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平成 19年 11月 13日（火）午後 2時から

於・市役所 2階 201会議室

第２回「小平市行財政再構築推進委員会」議事要録

出席者

【委員】吉田委員長、布副委員長、石川委員、竹内委員、田村委員、服部委員、本木委員

【市側】企画政策部長、行政経営課長、行政経営課課長補佐、政策課長、政策課主査、  

参事(自治基本条例)、秘書広報課長、秘書広報課課長補佐、財政課長、財政課課長補佐、     

職員課長、参事(労務)、職員課課長補佐、地域文化課長、地域文化課係長、

参事(市民協働)、たてもの整備課長

１ 開会

（委員長）本日は峯岸委員が欠席だが、峯岸委員からは事前に書面でご意見をいただいているため、主

要管理項目について議論するなかで適宜紹介し、併せて質問をしていきたい。

なお、今回は各推進担当課の課長にご出席いただいているため、各課長から説明をいただい

た上で、各委員から必要に応じて質問や意見を出していくという形で進めたい。

２ 「小平市行財政再構築プラン」の進捗状況(平成 19 年 9 月末現在)について

（１）進捗状況全体の概要説明(事務局)

【資料「行財政再構築プランの進捗状況(平成 19年 9月末現在)について」】

・今回の報告は、平成 19 年度の上半期 6 か月間の取組の進行状況についての報告となる。進行状

況は、「予定より前倒しで進行」「ほぼ予定どおり」「予定より遅れている」「未着手」の４つに区分

している。

・取組項目 100 項目のうち、「1 項目が予定より前倒しで進行している、73 項目が予定どおりに進

行している、23項目が予定より遅れている」という結果となっている。未着手の項目はない。なお、

表の下の欄外に記述してあるとおり、№20、№23、№58－2 の 3 項目については、改革推進プログ

ラムにおいては今年度のスケジュールが設定されていないため、年度途中の評価は行わないことと

しており、合計で 97項目となっている。

・裏面の上の表は、今年度の主要管理項目 13項目に関する進行状況をまとめたものとなっており、

下表は、主要管理項目以外の項目でＢ評価となったものの項目名を列挙したものとなっている。こ

れら予定より遅れている項目については、年度末には所期の予定を達成できるよう、事務局として

も、推進担当課に対して働きかけをしていく。

【資料「行財政再構築進捗状況一覧（平成 19年 9月末現在）」】

・平成 19年 9月末現在の 100項目の改革推進プログラムの取組状況を記入したものとなっている。

・前回の本委員会でのご意見を踏まえ、該当項目について平成 19 年度の事業費予算額を項目名の

欄に追記している。また、今年度の主要管理項目については、項目名の先頭部分に黒い星印を表記

している。

（委 員）資料「行財政再構築プランの進捗状況(平成 19 年 9 月末現在)について」においては、難易

度が記されていないが、これには何か意図があるのか。一般的には、難易度が高いものが遅れ
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がちになるため、なぜ表示していないのか疑問に感じた。

（行政経営課）特に意図は無い。上半期の取組の概要を示した資料であるため、取組の進行状況や評価

を中心に示している。

（委員長）いずれも予算で決まっている事業であると思うが、そうであれば予定どおり進んで当然であ

って、なぜ遅れているのか疑問もある。推進担当課や行政経営課にとって、難易度を決めるこ

とは難しいと思われるが、できれば難易度が示されているほうが望ましい。

（委 員）一覧には表示されているため、たまたまこちらの資料には記載されていないということでは

ないか。

（委 員）主要管理項目は比較的難易度が高いものが多いようだが、それ以外の項目は低いものが多か

った。結局は優先順位の問題なのではないか。

（委 員）主要管理項目の 13 項目について難易度と進捗度を使ってマトリックスを作成すると、見え

てくるような気がする。資料をみると挽回しようという意気込みを感じるものとそうでないも

のがあった。なお、進行管理を行う上で提出された書面について確認できるものはしておきた

いと考えている。そのため、今回あえて難易度の表記をしなかったのかどうかを確認した。

（行政経営課）限られた紙面に掲載できる情報には制約もあるため、今回は進行状況を示すことを中心

に考えた。また、難易度が高いために進行が遅れるということでもないと考えている。

（委員長）難易度については、自己評価であるということであれば過信することもできない。一応の目

安と考えていくしかないのではないか。

（委 員）予算額の記載がないものは、実際に予算がついていないということか。そうしたものは、ど

のように取り組むのか。

（委員長）多くの自治体で行っているような、いわゆるゼロ予算事業として、既存の人員による創意工

夫で行う事業ということになるのではないか。

（行政経営課）委員長のおっしゃるとおり、事業費予算額が記載されていない項目については、マンパ

ワーのみで実施しているものということになる。

（２）｢主要管理項目｣の進捗状況の概要説明・質疑応答(推進担当課)・委員意見

【方針１ 地域協働の推進】

■No.1 自治基本条例の制定（参事（自治基本条例））

・平成 18年 3月に策定した小平市自治基本条例制定基本方針に基づき進めている。

・平成 18年 6月に市民の会議準備会のメンバー募集を行い、8月に準備会が発足した。

・平成 19年 2月に準備会と市の間で協定書を締結し、「小平市自治基本条例をつくる市民の会議」

が正式に発足した。

・全体会、テーマ別部会、運営委員会等を合わせると延べ 100回を超える会議を重ね、自治基本条

例の骨子案をまとめたところである。

・現在、骨子案に対する不特定多数の市民意見を集めるため、市民意見交換会を実施している。本
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日までの参加者は、一般向け 7回で 107名、団体向け 1回で 15名、フォーラム 1回で 85名となっ

