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第５回明石市行政評価委員会 要旨 

日 時 平成 22 年 10 月 19 日(火) 午前９時 30 分～午前12時 

場 所 明石市役所南会議室棟１０３ＡＢ会議室 

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） 

〔市立天文科学館〕 

澤井館長、松下業務係長 所
管
課 〔資源循環課〕 

碓永課長、松浦指導係長、藤原減量推進係長 

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 事務事業評価の所管課ヒアリング 

 ① 天文科学館施設維持管理事業〔市立天文科学館〕 

 ② ごみ減量化推進事業〔資源循環課〕 

配布資料 

資料１ 天文科学館施設維持管理事業 

   平成 22 年度事務事業点検シート 

天文科学館施設維持管理事業（委託料）の推移（参考資料） 

   評価対象業務に係る事前質問・回答一覧表、関連パンフレット等 

資料２ ごみ減量化推進事業 

   平成 22 年度事務事業点検シート、参考資料 

   評価対象業務に係る事前質問・回答一覧表、関連パンフレット等 

資料３ 事務事業評価の判定シート 

【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。 

 天文科学館施設維持管理事業ヒアリング 

 天文科学館 －事業内容の説明（10 分間）－ 

米田委員 今回の評価の対象は、施設の維持管理事業ということだが、プラネタリウ

ム・展示事業と運営事業との連携と、それぞれの事業の職員の方との連携についてど

うなっているのか。 
天文科学館 当館は業務係と学芸係の二つの係があり、今回の対象となっている維持管

理事業は主に業務係がやっている。プラネタリウム・展示事業は主に学芸係がやって

おり、運営事業については両係共同で行っている。 

維持管理事業で施設を適正かつ効率的に使えるようにしており、入館者に満足して

もらえるようにするために、様々なイベントを実施する運営事業や、プラネタリウ 
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 ム・展示事業にもリンクさせそれぞれ相互に絡み合った事業となっている。 

米田副委員長 係が二つあるが、部屋が一つで、常に意見交換でき、それぞれの事業に

反映できるような体制になっているのか。 

天文科学館 同じ部屋で行き来もフリーで意見交換もできる体制です。休館日が月曜日

で全職員がそろうことは少ないが、毎日朝礼を行っている。また、週に１回は全スタ

ッフが集まっての会議を行っており、意思疎通はできていると考えている。 

米田副委員長 効率性の観点で、指標として来館者増を挙げているが、例えばアンケー

トをとるときは、項目についても両係で相談しながら考えているのか。 

天文科学館  アンケートは、全スタッフでどういう項目がいいのかというのを決めて

作っている。具体的に、平成18年度から毎年夏休みの１カ月間の期間アンケートをと

っている。項目は多岐にわたるが、性別、年齢、住所のような内容から目的、何回目

の来館かだけでなく、何回目のプラネタリウムを見たか、投影や展示の評価を聞いて

いる。その結果をスタッフの中で協議し、指摘された点についてはそれを改善するよ

うに努めている。 

米田副委員長 回答の中で、維持管理面については大きな苦情も軽微な苦情もなかった

と書いているが、プラネタリウム・展示事業について、どのような要望があって、ど

う改善したという例があれば教えてほしい。 

天文科学館 アンケートの項目に、プラネタリウムの投影評価の項目があり、一番直近

でいうと大変よいが 60％、よいが 33％、普通は６％だった。投影の中身についても、

非常にわかりやすい、丁寧という声が圧倒的で、解説員が生で解説するので客層に合

わせた投影解説、説明ができる点が一番評価されている。また、世界で５番目に古い

という貴重な投影機を使っているが、そこで再現される星空が、真っ暗闇の中で見る

自然な星空に限りなく近いという点も非常に評価されている。 

 

