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第１回「小平市行財政再構築推進委員会」の開催結果について

１ 委員長及び副委員長の選出について

２ 平成 19年度の主要管理項目の決定について

平成 19 年度の主要管理項目は以下のとおり決定

３ 委員会の進め方について

委員会には、主要管理項目の推進担当課が出席し、事務局による改革推進プログラム全

体の進捗状況の説明後、各項目の取組内容について説明し、委員からの質疑に対応する。

また、主要管理項目の推進担当課以外の課についても、委員から次回委員会への出席を求

める旨の意見があった場合、必要に応じて委員会に出席する。

４ 進行管理帳票について

改革推進プログラムのうち、事業費が明確な項目については事業費を記載する。

委員長 吉田 民雄 東海大学政治経済学部教授

副委員長 布 昭子 公募委員

No 項目名 主な推進担当課

１ 自治基本条例の制定 参事（自治基本条例）

２ 協働指針の策定 参事（市民協働）

10-2 防災・防犯の取組を通じた地域自治の推進 地域文化課

13 多様な情報提供手段の活用 秘書広報課

17 組織目標の管理体制の構築 行政経営課

19 行政評価の実施 行政経営課

28 中期的な財政見通しの策定 財政課

35 受益者負担の適正化（使用料・手数料の見直し） 財政課

40 補助金の見直し 財政課

48 人事考課制度の見直し 職員課

49 人材育成基本方針の見直し 職員課

54 施設の総合的計画管理体制の構築 たてもの整備課

59 指定管理者制度の導入 政策課
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５ 次回開催日について

平成 19年 11 月 13 日（火） 午後2 時から午後 4 時

６ 委員の意見等について

（１）委員長・副委員長の就任挨拶について

（委員長）今後、4 年間の進行管理にあたっては、単に取組が実施されたかどうかのみでは

なく、実施後にどのような成果を生み出しているのかという視点から、モニタリン

グ、監視をしていく必要があると考えている。また、それと同時に世の中の動きに

応じて新たな問題としてどのようなものが出てきているのか、それに対して職員は

どのように創意工夫をしているのか、その創意工夫が単なる思いつきではなく、き

ちんと政策や市民生活の分析を踏まえた対応として打ち出されているか、といった

何段階かからの視点から、100項目について確認していきたい。それによって、こ

の 4 年間で、市民が納得、満足できるような行政へと少しでも進んでくれたらと考

えている。

（副委員長）行財政再構築については、予算を削減していくだけではなく、限りある財源を

どう生かしていくと小平市民のためになるかという視点から、皆さんと知恵を出し

合っていきたい。様々な点を点検し直して、職員の職場である市役所を働きやすい

ところにすることは、市民にとってもよいことである。小平市に関わることについ

て、市民にとってプラスになるという視点を忘れずにやっていきたい。

（２）行財政再構築プランについて

（委 員）行財政再構築プランにおいては、議会との関係性がみえない。

（委員長）我々は執行機関の長である市長から、執行機関としての行財政のあり方の見直し

に関して依頼を受けていると考えている。

（委 員）議会や議員が抵抗勢力となることもあるため、成果を挙げるためにはそうした部

分にも何らかの形で入っていかなければならないのではないか。

（委員長）行財政再構築プランを体系化して公表しているということは、議会・議員でも、

こうした項目について、議論はかまわないが駄目だとは言えないということだろう

と考える。そのため、我々委員としては、その辺を意識しながら進めていくという

ことではないか。

（委員長）行財政改革の計画といっても、建前を述べてアバウトに方向付けをすれば市民は

納得すると考えている自治体も多いなか、行財政再構築プランでは具体的な計画ま

できちんと整理して出しており、そうした意味では小平市は真面目だと考えてい

る。

（３）委員会の運営について
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（委 員）ＰＤＣＡサイクルを構築していくというのであれば、少なくとも四半期ごとに進

