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平成平成平成平成 23232323 年度第年度第年度第年度第 4444 回回回回    

湖西市行財政改革委員会議事録湖西市行財政改革委員会議事録湖西市行財政改革委員会議事録湖西市行財政改革委員会議事録    

日 時 平成 23 年 12 月 20 日 10:00～12:00 

場 所 湖西市役所 2 階市長公室  

参加者 別紙名簿のとおり 

１１１１．．．．開会開会開会開会    

２２２２．．．．議題議題議題議題    

                テーマ「市民から見たサービスのあり方」 

  （１）意見を聞く仕組み（自治会要望・広聴） 

  （２）サービスのあり方について 

３３３３．．．．議事内容議事内容議事内容議事内容    

            野田委員長より、本日の流れについて説明。 

（１）（２）は関連しているので、一緒にお話いただいていいかと思う。 

  予め、事務局から委員の経験から気づいた事例を挙げていただきたいという依頼があった。

できれば、その事例に対して、市が組織としてどうすれば克服できるのかを対策まで考えて

いただきたい。前回の勉強会の内容から、市役所の組織に関わる課題、地域に関わる課題（自

治会における市民の意見の集約に関すること等）、両者をつなぐ政策（サービス）に関わる

課題という三つの観点を踏まえてご議論いただければと思う。 

 

  青島課長より、意見を聞く仕組みについての概要説明。12/13 勉強会時に、「市役所は予

算がないので出来ないということも聞くので、平成 21 年度・22 年度の自治会要望、採択数、

実施数、実施金額について知りたい」という意見があった事に関して、結果資料≪自治会要

望に対する事業実施状況について≫を説明。 

 

【市民から見たサービスのあり方】 

（渡会）自治会要望の事ですが、縦割り行政で難しいところがあると思うが、考え方として市

民の意見を聞くという考え方でいくと、要望提出時に自治会に優先順位を付けて出して

もらい、それを行政に検討してもらい、行政が優先順位を変えたいと考えるときに行政

と自治会で話してもらったらどうか。どこが窓口になるかという難しい面はあるが、一

方的なやり方よりは良くなると思う。 

（野田）優先順位は今のところ付けていないのか。 

（笈沼）知っているのは南上の原第１、２、３だが、交通、防犯、道路等のグループ分けをし

て、優先順位を付けて課に出している。 

（青島）各自治会からは、優先順位をつけて出していただくが、その通りにならない場合があ

る。その説明をされているかどうかはわからない。今年度出して積み残しになった要望

は、ストックしておき翌年度最優先にやってほしいという要望があるが、担当課では改

めて出していただきたいとお願いをする。次の年度は、前の要望と新しい要望を含めて
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優先順位を出してほしい。議会でも同様の質問があったが、時代の移り変わり、住民の

