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 第２回 下関市行政改革推進委員会の概要  

 

日 時：平成２２年１２月２２日(水)  

午前１０時００分～１２時００分 

場 所：商工会館３階第 1研修室 

 

■開会 
 
  出席委員数１１名により下関市行政改革推進委員会規則第５条第３項の委員会開催の定 

足数である過半数の出席があるため、委員会を開催する。 

 
 
■委員自己紹介 
 
 

■委員会の運営について 
 
  情報公開の観点から委員の選出団体及び氏名を記載した名簿並びに会議の議事の要旨を 

 市ホームページ上で公表することといたしたい。 

  なお、会議の議事の要旨については、発言の活性化を阻害しないように発言者名は伏せて 

公表したい。 

 

  （異議なし） 

 

■事前配布資料の説明 
 
  （当日席上配布資料の説明） 

  （事前配布資料の説明） 

   

【質疑・応答】 

［委員発言］ 

   事前配布資料の資料 1における 7つの将来像はもう決まっているのか？ 

 ［答弁］ 

    総合計画の基本構想のことをいわれていると思うが、これは平成 19年度から平成 26 年 

度までのことであるため 8年間固定されたものである。 

 ［委員発言］ 

   前回の行政改革（集中改革プラン）は、資料１における実施計画にあたるのか？ 

 ［答弁］ 

   全く異なるものである。   

    実施計画とは、総合計画を達成するために、どのような事業を実施していくかがまとめ 

られた計画であり、集中改革プランは合併したばかりの市で行政改革をどのように行うか 

をまとめたものである。 

 進捗管理については、行政評価システムの中で実施していた施策評価がそれに該当する 

と思う。 

 ［委員発言］ 

   下関市の総合計画で、例えば後期基本計画のいろいろな項目、重点項目を達成していく 

  ためには、市の仕組みを見直さなければならない。そのために行政改革を実施しなくては   

  ならないのかと思っていたが、実施計画と行政改革は関係ないのか？ 
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 ［答弁］ 

   行政改革自体が実施計画を管理するツールではないという意味で関係がないと説明し 

た。 

従前の行政改革は、無駄を削減する具体的な項目を掲げ、実施してきた。 

   今回の行政改革は、新たな環境の変化の中で地域のことは地域で考えるということがあ 

り、これに対応していくためには経営する行政へと改革を行いたいと考えている。 

 

