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第３回明石市行政評価委員会 要旨 

日 時 平成 22 年８月 16 日(月) 午後１時 30 分～午後４時 

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 １名 

議 事 
１ 明石市行政評価報告書（指定管理業務編）について 

２ 事務事業評価の対象事業の選定について 

配布資料 

資料１ 平成 22 年度 明石市行政評価報告書（指定管理業務編）案 

資料２ 事務事業評価 評価対象候補事業一覧表 

資料３ 候補事業 事務事業点検シート 

【主な議事内容】 

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。 

・本委員会は、原則として公開で行うこととしているが、本日２つ目の議事の

「事務事業評価の対象事業の選定について」は、まだ未確定な部分が多く、

公にすることにより、率直な意見交換若しくは意思決定の中立性が不当に損

なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に

不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあると考えられるため、

会議を非公開で審議することが妥当だと考えている。 

 会議の進め方について 

 古賀委員長 議事の２つ目については非公開としたいが、異議はないか。 

各委員 －異議なし－ 

村瀬委員 未確定な部分が多いということは、現在手元に届いている資料はオープンに

しない方がいいのか。 
事務局 時期がくれば最終固まったものとして公表するが、現段階ではまだ公表は控え

てほしい。 
 
村瀬委員 委員会の傍聴者は５名とするとホームページで表示されているが、そのよう

に決められているのか。 
事務局 会場の都合上５名程度を見込んでいるとしており、決められてはいない。５名

以上の傍聴者がいても、収納できるのであれば聞いていただくようにしている。 
村瀬委員 会場は 20 名でも収容できる広さなので、制限をせずに傍聴者を多く募った

らいいのではないか。多くの人に聞いてもらった方がいいと思うので、５名という制 
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 限をなくした方がいいのでは。ルールを変えなければならない。 
事務局 次回から表現の仕方を変えて傍聴者を募集したい。古賀委員長 次回から募集

の表現は変えてもらう。今日の公開については、２つ目の事項は非公開とし、傍聴者

がいれば退出してもらうこととする。 

 明石市行政評価報告書（指定管理業務編）について 

 村瀬委員 報告書の進め方が、２つの指定管理業務を一緒に言おうとしており、ストー

リーがスムーズでなく施設ごとの一貫性がなくなっているので理解しにくい。施設が

複数ある場合は、施設を一つずつ最後まで説明した方がいいのではないか。 
事務局 Ｐ４までは報告書の本文、Ｐ５以降は個々の指定管理業務の評価シートという

大きく２つに分けて作成した。後半はそれぞれの施設について取り組みから委員会で

の評価までを一連で記載し、前半は委員会として指定管理業務評価全般でどういうこ

とをやったのかを端的にまとめており、評価結果や評価コメントというポイントを絞

って見るとどうなのかという観点で段落を分けている。どちらの形でも見ることがで

きるように、案のような大きく２つに分けた報告にしている。 

古賀委員長 原案の方がいいと思う。報告書は、まず結論を書き、その後結論を支える

部分を書き、詳細は最後に書くことが多く、原案のような書き方の方が、読む人にと

っては理解しやすいと思う。 
  どちらの組み立て方が読みやすいかは好みの問題で、絶対的にこうでないといけな

いという書き方はない。 
岡野委員 どちらの書き方でもいいが、案の記載方法は２つが同じ切り口で並べている

ので相対的な比較もしやすい。 
井上委員 報告書の書き方にはこだわらない。過程・内容が重要だと思う。 
 
村瀬委員 今までの報告書に対して、市長からは何らかのコメントはいただいているの

か。昨年度委嘱状を市長名でもらったが、その際に総務部長から「改善点はもちろん

だが、よくやっている点も言ってほしい」という発言があったが、それは市長の本心

なのか総務部長の意見なのか確かめてほしい。市長は委員会に対して、改善すべき点

をたくさん提案してもらうことを望んでいるのか、それともＡＢＣ評価をして欲しい

のか。我々委員は市長の要望を詳しく聞き、これに答えねばならないと思っており、

市長の要望を伺える機会を作ってほしい。 
事務局 委員会で評価方法を決めていただいて、結果について市長に報告するとなって

おり、報告書は市長も読んで理解している。 
村瀬委員 委員会で時間を費やしてまとめた提案内容を、市が受け入れて改善するよう

な仕組みになっていないことが残念。委員会でのやりとりが全然活きていないうえ、

市長からの意見もないのでは評価活動の方向に不安がある。 
古賀委員長 市長と話したことがあるが、委員会が評価していることに感謝もしている

ようだし、きちんと報告書も読んでいる。 

村瀬委員 それなら市長から何か注文がほしい。今まで何もなく、市長の考えが伝わっ

てこない。市長は評価結果のみを求めているのか、改善点をあげてほしいのかどちら
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 なのか。 