ており、様々なご意見をいただいている。

・今後、市民の会議において、こうした意見の反映について検討を行い、市との意見調整も行って

いくこととしている。

・本日、参考として、骨子案を配布させていただいた。

■No.2 協働指針の策定（参事（市民協働））                    

・協働指針の策定については、小平市の市民活動団体等との協働における市としての行動指針を策

定することにより、一層の協働の推進を図ることを目的としている。

・今年度は、庁内の検討会議を設置し、横断的な検討体制を構築した。検討会議のメンバーは、市

民活動団体と連携・協力している主な部署の職員 14名となっている。

・検討会議については、8 月に第１回会議を開催し、全体的な内容について意見交換を行った。こ

うした意見交換を踏まえ、策定方針に準ずる形で検討日程を整理した。

・今後は、市における市民協働の取組を調査するなど、事業の実態に基づいて市民協働について整

理しながら、年度末までに検討内容のまとめを行うことを予定している。

（委 員）実態調査のサンプル数や対象者はどのくらいか。

（参事（市民協働））現在、全課を対象に支援や協力関係にある事業の実施状況を調査している。それ

によって、全体の事業件数を把握していきたいと考えている。

■No.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）

・自治会は、区域に住む住民同士が助け合える自主的に組織された団体であるが、現状としては、

役員関係者の高齢化などにより、組織率が低下している。このため、防災、防犯など、市民の関心

のある具体的な取組を通じて地域自治の推進を図っていくこととしている。

・今年度は、自治会・町内会の防犯・防災の組織づくりを支援することとし、インターネット等を

利用して、情報提供等を可能とする仕組みづくりを行っている。また、9 月に防犯・防災の組織づ

くりに向けたＰＲ文書の発送を行っている。なお、6 月の防災安全課が実施した自主防災・防犯組

織等交流会において、参加した約 80組織に対し、意向調査を実施した。

・いずれの取組も、予定どおり進行している。

（委 員）進行状況がＢのものについては、№53の項目は遅れていることが具体的に記述されているが、

その他の項目は、9 月末時点で達成すべき点や予定に対して具体的に何が遅れているかがしっ

かりと記載されておらず、良く分からない。進捗状況の管理が年度中心となっており、中間時

点でのチェックが甘くなっているのではないか。各年度の開催回数が 2回というこの委員会に

おいては、中間時点での達成状況をしっかりと評価して、年度末までの取組を考えていかなけ

れば、ＰＤＣＡサイクルの構築は難しいのではないか。

（行政経営課）一覧においては、できるだけ時期を示すようにしているが、限られたスペースの中では

書ききれない部分もある。なお、四半期ごとに、内部の組織である行財政改革推進本部に報告

を行うとともに、必要に応じて行政経営課において推進担当課へのヒアリングも行っている。

今後、推進担当課に対しても、何が達成できており、何が達成できていないのかをしっかりと

記載するよう依頼していきたい。

（委 員）一覧にまとめる際に、各推進担当課において記入しきれなかったということであれば、やむ
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を得ないが、事務局としては遅れている点等を確認しているということでよいか。

（行政経営課）各推進担当課から提出される別の調査票様式には、もう少し詳細な内容が記載されてお

り、事務局では、進んでいる点や遅れている点も確認しながら、記載内容を調整している。

（委員長）一覧の記載は、経過説明が中心であり、問題や課題が具体的に記載されていない。例えば「検

討を行った」ということについては、どのような検討を行い、どういった課題があるのかなど

が重要になる。この点については、改善の余地があるのではないか。

（委 員）各推進担当課では、どれだけの取組項目を抱えているのか。それを担当する職員がどの程度

いるのか。遅れている理由は人員体制にも関わりがあるのではないか。そうだとすれば、どう

すべきか、どのように改善できるかというようなことを話し合っていきたい。

（委 員）難易度の設定に際しては、統一的な基準が必要ではないかと思うが、現在何か基準はあるの

か。

（行政経営課）一覧の上部に「普通」「多少困難」「非常に困難」などの説明が記してあるが、これに基

づいて担当課が判断している。

（委 員）統制を考えた際に、判断基準をしっかりとつくっていかないと判断にばらつきが出てしまう。

客観性や公平性を考えた全体的な調整がしっかりとできれば、話が進みやすい。

（委員長）自己評価としての一次評価で終らせず、行政経営課のような部署で二次評価を行うことや、

行政評価のように、外部の者で構成する委員会で、二次評価、三次評価を行うということも考

える必要かもしれない。

（委 員）防災関係の自治組織については、隣組のような組織のようなものを思い起こすが、自治会の

大きさも様々であることもあり、防災意識を浸透させるためには、かなりの行政の力が必要に

なってくるのではないか。そうした点に関して何か考え方はあるのか。

（地域文化課）自主防災組織はあくまでも自主的に組織するもので、強制することは考えていない。

（委 員）もっと行政の力が必要ではないか。強制することが良いとは思わないが、進めていくために

は、もっと徹底してやっていく必要があるのではないか。

（委 員）私の住んでいる地域は自治会がなく、自主防災組織に関しては全然情報が入ってこない。イ

ンターネットなどを活用しているというが、住んでいる市民に情報が入ってきていない。従来

の自治会や子ども会などだけではなく、例えば学校単位など、従来の組織や団体以外で市民が

必ず接する場を生かした新しい視点での取組も必要ではないか。

（地域文化課）地縁だけでは組織化が難しくなっているため、防災や防犯などの関心の高いものを中心

に組織化を図っていくことを考えている。その手段として、メールなどの活用を図っていきた

い。

（委員長）防犯・防災を通じた地域自治の推進に関する取組については、ＰＲ文書を作成、発送して情
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報提供を行い、地域自治を推進していくとのことだが、地域自治につなげるのであれば、ＰＲ

