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印西市は、平成22年３月に、印旛村・本埜村

と合併し、新しい「印西市」としてスタートし、

４年目を迎えました。

新たな一歩を踏み出した印西市は、豊かな自

然環境、歴史・文化的な資源を有する既成市街

地、多様な都市機能が計画的に整備された新市

街地等、様々な表情をあわせ持つ“まち”とな

りました。

それぞれの地域のポテンシャルを最大限に活

かすため、「地域資源の継承」と「都市の創生」

との融合を基本理念に、「私たちのふるさと」と

して実感できるまちづくりを市民・事業者・行

政が協働で目指しているところです。

さて、ご承知のとおり、企業収益の減少や雇

用情勢の悪化などにあらわれているように、現

在の経済環境は、大変厳しい状況にあります。

それに加え、少子高齢化の進行による社会保障

関係経費の増加なども避けられない課題となっ

ています。

このように、地方自治を取り巻く現状が大変

厳しい状況にある中で、今、市町村職員に求め

られるのは、「創造力」と「スピード感」です。

私は、就任当初から『市民目線』を第一に行

政運営にあたっており、市民が満足できる行政

サービスの実現に向け、スピード感を持って取

り組んでいます。

行政に携わる私たちには、住民からいただく

貴重な税金を無駄遣いせず、住民のための施策

に還元するために、“まち”を元気にするための

アイデアを出し、実現に向けて取り組んでいく

という使命があります。

住民の幸せづくりには職員の活躍が不可欠で

すが、結果として、職員の真価も問われること

にもなります。日頃から、個々の自己研鑽に努

めスキルを高めること、職員が一丸となること

が重要ですので、職員皆さまのご活躍に期待し

ます。

羅　針　盤

羅

印西市長 板　倉　正　直

市町村職員に求められる
「創造力」と「スピード感」

針

盤
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特　集　「自治体のリスクマネジメント」特　集

　近年の自治体は、これまで培った経験やノウハウでは対応できない複雑かつ多様なリスクに直
面しています。新型インフルエンザや風疹などの感染症、人為的ミスによる個人情報の漏えい等、
その種類は多岐におよぶ中で、まさに自治体や住民はリスクに埋もれて日々過ごしているといっ
ても過言ではありません。 
　そして、これらのリスクに対する自治体の対応の遅れや不備は、住民の不安や不信感をあおり、
さらなる被害を招く結果となる可能性を否定できません。 
　自治体を取り巻くリスクが変化し続けている今、私たちにはこれまで以上に自らを取り巻くリ
スクを理解し、その対応策を考え、実践することが求められます。 
　そこで今回は特集として、専門家の方にリスクマネジメントの分析（分類）と評価手法、自治
体で想定されるリスクへの対応について御執筆いただくとともに、自治体等におけるリスクマネ
ジメントについて取組んでいる事例（２団体）を紹介します。 

PART 1 自治体リスクマネジメントの概念と評価・手法 
千葉商科大学/大学院　教授　　　藤　江　俊　彦（ふじえ　としひこ） 
1970年　慶應義塾大学法学部政治学科卒業。 
ビジネス・キャリア後、淑徳大学教授を経て現在、千葉商科大学政策情報学部・同大学院
政策情報学研究科教授。危機管理システム研究学会会長。 
専門はソーシャル経営論、リスクマネジメント、地域ビジネス、広報IR　等 

PART 2 自治体のリスクマネジメント 
市町村アカデミー　客員教授　　　大　塚　康　男（おおつか　やすお） 
1970年　　日本大学法学部法律学科卒業                         
1973年　　市川市役所入所、総務部法規係長、総務部文書課主幹、企画部企画課課長補佐、
　　　　　総務部法務室長、総務部次長、議会事務局長、教育次長を歴任                         
2007年～　現職                        

PART 3 リスクマネジメント・危機管理（事例紹介） 

① 不祥事防止でマニュアル作成 
松戸市総務部行政経営課 

② 保育リスクマネジメントの実践 
　～小さな気付きから重大事故を起こさない取組を考える～ 

社会福祉法人 八越会　ちどり保育園 
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千葉商科大学／大学院　教授
藤江　俊彦

自治体リスクマネジメントの
概念と評価・手法

１　リスクマネジメントの必要性と定義

平成23（2011）年３月11日の東日本大震災は、日本災害史上「広域複合災害」と言われ、地震、大津波、

原子力発電所の事故など、極めて激甚なものであった。これによって東北地方から北関東にかけての太平

洋側の多くの自治体が被災し、なかには庁舎も倒壊、流出したものもある。また近年の異常気象による影

響で、台風、洪水、豪雨、豪雪、強風、竜巻、火山噴火など、強烈な自然災害が増加、被害や損失も拡大

し、その度に自治体による避難情報の伝達のあり方や対策が問題となることが多くなってきた。さらに自

然災害だけでなく、新型の流行性感冒（インフルエンザ）、新型肺炎（サーズ）、風疹などによる感染症災

害も、グローバル時代には伝播性を強めていることに注意しなければならない。

こうした外部要因による災害の他に、危機事象は内部要因によるものもある。自治体組織内における職

員の不祥事や、関連施設等における事故、すなわちコンプライアンス（法令遵守）や倫理に反する事件、

点検や確認行為の怠慢などによる事故などである。さらにはコンピュータの高度化複雑化、ソーシャル・

メディアの普及などによって、自治体や行政には新たなリスクが発生しつつある。

現代はあらゆる社会の活動主体が、多様なリスクと共に生存する時代になったと言えるだろう。とりわ

け公共機関としての自治体は、地域における公権力を委託されており、求められる社会的責任も受託者と

して重いものがある。直面する多様なリスクに対し、適切なリスクマネジメントが要請されている。

リスクマネジメントについて、ISO（国際標準化機構：本部ジュネーブ）は、2009（平成21年）年11月15日

に、国際標準規格であるISO31000（リスクマネジメント－原則と指針）を発表した。またリスクマネジメント

用語に対する規格で、ISO/IEC73：2009（リスクマネジメント用語－規格において使用するための指針）も公

表された。そこでは「リスク」を「目的に不確実性が及ぼす影響」と定義した。従来の定義では「危害の発

生確率及びその危害の重大さの組み合わせ」であったが、リスクのなかにはファイナンスリスクのように投

資した株式の株価が上昇することで利得を生みだす可能性もあり、これらを勘案した表現に変えたのである。

一般的にリスクマネジメントとは、災害や事故・事件のように損失のみを発生させる純粋リスクに対す

るマネジメントだと考えられがちであるが、他方リスクを意図的に取る（リスクテーキング）ことで、損

失は出るかもしれないが利得を生み出すこともあるという投資的・投機的リスクへのマネジメントもある。

自治体の中には、経済好況の時期に資金運用方法として外国債券などを多額に購入し、以後バブルがはじ

けた結果大きな損失をかかえ、住民から強く非難されて責任問題になったケースもあった。
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ではリスクマネジメントの目的はどのように考えるべきであろうか。近年では市町村合併が進められ道

州制が叫ばれている。もし住民の信頼や支持を失うと、自治体の行政経営や組織運営が困難になるばかり

でなく、自治体の存在そのものが危うくなり、公務員としての職を失うこともありうる。従って自治体の

リスクマネジメントの目的は、多様な地域のリスクに対し住民の生命と生活の安全を守り、自治体への信

頼構築、組織の保全と破綻を防止、業務を継続することと言えよう。

２　リスクマネジメントと危機管理

リスクマネジメントに類似した用語で、危機管理（クライシスマネジメント）がある。「危機」という用

語は戦前には存在しておらず、昭和35年（1960年）ごろ米ソ冷戦時代に国家安全保障の場で「危機対策」

などと報じられるようになった。語源は「危険」と「機会」とを組合せた造語とされる。その後、自治体

や企業においてリスクマネジメントの類似語、あるいは同意語として用いられることも多くなり、混同し

て使われているのが実状である。

日本では危機管理に関連する用語として、従来「安全管理」が使用されてきた。現在でも学校では「安

全教育」などの表現で用いられている。しかし「安全」は生活の中に元々存在しているものではなく、多

様な危険事象に対してリスク処理手段を取ることによって、時間経過と共に実現されたリスク低減状況と

認識できる。ISO/IEC Guide51（1999）では「許容可能なリスクがない」こととしている。許容可能なリ

スクとは、人の健康に対する直接・間接の危害の発生確率と影響度で示す。基本的にリスクがゼロである

絶対安全の状態は実現不可能だが、極力低減させることは可能である。「安全管理」は安全を実現させるた

めの組織的対応マネジメントであり、産業現場での労働安全衛生で多く論じられてきたのである。

広義のリスクマネジメントは通常、時系列的に三局面で考えられる。これは災害リスクマネジメントに

おいても、事故・事件などにおける不祥事リスクマネジメントでも同様である。

まずは危機事象（災害、事故・事件等）の発生していない平常時、発生した緊急時/発災時、収束時/復

旧・復興時の三局面である。平常時においては災害リスクや不祥事リスクの洗い出し、予測、評価によっ

て適切なリスク管理体制を整備しなければならない。実際危機事象が発生したら応急対応を迅速に実施、

極力損失（ダメージ）を最小化するべく活動する。これをリスクコントロールという。

そして復旧・収束局面に入ったら二次災害の防止・再発防止策をとり、修復・収束の措置をとりながら、

停止していた重要業務を早期に再開し、継続を図ることが重要である。またこの段階では多額の収束資金

が必要となるので、保険・積立金・債券（ボンド）等によるリスクファイナンスを確実に行う必要がある。

すなわち各局面においては、目指すべき目標を明確にして、着実に実行しなければならない。

平常時／通常時 

防止と緊急時への備え 

危機管理体制の確立 

緊急時／発災時 

危機管理 

被害の最小化／業務継続 

リスクコミュニケーション 

リスクアセスメント 
（予測と評価） 

リスクコントロール 
（回避と除去） 

リスクファイナンス 
（転嫁と保有） 

収束時／復旧・復興時 

回復／業務平常 

修復と再発防止 
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３　リスクアセスメントとリスクトリートメント

