているものが大半であり、市がやるべきことは、 

そのまとめ役になろうか。そして、実施主体としての市の役割は、最小限度であるべきであ 

ると考えるので、必要性をＢとした。 

有効性については、事業の成果がどうであったのか、所管課であまり把握していない状況 

からいえば有効性はあまり認められない。 

効率性は、市の観光振興策として海水浴の PR や観光大使の任命が挙げられていたことや、 

明石観光協会への補助金約 2,000 万円の費用対効果が明確でなかったことなど、事業実施の 

効率性は認められなかったのでＣとした。総合評価は改善とした。 

○古賀委員長 

明石の観光振興については、市が関係すべきであろうし、その必要性は高い。事業の必要 

性はＡとした。その実施主体として市が全てに関与すべきかどうか、観光協会あるいは民間 

へ任すべきかどうか、その役割分担を検討すべきであり、実施主体をＢとした。 

また、観光振興を進める上での明確なビジョンが欠けていた。全体としてはＡとなる。 

有効性については、イベントのアンケート調査も実施されていたが、その後の方針立案や 

対応などに係る分析まではされていなかった。 

効率性の成果が明確に判定できるのはソフト事業においてであり、本事業に関してはその 

フォーカスの置き方が難しいが、効率的に実施されたという裏づけとなるデータに乏しく、 

大いに認められるとまでは言えず、Ｂとした。 

総合評価については、これまでの評価してきた事業との全体バランスがあるため、改善又
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は維持とするか、その判断が難しい。 

ところで、項目別の評価だが、必要性について、村瀬委員以外はＡと評価が固まってきて 

いる状況である。 

さらに、実施主体をＢと評価した委員も３名となっている。 

○村瀬委員 

私は観光振興に関しては民間が音頭を取り、引っ張っていくべきではないかと考えている。 

○古賀委員長 

観光振興は、国、明石市とも力を入れている分野である。明石市の活性化については、む 

しろ市が音頭を取って実施すべきではないかといえる。よって、事業の必要はＡとしたい。 

○井上委員 

現時点では市が力を入れて事業を展開しなければ、地元を動かすというところまで至って 

いない。ただし、現時点ではという見解である。 

○岡野委員 

個人的な話で恐縮であるが、私の事務所は大阪にもあり、そこでは市以外の実施主体が主 

体的な動きを取っているようにも思われ、そのことと比較すれば明石は受身のスタンスであ 

るように思われる。逆に言えば心配であり、私は当面の間は市が事業展開するほうが、有効 

であると考えている。ただし、委員会全体の意見としては、Ｂでも構わない。 

○米田副委員長 

市内業者はその本業で精一杯の状況であるし、現状では市が観光振興を実施していかなけ 

ればならないであろう。ただ、市は資金を拠出しながら、観光振興に係るアドバイスをした 

り、その取り組みをバックアップし、育てていこうという主体性があるような気がしなかっ 

た。単に市主催のイベントを実施しているだけである。現状の問題点は理解できるが、結論 

としてはＢとした。 

○村瀬委員 

ヒアリングにおいては、事業の内容をどれだけ深く考えているかを確かめるため意地悪な 

質問をしたが、ほとんど回答いただけなかった。指標を掴みつつ、事業展開していただきた 

い。 

○古賀委員長 

米田副委員長や村瀬委員からは、明石市の現状からは市の主体性が明確ではないという意 

見があった。果たして全てを市が実施しなければならないのか。所管課のプレゼン能力の問 

題もあったが、全体として、市が全てを実施すべきという強い主体性がないのは事実である。 

よってＢとしたい。 

○各委員 

【異議なし】 

○古賀委員長 

必要性については、全体としてＡとなる。次に、有効性は全委員がＢで一致している。 

議論すべきなのは効率性についてであり、現状では村瀬委員のみＣとしている。 

○村瀬委員 

所管課は事業の成果を把握しようとしていなかった。このような事業の進め方や資金の投 

入には疑問を感じた。 

○古賀委員長 

それなりの成果が出ていなければＡにはならない。一方、果たしてＣとまで評価できるの 

か。満足ではないことを裏づけられるのか。ここは多数決で決定せざるを得ないと思う。
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○村瀬委員 

