
６月議会一般質問 

１初年度における行革プラン2013について 

２０１３年より新総合計画がスタートしました。本年度は経済の動向が最も新聞紙上を賑 

わしている年でもあります。国際経済への影響や国内の景気動向の報道もありますが、市民は 

景気回復への期待感はあっても、 上向きになってきたという実感はありません。 賃上げも進まない中で、 

むしろ円安が進んで輸入に頼る小麦粉や油などの食品や生活用品の値上げが続いて家計の負担が増え 

ている生活実感からすれば徐々に暮らしが厳しくなっていくのではという不安感を感じて 

います。また東日本大震災、原発事故を経験した中で、南海トラフ大地震に関する報道等 

も他人事ではなく真剣に耳を峙てて聞く時代になりました。自然災害は止められません。 

起きた時、どう対応するのか備えていくしかありません。 「私たちのまちのことはできるだけ 

わたしたちが決め、自分たちのまちにできることは自分たちが実行するために、日頃から地域課題を話 

し合い、 解決策を見つけ行動できる地域コミュニティづくりを基本に置く自治によるまちづくりを進め 

ること」は言い換えれば、災害が発生した時、命と暮らしを守る大きな力になるからでもあります。自 

治を進めて行くには、 持続可能な地域社会を創っていくことを基本に据えていくことが重要になってき 

ます。幸い調布市は不交付団体であり、自らの運命を国や都に預けることなく自治が行える可能性が高 

い基礎自治体とも言えます。常に市民と共に、市政を振り返り創意工夫するなかで持続可能な、身の丈 

にあった行財政運営を行い、 結果として次世代に無用な借金を残さないためにも行革は欠かせない視点 

と考える立場から、市民参加で策定した基本構想がスタートした今、調布市のこれからの１０年を考え 

ていく際のキーワードとなる行革プランについて、まず順次質問していきます。 

(1) 行政評価について 

ア 行政評価に対する基本的な姿勢について 

市では計画行政を推進する立場から、 平成１２年度から事務事業評価制度を導入して個々の事務事業に 

関して評価を実施してきましたが、 平成１６年度から評価結果を計画や予算へ連動させるしくみとして 

施策評価を導入して行政評価を行なっていくこととして、平成１９年度から運用してきています。２５ 

年度の行政評価実施方針では、これまで改善してきた点を活かしながら、財務会計システムと連携した 

評価システムを作り上げて運用していく事や、 事務事業側面評価について抜本的な見直しをしていく事 

も明らかにされています。行政評価が重んじられるのは、市の計画の進行管理に利用され、その結果が 

予算編成に反映されるからですが、 私は行革プランを継続して推進する背景には厳しい財政状況もある 

ものと認識しています。 市は限られた財源の中で市民ニーズを的確に反映した行政サービスを維持して 

いくこと、またその向上を図っていく必要がありますが、その際には常に各事業について量的な視点か 

らはどうなのか、だぶって行っている事業はないのか、或いはサービスの質的な視点から目指している 

事業目的を達成しているのか等、両面から改革に取り組むことが必要です。これまで当たり前のように 

行ってきた事業を改めて見直すことで、今の時代のニーズにあったサービスかどうか、改善の必要性も 

含めた事業に対する気づきが発見でき、職員の意識改革にもつながるものと認識していますが、新たな 

行革プランにおける行政の基本的な姿勢についてお聞かせ下さい。 

イ 事務事業側面評価の総括について 

行政評価の一環として「事業仕分け」の手法を取り入れた調布市独自の評価方法で事務事業の一部をよ 

り客観性を高めるため第三者的な立場から評価を行う事務事業側面評価を１８年度に試行、 １９年度か 

らは本格的に実施され３０事業について行われました。 ２２年度からは一般公開もされ２４年度には６ 

事業について行われ６年間で１５８事業について行われてきました。この評価方式は、概ね事業の担当 

課の評価した事務事業の説明を聞き、その説明に対して評価する側が不要、国や都か市町村が担うべき



ものか或いは民間に任せるものなのか。現行どおり継続するのか、或いは廃止するのかといったような 

視点から事業を仕分けしていくというものでした。 市民に公開されてきたこの事務事業側面評価を見直 

しされるとの事ですが、調布方式と位置づけてきた事務事業側面評価は、当初新人職員の目で事業を評 

価した時、 現在の市民ニーズに合ったサービスなのか見直す点はないのか市民目線に近い評価をするこ 