要望もあるので、改めて優先順位を付けて出してほしい。 

（渡会）優先順位が自治会と行政で違う時の話し合いができているのかどうか検討してはどう

か。 

（青島）担当課では、８～１０月くらいまでかかって返事を出している。なぜ、そんなに時間

がかかるかというと、現場確認をしている。予算の枠があるので、全体の中での優先順

位を付けないといけないという事があって、回答に時間はかかるが回答はしている。 

（野田）渡会委員の真意は、なぜそういう結果になったかと納得いかないケースが出てきたと

きにどうするのかということ。最終的に実施されたか、されていないかもわからないケ

ースもあるということだったので、基準やプロセスが明らかになる必要がある。 

（笈沼）基準を設定するというのは、大変難しいと思う。一つの基準にすると逆に難しい面が

出てくる。要望する側の考え方、なぜ優先するのかをいかにうまく伝えられるかが鍵。

「どぶにヘドロがたまった。片付けてよ。」という要望と道路補修の要望を同じグループ

の中で考えるとなると、基準を作ることが出来たら良いけれど難しいなと思う。地域の

特性もある。住宅地域、山間地域、海岸地域とあって、一律のことが言えるのかなとも

思う。 

（野田）扱うテーマとしては、交通安全、防犯、道路を自治会としても念頭に置いているとい

うことか。それ以外の分野に関わるものも要望はできる。 

（笈沼）他の分野も要望できる。もう一つ主なテーマとして、ゴミ等環境にまつわるものもあ

る。分野毎に帳票が違い、フリーに書けるのもある。 

（野田）地域の特性もあると思うし、自治会が管轄している範囲の人口もある、緊急性の高い

所とそうでない所の問題、対処療法でなく、例えば防災のようにこれからこういう事が

重要なので中期的にこういう事をやりたいという問題もあると思う。こういうタイプの

問題に対しては総額ここまでというタイプ別の基準はあるか。 

（青島）ないです。 

（野田）要望が出てきたら、それに対処するということですね。 

（笈沼）要望は身の回りで改善したいことを挙げていくのが要望と受け取っている。市全体に

関する病院や防災については、自治会連合会という組織で市と別途協議をして取り上げて

いく仕組みがある。 

（青島）自治会によって考え方が違う。要望書で行う要望については、全体的には身近な所が

中心。要望書は、市長というより直接担当に出すこともある。市長と幹部職員が出向く

懇談会の際には、市長に直接伝えるので大きな要望についても発言があるし、身近な話

題も挙がる。懇談会の使い方は、差があるように感じる。 

基準については、緊急性、安全性が最優先される。それから、すぐに実施できるかど

うかも大きい要素としてある。例えば地主の同意がある、土地の問題がない、みなさん

の創意で賛成されている等の事業の進めやすさも現実にある。そこに、市民のみなさん

の要望との差ができるので、そこは回答の際にご納得いただくような形をとらないとい

けない。 

（柳田）年度初めに出すものと違い、バラバラと出す要望がある。例えば、街路樹の枝を切っ
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て欲しいというと、指摘したところだけを切って他は切っていない。木によって剪定の

時期も違うが、年間計画がない。浜名川の護岸が内側に傾いてきているので、「何年か後

にはしっかりしなければいけないんじゃないか、ここにひび割れがありますよ。」と言っ

たら、気がつかないうちにひび割れだけ直った。浜名バイパスの浜に出る通路の内、今

切れ口にある通路は、「トンネルがまともにあって錆びてボロボロの鉄の扉があるだけに

なっており、堤防の機能が損なわれている。」という事を指摘したら、あっと言う間に新

品の鉄扉に替わり、津波が来たらあっという間に流されてしまうものが出来てしまった。

いつも閉めておけばという事も指摘したが、扉を開ける時に怪我をしたら誰が補償する

かという話になってしまった。 

（野田）対応の際に何の説明もなく直されてしまったのか。 

（柳田）ひび割れと鉄扉は、説明なく出来てしまっていた。 

（杉本）要望書を見たことがないが、もっと頑丈な扉を付けて下さいとか、この箇所を掘って

トンネル状にして下さいとか、具体的に書く場所はないのか。 

（柳田）書く場所はあるが、表現の仕方がうまくない所がお互いにある。 

（青島）でも、要望書が十分でないとしたら職員から問い合わせるべきですね。 

（野田）色々な問題を発見する事は住民に任せてもいいと思うが、市の施策に反映していく時

に、認識する部分を自分達で判断してしまって、おそらく一番手のかからない方法でや

ってしまっていると思う。今の事例でいくと、過程で説明のプロセスが全くない為に、

どうも出来てしまったが全く違うということになってしまっている気がするので、改善

すべき内容は沢山ある。 

（笈沼）双方のコミュニケーションの取り方が根幹だと思う。要望書は提出するが、担当部署

と要望側が、話し合って互いにこうしていく事だと理解し合って進んでいない。実行す

る時にも、実施内容についてこうするという事が連絡されないで、作業だけが進んでい

く。大切なのは、コミュニケーションのとり方。自治会の中でも、役員間のコミュニケ

ーションが足りていない。コミュニケーションの為に飲んでもいい。ただし、５万円だ

よと枠を決めてしまって、話し合いをするのが根本だと思う。市との間でも紙だけでは

問題がでてくる。 

街路樹については、年間計画を関係するところに示すべき。こちらもいつやるのかな

と心配しなくて済むので、ぜひやるべきだと思う。街路樹も、下水の清掃も、市が管轄

している所は、同じ話だと思う。 

（柳田）コミュニケーションの問題もあるが、現状復帰のみに頭がある。真意を捉えて、もう

ちょっと改善を加えてやると言う事でなく、ぼろぼろになる前の状態に戻せば良いと考

えているのが見える。 

（野田）コミュニケーションも必要ですし、行政職員はどういうニーズがあるのか、きっちり

汲み取るところまで必要で、それがないと問題解決に至らない。おそらく行政職員が現

状復帰を念頭におくというのは、実現可能性や、できる範囲での一番手のかからない方

法をまず優先順位で挙げていく事だろうと思うが、たとえ出来なかったとしても、コミ

ュニケーションの過程があるのとないのとで、納得の仕方が全然違う。 

（柳田）要望の一元管理をすべき。受け付けたら受け付けた、どこの課に検討を回したと。例
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えば宅急便でも、どこに荷物があるという事がチェックでき、途中経過がわかるように

