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第７回明石市行政評価委員会 要旨 

日 時 平成 22 年 11 月５日(金) 午前９時 30 分～午前12時

場 所 明石市役所本庁舎８０６ＣＤ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） 

〔大久保駅前区画整理事務所〕 

山田課長、神足補償係長、中川技師 所
管
課 〔情報指令課〕 

馬本課長、足立主幹兼指令第１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 １名 

議 事 

１ 事務事業評価の所管課ヒアリング 

 ① 大久保駅前東西工区土地区画整理事業〔大久保駅前区画整理事務所〕 

 ② 消防通信施設維持管理事業〔情報指令課〕 

配布資料 

資料１ 大久保駅前東西工区土地区画整理事業 

   平成 22 年度事務事業点検シート 

   大久保駅前東西工区土地区画整理事業の概要（参考資料） 

   土地区画整理事務事業の根拠法令、用語説明 

   関連事業一覧表・関連事業の事務事業点検シート 

   兵庫県の区画整理〈平成 20 年度〉抜粋 

   評価対象業務に係る事前質問・回答一覧表 

資料２ 消防通信施設維持管理事業 

   平成 22 年度事務事業点検シート 

   消防本部情報指令課の事務事業（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。 

 大久保駅前東西工区土地区画整理事業ヒアリング 

 大久保駅前区画整理事務所 －事業内容の説明（10 分間）－ 

 

米田副委員長 都市計画決定を兵庫県がつくり、高丘地区については実施主体も兵庫県

だったようだが、なぜその他の地区については実施主体が明石市になったのか。 
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 大久保駅前区画整理事務所 都市計画事業というのは、原則は市が兵庫県等の認可を得

て施行すると都市計画法に規定されている。ただ、交通における連立事業や鉄道の高

架事業において市町村をまたいだり、広域的に影響が大きい事業については、兵庫県

が国の認可を得て施行するという仕組みになっている。そのため、高丘地区について

は県が事業施行者となり、大久保駅前地区については市が施行者になっている。 

米田副委員長 説明では、高丘地区の住宅地のアクセスをよくするために、大久保駅前

の整備だけは市に任せているような気がしたのだが、どうか。 

大久保駅前区画整理事務所 阪神地区のベッドタウンとして整備していく上で高丘地

区の大規模開発を行うこととなったが、当時は、大久保駅前はまだ田舎だった。そこ

で、市がバスの発着も含め駅前広場、交通ターミナルの部分は市が担うというように

なり、事業が始まった。 

米田副委員長 そのような事業の振り分けは県のほうでするのか。 

大久保駅前区画整理事務所 そうである。事業施行者としてどちらがやるというのは県

が判断することになる。 

米田副委員長 様々な法令に基づいた審査やチェックを受けているという話があった

が、事業評価委員会、事業評価審査会等ではどのような評価をしているのか。 

大久保駅前区画整理事務所 事業ごとにＢ／Ｃ（コストバイベネフィット＝費用対効

果）、事業の期間、進捗率のような定められた評価指標というのがあり、それに基づ

いて評価される。メーンはＢ／Ｃであり、事業が長期にわたっていることなども評価

されている。 

米田副委員長 長くかかっているのではないかという意見があったのか。 

大久保駅前区画整理事務所 その意見はなかったが、事業費について予算的な制約があ

るので、どれだけ事業主体が費用を投入できるかにより事業期間が左右される部分も

ある。 

米田副委員長 もう少し早く進捗したらいいのだが、予算面から仕方ないという形にな

っているのか。 

大久保駅前区画整理事務所 結果としてはそうなっている。 

事業計画上あまり長い事業期間は認められないのだが、自治体によっては、予算が

つかなければ期間内で完了するのは無理な話であり、計画と実際の進行に差が出てく

る。 

米田副委員長 法令上の制約もあると思うが、効率性を上げるために、明石市では、他

の市町でやってないような独自の工夫はしているのか。 

大久保駅前区画整理事務所 区画整理事業自体、独自に効率性をあげるための取り組み

はしていない。 

米田副委員長 事業を早く進めるために、例えば権利者の調整にあたっての工夫や、工

事場所の優先順位をつけての施工などの工夫はあると思うが。 

大久保駅前区画整理事務所 その部分は全ての自治体でもやっている。例えば、道路に

ついては、都市計画道路を優先して施工しており、水路などについては、流下方向の

関係もあるので、明石の場合なら南のほうから整備をしている。建物移転交渉につい 
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 てもある程度集団的、面的に固まった範囲で効率的に補償交渉を進めている。 

