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第９回明石市行政評価委員会 要旨 

日 時 平成 22 年 12 月 17 日(金) 午後３時 40 分～午後５時 50 分 

場 所 明石市役所議会棟第３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 ０名 

議 事 
１ 明石市行政評価報告書（事務事業編）について 

２ 行政評価における問題点と今後の取り組みについて 

配布資料 

資料１ 平成 22 年度 明石市行政評価委員会事務事業評価結果一覧表 

資料２ 平成 22 年度 明石市行政評価報告書（事務事業編）案 

資料３ 報告書案と今後の制度のあり方に関する事前意見一覧表 

資料４ 行政評価における問題点と今後の取り組みについて 

【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。 

 事務事業の再ヒアリングとこれまでの評価結果について 

 

古賀委員長 前回の最後に議題のあった再ヒアリングについて、最終的に要求がなかっ

たので再ヒアリングは実施しない。 
  資料１「事務事業評価結果一覧」をみて、評価の変更等があったら意見してほしい。 
各委員 －意見なし－ 

 明石市行政評価報告書（事務事業編）について 

 村瀬委員 Ｐ１の２ 評価対象事業の図の中の『今後の方向性の判断において・・・』

の部分。「「事業の規模」項目が「拡充」又は「維持」で、・・・」の「で」を「とな

っており、かつ」と変えた方がいいのではないか。 

  Ｐ２の３ 評価方法の３行目「各項目についてＳ～Ｃ」と記載しているが、Ｓ～Ｃ

でなく、「Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ」と記載すべきではないか。 

  手法の改善は、維持、軽微な改善、抜本的改善、廃止の４段階となっており、結果

として 10 事業全て「軽微な改善」という結果になっている。これをみて市民のみな

さんがどう思うかということを踏まえ、軽微な改善を「さらなる改善」と「改善」に

わけた方がいいと思う。 

古賀委員長 結果的に全て「軽微な改善」となったが、それは結果であって、項目の表

現の仕方や評価のやり方については、今後の取り組みの中で検討すればいいと思う。
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 事務局 改善の程度はＰ４にも記載しているとおり「軽微な改善」と「抜本的改善」に

分けたらどうかということを当初委員会で諮り、そこで決定している。 

 

村瀬委員 Ｐ２の４ 評価結果の総括コメントの１～２行目に、事業の規模は「維持」

が９で「拡充」が１と記載しているが、「拡充」と評価するならば、何が不足してい

るので、どのような成果を狙って拡充するのかを明記しなければならない。 

古賀委員長 具体的にどこがどうなのかをメッセージとして伝える必要があると思う。

報告書を作成する段階において、このことを踏まえてコミュニケーションの方法につ

いても、今後のあり方について見直してほしい。 

事務局 村瀬委員の指摘について、Ｐ36 の事業シートには記載していたが、Ｐ５の主

な改善コメント欄に「待機児童ゼロを目指すべきである。そのために必要であれば予

算の拡充も考えられる。」という旨を記載してはどうか。 

村瀬委員 待機児童ゼロというのは委員会の結論だったか。 

事務局 今回の報告書は、委員会での委員のみなさんの意見をできるだけ記載するよう

な形になっている。委員の方から待機児童ゼロにという意見はあった。 

村瀬委員 発言した内容はすべて記載してもらえるのか。 

事務局 すべて記載は難しい。取捨選択し、内容でまとめられる部分はまとめて今回の

報告書案の形になった。 

村瀬委員 明石市として待機児童ゼロをめざすのか。 

事務局 所管課としては、ゼロは難しいと言ったと思うが、委員会の委員の意見として

できるだけゼロを目指してほしいというコメントがあったので、記載するべきだと考

えている。 

古賀委員長 これ以外にどうしても記載してほしいという内容があれば言ってほしい。

 全て反映できるかどうかわからないが、できるだけ加えたい。 

 

