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平成 21年 11月 17日（火）午前 9時 00分から 

 於・市役所 5階 504会議室 

 

第６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）、防災安全課長、保育課長、保育課係長、まちづくり課長、まちづくり課長補佐、たて

もの整備課長、たてもの整備課長補佐、学務課長、学務課主査 

 

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 9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） 

 

（委 員）№38「法定外税の活用可能性の研究」については取組が遅れているようであるが、具体的な

取組内容は。 

 

（行政経営課）法定外普通税及び目的税の導入というのは、全国の自治体の中で必ずしも広がりを見せ 

ていない状況であるが、市制施行 50 周年を見据え、小平市にふさわしい法定外税の活用可能 

性について検討している。 

 

（委員長）現在は 21 年 11 月であり、かなり時間をとって研究しているわけだから、課税対象や税収の 

使途などの整理くらいはしてほしい。勉強会のレベルといった印象を受ける。 

 

（委 員）№64「近隣市及び特定分野における広域連携の推進」、№64-2「滞納整理事務の広域連携の

研究」及び№64-3「下水道維持管理の広域化・共同化」といった広域連携の推進に関する取組

がすべて遅れている。これはどういうことか。 

 

（行政経営課）№64 については、国分寺市との図書館の相互利用などについて検討スケジュールが遅れ 

ている。№64-2 については、滞納整理事務の広域連携の研究を進めているが、研究のまとめに 

向けたスケジュールが遅れている。№64-3 については、下水道維持管理の広域化・共同化につ 

いて、課題の整理などを行っているが、対象業務の抽出などが遅れている状況である。これら 

の広域連携の取組は小平市としての取組も遅れているが、広域という視点から多くの調整事項 

を要し、遅れてしまっている面がある。 

 

（委員長）町田市と相模原市では、新たな連携事業として両市の相互の窓口で、住民票・戸籍謄本等の 

証明書の取得が可能となるサービスを来年 4 月から実施する予定である。例えば、小平市でも 

国分寺市と窓口業務の連携を進め、国分寺駅で証明発行などが行われるようになれば、小平市 

民にとって利便性が高まる取組となる。市民の視点から、広域連携の内容を考えてもらいたい。 
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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）№10-2「防災・防犯の取組を通じた地域自治の推進」について、インターネットなどを利用

した情報提供を可能とする仕組みづくりは、体制整備は進めたかもしれないが、実質的に機能

しているのか。実効性が伴われていないのではないか。 

 

（地域文化課）今回の自治会アンケートで状況を把握し、参考になった。インターネットについては必

ずしも活用されていない状況にあり、ネットワークができていないのが現状である。防災・防

犯については、市全体の中で情報提供のあり方は検討課題であり、自治会長を通じての情報提

供には限界がある。新たな形を作っていく必要性は感じている。 

 

（委員長）全般について言えるが、「しくみをつくりました」でＡ評価になっている。しくみを作った

ことによって、その結果、市民にどういう影響が出たのか。市民生活にどのような形で役立つ

結果が出たのか。こういうことを明確にすることが重要である。 

 

（委 員）自治会のアンケートは、6 月実施に対して 9 月以降の集計となっているが、遅いのではない

か。集計が早ければ、その分、早期の対策を講じることができる。この委員会は推進委員会で

あるのに、形式的な進行管理が中心となっている。スケジュールの情報と、中身（質）の情報

が必要である。評価のあり方でも、進行状況が遅れてＢであっても、内容が充実したものであ

ればＡ評価でいいと思う。 

 

（地域文化課）アンケートについては、6 月に 374 団体に送付し 256 団体から回答いただき、回収率は

68.4％であった。非常に多くの意見があり、締切り後も回答が寄せられたため、意見集約に時

間がかかった。10 月に集計結果について各自治会に送付した。昨日、36 名の参加があった懇

談会を開催し、自治会が抱えている課題が浮き彫りになった。自治会同士の意見交換も行われ

た中で、防災・防犯対策について、高齢者化されている現状でどういったニーズがあるかなど

要望を整理したところである。 

 

（委 員）この問題は、高齢者関連の部署なども巻き込んで、市全体で課題に取り組むべきである。ま

た、全庁的な対応が必要な取組として、最近では特にインフルエンザ対策が重要であると思う

が、どのように対応しているのか。 

 

（防災安全課）市としては、災害時の要援護者対策を考える必要がある。横断的に、さまざまなセクシ 

ョンと連携して対応する必要があると認識している。また、インフルエンザについては、正し 

い情報の発信、そして市民のみなさまには、手洗い、うがいの徹底などをお願いしているとこ 

ろである。行事・施設利用に際しては、ご本人の健康状態において、38度以上の高熱があり、 

せき等の症状がある方には自粛していただくような形で対応している。 

 