井上委員 質問６の回答について、委託件数で市内事業者さんが３分の１ぐらいしか受

けられないのはどうしてなのか。 

大久保駅前区画整理事務所 委託で最も件数が多いのが建物調査委託だが、市内業者が

非常に少なく、神戸、大阪など市外に会社があるのが最大の理由である。 

井上委員 市内に少ないのは、事業の会社の規模が原因なのか、計測調査という特殊な

分野であることが原因なのか。 

大久保駅前区画整理事務所 建物調査は、資格を持った人が登録していることが必要

で、市内にはそのような業者がほとんどない。建物を補償するに当たって、幾らぐら

いの補償費がかかるかということを査定する物件調査分野において、明石市内で人が

育っていなかった。 

井上委員 工事の件数の12件中12件が市内業者というのは、元請として受注したという

数字なのか。 

大久保駅前区画整理事務所 市内業者が元請として全ての工事をしているということ

である。 

井上委員 事業を進める上で、机上検討と現場は違い、社会情勢から見ても、計画段階

としてマスタープランを作成したときから、土地の地価も状況・情勢も変わっている

と思うが、事業を進める中で地権者の問題が一番大きいのか。それとも、地域的に何

か想定以外の工事を遅らせる要因になるものがあるのか。 
大久保駅前区画整理事務所 事業計画上との差はあるが、少なくとも、予算通りには順

調進めてきている。ただ、権利者との話は難しく、何とか理解してもらっているとい

う状況もある。 

井上委員 大きくは、計画どおりに進んでいるという判断か。 

大久保駅前区画整理事務所 そうである。都市計画道路も、国民体育大会に合わせてで

きあがった。施行地区外の道路接続の関係もあるが用地買収事業との絡みで一部残っ

ている部分もあるが、概ね予算上の計画どおりだと考えている。 

工事についても、その規模が大きく難しいというような工事はない。区画道路や都

市計画道路という大きい幅員の道路も特に問題なく施工出来ており、地下埋設物や文

化財が出たことによる遅れもない。ただ、事業全体でみると、建物移転先を確保し道

路を確保することが、移転交渉次第で事業の施行期間が細切れになり、長引いている

部分はある。 

 

岡野委員 移転先の候補地の確保とかは別の事業か。 

大久保駅前区画整理事務所 区画整理事業は、土地を買収するものではなく、一定のエ

リアの中で不整形な土地の一部を減歩で確保して道路や公園に充てる事業である。地

権者の方に対しては、減歩後の土地を整形地にして、道路がすべて接するようにして

お返しし、土地の大きさは減るが、結果として評価は上がるという形になる。ただ、

道路をつけようとしたときに、土地の形を変えて、道路に面するようにするために、

建物もずらす、そのために補償費を払って建物移転をしてもらう必要がある。原則的
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 には、区画整理区域内のエリアの中で、やや土地がずれていくという形なので、移転