■素案に対する質疑・応答 

 ［委員発言］ 

今の借入残高はいくらあるか？ 

毎年ずっと計画的に返済はしていると思うし、返す以上は借りないということをしてい 

ると思うが、持続可能な財政運営といっても、現状の厳しさが分からない。 

 ［答弁］ 

   いわゆるプライマリーバランスは保たれており、また借りた金額についても返済の見込 

みがあるものである。 

  平成 21年度の決算では黒字であった。 

  借入についても返す当てがあるかどうかが重要であり、それは現在クリアしている。 

 ［委員発言］ 

   「管理」と「経営」の違いがよく分からない。 

   民間の経営を真似たいのか？企業経営をしたいのか？ 

   民間ではカネを稼ぐというイメージが強いと思うが・・・ 

 ［答弁］ 

   企業経営の概念を取り入れたいと考えている。 

   「儲ける」というのは、市の目標とは異なるが、例えば「市民」を「顧客」と捉え、 

マーケティングをして、適切な行政サービスを提供していくというような内容である。 

   補足的に説明すると、昔は右肩上がりの状況であったため、新たに行政課題が発生して 

も、それに財源を付与して課題解決を行えばよかった。 

 今後は「歳入が減る中」で「何をどのように行うか」を「戦略的」に決定していかなけ 

ればならない。 

   現在はインセンティブ予算制度を導入しており、創意工夫を促しているところではある。 

 ［委員発言］ 

   職員の意識改革について、内向きな職員が多いというか、広報に問題がある部分もある 

と思う。情報開示や広報の仕方を改めるという手法も検討すべきテーマではないか？ 

 ［答弁］ 

   今後住民との協働という問題が発生してくると思うが、そのためには市の情報開示は重 

要な条件となると思うので、検討いたしたい。 

 ［委員発言］ 

   現在、市では地域内分権を進めているが、本庁と総合支所の連携について、指針の中で 

  はどのように整合性を取っていくのか？ 

 ［答弁］ 

   地域内分権は、総合支所において権限の委譲を行う等、いわゆるミドルマネジメントの 

強化の先行事例のひとつと言える。 

   総合支所の話を特別に記載する必要があるかを含めて、検討する。 

 ［委員発言］ 

   公共施設と出資法人に関する調査は、集中改革プランでも取り組みがあったが、今回も 

改めて記載する理由は？ 
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 ［答弁］ 

   出資法人は、確かに従来から実施してきたが、公益法人改革への対応など環境が変化し 

たため、集中的に実施すべき内容と考えた。 

 また施設調査については、今後の建て替えを検討しないといけない中で、人口減や収入 

減といった環境変化も重なり、見直しが必要と考えている。 

   出資法人の問題でいうと、施設管理はこれまで公社が行っていたが、今回民間に指定管 

理の競争で負けた。例えば 100人の職員のうち 30 人が職を失うことになる。 

 公社を含めた出資法人の見直しが急務となっている。 

   また遊休資産の活用も検討しなければならない。 

 ［委員発言］ 

   指定管理者制度を導入するときに市内業者の活用と経費の節減等の優先度は？ 

   例えば生涯学習プラザは市外の業者の方が多く入っているようだが。 

 ［答弁］ 

   生涯学習プラザは建築当初から民間活力の導入ということで、特殊な事例に当ると思う。 

現在は、市内業者の活用についてはお願いできる程度である。 

 本市が今取り組んでいる市内発注は、ケースにもよるが優先順位は高いと考えている。 

 ［委員発言］ 

   マネジメントツールの確立においては、問題点として、経営という視点で見たときに今 

の仕組みで問題があったと考えているのか？ 

それとも「企画・財政・人事部門での連携不足が全体最適の障害となり、」と記載して 

いることから、組織の見直しを含めた検討を考えているのか？ 

 ［答弁］ 

   あくまで仕組みの見直しを考えている。 

 ［委員発言］ 

   民間では、一旦組織をバラバラにして考える手法がとられることがあるが。 

 ［答弁］ 

   行政の場合は、職能別で主に組織構成が行われている。 

   民間のような事業別やスタッフ制は、一部自治体で実施しているが、そこまでは考えて 

いない。 

 ［委員発言］ 

   素案の中で、評価システムの連携不足が問題提起されているが、具体的にはどんな問題 

があるのか？ 

 ［答弁］ 

   実施計画の改定と行政評価の中で似たような業務を行っているなどの現状がある。 

   その辺が一本化出来れば機能的であり効果的であると思う。そういった意味で連携とい 

う言葉を使っている。 

［委員発言］ 

      市民が見たときになんだろうと思うので、表現を変えるなどにしたら良いと思う。 

［答弁］ 

   表現を再度見直して、市民の方に理解しやすいように検討していく。 
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［委員発言］ 