なっている。 

（笈沼）自治会の窓口の市民協働課が打ち合わせに全部入る必要はないが、市民協働課で管理

ナンバーの付番をして集約し、回答も市民協働課経由で行い、進捗管理もしていれば、

流れがよくなるのではないか。 

（野田）窓口は、市民協働課、道路河川課が中心か。 

（青島）自治会そのものを担当しているのは市民協働課だが、要望書については、要望の内容

によって、要望に関係する課に自治会が直接要望書を持っていく。一元管理がなされて

いないのが現状。 

（野田）広報広聴課との連携はどうなっているか。 

（青島）自治会要望に関しては管理していない。個人の意見に関しては、広報広聴をやってい

る企画政策課を通して担当課へ伝え、回答は企画政策課に提出し市長がチェックすると

いうように一元管理している。 

（野田）個人と自治会の要望を分ける理由として、自治会はこれから地域を担っていく中核的

な組織であるという期待もあると思われるが個人と自治会の意見を一元化しておいた方

が市としても楽なのではないか。全体を管理したり、全体としてどんな問題があるかと

いう事を把握したりし易いのではないか。 

（青島）委員会からの提案としていただくことになると思う。トータルとして考えると良いと

思うが、目先の業務量を考えると、一元化するための業務がプラスになってくる。 

（野田）市民協働課の主たる業務はどういうことか。 

（青島）主には、一つの係は、交通安全、防犯、啓発事業、天竜浜名湖鉄道、公共交通。もう

ひとつの係が自治会を担当している係で、自治会の補助、連合会会議への出席、まちづ

くり条例、男女協同参画、国際交流を３人の係でやっている現状。 

（野田）市民の目線から見るとプラン作りも重要だが、目先の問題も重要。問題解決を根本的

に行わないとなかなか納得してもらえない中で、窓口の一本化をしないと、いろんな案

件が挙がっていてどれが重要だという説明も自治会に対してもできないだろうし、課題

だと思う。 

（渡会）根本的には、組織の柔軟性を求めていかないとできない。ある部署が、一年中仕事が

あるかというと、ある月だけに仕事が集中しているという部署もある。３ヶ月だけある

課の人を持ってくるという事をやらないと、今言った問題は進まない。 

（野田）いくつかの自治会から問題があがってきて、これが出来る、出来ないというのは、ど

いう理由からなのか。 

（青島）最終的には予算枠もあるし、人的なものもあるが、行政側が考える緊急性、公共性を

組み立てて、優先順位をつけている。 

（野田）優先順位を付ける検討のための人数は足りているのか。 

（青島）検討については手が足りていると思うが、実施の手が足りているかは何とも言えない。

人材活用を柔軟に対応できればいいと思うが、ハードルはあると思う。 

（山下）ワークシェアリングをやるという手法がある。それをやらないとセクト主義になって、

人が何人いても足りない。民間企業では当たり前の事。かつては、製鉄業から自動車産業
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へのワークシェアリングを行った事例がある。 