先の土地は新たに地区の外へ移転するということはない。 

岡野委員 悪い印象を持たれているというのはあるのか。 

大久保駅前区画整理事務所 昭和52年頃に事業を立ち上げたが、当時の新聞では、事業

に大反対となり、議会の建設委員会の中で反対派が押し寄せるという事態が報道され

ているが、最近では収まり、順調に事業は続いている。 

当初は、移転でどこに行くかわからないという話もあり、かなり反対派もいた。し

かし、時間的な経過もあり、移転交渉にも応じる場面も出てきている。 

岡野委員 質問９の回答について、点検シートに工事費に削減の余地はないと書いてい

たが、落札によって確実に削減はされていると考えていいのか。 

大久保駅前区画整理事務所 そうである。工事は、入札にかけているので、低い落札率

だと削減額は大きくなる。 

 
村瀬委員 事業がうまく行われているとの説明があったが、市民感覚からは大きなズレ

がある。工事はほぼ完成していたが、１か所のみが開通していなくて２０年間も通行

できなかった道路があった。このようなことにならない様にするためには、もっとこ

うすればよかったという点があったら聞きたい。 
大久保駅前区画整理事務所 高丘地区と大久保駅前地区とを接続する都市計画道路は

兵庫県が用地買収事業という手法でやっていった。ここ東西工区は区画整理事業とい

うことで、土地の買収でなく、土地の形はきれいになるが減歩されるということで、

土地の所有者とは、最初は交渉にも入れられなかったと聞いている。 

村瀬委員 そういうことが起こらないように、どういう手法をとっていればよかったと

いう反省点や教訓、今後の対応はないのか。 

大久保駅前区画整理事務所 区画整理事業というのは面的整備であり、用地買収事業で

都市計画道路をつくるというのは、線的な整備で、その道路に面する土地の価値は上

がるが、それ以外の土地については昔のままということになる。一方、区画整理事業

というのは、事業の内容に都市計画道路や区画道路も整備し、地区内全体がよくなる

という事業なので、面整備と線整備の境目の問題は解消のしようがない。 

村瀬委員 このような課題に対しては、関係者に対する説得のテクニック、ノウハウ、

経験などによって問題発生を未然に防止できると思う。工事が計画通り完了するよう

に今後はやっていってほしい。 

大久保駅前でバス降車場からＪＲの駅までの歩行者通路の設計については大変不

満が多いと思うが、反省点はあるか。 

大久保駅前区画整理事務所 駅前広場というのは、人、バス、乗用車、すべて集まって

くるので、原則的に右回りのロータリーとされており、大久保駅もそうなっている。

また、できるだけ通過交通と人が交差しない、交差してもできるだけ少なくするため

に、横断歩道が少なくなっているが、全体の利便性の面でいくと、歩行者は遠回りす

る必要がある。安全性と利便性をバランスよくした結果、現在の広場の設計になって

いる。 
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 大久保駅前広場だけでなく、市内で幾つも駅前広場を整備しているが、様々な問題や

不満が出てくるのは確かで、交通の結節点という意味で、地域の特性はあるがトータ

ル的なバランスをとることを考えている。 

村瀬委員 昭和52年に許可を受けて平成11年に事業を開始したということだが、その間

に経済環境は大きく変わっても、当初決めたとおり、最後まで計画変更をしないでそ

のままやるのか。 

大久保駅前区画整理事務所 東西工区については平成11年から区域を追加して事業を

始めたもので、事業計画自体は一本になっているが、新たに事業を立ち上げたという

解釈なので、経済環境の変化も十分考慮した新たな計画となっている。昭和52年の頃

から始めた事業計画については、施工期間、総事業費は最終的には３倍ぐらいになっ

ていると思うが、平成11年に追加したこの事業については、その後の資金計画につい

ては大きな変化はない。 

村瀬委員 この事業を行うことによる経済効果のようなものは算出しているのか。例え

ば、10億の経済効果があるなら、９億ぐらい金を使ってもいいというふうに、経済効

果算出方式で予算をもっととることはできないのか。 

大久保駅前区画整理事務所 土地区画整理事業については、土地区画整理事業の評価指

標と、街路の評価指標の二つの指標があり、Ｂ／Ｃつまりベネフィットとコストを算

出している。二つとも数値的に指標の基準をクリアしている。 

村瀬委員 説明のあったベネフィットは土地を持っている人への評価で、それ以外に他

の部分にも与える経済効果というのもあるのではないか。経済効果的な話が出てきて

いない。 

大久保駅前区画整理事務所 土地の価値について着目した分が土地区画整理事業の評

価となる。地価がどれだけ上がったかという経済効果は含めない。 

一方、街路のＢ／Ｃは、通過交通も評価対象としているので、地区内だけでなく全

体としての効果も算出されるようになっている。ただ、その指標自体も限られており、

それが正しいかどうかというところまで踏み込むのは難しい。 

村瀬委員 もう少し経済効果等も考えてお金を一度につぎこみ、早期に事業を終わらせ

ることにしたほうがいいと思う。 

事業をやってきて経験した失敗例や成功例を将来に活かすために、交渉を行う際

の、相手との接し方や手段をまとめたような戦訓集みたいなのはまとめているのか。

ノウハウとして市役所の中に伝承されるようになっていないと、次世代の方がまた同

じ苦労をするのではないか。 

大久保駅前区画整理事務所 表には出せないが、ノウハウ的なものはある。 

また、個人の資質という面もあるが、用地交渉者は所属年数が長い。担当者の中に

若い職員もいるが、その職員が育つまで在籍し、その中で伝承できるようにしている。

 さらに、交渉記録をきちんとつけているので、過去にどういう事例があって、その

ときはこういう解決をしたということについても事例はきちんと残している。 

村瀬委員 個人の交渉力だけに頼らずに、そういうノウハウを発揮してほしい。 
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 古賀委員長 業務委託について、範囲を拡大していくのか、もうこれぐらいでしかでき

