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第６回明石市行政評価委員会 要旨 

日 時 平成 22 年 11 月１日(月) 午前９時 30 分～午前12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） 

〔国民健康保険課〕 

福田課長、井上管理係長、吉野主査 所
管
課 〔交通政策課〕 

山名交通政策調整担当課長、嶽下政策係長、森岡主事 

事
務
局

梅木次長、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 なし 

議 事 

１ 事務事業評価の所管課ヒアリング 

 ① 一般管理事務事業〔国民健康保険課〕 

 ② コミュニティ交通運行事業〔交通政策課〕 

配布資料 

資料１ 一般管理事務事業 

   平成 22 年度事務事業点検シート 

   一般管理事務事業（国民健康保険課）について（参考資料） 

   関連事業一覧表・関連事業の事務事業点検シート 

   その他資料・グラフ等、評価対象業務に係る事前質問・回答一覧表 

資料２ コミュニティ交通運行事業 

   平成 22 年度事務事業点検シート 

   コミュニティ交通運行事業について（参考資料） 

   関連事業一覧表・関連事業の事務事業点検シート 

評価対象業務に係る事前質問・回答一覧表 

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。 

 一般管理事務事業ヒアリング 

 国民健康保険課 －事業内容の説明（10 分間）－ 

 

米田副委員長 有効性に関して、徴収業務で滞納率を把握していると思うが、他市と比

べて明石市はどうなっているか。 

国民健康保険課 県下の収納率が 89.67％で、順位で言うと 29 市中 20 位である。加古

川市は 27 位で、神戸市は 18 位である。 
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 米田副委員長 都市部の方が収納率が低くなる理由と、何か対策はあるのか。 

国民健康保険課 今回の評価対象である一般管理事務事業ではないが、都市部は人口が

多いのと、所得格差が大きいというのが主な原因だと思う。所得格差が大きいと、保

険料も滞納率が高いケースが発生する。 

また、収納対策については、平成 20 年度より差し押さえ等も含めて滞納処分を強

化しており、分納相談等による分割納付を進めるなどの対応を行っている。払えるの

に払わない方には滞納処分を、払いたいが払えない方については分納相談を、状況を

見極めながら行っている。 

米田副委員長 資格や給付業務は年間通じて行われると思うが、賦課業務や徴収業務は

忙しい時期と比較的そうでない時期とがあると思う。効率性の観点から、仕事の割り

振りをどのように調整しているのかを聞きたい。 

また、兵庫県下で広域化することによって、効率性が高まるような気がするが、広域

化についてもう少し具体的に教えてほしい。 

国民健康保険課 繁忙期等については、10年ほど前は繁閑の差があったが、現在は、年

間通じて忙しくない時期はない状態である。 

まず、資格、賦課についての業務状況について、４月、５月とは転入等が多く、加

入等入れ替わりの資格業務事務が非常に煩雑になっている。６月は、保険料を計算し

通知する当初賦課の業務として賦課業務が繁忙期で、なおかつ市民からの質問等も多

く、その後の減免等の時期も加えて７、８月まで影響する。夏には、前期高齢者の入

れ替えや福祉医療関係の調整事務があり、９月になると、不申告の方についての調査、

11月は保険証の更新、１月年が明けると新たに申告の話が出てきて、３月には新しい

保険証の資格業務が生じる。以上のように年間通じて多忙な状況である。 

また、収納業務についても、新しい通知を出したらそれに係る滞納対策や強化月間

があり、年間通じて収納率の動きを見ながら対策を練っている。特に、保検証の更新

時期と合わせた、本市で交付している短期証の年３回の更新時期には、滞納している

方に窓口に来ていただき事情等を聞いており、多忙になる。 

広域化について、国の方でも、高齢者対策として進めてはいるが、基本的には県単

位での広域ということを目指している。その中で、国民健康保険を第１段階にまとめ

て、その後社会保険等を含めて一本化したいという動きが、県単位であるようである。

ただ、現状として県下でも収納率や財源の問題で、安定した運営をしている自治体と

そうでない自治体があり、県下 41 市町に格差がある。現状では、後期高齢者から国

民健康保険に戻る方や被用者保険に戻る方の方針は打ち出されているので、平成 25

年度に段階移行し、約 10 年以内には保険制度全体についてという話は聞いている。

 

井上委員 質問５の回答をＰ39で書いているが、国民健康保険団体連合会以外の９項目

で、随意契約と単価契約の割合はどうなっているのか。 

国民健康保険課 契約の種類欄に金額が入っているもののうち、１枚や１ページ、単価

契約という記載のある４つの項目は単価契約となっている。 

井上委員 ９項目のうち４つは単価契約で、残り５つはシステム関係で全部随意契約と
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 いうことか。 