井上委員 維持管理業務の委託事業者として市内の事業者では無理なのか。 

天文科学館 市内業者への発注は少ないのが現状です。例えば、受付案内業務や清掃業

務等は一般競争入札で行っているが、参加してもらえていないのが現実です。 

井上委員 市内事業者にというこだわりは、天文科学館イコール明石という象徴の中

で、明石の事業者が入っていないのはいかがなものかなと思われても仕方がないと思

う。ホームページや清掃業務については、市内にも事業者がたくさんあるので、一般

競争入札をする際の条件にハードルが高い点があれば、クォリティーを下げずに市内

事業者の話を聞いて入りやすくすれば、市内事業者でも十分対応できると思う。でき

るだけ明石の事業者が入るというような形で対応してほしい。 

また、地域物産の販売スペースについて、本来の星に関するグッズの販売であるた

めに限られているのかもしれないが、明石の目玉である天文科学館のホールで地域物

産品を何も売ってないのはどうかと思う。地域の物産の販売というか、地域商工業者

と調整し、地域の物産販売もしてほしい。 
最後に、地デジの対応について、どれぐらいの費用がかかり、どのような工事をし

たかの記載がないので教えてほしい。 



3 

 天文科学館 地デジ対応の内容は、前回の震災の復旧工事の時点で、ケーブルテレビか

らの信号配信を受けていたので、アナログ波に比べて信号の帯域が広い地デジに対し

て将来的にすべてカバーできるように、館内機器のブースターアンプを交換した。費

用については、交換した箇所が２カ所あり、その機器費とその取りかえだけで、30

万円程度だった。 

井上委員 30万円との回答だが、台風等の災害のとき、ケーブルテレビも通信も、停電

すれば、全部電波は途切れる。自家発電はあると思うので、直受けの工事をして災害

時の措置も考えてほしい。 

 

岡野委員 ドイツ製の古いプラネタリウムでの維持管理を、具体的にはどこまで職員が

やって、どこから海外の技術者に頼むのか。また、緊急の故障時やトラブル時に対し

てどういう体制をとっているのか。 

天文科学館 基本的には職員が１名技術職の者が常駐し、日常のメンテナンスに加え、

大きな故障がなければ、月一回内部の清掃を含めた簡単な分解整備を行っている。ま

た、突発的な電球、ランプ等、消耗品の交換や、星の位置を合わせるための簡単な歯

車の組み合わせも職員が行っている。 

定期的に行うオーバーホールや大きな問題点については、市でオーダーを考えたう

えで、ドイツからの技術者を招いて解決している。 

岡野委員 技術職の方１人に結構かかっているということか。 

天文科学館 以前は、私（松下係長）と技術職員の２名体制で相談しながらやっていた

が、現在は、私が業務係長を兼務しているので、担当の技術職員１名にかかっている

部分がある。 

岡野委員 今後は、後継のことも考えないといけないのではないか。 

天文科学館 ドイツのマイスター的な状況も出てきて、口伝え、手伝えで伝えていかな

ければいけない部分もある。当然マニュアルはつくっているが、読んだだけではわか

らない。きちんと作動するクリアランス等を保つためのニュアンスの作業がたくさん

あり、その技術の伝承も今後の課題になってくると思う。 

岡野委員 委託と直営とのすみ分けについて、具体的にはどのような考え方をもってい

るのか。 

天文科学館 機器のメンテナンス等で言えば、基本的には委託できる部分は委託したい

と考えているが、ドイツから技術者を招くというコスト面を考えると、職員がある程

度スキルを蓄えていく必要があると思っている。 

運営面では、例えばプラネタリウムの投影や展示の企画、イベント展開については、

現在も直営でやっており、今後も直営でいくつもりである。指定管理者制度の話もあ

るが、逆に非常に刺激になり、直営でも知恵を絞ればできることはいっぱいあるとい

うことで、スタッフのモチベーションは全員高くなっている。その結果入館者の増に

結びついていると思っているので、この点だけは続けていきたいと考えている。 

 

村瀬委員 点検シートへの質問だが、平成22年度当初予算の明細が一番下にあるが、委
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 託料4,923万1千円が別紙３の合計の4,577万8,660円と合わないのはなぜか。 