ないのか、どのように考えているか。 
大久保駅前区画整理事務所 現状は精一杯だと思う。ただ、補償交渉も補償コンサルに

委託する市もあるようで、その部分の委託化について可能性はある。 

古賀委員長 業務のコスト的にも有利になるのか。 
大久保駅前区画整理事務所 コスト的には有利となるが、将来ノウハウを持った職員が

いなくなるという意味で厳しくなると思う。ただ、今後は区画整理を行う地区が減る

ことも考えられ、伝承的な部分が消えていく可能性はある。 
古賀委員長 事業を進めるには予算的な制約があるということだが、予算の制約上でき

ない面がかなりあり、有効性の面から考えると、成果指標として進捗率を挙げること

が妥当かどうか。 

手続、ルールに沿ってやったというだけでは、有効性を評価するのは難しく、何ら

かの形で立証し、裏づけがないといけないと思う。それをやる方法として、区画整理

事業の評価委員会や国・県の検査が考えられるが、評価委員会は毎年やらないのか。

大久保駅前区画整理事務所 ５年に１回と法令上なっている。 

古賀委員長 有効性の面で、何らかのチェック機関が働かないと、最善のやり方で行わ

れているという評価にはならないと思う。有効性を確保するために、ルールどおりに

やっているということを、どのように明らかにしていくかの工夫が必要だと思う。 

効率性についても同様のことが言えると思うが、予算の範囲内でやるということが

目的となっているのか。 

大久保駅前区画整理事務所 実際のところ現在はそういう段階に来ている。 

古賀委員長 今後の問題として、できるだけ第三者に見せて、わかりやすいものになる

ように検討してほしい。 

 

村瀬委員 利便性、安全性、ルールから駅前広場等をつくったと言っていたが、使う人

たちへのマーケティングを行うなり、意見は吸い上げてはいるのか。実際に使う通行

人の意見がうまく盛り込めるような手法を使わなければ、自己満足に終わってしまう

のではないか。 

大久保駅前区画整理事務所 市民の声データベースへ、市民の方から要望は多々ある。

例えば大久保の駅前だと、送り迎えをする方が一時停車し１車線分をずっとふさいで

いるなど、それぞれの要望はいっぱいあるが、それをどう調整していくのかだと思う。

村瀬委員 大久保駅については、一般車の通行区域をもっとつくってほしいという意見

はたくさんあり、横断歩道もみんな渡っていない。行動科学に基づく人間の心理に合

わせた設計をしてほしいと思う。また、市民のマーケティングが不足しているのでは

ないかなという気がしてならない。意見を吸い上げているといっているが、もっとよ

く吸い上げていってほしい。 

大久保駅前区画整理事務所 吸い上げるべき意見は吸い上げていくという姿勢でやっ

ていきたいと思う。 
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 消防通信施設維持管理事業ヒアリング 

 消防指令課 －事業内容の説明（10 分間）－ 

 

米田副委員長 平成15年に新しいシステムを導入し、現場到着時間が１分以上短縮され

たという話をしたが、その辺が限界なのか。それ以上は費用の面もあると思うが、改

善の余地はないのか。 

情報指令課 一番大きく短縮できたのは、平成15年に消防緊急情報システムを導入した

ことが要因である。当時は発信地表示システムと緊急情報システムの連動で、ＮＴＴ

の固定電話しか自動表示できなかったが、ＩＰ電話の発達に伴い、昨年度には位置情

報通知システムを導入し、ＩＰ電話の連動もできるシステムになっている。また、携

帯電話のＧＰＳ情報を受信することで、それもシステムに反映できるようになってお

り、ＩＰ電話や携帯電話による通報であっても、出動が早くなっている。 

一方、指令員としては、自動化はされているが指令台４台が連動操作できるように

なっているので、職員の資質を向上して、隣の指令台が空いているときに、横の台に

システム上入り込んで、協力して指令を出すことによって、より早く迅速に出動させ

ることができるようになった。 

米田副委員長 光ファイバーで各分署とつながれているから、他市と比べて早いと言っ

ていたが、光ファイバーでつないでいるのは、どれぐらいの普及率なのか。 

情報指令課 平成15年につないだ時点では、協和テクノロジィズのシステムで、ＮＥＣ

は指令書のスピードを見てびっくりしていた。それ以降、民間の光ファイバーなどを

使っている市があるかもしれないが、現時点ではわからない。 

米田副委員長 光ファイバーを導入しようと思ったのは、協和テクノロジィズさんの提

案だったのか。 

情報指令課 違う。消防本部からの提案だった。当時、基本構想から構想には描いてい

た光ファイバーの利用について、明石市で情報通信網という光ファイバーができてお

り、情報管理課から空きがあるというような話があり、つなぐことができた。 

 

