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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 3333 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 11 月 22 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    

  (１)会議の進め方について 

    (２)行財政改革の仕組み・行政評価について 

３３３３．．．．議事内容議事内容議事内容議事内容    

  （１）会議の進め方について 

  （青島）2 回の委員会を終えて、会議の進め方について曖昧と感じている方もいらっしゃる

とお聞きしたので、意見を聞いて確認させていただきたい。テーマを前回決めたので、

それに沿って進めていただければと考えている。 

  （野田）今日は行財政改革の仕組みについて、次回は市民の目から見たサービスのあり方に

ついて、その次は防災についてテーマとすること、委員会と委員会の合間に勉強会を

行っていくことについては、前回までに確認しているが、今年度はこの進め方でよろ

しいか。 

      議事録については、もう少し細かくとっていただきたい。 

      委員の意見が最終的にどう反映されるかについてはわからない状況だったので、事

務局とも相談をし、年度末までに提言書を作り、市長に提出することを目標に進めた

いと考えるがいかがか。 

     具体的には、出された意見を次の会議までに議事録にしていき、提言書の素案を事務

局が作成し、その素案に対して意見や修正等委員で議論をし、年度末までに提言書を

まとめるという方法ということでいかがか。 

  （委員）委員からの異議はなし。 

 

  （２）行財政改革の仕組み・行政評価について 

  【取り組み説明】 

  （青島）湖西市での今までの取り組みについて資料 1～3 を説明 

≪資料 1≫・・・経緯と概要、体制、課題を説明 

≪資料 2≫・・・事務事業評価の目的及び方法を説明 

≪資料 3≫・・・ひとり１改善提案の経過及び現状、課題を説明 
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  【ひとり１改善提案】 

  （山下）ひとり１改善提案の提出を、人事評価や昇格昇任に反映したらいかがか。 

      （個人が自由に報告する今のやり方で）やる気が希薄なのが問題。インセンティブ

をつけてモチベーションを高める必要がある。 

   （野田）現在の仕組みで、ひとり１改善提案の提出にインセンティブはあるか。 

  （青島）表彰制度があり、課長代理以上の職員の前で市長から表彰状を渡している。 

      人事評価にはつながっていない。 

  （笈沼）行政の仕組みとして、インセンティブを制度化することは可能なのか。 

  （青島）現在の人事評価様式の中に、１改善提案の実績について評価する項目を追加し、上

司が評価することは可能。 

  （笈沼）業務分掌、単位職能に対して、どういう仕事がされるべきかという基準がないと評

価しようがない。改善をせっかくやっても、インセンティブという結果に現れなけれ

ば職員のモチベーションは上がらない。 

  （野田）個人の業務分掌や課としての事務分掌は決まっているのか。 

  （青島）課としての事務分掌は決まっている。個人の業務分掌については、事務分掌に担当

職員を正・副担当として記載している。 

  （野田）日々の業務については、事務分掌通りか、それともこれまでの流れや首長の指示で

事務を行っているか。 

  （青島）事務分掌にある課の仕事の目的は職員もわかっていると思うが、個別の事業につい

て課の仕事の目的に合致しているかについては疑問な所もある。 

  （野田）（現在の仕事の配分においては）ある程度の自分の仕事は分かってはいるが、頑張

ってやろうというところまではいかない。山下委員が言う改善をしていこうというモ

チベーションにはならない。 

  （青島）担当者が一から事業を変えることは可能ではあるが、よっぽどの思いがなければ難

しい。その理由は、予算が前年度に編成されるため、１年目は前担当者の決めた予算

であること、２年目の予算も１年目の中間に編成されるため年度前半の事業のことし

か経験のないまま編成することがあげられる。３年目の予算でようやく変更ができる

状態。（→以降【予算編成】へ） 

（藤井） 改善にも、例えば市民サービスの向上に関するものと、経費節減に関するものが

ある。そのどちらに高い評価をするのかの選択は難しい。評価を金銭（職員の手当て）

に結びつけるのは大変。行政にさまざまな仕事がある中で、事業間の比較も難しいの

ではないか。 

インセンティブとしては、職員が提案したことによって良くなったという市民から

の反応が一番であり、モチベーションの向上につながるのではないか。行政にとって

は職員が前向きに取り組んでいるというアピールになるし、市民にとっては市民の声

ポストへ提案したものが取り上げられているのだと感じられ、協働意識の醸成にもな

る。市民に公表することが可能であるならば、広報等で公表したらいかがか。 

  （野田）市民としても、意見がどう反映されて結果がどうなっているのかがわかるのはいい
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こと。 

