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第９回明石市行政評価委員会 議事録 

１ 日 時 平成 22 年２月 15日（月） 午後４時 30分～午後７時 35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） 

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 行政評価報告書（事務事業編）について 

２ 行政評価における問題点と今後の取り組みについて 

３ その他 

５ 配付資料 

(1) 事務事業評価結果一覧表〔資料１〕 

(2) 平成 21 年度明石市行政評価報告書（事務事業編）（案） 〔資料２〕 

６ 内容 

(1) 議事１ 

○古賀委員長 

ただいまから、第９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２名の予定であるが現在１名の出席であり、資料配付も行っているこ 

とを報告する。 

○古賀委員長 

本日の第９回委員会は、委員の皆さまにも、事務局から事前に連絡があったと思うが、所 

管課からの再ヒアリングに係る要求がなかったため、今年度、開催を予定しておりました会 

議の最終回となる予定である。 

議題としては行政評価報告書（事務事業編）の審議と、これまで実施してきた行政評価に 

おける問題点などについての意見交換である。 

では、その前に、前回の委員会において議論いただいた事業の評価結果を確認したい。 

「緑化推進事業」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。「大久保浄化センター維持事業」については、必要性がＡ、有効性がＡ、
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効率性がＡであり、総合評価は「維持」となった。 

以上の評価結果と併せて、所管課からの再ヒアリングの要求がなかったことから、これま 

で委員会において評価した１０事業の評価結果が決定した。 

それでは本日の最初の議事は、行政評価報告書（事務事業編）であり、これは、前回まで 

の委員会において、所管課とのヒアリングを経て、事務事業評価を進めてきた結果について、 

まとめようとするものである。 

報告書案については、委員会での協議等を踏まえ、委員長の私が作成することとされてい 

た。本日、報告書案として配布しているので、これに基づき審議させていただきたい。 

それでは、審議に入るが、事前に資料を配布していたことから、委員においては既に眼を 

通していただいていることと思うので、特に詳しいご説明は省略させていただく。 

なお、委員会としての評価結果に係る「総括的なコメント」も、あわせて報告書案に盛り 

込んでいるが、事務事業の「評価コメント」の審議の後で協議させていただく。 

○米田副委員長 

７p・⑧放置自転車対策事業については、最後に、 “今後とも継続すべき事業であると考え 

られる”との記載がある。本事業は必要であるが、突き詰めると、このような事業がないほ 

うがいいのではないかとも思うので、啓蒙活動に努める事はもちろん、というような趣旨・ 

条件で、記載していただきたい。 

次に、⑨緑化推進事業についてだが、８p の３行目で、 “同様な機能を持つ県施設との統 

合や”と記載があるが、実際問題として統合は難しいと思う。 “役割分担”あるいは“任 

す”というような表現はどうか。要するに、重複している事業は、必ずしも明石市で実施す 

る必要はないと思う。 

○古賀委員長 

“役割分担”という表現の方がふさわしいか。 

○米田副委員長 

最後に確認となるが、 “緑のリサイクル事業において、樹木提供者から一部の費用負担を 

検討されたい”という記載があるが、このような意見はあったのか。 

○村瀬委員 

私から、緑のリサイクル事業については受益者負担とすべきと指摘した。花壇コンクール 

の苗木配布も受益者負担とすべきと申し上げた。 

○米田副委員長 

了解した。 

８p・⑩大久保浄化センター維持事業について、 “施設の電気使用料や薬品費などの負担を 

過大にしている面がないか”という記載があり、確かに指摘はあった。しかし、国からの補 

助金を受けて最新の設備を作ってしまった以上、いまさら、性能を落として運転するのは難 

しいのではないかと考える。 

○古賀委員長 

米田副委員長から検討すべき３点の指摘があった。 

まずは、１点目の放置自転車対策事業について、本事業は継続すべきであるが、その裏側 

にある“啓蒙活動も進めていく”というニュアンスの表現を入れるべきではないか。 

２点目は、緑化推進事業について、 “統合”ではなく、 “役割分担”のような表現が適当で 

はないか。 

３点目としては、大久保浄化センター維持事業について、 “電気使用料や薬品費などの負 

担を過大にしている面がないか”という記載はしかたがないのではないか、場合によっては



3 

カットする、表現を改めること。 

以上３点の指摘であるが、まず、１点目については、 “啓蒙活動を進めていく”という趣 

旨の表現に改めればよいか、ニュアンスが出るように表現を改めたい。 

次に、２点目については、 “統合”ではなく“役割分担”という表現としたい。３点目に 

ついては検討する余地がある。国の予算を貰っており、落とすのはどうかという指摘であっ 

た。 

○村瀬委員 

国の予算を貰っているからといっても、それも含めて我々の税金である。もらっているか 

ら仕方ないと考えるのではなく，過大なものは改めて経費節減に努めることは当たり前のこ 

とである。 「何があっても給料が保障される組織は恐ろしい」と言う大阪府知事の言葉を思 

い出す。 

私から「高度過ぎる水質にまで処理する事はもったいない」という指摘を行った。基準が 

600ＰＰＭであるのに２ＰＰＭにまで低減させている。 

○米田副委員長 

ただ、そのような設備となってしまっている。いまさら 300ＰＰＭなどレベルを下げて運 

転するという事はどうか。 

○村瀬委員 

設備の構造で水質のレベルが決まるのではなく，水処理の循環回数や副資材の使用量に 

よって高度処理となる。妥当な処理によって費用が安くなるのであれば実施すればいい。コ 

スト低減ができないのであれば改善の必要はない。 

○米田副委員長 

そうすれば国から怒られるのではないか。 

○村瀬委員 

そうだろうか。国と約束した基準以内であれば，どこからも苦情はないはずだ。法律どお 

りにすればいいのではないか。 

○事務局 

実際には、所管課に確認を取れていないのが実情である。ただし、国からの補助金を貰う 

ためというようなことではなかった。再度、事務局から所管課へ確認する。 

○井上委員 

所管課は、ある程度のスペックのもので国へ補助申請し、それで品質の優れた設備を業者 

から購入してしまったかもしれない。また、大概の場合、業者の本社が東京にあるなど、少 

なくとも明石市内の業者は少ないと思われる。そこで、入札においてメンテナンスの一部を 

市内業者とタイアップするなど、市内業者の受注率・金額がアップするような仕組みを作っ 

ていただきたいと思い、発言した。 

○村瀬委員 

私はそれに反対の意見を申し上げた。 

明石市内の業者が有利になるということは、市の負担を増やしてまでもやれということか。 

それならば本末転倒だ。市内でも、東京でもアメリカでも、安価なものを購入すればいい。 

同一価格であれば市内から購入すればいい。 

市内業者を過保護にしてしまい育てることにはならない、改善の意欲をそぐことにはなら 

ないかという意見を申しあげた。市内の業者の競争力を高める方向に導いてあげるべきだ。 

市としては安価なものを買えばいい。税金を払う側からみればどうかということだ。 

○古賀委員長
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井上委員の指摘は、仮に多少高くても市内業者から購入すれば、経済の活性化を図れるの 