古賀委員長 評価結果とコメントはつながっているのでどちらも重要だと思う。 

今回の報告書のコメントを見て思ったのは、従来よりも詳細にできるだけ指摘した問

題点を記載するように努力している。また、書き方もわかりやすくなっている。従来

は、評価とコメントが共に文章で書かれており、指摘・改善内容が明確でなかったが、

今回の報告書は工夫してわかりやすくなっている。 

書き方については、閲覧者から読みにくいという声があればその意見を尊重しても

らい、次回以降に反映していくのがいいと思う。今回の書き方に大きな問題があれば

別だが、特に大きな問題はないと思う。 

村瀬委員 今後に活かしてもらえるような提案をしたいので、市長から何か指示をいた

だきたい。 

古賀委員長 その辺り事務局を通じて、市長や議員の声を聞いてもらい、市政に反映し

てもらえるように働きかけてもらいたい。 

 

米田委員 今回は議論のあった点を取り上げようということで色々と盛り込んでいる

ようだが、各委員の評価の理由欄と改善すべきポイント欄に重複して書かれている項

目がある。評価の理由欄には評価すべき良い点を書いて、改善すべきポイント欄には

改善点を書くというやり方にし、重複を避けてはどうか。 

村瀬委員 米田副委員長の意見に賛成。評価の理由欄に、前ページで評価したＳ～Ｂの

それぞれに対応した意見を記載する方法がいいのではないか。 

事務局 書き方については、案と違う書き方もある。ただ、議論の中でＳをつけた委員

が明確にこういう理由で評価をつけたということもあるが、評価に対する理由をはっ

きりと区切ることは難しいと思う。後は委員会の場で、どのようにまとめていくかを

議論してほしい。 

井上委員 良い悪いをはっきりさせるのはいいが、まとめ方は好みの問題で案のような

形でいいと思う。ただ、文章を増やせば増やすほど複雑になり、見にくくなる。報告

書は総評で結果なので、案の内容で十分でこれ以上文章を増やすのはどうかと思う。

岡野委員 一番書きたいのは改善すべきポイントの部分だというのは委員全員一致し

ている。少なくとも、委員会の場で出た改善すべきポイントに関する発言が抜けてい

なければそれでいいと思う。また、各評価に対応した意見を記載することについて、

そこまで記載しなくても、評価結果に対して色んな意見があって評価結果を決定した

ということが、読んでいる方としても違和感なく伝わると思う。これ以上増やすのは

よくないと思う。 

古賀委員長 書き方について、委員のみなさんに違和感がないようなら、事務局の案で

いいと思う。ただ、委員のみなさんが発言した意図と報告書案に書かれている内容が

違うようなら、事務局に提示して、修正してもらえればいい。 

 

村瀬委員 Ｐ３の１ふれあいプラザあかし西の市民サービスの向上の評価理由の下２

つだが、「立派な施設である」の記載は良い評価をしているだけの意味になってしま 
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 う。施設を評価しているのではない。記載のように２つに分けるのではなく、「立派

な施設であるのでコストが高くついているだろう。だからもっとコスト意識をもって

ほしい」というような主旨にしてほしい。 

 また、改善すべきポイントで、「施設に対しての指導で、電力の使い方など細かい

部分での指導をするのではなく、根本的な指導のし直しをすべき」と言った点につい

て書かれていない。 
事務局 それについてはふれあいプラザあかし西の４つ目の改善すべきポイントに含

まれている。 
村瀬委員 もっと具体的なアクションをとるべきとの内容を記載してほしい。改善後に

結果をフォローできるような内容にしてほしい。 
事務局 具体的にこういった形でという書き方の要望があれば提示してほしい。 
村瀬委員 「仕様書というのは前年度に作成したものであっても見直しをしていかなく

