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山田町は、千葉県の北東部に位置し、町の北

東部は“板東太郎”と呼ばれる利根川の支流

“黒部川”の流域に豊かな水田地帯が広がり、

南西部は下総台地の畑作地帯で、丘陵地の間に

樹枝状に入り組んだ谷津田が散在しています。

肥沃
よく

な農地に恵まれ、町の総面積の約46％が

水田と畑。これに山林を含めると、約76％が

“緑地”です。緑あふれる豊かな自然環境の中

にあり、澄みきった夜空に輝く星を町の象徴と

して『星のふるさと』をキャッチフレーズにま

ちづくりを推進しています。

現在の町制が施行されたのは、昭和29年８月

１日。それまであった１町２村が合併し、田

畑・山林に恵まれた純農村地帯なので“山田町”

と命名され、今日に至っています。

町の基幹産業は農業です。特産物は、ニラ・

サツマイモ（ベニアズマ）・ゴボウ・ネギで、

ニラは県下有数の出荷量を誇っており、品質で

も全国にその名を馳せています。サツマイモに

ついても、日本で最初にウイルスフリー（無菌）

苗のベニアズマができたのが山田町です。形が

良く、美しい赤褐色と甘味が特徴で、その味覚

には定評があります。

また、町内には県内で唯一、DAG方式（火

力を使わない自然乾燥）による大型のライスセン

ターがあり、カントリーエレベーターの呼称で

多くの生産者に利用されています。ここでじっ

くりと時間をかけて自然乾燥された“米”は、

まさにこだわりの逸品で、多くの食通を唸らせ

る仕上がりになっており、コメの消費拡大に大

きく貢献しております。

現在、企業農業の育成が順調に進んでおりま

すが、山田町の農業は大転換期を迎えておりま

す。特に昨年の11月には、町内に念願のバイオ

マスプラントが開所し、本稼働しました。今や

全世界的に、早急な地球温暖化防止対策が叫ば

れておりますが、全国に先駆けたこの施設の稼

働は、地球温暖化防止施策の実践として、また、

次世代を担う子供たちへの環境教育、そして更

に、農業分野における最先端の資源循環型社会

の構築に向けて、非常に意義のある大きな躍進

であり、ここに山田地域の特色を全国内外へ向

け、明確に打ち出すことができたものと確信し

ております。

私は、常日頃から職員に『役場の職員は御用

聞き。私はその大番頭だ』と説き、住民の皆さん

には『どんどん職員を使ってください』と、お

願いしています。その甲斐あって、住民と行政

が一体となった“まちづくり”に、確かな手ご

たえを感じています。

この３月27日には、１市３町の合併により

『香取市』が誕生します。時代は、会社中心の

生活形態から、個人や家族・コミュニティ中心

の生活形態へと変化しており、人々の価値観も

多様化しています。特に、地方分権の推進によ

り、地域の実情に即したきめ細やかな行政サー

ビスの提供が求められています。

地域と行政が共に取り組むまちづくり。次世

代を担う子や孫のため、新しいふるさと『香取

市』を、住民の皆さんと共に創り上げていきた

いと思います。

羅　針　盤

羅
針
盤
山田町長　　　岡　顯尚
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現在、各自治体においては厳しい財政状況を踏まえて、行財政改革が進展しています。
この改革の現象面だけを捉えると、事務や人員を削減して歳出の削減効果だけを求めようとするものに映り

ます。その展開方向は、際限のない公共サービスのスリム化であり、住民にとって真に必要なサービスまでも
そぎ落としかねない危険性をはらんでいます。
今、真から改革に求められていることは、住民の負担と選択に基づいたその地域にふさわしい公共サービス

を提供する分権型の社会システムに転換していくことです。
そこで、今号では、大森彌先生に公共サービスの今後の方向性についての基本的考え方を、そして個々の公

共サービス事業の具体的な「事業仕分け」の方法として、千葉県だけでなく、全国的に多くの実績を残してい
る構想日本にお願いしました。
なお、現在事業仕分けについては、縦・横・斜めから視点を変えて各種の手法が試みられています。
そして最後に具体的事例として、先進自治体として積極的に取り組まれている我孫子市から、自治体の「ア

ウトソーシング」についての試みを紹介します。

特　集　「進む民間開放－公共分野はどこまで開放可能か」
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PART 1 公共分野の再編

PART 2 「官・民」の前に「要・不要」の議論を！～「事業仕分け」＝日本再生の第一歩～

東京大学名誉教授 大　森　　　彌（オオモリ　ワタル）
1940年東京生まれ。東京大学大学院法学政治学研究科博士課程修了。法学博士。東京大学教養学部学

部長等を経て、2000年定年退官後、千葉大学法経学部教授に就任、2005年£月定年退職。専門は行政
学・地方自治論。地方分権推進委員会専門委員（くらしづくり部会長）、自治体学会代表運営委員、日本
行政学会理事長などを歴任。現在､内閣府独立法人評価委員会委員長、社会保障審議会委員（介護給付費
分科会会長）、千葉県行政改革委員会委員､地域活性化センター・全国地域リーダー養成塾塾長、NPO
「地域ケア政策ネットワーク」代表理事など。著書に『自治体職員論』（良書普及協会）、『新版　分権改
革と地方議会』（ぎょうせい）、『自立と協働によるまちづくり読本』（共著、ぎょうせい）など。

構想日本政策スタッフ 伊　藤　　　伸（イトウ　シン）
1978年北海道生まれ。同志社大学法学部卒業後、衆議院議員秘書。その後参議院議員秘書として国

会に勤務。質問原稿草案作成や資料収集などを担当。2004年2月より現職。現在の担当分野は、行政
改革、政治改革、農業など。行政改革では、自治体の事業を個々に見直す「事業仕分け」の運営に携
わり、仕分け作業のコーディネーターを務める。行政サービスの要否をゼロベースで考えることの重
要性を訴える。政治改革では、国と地方の議会制度の見直し、公職選挙法改正の提言のとりまとめな
ど、農業では産業政策としての農業と、地域政策としての農業の併存の検討などを主に担当。
滋賀県高島市「財政諮問会議」委員、杉並区「市場化実施計画検討委員会」委員を兼務。

PART 3 行政のアウトソーシング －我孫子市の試み－

千葉県我孫子市長 福　嶋　浩　彦（フクシマ　ヒロヒコ）
1956年鳥取県生まれ。筑波大学除籍後、83年我孫子市議会議員。95年38歳で我孫子市長に当

選。現在３期目。市の補助金の市民審査、市職員採用での民間試験委員、常設型市民投票条例、
コミュニティビジネスの育成、市民債による自然環境の保全など、市民自治を理念とするまち
づくりを進めている。

2002年全国青年市長会会長、現在は同顧問。03年から福祉自治体ユニット代表幹事。他に市
町村サミット幹事、ローカル・マニフェスト推進首長連盟監事などを務める。著書に『市民自
治の可能性～NPOと行政　我孫子市の試み～』（ぎょうせい・2005年）。



「新たな公共空間の形成」
国が、行政改革の一環として「官から民へ」を

唱導してから久しいが、その動きは形を変えて自

治体にも押し寄せている。そこには、これまでの

「公共分野」の意味や範域を見直そうとする意図

が明白に見られる。自治体レベルでその一つの重

要なきっかけとなったのは、第27次地方制度調査

会が2003年４月30日に公表した「今後の地方自治

制度のあり方についての中間報告」であった。こ

の中間報告には、地方分権時代における基礎的自

治体の体制を構築していく上での重要な視点とし

て、次のような注目すべき「新しい公共空間」と

いう考え方が打ち出されていたからである。

「地域における住民サービスを担うのは、行政

のみではないということであり、分権時代の基礎

的自治体においては住民や､重要なパートナーと

してのコミュニティ組織、NPOその他民間セク

ターとも協働し、相互に連携して新しい公共空間

を形成していくことを目指すべきである。」と。

この「新しい公共空間の形成」という提案がなさ

れて以降、これまで聞きなれない「公共空間」と

いう言葉とその意味合いが論議され、自治体の中

には、自治体運営の新たな方針に組み込むところ

も出てきている。

「新たな公共空間」といった言い方で何が問い

かけられているのであろうか。それは、地域にお

ける公共サービスは自治体だけが提供するものと

いう、これまでの通念から脱却し、広く民間活動

がもう一つの公共サービスの担い手となりうるこ

とに眼を向け、この双方の連携によって、地域社

会に新たな公共活動の世界を形成していくことが

時代の要請になっているのではないか、というこ

とであるといえよう。これは、明らかに公共分野

の民間開放というテーマに関係している。

官と公
ところで、「公共分野」の民間開放という場合、

しばしば「官」と「公」が混在していることに注

意すべきであろう。自治体には官はいない。官は

国の役人の職名である。例えば施設に関する官

（国）立と公立や給与水準に関する「官公均衡」

というように、公は官と対比されているが、そこ

には、官（国）が公（自治体）に優先するという

発想がひそんでいる。自治体で議論する場合、安

易に「官民」などというべきではない。そうなれ

ば、自治体の活動も官の活動に従属・包摂されて

しまうからである。だからこそ、「国から地方へ」

という分権改革は、単に「官」の活動を自治体に

移すことではなく、「公」としての自治体の活動

を情報公開・住民参画・説明責任という観点か

ら、どのように再編するかということになる。し

かも、「公共分野」の再検討といっても、国が強

調している「小さな政府」を同じように自治体で

も作ればよいということにはならない。国と自治

体の任務は違うからである。問題は「公共」を自

治体の行政活動に限定しない新たな仕組みをどう

構築するかである。

特　集 「進む民間開放－公共分野はどこまで開放可能か」
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PART 1

公共分野の再編

東京大学名誉教授　大　森　　　彌



現代社会と分業　
都道府県でも市町村でも、現に実施・執行して

いる事務事業は自治体として責任をもつ守備範囲

の中にある。どうして現在のようになったのか、

その理由は簡単ではない。国が個別法で義務づけ

ている事務事業も奨励している補助事業も少なく

ない。自治体は、住民から自分たちに代わってぜ

ひやってもらいたいと依頼を受けたわけではない

が、現に住民の暮らしに影響を及ぼすさまざまな

仕事を行っている。住民自治論として考えれば、

もともと住民が、自分であるいは自分たちで行っ

てしかるべき活動を、必要な経費を出して役所に

やってもらっているともいえる。つまり、住民と

役所の分業関係であるといえる。だから、役所に

何をどこまでやってもらうかは問題となりうる。

現代の社会は、さまざまな活動分野において分

業という仕組みで動いている。分業とは、古くか

ら「餅は餅屋」というように、それぞれの活動分

野には、それに照応する専門の者がいて、その分

野のことは、しかるべき専門の者に任せていると

いうことである。それは玄人と素人の区別でもあ

る。専門の者（玄人）は、なんといっても、その

分野の仕事を「上手に・手早く・安く」できるの

である。これとの対比が「下手の横好き」である。

下手な素人が玄人の仕事に「横槍」（お節介なで

しゃばり）を入れると、ろくなことはないし、玄

人にとっては迷惑である。

このように分業を考えると、自治体（住民）が、

有給の職員を雇って行政活動という仕事をしても

らっているのも一種の分業体制であるということ

ができる。住民は、自分でも自分たちでも、ある

活動が上手に手早く安価にはできないから、専門

の者としての職員に任せてやってもらっている。

もちろん、いちいち個々の住民がそのように頼ん

でいるわけではないが、役所があって職員が日々

仕事をしているということは住民に代わって仕事

をしているということであり、それは明らかに社

会における分業体制の一環であると理解すること

ができる。

このような分業体制は、当たり前と考えられ、な

ぜそうしているかが問われなくなってきたといっ

てよい。職員に何か不祥事が起これば、その責任

を追及する声はあがるが、分業体制自体を解消し

ようという動きにはまずならないできた。それが、

どうやら変わり始めた気配なのである。

分業体制の「運営」変化―民間委託の進展
変化は、まず正規・常勤の職員が直接仕事をす

るという意味での「直営」の縮減という形をとっ

て現れた。従来からの言い方では「民間委託」で

あり、今日風の言い方では「アウトソーシング」

の促進である。いずれにせよ、基本は「契約によ

る委託事業の実施」である。したがって、これに

よって役所の責任領域が縮小するわけではない

が、正規・常勤の職員数は減らせる。民間委託の

増大は人件費削減戦略の一環であることは間違い

ないが、それだけにとどまらず、いくつかの事務

事業では直営方式が十分に「上手に・手早く・安

く」という分業体制の根拠を実証できなくなった

という面も否定できない。分業体制の「運営」の

あり方に変化が生じたのである。

仮に、今後、さまざまな事務事業が次々と直営

から委託へ移っていけば、役所のイメージと実態

は相当に様変わりとなる。筆者は、今から約17年

前に民間委託の進展状況を「行政民間複合体」と

呼んだことがあるが、これがさらに進めば、役所

は委託契約管理を主な活動とするものに変質して

いく。法的に義務付けられている事務事業でも、

その実施を直営から民間委託化していけば、自治

体としての責任は確保しつつ、職員配置という点で

は限りなく役所をスリム化していくことができる。

特　集 「進む民間開放－公共分野はどこまで開放可能か」
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このような民間委託の増大は、有給職員の仕事

