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平成22年7月20日（火）午前9時00分から

於・市役所6階 大会議室

第９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、政策

課長、政策課主査、秘書広報課長、秘書広報課長補佐、秘書広報課主査、職員課長、職員課主

査、財政課長

１ 開会

本日の進行について説明・確認

２ 「方針２ 情報の共有と双方向のコミュニケーション」の方策・推進プログラムについて

（委 員）「分かりやすい」という言葉が資料や説明の中で多く出てきたが、その「分かりやすい」と

いうことが具体的にどのようなことなのか議論したことがあるか。

（秘書広報課）全体としてどのような情報提供が分かりやすいかということについて、議論に加わった

記憶はないが、市報、ホームページ、市民便利帳を発行する際にどうすれば分かりやすい

かについて毎回議論している。

また、今年度すでに３カ月間で６回発行している市報の特集号では、イラストやグラフ

を多用するとともに、専門用語を使わないような形で、主管課と十分協議をしながら出し

ている。

（秘書広報課）内部マニュアル「分かりやすい行政資料の作成を目指して」に基づき、行政用語を分か

りやすくし、各課である程度で統一した文言を使うなど、理想的には中学生にわかるよう

な市報や配布物を目指してきた。中には、国などの決められた言葉についてはなかなか言

い変えにくいものもあるが、注釈をつけるなどの対応をしてきた。

（委 員）情報の一つひとつはとても分かりやすくなっていると思うが、市民にとっては、小平市が今

全体でどういう問題を抱えているかがよくわからない。点のわかりやすさということではなく

て、全体の分かりやすさというものも、追求してもらいたい。

（委員長）他の観点から見ると、資料１では５ページに主要な成果が示されているが、記載内容は、実

施内容、これまでの主要な実績、達成状況、成果、今後の課題となっている。

市民から見ると、どのくらいの財的・人的資源を投入し、その結果として成果がどう達成さ

れたのかという形で出されてくると、税金をこれだけ使って、こういう成果ができたのかとい

う読み取りができると思うが、ここではその成果だけが表示されているという形であり、そう

いう面で分かりにくいのではないか。

（委 員）ホームページのアクセス件数について、パソコンの普及台数や小平市の世帯数を勘案すると、

一世帯あたりの一日平均アクセス数が２．７５ぐらいになる。この件数には手続きをするため

にアクセスした件数も含まれると思われ、実質的な件数というのは少ないのではないか。だか
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らこれをもって十分にやっているということになると、内容的に分析されていかないと必ずし