とで事業の改善や意識改革を目指してきたと思いますが、 この点については１事業４０分かけて議論し 

た成果もあったでしょうが、この点は達成されたのでしょうか。そもそも事務事業側面評価について、 

どんな目的でスタートされたのか、 その目的と同時に行政としての事務事業側面評価に対する総括につ 

いて答弁願います。 

ウ 行政評価に関する第三者委員会の構成について 

新しい行革プランには（仮称）行財政改革推進委員会の設置が掲げられています。行財政改革の取り組 

みを効果的に進めていくために行政評価全体を見直す中で事業の見直しの余地がないかなど検討され 

るとあります。 行財改革を進める大きな要因は厳しい財政状況にあると認識していると先程述べてきま 

したが、 そう考えると第三者委員会については幅広い行革全般に対する議論を喚起する必要があります。 

市の業務を第三者的な視点で評価するということは現在の時代に合わないサービスの提供はないのか。 

改革が遅れることで当事者の声が反映できずロスが生まれている点はないかなど、 様々な意見を出して 

もらい事業に直接携わる職員では気づかなかった客観的な評価がでるよう専門家や、 何より当事者であ 

る市民の声を反映できる組織が望まれます。そもそも各事業について市民評価をし、その結果を次年度 

予算に反映させていくのが多様な価値観の市民を代表している議会の大きな役割のひとつです。 プロセ 

スも含めて市民に公開することで議会での議論の活性化にもつながると考えますが、 どういった点を留 

意してどのような構成で会を設置していくのかお聞かせ下さい。 

(2) 健全な財政運営について 

ア 財務書類４表の活用について 

調布市では今回初めて財務書類４表が公表されました。この財務４表の公表は、新公会計制度に基づく 

「総務省方式改定モデル」によるものですが、平成１８年に総務省から「地方公共団体における行政改 

革の更なる推進のための指針（地方行革新指針）」が出され「貸借対照表」、「行政コスト計算書」、「資 

金収支計算書」、「純資産変動計算書」の財務書類４表を整備することとされたことによります。これら 

の財務書類の作成については複式簿記・発生主義の考え方を取り入れ、資産の公正価値評価を前提とす 

る「基準モデル」と呼ばれるものと現行の単式簿記・現金主義により、資産も決算統計データの積上げ 

を活用した「総務省方式改訂モデル」による処理方法があります。調布市では多くの自治体が選択して 

いる、これまで作成してきた決算カードを活用し、他団体と比較することも可能な「総務省方式改定モ 

デル」を採用し作成された訳ですが、重要なことは調布市の財政状況を分析した指摘事項を財政運営に 

生かしていくことではないでしょうか。提出された書類を拝見すると、例えば公共資産の減価償却累計 

率が計算されていますが、この比率が他団体と比較して最も高くなっています。企業会計では減価償却 

という考え方が定着し施設の老朽化に備えて必要額を当初から積み立てていきますが、 行政にはこうい 

った考え方がありませんでした。 だとすれば公共施設の老朽化が進む中で公共資産を適切に維持管理す 

るためには一定額の積み立てをするといった財源確保の必要性が分析結果から読みとれると考えます。 

駅前開発や増大する社会保障費といった財政需要がありますが、施設の老朽化は待ってはくれません。 

行革プランで公共施設の現状を明らかにし適正な配置も含め今後のあり方を検討するための公共施設 

白書を作成しようとするこの時期、 将来世代への過重な負担を避ける意味からも公共施設維持保全のた 

めの積み立てをして財源確保し今後に備えて行く事が必要と考えますが、 この点についてはどのような 

見解をお持ちかお聞かせ下さい。



イ ４表の新ガイドラインに生かす点は何か 

行革プランでは厳しい財政状況が続く中、 先程も述べましたように様々な財政需要に対応しつつも健全 

な財政運営を維持するための指針となっている財政規律ガイドラインの見直しを本年度中に行うこと 

になっています。 そこで財務書類４表を作成された結果から見えてきた健全財政に対するガイドライン 

への反映として考慮すべき点は何か、どのように考えていくのかお答え下さい。 

地域福祉センターについて 

ア 地域福祉コーディネーターをセンターに配置した経緯は 

地域福祉計画では、 市民が主体となって地域づくりや支え合う地域社会を創っていくことを目指してい 

くためには、 地域の福祉課題について地域住民や課題解決に対する協力者をコーディネートしていく地 

