墨田区行財政改革実施計画改定（案）に係る

意見・要望のまとめ

平成１５年３月
墨

田

区

平成 14 年 10 月に、「墨田区行財政改革実施計画改定(案)」をまとめ､
インターネット等により、区民に公表するとともに､広く意見を募集しまし
た（パブリック・コメント）。
また、平成１４年１０月３０日から全１０箇所においてコミュニティ懇談
会を実施し、参加者から意見・要望をいただきました。さらには、「行政
サービス」をテーマに区政声の協力員連絡会議を開催し、この中で、本
改定案について、協力員の方から意見・要望をいただきました。
また、区では､行財政改革を推進するために、区民や学識経験者によ
り構成される「行財政改革推進委員会」を設置しておりますが、この委員
会にも協力をいただき、本改定案について、提言をいただきました。
これら、いただいたご意見・ご要望については、別紙のとおり集約し､
その趣旨を可能な限り計画の改定や計画の実施において反映します。

《意見募集・説明会の実施経過》
項

目

実施（開催）期間

パブリック・コメント手続＊ 平成１４年１１月１日〜
平成１４年１１月２９日

意見・要望数

０件

コミュニティ懇談会

平成１４年１０月３０日〜平成１４ ２０件
年１１月１９日（全１０個所）

区政声の協力員連絡会議

平成１４年１１月８日
平成１５年１月２１日

行財政改革推進委員会

平成１５年１月１７日（意見書提出） ３０件

１０件

会議：平成１４年７月１７日〜平成
１４年１２月１９日（全６回）
＊パブリック・コメント手続＝墨田区の基本的な政策等の策定に当たり、区の行政
機関等がその案を公表し、この案に対して区民等から提出された意見等の概要及
びそれに対する区の考え方を公表し、意思決定を行っていく一連の手続。
今回の「墨田区行財政改革実施計画改定（案）」については、区のホームページ、
区のお知らせ、区民情報コーナーで意見募集をしました。
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検討結果総括表
項

目

説

明

項目数

反映済み

意見・要望の趣旨は、既に､「墨田区行財政改革
実施計画改定（案）」に反映してあります。

５項目

反映

意見・要望の趣旨は、墨田区行財政改革実施計画 ４項目
改定に反映します。

趣旨を反映し推進

意見・要望の趣旨は、今後、墨田区行財政改革
実施計画を推進する中で､反映します。

今後の検討課題

意見・要望の趣旨は、今後の検討課題として取り ８項目
組みます。

23 項目

現状においては困難 意見・要望の趣旨に沿うことは、現状において
３項目
は、困難ですが、今後、趣旨を反映できるように
努力します。

各意見・要望の概要、およびこれについての区の考え方については､次の頁
以降に掲載しております。

2

「墨田区行財政改革実施計画改定（案）
」にお寄せいただいた意見について
ご意見の内容
１

考 え 方

検討結果

「改定の目標」と「基本的な考え方」につい
「改定の目標」と「基本的な考え方」につい ６項目
て

(1)

職員数２，０００名、予算規模５００ 現状にお

職員数の削減目標は、退職不補充を原則に、職員数を

億円、区民満足度は２〜３割アップを目 いては、 11 年度対比で 500 名削減するとしたもので、定年退職
標としてはどうか。
（委員会）

者に加え、ある程度の勧奨退職者を見込んだ数字となっ

困難

ています。職員数の目標を 2,000 名とすることは、本計
画期間内（18 年度まで）では困難ですが、今後も勧奨
退職を推進する等により、削減目標の前倒し達成に向け
て努力します。
また、予算規模の目標は、１４年度対比で 10％削減
を目指すとしたものですが、更に約１００億円の削減
は、現状においては、区民生活に大きな影響を与えてし
まうので困難と考えていますが、今後、事務事業の見直
しや民間委託等による事務事業の効率化などにより、前
倒しで目標値を達成できるように努力します。
区民満足度については、１割アップを目標としまし
た。ご意見の目標値は、本計画期間内（18 年度まで）
では、達成困難と考えておりますが、早期に１割アップ
の目標を達成し、更なる満足度の向上に努力します。
(2)

総人件費の抑制という視点で、さらに 趣旨を反
強力な取り組みを推進すべきである。 映し推進

ご意見の趣旨を踏まえ､更に取り組みを強化していく
よう努力します。

（委員会）
(3)