ては進歩がないのでは」ということも言った。 
議事録の作成時に内容を整理してしまって、委員の言おうとしている本来の意図が

薄められるのは残念。 
事務局 報告書としてどういう形で内容を盛り込んでいくかを整理する必要があり、事

務局としては今回の案を提示している。この案に対して、具体的にここをこうしたら

という指摘があれば言っていただきたい。 
村瀬委員 言ったことの何点かしか盛り込まれていない。「例えば参加人数について、

目標があって目標への達成率という点で評価しないとその人数が良いのかどうかわ

からない。目標を設定し、目標に近づけるように管理すべき」とも言った。目標値や

評価がなければ緊張感がなくなる。 
 
古賀委員長 報告書なので、全部改善すべきポイントを書くというのは現実的に対応し

きれない。具体的に特に大事だという点についてある程度絞らざるを得ない。どうし

ても記載してほしいという項目を提示してほしい。それを今の案の報告書とうまく整

合できるか、すでに入っているかを精査して記載するか決めたい。 

村瀬委員 自己評価について「適正に行われている」という表現があるが、具体的な数

値指標がないとわからない。１年目だから知名度が低いと言っていたが、人を集める

運動をしないで知名度が低いというのはおかしい。 

耐用年数と建設費で償却費を出して、それを固定費に盛り込んでいく必要があるの

に、変動費ばかりに頭がいって設備の償却については全く考えていない。 

施設管理を行う際に、市民サービスという観点が抜けて、施設のキャパシティなど

の考えしかなく、市民が何を求めているかという分析があまりなされていない。 

古賀委員長 追加してほしい改善すべきポイントを言っていただいたが、内容に含み入

れるように努力するという条件で明石市行政評価（指定管理編）については提案どお

りにまとめていきたい。 

  今後この報告書を、事務事業評価と併せて市長に提出することになるが、その前に

調整し訂正したものを事務局から委員全員に送ってほしい。具体的な提出時期や方法
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 については私に一任いただきたい。 

 

村瀬委員 改善すべきポイントは語尾を「・・すべき」とすべきで、「・・ほしい」と

いう期待的なものせずにはっきりと言い切った方がいいのでは。 

事務局 委員会の中での各委員の発言のニュアンス的なものがあったと思うが、その辺

りを語尾に反映させて表現した。 

村瀬委員 発言の言葉ではなく、発言者の思いを考慮した語尾に表現してもらいたい。

 事務事業評価の対象事業の選定について 

 事務局 －資料２、３に基づき対象候補事業に絞った経緯について説明－ 

古賀委員長 資料２の 82 事業の中から 10 事業に絞ることになる。事務局参考案を付し

てあるが、事務局は実際に行政内部のことを知っており、これを踏まえて、どの事業

が行政評価委員会での議論に適しているか判断されていることと、過去に事務局参考

案を参考に選定して、特に問題もないことから、事務局参考案も考慮して 10 事業を

選定していけばいいと思う。また、資料２をみると、各委員が重複して選定している

事業が多いが、これを踏まえてどのように 10 事業を選定すべきか議論したい。まず、

各委員からどういう基準で選んだかを説明してほしい。 

米田委員 金額よりも、自分の興味で議論してみたいという事業を、資料３のシートを

見ながら選んだ。 

井上委員 国・県支出金が多いものは市で判断できない部分が多いと思ったので、でき

るだけ市で判断できる部分が多いであろう事業から選んだ。個々には、対象になりに

くかった総務系分野のものから契約事務、類似事業の中で金額の大きい魚住市民セン

ター管理運営、市にとって金額のウェイトが大きい生活保護、昨年の公立に対比して

私立保育所、市のメインスポットである天文科学館を選び、それ以外は一般財源を中

心に、事業種別のバランスをみて選んだ。 
岡野委員 まず金額をみた。中でも人件費、一般財源（事業費中）の大きいものを中心

に、所管課のバランスを考えて選んだ。 
村瀬委員 事務局が事業の絞込みの一つの基準にしている手法の改善の、軽微な改善と

抜本的改善をどう判断したのかの基準を教えてほしい。所管課の自己評価は主観的で

あるので、自己評価結果のみで対象から外すのはどうかと思う。 
事務局 総務課からある程度の考え方は示しているが、具体的にどういう基準かという

と、所管課の自己判断ということになる。10 事業を選定するために何らかの優先順

位付けが必要であるということで、第１回委員会で提案させていただいた。 
村瀬委員 10 事業の絞り込み方は、まず日常市民として生活していく中で、この事業

はもっと改善してもらいたいという観点から選び、次に人件費が多いことに注目し、

最後に総額が多いものから選んだ。 

  交通部総務課、明石駅サービスコーナー、大久保市民センターが 82 事業の候補に

入ってないのはなぜか。82 以外の事業を見ていくと、私が常日頃改善すべきと考え

ている事業が多数対象からはずされている。 
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   事務局の絞り込み案にこだわらず、他の事業の詳細も見て、委員会の議論を経た上