域福祉コーディネーターをモデル事業として染地・深大寺地区にある地域福祉センターに配置されまし 

た。幅広い福祉課題を解決するために職員を配置し、福祉のことなら何でも相談できる窓口を地域福祉 

センターに配置されました。 これは様々な福祉課題を抱えている市民からすれば市役所に相談にいかな 

くても身近なところで相談できる大きなメリットがあり歓迎すべきことです。 このことは市民の側から 

見ると地域福祉センターは地域福祉の拠点であるとの認識を深めたのではと思いますが、 地域福祉コー 

ディネーターを地域福祉センターに配置した経緯についてまずお聞かせ下さい。 

イ 地域拠点としての機能について 

行革プランには参加と協働の推進のための環境整備として、 地域福祉センターの在り方検討があります。 

地域に根付いたコミュニティ活動の拠点として、地域特性に合わせた機能など、施設の在り方について 

検討するとあります。本年度はセンターの課題整理をさせるようですが、センターが機能していくため 

には、施設設備の改善といったハード面もあると思いますが、地域拠点として機能させるためのソフト 

面の充実も欠かせません。市では地区協議会の立ち上げにも尽力し、地域の課題解決に向けた支援を地 

域に出向いて協働推進課が行ってきました。 地域という現場に出向いて地域のまちづくりを支援するこ 

とは、基本計画の位置づけにもあるように、地域分権が進展してきている今、これまで以上に主体的に 

責任を持ってまちづくりを進めていくこと。それは「自分たちのまちは自分たちでつくるという自主的 

で自立的なまちづくりを一層推進するという自治基本条例にあるまちづくりを参加と協働により進め 

ることが自治の基本理念としていることにも合致します。 またこの考え方は市政運営の基本原則として 

いる点からも市民力をつけ地域コミュニティづくりを基本に置く自治によるまちづくりを進めること 

は市政の重要課題でもあります。幸い調布市は不交付団体であり、自らの運命を国や都に預けることな 

く自治が行える可能性が高い基礎自治体とも言えます。 福祉課題解決に向けて地域拠点に地域福祉コー 

ディネーターを設置したことからも、 地域に居て地域情報を提供する中で地域と行政をつなぎ地域のま 

ちづくりを支援する存在は、今後の市政運営の方向とも合致した政策であり、今後欠かせないのではな 

いかと考えますがこの点についてはどのようにお考えでしょうか。 

（4）人材育成基本方針を全ての職員が共有するためのマニュアル作成を 

市では平成１６年に策定した調布市人材育成基本方針では「何事にもチャレンジする職員」を目指す 

べき職員の将来像として各種研修を行ってきました。 そういった中でこの議場を見回しても分かります 

ように部長も６名退職され団塊世代の方が多く退職され、 現在では職務経験１０年未満の職員が２４年 

１０月現在で37.9％を占めています。経験年数の浅い職員の早期育成やこれまでの経緯から法令遵守、 

そして今回の質問でも取り上げましたが会計も複雑化していくなかでの実務能力の向上と言った様々 

な要因があるなかで今年３月に第二期調布市人材育成基本方針～調布のまちに愛着と誇りをもち、 市民 

に信頼され、 意欲的にチャレンジする職員～平成２５年度から平成３４年度までを計画期間とする方針 

が策定されています。 私は今回の基本方針にもう一点配慮していかなければならない点があると考えて



います。それは行革プランの関連資料にあった常勤職員の推移という観点です。２４年では職員定数は 

１２６９名、 そこには定数削減を図りながら民間委託をして人件費を削減してきた経緯もあると思いま 

す。現在市職員は常勤職員、再任用職員、嘱託員、臨時職員で構成されています。再任用職員も平成１ 

７年には３４名でしたが２４年には１１８名となっています。 職員全体の割合からすると２３年度では 

常勤職員が４５．９％、再任用職員が４．５％、そして嘱託員と臨時職員を合わせると４９．６％とす 

でに調布市役所は職員定数の倍の人数を必要とする組織になり、 雇用形態が異なる職員が同じような目 

的意識を持って働かなければ充分な事業目的が果たされないとも言えます。 行革プランのなかに人材の 

確保・育成がありますが、そこには多くの施策が書かれています。市民から高い信頼を得るには公務員 

としての自覚を持って法令遵守等なども書かれていますし、仕事へのやり甲斐やワークライフ・バラン 

スなど様々ですが、自治分権時代に相応しい自治を紡いでいく職員として、今回の目指すべき職員の将 