井上委員 質問５の回答について、協和テクノロジィズやＮＴＴに対して、１分１秒で

も早く直してもらうために、作業員名簿には市内在住者であるとか、到着時間にどれ

ぐらいかかるかを記載してもらうなどの努力はできるのか。 

情報指令課 協和については、大阪が本社で神戸支店があるが、近所に住んでいる社員

の方がすぐに来られるような体制になっている。 

また、消防緊急情報システムのプログラムに関しては、ＮＥＣの東京本社側からリ

モート操作ができるようになっているので、プログラムの解析等はできるようになっ

ている。 

井上委員 今後、予算等が見込まれる場合、どのような設備に投資を検討しているのか。

例えば、当システムは止まってはいけないものなので、どんな災害時にも対応できる

ようにするための発電関係の設備や次世代に向けた無線環境など。 

情報指令課 元々このシステム自体は、72 時間対応の発電機を全所に装備しており、 
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 非常に災害に強いシステムである。また、昨年度に、残っていた考えられる問題に

ついても、国の経済対策事業を利用し、対応できるようにしたため、当面の問題はす

べて解消することができた。なお、無線のデジタル化等の問題もあるが、現在構想段

階で、次のシステム更新に合わせて、デジタル化のほうも整備していく状態になって

いる。 
井上委員 救急車を呼ばなくても、措置を聞くだけでいいような事例や、逆に本当に必

要な方が早く来て応急処置だけでもしてもらうと助かるような事例があると思うが、

事前に個々で判断ができると、出動回数も減り、時間短縮にもつながると思う。そこ

で、セミナーや啓発活動についての考えや計画があれば教えてほしい。 

情報指令課 まず、質問７の回答ですが、２行目の全国平均が６分となっているが、全

国平均は７分54秒である。 

事前の啓発について、救急車の適正利用の問題については、以前から問題視されて

おり、救急指導等では、救急車の使い方なども市民の方に話しているが、消防として

は、救急車を呼ばれたら出動はする。また、年配の方には救急車を呼びたくないとい

う方もいるが、症状を聞いて脳や心臓関係の事案や、子供さんの異常などの事案には

こちらから救急車を出すように呼びかける。例えば、子供のひきつけは時間をおくと

収まるが、その子供を横に置いて親が車を運転するのであれば、危険なので救急要請

をしてきた場合は出動している。 
委員ご指摘のように、明石でも半分ぐらいが実は軽症で、６台の救急車が全て出動

しているときというのは結構あり、そのときは到着までに時間がかかってしまう。そ

ういうことができるだけないように、救急指導、出前講座、防火指導の際には救急車

の適正利用をかなり言っているが、なかなかうまくいっていないのが現状である。 

井上委員 ＡＥＤの設置であるとか、啓発活動をしていると思うが、本当に必要とされ

る方に処置をして延命できるように、もっとアピールして頑張ってほしい。 
 
岡野委員 災害時の自家発電等、トラブルに対応できるようなバックアップ的な組織や

仕組みはあるのか。 

情報指令課 重要な装置は、すべて二重化以上のバックアップ体制になっている。特に

指令制御装置であれば三重化で、もし何かあれば四重化になるにように、切りかえで

きるような状態にある。また指令回線もすべて二重化構造になっている。 

岡野委員 物理的には、同じ場所に設置されているのか。 

情報指令課 基本的に装置は自動切りかえというような形になっている。 

岡野委員 質問８、９の回答に関して、中の職員でやる範囲として、現状どこまであり、

将来的にどこまでできるかについて、委託したとしても、きちんとマニュアル化し、

形として承継していくことが必要だと思うが、何か考えをもってやっているのか。 
情報指令課 職員でできる保守内容として、現状やっているメンテナンスが限界だと思っ

ている。例えば、支援データターミナルや地図検索ソフトのメンテナンス装置について

メンテナンスして、指令室の指令台のほうに送信し、再起動させるところまでが限界だ

と思うので、それ以上のプログラム変更などの部分は、不可能だと思っている。 
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  ただ、町名が新町名になった際の変更を2,000件程度する必要があるが、職員ででき