リスクマネジメントの三局面で平時のリスクアセスメントは、リスクの予測と評価であり、予測するリ

スクの発生確率と衝撃度（ダメージ度合い）を分析、重大性など優先順位を決めていく過程を言う。その

第一ステップは、リスクの予測と洗い出しによりリスクを特定することで、ISO31000（2009）では「リス

クを発見、認識及び記述するプロセス」と定義している。組織に内在するリスクなどを確認し共有化する

のである。

危機事象は組織の部門や個人にネットワークを張り、できるだけ漏れのないように掌握する。米国保険

会社の技師であったハインリッヒは1930年代に労働災害や事故の発生頻度を統計し、リスクが健在化する

確率を経験則にした。すなわち「１つの重大な事故事件の前には、29の軽度な小事故・事件があり、その

前には損害が発生しない300のヒヤリハットする体験（危険感知体験）がある」と述べている。小さな予兆

をつかみ、リスク処理を迅速、適切に行う必要性を示唆しているのである。―ハインリッヒの法則 1：

29：300

リスクマネジメントの第二ステップはリスク分析、第三ステップはリスク評価である。ISO31000はリス

ク分析を「リスクの特質を理解し、リスクレベルを決定するプロセス」と定義し、リスク評価を「リスク

及びその大きさが受容可能かまたは許容可能かを決定するためにリスク分析の結果をリスク基準と比較す

るプロセス」と定義している。

（JIS Q31000：2010日本規格協会）

リスクの分析・評価で有名な学説は、米国のスティーブ・フィンクの危機予測論である。マトリックス

を作成し、縦軸に危機衝撃度、横軸に発生確率をとる。それぞれを10等分し、垂直に交わる中央の点が衝

撃度５、発生確率50％である。四象限の地帯はそれぞれ下記のようになる。

頻
度
・
確
率
F

（亀井利明『リスクマネジメント総論』同文舘出版  2004年 P53

火災、地震 
黄色地帯 
イエロー・リスク 
B型リスク（F小、S大） 
｛転嫁・保険｝ 

｛保有｝ 
D型リスク（F小、S小） 
グリーン・リスク 
安全地帯 
窓ガラスの破損 

｛除去防災｝ 
C型リスク（F大、S小） 
グレイ・リスク 
灰色地帯 
事故車呂 
 

製品クレーム 
危険地帯 
レッド・リスク 
A型リスク（F大、S大） 
｛回避｝ 

0％ 100％ 

10度 

0度 

強度・衝撃度－S
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１）衝撃度高く発生確率が高い、赤の危険地帯

２）衝撃度高く発生確率が低い、黄の危険地帯

３）衝撃度低く発生確率が高い、灰の危険地帯

４）衝撃度低く発生確率が低い、緑の危険地帯

洗い出されたリスク事象をこのマトリックスの中にポジショニングしていく。それは危機管理委員会な

どのプロジェクトチームのメンバーがお互いにリスクとして上げた項目について、法律、会計、経営など

の専門家の意見や助言を取り入れて平均値を変えていくこともある。

そこで各委員への質問項目は概ね次のようなものである。

質問１）危機の衝撃は拡大するか、その水準、速度はどうか

質問２）危機発生時マスメディアや行政にどのくらい調査され、規制されるか

質問３）危機により、通常業務にどの程度支障をきたすか

質問４）危機により、イメージや評判はどのくらい下落するか

質問５）危機により、収益はどのくらい低下するか

こうしてポジショニングすることで、当面どの地帯に入ったどのようなリスクを最優先に対処するか

を決め、有効で実行可能なリスク処理手段を検討し実施することになる。

リスク処理手段を選択することをリスクトリートメントという。リスクに対していかに対処するかの

方策・手法を意味し、適切な選択をするためには一定の基準がなくてはならない。伝統的なリスク処理

手段としては、リスク回避・除去・転嫁・保有の４つがある。リスク回避は想定されるリスクに関わる

事案を実行せず、活動を止めたり、災害であれば避難することである。リスク除去は、能動的にリスク

を予防、・抑止・軽減する手段である。リスクの防止・分散・結合などがある。リスク回避とリスク除

去はいずれもリスクコントロールに属し、ダメージコントロールということもある。

またリスク転嫁と保有はリスクファイナンスに属する。例えば転嫁は保険・共済・基金・中央政府か

らの補助金などであり、保有は自治体が自家保険やキャプティブなどリスク負担するものである。これ

らを先ほどの四象限地帯のマトリックスに当てはめると、回避は赤の危険地帯、転嫁は黄色、除去は灰

色、保有は緑の安全地帯として位置づけられる。

４　リスクコミュニケーション

リスクマネジメントの三局面すべての過程で重要なものがリスクコミュニケーションである。リスク

コミュニケーションとはリスクに関わる情報の送り手と受け手の間における情報の共有化と、相互理解

による動機づけ活動に至るプロセスである。すでにISO/IEC Guide73：2002では「意思決定者と他の

ステークホルダーの間における、リスクに関する情報の交換、または共有：ここでいう情報はリスクの

存在、性質、形態、発生確率、重大さ、受容の可能性、対応、または他の側面に関連することもある」

と定義している。
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自治体におけるリスクコミュニケーションは、平常時は地道なコミュニケーションそのものがリスク

ヘッジとなる。庁内では職員間の情報共有と相互理解、庁外でも議員や住民などとの情報交換と相互理

解が信頼の蓄積につながる。例えば、不祥事への法令遵守教育、内部通報へのヘルプラインの設置、防

災に対しての通報ルールづくり、マニュアル作成、学習などがある。

さらに緊急事態が発生したときの伝達・通報・連絡などは、リスクコミュニケーションであるが、危

機的状況下での関係者間のコミュニケーションやマスメディア、報道機関対応を、クライシスコミュニ

ケーション（危機コミュニケーション）と言う。

クライシスコミュニケーションの定義は、「不測事態に直面した場合のリスク処理手段としてのコミュ

ニケーション」である。だが近年、広報PR畑では狭義にクライシス発生後のマスメディアやネットメデ

ィア対応などをクライシスコミュニケーションとして使用しているが、少し意味合いを限定しすぎてい

るのではないか。

クライシスコミュニケーションもリスクマネジメントの一貫である。平素からリスクの調査・確認・評

価・分析・リスクトリートメントなど、迅速な対応ができるようにいくつもの段階を踏んで備えておかなけ

ればならない。危機発生時のリスクマネジメントのプロセスを確実に実行し、影響度を最小化して、公共社

会に対する説明責任を果たすために、マスメディアへの取材対応や緊急記者会見の開催、ウェブなど適切な

情報開示を実施するのである。

だが不適切なクライシスコミュニケーションでは問題も発生し易い。例えば記者会見の大幅遅れ、情

報隠し、虚言などは、バッシング報道などの二次的被害を受け、信用失墜、住民の不信・不満、税の滞

納、さらには財源不足、さらに市町村合併に及ぶこともありうる。

災害時には避難勧告、避難指示の早期伝達や適切な避難誘導、避難所での親身の運営、救急救命、介

護関連のコミュニケーション、金融機関や物流業者とのコンタクトなど、あらゆる関係先とのリスクコ

ミュニケーションが求められるのである。

５　ソーシャル・リスクマネジメントによる克服

東日本大震災のような巨大災害はこれからも発生することが予測されるばかりでなく、その他の自然

災害、感染症災害、またグローバル化やソーシャル・メディア化の急激な進展による事故、事件、不祥

事が起こる可能性が大きい。まさに文明の進歩は社会全体をリスク化したのである。

大震災やインフルエンザのような災害に対して、個人、家庭、企業、自治体、病医院、学校、大学、

中央政府や他国の政府、自治体など各々が協力・連携し合って乗りきらなければならない。個別自治体、

個別企業、個別経営体がいくら努力しても限界がある。これは震災に限らず、大きな航空機事故でもイン

ターネット犯罪でもしかりである。

すなわちソーシャルリスクに対し、社会の多様な活動主体や国家、国際社会が共に連携、協働し合っ

て克服し、社会価値を保全、創造するのである。

リスクマネジメントの基本は最悪事態を予測、想定するところから始まる。想定が“甘い”と批判さ

れている原発事故を見れば明らかのように、自治体は例え1000年に一度の発生確率の災害に対してもで

きる限りの備えを固めなければならない。事故、事件に対しても同様である。
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今後の自治体におけるリスクマネジメントは自治体単独の関連リスクへの対応だけではなく、地域社

会あるいは国家やグローバル社会の様々な主体といち早く連携を組める態勢を整え、住民の安全を守り

行政業務を継続することを目標としなければならない。
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自治体のリスクマネジメント　 PART 2

１　多発する自治体の事故・事件

全国の都道府県、市町村を見ても自治体職員

に関する事故・事件は毎月のように発生してい

ます。決して他人事の問題ではありません。ま

た、多くの事故・事件は突発的に起きるもので

す。予約付きの危機などありません。特に、自

治体の管理者の立場にいる者は、自分の所管で

万一事故等が発生したら誰の相談もなく一人で

考え、どう対応するかを判断し、直ちに指示等

を与えなければならない立場におかれているも

のです。その際、危機に際して「うまく対応し

ろ、問題を起こさぬように処理しろ」等の抽象

的な指示は何の意味もありませんし、有害にさ

えなることがあります。

危機に際しての指示は２つのポイントがあり

ます。第１は、如何に具体的な指示が与えられ

るかです。詳細は後に記述しますが、例えば、

事故等が発生したときには必ず事実確認をしな

ければなりません。その際、事実確認を単に指

示するのではなく、確認は必ず事故等の当日に

行い、事故等が発生する前の時点から確認し、

主観をなるべく排除し、なるべく客観的事実を

把握するといった具体的な指示をしなくてはな

りません。第２は、漏れない指示です。管理職

の立場になったら被害者対応、事実確認等を行

うのは当然ですが、その上にマスコミ対応、議

会対応を忘れてはなりません。事故・事件が発

生すれば、被害者等に対する直接的な対応で精

一杯であり、特に議会に対する報告まで気が回

らないのが実態ですが、管理職の立場になった

ら報告を失念しましたでは許されません。議会、

マスコミ等の対応までできて、はじめて危機管

理対応ができたことになるのです。

そして、いつ起きるかわからない危機に際し

て上記の２点が的確・迅速にできるためには、

今現在あなたの頭の中にある知識のみで対応す

ることになります。危機が発生したときに何を

すればいいかをその時点で考える、思いつくこ

とは、現実にはできません。その場しのぎの対

応ではまず失敗します。そのためには、危機に

際しての基本形を頭の中に入れておかなければ

実際の対応は無理です。そして実際に発生した

危機に際し、基本形を踏まえて応用していくこ

とになります。ただし、あまりにも神経質にな

りすぎて詳細すぎる対応マニュアルの作成も実

際は機能しません。マニュアル通りの事故や事

件は起こりません。事故や事件はすべて同じで

はありません。それに対応するためには基本パ

ターンを頭の中に入れておき、いつでもどこで

も対応できるようにしておかなければ危機対応

は難しくなります。

そこで、自治体での危機において最も発生率
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の高い事故・事件を踏まえて危機対応を記述し