が下手で・時間がかかり・高上がりについている

と住民が考え始めたからであろうか。地方自治法

上では、自治体は、その行政運営を「民主的かつ

能率的」に行わなければならないことになってい

る。どの事務事業を民間委託に出すかを民主的に

決め、それによって従来以上に能率的な事務事業

実施を実現できるならば、特に問題はなさそうに

見える。委託を受けた民間機関が、契約どおり、

住民サービスを安定・持続的に提供すればよいか

らである。それとともに有給職員による直営は一

段と縮減していく。平成15年の地方自治法改正に

よる「公の施設」に関する「指定管理者制度」の

導入は、こうした傾向に一層拍車をかけるものと

いってよい。

「協働」と分業体制の変化
これがさらに、一定の事務事業についての単な

る委託ではなく、その企画・決定・実施に関し一

定に地域の住民に自治権を付与することになる

と、役所と住民の関係における従来の分業体制は

大きく変化する可能性がある。それを促しつつあ

る概念が「協働」である。

第27次地方制度調査会の答申を受けて、地方自

治法の改正が行われ、市町村は「市町村長の権限

に属する事務を分掌させ、及び地域の住民の意見

を反映させつつこれを処理させるため、条例で、

その区域を分けて定める区域ごとに地域自治区を

設けることができる」こととなった。その根拠と

されたのは、住民自治の充実強化と協働の促進で

ある。すでに、合併などを契機として都市内分権

を実施に移す自治体が現れ始めている。

こうした動きの背景には、本格的な少子高齢社

会が到来しつつある今日、安全で住みやすい快適

な地域づくりに資する、地域のセーフティネット

の構築が喫緊の課題となっているという見方があ

る。そのためには、行政と住民が相互に連携し、

ともに担い手となって地域の潜在力を十分に発揮

する仕組みをつくっていくことが、これからの基

礎自治体に求められる重要な機能の一つではない

かというわけである。

いま全国の自治体の多くでは、総合計画の理念

の一つに掲げるなど、「協働」を行政運営の基本

に据えようとする傾向が強まっている。それが一

時の流行なら、そのうち廃れるが、どうやらそう

ではなさそうである。「協働」という考え方には、

これまでの民間委託を超え、今まで行政の守備範

囲であった事務事業の一部を行政活動から切り離

し、住民・民間による公共的活動に委ねようとす

る発想があるといってよい。委託事業は明らかに

行政の責任領域に属しているが、それを行政から

切り離し、しかも、地域社会の中に新たな「公共

空間」を形成できるというのは、そうたやすく理

解できるとはいえないだろう。明らかに、従来の

分業体制を変更せざるをえなくなると考えられる

からである。

分業再編の根拠
分業体制を変えても、地域社会が、ひいては住

民が困らないためには、行政から切り離された活

動の存廃を検討し、存続させる場合の仕組みと経

費をどうするかを考えなければならない。一つの

方法は、一定の単位の地域における住民自治と結

びつけることである。有給の職員ではなく、住民

が地域の担い手として自分たちで必要な活動を行

うことにするのである。もちろん、どうしてそう

するのかに関し、住民の理解と納得をうる必要が

ある。そうでなければ、役所は「協働」などとい

うよく分からない言葉を使って新たな仕事を自分

たちに押し付けるのではないか、と住民側はいぶ

かるからである。

現代社会の分業システムを自治体の行政活動に

ついて再編しようとすることには、能率論を超え

特　集 「進む民間開放－公共分野はどこまで開放可能か」
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るどのような根拠があるのだろうか。一つは、現

に有給職員が担当している活動の内容から見て、

かなりの部分がすでに「専門の者」に任せるほど

のことではなく、素人と目されてきた住民が、少

し学習と訓練をすればできることであるとする見

方である。この見方は、教育と知力の点で住民が

有給職員とそん色のない水準にあり、職員＝玄人、

住民＝素人という図式が陳腐化したという認識に

立っている。

もう一つは、自治体の仕事が、必ずしも地域住

民の要請に根差すのではなく、全国的な必要性と

いう観点から、あるいは補助事業の地域誘致の観

点から、いわば足し算的に増えてきており、地域

住民の観点からはたして自治体の仕事にし続ける

必要があるかどうかを抜本的に見直してしかるべ

きだという考え方である。次々と役所の仕事を増

やしたがゆえに地域のニーズから離れ、手間暇を

かけているにしてはあまり役立っていないのでは

ないか。住民・民間の手で実施することになれば、

地域の身の丈にあった、無駄のない活動が可能に

なるという考え方である。これは、住民サービス

の提供を、いわばサプライサイド（サービスの供

給側）からデマンドサイド（サービスの受給側）

へ移管（委託ではない）しようとするものといえる。

スリム化する役所と地域の経営
仮に「協働」の促進を理由に分業体制を再編し

ていく場合、すぐ思いつく問題が三つある。

第一に、既存の役所に代わる住民協働の仕組み

とは、実質的には別の形の役所になるのではない

かという疑問である。

住民がなんらかの仕組みをつくって住民サービ

スの提供主体になり、持続と安定を確保しようと

すれば、組織立った運営が必要になり、「住民役

場」とでもいうべき地域の活動拠点ができること

にならざるをえないのではないか。それが、既存

の役所とどれほど違うものになるのか、具体的な

イメージを構想しなければならない。地域の誰が

具体的に新たな活動を担うのか。必要な人員を補

充し続けることができるのか。やりだしてから面

倒で、やり切れずとん挫することにはならないのか。

第二に、分業再編の制度設計とも関係するが、

仮に住民協働の仕組みが動き始めたとしても、既

存の役所が廃止になるわけではないから、その間

の連携が必要になるが、それは容易ではないので

はないか。

それぞれがパートナーとカウンターパートナー

になるため、この連携関係は「横結」となるが、

それによって地域全体の経営（地域の潜在力の総

合発揮）が従来よりもよりよいものになるかどう

かが問題になる。連携・協力というと聞こえはよ

いが、縦の統制が利く関係に比べて、「横結」が

地域経営の阻害要因になることはないのか。

第三に、「協働」の実現は、都市部と農山村部

の違いを超えて、全国どこでも可能になるもので

あろうか。しかも、住民による住民サービスの提

供は住民における役所観、地域観、住民観などの

転換を要請するものであるだけに、分業体制の変

更といえるほどに、「協働」が広がり、その規模

が大きくなるだろうか。「協働」とはいっても、

結局、それは行政活動の補完に過ぎないものにな

るのではないのか。既存の役所と有給職員への期

待・依存はそう簡単に消失しないのではないか。

このように疑問は少なくないが、すでに試みら

れ始めた「協働」の動きを、自治体の職員はどの

ように見ているだろうか。それは歓迎すべきもの

か、それとも回避したいものか。少なくとも自治

体職員は、「協働」の仕組みが分業体制の中にある

自分たちのあり方を根本から問い直す契機を含ん

でいることに注意を向けなければならないだろう。
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公共問題の解決―問われる政治的意思決定
ひとが生きていくための価値（生存・利益・名

誉）実現をめぐって、その人が抱く欲求・目的・

困難の中には、個人または個々の家族の自助努力

（セルフ・ヘルプ）では充足・達成・解決が困難

な問題がある。そうした問題のうち、もし放置さ

れておくべきではない問題があるとすれば、それ

への取り組みには個人や家族を超え出た仕組みが

必要となる。このような個人・個々の家族の自助

を超える問題を広く「公共的な問題」であるとい

うことができる。

公共的な問題というと、すぐに国や自治体とい

う政府の行政課題だと考えやすい。もちろん、政

府の存在理由も任務も公共的な問題の解決にある

が、公共的な問題の解決主体は政府のみに限られ

ない。例えば、農耕や林業を主たる生業とする農

山村地域のように、その地域における掟（しきた

り・ルール）を守ることを条件にして共同作業や

支援が必要なとき互いに助け合う共同システムも

ある。水路の管理、道普請、田野草取り、田植え

に稲刈り、冠婚葬祭などはその例である。各種の

協同組合や任意団体（アソシエーション）のよう

に、参加者の意思に基づいて組織・運営される自

主・自前のシステムも多い。近隣・地域には、都

市地域を含め、広く町内会・自治会と呼ばれる住

民組織が存在し、防犯・防災、青少年育成、環境

美化、スポーツ・レクリエーション、祭りなど、

人びとの日常の暮らしにかかわる活動を行ってい

る。市場メカニズムの中で行動する企業も、いわ

ゆる社会貢献活動だけではなく、本業ともいうべ

き人びとの必要とする財やサービスの提供を通じ

て広く公共的な活動を担っているともいえる。

仮に政府の責任の範囲内にあっても、実際の事

業は民間が担ってもよい事例は少なくない。例え

ば介護保険制度では、株式会社を含む多様な民間

事業者が介護サービス提供主体として参入できる

ようになり、サービスの需要と供給の関係に「準

市場」が形成されることになっている。「準市場」

とは、注意深く設計された制度（介護認定、公定

価格の介護報酬、情報公表、事業者指定など）の

下、多様な供給主体に対してある程度資本投下の

リスクを負わせつつ、ケアマネジメント機能を介

在させて自由な取引（契約）を確保し、サービスの

質をめぐる共生的な競争を促進し、これにより需

要と供給の間で公正かつ効率的な資源配分を図っ

ていく仕組みのことである。これによって増え続

ける介護サービスの供給が確保される。

政府の活動は、他の活動主体と比較して、相対

的に、すべての国民や住民をその成員とし、一定

の義務を課し、強制することがあるいう意味で

「支配的」であり、不特定多数の人びとに開かれ

ているという意味で「公式的」（フォーマル）で、

個別事情に偏してはないという意味では「公平的」

であり、利潤自体を追求しないという意味で「非

営利的」である。仮に、従来の政府活動が民間に

開放されても、それが委託である限り、行政責任

は免れない。

近年、わが国では、経済の減速、少子高齢化の

進展、財政難が続く中で、持続可能な（安易に将

来世代に負担を転嫁しないような）財政運営とい

う観点から、事務事業の実施をいかに効果的なも

の（総経費を抑えて目標を達成すること）にする

かとともに、その財源をいかに調達するかが重要

な問題となっている。「必要に応じたサービス」

から「住民・国民が負担できる範囲のサービス」

へと、行政経費の総額を抑制すべきではないか、

という論議も出てきている。そこで問われている

のは、事務事業の提供主体を多様化することにと

どまらず、だれがどのように公共的問題を定義し、

そのうちどの問題の解決を優先させ、だれの費用

でそのための政策を実施し、その効果をどのよう

に評価し、政策の維持・継受・終了につなげてい

くか、という「政治的」意思決定のあり方である、

問題の本質はその決定を担う人々の見識と責任意

識である。
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○事業仕分けとは？
我々は、2002年から地方自治体の「事業仕分け」