国民健康保険課 そうである。 

井上委員 随意契約について、絶対にこの業者でなければならないという理由は何か。

国民健康保険課 現在使用している国民健康保険のシステム自体の作成を現在の委託

業者が行ったためである。システムについては、開発以降の管理や変更等の業務を他

の業者が行うのは難しいために随意契約になっている。 

井上委員 システム開発した時代と違い、現在システム業界は変わってきているので、

全部当てはまらないとは思うが、開発した業者でないとメンテナンスできないことは

ないと思う。随意契約が見直され、減っていると思うので、システム関係の随意契約

も減らす方向で調整していただきたいと思う。 

質問６の回答の中の、債権管理課との連携によって滞納者対策の強化を図っている

という点について、保険料の納付の際は、個人の収入によって金額は変わると思うが、

減免措置などを受けたい場合は、世帯主の収入も加味される一方で、滞納処分の場合

は個人に行われるのか。 

国民健康保険課 滞納処分の場合であるが、世帯主さんが納付義務者なので、世帯主宛

の滞納処分になる。 

井上委員 そのことで、徴収率は上がるのか下がるのか。 

国民健康保険課 上がる。ただ、内容的にご理解いただくのが難しいケースが多い。 

 

岡野委員 質問７については、井上委員からも質問あったが、私も同じ考えで、仕様書

等でわからない細かい部分については業者間でやってもらうとして、必ず随意契約で

ある必要はないと思うので、是非、より公正にやってほしい。 

質問８の回答に、忙しい時期に限定したアルバイトを利用していると書いているが

が、この辺の余地もないのか。例えば、定例的な業務であれば、非正規職員に任せた

り、外部業者さんに委託するよう部分もあると思うが、正規職員とそれ以外の職員の

すみ分けはどうなっているのか。 

国民健康保険課 まず、期間限定のアルバイトについて、資格決定や保険料を計算する

賦課係は、現在でも、いわゆる期間を固定したアルバイトを１名、特に忙しい６月に

１名、年度末に１名の計３名を雇うなど、弾力的な部分は非正規で行っている。 

評価の対象となっていない事業なので記載しなかったが、医療費関係のレセプト点

検は、現在職員では原則行わずに保健衛生普及費の方でレセプト点検という形で外部

委託するなど、可能な限り委託化を進めている。 

ただ、収納対策については、委託できない内容もあり、単価的にも提案もらう金額

が高いので、なかなか難しい状況ではあるが、債権管理とも十分に協議し、内容をよ

り効率的にできるように進めていきたいと思っている。 

 

村瀬委員 事務作業の合理化について、外注にするということも必要だろうが、仕事の

やり方についての改善やらなければならない。手順を変えたり、帳票を工夫したり、

パソコンを活用したりなどの具体的な変更を考えて、人数を減らし、費用を減らすこ
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 とが全然考えられていない。 

国民健康保険課 この一般管理事業について回答した。国民健康保険事業全体なら、計

画を立てており、委託化や人員配置についても常日ごろ考えている。 

村瀬委員 委託化などを考えるのは当然で、それ以外にも、仕事のやり方を工夫して時

間のかからないような作業に改善していくことが大事ではないのか。それを計画もな

いという回答をしているが、これはどうかと思う。課長は預かっている部下に、仕事

の指図をするにあたって、どのようなやり方が一番効率的かを工夫して、的確な指示

を与えることが一番の仕事ではないか。 

国民健康保険課 改善の具体的な計画を立てていないので、計画はないと記載した。た

だ、業務改善は進めており、具体的に取り組んではいるが、各項目の進捗状況の把握

はできていない。事務効率を上げ、職員の資質を上げていくことは、常に意識してお

り、マニュアルを作成しているとともに、職員研修を行っている。 

村瀬委員 点検シートについて、事業の成果として平成21年度は81.26％だが、平成22

年度は104.92％と大きく変わっており、また当初もらった資料では92.6％であった。

国民健康保険課 当初作成したのは予算段階であって、今回の数値は半年ぐらい執行し

ており、それを考慮した数値となっている。 

村瀬委員 この指標が成果を計る物差しであるはずがない。業務を執行した結果の善し

悪しが表れる数値を物差しにしなければ、正しい評価はできない。 

国民健康保険課 事業の成果の指標について、国民健康保険事業全体で言うと給付率や

収納率のような数値でも表せると思うが、この一般管理事務事業は、国保事業を推進

する上での補助的な事業であり、表しにくいので、前年度比執行率を指標とした。 

村瀬委員 表すのが難しいところを研究し、指標を作っていくのがマネジメントだと思

う。難しいからといって指標をつくらないのであれば、仕事のやりかたがなりゆきま

かせになってしまって、緊張感などは生まれてこない。 

Ｐ39の委託の中にあった医療制度改正対応業務というのは、毎年あるのか。改正を

したために生じた一時的なものかと思ったが、そうではないのか。 

国民健康保険課 改正は毎年どころか年度中に何度も起こる。 
制度改正対応といっても、大きな法律改正への対応から、支給のタイミングを変え

る、金額の基準を変えるなど、細かい対応も含まれる。 

村瀬委員 プログラムを変えるために2,500万円もかかるのは、もったいないと思わな

いか。もっと少ない費用で対応できる方法を考えるべきだ。 

国民健康保険課 思う。 

予定だが、情報管理課がシステムの最適化を検討しており、庁内のシステムのパッ

ケージ化を推進することを平成24年度から計画している。先ほどの随意契約の問題も

含め、平成24年度には解決していく方向である。 

村瀬委員 質問９の回答に、返戻による医療費の削減として被保険者１人当たり288円

という数値があるが、この数値の目標値と、過去からの推移状況はいくらなのか。 

国民健康保険課 目標値はなく、結果だけである。 

過誤調整ということで、国民健康保険に加入していない方が国民健康保険を使った
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 場合や、レセプトを点検した結果、医療行為が不要な医療行為であった場合の分を減