も的確なことが分からないのではないかという気がする。

（秘書広報課）１９０万件のアクセスがあったから、良いとは決して思ってはいない。ホームページの

リニューアル前と比べて、リニューアル後のアクセス数がどのように変化したかについて

興味を持っていた。市民からは、リニューアルをして分かりやすくなったと、あるいは、

検索しやすくなったというような意見もいただいており、それが数字に反映されているの

かなと考えている。

また、アクセス数の把握の件数は市によって違うと思うが、やはり同規模の市とアクセ

ス件数の比較をすることで、自分の市にどの程度のアクセスをいただいているかという点

の比較ができると考えているが、決してこれでいいとは考えていない。

（委 員）分かりやすい広報や問題提起型広報を進めるうえで重要なのは、客観的な情報・データをき

ちんと公表することだと思う。それに対し、市民のレベルでリアクションがあると思うし、そ

ういった取り組みを通じ、双方向のコミュニケーションが始まるのではないか。

（秘書広報課）重要な指摘であると思う。市報は紙面に制約もあり、その中に全ての情報を載せること

はできない。そのため、ホームページに資料としてきちんと保存しておくことが大切では

ないかと思う。そういう意味で、ホームページは、情報をきちんと客観的に示すという点

で、大きなツールではないかと思う。

（委 員）ホームページのアクセス件数についての議論があったが、ホームページのアクセスに限らず、

市民との接点というものがどうなっているのかという点が気になっている。来庁した市民との

接点ということについて何か数値的な情報を持っているか。

（政策課）政策課で所管している出前講座（デリバリーこだいら）の平成２１年度の成果ということで

は、全部で４１件実施し、千人あまりの方が参加されたという実績がある。

（委 員）小平市は業務を行う中でいろんな形で市民と接点を持っていると思うが、接点を広げること

が様々な意味で大事だと思う。

（委 員）情報の出し方ということについては、市の情報に対しての理念と技術的なことを分けて考え

たほうがいい。

ホームページのアクセス数の取り方はいろいろあると思うが、どのような取り方をしている

のか。他の自治体のアクセス数についても教えてもらいたい。

パブリックコメントの件数が非常に少ないとことが気になっている。機能としてあっても、

それを使っている数が少ないのであれば、本当にもったいない。受け身ではなく打って出るこ

とが重要である。

新聞やテレビの活用という言葉が資料に出てくるが、どちらも利用者がどんどん減っていく

媒体というイメージを持っている。もう少し別な視点で情報を届ける手段ということを検討し

たらよいのではないか。

（秘書広報課）アクセス件数の件は、自治体によって取り方が違うが、小平市では、ビュー数を対象と

しており、トップページを見た時とか、一回違うページに行った時も件数に入ってしまう。

小平市は約１９０万件のアクセス数であるが、他の自治体では、西東京市は約１７０万
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件、三鷹市は約１４０万件、それから武蔵村山市や東村山市はトップページのアクセス数

しかカウントしていないので約６０万件である。

「打って出る」という話があったが４月からメールマガジンを始め、緊急情報や公民館

の講座情報などを提供している。市民の欲しい情報を発信できるような仕組みを構築して

きた。

パブリックコメントについては、特定の関心の高いところの件数が多い。見せ方という

こともあるかもしれないが、ある意味平等に並べているので、関心のあるところに落ち着

いてしまうのは致し方ないかなと思う。

（秘書広報課）理念的な点と技術的な点を分けて考えるということについては委員の指摘のとおりであ

り、今後ともそのような形で整理していきたい。

新聞の購読者は確かに減っているが、新聞を読む人が市報の中心的な読者であることは

変わっていない。新聞はとらないが、必要な情報を検索するという方に関しては、市のホ

ームページを見ていただく。また、小平市の特徴として、市報の置いてある箇所数という

のが非常に多い。市内に、公共施設、あるいは人が集まるところなど、１００箇所くらい

に市報を置いている。また、新聞を取っていないので、市報を郵送してほしいという市民

に対し積極的に対応している。

（委 員）現在、ツイッターのようなツールの普及が進んでおり、今年３月のデータだが、利用者はア

メリカが１０００万、日本が１２００万となっている。秋田県横手市の職員５人が順番で市か

らの情報をツイッターにどんどん出している。公共施設にもほとんど行かず、市報も新聞とか

もあまり見る機会がない市民の人たちにそれが届いて、そこから行政にアクセスしてくるとい

う事例であり、そういった取り組みも検討したらいいのではないか。

（委 員）市報が様々な場所に置いてあることを知らない人が意外と多いのではないかと思う。

資料１の１２ページに市民がより情報を入手しやすい環境整備とあるが、過去の推進委員会

で、パソコンを持っている方が少ない、使いこなせない方が多いという現状に対して、様々な

意見が出たと思うが、それらを踏まえ、何か担当課の方で何か考えていることはあるか。

また、今後の方向性として、多言語ソフトを導入するとあるが、外国籍の方の市への来庁件

数、問い合わせの件数でみた場合にどのような国籍の方からが多いのか。

（秘書広報課）パソコンを持っていない方がいることに関して、市民の方からお電話で意見をいただい

たりすることもあり、市報を活用していかなければいけないと痛感している。昨年から、

新たに１２箇所のスーパーの協力店に市報を置いてもらっている。

どのような国籍の方の来庁が多いのか等については把握していない。

また、先ほどツイッターについての意見をいただいたが、なかなか今ブームとして出始

めたところで、錯誤やなりすましがあったり、噂がパッと広まってしまうことも懸念され

る。今後、研究しながら、そういったツールを活かす方法を考えたい。

（秘書広報課）チリの大地震のときに、津波の警報が各自治体のホームページのトップページに出てい

たが、その中で、青森県八戸市は日本語と英語に加え、簡単な日本語というものを出して

いた。非常に大事な情報については、簡単な日本語という方法もいい方法だと考えており、

研究を行っている。

（委 員）小平市の外国籍の方の人数についてのデータはあるか。
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多言語ソフトの導入にあたり、どういう言語ソフトがいいのかということは、各窓口からの

