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第１回明石市行政評価委員会 要旨 

日 時 平成 22 年７月９日(木) 午前９時 30 分～午前 11 時 30 分 

場 所 明石市役所議会棟第２委員会室 

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（大学教授） 

村瀬 孝志（市民） 

米田 耕士（弁護士） 

事
務
局 

小川総務課長、田辺総務課行政改革係長、勝見総務課主事、 

松永総務課主事 

出 席 者 

傍聴者 ３名 

議 事 

１ 平成 21 年度明石市行政評価結果の反映状況について 

２ 平成 22 年度の行政評価について 

 ① 指定管理業務評価について 

 ② 事務事業評価について 

３ 今後の委員会開催スケジュールについて 

配 布 資 料 

資料１ 平成 21 年度明石市行政評価結果の反映状況について 

資料２ 指定管理業務評価の方法について（案） 

資料３ 事務事業評価の方法について（案） 

資料４ 今後の委員会開催スケジュール（案） 

資料５ 明石市行政評価委員会設置要綱（平成 22 年４月１日改正） 

資料６ 明石市行政評価委員会運営要領（平成 22 年４月１日改正） 

〔参考資料〕 

 １ 平成 22 年度 施政方針（冊子） 

 ２ 平成 22 年度 明石市当初予算案について（冊子） 

 ３ 平成 22 年度 当初予算（案）事業説明シート（ＣＤ－Ｒ） 

【主な議事内容】 

総 務 課 長 開会のあいさつ 

事 務 局 

・委員５名出席となり会議の定足数を満たしており、行政評価委員会の開催が

認められている。 

・資料５、６の設置要綱と運営要領について、委員会の庶務を担当する所管が

組織改正により、行政改革課から総務課になった。 

 会議の公開について 

 古賀委員長 明石市行政評価委員会運営要領第２条に会議は原則として公開と定めてお

り、「委員長が必要があると認めるときは、全部または一部を非公開とすることができ

る」とも定められているが、今回の委員会は会議の中身を勘案して公開で行いたい。

各委員 －異議なし－ 

⑴ 平成 21 年度明石市行政評価結果の反映状況について（Ｐ３～９） 

 村瀬委員 昨年度の委員会の報告に対し、市長や議会からどのような意見があったのか。
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 事務局 市長から、評価の結果に対する個々の具体的な意見はなかった。ただ、議論し

ていることが、所管課が緊張感を持って取り組みことにつながっているという意見は

市の幹部からでている。 

  また、６月の定例市議会の委員会で、行政評価委員会での取り組み状況を報告し、

委員から個々の意見もあった。 

村瀬委員 委員会が指摘した事柄に対する所管課の対応に対して、市長からはどのよう

なコメントがあったのか。 

事務局 各所管から市長に個々に報告していると思うが、それを取りまとめたものを作

成していない。 

村瀬委員 委員会が指摘した事柄がきちんと実現されているかどうかをフォローする仕

組みはないのか。 

 

米田委員 委員会での意見を受けて、所管課が改善取り組みを検討した結果、平成 22 年

度予算で増額となっているケースが多いことに疑問が残る。 

事務局 平成 21 年度予算と平成 22 年度予算を比較して増加した原因として、第一に昨

年度は行政評価委員会の実施時期が遅くなり、予算への反映が十分にできなかったこ

と、第二に行政評価委員会で指摘いただいたこととは別の内容でその事業の中から実

施すべきものがでてきて費用が増加したことが挙げられる。 

  ただ、委員会でいただいた意見は、所管課としても受け止めて今後結論がでてくる

事業もあると思われ、事業費の面でも効果がでてくるように努めたい。 

古賀委員長 今後、見直しのポイントが事業費にどのように反映されているかについて、

透明性のある説明をすれば市民の方にもわかりやすいと思うので、検討してほしい。

 

井上委員 行政評価委員会では削減だけを求めるのではなく、必要であれば増加も検討

してもらうという事業があったとは思うが、それにしては増加している事業多いよう

に感じる。ただ、それはまとめ方だと思う。 

古賀委員長 記載の仕方の問題で、「このような理由でここはどれだけ増加した」という

記載方法にした方がよかったかもしれない。結果だけ見て増額になっているので違和

感が生じたのではないか。 

 

村瀬委員 委員会の意見によって見直しした増減額だけを集計すべきではないか。 

事務局 直接委員会でご意見いただいた内容以外のものも含まれているかもしれない

が、対象となった事務事業全体についての増減という観点で記載している。 

村瀬委員 そのような観点での数値をこの委員会で議題にするのはふさわしくないので

はないか。 

古賀委員長 予算事業費との関係という点では疑問もあるだろうが、今回のように事務

事業ごとに見直し、改善項目を記載し、事業全体の費用の増減と併せて資料として提

示してもらった。重要なのは、各所管に対して改善の取り組みを行ってもらうことで

あり、引き続きお願いしたい。 
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⑵ 指定管理業務評価の方法について（Ｐ10～27） 

