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１． 開会 

２． 議題 

議題１）平成27年度事務事業の再構築の実施結果について 

外部化（アウトソーシング化、協働化）をテーマに実施した平成27年度の

事務事業の再構築の実施結果について、報告を行った。 

 

【発言要旨】 

会 長： 事務事業の再構築の実施に当たり、14 事業についてヒアリングを行

い、会議等を経て、２事業について第四次行政改革推進計画の改革項

目として新たに位置付けるとの結論になったとのことですが、このこ

とについてご意見ご感想をお願いします。 

 

委 員： その２事業の一つに、理科支援ティーチャー配置事業の見直しがあ

げられていて、ここには、平成 29 年度末の成果目標として、「ＰＤＣ

Ａサイクルを回す体制を整える。」ということが書かれていますが、こ

のイメージはどのように考えているのでしょうか。ＰＤＣＡサイクル

は繰り返していかないといけないわけですが、ＰＤＣＡの C（＝チェ

ック）の部分でどういう形で効果を測定していくのでしょうか。効果
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○議 題／・平成 27年度事務事業の再構築の実施結果について 

・第四次浦安市行政改革推進計画の進捗状況について 

・その他（浦安市まち･ひと･しごと創生総合戦略の策定について） 



がないからやめるということでは意味がありません。何回も繰り返し

て回すことでスパイラルアップしていくことが重要です。この事業で

どういったＰＤＣＡサイクルを回していこうとされているのでしょう

か。もし検討していることがあれば教えていただきたいです。 

 

事務局： やはり事業を行うに当たっては、評価指標を何かしら設定し、効果

測定を行うことが必要です。理科支援ティーチャー配置事業では、理

科の関心や成績の上昇を目指しているので、学力テストを実施して、

成績が実際に上がっているのかとか、アンケートを実施して、本当に

理科への関心が高まっているのかとか、設定した指標を達成できたか

をチェックしながら、次のステップにつなげていこうということを考

えています。 

 

委 員： たしかに、事業の評価は必要だと思います。お子さんの理解や関心

を高めるという目標があるので、アンケートを実施して、関心が高ま

ったことを確認するのも１つの成果だと思います。ただ、評価した結

果を何につなげるのかということが見えてきません。そのため、なぜ

評価しないといけないのかと考えてしまいます。評価をしたものが具

体的に次にどう生かされるのかという部分をはっきりとさせてサイク

ルにしていかないと、全体としての効率は上がらないと思います。 

 

事務局： この事業では、今年度からは理科支援ティーチャーだけでなく学生

ボランティアも導入しようと考えています。浦安市では理科支援ティ

ーチャーは教員免許を持つ方のみとなっていますが、学生ボランティ

アは免許を持つことを要件としていません。成果を分析し、この２者

を取り混ぜながらうまい配置バランスを決めていくことにもつなげら

れると思います。 

 

委 員： 配置計画にも反映させられることができるということですね。 

 

事務局： 一つ補足をすると、必ずしもこれまで事業評価をやってこなかった

というわけではなく、見えづらかった部分があるということです。試

験の成績は、実際上がっていると聞いていますし、この事業は、市と

してもこれから充実強化していくということを打ち出しているので、

これまで見えづらかった部分をはっきりとさせるために、今回取り上

げたというところが大きいんです。 



会 長： 評価するためのデータっていうのは、結構いろいろなところで出て

います。最近はビックデータもどんどん使えるようになってきていま

すし、そういったものを活用する手もあります。わざわざ個別に細か

くデータを出そうとすると、それはそれで非効率になります。いずれ

にせよ、こういうことを目指しながらやっていこうという姿勢は重要

です。 

 

委 員： 事務事業評価っていうのは、今はもうやっていないんでしたっけ。 

 

事務局： 事務事業評価は、震災のときから、事務事業の棚卸しというかたち

に少しシフトチェンジしました。それまで事務事業評価は、毎年全事

業に対しやっていたのですが、毎回中身があまり変わらないというこ

とや、労力の割りにはというところがありましたので、評価のサイク

ルを変えて３年に１度、細事業ごとに棚卸しということに変えました。 

 

