
千葉市行政改革推進指針（改正案）に対する意見の概要と市の考え方
NO. 該当箇所 ページ 意見の概要 市の考え方 修正

1
１　千葉市行政改革推進指
針について

1

“税収の減収に加え、社会保障費等の支出増加が見込まれ…限らた財源と職員数でこの危機的な状況を乗り越え
…”と財政の課題をクローズアップさせているが、後半部分では、“抜本的に行政運営を見直し、改革を推進”や
図表１あるべき姿からの逆算思考など、行政運営の改革のみに焦点を絞っている。本来、地方行政は、市民サービ
ス・資源・財政がセットで運営されるものと思う。さらに日本の場合、“国の意向”にも大きく左右される。中・
長期的な目標を設定するに当たっても三つの要素（市民サービス・資源・財政）およびその関連性を考慮しなけれ
ばならないと思う。行政運営単独で改革を論じるのは無理があると思う。なお、 P.2 の千葉市行政改革推進指針基
本方針第1項は、行財政運営となっている。

現行の行政改革推進指針は、コスト削減に主眼を置いたものとなっておりました
が、令和３年５月に千葉市行政改革推進委員会から提出された提言等を踏まえ、
今回の改正では、積極的に行政運営の改革に焦点を当てました。
なお、財政面における改革の必要性については、基本方針の１つを「将来世代に
責任を持つ持続可能な行財政運営」とし、引き続き重要な考えとして位置付けて
おります。

―

2
１　千葉市行政改革推進指
針について

1

文中（中段）にある“改革を推進することで、市民のより良い生活や、希望の持てる社会を実現すための絶好の機
会として捉えるこもできます”は、文章を理解することが難しい表現である。“改革を推進することが、さらなる
市民のより良い生活や、希望の持てる社会を実現すための絶好の機会であると捉えることが重要です ”が素直に読
める文章と思う。この冊子全般に言えることですが、ビジネス本でよく見る “世間受けする抽象的な”ワードが多
く使われ、内容が理解しにくい文章が多いように感じる。

いただきました御意見を踏まえ、「しかしながら、『選択と集中』の観点から抜
本的に行政運営を見直し、改革を推進することで、この危機を悲観的に捉えるの
ではなく『市民のより良い生活や、希望の持てる社会を実現するための絶好の機
会』として捉えることもできます。」に修正いたします。

〇

3 （２）基本方針 2

“合理的・効率的な事業手法”と標語の“多様な行政ニーズに応え”および、（１）の文中に記載されている
“サービスデザイン思考”の違いを説明してほしい。一般的には、合理的・効率的とは、結果が思わしくない事業
の縮小・撤退や従業員削減などによる コスト削減など目に見える結果を得るためだけの手法で、市民満足という成
果には結びつかないと思う。

Ｐ２「（１）行政改革で目指すべき行政運営の将来像」を実現するため、サービ
スデザイン思考（サービスの受け手側の立場でサービスを設計すること）に基づ
き、行政だけでなく、多様な主体と共に取り組む（資源を組み合わせる）ことが
重要であることから、３つの基本方針を掲げております。なお、本指針における
合理的・効率的な事業手法とは、選択と集中の考え方に基づく無駄のない事業手
法を意図しております。

―

4 （２）基本方針 2
“事務事業の廃止 を含めた見直し”を提唱している。この事務事業とは何を指してるか不明だが、一般的な行政
サービスを指すものと仮定すると、“「未来志向」の観点から見直す”という言葉はカッコイイが、実際は誰が、
何を基準として廃止の判断をするのか明示してほしい。

事務事業とは、各局・区が所管する事務及び事業を指しております。
見直しについては、Ｐ４「（４）事務事業の見直しの進め方」に記載のとおり、
局・区長が、Ｐ２「千葉市行政改革推進指針の基本方針」及びＰ３「改善・改革
の視点と手法」に基づき、戦略的に取り組みます。

―

5 （２）基本方針 2
“持続可能な”という言葉は必要か？単に、“将来世代に責任を持つ行財政運営”の方がスッキリすると思う。将
来世代に責任を持つということは、持続していなければならないことと同意語だと思う。