額した場合の処理になる。 

村瀬委員 質問９は、資格・賦課・徴収・給付業務の効率というのは、どのような計算

式か、何と何の割り算なのか、目標は何なのか、定量的なものは持っているのか。効

率的にと言っているが、何をもって効率的とするのか。 

国民健康保険課 例えば、回答に書いている口座振替勧奨による納付率の向上について

は、平成20年度で44.23％、平成21年度で43.19％、平成22年９月現在で44.39％とい

うような結果となっている。直接の振り込みよりも口座引き落としの方が、徴収率が

高くなるので、そういったことで効率化を図っていこうとしている。 

村瀬委員 質問10の回答で、インプット、アウトプットによる比較が難しいと言ってい

る、当事業の目的が何で、誰のためにお金を出しているのか。 

国民健康保険課 被保険者のためであり、目的は国保事業の適正運営と考えている。 

当事業だけでは、インプットに対するアウトプットという形にはならないと思う。

国保事業を運営していく中で、収納率、給付の問題という具体的にお客様が関連して

くる部分が、数字として出てくると理解している。 

村瀬委員 数値がないところもあったが、今後は数値目標を作って仕事の仕方をしてい

くと、緊張感ができ、自動的に事務の合理化・改善化というのが出てくると思うので、

そうなるようにお願いしたい。 

質問 11 の回答で、健康増進や定期検診の話は国民健康保険課での業務ではないと

言っているが、健康増進だとか、定期検診をきちんと受けてくれれば、国保に費やす

お金は少なくて済むことになる。当事者として重要な業務ではないか。他の部門に依

頼するのであればその部門との連携状況をしっかりと確保すべきではないか。 

国民健康保険課 健康診断に関する街頭啓発は、共同で行っている。ただ、国民健康保

険の対象者よりも、市民全般の健康を上げていく事業を推進している健康推進課に頼

むほうが、専門の保健師もおり、いい事業ができるということでお願いしている。 

村瀬委員 医療費通知はなくてもいいのではないか。この中に、かかりつけ医をお持ち

ですかと書きながら、かかりつけ医の数値はないと言っている。数値の結果も掴もう

ともしていないのであれば、作る必要性はないのではないか。 

国民健康保険課 必要性はあると考えている。お客様に実際は医療費がどれぐらいかか

っているかを認識してもらうのは、非常に大事なことだと思う。３割、２割、１割負

担の方は、窓口で支払う額が医療代と思っておられる方がたくさんいるが、その陰に

は、９割、８割、７割の医療費がかかっていることをお知らせするのが、一つの目的

である。また、自分のかかった内容、状況を理解してもらうのは、国保事業の運営に

も関わってくることでもあり、最終的には補助金等の関係からも、大事な事業だと考

えている。 

村瀬委員 希望者だけ送付してもいいのではないか。 

国民健康保険課 それはルールもあり難しい。 

 

古賀委員長 一般管理事務事業は、サービスの目に見える形で成果を出すというのは 
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 常に難しいと思うが、何か具体的な目に見える形で何を目標とするかを明確に伝える

べきだと思う。一般管理事務事業については、予算の執行比を挙げているが、上がっ

た下がったではなく、数値をどう評価していくかという姿勢が非常に大事だと思う。

具体的なサービスに対して、市民からこう改善してほしいとういう要望は何かある

か。また、その要望に対して対応できるようなシステム、制度があるか。 

国民健康保険課 高額療養費に対する事務は、自分で申請に来るのが原則だが、自分が

該当するかどうかわからないため返還申請しない方がたくさんいたので、こちらから

該当者に通知する制度を始めた。 

古賀委員長 コストの見直しについて、サービスの質にも影響してくると思うので、定

期的に見直すような仕組みを考えることが大事だと思う。一般管理事務事業に関して

言うと、有効性と効率性という問題は非常にあいまいになり、コストの問題は効率性

に関係する問題となる。業務に対してどれだけのサービスが行われ、どういった成果

が上がったかが有効性だと思うので、具体的に今年度はこういったものに焦点を置い

て成果を考えてきたとか、コスト削減に対してはこういった努力をしてきていると

か、そういったものが伝わるようにしていくことが大事だと思う。 

 