を行ってきた。これは、長年のうちに行政がやら

なくても良いことをやっているのではないかとい

う問題意識のもと、自治体の事業の要不要を一つ

ひとつ見直していく作業だ。我々は、何でも民間

開放すれば良いとは考えていない。事業仕分けは、

本当に必要な公共サービスとは何か、それを国と

地方どこで担うのが住民にとって最も良いのかを

再整理するための作業である。

「食育活動を県が行うのはなぜか？」

「子供たちに『食』と『農』について正しい知識を教えることは必要。その考えが市町村にまでは

まだ完全に浸透していない」

「国が方針を出しているのだから、市町村がそれに従って独自に行うことは十分にできる。県が関

与すべき事業ではない」

「すべての市町村が一定の水準に到達させるのが県の仕事である」

「市町村間でサービス水準に違いがあっても良いはず。県が仕切ろうとするから市町村の独自性が

消えてしまうのではないか」

「県としては食育の考え方を市町村に広めていくことは必要事業だと考えている」

これは、昨年11月に千葉県で行った「事業仕分け」の際の、県の職員と外部参加者とのやりとりで

ある。

事業仕分けの手順は通常以下の通り。

＜仕分けの対象＞

・全事業もしくは特定事業分野の予算項目

千葉県の場合、商工・農水・県土整備・環境

生活の４分野から約120事業を選定。

＜参加者＞

・内部：当該自治体の職員

・外部：住民、他自治体の議員・職員、企業経

営者、経済団体職員、研究者、NPO職員など

＜作業の流れ（班に分かれて実施：写真参照）＞

・当該自治体職員による事業説明（目的、事業

構想日本　伊　藤　　　伸

PART 2

「官・民」の前に「要・不要」の議論を！
～「事業仕分け」＝日本再生の第一歩～

構想日本は、中立・非営利の民間政策シンクタンクです。日本が直面する様々な政策テーマについて、

法案や条例案ほか様々な手法で政策を提言・実現する活動を行っています。



内容、進捗等）

↓

・外部参加者による質疑/議論（目的の是非、

達成手段としての是非、効果の有無等）

↓

・外部参加者による評価

多数決によって、不要/民間/市/県/国に仕分

ける（理由も明記）。同時に、事業のやり方

等において、国のコントロール（法令や通達

など）によって自治体の自由にならない事業

を抽出。

※例えば「民間委託」は、行政の権限、予算の範

囲内で民間に任せるので、「行政」と仕分けら

れる

構想日本は、このような事業仕分けをこれまで

15の自治体（９県６市）で行ってきた。結果は図

１のとおり。引き続いて自分のところでやるべき

事業は、これまでの平均で市町村で７割、都道府

県で６割（ともに事業費ベース）。一方、不要、

あるいは民間に任せる（行政から手離す）べき事

業は、市町村・都道府県いずれも事業費で約１割

だった。

○千葉県での事業仕分け結果
次に、昨年11月に行った千葉県での事業仕分け

の結果を見てみよう（表１）。

千葉県では、県独自で事業の変更が可能（国の

法令によって縛られていない）なものを中心に

112事業を選び仕分けを行った。

まず、不要もしくは民間と仕分けされた事業は、

件数で38％、事業費で10％。要改善も含めて引き

続き県で行うべきとされた事業は、件数で38％、

事業費で54％。これまで行ってきた仕分け結果と

大差はなかった。

不要・民間と仕分けされた割合が最も大きかっ

たのは商工労働部で、事業費で67％に上る。不要

とされたものは、会員を募って観光と健康増進を

同時に楽しんでもらう「健康ちば旅クラブ事業

（予算3290万円）」（理由：２年間で約7000万円掛

けて会員が51名のみ、ニーズがない）や、県内の

商工会や商工会議所における職員の人件費を補助

する「小規模事業経営支援事業補助金（同約25億

円）」（理由：各団体が自前でやるべき）などがあ

る（詳細は千葉県のホームページ

http://www.pref.chiba.jp/syozoku/a_soumu/

gyokaku/shiwake/051114.html 参照）。

千葉県に限らず、他の自治体でも商工労働部門

は他分野に比べて不要・民間の比率が際立って高

い。他分野に比べて、民間でも既に行っている事

業が多く、行政が必要以上に口を出しても効果が

ないことの表れだろう。

また、千葉の事業仕分けでは新しい試みとして、

「県の事業」と仕分けされたものを更に、「改善が
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自治体の「事業仕分け」のまとめ 
（歳出ベース） 

13％ 

市町村 
（3市*の平均） 

都道府県 
（8県**の平均） 

不要/民間の仕事 

16％ 

71％ 

10％ 

30％ 

60％ 
（引き続き）市町村/ 
都道府県の仕事 

他の行政機関の仕事 

＊　新潟市、三浦市、多治見市（全事業を対象に仕分け作業を行っていない千葉県、横浜市、高島市は除外） 
＊＊岩手県、秋田県、宮城県、新潟県、長野県、岐阜県、三重県、高知県 



必要」「ほぼ現行通り」に分けた。「改善が必要」

というのは、事業自体は必要だが中身を見直すこ

とや事業の縮小、効率化が可能なものである。例

えば、「『千葉ブランド』産地総合支援事業」（食

の安心・安全のために行っている地域の創意工夫

を公募で集め補助金を与える事業・事業費5,000

万円）は、市町村でも同様の事業を行っており重

複している。仕分けでは「要改善」とし、県が行

う事業は広域を対象としたものに特化すべきと結

論付けた。

今回、「要改善」に仕分けされたのは事業費に

して約240億円（20％）。この部分を見直していけ

ば、事業は継続しつつも無駄を省くことができる

だろう。

○ 事業仕分けのポイント
従来から、国でも地方自治体でも政策評価を行っ

たり、「○○検討委員会」を設けて事業の見直し

などはしているだろう。しかしこれらは、概念論、

抽象論だけで議論されることが多く、また公開の

議論ではない。

我々が行っている「事業仕分け」はそれらと何

が違うのか。以下、５つのポイントをまとめた。

１．現場での具体的な作業

この作業は直接当該自治体へ赴き、その自治体

の担当職員と外部参加者が議論を行う。議論は一

般的な概念論ではなく、予算書の項目一つひとつ

について事業の目的や内容をチェックし、必ず要

不要の結論を出す。

２．「よそ者」の多様な目

事業仕分けを行っていると、いくつかの批判を

頂く。最も多いのは、「現地を見てから議論しろ」

というものである。しかし、そう主張している人

たちが適切な判断をできているだろうか。

事業仕分けをする自治体は、財政的に非常に厳

しい現状を変えて持続可能な自治体を作るための

有効な手段として取り入れたのだ。議員を含めて

現地を良く知っている者同士の見直しでは「事情

を共有し過ぎ」ており、「そもそも論」ができな

い。だからこそ、外部の多様な目で「他の自治体

ではこういうことをしている」「こうした方がよ

り効率的かつ効果的ではないか」などと提案をす

ることが必要なのである。

外部の目の中でもとりわけ他自治体の職員や経

営者などの目は重要である。一つひとつの事業を

目的や事業内容など細かく議論していく際には、

同じ土俵で戦っていなければ追求できない部分が

出てくるし、経営者のコスト意識は行政にとって

参考にすべき点が多くあると思う。

３．オープンな議論

事業仕分けは住民やメディアなどに作業の様子

を公開することに大きな意味がある。見られてい

るという意識によってより緊張感のある議論が生

み出され、仕分け結果にも透明性が確保される。

見ている側も、やり取りを通して「行政の質」が

ある程度わかり、今後も行政のチェックをしてい

くための重要な「研修」の機会になるだろう。

特　集 「進む民間開放－公共分野はどこまで開放可能か」
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表1　事業仕分け結果 
（件数ベース） （上段：件数、下段：％） 

商工労働部
13.5 1 1 3 4 5.5

48.2 3.6 3.6 10.7 14.3 19.6

農林水産部
  7 7 4 4 6 0

25.0 25.0 14.3 14.3 21.4 0.0

環境生活部
5 1 9 2 10 0

18.5 3.7 33.3 7.4 37.1 0.0

県土整備部
7.5 0 0 3 6 10.5

27.8 0.0 0.0 11.1 22.2 38.9

　　
計

33 9 14 12 26 16

30.0 8.2 12.7 10.9 23.6 14.6

部局名 不要 民間 市町村 国 県（但し改善要） 県（ほぼ現行どおり） 

（事業費ベース） （上段：百万円、下段：％） 

商工労働部
3,009 5,586 161 1,641 1,805 606

23.5 43.6 1.3 12.8 14.1 4.7

 
農林水産部

  361 1,008 1,746 5,981 1,195 0

3.5 9.8 17.0 58.1 11.6 0.0

環境生活部
931 42 859 117 1,896 0

24.2 1.1 22.3 3.0 49.4 0.0

県土整備部
1,550 0 0 33,692 18,907 41,840

1.6 0.0 0.0 35.1 19.7 43.6

　　
計

5,581 6,636 2,767 41,431 23,803 42,446

4.8 5.4 2.3 33.7 19.4 34.4

部局名 不要 民間 市町村 国 県（但し改善要） 県（ほぼ現行どおり） 

※一つの事業が２種類に仕分けされた場合は、それぞれ0.5件（事業費はそれぞれの 
　事業費）として計上している。 



４．実行につなげる

事業仕分け結果は予算査定そのものではない。

また、結果をどう料理するかは首長以下職員全員

の判断による。ただし、事業仕分けは具体的な提

案であり市民の声が反映しているものでもあるだ

けに、実行につなげやすいと考える。

５．職員の意識改革

担当職員からすると、外部参加者の意見に対し

て「自分の街は他のところとは違う」「地域のこ

とを知らないから言えるだけで、そんなことがで

きるはずない」と感じるだろう。しかし、「自分

のところだけ特別」「できるはずがない」がいつの

間にか他の選択肢を考える頭すらなくしてしまっ

ているように思う。そのため、なぜその事業をやっ

ているのかを質問すると、「県に言われているか

ら」「前から行っているから」「行政がやることだ

から」という、本来の住民の視点に立った行政サー

ビスとはかけ離れた回答が返ってくるのである。

実際に、「役所で長年仕事をしてきたが、初めて

事業の意義を真剣に考えた」という声も良く聞く。

滋賀県高島市の海東市長も、事業仕分けの最大の

メリットを「職員の教育効果」と明言していた。

行政に関わらず、同じ業務を行っているとどう

しても固定観念を持ってしまう。やはり「外の風」

を適宜入れることが重要であろう。

○本来は議会の役割
以上が事業仕分けの特徴である。事業仕分けを

一言で言えば「行政のチェック」。これは本来議

会が地方自治法によって与えられている権限の最

も大きなものであるはずだ。だとすれば、議会が

十分に機能していないから外部が行っていると言

われても仕方ないであろう。もちろん、先述のよ

うに職員にしかわからない具体的な内容もある

が、より重要なことは、議会が行政を本気でチェッ

クしようと考え、実行することではないだろうか。

ところが現実には「なぜ外部参加者の質問に答

えられるように準備しておかなかったのか」と職

員を非難する議員もあるとのこと。そこで職員を

叱責するのではなくて、予算審議の際に議員自ら

職員に質問してもらいたいものだ。

○次は国の事業仕分けへ
これまで地方自治体を対象に行ってきた事業仕

分け、本当にこの作業が必要なのは1,000兆円に

も上る借金を抱える「国」である。いよいよその

動きが本格化してきた。昨年の衆院選で民主党と

公明党がマニフェストに事業仕分けの導入を盛り

込み、昨年10月には小泉首相が検討を与党に指示、

それを受けて「与党事業仕分けプロジェクトチー

ム」が発足、年末に閣議決定された「行政改革の

重要方針」に国レベルで実施することが明記され

た。また全国の地方議会で「国の事業仕分け」を

行うことを求める意見書が採択されている（１月

現在41自治体、構想日本把握分。千葉県内では、千

葉県、市川市、船橋市、野田市、東金市が採択）。

まだまだ省庁の抵抗は強いようだが、多くの地

方自治体が率先して行っていることを、より財政

が厳しい国がしないというのは理屈が通らない。

地方自治体での事業仕分けを更に広げることで

（現在30以上の自治体から問い合せが来ている）、

国にも更なるプレッシャーを掛けていきたい。

「小さな政府」と言うと公務員の数を減らすこ

とばかりが話題となるが、数だけなら日本の公務

員数は欧米に比べてかなり少ない。小さくすべき

は権限や国民への「口出し」である。事業仕分け

は「小さな政府」実現への最大の一歩であり、国

の地方に対するコントロールの解消にも繋がる。

そして仕分けによって抑えられた金額を特色ある

地域づくりに使うことも可能になる（まだまだ国

の法令による縛りは多くあるが）。事業仕分けが

地域、日本再生に繋がると私は確信している。

特　集 「進む民間開放－公共分野はどこまで開放可能か」
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●はじめに