で、対象事業を選定すべきではないか。 

事務局 説明の中で申し上げたとおり、絞り込みの基準に該当しなかったために、候補

の 82 事業からはずれたものである。 

古賀委員長 この委員会は、限られた時間の中で対象事業を選定し評価するのであるか

ら、対象事業数にも限界があるし、全ての情報を見るということはできない。しかし、

一部であっても外部の視点による評価がなされることで、行政内部の緊張感が保た

れ、行政全体の改善につながると考えられる。 

  各委員の日程等を考慮し、年間 10 回程度の開催という現実的な枠組みの中で委員

会の計画を立てる必要があり、この点はご理解いただきたい。 

事務局 交通部の事業については、公営企業であるため対象から外れている。これは、

公営企業では、独自に経営改善策を立てているため、本委員会の評価対象から除くと

いう判断をしているものである。明石駅サービスコーナーは、今回の総点検において

個々に挙げていたサービスコーナーの事業を一本に統合したことを所管で抜本的改

善と考えている。大久保市民センターは所管で人件費を入力ミスしたために対象額に

達しなかった。 

村瀬委員 明石駅サービスコーナーは、観光案内所内に置くことで十分役割を果たせ

る。これで６千万削減できる。 

古賀委員長 私の選定基準は、額が高いものは評価すると影響が大きいので、まず総事

業費で絞り込んだ。後は所管が重複しないようにしたことと、個人的に関心のある事

業を選んだ。 

古賀委員長 10 事業の絞込みの方法について何かあれば言ってほしい。 

米田委員 各委員様々な観点から選んでおり、まず多数決で複数の委員が選んでいる事

業を選び、その後は重複をさけるように事業を絞りこんだらいいと思う。 

古賀委員長 各委員が選んだ数の多いものはそれだけ支持を得られているといえる。 

事務局の参考案も考慮したうえで、選んだ人数が多いものから選ぶということでどう

か。 

各委員 （異議なし） 

 

古賀委員長 ○印の数の多いものをみると、７の魚住市民センター管理運営事業、64

の天文科学館施設維持管理事業、75 の大久保駅前東西工区土地区画整理事業が５つ、

12 の生活保護運営事業、25 の私立保育所事業が４つ、４の契約事務事業、60 のごみ

減量化推進事業、67 のコミュニティ交通運行事業が３つとなっている。以上の８事

業をまず選定し評価対象としていいか。 

各委員 （異議なし） 

古賀委員長 残りはばらけており、あと２事業をどのように選定するかご意見をいただ

きたい。 

岡野委員 まず、２つ印がついている３・29・31・33・61・77・82 の７事業を優先す

ることとする。その中で事務局含めて２つとなっている 31・77 について事務局の意
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 見を聞き、それ以外でも委員の中でどうしても評価したいという事業があれば意見を

聞いて残り２事業を選定してはどうか。 

事務局 10 事業選定にあたり全体として部に偏りなく１部１事業にし、これまで経験

ない所管、事業費・人件費が多い事業で、改善の可能性が考えられる事業から選んだ。

31 国民健康保険課の一般管理事業について、保険・健康部から１事業選定するに

あたり、この事業が比較的事業費・人件費ともに大きく、同じ課の事業である 33 一

般被保険者療養給付（現物給付）事業は定型的な事務で議論の余地が少なく、31 の

事業の方が課の効率的な運営や新たな視点で議論の余地があると考え選んだ。 

  77 河川等改修事業は下水道部から１事業選定しようと考えたときに、過去下水道

施設課が２回評価対象になっており、その他の課が対象になっていなかった。76 下

水道使用料徴収事務事業は水道料金と一緒に徴収しており、下水道部として半額を負

担しているという事業であり議論が難しいと考え外した。 

村瀬委員 ゴミ収集事業は市の東西をほぼ均等に２分しているが、委託する区域と直営

の区域で約 20 億の差がある。異常ではないか。行政評価委員会に掛ける以前の問題

である。 

事務局 中身を詳しく見てみないとわからない。 

 市が実施するのと委託とでは差があるというのはわかっている。市として順次委託し

ていくという方向性ではある。 

村瀬委員 今年は委託した事業は増えたのか。 

事務局 今年度から委託が増えている事業は多くはないと思う。退職者不補充を原則と

して、直営でカバーできる部分はしているので１年で大きく変わることは少ない。 

村瀬委員 31 一般管理事務事業に正規職員が 14 名は多すぎるのではないか。 

事務局 課の運営ということで、国民健康保険課でいうと滞納整理以外の部分で事務を

している職員がこの事業に入ってきている。 

 