る範囲だと認識している。 

岡野委員 作業は簡単でも時間がかかると思うので、その辺りは何でも職員でというこ

とにこだわる必要はないと思う。いずれにしても、委託先の業者ときちんと業務をす

み分けして、連携しながらやってほしい。 

村瀬委員 質問11の回答について、成績が良い要因を伺いたい。 

情報指令課 定期的に職員を集めて、研修を行っている。明石の救急隊員は県下で優秀

だと言われているが、特に応急処置についてはかなり研修をしているので、効果とし

て出たと思っている。 

村瀬委員 職員のモチベーションを上げるためにどういうことをしているのか。 

情報指令課 的確な口頭指導により救助につながった場合は、表彰をするというふうな

ことで、モチベーションを上げていきたいと考えている。 

村瀬委員 質問12の回答について、定量的に評価する概念はありませんと言っている

が、迅速は到着まで平均５分42秒という数値は定量化された指標と扱ってもいいので

はないか。この数値を目標に掲げ、それを達成するために一丸となって努力し、職員

間に競争の原理が働くことで、モチベーションのあり方や評価にも利用できると思

う。表彰も一つの方法だと思うが、自分が貢献したというところで一番満足感を得て、

次もやろうということになるので、そういう評価をする数値をもっとシステム化して

はどうか。 

質問 10 は、監視映像は有効に働いているのかと言う意味。監視映像を見て、自主

的に消防側から出かけたことはあるか。監視映像を見て、実際に出動した事例があれ

ば教えてほしい。 

情報指令課 監視塔は24時間回っており、頻繁に煙が上がっている場所はあるが、そう

でない場所から煙が上がっているのをみて、実際に消防車を出動させると火事だった

という事例もある。 

村瀬委員 そのような事例はもっと広報などでＰＲして、有効性を示してもらいたい。

来年７月からの地デジ化によって、消防や警察で電波を有効に使うことができると

聞いたが、具体的なメリットは何かあるのか。テレビで使用している周波数帯をうま

く使う計画はあるのか。 

情報指令課 消防として使えるのは、デジタル化の260メガ帯（現在のアナログは150

メガ帯）でテレビの部分は関係ない。なお、所轄系で使っているのは400メガ帯のア

ナログ無線だけとなっている。 

村瀬委員 効率的な評価をする尺度も持っておくべきだと思う。例えばメンテナンス費

用の減額分や事前に予防措置をしたことによる修理費の減のような数値を目標とし

て掲げてはどうかと思う。 

 

古賀委員長 市民からの要望は何かないのか。 

情報指令課 当課職員の対応に対しての苦情はほとんどない。あるのは、サイレンがう

るさいので鳴らすなといった苦情ぐらいである。 
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 井上委員 職員に対して、言葉の端々を市民から突っ込まれて、もめたりする場合は、

管理職の方が強く思いを語り、現場で働く方の邪魔にならないようにやってほしい。

明石の消防職員の方で、県のほうの消防学校の先生に行ったということを聞いたが、

ぜひそういったところもアピールしていってほしい。 

 事務事業評価の判定 

 

〔大久保駅前東西工区土地区画整理事業〕 

（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 必要性について、事業の必要性は、有効性のところとも絡むが、当初の