ていきます。その態様を大別しますと、職員の

行為に起因するものと自治体の施設上で起きる

ものがあります。前者はさらに職員の故意によ

るものとして汚職、官製談合、公金の着服、セ

クハラ等があります。また職員の過失によるも

のとして飲酒運転、公用車の事故、教師等の不

注意による児童・生徒の怪我などです。後者に

関しては、自治体が管理する道路、河川、公園、

プール、体育館等の施設の設置又は管理上の瑕

疵（かし）によって生じる事故があげられます。

その他にも病原性大腸菌O－157、牛海綿状脳症

（BSE）、鳥インフルエンザ、食品表示偽装事件、

無認可食品添加物使用事件など市民生活を脅か

す事件が発生し、またコンピュータの発達に伴

う個人情報流出事件などが深刻な事態を招いて

います。今日においては、どのような事件・事

故が起きても不思議ではない時代となっていま

す。このような中で市民生活を守る一翼を担う

自治体職員として、危機管理に対する対処方法

を磨くことは重要であり、特に危機発生時の初

動対応は最も大切なものとなります。そこで、

基本的事項について順次説明していきます。

２　被害者への対応

被害者対応は最優先事項です。職員の過失等

で発生した事故や施設の管理上で起きる事故で

市民や子供に被害が出た場合の対応です。特に、

市町村においては、市民が利用する公の施設と

しての公民館、プール、公園をはじめ、学校、

幼稚園、保育園等でけが人が発生することがあ

ります。けが人が発生し、治療行為を要すると

思われる場合には、速やかに医療機関に連れて

いく、これは当たり前のことですが、これを徹

底させることです。このことは自分だけが認識

していてもだめであり、職員すべてに徹底させ

ておかなければなりません。特に、子供さんた

ちを扱うような職場の場合、事故と怪我はどう

しても起き得ます。その際、救急車を呼ぶと後

で事務処理や手続が面倒くさいからといって、

なるべく呼ばないという発想を持っている人も

いますが、被害者対応を考えるにおいては本末

転倒です。

そして、首を強く打つ事故、又は内臓などを

強く打つような事故は外傷がありません。外傷

がないから、外から見ただけではわからないの

です。しかし、その場合の素人判断が一番恐い

のです。外傷がないから何となく大丈夫だなと

思っても、時には大きな事故につながることが

あります。特に小中学校でプールが始まる時期

になると、子供がプールに垂直に飛び込み頭を

強く打つ事故が起きることがあります。そして

頸椎を痛める事故が発生します。こういう事故

はまさしく外傷がありません。また、けがをし

た子供に先生が「大丈夫？」と聞いたら、子供

が「平気だよ。」と言ったから医療機関に連れて

行かなかった。後日、視力が落ちる、めまい、

吐き気が出てからでは遅いのです。必ず素人判

断をしないで、速やかに医療機関に連れて行く

ことを職員全員に徹底することが必要です。

また、そのときに、自治体職員、特に施設等

を管理する担当者が一番気をつけなければなら

ないことは、事件や事故が起きた最初というの

は、怪我等が発生した原因がどこにあるかわか

らないという事案が多いということです。筆者

の20年の法務経験から言っても一見見て自治体

のミスだと思っても、よくよく調べてみたら、

実はそうではなかったという事案もあります。

そこで、最初の時点で外から見えている状況だ

けで即断して職員が自治体のミスを認め、被害

者に対して責任を認める発言をすると、仮に後

日、自治体の責任がないことが判明しても実質
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上はその発言を撤回することは難しいものとな

ります。特に、首長や管理者の発言は非常に重

いものです。ここで勘違いしてはいけません。

居直りなさいといっているのではありません。

特に最初の時点では、あくまでも慎重な対応を

図ってほしいということです。調査した結果と

して、自治体側にミスがあることが判明したな

らば、これを認めて、補償等の問題に入れば良

いのです。事故等の発生直後に責任の有無を言

及する必要はないということです。

では、実際、施設等で事故等が起きた場合の

対応としてはどのようにすればよいのでしょう

か。先に述べたとおり、事故が発生した最初の

時点では原因がはっきりわからないことが多い

ものです。その時点で言えることは、２つしか

ありません。１つは「現在この事故、事件に関

して調査しています。」、２つは「調査が終わり

ましたら、その結果を御報告いたします。」とい

うことです。原因がいずれにあるか分からない

時点では、責任が自治体にあります、あるいは

責任がありませんと断言することはできません。

したがって、この２点しかその場で言えないの

です。

その際に謝ってはいけないかという問題があ

ります。ここで「謝罪」と「陳謝」という概念

があります。「謝罪」は法的責任を認めて謝るこ

とです。具体的には、①公務員の過失を認める

こと、②自治体の施設の設置又は管理に瑕疵が

あることを認めること、を踏まえて謝ることは

謝罪となりますので、次に損害賠償等の問題が

発生します。これは事故等が発生した最初の時

点で発言することは避けてほしいのです。しか

し「陳謝」は法的責任の有無を言及せずに謝る

ことです。具体的には、「保育園で事故が発生し、

お子さんが怪我したことについては心からお詫

び申し上げます。」「大変に遺憾に思っておりま

す。」と率直に心情を表明することは大切ですが、

基本的にはこの時点では被害が発生したことに

対する陳謝に留めて置くべきです。特に、管理

者は、事故等の原因が明確になっていない段階

では「謝罪」と「陳謝」とを明確に意識して対

応することが必要です。

３　事実確認

事実確認を行うことは自治体にとって非常に

大事なことであり、必ず実行しなければなりま

せん。事故・事件が起きたら、事実確認は事故

等が発生した当日に行うことが重要です。事実

確認をしていない、あるいは１週間も10日も遅

れて事実確認をするようでは、事実確認の意味

をなしません。事実確認を行う目的は２つあり

ます。第１は、その事故・事件の解明のためで

す。なぜその事故等が起きたのか、その解明に

あたることが一義的な理由です。第２は、今後

自治体に提起される可能性のある訴訟へ対応す

るためです。現在、自治体に対する訴訟は確実

に増加しているのです。

そして、事実確認は、その事故・事件が起き

る直前から確認しなくてはなりません。前記し

た児童がプールで頭を打つ事故であれば、何も

１週間前にさかのぼる必要はありません。当日

の天気、水の温度、水の透明度、水の深さがど

のぐらいなのか、生徒は何人いてプールサイド

に何人、プールの中に何人いたのか、何人の先

生がどういう配置態勢でいたのか、どの様な状

況下で事故が起きたかということです。

そして、事実確認の記録をとるときには、３

つのポイントを押さえて記録をとる必要があり

ます。第１は、主観を入れないで客観的事実だ

けを書くということです。感情の赴くままに書

かれた記録は、特に裁判における準備書面や職

員が証人に立つときに混乱を招くことがありま

自治体のリスクマネジメント
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すので十分注意しなくてはなりません。第２は、

必ず時系列で書くということです。事故や事件

の経過にそって記載することであり、あちらこ

ちらに内容が飛ばないようにすることです。第

３は、項目ごとに箇条書きで書くということで

す。長文は避けてください。準備書面等を作成

する段階において長文で書かれていると、事実

関係の把握に時間を要し、逆にややこしくなっ

てしまうことがあります。

また、事故・事件が起きると、市民に怪我人

が出たりすることがあります。特に自分が所管

するところで怪我人が出たりすると、管理職が

一番陥りやすい行動様式は何かというと、自分

を含めた全職員を被害者の対応に当ててしまう

ことです。そして、被害者の対応が一段落した

後になってから「そうだ、事実確認しなければ

いけない。」と思いつくのです。この時点では事

実確認をする意味がほとんど失われてしまって

います。ではどうすればいいか。そのポイント

は、部下職員を同時並行に使うということです。

具体的には、部下職員に対して「ＡさんとＢさ

ん、あなた達は被害者の対応に入ってください。

そしてＣさんとＤさんは事実確認をしてくださ

い。」というふうに職員に指示し、速やかに行動

に入ってもらうことなのです。言われれば当た

り前のことと思うでしょうが、現実にはこのよ

うな単純なことができないのです。こういう事

故・事件に遭遇する経験は多くの職員にとって

は初めてということです。したがって、特に管

理者は具体的な指示や対応を常に意識し、考え

ておかなければ危機に対しての適切な行動は取

れるものではありません。

さらに、記録をとることの重要性に関し、訴

訟の側面からも考えておかなければなりません。

例えば公用車の事故ということになれば、通常

は国家賠償法が適用されます。国家賠償法の中

には時効の規定がないことから、国家賠償法第

４条に基づき、民法第724条の規定を適用して消

滅時効３年となります。したがって、公務員等

から怪我を受けた市民は、原則としては３年以

内に訴訟等、一定の行動を自治体に対して起こ

す必要があります。ところが、自治体において

発生する事故等においては、それと異なり債務

不履行に基づく安全配慮義務違反の事件も発生

します。このような事案では、時効が３年では

なくて民法第167条に基づき10年となります。10

年前までのものであれば自治体に対して訴訟等

を起こせるということです。具体的なものとし

て、公立小中学校で起きる児童の事故、公立病院

での医療事故、公の施設と利用者との間で起きる

事故などが考えられます。自治体での事故等は事

案によって時効期間が異なることに留意していな

くてはなりません。

実際に事故・事件が起きた場合の事実確認や

記録のとり方は、担当者まかせのところが多く、

把握すべき事実もまちまちであるのが大半の自

治体の実態です。確認すべき事実や統一基準の

雛形を作成し、事故・事件が起きた場合の初期

対応等を研修等で学んでおかなければ、自治体

は常に損害賠償を負うリスクを背負う可能性が

あります。

４　事故報告

日常業務に関する報告は、通常５Ｗ１Ｈの原

則に従って報告します。しかし、事故・事件が

起きたときは、５Ｗ１Ｈの原則に従って報告す

る必要はありませんし、また５Ｗ１Ｈの原則に

従って報告を求めることは有害であり、やって

はいけないことです。では、事故・事件が起き

たときの報告はどうすればよいのか。ポイント

は２点です。第１は、すぐに報告することです。

内容を飾ったりしないで、すぐに報告します。
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第２は、何が起きたか（what）を報告すること