職員数は減っているが人件費が減っ 現状にお

１０年度対比で､職員数は 7％削減されていますが、

ていない。人件費の数値目標が必要では いては、 職員給は、10％削減されています。人件費の数値目標に
ないか。
（コミ懇４個所、協力員）

ついては、職員以外（区議会議員、各種委員等）の給与・

困難

報酬、退職手当等の各種手当、共済組合負担金等も含ま
れることより、これを設定することは、現状においては
困難ですが、今後とも、事務事業の見直し、事業の効率
化を図りつつ、更なる総人件費の削減に向け努力しま
す。
(4)

住民意識調査では、重要とは認識する 趣旨を反

評価について、分からないと回答した人たちが、満足

が、評価については分からないと回答し 映し推進

と評価されるよう、今後区政に対する説明を十分つく

ている区民が多すぎるのではないか。

し、満足度を上げるように努力します。

（委員会）
(5)

「基本的な考え方」の目的の中で、我 反映

ご意見の趣旨に沿って､表現を一部変更します。

が区を取り巻く社会経済環境の変化等
3

について、きちんと記載すべきである。
（委員会）
(6)

横文字（PFI 等）が多く使われており、 反映

ご意見の趣旨に沿って､用語の説明等を加えます。

区民に分かりにくい。誤解を与えない表
現にすべきである。
（委員会、コミ懇）
２
(1)

「行財政運営の透明化」について

５項目

ケーブルテレビを利用して議会放送 今後の検
を実現してほしい。
（協力員）

討課題

区議会運営にかかわる事項であり、区議会の判断によ
りますが、今後、区議会とも連携しながら、ケーブルテ
レビを利用した､区政運営の積極的な情報提供に努力し
ます。

(2)

NPO の育成・支援の強化が不可欠で 反映済み

今後の行政運営には､NPO やボランティアの協力が

ある。
（委員会）
(3)

欠かせないので､育成・支援を強化していきます。

ミニ市場公募債等の実現に向けた取 反映済み

実施計画改定案の中で､取上げています。今後、実現

り組みを進めるべきである。（委員会）
(4)

に向けて、努力します。

随意契約や指名競争入札を廃止した 今後の検

随意契約や指名競争入札は、一定の事由がある場合に

うえで、電子入札制度を導入すべきであ 討課題

認められた制度であるので、廃止は困難ですが、電子入

る。
（委員会）

札制度については、実施計画案の中で取上げていますの
で、今後、実施に向けて検討します。

(5)

直接の担当者は、行政評価から外すべ 今後の検
きである。
（委員会）

討課題

一次評価として、担当者の評価も大切と考えていま
す。今後､評価の客観性を持たせるため、外部評価も含
めた行政評価を検討します。

３

「行政サービスの新たな方向づけ」につ １４項目
１４項目
いて

(1)

公共施設に対する区民満足度は、利用 趣旨を反

公共施設の満足度調査は、基本的には施設利用者を対

者を対象とした満足度を中心に考える 映し推進

象に満足度を向上させるために実施していきますが、施

べきである。（委員会）

設を利用していない区民の意向も調査する必要がある
と考えています。

(2)

たばこのポイ捨てや放置自転車対策 趣旨を反
等を強化し、区民満足度を向上させてほ 映し推進

やさしいまち宣言の活動の中で､これらの対策を強化
し、区民満足度を向上させるように努力します。

しい。
（委員会、コミ懇２個所）
(3)

各施設や庁舎の職員のマナーを向上 反映

ご意見の趣旨に沿って､職員マナーの向上を行財政改

させるために、マナーのご意見番やチェ

革の新たな項目に載せ､外部評価も含めたマナーアップ

ックモニターのような外部評価を実施

策を検討し、実施に向け努力します。

すべきである。
（協力員）
(4)

区民満足度という点で、職員が名前を 趣旨を反
名乗ることを始めてほしい。（委員会）

映し推進

職員マナーの向上を行財政改革の新たな項目に載せ､
研修等により職員が名前を名乗ること等のマナーアッ
プを推進します。
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(5)

学校の外部評価制度は、評価対象を広 趣旨を反
げ、保護者からの評価も受けてほしい。 映し推進

外部評価の実施にあたっては､保護者も含めた評価と
なるように、努力します。

（委員会）
(6)

施設の管理運営では、様々な手法を用 趣旨を反
いて効率的・効果的な運営に努め、財政 映し推進

ご意見の趣旨を踏まえ、民営化も含めた様々な手法に
より、施設の管理運営経費の削減に努力します。

面の負担軽減を図るべきである。（委員
会、協力員）
(7)

(8)

行政もアウトソーシングできるとこ 反映済み

実施計画改定案で、既に取上げていますが、ご意見の

ろは、積極的に推進すべきである。（コ

趣旨も踏まえ､各種業務の民間委託、民営化、人材派遣

ミ懇）

等を、積極的に推進します。

清掃事業の全面委託やカラス対策と 今後の検

清掃事業については、１８年度に向けて、民間委託の

しての夜間収集等を検討してほしい。 討課題

拡大の可能性を検討します。カラス対策については、ご

（委員会）

意見の趣旨を踏まえ､今後、夜間収集等も含めた総合的
対策を検討します。

(9)