公共のサービスを行政がすべて受け持つこと

は、不可能になっている。公共の分野を行政が独

占する、あるいは支配する、という時代はとっく

に終わった。民間企業も公共サービスを担ってい

るし、新たな公共の担い手として登場したNPO

やボランティア、コミュニティビジネスなどの活

躍も目覚ましい。これらの民間の多様な主体と行

政が対等な立場で連携して、民と官で共に担う

「新しい公共」を創ることが求められている。

行政のアウトソーシングも、単に行政の仕事を

民間委託して行政のスリム化を図るということで

は不十分だろう。地域に「新しい公共」をいかにし

て形成していくのかという視点が大切だと考える。

●全事業対象に民営化提案を公募

我孫子市は今年３月に、市のすべての事務事業

（数にすると約1,200）を一覧にして公開し、民間

から、民営化・民間委託の提案を公募する。民間

というのは企業でもいいし、NPO法人やボラン

ティア団体でもいい。

ただし、「今の市の仕事をそのままのやり方で、

安く委託を受けます」という提案はなしにする。

委託の場合は「市のやり方とはまったく違った方

法で、もっと良いサービスをずっと安く提供しま

すよ」という提案や、さらに「市がこういう協力

さえしてくれたら、税金を使った市の事業ではな

くて完全に民間の事業として、もっと良い内容で

やりますよ」という提案を募集したい。

駅前の行政サービスセンターを、定年退職した

人でつくるNPO法人で丸ごと引き受けます、と

いう提案もあるかもしれない。個人情報の管理は

プライバシーの問題があり、徹底して厳格にやら

なければならないが、民間では個人情報の管理が

できないという根拠はないはずだ。すでに、高齢

者医療のレセプト点検をはじめ、個人情報に関わ

る市の業務を、厳しい個人情報保護を契約条件に

して民間会社に委託している。

高齢者の配食サービスを完全な民間事業として

やります、という提案もあるかもしれない。市は

食事を作るのが困難な高齢者のお宅へ、社会福祉

法人やNPO法人に委託して、毎日夕食を届けて

いる。利用者から食材料費400円をいただくが、配

達費用も加えると１食1,000円近くコストがかかっ

PART 3

行政のアウトソーシング
－我孫子市の試み－

千葉県我孫子市長　福　嶋　浩　彦
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ている。街の弁当屋さんかレストランが民間事業

としてやったほうが合理的ではないか、という意

見は前からあった。もちろん、単に食事を届けさ

えすればいいというわけではなく、声かけによっ

て安否の確認をしたり、必要な場合は「きざみ食」

を届けたりする。しかし、これも一定の行政の協

力や支援は必要だとしても、民間事業では不可能

だということはないだろう。

また、実際にクリーンセンターの廃棄物処理に

関して提案を準備してくれている地元の企業グルー

プもあるし、市の緊急通報システムに代わる、高

齢者や子どもたちの安全を守る事業を検討してく

れているNPOもあるようだ。

提案によっては、ぜひ採用したいが現行の法律

の制約があって実現できない、というものも出て

くる可能性がある。その場合は、構造改革特区の

提案につなげていく。また、手法としては、指定

管理者を使うもの、市場化テストを使うもの、さ

まざま出てくるだろう。

とにかく例外なく市の全ての事業を対象にして

募集をして、もらった提案を外部の有識者や市民

も入れた審査会で検討する。審査の基準は当然コ

ストだけではなく、サービス内容がいかに良くな

るかがポイントだ。つまり、コストとサービスの

質を総合的に見て、結局市民にとってプラスにな

るかどうか、という点につきる。この審査を通し

て、民間に任せたほうがいい事業、本当に市がや

らなければならない事業、民と官との役割分担を

もう一度根本から考え直していきたい。

●「全日制」市民に期待

ところで、これから団塊の世代が定年を迎え、

我孫子市も一気に高齢化が進む。しかし、これは

暗い話ではない。我孫子市内には、日本や世界の

第一線で活躍している人がたくさん住んでいる

が、残念ながら現役の時は、我孫子には寝に帰っ

てくるだけ、という人が多い。こうした人たちを

「パートタイム」市民と呼んでいる。ところが定

年になると、今度は活動の中心を我孫子に移して

「全日制」市民になってもらえる。

つまり高齢社会は我孫子市にとって、すばらし

い人材が帰ってくる時代なのだ。団塊の世代の皆

さんが定年後も引き続き高い能力を発揮し、今度

は地域づくりをリードして、地域の「新しい公共」

を担ってくれれば、我孫子市は新たな発展が可能

になる。団塊の世代の皆さんに定年後も、できる

限りサービスの消費者ではなく、サービスの提供

者＝社会を支える側になってもらうことが大切だ。

シニア男性の定年後意向調査

我孫子市は中央学院大学の岩崎恭典教授（現・

四日市大学教授）の研究室とタイアップして、東

京などに通勤する50歳代の男性サラリーマン約

1,000人に、「シニア男性の定年後の地域社会での

活動意向調査」を行った。

その結果は、「地域で社会的に意味のある物や

サービスを提供する市民事業をやってみたい」が

55％あった。また約半数の人は50万円以上の出資

が可能としている。定年後は自分のライフスタイ

ルにあった生きがいのある仕事や活動をして、自

分の知識や経験を地域社会に役立てたい、という

意向が強いことが判る。

しかし問題もある。「一緒に事業を起こしても

いい友人がいるか」の問いに、「いない」が60％

で最も多い。そもそも今まであまり地域と関わっ

てこなかったので、どんな市民事業にニーズがあ



るのかもつかめない。

ここに行政の役割があると考える。さまざまな

情報を提供し、人と人のネットワークづくりや地

域のニーズとのマッチングをお手伝いして、事業

の立ち上げを応援したい。

我孫子市はこれまで、ボランティア・市民活動

サポートセンターを市民と協力して運営したり、

市民活動入門講座や市民活動フェアを開いたりし

てきた。さらに、昨年から新しくはじめたものに、

シニア・インターンシップがある。50代60代のた

めの地域活動体験プログラムだ。受け入れ団体と

して50ほどのNPOやボランティア団体、コミュ

ニティビジネスを確保し、定年前後のシニアの方

に、興味のある地域活動を一定期間体験してもら

う。昨年は約30人が体験したが、今後さらに大幅

に充実させていきたい。

コミュニティビジネス

すでに市内で活躍している高齢者グループも増

えている。NPO法人「ディヘルプ」もその代表

格。日曜大工好きの男性高齢者が中心で、会員約

30名。高齢者や障害を持つ人が自宅で安心して生

活できるように、階段や浴室に手すりを付けたり

段差を無くすなど、簡単な住宅改修を手がけている。

1994年から活動を始め、10年間に市内で付けた

手すりは5,200本以上、段差などの改修は3,400か

所以上という実績を持つ。腕前もすっかりプロ並

みになった。市も住宅改修の補助制度を作るなど

して側面からバックアップしている。

また、市の「ふれあい工房」は市民によって運

営されているが、木工、電気製品修理の技術を持

つ高齢者に、技術アドバイザーをお願いしている。
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　50代・60代の皆さんに、ボランティアや
NPO、コミュニティビジネスなど、地域のさ
まざまな活動を気軽に体験していただくため、
市ではインターン（体験者）を受け入れてい
ただける団体を募集します。
　昨年実施した「地域活動インターンシップ
プログラム」では、51の受入団体に対して約
30人が体験しました。体験後に団体に入会し
て、生き生きと活動している方もいます。
　新しい仲間を迎えるきっかけとして、多く
の団体のご協力をお待ちしています。
受入期間　４月から2007年２月

主催　我孫子市 
申し込み・問　電話またはＥメールで団体名、
担当者名、連絡先を明示し、２月20日までに市
民活動支援課17185-1467Ｅメールshimin 
katsudou@city.abiko.chiba.jpへ
昨年の様子を市民活動フェアで紹介 
　昨年のインターンシッププログラムの様子
を、市の展示ブースで詳しく紹介します。
日時・場所　２月４日O・５日I午前10時から
午後４時、アビスタ（入場無料）
※フェアの詳細はホームページhttp://www. 
geocities.jp/abikosmkdf/でご覧になれます。

ようこそ地域活動～50代・60代のためのインターンシップ

広報あびこ　2006年（平成18年）２月１日号

ボランティア・市民活動サポートセンター　　　 …打ち合わせ風景



この工房は、粗大ゴミの家具や家庭から持ち込ん

だ電化製品などを、市民が自ら修理して再利用す

る参加型リサイクルセンター。現在45人いるアド

バイザーは、ふれあい工房になくてはならない存

在として市民に喜ばれている。

さらに我孫子市は、コミュニティビジネスを積

極的に育成している。コミュニティビジネス（市

民事業）とは、地域が必要とする物やサービスを、

地域の住民自身が事業を起こして提供するもの。

そこでは一定の収益もあげるが、単に利益のため

ではなく、地域や社会の役に立ちながら自己実現

を図ることが大きな目的となる。

市は2002年から、「コミュニティビジネス・シン

ポジウム」や「コミュニティビジネス起業講座」

などを開催してきた。これによって新たに７つの

コミュニティビジネスが起業され、我孫子市コミュ

ニティビジネス協会（ACOBA）も誕生した。ま

た、コミュニティビジネスの起業者、市、専門家

などをメンバーとした推進委員会を設置して（会

長は市長）、人・物・金・情報など市内にある経

営資源をコミュニティビジネスが有効に使えるよ

うな環境づくりに取り組んでいるところだ。

●新しい公共をめざして　

「新しい公共」における行政の役割は、公権力

を伴わなければできない仕事（必要最小限の「許

認可」など）と、市民と共に作った目標に向かっ

てあらゆる市民や企業の活動をコーディネイトし

ていく仕事、この二つが中心になるのではないか。

公共サービスを実際に提供する仕事（事業）は、

徹底して民間に任せていくことが必要だと考える。

ただしこれは、公共サービスを全て市場経済に

任せてしまう、あるいは公共自体を小さくしてし

まって良いという意味ではない。少子高齢社会の

ことを考えても、環境問題を考えても、公共の果

たす役割はますます大きくなる。また、公共サー

ビスに適切に市場原理や競争を取り入れることは

とても重要だが、全てを市場に任せるとなると、

それを監視するコストも、また膨大な行政の費用

となるのではないか。

コミュニティの中で公共サービスを担う仕組み

をつくり、公共を担う多様な民間の主体を育てて

いくことが何よりも大切だと考える。我孫子市に

は、市が連携しているだけでNPOやコミュニティ

ビジネスなどが約300団体ある。福祉や環境、文

化、国際交流、農産物の地産・地消、観光ガイド

など、あらゆる分野でまちづくりの大きなパワー

になっている。まさに、これらが「新しい公共」

の担い手になってくれると考えている。

公共を担う民間の主体を豊かにすることによっ

てこそ、公共サービスはできる限り大きく充実さ

せながら、スリムで効率的な市役所を実現できる。

「大きな公共」と「小さな（地方）政府」を目指

していきたい。

特　集 「進む民間開放－公共分野はどこまで開放可能か」
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ふれあい工房



