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平成 20年 11月 11日（火）午前 9時から

於・市役所 2階 201会議室

第４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)、秘書広報課長、秘書広報課課長補佐、職員課長、職員課課長補佐、

参事(労務)、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)、

主査(市民協働)、たてもの整備課長

１ 開会

（委員長）本日の議題は「小平市行財政再構築プランの進捗状況について」及び「改革推進プログラム

の見直し素案について」であるが、各取組の進捗状況と来年度以降の見直しは相互に関連する

ので、会議を効率的に進めるため、この 2つを一括議題としたい。

はじめに、総論として、行財政再構築プラン全体の進捗状況及び改革推進プログラムの見直

し素案の考え方についての説明・質疑を行いたい。次に、各論として、行財政再構築方針 1～3

にあたる№1～№20-2 に関する主要管理項目の進捗状況及び改革推進プログラムの見直し項目

案についての説明・質疑、続いて、方針 4、5 にあたる№28～№64-2 に関する主要管理項目の

進捗状況及び改革推進プログラムの見直し項目案についての説明・質疑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 20 年 9 月末現在)について

３ 改革推進プログラムの見直し素案について【2 及び 3 一括議題】

（１）改革推進プログラムの進捗状況全体及び見直し素案の概要について

（委 員）行財政再構築プラン全体の進捗状況について、100項目のうち 13項目のプログラムの進行状

況が予定より遅れている理由を教えていただきたい。

（行政経営課）遅れている 13 項目のうち主要管理項目について遅れている項目は、№35「受益者負担

の適正化（使用料・手数料の見直し）」と№40「補助金の見直し」である。遅れた理由は、受

益者負担については、第 1回の検討委員会を開催しているが、年度計画全体のスケジュールが

遅れていることから、Ｂ評価となっている。補助金の見直しについては、補助金交付状況等の

調査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。そのほか、

主要管理項目以外では 11 項目あり、それぞれ目標に対するスケジュールが想定以上に検討時

間を要していることなどで遅れている。

（委 員）内部の検討はどういう形で行われたか。限られた財源の中で優先順位を決めることが重要だ

が、その根拠が分からない。各論はそれぞれの問題があるから本委員会での議論の共有化は難

しいと思うが、総論は方向付け、戦略付けなので、共有化できると考えている。

（行政経営課）優先順位については、この 100項目について、どこを優先的に取り組むかということは

プラン上計画されていないが、緊急性・波及性が高い主要管理項目について、本委員会を

中心に重点的に進行管理している。
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（委 員）№35「受益者負担の適正化（使用料・手数料の見直し）」と№40「補助金の見直し」につい

て、遅れているから、取組開始から 1年半という段階で、見直しの中でも遅らすということで

いいのか。

（行政経営課）プログラムの中には検討に時間に要するものもあるため、当初の予定通りにいかないも

のもある。前回の委員会でも、遅れをあきらめるのではなく、中間で遅れているものも最終的には

取り戻すように可能な限り当初の目標に追いつくようにしたい。

（委員長）資料 4「改革推進プログラムの見直しについて（素案）」に記載している「実施項目のさらな

る推進のために、効果的と認められるものなど、状況に応じて、内容の追加、目標の修正及び年度

計画の修正を行う」とあるのは、行政からの見方ではないか。市民の視点が足りないのではないか。

（行政経営課）外部の視点については、本委員会の助言を踏まえ、見直し案に取り入れていきたい。

（委 員）資料 3「主要管理項目調査票」について、ＰＤＣＡという形でまとまっているが、ＡＣＴＩ

ＯＮのところに、ＣＨＥＣＫの部分の反映がされていないので、分かりづらい。次回以降について

は、反映されるような形にして欲しい。

（行政経営課）資料 3については、ＰＤＣＡというサイクルの重視した形の資料となっている。こうし

た資料を作成することにより、各推進担当課で意識を高め、今後の取組にいかしたい。

（委員長）資料 3にある「課題と今後の対策」について、文章化されていることが分かりづらくしてい

る。例えば箇条書きのような形にしたら、もう少し明確になるのではないか。

（２）主要管理項目の進捗状況及び改革推進プログラムの見直し項目案について

①方針 1、2 及び 3 の｢主要管理項目｣の進捗状況及び「改革推進プログラム」の見直し項目案

の概要説明（事務局）・質疑応答(推進担当課)