意見を基にして、導入に向けた検討をしてもらいたい。

また、小平市の窓口には、英語などに対応できる職員が配置されているか。

（企画政策部長）小平市の場合は韓国・朝鮮籍の方、それから中国籍の方、これらの方が圧倒的に多く、

それ以外の国籍の方については、留学生の方もおり、いろんな国籍の方が少ない数では

あるがいるという状況であると思う。

圧倒的な数を占める、ハングルや中国語を使われる方については、言葉の問題がかな

りあるというような状況ではなく、日本語がかなり分かるという方が多いというような

実態であると思っている。

その他の言葉にちょっと不自由な方については、小平市の国際交流教会に案内をして、

そこでいろいろな日常生活のことも対応させていただいている。また、市民課の窓口に

は、英語を話せる職員を配置している。

ホームページで、多言語ソフトを使っていこうという発想の一つは、もちろん、市民

の生活上の利便性の向上ということがあるが、にわかに海外に対し情報発信をすること

を考えているわけではないが、小平市の情報をより広く出していこうという趣旨である。

（行政経営課）平成２１年１月１月現在の外国人登録者数は、韓国・朝鮮籍の方が１９２２人、次に中

国籍の方が１１５３人、フィリピン国籍の方が２５５人、ブラジル国籍の方が１３９人、

アメリカ国籍の方が８５人の順となっている。

（委 員）電子会議室やメーリングリストを導入しないこととしたことに関しては、市が情報公開を進

める立場からいうと、あまり制約条件をつけないほうがいいのではないか。

（秘書広報課）誹謗中傷や個人攻撃のようなことが知らないうちに発生してしまい、管理者が見抜けな

い場合、影響が大きくなってしまうと考えている。不適切な意見を削除するにしても、行

政が行うのではなく、中立の立場の人が削除をするなどの仕組みが必要ではないかと考え

ている。

（委員長）ある自治体の事例で、２千件のパブリックコメントが寄せられたが、ある特定の人が、いろ

いろ手を回して、千件くらいが一人から出てきたという事例を聞いたことがある。窓口を開い

ていくことは大事ではあるが、そのままは受け取れない情報だな、というような感じを持った。

誹謗中傷が考えられるケースにも窓口を開いていくかどうかについては、市としての情報につ

いての基本的な指針を固めておかないとなかなか判断がつかないだろうと思う。また、市民か

ら見ると、費用対効果ということが判断基準になるのではないか。市民が納得しやすいような

形で広報のツールについて判断していくことが重要である。

（委 員）パブリックコメントについて、どのように扱われて、どういう風に処理されているのか、状

況を教えてもらいたい。

（政策課）昨年１２月に自治基本条例が制定されたことを受け、市民参加に関する指針を改定した。そ

れを受ける形で、パブリックコメントについて要綱化をし、ルールを明確にした。パブリック

コメントの対象は、①総合計画や個別分野の計画の策定・変更、②義務を課し、又は権利を制

限する内容を有する条例の制定・改廃に係る案の作成、③市民生活に重大な影響を及ぼす施

策・制度の導入・改廃、④重要な市の施設の設置・廃止などとなっている。
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寄せられたパブリックコメントの取扱いについては一概に言えないが、たった一つの意見だ