（青島）正に縦割りがある。みんな自分の部署の人数を確保したい。応援で人を出すとそのま

ま取られてしまうのではないか、と考えてしまう。大きな係、大きな課をもって動かす

と柔軟になるが、管理職ポストの人間は沢山の業務を抱えることになる。 

（野田）少なくとも、課の中での人員はプロジェクト毎にを集約しながらやれば対応しやすい。 

（笈沼）それを検討する人がどうこうでなくて、絶対的なお金の額が総要求どおりに出せない

のではないか。中途半端な要望を出すと、どうなっているのと職員から確認に来るので、

現状把握はやってくれているなと思う。全自治会を見たときに、評価して落とされるの

は仕方ないなということもある。実際に市役所で作業をやるのではなく委託なので、絶

対的なお金じゃないか。 

（野田）採択されているもののうちどれが根本的に重要かというのがなんとなくはわかってい

るが、あまり体系的にわかっていない。例えば、護岸に関わる問題がこれから重要にな

ってくるにもかかわらず、その重要性や緊急性が認識されていない。単なる要望の受付

の組織という形になっているのではないか。これから、湖西市として住民自治をきっち

りやっていくための組織に自治会を位置づけるのであれば、もう少し、きっちりと吸い

上げる仕組み、説明を果たす責任があるのではないか。 

（青島）柳田さんの事例ですが、合併してからの話ですか。 

（柳田）道路のひび割れは、最近の話。鉄扉は合併前の話。 

（青島）それは、自治会からの要望で出していただいたということですよね。 

先程の街路樹や下水掃除の年間計画については、お示しすることによって皆さんに心

配をおかけすることがなくなるので、私はぜひやりたいと思うが、担当部署としては、

計画を示すことによって、計画通り出来ていないじゃないかと言われたくない。この考

え方を拭っていくことが必要。 

（柳田）１年に１回もやらないこともあるのか。 

（青島）やらないこともあるかもしれない。 

（野田）仮に計画通りに出来なくなっても、コミュニケーションが出来ていれば違うのではな

いか。自治会に参加していなかったり、なぜ自治会に入るのか納得されてない住民もい

ると思う。関わりが薄い住民との関係はどう捉えていくのか。自治会によって要望書を

知っていたり知っていなかったりすると勉強会の意見として出てきたので気になった。 

（柳田）地区によって会長の選び方も違う。例えば、同年齢の人を集めてその中だけで決めて

いる所では、年度によって会長の意識に差がある。 

（笈沼）自治会の中の情報伝達の仕組みもある。５月に要望が集まった時、こういう要望が集

まって優先順位は自治会長で付けてこれで要望しますということを役員会で流す、実施

結果についても 11月に流すというような情報の流し方についてはおのおのどこまでやっ

ているかは違うと思う。そういう会合の仕組みがなく伝達もないと、伝わらない人には

ストレスがたまる。 

（山下）自治会の仕組みがおかしい。役員が１年間でおしまいではおかしい。 

（笈沼）それは自治会によって仕組みが違う。２、３年やるところもある。 

（山下）柳田さんの発言にあったように、会長になった人が仕方なく１年間我慢してやってい
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る場合もある。何も発展しないし、自治会長によって意識に差が出る。連合会で組織の在