（委 員）協働指針、各部の組織目標など公表した結果、市民の反響はあったのか。

（参事（市民協働））協働指針については 11 月 5 日に公表したが、具体的なリアクション、意見はない

状況である。

（行政経営課）各部の組織目標についても 6 月に公表したが、直接市民の方から意見はない。

（委 員）今回の評価は、進行状況の評価だけであるが、目標に対しての現在の取組内容がＡかＢかと

いった評価を入れる予定があるのか。

（行政経営課）今回は平成 20 年度の上半期の報告であり、進行状況の評価のみとなっている。これは、

年度単位で目標を設定しているためで、21 年 3 月末進捗状況の報告では、各プログラムの年

度の目標達成と見通しについて示していく。

（委員長）予定どおり進行するかどうかは、行政の問題であり、予算も付いているのだから、進めるの

は当たり前である。成果をどのように評価するのか、もう少し考えた方がいいかもしれない。

改革推進プログラムの実施内容は抽象的である。№1 の「自治基本条例の制定」の実施内容に
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「市民の会議の検討作業を支援する」とあるが、これがどのようにして仕事につながるのか。

協働の指針の見直しについても、「協働の取組を増やし」とあるが、具体的にどのような取組

なのか。

（委 員）小平市の協働に関する具体的な取組が他市と比べてどうか、あるいは協働指針にある 34 事

業はどうなのか。こういうことを含めてＡＢＣの評価をすべきである。年度を通して評価する

場合は、内容を踏まえて達成度を評価する方がいい。

（行政経営課）数値目標を設定することが難しい項目もあり、成果を数値で示せないものもある。

（委 員）数値化できなければ評価ではないという風潮があるが、数値化できない面も多々あるように

思える。単に、説明しやすい、数値化できるものだけを説明するということではおかしい。今

回の資料 3 の調査票はよくできている。質の面での成果は示しにくいとは思うが、数値化だけ

でなく、示していくよう努めて欲しい。

（委 員）主要管理項目調査票はよくできている。その中の組織目標について、4 月に目標設定・公表

としてあるが、4 月から作成するように見えてしまう。4 月の一ヶ月間は組織目標がない状況

で何もしないということにならないか。

（行政経営課）組織目標については前年度から準備を進める形をとっており、4 月から新たに作成する

ものではない。人事異動を踏まえた形で最終的にまとめるため、4 月に目標設定・公表という

スケジュールを立てている。

（委 員）№35「受益者負担の適正化」と№40「補助金の見直し」についてはなぜ遅れてしまったのか。

根強い市民感情が背景にあるのか。内部調整を起因としているのか、外部の原因なのか。

（委 員）資料中のある項目には検討委員会というのがあるが、どういう検討がなされ、どんな意見が

出されたのか。より良い意見を出すためにも、より具体的な資料が必要である。

（委 員）見直しについて、№4-2「地域に根ざした公民館事業の展開」では、出前映画会の回数の増

加とあるが、視点の捉え方が違うのではないか。№7「協働事業の推進（クリーンメイトとの

協働の促進）」の財源効果では「延命化」と記載しているが、延命化だけでいいのか。延命化

のみを目的とする事業のあり方を問い直す必要があるのではないか。№12-2「分かりやすい行

政資料の公表」では、行政のホームページでは資料そのものを公表することが多いので、もう

少しやわらかい表現にするなど、もっと積極的に市民の反応に敏感となりＰＲするべきである。