委 員： 棚卸しをした時点ではおよそ 600 あった事業のうち、今回見直しを

行うべきという結論に至ったものは、２事業だけでした。やはり、外

部化というテーマ設定が難しかったのでしょう。民間ができないから

こそ、公共の部分でやってきた仕事が多いので、それを改めて外部化

しようとしているのですから、そういうことなんだと思います。 

平成 28年度はまた棚卸しを行うということですので、次のテーマと

して個人的に考えていただきたいのは、業務の重複についてです。い

くつかの部署で似たようなことをやっていることが多々あります。他

の自治体などでも、様々な部署が「なんとか便り」というものを出し

ています。それぞれ個々で発行されているのはわかるのですが、あち

こちから「なんとか便り」が来て、市民からすると、またかと思って

しまいます。あとは、福祉においても、似たような支援事業が各課で

行われていたりですとか。財政的な面で負担を減らしていくためには、

重複した事務事業を整理していかなければならないと思います。次回

の参考としてもらえればと思います。 

 

議題２）第四次浦安市行政改革推進計画の進捗状況について 

第四次浦安市行政改革推進計画の改革項目について、計画初年度の進捗状

況と平成28年度から新たに追加する３つの項目について、説明を行った。 

 

委 員： 今更ながらですが、「奨学資金制度の見直し」という改革項目の目的



が、学習機会の拡大にあることからすると、「（3）健全な財政運営の推

進」の中に位置づけたのは、何故だったのでしょうか。 

 

事務局： ご存知のとおり、第四次行政改革推進計画は、お金を使うところに

は使って、効果のないところは削っていくという視点で考えられてい

ます。優秀で学習意欲はあるのですが、経済的問題により思うような

学習ができない子どもたちに、積極的にお金を出して学習機会をどん

どん与えていこうということも、本市の行財政運営上の考え方の一つ

ということで、この場所に位置付けています。 

 

委 員： 使用料・手数料の見直しに関してですが、これは「使用料等設定及

び改定基準について（指針）」に基づいて行っているようです。これを

市のホームページで確認したところ、減価償却費まで含めて回収する

ような形になっているのですが、もしそれをやっているとすると、こ

の程度の引き上げではとても回収できないのではないでしょうか。ほ

とんどが、全体コストのうち使用料・手数料により回収する割合を 50％

に設定しているので、半分回収できればよいのかもしれないですが。

ただ、減価償却費をしっかり把握できる体制はまだ整っていないはず

ですし、建物だけではなく備品も含めて計算するような形になってい

ますので、どこまで厳密にできているのかというのが気になります。 

別表の使用料等算定表を見てみますと、大きく３つのことを計算し

ており、１つ目が減価償却費、２つ目が経常的維持管理経費、３つ目

が人件費で、この全部を計算して合算したものを利用者数で割って出

すという式になっていますが、これらをしっかり計算できる体制にな

っている自治体は少ないんです。特に減価償却費に関しては、建物に

関しては、国の統一的な基準の関係で固定資産台帳を作らないといけ

ないので、かなり進んできてはいますが、備品に関してはここであが

っているような減価償却費は正直出せないんです。備品の取得原価ま

で記録しているところは少ないです。人件費に関しても、どういう形

で配分するかというところが悩ましいですし、今回の見直しは、本当

にここで上がっているコストに基づいて計算されたものなのかどうか

がちょっと疑問に思います。他の団体でも使用料等の統一基準を作ろ

うということをしていますが、なかなかできていません。これをちゃ

んと運用できるかどうかが重要だと思いますし、当然ですが、場合に

よってはもう少し公会計の統一的な基準のほうが進んできますと、ま

た改めて見直しが必要になるのではと思います。 



ちなみに、今回の見直し作業は、全ての使用料・手数料を対象にさ

れたのでしょうか。 

 

事務局： 今回、全ての使用料・手数料のチェックを行いました。 

   今回の見直しに当たっては、市民生活への影響も考えて、一回に上

げる額の上限を 1.5 倍程度にしています。何段階かに分けて減価償却

費にあわせていくという形にしようとしていまして、今まで低かった

分、大幅に料金が上がってしまう部分もありますので、上限を定めま

した。結果的に何年かかかることにはなりますが、３年ごとに見直し

ていくという方針のもとに考えていくこととしています。 

 