り方を決めたらどうか。 

（笈沼）それは自主活動なので決めることはないが、自治会外の人が、自治会活動をどう捉え

ているかについては、申し訳ないが把握できていない。自治会は７５％の参加率。自治

会に加入していない場合は、どう要望があがってきているのかわからない。 

（青島）立場上、自治会に対して根本的にどうするこうするということは言えないので、任期

をどうするという問題をもし全体として統一するのなら連合会で問題提起し取り決めが

できればいいのかもしれないが、統一は難しい所があるかもしれない。勉強会で検討す

るという事もいいかもしれないが、その役員が１年で変わり引き継がれないと堂々巡り

かなという気もする。 

行政からすると自治会は市民の皆さんに周知する時にありがたい存在。1人 1人の個人

に周知というのはできないのが現実。自治会という組織で取りまとめていただいて、大

勢がそう思っているよと言っていただけるという事は大きい。逆に役員だけで要望を決

めてしまい、市民から本当にそうなのという声が出るのはよろしくないので、そこは自

治会にお任せするしかない。 

（野田）行政と自治会の関係において、行政側の説明のプロセスが重要だということがあった

様に、自治会の中でも、地域の人たちに対するコミュニケーションの責任はあると思う。

世の中で言われている住民主体のまちづくりや地域自治組織、地域協議会等の先進事例

を見てみると、実はほとんどは行政側が作っている。今の自治組織は、行政が場を作っ

ているところがほとんど。自治会を民主的な組織にする為には、自治会長の選び方につ

いても重要だと思うが、事例で言うと代々この家の人という所や、なり手がいないので

ずっとやっている所もあるので、それに比べるとすごく問題だという所はなかったかも

しれないが、自治会長を民主的に選んでいないと、おそらく地域にちゃんと説明しない

のではないかという気がする。行政が一定の方針を言っていっていいのではないかと思

う。そうでないと、公金を自治会に与える根拠にならないと思う。 

（山下）何の為に連合会があるのか、意味を成さない。 

（田中）個人的に、自治会要望のシステムは基本的に必要だと思うが、自治会の要望は、少な

ければ少ないほどいい。市民にも、職員にも、資質が問われている。自己中心的に言い

たい事を言い過ぎる。生活や仕事をする限り、自助努力自己責任、すべての人が基本的

に働いていくようにしないと、何でも他力本願になりがち。自助努力自己責任を身に付

けるような仕掛けを作って、その環境の中で、いろいろな制度を展開していくことが大

切。順序が逆だと労力がかかる。 

新居町の時に携わった地区要望は、大きいものから小さいものまで様々だった。大き

いもの（排水路、床下浸水、道路）を要望にすると、自分が全部条件整備をして持って

くればという話になりおかしいと思った。職員も縦割りになっていて、全く白紙の状態

でおかしいと思っても、管轄で出来ないと言ってしまう一面もないとは言えない。もし

欠けているとしたら、守備範囲がオーバーラップしてもやり合う仕組みもあってしかる

べき。 

（野田）市民の資質や品格に関わる問題であるが、自立的な責任主体のある市民になってもら
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うためには、どういう方法がいいか。地域の問題に対して、みんなが一定の合意を持ちな

がら地域の課題を解決していく市民になってもらう為に、例えば湖西市から予算を自由に

使ってくださいと渡された場合、自己責任のある市民は増えると思うか。 

（田中）応じられる分はあると思うが、全体の整合性でいいかどうかとも思う。 

（笈沼）現実に基準に則って各自治会に一定額は提供されている。 

（青島）現在は、運営費として補助されているが、道路整備等のハード面まで自治会に予算を

渡すことによって事業も自治会自身がやるかということか。 

（野田）自分たちで工事会社に連絡するという訳でなくて、この財源を自分達がどういう順番

で使いたいという事まで任されていればどうかということ。 

（田中）それは可能。自分のいる地区では、公園整備や河川の整備をやったり、バス停の安全

の囲いをやったりと自助努力のような事はしている。 

（野田）住民の利害関係が直接及ぶような事を議論してもらう方が、声を出さない市民が少な

くなるのではないか。 

（山下）市川市で、税金の１％を市民の裁量権に任せているが、そういう話か。条例を作って

やればできるのでないか。 

（野田）それは、市民がどう思っているかで、自治会に任せるよりは市民が行政に任せるほう

がいいと思っているのか、自治会に任せるのかがいいと思っているのか湖西市はどちら

か。扱っているテーマは、道路、河川、防犯だが、地域のバスを走らせるとか色々な話

があると思う。 

（田中）柳田さんが言っている街路樹についても、自治会要望に任せるのではなくて仕事とし

てチェックしていれば、何をすればいいのか自ずと分かってくることだと思う。 

（柳田）職員が職務として持っているのだから、年間をとおしてチェックすればと思う。 

   街路樹も、いいこともたくさんあるが、悪いこともある。歩道を根が突き上げる、落ち葉

が落ちる、見通しが悪くなる。街路樹が本当に必要かというところまで考えないと。 

（田中）歩道も狭い所へ街路樹を植えてあるのでは、弊害が出ないほうがおかしい。 

（山下）田中さんのおっしゃった市民の自覚という話に関連して、行政側の職員も自己責任を

持って職務を遂行していただきたい。人事評価の資料を見ると、昇給への反映はしない

とある。一生懸命やる職員もやらない職員も同じで、ここに問題がある。やってもやら

なくても同じだったらやらない。報われないと意味がない。「やりがい」のある評価制度

つまり、信賞必罰制度にしてはいかがか。人間は動物と違って夢や希望を持っていきて

いるのですから。 

（青島）人事評価の仕組みについては、総務課は今試行でやっているから反映しないとしてい

るが、ゆくゆくは反映させる仕組み。評価に平等性、公平性が担保できない段階では、

返って趣旨が職員に理解されずシステムそのものが機能しないのでないかという判断で

試行としている。 

（野田）目標管理制度を個人に反映していく時は、普通給与に反映する。できれば、手当てぐ

らいには反映してもらえればと思う。 

杉本委員の年代から見て、自治会との距離はどうか。 

（杉本）はっきり言って、天井以上の壁がある。要望書も見たことがない。自治会長がどうや
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って選ばれているのか、区切りもわからない。自治会にある程度予算を渡してとあった