計画がなされたときには、高丘団地を開発に当たっての交通アクセスをよくしたいと

いう工事計画が、第１工区、第２工区の工事が終わり、平成11年頃に東西工区という

のが新たに出されたという言い方だったが、時代の流れから見ると、東西工区を追加

する必要があったのかどうか疑問に思ったのでＡとした。事業主体は、第１工区、第

２工区だけだったら、別に市がせずに県がそのまま事業実施主体になってもよかった

という気もした。全体としてはＡとした。 

有効性については、少なくとも東西工区については、余り予算、費用を使う割の有

効性は感じられないと思いＢとした。 

効率性については、補償交渉等においても、部分的に民間委託も検討する余地があ

るのではないかと思いＡとした。 

事業規模については、縮小ということで、東西工区について毎年６億、７億使う必

要がなく、縮小してもいいと思う。 

手法の改善については軽微な改善とした。 

井上委員 この事業が、過去に決められた事業を粛々と進めているので、事業の必要性

をＳ、実施主体をＡ、全体としてＳとした。元々県が決めた事業であり、法律にのっ

とってすべての計画や手続きが決められていたもので、積算根拠についてもシビアに

会計検査も入り進められていると思う。また、大久保は明石の中心部であって、明石

の発展を考えての事業であったのではないかなと思うので、そういった面も考慮して

評価した。 

有効性については、市内事業者への工事発注率が 100％であるので、努力している

と思いＡとした。 

効率性については、地権者との調整にかなり努力したと思うのでＡとした。ただ、

経費削減についてはさらに進めてほしいと思う。 

事業の規模、手法の改善ともに維持としたが、事業効率や経費削減に努力してもら

いたいのと、技術や交渉ノウハウを若手職員に対して引き続き継承していってほしい

岡野委員 必要性や実施主体は、大分前に決定してやっている事業で判断しづらいの

で、必要性、主体ともＡとし、全体としてもＡとした。 

有効性、効率性もＡとしたが、交渉のノウハウについて、はっきりと形として蓄積

して伝承していける仕組みを市としても持ってほしいと思う。 

事業の規模は維持とし、手法の改善は軽微な改善とした。 

村瀬委員 必要性は、今さらこれをやめるわけにはいかないかなと思いＡとした。 
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 有効性については、昔と比べたらかなりよくなっているが、有効であるかどうかは

疑問なのでＢとした。 

効率性については、だらだら続けるのはいけないと思うので、計画性のないやり方

をやっているという意味で効率的にやっているとは思えずＢとした。 

事業の規模について、やめるわけにもいかないかなと思い維持とした。 

手法の改善は、目標もなかったので、改善をして、住民のニーズを取り上げて、早く

解決してほしいと思い、抜本的改善とした。 

古賀委員長 必要性について、東西工区を追加する必要性があるかどうかの判断はでき

ないが、事業としては、明石全体の構想のもとでやっていると思い、事業の必要性は

Ｓとした。事業主体は、事業委託の余地がまだ考えられると思いＡとした。全体とし

てはＳとした。 

有効性については、事業の進捗率が適切な指標かどうかやや疑問に思ったのでＡと

した。 

効率性については、予算が決められており、その範囲内で進めているという説明か

ら、コスト削減に向けどれだけ努力するかの明確な指標が提示されていなかったの

で、ＳまでいかないＡとした。 

事業の規模は維持とした。手法の改善は維持としたが、手法自体も明確ではないし、

ノウハウの蓄積に対してきちんとする余地があると思うので、軽微な改善に変更した

い。 

 

事業の必要性については、ＳにするかＡにするかで分かれている。私と井上委員が、

明石の発展のためには必要な事業だということでＳ、それ以外の方はＡとなってい

る。米田副委員長は、特に東西工区については追加する必要性がそれほど強いかとい

うことに若干疑問を持ったということでＡとしている。 

岡野委員 大分前に決まったことをやっているので、ＳではなくＡとした。 

村瀬委員 Ａとしたが、ＳではなくてＡ、ＢでもなくＡということ。 

古賀委員長 多数決ということで委員会決定としてはＡとしたい。 

理由は、特に東西工区を追加することについて、積極的に推進する必要性がそれほ

ど強いものでないということが挙げられるということ。 

各委員 －異議なし－ 

 

古賀委員長 有効性については、米田副委員長がＢで、残りの委員は全員Ａとなってい

る。 

米田副委員長 Ｂとしたのは、東西工区の問題もあるが、成果指標として挙げている進

捗率が、当初の計画よりは遅れており、その理由は予算が決まられているからと言っ

ていたから。 

古賀委員長 有効性の指標としては必ずしも十分ではないし適当ではないと思う。しか

し、本当はできるのにできないのなら、有効性に問題があるといえると思うが、財政

的にこれが縛られているから、やりたくてもできないとなれば、Ｂというまでの評価
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 はどうかと思うが。 

村瀬委員 副委員長の意見をきくとＢぐらいかなという感じがするので、Ｂに変更したい。

これだけの情報で判断できない。 

古賀委員長 行政のやり方として、財政的な制約というようなことがある場合で、そこ

が問題であるなら、もともとの予算制度自体の根幹部分も変えないと対応できないと

思う。そのあたりを、指摘するということで、評価決定は多数決により有効性につい

ても、委員会の決定としてはＡとしたい。 
各委員 －異議なし－ 

 