      一方、職員への人事評価に反映することに関して、事業間の比較が難しいというの

はその通りだが、総合的に勘案して積極的に意見を出しているということに対して評

価を行うというのはできるのではないか。 

  （藤井）意見を積極的に出す職員は、それだけ真摯に取りくんでいることであり、それに対

する評価ということならいいのではないか。 

（柳田）１改善提案制度に関連して、私の勤めていた会社では、自己申告書を年に１回書い

ていた。書く内容は、「１年間の業務の中の問題点と、それに対する改善案」と「部

署異動の希望」だった。湖西市にこのような書類はあるか。 

  （青島）「業務の中での問題点や改善案」については、人事評価表の中で目標を掲げること

はできる。「部署異動の希望」については、自己申告書という名前の書類がある。 

  （野田）人事評価表の中に、問題点と改善案の欄はあるのか。 

  （青島）目標に対してできたかできないかという評価表なので、将来の改善について書ける

ようには出来ていない。業務目標欄に書こうと思えば書ける。自己申告書の中には、

どういう勉強をしているかなど書く欄はある。 

  （藤井）柳田さんの会社のように、１種類の中に問題点・改善点・アイディア・希望がある

から部署異動はここに行きたいというのと、別々に書くのは大きな違い。今の市役所

の根本的な問題だと思うのは、色々な事に取り組んでいるのに全部点で解決してしま

っていること。せっかく人事評価表と自己申告書があるのなら、もっとうまくつない

だらどうか。 

  （青島）人事評価表、自己申告書ともに総務課で作成しているが、目的が異なっているため

に１枚にはならない。また、人事評価表は課の上司が確認をしているのに対し、自己

申告書は上司が見るものでなく、人事に関わる限られた職員が見るものという違いも

ある。 

  （野田）行政の人事異動は、なぜこういう人事になったかということが、人事異動権を持っ

ている人にしかわからないようになっている。自己申告書に書いてもどの程度反映さ

れているかはわからない。この件だけでなく、組織の中で縦割りが出来てしまうのは

良くないので、関連付けられる情報は関連付けていくべき。 

  （柳田）書く職員にとっても、年に一度の一大論文だった。その職員がどういうことを考え

ていてどういう仕事をしていきたいのかを知るためにものすごく大事なものだった。 

（野田）個人のインセンティブにも関係してくるということですね。 

（山下）柳田さんが、生産性のある会社にいたというのもある。 

 

 【予算編成】 

  （→【ひとり1改善提案】中（青島）発言から） 

  （山下）四日市市のような総額管理枠配分（※歳入総額に応じて歳出予算を組むことを前提

に、各課に予算編成の権限の一部を委譲）を、導入してはいかがか。 

（野田）湖西では総額管理枠配分方式で予算編成を行っているか。 



 

 

4 

 

（青島）行っていない。 

（野田）今後検討の余地もある。 

 