が、自治会長を仕方なく受ける人が多い中で、予算を渡して自己責任でと言われると、

自治会によって差が出てしまう。自治会の仕組みをもっときっちりしてからなら、予算

を渡して自己責任でという事をやってもいいのではないか。 

（野田）自治会に関わっていない人がいるというのも現状。自治会をベースにしながら、新し

い組織ができれば、その組織に一定の財源と権限を渡すという方法はうまくいくか。 

（田中）自治会によってものすごく差がある。高齢者しかいない自治会で、人数も少なく回り

番でやっている所もあるので、一概に出来ない。 

（野田）これから探索型の問題、例えばこれからこういう事が必要になってくるのではないか

というような問題を扱うとすると、自治会の合意形成能力の問題も出てくると思う。 

（柳田）行政と自治会がどういう業務分担かその辺から決めていかないといけない。 

（田中）私の住んでいる所は比較的新しい所で、壮年会、青年会もあって、わりに機能できる。

新しい所だから、自己責任・自助努力もしやすいし、そういうやり方をしていかないと

人の輪が出来ていかない。古い所だとまた違う。特徴、特質がそれぞれある。 

（野田）自治会の特性を行政側でも把握している資料というのはないか。何となく意識にある

位か。 

（青島）そういった資料はありません。個人的な意見になりますが、直接自治会を担当したこ

とがあります。今になって考えると、行政側は自治会が自主組織であることを大前提に、

あえて触れないようにしているところがある。やはり役員にも色々違いがあって、前向

きな方も、一年無事に過ぎればという方もいる。自治会の為になることなら、完全にお

任せするのでなくて、良い関係でつながって、一緒になって考えていくことがいいのか

なと今は思っている。自分の部署ではないので、個人的な考えになりますが。行財政改

革委員会からの提言もデリケートな提言になる。行政側には言っていただけるが、行政

の関わりの中でという言い回しで、考えたいと思う。反発されるのは本意ではないので、

両方良い方向に進むような提言を言っていただければと思う。 

（野田）行政組織側の問題、地域側の問題、両方を繋ぐような取り組みとして、行政が地域に

働きかけて、自治会が地域での正統性を高めてもらうような働きかけは行政側から出来

ないのか。 

（笈沼）出来ないことはないが、遠慮しているということはあるね。 

（青島）確かにあります。 

（野田）地域に行政職員が出向く懇談会を定期的にやってはどうかと思ったのだがどうか。行

政職員も地域との関わりが出てくると思う。 

（青島）地域の担当を職員で決めて、行政側の情報を伝えたり、という事例は自治体によって

あるが。 

（田中）職員の自己申告書の中の自主活動の実情実態はどうであるか。 

（青島）公務員として、無報酬でやるか、仕事としてやらせるかという問題もある。市民から

すれば、自分は無報酬でやっているのに、職員は仕事としてやっているとなるとどうか

と思うだろう。ただし、残業代なしというと問題もあるので、例えば管理職でやるとか。 

（山下）残業代を出さないと労働基準法違反になるでしょう。 
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（田中）職員だけれど、一市民としての対応はできないか。今ＮＰＯの職員をやっているが、

