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平成22年5月25日（火）午前9時00分から

於・市役所5階 504会議室

第７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、行政経営課長補佐、行政経営課主査、行政

経営課主任、政策課長、政策課長補佐、政策課主査、秘書広報課長、秘書広報課長補佐、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）、市民生活部理事兼防災安全課長、防災安全課主査、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22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）

（委員長）進捗状況は遅れていると評価した項目について、遅れている理由を説明してもらいたい。

（行政経営課）№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）」については、運営

委員会の立ち上げに向けたスケジュール等が遅れ気味であり、学校関係者及び利用団体と

の調整に時間を要していることから、Ｂ評価となっている。利用団体と学校側、教育委員

会の各々の立場がさまざまであり、調整に時間を費やしているのが現状である。

№10「地域自治の仕組みの研究」については、小平市において今後求められると考えら

れる地域自治の仕組みについて検討を行い、最終のまとめに向けた項目（報告フレーム）

の大枠を作成したが、最終のまとめに向け、検討のスケジュールがやや遅れているから、

進行状況はＢ評価となっている。

№26「市政アドバイザー制度の導入」については、市政アドバイザー会議を毎年度4回

開催するという数値目標に対して、21年度の実績は3回であったため、予定どおり進行し

なかったことから、Ｂ評価となっている。

№37「財産の有効活用の促進」については、貸付・売払いの契約締結状況が低調であり、

予定のスケジュールよりも遅れていることから、進行状況はＢ評価となっている。

№38「法定外税の活用可能性の研究」については、様々な法定外税について、小平市へ

の導入の可能性と独自方策の検討を行い、最終まとめに向けた項目（報告フレーム）の大

枠を作成したが、最終まとめに向け、検討のスケジュールがやや遅れているから、進行状

況はＢ評価となっている。

№63「内部情報システムの検討」については、道路管理システムの要求仕様書作成等、

プロポーザルの準備を行い、特定のシステムについて情報化を進めているが、全庁的な内

部情報システムとしての対象事務の選定など検討が関連する情報収集にとどまっており、

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。

№63-2「住民情報システムの再構築」については、各所管課と連携した推進組織を立ち
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上げ、多様な方策を検討する予定であったが、他市との共同化について協議中のため、庁

内推進組織の立ち上げのスケジュールが遅れ、進行状況はＢ評価となっている。

№64-3「下水道維持管理の広域化・共同化」については、下水道維持管理の広域化・共

同化を図る上での課題等の整理を行う必要があるが、対象業務の抽出について、その検討

が全体的に遅れていることから、Ｂ評価となっている。

（委 員）スケジュールが遅れているとか、調整に手間取っているなどの理由の説明があったが、それ

は担当部署の怠慢なのか、相手が結果的に動いてくれないのかということである。

（委員長）遅れたものについて、もう少し事実の分析をキチンとやっていかないと、具体的な改革のき

っかけのようなものが見えてこない。

（行政経営課）いただいたご意見については、主管課等にフィードバックして、各項目を進めていると

ころではあるが、個別の事情、関係団体との調整がなかなか進んでいないなど、いろいろ

理由はあるかと思う。本年度が計画の前半の最終年度であり、最終的に計画が達成できる

ように、主管課にフィードバックしていきたい。

（委 員）№37「財産の有効活用の促進」はＢ評価となっているが、№37-2「廃道敷地の売却」や№37-3

「廃滅用水路の売却」はＡ評価の理由がよくわからない。これは一体のものではないのか。

（行政経営課）№37「財産の有効活用の促進」の対象に廃道敷地及び廃滅用水路は含まれておらず、Ｂ

評価になっているのは、プランで定めた年度の売却・貸付の目標件数に達していないため

である。

（委 員）物件数では目標件数に達していないかもしれないが、中身が重要なのではないか。

（委 員）№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）」について、資料の中に
「モデル校を選定し」とあるが、モデル校とはどこで、どのような制度を構築したのか。

№10「地域自治の仕組みの研究」については、まとめに向けた項目内容の検討を行ったとあ
るが、まとめに向けた項目としてどのような項目があがったのか。

（行政経営課）№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）」では、平成 21年
度の当初の目標としては、モデル校を立ち上げることを想定していたが、実際には関係団