委 員： そこまで話が進んでいないかもしれないですが、その年度に支出が

行われるわけではない減価償却費まで含めたコストだと、基本的に今

までは使った分だけのお金を回収していたのが、使った分以上のお金

を回収することになるため、見た目としては余りが出るように見えま

す。それをどう使うか。次の施設の更新のためにストックするような

仕組みを作るのか。そうすると、複数年度の会計になってくるため、

今の自治体の予算決算に馴染まない部分が出てきてしまいます。問題

や課題が出てくるとは思いますが、私はいろいろな団体が、使用料・

手数料の検討に当たって、減価償却費まで検討の対象に含めるべきだ

と思っていますので、ぜひ進めていただきたいです。ここは形式化し

てしまうのではなく、中身を実際に運用できる形に進めていただきた

いなと思っています。当然公共の部門ですから、本当に全部回収する

のがいいのかという疑問はあると思います。当然税金でまかなわない

といけない部分もあると思いますし、そのような点も含めて検討を進

めていただきたいなと思います。 

 

会 長： このくらい取っても全然回収はできないんですよね。いずれにせよ、

これについても、しっかりやっていくんだという姿勢を示しておくこ

とは、重要だと思います。 

 

委 員： 先程の事務局の説明の中で、改革項目の進捗状況を、ＡＡ、Ａ、Ｂ

という３区分に分けて説明していました。例えば、既存幼稚園の認定

こども園への移行という項目はＡＡ判定になっていましたが、これは

平成 29年度末に設定していた目標が初年度で達成できたからＡよりも

良いＡＡ評価になっているのでしょうか。だとすると、今Ａ判定のも



のは、３年間のスパンの中で結果を出すというのではなくて、仮に 28

年度中にできてしまえば、次回はＡＡ判定になりますでしょうか。３

年計画だからといって３年かけてやるのではなく、事業によってはも

っと早くスピード感を持ってやったほうがいいものもあります。また

逆に、じっくり時間をかけて確実にやったほうが良いものもあると思

いますが、このあたりの評価の考え方はいかがでしょう。 

 

事務局： 今回の AA、A、B といった判定については、既に目標達成したもの

を AA、順調に進行しているものを A、進行に遅れのあるものを B 判定

としました。委員が今が言われたような、早くできたものにはより良

い評価をといった視点など、いただいたご意見も参考にしながら、次

回また評価の仕方を再検討します。 

 

議題３）浦安市まち･ひと･しごと創生総合戦略の策定について 

年度末に策定、公表を予定している浦安市人口ビジョンと浦安市まち・

ひと・しごと創生総合戦略の内容について、説明を行った。 

 

委 員： 浦安人口ビジョンの中で、市民アンケート調査のことが載っていま

す。これは、無作為抽出ということで、私も実はアンケートをいただ

いたのですが、回収率が 44.92％となっていて、意外に多いなと感じま

した。ただ一方で、私も働いており、支払っている住民税で調査した

にも関わらず、転出を除く市民の方で 44.92％の 1,123票の回収という

のは少ないのではないかなとも思います。１人送るだけで 140 円かか

るのに 1,377 人の方から返信が来ていません。もっと回収率を上げた

いのであれば、回収率が上がるようなアンケートにすべきなのではな

いかと思いますが、この点については、どのようにお考えでしょうか。 

 

事務局： 今回の回収率については、他市でこのような意識調査を行った時の

回収率より浦安市のほうが良い数字であると、多くの方面から聞いて

います。通常市で行っている一般的な市民意識調査と比べますと回答

率は少しだけ落ちるのですが、一般的な市民意識調査はもっと幅広く

政策について尋ねることが多いのに比べ、今回のアンケートの主要な

視点は子育てなどに特化していました。いつもであれば 50％出るか出

ないかといった回収率なので数％は落ちるかなとは思うのですが、他

市の方たちと話をすると 30％後半というところが多いと伺っているの

で、数字としては良いほうだと考えています。また一般的にアンケー



トは３分の１程度の回答というのが多いと聞いていますので、それと

比べても今回の回収率はそこまで低い数字ではないと思っています。 

１番いいのは簡単に答えられて、設問数も少ないアンケートですが、

その反面皆さんの細かな意識を把握したいのでどうしても分量が多く

なってしまいます。毎回悩みながら作っているというのが正直で、現

状は試行錯誤の繰り返しになっています。 

 