ではないかということであり、コストをみるかベネフィットをみるかの議論である。 

○村瀬委員 

私はバランスの問題であると考えるし、税金を安くしてもらいたいと考えている。市内業 

者に優先発注することで、市内業者が本当によくなり経済の活性化が図れるのかどうかは深 

く考えることが必要であり、甘やかすことになりはしないかを先に心配すべきである。 

○岡野委員 

難しい問題であると思う。企業グループなどの場合でも子会社からの発注などが想定され 

るが、個人的には、市内業者を最優先ではないが、少しのアドバンテージを与えてあげると 

いう観点はいいのではないかと思う。 

○村瀬委員 

私は明石市内の業者を競争力の高い企業に育ててあげればいいのではないか、と考えた。 

○古賀委員長 

この件に関しては報告書案の中で記載しにくい。 “過大にしている面がないか”という程 

度でトーンダウンさせて表現している。できればこの表現で通していただきたい。 

○村瀬委員 

若干、議論が横にずれているように思われる。 

当初、排出する水のスペックが過剰品質となっているので、費用が掛かり過ぎているとい 

う議論であったはずだ。 

○古賀委員長 

ただ、過剰品質かどうか、それに対しての因果関係が明確ではない。 

○村瀬委員 

私は現地調査も行い，事実を多く把握した上で提案している。 

○米田副委員長 

この表現で合っているのではないか。 

○古賀委員長 

事業において、過剰処理しているのであれば、改善を検討していく。報告書案としては、 

この表現でどうか。 

○事務局 

所管課からの説明では、実際に基準値以上の処理は行っているが、薬品代等には余分の費 

用は掛かっていないということであった。 

○古賀委員長 

それでは、この表現にさせていただく。米田副委員長からの３点の指摘は以上のような取 

り扱いとさせていただきたい。 

○村瀬委員 

各事業ともに、かなりの部分において、 “随意契約から一般競争入札に切り替えるなどコ 

ストダウンが図られている”という良い表現での評価の記載が見受けられる。私は、一般競 

争入札が建前ではないかと思っていた。なぜ、いままで随意契約だったのか、疑問である。 

今のままでは、外部評価としては表現が柔らかすぎる。 

なぜ、一般競争入札導入がこんなに遅くなっているのか。一般競争入札が当たり前のこと 

ではないのか。随意契約でなければ成り立たない背景があったが、工夫や知恵を出すことに 

よる努力の結果から、一般競争入札に替えることができたのならば良い表現の評価をしても 

よいと思っている。したがって、従来の慣習である随意契約からようやく切り替えたことは、
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遅きに失したと批判すべき事項ではないか。 

○事務局 

村瀬委員指摘のとおり、今の時代では当たり前のことと捉えられることではある。明石市 

としても、何年も前から取り組んでいる内容であり、ようやく昨年度に実施できたと考えて 

欲しい。 

○村瀬委員 

そうではなく、なぜ、昨年度なのかということである。つまり、なぜ、遅くなったのかと 

いうことである。 

○事務局 

ただし、これまでの議論の中では、以前からも取り組んでいたという内容であったように 

思う。 

○村瀬委員 

たとえ、そうであったとしても報告書の中で取り立てて誉めるべきではないと考える。遅 

れたと謝らなければならない。昔から、一般競争入札を優先するような規定はあったはずで 

ある。 

○事務局 

地方自治法上には、一定の範囲内での随意契約を認める規定がある。その範囲内でやって 

いたのを、徐々に一般競争入札に替えてきたということである。 

○古賀委員長 

この内容については、来年度以降の取り組みのあたりで提言いただきたい。 

○村瀬委員 

再度意見として申し上げるが、委員会の評価として、今年度の報告書の中に一般競争入札 

に切り替えたことを誉める項目として記載すべきか。 

○古賀委員長 

改善されたという意味で、当然のことであると考える。 

○村瀬委員 

一般競争入札に変更したことだけでＡ評価となっているが，その評価は非常に甘い。 

○古賀委員長 

ただ、取り組みの一つとして評価してもいい。 

○村瀬委員 

こういう文章では、市民からの納得が得られないのではないか。 

○古賀委員長 

これまで当然の事ができていなかったが、それが実施でき、成果が出たため評価するとい 

うことである。 

○村瀬委員 

当然の事が“やっと”実施できたということがなぜ良い評価が与えられるのか、疑問であ 

る。 

○古賀委員長 

当然の事であっても、改善していこうという取り組みである。具体的な成果として表れて 

いるから評価するということである。 

○村瀬委員 

一般競争入札に切り替えたことを“よし”と評価するのでは、委員として甘い評価をした 

なということにはならないか。甘めの評価をすることは，緊張感を持たせることが出来ない
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ことはもちろん，行政の体質改善のお手伝いができないことともなる。 

