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第８回明石市行政評価委員会 議事録 

１ 日 時 平成 22 年２月３日（水） 午後１時 30分～午後 16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 【緑化公園課】 

西川課長、吉岡花と緑の学習園所長、 

伊藤副主幹兼緑化推進担当係長、合田庶務係長、森整備係長 

【下水道施設課】 

大西課長、濱口所長、雪岡係長 

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、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) 保育課再提出資料（公立保育所運営事業） 〔資料５〕 

(6) 総合評価の見直しについて〔資料６〕 

６ 内容 

(1) 開会 

○古賀委員長 

ただいまから、第８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。 

○古賀委員長
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前回に引き続き所管課とのヒアリングを進めていく。 

まず、前回評価した事業の評価結果と併せて、総合評価を見直した４事業の総合評価を確 

認したい。「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であり、 

総合評価は「改善」となった。「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であり、総合評価は「維持」となった。 

次に、総合評価を見直した事業についてだが、「情報化基盤整備事業」については、「拡 

充」から「維持」へ、「市税賦課徴収事務事業」についても、「拡充」から「維持」へ、「コ 

ミセン管理運営事業」については、「維持」から「改善」へ、「休日・夜間救急診療事業」に 

ついては、「拡充」から「維持」へ、総合評価を見直した。 

ここで、事務局が作成した資料６「総合評価の見直しについて」をご覧頂きたい。この内 

容は、前回の意見交換を通じて決定された考え方を新たな組み合わせ表として整理したもの 

である。委員においては内容の確認をお願いしたい。 

最後に、「公立保育所運営事業」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、再度、所管課へ補足説明資料の提出と委員会での質疑応答を依頼していた。この内 

容に関しては、本日予定している２事業のヒアリング後、再度、保育課とのヒアリングを行 

い、意見交換をさせていただきたい。 

(2) 所管課ヒアリング 

① 緑化推進事業（都市整備部緑化公園課） 

○緑化公園課 

―事業内容の説明（10分間）― 

○井上委員 

一般的に市が開催する講習会については、参加費用が非常に安価なイメージあるため、市 

民が参加しやすいと思われるが、逆に安価でなくても事業内容が充実しておれば、参加者が 

多くなると思う。これは本事業についても当てはまり、安価だというのが私の感想である。 

そこで、昨今の厳しい社会経済情勢においても、市が主導して本事業を進めていく必要も 

あろうかと思うが、庭がある家庭ではどんどん庭に花を植えること、マンションなどではプ 

ランターを増やすことなど、そのような形での住民参加にウエイトを置けば、市として経費 

的な逓減も図れ、理想的ではないかと考えた。 

確認したいのだが、経済産業省が認定する農作物となるのかもしれないが、地域資源とし 

て認定される植物の栽培を通じて、市の収益性に繋がるような施策の検討や協議などは行っ 

ているのか。 

○緑化公園課 

確かに、地域資源の開発は重要な論点であると考えている。しかし、なかなか開発できる 

ような体制の構築が難しい。花と緑の学習園は市直属の部署となっており、かつての緑化公 

園協会という財団の形態であれば自由性もあったが、現在ではなく、 “儲ける”という意味 

での収益性を上げる取り組みを行うというところまでは、いきついていない。 

○井上委員 

他の市町村においても収益性を求めるということは一般的に見受けられないが、このよう 

な時代だからこそ、検討して欲しいと考えた。すぐには答えが出ないと思うが、他の市町村 

でもこのような取り組みは進んでいくのではないだろうか。 

例えば、時計花（とけいそう）を東経 135 度の天文科学館と紐付けるなど検討できないか。 

本来は民間事業者が考え、市に積極的に応援して欲しいと相談を持ちかけるような内容かも
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しれないが、市財政が逼迫している中、事業として取り組むのが難しいことはわかるが、取 

り組んでいるという意気込みというか、雰囲気を市民や事業者に与えていただければと思う。 

○岡野委員 

個人的には、明石公園にある県立施設は知っていたが、花と緑の学習園（以下「学習園」 

という。）の位置付け・存在を知らなかった。そこで、学習園の存在や事業内容などについ 

てだが、一般市民からの評価を受けるための調査は実施しているのだろうか。 

所管課が実施したアンケートでは、施設見学者や利用者が対象であった。施設の存在自体 

を知っているか、施設をどのように使ったらいいのかというような内容をどのように情報と 

して把握しているのか。 

○緑化公園課 

多くの市民の方に学習園を知っていただく方法としては、まず、年間約 40回開催する園 

芸講習会の募集を月に２回発行する市広報紙へ掲載していることが挙げられる。次に、様々 

な事業等を通じてであるとか、コミセンでも講座案内を配布するなど、ことあるごとに施設 

をＰＲしている状況である。 

○岡野委員 

その受けはどうか、つまり、市民の反応・リアクションはどうか。 

○緑化公園課 

例えば、市民相談課が実施している施設見学会や花と緑の学習園で提供している講座に対 

する受講者の満足度調査などにおいては、ほぼ満足をいただいている結果である。 

○岡野委員 

確かに、学習園は拠点となるので活用するという方針は分かるが、その施設に拘る必要が 

あるのか。もっと他に事業の進め方があるのではないか、検討はしていないのか。 

○緑化公園課 

学習園は緑化相談や園芸講習会などの事業だけでなく、見本園（2,200 ㎡、250 種類、約 

9,000 の植物が植えられている）の見学を通じて、市民へ庭作り・花作りの知識を提供し、 

参考にしていただくとう機能がある。つまり、担当者としては公園としての機能ではなく、 

何らかの見本になる施設は必要ではないかと考えている。 

○村瀬委員 

資料３①の７（花と緑の学習園・緑化相談分類別件数推移表）についてだが、このグラフ 

から何を読み取り、どのような方向付けが得られるのか。 

○緑化公園課 

このグラフは平成 18年度から平成 20年度における緑化相談の件数の推移を表している。 

また、次ページに３カ年の相談内訳の一覧表も付けている。例えば、見本園の維持管理の中 

では草花についての相談が多かったことが読み取れる。 

○村瀬委員 

資料３・Ｑ-４（学習園・相談所の必要性、また外部委託化についてどう考えているのか。 

廃止した場合の影響あるいは運営費用を樹木・草花の植樹・植栽に振り替えることは検討し 

たことがないのか）については、廃止した場合の影響を検討していないという回答であった。 

この質問の趣旨は、費用倹約のために廃止した場合にどうなるのかを検討してください、 

ということであると思う。例えば、花壇コンクールで提供している約 11万株を無償ではな 

く有償で提供すればどうなるのか。あるいは、緑のリサイクル事業を受益者負担で実施すれ 

ばどうなるか、というようなことを所管課では検討しているのか。 

○緑化公園課
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検討はしていない。委員指摘については、施設がなくなれば利用者が非常に困るし、当た 