天文科学館 点検シートは予算額で、別紙３は契約額実績で計上しているためである。

村瀬委員 その上に財源内容というのがあるが、その他特定財源欄に入館料も入るのと

思うが、入らないのか。１億円以上の入館料の計上があいまいではないか。 

天文科学館 入館料については、運営事業のほうへ充当している。 

村瀬委員 運営事業だけでなく、この施設維持管理事業にも入館料を回すべきで、入館

料を配分すべきはないのか。扱い方によってコスト意識が向上する。 

アンケートの結果がよかっただけではアンケートの意味がない。アンケートでよか

ったとあれば、次年度は別のアンケートでもとって、自分たちにメリットのある答え

をもらうように変えるべきではないか。よかったという結果に満足し、アンケートの

内容を変えないままでいるのは、安易過ぎるという感じがする。アンケート内容をも

う少し工夫して、来館者に何か言ってもらえるようなことを引き出せばいいのでは。

天文科学館 投影評価についての項目は余り変えてないが、当然色々意見が聞けるよう

自由記述欄は設けている。 

村瀬委員 プラネタリウムでの解説について、口ぐせが何回も出てくる点や書き言葉で

言う点は、もっとナレーターの訓練をすべきだと思う。神戸の青少年科学センターや

京都、大阪などみんな上手で、アナウンサーの訓練に近いような訓練をよそはしてい

る。明石が負けてはいけないと思う。 

 質問14に対する回答について、具体的な数値データはないとあり、データもとろう

としておらず、誰がどのように見てくれているかという関心がない。こんなものを展

示したらいいのではという見方をすべき。展示に工夫をしなければならない。 

「ＪＳＴＭ」という表示で、わかる人が何人いると思うか。日本標準時子午線と書

けば、電車から見てもインパクトがあると思う。難しい言葉を書くのは子供向けでは

ないし、お客様の立場に立って考えるべきではないか。 

天文科学館 Japan Standard Time Meridianの略である。何ですかという質問がかかっ

てきて、それがきっかけになってファンになっていただけるというのもある。また、

あのスペースで日本標準時子午線と書いても読めない。 

村瀬委員 70 万画素の大きなプラズマも、映像は 30 万画素でもったいない映し方をし

ている。神戸の青少年科学センターのプロジェクションのほうがきれい。 

天文科学館 プラズマについては、おっしゃるように非常に高い性能を持っているが、

はやぶさという話題になっているＪＡＸＡから配信されている画像の画素が低い。 

  ただ、オリジナルについてはもうハイビジョンレベルでつくる予定をしている。 
村瀬委員 はやぶさの画面についても工夫がほしい。通信が途絶えた後、根気強い苦労

によって奇跡の帰還をしたという感激させる部分がない。あの苦労話は、青少年があ

こがれて感激するようなプログラムの内容であり、青少年に教えてあげれば、夢を持

って宇宙飛行士になろうかなという人が出てくると思う。 

天文科学館 ソフトの制作については、非常に経費もかかってくる。今流しているはやぶ

さについてはタイムリーな話題だということで、ＪＡＸＡからいち早く借用して流して

いる。 
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 古賀委員長 入館者の数を増加する見込みを立てているが、この数値が妥当なのかどう

かを評価するのは難しい。他と比較しての評価にするのか、今までと比較しての評価

にするのかを整理して、今後の取り組み体制を考えたらいいのでは。 
質問１の回答に関連して、パブリシティーを利用したＰＲはもちろん、市内外の学

校を回り、教育プログラムに入れ込んでもらうような取り組みを是非進めてほしい。 
天文科学館 入館者数は、施設の規模によってまちまちだが、天文科学館はオープン当

初からカウントしており、平成14年度に年間９万6,000人まで落ち込んだ。その後、

様々な取り組みを行い、今の数字に至ったということで、右肩上がりの傾向にあると

いうことは理解いただきたい。 

教育のプログラムに組み入れていくという話だが、現在も小・中学校の学習指導要

領の中で、星や太陽、惑星などについても文科省で決められており、子供たちにわか

りやすく、今の事業の進捗状況にあったプログラムを、理科担当の教諭と打ち合わせ

しながら私たちでつくっている。 
また、学校関係以外にも、デイサービスの施設に営業にいき、１日のカリキュラム

の中の一環として、プラネタリウムを鑑賞していただくような取り組みや、移動式の

プラネタリウムを持って、長期入院しているような天文科学館まで来られない人たち

がいる施設に出張し、投影するなどの取り組みも行っている。 
古賀委員長 現状に満足しないで、小・中学校に加え、高等学校や大学にも働きかけ、

まず市内、願わくば近隣市町村にも拡大していってほしい。 

今回の事業に対して、委託か直営かをどう判断するかについて十分検討したことと

思うが、数字をみてもそれが妥当かどうか評価できない。単純に比較はできないと思

うが、似たような事業に対しては、併せて委託することで委託料を下げるよう工夫す

ることが大事だと思う。数字自体が下がっているからいいというのではなく、うまく

運営するためにどうするかを考えるプロセスが大事であり、そのための努力を続けて

いってほしい。 
 

村瀬委員 今、委員長が言った小学生にたくさん来ていただくというやり方は一番いい

と思うが、そのためには説明をもっと易しくすべきだと思う。例えば展示室の太陽系

の生い立ちなどは工夫してほしい。説明が、小学生に読ませるつもりで書いたとは思

えない。あれでは小学生は集まらないと思う。時計の展示物も故障したものが多い。

小学生には理解できない。 

また、リニューアルしたのは展示が古くなったためと言っているが、展示について

も毎月は極端かもしれないが、できるだけ更新していくべきだと思う。そうするとま

た行こうと思い、その都度入館者も増えていくと思う。 
 ごみ減量化推進事業ヒアリング 

 米田副委員長 当事業の７つの事業の環境＆消費者フェア in あかしの有効性等につ

いて、参加者の予想を、施設の安全上 5,000 人程度としているが、毎年同じ人が来る

ことも多く、新規に来る方がどの程度いるかわからないが、人口比からみると少ない

気がする。参加者数が人口比から見てどうかいう点と、年によって実施場所を変えて
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 いるのかという点をお聞きしたい。 