○古賀委員長 

それだけではない。他にも理由がありＡとした訳である。 

○村瀬委員 

例えば、市議会では一般競争入札が当たり前ではないか、と指摘する議員もいるはずだ。 

○古賀委員長 

元々、当たり前の事を当たり前にやれていなかったことが問題であって、それを糾すのが 

行政評価である。 

○村瀬委員 

やはり、誉めるべき項目ではないと思う。納税者としては、これをどう考えればいいのか。 

理解が得られないと思う。 

○古賀委員長 

それでは内容を検討することとしたいが、表現の仕方がこれ以外にはない場合には、これ 

でご了解いただきたい。 

○村瀬委員 

①情報化基盤整備事業については、４つほど付帯意見を指摘しないといけない。 

１つ目としては、市民サービス向上という視点からのアウトカムについてである。具体的 

には、ダウン率だけの評価指標ではなく、情報化基盤整備によっていかに職員の仕事がやり 

易くなったか、いかに市民の利便性が向上したかというモノサシを設定すべきということ。 

２つ目としては、市の職員も、そのすべての業務効率向上の指標を設定すべきであるとい 

うこと。例えば、市民相談窓口の使い方の内容、市民病院講座の案内、総合福祉センターの 

掲示など、職員も有効に利用されていない事実があるなど具体的な問題がある。 

３つ目としては、情報がうまく市民に使われていない原因を所管課の理解ではＩＴリテラ 

シーの問題としてかたづけていたが、ＩＴリテラシーとコンテンツの両方を上げること。 

４つ目としては、システムを使い易くするため、市民と職員の意見をどんどん聞くこと。 

広報課とタイアップ・協力すること。 

以上の内容を指摘したはずである。 

○古賀委員長 

報告書案の中に全てを網羅し、反映している訳ではない。代表的な箇所を指摘している。 

細かいことを全てあげる事は、報告書としての体裁上、妥当ではない。 

○村瀬委員 

たとえＡであっても、付帯意見を付けることは委員会で何回も同意していたはずである。 

報告書の体裁よりも行政の体質改善を優先すべきである。 

○古賀委員長 

報告書の記載スペースの問題もあるが、ご指摘の点も含めて、どこまで入れられるか検討 

させていただきたい。 

○村瀬委員 

情報管理課という所管課に指摘内容が伝わらなければ、何にもならない。現状では事務局 

である行政改革課の職員が聞いているだけである。 

○事務局 

委員会からの付帯意見・指摘事項については、これまでの委員会議事録等を通じて所管課 

には充分理解していただいている。また、所管課においても改善出来る事はすぐに取り組ん 

でいる。
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○村瀬委員 

委員会の総意として指摘した内容であり、報告書に盛り込むべきである。私個人のみの意 

見ではないはずだ。 

○米田副委員長 

村瀬委員が指摘する趣旨は、４項目が独立している訳ではないが、報告書案に趣旨が入っ 

ていると思う。 

○村瀬委員 

報告書案に趣旨が入っているとしても，全体的にその内容が抽象的になれば、所管課の受 

け止め方もかなり異なってくる。所管課は弁明に終始していたので，具体的な４項目の事実 

を指摘しないと伝わらないのではないか。 

○古賀委員長 

個別問題を羅列して書くのには限界がある。報告書としては、集約した形で書かざるを得 

ない。問題は、その改善指摘事項の趣旨が生かされているかどうかであり、村瀬委員の指摘 

については、充分に反映されていると思う。 

これは、コミュニケーションとしての手段の問題である。報告書としては、ある程度体系 

立てられ、要約されていることが必要であり、論点で一番大事なことで知りたいことは評価 

結果であり、細かい事は多くの人は読まない。 

したがって、村瀬委員の指摘については、別の形で所管課へメッセージとして伝える必要 

があるように思う。 

○村瀬委員 

委員会の機能として求められていることは、市外部から、具体的な改善項目を指摘して欲 

しいということではないのか。一方、所管課にはしっかりと報告書を読んで受け止めていた 

だく必要がある。 

○古賀委員長 

現状の報告書案においても必ずしも抽象的ではなく、村瀬委員が指摘する内容は反映され 

ていると考える。 

○村瀬委員 

この報告書の記載内容は通常の心がけ的表現であり，どこへ持って行っても当てはまる常 

識的な文面である。所管課はさーと読み飛ばして何の反省点もなく改めようとはしないので 

はないか。所管課に多くのインパクトを与えなければ評価したことにはならない。 

○古賀委員長 

では、報告書の作り方も含めて、後ほど、引き続き議論いただきたい。 

○村瀬委員 

了解した。 

○井上委員 

４p・②市税賦課徴収事務事業について、 “専門職員の育成や配置の検討”という表現であ 

るが、所管課は、 “人事サイクル”という表現を使っており、そのほうが分かり易い。 

併せて、８p・⑩大久保浄化センター維持事業について、 “適切な人員体制について検討す 

べきである”と記載があるが、若手である新規職員が採用されていないということであった 

ので、人事採用という単語を入れて欲しい。 

さらに、６p・⑦観光振興対策事業について、所管課がデータを取って“個々のイベント 

等が観光客の増加等にどのように結びつくのか”を検証する訳だが、所管課が検討するだけ 

ではなく、観光協会など関係団体との検証も含めてというように記載いただければ、報告書
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としての深みが増すと思う。 

○古賀委員長 

井上委員からの３点の指摘事項については、その趣旨を表現として入れたいと考える。 

○井上委員 

先ほどから議論されている内容であるが、「維持」という評価と「改善」という評価があ 

るので、ボリュームの問題となるが、例えば、 「改善」では項目立てて記載するような配慮 

も取り入れてはどうか。 

また、総括コメントに取り入れて欲しいフレーズとしては、 「市民参画」 、 「収益事業」 、 

「職員の人事問題」、「職員の意識改革」、「社会ニーズ」 、 「情報発信」がある。 

○村瀬委員 

②市税賦課徴収事務事業については、 “効率化とコスト削減が図られていることが認めら 

れるものの”という記載がある。本事業には約 90 人の職員が携わっているが、効率性は全 

く認められないと思う。 

また、 “市税の適正な賦課”という表現があるが、それができていないからこそ、約２億 

円もの金利を支払っているようだ。適正な賦課とは言えないのではないか。 

○事務局 

適正な賦課は、修正申告とは別の話であって、実際には届いた書類をきちんと処理してい 

るため認められると思う。 

○古賀委員長 

“効率化とコスト削減が図られている”というのは一部の業務委託が実施されていること 

を指している。 

○村瀬委員 

それは当たり前の事、当然であると思う。 

○事務局 

委員会の中で、報告書案以上のプラスアルファがあれば、コメントとして入れていただい 

て結構である。 

○岡野委員 

２p・４行目、 “再ヒアリングを実施することとした”とあるが、実際はなかった。 

しかし、例えば、コミュニティ推進室や保育課などは追加資料の提出や再度の説明をお願 

いした訳であり、その内容をプロセスとして記載すべきである。 

○古賀委員長 

岡野委員の指摘については、追加で記載したい。 

○村瀬委員 

私は“評価方法”のところでも指摘がある。 

中ほどに、 “民間委託を導入するなど”という文言があるが、市の仕事を効率的に実施す 

る糸口としては、業務の民間委託、仕事内容の見直し・工夫、アウトカムの向上などがあり、 

民間委託オンリーではない。ただし、効率的にするには仕事のやり方の見直しすることが、 

一番最初に来るべきではないのか。 

○古賀委員長 

それでは、 “業務内容の見直し・検討”を“民間委託を導入する”の前に入れさせていた 

だく。 

○村瀬委員 

“想定される論点の事前整理を行うこととし”とあるが、我々委員はそれぞれ勝手に質問
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していたように思う。具体的に事前整理をすることはあったか。 