り前のこととして、廃止の可能性はゼロであるとした。 

○村瀬委員 

質問を替えたい。例えば、来年度の予算編成において、事業費 20％低減の市長指示が出れ 

ばどこをどう削減するのか。仮に 10％でもいい。一番削減できるところはどこと考えるか。 

○緑化公園課 

にわかには回答しがたいが、資料１・事務事業評価シートでいえば、事業内容に記載のあ 

る③から⑤の事業について、後ろから順番かなと理解している。 

○村瀬委員 

今の質問に対する回答から受けた印象だが、所管課においてはあまりコスト低減が意識さ 

れていないようだ。 

次に、資料３・Ｑ-12（緑化状況がどのように向上しているかを評価する方法とその評価 

値の推移について）の回答では、 “都市の緑は 30％以上あることが望ましい”とされている 

が、これはどういう趣旨か。 

○緑化公園課 

まず、最新の国が策定した「緑の基本計画策定マニュアル」の中では、都市の緑は 30％以 

上が望ましいという記載があったため、その値を参考にした。 

○村瀬委員 

30％という値の分子と分母は何か。 

○緑化公園課 

地域の緑比率、つまり、上空から見た地域の緑の面積比である。 

○村瀬委員 

明石市における過去の数値の推移はどうなっているのか。 

○緑化公園課 

国の「緑の基本計画」が策定されるまでは、調査できていない。しかし、平成８年度の 

データでは明石市の特質（ため池が多いことなど）を含めると約 31％であった。それよりも 

前は不確かなデータであるがその辺りの数値であった。 

○村瀬委員 

この事業は緑化を推進しようという仕事である。しかし仕事の指標であるべき緑の面積比 

の調査が１回しか，しかも１３年も前の調査でしかないのは異常ではないか。推進の達成度 

を常に評価しながら事業のやり方をコントロールすることが大切なことではないか。 

○緑化公園課 

確かに平成 11年度の成果を委員会へお示ししたが、その時のデータが平成８年度時点の 

データを使用しているため、それ以前は詳細なデータがなかったということである。 

○村瀬委員 

先程の回答からは、本事業の目標値がハッキリしていないという印象を受けた。 

では、資料３・Ｑ-12 の回答の後半部分、市民一人当たりの緑の面積は 6.04 ㎡から 7.21 

㎡へと向上しているとあるが、これはいつからいつまでであって、また、目標値はいくらな 

のか。 

○緑化公園課 

おそらく平成 10年度あたりでの年度であり、データは平成 21年３月時点である。目標数 

値だが、国は現状 9.5％で最終目標が 20％、また、明石市での目標は 10％となっている。 

○村瀬委員
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この目標値に近づけていこうという取り組みが緑化推進なのであろうが，前の項目と同じ 

く指標を正しく運用していない。このような仕事のやり方をやっていて有効な費用の使い方 

が出来ているとの説明になるのか。 

○緑化公園課 

公園整備を含めての広い意味での緑化推進であると言える。 

○村瀬委員 

緑のリサイクル事業の実施には費用はどれぐらいかかるのか。市だけが費用負担するのか。 

庭を整備・改築する人は無償でやってもらえるのか。 

○緑化公園課 

そうである。 

○村瀬委員 

一番喜ばれるのは誰か。植木屋さんか。 

○緑化公園課 

庭の整備や改築する時に樹木を提供される市民の方である。 

○村瀬委員 

それは市民約 29万人のうち、ほんの一部分ではないのか。 

○緑化公園課 

そうである。 

○村瀬委員 

一部の人のためだけに税金を使う，そのような事業を毎年続けていていて何の疑問も持た 

ないことを、不思議に思う。 

○米田副委員長 

資料３・Ｑ-17（緑化の推進とは具体的にどういうことか）という質問に対して、ハード 

面の計画とソフト面の計画があいまって緑化を推進していると回答にあったが、ハード面の 

計画は具体的にはどのようなものか。 

○緑化公園課 

まず、 「明石市緑の基本計画」を根本として、新しい公園を作っていくことがメインと 

なっており、公園樹木を増やしていくことが目標であると言える。 

次に、本事業においては市民への啓発を通じて、地域の公園を大事にしていく気持ちを高 

め、結果として緑を増やすことに結びつくというソフト面での取り組みを行っている。 

○米田副委員長 

つまり、都市緑化の推進はソフト面の事業となる訳か。 

○緑化公園課 

予算上の分類ではそうなるが、実際はハード面とソフト面の両方を含んでいる。 

○米田副委員長 

市民と民間との役割分担についてはよく理解できたが、資料①-23 をみると、兵庫県が県 

立明石公園の中に“花と緑のまちづくりセンター”という施設を保有しているようだ。そこ 

では学習園における相談機能が重複しているということはないのか。そこで、県と市では調 

整が難しいと思うが、その相談機能を県に任せてしまうことはできないか。 

○緑化公園課 

まず、お答えとしては、兵庫県の施設がたまたま明石公園の中にあるということである。 

次に、歴史的には尼崎市や西宮市などにも相談機能を持った施設が設置されている。また、 

兵庫県は県民を対象としていることもある。
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また、緑の相談所については、県の施設も一つの相談所という位置付けであると考えてい 