（行政経営課）地域に根ざした公民館事業の展開は、地域協働の推進の中に掲げられている。今回の見

直しでは、協働の視点を追加する。クリーンメイトとの協働の推進については、行政改革とい

うよりは、所管の事業推進のあり方に関することであり、意見は推進担当課に伝える。

（秘書広報課）分かりやすい行政資料の公表については、行政用語は変えられないものもあるが、より

分かりやすくするように、工夫していく。

（委 員）資料 3 の主要管理項目の調査票は、直感的に分かりにくい。分かりにくい理由は、誰に向け

ての施策なのか明確でないためである。庁内の職員向けと市民向けが混在しているため、ター



4

ゲットが錯綜し、分かりづらい。

（委 員）補助金の見直しについて、平成 15 年度の 13 項目の見直しのうち、できなかった 5 項目は、

なぜできなかったのかが分からない。どれだけ未解決があるのか明確にする必要がある。

（委 員）市民へのアンケートは公民館や図書館などで実施していると思うが、市民の声をきくという

市としてのスタンスをもっと明確に示す必要があるのではないか。より一層ＰＲをすることを

契機として、その取組が市民参加につながり、ひいては地域協働につながると思う。

（委 員）№10－2 の「防災・防犯」についてだが、例えば自主防災・自主防犯組織ではないがマンシ

ョンの管理組合の代表者などにＰＲするような柔軟な対応はできないか。自治会という枠に縛

られると、防犯・防災組織づくりは現実的に難しいのではないか。

（地域文化課）出前講座という形で、防災指導は行っている。目的は、地域協働の推進であるので、一

般市民をどのようにして協働にもっていくのかという課題認識のもとで、取組を行っていく。

（委員長）防災と防犯は市民にとって身近で核ともなる分野であるので、地域文化課と防災安全課がし

っかり連携して、地域のプラットホームづくりを進めてもらいたい。

（委 員）資料 3 の№10－2「防災・防犯の取組を通じた地域自治の推進」について、インターネット

アドレスの登録が 61 自治会と少ないとあるが、その理由はなにか。

（地域文化課）新しい自治会が増えない。また、代表者の交代や代表者がメールを使わないなどさまざ

まな要因がある。

（委 員）資料 3 の№13「多様な情報提供手段の活用」について、個人に対して積極的な情報提供の取

組が必要だと思う。

（秘書広報課）個人に対して緊急情報機能の構築を検討している。

（委 員）資料 3 の№2「協働指針の策定」について、課題と今後の対策の中で、「個人差がかなりある」

とあるが、そのように考えた根拠は。

（参事（市民協働））庁内で意見募集した中で、担当して感じたことである。職員の協働の意味の捉え

方に差があることが分かったので、今後職員の理解を深めていくことを検討したい。

（委 員）資料 3 の№59「指定管理者制度の導入」について、「市民のちからの活用による施設運営の

考え方」とあるが、コストメリットが主目的になってはいけないと考えるがどうか。

（行政経営課）指定管理者制度はコストメリットだけではいけないと考えている。市民サービスの向上

とコストの両方の視点が必要である。

②方針 4 及び 5 の ｢主要管理項目｣の進捗状況及び「改革推進プログラム」の見直し項目案の

概要説明（事務局）・質疑応答(推進担当課)
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（委 員）平成 20 年 1 月に人事考課制度が始まり、3 月に人材育成基本方針が策定されたということ