資源循環課 環境フェアは平成８年度からやっており、昨年度からエコライフを視点に

置いた消費生活という部分で、消費生活フェアも合体いたしまして、環境＆消費者フ

ェアとしてやっている。 

参加者数は、会場の面から 5,000 人ぐらいが安全対策上好ましく、人口比という視

点では若干少ないかもしれないが、安全面を重視し妥当な数だと考えている。 

会場について、産業交流センターは、東西に長い市域の中心地点に近い場所にあり、

公共交通機関が使いやすいという立地上の要件と、フェアという形で実施する場合の

使いやすさという件から、最も適当な施設だと考えている。 

なお、産業交流センターで行うイベントの他の事例として、福祉が行うふれあいフ

ェスティバルが2,300人、食育フェスティバルが1,500名となっている。それから考え

ると、当フェアの4,500人という設定は、人口比としては少ないかもしれないが、市

が実施するイベントの規模としては、市民まつりの次に来るような大きなイベントだ

と考えている。 

米田副委員長 新しい人が来ているかどうかはわからないのか。 

資源循環課 来場者に対するアンケートの中に、何回目かを聞く項目がある。この場に

資料がないので、はっきりと言えないが、環境の場合、リサイクルの家具や図書を扱

っているので、リピーターの方が多い傾向にはあると思う。 

米田副委員長 ごみ減量化推進の地域の指導者としての減量推進員・協力員制度につい

て、推進員が具体的にどういう活動をし、市のほうでどのように推進しているかを教

えてほしい。 

資源循環課 ごみ推進員という形で、市内28校区ある中、30名の方が各校区の代表とし

て、ごみ減量推進員ということで委嘱しており、連合会長や自治会長がほとんどであ

る。そして、各地域から何名かずつ協力員というような形で1,291名の方に協力して

もらっている。仕事は、集団回収や、紙ごみ等の分別、回収推進について、市に協力

してもらっている。また、分別が悪いごみステーションについては、立ち番等を行っ

ていただき、チラシや貼り紙をしてもらうとともに、公園等の不法投棄の発見・通報

についてもお願いしている。今年度から、市内を28校区７ブロックに分けて、ブロッ

クごとに様々な活動を展開している。 

米田副委員長 市で分別のできている地域とできていない地域を把握しているのか。把

握しているとすれば、どういう方法で把握しているのか。 

資源循環課 ある程度は把握している。 

ごみの回収は環境第２課が行うが、分別が悪いときは収集できない趣旨が書かれた

シールを張って置いて帰るので、どこの地区が分別が徹底されていないかを把握して

いる。その後、環境第２課が独自で立ち番をしたりして、その地区について重点的に

分別の徹底をすることもある。 

米田副委員長 それは推進員や協力員が連絡することもあるのか。 

資源循環課 そうである。実際に、ごみステーションは、市のものでなく地元の方が確

保し置き場としているものなので、自分たちのステーションは、自分たちで管理しま
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 しょうというのが基本となり、地域の指導的な立場である推進員・協力員は、独自に

立ち番などをして、地元の住民の方々に分別の指導はしている。 

米田副委員長 推進員や協力員に対する勉強会や説明会は実施しているのか。 

資源循環課 年に１回は、担当、校区ごとに研修会というような形で勉強会的なことを

実施している。また、不定期に、地域から出前講座の依頼があれば出前講座に行くこ

ともある。実際に、もっと活動したいと考えている推進員さんの地域では、３カ月に

１回程度勉強会を実施し、その場に市からも担当者が行って話を聞くこともある。 

 