る。市民に身近なところに施設は必要であり、設置されているということが言える。年に１ 

回であるが関西区域の相談所職員が集まり勉強会を設けており、県内では年に２回であるが 

相談業務や運営方法について協議し、相談所間の切磋琢磨を重ねている。 

○米田副委員長 

資料３・Ｑ-19（花と緑の学習園における催事の種類と回数を増やす具体的な取り組み内 

容について）に関連するが、例えば、市民がどのように思っているのかをアンケートしたり、 

あるいは意見を吸い上げるなどの努力は実施しているの。また、予定はあるのか。 

○緑化公園課 

本事業とは直接関連しないが、学習園における一番大きな事業は菊花展であり、そこでは 

アンケート調査を行い、その結果を次の事業内容へも反映させている。 

○米田副委員長 

市民がどのような企画の開催を望んでいるのか調査しているのか。 

○緑化公園課 

年に約 40回開催している講習会の受講生に対して、展示会やどのような催しがいいのか 

という内容も含めて聞いている。 

○古賀委員長 

まず、ソフト事業の評価は非常に難しいと思う。また、単にコストを下げればいいという 

問題ではない。さらに、そのパフォーマンスの測定は難しい。 

本事業の過去３年間の業績については、頭打ちのような印象を受けないでもない。そこで、 

所管課として、業績を飛躍させるための考え方は持っているのか、改善していく方策があれ 

ば教示いただきたい。 

○緑化公園課 

確かに、業績は上がったり下がったりであり頭打ちであると言え、結果的には横ばいと 

なっている。この原因の一つは、事業以外の別の要素として考えられるのが、現在の経済情 

勢であると言え、これにある程度影響を受けているということも指摘できる。 

そこで、事業の支出を抑えて、効率性を高めながら市民の満足度を高めるためには、現状 

で不足している緑の相談員を増やす必要があるということを申しあげたい。現状、相談員が 

足りていないので、満足な活動は出来ていないということである。 

○古賀委員長 

所管課の内部評価においては、事業の効率性や成果の有効性は“可”となっている。これ 

は、先ほど説明いただいた内容を意識した上での評価か。つまり、相談員の問題が残ってい 

るため、控えめに評価したということか。 

○緑化公園課 

かつては緑化公園協会という財団組織の中で、事業費額は別にして、かなりの大きな事業 

を実施していた。それが縮小の一途をたどり、現在の厳しい経済情勢の中、なんとか効率よ 

く運営しようと取り組んでいる訳である。そこでは、数字としての目標や実績を一体どこに 

置いたらいいのか分からなかった。 

○古賀委員長 

コメントとなるが、事業の焦点（ターゲット）や目指す目標を明確にし、実績や努力の跡 

が成果として目に見える形で捉えられるようにして工夫欲しい。 

ソフト事業は幅が広く、どこまで取り組めば満足なのか、コストもただ下げればいいとい 

う訳でもない。目に見えるように分かり易く開示することで、市民へ理解いただく必要があ
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る。本事業からはこのような印象を受けたので、今後、ご検討いただきたいと思う。 

○村瀬委員 

資料３・Ｑ-16（需用費の妥当性）について、メリットがどうであったのかなど、何がど 

れだけ良くなって何が替わったのかという評価がされていない。私は、ソフト事業であって 

も、コストを下げていく活動が必要ではないかと思う。 

○緑化公園課 

需用費の内容が妥当かどうかという質問であるが、我々としては妥当だと考えている。無 

駄な費用はかかっていない。 

○村瀬委員 

当事者としては無駄な費用を使っていないと答えるのは当たり前であって，客観的な評 

価・判断基準にもとづくデータで表しそのデータから無駄がないと証明すべきである。その 

ような数値指標を持っていないことが問題だ。 

資料の中（資料３・①－13）にはアンケートの実施結果のグラフがあるが、調査の手ごた 

えはどうであったか。また、その内容を受けての今後の事業方針をどのように考えているの 

か。 

○緑化公園課 

アンケート結果については市民相談課が集計したものである。その結果を受けては、でき 

るだけ市民のニーズを事業へ反映するような対応を実施している。 

②大久保浄化センター維持事業（下水道部下水道施設課・大久保浄化センター） 

○下水道施設課 

―事業内容の説明（10分間）― 

○井上委員 

私としては必要な事業だと思っている。最終的には、市の財政状況等を踏まえ、事業費の 

低減に努めていただきたい。 

私が注目したのは、薬品の取扱事業者についてである。薬品は法律等に基づき、だれでも 

取り扱いはできないと思うが、できるだけ市内に本店（支店）を持つ事業者から納入すれば、 

一旦市内にお金が落ちることとなる。また、海外の事業者も検討できる余地もあるか・・・。 

コメントとなるが、施設の安全を保ちながらも、価格の低減に努力していただきたい。 

質問だが、業務の各種受注業者については、本店（支店）を市内に置く事業者とそれ以外 

の事業者との比率が 61％という実績だが、この比率をもう少し上げることは難しいか。 

○下水道施設課 

現状 61％であるが、費用を安くあげようとすれば、規模の経済ではないがまとめて 1社に 

安く委託することが考えられる。逆に、市内の事業者の比率を高めるには、業務を小さくし 

て、委託する業務を出す機会を増やすことが必要であり、その価格と比率の適正なバランス 

ポイントを探しながら業務委託しており、今後とも、市内事業者のウエイトが高くなるよう 

な方策を検討していきたい。 

○井上委員 

本店が東京や大阪であれば、当たり前だが本店の管理費を抜かれる訳である。したがって、 

市内に本店又は支店を置くことを入札の条件とするなど、市としてコントロールする努力を 

していただきたい。 

次に、コメントとなるが、硫化水素関連の安全衛生面については、作業員はもちろん市民 

の安全面についてもしっかりと留意しながら、きっちり予算を確保していただきたいと思う。
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○岡野委員 