行を管理する必要があると思うが、市の中ではどのように管理しているのか。

（事務局）四半期ごとに進捗状況を調査し、理事者と各部長で構成する「行財政改革推進本

部」に報告している。

（委 員）次回の委員会では、進行状況がまとまったものを見ることはできるのか。

（事務局）次回委員会の開催にあたっては、9 月末現在の進捗状況を記載した資料を送付す

る予定である。

（委員長）ＰＤＣＡサイクルということで言えば、例えば「自治基本条例の制定」のような

取組についてはＰ（計画）ということになるが、我々委員は、その後制定した後に

市民生活にどう役立ったかというＤ（実施）Ｃ（評価）の部分についても、チェッ

クをしていく必要がある。また、民間の感覚からすると、いかにもスピードが遅い

という感じもあるかと思うので、担当課へのヒアリングの中でスケジュールを早め

てもらうよう意見を出していくことも必要である。また、数値目標があっても、根

拠が示されていないものもある。例えばNo4-2「地域に根ざした公民館事業の展開」

についても、なぜ出前映画会の目標が3 回なのかということがある。こうした点に

ついて意見を言っていく中で、次第に行政の姿も変わってくればと考えている。

（委 員）帳票は、毎回異なるものが出てくるということか。

（委員長）帳票の様式は同じもので内容が異なってくると理解している。我々がチェックを

する際に有用な情報を得ることができるよう、統一様式を固めておく必要がある。

帳票の様式について気がついた点などがあれば、意見を出してほしい。

（委 員）ＰＤＣＡサイクルということであれば、四半期ごとにスケジューリングして、ス

ケジュールが遅れていれば、今後どうしていくかという視点で計画を見直していく

ことが必要と思うが、この帳票にはそうした視点が欠けているのではないか。

（事務局）四半期ごとに事務局において各推進担当課に進捗状況を確認し行財政改革推進本

部に報告する形でチェックを行っており、上半期下半期にはその上で委員会の助言

をいただくこととしたい。

（委 員）100のプログラムを実施すると、どのような効果があるのか。本当に市政全体へ

の効果がある項目を拾い出しているのか。せっかく進行管理をするのであるから、

効果がなくては意味がない。

（委員長）効果はきちんと調査してみないと分からないが、かなり役立つと考えている。項

目については、従来型の風土や常識を変えるようなことが盛り込まれており、市民

の目線で仕事をするという意識ができていくと考えられる。例えば、経常収支比率

は一般的に 75～80％程度が望ましいとされるが、小平市ではこれをかなり上回って
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おり、改善するためには、職員削減などの努力が必要となる。100項目を全てクリ