村瀬委員 Ｐ２の４ 評価結果の総括コメントの２段落目に「成果の指標を明確かつ具

体的に記載する必要がある事業が多数みられた。」という言い方を、「成果の目標を具

体的に数値で記載するように変えるべきである。」という言い切りの表現にした方が

いいと思う。また、成果の指標は事業の目的に合うようにしなげればならないと思う。

古賀委員長 その旨は記載されているように思うが。 

村瀬委員 例えばごみ減量化推進事業は見学者の数を指標にしているが、ゴミ減量の数

値を成果指標に変えなくてはいけない。このように所管課が分かるように記載しなけ

れば当事者の意識は変わらない。 

事務局 委員の言う事業の場合、Ｐ４の主な改善ポイント欄の２つ目の項目にきちんと

記載している。 

米田委員 事務事業シートの様式は、特に事業の成果の欄について昨年度から変更して

いないのか。 

事務局 昨年度は行政評価委員会用に所管課が別途シートを作成していたので、行政評

価委員会用のシートには実績指標、成果指標があったが、全事業にわたっては成果指
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 標がなかった。今年度は事務事業点検と行政評価は同じシート使用するようにし、成

果の指標も入れて統一をはかっている。 

米田委員 成果指標の内容が正しければいいが、指標の設定があいまいな事業について

は指標を具体化するようにすべきだということになる。そういう意味では、ごみ減量

化推進事業については成果指標があっていないという指摘は当たっている。 

事務局 成果指標の設定については、あっていない事業もあるので、報告書のＰ２に「事

業の目的に即した」などの文言を加える方向で考えたい。 

村瀬委員 Ｐ２の４の総括コメントの８行目の「できるだけ」という文言もいらないの

ではないか。必ずとすべきである。 

古賀委員長 まず、総括コメントの７行目は「成果の指標を、事業の目的に照らして明

確かつ具体的に記載する必要がある。」に修正する。 

  「できるだけ・・」という文言については、客観的な数値が設定できない事業があ

るので、削除するのはどうかと思う。 

村瀬委員 数値で表せない仕事があるのか。事業に目標値のないものはないはずであ

る。 

古賀委員長 事業を実施するうえで目標はあると思うが、全ての事務事業を評価するに

当たって、明確な目標値をつくってそれに即して指標化してやっていく方がいいのか

どうか事務事業評価のあり方としてそこからきちんと議論すべき。 

  成果をどうやって評価するのかについて、今後は目標値をきちんとだして指標化

し、それに基づいて評価するという統一のスタイルが事前に認められれば「全て」や

「必ず」という表現も可能かと思うが、それについて明確な答えが出てないのであれ

ば、「できるだけ」としか言えないと思う。 

 

井上委員 シート全般において、「～してほしい。」という表現があるが、「～するべき

である。」「～すること。」という表現で文章を締めてほしい。 

  また、10 事業の結果はＰ３の表をみればわかるので、Ｐ２の総括コメントからそ

の部分は削除する代わりに「行政評価は・・・を期待する。」として、委員会として

こういう点を検討して評価をしたというところにつないでほしいと思う。委員会で貴

重な議論をしているので、行政評価自体に重みをもたせる意味でも、具体的に内容を

締める形で表現するべき。 

事務局 全体的には強いトーンで表現したい。 

古賀委員長 言い切った方がいい部分は言い切りの形にすべきだと思う。 

  成果指標のあり方については、全てが数値化できるかどうかわからないが、事務局

と来年度どうするか検討させてほしい。 

 

村瀬委員 Ｐ２の最終段落に「予算の削減だけでなく、・・・、予算を拡充してでも・・・」

という文言があるが、なくてもいいのではないか。「予算を拡充して」ではなく「合

理化などをして市民サービスの向上をはかること」に変更するのが正しい。 

古賀委員長 行革と言えばコスト削減という意識が強く、これまではコストさえ下げれ
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 ばいいという傾向にあった。しかし、それだと市民にも影響するし、全体的に元気も

なくなるので、必要だと思われる事業には予算を積極的につけてもいいのではないか

という思いで記載していると思う。 

 