委 員： 例えば、メールなどにバーコードリーダーのようなものを付けてそ

こから回答できるようなやり方はできないでしょうか。その方が、多

くのスマホなどをお持ちの方々などは回答しやすいかなと思いますが。 

 

事務局： 無作為に対象者を選ぶようなインターネットアンケート調査は、現

状ではできていません。インターネットを使ったものとしては、市政

モニター、いわゆるＵモニがありますが、ご指摘のような方法は、今

後の課題と考えています。 

 

委 員： 学生さんの回収率が 85.75％とあって、学校で配っているから回収率

が高いんだろうなと思いますが、そのくらいアンケートとして回収で

きればやりがいがあるなとも感じました。 

 

事務局： データの有効率という面では決して問題はないのですが、実はもっ

と回答量が欲しいのは事実です。今は国勢調査などもスマホ対応にな

っていますし、今後はどんどん見直していかなければと考えています。 

 

委 員： 人口ビジョンの中、人口の将来展望ということで、市独自の推計で

1.09という出生率があるのですが、これは 10年前だともう少し高かっ

たのでしょうか。別に 10年前でなくてもいいのですが、推移を知りた

いです。 

 

事務局： 今回使っているデータは最新のもので平成 26年のものですが、10年

前の平成 16年は 1.14となっています。 

 

委 員： 去年の数字よりも落ちていますでしょうか。 

 

事務局： 前年の平成 25年からは落ちています。最近は行ったり来たりですが、

10年前と比べるとやはり落ちています。 



 

委 員： 10年後はこの1.09もおそらく割っていくのでしょう。どこの自治体

でも同じだとは思いますが、悪いパターンというものも考えておくべ

きです。県などはもう少し高い数値となっていますが、東京に行けば

いくほど結婚しない人が多くなると仮定すると、悪いパターンを想定

したものを１つ入れてもいいのかなと思います。 

それと、まち・ひと・しごと創生総合戦略の中で、良質な住宅スト

ックの形成と、多様な住まい方ニーズへの対応ということが書かれて

います。これからは、古くなった住宅を転売したり、このような取り

組みを浦安もやっていかないと、ゴーストタウンとまではいかないで

すがマンションに最後は親御さんだけで住むといったような形になる

のではないかと思います。良質な住宅ストックの形成と、多様な住ま

い方ニーズへの対応というのはすごくいいことだと私は思うので、ぜ

ひ進めていっていただきたいです。 

 

委 員： 浦安市まち・ひと・しごと創生総合戦略を見て、大変夢があり積極

的なことをやっていこうとしているのがよくわかるのですが、その分

非常に市の負担が大きくなると感じました。新しい事業をたくさんや

れば費用がかかるのですが、こわいことに浦安市は今お金を持ってい

るから、できてしまうんです。例えば、同じような戦略を他の団体が

作ったとしても、とてもできないです。今やることすら手一杯な状況

なので新しい事業をやろうとしてもできないんですが、浦安の場合は

できてしまいます。 

しかし、将来的に人口が減ってくれば、さすがの浦安市でも、お金

が無くなってきます。そうすると、総合戦略で広げてしまったものが

大きな負担になるようなときがやってきます。夢を描いて新しい戦略

で事業を展開していくことも必要ですが、今はどんな団体も、やろう

としていることは、身の丈に合った行財政運営です。そういう意味で、

もう少し考えてみる必要はあると思います。 

また、これだけのものをどう優先順位をつけて進めていくのか、こ

れだけ挙げてしまっただけに非常に難しいことになると思います。こ

の総合戦略に有効性を持たせるうえで、考えなければならないことが

まだまだあります。これを進めていくうえでのご意見をということだ

ったのであえて言わせていただきますが、やはりこれらのことが将来

どのような影響を持つのか、あるいは、それを維持していくことが浦

安市にとってどれだけ負担になるのかということを考えながら進めて



いっていただきたいです。新しい事業をやるときには、本当に続けら

れるのかどうかということを考えながらやらないと、厳しい状況にな

っていく気がします。 

 