文書の作成だけではなく、市民活動団体をどう取り込むのかなど、何らかの組織化策について、

現場に入って考えていくべきである。インターネットは高齢者がそれ程使いこなせるメディア

ではない。例えば、横浜市では、自治会から各家庭に災害が起こった際の協力カードを配布し

て、災害時等に何か家庭でできるのかを登録し、区役所単位で保管するなどしている。このよ

うに、もっと地に足が着いた事業を考えてはどうか。

協働指針については、14人の職員で策定に取り組んでいるとのことだが、前段で自治基本条

例を市民でつくろうとしているのであれば、協働指針についても市民参加を土台として策定す

るのが当然の流れなのではないか。策定にあたっては、協働の相手となるパートナーの意見も

しっかり聞くべきである。市の職員のみで策定するという形を想定しているのであれば、見直

しが必要ではないか。

自治基本条例については、条例を制定した後にその条例をどう運用していくのかということ

まで、そろそろ考えておくべきではないか。条例を制定した後に、公共的な活動に市民をどう

取り込んでいくのかについて検討しておかないと、他の自治体の例でみられるように、制定し

たのみで、条例が浮いた形となってしまう。もう少し先を見越した形でスケジュールを考えて

ほしい。

（委 員）個別に説明されても理解しづらい。以上の 3つの項目については、地域自治で括ることがで

きるのではないか。何故これらの項目が主要管理項目として選定されたのかが少しずつ分かっ

てきているところだが、一括りにして行政経営課が関連付けて説明するようにしてもらえれば、

分かりやすいというのが率直な印象である。

（委員長）時間の制約もあり、次回の方法も考えていかなければいけないが、こうした方式とした狙い

は、個々の事業に責任を持っている担当課長に外部の意見を聞いてもらい、緊張感を持ってい

ってもらいたいということがあると考えている。我々委員がその辺りのことを念頭に置きつつ、

関連付けて質問していくということではどうか。

＜方針２ 情報の共有と双方向のコミュニケーション＞

■No13 多様な情報提供手段の活用（秘書広報課）

・この項目においては、ホームページのリニューアルに取り組んだ。

・ホームページは平成 8 年 12 月に開設して以来、10 年が経過した。その間、各時代に即したリニ

ューアルを行ってきたが、掲載情報の増加や市民からのご指摘などを受け、更なる充実を図るため、

リニューアルを行い、10月 18日付で公開した。

・リニューアルにあたっては、市民、視聴覚障がい者及び職員の意見を精査した。市民の意見につ

いては、平成 18 年度中の「小平市ホームージについてのアンケート」に寄せられた意見を参考と

し、視覚障がい者の意見については、視覚障がい者ＰＣサークルに定期的に操作性などのモニター

調査の結果を参考とした。職員の意見については、庁内の実務担当者約 50 名で構成する「小平市

ホームページリニューアル検討会」を立ち上げ、5 回の検討会を開催し検討した。こうした意見を

受け、4月から委託業者、情報システム課、秘書広報課で、週１回、合計 18回の調整会議を開催し

てきた。

・リニューアルの特徴としては、小平市の自然をイメージし緑を基調としたトップページとしたこ

とに加えて、検索機能の充実、わかりやすいカテゴリーの導入、Q＆Aの導入、関連する項目へのリ

ンク機能の構築、写真や表の添付による親しみやすいページづくり、などが挙げられる。

・その他、アクセシビリティチェック機能の搭載、トップページへの画像掲載、避難場所や医療機

関の検索機能ボタンのトップページへの掲載、迅速な情報の提供を可能とするＣＭＳ（コンテンツ
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マネージメントシステム）の導入などにより、親しみやすく、使いやすく、迅速に情報提供ができ