です。「Ａ保育園で子供の事故が起きました。」、

「Ｂ小学校で食中毒が発生しました。」と端的に

報告してください。

事故・事件が起きたとき、第一報を受ける者、

特に管理職が一番やってはいけないのは何であ

るかというと、事故・事件の第一報が入ってき

たときに受けて側とすれば、「けが人はいるの

か。」、「原因は何だ。」というように様々な状況

を聞くことは当然なことです。ただし、事故・

事件が起きた直後というのは、原因を含めて全

体を把握することは無理だということを管理職

もまず認識しておかなければなりません。した

がって、当然詳細にわたって質問すれば「これ

はまだ分かりません。」、「それもまだ分かりませ

ん。」ということにならざるを得ません。そのと

きに受信者、特に管理者が「何でこんな不完全

な報告しかできないんだ！」と相手に向かって

怒ったり、叱責することがあります。これは有

事のときの受け手側が絶対にやってはいけない

ことです。立場が上がるほど多くなる傾向があ

るといわれています。

もしこのような対応しかできないようであれ

ば、報告する側とすれば、第一報を入れている

のに、叱責されたり、文句を言われるのであれ

ば、今後、同様な問題が生じたときには、ある

程度状況が分かってから報告しよう、と思って

しまうことになります。それでは報告が遅れ、

どんどん傷口は広がるし、対応はますます遅れ

てしまうことになり、危機に際しての最も重要

である初期対応を遅延させる要因を管理者の一

言で招くことにもなりかねません。これを避け

るためには、第一報は不完全なものにならざる

を得ないことを踏まえて対応を図ることを強く

認識することです。

そこで大事なことは、その後のフォローです。

第一報の時点では不明な部分が多くあります。

そこで「中間報告」をしっかりさせるというこ

とです。一般的には、時間の経過に従って、事

実関係は徐々に分かってきます。そこで、どん

なに細かいことでもいいから、わかり次第報告

してもらい、次に分かったらまた報告してもら

うことが一番大事なことなのです。最初の報告

があってから、その後３、４時間全然報告がな

されず、数時間後にまとめて報告されるという

のでは困るのです。これを「中間報告の励行」

といって、どんなに細かいことでも、必ずわか

り次第、報告をあげるよう徹底させることが一

番大事なのです。これを有事の際において実効

性を担保するためには日常的に繰り返し確認し、

肌で覚えるようにしなくてはならないのです。

５　情報の一元化

情報の一元化とは、もし事故・事件が起きた

ときには、特定の者に情報を集め、その特定の

者が情報の発信もするということです。つまり、

受信・発信を同一人が行うということです。危

機管理において重要なポイントです。

そのためには、事故・事件が起きてから、だ

れに情報を集めましょうというのでは、危機対

応としては意味がありません。これでは｢泥縄｣

になってしまいます。そこで、もし問題が起き

たらだれに情報を集めるか、ということを事前

に定め、すべての職員に周知徹底させておかな

ければなりません。しかし、例えば、課長に情

報を集めるとしても、その課長が常に職場にい

るとは限りません。もしいない場合は課長補佐

というように、サブを含めて事前に決めておく

ことが大事です。

そして、マスコミが取材に来た場合でも事前

に決めた者が対応します。それ以外の者は、マス

コミのインタビューに応じる必要はありません。
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その場では「申し訳ありません、課長が取材に応

じますので、課長のところへ行って聞いてくだ

さい。」というように対応し、自分は絶対にしゃ

べってはいけないのです。担当者以外の者が取

材に応じないというのは、取材拒否ではありま

せん。情報の一部しか把握していない人や不正

確な情報しか持っていない人がマスコミのイン

タビューに応じて答えると、それが記事になっ

てしまうこともあります。そのためには、自治

体側としては、全体を正確に把握している者が

取材に応じ、正確な情報をマスコミに提供する

ことにより正しい記事を掲載してもらうことに

万全の注意を払う必要があります。一般的には、

情報の一元化の主体となる課長職が適任である

といえます。

なお、事前に周知する職員とは、管理職・非管

理職、一般職・特別職、常勤・非常勤はもちろん

のこと、臨時職員・パート・アルバイト・派遣職

員・委託も全く区別する必要はありません。少な

くともその施設や所管のスタッフ全員が情報の一

元化の問題を理解していなければ意味がないの

です。どうしても、常勤職員だけで、臨時職員

やパート等を外してしまうことがありますが、そ

れでは情報の一元化は徹底されません。

６　マニュアルの作成

危機管理対応のマニュアルは是非作成してお

いてください。特に、有事である事故・事件が

発生した時に、当然ながらそのような経験が少

ない自治体職員にとっては、その場で万全な対

応を図ることはまず不可能といっていいもので

す。マニュアルを作成したとしても危機に対し、

適正な対応を図ることは難しいものです。それ

でもマニュアルは作成したほうが良いのです。

しかし、すべての危機に対応できる万能マニュ

アルはありません。災害時を踏まえたマニュア

ルとなれば「予防・準備・応急・復旧｣にそった

マニュアルを作成することになります。作成に当

たっては、頭の中で考えたり、机上でのマニュア

ルはほとんど役に立たないことは過去の災害等

で実証済みです。災害時には想定していないこ

とが起きることが常です。したがって、過去の

災害（地震、台風、ゲリラ豪雨等）、交通事故・

学校事故等あるいは職員の不祥事（汚職、公金

の着服、飲酒運転、セクハラ等）に対して、過

去の処理事案の中での対応ミス・失敗事例・反

省点を踏まえてマニュアルを作成することが現

実的な生きたマニュアルとなります。

７　議会・マスコミへの報告

事故・事件が起きた場合の危機対応について

述べてきましたが、特に、事故等が起きた所管

課の管理者が忘れてはならないことがあります。

それは、議会とマスコミへの対応です。

各自治体の議員は、朝、新聞で必ず自分の自

治体に関する記事が掲載されているかを見ます。

これは議員の習性です。そこで、議員が知らな

い当該自治体職員の不祥事が載っていたとした

ら、議員はどう感じるでしょうか。「執行部は、

この不祥事に関してマスコミだけに情報を流し

たのか。住民の代表の一翼である議会になぜ報

告しないのだ、議員を軽視しているのか、議会

を無視しているのか」と思う議員も多くいるは

ずです。このような事態は避けなくてはなりま

せん。所属部所でもし問題が起きたら、特に管

理者は必ず議会に報告することを忘れてはなり

ません。「ついうっかりしてご報告が遅れまし

た。」では済まされる話ではありません。

では、どうように対応すればよいのか。議会

とマスコミ対応は原則的には同時期に行います。

基本はＡ４版のペーパー１枚の対応です。枚数

が多ければよいというものではありません。ま
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た内容は、議会とマスコミとほぼ同一内容のも

のでよいのです。記載項目は、第１は事故・事

件についての概要、第２は、それに対する今後

の対応策、第３は、発信者の課名、担当者名

（課長名等）、内線を含めた電話番号、これをほ

ぼ同時期に議会とマスコミにファックス等で送

付します。

議員には、議会事務局に持参すれば事務局か

ら同時にファックスが当日中に議員に届きます。

そうなれば、翌朝、議員が新聞を見て、不祥事

についての記事が載っていたとしても、前日に

ファックスが議員のところに届いているわけで

すから、議会無視だ、議員軽視だという問題に

はなりません。

また、マスコミに対しては、地域ごとに幹事

新聞社が決まっていると思いますのでそこに送

付します。どの新聞社が幹事新聞社であるかは

秘書課や広報関係の課が一般的には把握してい

るものです。

そして、Ａ４版１枚の概要書でなぜ良いかとい

うことですが、まず、マスコミに関して言えば、

文書が届いた時点でマスコミ各社は内容を吟味

し、記事として扱おうとする場合、送付された内

容だけで記事にすることはありません。必ず担当

課に取材し、事実関係をフォローしてから記事を

書きます。また、記事にするものではないと判断

すれば、ファックスを読んで終わりです。さらに、

議員に関しては、詳細な事実関係を伝えるとい

うことよりも、基本的には「こういう問題が起

きてしまいましたので、住民の代表である議員

に対し、まず一番にお知らせします。」という姿

勢が大切なのです。特に議会への報告が漏れる

ことは、首長等の執行部に対する不信感や不満

を助長させる要因にもなりますから、管理者は

細心の注意を払う必要があります。

８　職員に危機対応を徹底させる

事故・事件が発生した際の基本的、具体的対

応について記述してきましたが、事故・事件の

多くは首長や管理職の前でおきるものではあり

ません。８割９割は現場で起きています。現場

にはいずれの自治体においても年齢の若い、経

験の少ない職員が配置されているものです。そ

の前で事故・事件が起きるのですから、管理者

は必ず前記した事故等に対する具体的な対応を

現場職員、部下職員に説明し、万一事故等が発

生した場合の処置等を徹底させておくことが必

要です。危機管理は万一事故等が発生した場合

の準備等をしておき、これが発生しないことが

一番望ましいことなのです。



松戸市総務部行政経営課

リスクマネジメント・危機管理（事例紹介）

① 不祥事防止でマニュアル作成
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１　策定の経緯

松戸市が、県内初となる行政職員向けの『服務指導監督要領』を策定するきっかけは、本市職員による

情報漏えいや業務遂行上における事務事業の事故など、度重なる不祥事案件がここ数年数多く発生したた

めです。

市政運営の基本は、言うまでもなく市民の信頼を得ることが必要不可欠であり、ひとたび不祥事案件が

発生したならば、市民と行政との信頼関係は大きく損なわれることはもちろんのこと、再び市民の信頼を

得るためには相当の時間と労力を要することは言うに及びません。

そこで「二度と不祥事を繰り返さない」という思いを職員一人ひとりが心に刻むとともに、不祥事が起

こらない職場風土をつくりあげることが不可欠です。

とりわけ、管理職員は、部下職員による不祥事の防止が重要な職務・職責であることを自覚し、不祥事

につながるおそれがある兆候を見逃さず、部下職員への指導を徹底するとともに、良好な職場環境を整備

しなければなりません。

これまでは、管理職員が服務指導する際、個別の事案に対する具体的な指導方法については、その多く

を管理職員の個々における経験や能力に負い、行政としての組織的な対応が不十分でした。

このたび作成した服務指導監督要領は、管理職員が部下職員への指導や職場環境整備に取組む上での基

本的な心構えや具体的な管理監督・指導方法などを取りまとめ、冊子にしたものです。

２　取組の概要

本市では、組織内部の危機管理を議論する体制として「刷新担当連絡会議」を平成14年度に設置しました。

昨年度の会議の席上において、不祥事をなくすことを目的とした施策を重点課題として取組むこととし

たものです。

３　服務指導監督要領の内容

（１）服務の原則

最初に服務の原則について、地方公務員法の服務の根本基準及び７項目からなる服務に関する規定の内

容を記載しています。

（２）管理職員としての心構え（責務）

次に管理職員としての心構え（責務）について、①職員の模範、②不祥事根絶に向けた断固たる決意を

持つ、③部下職員、現場をよく見る、④繰り返しの注意喚起・指導・研修の徹底、⑤風通しの良い、活気

ある職場づくり、⑥人材育成と組織目標の明確化、⑦問題発生時の適切な対応の順番で記載しています。
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（３）具体的な管理監督・指導方法