改正前の千葉市行政改革推進指針では、単に「将来世代に責任を持つ行財政運
営」としておりましたが、今回の改正においては、「未来志向」をキーワードと
し、持続可能な行財政運営が重要であることを職員に意識させる意図があるた
め、案のままとさせていただきます。

―

6 （２）基本方針 2 “多様な主体参画も促進します”は不要に思う。既に、第２項で同じ主旨の方針を述べている。
行政運営の透明性と説明責任を果たすことが、多様な主体の参画にもつながると
いうことを強調したいことから、案のままとさせていただきます。

―

7
（３）改善・改革の視点と
手法

3
視点②の脱「行政完結型」は言葉として相応くないと思う。要は従来の硬直的 （お役所的）な考え方から脱し、民
間などの柔軟な考え方も取り入れるということだ思う。ならば脱「役所的思考」を提案する。

「行政完結型」とは、行政だけで考え、実行してしまうことを端的に表したもの
です。そのため、案のままとさせていただきます。

―

8
（３）改善・改革の視点と
手法

3
“行政にはない様々な知識や、機能を持っている多様な主体と共に活かし合いながら”は、理解しづらい文章表現
である。何を共に活かすのかが抜けている。また、“共に活かす”という表現も変である。市役所と多様な主体が
『共に何か』を活かすということになる。市役所が多様な主体から『何か』を得ることがあっても逆は無い思う。

質の高い公共サービスを目指すため、行政と多様な主体とが、互いに持つ知識や
情報、機能を活かし合うことが重要と考えており、これを表したものです。その
ため、案のままとさせていただきます。

―

9
（３）改善・改革の視点と
手法

3

行政の職員は上から降りてきた決められたことを実行することが長年の仕事であったため、そこから抜け出すのは
容易ではない。現に区地域振興課の職員はナッジやプッシュどころか来た案件を担当部署に振るのが仕事なので、
それ以外は出来ないと言い、また他所の区がやっていないので、そんなに進めることはないと公然と言われると切
り返しようがない。こういうことで慣れ切った行動スタイルを変えることは紙に書くほど簡単なことではない。

御意見のとおり、「改善・改革の視点と手法」は本指針に明記するだけでなく、
職員一人ひとりが理解し、自分事として意識・行動することが必要と考えており
ます。そのため、業務改革推進課において職員研修を行うだけでなく、改善・改
革に取り組む部署に対し、必要な情報提供や専門人材を紹介するなどの支援を
行っていきたいと考えております。

―
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10
（ウ）業務改革推進課の役
割

4

行財政改革推進チームの役割が“組織横断的な課題については、業務改革推進が行財政改革推進チームを立ち上
げ、行財政改革に関する見直し案の作成に取り組みます”と記載されている。また、業務改革推進課は、“局・区
の事務業務の見直しについて支援を行います”と記載されている。先ず、見直し案の決定または決裁を行う部署ま
たは機関の明示をしてほしい。次に、局・区の横断的な課題を、いわゆる下部組織である行財政改革推進チームで
対応可能かどうかの議論をしてほしい。一般的に、業務改革・見直しは相当な抵抗勢力の存在がある。このような
問題解決こそトップダウンという手法が有効だと思う。

行財政改革推進チームで検討・作成した事務事業の見直し案については、市長に
報告後、市長指示のもと、その事務事業を所管する局・区において検討・実行さ
れることを想定しております。

―

11
（４）事務事業の見直しの
進め方

4

「事務事業の見直し」と記載がある。行政運営の見直しの必要性については理解できるが、市民の側から見て、千
葉市がどのような事業を行っているかがわからない。千葉市が行なっている事業の全体像を示してもらいたい。
また、使用された費用に対して具体的にどれだけの成果が得られたかについても、市民が知ることができるように
すればとても良いことだと思う。

本市の事業については、主要事務事業戦略、歳入歳出予算の全ての執行の結果を
表示した決算書のほか、主要な施策に係る成果を示した主要施策の成果説明書
や、更には市が支出する補助金の目的等を記載した一覧などを、市ホームページ
において公開しております。
なお、いただきました御意見は今後の市政運営の参考とさせていただきます。