○古賀委員長 

事務局において、所管課から回答いただいた回答の一覧表を作成し、委員会へ提出したこ 

とを指している。 

○村瀬委員 

事前に一覧表を配布したことをいうのか。委員が質問打ち合わせ会などを開催した上で、 

当日、委員会で質問したというように誤解されないか心配である。 

○古賀委員長 

村瀬委員の指摘を受けて、表現を訂正したい。 

○岡野委員 

各事務の評価コメントの付帯意見については、基本的に、文末は“～すべきである”とい 

う表現に統一すべきと考える。 

次に、⑧放置自転車対策事業については付帯意見がなかったのか、確認したい。 

○事務局 

放置自転車対策事業についてはなかった。 

○村瀬委員 

なお書き以降の付帯意見は報告書のメインイベントである。なお書きを表に出したかった。 

○古賀委員長 

文末表現については統一する必要があるのか。 

私は若干ニュアンスの違いがあると考えている。 “～すべきである”という場合は絶対問 

題があるので、必ず改善する必要があるということである。 “～いただきたい”は、できれ 

ばというような願望的、そこまでできるかわからない、相手があるものという場合であり、 

ケースバイケースで使い分けている。 

このあたりのニュアンスについては、事務局と相談して検討させていただきたい。 

○村瀬委員 

③コミセン管理運営事業では、事業の成果が参加人数だけであったが、約３億円という事 

業費を掛けるのであれば、もっと具体的な成果指標を設定すべきである。 

また、 “これまで随意契約であったコミセンの機械警備を一般競争入札により”となるが 

本当に小さい内容を取り上げているが、他に誉めるところがなかったのか。 

さらに、文化芸術部との連携をして、コミセンを充実させて欲しいという表現は必要ない 

か。

他に、コミセン職員の効率化や地域によるアンバランスの是正・改善という内容の指摘も 

していた。 

○古賀委員長 

全ては反映できないが、できるだけ入れるようにしたい。 

○村瀬委員 

是非、報告書から読み取れるようにして欲しい。 

○事務局 

評価コメントについては、ＡＢＣの判定を裏付けるものとして入れている。 

例えば、Ｂは認められるのであり、その理由・論拠を報告書に記載している訳である。 

なお書きについては、総括コメントに記載があるが、 “評価の過程で各委員から出された 

意見等で評価に反映しきれなかったものについては、付帯意見として評価コメントに記すこ 

ととした”としている。
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○古賀委員長 

事業の評価結果とその理由付け・論拠が一番重要であり、付帯意見は必ずしも報告書の目 

的ではない。どうしても表現的に好ましくないという意見があればうかがう。 

○村瀬委員 

報告書案全体の構成については理解した。 

しかし、コミセン管理運営事業のなお書きについては、①文化芸術部との連携、②約３億 

円の費用を使っていて、アウトプットは人数だけでは寂しいこと、③地域によってコミセン 

の利用率に３倍の差があることを入れて欲しい。 

○事務局 

コミセン利用率の偏りについては、所管課からヒアリング時に説明があったと思う。 

○古賀委員長 

成果指標のあり方とも関係している。次年度以降の取り組みの中でも議論していただきた 

い。

それでは、報告書案については、委員からの修正点を踏まえ、 「総括コメント」を除き、 

提案どおり報告書としてまとめていきたいが、異議はないか。 

○各委員 

【異議なし】 

○古賀委員長 

続いて、 「総括コメント」について議論していきたい。 

○岡野委員 

“成果指標の設定が不十分なため、評価の参考にならない事業もあった”とあるが、この 

内容は、全事務事業に向けてのメッセージとして記載すべきではないか。 

○村瀬委員 

“所管課からは理念や概念的な説明が主となり具体性・明確性に欠けていたため、事業に 

よっては、 ”という文言と“岡野委員から指摘のあった２点を考えると、ある事業はよかっ 

たけど、ある事業はなかった、と言う意味になる。10 の事業の中で具体的な指標があった 

だろうか？すべて不適当であったと思う。今回対象の事業では，インプット，アウトプット， 

アウトカムを正しく設定して評価したものは全くなかった。強いてあったと言えば、⑥廃棄 

物広域処理事業のアウトカムであるかと思うが、それでも合格点にはなっていない。 

○米田副委員長 

私の考えでは、委員会として例えば有効性をＡとしている事業があるので、 “事業によっ 

ては”という表現としていると考えた。 

○村瀬委員 

ＡＢＣ評価をすることの関係はともかく、正しいアウトカムを設定していた事業はあった 

のだろうか。 

○事務局 

最終、委員会としてＡ評価とした部分もあり、その結果が報告書案となってきている。所 

管課はヒアリングを受けて、指摘の内容を充分に理解し、改善に取り組んでいる。 

○古賀委員長 

限定された中で評価し、委員会として判断せざるを得ない。つまり、制約がある中で議論 

するので、所管課から提出された成果指標も満点だとは思わない。 

○村瀬委員 

我々は行政の細かな仕事内容まで立ち入っていないので，それぞれの事業について成果指
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標を何に設定するかの提案まではできない。しかし、所管課は仕事の当事者であるのだから、 

この事業は何を目指して取り組んでいるのか、自分達の仕事の生きがいは何なのかを真剣に 

考えて成果指標として設定していただきたい。これは税金を預かっている人の責務である。 

そのようなこともしない人に仕事を任せてもいいのだろうかとさえ思う。 

○古賀委員長 

村瀬委員の意図は充分に所管課へ伝わっていると考える。 

○井上委員 

当然、市の予算執行は最終的に議会の承認を受けたものであり、このことは市議会議員へ 

も厳しく受け止めていただくもの、認識を持っていただくものと考えている。 

○村瀬委員 

そういう意味では、事業の必要性はポリシーで決まったものばかりと言えるのではないだ 

ろうか。必要性を委員会で評価することが役目なのか、疑問が常に付きまとっていた。 

○井上委員 

総括になるかどうか分からないが、全事業の必要性がＡで良かったと考えている。 

○村瀬委員 

それは逆に言えば、ポリシーで決定しているからとも言える。 

○古賀委員長 

ただ、ポリシーで決まっていても、外部の目で見て、改めて判断する必要はある。それは、 

行政評価の取り組みは事業仕分けではないからである。 

○村瀬委員 

市として必要性があるということで、約 1,000 近い事業が展開しているのであり、必要性 

がないという評価は、明石市市政ガイド（あかしシティナビ）を否定することになる。 

○古賀委員長 

ただし、事業の開始から時間が経過し、必要性が薄れている事業もある。よって、全てが 

ポリシーとして戦略的に実施しているのではない。 

○村瀬委員 

もう１点、 「総括コメント」に追加して頂きたいことがある。所管課は事業に係る沢山の 

数値データを保有しているが、そのデータを統計的に分析・解析し、将来の行動に役立つ指 

針となるように、有効活用して欲しいということである。そうすれば市民の声が把握でき、 

どこに力点を置くかが判断できる。200 年前に生きたナイチンゲールもそう指摘している。 

現状ではデータ自体がもったいない。観光振興対策事業、休日・夜間救急診療事業、緑化推 

進事業、市税賦課徴収事務事業ではデータが埋もれて有効活用されていない。 

○古賀委員長 

それは、 「総括コメント」の最後の２行に書いている内容でもある。 

○村瀬委員 

では、②市税賦課徴収事務事業についてだが、従前、 “仕事のやり方について、望ましい 

目標時間でやっているのか”という質問に対して、 “納期だけがある”という回答が所管課 

からあった。100 年前に生きた、フレデリック・ｗ・テーラーは※ワークメジャーメントを 

持ってやれという指摘をしていた。これを一つ入れたい。 

※参考：用語解説【ワークメジャーメント】 
「時間」はコストの発生要因として、ワークシステムの達成目標として、また計画・ス 

ケジュールの基本的要素として、きわめて重要な「測定原器」である。ワークメジャメン 
ト（ＷＭ）は、この「時間」を総合的に活用、適用する技術体系である。
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○古賀委員長 