【資料のわかりやすさ】 

（渡会）「事務事業評価」と「主要施策成果の説明書」との関連がわからない。予算と決算

を比較するときにも、予算書と決算書を見比べても非常にわかりにくい。どういう改

善・評価があるのかも含めて、関連させてわかりやすく作ってほしい。 

（野田）事務事業評価で使われている事業と、予算書で使われている事業とで、事業の名称

も異なり、事務事業評価の事業が予算書のどの事業のどの金額に反映されているのか

関連がわかりにくいということだが、湖西市としてはいかがか。 

（青島）分かりにくいのはおっしゃる通り。 

（笹瀬）予算書と決算書は事業コードというもので統一している。しかし、事業コードより

さらに細かい細事業については、予算と決算で一致していない場合もあり現状では管

理できていない。今年度取り組んでいる財務システム更新時に細事業コードまで管理

もできるかもしれない。細事業コードをきっちりと管理していくのは今後の課題。 

（野田）システムで管理できたとしても、市民の目に触れる資料がわかりにくくては紐解く

のは大変。資料をわかりやすくできないだろうか。 

（青島）主要施策成果の説明書は、決算書の補足資料として財政面の結果報告が記載されて

いる。成果という名前になっているが、内容は「成果・評価」というより「結果報告」

になっており説明資料としては不十分であり反省し改善しなければいけない。一方で、

事務事業評価は、企画政策課が各課に提出を依頼して作成している。企画と財政が連

携して、どういう成果があるかについて重点を置いて作成しなければいけない。 

（田中）主要施策成果の説明書は、もっと有効に使えないかと考える。 

（山下）主要施策成果の説明書が配られたが、中身の検討がされていない。例えば P111 の

企業立地推進費について、4億４千２百万円、H19 年度から累積で 8億 8千万円使わ

れているが、中身が何かという検討はない。 

（笈沼）事実データを正確に表しているということ自体に意味はあると思う。 

（藤井）山下委員の発言のような疑問が、多く出てくることを問題と捉えて、それを解決す

るためにどうするかを検討材料にすればいいのではないか。 

（野田）田中委員の発言のとおり、この説明書は一つ一つを吟味しても、大金が使われてい

ることはわかるが、どういう成果や問題があるのかはよくわからない。わかりやすい

成果報告書にしていくというのはいい意見だと思う。 

 

【事務事業評価】 

（杉浦）事務事業評価について、事業そのものが必要かどうかの評価はあるのか。 

（青島）評価の結果、廃止という選択肢はあるが、予算を計上して事業をやっている以上、

担当課から廃止と記載してくることはほとんどない。企画政策課で滞留するか、事業

仕分けのような外部評価によらないと、廃止という選択肢は出にくいのではないか。
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ゆくゆくは、事務事業評価を内部評価とし、事業が膨大なためすべてとはいかないが

選択した事業については、外部評価（事業仕分け）に諮ることを検討している。 

（杉浦）評価表を記入する前には、資料 2-2 であるように目的と手段の説明をするというこ

とだが、出された評価表の目的と手段のチェックは誰が行うのか。担当課長か、企画

政策課か。 

（青島）理想は、担当課長がチェック出来るようになること。今の時点では、企画政策課が

チェックを行っている。 

（杉浦）資料 2-1 の２行目に、『評価の対象とする事業は、添付の「H23 評価対象事業一

覧」にある事業』とあるが、「Ｈ23 評価対象事業一覧」を見せていただきたい。そ

れから、対象はどなたが選んでいるのか。 

（青島）基本的には、全事業。「Ｈ23 評価対象事業一覧」は、課から全事業というのが細

事業なのか事業コード毎の事業なのか判断に困るという意見があった為付けている。 

（杉浦）事務事業評価を監査委員は見るのか。 

（青島）見ていない。 

（藤井）評価が低くならないのは驚き。 

（山下）内部評価だから低い評価はされない。市民と行政の間の監査委員が機能していない

と意味がない。 

（野田）外部評価はどこかであった方がいい。一方で、圧倒的な情報量を持っている職員な

ので、最初は自己評価でも進めたほうがいい。 

    湖西市の事務事業評価表は、目的が意識改革にあり人材育成的な側面が強い。これ

まで評価がうまく機能してこなかった経緯があるので、そもそも各職員はどういう目

的で仕事をしているのかを確認してもらうのが、この評価表の第一の目的。 

（山下）内々では評価にならないので、「ジャッジメントは市民がする」という外部評価の

認識がないといけないのではないか。。 

（野田）事業をやめてしまった方がいい時など、判決型の評価の時にはそういった評価も必

要。 

（笈沼）評価表の中に、問題点と対策の欄があるが、中間に問題点の解析の欄がない。なぜ

問題が生じるのかの背景を解析しなければ意味がない。対策が解析なしに出てくるの

なら、既に出来るはず。どうすれば、問題に対応できるのかは頭ではなく解析から出

さないと意味がない。 

（青島）様式は 100%ではないので、実施していく中でより良くしていきたい。 

（杉浦）今、事務事業評価はやっているのか。 

（青島）既にやっている。 

（野田）来年度以降、より良くしていくということでよろしいか。 

（渡会）一律の様式で市役所の仕事をカバーできないのではないか。３つくらいの様式を使

った方が効果は出やすいのではないか。 

（藤井）様式を一律にしないというのは、賛成。さまざまな業務に柔軟に対応することが必

要。 
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（野田）様式については、検討の段階ではいくつかあった方がいいが、最終的には統一した