米田委員 事業評価と今後の方向性の組み合わせ表があったと思うが、それは付けない

のか。 

事務局 当初参考としていたこともあり、迷ったが付けていない。ただ、委員のみなさ

んの意見によっては、付けてもいいかと思う。 

米田委員 手法の改善が全て「軽微な改善」となっているが、組み合わせ表を付けるこ

とで、有効性と効率性の両方がＢにならないと「抜本的な改善」にならないという経

緯を示すことにもなると思う。ただ、組み合わせ表は参考で、必ずしもこの表にとら

われて評価をしたのではないという事務局の説明もわかり、組み合わせ表だけが一人

歩きする恐れもある。 
古賀委員長 組み合わせ表が、評価に直結しているかというと必ずしもそうではない。

例えば有効性、効率性ともにＡだが、手法の改善は「軽微な改善」となっている事例

もある。逆に、組み合わせ表を付けると手法の改善評価と合わなくなることも多い。 
事務局 今回の結果は多数決で決めるということを最初の委員会で決定した。各委員画

表の組み合わせのとおりそのとおり評価したとしても、違った結果になっている。載

せるとすれば、決定の経緯も含めてきちんと記載しておく必要がある。 
古賀委員長 Ｐ２の評価方法のところに「組み合わせ表を参考に事業の方向性を判断し

た」という注記を載せる方向で考えたい。 
 
事務局 議論していただいた内容と、委員のみなさんから事前にいただいた意見である

資料３の内容を反映して、修正した案を事務局で検討して、再度送らせてもらいたい。 
古賀委員長 今日の議論も含めた修正案を事務局から送ってもらい、委員のみなさんに

は確認してもらいたい。ただ、指摘した内容がすべて入らないからもしれないが、そ

れは委員会として報告であるので、ご理解いただきたい。 
最終的に報告書は委員長である私の責任になるので、事務局と検討しながらできる

だけみなさんが満足できるような最終報告書としてまとめていきたい。 
 
村瀬委員 Ｐ４の主な改善ポイントに２項目ずつ選択しているが、基準はあるのか。 
事務局 全て挙げると分量的に多くなるので、会議の中で複数の委員が発言した意見や

重要であると考えられるものを選択している。 
古賀委員長 「主な改善」と言うことで、具体的な例示に過ぎない。代表的で妥当だと

考えられる項目を事務局と相談して決めた。 
村瀬委員 全てを入れると何ページになるのか。 
事務局 もう１ページから２ページ増える。 
村瀬委員 その程度なら、全項目入れたらどうか。 
古賀委員長 全部入れた方がいいのと従来通り２項目だけ挙げるのかについて、他の委 
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 員の意見は。入れた方がいいというなら、その方向で考えたい。 
米田委員 複数の委員が発言した意見があれば、項目が２つ以上であっても記載してい

いと思う。必ず２つにこだわる必要はないと思うが、全部記載するとなると、後ろに

シートを添付する意味がなくなる。 
古賀委員長 主な改善に追加すべき項目があれば、各委員から事務局に提出してもら

い、複数の委員から出された項目から優先的に主な改善項目に追加していきたい。 

  

事務局 本日審議していただいた事務事業評価の報告書の完成版と指定管理業務評価

の報告書の完成版を、後日委員のみなさんに送る。それを確認いただき、最終版とし

て２月頃を目途に、委員全員で市長へ提出していただく予定をしている。具体的な提

出時期は、事務局の方で調整をする。 

委員会から報告書を受けた後は、市としての考え方をまとめ、次年度以降の人事、

予算、事業運営に反映させるとともに、ホームページで公表する予定である。 

 