では、評価に係る付帯意見として、事業資金の投入に見合った実施効果が測定できるよう 

な成果指標の設定について、検討すべきであるという内容を付記いただきたい。 

○古賀委員長 

村瀬委員の意見については、報告書において付帯意見として記載したい。 

また、本事務事業に係る総合評価については、後ほど予定している資料６の審議と併せて、 

まとめて判定することとしたい。 

② 放置自転車対策事業 

○米田副委員 

必要性については、市が実施する以外には考える余地がないと考え、Ａとした。 

有効性については、写真等が掲載された資料により実施後の成果がよく理解できた。ただ、 

放置自転車の台数が 172 台にあり、それは何月何日付のデータなのか、１日だけのデータな 

のか、別の日では情報が変化するのではないかなど、不可解な点もあったが、提出された資 

料内容から判断し、Ａとした。 

効率性についてだが、事業への投入金額も約２億円という状況からすれば、本当に減額の 

余地があるか、また、判断材料もなかったので、Ｂとした。 

○井上委員 

事業コストの低減に関してだが、果たして放置された自転車をわざわざ保管する必要があ 

るのかと思った。野ざらしの土地でもいいのではないか。遊休地の活用の面で最近になって、 

鉄道事業者に歩み寄るという動きがあるようだが、人件費や設備費については税金でもある 

ので、１円でも低減出来るよう、さらなる取り組みに期待したいので、Ｂとした。 

○岡野委員 

事業の実施主体についてだが、市以外の実施もあり得るのか、そのような気がしている。 

ただし、現時点では、放置自転車の撤去台数も倍増し、成果も出ている現状を考慮しＡとし 

たが、近い将来には実施主体を再考しなくてはいけない。 

効率性は、事業内容のうちどの部分の経費が低減できるのか、所管課があまり検討してい 

ないような気がした。まだまだ考えていく必要があると判断し、Ｂとした。 

○村瀬委員 

必要性については、放置自転車の撤去は公権力の行使であり、市はトラブルを恐れず、引 

き続き実施していく必要があると考え、Ａとした。 

有効性は、写真が掲載された資料を見てもわかるように、公道がきれいになっており、事 

業実施の効果が出ているので、Ａとした。 

効率性だが、自動車運転手が 10 人も必要であるのか。もう少し作業内容を工夫するなど、 

人員を効率的に稼動させるような改善ができるのではないかと考え、Ｂとした。 

○古賀委員長 

実施主体についてだが、さらに事業の効率性を上げるにはどうすればいいのかという視点 

から、実施主体を替えるしかないのではないかと考えた。想定上の議論となるが、要は所管 

課に検討していただきたかった。ただし、実施主体のＢは強い気持ちを持っての評価ではな 

いので、Ａに変更したい。 

よって、事業の必要性はＡ、実施主体もＡ、全体として必要性をＡとして委員会決定した 

い。

有効性は全委員がＡとしているので、委員会として決定したい。
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効率性についてだが、各委員ともに充分には満足していない状況から、Ｂとしたい。 

