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平成 20年 5月 16日（金）午後 1時 30分から

於・市役所 5階 505会議室

第３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、峯岸委員、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、行政経営課主査、政策課長、政策課主査、

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

財政課課長補佐、地域文化課長、地域文化課係長、参事(市民協働)、市民生活部主査、

たてもの整備課長

１ 開会

（委員長）19 年度の小平市行財政再構築プランの進捗状況については、まず、19 年度の改革推進プロ

グラムの進捗状況全体について概要説明・質疑を行います。次に、行財政再構築プランの 5つ

の方針を 2分類し、それぞれ、方針に属する各主要管理項目の進捗状況について、概要説明・

質疑を行い、引き続き、平成 20 年度主要管理項目の選定等について議論していく形で進めた

いと思います。

２ 小平市行財政再構築プランの進捗状況(平成 20 年 3 月末現在)について

（１）改革推進プログラム及び「主要管理項目」の進捗状況について

① 進捗状況全体の概要説明・質疑応答(事務局)

【資料１「行財政再構築プランの進捗状況(平成 20年 3月末現在)について」】

・今回の報告は、平成 19年度の 1年間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、「88項目が予定どおりに進行している、9項目が予定より遅れている」

という結果となっている。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、最終年まで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２「行財政再構築進捗状況一覧（平成 20年 3月末現在）」】

・平成 20年 3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。

・予算を伴う取組項目については、項目名の枠の中に括弧書きで主な用途と平成 19 年度の予算額

を記載している。

【資料３「行財政再構築進捗状況一覧（平成 20年度分）」】

・100項目の改革推進プログラムの取組状況について平成 20年の計画・目標を一覧にしたものと

なっている。
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（委 員）資料 1「行財政再構築プランの進捗状況(平成 20年 3月末現在)について」における進行状況、

目標達成の評価については基本的には一致するものだと思うが、それぞれＡ、ＢあるいはＢ、

Ａという一致しない評価をしている項目がある。

（行政経営課）進行状況は年間のスケジュールがどれだけ予定どおり進行したかどうかを示している。

目標達成は年間の内容的な達成状況を示している。基本的には進行状況がＡならば、目標達成

はＡ、あるいは進行状況がＢならば、目標達成がＢというように同様な評価になる場合が多い

が、項目によっては、違いが出てくる。

（委 員）例えば、№１「自治基本条例の制定」、№40「補助金の見直し」の項目の評価は 19 年 9 月で

はＡ、これが 20 年 3 月では B になった。その理由は何か。また、改革推進プログラムは 100

項目あるのに、なぜ 97項目の評価なのか。なぜ残りの 3項目については評価がないのか。

（行政経営課）主要管理項目の進行状況がＡからＢになった理由は後ほど推進担当課から説明させる。

また、今回評価がない 3 項目は、プログラムの年次計画において 20 年度から検討を行う計画

となっており、19年度は、検討に向けた準備は行っているため、評価の対象としていない。

（委 員）見通しの評価について、年度計画の今後の見通しということだが、例えば、「補助金の見直

し」については、現時点でＢとしている。これは、今の時点であきらめているととれてしまう。

今年度の部分についてＢとするのは分かるが、先の見通しまでＢとしてしまうのはいかがなも

のか。見通しについては、Ａにするという計画もあっていいと思うのだが。

（行政経営課）見通しについては、プログラムが 4 年間のため、4 年間での見通しということである。

現時点でＢなのは、初年度に遅れが出たので、4 年間全体でも遅れそうだということである。

（委員長）「見通し」について、例えば条例や指針の策定等のプログラムの項目では、作っておしまい

では良くない。それをどう活用するのかまでを含めて「見通し」としなくてはならないと考え

る。制定した後、又は、実施した後が肝心であって、どうＰＤＣＡサイクルを構築するのかが、

課題であるように思える。

②方針１、２及び３の｢主要管理項目｣の進捗状況の概要説明（事務局）・質疑応答(推進担当課)