施設維持に対する費用支出は計画的に執行できているのか。というのも、補足説明資料の 

中には、委託料の変化の主な原因として、 “平成 20年度は計装点検ができなかったので支出 

が減った”という記載があり、やるべきことは実施する必要があるのではないかと考えた。 

○下水道施設課 

実は、イレギュラーな対応をしたためである。つまり、前年度の２月に予定していた入札 

が不調に終わり、年度内に計装点検が出来ないこととなった。そこで、逆に年度が替わって 

から早々に入札を実施したということであった。 

○岡野委員 

次に、施設維持管理に携わる職員の育成についてだが、年齢構成や職員間のレベルもみな 

がら計画的に研修が実施できているのか。 

○下水道施設課 

計画的に取り組みたいと考えているが、なかなか思うようには進んでいない。職員の年齢 

構成や世代間のギャップ等もあり、事業の推進だけで精一杯なのが現状である。しかし、事 

業ノウハウの継承は途切れないようにしていきたい。 

○岡野委員 

そのような問題は施設の安全面にも関わってくるため、まず、職員研修に関する計画を作 

り、きっちりとこなしいくことが重要である。 

○村瀬委員 

資料３・Ｑ-26（処理水量の変化は何に起因しているのか）について、回答の中に雨量と 

の関係の説明があった。そこで、例えば雨量が 10ｍｍの場合、下水の流入量がどのくらい増 

加するのか、降雨の影響により増加した場合の処理費用がどれだけ増えるのかを把握して欲 

しい。処理費用 34円／トンで計算すれば、降雨の影響により増加した処理費用が分かり、 

雨水の混入を防止する費用とのバランスが把握できるのではないか。 

つまり、年間、何トンぐらい流れ込んでいるのか，雨のために何円損をしているのか。こ 

れを検討すれば雨水混入防止の費用をどれだけかければ何年で元が取れるかが分かると思う。 

○下水道施設課 

【特に回答なし】 

○村瀬委員 

この事業で一番多くかかる費用は電気代であり、約１億円かかっている。この費用を年に 

１％低減するという実行度合いはどうなのか。 

○下水道施設課 

省エネに関しては、単位あたりの電力量という形で削減しており、具体的には処理量１ト 

ンあたりの電力量を、年１％づつ削減している状況である。 

○村瀬委員 

毎年継続して削減で出来ているのか。 

○下水道施設課 

削減できている。 

○村瀬委員 

では、電気は照明よりもモーターが多いと思うがどうなっているのか。 

○下水道施設課 

ほとんどモーターとなっている。 

○村瀬委員
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では、モーターであれば力率が関係するのか。 

○下水道施設課 

電気は力率改善で、ほぼ 100％である。 

○村瀬委員 

次に、この事業で２番目に多くかかる費用は汚泥の関係であるが、養父市の新聞記事をご 

存知か。複合発酵増殖プラントを設置し，100 倍の高速バイオ汚泥処理を行うことで、処理 

費用が格段に安価になったということである。つまり、焼却をしなくてもよくなるというこ 

とである。 

○下水道施設課 

【村瀬委員から新聞記事の切り抜きを受け取る、村瀬委員は次の質問へ移る】 

○村瀬委員 

次に、ＢＯＤ※１は何ＰＰＭ※２で排出されているのか。問題は濃度であり、どれくらい 

で放流されているのか。 

○下水道施設課 

ＢＯＤは放流であれば約２ＰＰＭである。 

○村瀬委員 

規制は 600ＰＰＭである。600ＰＰＭ以下であれば法律には抵触せず、自然浄化機能もある 

ので、過剰品質となっているのではないか。つまり、過剰品質であることを是正すれば、薬 

品費も半額ぐらいにはなるのではないか。いい水になり過ぎているような気がする。 

○下水道施設課 

ＢＯＤに関してだが、薬品費は直接的には関係していない。ほとんど変わらない。 

○村瀬委員 

薬品費が安くならなくても，どこかで効果があるはずだ。検討していただきたい。 

処理費用を低減するために、汚水を流す側である市民に対しての啓発はどのように実施し 

ているのか。 

○下水道施設課 

危険なもの。例えば、ガソリン、薬品、油類などは流さないようにと啓発している。 

○村瀬委員 

私も含めてだが、そのような啓発内容が市民にはあまり聞こえてこないように感じている。 

もっとＰＲしてもらいたい。 

○米田副委員長 

チッソ除去率などの処理単価であるが、市内の他の３浄化センターや全国単位で比較した 

場合はどうであるのか。 

○下水道施設課 

全国での比較は分からないが、大久保浄化センターでは高度処理を行っているため、規制 

が厳しくなっており、市内の他浄化センターよりもＣＯＤ※３などは半分ぐらいになってい 

る。

ちなみに、朝霧浄化センターでは基準値が 25％であるのに対して、現状が 10％前後、大 

久保浄化センターでは高度処理という位置付けであり高度な水質を要求されているので、Ｂ 

ＯＤは同値であるが、先ほどお伝えしたように総量規制でＣＯＤは半分になっている。 

また、チッソについては他浄化センターが 40％であるのに対して 20％、リンが４％であ 

るのに対して２％と、ほぼ倍近い差がついている。 

結論としては、他浄化センターの半分以下の数値であるとご認識いただきたい。
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○米田副委員長 

それは所管課として高度処理をしたいということか。 

○下水道施設課 

実は、瀬戸内海へ放流する基準を満たす通常の下水処理ではなく、大久保浄化センターに 

おいてはさらに高度な処理をするとうことで、国からの補助金を受け、砂ろ過や紫外線滅菌 

などの他施設にはない装置を導入しており、下水をきれいな状態にして放流することとして 

いる。 

また、基準値以下で処理することを自ら義務付け、この設備を使うという国の承認を経て 

いるという建設時の経緯から、高度処理を行うということとなっている。 

○米田副委員長 

では、処理単価などは変わらないのか。 

○下水道施設課 

処理単価については、幸い、他浄化センターと比較してあまり変わらない。 

ただ、船上浄化センターは設備が老朽化していることから大きな電化機器が少ないため、 

処理単価が安くなっている。 

また、下水の処理費用は全国平均では 60円ぐらいだが、明石市はそれよりも安く処理で 

きており、ちなみに建設費も含めれば、トータル 156 円か 157 円、その内訳は 120 円か 130 

円は建設時の利息の支払であり、資本費となるもの。運転のための維持管理費は 30円、40 

円であり、トータル 150 円、160 円くらいという認識をお持ちいただきたい。 

○米田副委員長 

全国平均では 60円ぐらいのところ、30円、40円ということは、夜間休日の維持管理を委 

託していることが要素として大きいのか。 

○下水道施設課 

そうである。４万トンクラスの施設では 10 名ぐらいが標準的な人員配置となっている。 

ただ、夜間に備えた点検作業などはあるが、大久保浄化センターでは実質４名で運転して 

いるため、そのあたりの人件費の削減効果が大きい。 

○米田副委員長 

新しい機械に慣れた人でないと運転は難しいか。 

○下水道施設課 

そうである。下水道施設課には現場作業、水質検査、維持管理に携わっている職員が 54 

名いる。その中で大久保浄化センターの維持管理には４名が携わっており、職員の異動など 

で交流があるものの、全体的に高齢化が進んでおり、一番若い職員が 30歳ぐらいである。 

特に、機械・電気職というプラント※４を管理する職員はここ 10年近く採用していない 

ため、人事部門には依頼しているが採用はなく、悲しいかな、全体的に若い職員がいないの 

が現状である。 

○古賀委員長 

業務の実績については、現状の管理体制であれば、ほぼ出来る最大限であると理解してい 

る。恐らく、毎年このような実績が続いていくのではなかろうか。あとはいかに効率的に実 

施していくか。つまり、維持管理費の削減が課題になろう。 

○下水道施設課 

入札の実施も含めてコスト面では安価な方がいいとは思うが、ヒアリング冒頭、井上委員 

からの指摘にもあったが、施設の安心安全を維持する面からは、 “安かろう、悪かろう”で 

はいけない。
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施設の維持管理を一つの製品であると考えると、まず、核となる機能があり、次に、信頼 

