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平成 21年 5月 12日（火）午前 9時 00分から 

 於・市役所 5階 504会議室 

 

第５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、秘書広報課長補佐、職員課長、職員課長補佐、参事（労

務）、財政課長、財政課長補佐、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 

  本日の進行について説明・確認 

  

２ 小平市行財政再構築プランの進捗状況(平成 21 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改革推進プログラムの進捗状況全体の概要説明・質疑応答（事務局） 

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) 

 

（委 員）№1「自治基本条例の制定」について、特別委員会での議論の内容を教えてほしい。また、

今後のスケジュールについてはどのように考えているか。 

 

（参事（自治基本条例））20 年 6 月の本議会に自治基本条例案として提案し、21 年 3 月までに、特別委

員会で 10 回審査している。前半の 6 回目までは、市民の会議の検討状況や他市の自治基本条

例の状況の説明などが内容で、後半の 7 回目以降は、前文から第 1 章、第 2 章と、章ごとに審

査を進めている状況である。他市の状況を見ると、1 年間程度審査されている例があるが、今

後も引き続き章ごとに審査は行われる予定である。また、制定後を見据えて、市民や庁内向け

の普及・啓発を進める準備に努めていきたい。 

 

（委 員）当初の計画からすると、尐し歩みが遅いという印象をもっている。 

 

（企画政策部長）この課題は、市議会も丁寧に議論することが重要と考えていると受け止めている。市

民の会議での検討も概ね 1年半程度を要している。本条例には重要な理念が謳われているので、

必要な時間をかけることは大切である。 

 

（委員長）自治基本条例は自治体の憲法と言えるので、必要な時間がかかるのは理解できる。問題は、

制定後にどのように活用され、市民にどのような影響があるのかということである。市民への

普及方法について、今の段階でじっくり整理し検討するべきである。使われ方の検討が非常に

重要である。 

 

（委 員）資料 2 の№7－3「協働事業の推進（市民との協働による校庭や体育館の開放）」の記載内容

は、現実を直視していて好感が持てる。協働の意識については、市政の中で協働が重要な施策

として位置づけられている中で、市職員の温度差が相当あり、意識づけがされているかは疑問

がある。作られた制度が生かされていないという印象をもっている。制度を浸透させることが
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重要である。市が実施しているさまざまなアンケートでも従来の団体を対象にしているように

思える。実際の市民活動では、従来の枠にはまらない個人・団体がでてきている。そういう意

味では、問題意識のある人々の声を拾い上げ、必要な情報を提供するしくみを構築する必要が

ある。 

 

（参事（市民協働））市民活動の対象は多様であるが、個々の事業の実施する中で、アンケートの対象

は絞る必要もある。「むすぶ」を発行しているので、各部署につなげていく取組を行いたい。 

 

（委員長）プラットホーム型の地域自治のしくみを構築することが重要である。 

 

（企画政策部長）広い意味での地域自治のしくみについては、現在、№10「地域自治の仕組みの研究」

の中で内部的な検討を行っている。また、理念としては、自治基本条例があることが大前提だ

と思う。キーワードとして、参加や協働やコミュニティが重要であると思う。改革推進プログ

ラムでは学校や防災など個別のテーマから取組を進めているが、庁内で議論することが重要で

あると考える。 

 

（委 員）情報提供の分野では個人に対する働きかけが必要でないか。自治会などの組織に頼るべきで

ない。自治会対応には限界があるので、現実に即した対応が必要である。 

 

（委 員）既存のルートを通じての情報のやりとりには限界はある。今後、協働を推進するに当たって

は、泥臭い、地道な、情報の収集や提供を考えていく必要がある。例えば、窓口ではいろいろ

な場面がある。地道に拾い上げていくしくみがあれば、次につながっていく。市民の多様な声

を広範囲に拾い上げていくしくみを作ることが重要だと思う。こういうことを実践すれば、職

員の意識啓発につながる。 

 

（委 員）進行状況の評価については、違和感がある。予定どおり作業が進行したというのは、担当者

の予定であり、内部的な考えのみで評価しすぎるのではないか。財政が悪化するという前提で、

全ての事業に数値目標を記載すべきである。計画期間の後半に入った中で、プログラムの進行

管理の考え方を根本的に見直すべきである。 

 

（委員長）全体の項目について可能な限り数値目標という意見であるが、難しい面もあると思う。 

 

（行政経営課）改革推進プログラムの中で数値目標については、できる限り設定している。一方、数値

目標を設定することが取組の趣旨にそぐわないものもある。 

 