＜方針１ 地域協働の推進＞

■No.1 自治基本条例の制定（参事（自治基本条例担当））

・19年度末までに市長に対して「自治基本条例案」が提出される予定であったが、第２次骨子案を

作成して再度、市民意見交換会を実施し、「小平市自治基本条例をつくる市民の会議」による条例

案の提出が今年度にずれ込んだため、進捗状況としてはＢとなっている。

・平成 20年 5月 10日に市長への条例案の提出が行われた。

■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、庁内の「市民協働指針検討会議」を平成 19 年度中に 5 回開催し、

協働指針の策定方針、基本的な考え方を整理し、20年度中の方針策定に向けて、まとめを行った。

・また、市民と関係する市の事業について実態調査を実施したとともに、検討・調査とも予定どお

り進捗したので、Ａ評価となっている。

・20 年度の取組としては、指針の更なる検討を行い、市民意見公募等を実施し、指針を策定する

予定である。
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■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、町内会の防犯・防災組織づくりを支援するとともに、インターネットなどを利用した情報提供を可

能とする仕組みづくりを推進し、緊急時などに防災・防犯情報をメール送信するための環境整備が図られ

たため、Ａ評価となっている。

・20年度の取組としては、登録自治会に引き続き情報を配信しながら、未登録自治会に対して自主

防災組織等の会合に参加するなどして、登録の必要性について積極的なＰＲを図っていく。

＜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）

・市のホームページをより一層充実させるため、職員検討会を上半期に 6回実施し、昨年 10月にホー

ムページをリニューアルし、利便性を向上させた。

・12月にはリニューアル後の使い勝手や見やすさなどについて、庁内の意見を集約し、システムの

改善を進めるとともに、教育委員会のこげらネットでは閲覧支援ソフトを導入しアクセシビリティ

を向上させたため、Ａ評価となっている。

・20 年度の取組としては、市のホームページの更なる充実を図るため、パブリックコメント機能、

緊急情報機能の構築検討を関連課と協議し、実施に向けて検討を行っていく。また、こげらネット

については、情報掲載のルールを策定し、情報の整理を行っていく。

＜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）

・平成 19年度中に制度を構築し、部ごとの目標設定等について試行してきた。

・20 年度より、目標設定を本格的に開始し、部・課・係の組織目標を 4 月中に設定し、5 月以降、

部の組織目標を公表する。8 月以降は平成 21 年度の組織目標の検討・調整を行い、12 月以降は組

織目標の作成を行っていく。

■№19 行政評価の実施（行政経営課）

・事務事業評価は予定どおり進行したが、施策評価に関して、指標の設定を行うこととしていたと

ころ、施策担当課の調整に時間を要したためスケジュールが遅れたことから、Ｂ評価としている。

・20年度の取組は、新たに施策評価を実施し、10月までにホームページで公開する予定である。

（委 員）№17 の組織目標については、19 年度の試行はどういう状況だったのか。成功だったのか。

失敗だったのか。試行結果を伺いたい。

（行政経営課）部長の個人的な考えや期待などを書くべきかどうかなど、試行の中で組織の目標をどの

ように捉えるのかが議論となった。組織目標は目指す目標を明確に部下に示し、市民にも示す

という目的があるが、各組織の目標の捉え方のばらつきなどが見られた。各計画等を根拠に、

その年度の目標とすることが望ましいとして、調整を図った。

（委 員）№17の組織目標については、数値化しているのか。概念的なことを公表されても具体的でな

いと理解しづらい。客観的に分かるように数値化することが必要ではないか。

（行政経営課）具体的にいつまでに何をやるのか記載するような形で進め、できる限り記述の中に数値

化していくことを旨として作ってきたが、数値化できない案件も多く、スケジュールの目標と

なっているものもある。
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（委員長）部長の目標は市長と協議しているのか。組織目標について、市長と協議して公約的な位置づ