―

12
（４）事務事業の見直しの
進め方

4
「事務事業の見直し」だと、現行の「主要事務事業戦略」の内容よりも具体性について後退しているように感じ
る。
事務事業評価をより詳細に行なっていく。というような具体的な取り組みについて明記するべき。

改正案には、主要事務事業戦略について明記しておりませんが、引き続き戦略的
に事務事業の見直しを行うこととしています。
これは、改革の手法は時代とともに変化するため、将来を見据え「未来志向」の
観点から行政改革を進めることを掲げる本改正案では、具体的手法は書き込ま
ず、見直しをより機動的に行えるようしたいという意図があります。そのため、
案のままとさせていただきます。

―

13
（４）事務事業の見直しの
進め方

4
事務事業の見直しについて、事務事業評価（平成25年度までおこなっていた物）を提示してほしい。事務事業評価
をだすことが局・区での取り組みにおける可視化につながるのではないでしょうか。

事務事業評価については、平成24年度まで「事務事業の整理・合理化のための評
価」及び「継続事業の事務改善のための評価」を行っておりました。
平成27年度からは、事務事業評価システムを発展的に解消し、新たに局・区で主
要事務事業戦略を作成することによって見直しを推進しており、市ホームページ
において公開しております。
なお、平成24年度以前の事務事業評価結果については、保存期間満了により廃棄
されております。

―

14
（４）事務事業の見直しの
進め方

4
現在行われている事務事業がどの様なものかわからないので何を見直すのかわからない、そのため事務事業の全体
像を解る様にして欲しい。また、事業数はどのくらいあるのか示して欲しい。

本市の事業については、主要事務事業戦略、歳入歳出予算の全ての執行の結果を
表示した決算書のほか、主要な施策に係る成果を示した主要施策の成果説明書
や、更には市が支出する補助金の目的等を記載した一覧などを、市ホームページ
において公開しております。
なお、いただきました御意見は今後の市政運営の参考とさせていただきます。

―

15 １　行政改革の必要性 5

“平成27年に「千葉市行政改革推進指針」を策定し、…その後、人口減少は更に進み、少子超高齢化社会の進展、
そして 、新型コロナウイルス感染症 への対応のため…”という記載がある。これを素直に読むと、平成27年以降
人口減少は更に進み、少子超高齢化社会の進展となる。平成27年以降での大きな社会変容は、新型コロナウイルス
感染症だけだと思う。人口減少と少子高齢化の社会変容は、急に出現するものではない。
次に、“このような中 、私たちは行政サービスの受け手の立場に立った「サービスデザイン思考」や納税者…”と
いう記載がある。これも素直に読むと、言葉はともかく「サービスデザイン思考」や「納税者視点」という考え方
を、この『千葉市行政改革推指針指針（改正案）』で初めて取り入れたということになるが、正しいか。

行政改革の必要性を考える上では、新型コロナウイルス感染症への対応による社
会変容だけでなく、長期的な視点に立ち、人口減少と少子高齢化による社会変容
も常に（不断に）考慮すべきものと考えております。また、「納税者視点」につ
いては、今回初めて取り入れたものではなく、例えば、平成17年に策定した千葉
市新行政改革大綱（第３次改定版）においても採用しております。「サービスデ
ザイン思考」については、従来の「市民視点」を発展させ、新たに取り入れるも
のです。なお、これらのことを踏まえ、より分かりやすい表現とするため、Ｐ５
「１行政改革の必要性」の２段落目の２行目「その後」を削除いたします。

〇

16
２　これまでの行政改革の
総括

5

平成７年、平成17～21年度の行政改革は、着実に成果を挙げて（“上げて”の誤字）きましたが、総花的であった
と反省し、平成27年版では、コスト意識と経営感覚を持って選択と集中の観点で抜本的に見直し、市民利便性を図
る取組を推進してきたようだが、その総括がない。また、令和３年度版の趣旨には、総務省の考え方の一般論だけ
で、過去の反省を生かす記述がない。