 古賀委員長 評価項目については昨年度同様だが、判定が昨年度３段階を４段階にして

いる。また、ヒアリングの説明の際にパワーポイントを使用するようにし、その雛形

を提示している。 

さらに、委員会としての評価の決定方法を多数決にし、改善のポイントをできるだ

け列挙するような形になっている。 

 

村瀬委員 Ｐ10 の評価の対象について、「制度導入後２年目の施設を対象に…」とあるが、

これはどのような考え方か。 

事務局 今回対象の２施設については最初から指定管理業務として設置した施設である

が、管理の仕方が行政から民間へ移行してできるだけ早い段階で、状況を内部評価だ

けでなく外部評価も行うのがいいのではないかという観点から、導入後１年経ちある

程度結果が出た段階で評価しようというのが２年目の施設を対象とする主旨。 

その後の評価について、現在指定管理施設 28 施設は全て３年間の指定管理期間とし

ているが、制度導入から３年以上経過して２期目に入っている施設もある。指定管理

者が変わってない施設が多いという状況で、１期目に指定管理業務評価を受けている

ということもあり、他の事務事業評価とのバランスを考えると、再度評価を受けるの

は頻度が高すぎると考え、今年度は新規で導入した２施設という案にした。 

村瀬委員 28 施設のうち効果があがりそうな施設を評価対象に選ぶというやり方でやっ

ていくという考え方はないのか。機械的に２年目だからやるというのでは行政評価と

しての効果は望めないように思う。 

古賀委員長 評価対象をどこまで広げるかは根本的な問題である。ただ、成果を反映さ

せるという意味では、事務局が言ったように２年目というのは一番いいタイミングだ

と思う。１年目は定着させるために様子をみるべきで、３年間の契約の中で２年目に

実施するというのは合理性をもったタイミングだと感じた。再度するというのはいい

ことだが、時間的制限もある中できるだけ幅広く効率的にみていくのが委員会の本来

の主旨でもあり、どれだけ評価委員会の範囲を拡充するのかという議論にもつながっ

てくる。 

 

村瀬委員 Ｐ12 に「多数決をもって委員会としての評価を決定…」とあるが、多数決は

○か×かを決めるのであれば多数決だが、Ｓ～Ｃの４段階を多数決で決めるというの

はありうるのか。 

事務局 昨年度の例からも、評価をＡかＢのどちらにするのかというような二択での議

論に収れんされてくるものと考えられる。しかし、ここから委員会としての評価をま

とめる段階で、委員全員の納得感が得られていなかったように見受けられた。しかし、

委員会としての結果は一つにする必要があるため、選択した委員の数が多い評価を委

員会の評価とし、どの評価に何人が選択したのかも記載する方法を今年度は提案して

いる。 
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 古賀委員長 委員会としての評価は何らかの形で決定せねばならず、無理に集約させる

という今までの満場一致のやり方は難しい。多数決で、少数意見も明らかにするとい

う今回の案はわかりやすい改善だと思う。 

村瀬委員 昨年度にＡＢＣ評価ではなく、改善項目を指摘する件数をたくさんだすとい

う形を提案したはずだが、そのことについてはどうか。 

古賀委員長 できるだけコメントを入れるということで、今の村瀬委員の意見はできる

限りの範囲で今回の事務局案の中に反映されている。 

事務局 村瀬委員の改善のポイントを指摘するという点に関して、評価結果の報告の中

でＳ～Ｃのような評価だけでなく「評価の理由」「改善すべきポイント」を箇条書きで

多く記載していくという、できるだけ意見を取り入れた形で報告書としてまとめたい

と考えている。 

各委員 （案のとおり決定することに）－異議なし－ 

⑶ 事務事業評価の方法について（Ｐ28～43） 

 古賀委員長 今後の方向性の評価を規模と手法に分けている。 

評価対象事業の選定方法について、一般財源が一定額未満の事務事業を除いており、

その額については９月末に 70～100 事業に絞り込めるような範囲になるように設定を

する。評価基準については、昨年度の３段階から４段階にしている。評価の進め方に

ついては、事務事業点検シートを基に資料を作成し、所管課からの説明はパワーポイ

ントで行うようにする。委員会としての評価の決定方法は指定管理業務評価と同様多

数決にしている。 

 

井上委員 傍聴者を希望する職員からも募って、雰囲気等を体験してもらってはどうか。

 