けになっているのか。やたらに形容詞が多かったりして、中身のないものになっていないか。

できるだけ数値化が望ましい。他市では市民満足度などを指標としている例も聞くが、市民サ

イドの意向を踏まえて一年間何をやるのか目標設定するのも方法ではないかと思う。そういう

ことを考える必要があるのではないか。

（行政経営課）各部で作成し、理事者と調整しながら作成した。

（委 員）試行結果の内容がよく分からない。できた、できなかったという検証までやらなくてはいけ

ないのではないか。手続きだけやった感じがする。

（行政経営課）手続き的なものだけでなく、できる限り具体化する方向で調整したが、指標のとり方に

ついては、市民満足度も含め目標の設定を今後考慮する必要がある。

（委 員）ＰＤＣＡサイクルのＰ（計画）やＤ（実施）については行っていると分かるが、Ｃ（評価）

とＡ（見直し）が弱い。今の時点で見通しの評価が B ではなく、どうすれば評価が A になる

かという視点で積極的に取り組んでほしい。C（評価）でどこがどのように遅れたのかを具体

的に捉えないと、次のＡ（見直し）につながらない。

（委 員）Ｃ（評価）とＡ（見直し）の要素が欠けているというのは、前回も意見として出ていた。そ

の意見が反映されていないとしたら、工夫、やる気の姿勢がこちらには伝わってこない。この

小さな資料では伝えられない。せめて、主要管理項目は、1 項目 1 ページくらいに詳しく書い

てもらいたい。№10-2「防災・防犯の取組を通じた地域自治の推進」では登録済みの自治会の

みを対象にしたものだから、Ａだったのではないか。市全体を見ての評価になっているか。

（委員長）問題、課題のある項目について、箇条書きにするなど詳細な資料を検討してほしい。

（地域文化課）自治会組織そのものが自主的なものであり、行政としてどこまで踏み込むべきかが難し

い。自治会に対して呼びかけていくという姿勢の中で対象を広げていくことから進めたい。

（行政経営課）各取組の課題等を示すと分かりやすいとのことであったが、推進担当課に数値化や分か

りやすさを要求し、結果的にこのような形の資料となっている。提案については検討する。

（委 員）組織目標の具体例を教えてほしい。また、自治会の状況はどうなっているのか。

（行政経営課）組織目標の具体例ですが、企画政策部の例を取り上げると、具体的な取組目標として、

例えば、自治基本条例の制定として、「条例づくりのＰＲ、また市民の会議の検討作業を支援

するとともに、平成 20 年度中に、市議会に提案し、条例制定を目指します。」としている。ま

た、行政評価の実施では、「事務事業評価につき改善を加えながら実施するとともに、新たに

施策評価を実施し、9 月までに公表します。」としている。

（地域文化課）自治会の状況ですが、19 年 1 月 1 日現在で、374 団体、組織率（加入率）44.7％である。



5

（委 員）44.7％ということは、半分以上がカバーできていない。自治会以外も含めてアプローチでき

ないのか。このカバー率でも A 評価なのか。自治会等となっているので、自治会だけではない

はず。一般市民や希望者への情報提供などはできないのか。

（地域文化課）自治会等とは、自主防災組織 80 団体も含まれている。しかし、自治会組織の高齢化に

より、IT の取組が進まないという側面もある。団体に任意の協力を求めていくという制約があ

る中で、計画どおりに進んだと考えている。

（委 員）自治の推進が目的である。効果を見ずに進行だけの評価でよいのか。

（委 員）防災・防犯に関して、PDCA サイクルで進化していくのだから、さらに進んだ目標に対して

どう取り組むかを示すべきところであるが数値目標がない。数字が全てではないが、「やりま

したよ」というだけで、評価が高いのはおかしい。何を期待するのか。何を実現するのか。目

標管理の中で捉え、毎年工夫していく中で進化していかねばならない。

（委 員）97 項目のうち進行状況、目標達成、見通しの評価が全てＡであるのが 83 項目もある。小平

市はそんなに進んでいるのか。評価自体が疑わしい。どこか基準が狂っている。確かに、工程

どおりに進めば A になっている。工程表に縛られすぎているのではないか。これでは再構築に

ならない。

（委員長）工程表に最終的な成果や使命が何なのかを明らかにしていかないと分かりづらい。地域自治

の推進のところで、防犯・防災を例にみると、５割も満たないのにＡ評価というのは市民感覚

としてどんなものか。自治会、町内会だけでなく、地域交流のそれぞれの最終目標を表に盛り

込んではどうか。

（委 員）いろんなところで地震が起きているが、防災や安全は市民は必要としているので、目標を明

らかにして頑張ってほしい。

（委 員）協働指針の担い手の市民との関係をどうしていくのか。提案型協働事業と提案型民営化制度

が別々の項目立てになっている。それぞれのセクションとの調整を行っているのか。

（参事（市民協働））市民協働指針の作成を進めている。これは協働に対する市の行動指針で、これを

生かす形で協働を進めていく。提案型協働事業については、市の事業に提案をいただき、市民

と一緒に事業を進めていく。この制度と提案型民営化制度は、ある意味では同じような視点を

もっている。事業ベースでやるのか、協働ベースでやるのかということで、提案のときに事業

になるのか、協働になるのかという違いである。行政経営課と綿密に連携をとり、取り組んで

いく。

（委 員）協働なのか。事業なのか。ボランティアベースもあれば事業のものもある。ボランティアの

協働がコスト削減につながるのか。再構築につながるのか。民間と事業ベースでの協働こそが

大切ではないか。

（委員長）自治基本条例や協働指針については、あらゆるセクションにかかわってくる。行政の縦割り

の弊害が出ないようにするため、横糸を張る工夫や効果を生み出すために、協働の指針をつく

った後の具体的な仕組みまで管理する必要がある。
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③方針４及び５の ｢主要管理項目｣の進捗状況の概要説明（事務局）・質疑応答(推進担当課)