最後に具体的な管理監督・指導方法について、部下職員の勤怠状況や普段の勤務態度等から、さまざまな

兆候やサインに気付き、不祥事の発生や問題の深刻化を未然に防止することは、管理職員の重要な責務です。

これらの兆候や異変があるからといって、その時点で必ずしも不祥事が発生しているとは限りませんが、

このような兆候等を適切に把握し、状況の改善・解決に向けて、部下職員に対するきめ細やかな指導等を

行うことは、不祥事の発生防止のみならず、部下職員の人材育成や組織力、業務効率の向上にも繋がり、

ひいては部下職員を不祥事の発生から守ることができます。

管理職員の部下職員への管理監督の指導に当たって、見逃してはいけない兆候や留意点、管理職員とし

ての具体的な指導監督について、以下の基本的な方策を記載してあります。

一つ目には、一般服務関係として「年次有給休暇取得に関する指導」、「遅刻・早退、欠勤（無断欠勤、

事故欠勤）に関する指導」、「病気休暇及びその他の特別休暇制度の適正な運用」、「職務専念義務の遵守」、

「個人情報保護の徹底」、「セクシュアルハラスメント及びパワーハラスメントの防止及び対応」、「業務フ

ローの把握及び適正な事務手続きの徹底」の７項目について記載しています。

二つ目には、公金公物取扱関係として「汚職の防止」、「適正な公金・物品管理」、「諸手当の適正な受給

（通勤手当、住居手当、扶養手当等）」の３項目について記載しています。

三つ目には、公務外非行関係として「飲酒運転の防止」、「公的債権滞納の防止等の指導」、「その他全て

の一般非行行為の防止」の３項目について記載しています。

四つ目には、その他として「コミュニケーションの活性化」、「心身の健康管理の推進」、「ワーク・ライ

フ・バランスの推進」、「時間外勤務の縮減」、「職場にふさわしい身だしなみの確保」、「信頼される市民対

応」の６項目を記載しており、合計で19項目についての不祥事につながる兆候（注意すべき事象）及び具

体的な指導監督方法を記載しています。

４　導入にあたっての評価等

この服務指導監督要領によって管理職員の管理監督責任を再確認するとともに、今までは、部下職員の

指導に当たっては管理職員個人の力量に頼る部分が多すぎた点について、一定の指導基準を示すことによ

り統一的な対応を図れる体制作りに寄与したものと考えます。

今まで職員の権利やプライバシーに配慮しつつ指導監督することに難しさを感じていましたが、例えば、

病気休暇等の特別休暇の適正な運用に当たっては、所属職員の虚偽の申請により不正に特別休暇の取得が

無いように、不祥事につながる兆候及び具体的な指導監督方法を明記することで、所属長から「具体的な

事例に基づき部下職員を指導することができる。」との声をいただくなど、一定の指導基準を示したことに

ついて評価されています。

５　他自治体の反応

策定当初において、千葉県をはじめ全国の各自治体から内容の問い合わせがありました。他の自治体の

担当者からは「不祥事が多発しており、首長から不祥事防止対策のマニュアル作成の指示があったことか

ら、大変参考になります。」との話もありました。
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６　今後の課題

今後の課題として、要領を策定しただけでは「絵に書いた餅」となってしまうことから、現在、松戸市

不祥事防止等プログラム（仮称）を策定中です。これは、コンプライアンス研修をはじめとする職員研修

の充実を含め、総合的且つ一体的な各種の不祥事防止施策を実施するなど、本市における不祥事防止対策

の基本方針となるものです。

今後、各種の施策を有効的に運用することが、不祥事防止への第一歩になることを確信し、関係部署と

連携しながら、不断の努力と危機管理の向上に努めてまいります。

資料　松戸市におけるコンプライアンス等の施策

①松戸市職員分限懲戒審査委員会の設置　　　　　　　　　　平成20年４月

②松戸市職員の倫理等に関する規程の施行　　　　　　　　　平成21年４月

③松戸市職員等の内部公益通報の処理等に関する要綱の施行　平成21年４月

④松戸市職員の倫理等に関する規程の解説版の策定　　　　　平成21年７月

⑤松戸市職員の懲戒処分等に関する公表基準の施行　　　　　平成24年４月

⑥服務指導監督要領の策定　　　　　　　　　　　　　　　　平成24年10月

刷新担当連絡会議の様子 

服務指導監督要領 
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リスクマネジメント・危機管理（事例紹介）

②保育リスクマネジメントの実施
～小さな気付きから重大事故を起こさない取組を考える～
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１　保育リスクマネジメント報告書の作成

保育リスクマネジメントを実践するに当たって、最初に悩むのは報告書の様式を考えることです。図１

はちどり保育園で実際に使用している報告書です。

図１　インシデント・アクシデント報告書様式（左が表面、右が裏面）A４判

報告書の左側（表面）は「□保育室」や「□遊戯室」など、□の中にチェック□をする項目が中心とな

っています。これは後々、報告書を集計・分析しやすくしたり、記入するための時間を短縮化したりする

ねらいがあります。

仮にチェックする項目ではなく、全て文章（文字）で書かれていた場合、書く保育者の文章力で報告書

の質が左右される場合も考えられます。また、同じような報告書でも「どこに原因があるのか？」捉えづ
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らくなり、集計、分析しにくくなってしまう恐れも考えられます。

保育リスクマネジメントに限らず、リスクマネジメントでは報告書を「分析」して、改善策に「活用」

し、その改善策を「実践」し、質を「向上」させることが重要ですので、より分析しやすい、改善策に活

用しやすい報告書の様式が必要となります。

２　保育リスクマネジメントを実践する不安や苦労

ちどり保育園でも保育リスクマネジメントを実践し始めてから「報告書をなかなか書いてくれない」、

「思うような結果が得られない」時期もありました。また実践し続けることによる「マンネリ化」も生じま

した。おそらくこれから実践しようと考えている、もしくは実践している施設も同じような不安や苦労を

感じると思います。特に「報告書を書く」ということは、職員の中で「失敗したこと」と捉え、結果的に

「落ち込んでしまう」、「気持ちがへこんでしまう」などの意識が根強いと思われます。ちどり保育園の職員

も例外ではなく、実践し始めてから３か月位は報告書の質や量が思うように得られなかったり、報告書に

書かれた対策に関する会議（ケース会議）などを開いても積極的な意見が出なかったりしました。それで

も機会があるごとに報告書を書くことの重要性及びこの取組が職員の査定や評価に響かないことを伝え、

少しずつ職員の保育リスクマネジメントに対する意識が変わってきました。

意識が変わってくると意見も活発になり、報告書の様式の変更をはじめ、対応策のその後の状況把握、

より画期的な改善方法など、様々な意見が職員からあがり、実践してきました。このように会議などの場

で、職員が自由に意見を言える機会・雰囲気を作るのも保育リスクマネジメントを実践する上でとても大

切なことです。

しかし、意見も活発となり充実した取組をこのまま継続できると思っていましたが、報告書を書くこと

が職員の負担とならなくなってしまったことが反対に災いして、報告書の質が一時期低下してしまいまし

た。継続することによるマンネリ化です。

このマンネリ化を打開すべく生みだされたのが園庭ハザードマップの作成です。

３　園庭ハザードマップの作成

平成24年６月、７月に同じ園庭遊具で発生した怪我が報告されました。怪我自体は少し擦りむいたり、

ぶつけて赤くなったりする程度の軽傷でしたが、同じ園庭遊具で起きた怪我ということもあり、ケース会

議で検討することとなりました。

報告書での対策は「その遊具の○○に登らない」「遊具の下は走らない」などでした。確かにこのような

対策であれば、怪我をすることは避けられるかもしれませんが、本来の園庭遊具が持っている遊び方を制

限することにも繋がります。そこで、改めて園庭の本当に危険な場所はどこなのか？どのような遊び方が

正しいのか？などを把握するために園庭の危険な箇所を示すハザードマップ作りを行うこととなりました。

作成したハザードマップが図２です。園庭の危険な箇所と思われる場所を①～⑳で示し、危険な部分の

説明を赤字、その対応策を黒字で示しています。

しかしながら、このハザードマップを作っても実際に職員が見なければ、活用しなければ意味がありま

せん。園内の職員が目にする場所へ掲示した方が良いのか？職員一人ひとりが所持するのが良いのか？な
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ど様々な活用方法が考えられまし

た。

そこで毎日の安全を管理するた

めのチェック表（図３）として、

園庭ハザードマップを活用するこ

ととなりました。

安全管理チェック表は毎日必ず

職員が目を通すものです。ここに

ハザードマップを付け加えること

で園庭の注意すべき場所、安全な

遊び方を一人ひとりが把握するよ

うになりました。

4 今後の課題

重大な事故を防ぐ取組として保

育リスクマネジメントが有効であ

ることは間違いありません。しか

し、保育園で生活している子ども

が入園してから卒園するまで「１

度も怪我をしない」ということは

100％あり得ません。むしろ、保育

園という集団生活（社会）におい

て「かんだり、かまれたり、叩い

たり、叩かれたり」することは子

どもたちの成長の過程かもしれま

せん。しかし、現在は子どもたち

よりも、保護者の顔色をうかがい

ながら日々の保育を行うことも少なくありません。

保育園という社会の中では「かんだり、かまれたり、叩いたり、叩かれたりすることもある」ことを前

提としておきながらも、重大な事故を防ぐ対策として「保育リスクマネジメント」を実践し、情報を地域

レベルで共有していることを効果的に保護者へ伝える取組や職員一人ひとりが「問題を捉える力、気付く

力」を身につけることが今後の課題であると考えています。

また、保育リスクマネジメントを一園だけの取組に留めるのではなく、地域の保育園や日本全国の様々

な規模、地域の保育園と連携して取組むことがとても重要となります。一般社団法人日本保育園保健協議

会が開発した「事故予防・ヒヤリハット報告システム」等をはじめとした全国の保育園をつなぐシステム

を活用して様々な園と情報を共有し、より幅広い、きめ細やかな対策を講じる必要があると思います。

図２　園庭ハザードマップ

図３　安全管理チェック表
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県内情報

これまで睦沢町は、農業を基幹産業として発
展してきました。
しかし、近年では全国的に人口減少や少子高

齢化が加速し、本町においても、2012年では
7,433人であった人口が2020年には6,334人に、高
齢化率は2012年で32.6％、2020年には42.9％にな
ると予想され、更なる人口減少と高齢化が見込
まれています。
人口が減少する地域では、地域における活力

の減衰や高齢者の増加による医療・福祉に係る
問題、災害時の共助に係る問題、更には子供が
減少することにより子供同士の交流機会が少な
くなり、子供の社会性が育まれなくなるなど
様々な弊害が懸念されます。
もし急激な人口減少が起きた場合、医療面や

福祉面、子供が健全に成長するための環境や教
育を補う体制の整備が急務となります。また、
今まで取組んできた各種事業計画の修正を行わ
ざるを得なくなり、財政健全化の堅持も難しく
なってきます。
このようなことから、急激な人口減少並びに

高齢化率の増加を抑制することを目的に平成24
年度から、40歳以下の方を対象に住宅取得や土
地取得への助成制度を創設しました。事業実施
から１年以上経過した現在、少しずつですが確
実に効果を上げています。
昨年７月に就任した市原武町長は町の重点施

策の最重要課題として若者の定住を挙げました。
そのために、都心に近く、土地が広くて安い、

そして気候が温暖で農作物や自然に恵まれ、加

えて圏央道が開通したことなど、居住地として
の優位性が高く、移住・定住が促進されるポテ
ンシャルを持っている本町に、若者定住型賃貸
住宅（戸建・木造２階建て・延べ面積25坪）の
建設を掲げ、平成24年度には土地の取得・造成
を行いました。本年度６月から入居募集を開始
し、町内外を問わず申込み・問い合わせが数多
く寄せられています。
この賃貸住宅の特徴は、入居者が自分の住み