村瀬委員 かかりつけ医のデータはないというが、数値を持たないのは不思議で仕方が

ない。国民健康保険の対象者だけでも調べようと思えば、国民健康保険課に一番デー

タがあるので、それを役立て、目標立てるようにすればいいのではないか。また、医

師会と一緒になってやっていければ、もっと明石市の医療は改善できると思う。 

 コミュニティ交通運行事業ヒアリング 

 道路政策課 －事業内容の説明（10 分間）－ 

 

米田副委員長 質問４について、コミュニティバスを導入したことでどれだけの方が利

用することになったのかの調査の数字はどうやって出したのか。 

交通政策課 昨年度、車を持っていないなど代替交通手段がない方がどのぐらいいるか

のアンケートをとり、１日約950人いるとわかった。また、高齢者や障害者のような

移動制約者の外出機会が、Ｔａｃｏバス、コミバスの導入によって増えたかどうかの

アンケートを行い、１日約1,250人いるとわかった。 

米田副委員長 説明の中に、代替交通手段がない方が利用するようになった数字とし

て、45.2％や、969人/日というのがでてくるが、１日アンケートをとってでた実数な

のか。 

交通政策課 アンケートは昨年度の12月の平日と休日１日ずつ実施した。そこで45.2％

の人が代替交通手段を持っていないという回答があり、969人/日という数字は、実数

からアンケートの割合で見た測定の数字（2,144人×45.2％）で計算したものになる。

2,144人という数字は、１年間の利用者数を365日で割った１日の平均利用者数であ

り、平日・休日の１日のアンケート結果のパーセントを掛けて、950人や1,250人とい

う推測をしている。 

井上委員 高齢者というのは何歳以上なのか。 
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 交通政策課 65歳以上である。 

井上委員 アンケートがついてないので質問内容はわからないが、独居老人や老人夫婦

だけの世帯なのか、若い世帯との同居なのかという内容も、次回以降入れてほしいと

思う。高齢者といっても、若い世代と一緒に住んでいる方は、若い世代の方が家の中

で協力すると思う。しかし、本当に外出する手段がなくて困っている方が多い路線に

ついては、赤字が増えても継続してもいいかと思うので、その裏づけとして高齢者の

中でも区別をしてデータをとった方がいいと感じた。 

乗車率アップに向けての取り組みや、事業途中での運行の見直しをしているので、

事業自体に問題ないと思うが、事業費の低減ができないのであれば、収益アップに向

けた努力をさらにしてほしいと思う。 

質問８の回答の中で、車両の構造から実施は困難であると書いているが、乗客に店

を知ってもらうだけでも地域の活性にもつながると思うし、収益事業にもつながって

いくと思う。回答以外に収益増加策は考えられないのか。 

交通政策課 運行マップに広告を掲載するとか、車内広告について、今後さらに検討を

進めていきたいと思う。ある程度運行ルート、時刻が固まってきたので、運行マップ

の作成については、広告代理店を通じて企業の名前を入れる代わりに無料での依頼を

検討したい。また、中吊り広告ができないワゴン車であるＴａｃｏバスミニについて

も、チラシを入れるだけで効果はあると思うので検討していきたいと思う。 

今年度も、スタンプラリーのお知らせ等を、小学生全員に行った。子供が乗れば親

や家族と一緒に乗ることも多く、乗ってもらうことが、ＴａｃｏバスのＰＲや利用促

進につながっている。利用者数は、平成 19 年度以降着実に伸びており、今年度も含

め毎年約１割増えている状況である。 

課題の多い路線については、個別に地元に入ってルートの見直やバス停の適正化、

乗降客の少ないバス停を廃止し、増える可能性のある場所への移動などを行い、利用

促進を進めている。 

コストについては、適正な費用をゼロベースで見直しており、企業からお金をもら

えるような場所もあるので、そういうところとのタイアップなどを今後詰めていきた

いと思っている。 

アンケートについては、今年度も調査する予定なので、予想される回答率があまり

低下しない範囲で、できるだけ利用者属性の細分化も含めて実施していきたい。 

井上委員 例えば、買った物を持って帰るのが大変だから外出しにくいとか言われる高

齢者の方があれば、運んでくれるような業者と連携していけば、高齢者等にとっても

プラスだし、就業者の向上にも役立つかもしれない。いずれにせよ収益事業であるこ

とは頭に入れて考えていただきたいと思う。 

 

岡野委員 年間利用者100万人という数値目標があるが、余りそれにこだわらずに、交通不

便利地域における移動手段の確保を考えてほしい。収益については自治体や地域によっ

て大分違うと思うが、収益と必要性のどちらを優先するかはバランスをみていってほし

い。 
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 交通政策課 どちらを優先するかは非常に難しいと思っている。コミュニティバスを導