ったとしても、重大な意見であると判断するものについては、原案に反映させることがあるし、

また、たくさん意見が出てきても、なかなか市の方向性、計画の方針に反映できないと判断す

ることもある。抽象的な言い方で申し訳ないが、一概には申し上げられないと考えている。

（委 員）パブリックコメントや苦情の内容を紹介しながら、小平市が今、市政において何を問題だと

考えているかなどについて、市の考え方をコラムにして市報に載せることを提案したい。

（企画政策部長）新聞の社説や論説については、もともと一つの考え方をもって、世の中の動きに対し

て、意見や記者の考え方を示していると考えている。一方、市が進めていく施策や事業

は、一定の議決を受けた予算の執行という側面を持っているわけであり、市としてこう

いう形で進めていきますといったことが市報に載せる情報の中心になるとすれば、やや

そういう論説的なコラムというのは、少し情報の質の問題として馴染まないのかなと思

う。

（委員長）市報の特集号のような形で、小平の自然、小平の暮らしなどについて特集を組み、その中で

市民からコラムのような形で意見をもらうというのは可能ではないか。普通の市報に毎回載せ

るというのは、市としてはやりにくいというような感じがする。

（企画政策部長）市の施策・事業は多岐にわたっており、全体としての市の論点を絞って見せていくこ

とはなかなか難しい。仮に、財政危機宣言を発するような状況となってしまったといっ

たときには、論点を絞りやすいとは思うが。

コスト情報を客観的な形で示すとか、年間何号か出している市報の特集号のような形

で、論点を絞って市民に対し示していくことが必要なことではないかと考えている。

（委 員）コスト情報について、市民からの意見に対する回答をホームページで見たが、問題を拡張的

に掘り下げていく回答ではないし、寄せられた意見を次の市報で紹介などもおこなっておらず、

もったいないという気がした。拡張性をもたせるという意識で取り組んだほうがよい。

（財政課）今年はこれからテーマを決めるが、市民が興味を持っていることに的確に情報提供していき

たい。市民から寄せられた意見をどう活かすかということについては、例えば、学校給食や保

育園などについては、個々に検討委員会を設けて検討しているということもあるので、いただ

いた意見をフィードバックしていきたいと思う。市民に気付いてもらいたい点をテーマとして

設定しているが、それをきっかけに、個々の施策についても興味を持ってもらうなど、広がっ

ていければと考えている。

（委 員）危機的な状況に陥ってしまう前に、警鐘を鳴らすという意味で、優先事項を選び、客観的な

データに市のコメントを添え、問題提起を行うべきではないか。

（企画政策部長）重要な指摘であると思う。小平市では数年前に施設白書を発行した。小平市では、こ

れから高度成長期に作った施設が更新期を迎えるが、バランスシートを見ても更新資金

の準備が心もとない状況であり、一方で、市の施設はかなり充実しているが、そういっ

た施設を今のスタイルのまま継続していくのかという時代の要請としての問題がある。

それらの点を踏まえ、施設の状況をデータとして、各施設について、こういった規模の

施設にこれだけの予算がかかっているということをデータとして示す白書を作った。そ
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ういった客観的データによって、今後、施設を小平の中でどういうふうに考えていった

らいいのかという議論のきっかけにするために、市のまとめのようなコメントを添えて

出している。分野ごとに今から手をつけなければならない様々な問題を抱えており、こ

ういった手法も含め問題提起をしていきたいと思う。

（委員長）方針２の今後の取組について、事務局案では、行政と市民の間に焦点を絞っている。それは

大事なことだが、これは第一段階での話ではないか。再構築の指針は新しい公共空間の形成を

目標に掲げており、今後は、例えば、小平市内にある企業と企業を繋いだり、企業と NPOの
間を繋ぐとか、地域ごとの情報の共有というようなことをやっていき、小平市の良さとか強み