たい家を複数の提案の中から選べることと、月
額５万円の低家賃に加え、40歳を過ぎるまでは
最高月額２万円の家賃補助を３年間受けること
ができ、睦沢町に定住したい方には土地・建物
を減価償却方式により低額で譲渡することもで
きることです。
若者世帯の入居・定住により、若者が地域コ

ミュニティへ参画することで地域が活性化され
ると共に、地域で買い物等をすることによる消
費の向上に伴う地産地消効果につながる等の直
接的な効果と、教育・環境などの数字では表せ
ない様々な効果を期待することができます。
睦沢町に【住んでみたい】、【住んでよかった】

といわれるような町づくりを進めていきたいと
思います。

【問い合わせ】

総務課政策企画班　蕁 0475―44―2501

睦沢町

総務課

住んでみたい、
住んで良かったを目指して
～若者定住型賃貸住宅～

現地見学会の様子
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1 救急医療の現状

千葉県の人口10万人当たりの医師数は、164.3人で
全国ワースト３位、全国平均の219人を大きく下回り
ます。中でも、当長生地域は98人足らず（全国平均の
半分以下）で、救命救急センターなどの３次医療機
関もなく、救急医療は大変厳しい状況にあります。

2 長生地域における取組

心肺停止者の救命率は１分間で７～10％低下す
ると言われ、救急車が到着するまでの10分間、救
命措置が何もされなければ、どんなに立派な病院
が近くにあっても、助かる確率は限りなくゼロに
近くなってしまいます。
救急医療体制が乏しい当地域を「その場に居合

わせた人が素早く救命措置を行うことで、一人で
も多くの命を救える地域にしよう。」というコンセ
プトのもと、誰もが必ず一度は救命講習を受講で
き、かつ、実践できる年齢を考慮し、郡市全体の
中学生（13校の２年生1,300人）を対象に、市町村
の協力を得て、平成25年度から毎年実施すること
と致しました。

3 本格実施に至るまでの経緯

本格実施に先立ち、平成23年度より２年間、茂
原市内の中学校で試行を行い、次の点が課題とな
りました。

①通常行う普通救命講習（３時間）を学校の50分授
業で実施するには、半日分の授業が必要となるた
め、その確保が難しいこと。
②一度に100人を超える生徒を教えるための資器材
が不足していること。
③最大で18班となる班の指導者（18人）を確保する
こと。
これらの課題は、次の対応で克服することが可能
となりました
①事前に１時限、教科書やDVDを利用した予習授業
を行ってもらい、当日は２時限を使用し、心肺蘇
生法とAEDの使用法に特化した実技講習を行うこ
ととした。
②資器材は、医師会有志より寄付をいただき充足した。
③指導者の確保は、学校の先生や応急手当普及員に
協力してもらうとともに、当組合の消防職員に対
しボランティアを募った。（応募者51名）

4 中学生による救命実例

平成24年度の試行に参加した女子生徒が、その２
か月後の朝、父親が自宅で心筋梗塞により心肺停止
となった時に「私、学校で習ったからできるよ。」
と言い、救急隊が到着するまで泣きながら必死に心
肺蘇生を行いました。
現場に到着した救命士は、女の子がしっかりした
姿勢で胸骨圧迫をしている姿に感心し、通常なら自
分が代わるところを「そのまま続けてください！」
と指示を出し、救命処置の準備に入ったそうです。
父親は病院に運ばれたあと、カテーテル手術によ
り一命を取り留め、今では身体的障害や言語障害も
ほとんどなく、順調に回復に向かっています。

5 中学生のアンケートより

・同じ位の女の子がお父さんを救ったと聞いて「自
分もやればできる。」と思った。
・心肺蘇生とAEDの使用に自信が付いた。
・今までで一番、命の重みや大切さを学べた。
・命を救うことは、その人の家族も救うこと。

【問い合わせ】

事務局総務課地域医療民生室

蕁0475―20―2899

地域情報

長生郡市広域市町村圏組合

事務局総務課

郡市全体で取組む

中学生への救命講習

救命講習の様子
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高松市は、多島美を誇る波静かな瀬戸内海に

面し、県都として、また、四国の中枢管理都市

として発展を続けてきました。

平成11年に中核市の指定を受け、平成17年９

月および18年１月には近隣６町と合併し、北は

瀬戸内海から南は徳島県境に至るまでの広範な

市域に、都市機能と自然が程よく調和した、人

口42万人の都市です。

１　情報システム最適化への取組

本市では、昭和42年に、委託による電算処理

を開始して以来、昭和56年に設置した汎用電子

計算機を中心として、これまで130以上の情報シ

ステムを活用し、事務処理の効率化と市民サー

ビスの向上に、大きな効果を得てきました。

しかしながら、近年、システムの長期利用に

伴う技術的な硬直化や、度重なる制度改正によ

るシステムの複雑化、また、個別業務独自での

整備・運用による機器や機能、管理データの重

複等が生じ、その結果、運用の複雑化や維持管

理費の増大などが課題として生じてきました。

そのため、これら課題を解決し、業務の効率

化・簡素化とシステム経費の削減を同時に実現

するため、平成22年３月、「高松市情報システム

最適化計画」を策定し、26年度末を目途に、順

次、最適化に向けたシステム再構築作業を進め

ています。

２　UCDA認証の取得

「高松市情報システム最適化計画」では、住

民基本台帳システムを始めとして、業務ごとに、

第１次開発から第５次開発までを計画し、第２

次開発で税系システムの再構築を実施しました。

それを機会に、税系の帳票印刷業務を外部委託

し、従来から使用してきた帳票を見直すことと

しました。

見直しに当たっては、職員のデザインでは、

おのずと限界があるため、帳票印刷業務とあわ

せて委託先にデザインを依頼し、さらに、その

分かりやすさを客観的に判断できる方法等につ

いて検討する中で、ユニバーサルコミュニケー

ションデザイン協会（UCDA）を知り、その認証

を受けることとしました。

見直しの対象とした帳票（約150種類）のう

ち、代表的な帳票について、UCDA「見やすい

デザイン」認証を平成24年11月から順次取得し

ました。中でも、対象者が多い市・県民税納税

通知書と固定資産税納税通知書については、よ

り上位の認証であるUCDA「伝わるデザイン」認

証を同月29日に取得しました。

平成25年４月、６月にこれら納税通知書を発

送しましたが、市民の皆様からは、分かりやす

くなったとの御意見をいただいているほか、通

知内容に関する問い合わせが減少し、その対応

用務が軽減されました。

現在、平成26年４月稼動を目途に、第３次開

発の国民健康保険料系システム等の再構築を進

めており、こちらも代表的な帳票について、

UCDA認証を取得する予定です。

香川県高松市

総務局　情報政策課

市民政策局　政策課

ユニバーサルデザインへの取組
（納税通知書にUCDA認証を取得）

県外情報
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３　ユニバーサルデザイン推進室での取組

ユニバーサルデザインへの取組として、本市

ではこれまで、情報システム最適化への取組の

ほかにも、公共交通旅客施設バリアフリー化整

備事業、ノンステップバス購入補助などの事業

を推進してきました。

また、平成24年度から、政策課内に「ユニバー

サルデザイン推進室」を新設し、ユニバーサルデ

ザイン基本指針の制定に向けて取り組み、本年５

月に基本指針を策定したところです。

本市には、四国八十八箇所霊場のお遍路さん

へのお接待に代表される、訪れた人を気づかい、

声をかけ、温かく迎える「おもてなし」の風習

が古くからあります。この基本指針では、「認め

あい、支えあい、おもてなしの心で暮らすまち

高松」を基本理念として、「おもてなしの心」を

持って皆で協力して取り組むことにより、誰も

が住みやすく、訪れやすい、心温まるまちを目

指してまいります。

今後は、基本指針の考え方を周知啓発するた

めの事業として、職員向けには周知説明会や職

員研修の実施を、市民向けには「ユニバーサル

デザインフェア」の開催や、パンフレットの作

成・配布を、また、教育現場で活用してもらえ

るように小学３年生向けのパンフレットを教育

局と連携しながら作成・配布をする予定です。

これら周知啓発事業を通じて、行政だけでな

く、市民、事業者、市民活動団体とともに、そ

れぞれの意識と役割を認識した上で、ユニバー

サルデザイン社会の実現のため、協働して取り

組んでいく気運を醸成していきたいと考えてい

ます。

【問い合わせ】

◆総務局　情報政策課

蕁 087―839―2170

E-mail：joho@city.takamatsu.lg.jp

◆ 市民政策局　政策課

ユニバーサルデザイン推進室

蕁 087―839―2141

E-mail：seisaku@city.takamatsu.lg.jp

地域情報

UCDA認証を受けた市・県民税納税通知書 UCDA認定書
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我が国では、がんは２人に１人が罹患し、３

人に１人が亡くなるといわれています。

このような状況のなかで、鳥取県は、平成23年

度、全国において４番目にがん死亡率が高く、南

部町でも平成23年度中に亡くなられた方（154人）

のうち44人の方ががんで亡くなられています。

さらに町が運営する国民健康保険の医療給付

費に占める悪性新生物の割合も、医療の高度化

に影響され高くなっており、対応策は本町の喫

緊の課題でありました。

そこで、平成23年７月に消化器がん（特に大

腸がん）が専門であり、ライフワークががん対

策である木村修氏が本町の運営する国民健康保

険西伯病院院長に就任されたことを契機として、

町議会でも町が取組むがん対策が全面的に支持

され、同年９月議会で「がん征圧宣言」が発議

され、全会一致で可決となり、全町挙げてがん

対策に取組むことになりました。

がん対策には、予防も当然重要ですが、特に早

期発見が重要であることに着目し、アミノイン

デックス（AICS）を開発した味の素株式会社か

らプレゼンテーションを受け、がんに負けない

取組みとして、血液中のアミノ酸濃度を測定し

てがんの可能性を予測する「アミノインデック

スがんリスクスクリーニング」を、平成24年１月

から住民健診の前（pre-）検査に取り入れました。

AICSは、採血するだけで７つのがんのリスク

（胃がん、肺がん、大腸がん、前立腺がん、乳がん、

子宮がん及び卵巣がん）が判る画期的な検査で、

がん検診の受診率向上やがんの早期発見に効果

があります。

この検査によって、住民のがんに対する意識

の高まりにスイッチをいれることができること

を期待しており、平成26年度までに約3,200人の

方に受診していただく計画です。

検査費用は、18,900円と高額ですが、幸いにし

て、検査導入と同時期に鳥取県が国の総合特区

制度の指定を受ける下準備として実施した補助

事業に南部町のAICSが対象となったおかげで鳥

取県の補助金（経費の２／３、上限1,000万円）

と町の補助金により、住民には自己負担1,000円

で受診していただいています。

このAICSは、木村院長を中心に取組んでおり、

平成25年2月までに西伯病院で912人、町の集団

検診で442人、計1,354人の方が受診されました。

AICSでは、がん発生率が最も低いランクをAと

し、順にB、Cと高くなります。病院で検査した

方の分では、がん発生率の高いランクCは35％認

められ、中でも胃がんの頻度が22％と最も高い

確率でした。

C判定の方が精密検査を受診された結果、胃がん

３人、大腸がん１人、前立腺がん１人、計５人の

方にがんが発見され、現在治療が開始されてい

ます。

集団検診では、早期胃がん1人、早期腎臓がん

１人、計２人の方にがんが発見され、同じく治

療されています。

これまでがんが発見された方のAICSの特徴（表

１）は、複数のがん腫の中で、ランクCが１個の

方では197人に１人、２個の方では55人に１人、３

個の方では14人に１人、４個以上の方では15人に

１人と複数のがん腫にランクCがついた方にはき

わめて高い確率でがんが発見されています。

鳥取県南部町

健康福祉課

がんの早期発見に向けた
鳥取県南部町の取組
～がん征圧宣言と
アミノインデックス外来の導入～
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また、西伯病院でAICSを受けられた方にアン