井上委員 質問９の回答について、協働型ホームページというのは、ブログ中心で運営

しているのか。 

資源循環課 そうである。 

井上委員 市職員からの片方向の発信だけでなく、市民同士でやりとりできるような状

況なのか。 

資源循環課 市職員だけでなく、ごみの減量に取り組んでいる団体や事業者に声かけを

して、執筆してもらっているが、長期間にわたって継続的に書いてもらうのは難しい。

そこで、今年度リニューアルし、執筆者の枠を拡大して自由に書き込みできるような

体制を考えている。 

井上委員 登録する事業者さんだけが書き込みできるということか。 

資源循環課 例えばグループ相手の場合は、グループに一つのパスワードを渡し、その

メンバーは自由に書き込みができるような形で、一般の市民については、その記事に

対して自由にコメントできるようにしている。コメントの内容は、運営委託している

ので、委託者が内容を確認した上でアップするという体制になっている。 

井上委員 アクセス数はどのぐらい上がっているのか。 

資源循環課 １日700～800件に落ち込んでいる時期もあったが、今年度は１日当たり 

1,000件を超えており、特に８月のリニューアル以降は件数が増えて、現在１日平均

1,300～1,400件のアクセス件数となっている。 

井上委員 協働型ホームページと聞くと、例えばうちに家具があって、この家具要らな

いなどとコメントつけたうえで写真等を載せて、それを見た人が取りに行こうかとい

うようなやりとりができるものなのかなと、イメージをしていたのだが、そういった

ものではないということか。 

資源循環課 一部機能として、「カキコまっぷ」という地図を載せており、そこに不法

投棄かあるという情報や、ここのお店はこのようなリサイクルの取り組みをしている

という紹介ができるような状態になっている。今年度については、執筆者の拡大とい

うことで、いろいろな取り組みをしている団体に、市のほうから声かけをしようかと

考えている。 

井上委員 パンフレットにすごくいいものがたくさんあるのだが、著作権はどこにある

のか。もし市にあるのであれば、デジタルデータ化し、ホームページに掲載すること

を検討しているということなので、是非も積極的に進めてほしい。 

イベント等は、市民の人口比率で見ますと、多いか少ないかは評価しづらいと思う
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 が、環境関係だと多いほうではないかと感じるので、継続してやってほしい。子供も

馴染み易いようにして、携帯電話を利用できるような取り組みも検討してもらえると

さらにいいと思う。 

 

岡野委員 質問11の回答について、正規職員の業務量がごみの量によってどうなるかわ

からないが、何故正規職員の削減が難しいのかを、詳しく教えてほしい。 

資源循環課 実施しているイベントや各種活動を行う一方、市民等からの様々な要望が

ある。事業を整理していきたいと思っているが、今の段階で削減は難しい。 

岡野委員 目的などに照らしても、なかなかすぐには難しいと思うが、長期的には削減

も可能だと思う。 

プラスチックの回収について、朝霧地区がモデル地域になっているが、市内では全

然できなくて試験的にやっている。全市への拡大は考えているのか。 

資源循環課 平成16年度から地元自治会のご協力を得て実施させてもらい、５年たって

いるが、今後全市展開という形では考えている。しかし、財政面、ハード面の負担や

ランニングコストの問題があり、来年度については、従来東部の戸建て区域がメーン

で実施していたものを、西部の２カ所程度に広げて市民の協力度とか、地域性、その

辺を踏まえた調査をやっていきたいと考えている。 

岡野委員 最初のころから比べると明らかに、プラスチック回収箱に入れて出す人は増

えている。大事な取り組みだと思うので、コストの面で難しいと思うが、やっている

地域の意見をもっとすいあげて今後のこの方向性をきちんと決めてほしい。 

ただ、将来も踏まえたいい事業だと思うので、きちんとバックアップ、サポートで

きるように適切に対応したほうがいいと思う。正直、自治体で勝手にやっているのだ

ろうというような対応になっているみたいなので、事業に対する対応等も含めて、今

後の方向性をぜひ示してほしい。 

 

村瀬委員 点検シートの裏の成果欄に、イベントの参加者、施設の見学者という数値を

目標に挙げているが、ごみ減量化事業なのだから、ごみを減量することが目標ではな

いのか。この事業の成果としてイベントの参加者、施設の見学者はおかしいのではな

いか。 

基本計画の中に将来のごみ発生量予測というグラフがあるが、これは人口減少のよ

うな自然減少が要因で、減量化活動によって下がるものではないのではないか。減量

化活動によるごみ発生量の減量目標を掲げるべきではないか。 

Ｐ９の平成 22 年度の目標値は、平成 21 年度よりもごみの量をふやす目標になって

いるが、どうしてか。 

資源循環課 ごみ処理量の目標は、４年前に基本計画を策定したときの目標で動いてい

るので、今現在の新たな目標は挙げていない。目標は達成したという状態の中で、さ

らなる減量に向けて取り組みを続けている。 

村瀬委員 毎年目標を掲げ、その達成度を見るような仕組みはないのか。毎年目標は変え

ていき、皆さんの頑張り度合いをグラフの上で見ていくようにすれば、皆さん方もやり 
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 がいがあるのではないのか。５年間も目標値を見直さないのは無関心だ。 