松戸市では、平成17年11月に市長及び助役をそれ

ぞれ本部長及び副本部長とする部長会議構成メン

バーによる「松戸市もったいない運動推進本部」

を設置しました。

これまで経費の節約合理化や財政改革計画、松

戸市地球温暖化防止実行計画など行政資源の効率

的な活用やゴミの減量、省エネ・省資源に取り組

んできました。それらの事業に加え、自然や人間

を慈しむ心を育てる運動として、さらなる発展的

な運動とするため、「もったいない運動‘ワンス

モア’」と称して展開しています。

●「もったいない運動」の推進に当たって

の市長の決意表明（抜粋）

私は、最近、昨年度ノーベル平和賞を受賞した、

ケニア環境副大臣のワンガリ・マータイさんが

“MOTTAINAI”という日本語を世界共通語とし

て広めよう、と提唱されていることを聞き深く感

銘しました。

日本の精神文化である「もったいない」の心を

その本来の精神に基づいて“もう一度”見つめ直

し、市民とのパートナーシップによる様々な取り

組みを実施していきたいと考えています。

「もの」それぞれの存在価値を100パーセント

有効に活用するという精神を醸成する“もったい

ない運動”を市役所内外に広く展開し、“ひと・

もの・しぜん”を大切にするまちづくりを推進し

ていく決意をしたところです。

～美しい地球を守り、次世代を担う子どもたちに

「もったいない精神」を引き継いでいきましょう～

●「もったいない大使」の任命

松戸市の「もったいない運動」を展開するに当

たり、サポーターとしてまた、パートナー役とし

ての役割を担う「もったいない大使」をおくこと

とし、講談師の神田紫さんに就任していただきま

した。

神田さんは、自作の講談「もったいない善兵衛」

を披露して、「もったいない」の精神を世に広め

ています。

●「もったいない運動」の当面の事業

◇「もったいない」に関連する川柳、作文の

募集

◇「もったいない運動」に賛同し、この運動

を積極的に推進する「協賛団体」の募集

◇「もったいない大使」の神田紫氏が小学校

を訪問し、児童をはじめ保護者や地域住民

も交えた「もったいない談義」交流会の開催

◇松戸市地域省エネルギービジョン策定記念

イベントの開催

16

松戸市

「もったいない運動
‘ワンス モア’」を推進

総務企画本部企画管理室

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;県内情報報 報 報 情 情 情 域 域 域 地 地 地 

～次世代を担う子どもたちへ～

（写真：川井敏久市長（左）と「もったいない大使」の神田紫講談師）
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この条例は「廃物」という概念を用いるのでは

なく、「使用済」という概念を用いるところに特

徴があります。

放置自動車を使用済とみなすことで『使用済自

動車の再資源化等に関する法律』に規定する使用

済自動車として位置づけ、同法に基づいて処理し

ようとするものです。

放置自動車が廃物にならなければ処理できない

今までの条例では、放置自動車が発見されたとき

に良い状態であるものは、撤去することができま

せんでした。タイヤが外れ、フロントガラスが割

れ、エンジン等の部品がなくなるなどして自動車

としての機能の全部又は一部が失われる状態にな

るまで待たなければならないことから、撤去する

まで長い期間を要しました。

また、放置自動車の所有者が判明しているとき

は、所有者に撤去指導するだけでしたので、処理

は相手の都合によるところが大きいものでした。

放置自動車は通行の安全に支障をきたすばかり

でなく、ゴミが不法投棄される誘因にもなってい

ます。

新条例では、使用済とみなす基準について規定

してあります。自動車の状態などにより、使用済

とみなすまでの期間が異なりますが、発見時から

早ければ10日前後、遅くとも60日位で撤去するこ

とが可能になり、本市の場合、従来に比べて３分

の１程度に短縮できることになりました。

本来、使用済とするかどうかは所有者本人が決

めるべきことであり、それを行政機関が本人の意

思を推測し、断定することは所有権の侵害あるい

は制限に当たるのではないかとの疑問が生じるか

と思います。しかしながら、住民の生命・身体を

守り、及び公共施設の機能を維持するという公共

の福祉を実現することと、財産権の制限を受ける

所有者の不利益を比較考量し、前者のためには後

者が不利益を受けるのは受忍限度の範囲内である

と判断したものです。

これは、「私権は公共の福祉に遵
したが

う（平成16年

の改正で『遵
したが

う』が『適合しなければならない』

とされた）と言う民法の基本原則（所有者は自己

の所有物だからとはいえ、自由勝手に使用あるい

は処分をすることができるものではなく、常に適

正に管理し、社会に役立つように使用する、或い

は公衆に迷惑のかからないように処分しなければ

ならない）に基づいております。

放置自動車を使用済とみなすこの条例は、放置

自動車の早期撤去を目的としたものでありますが、

同時に、所有者にこの基本原則を正しく理解して

いただき放置行為が少しでもなくなることを目指

しております。

市原市

市原市放置自動車の
処理に関する条例

環境対策課

―放置自動車を使用済とみなすのは全国
で初めて― [平成18年１月１日施行]
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栄町では、町民の皆さんの日常生活における買

い物や、医療機関への通院などの移動手段を確保

するため、民間事業者が運行する路線バスの他に、

路線バスが運行していない地域をカバーし、町内

のほぼ全域をルートとして設定した循環バスを運

行しています。

しかし、路線バスには、バリアフリー車両が少

なく、町内循環バスにも、運行ルート上の道路構

造等の問題により、バリアフリー車両の導入が出

来ない状況です。また、町内のタクシー事業者に

は福祉車両がないことから、障害を持つ方や介護

が必要な方等の、いわゆる移動制約者にとっては

利用が困難な状況にあります。また、全体的には

公共交通機関が未充足な地域が多く、目的地まで

の移動手段については自家用車によるものが大半

を占めているのが現状です。

町では、在宅支援サービスの一環として「福祉

タクシーサービス事業」、「通院支援サービス事業」

を実施し、障害を持つ方や、介護が必要な方等の

移動手段の確保に努めていますが、タクシー券の

利用枚数に制限があることや、通院を限定にした

サービスであるため、その他の外出需要について

は十分な対応が出来ない状況にありました。

このような中、生活支援や福祉サービス等を通

じて、地域の支え合いによる生きがいある地域づ

くり活動を実践しているNPO法人から、一般車両に

よる福祉有償運送サービスの実現に向けて、構造

改革特区計画の申請について提案がありました。

そこで、町では、すべての人が住み慣れた地域

で、いきいきと暮らせる地域福祉を推進するため、

「栄町福祉有償運送サービス特区計画」を国に申

請し認定されたものです。

今回の認定により、障害を持つ方や、介護が必要

な方の移動手段の選択肢を広げ、多くの外出需要に

こたえられる環境が整備されるとともに、送迎の

ために多くの時間を割いている家族の介護者の負

担軽減が図れる地域社会の実現が期待されます。

今後は、福祉有償運送サービスを実施する

NPO法人などと連携を図るとともに、交通関係

者やボランティア団体の代表者、町の関係部署の

職員などで構成する運営協議会を設立し、具体的

な運営方針などの審議を経て、福祉有償運送サー

ビスの実現に向けた取り組みを進めていきます。

栄町

すべての人がいきいきと生活
できる地域社会を目指して

住民活動推進課

～栄町福祉有償運送サービス
特区の認定～
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“もしも、あなたの目の前にいる人が、突
然倒れたらどうしますか？”
私たちは、いつ・どこで・どんなけがや病気に

遭遇するかわからない危険と隣り合わせで暮らし

ています。傷病者が発生したときは、迅速な119

番通報はもちろんのこと、現場に居合わせた人に

よる救急車が来るまでの、初期段階での速やかで

適切な応急手当が欠かせません。

千葉市では、職員研修所と消防局救急救助課が

共同し、17～19年度までの３年間で、全職員に対

し、「基本的心肺蘇生法」や「AED使用法」を中

心とした普通救命講習会を実施することにより、

全職員が応急手当をできる体制の確立を目指して

います。講師は指導員資格を持つ消防局職員が行

い、約6,000人の受講対象者を、17年度に1,000人、

18･19年度に2,500人ずつ実施する予定です。この

事業は「新行政改革推進計画」の取り組み項目に

もなっており、応急手当の観点から見た市民サー

ビスの向上を目指しています。

AED※の設置状況
平成16年７月に、厚生労働省からAEDの使用

に関する報告がなされ、非医療従事者でも、必要

な講習を受講した者であれば、AEDを使用する

ことができるようになりました。

本市では、平成17年５月に本庁舎と各区役所に

AEDを設置し、来庁者への救命処置にも対応でき

るようになりました。また、同年10月にオープン

したフクダ電子アリーナにも設置されており、普

及は着実に進んでいます。

初年度実施して
本講習会は、全職員が受講するため、義務的研

修として実施していますが、受講者の意欲は高い

ように思います。なかでも、区役所等で市民応対

業務に従事している職員や身内に高齢者等のいる

職員は、過去に応急手当が必要な場面に遭遇した

こともあり、大変、関心が高いようです。また、講

習会実施に伴い、応急手当に対する意識が全庁的

に高まったことにより、職場研修として各職場が

独自に講習会を行うケースも増えてきています。

おわりに
本講習会の義務的研修としての実施は３年間で

すが、応急手当の技術習得に終わりはありません。

本市では、本年４月より、「夢と誇りがもてる安

全・安心のまちづくり」を目標とした「第２次５

か年計画」をスタートいたしますが、職員一人ひ

とりの応急手当に対する認識と積極的な姿勢が、

安心・安全のまちづくりの実現に大きく貢献する

ものと思います。

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;地域情報

全職員に対して
普通救命講習会を実施

消防局救急救助課・総務部職員研修所

～応急手当を全職員ができる
体制の確立を目指して～

千葉市

※ＡＥＤ（自動体外式除細動器）
心停止者に電気ショックを与え、心室細動（筋肉が不規則に震え、
心臓が血液を送り出せない状態）を起こしている心臓のリズムを正
常に戻す機器。ＡＥＤが傷病者の心臓のリズムを自動的に調べ、必
要なときにだけ電気ショックを行うように音声指示をするしくみで、
安全性は十分に確保されている。
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前橋市教育委員会では、個人情報保護を図るた

め学校（園）における個人情報保護マニュアルを

作成しました。

１　作成理由

本市では、国の個人情報保護法に先立ち、平成

９年に個人情報保護条例を制定するとともに、平

成14年には情報セキュリティーポリシーを定めて

個人情報保護に留意してきました。

教育委員会では、それらを踏まえて、平成17年

７月に、学校（園）における個人情報保護の適切

な管理運用を行うためのガイドラインとして、個

人情報保護マニュアルを作成しました。

２　内　容

まず始めに、個人情報とは個人を特定できるあ

らゆる情報であると規定し、学校（園）においては、

○名簿に関する書類：指導要録（学籍）、個人調

査票、緊急連絡網等

○成績に関する書類：指導要録（指導）、通知表、

テスト類等　　　　

○指導に関する書類：問題行動報告書、指導カル

テ等　　　

○健康調査に関する書類：健康診断票、成長の記

録簿等

○転出入・入学・卒業・進路に関する書類：転入

学書類、卒業生名簿等

○教職員に関する書類：人事カード、教職員一覧

表等

などであり、大量の個人情報があることへの認識

を喚起しました。

次に、職種ごとに個人情報の保管や取扱い方法

について、具体的な場面を想定して事例やポイン

トを示しました。

管理職については、校

長（園長）は学校におけ

る個人情報管理の責任者

であり、教頭は学校にお

ける個人情報の管理者と

明確に位置づけました。

そして、個人情報の管理

面として、学校にある個

人情報のリストアップ

報 報 報 情 情 情 域 域 域 地 地 地 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;県外情報