最後の２行の中で反映しているとご理解いただきたい。 

○村瀬委員 

それでは伝わらないだろう・・・ 

○古賀委員長 

村瀬委員の熱意はよく伝わってくる。 

それでは、 「総括コメント」については、指摘の全てが必ずしも網羅できてはいないが、 

原案を報告書として記載することとしたい。 

○各委員 

【異議なし】 

○古賀委員長 

以上で、報告書案が全てまとまった。今回の委員会での議論を受け、修正点を反映させた 

上で、各委員へ報告書案を送付し、確認していただくこととしたい。 

また、今後、この報告書が完成した場合は、指定管理業務に係る評価結果報告書と併せて、 

２月下旬を目途に市長へ提出することとなるが、具体的な提出時期・方法などは一任いただ 

けるか。 

○各委員 

【異議なし】 

○古賀委員長 

ここでいったん休憩時間を取りたい 

○各委員 

【休憩】 

(2) 議事２ 

○古賀委員長 

それでは、議事の２番目に掲げられている「行政評価における問題点と今後の取り組みに 

ついて」に入る。 

ここでは、今年度、実施してきた行政評価を振り返り、問題点の抽出や今後の取り組みに 

向けての意見交換をさせていただく。意見交換の進め方については、「事務事業評価」と 

「指定管理業務評価」及び「その他」に分けて進めていきたい。各委員におかれては、原則 

として自由に意見などを発言していただきたい。 

○井上委員 

評価対象事業については公平公正に選定しているが、明石市の裁量では元々議論の余地が 

ない国庫補助などの事業は、事務局において、選定前に一定の枠を設けることで除外しては 

どうか。 

原価設定においては、作業者の投入時間（工数）と設備の投入時間の正確な予測が必 
要とされる。実績原価の把握においては、実績投入時間の正確な把握が必要である。操 
業度計画においては、予想される負荷を時間の単位に換算して、持ち工数（作業者）、 
持ち時間（設備）との差異を確認して、負荷と能力の差異の対策立案を作成かつ実施す 
る。生産性の測定、評価においては基準時間（標準時間）に対する投入時間の比率（パ 
フォーマンス）を測定する。 

一般的には、まず有るべき姿の「標準時間」を設定し、その達成度をパフォーマンス 
評価する（現状の実力値）。このパフォーマンスを向上する数々のアクションを通じ、 
生産性の向上と、原価の低減を目指す。一方、パフォーマンスで評価された「現状の実 
力値」に基づいて、操業計画、生産計画、単価設定等を行うこととなる。
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○古賀委員長 

その件については、事務局で予め事務事業評価に馴染まないものを省いていることと思う 

が。 

○井上委員 

現状よりも、さらに“しばり”をかけてはどうかという意味である。 

○事務局 

具体的には、補助金等が付いている事業の全てを除外するということか。 

○井上委員 

全てが除外となるのはどうかと・・・ 

○事務局 

国庫補助があっても、国負担が半分、県と市が 1/4 づつなど、事業によって随伴部分や金 

額が異なっており、様々である。 

○古賀委員長 

その場合、必要性という意味からは議論する余地が少ないと思われるが、有効性や効率性 

の観点からならば検討できると考える。例えば、今回評価した廃棄物広域処理事業や緑化推 

進事業については、市の取り組みとして必要であるため、必要性を評価しづらい。つまり、 

認めざるを得ない。 

○井上委員 

そのいずれかであると思う。これまで通りの選定方法であれば、1,000 の事務事業全体を 

通して選定できる。しかし、国・県の補助率が高く市で事業内容の改善を議論しても、直接 

反映できないようであれば、説明する職員自身が苦慮することとなると思う。 

○古賀委員長 

井上委員からの指摘も踏まえ、できるだけ評価対象の選定に当たってはさらなる検討を行 

いたいと思う。 

○村瀬委員 

事務事業評価に馴染まない事業は選定しないということであれば、市長が実施を指示した 

事業はどういう扱いとするのか。また、それはポリシーとは異なるのか。 

○古賀委員長 

市長或いは議会において一定の事業の方向性が決定したのであれば、それは戦略的なポリ 

シーであると言え、事務事業評価には馴染まないと考えている。 

○村瀬委員 

では、緑化推進事業については誰のポリシーで実施の決定をしているのか。 

○古賀委員長 

例えば、コミセン管理運営事業であれば、目的の妥当性と言う意味から協働のまちづくり 

の提言を受けて、と事務事業評価シートには記載されている。 

○村瀬委員 

そのような内容であれはどの課にも当てはまるのではないだろうか。全て市長が事業の方 

針を立て、それを組織として順番に指示を下して行っているのではないか。 

○事務局 

確かに政策的に実施している事業はいくつかある。例えば、現在、市として野球を通じた 

まちづくりを政策的な観点から進めているため、今年度は県立明石球場でプロ野球のオープ 

ン戦を誘致し、実施したことが挙げられる。 

○村瀬委員
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そうであるならば、我々委員会としてはそういうことを事前に承知した上で、評価対象事 

業を選定しなくてはいけないということになる。 

○事務局 

事務事業評価シートをご覧いただければ判る内容だが、ちなみに、緑化推進事業について 

は、第４次長期総合計画の中で、機能的でゆとりとうるおいのあるまちという政策の、都市 

緑化の推進という施策という位置付けとされている。確かに、市として優先的に取り組んで 

いることには間違いない。 

○村瀬委員 

私は、全ての事業が総合計画から展開されているものであると理解している。 

○井上委員 

市長がポリシーで決定した事業は評価しないということではなく、そういう事業こそ、第 

三者からの評価が必要ではないか。やはり、市長は市の最高機関であり、そこで決定された 

事業がうまく遂行されることを私も当然期待しているが、委員会は第三者的な立場であり、 

評価として意見を述べるべき機関でもある。 

○村瀬委員 

井上委員の指摘については、事務事業レベルの評価ではなく、戦略的な評価であれば当て 

はまるであろうが、委員会で実施しているのは事務事業レベルの評価である。 

○古賀委員長 

市には、敢えてコストが掛かっても実施しなくてはいけない事業がある。市が意図的に、 

政策的に実施する事業がそれに該当する。そのような事業を委員会の議論の俎上に上げるの 

は適切であろうか。つまり、それは委員会でやるべき議論かということである。 

○井上委員 

市のポリシーで開始した事業であっても、市の職員が指摘できない点はあるはずである。 

つまり、そのような点を第三者的な立場から指摘・提言することを含め、すべてが行政評価 

の取り組みと言えるのではないか。 

○古賀委員長 

果たして、そこまでの役割を委員会が持てるのか。私はそこまでは期待されていないよう 

に思う。 

○村瀬委員 

委員会は事務事業を評価するのであって、その上の政策や戦略を評価するのではないと聞 

いている。 

○古賀委員長 

市のポリシーで実施する事業については、必要性の面での評価が難しい。つまり、必要性 

がないとは言えないだろうということである。ただし、有効性や効率性を評価する事はでき 

る。そういう意味で、そのような事業を敢えて選定するか、他に、評価対象として適当な事 

業があるのではないかと考える。 

○村瀬委員 

当初の事務局案では、職員費、公債費、償還金など性質的に事務事業評価に馴染まないと 

いうものは除くということだが、こういう項目に委員会として手を付けないのではなく、例 

えば、職員費であっても評価の対象とすべきではないか。 

○古賀委員長 

そういう項目は、事務監査などの別の視点から費用の妥当性について検証すべきで項目で 

あり、そこまで委員会は関与できないのではないだろうか。
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○事務局 