方がいいのではないか。評価疲れということもある。ただし、これだけでいいのかと

いうと問題もある。 

 

【市民の声のくみ取り方】 

（飯田）自分は、事業を何かやってもらいたいと考えている。書類に署名をして集めれば、

申請できるものなのか。 

（野田）市民の声などを利用する方法はあるのではないか。 

（笈沼）自治会要望書がある。 

（青島）自治会の要望書は、各地域に限られている。地域の枠にとらわれない事業をやりた

い人にとっては、使いにくい。 

（笈沼）市民まちづくり条例が出来ようとしている。市民が意見を出して関係市民で議論で

きる場作りを今やろうとしている。 

（野田）市民の目からみたサービスのあり方というのが、正に次回のテーマとなっている。

二元代表制（※住民が首長と議員をそれぞれ直接選挙するシステム）を補完するも

のとして、市民が直接言う機会はあった方がいいというのが飯田さんの意見かと思

う。市民の声意見箱や自治会などの既存のシステムとは別に、例えば、月１回市職

員が出向いて意見を聞くなど、直接意見を汲み取るシステムがほしいということで

はないか。 

（青島）総合計画策定時には、地域懇談会や団体懇談会を開催した。その時に、外に出ない

とわからないことは多いことを痛感した。担当職員が、意見を聞きにいくというの

は大切だと考えるがシステムまでは難しいかもしれない。 

（野田）まず、意見として聞いていただきたい。 

（山下）広報官がいるといいのではないか。職員の勉強にもなるし、説明が上手になる。 

（野田）広報の専門家が各課に配置されると良いということか。結果は分からないが、岩手

県で協働を推進するために協働担当者を各課に配置した例がある。 

 

【組織】 

（田中）ここ数年、実数はわからないが管理職の退職者が多いとよく耳に入ってくることが

気になっている。組織と人が生き生きとする為に、抜本的なところから改革をして

いくことが必要。管理職に負担感があるのなら、軽減策を考えないといけない。 

（青島）勧奨制度による退職者もいる。退職の理由は、わからない。 

（笈沼）この話は大切。課題に対し自分のセクションで解決できないことは、市長副市長に

相談できるような風土がないと、嫌な事を押さえてしまう。上下が何でも言える風

土づくり、風通しを良くすることは職場の根本だ。意図的に、風通しをよくするア

クションをしていくことが必要ではないか。 

（野田）職員間で風通しは良くないのか。気が詰まるように働いているのは気の毒な状態。 

（青島）良くないわけではないが、非常にいいとも言えない。例えば、合併があり若い職員
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は比較的すぐに馴染むが、管理職等の職員ではお互いの人となりがわからず様子見

をしているかもしれない。意図的に解消するための手立てをとっていくというのは

その通りだと感じた。 

（野田）話を聞く限りでは、そこまで深刻とも感じられないが、外から見ての感想は、内部

に対して水平的・協調的にやっていく印象。事務事業評価表の改善にしても、何と

かやってもらうために簡単にしている。他の市では、企画部門というのはもっと強

権的なイメージがある。 

 

  【信頼関係の構築】 

  （田中）昨年の新年のつどいに、国歌・市歌の斉唱がなくて驚いた。新居町では、式典で必

ず国歌・町歌の斉唱がセットになっていた。 

  （青島）新居町では、いろいろな集まりに町歌を歌うことが出来ていた。 

  （飯田）お昼に同報無線から流れてくるのが、市歌だとみんなわからなかった。 

  （青島）合併時に広報に歌詞を掲載したが、普及の手立ても考えていかないといけない。 

  （野田）市歌は、愛着をいかに高めていくかということにつながっていく。行政と市民が信

頼しあうことも行財政改革の一つ。 

  