群馬県前橋市

「学校（園）における個人情報
保護マニュアル」

教育委員会

－あなたは だいじょうぶ？－
を作成

個人情報　校外持ち出し報告簿 
前橋市立○○小学校　２年１組　　担任　△△　△△ 

※点検・確認者は、校長又は教頭とする。
※常時持ち出す物については、５月、７月、10月、12月、及び３月に点検する。
※随時持ち出す物については、収納するときに確認する。

常
　
時 

持ち出し物 

持ち出し物 持出日 

５/ 
５/ 
５/

７/ 
７/ 
７/

10/

10/

10/

12/

12/

12/

３/ 
３/ 
３/

収納日 確認印 

点検日　印 点検日　印 点検日　印 点検日　印 点検日　印 

随
　
　
時 

（抜粋１）
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化、個人情報の内部での取り扱い（閲覧・複写・

加工等）や校外への提供等について内規を作成す

ることを例示しながら求めました。また、個人情

報の「取得上の配慮」「日常の取り扱い」「管理方

法」「情報交換・提供」の面から教職員に指導す

べき事項も示しました。さらに、各学校で活用で

きるよう「個人情報取扱い申し合わせ事項」や

「校外持ち出し報告簿」（抜粋１）等の参考例を掲

載しました。

一般の教職員については、職種による職務内容

や取り扱う個人情報の違いから「先生」「養護の

先生」「事務の先生」の３つに分けて、個人情報

の取り扱いにかかわる具体的な場面を想定し、

「あなたなら、どうしますか。」と投げかけるQ＆

A形式で構成しました。（抜粋２）例えば、「先生」

の場合、「成績に関する文書をバックに入れ、車

で帰宅途中、明日の調理実習の買い物があること

に気づいた」との想定

には、「どうしても店

に寄らなくてはならな

い場合、常に身につけ

る」こととしました。

他にも「校内での携帯

電話の落し物」「電話

や手紙での問い合わ

せ」「ごみに生徒の個

人情報が紛れた場合」

等、日常の教育活動で

見られる「つい」とか

「うっかり」という19事例を挙げました。そして、

職務中、保管、持ち出しのそれぞれについて基本

的な考え方をポイント欄にまとめました。このよ

うな事例を通して、一人ひとりの教職員の個人情

報取り扱いに対する注意を促すとともに、その適

切な取り扱いを明記し、個人情報の保護に努める

よう求めました。

なお、学校では、このマニュアルを参考に、自

校の個人情報管理に関する内規を作成しました。

また、それに合わせて教育委員会も、管理職や情

報教育担当者を対象に個人情報保護のための研修

会を開催し、その趣旨の徹底を図ってきました。

「県都前橋　教育のまち」の実現を目指す本市教

育委員会では、信頼される学校を築くことが第一

歩だと考えます。そのためにも、各学校（園）が

個人情報の適正な管理・運用を一層徹底するよ

う、今後も指導・支援に努めたいと考えます。

（抜粋２）
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さわやかな笑顔が印象的な鈴木貴俊さんは、今

年で土木環境課勤務２年目の環境衛生係で主に、

浄化槽の補助金交付関係、不法投棄防止等を担当

する、富山町期待の新人です。

鈴木さんはスポーツ好きの家庭で育ち、アクティ

ブなものから陸上競技種目まで幅広い分野のスポー

ツが得意です。小学３年では器械体操の鉄棒選手

として活躍し、中学校では陸上選手。特に棒高跳

びについては大学を卒業するまで10年間も続けら

れ、より高く飛び記録を伸ばすことを目標にがん

ばってきたそうです。また、陸上競技大会へ足を

運び、大会で出される数々の記録を目にすること

で、今後の活動に気合いが入るそうです。Ｔシャ

ツの写真は夏しかみることのできない鈴木さんお

気に入りの「スーパー陸上Ｔシャツ」です。見る

からに陸上が大好きだと主張しているため、社会

人になった今では、当町野球部で一勝でも多く勝

てるよう、持ち前の運動神経を十分に発揮し、経

験者に負けない走りを披露しています。

そんなスポーツ好きな彼ですが、仕事に対して

も目標と情熱をもって取り組んでいます。

それは人間の住む土地をきれいに保つというこ

と。ごみにも種類があり、捨てる時には種類別に

分けることが大事ですが、鈴木さんは、大学生時

代に始めた一人暮らしで、自分のごみを出すよう

になった時、分別の必要性を学んだのがこの仕事

を選ぶきっかけとなったそうです。

それまでは、家族の方がごみの処理をし、自分で

どのくらいのごみをだしているのかわからなかっ

たのですが、一人暮らしを始め、自分でごみを出

すようになった時、一人分の生活ごみの多さに驚

いたそうです。自分がこれだけの量を出していた

ら、日本中のごみはどれだけ多いのだろう。自分

たちの住む地域がきれいになるために、できる仕

事はないだろうか？と考え目指したのが、公務員

という仕事だったそうです。

具体的に町内の森林に捨てられている一般家庭

ごみの除去、産業廃棄物の投棄防止枠をボランティ

アと協力して設置し、町がきれいになるよう目標

をもち活動しています。

スポーツにおいても仕事においても、目標をもっ

て取り組むことはよりよい結果をもたらします。

一つの目標に向かって、あきらめず努力し続ける

ことが大切だということを教えてもらいました。

これからも同期として応援しています。

（文：富山町企画政策課　忍足有利枝）

あの人この人　人物紹介

富山町土木環境課　主事

鈴　木　貴
たか

俊
とし

さん



23

私の所属する職場は、行政改革推進のための計

画を策定し、行政事務全般の改善などを行ってい

ます。

今回は、普段の仕事で最も大切なことである住

民の満足度を、どのようにしたら向上できるのか

を学ぶ研修に参加しました。

まずはじめに意識したことは、住民を「お客さ

ま」としてはっきりと捉えることが大切だという

ことでした。振り返ってみても、私自身そのよう

に意識したことは少なかったと思います。お客さ

まが何を望んでいるのか、期待しているのかをそ

の立場に自分自身を置き換えて考えることが大切

で、さらに言えば、その先にあるお客さまが満足

する、感動する結果を積極的に提供することが重

要であることを学びました。

民間企業では金銭を支払うことでそれに相当す

る価値の商品やサービスを提供されるという関係

がはっきりと確立していますが、公務員と住民の

立場で考えますと、果たして同じように行政サー

ビスを提供しているのか反省しなければならない

ところもあるように思います。民間企業のように、

住民は行政サービスの顧客であることをしっかり

自治専門校だより

と意識し、行政経営の中心に位置するのは住民で

あり、住民ニーズを的確に把握し、自治体の意思

決定プロセスに確実に反映させることが大切とい

うことでした。そのためには、自治体が戦略的な

経営ビジョンを持ち、経営サイクルの体制を確立

して、例えば職員の生産性向上のための人事管理

を適切に行い、目標を明確にした行政計画を立て

て確実な予算執行を行う。その結果、目標到達点

と効果の評価を行い、さらに今後何を改善していっ

たらよいかといった点を検証することが大切であ

るという、今日までのいわゆる官僚型経営システ

ムから、ニューパブリックマネージメントシステ

ムを構築していくことが重要なことだと学びまし

た。ただし、満足はお客さまである住民一人ひと

りが決めることであり、こうしたからすべてのお

客さまが満足するということはなく、ＣＳ（住民

満足度）に正解はない、ということも強く印象に

残りました。

さきの住民満足度向上研修は、２日間という非

常に限られた時間でしたが、この研修で学んだこ

とをこれからの仕事へ生かしていきたいと強く思

います。

住民満足度（CS）向上研修に参加して

成田市企画課事務管理室

窺　
　うかがい 　

佳　宏

10:10 11:10 13:00 14:00 
11:00 12:00 13:50 14:50 

講 師 （社）日本経営協会　講師　鴨志田 栄 子 

目 標 　業務改善や政策立案に必要な住民ニーズを把握するための、住民満足度（ＣＳ）の基礎的知 
識・技法について学ぶ。 

　　　　　時間 
日程 

9:10 15:00 
10:00 15:50 

11月８日(火)   
開 
講 
式 

住民満足度(CS)とは CS調査の導入の 
ポイント 

CS の 定 義 
導 入 の 目 的 と 効 果 
調 査 事 例 

自治体経営と 
CS活動成功の条件 
CS調査のステップ 

９日(水)   

ＣＳ調査の実際とその活用 

シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 実 習 、 課 題 の 抽 出 
対 策 案 の 検 討 、 調 査 結 果 の 活 用 

（平成17年度実施分） 
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自治専門校だより
平成18年度研修のご案内

●上級研修 

●指導者養成研修 

●専門研修 

(ゴシック体の研修は、新設研修)

行政法、民法、地方自治制度、地方公務員制度、政策法務、政策ディベート、安
全安心なまちづくり 
 
 
 
首長講話、職場のマネジメント、新時代の自治体経営、部下育成 
 
 
 
 
 新時代の地方行政、現代行政の課題、公務員倫理、管理者の役割 

 
 
地方分権と市町村行政、自治体経営の諸問題 
 
 
 
 
 
公務における接遇、マナーとコミュニケーション、面接応対、電話応対、クレー
ム対応 
 
倫理とは、公務員に求められる倫理、公務員に求められる規律、望ましい職場風
土の形成 
 
第一線のリーダーの役割、マネジメントの基本と実践、リーダーシップの発揮 
 
 
 
 
 
研修政策・実務の基本、研修運営の実務、研修計画の設計、研修の評価とフォ 
ローアップ 
 
地方行財政の動向、行政評価と公会計、予算編成、事例研究 
 
地方財政法、収入・支出、予算、財産、公の施設、地方交付税、契約、事例研究 
 
地方公共団体の契約制度、紛争解決、談合の対応 
 
 
地方税法総則、市町村税総論、市町村税各論、徴収、事例研究 
 
 
個人住民税課税事務の流れ、所得税確定申告書の作成、税制改正 
 
土地及び家屋の評価・課税、償却資産の課税、不動産登記と税 
 
固定資産評価実務、課税実務 
 
固定資産評価実務、課税実務 
 
滞納整理、所在・財産調査、財産の差し押さえ、トラブルの考え方と対処法、折
衝の仕方 
 
広報基礎概論、広報文の書き方、レイアウト演習、写真撮影と取材方法 
 
戸籍諸帳簿及び記載、戸籍訂正と追完、渉外戸籍、住民記録の実務 
 
災害の様相、災害に係る法体系、災害時の対処方法、災害図上訓練 
 
市町村における議会制度、議会運営の実務、議会運営に関する事例研究 
 
地域福祉と自治体行政、地域福祉と社会資源の活用、地域の特色と地域福祉、課
題と対応策 
 
保育所の中での法律問題、保育行政をとりまく諸問題、子育て支援のあり方、児
童虐待 

 中 堅 職 員 研 修   
 
 
 
課 長 補 佐 研 修   
 
 
 
 
 課 長 研 修   

 
 
管 理 者 研 修   
  
  
  
 
 
接 遇 研 修 指 導 者  
養 成 研 修   
 
J Ｋ Ｅ Ｔ 指 導 者  
養 成 研 修   
 
ＪＳＴ指導者養成研修  
 
 
  
  
 