村瀬委員 今年度の最初に委員会のスケジュールを事務局が提示した際に、昨年度は年

をまたがったが今年度はスケジュールをつめた理由として、事務局は何と言ったか。

事務局 基本的に来年度の予算に反映できるようにということで、今年度は時期を前倒

しして実施した。 

村瀬委員 報告書を提出する２月で予算は間に合うのか。 

事務局 ２月では間に合わないが、所管課とのヒアリングも終了しており、指摘いただ

いた事項は所管課に伝わっているので、それを受けて改善に向けて検討しており、来

年度の予算編成に活かされてくると考えている。 

村瀬委員 例えば、天文科学館の展示物故障修理すべしとの指摘をこの場でおこなった

が、２カ月経ているが未だ処置をしていないところがある。 

事務局 すぐにできないものもある。 

村瀬委員 事務局が所管課を援護する必要はおかしいではないか。一緒になって良くし

ていこうとする立場ではないか。 

 行政評価における問題点と今後の取り組みについて 

 〔指定管理業務評価について〕 

米田委員 行政評価したことにより指定管理者に対する指導がどう変わったかなど、結

果的にどう反映されているか目に見える形で表せるようにできたらいいと思う。 

  行政評価のやり方自身は、行政の指導のあり方を評価するという視点に変えたこと

でわかりやすくなり、よかったと思う。 

井上委員 行政評価全体として、事業内容の説明の手法をある程度統一したことによ

り、プレゼンテーションがよくなり、きちんとした評価ができるようなったので、今

後も継続していってほしい。 

過去に評価対象になった事業を除いているが、評価された後にどのような改善を行

い、どう変化したかを確認するためにも評価を行ってもいいと思う。そして、それを
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 行うために工夫する必要がある。 

  行政評価委員会が、行政運営の中核をなす権威のある委員会ということであれば、

再度職員の認識を深める努力も必要だと感じた。 

岡野委員 指定管理と事務事業をまとめて言うと、改善状況が結果として何らかの形で

表わされるようにするべき。また、評価の進め方について、評価対象事業のくくりと

して、関連する事業もまとめて議論できるようにする方が有効だと感じた。 

評価回数については、負担も考慮すると現行程度の回数で実施し、その中で議論で

きるような仕組みを考えてほしい。回数を増やし、委員の負担を広げると、委員が務

まる人間も限られてくる。 

村瀬委員 指定管理業務評価について、業者が変わってから２年目に評価するという基

準をやめて、いつ評価するかは別として、全指定管理業者が対象になる可能性を残し

て緊張感をもてるような状態を保持しておくべきだと思う。また、事前に現地に行っ

て見て中身をよく知った上でヒアリングをして評価し、さらによくするための提案を

するという形にするべきだと思う。現地を見ないで評価するのは机上の空論になる。

古賀委員長 指定管理の業務として、ベストの状態を考える際に、契約内容の通りにや

っていればいいという面で評価するのか、契約内容を超える努力部分を評価するのか

ということになるが、後者の考え方で評価するならば契約のあり方の問題にもつなが

る。 

業者の選定と契約締結に際して、選定委員会を開催し内容も吟味していることを考

慮すると、決められた通りきちんとやるのはある意味満点だと言えるが、行政評価委

員会でＳ評価はあまりなく、もっと努力した方がいいという結果が多かった。 

  現在の指定管理業務評価では、指定管理者の業務状況でなく所管課の指導・監督状

況を評価しているが、元々契約がベースにあり、その契約自体が適正かどうかを評価

することは非常に難しい。また、モニタリングの制度があるということと、その制度

が本当に運用されているということは別問題であり、本当にやっているかどうかを評

価することも非常に難しい。指定管理の評価のあり方を抜本的に見直し、どうするこ

とがいい評価につながるのかをもう一度考えてみる必要がある。 

指定管理者がしっかりと管理運営しているかのチェック状況を成果として実際の

評価に反映できるようにするために所管課がどうすればいいか、一歩進んで検討して

もらいたい。 

   

契約については、業者の選定委員会があるので、そこで決定したことがベストだと

思う。それよりも、評価委員会では、契約の中身をもう少し理解したうえで、契約内

容に基づき所管課が指定管理業者を実際にどのように指導したかという部分をみて

みないといけない。 

村瀬委員 指定管理業者を評価する際に、契約の部分や実際の業務内容も大事だが、ア

ウトプットとして市民がどれだけ恩恵を受けているかという観点から評価をするな

らそう難しくないと思う。契約や運営状況がわからなくても、アウトプットとして市

民がどんな恩恵を受けているのかという観点から見るという方法もあると思う。 
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 古賀委員長 それも大事なポイントだと思う。ただ、アンケートなどは信頼性がどうか