るホームページを心がけリニューアルを行った。

・今後は、「パブリックコメント機能」の導入等に向けて、検討を行っていく。

（委 員）リニューアル後の評判はどうか。

（秘書広報課）現在のところ、ホームページ上では「緑を基調にして親しみやすくなった」という声が

寄せられており、特に批判などは寄せられていない。

（委 員）情報を吸い上げるところが無いからなのかもしれないが、リニューアル後、身近なところか

ら、「情報を探すことが難しくなった」という意見や、「見た目にはきれいになったが、トップ

ページの情報量が減り、資料を探しづらくなった」という声も聞く。使い勝手について利用者

の声を吸い上げる仕組みをつくり、改善すべきところは改善につなげていってほしい。

（委 員）アクセス件数の推移はどのような形で推移しているのか。

（秘書広報課）現在、カテゴリーの分け方は 10 分類となっているが、今後見直しも考えている。アク

セス数は、月 15 万件程度で推移しており、概ね横ばいの状況である。この件数は、多摩地域

ではトップのレベルであるため、頭打ちの状況となっている。

（委 員）平成 20年度以降も実施とあるが、毎年度ホームページのリニューアルを行うのか。

（秘書広報課）全面的に見直すということではないが、パブリックコメント機能や携帯端末への配信機

能を追加することなどを考えている。

（委 員）私は毎年度トップページを変えてもよいのではないかと思う。

（秘書広報課）今後も情報化の進展に即した形で見直しをしていきたいと思うが、来年度は簡易なリニ

ューアルという形で進めていきたい。

（委 員）システム設計は市でやっているのか、業者に委託しているのか。

（秘書広報課）仕様の内容は市で決めている。

（委 員）十分なチェック体制は取られているのか。業者任せということはないのか。

（秘書広報課）情報システム課出身の職員もおり、職員のチェック体制に問題はないと考えている。

（委 員）毎年度ホームページのデザインを変えるということについては、予算もかかる上、使い勝手

が変わることで使い慣れた市民に戸惑いを与えることにもなり、望ましくない。デザインとい

うよりも、情報内容の充実などに取り組んでもらいたい。ＣＭＳ（コンテンツマネージメント

システム）の導入ということがあったが、情報発信は各課に任されているのか、それとも一元

化しているのか。一元化すると情報発信のスピードが遅くなるなど、情報提供のスピードも変

わってくるのではないか。
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（秘書広報課）ホームページのリニューアルによって、ＣＭＳ（コンテンツマネージメントシステム）

を導入し、各課の電子決裁でホームページを更新できるようになった。従来、紙ベースの決裁

で処理していたが、迅速に情報を提供できるようになった。

（委員長）本日欠席している峯岸委員から双方向のコミュニケーションの仕組みの構築を進めてもらい

たいというご意見をいただいているが、この点については私の方からもお願いしたい。ところ

で、バナー広告料はどの程度となっているか。

（秘書広報課）初年度である昨年度は 150万円であったが、今年度は 300万円程度となっている。

＜方針３ ＰＤＣＡサイクルの構築＞

■№17 組織目標の管理体制の構築（行政経営課）

・市では、従来から年度ごとに計画を立て、事務事業を執行しているが、業務目的のさらなる明確

化や、市民からの信頼確保、職員の目的意識の向上などを目的としてこの項目に取り組んでいる。

・上半期は、仮の様式を作成し、各部長が、今年度の各部の組織目標を試行的に記入した。様式に

は、「部の役割」「部の人員・予算」「現状分析」「重点的に取り組むべき課題」「平成 19年度の具体

的な取組目標」「取組目標の達成状況」を記入することとしている。

・各部の組織目標については、現在、各部長の記入内容等について調整しているが、年明けには、

平成 20年度の組織目標の検討に移行し、平成 20年度に公表する予定としている。

・各課・各係の組織目標についても、平成 20 年度に目標設定ができるよう、下半期において庁内

の調整を進める予定としている。

■№19 行政評価の実施（行政経営課）

・市では、平成 12年度から、行政評価に関する研究を進めてきたが、今年度「小平市の行政評価」

をまとめ公表した。ここでは、平成 18 年度の予算事業の 530 事業について、第三次長期総合計画

に掲げられた 40 の施策体系ごとに配列し、事業概要、財務内容、必要性、有効性、効率性等を一

覧できるようにしている。これにより、事務事業の目的や成果、コスト等を改めて確認し事務事業

の課題を発見し改善に結びつけることが可能となる。

・今後、この事務事業単位での評価のほか、平成 20年度から施策レベルでの評価を予定している。

施策レベルの評価は、例えば、「子育て」「防災」「緑」など、施策の大きなまとまりごとに評価を

行うものであるが、その準備として、今年度の上半期に予定していた施策担当課の設定・調整が未

了であったため、現在の進行状況はＢとしている。

（委 員）目標管理体制については、人事管理制度への結びつきまでもっていくと、個人評価や職務評

価などにもつながっていくと思うが、個人評価等の考え方は民間と同様なのか。

（職員課）こうした点については、№48「人事考課制度の見直し」の中に組み込んで考えているため、

後ほどその項目の中で説明させていただきたい。

（委 員）行政評価については、施策評価が未達成でＢとのことだが、特に予定されていたスケジュー

ルと比較して遅れていると思われないため、Ａでよいのではないか。あくまで 9月末時点でど

うかということではないか。

（行政経営課）当初のスケジュールとして設定していた「施策担当課の設定・調整」という部分につい

て、未了となっているため、Ｂ評価としている。
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（委 員）ＰＤＣＡサイクルの構築については、行財政再構築の目玉と考える。公表して市民の信頼を