体との調整に時間がかかっており、立ち上げまで至っていない。

（政策課）№10「地域自治の仕組みの研究」については、まさにこのプログラムで検討している内容で
あるが、各地で地域自治の取組みは進んでおり、地域自治区という制度もあり、地域委員会と

いう類似の制度を導入している自治体もある。市内の分権を行うという自治体もみられている。

現在、情報収集を行い、比較等を行っている状況である。

（委員長）地方自治法の地域自治区については導入が進んでいるが、この制度は使い勝手が悪い。地域

委員会や地域会議などの仕組みが導入されているが、これらはプラットフォーム型の仕組みで、

自治会・庁内会・ＮＰＯなどが参加する仕組みである。大事なのは、これから団塊の世代が退

職で、その受け皿づくり、そういう人たちを地域に還元させるというか、働いてきた知識やノ

ウハウを地域で生かしてもらうという仕組みとしても考えていく必要がある。
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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）成果目標を掲げ、それが実際に達成されたのかどうなのかというのが、評価基準だと思う。

計画したことをやるというのは前提だと思うが、評価そのものがそれで終わっているものが結

構あって、主要管理項目の中でＡという評価を得たものであっても、成果がどうだったのかで

ていないものもあるかと思う。成果を可視化しその達成手段を示すのが計画だと思う。

     №13「多様な情報提供手段の活用」で、ＨＰなどを通じて、情報を提供するなど、いろいろ
な取組みが書かれているが、それが全てだとは思わないが、市民からのアクセス数でこれくら

い増えたとか、そういう可視化された目標、結果などがあるか。

     それから、№23「事業仕分けの実施」についても、32の事業について事業の仕分けをしたと
いうのはわかるが、それによってわかった成果はどの程度で、それによって予算などにこうい

うふうに反映されたとか、そういうことが出てこないと、違うのではないかと思う。

（秘書広報課）№13「多様な情報提供手段の活用」の中でいろいろ取り組んできたが、小平市の特徴と
して、ＨＰをリニューアルする際に、他の市だといろいろな機能を立ち上げるが、小平市

はコンテンツ・マネジメント・システムといって、各主管課が自分たちで自分たちのペー

ジを作るということから始め、その後、パブリックコメント機能や緊急情報システム、メ

ールマガジンなど、一つ一つ順番を追って作り上げてきた。最初に作った検討委員会が継

続していて、そこで一つ一つ検討して作り上げてきた。具体的な数字としては、パブコメ

機能を例にあげると、一番上のページを5,505人が見ており、その中で、例えば、次世代

行動育成計画案では、364件のアクセスがあり、31件の意見をいただいた。一方、子ども

読書活動推進計画では、76件のアクセスがあり、1件の意見をいただいた。ＨＰ上でパブ

リックコメントを募集することで、市民の関心の度合いを測れると考えている。

（行政経営課）№23「事業仕分けの実施」は長年にわたって実施している事業を別の面からもう一度振
り返って、事業の必要性、あるいはその担い手について、振り返ってみることを目的に行

った。その結果、見直しした主な内容としては、市制施行記念式典事業の見直し（平成24

年度までは引き続き実施）、成人式については新成人が企画に参加できるという形を模索、

財源的な面では、敬老祝い金、記念品の廃止、お祝金の見直しを行った。いくつかの事業

で見直しをおこなった結果、国などでは財源の捻出を目的に掲げて事業仕分けを実施して

いるが、小平市で平成22年度予算に反映できたものは、予算的には84万円ということに

なっている。そのほか、事業仕分けで拡充という結果が出たことを受け、住民情報システ

ムの再構築について 6400万円ほどの予算の増額をしている。財源効果のほかに、事業仕

分けを実施することで、真剣に事業の必要性、妥当性を考えるなど職員の意識改革が図ら

れたのではないか。また、外部委員に対して、職員は事業仕分けの場で質疑応答の中で事

業の必要性等を説明することで管理職を中心としてプレゼンテーション能力が高まった

と考えている。

（秘書広報課）これまでパブリックコメント機能を構築することで、計画の概要を示し、市民の方から

意見をいただくという仕組みを構築してきたが、その次に、4月2日からメルマガ機能を

運用しており、１カ月ほどたって、500人以上の方に登録をしてもらい、市のお知らせや

緊急情報などを、市民の方のこれが欲しいという情報を開示していけるといいと考えてい

る。ホームページもリニューアルをかけて、19年度189万件というアクセス数だったが、

今、211万件ほどのアクセス数があり、確実に伸びている。また、市報については、経費
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削減のため、新聞折り込みという形で配布している補てんとして、スーパーマーケットな