性やアフターケアがある訳だが、コスト削減に特化すると、価格面での競争となり、一番削 

減のポイントとなるのはアフターケアの面となる。また、当施設のようなプラントの維持管 

理においては、トラブル時の対応が非常に大切であり、特殊な機械が多いのですぐに代替品 

が手配できるのではない。 

まさに、価格と品質はトレードオフ※５の関係にあり、適正な点をどこに置くのかが悩ま 

しく、探求を続けている。所管課としては、継続して一番妥当な製品を提供する努力をして 

いる。 

○古賀委員長 

最新型はコストがアップすることは分かった。問題は、安全面も含めた上での目標・最適 

な目指すところが抽象的であり、何を目指しているのかが把握しづらかった点にある。 

そこで、施設の安全性も含めて、現状、制約条件の中でどこまで達成できているのか、目 

に見える形でその実績測定ができれば、委員会としての評価もしやすかった。それが事業評 

価の要である。コメントとしたい。 

○下水道施設課 

指標は全国的にみても様々であるが、下水道事業団などの指標も参考にしながら、まずは 

スタンダードを目指すべく、指標を部全体で整備し、定義していきたい。 

また、市民へ広報・ＰＲに欠けていた面もあり、今後は積極的に実施していきたい。 

○古賀委員長 

また、事業内容については、質と量の面から改善状況が分かるようにしておく必要がある。 

○下水道施設課 

その最適点の把握が難しいが、明確にしていく努力を重ねたい。 

○村瀬委員 

先程、価格と品質はトレードオフの関係にあるとの説明があったが、コストを下げること 

は品質が低下することになると短絡的でストレートに考えるのではなく，品質は同レベルで 

無駄なコストを下げるということを意味するのではないか。また、品質は同様でも、工夫次 

第でコストは下がるという信念で民間はやっている訳である。つまり、単なるコスト削減だ 

けではなく、工夫をしてコストを下げる、無駄なコストを下げることが目的である。安かろ 

う・悪かろうは，コストマインドの初歩の段階での戒めで云われることである。 

そういう意味では、約１億円の電気代をエネルギー換算するどうなるか。全体の仕事エネ 

ルギーと投入した電力エネルギーの割合で、その効率性が測定できると考える。このような 

捉え方もしていただきたい。 

○下水道施設課 

電力を 100％投入した際の付加価値はいくらかという指摘であり、そのあたりの視点につ 

いても有効性に係る指標として捉えていきたい。 

○村瀬委員 

民間の発電所ではそのような評価を頻繁に行っている。 

次に、事業の成果は、記載されているＢＯＤの濃度などではなく、例えば民間からの苦情 

内容の評価件数や、赤潮の発生度合いがどうなったという内容が事業目的であり、それが指 

標になるのではないだろうか。 

そういう意味では、海の海洋調査の成績が基準値よりも下回る非常にいい成績であったの 

であれば、調査費用には多額の費用がかかるため点検サイクルを先延ばしし、費用倹約に努 

めるべきではないか。
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また、施設の設備点検においては毎日職員２人が点検に携わっている計算になるが、こん 

なに点検に時間がかかるはずがない。これも民間と比較するなど、安価な点検方法を検討す 

べきではないかと思う。 

○下水道施設課 

村瀬委員から提案された各種指標についても検討し、今後、市民へのＰＲ方法を模索して 

いきたい。 

○村瀬委員 

最後に提案となるが、民間の工場では設備故障に備え、ＴＰＭ（トータル・プロダクティ 

ブ・メンテナンス）※６を行っているが、貴課では採用していないのか。施設を見学した上 

での感想は、 「整理」、「整頓」 、「清潔」 、「清掃」が不十分である。 

○下水道施設課 

現在、計画を検討しているところである。 

○村瀬委員 

ぜひ検討して頂きたい。点検清掃・給油・ましじめ・消耗品の定期点検を行うと、50年は 

施設が壊れない。 

○下水道施設課 

ご意見として承りたい。 

【用語解説】 

※１ＢＯＤ ⇒ＢＯＤとは、BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND の略で、和訳すると生物化学的酸素 