事務事業評価の対象は予算の細事業単位であり、例えば、人件費であれば事業ごとに付い 

ているので、全体として議論しなければ余り意味がないということで除外しているものであ 

る。 

○村瀬委員 

例えば、市税賦課徴収事務事業には現状 92 人もの職員が携わっているが、本当に必要な 

のか検証できなかった。 

○事務局 

その点については、もっと別の手法を採用するなどコストダウンできないか、という効率 

性の観点から評価いただいたと考えている。 

○村瀬委員 

ただ、当初、委員会で使用した評価対象事業を選定した一覧リストから、各事業の人件費 

は除かれていたのではないか。私としては、人件費も入れたリストから評価対象事業を選定 

すればよかったと思う。 

次に、地方交付税交付金なども評価の対象とすればいいのではないか。 

○事務局 

地方交付税交付金は歳入科目であり、評価の対象となってこない。 

○村瀬委員 

それも廻りまわって私達の税金であるが。 

○古賀委員長 

私の希望としては、所管課が事務事業評価シートを作成するに当たっては、事業の具体的 

な目標をしっかり記載していただきたいと考えている。つまり、具体的な目標・課題に基づ 

き、それに対してどこまで実施できたのか、また、状況が変化しているならば、なぜできな 

かったのかが把握できるように、指標を設定していただきたい。その指標自体があいまいで 

あれば、その実施結果もあいまいとなり、余り意味がなくなってしまう。さらに、評価に当 

たっての参考データとしては、各事業に対する市民満足度が最低限必要なデータとなる。 

次に、各事業で必要とされる指標はどのようなものか、どこまで必要とされるのかについ 

てだが、所管課が明確に設定できるように行政改革課がリードするなど、委員会として評価 

しやすい指標の設定に努めていただきたい。今回も再ヒアリングや追加データの提出を求め 

たが、それも指標のあいまいさに起因する部分が大きい。 

事務事業評価においては、事業として具体的に何をやろうとしているのか、そのプロセス 

の把握が非常に大事である。指標が明確になれば、所管課のプレゼン内容がよく分かるだろ 

うし、また、委員会としても自信を持って評価できる。 

○村瀬委員 

委員長からの指摘は、評価対象ではなく評価の基準についてか。 

○古賀委員長 

そうである。先に指標のあり方を含めた評価のあり方について指摘した。 

○村瀬委員 

では、評価対象の議論に戻りたい。 

例えば、明石クリーンセンターでの焼却灰の処理については、廃棄物広域処理事業の評価 

のみによるのではなく、 “ごみを経済的に処理する”という視点から、３つ、４つの関連す 

る事業を対象にすべきとつくづく思った。つまり、評価対象事業に関連する“キーワード” 

で括った単位で評価してはどうか、また、ヒアリングも関連する課や担当部長あたりまで出
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席いただいてはどうかということを提案したい。現状では、袋小路であがいている様に感じ 