どで配布するとともに、ＨＰでも「市報こだいら」のページをつくり、昨年度は3月位で、

約1万4千件のアクセスがあり、環境として、誰でも見られる状況を作っている。今年度

はキッズページということでＣＭＳを活用し、庁内から意見をもらいながら構築している。

（委 員）市民との距離感でいうと、回数そのものが全てを表すわけではないが、他市と比べると小平

市のアクセス数は多いほうなのか、少ないほうなのか。

（秘書広報課）昨年度の数字で比較すると、多いほうである。ＨＰ上に広告を設けているが、すぐに広

告が埋まってしまうのは、アクセス数が多いからであると思われる。

（委員長）パブリックコメントについては、小平の場合にはうまくいっているのかもしれないが、反対

の事業については特定の人が数千件、意見を出してくることもある。関心がないと、平均する

と 10件程度しかでてこないことが、いくつかの自治体で見受けられる。そういう意味であま

り信頼できない結果であると考えている。また、パブリックコメントを実施することで、自治

体の職員の作文能力は非常に高まるが、現場の市民の顔を見なくなる。パブリックコメント自

体は市民に対する情報のルートを開くという点ではいいが、それだけではなく、現場を回って、

市民の顔が見えるかたちで取り込んでいかないとなかなか信頼感は確かなものにならないの

ではないか。

     また、事業仕分けで84万円の成果があったとのことだが、以前かかわった例では14件で5600

万円という成果が出ている。それくらいやろうと思えば出てくる。もう少しやるからには踏み

込むという形でいろいろ仕組みを考えてやらないと。

（委 員）ＰＤＣＡの中身が非常に主観的になっていると思う。施策を実施し、よかった、できたと記

載があるが、それは主管課の判断である。数字については、小平市の他市の比較や経年でどの

ように変化してきたのかがわからないと何とも言えない。

     それぞれの施策にさまざまなステークホルダーがいると思うが、第三者評価は入れられない

か。資料がものすごく膨大になることが懸念はされるが。何かしら客観的な意見に基づいた評

価がなされると現場の雰囲気が伝わりやすい。

（委 員）№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）」の実態はどうか。運営
委員会のような組織を立ち上げないとできないのか。

     また、№10「地域自治の仕組みの研究」の問題について、地域自治の仕組みの研究は大変な
ことだと認識しているが、なんで難易度１なのか。自治組織、自治会等について検討されてい

るようだが、自治会の数をどの程度にもっていったら、目標達成と考えているのか。地域自治

の将来像について市としてどのように考えているのか。

     それから、№63-2「住民情報システムの再構築」について、他市と共同して行うことでどう
いうメリットがあるのか。共同して行わなければならない理由がよくわからない。経費の削減

を見込んでいるのか。

（行政経営課）№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）」については、当初、
利用団体の方を担い手として想定してきたところであるが、多くの利用団体が自らの活動

を充実させることに止まっており、また、団体の活動時間等が異なっていることもあり、

調整を行っているが、運営委員会の立ち上げまではなかなか至っていないと聞いている。

     また、№63-2「住民情報システムの再構築」について、他市と共同して行うことのメリ
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ットとしては、委員からの指摘のあったコストの削減であると認識している。

（政策課）№10「地域自治の仕組みの研究」については、やる気になればできるとの話があったが、実
践に向けた研究というのはなかなか難しいと感じている。なぜ難易度が１なのかという話があ