最後に、本日評価した２事業に係る再ヒアリングについてだが、その必要性はあるだろう 

か。 

○各委員 

【特に意見なし】 

○古賀委員長 

では、委員会からは再ヒアリングを求めないこととする。 

③ 公立保育所運営事業に係る有効性の評価について 

○古賀委員長 

ここからは、前回評価を行った「公立保育所運営事業」に係る審議に移る。 

この事業の有効性の評価については、前回委員会において、 “有効性が大いに認められ 

る”と判定する上で、その裏づけとなる具体的なデータを提出すること、を条件として、Ａ 

としていた。 

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が、何か意見な 

どはあるか。 

○米田副委員長 

“公立保育所運営事業が、どのように市民の活動に役に立っているか”を判断するための 

資料の提出をお願いしていたと思うが、有効性の判断に使えるのは、④障害児・食物アレル 

ギー対応児童の受入状況ぐらいか、強いて言えば、②延長保育事業実施状況ぐらいである。 

私としては、もう少し追加的なデータが必要であると思う。 

○村瀬委員 

①入所状況、②延長保育事業実施状況、③園庭開放事業実施状況について私立と差がある 

がバラツキの範囲との解釈もできる。差の原因が納得できれば公立が必要であることも納得 

できる。④障害児・食物アレルギー対応児童の受入状況についても、人数の 65 人が妥当な 

のかどうか理由を聞きたい。 

○古賀委員長 

所管課から提出された資料では充分とはいえない。別途追加資料を用意して欲しいと思う。 

○井上委員 

資料５は、事業の有効性を裏付けるデータではない。 

○村瀬委員 

公立（保育所）と私立（保育所）の運営費を比較すれば、その差額は園児１人当たり約 

150 万円多く公立が使っている。その差額に納得するだけの理由があるのか。確かに私立へ 

も運営補助はあるが、その差を説明してもらう必要がある。 

○古賀委員長 

もう少し詳細なデータと説明を所管課へお願いしたい。納得性という点からも、この資料 

の最初の印象では分かりづらいと感じた。 

説明が必要である場合、所管課に委員会へ出席いただき、追加的な説明を頂く事は可能で 

あるか。委員との質疑応答があれば、内容がより分かりやすくなる。５分間程度、説明いた 

だくことは可能か。 

よって、この内容の議論に関しては、次回委員会までペンディングとしたい。 

○事務局 

委員会からの要望事項を踏まえ、所管課と調整したい。
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○米田副委員長 

公立の保育内容のうち、私立の先例となっているような事例についても具体的に教えて頂 

きたい。 

○井上委員 

待機児童の解消については、保護者側の個別の事情があり、地域によってバラツキがある 

という説明を所管課から受けたが、社会全体の流れである少子化対策という観点から考える 

と疑問に思うので、詳細な説明資料が欲しい。 

○古賀委員長 

以上を踏まえて、まず所管課から５分程度説明いただき、その後質疑応答を実施したい。 

○各委員 

【異議なし】 

④ 総合評価の見直しについて 

○古賀委員長 

もう一つの課題として、これまで評価した４事業に係る総合評価の見直しについてだが、 

ヒアリングを実施した内容とその総合評価の間に大きな「ぶれ」がないかを中心に、全体と 

しての整合性を図るため、意見交換をしたい。 

○米田副委員長 

私は今回の見直しに係る検討の趣旨を誤解していたため、従前どおりの総合評価としてい 

た。 

○古賀委員長 

総合評価の見直しに係る発端は、６環境部明石クリーンセンターの“廃棄物広域処理事業 

の総合評価にあった。この事業の総合評価は各評価項目がオールＡであり、評価の組み合わ 

せ表でいけば、拡充となる訳だが、委員会としては維持が妥当ではないかという結論に至っ 

た訳である。 

この総合評価を受け、５福祉部保育課の“公立保育所運営事業”についても、有効性に係 

る審議はまだ残っているが、拡充という総合評価を維持としていた。 

したがって、上記５・６の事業の総合評価が妥当であるならば、それは評価した実感に近 

い結果となるのであり、もう一度、各委員で確認していただきたい。 

○井上委員 

私は、その後の事業に係る予算執行と読み替えて、再度、総合評価を修正した。 

つまり、拡充は予算規模の増額を伴うもの、維持は現状のまま、縮小は減額を伴うもの、 

改善は予算規模はそのままで事業内容の改善を行うもの、休廃止は事業の休止又は廃止を行 

うものとした。実際、これまで改善と暫定的に判定した事業でも、予算額の減額についてま 

で言及した評価はなかったと思う。 

したがって、５と６とでは、同じ総合評価とはならなかった。 

○岡野委員 

全体の総合評価の見直しについては、そのニュアンスとのバランスを考慮しながら、１総 

務部情報管理課の“情報化基盤整備事業”と２財務部税制課の“市税賦課徴収事務事業”を 

維持に見直した。 

また、改善の評価については、評価項目である効率性の評価結果と関連が深いように思わ 

れる。 

４保険・健康部地域医療課の“休日・夜間救急診療事業”は、１とのバランスをみていな
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かったので、他事業とのバランスを考慮し、維持に変更したい。 