資源循環課 持っていた目標に向け減量化・再資源化に取り組んだ結果、目標はクリア

したというような意味合いで資料を出した。 

  一般廃棄物の基本計画は、最初は５年前に作成したものを改正したもので、来年度

改定の年度に当たっている。基本計画の中で５年ごとにごみ減量の数値目標を設定し

ており、目標値については資源循環推進審議会の中で目標指針の設定をしている。そ

れがＰ９の表の平成22年度ごみ処理量10万3,000トンという数値です。なお、この数

値は自然減だけでなく、ある程度上積みし頑張らないと達成できない目標値にはなっ

ています。 

村瀬委員 ５年ごとにしか目標をつくらないこと自体が問題で、毎年目標を改めていく

ぐらいにしてはどうかと言っている。 

Ｐ11 の円グラフの燃やせるごみ組成分析結果について、平成 20 年度と平成 21 年

度があるが、どのようなピッチで調査をしているのか。 

資源循環課 湿ベースとなっているのは、濡れた状態で考えてもらうのが前提で、燃や

せるごみをサンプリングし、ごみ袋を持って帰ってきて、それをクリーンセンターの

ごみ処理場で開けて、一つずつごみ袋をあけて調査する。 

村瀬委員 年間に何回サンプリングをするのか。 

資源循環課 平成21年度は専門の業者に委託し１回実施した。平成20年度は職員で６回

実施したが、人によってばらつきがあった。 

村瀬委員 調査は簡単にできると思うので、毎月でもこの調査をして、啓蒙活動やイベ

ントの効果を把握するものさしにすべきである。数値の変化が好ましくない場合には

啓蒙活動やイベントの方法を更に工夫するというようにしなければやりがいがない

のではないか。 

資源循環課 当課としても、燃やせるごみの組成分析は重要な分析ということで、春夏

秋冬や２カ月に１回のように、季節が変動する中での実際のごみステーションに出さ

れた状態でのごみの分析というのを実施したいとは考えているのだが、お金のかかる

ことなので実施できないのが実情である。 

村瀬委員 燃えるごみの組成分析をグラフする調査をもっと細かくやり、推移を見なが

ら、イベントごとにどう変わったかを見て、イベントの中身を変えていくなり、何か

変えていくなりすべきだと思う。 

「明石 e-ごみゅにてぃ」の話でアクセス件数が１日 1,000 件といっていたが、検

索件数もカウントされるので、あまり意味がない。コメントの書き込み件数は何件か。

資源循環課 コメントの書き込み件数は、ゼロではないが、非常に少ない。 

村瀬委員 非常に少ないことについて、どのような対策を考えているのか。 

資源循環課 例えば今年度、子どもが新聞・雑誌を集めているような集団回収の現場の

活動を撮りにいき、その内容や写真を、親御さんの了解を得て掲載している。また、

市のホームページのトップページからリンクできるようにした。さらに、資源循環課

だけで運営していたブログを、今年度から環境部全体で自由に書き込みができるよう

にした。今後は一般市民の方や団体に書き込みしていただけるように、執筆者の声か



10 

 けをして、まず記事の数をふやしていくことで、アクセス件数とコメント数の増を目

指していきたいと考えている。 

村瀬委員 新しいことがない。これでは向上しないではないか。10月15日に発足した明

石市のアワードプレス（地域情報知っ得システム）に資源循環課は参加するのか。 

資源循環課 リンクできるようになる。こちらのブログのほうを更新すると、自動的に

地域情報知っ得システムのほうに表示されるようになる。 

村瀬委員 推進員・協力員の件については、余り庶民には浸透していない活動なので、

もっと浸透させるように大変な工夫が必要だと思う。もっとよくするために推進員同

士の地区での競争をしてはどうかと提案したら、競争は好ましくないと言われた。ど

うして好ましくないのか。 

資源循環課 昨年度、９月までに２回、７ブロックで会議をする中で、推進員、協力員

の横の連絡をもう少ししたほうがいいのではないかということで、今年度ブロックで

の運営をし、校区ごとの温度差をできるだけ少なくしていこうという会議を持った。

推進員を通して協力員へ情報の共有も図りながらやっており、村瀬委員指摘のよう

に、今後そういった機会を増やしていく必要があると思っている。 

 

古賀委員長 減量化の数値など、データ的な成果はわかったが、市民の声や要望とかを

吸収できるようなシステムというのは何かあるか。また、市民の要望等に対してどの

ような対応をしてきたのか聞きたい。 

資源循環課 市民の声ということでは、先ほど話したブログという形もあるが、できる

だけ出前講座等を活用した中で、地元からの生の声を聞くようにしている。今年度、

生ごみ減量化大作戦と題し、地元でかなり出前講座等をやっており、対象人数だけで

いうと４月から８月までで、4,800名程度の市民との接触を持った。今後もこのよう

な場を増やし、じかに話した中で温度差みたいなものを感じていく必要があると考え

ており、徐々に進めていきたい。 

古賀委員長 生で声を聞くという対応の仕方は、私はいいことだと思う。 

ただ、それだけではなくて、その場に出て来られない方でもいろいろな問題を持っ

ており、その声をどこかで組み込んでいくために、アンケートをとるなど何らかの形

でフィードバックしていくようなシステムを考えて、市民と市が相互交流できる体制

を検討してほしい。 

 