ったところではあるが、実践に向けた研究というところでは難しい部分があると認識している。

（地域文化課）自治会・町会の加入率という話があったが、周辺市でも加入率は年々減少してきている

傾向があるが、小平市も加入率が 50%を切って久しい。加入率を何％という目標を持って

いるわけではないが、自治会・町会は有効な組織と認識しており、自治会懇談会での意見

をいただきながら、どういった手法が有効なのか考えたい。特に、高齢化や防災の課題に

ついても、解決にあたっての住民の力は認識しており、高齢化が進む中での歯止めの手法、

また、新規の住民の加入についてどうしていくかが課題と認識しており、懇談会の中から

進めていきたい。

（委 員）先ほど意見が出ていた見える化の中で、評価のしやすさを強調すると、どうしても最後は数

字にたどりついてしまう。それがこういった手法の一つの限界。手法には必ずいい面と悪い面

がある。数字でカバーできないものはしっかりカバーしないといけない。

     あとは、ＰＤＣＡ、民間企業であると、どうしても売上、利益があるのでわりと分かりやす

い。行政の場合は必ずしもそうではない。行政独特のＰＤＣＡを研究すべきである。私は行政

発のそのような手法はまだできてはいないと思う。

     あとは現場感覚。すぐに行く、直接行く。現場感覚をどうか忘れないように。

（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、自治会の加入率は50％を切
っている中で、自治会がないところの調査をしたことがあるか。自治会に入っていないのは、

マンション群が多いのか。一戸建てが多いのか。

（地域文化課）自治会は自主組織であり、補助金、助成金を出していない市は把握していないが、小平

市は補助金、助成金を出しており、ほぼ把握している。集合住宅が多いのか、戸建てが多いの

かということでいうと、集合住宅は管理組合を作るので、管理組合が自治会という形態を整え

て申請するケースが多い。分譲マンションであるとまず自治会はできている。畑が開発されて、

住宅ができ、自治会に発展していない例がある。理由は把握していない。

（委 員）政策課と地域文化課ともっと連携して、市の支援の方針を固めてもらいたい。

（委 員）今日の話を聞いていると、未達成のところから議論が展開されており、今後は一セクション

を設けて、議論をしたほうが今後のためになるのではないか。

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）インターネットで、小平市の財政状況の資料を見つけたのだが、それによると、プライマリ

ーバランスについて良い評価をしており、市の手数料についても近県の都市の中で一番いいと

あった。

     一方、別の資料によると、市民の中では所得の低い人が多く、ここ何年かのうちに収入が増

えるという可能性は低いのではないか。
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（財政課）市税の構成については、主に市民税と固定資産税で構成され、平成 22年度予算でいうと、
市民税が約130億円、固定資産税が約110億円とほぼバランスをとっている。所得が低い、非
課税世帯が多いというのは小平の特徴かと思う。そこは懸念されるが、人口も伸びてきており、

その動向を把握しながらフレームを作っていきたいと考えている。固定資産税は景気に左右さ

れない安定的な税源であり、今後も続いていくかと思う。市民税のうち、法人市民税について

は確かにここ数年落ち込んでいる現状であるが、景気も底を打って回復の傾向が見込めるので、

経済動向を注視しながら確実に確保していきたい。

（委員長）経常収支比率が99.6％であり、財政構造はかなり硬直化している。その点でどういう切り込
みをするかが重要である。

（委 員）受益者負担の適正化の効果は金額的に把握しているか。

（財政課）検討委員会の中で減免の基準を見直そうという方向性が示されており、平成 20年度決算か
ら推測すると、見直しすることにより約3800万円の効果が見込まれるという試算がでている。

（委 員）人事考課制度の見直しの部分で、今後の課題として、平成22年6月から昇給、平成23年4
月から勤勉手当について、反映するとのことだが、多摩26市の状況はどうなっているか。