公共施設において区民パワーをボラ 反映済み

実施計画改定案の中で､コミュニティ会館などの公共

ンティアとして活用するなど、総合的に

施設における管理運営などを区民等により自主管理､自

検討すべきである。
（委員会）

主運営することを取上げていますが、これらを推進する
にあたっては､ご意見の趣旨に沿うよう努力します。

(10)

住民による自主的な防災組織を強化 趣旨を反
する必要がある。（コミ懇）

映し推進

既に町会・自治会を中心とした自主防災組織が形成さ
れていますが、ご意見の趣旨を踏まえ、更に、組織の育
成や活動支援を強化するよう努力します。

(11)

自転車駐車場の登録手数料の値上げ 今後の検
を検討してはどうか。（委員会）

(12)

討課題

総合的に検討します。

刊行物の簡素化・有料化を図るべきで 趣旨を反
ある。
（コミ懇）

ご意見の趣旨に沿って､他の手数料とも合わせ､今後、

映し推進

現在、刊行物は可能な限り簡素化し、内部印刷などに
より、経費を削減しています。更に､広告収入の見込め
る刊行物については、広告掲載することで、増収を図っ
ています。今後も､ご意見の趣旨を踏まえ､刊行物の見直
しを行い､簡素化できるものは、簡素化し、有料化でき
るものは、有料化を推進します。

(13)

(14)

区の助成・補助事業については、助成 今後の検

補助金の支給については、客観的な合理性が求められ

等を受けている団体を含む区民委員会 討課題

るので、現在、原則３年毎に補助金の見直しを行ってい

を設置し、
厳しく検討してはどうか。
（委

ますが､今後、ご意見の趣旨を踏まえ、外部の方々のご

員会）

意見を反映する仕組みも検討します。

区の助成金の削減で、住民意識を高め 趣旨を反
てはどうか。（コミ懇）

映し推進

助成金の削減は、その必要性の判断の中で､検討して
いきますが、ご意見の趣旨を踏まえ､住民意識を高める
ことにつながるよう配慮します。

４

「行財政運営システムの改革」について

5 項目
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(1)

(2)

区役所のタテ割りを意識することが 趣旨を反

ご意見の趣旨に沿い､横の連携を重視した組織の見直

多い。区民が利用しやすい横の連携を重 映し推進

しを推進します。なお、１５年度は、子育て支援業務を

視した組織の見直しを進めてほしい。

充実させるため、関連した業務を一元化し、子育て支援

（委員会）

課を設置します。
主査ポスト目標値１６年度 380 ポストを、375 ポスト

主査（係長級）ポストについて、更な 反映
る削減を図ってほしい。
（委員会）

(3)

とし、５ポスト更に削減します。

人事制度の大胆な見直しを含め、先進 趣旨を反

ご意見の趣旨を踏まえ､人事制度の見直しを検討しま

的な取り組みを検討し、最小の経費で最 映し推進

す。業績主義については、実施計画改定案の中で､取上

大の効果を生み出せるような自治体を

げている項目でもあり､今後､一般職員についても、成績

創生してほしい。基準を明確にしたうえ

率の導入を図ります。

で、業績主義を導入すべきである。（委
員会、コミ懇２個所）
(4)

定年退職後の再雇用ではなく、若い人 今後の検
や区民を雇用してほしい。
（協力員）

(5)

討課題

ご意見の趣旨を踏まえ､職員年齢構成のバランスを図
り、今後の人事計画を見直しながら、検討します。

外郭団体についてはその役割を再検 趣旨を反

外郭団体の見直しについては、行財政改革実施計画改

討し、非効率な部分の見直しを図るべき 映し推進

定案の項目に取上げているので、ご意見の趣旨を踏ま

である。区民が理解できるよう、運営経

え､この計画を推進します。また、区民への情報提供も

費や資産等の情報提供を進めるべきで

推進します。

ある。運営経費がかかりすぎており、営
業活動等をきちんとすべきである。
（委
員会、コミ懇、協力員）
５
(1)

「財政健全化への取り組み」について

１３項目

最新の財政推計を踏まえ、１６年度収 趣旨を反

ご意見の趣旨を踏まえ､計画を推進するとともに、区

支均衡への道筋をきちんと区民に説明 映し推進

民に対して、あらゆる機会を利用して説明責任を果たし

すべきである。まず総人件費の抑制や施

ます。

設の管理運営費の効率化を図り、不要な
事務事業の見直しに着手すべきである。
また、歳入面の取り組みを強化するとと
もに、事業コストを区民に説明し、税金
の使われ方を区民に理解してもらうこ
とが重要である。（委員会）
(2)