要求量という意味。水の汚濁指標として用いられ、工場排水等の規制項目の一 

つとして重要なもの。 

※２ＰＰＭ ⇒ピーピーエムとは、消毒薬などで使われる単位で、100 万分の１をあらわす単 

位。１PPM＝1/1000000。 

※３ＣＯＤ ⇒CHEMICAL OXYGEN DEMAND の略で、和訳すると化学的酸素要求量という意味。 

これもＢＯＤと同じように水の汚れの度合いを表す値として用いられ、酸化剤 

（過マンガン酸カリウム）を使用して測定する。 

※４プラント ⇒工場設備一式のこと。 

※５トレードオフ⇒一方を追求すれば他方を犠牲にせざるを得ないという二律背反の状態・関係 

のこと。トレードオフのある状況では具体的な選択肢の長所と短所をすべて 

考慮したうえで決定を行うことが求められる。 

※６ＴＰＭ（トータル・プロダクティブ・メンテナンス） 

⇒ＴＰＭ（Total PRODUCTIVE MAINTENANCE「全員参加の生産保全」）とは、社 

団法人日本プラントメンテナンス協会によって 1971 年に提唱された。ＴＰ 

Ｍは、「生産システム効率化の極限追求（総合的効率化）をする企業体質づ 

くりを目標にして生産システムのライフサイクル全体を対象とした"災害ゼ 

ロ・不良ゼロ・故障ゼロ"などあらゆるロスを未然防止する仕組みを現場現 

物で構築し、生産部門をはじめ、開発・営業・管理などのあらゆる部門にわ 

たってトップから第一線従業員にいたるまで全員が参加し、重複小集団活動 

により、ロス・ゼロを達成すること」、と定義されている。 

③公立保育所運営事業（福祉部保育課） 

○保育課
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―事業内容の追加説明（５分間）― 

○井上委員 

前回のヒアリング時において、待機児童が発生するのは、保護者の希望がメインで発生し 

ているというような回答であったが、現在の社会状況を考えると、市としては少子化対策・ 

子育て支援という形で、限りなくゼロに近づけていく取り組みが重要であると思う。 

もう一度確認するが、現状、なぜ 83人が待機児童として発生しているのか。 

○保育課 

待機児童を解消するため、施設整備を進めているが、それにより新たな需要を掘り起こし 

ているということが考えられる。 

○井上委員 

市内の地域にもよると思うが、10年前から比較すると、子どもの数は減っていると思うが 

どうか。 

○保育課 

減少している。 

○井上委員 

子どもが減少すれば、待機児童数も減少するということが当たり前であるように思う。 

先程の説明では、児童受入枠を広げると新たな応募があるということであったが、やはり 

現在の社会情勢を考えると、待機児童数が発生しているというところに対しての何らかの改 

善や是正が必要であり、市はどういった形で取り組んでいるのか。 

○保育課 

市の最重要課題として、待機児童解消に向けての努力をしている。次世代支援育成計画に 

も具体的に記載している。保育所分園の設置や定員の弾力運用、保育の最低基準を守りなが 

ら、市として最大限の努力をしているとご認識いただきたい。 

ただ、現在の社会経済情勢や女性の就労増加などから発生する待機児童については、市と 

しての解消策自体が追いついていないことは、認めざるを得ないことである。 

○村瀬委員 

アレルギーを持つ子どもについてだが、私立（保育所）では受け入れられないのか。つま 

り、数はゼロか。 

○保育課 

そういうことはない。 

○村瀬委員 

私立（保育所）では受け入れられないということがあり得るのか。 

○保育課 

子どものアレルギーによっては、例えば 10 種類もアレルギーを持つ子どもなどは、公立 

（保育所）で受け入れることが多い。 

○村瀬委員 

そういう場合に、大いに公立の有効性が認められるのではないか。では、私立（保育所） 

では受け入れないこともあるのか。 

○保育課 

アレルギーの程度による。何種類ものアレルギーや命に関わるようなものは公立（保育 

所）で受け入れる。 

○村瀬委員 

そのようなケースは何％ぐらいであるのか。
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○保育課 

公立（保育所）では 65名程度を受け入れている状況である。 

○村瀬委員 

私立（保育所）で受け入れないのは、まれなケースであるか。 

○保育課 

私立（保育所）でもアレルギー物質が少ない子どもなどであれば、充分対応できるが、そ 

の数が増えてくると・・・ 

○村瀬委員 

公立（保育所）であれば、どのような子どもでも受け入れるのか。 

○保育課 

原則、どのような子どもでも受け入れることとなっている。 

○村瀬委員 

次に、前回のヒアリングにおいても、公立は私立の規範になるという説明があったが、そ 

の裏づけとなる会議の議事録などはあるのか。つまり、公立の優れた点などを私立へＰＲし 

たことが判るドキュメントはあるのか。実は、あまり積極的にはやっていないのではないか。 

○保育課 

研修の記録や毎月の会議の記録などは特に残していない。また、所長会を毎月開催してい 

る中でも情報提供は行っている。 

○村瀬委員 

ある私立（保育所）では、公立からの情報提供は一切ないと言い切っていた。 

○保育課 

所長会や研修、公開保育などで情報提供している。仮に、情報を受けていないというので 

あれば、所長会や研修に参加していないのではないか。 

○村瀬委員 

これまで所管課から繰り返し説明があったが、公立（保育所）は指導的な立場を担ってい 

ないのではないかという疑問は拭いされない。 

○保育課 

公立（保育所）は指導的な立場ではなく、あくまでも規範という位置づけであるので、公 

立における障害児保育の取り組みなど、私立（保育所）にも参考にしていただくということ 

である。 

○村瀬委員 

それは、精神的な考え方であって、 “方針”ではないということか。 

○保育課 

公私ともにお互いが保育水準を高め合うため、情報提供や研修などを行うこととしている。 

○米田副委員長 

キャリアのある保育士は専門性があるということだが、保育士の身分は明石市の公務員に 

なるのか。また、何名いるのか。 

○保育課 

保育士は明石市の公務員であり、300 人弱ぐらいである。 

○米田副委員長 

全員、明石市の正式な公務員なのか。 

○保育課 

常勤・非常勤の違いはあるが、明石市の公務員である。
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○米田副委員長 