入した経緯には、特に移動制約者の移動手段の確保という目的があるが、その中で行

政として一定の基準は必要だと思っている。それで、年間利用者100万人という数字

を使っているのだが、年間100万人、１日3,000人で、Ｔａｃｏバスが出資率約50％、

Ｔａｃｏバスミニが約20％の試算となる。 

このような試算で、移動制約者にできるだけたくさん乗ってもらえるように工夫を

しながら、全体としては100万人という大きい目標でいきたいなと思っている。併せ

て、本当に困られている方がどの地域にどのぐらいいて、そのためにバス停の位置の

変更や、ニーズがあればルート変更等をやっていきたいと考えており、収益と利用者

の利便性は並列で考えている。 

岡野委員 バス停の変更等のきめ細かな対応は、１年に１回ぐらい行うのか。 

交通政策課 利用者が非常に多く、変更すると問題が多い箇所については見直しの回数

は少なく、利用者の伸びが少ないとか、バス停の乗降客が非常に少ないバス停を重点

的にやっている。地元から声が上がることが前提だと思っており、地元として利便性

の向上に向けた声として、どういうルートがいいのかを提案してもらい、市はそのこ

とに伴い経過時間の変更等を数値として出して、お互いに調整しながら変更を進めて

いる。具体的にはＰ12にルート変更実績を挙げているが、今年度も、一部収支の悪い

路線についての変更を現在検討中です。 

なお、Ｐ12 の下の表で導入車両の変更実績を挙げているが、Ｔａｃｏバスミニと

いう 10 人乗りのバスで運行している路線についても、積み残しがある場合路線につ

いては 10 人乗りから 13 人乗りへの車両の買いかえ等を行っている。 

 

村瀬委員 質問15の回答の中に、１km当たりの費用が401円という金額が出ていたが、

神姫バスなどの民間ではどのぐらいなのか。また、441円は何の数字なのか。 

交通政策課 民間との比較はしていない。 

441円は、国土交通省が把握している京阪神地区全体のバスの経費になっている。

村瀬委員 民間よりも安くできているということか。 

交通政策課 一概には言えないが、京阪神全体のバスと比較すると同等か若干安いよう

な結果になっている。 

村瀬委員 全体としては大きな赤字なので、さらにコストを下げる必要性はあると考え

ているのか。 

交通政策課 考えている。収支が100％いってないということは、税金で補てんをして

いるので、その部分をできるだけ少なくするのは当然必要だと考えている。 

村瀬委員 そのための具体的な経費削減策を質問したが何も改善方法が示されていな

い。 

交通政策課 経費削減というより利用者の促進で運賃収入を増やそうとしている点が一つ

ある。また、先程も言ったが、広告収入として収入を確保できないか検討している。た

だ、人件費、車両費、修繕費などの費用については、義務的なものが出てくるので抜本

的な削減は難しい。 
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 村瀬委員 Ｔａｃｏバスで、回送中として走っているのをよく見るが、運行時間と回送時

間の割合はどれくらいか。そういう点にも着目すべきだと思う。 

交通政策課 車庫自体が比較的遠いところにあるバスは回送時間が長くなる。 

村瀬委員 全国的に見ると、東京都八王子市は黒字となっている。明石市との違いを研

究すればいいと思う。 

最初の交通不便地域の減少や、高齢者の対応等福祉的な面も多いので、満足度に徹

底的に着目しなければいけないと思うが、満足度が３．９で高得点と思ってはいけな

い。経費の面で期待できないなら、満足度を上げることを考えなくてはいけない。例

えば、朝霧地区はコミバスを走らせてないが、あの地域は坂道が多く、高齢者も多く、

不満は出ないのか。先ほどのアンケートは利用者だけへのアンケートだったと思う

が、一般市民に対してランダムにアンケートをとることも考えてほしいと思う。 

交通政策課 東部と西部の使い分けもある中で、朝霧地区は比較的高齢者が多く、非常

に坂道も多いということで、ニーズがあることを市として把握している。ただ、周辺

に路線バスが走っており、その部分にコミバスを入れるのは課題が多い。路線バスで

カバーできないかの調整を行っている。ある程度整理をしておかないと、困っている

地域があるからということでどんどん走らせていくと、収支がどんどん悪くなってい

くと思っている。 

村瀬委員 収支が悪くなった分だけ、満足度はこれだけ上昇したというか、市民のため

になったという点をアピールすべきだと思う。お金を使って満足が３．９では低いと

いう認識を持つべきだと思う。 

 

古賀委員長 市民から、これまでいろんな声を集めていると思うが、どういう要望が多

いのか。あるいは、こういった問題が多いというのを何か把握しているか。 

交通政策課 要望では、１時間１本の運行を30分に１本や20分に１本にしてほしいとい

うのが多い。また、走っていない地域については、地元も走らせてほしいというのも

多い。料金も、路線バスは200円、コミバスは100円という形になっているので、東部

の人でも、半分のお金で乗れるのでコミバスを走らせてほしいという要望もある。さ

らに、バス停を近くにしてほしい、家の前は嫌だという意見や駅までの時間が長いと

いう声はある。 

古賀委員長 ニーズは様々で、声を全部聞いていたら事業が成り立たない。市として、

この事業はある程度補助金として税金を投入してでもやっていくものであるという

姿勢をもっておくことが大事だと思う。本来の目的からして、利用人数は少ないけれ

ど、中身を見ると必要性が高い地域があるかもしれないので、収支とのバランスをど

のように考えていくかが大事だと思う。また、福祉的な面もあるこの事業において、

収入を増やしていくにしても、切り口が難しく、どの程度までなら赤字が許されるの

かに対する目安がないといけない。路線の拡大、縮小に際しても、ニーズと収支のバ

ランスをどうするかを明確にするように検討してほしいと思う。 

利便性で、１時間に１本ということだが、場合によっては２本にする等の工夫は必

要だと思うので、どこかに反映させてはどうかと思う。 
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 ＰＲ不足という問題について、かなり浸透しているとは思うが、まだ十分でないと