＜方針４ 財政基盤の強化＞   

■№28 中期的な財政見通しの策定（財政課）

・財政推計作業を通じて、財政計画を作成、決定し、ホームページへ掲載するとともに、22 年度までの財

政計画を作成し、推計及び見通しを予定どおり行ったので、Ａ評価となっている。

・20年度の取組としては、平成 21年度から 23年度の財政見通しについて、実施計画とあわせて 3

月に公表することになっている。

■№35 受益者負担の適正化（使用料・手数料の見直し）（財政課）

・使用料の見直しに関する庁内の検討委員会設置に向けた設置要項案の作成や、19年度に実施した

世論調査の中間集計等も踏まえて検討事項の確認等を行ったが、検討委員会による検討には至らな

かったので、Ｂ評価となっている。

・20 年度の取組としては、庁内の検討委員会を設置し、見直しを検討し、市民の意見を聴取しつつ、

使用料減免制度の見直しを行うこととしている。

■№40 補助金の見直し（財政課）

・各担当課に対する補助金交付状況の調査に関して、内容や方法の検討を行っているが、調査の実

施や検討委員会開催のスケジュールが遅れていることから、Ｂ評価となっている。

・20 年度の取組としては、庁内の検討委員会を開催し、現状の問題点などを検討し、これらの内容

を市のホームページで市民に情報提供し、意見を聴取し、見直しを図っていく予定である

＜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）

・職員で構成する新人事考課制度検討委員会で検討を重ね、庁内の意見集約などを行い、新しい勤務評

定の導入など制度を再構築し、予定どおり１月から実施しており、Ａ評価となっている。

・20 年度の取組としては、１月から 12 月までの１年間の勤務評定を実施するとともに、職員の目

標管理は４月から 12月までの期間について勤務評定に反映させていく予定である。

■№49 人材育成基本方針の見直し（職員課）

・職員で構成する人材育成基本方針検討委員会で検討、庁内の意見集約などを行い、予定どおり３月に

新たな人材育成基本方針を策定したため、Ａ評価となっている。

・20年度の取組としては、4月から新人材育成基本方針を施行し、職員への周知を図る。

■№54  施設の総合的計画管理体制の構築（たてもの整備課）

・市全体の施設修繕にかかる優先度を調整し、予算編成を行うとともに、施設点検マニュアルを作成する

など、維持管理経費の最適化や施設の長寿命化に関する検討を行い、Ａ評価となっている。

・20年度の取組としては、施設台帳の整備を行うとともに、施設の維持管理のあり方、計画修繕の

方針の検討を行い、21年度予算の調整を行っていく予定である。

■№59 指定管理者制度の導入（政策課）

・新たに「小平ふるさと村」、「児童館」、「市民総合体育館」に制度導入するなどの内容を含んだ「指定管理

者制度活用方針」を１月に策定するとともに、この方針をホームページに公表し、新規制度導入施設の所

管課と条例改正、選定手続きのスケジュール等について調整を行ったため、Ａ評価となっている。

・20年度の取組としては、小平ふるさと村及び市民文化会館の条例改正にかかる調整を行うととも

に、子ども家庭支援センターを含めた指定管理者の選定手続きについての調整を行う予定である。
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■「小平市 わかりやすい予算」の説明（財政課）