得るといっていたが、市民を巻き込むということまでもっていけるよう、公表の仕組みを十分

に考えてほしい。行政評価についても、このような形で報告書を発行しても市民には分からな

いのではないか。ホームページに掲載するということは良いとは思うが、公表の仕組みをもう

少し考えて欲しい。

（委 員）行財政再構築プランの方向性の中にある「成果指向のマネジメントシステムによる市民本位

のサービス提供」を実現するための一つの方針として、「ＰＤＣＡサイクルの構築」というこ

とがあると理解しているが、そうであるとすると、日々の活動の中でどうこのサイクルを回し

ていくか、その中で市民本位のサービス提供という目線を入れていくことが重要である。

（委員長）重要な指摘である。ＰＤＣＡサイクルは、トップと部課長の間でのみではなく、個々人の中

で回していく必要がある。経営層、管理層、監督層、実施層のそれぞれのレベルで、縦の関係

だけではなく横の関係もクロスしてＰＤＣＡを回していかないと、導入しても効果は出ない。

（委 員）ＰＤＣＡサイクルについてはチェック、アクションが重要と考える。そのため、難易度につ

いて質問をした。思い通り進まないことは民間でもあり、遅れたらどのように挽回するかとい

うことが重要である。最初はとりあえず形から入るということが今年度の目的かと思うが、次

年度はチェック、アクションを、形だけではなく充実させて、ＰＤＣＡサイクルそのものがレ

ベルアップしていくようにしてほしい。

（委員長）№17や№19において、目標の設定、成果指標の設定というような表現が記載されているが、

どのようなやり方をするのか。

№17について、目標の設定については、やりたいことだけを書かれても困る。部長であれば

副市長との協議等を行い、人員や予算についても協議していかないと意味がない。その辺りを

しっかりと考えていく必要がある。

№19について、成果指標については、行政経営課が再設定するなどして調整するのか。各担

当課に任せると、やりやすいように設定してしまう。市民に公表して、市民の関心を喚起する

とともに市民の視点を取り入れていくことを検討してはどうか。

（行政経営課）目標管理体制については、公表に向けて内部調整を進めている。

また、外部評価という項目を別途挙げており、直ちにではないが、先々は外部の目を入れな

がら評価を行っていきたいと考えている。

（委員長）先程パブリックコメントの話があったが、内部で検討するだけではなく、こうした手法を使

って、「こういった成果指標を設定したがどうか」ということを市民に聞いてみてもよいので

はないか。

＜方針４ 財政基盤の強化＞

・前段として、資料として配布した表に沿って、市の財政状況の概要を説明する。

・まず、財政力指数だが、これは、地方公共団体の財政力の強弱を表す数値であり、数値が大きい

ほど財政力が強く、１を上回る団体は普通地方交付税の不交付団体とされている。3 年平均でみる

場合が一般的だが、ここでは推移をより明らかにするために単年度でみると、平成 9年度及び平成

10年度は、かろうじて 1を上回っているが、平成 11年度ら平成 16年度は 1を下回っている。平成
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17年度及び平成 18年度は 1を上回っている。近年の傾向としては、平成 14年度以降、0.926から

平成 18 年度の 1.065 まで数字が上昇してきており、財政力の強さについては改善してきている。

なお、多摩 26市では 15番目となっており、多摩各市の平均を下回っている。

・次に、地方交付税には、普通交付税と特別交付税とがあるが、ここでは普通交付税について表示

している。なお、地方交付税は、地方財源保証制度の主体であり、基準財政需要額と基準財政収入

額を算定し、収入が不足する場合にその差額を国が交付する税である。市は、平成 9年度及び平成

10 年度には不交付団体であり、平成 11 年度から平成 16 年度までは交付団体であったが、平成 17

年度以降は不交付団体となっている。なお、不交付団体の数は、都道府県では 2団体、市町村では

186団体であり、全自治体の約 10.4％が不交付団体となっている。なお、都内では、15市 1町が不

交付団体となっている。

・経常収支比率については、地方公共団体の財政構造の弾力性を測定する比率とされており、概ね

70％～80％の間に分布するのが望ましいとされている。80％を著しく超える団体は、財政硬直化の

傾向があるとされている。なお、分母に臨時財政対策債（財源不足の補填のために発行される赤字

地方債）を含む場合とそうでない場合がある。借金を分母の経常一般財源として算入することは、

適当ではないという考えから、これを算入しない方の数字の動きをみると、平成 12 年度から平成

16年度までは、数値は悪化しているが、平成 17年度以降は改善しており、26市中では、15番目と

多摩各市の平均を下回っている。なお、妥当とされる 80％台となっているのは、多摩 26 市では、

武蔵野市のみとなっている。

・公債費比率については、借金の負担を表す指数であり、10を超えない範囲が概ね良いとされてい

る。平成 9 年度以降、一貫して 10 以上となっているが、平成 16 年度以降は改善している。なお、

実質公債費比率は、平成 17年度から平成 18年度にかけて悪化しているが、これは、算出基礎が変

わったためであり、それを差し引くと若干良くなっている。

・地方債現在高は、市の借金残高ということになる。一般会計では、平成 16 年度が 441 億円でピ

ークとなっており、それ以降減少している。下水道会計では、平成 9 年度の 318 億円から平成 18

年度の 211億円まで一貫して減少しており、土地開発公社についても、平成 9年の 162億円から平

成 18年度の 12億円までほぼ一貫して減少している。この結果、市全体としては、平成 9年度の 861

億円から平成 18年度の 640億円まで、この 10年間で借金の残高が 221億円減少している。

・積立金については、市の預金残高であり、財政調整基金、公共施設整備基金、退職手当基金が主

なものであるが、これらについては、ほぼ横ばいで一定規模を確保してきている。

・以上の 6つの項目からみられる全体的な特徴と傾向については、第 1点目が近年は財政状況に改

善状況がみてとれるということ、第 2 点目が絶対的には満足できる状態ではないということ、第 3

点目がどの項目も多摩 26市の中では低位置にある（相対的に低い位置にある）ということになる。

■№28 中期的な財政見通しの策定（財政課）

・行政運営を計画的に行うため、第３次長期総合計画・前期基本計画に沿って 3ヵ年の実施計画を

毎年度策定してきている。直近では、平成 19年 2月に策定しており、この中で平成 19年度から平

成 21 年度の 3 か年の推計を行っている。推計値の記載方法については、歳入は一般財源・特定財

源ごとに、歳出は性質別に 3年間の推計値を記載する形としている。

・今年度においては、実施計画の中に、推計の数字のみではなく推計の考え方や方法なども記載し、

販売を行うとともにホームページで公表していく予定である。

■№35 受益者負担の適正化（使用料・手数料の見直し）（財政課）

・見直しの必要性として、以下の 3点がある。

・１点目は、算定方法の適正化が必要であることである。平成 16 年度に、使用料・手数料につい

て、人件費、維持管理経費、減価償却費等のコストに対する税と利用者負担の割合を施設の性質ご
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とに 0％、100％、中間の 50％とする算定方式を導入したが、3年が経過して、コストとの乖離が出