古賀委員長 岡野委員の提案によりいくつか事業を取り上げたが、ほかに特にとりあげ

てほしい事業はあれば言っていただき、事務局の意見を聞いたうえのトータルで残り

の２事業を選定してはどうか。 

米田委員 80 会計事務事業はお金の出し入れにかかる事業で改善の余地があるかどう

かわからないが興味がある。 

事務局 市の会計室の業務全般の事業で、取り上げなかった理由は金額的に他と比べて

高くなく、定型的な事務処理で新たな視点が少ないと思ったからである。 

村瀬委員 事務局が「改善は難しい」、「新たな視点が少ない」といっていることを鵜呑

みにはできない。「難しい」「少ない」という言葉の前に「事務局には」という接頭語

をつけるべきだ。 

井上委員 ９生涯学習推進事業について、人づくり街づくりに加え当事業に力を入れて

はどうかと思い選定した。44 高齢福祉サービス推進（敬老優待乗車証）事業につい

て、高齢者が増えている中、年齢の制限や対象の見直しなどしてはどうかと思い選定

した。 
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 事務局 ９については過去に別の事業で同じ課が行政評価を受けたことがあるので外

した。44 は H21 に大きな改善をしており、H23 まで現行のやり方を進める方針を示し

ているため今年度は選ばなかった。 

岡野委員 82 消防通信施設維持管理事業を選ばなかった理由があれば伺いたい。 

事務局 対象となってもおかしくなかった事業だが、他の事業との比較で外した。 

村瀬委員 ３ 人事管理事務事業に 12 人もいるが、市役所の人事管理にそんなに必要

か。31 一般管理事務事業も人員をかけすぎだと思う。 

事務局 ３について、内部管理系の中から一つ選定すべきだと考え、１～４でどれが最

も行政評価の議論になじむかをみたうえで、人事より契約の方を選定した。 

 

古賀委員長 事務局の説明も勘案して 31 を提言したい。 

 以上で３、９、31、44、80、82 の６事業でたが、この中から２事業選定したらいい

と思うが意見はないか。 

米田委員 31 は３名になったのでまず挙げたい。もう一つは 82 を選定してはどうか。

古賀委員長 先ほどの説明を受けた上で、残り２事業は 31 と 82 を選定してはどうかと

いう意見がでたが、この２事業を選定してもいいか。 

各委員 （異議なし） 

古賀委員長 では、４契約事務、７魚住市民センター管理運営、12 生活保護運営、25

私立保育所、31 一般管理事務（国民健康保険）、60 ごみ減量化推進、64 天文科学館

施設維持管理、67 コミュニティ交通運行、75 大久保駅前東西工区土地区画整理、82

消防通信施設維持管理の 10 事業を、今年度の評価対象事業に決定したい。 

  次回以降 10 事業のヒアリングを進めていくが、順番は、基本的に№順とし、事務

局に所管課との日程調整してもらい、変更あれば連絡する。 

  

事務局 次回の日程９月 10 日（金）９：30～ 本庁舎８階８０６ＡＢ会議室を予定。

 開催通知は省略させていただくが、欠席の場合は事前に事務局に連絡してほしい。 

   

村瀬委員 評価の中で必要性という項目があったが、市民ニーズや課題に照らして必要

な事業かどうかという面と市がやるべき事業かどうかという面の両面があり、それを

一つにして評価するのは難しいのではないか。事業の必要性と事業主体はどこである

かはまったく異質のカテゴリーの概念から評価されるべきではないか。 

古賀委員長 そこはそれぞれの面で分けて評価することになっている。 

事務局 最終的に、必要性、有効性、効率性の三点で評価することになるが、必要性に

関しては事業自体の必要性と実施主体がどうかに細分化して検討したうえで評価し

ていただくことにしている。 

村瀬委員 必要性全体として評価する必要があるのか。市民ニーズの面だけでいいので

はないか。 

事務局 市民ニーズがあるかどうかの面だけだと国や県などがやるべきなのかどうか

が残る。最終的に、明石市としてやるべきなのかどうかという点で結論をいただきた
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いと考え、今回のような形にさせていただいた。 

 

村瀬委員 両面を評価しないといけないのはわかるが、二つを一緒にして一つの必要性

にまとめて評価する必要があるのかは疑問に感じる。 

市民ニーズから考えると大変重要な事業なので評価は「Ｓ」としたが、実施主体は

市の直営ではなくふさわしい民間に委託した方がいいということで「Ｃ」とする場合

もある。このような事業の必要性総合評価はどうするのかに苦労する。 

古賀委員長 第１回の委員会で評価方法を決めており、再度議論して変更するのはルー

ルに反する。やってみて、やりにくい、おかしいというのであれば、来年度以降の委

員会に反映させていくしかないと思う。 

 