来像、～調布のまちに愛着と誇りをもち、市民に信頼され、意欲的にチャレンジする職員についてひと 

りひとりの職員が具体的に自らの将来像を描けるような研修を始めとした手立てを全職員を考慮した 

中で進めていくことが、まちの将来像である「みんなが笑顔でつながるぬくもりと輝きのまち調布」実 

現につながっていくものと考え、 人材育成基本方針を全ての職員が共有するためのマニュアル作成を提 

案しますが、この点についてどのように進めていくのかお聞かせ下さい。 

２新ごみ処理施設周辺のまちづくりについて 

(1) 今後の取り組みについて 

ア 基本計画に位置づけられまちづくりをどのように推進していくのか 

長く新ごみ処理施設周辺のまちづくりについて質問してきましたが、新ごみ処理施設が稼働した今、よ 

うやく基本計画の施策２８のクリーンセンター機能の移転のなかに、 そして地域別計画の北部地域のま 

ちづくりのなかに新ごみ処理施設周辺のまちづくりが位置づけられました。 この点は評価していますが、 

では具体的にどのように進めていかれるのかがまだ見えてきません。 これまで環境部が所管していた周 

辺のまちづくりについて、組織改革され新体制がスタートしている今、基本計画に明記された新ごみ処 

理施設周辺のまちづくりについて具体的にどのように進めていく方針なのでしょうか。ＪＡＸＡの歩道 

拡幅については地域住民にも分かりやすい対応であり、 その努力されてきた点については評価していま 

すが、具体的な跡地活用といったテーマも含め、様々なまちづくりにおける課題解決に向けて進めてい 

くと思いますが、多くの地域住民の参加も得ながら、じっくり進めていくとすればコミュニティの視点 

からも、これまで市の政策実現に向けて行ってきた様々な手法を、この地域でも活用しながら進めてい 

く必要があるのではないでしょうか。 地域情報が集まった深大寺地域福祉センターを活用して課題整理 

しながら議論を進めていくための人材配置も一考ではないでしょうか。 基本構想でもワークショップな 

ども行いながら進めていましたが、 各分野にまたがった要望等どのように整理し実現していくのでしょ 

うか。今後どのように取り組まれていくのかお聞かせ下さい。 

イ クリーンセンター移転計画との関係性について 

調布市クリーンセンター機能移転に関する調査報告書が３月に公表されました。 そこにはクリーンセン 

ター移転計画の行程表案も公表されました。 スケジュールには２９年度中には完成する手順になってい 

ますが、クリーンセンターが移転した後の跡地利用を検討していく地域住民からすれば、今後の新ごみ 

処理施設周辺のまちづくりをどのような日程で進めるのか考える上で大きな影響を及ぼすものです。 ク 

リーンセンターの移転先が二枚橋という点を考慮すると、 地域住民の方の理解を得ながら進めるという 

大きな課題は承知していますが、 新施設が稼働するなかで水銀の数値が高く施設の運転が停止したりす 

るなかで、長く新施設と向かい合っていく地域住民の心情を考慮すれば、この計画とどのように連動し 

てまちづくりが進められていくのか、 具体的なスケジュールを示して欲しいという要望に誠実な対応を 

求めますが、この点についてわかりやすい答弁をお願いします。



答弁 

小林副市長 

ただいま，大河巳渡子議員から，大きく２点の御質問をいただきました。私からは，新ごみ処理施設周 

辺のまちづくりについてお答えいたします。 

本年４月に，クリーンプラザふじみが本稼働となりました。地域住民の皆様には，本稼働に至るまで， 

また本稼働後におきましても，多大な御理解・御協力をいただき、深く感謝しております。この感謝の 

気持ちを忘れずに，今後も，地域住民の皆さんと誠実に向き合い，新ごみ処理施設周辺のまちづくりに 

取り組むことが市に課せられていることと認識をしております。 

平成25年度は，新基本計画のスタート年度であり，今後は，基本計画に基づき各種施策を進めていくこ 

ととなります。 

本基本計画では，新ごみ処理施設周辺のまちづくりについて，北部地域の市民サービスの充実を図るた 

め，地域別計画において，「クリーンセンターの機能移転と跡地活用に向けた取組とともに，公共施設 

の活用や連携，交通環境の整備など地域の総合的な観点からのまちづくりを進める」，と位置付けてい 

るところであります。この方向性に沿って，地域からいただきました御要望や市からの提案事業などを 

含め，当該地域のまちづくりの取組を，地域とともに進めて参りたいと考えております。 