てきている。

・2 点目は、地域センター、公民館の利用のほとんどが免除されているという点である。各施設の

設置目的や、市民活動・社会教育活動の促進への寄与等も考慮すべきだが、一方で、利用者とそれ

以外の者との負担の公平性を考えなければならない。

・3 点目は、無料施設（高齢者館等）と有料施設との整理が必要であるということである。施設の

設置目的を考慮しつつも、無料の妥当性については考えていかなければならない。

・9 月までの実施状況については、庁内の検討委員会開催に向けた準備や検討課題整理、平成 18

年度末に実施した施設別使用料原価・手数料原価調査の集計を行った。検討課題の整理にあたって

は平成 17 年度に実施した「公共施設等市民会議」や市議会における議論を踏まえるとともに、平

成 18 年度に設置した庁内の公共施設有効活用検討委員会での課題の整理も行った。あわせて、平

成 18 年度に市報において全 6 回、コミュニティバス、地域センター、公民館、プール、市民総合

体育館、福祉会館などの市のサービスにかかる経費の公表を行ったため、そこでいただいた市民意

見の整理なども行った。

・今後は、平成 20年度前半にかけて検討委員会を 5～6回実施し、使用料・手数料の検討課題につ

いて、整理をしていきたいと考えている。その際、今年度秘書広報課において実施する世論調査に

おいても、受益者負担に関する項目を設定しているため、その結果も参考にしていきたいと考えて

いる。

■№40 補助金の見直し（財政課）

・補助金の見直しについては、平成 13～14 年度に検討会において検討を行い、ＡＢＣＤにランク

付けするという形で整理し、Ｄの補助金については、順次廃止や見直しを行ってきている。

・毎年度の予算編成の過程においても、怠ることなく見直しを行っている。例えば、平成 19 年度

予算においては、11事業の廃止、2事業の見直しを行った。

・前回は、利害関係人の利益誘導を排除したいということで市民の意見を取り入れるということは

行ってこなかったが、今回は、市民の意見も取り入れることを考えている。具体的には、補助金を

所管する所属長が作成する補助金チェックシートを公表し、パブリックコメントを行い、市民や議

会の意見を求めた上で、こうした意見等を基に検討委員会で検討を行っていく予定である。

・なお、この項目については難易度を 3としているが、これは、補助金が補助団体や市民などにも

広範な影響が出てくるために抵抗も予想されること、また、手続きとして市民の意見を取り入れて

いくことを予定している中で利害関係人の排除等手続き的に難しい面もあることなどから、こうし

た判断をしているところである。

（委 員）全体の数値が多摩の平均を下回っているということだが、特に問題になっている部分はある

のか。

（財政課）最も大きな点は収入面で、市民一人当たりの市税収入は多摩 26市中 15、16番目となってい

る。税に交付税を合わせてみると、多摩 26市 25番目となるなど、一般財源が少ない。

（委 員）収入が少ない割に、支出が多いということか。

（財政課）他市と比較して特に多く支出しているものはないが、収入と比較すると多いものもある。

（委員長）財政の基本は「入るを量りて出るを制す」と言われるが、（過去平成 15 年度及び平成 16 年

度において臨時財政対策債及び減税補てん債を算入しない場合の）経常収支比率が 100を上回
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る時期が 2年間続くなど、歳入に見合った形で歳出を立てるということをしっかり行っていな