（秘書広報課）インフルエンザ対策の周知については、広報特集号で全戸配布した。また、メールマガ

ジンの取組も進めている。必要な情報提供の充実を図っている。 

 

（委 員）自治会が機能しない場合は、各区域の学校の役割の比重は高まるように思える。小学校、中

学校の防災拠点のあり方については、どのような課題があると考えているのか。 
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（防災安全課）8 月に第二中学校で市の総合防災訓練を行った。市民の参加という観点からは、中学校

区ということで、小学校区よりひろがりがあった。一方で、市の初動訓練は小学校区で防災訓

練を行っている。住民に身近な避難所としての小学校区域を一番大事にしたいと考えている。 

 

（委 員）再構築とは何なのか。住んでいる人間にはどういう効果があったのか。これが見えない。例

えば改革推進プログラムの年度計画では「検討」、「実施」という記載があるが、4 年間ずっと

「実施」という項目もある。この場合はステップアップした「実施」が必要である。「実施」

の捉え方を整理する必要があるのではないか。 

 

（委員長）地域の防災・防犯について、情報提供は重要であるが、災害時に技術を提供できる人材等の

資源を把握し、登録するなどして、市民に責任をもってもらう。こういったしくみづくりを進

めるべきである。職員の意識の切り替えも必要であり、市民生活に役立てる成果をあげること

が重要である。 

 

（委 員）自治会の形骸化は全国的な流れである。自治会発のＮＰＯ法人が生まれ、住民自らが、事業

主体となって推進している事例もあるので、こういったことも参考にしてもらいたい。パブリ

ックコメントなど、新しい機能が市ホームページに追加され、機能の充実が図られてきたよう

に思えるが、運用状況はどうなっているのか。また、携帯サイトのＱＲコードが分かりにくい

ところにある。 

 

（秘書広報課）パブリックコメント機能は 4月から運用を開始した。みどりの基本計画、事業仕分けな

どでパブリックコメントを実施してきており、現在は次世代育成支援行動計画後期計画素案な

どについて意見を募集している。パブリックコメントのサイトを見ていただいた方は約 2千人

で、意見を提出された方は数人程度という状況であるが、一定の効果があったと考えている。

携帯サイトについては、市ホームページのトップページなどにＱＲコードをつけるなど改善の

余地があると考えている。 

 

（委 員）事業仕分けについて、今年度は 32 事業が対象ということであるが、その選定基準と、この

32事業の全予算事務事業に占める事業費の割合について教えてください。 

 

（行政経営課）改革推進プログラムの数値目標では、全予算事業を対象に実施を目指すということにな

っている。平成 19 年度については 596 の予算事務事業があるが、長年にわたり継続している

事業について、今一度原点に戻って必要性や運営主体を考えてみるという観点から、平成 19

年度を基準に、10年以上継続している事業を 3 年かけて実施することにした。初年度である今

年度については、40 年以上継続したものを対象としており、事業数が 32 ということになる。

事業費の割合については、約 1.9％である。 

 

（委員長）事務事業評価で細かい事業について対象としているのだから、事業仕分けでは、市政の将来

の課題について思い切ってやる方がいいのではないか。 

 

（委 員）コストの効率性のチェックはどのようになっているのか。費用対効果が適正なレベルなのか

という視点を測ることも重要である。 

 

（行政経営課）事業仕分けの大きな特徴として、各事業に対する第三者からの意見を直接聞く場であり、

外部の視点を踏まえた事業コストの見直しが図られると考える。 
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（委 員）1事業 30分で事業のあり方について判断できるのか。 

 

（委員長）事業仕分けという手法は、事業に切り込むため、そういう乱暴なところがあるが、それが特

徴の一つである。行政評価や予算編成の中で、しっかりとスクラップ・アンド・ビルドができ

ていれば、仕分けなどはいらないはずである。 

 

（委 員）事業の選定方法に疑問がある。また、所管課が第一次検討の資料を作成したのは、行政側か

らの誘導にならないのか。委員の方はどういう基準で選ばれたのか。仕分けの結果について、

会議当日に公表していないようである。迅速な公表を行う必要があるのではないか。 

 

（行政経営課）事業の選定は 10 年以上継続している事業のうち検討対象外となった事業を除いた、全

ての事業を対象とした。第一次検討として所管課が自ら仕分け調書を作成するのは、小平市の

独自方式であると考えているが、これは委員会の場において論点整理の材料となるものであり、

誘導ということにならないと考えている。委員は、3 人の有識者と 2 人の公募市民で構成され

る。有識者については、大学教授、行政経験者、民間経営の視点から経営者の 3名で、公募市

民は 4名の応募者のうち、作文審査により選考された 2名の方になっている。公開については、

付帯意見も含めて、仕分けの結果をまとめ、「小平市審議会等の会議の公開に関する事務取扱

要領」に基づき、委員会開催日の 20日後までに公表する。 

 