とかあるいは弱みを共有していく。小平をもっと魅力的な都市にしていくために、行政と市民

だけでなく、地域に多様に存在する担い手と一緒に小平という都市についての情報を共有する

とか、コミュニケーションルートを行政が少し創意工夫していくとか、というふうな取り組み

が行われてもいいと思う。現在はその視点が全く入っていないので、少し検討してもらえれば

と思う。

３ 「方針３ ＰＤＣＡサイクルの構築」の方策・推進プログラムについて

（委 員）組織目標の管理と職員個人の目標管理はどのようにリンクして、今後、どのようにバージョ

ンアップを図っていこうと考えているのか。

（行政経営課）組織目標の管理と職員個人の目標管理の関係については、職員が各自で年度の目標を設

定する際には、部・課・係の組織目標を踏まえて作成するという関係になっている。

組織目標について、現在、考えている見直しの内容については、様式中の取組内容につ

いて、より詳細に、実施時期や成果指標等を盛り込むことを想定している。

（委 員）職員個人の目標管理と個人の業績評価と連動することも考えられるのではないか

（職員課）職員個人の目標管理と個人の業績評価については、リンクさせることが可能な部分について

はリンクさせてきている。

（委員長）目標が達成されたかどうかを人事にリンクするなど職員のモチベーションをあげるような仕

組みになっているのか。

（職員課）職員に対し勤務評定を実施しているが、勤務評定を行う際に、評定項目が７項目から８項目

ある中の１項目として、職員個人の目標の達成状況を反映している。

（委 員）職員個人の目標管理と個人の業績評価のリンクをもっと推し進める必要がある。

（委 員）組織目標の管理体制の構築について、今後の課題として制度の見直しという記載があるが、

制度に欠陥があったとも読めるが、どのような点について欠陥があったと考えているか。

     また、過去において監査で指摘された事例について例があれば教えてもらいたい。

（行政経営課）組織目標の管理体制については、制度に欠陥があったという認識は持っていないが、よ

り実効性を高めるような形に改善していきたいと考えている。
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（財政課）監査から指摘された事例について、一例をあげると、時間外勤務手当の申請方法などについ

ての指摘などがあるが、指摘を受けた場合、所管課で指摘を踏まえた今後の対応について整理

を行っている。

（秘書広報課）監査から指摘があった事例をあげると、以前、周年行事として小平のテレフォンカード

をつくったが、その処理に時間がかかっており、その処理を検討しなさいという指摘を受

け、検討した結果、庁舎の電話料金に充当した事例があった。

（委 員）内部の監査には一定の限界があり、外の視点から見た外部監査が必要なのではないか。

（委 員）職員個人の目標管理については、頑張った部分がどのように報われるのかということがセッ

トでないと、職員が自らハードルを上げることは難しいのではないか。そのあたりが職員提案

制度の数が低調であるということにもつながっているのではないか。

（行政経営課）職員提案制度については、制度の見直しを実施してきたが、提案件数はなかなか伸びて

きていない。なお、職員に対するインセンティブとしては、表彰制度を設け、図書券程度の記

念品を出している。

（委員長）頑張った人が報われるという仕組みを作り上げていかないと、若い職員が管理職になりたが

らないのではないか。組織全体のモラルが低下してしまう。例えば、給与、表彰、自主的な研

究費を出す、自由時間を付与するなど、頑張った人が報われると実感をもてる仕組みを作り上

げる必要がある。

（委 員）今後５年間の取組みの方向性を詰めるのであれば、人事考課とのリンクを今の取組以上にも

っと進める必要があるのではないか。どのレベルの職員も成果に対して評価してほしいと考え

ているはず。

（委 員）世論調査は毎年やるわけにはいかないのか。

（秘書広報課）前回の平成１９年の前は５年くらい期間が空いている。期間が空いている理由としては、

各課で仕事を進めるにあたり計画を策定しているが、計画策定時にアンケート調査などを

実施していることがあげられる。他市の状況を見ても５年に一度くらいでやっている。今

年度実施した理由は、長期総合計画の節目の年であるためである。

（委員長）市民満足度調査と職員満足度調査を定期的に実施し、市民と市民にサービスを提供する職員

の意向を調査することが必要ではないか。その結果を成果指標が設けにくいような取組の目標

として活用することもできるのではないか。

（委 員）行政評価の結果は１年跨いだ後の予算にしか反映できないのか。補正予算などに反映できな

いのか。また、頑張らなかった人をダウンさせることの制約条件があるのか。

（職員課）現在の制度においても、頑張らなかった人の評価については、それなりの良くない評価がつ

くという仕組みになっている。

（委 員）行政は、分限の仕組みがありながら、今まで使ってこなかった。いつまでにどの程度やって
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いくのか。民間企業は分限的な措置は取っている。

（委員長）アリバイづくりはもうやめたほうがいい。組織の目標管理については、重点項目として３項

目くらいに絞ったほうがよいだろう。目標管理は全体を取り上げるツールではないと考えてい

る。どのくらいの予算が必要なのか整理するツールである。また、目標を掲げるにあたっては、

成果目標を出して欲しい。メリハリをつけたやり方でやると意味がある。ミッションと目標管

理を切り離すと意味があるのではないか。

     小平市の行政評価は事務事業の見直しのための行政評価であるが、行政評価は、本来、総合

計画に定められた基本目標をどう達成するのかを推進するツールである。他の自治体も見ても、

見直しのための行政評価を止めている自治体が出始めている。そのような自治体は施策評価に

シフトしている。本来の行政評価に切り替えるような段階に来ているのではないか。