こうした考えの下，これまでは環境部が対応して参りましたが，平成25年度からは行政経営部が当該ま 

ちづくりの取組を担当することとし，これまで築いて参りました地域との信頼関係の中，まちづくりを 

進めて参ります。 

また，当該まちづくりについては，庁内関係部署により構成する庁内検討組織において，その重要性・ 

必要性を共有し， まちづくりの方針， 事業などを検討するとともに， 地域の状況などの共通認識を持ち， 

全庁的な取組として進めて参ります。 

一方，地域への対応としては，随時の意見交換会により，クリーンセンター移転後の施設設置や交通環 

境の整備などの要望などに向き合い，できることから取り組んで参りたいと考えております。 

こうした考えから，地域要望の一つである都道三鷹通りの歩道の安全対策については，宇宙航空研究開 

発機構，ＪＡＸＡの御理解・御協力により，本年５月中旬に，３箇所の待避所が完成し，歩道部分の拡 

幅が実現いたしました。残りの１箇所については，設置に向けて調整しているところであります。 

また，地域との意見交換においては，地域要望を踏まえ，コミュニティ，行政サービス，福祉・医療， 

安全・安心，交通，その他の各要素に分け，現状の把握，分析などを通じて，地域と市が共通認識に立 

ったうえで，まちづくりを議論して参りたいと考えております。 

こうした積み重ねを通じて，地域要望と市の課題解決との整合を図りながら，きめ細かな地域要望の把 

握とともにできることから取り組み，地域の自主的なまちづくり活動を支援することなど，地域ととも 

に歩むまちづくりとしても取り組んで参りたいと考えております。 

次に，クリーンセンターの移転計画との関係性についてであります。 

クリーンセンターにつきましては， 基本計画において， その機能を移転することを位置付けております。 

なお，移転先は二枚橋衛生組合跡地を予定しており，移転年次を平成30年度と予定しております。 

クリーンセンター移転後は， 新ごみ処理施設周辺のまちづくりにおける施設要望の実現として活用する 

方向としておりますので，移転機能の内容，規模，時期などを，さらに精査して参ります。 

また，クリーンセンター機能の段階的移転や現事務所棟の有効活用など幅広い検討を行い，施設要望が 

早期に実現するよう検討を進めて参りたいと考えております。 

その他の御質問につきましては，担当からお答えいたします。



行政経営部長 

私からは，行革プラン２０１３に関する御質問のうち，行政評価についてお答えいたします。 

はじめに，行政評価に対する基本的な姿勢についてであります。 

行革プラン２０１３においては，行政評価を方針４「計画行政の推進」にあるプラン３１「行政評価シ 

ステムに基づく行財政運営」の取組として位置付けているところです。 

行政評価は，厳しい財政状況の中，ＰＤＣＡマネジメントサイクルを活用して，市が行う施策や事務事 

業の取組実績を振り返り，有効性・効率性・公平性などの視点から評価し，評価結果を踏まえて，その 

後の取組の改善や市民サービスの向上につなげていくことを目的としています。 

行政評価の取組においては，評価作業や各部署における所管事業に関する意見交換などを通じて，職員 

の気付きや意識改革を促すとともに， 評価結果を諸計画の進行管理や予算編成などにも反映させること 

で，持続可能で効果的・効率的な市政経営に向けた不断の見直し，改革・改善に，市民との情報共有を 

図りながら取り組んでいくことを基本として考えております。 

これまでの行政評価においては，ＰＤＣＡマネジメントサイクルを活用した行政評価の取組を定着させ 

るとともに，評価作業の効率化や実効性の向上を図るため，決算資料作成との連携のほか，予算編成， 

基本計画策定などで活用できるよう，評価シートの見直しに取り組んで参りました。 

平成２５年度は，これまでの改善を活かしながら，財務会計システムと連動した行政評価支援システム 

を活用し，財務会計システムから予算・決算データを取り込む機能や，次年度の予算見積入力時に 

評価結果を確認できる機能を追加することなどにより， 更なる効率化と実効性の向上に取り組んでいる 

ところであり，今後も，先程の基本的な考え方に基づく行政評価を継続し，業務の改善，市民サービス 

の向上に努めて参りたいと考えております。 

次に，事務事業側面評価の総括についてであります。 

事務事業側面評価は，行政評価の一環として，事業仕分けの考え方や手法を参考として組み立て，第三 