  【チェックの仕組み】 

  （田中）結果チェックだけでなく、入り口でチェック出来る仕組みも必要。今日の中日新聞

に市民会館で１，０００万円以上のピアノを検討と出ていた。高いピアノを有効に使

える環境なのか、使用頻度など、点でなく線や面で検討してほしい。ゴミ焼却場も今

浜松に委託になってしまったが、スタート時が本当に良かったのか、決めたときの経

過がどうであったか検証に値する。現在の火葬場の問題も同じ。物事の始めに効果・

価値を吟味してやっていただきたい。 

  （野田）チェックをする仕組みが十分でないということか。チェックの一つとして、事業仕

分けも含めて議論いただければと思う。 

  （山下）監査が機能していない。月額報酬十数万円の非常勤監査委員と、それを支えるわず

かな職員（しかも異動する）で、制度が期待する監査機能が十分発揮されているとは

思えない。 

 

  【補助金】 

  （杉本）行財政集中改革プラン 10 ページの補助金の改革の内容欄に、「補助金等につい

て・・・・整理合理化を図る」とあるが、そのための根拠資料はあるのか。この補助

金は集中改革プランの中で一番評価が良く、目標金額に対して実績がかけ離れて良く

なっている。それまで無駄遣いしてきたのではないか。 

  （笹瀬）根拠資料としては、予算編成の際の資料として、どういう団体にいくら補助金が支

払われているか、過去何年間かの状況と補助についての評価が記載されたものがある。

補助金額は、努力で削減されたものと、団体自体が解散してしまうなど結果として減
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ったものがあり、どちらかというと結果として減った方が多いのではないか。減らせ

るものを今まで補助してきたというのもゼロではないと思う。 

  （杉本）市民サービスとして見た場合、補助は市だけでは出来ない事業をやっている団体に

支出しているのだから、補助金がないために団体がなくなったら市民サービスはマイ

ナスとも考えられるのではないか。例えば、お祭りへの補助がなくなったために縮小

したりなくなったりしたら、市民が集まってワイワイする場がなくなり市民サービス

の低下ではないかと思うが。 

  （笹瀬）最近はほとんどないが、お祭りで宴会をやるところまでの補助は理解されない。補

助金が真に市民サービスになっているのか、内輪で楽しむためのものなのか、評価は

厳しくしていかなければいけない。 

  （渡会）集中改革プランの参考欄にあるこれまでの取り組みというところに、H18～H22 の

取り組みを付け加えたほうがいいのではないか。 

  （野田）この集中改革プラン自体は、総務省が作成を求めたものだが、主要施策成果の説明

書同様に分かりやすい資料を求めるというのは大切。 

 

 

４４４４．．．．そのそのそのその他他他他    

 （１）次回について 

   【内容】 

（野田）市民の目からみた行政サービスのあり方というテーマで話し合っていく。 

    ・ＮＰＯや自治会との協働も含めた市民と行政がどう接点をもっていくのか？ 

     どう行政はかかわるべきか？ 

・補助金 

・職員の姿勢 

について話していくということでよろしいか。 

   （委員）異議なし 

 

   【日時】・委員会：１２／２０（火）１０：００～１２：００ 市役所２階市長公室 

       ・勉強会：１２／１３（火）１０：００～      市役所２階市長公室 

   【その他】まちづくり条例の報告会での、出席者からの反応を知りたい。 

以上 
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の だ

  遊
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 愛知大学地域政策学部准教授 

笈沼
おいぬま

 俊夫
と し お

 自治会連合会副会長 

田中
た な か

 俊男
と し お

 NPO 法人 新居まちネット代表 

杉本
すぎもと

 智
とも

治
はる

 浜名湖青年会議所 

藤井
ふ じ い

 早苗
さ な え

 湖新楽交流会代表 

渡会
わたらい

 一夫
い ち お

 一般公募 

柳田
やなぎだ

 年男
と し お

  〃 

山下
やました

 雅司
ま さ じ

  〃 

飯田
い い だ

 美代子
み よ こ

  〃 

杉浦
すぎうら

  登
のぼる

  〃 

青島
あおしま

 一郎
いちろう

 湖西市企画部企画政策課長 

笹瀬 浩高 湖西市企画部企画政策課課長代理 

小林
こばやし

 景子
け い こ

 湖西市企画部企画政策課 

別紙 