 研 修 企 画 研 修   
 
財 政 研 修   
 
財 務 事 務 研 修   
 
契 約 事 務 研 修   
 
 
税 務 事 務 研 修   
 
 
市 町 村 民 税 研 修   
 
固定資産税（総合）研修  
 
固定資産税（土地）研修 
 
固定資産税（家屋）研修  
 
 滞 納整理事務研修   
 
行 政 広 報 研 修   
 
戸 籍 事 務 研 修   
 
災害危機管理研修   
 
議 会 事 務 研 修   
 
 地 域 福 祉 研 修   
 
 主 任 保 育 士 研 修   

 
① 7月 4～27日
②10月11日～11月 2日
 
① 7月 4～ 6日
② 7月18～20日
③10月 3～ 5日
④10月17～19日
⑤10月31日～11月 2日
 
① 7月11～13日
② 7月25～27日
③10月10～12日
④10月24～26日

 7月21日

① 6月27～29日
② 1月16～18日

 8月 8～10日

 8月21～25日

 
 
8月30・31日

 8月 1～ 3日

 8月29～31日

 8月10・11日
 
① 6月 5～ 9日
② 6月12～16日
③ 9月 4～ 8日

10月 4～ 6日

 6月20～23日

 9月12・13日

 9月19・20日
 
① 7月 5～ 7日
② 9月26～28日

11月 7～ 9日

 9月 5～ 8日

 8月 7～ 9日

 5月17～19日

 6月28・29日

 
①6月 6･ 7･13･14日
②6月 8･ 9･15･16日

研　修　名 主　　　な　　　科　　　目 期　　　間 

研　修　名 主　　　な　　　科　　　目 期　　　間 

研　修　名 主　　　な　　　科　　　目 期　　　間 
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●特別研修 

研　修　名 主　　　な　　　科　　　目 期　　　間 

●講座 

講　座　名 主　　　な　　　科　　　目 期　　　間 

●専門研修（つづき） (ゴシック体の研修は、新設研修)

環境行政の現状と自治体の役割、廃棄物処理と資源リサイクル、産廃の不法投棄
対策 
 
地域再生、地域活性化と市町村の役割、魅力ある商店街づくり、観光施策の動向 
 
農林業政策の基本問題、農地問題、食と安全 
 
まちづくりと道路、道路法、工事施工管理、道路の維持修繕、河川 
 
用地事務概論、一般損失補償基準及び公共補償基準、補償、土地の評価、用地交
渉方法 
 
住民参加のまちづくり、まちづくりと地方自治、まちづくりと景観、まちづくり
条例 
 
千葉県の下水道、下水道の行財政、維持管理、下水道の都市計画・認可事務、下
水道の執行 
 
 
 
 
 
自治体と法、条例・規則の立案演習 
 
 
 条例・規則のしくみ、法令用語、条例・規則の立案（新規制定・一部改正） 

 
 
行政法通則、行政法演習 
 
地方公務員法、地方公務員制度演習 
 
問題解決と業務の革新、問題解決のプロセスと発見、状況分析、解決案と実行計
画書作成 
 
地方分権と自治体の政策形成、政策形成演習 
 
 
基調講義、関連講義、研究計画策定、中間指導、政策研究、最終指導、成果発表 
 
 
電子自治体と情報政策、情報化時代のまちづくり、ユビキタス社会と電子自治体 
 
アクセスの基本操作、アクセスと自治体業務 
 
効果的なプレゼンテーション、プレゼンテーション実習、個人発表 
 
住民満足（CS）とは、CS調査の導入のポイント、CS調査の実際とその活用 
 
職場の活性化とリーダーの役割、私のキャリア・デザイン 
 
コーチング法、実習、事例研究 
 
折衝力の基本、折衝技法、折衝の心得、クレーム対応 
 
NPMの考え方、NPMの手法と成果、公共経営におけるマーケティング戦略、 
マーケティングの実務事例 
 
能力・実績を重視した人事評価、公務員の意識改革、「新しい公共空間」の形成、
ワークショップ 
 
 
 
 
 
話し方の技術、研修技法と指導技術 
 
 
地方税法総則 

 環 境 行 政 研 修   
 
地 域 再 生 研 修   
 
農 政 研 修   
 
土 木 職 員 研 修   
 
 用 地 事 務 研 修   
 
 ま ち づ く り 研 修   
 
 下 水 道 職 員 研 修   
  
  
  
  
 
政 策 法 務 研 修  
 
 
 法 制 実 務 研 修  
 
 
行 政 法 研 修  
 
地方公務員法研修 
 
問 題 解 決 能 力  
向 上 研 修  
 
政策形成基礎研修 
 
 
政策研究実践研修 
 
 
電子自治体研修  
 
情 報 処 理 研 修  
 
プレゼンテーション研修 
 
住民満足度(CS)向上研修 
 
女 性 職 員 研 修  
 
部下育成(コーチング)研修 
 
折衝･交渉能力向上研修 
 
行政課題研修Ⅰ  
〈 N P M 〉  
 
行政課題研修Ⅱ  
〈 意 識 改 革 〉  

  
  
  
 
 
講 義 技 法 講 座   
 
 
地 方 税 総 則 講 座   

11月13～16日

12月 5～ 7日

 6月 1・ 2日

 5月22～26日

 9月11～15日

11月28～30日

10月26・27日

10月10･12･19･20日
 
①6月13～15日
②9月13～15日
③11月15～17日
④2月14～16日

 7月20･21･26～28日 

 8月22～24日

 1月30・31日

 5月22～24日

7月24･25日･10月20日･
2月8･16日
政策研究５日間(8～2月)

12月11・12日

 5月11・12日

 5月30・31日

11月 8・ 9日

12月14・15日

 6月21・22日

 2月 7・ 8日

 7月 3・ 4日

 2月 1・ 2日

 8月 2日
 
①6月 2日
②9月 1日
③9月21日

研　修　名 主　　　な　　　科　　　目 期　　　間 

法 

務 

能 

力 

政 

策 

形 

成 

情
報
推
進 
意
識
改
革 

対
人
能
力 

行
政
課
題 
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自治センターだより

「クリエイティブ房総」は市町村職員活性化情

報誌として、千葉県内市町村職員の皆様に参考と

なる、身近な話題の提供に努め、71号の発行を迎

えました。

そこで、本誌のより有益なあり方等を考えるた

め、全市町村（74市町村、H17.9現在）の職員の

方（市部20名、町村部10名　計1,050名）を対象

にアンケート調査を行いました。その結果、28市

32町村　810名の方から回答をいただきましたの

で、その概略について報告いたします。（回答率

市町村数81％　職員数77.1％）

「クリエイティブ房総」は、各市町村の係に一

冊の割合でお配りしていますが、90%以上の方が

本誌の回覧をご存知であり（Q1）、収受・配布い

ただいている方々のご協力について、感謝申し上

げます。

年２回発行の本誌について、75％強の方が「い

つも読んでいる、たまに読んでいる」と回答され

ており（Q2）、読んでいる・役に立つ記事につい

ては、「県内の地域情報」「特集」「県外の地域情

報」「市町村職員の人物紹介」「羅針盤」の順に高

く、実務や政策に関係する記事等が読まれていま

す。（Q4）

一方、Q3で毎号読めない理由を尋ねたところ、

「読む時間（場所）がない」方が56.7％と半数以

上を占めましたが、「関心がない」「参考になる記

事がない」「その他（インターネット・専門誌等

で情報が取れる等）」と40%弱の方が回答された

ことは、まだまだ改善の余地があることを示すも

のと思われます。

新たにどのような記事が必要かという問いに

は、選択項目にある「実務解説」「行政実務の体

験記」「新しい法律や法改正の情報」「行政判例」

「行政への提言」の順に高く、“実務に役立つ情報

誌”としても望まれているようです。（Q5）

また、本誌のページ数については、約85％の方

が現行（30ページ）どおりを希望され、発行回数

では、95％以上の方が現行（年２回）以上の発行

を希望されました。（Q6・Q7）

アンケート結果では、概ね好評との評価を頂け

たものと思いますが、今後も読者の皆さんからの

ご意見は真摯に受け止め、参考とさせて頂きます。

アンケートへのご協力、ありがとうございました。

今後とも忌憚ないご意見をお寄せください。

「クリエイティブ房総」アンケート結果

「クリエイティブ房総」に関するアンケート 

現在、自治センターでは、市町村職員活性化情報誌として「クリエイティブ房総」を年２回発行しています。 
このことについて、あなたの率直なご意見をお聞かせください。 

Q1
「クリエイティブ房総」は年２回９月
と３月に発行しています。 
毎回回覧されていますか。 

76.9％ 

14.9％ 

7.5％ 

0.2％ 

0.4％ 

100.0％ 

623 

121 

61 

2 

3 

810

構成比 人　数 選　択　項　目 

毎回されている 

たまに 

回覧されない 

しらない 

無回答 

　　　　合　計 

Q2
「クリエイティブ房総」は冊子の他、
自治センターHPでも読むことが出来
ます。あなたは、「クリエイティブ房総」
を読んでいますか。 

31,7％ 

43.8％ 

24.3％ 

0.1％ 

100.0％ 

257 

355 

197 

1 

810

構成比 人　数 選　択　項　目 

いつも読んでいる 

たまに 

読んでいない 

無回答 

　　　　合　計 
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Ｑ8 特集の希望テーマ（抜粋）
○職員数減における仕事の合理化・効率化

○時代のニーズにあった公務員像

○特区の特集

○福祉・教育関係

○三位一体改革と地方自治の充実

○公務員のスキルアップ

○合併の光と影

○被災地担当者からの施策方針　等

Ｑ9 要望・感想（抜粋）
○職員同士の情報交換や意見交換ができるように

○専門性の高い記事にして欲しい

○紙媒体の存続を望む

○Webの時代なので必要性に疑問

○失敗談の掲載も希望

○県内外の情報が取れて良い　等

Q3
Q2で２、３と答えた方に伺います。
毎号読まない理由は何ですか。 

56.7％ 

7.8％ 

21.7％ 

10.0％ 

3.8％ 

100.0％ 

313 

43 

120 

55 

21 

552

構成比 人　数 選　択　項　目 

読む時間（場所）がない 

参考になる記事がない 

関心がない 

その他 

無回答 

　　　　合　計 

84.9％ 

0.9％ 

10.9％ 

3.3％ 

100.0％ 

688 

7 

88 

27 

810

構成比 人　数 選　択　項　目 

現行　30ページ 

ページを増やす 

ページを減らす 

無回答 

　　　　合　計 

Q4
「クリエイティブ房総」の中で読んで
いる、あるいは役に立つ記事は何で
すか。３つまでお選び下さい。 

9.9％ 

21.7％ 

22.8％ 

12.4％ 

10.2％ 

6.3％ 

2.6％ 

9.7％ 

4.5％ 

100.0％ 

204 

449 

472 

257 

211 

130 

54 

200 

93 

2,070

構成比 人　数 選　択　項　目 

羅針盤 

特　集 

地域情報（県内） 

地域情報（県外） 

職員　人物紹介 

職員　意見の広場 

研修感想文 

郷土紀行 

無回答 

　　　　合　計 

 

Q5
「クリエイティブ房総」をより充実させる
ために、どのような記事（ジャンル）が必
要だと思いますか。３つまでお選び下さい。 

Q6
「クリエイティブ房総」は現在、A4版
30ページの冊子ですが、どの程度のボ
リュームが適当だと思いますか。 

58.1％ 

35.8％ 

2.5％ 

3.6％ 

100.0％ 

471 

290 

20 

29 

810

構成比 人　数 選　択　項　目 

現行　年２回 

年４回 

その他 

無回答 

　　　　合　計 

Q7
「クリエイティブ房総」が身近なもので
あるためには、どの程度の発行回数が
必要だと思いますか。 

18.6％ 

15.6％ 

12.7％ 

8.1％ 

19.7％ 

22.1％ 

1.1％ 

2.1％ 

100.0％ 

374 

315 

255 

163 

397 

445 

22 

43 

2,014

構成比 人　数 選　択　項　目 

新しい法律や法改正の情報 

行政判例 

行政への提言 

組織論・人間関係論 

行政実務の体験記 

実務解説 

その他 

無回答 

　　　　合　計 

平成17年9月調査 
対象：千葉県内全市町村（31市43町村） 
　　　市部20名町村部10名通信員を通じ配布 
　　　総数　1,050名 
回答：28市32町村　810名 
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私の想定内（外）
私は、静電気がほとんど起きない体質だった（年に１