アできて、そのフォローがきちんとされればかなり役立つのではないかと期待して

いる。

（委 員）小平市の財政状況は決してよくない。財政状態がきちんとしていないと、どんな

計画も進まない。財政が一番基本で重要である。

（委員長）少子高齢化という点を踏まえると、今のうちに健全財政を目指していく必要があ

る。今後、財政に関する項目については、ヒアリングの中で不適切な部分の改善を

求めていくなどの努力をしていけばよい。

（委 員）改革推進プログラムの 100項目の取組については、重要度を明確にするため、帳

票にそれぞれの取組にかかる予算額を記載できないか。また、改革推進プログラム

の進行管理帳票には、担当課名のみで、担当課長の氏名が記載されていない。職員

の個人名が出ないということが、無責任体質につながっている。また、できる限り

数値目標を掲げる必要がある。

（委員長）委員から２つの提案があった。各項目の重要度を示すため、所要経費がわかれば

追加するということと、各項目の担当課長名を示すということの２つである。最近

では、総合計画の施策部分に関係課長名を入れるという自治体もある。また、部長

が市長と達成すべき事項を約束し、ネットで公表するなどの取組も始まっている。

（委 員）推進担当課の記載があれば、責任者は当然組織の長であると読み取れるため、職

員の個人名を記載する必要はないのではないか。

（委 員）１つのプロジェクトに対して担当者を明らかにすることは当たり前のことである

し、どれだけの人が関わっているのかについても記載する必要がある。また、難易

度についても根拠を知りたい。市民協働に関するプログラムについては、担当が１

人であるために難易度が３であるというのであれば、体制の見直しが必要である。

（委 員）難易度や評価については、自己評価というのでは信頼性が低い。

（委員長）各担当が達成可能な目標を記載し、自ら評価していると考えられる。これまで行

政経営課がヒアリングを行うなかで、修正するなどしてきたのか。

（事務局）従来の行財政改革におけるヒアリングにおいては、評価結果の修正を行うことも

あった。

（委 員）目標管理ということでいえば、目標はできるだけ計量化、数値化したものを掲げ

る必要がある。その方が評価もしやすいし、分かりやすい。

（委員長）今後も、なるべく各課に数値目標を記入してもらうようにしていく方がよい。例

えば経常収支比率についても、何％落とすかという点を説明文の部分に記入しても



5

らうとよい。加えて、職員の個人名を記載することに関してはいかがか。

（委 員）個人名を出すということはどういうことか。インターネットで各組織の長を明ら

かにするというというようなことも含まれるのか。

（委員長）改革推進プログラムの 100項目の責任者を明らかにし、インパクトやプレッシャ

ーを与えるということである。

（委 員）最初に立ち返るようだが、行財政再構築プランと実施計画の関係を確認したい。

実施計画は議会の議決を取っているのか。

（事務局）長期総合計画の基本構想部分は議決を得ている。実施計画については、予算を通

じて議会の承認を得るという形となっている。

（委員長）職員の個人名を出すことにはどのような問題があるのか。

（事務局）現在、組織目標の公表にあたって職員の個人名を出す形で調整しているが、庁内

でもいろいろと議論がある。個人の名前を出そうと出すまいと、責任をもって仕事

を進めていくことや担当が変わっても組織として決めた以上は責任をもって進め

ていくことには変わりないが、この点については、外部委員の指摘として受け止め

て、庁内で検討していきたい。

（委 員）職員の個人名を公表することには反対である。目標が達成できない場合には、評

価制度でしっかりと処遇をしてほしい。むしろ、成果を挙げた職員を公表していけ

ばよいのではないか。

（委員長）この点については、両論あるようなので、今後の検討課題としてほしい。また、

事業費については、項目名の余白を使うなどして追記し、市民の方がインターネッ

トで見て、どの事業にいくら使われているかわかるようにしてはどうか。

（事務局）改革推進プログラムの項目には、明確な事業費がなく、通常の運営費の中で検討

や実施をするものが多い。そういう意味では、記載は難しいが、明確に記載が可能

なもののみ記載するということであれば、可能と考える。ただし、職員の人件費ま

で記載するということになると、全体の調整が難しい。主要事業の事業費として記

載する方向で対応したい。

（委員長）事業費については、事業費がないものについては記載せず、いわゆるゼロ予算事

業と解釈してもらうということでよいのではないか。

（委 員）主要事業の事業費として掲げられるものを記載すればよい。

（４）主要管理項目について

（委 員）主要管理項目は、バランスを考えて検討したものと考えられるため、平成 19年
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度の上半期分ということであれば事務局案どおりでよい。ただし、１年ごとに決め

るのではなく、様々な状況変化にあわせて毎回見直していけばよいのではないか。

（委員長）複数年、同じ推進担当課の取組をチェックすることも大事だと考える。

（委 員）例えば、財政基盤の強化の取組について、平成 19 年度初年度に取り上げる取組

として No40「補助金の見直し」という項目が取り上げられているが、なぜ、No39

「事業経費の削減」のような全体に関わる項目を取り上げないのか疑問に感じる部

分もある。ただし、財政に関する取組などについては、見方によっては全て重要だ

ということにもなりかねないので、No29「経常収支比率の改善」のような財政指標

に関する項目についてはしっかりと数値目標を公表していくということであれば、

事務局案のとおりでよいと思う。

（事務局）事業経費の削減については、これまでも予算編成過程等において取り組んできて

おり、当然今後もしっかりと取り組んでいかなければいけないと考えているが、現

在、補助金の見直しが市において課題となっていることから、事務局案に挙げてい

る。

（委 員）4 年間で全ての項目を主要管理項目としてみていくということになるのか。

（委員長）そのような形とすると、我々は全ての項目について担当から意見を聞いただけと

いうことにもなりかねない。委員の人数も限られているため、主要管理項目につい

ては、継続的に状況を聞いて、その他の項目についても必要に応じて次年度以降追

加をしていくという対処の仕方が望ましいのではないか。

（委 員）目標管理は、重点管理ということであるから、やった後どうなったかというアウ

トカムの部分もみていかなければならないが、これは非常に大変である。職員を信

頼していないというわけではないが、数値、数値といって締め付けると、デメリッ

トもいずれ出てくる。

（委員長）そういう観点で言えば、直接担当課に委員から意見を言うという形でインパクト

を与える機会が設けられているということであるので、今後、担当課に思いを端的

に伝えていくことが私たち委員の役割だと思う。

（委 員）主要管理項目以外の項目についても直接担当課の話を聞きたいと考えた場合は、

主要管理項目以外の担当課の出席を求めることも可能か。

（事務局）予め委員会資料を送付した後に、主要管理項目以外の項目についても聞きたいこ

とがあるということであれば、基本的には、事務局が担当課と調整を行ってお答え

させていただくという形となるかと考えている。ただし、委員会の中で、次回の委

員会で出席を求めるということであれば、期間もあるため、対応は可能かと思う。

今後、委員の方々の関心が明確になってきた段階で、事務局としてできる限りの対

応を考えたい。
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（委員長）市民に納得してもらうためには、その前に我々委員が自分で納得のできるような

委員会の運営をしていかなければならないので、委員は気づいたところをできるだ

け言っていくという形で進めていくこととしたい。一方で時間的制約もあるため、

こうしたことを念頭におきながら頑張っていくということでどうか。

（委 員）例えば、改革推進プログラムのNo6「市民公募債発行の検討」というような重要

な項目の難易度がなぜ１なのか。また、No29「経常収支比率の改善」という難しい

問題についても難易度が２となっており、目標の立て方に問題があるのではない

か。他の項目は達成しやすいものがたくさんあるが、一番重要な項目が研究程度で

終わってしまってはいけない。踏み込みが足りない。

（委員長）No6「市民公募債発行の検討」などについては、こうした委員会ができたのであ

るから、事例研究で終わってしまってはいけないと考えている。事例研究だけで終

わらせないように、担当課長に色々な観点からヒアリングをしていきたい。見直し

には、総枠で見直していくもの、個別に見直していくものなど手法は様々あるが、

No29「経常収支比率の改善」などについては、総枠を設定してその中で改革を推し

進めようというもので、一定の戦略に沿って設定されていると考えられるのではな

いか。いずれにしても、次回以降、財政部門に意見を言っていくこととしたい。
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