職員でものすごく熱心にやってくれる人がいる。それがすごく効果的。職員は、８時間

だけの仕事ではなく、１日２４時間の問題意識を常に持ってほしい。 

（青島）どうすればそういう意識を持った職員が育つのか、というのがポイント。 

（渡会）簡単に言うと、親切さが足りない。まちづくり条例の説明会のように行政から出て行

くという事をしたらいいと思う。出前講座は１０人以上集めなさい、集めたら行ってや

るよとなっている。他の課においても、まず行政が出て行って説明を詳しくするという

ことが出来たら、色々な意見を吸い上げられると思う。 

（野田）行政から市民に働きかけに行く職員が必要である。そして、その前提として公務員に

は慈悲深さが求められる。市民に自発的に何でもやってと言っても何でもできるわけで

はないので、行政側から働きかけていくのが重要だというのは同感する。 

（青島）どうすれば慈悲深さが浸透するのか。 

（野田）一つは、職員に強制してもいいので地域に降りていくという経験を積んでもらう事だ

と思う。 

（田中）まちづくり条例の中にも、市と市民という事がすごく出てくる。 

（山下）やりがいがあるような事を与えてあげなければいけない。 

（野田）働きかけにいく場合、どう働きかければいいのか。市としても、1人１人に働きかけ

にいく訳にはいかないし、出前講座は、市民側の自発性が必要になる。行政側から自治

を引き出すような事を、誰に向けて取り組めばよいのか。 

（山下）自治会に行けばいいのではないか。個人的に言ったら、聞かれた個人が困ってしまう

ので。 

（田中）今言ったことが、生きた研修になってくるのではないか。そうしたら、笑顔も出てく

るし。 

（野田）ＮＰＯは田中委員の所属されている所以外にも市内に沢山あるのか。 

（猪井）今は１３です。 

（野田）分野は様々にあるのか。 

（青島）福祉分野が多いです。 

（野田）テーマに特化した部分があるにしても、地域にはわりと根付いているのか。 

（猪井）地域には根付いていない。まちづくりは地域ですが。 

（田中）市側の姿勢は、出て行かないので杓子定規なところが出てきている。実質・実態に入

り込まないと、出てこない。 

（野田）自治会、ＮＰＯ、青年会議所、各種団体など、行政職員はどこを対象に意向を汲みに

いけば、住民からの正統性が確保できるのかなと思う。地域に根付いて活動する自治会

であろうか。青年会議所は、地域の若い指導者で構成されているため、今後のまちづく

りなどに対する意向を聞きに行く対象になる。行政職員が地域に出向く際にはどこにい

けばいいのか。 

（田中）旧新居町は、職員と住民との距離が近かった。イベント等に職員が手伝いに来ていた

のが、今それが様変わりになりつつあるので、行事も四苦八苦して、いかに職員との関

係が薄くなってきたかというのがわかる。 
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（山下）中嶋前町長も、まちづくり条例の説明会の際に、新居の時は職員との距離が近かった