常勤職員と非常勤職員の割合はどうなっているのか。 

○保育課 

すべての公立保育所では延長保育を実施しているため、その部分にはパート職員を配置し 

ている。また、給食調理業務についても、一週間のうち 1.5 日分はパート職員で対応してい 

る。両方併せても、割合的にはごく僅かである。 

○米田副委員長 

基本的には常勤職員で対応できているのか。 

○保育課 

そうである。 

○米田副委員長 

では、職員の平均年齢はどれぐらいか。 

○保育課 

公立（保育所）では 36歳（平均勤務年数は 12年）である。 

○米田副委員長 

やはり、常勤保育士を非常勤保育士に変更することは困難か。 

○保育課 

基本的にパート職員を配置しているのは、延長保育に係る部分であり、このような部分だ 

けは常勤職員だけでは賄えないと考えている。 

(3) 意見交換・全体協議 

① 公立保育所運営事業 

○古賀委員長 

前々回及び前回の議論では、委員会として暫定的に有効性をＡとしていた。今回、所管課 

とのヒアリング行った上での判断について、各委員からの意見をお伺いしたい。 

○井上委員 

総合評価は維持ではなく改善であると思うので、有効性はＡではなくＢとなる。 

待機児童数については、10 年前から少子化が進行している訳であり、こどもが減少して 

いるので減って当たり前ではなかろうか。待機児童数が 83 人という状況は、市としてどう 

改善し、どのような努力をした結果であるのか。所管課は口頭では説明しているが、その裏 

づけとなるデータが分からない。 

○米田副委員長 

市が対応を行い、待機児童の解消については数字的には一応減っている。従来どおりＡで 

結構である。 

○岡野委員 

Ｂとまでは評価しなくてもいいのではないか。待機児童をゼロにすることは現実的に難し 

い。現状のＡのままでいいのではないか。 

○村瀬委員 

近隣の保育園のお母さん方に聞いたが“やはり公立はいい”という方が多く、有効性はＡ 

としてもいい。 

○古賀委員長 

村瀬委員が指摘したように、公立は私立の規範（モデル）になって欲しいという点には対 

応いただくべきだ。
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○村瀬委員 

有効性について多くの一般市民はＡと思っているようだ。 

○古賀委員長 

Ａでいいのではないか。井上委員からは待機児童数はゼロに近づいていないという指摘が 

あり、所管課の努力の跡は口頭での説明しかなく、それをデータで裏付けることはできな 

かったが、それはそもそも難しい作業である。また、その時々の経済状況にも左右される。 

したがって、従来どおりＡとしてまとめたい。 

ただし、公立保育所は私立保育所に対する規範（モデル）になるような、積極的・指導的 

役割を期待されているということを付け加えたい。 

○村瀬委員 

市はただ“規範になりたい”と考えるだけではなく、実際に行動に移すことが重要である 

ことを理解して欲しい。 

② 緑化推進事業 

○米田副委員 

事業の必要性は市が実施すべき法律の根拠があるのでＡとした。実施主体については、事 

務事業評価シートの事業内容に記載のある①から⑤まで、すべての内容を市が実施している 

点についての疑問があったためＢとした。必要性についてはＡとなった。 

有効性は市民の満足度調査が若干充分ではないのではないか、と考えＢとした。 

効率性はこれ以上の実施方法はないのでＡとした。よって総合評価を維持とした。 

○井上委員 

事業開始当時の緑化運動に取り組んだ時代と比較し、現状は変わってきていると思う。緑 

化推進は大事であるが、市民参画により事業費の低減に努めることも必要ではないか。併せ 

て収益事業についても研究・研鑽していただきたい。 

全体として改善する必要性を感じたのでオールＢとした。総合評価は改善となる。 

○岡野委員 

まず、有効性に疑問を持った。現状では一部の人しか受益を受けていない印象である。私 

としては、家の近所の公園に緑がある方がありがたい。単純な発想であるが、そのような活 

動にも取り組んでいただきたい。有効性はＢとした。 

次に、効率性についても色々な手立てがあるように思ったのでＢとした。 

事業の必要性はＡ、実施主体はＢであり、必要性はＡとした。総合評価は改善となる。 

○村瀬委員 

事業の必要性についてだが、所管課からは“もし本事業がなくなった場合について”とい 

う質問に対しては、検討していないという回答があった。また、本事業の恩恵を受ける市民 

がほんの一部分であると思うので、おおいに認められるとまでは言えないのでＢとした。実 

施主体についても、市民へ多少の勉強の場を提供する、市民の意見を集約するなどの役割が 

認められるが、これだけ予算を投入し、講習会などを無償で提供する必要性があるのかと考 

え、Ｂとした。必要性はＢである。 

有効性を測る指標として、最近ようやく古い指標として 30％という数字が出てきている 

状況である。また、緑の推進というが過去の取り組みはどうであったのか、昔からの延長線 

上でやっているのかというような印象さえ受けたのでＢとした。 

効率性についても、 “費用を 20％縮減するとして、どの部分を削減するのか”という問い 

に対する回答がなかった。所管課はあまり事業内容を考えず、単に予算ありきのような印象
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を受けたので、改善してもらいたいと思う。評価はＢとした。総合評価は改善となる。 

○古賀委員長 

事業の必要性はＡとして評価した。市のポリシー（政策）として上げているので、他のと 

ころで実施するのでは趣旨に合わない。 

有効性に関しては、ソフト事業のパフォーマンス（業績）を委員会へ提出されたデータの 

みで評価することは、非常に難しいと言える。果たしてどこまで事業として実施すればいい 

のか。また、データ自体が体系化されていないともいえＢと評価できるかもしれない。しか 

し、業績を見る限りでは、大いに成果があったと評価してもいいのではないか。ただし、私 

はＡとしたが評価結果には拘らない。 

効率性はどこまで予算が必要なのか、また、どこまでできればＡと付けられるのか。ソフ 

ト事業でもあり、その予算配分の良し悪しは分からないのでＢとした。 

したがって、総合評価は維持となる。 

まず、事業の必要性について議論いただきたい。 

○井上委員 

やはり時代背景があるのかと思う。所管課からは、学習園は市の組織の一部であり、事業 

実施の裁量もないため収益事業も実施できないと説明があった。つまり、攻撃的な事業展開 

が出来ない観点からは、市が必ずしも実施する必要がないと考える。 

ただし、本事業が市のポリシーであるということであれば、事業の必要性は必ずしもＢで 

はなく、実施主体についても変更しても構わない。 

○古賀委員長 

先程指摘のあった収益事業については、事業の実施方法の問題であり、有効性や効率性に 

も関わってくる論点である。 

○村瀬委員 

Ａは大いに認められる、Ｂは認められる、Ｃはあまり認められないであり、私は事業の必 

要性をＢと評価しており、認められないとはしていない。 

次に、本事業の必要性がポリシーで決定しているということであれば、約 1,000 の事務事 

業は、すべてポリシーが認められるので、すべて事業の必要性がＡになるのではないか。 

○古賀委員長 

ポリシーというのは、どこに力を入れて進めていくのかという、市としての政策を意味す 

る。つまり、市のコンセプトであり、今の時代の強調したい部分を指し、すべての事務事業 

が該当する訳ではない。時代によってどこに焦点を充てるのかは替わってくる。 

○村瀬委員 

評価の決定については多数決で結構である。 

○米田副委員長 

本事業の実施主体についてだが、基本的には、これまで独立した財団という組織で実施さ 

れていた事業が財団の解散により市に戻り、そして公園課と合併し、現在の緑化公園課の事 

業となっている訳であり、いわば縮小傾向であるにも関わらず、従前からの業務を継続して 

続けていることに疑問を感じていた。 

市の緑化推進を図る方法としては、現状の事業内容を絞ることや民間に任す部分があって 

もいい、という考え方はできるのではないだろうか。 

○古賀委員長 

私は市の政策は大事にしたいし、できるだけ育てていきたい。側面からのバックアップが 

必要ではないかという考えがあった。では、どのような他の実施主体が想定できるか。
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○米田副委員長 