ケートを実施して、がん検診をどう思っている

か調査してみました。

「アミノインデックス検査やがん検診は、がん

の早期発見に大変重要ですがご理解いただけま

したか？」という質問に対して、93％の受診者

が重要性を理解したと回答し、さらに「あなた

は今年、がん検診を受ける予定ですか？」とい

う質問に対して、53％の受診者が必ず受けると

回答し、できるだけ受けたいと回答した受診者

を合わせると、90％の受診者ががん検診を受け

る予定であることが分かりました。

この結果から、がんの早期発見には検診を受

診することが如何に重要であるかということを、

AICSを通じて受診者が理解されたということが

判り、この点から見ても、AICSは「町民ががん

で死なない町」を目指すためにとても有効な検

査であると考えています。

（参考）表３　南部町のがん検診受診率の推移

表１　ランクCの数とがんの発見率

【問い合わせ】健康福祉課　　蕁 0859―66―5522

ランクCの数 発見癌数　 癌発見率 

1個： 197例 1例 1／197

2個： 109例 2例 1／  55

3個：  42例 3例 1／  14

4個：  15例 1例 1／  15

計      363例 7例 1／  52

（参考）表２　南部町のがん検診受診率【上段：受診率　下段：受診者数】

H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 

胃がん 

肺がん 

大腸がん 

子宮がん 

乳がん 

30.3％ 
（1,269人） 

31.3％ 
（1,311人） 

34.5％ 
（1,438人） 

37.6％ 
（1,585人） 

30.5％ 
（1,276人） 

29.1％ 
（1,220人） 

27.7％ 
（1,156人） 

39.7％ 
（1,675人） 

29.1％ 
（1,218人） 

30.2％ 
（1,264人） 

37.8％ 
（1,576人） 

 

36.9％ 
（1,557人） 

23.2％ 
（674人） 

25.4％ 
（738人） 

26.2％ 
（757人） 

25.4％ 
（716人） 

21.7％ 
（567人） 

20.2％ 
（627人） 

19.3％ 
（507人） 

20.3％ 
（520人） 
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伊藤綜合法律事務所　弁護士　伊藤　義文

違法な債務負担行為に基づく支出命令の違法性
最高裁判所平成25年３月21日第一小法廷判決（平成23年（行ツ）第406号）（最高裁判所ホームページ掲載）

（Ｂ）そもそも地方公共団体が公金の支出をするための手続は、どのように定め

られているのですか。

（Ａ）地方自治法によると、公金の支出は、具体的には、①支出負担行為（支出

の原因となるべき契約その他の行為）及び②支出命令がされた上で、③支出

（狭義の支出）がされることによって行われることとされている（同法232条の

３、232条の４第１項）。そして、これら３つの行為は別個の財務会計上の行為とされている。

（Ｂ）今回のケースでは、住民はどのような請求をしたのでしょうか。

（Ａ）住民側の請求は、先ほど言った３つの財務会計上の行為のうち、②のＹ町長による支出命令が違法で

あるとし、これによって町が損害を受けたのだから、町はＹ町長に対して不法行為に基づく損害賠償請

求権を有するはずであり、町の執行機関（本件では町長）が、Ｙ町長に対して損害賠償をするよう請求

したというもので、地方自治法242条の２第１項４号に基づく住民請求訴訟ということになる。

（Ｂ）最高裁判所では一部破棄判決となっていますが、高等裁判所ではどのような判断が出ているのですか。

（Ａ）控訴審（福岡高判平成23年９月21日）では、支出命令の前提である債務負担行為（本件では移転補償

契約）について、公序良俗に違反して無効とまではいえないとしても、地方自治法２条14項、地方財政

法４条１項に違反する違法があり、これを是正する権限があったＹによる支出命令は違法として、Ｙが

Ｔ町に対して損害賠償責任を負うとした。最高裁では、債務負担行為の違法判断については維持された

が、Ｙによる支出命令が違法との判断が破棄されている。

Ａは財務担当課長、Ｂは財務担当職員

（事案の概要）

Ｔ町は、町有地上の建物の取壊しに伴って、これを使用していた団体（Ｚ協議会）との間で同
団体に移転補償をすることを合意してその旨の移転補償契約を締結した上で、その契約に基づき
Ｙ町長が補償金の支出命令をした。
町の住民であるＸらは、上記契約は公序良俗に反し無効であるか又は違法であるから、Ｙ町長

による支出命令も違法であり、それにより町が損害を受けたとして、町の執行機関（町長）を相
手に、町長として上記支出命令をしたＹに対して不法行為に基づく損害賠償の請求をすることを
求めた。
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（Ｂ）違法な債務負担行為に基づく支出命令について、違法性がないと考えることはお

かしいような気もするのですが。

（Ａ）一見そのようにも考えられるね。控訴審でも、支出命令権者は、違法な支出負担

行為に基づく支出命令を発すべきではないという財務会計法規上の不作為義務を負っ

ているとして、これに違反したＹに違法があると判断している。しかし、債務負担行

為が違法であるからといって、必ずしも無効になるとは限らないんだ。しかも、債務負担行為をした地

方公共団体は、これが無効とならない限り、これに基づく債務を履行しなければ、今度は債権者（本件

ではＺ協議会）から債務不履行責任を問われることになってしまう。したがって、この場合支出命令権

者としては支出命令をせざるを得ない立場に置かれる。そして、先に述べたように、債務負担行為と支

出命令とが別個の財務会計行為とされる以上、支出命令そのものの違法がないと、当該支出命令をした

職員について損害賠償責任は発生しないこととなる。

（Ｂ）そうすると、違法な債務負担行為を前提とする支出命令があった場合、支出命令のみを住民訴訟の対

象としても、請求が認められないということになるのでしょうか。

（Ａ）いや、必ずしもそうとはいえない。まず、債務負担行為そのものが無効である場合には、そもそも地

方公共団体は債務を履行する責任がないのだから、これに基づく支出命令は違法ということになる。さ

らに今回の事案で最高裁判所は、債務負担行為が違法であることによって、①当該普通地方公共団体が

当該契約の取消権又は解除権を有しているとき、又は、②当該契約が著しく合理性を欠きそのためその

締結に予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵（かし）が存し、かつ、当該普通地方公共団体

が当該契約の相手方に事実上の働きかけを真しに行えば相手方において当該契約の解消に応ずる蓋然性

が大きかったというような、客観的にみて当該普通地方公共団体が当該契約を解消することができる特

殊な事情があるとき、の２つの場合には、支出命令が違法となる場合があると判断している。この①、

②のいずれについても、支出命令の前提となる債務負担行為の効力を後から失わせることができる場合、

あるいはその可能性が高い場合、ということになるね。このような判断は、従前から最高裁判所であっ

たけれど、今回の判決は、これらをまとめて明確な基準とした点に意義があるといえる。

（Ｂ）では、債務負担行為そのものが無効と判断されるのは、どのような場合でしょうか。

（Ａ）「市の判断に裁量権の範囲の著しい逸脱又は濫用があり、本件委託契約を無効としなければ地方自治

法２条14項、地方財政法４条１項の趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められるという場合」（最

二小判平成20年１月18日・民集62巻１号１頁）、あるいは「随意契約によることができる場合として前記

令（注：地方自治法施行令）の規定の掲げる事由のいずれにも当たらないことが何人の目にも明らかで

ある場合や契約の相手方において随意契約の方法による当該契約の締結が許されないことを知り又は知

り得べかりし場合のように当該契約の効力を無効としなければ随意契約の締結に制限を加える前記法

（地方自治法234条２項）及び令（地方自治法施行令167条の２第１項）の規定の趣旨を没却する結果とな

る特段の事情が認められる場合」（最一小判平成21年12月17日・集民232号707頁）などの判決があるね。

いずれにしても、われわれ職員としては、債務負担行為と支出命令それぞれの場面で、合法性につい

ての慎重な審査が必要になると考えておいてほしい。

自治判例情報
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前回（第85号）は平成24年の地方自治法の改正のうち、議会の会期及び招集、再議制度及び専決処分に
関する改正点を紹介しました。
今回は解散・解職請求の署名数要件と一部事務組合・広域連合等に関する改正点（平成25年３月１日施

行）を紹介していきたいと思います。

１　解散・解職請求の署名数要件
住民による議会の解散や議会の議員・首長等の解職請求のために必要な署名数要件が緩和されました。

これまでも、解散・解職請求の際の署名数は、有権者数の３分の１以上、ただしその総数が40万人を超え
る部分については６分の１以上とされ、一定の人口規模の地方公共団体については署名数要件が緩和され
ていました。
このような措置が設けられている理由は、人口の多い地方公共団体においても解散・解職請求を可能に

するためです。
しかしながら、これまでの例を考えますと政令指定都市の中では、名古屋市市議会で解散請求がかろう

じて成立したことがあるにすぎないなど、大都市では解散・解職請求の成立は困難でした。そこで、本改
正により、必要署名数要件が、有権者数の３分の１以上、ただしその総数が40万から80万人の部分につい
ては６分の１以上、80万人を超える部分については８分の１以上とされ、さらなる要件の緩和がなされる
ことになりました。

２　一部事務組合・広域連合等
今回の改正では、一部事務組合の議会の意思決定の簡素効率化を図るために、当該一部事務組合の規約

で定めることにより、一部事務組合に固有の議会を設置せずに、その権能を構成団体の議会が行うことが
できるとする「特例一部事務組合」制度が導入されました。
また、広域連合の長に代えて、構成団体の長を理事とした合議制の理事会を置くことも選択できるよう

になりました。このことにより、独任制の長に権限が集中する懸念を解消し、権限委譲の受け皿として広
域連合の設置が促進されることが期待されています。
さらに、一部事務組合、協議会及び機関等（広域連合は除く。）の共同設置からの脱退手続が簡素化され