だが、人事考課制度に人材育成基本方針は反映されていないのか。

（職員課）委員ご指摘のとおり、先に人事考課制度が走り出し、新たな人材育成基本方針との直接的な

リンクはなかったが、総論から各論、各論から総論という手法がある中で、骨格部分について

は平成14年に策定した旧人材育成基本方針でも大きく異ならないので、それを参考に行った。

（委 員）パーツ、パーツは完成しているが、パーツ相互の関係性が不十分であり、今回の見直しの内

容のとおり、今後は連携をうまく図っていくようにしてもらいたい。汗をかいた人が報われるよ

うなしくみにしてもらいたい。

（委員長）昇格や手当への反映はどのようになるのか。

（職員課）勤務評定における評価はＡからＥまでの 5 段階となり、Ｃが標準で 4 号給アップするような

形になる。著しく成績が悪い職員については、3 号未満ということになる。

（委 員）最下位のＥ評価を受け続けるような能力が低い職員への対応はどのように考えるか。

（職員課）パフォーマンスが悪い職員については、分限制度がある。均衡の原則から、国、都及び他市

の状況をみながら検討していく。

（委員長）分限処分については、最近いくつかの自治体で行っているので、都や多摩の自治体による事

例に関わりなく、小平市が先駆けて行うということを期待したい。

（委 員）進行が遅れている№35「受益者負担の適正化（使用料・手数料の見直し）」と№40「補助金

の見直し」について、スケジュールの見直しでも遅れるのはなぜか。

（財政課）受益者負担の適正化については、現在、庁内で検討委員会を開催し、見直しの内容について

精査しているところである。また、外部の視点を取り入れるため、公募市民を含む検討委員会の

検討を行っている。現在の金融危機は市財政へも打撃となるが、市民にとっても家計への打撃と

なると認識している。集会施設の減額免除が本テーマの重要な問題であり、集会施設の 95％以上

が免除されている現状があり、長い間運用されてきた。一方で、世論調査では、7 割の方が一定

の負担について理解されている。今後の手続きの中で、市民の反対も想定できるが、コンセンサ

スを得るため、丁寧に説明していきたい。

    補助金については、いままで順次整理してきたが、今後は外部の視点が重要となるので、公募

市民を含む検討委員会の準備を行い、現在 137 事業の評価シートを作っている。

（委 員）改革を先送りするのは、結果的に市民サービスの低下を招き、市民への痛みが増す可能性が

ある。遅れれば、遅れるほど苦しくなるのではないかと思う。

（財政課）実現させることが大事であり、見直した日程は実現を目指した日程となっている。

（委員長）見直しについては、合理的な見直しの基準があってもいいのかと思う。また、受益者負担の

適正化のような負担につながる取組は、市長の強力なリーダーシップが重要な役割を果たす。
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（委 員）使用料・手数料の改定でどのくらいの歳入増を見込んでいるのか。世論調査で 7 割の方が受

益者負担の適正化に賛同しているとの話があったが、いつでも、その 7 割が 1 割に減る可能性

はある。ある程度のスピード感が必要なのではないか。

（財政課）現在、減免を実施している全ての施設で、減免を廃止した場合の試算は、1 年度当たり 1 億

5 千万円の収入増が見込まれる。

（委 員）№35「受益者負担の適正化（使用料・手数料の見直し）」は、たとえ収入増の金額が少なく

とも、負担が増える見直しに住民が理解を示した場合は、大きな改革がなされたことになると

思う。この項目は市の行財政再構築の象徴であるように思える。資料 3 にはパブリックコメン

トを適宜行うとあるが、適宜ではなく多頻度に行うべきである。また、受益者負担の適正化と

地域協働は連動して進めていくべきではないか。各プログラムの取組には優先順位をつけて取

り組むことが重要であり、この受益者負担の適正化については優先順位が最上位に位置してい

ると認識しているので、市民にもっと丁寧に説明すべきである。

（委 員）使用料は安いが老朽化が著しい施設がある。利用者の負担が増えても、パフォーマンスをあ

げれば、理解されると思う。

（行政経営課）改革推進プログラムの 100 項目の内容は、その大きさ、広がり方がさまざまであり、プ

ラン上は重点項目を掲げておらず、並列的な項目となっている。本委員会で助言をいただいて

いる主要管理項目を中心として、取組を推進していく。

（委員長）協働の視点で受益者負担の適正化を行うというのは参考になる視点である。また、原価計算

の原価がどこの自治体も高すぎるところがあり、適正に原価計算を行うことが重要である。

（委 員）行財政改革とは、やみくもに市民サービスの低下をさせることではない。パフォーマンスの

悪い無駄なことを見直すことで、結果として行財政改革につながればいいと思う。例えば、施設

の貸し出しなどでも、時間区分が例えば午前と午後というような大きな区分になっており、使い

勝手が悪い。きめ細かい区分にすることで、多くの人々への貸し出しの機会が増え、利便性が向

上し、ひいては収益が上がるという好循環な流れができる。こうした取組が行財政改革ではない

か。

（委 員）№39「事業経費の削減」や№41「予算編成方式の見直し」に関連すると思うが、実際の事業

経費が予算より下回った場合、その余った予算は実際にどのように運用されるのか。

（財政課）基本的には不用額として残し翌年度に繰り越す形になるが、当該年度で他の事業にその予算

を活用することもある。

（委員長）使い切り予算制度を是正するため、予算節約制度を導入している自治体もある。これは経費

節減が図られた場合に、その効果額を次年度予算に上乗せできるようなインセンティブを与える

もので、このような工夫が必要である。

（委 員）№54「施設の総合的計画管理体制の構築」について、施設データを集約し、共有フォルダー

を作成したとあるが、一元管理を活用し、施設の保全を実施できるようにしてもらいたい。



7

（たてもの整備課）平成 21 年度予算編成に伴う、すべての施設修繕予定工事について保全計画の観点

と現地劣化状況から判断を行い、修繕の優先度判定を行った。施設の保全のデータは予算編成の

中にかかわっていく形で反映した。

（委員長）全体的な印象としては、ＰＤＣＡサイクルの調査票などいくつかの工夫があり、進捗状況の

把握が分かりやすくなった。改善は進んできているが、もう少し具体性が欲しい。また、改革の

スピードが遅い感がある。今後に期待したい。