者的な視点で事務事業の見直し余地等を検証することで， 事業の改善や見直しにつなげることを目的と 

し，平成１８年度の試行以降，継続的に実施して参りました。また，当初においては，市職員の人材育 

成の観点も踏まえ，評価員は全て市の職員で構成しておりました。 

平成１８年度からの７年間において，延べ１５０を超える事業を評価してきたところですが，事業の縮 

小・統合・廃止，実施手法の抜本的な見直しや効率化，取組の拡充などといった，様々な評価結果を踏 

まえ，その後の改善に努めて参りました。 

これまでの側面評価の成果としましては， 評価の過程で出された様々な意見や提案を職員の気づきや意 

識改革につなげ，その後の事業の改善に効果的に結びつけてきた結果，経費の抑制や財源の確保，サー 

ビスの向上などが図られたことがあげられます。また，平成２２年度以降は，公開形式で実施し，公開 

の場での議論を通して， 多くの市民に事業の具体的な内容や現状などに関心を持っていただくきっかけ 

にもなったと考えております。 

今後も，市の事業の改革・改善に向けては，第三者的な視点からの検証も重要であると考えております 

が，これまで実施してきた側面評価においては，１事業にかける評価時間が限られていることや，評価 

員の専門性の問題などの課題があると認識しております。 

現在，行政評価全体の改善を進めていることを踏まえて，平成２５年度は側面評価を一旦休止し，現行 

の問題点の洗い出し・整理・検証を実施して，抜本的な見直しを図って参ります。 

次に，行政評価に関する第三者委員会の構成についてであります。 

行革プラン２０１３では，行財政改革の取組を効果的・効率的に推進するために，第三者的な視点によ 

り検証等を行う仕組みを構築し，質の高い市民サービスの提供につなげていくことを目的として，（仮 

称）行財政改革推進委員会の設置をプランとして掲げております。 

現在，平成２６年度の設置に向けて，委員会が担うべき役割等を検討しているところですが，側面評価



の課題を踏まえつつ，市における行財政改革に関する取組全般について，限られた経営資源の効果的・ 

効率的な活用， 質の高い市民サービスの持続的な提供といった視点を踏まえた議論が行われる仕組みを 

構築する必要があると考えております。 

そのため，委員会の構成については，学識者や経営者などといった専門性のほか，市民の視点なども含 

めた議論ができるよう留意する必要があるものと考えております。 

今後，他団体の状況も参考にしながら，検討を進めて参りたいと考えておりますので，御理解のほどよ 

ろしくお願いいたします。 

行政経営部調整担当部長 

私からは，健全な財政運営についてお答えいたします。 

はじめに財務諸表の活用についてであります。 

財務諸表については，これまでの単年度主義や現金主義では表せない情報を補完するものとして，保有 

資産や負債，行政サービスの受益と負担などの企業会計的な視点で作成に取り組んでおります。 

昨年は平成２２年度決算について， 普通会計に下水道などの地方公営事業会計を加えた調布市全体の財 

務諸表を作成いたしました。今回の平成２３年度決算については，これらに加え，市が加入している一 

部事務組合や市が出資している監理団体等を含めた，連結ベースでの財務諸表を作成いたしました。 

財務諸表に関しては，総務省や東京都などが示す複数の作成方法があり，異なった方法により作成され 

た財務諸表は比較が困難であることや，財務諸表の統計データがなく，統一的な指標や標準値が示され 

ていないといった課題も指摘されております。調布市においては，作成方法の中でも多くの自治体で採 

用している「総務省方式改訂モデル」での財務諸表を作成するとともに，近隣他団体との比較や経年変 

化の把握を行うことで，調布市の特徴や課題についての分析を行っております。 

今回の分析内容としては，調布市は連結対象となる１８の会計・法人を加えても，資産や負債は大きく 

は変わらないことから，市への影響は比較的少ないことが確認できました。一方，公共資産の老朽化が 

進んでいることから，今後の維持保全に向けて，資金を確保していく必要があるとともに，主要な一般 

財源が減収影響を受ける中，財源確保と経費縮減の継続的な取組が必要な状況となっております。 

このうち公共資産の維持保全に対する資金確保に 関しては， その実施にあたり特定財源を確保す 

るとともに，基金の活用を図っていく必要があります。現在，公共施設整備基金については，将来負担 