（参事（労務））今年度導入予定の市を含めて、昇給については11市、勤勉手当については9市となっ
ている。

（委 員）職員団体との協議事項であり、スムーズにいくとは思えないが、進捗状況はどうか。

（参事（労務））前回も同じ質問をいただいたが、職員団体との協議ではなかなか合意にはいたってい

ない。しかし、多摩の 26市の状況を鑑みると、もはや猶予はないと認識しており、精力的に
協議をしていきたい。

（委 員）委員長から以前、「市長から委託されているので議会は関係ない」と言われたが、市政には

議会も絡んでくる。議会との関係を考えたほうがいい。

     また、利害関係者に踏み込まないと施策の優先順位をつけられない。

（委員長）議会も関係なくはないが、推進委員会は行政活動を中心に意見を出していくという形になっ

ている。当面は市長から委託を受けていることもあり、行政についてキチンとした体制になる

よう意見を出していくべきである。

（委 員）補助金が18億9千万程度あるとのことだが、どういった補助金が多いのか。

（財政課）補助金にもいろいろな種類があり、地域で活動している団体への補助もあれば、行政を補完

するような活動を行っている団体への補助もある。福祉などだが、そういった団体に対しては

大きな額が交付されている。例えば、小平市社会福祉協議会に対しては、平成 22年度予算で
約1億4千万円、障害者通所訓練等運営費として約2億2千万円などがある。

（委員長）補助金等見直し検討委員会の報告書をみると、今後、運営費から事業費の補助へ切り替えた

らどうかとあるが、とても重要な問題提起をしていると思われる。この方向は行政の中に反映
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されるのか。

（財政課）もともと予算査定の中で見直しをしていたが、今回、外部委員も含めて検討したわけだが、

その中でも、補助金が何に使われているかわかりにくい、運営費の補助、繰越金が多い団体が

あるなどの指摘があった。

今後は、実績報告の様式を補助金の使途や事業の成果がわかるように変えていきたいし、繰

越がでるようなものについては、返還してもらうなど今まで以上に財務関係の書類を整理して

いきたい。

（委員長）補助金には、運営費補助と事業費補助があろうかと思うが、多くの場合、運営費補助を見直

していこうという傾向だが、この２つの枠組みでやろうとすると限界がある。そういう枠組み

は取り払い、企画提案型の補助金など、根本的に補助金の枠組みを変えてしまおうとすると、

例えば、20億円の補助金のうち、6億円くらい削減できるということもあろうかと思う。少し
発想を変えたほうがいいのではないかと思う。

（委 員）本当に補助が必要なのか問われないといけない。既得権になってしまってもいけない。補助

金を受けると、事業費と運営費の比率、事業費について何に使っているかチェックを受ける。

チェックでき、ちゃんと報告されるような中身になるといいのではないか。

（委 員）小平市の財務書類という書類の中で、連結の資料がでてきた、売却可能資産として1億8千
万円という数字がでてきた。連結でも同じ数字がでてきた。小平市の土地開発公社の数字がな

いのはおかしいのではないか。

（財政課）今回、資料を作成して、資産の有効活用、どういう資産があり、賃借したほうがいいのか、

売却したほうがいいのかということが見えてくる。始めたばかりの取組であり、今後、どのよ

うな活用ができるか検討しなければならない。難しいのは、資産の評価が、最終的には資産の

時価評価的なものが望まれているというのがあるが、そこまで事務が追い付いていないという

こともあり、その点をさらに進めていく必要があると認識している。

（委 員）行政評価の効果をどのように出しているか。

（行政経営課）平成20年度の事務事業評価においては、平成22年予算編成において、有効性や効率性
について、２年連続でＣ評価となったものについては、財政課においてヒアリングをして査定

をするという仕組みを導入した。

（財政課）２年連続でＣ評価となった９事業についてヒアリングを実施し、合計で 53万円予算が減に
なった。

（委 員）改善すること、積極的に無駄な仕事をやめようというのは大事なポイントである。500項目
も検討したのだから、1割くらい見直してもいいのではないか。

（委員長）過去の査定結果による見直し額も53万円くらいか。

（財政課）予算編成に事務事業評価を活用したのは、平成 22年度の予算編成が初めてである。導入当
初は、数年様子を見て、最近になってそれを活用しようとしてきた。難しいのは、事務事業評
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価は予算額を削減することが目的ではない。効果があがっていない事業について、どう効果を