かったのではないか。

（財政課）平成 15 年度及び平成 16 年度は、最も悪い時期だったが、地方交付税の交付団体であった。

臨時財政対策債は、交付団体については地方交付税で補填されるという制度となっており、

市においても、地方交付税で補填される予定だったが、不交付団体となったため、実際収入

として入ってくるものがなくなったという厳しい状況がある。

（委員長）数字が下がってきてはいるが、それでも財政状況は硬直化していると言える。学校給食につ

いて見直しを行うことなどにより、財政上の影響が出てくるのか。

（財政課）臨時財政対策債は増えてきているが、今後借り入れは抑制し償還を増やしていく計画として

いるため、臨時財政対策の残高についても、今後は減少に向かっていくと考えている。給食

費自体は私費であるため、市の予算には入らないが、給食調理員の人件費は市の予算に入っ

てくるため、委託化などによる影響は出てくる。

（委 員）収入を増やす手立てを考えていかなければならないのではないか。例えば、工場誘致や財産

活用などもあるかと思うが、長期的に考えてやっていることはあるのか。

（財政課）市の財政の根幹に関わることだと考えている。これをやればと良いという決め手はないが、

改革推進プログラムでも自主財源の確保としてかなりの項目について収入の増加策を挙げて

おり、こうしたものをそれぞれ少しずつでも増やしていく動きをとっていくことが重要と考え

ている。企業誘致などの大きな取組については、住宅都市である小平市では難しいが、今後、

個々の収入増加策を進めていくことや、今まで取り損なってきたものを確実に収入していくこ

となどをしっかりやっていきたい。

（委 員）平成 13 年度から補助金を見直したとのことだが、補助金支出の必要性は、時間の経過によ

って変わるものであり、一定期間経過後に見直すサンセット方式の仕組みが必要だと考える。

前回の見直し以降新設された補助金については、何らかの期限が設けられているのか。

（財政課）新しい補助金には、サンセット方式を適用している。

（委員長）財政課は忙しいかと思うが、受益者負担にしろ、補助金にしろ、取組のスピードが遅いので

はないか。使用料や手数料に関しては、周辺の自治体を含めて既に見直しが進められている。

やり方は大体同じで、原価計算を行い、市の負担割合を決めるなどして進めていくということ

になると思うが、やる気があれば時間はかからない。補助金の見直しについても、運営費補助

を見直し、事業費補助を中心にしていくという流れがある。その場合も、企画提案型にしてい

くなどして適正化を図っていくという手法がとられてきている。周辺の自治体では、こうした

一定の合理性のある手法が取られてきているため、こうした点に配慮して進めていってほしい。

（委 員）受益者負担の見直しの項目の難易度が 3 となっている理由は、市民の抵抗があるためではな

いかと思われる。こういった部分は、意識を変えていかなければいけない面もあり、市民協働

との連携が必要ではないか。小平では「無料が当たり前」という意識が他の地域よりも根強い

ように感じる。そのため、制度の見直しと併せて、市民協働との連携などにより、市民が自立

して活動を継続していく力をつけるための取組が必要である。例えば提案型の補助金もその
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一つだと思うが、こうした取組によって、市民の意識を転換していくことがなければ、表面的

に制度を変えても変わっていかない。

全体を見渡すと、この辺りのことがネックとなっていると感じることが多々あるため、根本

的に見直していくべきである。また、ＮＰＯという立場で協力できることがあれば協力してい

きたいと考えている。

（委員長）以前、他の自治体において、年間 1千万円以上の大口の補助を受けている団体に、市民の前

で活動について説明をしてもらい、合理性があるかどうかを判断していくという仕組みをとっ

たという経験もある。資料だけで進めていこうとすると、行政と各種団体との関わりがあるた

め難しいと思うため、こうした工夫をする必要もあるのではないか。

＜方針５ 執行体制の再構築＞

■№48 人事考課制度の見直し（職員課）

・複雑多様化する行政需要や課題に的確に対応していくためには、指導・評価の充実や人材の育成

も重要になってきている。そのため、勤務評定をより人材育成に資するものにするとともに、目標

管理を評定項目に組み込み、勤務実績等を人事・給与に反映させるよう評定項目を見直すなど、新

たな仕組みを構築することとした。

・見直しの実施状況については、5 月に職員 14 名で構成する新人事考課制度検討委員会を設置し、

9月までに合計 8回の会議を行い、検討を進め、制度構築を図ってきた。

・現在、制度内容を職員全員に周知し、職員からの意見を募集しているところである。

・意見の反映等を行った後、新制度は、平成 20年 1月から適用する予定としている。

■№49 人材育成基本方針の見直し（職員課）

・平成 14 年度に人材育成基本方針を策定しているが、その中で 5 年が経過した際に見直すことに

なっていることや、新たな人事考課制度を構築することとなったことから、人事考課制度とのリン

クを主要課題として、見直しを行うこととしたものである。

・「№48 人事考課制度の見直し」において 10月に評定要素の原案が固まったことを受け、11月か

ら人材育成基本方針の見直しのための委員会を立ち上げたところである。

・来年 1月からの実施が若干困難な状況ではあるが、今年度末までに策定する予定で進めている。

・先程、ＰＤＣＡサイクルは、事務事業評価の中でのみではなく、職員の資質の中で回していかな

ければいけないのではないかというご指摘をいただいたが、この点については、現在の人材育成基

本方針においても、ＰＤＣＡサイクルについては盛り込んでおり、新しい方針についても、その部

分は踏襲されていくものと考えている。

■№54  施設の総合的計画管理体制の構築（たてもの整備課）

・公共施設としては道路や水道施設や学校等も含むが、ここでは建物を対象としているため、たて

もの整備課が主管課となっている。

・平成 19年度の具体的目標としては、「施設の一元管理により生涯コストの削減を図ることを目的

として、市有建築物の修繕・委託・維持管理等の総合管理について協議する組織を設置すること」

及び「平成 20 年度の施設修繕にかかる予算調整にたてもの整備課も参加し、今後の施設の適正な

管理体制の構築に向けた取組を行うこと」の２つを目標としている。

・現在、施設管理主管課が行っている保守点検内容及び委託業務内容等について調査を行い、取り

まとめを行うなど、施設の一元管理に向けた施設の状況把握の準備を進めている。また、平成 20

年度の施設修繕にかかる予算については、8 月及び 9 月に、行政経営課、政策課、財政課、教育庶

務課、たてもの整備課などの暫定組織での調整を行い、施設の現況調査の必要性や、予算調整に工
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事専門職員が加わることなどの確認を行った。