委 員： 今の話と関連するのですが、施策ごとにどれくらい経費がかかった

かということを把握できるシステムになっているのでしょうか。 

 

事務局： 前回の委員会の際もご説明したのですが、今回の総合戦略は、新し

いものというのは実はあまり入っていません。浦安市は、震災以降に

各行政計画を見直してきておりまして、今回の戦略策定は、それらの

うちの主要なものを再構築するという意味合いが強かったのです。私

たちも新しいものを作れば作るほど将来的な負担が増えるということ

は理解しているつもりですので、示し方としては積極的にと思ってい

ますが、やることはできるだけ地に足のついた形で内容の充実を図っ

ていこうという視点でまとめてきたつもりなので、先ほど委員が言わ

れていたご意見は常に意識し続けていきたいと思います。 

金額のコントロールに関しては、以前やっていた事務事業評価がな

くなったので、政策評価ということで大きな視点で捉えたり、それぞ

れの行政計画の PDCA の中で進行管理をしていくことになります。 

 

委 員： 施策ごとに目標のほうは数字で綺麗に整理されているので、これに

いくらかかったかというものが、同じように表で一目で見られると、

分かりやすくていいと思うのですが。 

 

事務局： 実施計画事業であれば、お金との連動は、ある程度捉えられると思

います。 

 

事務局： 今、委員からいただいたご意見、非常に重要だと思いますが、国が

やらないから、浦安市が政策先進都市として国を先導していくんだと

いう市長の想いもあります。先ほど説明の中で触れた子育て支援者の

養成の話だったり、給付型の奨学金の話なども、国は後追いでやりは

じめています。浦安市だから先進的にできるのだといえばたしかにそ

うなのですが、そのような形で国を引っ張っていくんだと、そういっ

た考えを持ちながらやっています。 

 

委 員： この話は以前から聞いていますし、市長さんの方針の話なので、そ



れ以上言えない部分もありますが、やはりそれでどんどん突っ走るの

は非常に怖いです。国に先導してってことであれば、国がやれるよう

になった段階で浦安市としてはそこから手を引くといった形で進めて

いかないと、さすがの浦安市も首が回らなくなると思います。50 年代

の高度成長期にお金があるときに色々やって首が回らなくなった団体

が千葉県内にもたくさんあるので、その道を今から浦安がたどってし

まうのが非常に怖いです。 

 

会 長： 総合戦略の中に、様々な事業があげられていますが、必ずしも浦安

市がお金を出して進めていく必要はないと思います。民間とのパート

ナーシップを組めば、お金を出さなくてもできることはたくさんあり

ます。これからは、外国のようにパートナーシップを組んで事業を進

めるなど、パートナーのコーディネーターをやることに力を入れるこ

とが重要で、そうすれば事業があるから市がお金を出すということに

はなりません。外国では地方の補助金が５年間で４割から３割ほど減

らされたという地域がありました。2015年から 2020年まででさらに３

割ほど減らされて、結果として国からの補助金が７割ほど減らされた

という日本ではありえないような状況が実際にありましたが、そのよ

うな中でも 20年計画のようなものを作り、事業を進めています。なぜ

進められるのかというと、民間とのパートナーシップをどんどん進め

ているからで、色々なところからパートナーを呼び込み、市場を作り、

それで経済を支えています。だからお金がなくてもできるんです。日

本はこれまでも様々な外国の仕組みを取り入れきているので、おそら

く 10年くらい経てば、日本にも入ってくると思います。色々と条件の

違いはありますが、これからは、このような取り組みも考えながら、

市民ニーズに対応した事業をやっていかなければなりません。これか

らの行政は、知恵を絞り、お金を出さないでできる方法に目を向ける

ことが大事です。このような取り組みをやれば、財政などを気にせず

ともできることが多くあります。そのような発想の転換をしていかな

いといけないんです。それが、これからの行政に求められた役割であ

り、行政改革の原点なのではないかと思います。 

さて、そろそろ時間となりました。今年度最後の委員会となります

が、本日は本当にありがとうございました。  

 

３．閉会                    (17時00分終了) 