高めるかということに活用していかなければならない。Ｃ評価がついたからすぐになしにしま

しょう、予算を減らしましょうではなく、どこに原因があるかを探り、確かに見通しが立たな

いものがあれば、もちろん縮小、削減もあろうかとは思うが、単純には査定はできない。ただ、

これだけのものを作ったので、うまく活用して、重点的な配分など見直しを進めていきたい。

（委 員）提案をさせてもらいたい。

自分たちで評価するのは一つの成果だが、内輪すぎる、外部評価をとりいれていただきたい。

外部評価についても、第３者評価ではなく、利害関係者の評価を入れてもらいたい。

     資料の中に職員の意識の向上という言葉が散見されるが、職員は職員の問題であって、市民

には関係ない。内部的な問題と外部的な問題をわけてもらいたい。

     職員からでてくる情報に名前がでてこない。これを改めて欲しい。実名を出してもらいたい。

     資料の中に「考え方」を整理しという文言があるが、考え方を整理したら、公表してもらい

たい。

（たてもの整備課）たてもの整備課が取り組んでいる施設の適正な計画修繕のあり方については、とり

まとめた結果をＨＰで公表している。

（委 員）いろいろな指標など委員会提出資料は行政経営課で作成していると思うが、行政経営課の位

置づけは何なのか。

（行政経営課）主管課で作成した調査票をもとにヒアリング等を通じ、外向けに出せるものがどうか調

整している。

（委員長）本当は憎まれるくらいでないといけない。そうでないと、行政経営課の求心力出てこない。

数値も出てない。文書で済ませている。調整の内容、かなり疑問がある。強力に踏み込まない

と行政の改革は進まない。

（委 員）さきほど意見があった、職員の意識の向上を書き分けるというのは反対の見解である。やる

のは人なので、客観的なものと人の部分の両輪があって物事は進む。

（委員長）受益者負担、補助金、人事考課などは、職員の意識に変化を与える。必ずしも切り離すとい

うものではない。人事考課制度を見直す、人材育成方針を見直す、これだけで職員の意識が変

わるというものではない。一つのツール。職員の意識は包括的な観点から考えていくべき。

（委員長）平成 22年度の各部の組織目標で各セクションの目標は設定されているが、取組みの項目は
でているが、もう少し成果目標を含めた形で発表すれば、部全体の目標になる。施策、事務事

業にもそれぞれ目標がある。何を狙うのか、それを考えて仕事をする、それが当たり前なのだ、

そういう体質を作っていかないといけない。

３ 平成２２年度の主要管理項目について

（委 員）これまでの議論の経過からして、表現の内容を、具体的に目標に落とし込むときに、「検討

します」、「調整します」という言葉は止めてもらいたい。何としてもこの１年間で、具体化し

ますという書き方にしてもらいたい。そのほうがはっきりする。「検討します」というのは、
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結果を問われない可能性がある。そういう書き方は評価の曖昧性につながってくる。

（委員長）選定理由全般に言えるが、平成 22年度のある程度の目安ついているはず。どういう方針を
決定されようとしているのか。ある程度具体化したほうが望ましい。

（行政経営課）具体的に書き込めないかという話をもらっているが、方針が決まっているものは書き込

めるが、決まっていないものは書き込めない。

（委 員）３行とか４行で説明しようとすると、概念的な規定しかできない。何でこの項目を選んだの

か、何を狙おうとしているのか、そういう点を１項目１枚くらいの資料をもらえないか。

（行政経営課）考えてみたいと思う。

（委 員）新規に取り上げられた項目は主要管理項目の重点課題なのか。優先順位をつけるべき。

（行政経営課）100項目あるうちから今年度、18項目を選んで、集中的にご審議いただきたい。そうい
う趣旨から、主要管理項目は全て並列的に扱っていただきたい。

（企画政策部長）主要管理項目というのは、この委員会において、100項目全てを議論していたら、半
日の議論だけではなかなか難しいという前提に立って、委員会の認識として、重点的に

注視していく項目を取り出して、決めていただき、委員会には担当所管の課長はじめ、

十分な説明ができるように並び、集中的な審議をお願いしたいという趣旨でやっている。

市として 22年度はこれだというのがあったほうがわかりやすいというのは、意見とし
てあろうかとは思うが、100項目全てについて、掲げた目的を達成すべく、やっていか
なければならないと市としては思っている。委員会として、今年はこの項目というのが