(3)

産業振興策は、起業環境整備やベンチ 今後の検

今後の一つの検討課題と捉えています。産業振興策に

ャー支援など、中小企業振興の入り口部 討課題

ついては、経済状況の変化に適合した産業施策を展開す

分だけに特化すべきでないか。
（委員会）

るように、継続的に見直します。

中小企業の活性化策を実施してほし 趣旨を反
い。
（協力員）

映し推進

区では、様々な中小企業活性化策に取り組んでおりま
すが、ご意見の趣旨に沿って、なお一層努力します。な
お、１４年１２月に墨田区と早稲田大学が、産学官の連

6

携について、協定を交わしました。今後、中小企業の活
性化に役立てていきます。
(4)

生涯学習サービスは対象者が特定さ 反映済み

行財政改革実施計画改定案の中で､取上げています。
今後、計画に沿って整理します。

れ、内容も似通っていることから整理し
てほしい。
（委員会）
(5)

事務事業については、福祉の見直しを 趣旨を反
検討すべきであるが、弱者切り捨てとな 映し推進

ご意見の趣旨に沿って､事務事業の見直しを推進しま
す。

らないよう要望する。（コミ懇）
(6)

厳しい財政状況の中で、予算の編成に 趣旨を反

予算の編成にあたっては､ご意見の趣旨に沿って､施

あたっては「選択」と「集中」が行政に 映し推進

策の優先性、緊急性の観点から、重点的効果的な配分を

求められており、きちんと説明し区民の

行い、区民の理解が得られるように説明します。

理解を求めるべきである。
（委員会）
(7)

トリフォニーホールや生涯学習セン 趣旨を反
ター等の維持管理経費の削減に努め、少 映し推進

ご意見の趣旨に沿って､維持管理経費の削減や自主財
源の確保に努力します。

しでも赤字を削減すべきである。（委員
会、協力員）
(8)

将来のため、有能な若手職員は採用す 趣旨を反
べきである。（コミ懇２個所）

映し推進

新規職員の採用については、毎年７〜８名程度を計画
しています。ご意見の趣旨に沿って､有能な若手職員の
採用に努力します。

(9)

幹部職員に年俸制を採用してはどう 現状にお
か。
（委員会）

地方公務員法では、幹部職員も含め､職員の給与は、

いては、 その職務と責任に応ずることとされ、生計費並びに国及
び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の

困難

給与その他の事情を考慮して、条例で定められた給料表
により給料を支給することとされております。従って、
個人の能カや仕事の成果を、１年間の総賃金（年俸）に
反映させる賃金制度である年俸制を採用することは、現
状においては、困難ですが、今後、国で検討している公
務員制度改革の動向を見ながら、区としても、制度改正
に向け検討します。
(10)

たばこのポイ捨て等の防止のための 趣旨を反

ペナルティとして税を課すことは、税の本来の趣旨に

美化税やごみ不法投棄税などを検討し 映し推進

は沿っておりませんので、税による対策というよりも、

てほしい。また、ペット税等の新税につ

やさしいまち宣言の活動の中で､これらの対策を強化す

いても、検討を進めてほしい（委員会、

るように努力します。
また、新税については、行財政改革実施計画改定案の

協力員）

中で取上げていますので、この中で検討します。
(11)

使用料を下げたり利用区分を時間単 趣旨を反

ご意見の趣旨に沿って､利用率の向上に努めます。な

位にして、利用率の向上を図ったりして 映し推進

お、１５年度より、錦糸町駅北口地下自転車駐車場の利

はどうか。
（コミ懇２個所）

用料金を半額にすることで、利用者の増加を図ります。
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(12)

区の資産売却については必要最小限 趣旨を反
とすべきだが、不要とはっきりしている 映し推進

ご意見の趣旨に沿って､資産の売却等を含めた有効活
用について、検討します。

ものについては、処分をためらうべきで
はない。
（委員会）
(13)

空いている施設や土地を貸し出して、 趣旨を反
賃料を取ってはどうか。
（コミ懇、協力 映し推進

ご意見の趣旨に沿って､資産の賃貸借等を含めた有効
活用について、検討します。

員）

＊区民からの意見の最後に記してあるものは、それぞれ、委員会（行財政改革推進委員会）
、コミ懇（コミュニティ
懇談会）
、協力員（区政声の協力員）からの意見であることを示しています。
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