・スケジュールの進捗状況評価については、施設の一元管理に向けてデータ収集、取りまとめなど

の準備を進めていることや、施設修繕にかかる予算の調整について方向性の確認を行ったことなど

から、Ａ評価としている。

■№59 指定管理者制度の導入（政策課）

・平成 17 年度に、地方自治法の改正を受け、指定管理者制度に移行するための市としての当面の

方針を策定し、指定の手続きに関する条例を制定し、平成 18 年 4 月から、16 施設が管理委託から

指定管理に移行するとともに、新規 3 施設について指定管理者制度を導入している。平成 19 年 4

月から、さらに自転車駐車場 4施設について指定管理者制度を導入している。

・今後は、指定管理者制度に移行する施設と、制度導入を検討する施設とに分け、担当課で実施や

検討を行うこととしており、平成 19年度はそのための方針を策定することとしている。

・上半期は、従前の管理委託制度から指定管理者制度に移行した市民文化会館、高齢者館等の 16

施設について、平成 17年度及び平成 18年度の決算額や利用状況を調べ、サービスの向上や経費の

縮減について比較検証を行った。また、他市において民間の参入実績のある施設について、所管課

へのヒアリングを行い、指定管理者制度に移行する場合のスケジュールの確認や課題整理を行った。

・今後は、これらを踏まえて、指定管理者制度に移行する場合の課題や基本的な考え方を整理し、

現在、直営で管理運営が行われている公の施設についての管理にかかる基本方針を策定していく予

定としている。

（委 員）人事考課制度や目標管理制度については、他の自治体の事例を集めているのか。これらにつ

いては難しい部分があり、他の自治体でも悩んでいる事例を多数知っている。まして、給与に

反映させるのであれば、なおさら難しい。職員のやる気が無くなってしまわないよう、慎重に

進めてほしい。他の自治体のつまずいた事例を多数集めて、分析した方が良い。

（委 員）組合との折衝が難しいのではないか。年功序列型からの転換などについては、プランニング

の中ではよいだろうが、組合も巻き込んでいかないと成功させることは難しい。慎重に進める

必要があると思う。

（委 員）指定管理者制度について、ある程度ヒアリングを行ったところでの手応えはどうか。方向性

としては合っているのか。

（政策課）指定管理者制度は、民間活力の向上や民間にできるものは民間にという考え方に基づいて導

入が進められてきているが、公の施設としての存続の意義ということに関しては、それ以前の

話になる。

指定管理者制度を導入した大方の施設では、経費の削減が図られている。公募を行っていな

い施設では、最初の指定期間を短めにしてその間に経営努力をしてもらい、競争力をつけても

らっているが、そのようなところでは、経費の削減が図られている。一方ではサービスの向上

も求められる。両者ともそれほど大きな効果はないが、自転車駐車場などでは、サービスの向

上も図られてきている。現在、直営のものについては、こうした実績等もみながら、直営のま

まとするか指定管理者制度を導入するかを、検討しているところである。

（委員長）指定管理者制度については、今後の 1 つの方向性となってくると考えている。経費の削減効

果としては 1 割程度の削減にとどまると思うが、それ以上に、地域でできることは地域に任

せるという形での地域自治の推進や、ＮＰＯの活動の振興などの効果もある。そのため、地域
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自治や協働という枠組みの中で考えていくことになるのではないか。

人事に関する取組についても、進め方が遅いと感じている。これはどこでも取り組んでいる

課題で、ある程度結果は見えている。他の自治体でも 10 年前位から取り組んでおり、やる気

があるのであれば、検討会設置等の準備段階ではなく、早く結果を出して、練り直しの期間を

設ける位のスケジュールで進めてほしい。少なくとも、従来の職場の雰囲気は忘れてもらいた

いと考えており、一定の成果に見合った対価をもらうことが当たり前という風土をつくってい

かなければならない。横浜市では、部長級の職員については、評価が悪いと期末勤勉手当が 25％

も下がるというかなり厳しい取組を行っている。職員の不満もあるようだが、それでもそうし

たところに踏み込む形で改革を進めていかなければ、新たな展望は出てこない。

№54施設の総合的計画管理体制の構築については、いわゆるファシリティマネジメントを行

うものと捉えている。委託内容の把握ということが取組内容となっているが、資産の把握など

も併せて行い、不要な財産をどうスクラップするかなど、もう少し総合的な施設についての把

握をしておく必要がある。特に、今後は、施設の維持更新費なども問題になってくるため、現

在挙げられている調査項目だけでは十分でないのではないかと感じる。ファシリティマネジメ

ントについては、他の自治体においても、幅広く長期的なプランを立てている例があるため、

そうした事例も踏まえてもう少し検討してはどうか。

（委 員）一般的な意見として、3つほど提案したい。

1 点目は、市民に情報を提供する際は、課長の名字を出していくということを改めて提案し

たい。いわゆる匿名はなくして、責任の所在をはっきりさせてほしい。

2 点目は、全ての項目について、数値化をしてみようということである。これは現在勉強中

であるが、挑戦して次回の委員会でお示ししたい。

3点目は、市と議会と市民との 3者でＰＤＣＡサイクルを回していきたいということである。

100 項目の優先順位は、市長、議会、市民によって異なってくるため、そうしたことも把握し

ておく必要があるのではないか。議会の意見も反映していくことで行財政再構築もスムーズに

進むのではないか。

（委員長）前段の 2つはともかく、3番目は仕組みとして無理がある。我々は執行機関である市長から、

執行機関に関する取組の進行管理を委嘱されており、議会から委嘱されているわけではない。

市民が自主グループをつくって、市民運動としてやるという性質のものではないか。

（企画政策部長）市長、執行機関が仕事を行っていくプロセスの中で、市民の意見や考えを取り込みな

がらＰＤＣＡサイクルを回していくことが基本であり、その総体を議会がみていくことになる

と考えている。もう少し広い観点でみると、執行機関と議会とが折り合ったところで最終的に

は、様々なことが進んでいくことになるが、二元的なものをいきなり一緒にしていくというこ

とにはならないのではないか。

（委員長）委員の気持ちは理解できるが、現状の制度上は難しい。

３ その他（次回開催日の確認）

・（行政経営課）次回は平成 20 年 5 月 16 日（金）を候補日と考えているが、詳細は別途調整させ

ていただきたい。