ている。 

○古賀委員長 

今の組織形態では事業が分割されている状態でもあり、それを議論する事は組織全体のあ 

り方の問題とも関係してくる。 

○村瀬委員 

組織のあり方の問題ではなく、組織が縦割りであるから評価対象事業を３つ、４つと括っ 

て評価してはどうかという提案である。 

○事務局 

それは現実問題としては非常に難しい。現状、評価対象を事務事業に限っているため、そ 

れを拡げるとなると、評価がどうなるか見えない部分がある。 

○古賀委員長 

一つの組織の中において事業は一応完結している訳であり、３つ、４つと括れば、トータ 

ルとしての評価ができない。評価の受け皿としての組織を統合する必要も出てこようか。 

○村瀬委員 

評価項目の観点から言うと、今回は総合評価としてＡＢＣ評価を行っているので事業ごと 

にＡかＢかＣを表示しなければならない。提案となるが、ＡＢＣ評価を止めることにしない 

か。

一般的に、 “行政評価は改善をすること”だと言われている。委員会として事業の改善点 

をたくさん提言することに主眼を置けば、３つ、４つと括って評価しても難しくはない。委 

員会として事業の改善点を多く提言することに主眼を置けば、現状のような悩みもなくなる 

訳である。つまり、私は評価方法を言っているのであって市の組織形態について指摘してい 

るのではない。 

○古賀委員長 

村瀬委員の提案は、事業の改善点や問題点を箇条書きにしていくということか。 

○村瀬委員 

そうである。そうすれば、評価される所管課としてはインパクトのある提言となり、しっ 

かりと改善することができると考える。先ほども申しあげたが、例えば“ごみ”にまつわる 

事業を束ねることは難しいか。 

○事務局 

事務事業評価ではなく施策評価であれば、おそらく、ごみ関連事業全体を網にかけて評価 

できると考える。施策評価は事務事業評価以降の次のステップとして検討していくべきであ 

ると考えている。 

○村瀬委員 

ヒアリング時の例示となるが、緑化推進事業に係る所管課の説明では、花と緑の学習園が 

事業の中心であるのに、別の事業内容である“駅前のフラワー緑化（90 周年市政記念の花 

壇） ” ，菊花展についても宣伝していた。すでに事業を括ってやっているではないか。 

○事務局 

それは委員会が評価しやすいように、課として取り組んでいる事業の全体像を把握しても 

らう意図があったのではないかと考える。 

○古賀委員長 

村瀬委員の提案が事務事業評価の次の段階で可能かどうか、委員会としても検討していき 

たいと思う。意見としては承った。
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○村瀬委員 

ところで、今年度の評価対象事業数は 10 であった。当初、それは“制約”があるという 

説明であったが、具体的にはどういうことか。 

○事務局 

敢えて言えば、各委員の多忙なスケジュールを確保するためである。 

○村瀬委員 

市の行政内容を良くしようというのが、行政評価の主たる目的ではないだろうか。 

○古賀委員長 

そうである。このような取り組みを通じて、行政へある種の“緊張関係”をもたらしてい 

ると言え、所管課は評価結果に留意しながら改善に努めていく訳である。 

○事務局 

事務局としても評価対象事業数が少ないことはよく理解している。次年度は数を増やした 

いと考えている。 

○村瀬委員 

委員長から指摘のあった“緊張感”については同意したい。それならば評価コメントは誉 

めることよりも問題点の指摘と改善の方向付けを箇条書きにすることにしてはどうかとの意 

見を申し上げた。今回の報告書案は国会における「与党」の総理に対する応援演説のようだ 

と感じた。 

オリンピックも昔は参加することに意義があると言っていたが，最近は是非メダルを取る 

べし、入賞を目指すことが重視されている。行政評価もやっているだけで意義があるとの考 

え方には反対である。すこしでも組織の体質改善、業績向上に役立つような提言をしていき 

たい。 

○米田副委員長 

今回の総合評価は「維持」と「改善」のみであった。また一方、その間には「縮小」があ 

る。果たして、評価としての「縮小」はあり得るのか。総合評価として位置づけておく必要 

があるのか。 

○事務局 

「縮小」の考え方としては、現状の事業規模から縮小してはどうかということであり、そ 

のような評価となる事業もあろう。同様な観点から、 「拡充」も項目として設定している。 

例えば、コミセン管理運営事業では 28 小学校コミセンと 13 中学校コミセンなどがあるが、 

仮に中学校区コミセンを廃止してはどうかという評価があってもおかしくはない。 

○村瀬委員 

「事業の規模（人数・予算）」と「業務の内容」の２項目から評価してはどうかという提 

案をしたい。 「事業の規模（人数・予算）」の評価については、拡充・維持・縮小・改善・休 

廃止があり、「業務の内容」の評価については、維持と改善で判定してはどうか。これは評 

価軸が２次元となっている。ただし、廃止については全てを廃止とする訳であるから、また 

別次元の議論となる。 

例えば、Ａ、Ｂ、Ｂで「維持」など、現行の総合評価決定のフローチャートも良く出来て 

はいるが、その考え方に無理があるのではないか。結果として、我々委員の心を表しにくい。 

フローチャートに従えば「拡充」となるが「維持」としたいので、このＡをＢに変えるか… 

などと言う議論があったが茶番である。 

○事務局 

フローチャートについては、来年度は止めるということでも構わない。
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○古賀委員長 

私は一番大事なのは総合評価であり、今後も何らかの総合評価は必要ではないかと考えて 

いる。 

○村瀬委員 

事業をＡＢＣランク付けするのであれば、委員として事業の中身を良く知っていなければ 

評価できないこととなる。従前、委員会としては限られた範囲内で評価する、という趣旨を 

委員長は説明していたが、限られた範囲内でも課題・問題点・改善の方向付けを提言するこ 

とは可能である。 

限られた 10 分間の事業内容の説明と２ページの事務事業評価シート等の資料からＡＢＣ 

評価を実施すれば、過ちを犯すこともあり得る。また、評価結果が表に出れば，それだけが 

独り歩きをして、議会では、 “外部の評価委員から認めていただきました”と所管課が堂々 

と正当化するような事態も想定される。 

○古賀委員長 

もちろん、委員会としては与えられた範囲内での評価を行うこととなる。そして、事業の 

全てを把握するのであれば、所管課の日常業務をみて、日頃の活動もみてとなるが、それは 

現実的には不可能な事である。 

○村瀬委員 

その議論は評価の進め方に入っていると思う。 

私は大久保浄化センターを見学したが、事業の説明を受けたからこそ、事業に係る改善の 

提案もできた。是非、委員会としてこのような取り組みを制度化していただきたい。 

○古賀委員長 

もっと言えば、実際に業務をみても評価できないこともあろう。何が事業の中で一番理想 

的な状態なのかが、私達では分からないと思う。 

○村瀬委員 

だが、そのような評価まではいかなくても、事業の改善提案はできると思う。 

○古賀委員長 

業務に無駄があることは分かる、ただ何が無駄なのか。しかも、その全てを廃止する訳に 

はいかない。事業には様々な側面がある。 

○村瀬委員 

私は、改善提案が可能な箇所が一つでもあればいいと思っている。例えば、神奈川県の三 

浦市では改善提案を話し合う場を持つことを既に実施している。このような取り組みは、市 

の職員にとってはありがたいことになると思うが。 

○古賀委員長 

村瀬委員からの提案自体の否定はしない。貴重な意見であると承る。今後実施できるかど 

うか、制度の役割も踏まえて充分に考慮したい。 

○村瀬委員 

総合評価の決定方法についての提案だが、各委員のＡＢＣ判定はそのままにしておいて、 

多数決で決定してはどうか。 

○古賀委員長 

評価結果に至るまでには様々な議論がある。多数決で決定してしまうと、村瀬委員が提言 

している内容などが反映できないおそれも出てくる。私は出来るだけ少数意見も大事だと考 

えている。 

○村瀬委員
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他委員から評価結果に至る背景となる考え方を聞いた後で，自分の評価に反省点があれば 

変更することもあり得るだろうが。 

ただし、同じＡであっても、５対０のＡ、３対２のＡでは重みも違ってくるのではないか。 

そのような結果を報告書へ付記すべきと考える。 

○事務局 

そうであるならば多数決で決定し、個々の委員が判定した結果も明記すべきとなる。この 

提案内容は次年度に向けての改善点でもある。また、委員からの評価を点数に置き換えるな 

ど、やり方は他にもあるように思う。 

○古賀委員長 

委員会としては何らかの基準で評価しなくてはいけない。事務事業評価においては、総合 

評価の結果が一番重要であると思う。 

○岡野委員 

基本的には今年と同じ評価方法でいいのではないかと考えており、むしろ、そうあるべき 

と思っている。 

これまで提案があった議論の一つ一つには納得できるが、果たして抜本的に替える必要が 

あるのか。必要であれば取り入れるべきだが、ベースは今年をベースに来年度も評価してい 

くべきかと考える。 

また、委員会の機能として様々な制約がある中、実施した成果は残せているような気がし 

ている。つまり、委員会として、各事務事業をよりよく改善する上で、ふさわしい付帯意見 

が出せたと考えている。 

○井上委員 

委員会として、所管課で予算が足りないからと言ってもこの費用を増やしてはどうか、 

もっと事業を拡充してはどうか、というような提案を盛り込めるような場であればなおよ 

かったと感じている。 

行政評価と言えば、指摘事項を出し、改善を進めていくというイメージが強いが、評価が 

拡充となる方向もあること、また、ヒアリングにおいても頑張っているところは“いい”と 

委員会は評価することを、職員の方にも感じていただきたかった。 

○古賀委員長 

所管課がＰＲするためのヒアリング以外の場を設定することも必要であろうか。今後、所 

管課からも積極的に意見を発信していだく工夫がいただければと思う。 

他に意見等はないようなので、引き続き、指定管理業務評価について、意見交換をさせて 

いただく。 

委員会が採用している指定管理業務評価の方法については、２年前に大幅に変更したとこ 

ろである。 

変更後は、委員会として、①「所管課の指導・監督状況」という観点から指定管理者に対 

する施設所管課マネジメントの状況を判定すること、②「市民サービスの向上」という観点 

から制度導入後にサービスがどうなったのかを判定すること、という２項目から評価するこ 

ととしていた。 

○各委員 

【特になし】 

○古賀委員長 

特にないようであるので、それでは先に、「その他」についての意見交換に進みたい。こ 

こでは、主に来年度における委員会の取り組みについて、意見をお願いしたい。
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ただし、指定管理業務評価に関する意見でもいいし、もっと言えば、事務事業評価に関す 