とおっしゃっていた。 

（笈沼）自治会連合会との協力関係のあり方というのは、すごく大切だと思う。市から見たら、

自治会連合会に頼む、頼んだらぱっと展開できる、講演会も主催して、市が協力すると

いうやり方。市としてこういうことを考えて欲しいということは、出さないようにして

いるのかわからないが、出てきていない。市として大きな課題はこういう点があるから

こう事について自治会で考えてよ、参画して欲しいという事が出て来ても良いと思う。

現状の連合会は、便利な伝達機関的な役割だが、市としても、自治会連合会でやるのか、

まちづくりでやるのか、連合会にやってもらいたい役割をもっと決めてもらってもいい

のではないかと思う。 

（野田）一般に自治会と行政の関係が批判されるとき、自治会は行政の下請け機関になってし

まっていると言われる。下請け的な機関を自治と言っていいのかというのも問題なので、

横串で指したような議論ができるような場、これからのまちづくりに関して一同に会し

て議論できるような市民会議のような場があってもいいのではないかという気がする。 

（山下）今、まちづくり条例の中で作っています。 

（野田）条例の中で市民会議について定めることも効果的であるし、行政職員が自治会や青年

会議所、それ以外の人たちも対象として複線的に、まちづくりなどに関する意向を直接

聞きに行くことが有効である。一方で行政の窓口は一本化したほうが望ましい。 

（青島）自治会の事務局は市民協働課がやっても窓口は企画政策課にするとか、課をまたぐと

いう発想がなかった。自治会の要望も広聴の一つであるし、それを政策に反映するのは

企画政策課の仕事。目的から考えると、企画政策課で担当した方が機能するのではない

かと思った。可能なところで、改善をしていきたいと感じた。 

（野田）行政職員が地域に繰り出していくということで、給与面のインセンティブがあったと

して、業務が手一杯になっていくということについてはどうか。何が削られるか。 

（青島）人が増やせればいいが、総枠人数で職員数は減らしていく傾向にあるので、やらない

仕事はやらないと言っていかないといけない。みなさんといつも行き来出来ていれば、

これはもう必要でないと言えるが、そこが出来ていないところもある。組織として、一

元化していくのであれば、企画政策課として外の人と話していく仕組みとしてできてい

ればいいのではないか。 

（田中）忙しい状況では、建設的な仕事が出来ないのではないか。 

（野田）文書化にかなりの業務を費やしていると感じる。直接対応することで解決できる業務

が圧倒的に多いので、文書化をもっと減らせるのではないか。 

（青島）この会議については、要点を書いていく簡易議事録にさせていただいて、解釈のちが

いや漏れは修正をお願いして、完成させるということにすれば、担当の業務量は減る。

もちろん、出席されていない方にも伝わるような議事録にする必要はあるが。 

（野田）今日いくつかの論点が出てきて、これだけで「市民の目から見たサービスのあり方」

というテーマの全てではないが、重要な論点として、コミュニケーションの問題、窓口

の一本化、地域の制度、行政職員が地域に働きかけに行く事の重要性、表面的でなく根

本まで見据えた問題解決という論点があったと思う。中間提言に反映はしていきたいと
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思うが、これだけで、こうすればいいというところまでは、見出せていないので、次年

度以降も話していきたい。 

 

【次回テーマの防災について】 

（野田）次回は、防災についてであるが、勉強会で何を議論するのか予め意見を出してもらう

ということか。 

（青島）個別にやっていくと、防災に限らずいろんな問題が出てきてしまう。行財政改革委員

会で個別のテーマというのは難しいかと思っているが、今年度は東日本大震災があり市

民の皆さんの関心が非常に高い。行革委員という立場での防災を意識して、何をどう話

していけばいいのか、もし今日意見をお持ちいただいているようならお願いしたい。 

（笈沼）軌道修正するようなことを言って申し訳ないが、防災について思ったのが、防災委員

会というのがあるが、おそらく形骸化しているのではないかというのがある。議事録も

ない。防災の根本の進め方を市としての取り組むべきというのが１つ。もう一つは、い

ろんな体制を考えるときに、市民の意見がなく一つのセクションだけで発信されている。

まちづくり会議の中などで、しっかりと議論されるべき。11/10 に自治会連合会と市の幹

部の間で防災に焦点を絞った話し合いがあり課題もその場で検討されているので、防災

そのものは、そっちに任せていいのではないか。 

（野田）防災は重要なテーマであり、緊急性が高いと感じている。行財政改革においては危機

管理という観点で捉えるテーマかなと考えている。これから、どういう体制でという事

も併せて進めてもいいかと思うので、今年度は予定通り進めていきたいが。 

（柳田）次回勉強会に私の考え方を述べさせてもらって、それは湖西市の一部分だけを見ての

捉え方だが、市全体を見渡してどんな方向性でいくべきかという議論ができればと思う

が。 

（山下）行革の目的は、効率的な運営と財政の健全化。システムを作る話。防災や福祉の問題

は、インクルードしてやればいい。 

（野田）防災をこれからの自治体行政において、どう位置づけていけばいいのかという事は地

域によって違うと思う。今までの防災行政では防災は単なる一つの課の業務として対応

してきたのが決定的に問題である。本来防災は、全庁的に取り組むべき組織のはず。こ

れまでマニュアル化できなかった部分を行政組織としてどうしていくのか問われている

分野。研究もあまりされて来なかった分野だが、組織の問題は言われつつある。次年度

どうするかは別として、次回は予定どおり防災をテーマとして進めればいいのではない

か。 

（渡会）危機管理という事ではいけないんですか。 

（野田）危機管理だと守備範囲が広く定義しにくいかもしれないが、危機管理をテーマにして、

防災を中心に議論していくというのはどうか。 

（青島）勉強会の資料としては、現状の対策を説明するという事でよろしいか。 

（柳田）市としての守備範囲の現状をお伺いしたい。 
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４４４４そのそのそのその他他他他    

・ 青島課長より、外部評価実施方法についての資料を簡単に説明。詳細については、次回委

員会前の 9：30～説明させていただく。 

・ 次回勉強会 1 月 11 日（水）13131313：：：：00000000～～～～ 於：市長公室 

・ 第 5回行財政改革委員会 1 月 17 日（火）9:309:309:309:30～～～～ 於：市長公室 

 

以上 
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第４回 湖西市行財政改革委員会出席者名簿 
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 愛知大学地域政策学部准教授 

笈沼
おいぬま
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と し お

 自治会連合会 

田中
た な か

 俊男
と し お

 NPO 法人 新居まちネット 
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 智
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