に対するストックとしては残高が少ない状況にあるため，基金積立ての優先度は高いと認識しており， 

厳しい財政状況の中ではありますが，その充実に努めて参りたいと考えております。 

財務諸表については，今後も継続して作成することにより，代表的な財政指標である経常収支比率や健 

全化判断比率などに加え，財務諸表作成から得られた視点も踏まえた多角的な財務情報の分析・検討を 

行い，財政の透明性を高めるとともに，健全な財政運営につなげて参りたいと考えております。 

次に，財務諸表の新ガイドラインに生かす点についてであります。 

財政規律ガイドラインについては，財政の健全性を維持していくため，「財政構造見直しの視点」など 

３つの視点に基づき，財政運営を行っておりますが，現在の市の財政状況や今後の市を取り巻く環境を 

見通す中で，本年度に一部見直すこととしており，現在見直しに向けた作業を行っているところであり 

ます。このうち財政基盤強化の視点においては，前年度繰越金の２分の１程度の基金積立てを目標にす 

るとともに，各種基金のストック，利活用を目標に定めております。先程申し上げました公共施設整備 

基金をはじめとする基金については，毎年度繰越金を活用した積立てに努めているところですが，基金 

残高が減少傾向であることから， ガイドラインに基づく財政基盤の強化が必要であると認識しておりま 

す。こうした点を踏まえ，ガイドラインの見直し作業にあたっては，財務諸表作成から得られた視点や 

分析内容も考慮しながら，財政規律を保持するとともに，持続可能な財政運営が図られるよう，目標値 

や設定項目を見直して参ります。



福祉健康部長 

私からは，地域福祉コーディネーターを地域福祉センターに配置した経緯についてお答えします。 

地域福祉コーディネーターは，地域の福祉の課題やニーズを発見し，受け止め，地域組織や関係機関と 

協力しながら，地域における支え合いの仕組みづくりを行うことを主な役割としています。 

地域福祉コーディネーターの設置は，国における「これからの地域福祉に関する研究会」で提案され， 

その後，国が事業化した経緯があります。これにより，東京都内においては，すでに５つの区市が先駆 

的に事業を実施しており，個別の生活課題の解決や，地域における福祉的な課題が関係機関との連携に 

より解決の方向性を見いだすなど，様々な成果が見られております。 

このような現状の中，市では，調布市地域福祉計画に基づき，平成２５年度からモデル事業として開始 

することといたしました。このモデル事業では，調布市社会福祉協議会の職員２人を地域福祉コーディ 

ネーターとして染地地域と深大寺地域に配置し，その活動拠点を各地域福祉センターとしております。 

地域福祉コーディネーターを地域福祉センターに配置した経緯についてですが，まず，その活動拠点の 

選定に当たっては，地域福祉コーディネーターの役割を勘案し，ボランティア団体など地域で活動する 

団体との連携が行いやすい場所であることや， 地域住民が集い， 活動する場所であることなどを考慮し， 

それぞれの地域の特色に合わせて，個別に選定を進めました。 

染地地域において選定した理由としては， 地域福祉センター内にボランティアコーナーがあることから， 

ボランティアコーディネーターや既存のボラン ティア団体等との連携が行いやすいことが主な理由と 

して挙げられます。一方，深大寺地域の活動拠点につきましては，地域福祉センター以外を拠点とする 

ことも含めて様々な視点から検討を行いました。その結果，深大寺地域においては，深大寺地域福祉セ 

ンターはボランティアコーナーがないものの，地域住民にとって最も分かりやすく，集いやすい公共施 

設であること，９月に開設予定の（仮称）希望の家深大寺や地域包括支援センター等との距離が比較的 

近く，連携が図りやすいことなどが挙げられます。加えて新たな経費が掛からずに活動スペースが確保 

できることなどから，活動拠点として選定したものです。 

また， 地域福祉コーディネーターを地域包括支援センターなどの福祉関連の施設に配置しなかった理由 

としては， まず， 地域福祉の基本的な理念が， 高齢者， 障害者， 児童などの特定の福祉分野に捉われず， 

地域全体の福祉の増進を目指すものであることが挙げられます。このことから，特定の福祉分野に特化 

した施設を拠点にすることにより， 地域福祉コーディネーターの支援が特定の分野に偏らないよう考慮 

しました。市といたしましては，このモデル事業を試行的に実施することにより，地域福祉コーディネ 