思う。利用者を増やしていくことは必要だと思うので、改善していく余地はあると感

じた。 

村瀬委員 アンケートの中に、事業をよくするための建設的な意見はないのか。 

交通政策課 この地域は、こちらのルートを回ったほうが、周辺に人も多くお客さんも

乗るのではないかという意見は、自治会等からの提案の中にある。 

村瀬委員 本当の市民の声が聞けるようなアンケートのとり方を工夫する必要がある

と思う。 

交通政策課 市民の声はできるだけ聞いていきたい。定量的に必要性が低いとなれば、

満足度がどうかというアンケートのとり方になってくると思うので、できるだけ発表

していきたいと思う。 

 時間帯の質問について、日中は１時間に１本だが、朝の通勤時間帯は30分に１本走

らせている。市の想定以上に通学・通勤で使う方が多いという傾向になっており、朝

は通勤・通学に、日中は高齢者等の買い物や通院に多く使われている。 

コミバスとしては、朝夕のラッシュ時は30分に１本、日中は１時間に１本という一

定の基準で運行本数を考えている。 

 

井上委員 アンケートは、65歳以上が世間では高齢者といわれているようだが、60代の

方は元気で、高齢者ではないように思う。そういった意味でも、年齢は今後削除した

ほうがいいのではないか。 

交通政策課 記載欄に年齢を入れると、書くのを嫌がる方も出てくるので、60歳以上や

70歳以上というくくりで聞いている。本当にその方が元気かどうかということもある

とは思うが、そこは一定の年齢の基準でとらざるを得ないかなと思っている。 

 

古賀委員長 割と通学で利用している方が多いと言ったが、それはこの事業の本来の意

図する目的の方向ではないのではないか。本来、この事業は福祉的な面や円滑な移動

ができるようにという目的で取り組んだものだと思うが、安いから逆に利用している

という面が濃くなると、対象とすべき利用者でないような気がする。排除してくださ

いと言っているわけではないが、本当に必要な人に使っていただきたいと思う。 
 

村瀬委員 利用者を増やすためには、乗ったときにいい印象を持ってもらうような対応

を考えていくべきだと思う。 

交通政策課 明石には、ＴａｃｏバスとＴａｃｏバスミニがあり、Ｔａｃｏバスミニは

タクシー会社３社で運営しており、かなり地域に密着した形となっている。逆に、路

線バスは、密着すると事故の原因になることもあるので一線引いているが、Ｔａｃｏ

バスミニは、運転手と利用者の距離が近く、お客様満足度も高くなっていると思う。

 事務事業評価の判定 

 〔一般管理事務事業〕 

（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） 
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 米田副委員長 必要性に関して、事業の必要性は、大いに認められるのでＳとした。実