ました。
これまでは全構成団体の議会の議決を経た協議が整わなければ脱退できず、過度の制約が課されていま

した。そこで、今回の改正では、従来どおりの脱退の手続に加え、脱退しようとする地方公共団体は、そ
の議会の議決を経て、脱退する日の２年前までに他のすべての関係地方公共団体に脱退を書面で予告する
ことにより、協議を経ずに、脱退することができるようになりました。

その他の主な改正点として、国等が是正の要求等をしたにもかかわらず、地方公共団体がこれに応じた
措置を講じず、国地方係争処理委員会への審査の申出もしないときなどには、国等は違法確認訴訟を提起
することができるようになった点などが挙げられます。
今回の地方自治法の改正点は多岐に及びますが、現実に生じている問題を解決するために必要な改正で

あり、今後も地方自治発展のための制度改革が期待されるところです。

地方自治法の改正

明治学院大学法学部　准教授　山本　未来
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■民間から市役所へ

リクルートという会社の出身です。約20年にわた

り編集や広告制作の仕事をしてきまして、今の仕事

に直接つながる旅行・観光系では、海外旅行情報誌

「エイビーロード」の編集や、「じゃらん九州版」、

「おとなのいい旅」の編集長をつとめました。

他に佐賀県佐賀市の観光協会や自分で作った魅

力発掘プロデュース協会にて観光促進のさまざま

な施策を実施し、現場でも実績を積んできました。

このたび、「集客プロモーション担当課長募集」で

特定任期付職員として採用され、平成25年４月に

千葉市役所に入所しました。

■魅力を発掘してプロデュースする

担当課長であると同時に、日本で唯一の魅力発

掘プロデューサーという肩書で仕事をしています。

なぜ日本で一人かって？それは、私がリクルート

をやめたときにこの肩書を自分で作って名乗った

からです（笑）。この言葉には、「ものごとの魅力

は、作るものではなくて発掘するもの」という強

い信念を込めたつもりです。つまり「ものごと」

それ自体には、そもそも必ず魅力がある。だから、

それを発掘して世の中のニーズにこたえる形に編

集加工して世に出そう。そして、それによって、

今までよりも、そのものごと及びそれを受け入れ

る社会がちょっぴり幸せになるようにしよう、と

思っています。

■市役所の仕事を通して

市役所の仕事は、どんなひとつのささいな仕事

でもそれが千葉市民96万人のためになると思う

と、おのずとがんばる気持ちが生まれます。

特に私が担当している集客観光の仕事は、千葉

の良いところを見つけて、それをPRする、という

ことなので、やればやるほど千葉の良さを皆で共

有できるようになるという、幸せな仕事。やりが

いはありますよ。

■市役所に足りないものは？

仕事は丁寧にやるのですが、「すばしっこさ」

とか「抜け目なさ」がないと仕事の成果は大きく

実らない。このあたりは、月刊誌の編集長時代に、

ライバルと切った張ったの死闘を繰り広げていた

経験、読者を獲得するためには何をどうしたらい

いのか？また、してはいけないことは何か？など

を熟知している私が皆にそのエッセンスだけでも

伝えられたらと思っています。市役所のスタッフ

には「市役所の人間である前にまずは市民であれ」

と言いたい。自分が携わる仕事に「自分だった

ら？」という目でみつめてほしい。それだけで、

仕事の質はぐんと向上します。

■千葉市について

千葉市は、観光の目的地として東京の人からは

「近すぎて」候補にあがらない、と言われますが、

この一見デメリットである特徴をメリットに変え

ることができるのです。それは、海や浜＆緑地や

里山という自然に囲まれた快適さと都市としての

便利さをアピールすること。この２つのメリット

をしっかり訴求すれば、実は「東京から近い」と

いう特徴が今度は大きなメリットとして登場して

くるのです。私はこれを「ブルー」＆「グリーン」

プロモーション戦略として推進していきたいと考

えています。

一般公募で民間から入所して

千葉市経済農政部集客観光課
集客プロモーション担当課長 桜井　篤
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本書は、「デフレ経済からの脱却」をテーマと
した「小説仕立て」の本です。
本書の特徴は、経済の基礎的なしくみや日本経
済の現状をわかりやすく説明していること、是清
の時代と現代日本との出来事の類似点ついても触

れていること、最後の「是清からの恋文」です。
物語は、201X年の春。満開の桜の木の下で、た
たずむ主人公さくら子の場面から始まり、樹齢
100年ほどの桜の大木のもとで主人公と高橋是清
との語らいを中心にくりひろげられます。さくら
子の抱く経済への疑問、デフレとはなにか、なぜ
物価が下がるのか？等について、高橋是清がわか
りやすく解説。さくら子は、是清との語らいを通
して、学び、気づき、自ら行動を起こしていくの
ですが…。
デフレの時代に、国が行うべきこと、個人がす
べきこととは何なのか。
今後の日本の経済について、改めて考えさせら
れる一冊です。

コレキヨの恋文

三橋　貴明 著

さかき　漣 著

小学館

通勤に自転車を使っています。小学校に通じる
田舎道を通るのですが、子どもがおしゃべりに夢
中になって歩いているところに差し掛かるとベル
を鳴らします。
そのとき、相手に自分の存在を伝えるなら「ど

けどけ。」と言わんばかりにベルを鳴らすよりも
「おはよう。」と声を掛ける方がお互いに精神衛生
によいのでは思い、それ以来子どもとすれ違うと
き「おはよう。」と声を掛けるようにしています。
それに対して「おはようございます。」と言葉

を返してもらうと、今日も元気に頑張ろうという
気持ちになります。 【千葉市　S・S】

ずっと住み続けたい「まち」。住民にとって何
が良いことであり、何が悪いことであるのか。さ
まざまな人のニーズがあるため非常に難しいこと
であると思う。
しかし、その中でも、今自分の「まち」の強み

を伸ばすことが住民の誇りにつながり、住み続け
たいと思ってもらえることになるのではないだろ
うか。
そのために自分ができることは、自分の「まち」

を知るということだと思う。そして自分の「まち」
を誰よりも知り、好きになるということが大事で
あると思う。
小さいことでも大きいことでも市のことを誰よ

りも知り、「まち」の強みを伸ばしていくように
業務に努めていきたい。 【袖ケ浦市　D・H】

結婚を機に引っ越しをしました。以前住んでい
た「まち」はあまり近所付き合いがなく、どんな
人が住んでいるのかわからない家もありました。
そのため、あまり深く入り込まない程度に近所

付き合いができれば、と思います。
また、地域のイベントに参加するなどの積極的

な行動も大切かと思っています。
そこから、人とのつながりができ、住み続けたい
気持ちができてくるのかなあ、と思っています。
施設などの整備も大切かと思いますが、最終的

には「ひと」ではないかなと思っています。
【匿名希望】

ずっと住み続けたい「まち」とは、交通の便が
良かったり、暮らしやすい環境が整っているだけ
でなく、人のつながりがある「まち」だと思う。
私の住んでいる団地は、天井も低く、５階建て

でエレベータもないが、１階に住む婦人に「おか
えりなさい。」と声を掛けてもらうとほっとする。
「今日も暑いですね。」などのたわいもない話

をするくらいだが、顔をみるとあいさつし合う今
の団地が私は気に入っているし、住み続けたいと
思っている。 【A・S】

お薦めの 1 冊

●推薦：□□　□□（□□□）

意見の広場

テーマ： 「ずっと住み続けたい「まち」にするには」



　成田市は、千葉県の北部中央に位置する中核都市です。北は利根川をへだ
てて茨城県と接し、西は県立自然公園に指定されている印旛沼、東は香取市
と接しています。市の西側には根木名川、東側には大須賀川が流れ、それら
を取り囲むように広大な水田地帯や肥沃な北総台地の畑地帯が広がっていま
す。北部から東部にかけての丘陵地には工業団地やゴルフ場が点在し、南に
は日本の空の玄関口・成田国際空港があります。また、市の中心部である成
田地区は1,000年以上の歴史がある成田山新勝寺の門前町として栄え、毎年
多くの参拝客でにぎわいます。市内には他にも数多くの寺社が点在しており、
豊かな水と緑に囲まれ伝統的な姿と国際的な姿が融和した都市です。 

成田市 

受け継がれる信仰、語り継がれる義民 

宗吾霊堂 
　宗吾霊堂は「鳴鐘山東勝寺」といい、
桓武天皇の時代に征夷大将軍坂上田村麻
呂が東国を平定した時に、戦没者供養の
ため建立されました。今から約350年前、
うち続く凶作と過酷な重税に苦しむ農民
を救うため、当時禁じられていた将軍へ
の直訴を決行し、その罪により父子とも
に磔刑にされた宗吾様（木内惣五郎）の
話は、“義民佐倉宗吾”として芝居などに
もなり全国に知らせています。その宗吾
様の菩提寺がこのお寺です。 

めいしょう ざん  とう しょう  じ 

たっ けい 

▲桜咲く宗吾霊堂 

　「成田のお不動さま」の愛称で親しま
れている成田山新勝寺は、真言宗智山派
の大本山です。全国有数の霊場で、日本
を代表する観光地の１つであり、正月三
が日には約300万人、年間約1,000万人以
上の参詣客が訪れます。広い境内には大
本堂のほかに、江戸時代建立の国指定重
要文化財が５棟（仁王門・三重塔・釈迦
堂・額堂・光明堂）あり、交通安全祈願
と初詣で全国的に有名です。 

成田山新勝寺 

▲初詣客でにぎわう新勝寺 



日本の空の表玄関・成田国際空港 

祭り 
イベント 

　昭和53年に開港して以来、成田国際空港は
日本の空の表玄関として大きな役割を果たし
てきました。世界中からたくさんの人や物が
降り立ち、また世界へ旅立つなど、日本の経
済発展や文化交流のために重要な役割を果た
しています。平成24年度の運用状況は、航空
機発着回数21万２千回、航空旅客数3,343万人、
航空貨物量192万トンとなっています。また、
平成25年３月31日時点で83の航空会社が乗り
入れており、世界35か国３地域98都市、国内
11都市と結ばれています。 

　成田の年中行事は盛りだくさん。１年を通
じて祭りや多彩なイベントが催されます。 

▲国際拠点空港として整備が続く成田国際空港 

▲新勝寺節分会（２月） 

▲成田祇園祭（７月） 

▼成田ふるさと祭り（８月） ▼成田POPラン大会（11月） 

▲成田太鼓祭（4月） 

▲多くの観光客でにぎわうターミナル ▲年間発着回数20万回を超える ▲空港と都心を最短36分で結ぶ 
成田スカイアクセス 

〒286-8585　成田市花崎町760　TEL 0476-22-1111（代） 
ホームページ　http://www.city.narita.chiba.jp/

▲御待夜祭（９月） 
お  たい   や   さい 
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