（委員長）古い年度からはじめるというのは、いかにもお役所的な対応という感じがする。市民生活上、

重点課題について優先的に取り組み、戦略感覚をもって事業仕分けをするべきである。 

 

（行政経営課）市政における優先的な課題は、改革推進プログラムに掲げており、例えば、受益者負担

の適正化（使用料・手数料の見直し）、補助金の見直し、保育園の運営のあり方、小学校給食

のあり方などについて、それぞれの検討組織で検討をしているため、仕分けの対象にはなって

いない。 

 

（委 員）波風立てないようなことを念頭に考えている印象を受ける。痛みを伴うものでも、もっと掘

り起こして、事業を仕分けるべきである。単にやったという実績を形に残すだけのような取組

をするべきではない。 

 

（企画政策部長）切り込むべきところから事業を選定するという方法もあると考えるが、事務事業評価 

を実施してきた中で、その有効性や効率性などについて、市内部で評価してきたが、事業の必 

要性について外部の評価を入れるため、仕分けとして外部の意見をいただく試みを実施したと 

ころである。具体的な方法についてはさまざまな意見があると考えているが、今回の反省を踏 

まえながら、やり方の改善は図っていきたい。 

 

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）№35 の「受益者負担の適正化（使用料・手数料の見直し）」について、第 16 回市政世論調

査について言及しているが、7 割の市民が一定の負担をするべきとしている。この結果を受け

た市としての判断を伺いたい。 
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（財政課）現在、検討委員会で検討を進めている。世論調査の中では、施設利用については、利用され

ている方がやや否定的で、利用されていない方は肯定的である傾向がある。世論調査の対象者

は利用されていない方が多数ということもあって、負担を容認する傾向が結果として表れてい

るが、この課題については、さまざまな意見があり、準備期間はそれ相応の期間が必要である

と思う。市民的合意を得ながら、結果として実施するという方向で考えている。 

 

（委 員）№35 の「受益者負担の適正化」や№40「補助金の見直し」の進行状況の評価がＢからＡに

なっているのはなぜか。 

 

（行政経営課）改訂前のプログラムの年度計画では、20 年度に検討・実施となっていたが、検討委員会

の設置が予定より大幅に遅れ、進行状況に遅れがあったため、前回の 20 年度の進行状況評価

はＢであった。しかし、改訂後のプログラムでは、年度計画が後方修正され、21 年度に検討・

実施となった。検討委員会を設置し、使用料・手数料の見直しに向けた検討が進んでいること

から、今回の進行状況評価はＡとなっている。 

 

（委 員）使用料・手数料の見直しについては、12 月までで検討委員会が終了するわけだが、いつの予

算に反映されるのか。いつから、負担が増えるということなのか。実施時期はいつか。 

 

（財政課）見直しを図ることが 21 年度中で、実際の反映は 22 年度以降を想定している。 

 

（委 員）№48 の「人事考課制度の見直し」について、勤務評定の結果の昇給への反映については 22

年 4 月から実施できる可能性はあるのか。それから昇任にはどう結び付けているのか。 

 

（職員課）昇給の反映については、現在職員団体と協議している。今の段階では実施の可能性について

具体的に何パーセントということは言えない。昇任については、その時点での勤務評定の結果

により行っている。 

 

（委 員）一般職員の昇給の反映については職員団体との協議の対象となるが、管理職は職員団体との

協議は必要ない。先行して実施できないのか。また、昇任と人事考課制度を結び付ける取組を

してほしい。 

 

（職員課）一般職員、管理職ともに、同時期からの実施を目指している。現在は、管理職のみ先行して

実施する考えはない。 

 

（委 員）人事考課制度を作った時に、合意に達しての制度の構築・導入ではなかったのか。 

 

（参事（労務））全体の制度設計としては、人材育成、組織力強化の一環として、人事考課制度を導入

したわけであるが、次の段階で給与への反映というステップがあると考えている。 

 

（委 員）同時にこだわるべきではない。管理職が覚悟を見せるのが大事なのではないか。 

 

（委員長）自治体によっては給与や期末勤勉手当に反映しているところもある。検討してもらいたい。 
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（委 員）行財政再構築に戦略課題があるのか。収入と支出のバランスという視点が重要である。優先

順位の基準が戦略課題である。基本方針がはっきりしないから、優先順位がはっきりしないの

か。あるいは、優先順位がはっきりしないから、基本方針がはっきりしないのか。 

 