施主体についてはＡとしたが、システムに関する委託費用等が多いということなの

で、これは処理件数を増やせば、効率的にできると思う。そこで、法律上の制約はあ

るのかもしれないが、将来的には県単位で行う前であっても、近隣市町村等と協同組

合をつくってやっていければ、効率性も高まるし、必ずしも明石市単独でする必要も

ないと思う。 
有効性については、効率性も含めた意見だが、予算の執行率が減少しているので、

成果としては認められるが、他にも考える必要があると思いＡとした。 

事業の規模は維持、手法の改善という面では、軽微な改善とした。 

井上委員 必要性は、現行の実施主体で問題ないと考えＡとした。また、少しでも市の

負担軽減になるように努めてもらいたいということで、全体でもＡとした。 

有効性については、債権管理課を設置し、滞納者対策の強化等も図っている点から

Ａとした。 

効率性については、年中忙しい業務という回答だったが、個々の事務作業点検の見

直しや事業全体の作業効率の検討を、さらに進めてもらいたいと思うので、効率性Ｂ

とした。 

事業の規模は維持としたが、手法の改善としては、システムの問題は庁内全体の大

きな問題であり、随意契約は時代になじまないと思い、軽微な改善とした。 

岡野委員 必要性について、実施主体は将来県単位でという話はあるようだが、現状で

は市で行うのが適切だということで、全体としてＳとした。 

有効性については、給付、徴収等、特に大きな問題はなく運営していると思い、Ａ

とした。 

効率性については、システム面で、額も大きいのに随意契約というのは非常に違和

感がある。また、人員配置や非正規職員の利用という面でも余地があると感じたので

Ｂとした。 

事業の規模は維持、手法の改善は軽微な改善とした。 

村瀬委員 必要性については、督促や他の事業もあり、システムのメンテナンスもある

ということなので必要とした。ただ、当事業を他の五つの事業の中に全部配分しても

いいのではないかという感じはした。 

有効性については、アウトカムを意識していない点は、全く有効性をＰＲしていな

いと思いＢとした。 

効率性については、業務改善、仕事の工夫をどんどんやると 40 人近くも人は要ら

ないと思いＢとした。 

事業の規模は、主業務である国民健康保険事業をサポートするということも必要だ

とは思うが、もっと活性化をしてほしいので維持とした。 

手法の改善は、業務改善も、金額の妥当性の改善も積極的に進めるべきだと思い、

抜本的改善とした。 

古賀委員長 事業の必要性については、国民健康保険事業は法令で決められており、市

の事業として義務づけられていると思うのでＳとした。実施主体については、将来的 
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 に近隣市町村や県でできて、効率性も上がっていくというのであれば、そのことに対

する積極的な働きかけが必要ではないかと思いＢとした。必要性全体はＡとした。 

有効性については、特に問題なく成果を出しているが、一般管理事業としての性格上

明確に示されていないので、Ａとした。 

効率性については、随意契約の問題が気になったのと、人員の問題等のコスト削減

に対する具体的方策が余り明確に見られず、非正規職員の利用にも余地があると思

い、Ｂとした。 

事業の規模は維持、手法の改善については、軽微な改善とした。 

 

必要性について、事業の必要性は私と、米田副委員長、岡野委員がＳで、それ以外

はＡということで、若干分かれている。実施主体は、私以外は全員Ａとなっている。

まず事業の必要性をＳとするかＡとするかで、Ａとした方の意見を聞きたい。 

井上委員 時代背景というか、公益性が定められ、運用されるときには、本当に大いに

認められるというところだったと思うが、近隣市町村との調整を図り、変革していく

ということから、明石だけでないと思いＡとした。 

古賀委員長 多数決により、委員会決定としては、必要性というこの大きなカテゴリー

ではＡということにし、近隣市町村の問題とかが将来的にはあるというコメントを記

載することにしたい。 

   

有効性について、村瀬委員が１人Ｂとしているが、その一番の理由は何か。 

村瀬委員 何にも指標がない点が大きい理由である。去年の金額に対して何％というの

が指標というのでは有効かどうかの評価も難しい。 

古賀委員長 確かに指標の面では問題があるかもしれないが、もらった資料の中にデー

タがたくさんあったので、それをうまく見せるようにすればいい。説明の仕方の問題

だと思うので、コメントとして具体的指標を明確に出す旨を記載したらいいと思う。

まとめとして、有効性はＡということで委員会決定したい。 

 

効率性について、米田副委員長がＡで、あとは全員Ｂだがどうか。 

米田副委員長 余り認められないとするのは行き過ぎかと思いＡにした。ただ、システ

ムの随意契約の問題や改善はする方法はいろいろあり、見直す必要はある気がしてい

るので、ＡでもＢでもいい。 

古賀委員長 システムの問題、随意契約の問題等何点か明確に問題が挙がってくる。特

に随意契約となると、システム上経費の負担が大きく、時代的にもマッチしていない

と考えられる。さらに、人員の問題で、非正規社員をもっと入れながら活用していく

余地があるので、委員会の決定としましては、Ｂとしたい。 

 

事業の規模は、事業の性格上維持としたい。 

手法の改善は軽微な改善としたい。 

以上のような形で委員会として決定をしたいが、それでよろしいか。 
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 各委員 －異議なし－ 

 

〔コミュニティ交通運行事業〕 

（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 事業の必要性については、不採算部門だと、市が実施すべき事業であり、