  ・20 年度末の市債残高は 358 億円であり、22 年度末における債務総額の残高を 302 億円以内とす

る改革推進プログラム№32「債務総額の抑制」の目標は達成する見込みである。

・基金の推移は 100 億円から 120 億円までの間を横ばいで推移している。19 年度から 20 年度で、

若干減っているが、これは職員の退職が増え、退職手当基金の減によることが一因である。

  ・経常収支比率は 20 年度 96.2％だが、平成 22 年度までに 94％以下とする改革推進プログラム№

29「経常収支比率の改善」の目標を目指しているところである。

  ・実質公債費比率は 20 年度 11.1％だが、平成 22 年度までに 10％以下とする改革推進プログラム

№30「実質公債費比率の改善」の目標を目指しているところである。

（委員長）小平市の財政は頑張っているのは分かるが、今説明のあった 7 項目については、取組のスピ

ードが遅い。手続きのみで、成果が示されていない。

（委 員）№35 の「受益者負担の適正化」と№40「補助金の見直し」の見通しの評価を「B」にするこ

とについて、なぜ今の段階で B としてしまうのか。今後どこまで切り込んでいくのか。

（財政課）今後に向けて志としては、先延ばしにしたり、あきらめたりということではない。補助金に

ついて予算編成の中で査定しているが、全体的な取組には至らなかった。

（委 員）補助金を削るのは難しいと聞いている。例えば、シルバー人材センターも補助団体であるが、

経営改善へ市として働きかけはできるのか。受益者負担について、使用料及び手数料の原価計

算はしているのか。それとも市民の意見などを参考に決めているのか。

（財政課）シルバー人材センターについては、市の監査の及ぶ範囲であり、基本的には働きかけができ

る。手数料については基本的に原価計算はしている。他市の例も参考となる。部屋の使用料に

ついては、原価計算はしているが、減免により事実上負担がなくなる場合もある。

（委 員）受益者負担、補助金について庁内検討会に至らずとあるが、それほど難しいことなのか。

（財政課）施設の利用者以外の意見を聞いてから、検討委員会をやるべきと考えた。世論調査の結果が

出てから委員会で検討することにした。20 年度で遅れを取り戻したい。

（委 員）19 年度では評価が B でも、最終的には評価が A になるように進めてほしい。財政指標につ

いては、基金残高は目標を達成しているようだが、目標の設定はそのままか。見直すのか。

（財政課）前向きに取り組んでいきたい。基金残高については多摩地域の類似９市中 8 位なので満足は

していない。その他の財政指標について、どれが最優先ということはない。

（委 員）受益者負担と補助金はともに、スケジュール、年度の目標達成、見通し全ての項目にわたっ

て、Ｂ評価となっているが、取り組むべき優先度としてはどちらが大切か、個人的な見解でも

結構ですので伺いたい。

（財政課）補助金については、他市に比べても多いとは思っていない。ある程度見直しは進んでいる。

使用料・手数料については、市民に負担がかかる問題であり関心も高い。また、議会の手続き

なども必要であり、こちらのほうが難易度は高いと思う。
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（委員長）それにしてもスピードが遅すぎる。人数や体制の問題もあるかもしれないが。補助金等の見