（委員長）活動目標でも設定することはできないか。数値化して公表した方がわかりやすい面もあるが、

一方、数値で指標を設定できないものもある。評価を数値的にのみ行うのはどうかという面も

ある。目標値をあげることのみに努力する弊害もある。目標値の設定には課題があるように思

える。 

 

（委 員）内容の評価が欠けている。予定を消化しましたというような、アリバイづくりのように見え

る項目もあった。質の部分が重要である。また、協働の取組について、職員の意識や理解につ

いては個人差がかなりあるという記載があるが、揺らいでいる協働という感じで、現場で混乱

をもたらすだけである。ただ市民のいいなりではなく、軸をしっかりして、市民が無理難題を

言っても切り返せる強さをもってもらいたい。職員と市民がともに、例えばワークショップの
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ような取組で意識改革を進めるのが有効ではないか。 

 

（委 員）自己評価でいいと思うが、実際に何が進んで、何が進んでいないか、評価をコメント化する

必要があるのではないか。 

     

（委 員）№26「市政アドバイザー制度の導入」であるが、目標の 4回に対して 3 回開催だったのでＢ

評価になっているようだが、会議の内容は質的に充実したものだったように思える。これはＡ

評価にすべきではなかったのか。数値目標と評価の関係は難しい面がある。また、先ほどの自

治基本条例の今後の予定に関連して、二元代表制という枠組みの中では、議会の審議について

は、我々は見守る立場に徹するべきである。 

 

（委員長）職員が手続き重視に過ぎる。現在の調査票は定性的な指標になっているので、もう尐し、工

夫が必要なのではないか。また、e-アンケートを活用して、市民の満足度・重要度を把握して

目標値を設定するようなやり方もある。 

 

（委 員）目標のたて方の問題である。基準としては次の 3 点が挙げられるのではないか。1 点目は数

値基準。2点目は、数値では示せない状態基準。3点目に満足度調査を含む効果測定的なもの。

こういったものをうまく組み合わせていく必要がある。指標は複数選定してみてはどうか。 

 

（委員長）様式自体もだいぶ改善されて、ＰＤＣＡサイクルの様式で整理されてきたが、もう一歩改善

が必要である。市職員にとっても手続きよりも目標・成果を重視した仕事につながる取組が求

められている。 

 

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) 

 

（委 員）№49 の「人材育成基本方針の見直し」について、方針がしっかり運用されているかが心配で

ある。現場の管理職が部下を育成することが基本である。自治体を取り巻く環境は厳しさを増

しているが、今こそ汗と知恵で乗り切る必要があり、人材育成が非常に重要になってくる。 

 

（職員課）管理職が部下を育成することは重要なことである。OJT チェックシートを十分に活用するこ

となどにより、より一層の新人材育成基本方針の浸透を図りたい。 

 

（委 員）№28 の「中期的な財政見通しの策定」では、近年の経済状態を踏まえ、どの程度の見通しを

行っているのか。 

 

（財政課）3 年間の見通しのほかに、財政課では 10 年の見通しを作成している。長期的にみると、歳

出については、固定的経費の増加が問題である。具体的には人件費、扶助費、公債費などがあ

る。人件費については、退職のピークを迎えており、今後やや減尐していく見込みがたってい

る。公債費については、借金の残高は急激に減尐している傾向にある。このように、歳出の面

では、抑制のコントロールはできるが、歳入については、厳しい状況にある。法人税が占める

割合が高い中で、法人税の確保が課題であり、今後 2 年程度は厳しさが続く可能性はある。 

 

（委 員）ここ 1 年の変化で、中期的に見た場合、実際どのように財政に影響するのか。支出の見直し、

施策の見直しの必要性はあるのか。 
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（財政課）21 年度は当初見込みより税収が尐ない状況である。不足分を補填する財源としては、ひとつ

は積み立てをしている財政調整基金がある。もうひとつは借金に依存するということである。

両方のバランスをみながら、財政運営を行っていきたい。財政の健全化の取組がやや遅れるこ

とは不可避であるが、小平市の財政は、コンパクトな予算規模で運営してきているので、現段

階で支出の大幅な見直しを行う状況ではないと認識している。 

 

（委員長）厳しさを前提に行財政改革を進める必要がある。財政が縮小することを考えれば、施策の選

択と集中を行う必要がある。 

 

（委 員）民間の感覚から財政面を考えると、まず、入を考えて、出を考えるのが大前提である。行政

の立場から言えば、協働の推進や指定管理者制度の導入はコストの削減がその目的といえる。

一方で、市内産業の育成などにより新たな財源の確保を図っていく。このような全体的な取組

を推進する意義と財政的な理解を職員には深めてもらいたい。 

 