○村瀬委員 

当初、私も総合評価の見直しに関してよく理解していなかった。見直しの結果、拡充する 

という事業はなかった。また、改善を要しないという事業もなかった。 

個人的には、新たに総合評価を２つ（規模と内容）に分けて評価してみてはどうかとも考 

えた。すなわち，予算規模は維持するが事業内容を改善するなど。 

○古賀委員長 

前回、５・６の総合評価を見直し、その修正後の評価が決定しているので、今回、１から 

４の評価を再度見直そうということである。 

拡充、維持という総合評価をどのように判断すればいいのか。各委員が事業を評価した感 

触と、そのギャップがないようにしたい。 

では、各評価項目の評価結果が全てＡである場合は、拡充の可能性があるといえるが、そ 

れを推薦するとまではいかない。例えば、６はそのケースである。逆に言えば、拡充となる 

場合は、全ての評価項目でＡでないといけないこととなる。実施すべきことやることをきち 

んと実施した上で、拡充となる印象であろう。 

そこで、Ｂが１つでも入れば維持となろうか。例えば、１・２については、Ｂが１つずつ 

あるので維持となる。４についても同様である。 

評価のニュアンスというか、その寄って立つスタンスが各委員で異なるので、当初は機械 

的に評価の組み合わせ表で総合評価を決定していたが、実際に運用してみると不都合が出て 

きた訳であり、見直してはどうかと考えた次第である。 

さらに、各委員からの意見を受け、議論を行い、総合評価を決定したい。 

○米田副委員長 

結論から言うと、私は井上委員と同じ総合評価となる。ただ、効率性の評価結果で決まる 

とすれば、２も改善となるか。 

○岡野委員 

効率性だけではなく、有効性においても、Ｂが二つあれば改善となるようにしてはどうか。 

Ｂが２つであれば改善としておくと、仕組み自体がしっくりする。 

○古賀委員長 

有効性と効率性において２つともＢと評価されれば、事業内容を改善する余地があるので 

はないか。その基準で整合性が保たれるように思う。ただし条件として、両項目間の質の違 

いを判定することをやめておく。 

私の感覚として、Ｂが２つあれば改善となり、１つであれば維持、３つＡがあっても事業 

の中身によっては拡充ではないと評価できると考える。 

○村瀬委員 

従前、米田副委員長が「総合評価には拘らない」という発言をされていたことを思い出す。 

例えば、他市の行政評価の報告書では、事務事業の内容に関しての改善指摘項目が列挙さ 

れているようなものもインターネットでは散見された。 

○米田副委員長 

今年の事務事業評価においては、仕組みの構築の段階に総合評価を付けるとしていたので、 

これでいくしかないと思う。 

○古賀委員長 

もちろん、評価した事務事業へ総合評価を付けるが、その評価の段階で各委員から指摘さ 

れた改善要望に係る付帯意見は、報告書に付記するようにしたい。



18 

では、先程お伝えした基準から１から４の事業の総合評価を見直したい。 

１総務部情報管理課“情報化基盤整備事業” 拡充⇒維持 

２財務部税制課“市税賦課徴収事務事業” 拡充⇒維持 

３コミュニティ推進部コミュニティ推進室“コミセン管理運営事業” 維持⇒改善 

４保険・健康部地域医療課“休日・夜間救急診療事業” 拡充⇒維持 

以上、評価対象事業全体とのギャップがなければ、総合評価を見直しすることとしたい。 

○各委員 

【異議なし】 

○古賀委員長 

それでは総合評価を見直すことに決定し、委員会として、そのように取り扱いをさせてい 

ただく。 

また、今回評価した２事業の総合評価であるが、 “観光振興対策事業”については、必要 

性がＡ、有効性がＢ、効率性がＢであるため、総合評価は改善となる。次に、 “放置自転車 

対策事業”については、必要性がＡ、有効性がＡ、効率性がＢであるため、維持と決定させ 

ていただく。 

○各委員 

【異議なし】 

○古賀委員長 

それでは、以上のとおり決定したい。 

○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、公立保育所運営事業については、次回委員会においても審議を行いたい。 

では、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８回委員会は、２月３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。