平成27年度以降の総括については、図表６でお示ししているとおり、局・区のマ
ネジメントにより行政改革を着実に推進してきたところです。改正の趣旨につい
ては、Ｐ５「３千葉市行政改革推進指針改正（令和３年度）の趣旨」にあるとお
り、本市を取り巻く状況の変化に対応するため、改正するものです。なお、「成
果を挙げて」については、御意見のとおり「成果を上げて」に修正いたします。

〇
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17
２　これまでの行政改革の
総括

6
図表５に取組成果例が示されている。先ず、定員管理の適正化の定員管理とは何かの説明をお願いしたい。次に、
市税徴収率が取組前後で 7.4 ポイント上昇しているが、その手法の説明をお願いしたい。さらに、公共施設等の見
直しが取組項目として記載されているが、その成果（例えば土地売却、職員削減など）を教えてほしい。

定員管理とは、「最小の経費で最大の効果を挙げること」及び「組織運営の合理
化に努めること」という行政運営の基本理念を前提に、複雑化、多様化する行政
課題や市民ニーズに柔軟に対応できるよう、適正な定員を定め、職員数を管理す
ることを意図しております。
平成17年度から平成26年度までに市税徴収率が向上した要因については、催告の
徹底や市外滞納者への滞納整理促進等によるものと考えております。
平成26年度までの公共施設等の見直し成果としては、記載のほか、「児童福祉セ
ンターの廃止」、「動物公園遊園地の廃止」、「南部児童文化センターの廃止」
などが挙げられます。これに関連して、人件費の削減や維持管理費等の歳出削減
が図られております。

―

18
コラム：二元論から一元論
へ

14

おゆみ野のシンボルとしての「おゆみの道」と「泉谷公園」を管理しているが、何代か所長が変わり、今回は土木

でなく緑の専⾨家が所長になった。長年課題であったパークマネジメントを市民自治によるまちづくり条例に鑑み

締結できた。緑区は緑が⾮常に多いため、いつ行っても席におらず現場で共同作業をしながら打ち合わせをしてい

る。10年以上やっているが初めてのことだ。⽅向性を決めるとお互いのやることは自ずと決まってくるので⼀元論

に近い状況になってきている。公園の場合は、専門知識がある職員がいれば他の公園管理でもできるのではないか
と感じている。

Ｐ14「コラム：二元論から一元論へ」のように、連携・共創を図っていくために
は、多様な主体と方向性の認識を合わせることが重要と考えております。そのた
め、業務改革推進課において職員研修を行うだけでなく、改善・改革に取り組む
部署に対し、必要な情報提供や専門人材を紹介するなどの支援を行っていきたい
と考えております。

―

19 ３　デジタル化の進展 15

“情報通信機器の世帯保有率は、スマートフォンが86.8% でパソコンの 70.1% を上回る結果となり、個々人 がい
つでも・どこでもインターネットを介したサービスを受けられる環境が整いつあります”と記載さている。ハード
ウェア（端末）さえ整っていれば 全てのサービスを受けられる環境にあるという 誤ったメ ッセージを与える記述
だと思う。端末を使える能力（膨大な情報量を取捨選択する能力も含めて）は千差万別である。

ここでは、モバイル端末の所有者が増えることにより、時間と場所に捉われずに
インターネットに接続可能となる個人が増えることをもって、「個々人が、いつ
でも・どこでもインターネットを介したサービスを受けられる環境が整いつつあ
る」と記述しております。
そのため、案のままとさせていただきます。

―

20 その他 ― 千葉市行政改革推進指針の根拠となる法令を記載し、位置付けを明確にするべき。

本指針は本市が独自に定めるものであり、法令に基づき作成するものではないと
整理しております。
なお、行政改革の基本的な考え方としては、地方自治法で「地方公共団体は、そ
の事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費
で最大の効果を挙げるようにしなければならない。」（第２条第14項）、「地方
公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団
体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。」（第２条第15
項）と規定されております。

―

21 その他 ― 逆算思考で組織的・戦略的に行政運営を行うには横浜市のようにソフトの蓄積が重要だと思うがどうか。
本指針に基づき、着実に行政改革を推進していくためには、以前から共創に取り
組まれている横浜市や、他自治体の成功事例は大いに参考になると考えておりま
す。

―