（委員長）これに関連して、たとえば№54 の「施設の総合的計画管理体制の構築」では、どのようにア

セットマネジメントにつなげていくかという問題もある。 

 

（委 員）不足分を借金で賄うということではなく、退路を断つ姿勢を示すことが重要ではないか。 

 

（財政課）各項目について事業の見直しを行う必要はあると考えている。財政課としては、予算の査定

の中で対応している。事業の見直しには特効薬のようなものはない。職員一人ひとりの自覚に

基づく現状認識にたって組織は運営されている。意識改革が、何より必要なのではないか。 

 

（政策課）指定管理者制度は、平成 17 年度以降、導入を進めている。20 年 1 月には活用方針を定め、

21 年度は小平ふるさと村について導入した。来年度に向けては、児童館と市民活動支援センタ

ーについて準備を進めている。23 年度は、市民総合体育館について導入する予定である。単に

コスト面の削減だけでなく、サービスの質の充実、サービス提供の継続性や安定性を確保して

いく必要がある。 

 

（委員長）質の確保だけでは不十分で、最近はもっと進んで、地域雇用や税収を生み出す「種」、新た

な地域産業の育成という、もう一歩踏み込んだ、発想を変えた次の展開を考える必要がある。

交付税や補助金が削られる流れがある中で、小平市として、行革を通じて知恵を出すことが必

要である。 

 

（委 員）20 年度の主要管理項目 13 項目の優先順位についてだが、11 項目が A 評価である。同じ A

の中でも、グレードがあるような気がする。優先順位についての考えはあるのか。 

 

（企画政策部長）市の事業では、どの分野でもそれぞれ優先順位が高い事業を抱えている。改革推進プ

ログラムについても、100 項目しっかり取り組んでいく必要があり、どの項目も優先順位が高

いと言えるが、再構築プランの方針 4「財政基盤の強化」及び方針 5「執行体制の再構築」に

係る項目については、従来から取り組んできた課題が多い。それに対して、方針 1「地域協働

の推進」、方針 2「情報の共有と双方向のコミュニケーション」、方針 3「ＰＤＣＡサイクルの

構築」に係る項目については、従来の行財政改革からやや一歩踏み込んだ取組となっている。 

 

（委員長）単純に考えると、100 項目のうち 13 項目が主要管理項目として選定されているのだから、
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13 項目はいずれも優先度が高い取組といえるのではないか。 

 

（委 員）補助金の見直しの検討委員会のメンバーとどのような検討を行っているのか教えてほしい。 

 

（財政課）委員は 7 名である。内訳は 3 名が有識者で、4 名が公募市民である。有識者の内訳は大学の

特任助教・コンサルタント・公認会計士である。検討委員会については、3 月に 1 回目、4 月

に 2 回目を開催した。現在委員会の中で、見直し対象を 10 年以上経過している補助金として、

検討している。 

 

（委 員）受益者負担の適正化や補助金の見直しについては、その検討状況を積極的に公開するべきで

ある。公開することにより判断の客観性を担保できる。 

 

（委 員）№35「受益者負担の適正化（使用料・手数料の見直し）」において、21 年 3 月に使用料の減

額免除の状況を公表し、市民から意見を聴取するとあるが、どのくらいの反応があったのか。 

 

（財政課）ホームページ上に、使用料・手数料の状況としてまとめ、各施設の使用料一覧、手数料一覧、

各施設の使用料免除の状況、各施設の使用料免除基準、使用料の原価計算票などを掲載し、意

見を求めているが、現段階では、市民からの意見はない。 

 

（委 員）組織目標についてホームページで見ようと思ったが、見つからなかった。ホームページの検

索機能の充実を図ってもらいたい。 

 

（政策課）ホームページについては、ＣＭＳというシステムで、各所管で作成できる形になっている。

ホームページの検索機能を活用してもらいたいが、見つかりやすいような工夫はしていきたい。 

 

（委 員）なぜ、№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」

は B 評価なのか。 

 

（財政課）両項目とも、作業としては進んでいるが、予定よりも遅れているからである。 

 

（委 員）歳入が減るならば、歳入を作り出すべきである。歳入を自分たちで作り出すというしくみが

地域協働の新しい試みとして必要ではないか。受益者負担と補助金の見直しをクリアしないと

何にも決まらないという意味では非常に重要な項目である。 

 

（委員長）補助金の場合は利害関係者も多くいて調整が難しい面があるので、この改革は早ければいい

というわけではなく、大胆にやってもらいたい。 

 

（委 員）中・長期的な財政見通しを策定する中で、使用料・手数料の見直しをどのように見込んでい

るのか。補助金については、サンセット方式で設定しても環境は変化していくもので、サンセ

ット方式の徹底を図ることが重要である。 

 