あれば、資料は事務局の案ということなので、言ってもらえれば、それを受けて委員会

に臨むということができるかと思う。

本日、進捗管理の評価の方法論で、改めてたくさん意見をいただいた。委員の意見は、

要は活動指標ではなくて、成果指標をみせろということかと思う。事務事業評価でもそ

うだが、成果指標については、個々に考え始めると、設定の仕方がかなり難しい。また、

半期の進捗管理になると、統計的な数値についても、半期でどれだけ進んだか見るのは

なかなか難しい。そういった意味でこの委員会でも進捗管理の基本は、スケジュールを

メインに見てもらっているが、主要管理項目はこれに加えて、結果の成果はどうなのか

というところを、主管課に書き起こさせて、新たな帳票を作っている。活動の結果、ど

ういう成果が出たというところをご議論いただくのは、我々も狙っているところではあ

るが、このための資料をどう取りそろえるかということになると、それぞれの個々の項

目については、難しいものがある。

次回の委員会からは、いよいよ次期５年間の新しいプログラムについて、ご審議ご意

見をいただくことを考えているが、その中で個々のプログラムの達成状況がどうだった

というのはあるが、その結果、例えば、地域協働の推進、また、その下に地域協働の基

盤づくりという中項目あるが、例えば、こういうレベルにおいて、どういった成果を見

てきたのかというところを、できれば明らかにしながら、その次のステップとして、ど

ういうプログラムがいいのか、そういった議論をしていただきたい。指摘された部分は

そのとおりなのかとは思うが、やや技術的な限界点を含め、通常の進捗管理については

難しいのかなと考えている。
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（委 員）来月からは、今後5年間ということだが、平成 22年度の主要管理項目について、具体的な
動きが、どう出てくるのかというのは半年後になる。今、一項目ごとにこうしたほうがいいと

か、こうしたらどうだろうとかの意見を言わないと半年後になる。例えば、事業仕分けについ

ては、引き続き、100事業仕分けをやると書いてある。従来に比べれば、かなり具体的だとは
思うが、この中には予算額が大きなものから100を選定してやっていくべきだとか言っていか
ないと。委員が、半年後、こんな内容だったのというのがあるのでないかと感じる。

（企画政策部長）１年に２回の進捗管理なので、言われるようなもどかしさという一面もあろうかと思

う。全項目について事細かに目標設定がどうなのか、その進捗や場合によっては軌道修正の要

否について、意見をいただくということで委員会があり、それ以降、我々は意見を受け止めて

の対応ということになろうかと思う。これは、各所管課が 22年度の目標設定をしているとす
ると、これは変えるというわけにはいかないけれど、いろいろな意見をいただく中で、工夫を

できることや軌道修正を考えなければならないということに至った場合には、これはそういう

対応も現実にあるのかなと思う。ただ、年２回の委員会で意見をいただくという仕組みになっ

ているので限界はあるが、その中でできるだけいただいたご意見については、反映できるもの

はしたいと思う。

事業仕分けについて意見をいただいたが、前回の委員会において、予算的な効果の大きいも

のとか、効果の大きいものとか、戦略的に実施してはどうかというご意見をいただいた。その

会議の中でも説明をさせていただいているが、地方自治体が先行して行ってきた事業仕分けと

国の事業仕分けとはやり方や意図しているところが、多少異なっている。我々としては、10
年以上継続しているものについては、３年間で全部見て、そもそも市としてやるべきなのかど

うなのか、総ざらいでみていく。資料はある意味、事務事業評価票をベースに作っているので、

事務事業評価に加え、外部評価的な意味合いもあってやっている。結果、１年目は 84万円だ
ということだと、国とはずいぶん違うのではないか、国みたいにやらないという意見もあろう

かと思うが、地方自治体の先行事例では、「不要」とか「民間で実施」という結論になるもの

はほぼ１割程度といったところが多い。意見をいただいた中でできるものはとりいれながらや

っていきたいとは思う。

（委員長）この18項目が優先度高い項目である。この18項目を22年度の主要管理項目としていくか
どうかということだが、何か意見あるか。意見がなければ、この事務局案で我々これから議論

していくということにしたいと思う。