所管課からは、学習園の相談員を増やしたいという説明があった。私は、利用者である約 

2,000 人のため増やすという視点は考え方が偏っているように思われた。 

具体的な想定できる実施主体として、学習の機能を兵庫県に任せてもいいのではないか。 

○井上委員 

委員会へ提出された資料をみるに、当然、所管課の努力は認めているところである。 

しかし、事業の対象者が同一人物であったり、資料の写真をみてもある一定の年齢層の利 

用者に偏っていることが窺われ、そこに多額の税金を投入するのはどうか。あらゆる年齢層 

からもニーズがあり、市としては税金を投入していると強く発言できれば、あるいは適切な 

指標があれば本事業も有効であると考えられる。 

つまり、市内には花屋、植木屋などの事業者も多数ある中、市が事業のすべてに税金を投 

入し一定の利用者に勉強会を開催する現状では、市内事業者も育たないし、今の時代にそぐ 

わないと感じる。 

○古賀委員長 

それではこのようにしたい。 

事業の必要性はＡ。実施主体は必ずしも市が主体となって実施する必要性がそれほど強く 

ないということでＢ。必要性は全体としてはＡとする。 

有効性については、米田副委員長、井上委員、村瀬委員からの意見から、必ずしも時代の 

流れの中では、有効な取り組みができていないため、Ｂとする。 

○米田副委員長 

効率性の評価結果については拘らない。 

○古賀委員長 

それでは、効率性をＢとしたい。総合評価は改善となる。 

なお、市民参加の視点、収益事業の展開、花と緑の学習園機能については県などとシェア 

することを付記事項としたい。 

○各委員 

【異議なし】 

○村瀬委員 

受益者負担の検討についても付記事項に加えて欲しい。 

○古賀委員長 

了解した。 

③ 大久保浄化センター維持事業 

○井上委員 

事業の必要性については大いに認められ、また、市でないと実施できないため、すべてＡ 

とした。 

有効性もＡとした。付帯意見としては、技術者の若手の育成ができていないことから、今 

後も本事業を市が実施するのであれば、人事的なサポートが必要であり所管課の意見を汲み 

上げる必要がある。 

効率性については削減の余地があるため、さらなる努力をしていただきたい。価格低減を 

図るべく市内事業者との調整や薬品の取り扱いを検討いただきたい。Ａに近いＢである。 

したがって、最終的に総合評価を維持とした。 

○米田副委員長
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事業の必要性と実施主体は他委員と同じ様にＡとした。 

有効性については、村瀬委員から過剰な有効性ではないかという指摘もあったが、Ａとし 

た。

問題は効率性であり、どういう目標を持ち、今後どうするのかという説明がヒアリングで 

は確認できなかったが、人員の削減などを進めておりＡとした。 

総合評価としては、特に維持とする必要もないだろうと思い、拡充とした。 

○岡野委員 

必要性と有効性は他委員と同じ様にＡとした。 

効率性については、維持管理に関わる職員も少ないことが評価できる。また、設備自体が 

重たいので維持管理にコストがかかるが、コスト削減も同時にやっていく必要を所管課が感 

じているようであり、Ｂとした。井上委員と同じく、Ａに近いＢだと言える。 

総合評価については拡充まではいかない。全てＡであっても維持であると考える。 

○村瀬委員 

必要性はＡ、有効性も現状の成果からしてＡとした。 

効率性は、大久保浄化センターは非常に優れた設備になっており、昼間だって無人に出来 

ないかというくらいの施設である。Ｃに近いＢである。現状、維持管理には職員が４人関 

わっているが、時々機械の点検をするぐらいであり、もっと効率性を追及できるのではない 

だろうか。また、設備の有効活用にも問題がある。すなわち設備故障が多い。故障させない 

使い方を実行すべきである。 

総合評価は維持となる。 

○古賀委員長 

効率性については、ただ単にコスト下げればいいということではなく、安全性の問題があ 

る。その最適な回答がみつかっていないという意味では、検討の余地があるとも言える。 

むしろ一定のシステム維持には、どこまでコストを低減させればいいのか。トータルでみ 

た事業の質や安全性の問題については、コスト面だけを捉えてのＡ・Ｂ・Ｃ判定はできない。 

委員会からの要望として、さらならコスト面での改善を付記すればいいのではないか。 

オールＡの維持という評価であり、効率性はＡとＢの間ぐらいの評価になろうか 

さて、委員間で意見が割れているのは効率性についてである。岡野委員からは削減可能性 

に関する言及があった。委員会へ提出されているデータとヒアリング内容から判断すれば、 

必ずしもＢとすべき理由が見当たらない。 

村瀬委員の指摘については、付帯意見として書き加えて指摘としたい。委員会決定として 

はＡとさせていただく。したがって、総合評価も拡充ではなく、維持としたい。 

○村瀬委員 

私は安全が無駄だとは思っていない。私たち働くものは人間性尊重の精神から「安全第 

一」、 「安全は全てに優先する」の確固たる信念でやっている。安全が無駄だと云う考え方に 

は絶対に反対である。無駄とは意味のない作業、付加価値のない作業を意味しており、安全 

をないがしろにするような方向性の発言はしていない。 

○古賀委員長 

無駄とはどこまでを無駄と言うのか。やはりソフト事業のサービスには無駄は付き物であ 

る。また、すべての事業にも無駄がある。具体的に無駄の内容を指摘すれば、改善の余地が 

ある。 

○村瀬委員 

具体的には、電気や薬剤の使用料、雨水混入、汚泥処理方法等の事例を挙げた。これに
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よって無駄が減らせるという提案をした。また、ＢＯＤの低減は過剰であるという指摘も 

行った。これらの無駄を改善していただきたい。 

○古賀委員長 

ＢＯＤの低減は過剰であるという指摘はどのような理由からか。 

○村瀬委員 

法律で決められた排水基準に対して、高いレベルでの高度処理を実施していると説明が 

あった。政府から補助金が出たからというような、そういう感覚から説明するようでは無駄 

を排除することが出来るのか。具体的な事例として申し上げたつもりである。 

○古賀委員長 

その指摘については付帯意見として入れたい。薬剤の調達についても様々な考え方がある 

ので決定的な問題点としては指摘しにくい。 

○村瀬委員 

なにも薬品を市内で調達しなくても、安いのであれば世界中から調達すればいい。 

○古賀委員長 

だが、その面だけで評価してもいいものかどうか。明石市内への経済効果も考慮すればど 

うなるだろうか。 

○村瀬委員 

現在、中国からは安価なものが沢山入ってきている。結論として、市場経済の原則から考 

えると、価格は高いが明石市内から調達すべし、という方向性にはならないのではないか。 

これも一つの考え方・意見として申しあげた。 

○古賀委員長 

指摘については具体的に付帯意見として入れていきたい。また、事業の継続という面から 

の若手の育成も重要な視点であるため付け加えたい。 

(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 

したい。 

ここで、次回委員会における会議の公開の取り扱いにつきまして、確認させていただく。 

次回の委員会では、事務事業の評価結果報告書のまとめが予定されているが、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 

本日で事務事業評価に係る所管課とのヒアリングも一通り終了した。報告書の案について 

は、これまでの委員会での協議等をふまえ、委員長の私が作成することとされていた。 

したがって、委員会としての評価結果に係る総括的なコメントや各事業の評価結果を含め 

た報告書（案）として、次回委員会に私の方から提案させていただきたい。 

事務局から何か事務連絡はあるか。 

○事務局 

所管課に対して、委員会からの再ヒアリングの要求はあるか。 

○各委員 

【特に意見なし】



21 

○古賀委員長 

委員会としては、再ヒアリングの要求はしないことに決定したい。 

○各委員 

【異議なし】 

○事務局 

ただし、所管課からの再ヒアリングの要求もあるので、再度所管課へ確認し、後日、次回 

開催日の連絡をしたい。 

○古賀委員長 

では本日の委員会を終了する。 

委員においては、長時間にわたる審議をいただき、感謝したい。