という問題があり、現実には答えが変わってくる。アンケートの作り方によって変わ

ってくるので、過大に評価してしまう。 

村瀬委員 アンケートは、指定管理業者自身が採取したアンケートを元にしているが、

これでは偏見が含まれる。アンケートを当事者が作成するのではなく、第三者的な機

関がアンケートを取って、市民の幸福度合い・受益度合いを評価するという方法もあ

ると思う。 

米田委員 指定管理業務評価において、指定管理業者を指導するマニュアルのようなも

のを作成していると言っていたが、そのマニュアルの内容がどんなものなのかという

ことを検討するのも一つかなという気がする。 

村瀬委員 指定管理業者は、契約書どおりやっていれば百点満点ではなくて、契約書に

は書かれてなくても市民ためにいろいろやろうという姿勢が求められるべきだと思

う。その分野の専門家でもあるので、職員が考えられないような市民サービスを上げ

る事業をどれぐらいやるかということが求められるべき。 

古賀委員長 そこの部分は大事な評価のポイントになると思うが、契約書自体が最大限

のことを書いている。 

事務局 指定管理者から事前に提案書をもらっており、それに基づいてやってもらって

いる。業者が決定してから指定管理が始まるまで半年程度あり、当然、所管課も一緒

になって協議し、市民サービスを向上させるために改善を図っている。また、市から

の仕様上の提案だけでなく、業者からの提案もあり、指定期間が始まってからでもよ

りいい内容であれば、市と指定管理業者で協議し変更するという形もある。 

古賀委員長 業者選定の際には、業者は自らができるベストと思う提案を提出し、その

中から市として一番いい内容を選んでいる。問題は、業者が当初の提案以上のプラス

アルファの部分をやっているか、それを所管課が支援していくかだと思う。 

村瀬委員 契約書の仕様にない事業を提案し、それを所管課が評価しているという部分

を行政評価委員会の評価の中に入れたらいい。 

古賀委員長 その場合も、ベストの業者に指定管理しているとすれば、半ば背伸びして

やっている場合もあり、契約の仕様通りやることが立派だと言えるが、逆にたまたま

甘い条件で選定された場合は改善の余地があり、非常にいい評価となる。 

その辺りの契約のプロセスを考慮するのは、個人的には難しいと思うので、今後ど

うするか検討してほしい。 

 

〔事務事業評価について〕 

村瀬委員 資料３のＰ５質問 11 に関連して、昨年最初に総務部長が言った「たたくば

かりでなく、よくやっている点も言ってほしい」という発言は市長の意見か、または

単に部長の意見かを聞きたい。また、市長の委員会に対する期待を言ってもらいたい。

事務局としてはトップがこんなことを期待しているので委員会のあり方をこんな形

でやってほしいというような方向付けがあるのか。市長は、変えるべき点をたくさん

言ってほしいという期待を込めて委員会をつくっているのではないのか。周りからパ
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  フォーマンスだという陰口をたたかれないためにも、市長からのニーズを受けて行政