直しについては他市の例も多く、ある程度一定の手続きモデルのようなものもあるはずである。

20 年度の工程表をみても、進み具合が遅いと思う。「わかりやすい予算」については、ベンチ

マークというか他市との比較などが出ておらず、市の状況を判断できない。市の財政状況が分

かるように工夫できないか。

（委 員）バランスシートは連結になっており、分かりやすい。

（財政課）もっと詳しいものも必要と考えるが、バランスシートや財政白書を出していきたい。

（委員長）財政状況の情報提供は大事なのでよろしくお願いします。

（委 員）世論調査の結果は当然負担増はだめとなるのだろうが、それをそのまま真に受けていたので

は、使用料の見直しなどは進まない。見直しのプロセスの段階のものが知りたい。利用率等の

増とか活用についても取り組むことが必要ではないか。説得力のあるものが欲しい。

（財政課）世論調査では、利用しない人は「応分の負担を」という声が大きい。また、利用する人も、

「それなりの負担を」という声が多い。

（委 員）市報によるコストの公表などもしているようだが、もっと踏み込んでもいいのでは。コピー

料をみても、コスト計算に減価償却を入れていないことが多い。改善するとともに、市中価格

とのバランスなども考慮すべきではないかと思う。

（委 員）人事考課制度で給与への反映は具体的にどうなるのか。どこまでやり、いつからやるのか。

（職員課）まだ、国も平成 18 年度から試行中であり、26 市では査定が反映されている例はないと思う。

仕組みづくりについては、国に準じて検討している。20 市くらいが小平と同じレベルまで進ん

でいる。国等の動きを注視して進めていきたい。職員団体との協議もあるが、21 年 4 月から

導入したいと提案している。

（委 員）国や他市にとらわれすぎではないかと考える。考課内容と給与とのリンクをやっている団体

もあるであろう。もっと先端を進むようにはできないか。国に従っていくということか。

（職員課）検討自体は独自のものであるが、先端を行くような状態ではない。給与に反映させる制度と

して、勤務評定は実施している。導入へのネックは、「納得性」の部分である。小平市で考え

ている制度では、１次、2 次と評定していき、「査定審査会」を含めた仕組みとなっている。査

定審査会は、小平のオリジナルである。仕組みづくりは進んでいるが、反映するところがまだ

導入できていない。職員団体には 21 年 4 月の導入を提案している。

（委 員）組合との交渉・合意を進まない理由にするなら、管理職から導入することはできるはずだ。

目標管理と評価が実は大事。評定者の訓練なども必要ではないか。目標管理とのリンクをどう

させるかなど、管理職から始めて、課題を出しながら広げていくなどの手法を考えてみてはど

うか。
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（委員長）人件費の抑制という意味では、厳しく管理することが必要だ。横浜市の例にあるように、人