古賀委員長 効率性については、村瀬委員がＢで、残る委員は全員Ａとなっている。 

多数決で、これは委員会の決定としてはＡとしたい。ただ、手法の改善の余地があ

り、指標も不十分なので、工夫が必要であることと、ノウハウの蓄積に対する努力が

足りないという点を指摘事項として挙げたい。 

各委員 －異議なし－ 

 

古賀委員長 事業の規模は、全員維持なので、委員会決定としても維持としたい。 

手法の改善は、村瀬委員だけが抜本的改善で、私と米田副委員長と岡野委員が軽微

な改善、井上委員が維持となっているが、多数決で軽微な改善としたい。 

各委員 －異議なし－ 

 

〔消防通信施設維持管理事業〕 

（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 事業の必要性は、市民の安全を守る、生命と市民の財産を守るというこ

とでＡとした。事業主体は、将来的には広域化等検討される部分はあるが、現時点で

は市独自の取り組みが必要と見られるのでＡとした。必要性としてはＳとした。 

有効性についてもＳとした。 

効率性については、消防のシステムの改善だけで時間短縮できる余地が少なくなっ

ており、市民への啓発や広報活動との連携が必要となると思うのでＡとした。 

事業の規模、手法の改善ともに維持とした。 

井上委員 必要性、有効性、効率性ともにＳとした。 

100％ということはないが、ほぼ完璧な運用をしており、システムについても災害

が起きても随時起動するようにしており、効率化にも常に目を向けている。 

事業の規模については、ＡＥＤの設置であるとか、デジタル化など次世代携帯への

対応にもさらに力を入れるなど、お金も入れて、さらに拡充して、事業の規模を大き

くしていい事業だと思うので、拡充とした。 

手法の改善については、内容については申し分ないが、本当に必要とされる方のと

ころに到達する率を高めるためにも、さらなる救急車の適正使用の指導であったり、

啓発分野に努力してほしいという期待を込めて軽微な改善とした。 

岡野委員 必要性、有効性、効率性とも、完成度は高く、システム運用、職員自体も優 
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 秀だということですべてＳとした。 

事業の規模、手法の改善ともに維持としたが、今後は救急車の不要な出動を減らす

ために市民への啓発をぜひやってもらい、より有効に機能するように努めてほしい。

村瀬委員 必要性と有効性は、Ｓに近いという感じでＡとした。効率性はＡとした。 

事業の規模は維持とした。改善の手法は、数値に表せないという認識があるが、全ての

ものを数値で表してほしいという意味で、工夫することを期待して軽微な改善とした。 

古賀委員長 必要性については、市民の安全、生命を守るものなのでＳとした。 

有効性については、十分な成果を上げていると思いＳとした。 

効率性については、不必要な出動の問題があり、それを踏まえた市民に対する啓蒙

教育に関して改善していく必要はあると思い、期待的な意味での改善が残っていると

いうことでＡとした。 

事業の規模、手法の改善ともに維持とした。 

 

必要性に関しては、村瀬委員はＳに近いＡということで、他の委員全員Ｓであるの

で委員会決定としてはＳとしたい。 

有効性についても、村瀬委員はＳに近いＡということで、他の委員全員Ｓであるの

で委員会決定としてはＳとしたい。 

各委員 －異議なし－ 

 

古賀委員長 効率性について、井上委員がＳで、他の委員は全員Ａとなっている。 

井上委員 行政評価の委員会自体が、経費の削減や事業是正だけの提言ではなく、認め

られるところは、増額してでも、応援しようというところがあると思うので、事業の

規模で拡充してもいいと書いた。規模が拡充になるためには、オールＳでないと応援

できないと思った。一方、手法の改善としては維持であれば何も起こらないので、啓

蒙・啓発といったところで改善が必要だと思う軽微な改善とした。 

古賀委員長 効率性については、市民との連携、それから不必要な出動に対する無駄に

対する体制づくりに改善の余地があり、大多数の意見の方はＡであるということで、

委員会の決定はＡとしたい。 

事業の規模は、井上委員が拡大で、他は全員維持となっている。先程説明いただい

たとおりの考えだが、委員会の決定としては維持としたい。ただ、市民の財産、生命

を守るという重要性と必要性は高く評価しており、期待も込めている旨を記載した

い。 

手法の改善は、成果データに対する不足があり必ずしも十分評価できないというこ

とと、不必要な出動をできるだけ防ぐための取り組みを進めることから、委員会の決

定としては軽微な改善が妥当だと思う。 

各委員 －異議なし－ 
 