る意見でも構わないものとしたい。 

○各委員 

【特になし】 

○古賀委員長 

さて、これまでも各委員から提案があったが、私は総合評価についてはＡＢＣなど、分か 

りやすく市民へ公表する必要があると考えている。 

確かに、もっと詳細に内容を公表することは可能であり、総合評価の決定に際しては反対 

意見もあったことや、さらにその委員の名前まで公表することが想定される。また、評価の 

決定についてもすべてが満場一致のやり方を採用するのではなく、委員間で議論が割れたこ 

とをそのままリアルに表現してもいい。 

ただ、そこまで詳細に報告書の中に記載するのかどうか。別のメディアを通じて公表する 

方法もあろうかと考えている。 

○村瀬委員 

報告書案の中では、事業の成果を表す評価指標を適切に設定することの重要性が「総括コ 

メント」で指摘されているが、現状の記載文言で、委員会としての意志を各所管課が正しく 

理解し、今後の改善に生かすことができるだろうか。 

○事務局 

現状においても委員会での議事録等を通じて、当然、所管課には届いていると考えている。 

○村瀬委員 

この報告書案の文面だけからでは所管課へ伝わらないのではないかと危惧している。つま 

り、当事者意識がない所管課は受け止めないような文面となっている。個々に指摘するよう 

に各評価コメントへ指摘を入れるように提案したい。 

○古賀委員長 

それは、報告書案への記載という問題だけではなく、事業のアフターケアをどのように実 

施するのかというものと理解できるが・・・ 

○事務局 

実際の問題として、明石市では成果指標の設定に慣れていないということが、まだまだ現 

実としてある。 

○村瀬委員 

しかし、ソフト事業だからと言っても事業の目標や指標の設定が困難であるということは 

ないはずである。行政や民間企業であっても、いや働く者は皆、仕事の目標や指標を設定し 

て取り組むべきではなかろうか。目標もなく、ただタイムレコーダーを押すだけではいけな 

い。

そのためには、仕事に目標・指標値を設定し、それに向けて懸命に取り組んでいく姿勢が 

重要であり、指標がない仕事があっていいということは大きな疑問である。 

フレデリック・ｗ・テーラーが、ワークメジャーメントとして、公正妥当な仕事量を決め 

ろという指摘をしている。 

○古賀委員長 

非営利性を追究する行政には、これまでコストマインドがあまりにもなかったため、今後 

は改善していこうということから行政評価の取り組みを始めている訳である。 

また、行政が提供するサービスのベネフィットを評価することは、的確なターゲットを設 

定すること同様、非常に難しい。サービスには無駄が伴うものであり、その排除を徹底する
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ことは、逆に働く人の意欲をそぐことにもなり兼ねない。 

○村瀬委員 

フレデリック・ｗ・テーラーは職員を締め上げることは良くないと指摘している。 

○古賀委員長 

やはり、行政機関は民間企業とは性格が異なるのであり、そのまま適用できるのかどうか 

は疑問である。 

○村瀬委員 

日本バリューエンジニアリング協会は、官庁、銀行、病院、温泉であっても、ワークメ 

ジャーメントを取り入れるべきと言っている。 

○古賀委員長 

様々な見方がある。ビジネスにも無駄がないとコストだけの意識を追及することとなり、 

職員は疲弊してしまう。職員にやる気を持たせることが重要である。 

○村瀬委員 

人は自分に与えられた仕事を自分の力でムダを徹底的に改善することに仕事のやりがいを 

感じるものである。自己実現の欲求充足である。 

また、働く人の意欲を上げるために管理監督者が４つの基本心得を持つべきだ。 

①仕事ぶりがよいかどうかを当人に伝えてやる。②良い時は褒める。③当人に影響ある変 

更は前もって知らせる。④当人の力を一杯に生かす、である。 

このように扱われた働く人は、どんなにムダ排除をしても意欲をそぐことはない。 

○古賀委員長 

これまで、行政は無駄を切り詰めるという意識が少なかった。それが行政評価という視点 

を導入してきた理由とも言える。ただ、何が無駄なのかが分からない。井上委員から指摘が 

あったように、取り組みのプラス面も評価してあげることも重要だ。 

○村瀬委員 

最近は行政でも、ビジネス社会の良い点を取り入れていこうとする動きがある。 

何が無駄か分からないと言っている段階ではない。無駄を意識しない人達が「無駄排除が 

過度になることの危険度」を議論する段階には立てないはずだ。正しい無駄排除をやってさ 

えいれば、無駄排除が過度になって弊害が出た等と言う事例はビジネス界でも聞いたことが 

ない。行政ではそのような段階の相当前の段階ではないか。 

○岡野委員 

委員会が指摘するとしても、市の審議会というポジションからくる限界がある。しかし、 

５人の委員が様々な議論を提起し、委員会として市へ意見を述べる事は非常に重要な機能で 

ある。 

○井上委員 

ヒアリング全体を通して感じたことだが、職員のプレゼン力の欠如というか、事業内容が 

適切に表現しきれていないことが多々見受けられた。皆が分かり易いように情報を発信する 

こと、それは日々のＯＪＴで取り組んでいくことかもしれないが、今後、プレゼン能力の向 

上に取り組んでいただければと思った。表現力は大事であり損をしているなと感じた。 

○古賀委員長 

パワーポイントを使用するなど、プレゼンについてはやり方を工夫し、出来るだけよく理 

解していただけるようにして欲しい。 

○村瀬委員 

私はプレゼン能力よりも、職員には問題の発見力と解決の能力を上げていただくことに、
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全力で取り組んでいただきたいと思う。これは大きな課題であると認識している。 

○米田副委員長 

普段、私はマルかペケかという法律の世界に関わっている。 

当然、行政であってもペケはあってはいけない部分と思うが、ペケであってもどこまでや 

ればマルにできたと言えるのか。これは人の見方によって、また、考え方によっても異なっ 

てくるように思われる。 

村瀬委員が指摘するように、全委員のものさし・基準を一致させることは、委員会という 

取り組みを通じて、難しいなと感じている。 

○古賀委員長 

そもそも各委員のバックグラウンド（経歴）は異なり、それゆえ異なった視点があること、 

様々な目から評価できることが委員会のいいところである。逆に言えば、それが意見の一致 

を得るのに難しいところでもある。 

○村瀬委員 

最後に、これまで提案できなかった、私が報告書へ入れるべきと思っている項目や内容は 

どうすればいいか。 

○古賀委員長 

できるだけ早く事務局へ連絡して欲しい。村瀬委員の提案の趣旨を反映できるように検討 

したい。他の委員も指摘があれば事務局へ連絡して欲しい。 

その内容を受けて後、事務事業評価の報告書を完成させたい。 

○各委員 

【異議なし】 

(3) その他 

○古賀委員長 

事務局から何か事務連絡はあるか。 

○事務局 

事務連絡をさせていただく前に、委員へお礼を申し上げたい。 

○梅木次長兼課長 

【お礼】 

○事務局 

本日、審議いただいた事務事業に係る評価結果報告書の完成版については、後日各委員へ 

送付させていただくとともに、市ホームページなどに掲載する。 

また、議事録についても、これまでと同様に会議資料とともに市ホームページに掲載する。 

最後に、来年度の委員会のスケジュールについては、現在のところ未定だが、開催する際 

は事前に開催通知などにより委員へ通知したい。 

○古賀委員長 

以上をもって、本日の会議を終了する。 

委員においては、約７箇月の長期間にわたる所管課とのヒアリングや評価に係る審議を実 

施いただき、感謝したい。しばらく委員会の開催はないが、来年度もよろしくお願いしたい。 

【終了】