ーターの配置による効果や課題を検討し，引き続き地域福祉の推進に努めて参りますので，御理解のほ 

どよろしくお願いいたします。 

生活文化スポーツ部長 

私からは，地域福祉センターの機能・役割についてお答えいたします。 

地域福祉センターは，長年，多くの皆様にご利用いただいている身近な公共施設であり，また，近年で 

は，様々な分野から地域拠点としての役割を期待され，一部の施設に，住民票等の諸証明発行や社会福 

祉協議会のボランティアコーナーなど，行政サービスの出先機能も設置してまいりました。 

その一方で，施設に目を向ければ，利用者の安全性や設備等の機能の維持を図るため，長寿命化や老朽 

化への対応として，各センターの機能状況を踏まえながら，順次，改修工事を実施している状況であり 

ます。ご案内のとおり，行革プラン２０１３において，地域特性に合わせた機能など，地域福祉センタ 

ーのあり方についての検討を位置付けており，その方向性を検討する基礎資料とするため，平成２５年 

度は，施設毎の利用者ニーズや課題の把握に向けたアンケート調査等を実施する予定としております。 

機能の充実を図るためには，施設の維持が大前提となりますが，今後，こうした検証とともに，施設利 

用者の６５パーセントを占める登録団体のニーズや先進市の取組を踏まえながら， 現在から将来にかけ



て地域福祉センターに求められる役割や機能に関して，総合的な視点に立って検討してまいります。 

また，地域課題の解決に向け，地域の団体・個人と人材・行政との橋渡し，コーディネートが出来る人 

材の確保についても御提案をいただきました。 

現在のところ，地域の課題やまちづくりの取組ごとに各所管部署から支援を行っているほか，地区協議 

会の取組等を踏まえながら，市民活動支援センターが提供するコーディネート機能を活用し，ニーズに 

応じたサポートを行っております。 高齢化や単身世帯の増加，防犯・防災などの身近な地域課題 

は，地域福祉コーディネーターが解決を目指す生活課題とも関連が深いものと認識しており，試行期間 

の中で地域コミュニティ施策と福祉施策の連携による相乗効果などを注視しながら，まずは，市民活動 

支援センター機能の充実等，効果的・効率的な手法検討を進めてまいりたいと考えております。 

総務部長 

私からは，人材育成基本方針に関する御質問にお答えします。 

第２期調布市人材育成基本方針は， 平成１６年度に策定した人材育成基本方針における取組成果を引き 

継ぎながら，若手職員の育成や管理職人材の確保・育成など，調布市における人材育成に係る課題等を 

踏まえつつ，調布のまちづくりを進める有為な人材の育成を目指して平成２５年３月に策定しました。 

また，第２期調布市人材育成基本方針では，平成２５年度からスタートした調布市基本計画における行 

革プラン２０１３に示した４つの方針の一つ「人材の確保・育成」とも連動し，専門性を有する人材の 

育成をはじめ，研修の充実や勤務環境の向上などに計画的に取り組んでいくこととしています。 

人材育成を推進していくためには，職員，管理職，人事課がそれぞれの役割を認識し，ともに連携して 

いくことが重要であると考えております。 

具体的には， 職員は， 自らのキャリアデザインに基づき， 主体的， 積極的に自己研鑽に努めていくこと， 

また管理職は，日常業務をとおした指導・助言や職場研修の積極的な実施などであります。そして人事 

課は，人材育成基本方針に基づいた各種研修内容の充実のほか，やりがいを実感できる人事・給与制度 

改革やメンター制度などの相談体制の充実，ワーク・ライフ・バランスの推進などであります。このよ 

うに，それぞれが役割を認識した上で，職員，管理職，人事課が共通の意識をもって連携し，調布市に 

おける人材の育成を推進していきたいと考えております。 

次に，臨時・非常勤職員を含めた人材育成についてであります。 

市政の広範な部門において，様々な役割を担っていただいている臨時・非常勤職員の人材育成の取組に 

ついても，重要であると認識しております。そのため，平成２４年度は，法令遵守の意識啓発と合わせ 

て， 接遇研修を新たに実施したところであります。 平成２５年度は， 実務能力の習得， 向上を図るため， 

効果的な職場研修を実施するためのマニュアルの作成に向けた検討を行うこととしており，臨時・非常 

勤の職員も含めた人材の育成や職場の活性化につなげて参ります。 

臨時・非常勤職員につきましては，研修の実施と合わせ，休暇制度の充実など，処遇面での改善にも取 

り組んで参ります。