事業の必要性はあると思いＡとした。実施主体については、路線によっては民間事業

者にさせて補助金を取るという方法もあると思い、Ａとし、全体としてＡとした。 

有効性については、利用者数の増加で一定の成果が認められるが、有効性の判定は

利用者数の増加だけでは測れないこともあり、顧客満足度や利便性の向上という数値

だけではわからない部分もあると思うので、Ａとした。 

効率性については、目的として通勤・通学に使われるのがいいのかどうかという議

論もあり、多少受益者負担の導入や運行経路などを見直して、収支を改善する余地が

あると思い、Ｂに近いＡとした。 

事業規模については維持としたが、縮小もありえるという意味での維持である。手

法の改善は、どの利用者にターゲットを絞って事業を進めていくのかを考える必要が

あると思い、軽微な改善とした。 

井上委員 必要性については、現行では市の実施主体で問題ないと思うが、単なる高齢

者対応ではなく、独居老人など高齢者世帯、障害者等で本当に必要とされている方々

のために、引き続いて研究をしてほしいと思う。今までなら市バスだけの運用だった

のが、事業を切りかえたことにより、市としての全体的な判断ができるようになった

ことと、まだ成熟していない事業ではあり、今後の必要性も加味して、実施主体も含

めて全体評価はＳとした。 

有効性については、社会福祉の要素が含まれているので、現行ではＳとした。 

効率性については、路線の見直し等も柔軟に行っており、努力は認められるが、収

益事業について今後さらに検討してもらいたいのでＡとした。 

事業規模の判断は維持、手法の改善は、収益事業を検討し、他の新たな事業との連

携を図り少しでも赤字を埋めることに対して努力をしてほしい。また、アンケートの

内容も、再検討を図ってもらいたいと思い、軽微な改善とした。 

岡野委員 事業の必要性は、福祉的な面で必要だと思いＡとした。実施主体は、市がや

らないと現行では無理だと思うが、路線によっては今後定着したら、民間に任せられ

る余地もあると思い、期待も込めてＡに近いＢとした。全体としてはＡでいいと思う。

有効性については、新しい事業でもきちんと改善しているので、十分機能している

と思いＡとした。 

効率性については、若干の改善の余地はあると思うので、引き続き頑張ってほしい

ということでＡとした。 

事業の規模は維持で、手法の改善として、利用者増、収益増に向け、サービスレベ

ルの向上やバス停の変更等きめ細かな対応をとるとともに、アンケートの手法もより

効率的かつ有効性に改善していけるような措置をとれると思い、軽微な改善とした。

村瀬委員 事業の必要性、実施主体ともにＡとした。これは、市がやって、公共のもの
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 だというふうにしていくべきだと思う。 

有効性も、困難地域がかなり減ってきつつあるということで、役立っていると思う。

ただ、効率性については、赤字に対する評価に認識の甘さがあったことと、お客

様に対する満足度も低く、もう少し効率よくやらなければいけないと思う。 

事業の規模は、市民の足として役に立っているので、維持とした。 

手法の改善は、かなり改善は考えつつやって来ている点も見受けられたが、困難地

区の意見をもっと積極的に収集することが必要だと思うし、経費節減についても改善

が必要だと思うので、軽微な改善とした。 

古賀委員長 必要性についてＳとしたのは、赤字になることも覚悟の上で市の高齢者や

障害者施策としての取り組んでおり、ぜひやっていくべき事業であると思ったから

で、積極的に取り組める点が市のいいところであると思う。 

有効性については、十分過ぎるというレベルまでは考えられない。特に有効性は、

顧客の満足度や利便性の向上の面からＳという評価ほどは高くなくＡとした。 

効率性については、通勤とか通学の利用の方に対しては別の方法でまた考えるべき

で、本来の趣旨とは若干違う気がした点と、コスト、効率性を上げる必要があるとい

う点から、全体としては十分できていると思うが、最高の評価をするまでには至って

いないのでＡとした。 

事業の規模としては維持、手法の改善は維持としたが、利用者負担の問題を考慮す

ると、軽微な改善に近いと思うので、軽微な改善に変更したい。 

 

必要性に関して、全体としては、私と井上委員がＳで、米田副委員長、岡野委員、

村瀬委員はＡとなっている。理由の中で、民間委託の余地もあるのではないかという

ような発言があったが、全体としてこれの必要性はＡとＳで３対２に割れているの

で、少し議論してもいいかと思う。 

 実施主体は、Ａでいいかと思うが、事業の必要性で分かれている。要は事業の必要

性をどれだけ認めるかという点で、事業の必要性という点から見たらどうか。 

米田副委員長 事業の必要性からみると、高齢者、障害者には必要でＳとなる。 

岡野委員 市が少なくとも形をつくるところは市がやらないと、うまくいかないと思

う。将来的には民間も考えられるが、何もないところから民間はやらないと思うし、

利便性という面で必要だとは思うのでＳでもいいと思う。 

村瀬委員 高齢者、障害者を真正面から取り組んでいかなくてもいいと思う。交通ルー

トがない地域を救うのであって、高齢者、障害者対策はもっと丁寧な別の方法が必要

だと思う。Ｔａｃｏバスで障害者を救うということでは不十分だと思う。 

古賀委員長 事業の必要性としては、米田副委員長と岡野委員も評価してもいいのでは

ないかという意見もあったので、委員会決定としては、必要性全体はＳとしてよろし

いか。 

各委員 －異議なし－ 

 

古賀委員長 有効性については、井上委員はＳで、あとはＡとなっており、多数決では
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 Ａということになる。お客様の満足度や利便性の向上について、ある程度成果をおさ

めているのはわかるが、大いに認められるというぐらいの説得力あるデータがなかっ

た気がするので、その面は今後の課題という形でＡという評価にしたい。 

 
  効率性については、村瀬委員以外は全員Ａとなっている。赤字を無視するわけには

いかないので、利用者負担や収入面の改善を図る必要があるという点から、委員会決

定としてはＡとしたい。 

 
 事業の規模としては維持、手法の改善としては軽微な改善という形で委員会の決定

としたい。 
 

各委員 －異議なし－ 

 