村瀬委員 平成11年度の実績は10万トンであるが平成22年度の目標値はこれより多い 

10万3,000トンでいいのか、目標は新たに設定していないで５年前のままでよいのか

疑問である。 

徳島県上勝町との比較をして、近づけていくようにすべきではないか。 

資源循環課 上勝町の話は何年も前からよく聞かれる話だが、分別の数の多さやそれを

するための様々な経費を考えると、いきなりあのような形には実際持っていけないと

思う。ごみはできるだけ出さないといった形が本来最高の目標だとは思うが、いきな

りそこにはもっていけず、できるだけ近づくようにはしたいとは考えている。 
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 事務事業評価の判定 

 〔天文科学館施設維持管理事業〕 

（ヒアリングの判定シートの集約結果と各委員の判定シートに基づき意見交換） 

 米田副委員長 必要性は民間でしてもらうことに支障がないと思い、Ａとし、特に事業

主体についてはＢとした。一時９万人台まで減った入館者数が15万人に近づくまで増

えたのは大きな成果かと思い、有効性はＳにした。今後は数的な入館数だけでなく、

入館した子供が希望を持てるようにするための質的な面も伸ばしていくことが、市で

天文科学館を運営していく必要性にも結びついていくと思う。効率性については、業

務委託も適切に行っていると思うのでＡとした。 

井上委員 必要性について、明石のシンボルなので、事業自体は重要な位置づけになる

と思うが、実施主体が市であるため収益事業の面で入場料だけになっているのはもっ

たいないし、地元の活性化につなげるための事業にも着目してもらいたいという観点

で、必ずしも市が実施するべき事業ではないと思ったので、事業の必要性はＳ、実施

主体はＢで、必要性全体としてはＡとした。 

有効性については、事故なく運営をし、気を使っているのでＡとした。 

効率性については、経費低減に向け創意工夫が必要であると思うのでＡとした。 

事業の規模については、明石のシンボルであるのに、委託事業者に明石の事業者がい

ない点は問題であるということと、地域資源を活用するため地元商工業者との連携を

強化するということに対して創意工夫してほしいので、事業費の低減という意味で縮

小とした。 

手法の改善は、抜本的まではいかないが、日々整備・改善というところで実施を行っ

ていただきたい軽微な改善とした。 

岡野委員 必要性について、事業の必要性は、観光面と学習面も考慮してＳに近いＡと

いう感じである。実施主体は、必ず市がしなくてもいいという気がした。職員のモチ

ベーションも今はうまくいっていると思うが、仕組みとして検討してもいいと思う。

有効性、効率性については、全体としてはうまくいっていると思うので、さらに工夫

を続けていってもらいたい。 

村瀬委員 手法の改善からいうと、京都、大阪、神戸の類似の施設と比較して明石が一

番遅れていると感じたので、展示の仕方は抜本的な改善をして他に負けないようなも

のにしてほしいと思い、抜本的改善とした。 

必要性について、実施主体は文化博物館でも委託しているぐらいなので、ここも委託

をしてもいいとも思うし、Ｂにした。 

有効性は、15 万人の人を集めているので、Ａとした。 

効率性は、青少年が展示を見たときにどう感じるかという点で、余り効果は上げてい

ないと思い、Ｂとした。 

古賀委員長 事業の必要性は、明石の目玉的な事業であると思うので、Ｓとした。実施

主体についても、今回の明石の事業計画に影響された面があり、Ａとした。 

有効性、効率性については、完全に申し分ないとまではいかないと思うが、成果を上 



12 

 げている。また、事業の規模、手法の改善についても、維持とした。 
 

まとめると、必要性については、村瀬委員以外はＡとなっている。事業の必要性に

ついてはＳかＡだが多数決でＡとなる。実施主体については、私以外は全員Ｂなので

Ｂとなる。そして、必要性全体としては、Ａとなる。 

有効性については、米田副委員長がＳで、それ以外は全員Ａとなってので、Ａとなる。

効率性については、村瀬委員以外は全員Ａなので、委員会の決定としてはＡとなる。

事業の規模については、井上委員以外は全員維持である。 

手法の改善については、軽微な改善と維持がそれぞれ２名、抜本的な改善が１名とな

っており、意見が分かれているが、委員会決定としては、軽微な改善としたいが、そ

れでいいか。 

各委員 －異議なし－ 

 