（委員長）受益者負担の適正化（使用料・手数料の見直し）、補助金の見直し、保育園の運営のあり方、

小学校給食のあり方という各論の課題は重要であるが、具体的検討については、委員会などを

設置して、それぞれの検討機関で検討している。本委員会において、各課題について言及する

と、それは個々の検討機関で検討していると言われてしまう。 

 

（企画政策部長）再構築方針は小平市政のあり方を 5 本の柱として打ち立てたものである。100 項目の

プログラムを達成することによって、この方針の理念を実現していく。プログラムのそれぞれ

の達成状況を各委員にチェックしていただき、市としての取組にフィードバックすることを期

待している。これまでの成果ということでは、かなり大雑把な作りであるが、プログラムの成

果の一端、手かがりになるものを資料 4 として用意した。 

 

（委 員）各論の計画についての意見を、我々に期待しているのか。 

 

（企画政策部長）各プログラムの進め方に対して意見をもらうことを委員会にお願いしているが、更な

る幅広い意見を出してもらいたいと考えている。 

 

（委 員）現在のプランは 18 年度に策定している。待機児童数の増大など、具体的に数値として大き

な変化がある事業がある。大きく社会経済情勢が変化する中で、柔軟にプランを修正する必要

はないのか。 

 

（行政経営課）21 年 3 月に改訂したプランそのものを修正することは考えていない。進行管理の中で

柔軟に対応するとともに、次期プランの中で課題を整理する。 

 

（委員長）スピード感をもって改革を進めてほしい。小平市においても税収は落ち込んでいるはずであ

る。検討課題については、早期に結論を出し、実施しなくてはならない。大幅な税収の落ち込

みがあったある自治体では、実施計画が実施できないというところもある。 

 

（委 員）手続きを進めることが、事業が進んだということにはならない。補助金の具体的な見直しに

ついて教えてもらいたい。また、小平ふるさと村について今年度から指定管理者制度を導入し

たようだが、指定管理者制度の導入に伴う変化を教えてほしい。 

 

（財政課）補助金の見直しについては、7 回の検討委員会で議論してきた。20 年を超えた補助金 51 件

を議論の対象にしている。現段階の検討委員会では 51 件中 28 件を一部見直すべきとされてお

り、その 28 件から 1 年以内に見直すものと 3 年以内に見直すものに分けている。今後、新年

度の予算に反映できるものは反映していく考えである。 

 

（政策課）指定管理者制度の導入による変化だが、サービスの内容の向上、営業時間の拡大ということ

で、市民生活への質の向上に寄与している面がある。ふるさと村については、今年度から導入

しており、数値的な効果はまだ出ていないが、夏期の営業時間の拡大、観光案内的なサービス、

ルネこだいらとの連携の展開などサービス充実に向けた取組を進めている。 
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（委 員）職員数が減尐している中で、職員に求められる能力は質・量ともに増大する傾向にあり、負

担感は増している。例えば、10 回の会議を 8 回に縮小するとか、委員会などの会議体の数を

統廃合するなど、仕事の仕方そのものを見直す必要がある。従前と同様の仕事のやり方をする

と、当然仕事のスピードが落ちることになる。手続き重視から中身重視へと仕事に対する姿勢

を転換する必要がある。このままでは、メンタルヘルスの職員が増加するなど、職員がくたび

れてしまう懸念がある。 

 

（委員長）小平市の職員はまじめすぎる。もう尐し、枠をはみ出して、取り組んでいいのではないか。

何か課題があれば、検討会・委員会を開いてじっくり検討し、数年後にしくみを作るというス

タイルが目立つ。選択と集中ということがキーワードになると思うが、考え方を切り替えて、

大胆に進めてほしい。補助金の見直しの対象でも一律的な事業選定というところにその姿勢が

表れている。スクラップ・再構築の仕方を工夫しながら、仕事を楽しむ姿勢も大切である。 

 

３ 「（仮称）小平市第 2次行財政再構築プラン」の策定方針について（委員意見） 

 

（委員長）策定方針ということで、新プランの策定に向けた工程についてまとめたものである。現行の

プランの学習成果を次のプランには盛り込んでもらいたい。 

 

（委 員）次のプランの策定に際しては、目標設定の仕方に具体性を持たせてもらいたい。 

 

（委 員）これまでの成果が当初目標に比してどうであったのかということを明らかにするとともに、

積み残しの課題について示してもらいたい。 

 

（委員長）個々の数値目標の設定は難しい面もあるが、場合によってはトータルな財政指標を目標にす

るなどの方法もあるのではないか。経常収支比率、公債費比率などをトータルな目標として設

定することも考えられる。また、プライマリーバランス（基礎的財政収支）という形も目標の

方向性としては考えられる。 