件費の総枠を決めて評価を行い、管理することも一つの考えではないか。

（委 員）№59 指定管理者の評価がスケジュール、目標達成、見通しの評価が全てＡとなっている。具

体的な対象があって、目標を立てているのか。効果を含めて目標設定しているか。

（政策課）20 年 1 月に指定管理者制度活用方針をつくった。すでに導入したものについて、検証を行

った。今後の対象施設として、21 年度に小平ふるさと村、22 年度に児童館、23 年度に市民総

合体育館の 3 施設を予定している。

（委 員）№54 施設の総合的計画管理体制の構築にある施設点検マニュアルの中身は。

（たてもの整備課）チェックリストである。施設担当課の職員でもチェックできるようにマニュアル化

した。施設の状況把握や施設台帳づくりの足がかりとしたい。20 年度から、10 課くらいにマ

ニュアルを活用してもらう予定である。

（委員長）総合的計画的管理と点検マニュアルとのつながりは。点検項目にはどういうものがあるのか。

（たてもの整備課）ファシリティマネジメントということになると思うが、他の推進項目等と連携しな

がら検討を行う。基礎、外壁、軒先、雨漏り、亀裂など目視によるチェックを主管課が行う。

（委員長）いまの回答にあったものは、施設の長寿命化につながる項目であると思う。現況の把握に関

する調査だと思うが、それ以外の項目はないのか。

（委 員）維持管理や、利用・活用などの運営的な項目はチェックリストに入っていないのか。建物の

チェックだけでは不十分である。また、チェックは定期的に行うのか。

（たてもの整備課）今は入っていない。今後、チェック項目を検討していきたい。毎年チェックを行う。

（委員長）「総合的」と言っているのだから、施設の貸付や処分などの活用を含めて検討しないと十分

とは言えない。

３ 平成２０年度主要管理項目の選定等について

（１）平成２０年度主要管理項目の選定について

【資料４「平成２０年度の「主要管理項目」の事務局案について」】

・主要管理項目を選定する基本的な視点としては、昨年と同様、(1)平成 20 年度に具体的な検討や

実施を図る「緊急性」のあるもの、そして、(2)市政への影響が大きいものや行政全体として取り

組むような「波及性」があるものを選定したいと考える。

・主要管理項目の案は、平成 19年度の項目とまったく同様のものとしている。

・主要管理項目の案については、新たに追加することも検討したが、年度が進むにつれて項目数が

増加していくことを避けることとした。また、逆に、取組のピークが過ぎたものは、主要管理項目

からはずすことも検討したが、本委員会において、制度が構築されて定着したものについても、そ

の後の運用状況をフォローアップしていきたいという意見もあったので、引き続きもう一年間、主

要管理項目として進行管理を行っていくのが妥当であると判断した。
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（委 員）「重要性」という視点で見てはどうか。主要管理項目の中でも優先度があっていいのでは。

序列をつけるべき。資料は、1 項目 1 ページにしてもらいたい。

（委員長）そうした場合は、その資料も公表の対象になる。

（委 員）より良い議論を進めるため、主要管理項目について、なるべく早く紙ベースで事前に資料を

いただきたい。

（行政経営課）「重要性」について、主要項目の中で、特に重点的に管理していく項目を、委員会とし

て決めてもらうことについては、差し支えない。資料の作成と提供については、現在の日程の

中では現状がぎりぎり。新たなシートということになれば、今後のスケジュールを見直す必要

があるかもしれない。

（委員長）できるだけ事前に送ってもらい、資料の整理をしてもらうなど工夫してほしい。できるだけ

対応方お願いしたい。

（委 員）今回の会議で出たような各委員の疑問点などについての資料がもらえれば分かりやすい。主

要管理項目についてくらいは是非お願いしたい。

（委 員）№1 の自治基本条例について、条例ができたことで「達成」なら、対象からはずしてもいい。

条例ができた後どうするのかという点まで踏み込むのなら残すべき。№10-2 の防犯・防災も、

内容について、目標のレベルアップを図るなら残すべき。№49 の人材育成も、昨年度方針がで

きて、今後方針通り進めるというだけならば、はずしてもいいのではないか。いずれにしても、

引き続き主要項目とするなら、内容的にスクラップアンドビルドがないといけないと思う。

（行政経営課）「…策定」「…制定」という項目は、できたところで一つの区切りではあるが、その後ど

う運用されていくかということを引き続き見ていくということである。

（委 員）20 年度に引き継ぐなら、目標をもう少しレベルアップさせて具体的に書いてほしい。今日の

委員の意見が反映されるのか。活かされて運営されるようになるのか。

（行政経営課）本日の意見を踏まえて、進めていく。

（委 員）自治基本条例を主要管理項目として残すことは、ＰＤＣＡサイクルの観点から、好ましいこ

とだと考える。その姿勢は評価できる。

（行政経営課）自治基本条例については、いつ議会を通るか明らかでないという側面がある。

（企画政策部長）「自治基本条例の制定」のプログラムについては、執行機関だけでなく市民会議や議

会といった外部要因が含まれる。その他の項目では、執行機関である市が実行するプログラム

となっているが、自治基本条例のみ市民によるところで、さらに議会で審議されるものである。