 「限られた行政資源の中での行政経営は」という表現はマイナスイメージがある気がす 

る。民間企業は利益を上げてその利益を投資に回して企業活動を継続している。この街が 

良くなったらいいなという様なところは行政も同じだと思う。 

 例えばこういう事業をする場合はどれぐらいのお金が必要なのか、そのお金の分担費は 

どうしたらいいのかという事を含んだ行政経営をやってもらいたい。 

 そういう意味では「経営会議」が、そのような議論をするところになると思う。しかし 

今の表現では限られた資源の中でどうするのかという会議で終わりと捉えられる。 

 街を良くするにはどうしたらいいのかという積極的な議論の場として経営会議をして 

いって欲しい。民主党が事業仕分けで削るということをやっていて、増やすことに悪いイ 

メージがあるようなので、そこを考えて頂きたい。 

［答弁］ 

   限られた資源の中で何を削るかを進めていくのではなく、積極的に限られた資源の中で 

選択と集中を行い、どうしたら市民の満足度を上げられるかを考えていこうとしている。 

［委員発言］ 

   公共施設調査と公益法人改革を実施すると健全な財政が保てるようになるのか？ 

それとも無駄だと認識した上での対策なのか？ 

もしくは対策の中の一部に過ぎず、その中で優先順位の高いものを掲げているのか？ 

財政のシミュレーションに対する対策の規模感はどうなのか？ 

［答弁］ 

   財政課が中長期の財政計画を立てている。この中では毎年度返す金額は分かっているが、 

将来どのようになるのかというシミュレーションは実際にはよく分からない。 

    将来的な財政需要では、公共施設の面では一部橋梁などの数字は分かる。 

しかし市が持っている公の施設は、耐用年数があるが、方針上ライフサイクルを伸ばす 

ということはあるが、どれをどれだけ長持ちさせるべきなのか、いつ改修をするのが適当 

かなどについて把握していない。 

 まずは、これらの数字を加えたときに財政需要がどうなるのかということをしっかり把 

握する必要がある。この結果として、ある程度の施設の統廃合をするとか、改修はしない 

などの判断をしていくことになる。 

［委員発言］ 

    ミドルマネジメントの領域に権限が委譲されることになる。 

この中で部課がある程度独立してバランスをとって運営していくことになると思うが、 

何かが突出したり、足りなかったりしないように、各部課の動きを総合的な視野でチェッ 

クする機関がいるのではないか？ 

その場合新しい庁内組織を作るのか、経営会議がその機能を担うのか、もしくは外部に 

チェック機関を置いてチェックをしていくのか？ 

 何か想定しているものはあるのか？ 

［答弁］ 

   不正をチェックするということか？権限を与えた後の成果の評価をチェックするとい 

うことか？どちらのチェックのことか？ 

［委員発言］ 

例えば今までは行革担当課とかが、ある程度トップマネジメントの領域で管理していた 

ところが、権限委譲により各部局任せということになるということなので、そのあたりの 

チェックのことを聞いている。 

外部の機関に見張らせるなどは想定していないのか？ 
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［答弁］ 

   それは特にしていない。 

結局最後は職員の意識改革の話になると思う。 

職員一人一人が自覚をした上でやれば、本当はこのような指針を示さなくてもやってい 

けるものと考えているが、権限委譲をした部局もしくは課所室の長のミドルマネジメント 

で必要となってくるものと思う。 

このため権限を与えれば責任がでてくるので、その辺りを自覚させた上でのことになる。 

［委員発言］ 

   ミドルマネジメントの領域の代表者の連絡協議会とかは想定していないのか？ 

［答弁］ 

   具体的には考えていないが、参考にさせて頂く。 

［答弁］ 

   平成 25年度の実施を目標に新しい人事評価システムを準備している。各部局の年間の 

目標を定めさせ、1年間どれだけ達成できたかを評価し、またその下では、各課所室にも 

年間目標を定めさせ、1年間どれだけ達成できたかを評価するものである。 

重要施策をその年度に１、２掲げて重点的にやっていく。そういったもので各個人の資 

質の向上も望める。またそういったものを評価していこうという流れである。 

民間ではすでにこのような手法が採用されており、ある程度メリットやデメリットがあ 

  ることは承知しているが、要するに目標を設定してそれに向かって努力する形を導入しよ 

  うとしている。 

［委員発言］ 

   前段では財政再建団体にならないようにしなければならないと記載しているが、歳出の 

方では、これから公共施設の改修などにお金がたくさん要ることになるのではないか。 

歳入のことに触れるのはなかなか難しいと思うが、持続可能な財政といったときに、メ 

ニューは他にないのかと感じる。 

別にこれが当面の仕組みづくりの中で優先度が高いということならば、仕方がないと思

うが、もう少し検討してもらえればと思う。 

［答弁］ 

   今のご指摘の件だが、委員も言われたとおり、２年間で優先度が高いものを掲げている 

のが現状である。 

［委員発言］ 

   市の職員がこれを読んで頑張ろうという気になるか。危機感を煽るばかりで予算を削る 

ことや責任は住民が負わなければならないなど全体的に厳しい内容が記載されている。 

一方では、財政は現在健全にやっていると言われても実感がわかない。 

後期基本計画策定の議論の中でも、実現不可能な内容かもしれないし、市の専門家から 

したらそんなこと言ってもお金がないよって言われるかもしれないが、下関で暮らす市民 

として「こうだったら、下関市の人口も増えそうだな」というような前向きな議論をして 

きた。 

   そう考えたときに、公務員は給料やボーナスをたくさんもらって頑張ろうというよりは、 

公の仕事で市民のために頑張るという働きがいを動機付けとしていると感じている。 

 現状課題に「後期基本計画を達成するために」という文言が必要なのではないか。 

 指針が、職員にとって、もう少しがんばろうという気分になれるものになればいいと思 

う。 

 ［答弁］ 

   １ページにそのような表現を含んでいると思うが、見直しを検討したい。 

 ［委員発言］ 
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    財源のところで歳入の増加という概念をどこかで入れてもらえば、将来に希望が少し見 