〔ごみ減量化推進事業〕 

（ヒアリングの判定シートの集約結果と各委員の判定シートに基づき意見交換） 

米田副委員長 事業の必要性はＡとし、実施主体は、民間に委託することは難しいと思

うので、Ｓとした。ただ、ごみ問題は市民の自発性が一番大切だと思うので、自発性

をいかに発揮できるようにするかが市の役割だということを踏まえてもらいたい。 

有効性については、ごみ減量の指標をどのように見るかで変わるが、グラフ等から現

実に処理量が減少しているので、Ａとした。 

効率性については、認められるといえる判断基準がなかったので、Ｂとした。事業シ

ートを見て、フェアないし見学業務を委託しているから効率性がいいと書いている、

委託したらどういうふうに効率的なのかが表されていない気がした。 

事業の規模は必要性があるから維持とした。 

手法は効率性の面でやはり軽微な改善とした。 

井上委員 市民サービスに主体的に取り組んでいると思うが、市民自らがごみ減量化推

進に取り組むにはもう少し時間がかかると思うので、事業の必要性や実施主体はＡと

した。 

有効性については、啓発の面で、子供目線であって、小学生が使えるパンフレットを

つくったり、イベントも精力的に実施しており、有効性はＡとした。 

効率性については、ＡとＢの間ぐらいと感じたが、パンフレット等紙ベースが多いの

で、電子化しデジタルコンテンツを利用してもらいたい。また、ごみの発生原因とな

る事業者側へのごみ低減をさらにきめ細やかにするために、調整にも力を入れるとと

もに、ごみだけでの普及活動というと難しいと思うので、料理教室などの研修やエコ

学校をつくったり、古い資材を使って家具をつくったりしてプラスに感じるイメージ

のものとの抱き合わせで事業をやってみるのもいいと思う。収益事業につながるよう

な取り組みも検討してもらいたいという期待も込めて、規模は維持、手法の改善は軽

微の改善とした。 

岡野委員 必要性、規模は現状のままで、有効性、効率性も概ね現状のままでいいと思
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 うが、結果としての手法の部分で、プラスチックのごみのモデルケースに関して実際

の動きにつながるような啓発活動をしてほしいと思い、手法の改善は軽微な改善とし

た。 

村瀬委員 ごみ減量化に向け、きちんと目標を立ててやるべきだと思う。イベント、見

学だけでなく、もっと知恵を出してもらいたいという期待を込めて抜本的改善をとし

た。 

古賀委員長 事業自体が明石の基本計画の一環にもなっており、法的な根拠があるの

で、事業の必要性は、大いに認められると思う。 

有効性、効率性については、一定の事業の業績は上げているといえる。特に、効率性

について、改善する余地はあると思うが、協力員など推進するメンバーを使うなどそ

れなりに工夫はしていると思ったので、Ａと評価し、事業の規模も維持とした。 

 

まとめると、事業の必要性については、皆さん認めており、ＳとするかＡとするかで

分かれている。私と米田副委員長の２人がＳで、井上委員、岡野委員、村瀬委員はＡ

となっているが、何か意見があればいただきたい。 

米田副委員長 主役は市民だと思うので、啓発事業という意味でＡでもいい。 

古賀委員長 では、委員会決定としては、Ａとしたい。 

有効性については、村瀬委員がＢで、他はＡとなっているが、委員会決定としてはＡ

としたい。 

効率性については、米田副委員長と村瀬委員がＢで、多数決だとＡとなる。ただ、手

法の改善が軽微な改善か抜本的改善になると、効率性との整合しなくなる。私がＡと

したのも、全体の印象として評価すればということで、Ａと評価するにあたって確固

たるものはない。 

井上委員 元々Ｂに近いＡという評価だった。推進員や協力員の活動の改善が必要なの

は確かで、ブログなど社会的ニーズにあったＩＴツールを全員が使えるのかとなると

疑問が残るが、何らかの方法で活動を広めていく必要はあると思うので、効率性をＢ

に変更したい。 

古賀委員長 効率性について委員会として検討した結果、改善の余地はあるのではない

かということで、Ｂの方が近いという意見が多数をしめるので、Ｂとしたい。 

 事業の規模は、全員が維持なので維持としたい。 

 手法の改善は、軽微な改善か抜本的な改善かで議論の余地はあるが、軽微な改善が多

数を占めるので、委員会としては軽微な改善としたい。 

各委員 －異議なし－ 

 

村瀬委員 最終報告書はページ数に制限はあるのか。 

事務局 何ページという制限はなく、見た方がわかりやすいようにまとめたい。 

 