村瀬委員 Ｐ31 に市長への報告を 11 月目途としているが、どうしてか。 

次に、評価事業数を指定管理業務も含めて12事業に絞り込むことも案に入っているが、

委員長から「時間的制限もある中でしかやれない」と発言があるがどのような制限が

あるのか。時間的制限よりも行政改善成果を優先させるべきではないか。 

事務局 一点目の 11 月を目途にしている理由だが、昨年度は開始の時期が大幅に遅れた

ために、３月議会での報告を目指し２月に市長に報告という形になった。ただ、市の

予算の作業を 11 月～12 月に行っており、今年度はできるだけ次年度予算に委員会の評

価結果を反映させたいという考えから、12 月議会で委員会の評価結果を公表し、11 月

に市長へ報告するという案とした。 

  次に、制限というのは、評価の仕方によって１業務当たりどれだけの時間をかける

か等の時間的なものであり、事務事業評価を 10 事業に限定するものでない。 

村瀬委員 昨年度の３月議会で、評価事業数が 1,000 分の 10 では少ないという意見があ

ったのではないか。 

事務局 議員からの意見もお聞きしたうえで、10 事業を提案している。 

古賀委員長 取り組み事業数については限りない議論となり、委員会のあり方の中で今

後議論していくべき内容であり、今年度は昨年度と同様の 10 事業で考えていってはど
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 うか。 

村瀬委員 他市の例は参考にしたのか。 

事務局 それぞれの市の事情等もあり、当市としての考え方をまとめて今回 10 事業で提

案している。 

 

村瀬委員 所管課で自己点検をしているが、点検要領の見本は提示しているのか。イン

プット、アウトプット、アウトカムの考え方も示しているのか。 

  また、アウトカムの目標値についてはどうなっているのか。 

事務局 所管課向けにきちんと表現できるように記載例も提示している。具体的には、

インプットはＰ33 の事業のコスト・人員配置欄に、アウトプットは事業内容欄に、ア

ウトカムはＰ34 の事業の成果欄にそれぞれ記載するように説明している。 

また、アウトカムの目標値について、シートには項目がないが、平成 22 年度見込み

欄を設けており、各事業どこを目指して取り組んでいるかが現れてくると考えている。

村瀬委員 評価尺度はあるのか。評価尺度や目標値、実施スケジュールなどがはっきり

していなければ、緊張感のある仕事はできないではないか。 

事務局 理想としては、目標値を掲げ、きちんとした評価尺度をもって、所管で自己点

検をしていくというサイクルを考えているが、当市では現段階そこまで整理されてい

ない。まず、事業実施にあたりどういうものを成果指標として捉えるかを、所管課が

考えて整理してもらうことから始めようとしている。 

 

村瀬委員 Ｐ28 に職員費を対象事業から除くとあるが、人件費の一部ではないのか。 

事務局 ここに記載している職員費というのは、予算の費目の考え方で、全職員費がま

とめて計上されており、個々の事業にどれだけの人件費がかかっているかは分かりに

くくなっている。 

一方、「人件費を入れた額で事業の絞り込む」という意味での人件費は、その事業に

どれだけの人が携わっているかという観点で計上した概算額となっている。事業の絞

込みを行ううえで、昨年度はこの人件費を対象額から除いていたが、今年度は人件費

も含めた総事業費として評価対象範囲額を考えていく予定である。 

 

村瀬委員 Ｐ29 のＤに一般財源が一定額未満の事務事業を除くとあるが、事業を細分化

してしまっているものは対象から外れてしまうのではないか。 

事務局 委員会での改善の指摘をできるだけ事業に反映させるためにも、効果が高そう

な事業を対象にしたいと考えている。1,000 程度ある事業から優先順位をつけ、一般財

源額の高い事業から取り組んだ方がより効果があがると思い、このような条件をつけ

た案を提案した。 

 

村瀬委員 実際に対象となっている事業とそれに関連する事業をまとめた単位として評

価の対象にするという考え方を昨年度提案したはずだが。 

事務局 評価の単位として、現在の予算の事務事業という単位がいいのか、もっと大き
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 な施策単位がいいのかという議論があるが、現在のところ当市では事務事業の単位で

の評価としている。 

村瀬委員 事務事業の単位ではなく施策単位にせよと提案しているのではない。関連の

深い事業をまとめて同時に説明もしていただければ実態がよく解り、評価しやすいの

で、このようにするという方法は考えないのか。 

事務局 あくまで一つの事務事業を評価することを考えているが、Ｐ37 のように同じよ

うな目的で実施している他の関連事業として何があるのかについても見ていけるよう

な形をとりたいと考えている。ただ、他の関連事業まで評価の対象に広げると、どの

事業を選定しているのかが分かりにくくなる可能性があるので、評価するのは本来の

対象事業とした１事業のみとし、関連事業まで評価の対象にしない方法での実施を考

えている。 

 

古賀委員長 大きな変更については今後の委員会で検討することとし、今回事務局が提

案した変更内容については案どおり決定したい。 

各委員 （案のとおり決定することに）－異議なし－ 

⑷ 今後の委員会開催スケジュールについて（Ｐ44） 

 今後の委員会のスケジュールの日程を確認し、再調整した。 

⑸ 次回以降の委員会の公開について 

 古賀委員長 次回以降の委員会の公開について、明石市行政評価委員会運営要領第２条

に基づき、原則として公開で行うものとし、「公正かつ円滑な運営が損なわれる」また

は「個人情報の保護が損なわれるおそれがある」と考えられる場合は各委員からの求

めに応じて非公開とするか否かの審議を行いたい。 

各委員 －異議なし－ 

 