えると思う。人口の減少と扶助費の増加ということで、限られた財源をどう使うかだけを 

考えるのはジリ貧で、将来に対して積極的な希望が見えないという印象がある。 

実際には、２年間で歳入の増加というのは難しいと思うが、どうすれば歳入の増加が図 

れるかを検討してもらえれば市民として将来に希望が見えるのかなと思う。 

［委員発言］ 

   職員の意識改革や職員のやる気を引き出すということは、一番重要な所だと思う。 

   例えば、山口県漁業協同組合は４年前に合併をし、大きな借金を抱えて発足したところ 

である。しかし組合員５千数百人が集まって、繰越欠損金を一日でも早くなくそうと５年 

間の目標を立てて、がんばったところ１８億の借金を１年前倒しで完済したところである。 

 これはすべて上からの命令というよりは、組合員全員がなんとかやろうという意気込み 

があったからだと思う。 

 今頃になって市では、職員のやる気を引き出すとか記載しているが、いままでやってこ 

なかったのか。そのあたりがどうなのかなと感じた。 

 私がよく世話になっている部署ではしっかりやっていると感じているが・・・ 

 全体的には、まだそこまでいっていないのか？ 

 ［答弁］ 

   民間の方から比べれば、まだまだ足りない部分が多いという印象だと思う。 

   しかし、すべての公務員がそうだということではないと思う。 

   より効率的で、より戦略的な行政経営を行っていこうとするとき、職員数は減少してい 

く現状の社会環境にあって、いままでと同じやり方をやっていては、取り残されていくこ 

とは目に見えている。これからさらに高い資質が求められることになる。 

［委員発言］ 

  前回も委員から「経営であれば、成果が求められるということになる」という意見があ 

った。 

成果とはビジョンとも言えると思う。本市の総合計画には７つの将来像があるが、これ 

は基本理念よりは一つ落として具体的な将来像として記載されている。 

しかし、これは１０年前にも１０年後にも通用する内容である。これは具体的なゴール 

  に成り得ない内容である。指針の中で目標の明確化というのが記載されているが、いまひ 

とつこの７つの将来像では目標が明確化されているとは言えない。もうひとつ踏み込んで 

明確化しなければならない。一応指針のトップマネジメントの中で「総合的な政策方針（政 

策目標）を明確化し」と記載しているが、この表現では、この内容についても全員が目標 

を明確化するという意思統一が図れないと思う。 

  読む人皆が分かる、理解に齟齬がないことが明確化することである。例えば数値等で表 

すとか、何年度にはこうなっているとかのゴールをみんなで共有できる状態である。 

  現在の将来像は、読む人みんなが異なったイメージを持つ目標となっており、ビジョン 

とは言わない。 

 例えば総合計画の中では、人口と交流人口の目標値は示している。 

 通常このように目標が明確であれば、目標を達成するためにどうすればいいか戦略をた 

て計画を作ることができる。本来ＰＤＣＡサイクルのＰの部分では「何年度にはこうなる」 

という明確なビジョンがあって計画を立てるはずのものが、どうもビジョンが不明確なま 

ま、計画をつくっているように感じる。 

 やはりビジョンに併せて、計画を作る。ビジョンを実現するために計画を実行し、どん 

なに長くても１年間に１回、できれば最低でも４半期に１回はチェックをしなければなら 

ない。 

 実現不可能になった目標に向かって頑張らないといけない職員が一番かわいそうであ 
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る。それでやる気がでるわけがない。 

 職員から具体的な改善案の話が出た場合は、それはＤのところを変更するのか、Ｐを変 

更しなければならないのか、根本的にビジョンのところを変更しなければならないのか、 

即座に対応しなければならない。 

 まずＰＤＣＡサイクルが長すぎるというのが１点。 

 ２点目にはビジョンが明確でない。 

 ＰＤＣＡサイクルは、市全体のサイクルとそれとは別にミドルやローワーのマネジメン 

トの領域でのサイクルがある。ローワーマネジメントでは日常的な見直しが必要である。 

またミドルマネジメントの領域では、外部からの評価は受けなくて独自で完結しなければ 

ならない。前回の行政改革をみるとサイクルの中で発生したものというより、通常業務に 

対して横から入ってきたように見える。職員は通常業務をしながら、行政評価をやらされ 

ているといったように捉えているかもしれないが、本来ＰＤＣＡサイクルは業務の中で一 

貫して行われるものであり、呼吸するかの如くセットで行われなければならない。 

 そのため、ミドル以下では一貫して行われなければならない。また改善案は現場から即 

座にあがってくるため、あがってきた改善案を活かすかどうかをすぐに判断する訓練を、 

特にローワーの部分ではしなければならない。 

 どうすれば職員に伝わるかは、職員の意識がどのようなレベルにあるか分からないため

不明だが、現在の表現では伝わらないと思う。 

［答弁］ 

  各委員から表現が分かりにくいという指摘も多くいただいたので、現在お示しした素案 

をもう一度見直し、再度提示することといたしたい。 

 特に、現状課題のところ等は本日配布した資料を使って、分かりやすくするなどしたい。 

［委員発言］ 

  基本方針の現状課題で「新しいまちづくり」とあるが、一言で済ますのか。その前に基 

 本計画の中でも使われている「元気な」という言葉を足してはどうだろうか？ 

 歳入の文言も意識させるためには、文言を入れるだけでもいいので検討してほしい。 

 

■第３回開催について 
 
  平成２３年１月１４日、１９日で調整 

 

■閉会 

 