評価しているというものがあるべきだと思う。 

  傍聴者がゼロの日もあった。「広報あかし」に他の委員会傍聴案内が掲載されてい

たが行政評価委員会の傍聴者募集の記事が載っていないということは、行政評価委員

会に対するウェイトが小さいものだと見られる。 

  提案 13 について、評価指標を決めて事業を実施すべき。分子・分母の数値を決め

ずに効率と言うのは抽象的になってしまう。もっと数値を使うことが大事だと思う。

  提案 15 について、対象事業が 1000 分の 10 は少ない。委員の負荷が係らないよう

に現行の数でいいという意見もあったが、市民の立場だと、市がたくさんの評価を受

けて、たくさんの提案をしてもらって行政をよくしてもらいたいと願っていると思

う。また、改革をしようとする活動としては微力すぎる。議会の総務常任委員会でも

対象が少ないという発言があったが、有権者を代表して発言している議員の意見は重

く受け止めるべきだと思う。 

  提案 17 評価のやり方の提案として、①紙ベースの資料でもいいが事業の内容説明

をする、②評価委員が対象事業について事前見学という形でなく調査をし、その上で

疑問点を所管課に質問する、③数回に渡ってもいいので質問と回答のやりとりをす

る、④所管課との詳細質問および回答を、評価委員全員と所管課とのヒアリング形式

でする、⑤ヒアリングを受けて委員会から所管課に提案・改善事項を提示する、⑥提

案に対する所管課の受け止め方についての回答を受け取る、⑦それをもとに所管課と

合意した上で来年度以降はこういうふうに変えていく、という手順を踏むといい行政

評価になると思う。 

  提案 18 アウトカムという概念が所管課には浸透していないが、十分に理解させる

べきである。 

事務局 所管課向けの説明会では、アウトプットとアウトカムについて説明はしている

が、十分に理解はされていない。所管課にはそれを踏まえて記載してもらうように依

頼しているが、その事務事業だけで完結するアウトカムというのはなかなか難しい面

があり、事務局でも悩んでいる。関連する事業をまとめて実施するという提案をもら

っているので、それも含めて来年度以降検討したい。 

 

古賀委員長 評価するときに、成果指標をベースに評価することになるので、成果指標

の設定の仕方を目的に合ったものになるように今後工夫してほしい。 

  ヒアリングでの話は、成果指標が本当に妥当なのかどうかある程度わかっていて確

信度を高めるという程度のもので、足りない部分を補っていくことに重点がおかれる

と思う。ただ、基礎資料として多くの資料を出されても、全部に目を通すのは難しく

なるので、評価を判断する際にベースとなる成果指標の設定の仕方を目的に合ったも

のになるように今後検討する必要がある。 

これまでの評価の大部分はコスト面からいかに無駄を省いていくかということだ

ったが、今後はそれとともにバリューの問題に目を向けて、多少コストがかかっても

それ以上のバリューがあれば促進していくこともみていってもいいと思う。そのため
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  にも、選択と集中が必要で、削減する部分と充実させる部分を考えていく必要がある。

価値が高くない事業はコストを削減していくしかないが、その必要性を否定するわけ

ではない。今後は、業務を拡大して予算を増やしてでも育てる事業をつくっていかな

いと、明石市としての売りがなくなる。ただ、それには市長以下幹部職員、議会の意

向や考え方は反映されると思うので、価値観を変えていく必要がある。 

  評価対象としては、今の組織の縦割りのセクションでなく、組織のあり方を検討し

て、関連事業についても本質が同じ業務は一つまとめて評価できるようにしていく必

要がある。個別問題を個々に取り上げても弱いと思う。 

また、評価事業数は 1000 分の 10 でいいと思うが、制度として存在することで心理

的な緊張関係を生み出し、実質的な影響・効果は 50 にも 100 にもなると思う。 

従来になかった事前質問制度を設けるなど、最大限の努力はしているという意味で

は大きな改善ではないかと思うが、現状の制度を根本から変えないと改善できない問

題があるが、現状の制度の中でも、成果指標のあり方などは改善していけると思う。

質問３の組織改革については、今の制度の中ではできず、縦割りの垣根を取り除い

た中で、もう少し新しい組織づくりに応じたものにしていかないといけないが、これ

は明石市だけの問題ではなく地方公共団体全部が抱えている問題だといえる。 

  ＡＢＣ評価についても、その信頼性・確信度をできるだけ引き上げて自信をもって

評価できるような形でやっていけると、もう少し建設的な方向に進むと思う。 

 

  以上のような意見を整理して、来年度以降の行政評価にできるだけ活かせるように

検討してほしい。 

 

  行政評価に対する効果について、いろいろ指摘があったが、今後どんなふうに反映

されるかを目に見える形にしてほしい。ただ、有形の効果とともに無形の効果という

のがあるが、後者は行政評価を実施していること自体に意味があり、職員の意識を高

めコスト削減に向けるとともに、組織の活性化にもつなげていくことが重要だと思

う。まちの元気を生み出すためにも、バリューにも目を向け活性化を図っていくこと

を期待したい。 

 