回ある程度）。それがここ１年はとてもひどい。１日に十
数回ある程だ。実に想定外。
何か思い当たる節はないかと考えてみたところ、特に

ない。静電気が起きやすい体質について調べてみたとこ
ろ、いろいろと理由はあるらしいが、当てはまらない。
これから静電気が発生する回数が、更に想定外なもの

になるのか、想定内に収まってくれるのか。
［三芳村　匿名　不祥］

私の想定内（外）
先日、職場の忘年会において頭髪の一部を剃ったら、

元通りに生えてこなくなったのが想定外の出来事です。
以前から覇気のある髪質ではなかったのですが、まさ

かここまで回復力が衰えているとは思いませんでした。
長い人生で考えれば想定内なのかもしれませんが、あ

まりに唐突であまりに悲しい出来事でした。
一刻も早く髪を短くしたいと思う今日この頃です。

［三芳村　匿名　昭和生まれ］

私の想定内（外）
私は就職して2年目ですが、以前の生活リズムよりも休

日の使い方が変わったと感じています。
学生の時は、夜更かしや徹夜等で起床が遅く昼近くに

なって動き出すといった過ごし方でした。
最近の休日の過ごし方は、夜更かしや徹夜をせずに平

日と変わらない時間に就寝して日中のうちに目的を達し
て夕方には帰宅し、ゆっくり過ごすといった規則正しい
生活リズムになっています。
自分としては、休日に目一杯寝て過ごす事が多くなる

と思っていました。身近な事ですが私の想定外です。
［三芳村　K.I 24］

私の想定内（外）
「一万四千円になります。」
「へっ？」
私は一瞬にして頭が真っ白になり謎の暗号が浮かび上

がった。
「イチマンヨンセンエンニナリマス」
何が？思考回路はショート寸前。どうにか平静を装っ

てもう一度聞く。
「いくらですか？」
「一万四千円です。」
私は即座に財布をチェック。樋口一葉が一人。
「スイマセン。お金を下ろしてきます。コレ担保に置

いていきます。」
背中に一筋の汗を感じながら赤面を隠すために免許証

を置いてダッシュでその場を離れた。
まさかただの風邪で一万四千円もするなんて！世の中

のルールを前もって理解しておかないと、想定外の展開
で痛い目に遭うなと、痛切に感じた21歳の思い出です。

［下総町　monchi 24］

私の想定内（外）
１月21日、大雪が降りました。
翌日の日曜日、雪のせいで、どこにも出かけられなく

なりました。
ちょっと遠くまで出かける予定だったので、雪がこん

なにつもるのは、想定外でした。
大学入試センター試験のリスニングでトラブルが発生

したのは予想通りでした。
［下総町　匿名希望　山田太郎　31］

私の想定内（外）
ある公務員Ａさんの話。十数年前のこと。当時学生だっ

たＡさんは、Ｂ市の採用試験会場に向かいました。バッ
グの中にはお母さんが作ってくれたトンカツ弁当を入れ
て、気合十分。ところが、向かった会場には人っ子一人
見当たりません。不思議に思い日程と会場を確認すると、
何と試験日は昨日！試験日を１日間違えるなんて、Ａさん
には全くの想定外の出来事でした。その１年後、Ａさん
は再びＢ市の採用試験を受け、見事合格。当時を振り返っ
て、Ａさん曰く「俺が試験に合格することは、もちろん
想定内だったよ」だそうです。Ａさんとは、私の主人で
す…。

［下総町　匿名　32］

私の想定内（外）
公務員になって１年目。そんな私の想定外の出来事は、

宴の席でのカラオケでした。宴席があることは分かって
いましたが、そもそも私はカラオケが得意ではなく、人
前で歌うなど思いもしませんでした。しかし、お酒の力
を借りつつも意を決して歌ってみると、意外と普通でい
る想定外の自分がいました。
これからも、いろいろな「想定外の自分」に出会える

のではないか。そんな気がして楽しみです。
［鴨川市　匿名］

私の想定内（外）
お正月のお楽しみといえば、とてもお得な福袋です。

毎年楽しみにしているけれど、良い物はいつも売り切れ
です。今年こそはと、初詣の帰りに店の駐車場でスタン
バイしていました。ところが、朝が早かったせいか、も
うすぐ開店というところで睡魔に襲われ、夢の中へ…。
そして、目覚めると時刻は午後１時。急いで店内に入り
ましたが、時すでに遅し。狙っていた福袋は売り切れて
いました。
想定外の睡魔で今年も買い損ねた福袋。来年こそは手

に入れるぞ！
［鴨川市　コナス］

私の想定内（外）
わたしの想定外は、金銭感覚が変化したことです。
社会人になり、収入が増えたと同時に遊ぶ時間が減っ

たこともあり、買い物では、１万円以上の服や靴を購入
したり、食事では、洋酒やステーキなどを注文すること
が多くなりました。バーゲンやカップ麺にこだわってい
た昔の自分が信じられません。
遊ぶ時間が減ったことは想定内でしたが、金銭感覚が

変化したことは想定外でした。
［鴨川市　匿名　23］

意見の広場

テーマ テーマ テーマ 
私の想定内（外）
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郷土紀行 郷土紀行 
写真で見る 写真で見る 

富里市 富里市 
富里市は千葉県北部の中央に位置し、北は成田市、南は八街市

に隣接しています。
明治21年「市政・町村制」が公布され、当時の七栄村を中心に

13の村が一体化し、『富里村』が誕生しました。
この村の名は、13か村を意味する“十三”と将来豊かな郷土に

なるようにとの願いを込めた“富”とをだぶらせ命名されました。

富里市 

富里の「と」と勝利の「V
サイン」の交錯によって、躍
動と発展を表わし、周囲の丸
は融和と郷土愛を象徴したも
のです。昭和44年４月１日に
（村章として）制定されました。

里市をはじめとする千葉県北部地方は、かつて下総と呼ばれ、

野生の馬が放牧される広大な牧（まき）を形成していました。

そのかかわりは深く、古くは平安時代の官牧に始まります。成田空港

の建設で、御料牧場が移転した後も、競走馬の育成や調教などの場と

して、18の牧場が点在しています。

在でも市内には「駒走（こまばしり）」「野馬木戸（のまきど）」

などといった馬に由来する地名も多く残っています。また、牧

を区分けした「野馬土手」や牧の重要な施設である「野馬捕込（とっ

こめ）」も市の随所に非常に良い状態で残されています。久能地区の

（財）藤崎牧士史料館には、当時の牧士装束や馬具、古文書などの貴重

な文献が保管・一般公開され、当時の歴史の面影を垣間見ることがで

きます。

内の両国家畜市場ではサラブレット１・２歳馬のせり市が開催

されます。サラブレットのせり市は、全国でも６か所と少なく、

富里市場では関東近郊で生産された馬が出品されます。

住民基本台帳 49,750  人

外国人登録 1,567  人

総人口 51,317  人

世帯 18,693世帯

〈平成17年12月末日現在〉

平成10年４月に、富里
町の花選定委員会によ
り、住民アンケートを参
考に町の花を「サルビア」
と定めました。

市の花　サルビア

市 章

昭和45年11月、住民から
一般公募して決定しました。

市の木　やまざくら
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歴史・文化財・伝統 歴史・文化財・伝統 

里の特産物「すいか」の魅力がたっぷり楽しめるイベントで

す。自慢の富里すいかを使った「すいか早食い競争」や「野

菜つり」など、来場者が参加できるゲームのほか、採れたて新鮮な

野菜やすいかの即売を行っています。

た、品質・技術の向上を図ることを目的とし、生産者が自慢

の「すいか」を競い合う「すいか共進会」も実施しています。

共進会に出品されたすいかは、審査委員によって、色や形、味など

の審査を受け、展示されたあと、抽選によって来場者に即売されます。

イカで乾いたのどを潤しながら走るユニークなレース、それが富里スイカロードレース大

会です。10㎞、５㎞の部の残り1.5㎞地点に『給スイカ所』を用意しています。「日頃の成

果を試したい」「思い出づくりに友達と！」ゆっくりランナーでも安心

の時間設定で、たくさんの方に楽しんでいただいているこのレース。なん

と、10㎞の部は参加者数日本最多!! 毎年、総勢１万人のランナーが参

加しています。

場には、飲食ブースやスイカの直売所などが多数並び、お祭り

のような雰囲気です。ランナーだけでなく、応援にきた家族・

友人も楽しめます。もちろんスイカ試食コーナーも用意しています!!

あま～い、あま～い富里スイカを完走後や応援中に味わっていただけま

す。大会のお土産話においしいスイカをどうぞ!!



平成18年度新設研修のご案内〈自治専門校〉

編集後記 編集後記 編集後記 

＜問い合わせ＞　教務課　TEL 043-231-8701

研 修 名 

概　　要 

概　　要 

概　　要 

災害危機管理研修 

研 修 名 地域福祉研修 

研 修 名 政策研究実践研修 

　市町村の防災業務の多様化に対応するため、防災担当者として必要な基本的知識を修得するとともに、

災害を想定した実践形式の図上訓練を通して、時間も人も限られる緊急時に適切に行動できる判断能力

を養います。 

 

 

　地域福祉の計画的な推進に向け市町村の果たすべき役割や地域の福祉資源の活用など、福祉行政に関

する専門的知識の修得を図ります。 

 

 

　地域間競争時代の中で、質の高い自立的な地域社会を形成していくためには、既存の行政単位の枠を

超えた広域的な発想が重要となり、関連する地域自治体の連携による施策の展開が求められます。この

研修では、地域に密着した特有の行政課題をテーマに、関連する自治体間での調査研究を行います。 

三位一体改革は不完全なまま一応決着し、その不完全さは住民に一番近い市町

村経営の難しさにつながっているように思えます。

さらに国は「自治体破産法」制定の検討をはじめるなど、国が描く「自治体」

とはどういうものなのでしょうか。

少ない財源の中では、「公共空間」の担い手を従来の自治体だけでなく、自治

体と議員、住民とが一体となって新しくデザインしていくことも必要でしょう。

このために、税金の使途についても、北海道ニセコ町の予算書のように、議員や

住民が詳細に知り得ることも大切なことだと思います。

今回の特集の中で提言されたことをもとに、私たちの職場である自治体のあり

方について、少しでも再考いただけたら幸いです。



今号の表紙（山田町）

毎年12月の第1日曜日に執り行われる山倉大神の例大
祭。通称『山倉の鮭祭り』として親しまれています。（県
指定無形民俗文化財）
祭り近くになると、栗山川に遡上してきた鮭が献納され、

塩漬けにされた後、包丁式の神事によって小さな切り身に
され、当日に限り護符として参拝者に頒布されます。
また門外不出の秘法による鮭の黒焼きが常備されてお

り、これらは災いを“サケる”護符として、また風邪薬と
しても有名です。

◆栗山川支流を遡上してきた鮭（多古町玉造）◆
水門の形状によりこれ以上進めないため、町では現在、

県当局に“魚道造り”を働きかけています。

◆ 山倉大神の例大祭 ◆

クリエイティブ房総　2006 第71号
発行日　平成18年3月1日 〒260-0001 千葉市中央区都町1－6－1 URL : http://homepage3.nifty.com/jichi
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印刷／株式会社　エリート印刷　※記事の無断転載を禁じます。

山田町立八都小学校では、毎
年３月になると児童が飼育して
きた鮭の稚魚を栗山川に放流し
ています。受精卵から苦労して
育ててきただけに、生徒たちは
泳ぎ去っていく稚魚たちに別れ
を惜しみ、再会を期待する言葉
をそれぞれ送ります。

環境教育を通して“命”の尊さも、伝え育まれています。