（財政課）使用料・手数料の見直しについては、一定率アップする形で見込んでいる。補助金について

は補助費という一つのくくりの中で算定している。 

 

（委 員）PFI 方式の検討など、民間活力の導入について検討してほしい。民の知恵で、コストが抑え
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られ、家賃収入がはいってくる事例もある。こういった発想を取り上げて欲しい。 

 

（委員長）手続き重視型、規則重視型の仕事の仕方を見直すべきである。制度をつくるのはいいが、そ

れをどのように活かすのか、次のステップについて常に考えてもらいたい。成果が分かりやす

く、市民に伝わるような工夫をしてもらいたい。数値目標の検討では、一定の合理性や妥当性

に基づき、設定するべきである。作品づくりだけでなく、作品が使いこなされることを考えて

もらいたい。 

 

３ 平成２１年度主要管理項目の選定について 

 

（委 員）№58「公立保育園の運営のあり方の検討」、№58－2「小学校給食のあり方について」は、ど

のような潜在的な問題があって、主要管理項目として取り上げたのか。 

 

（行政経営課）この２項目は、22 年度にそれぞれあり方の方針を策定する予定である。この取組は市政 

への波及性が高く、今年度の検討が重要な時期となるので、重点的に管理する必要があること 

から取り上げた。 

 

（委 員）この公立保育園と小学校給食については、具体的にどのような検討を行うのか。 

 

（行政経営課）公立保育園については、待機児童等当面の課題の検討を行うとともに、公立保育園を取

り巻く課題を広く検討し、運営のあり方について検討する予定である。小学校給食についても、

食育等当面の課題を踏まえ、給食サービスの効率性の向上と質の充実を図るための検討を行う

予定である。 

 

（委 員）№23「事業仕分けの実施」は、どのような問題意識に基づいて実施するのか。 

 

（行政経営課）事業仕分けは、事業の根本を見直す機会となる。例えば、ある事業について、民営化す

べきとか、市で実施すべきであるが改善が必要であるとか、具体的な見直しの方向性が提示さ

れる。事業所管課には自らの事業のあり方を問い直すものとなり、意識づけのツールとなる。 

 

（委員長）事業仕分けは、スクラップする効果として事業全体の 4％程度に影響すると言われているの

で、効果としては限定的である。しかし、各セクションにいろいろな観点から改革への取組に

揺さぶりをかける必要がある中で、一つの重要なツールとなる。 

 

（企画政策部長）小平市の行政評価制度は、過去 3 カ年の活動指標・成果指標によって、日常業務の

PDCA サイクルの中で、どのように事務改善を行っていくかということに重点を置いている。

事業の必要性という視点まで踏み込んでいない。行政評価制度の進展にあわせ、今一度、事業

の根本的な仕分け作業が必要ではないかと考えている。 

 

（委 員）事業仕分けを実施しましたという報告ではなく、どういう効果が生まれたのか、各部門でこ

ういった意識の変化がみられたとか、そういう具体的な報告をいただければと思う。 

 

（企画政策部長）事業仕分けの成果については本委員会で報告を行いたい。改革推進プログラムの実質

的な効果や達成度については、わかりやすく報告したいとは思うが、100 項目の進行管理では、

ある程度形式的にならざるを得ない場合もあると考える。行財政再構築方針の 5 つの方針を実
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現するために 100 項目の改革推進プログラムがあるわけで、その進行が方針に立ち返ったとき

に、プランによる取組が実質的にどの程度の効果をもたらしているのかについて、別の形で尐

し考える必要はある。できる形での改善は行っていきたい。 

 

（委 員）事業仕分けは、№8「提案型の協働事業の実施」や№8－2「提案型の民営化制度の実施」と

も関連するので、連動させながら、進めてほしい。 

 

（委 員）事務局案で 17 項目提示されているが、18 個目として№33「市内産業の育成」を取り上げて

いただきたい。これを追加することは、小平市が歳出ばかり考えているのではなく、歳入につ

いても考えているというアピールにつながるのではないか。 

 

（行政経営課）№33「市内産業の育成」については、改革推進プログラム上では自主財源の確保の取組

に位置づけられている。主要管理項目を選定する基本的な視点である緊急性及び波及性に照ら

すと、本取組の推進が税収に影響するという観点からは市政における波及性に間接的に関連は

ある。 

 

（委員長）№33「市内産業の育成」を選定すると議論が拡散しないかという心配はある。22 年度もあ

るので、関連項目の進展を視野に入れながら、今後必要があれば取り上げるということで整理

したい。今回は選定しないで、今後の検討課題としたい。 


