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第６回自立分権型行財政改革に関する有識者会議 

平成２４年９月５日（水） 

 

 

【事務局（臼井）】  それでは、定刻になりましたので会議を進行させていただきます。 

 なお、池内委員と加留部委員につきましては途中からご出席されるということですので、

よろしくお願いいたします。 

 まず、第６回会議の開会に先立ちまして、事務局からご連絡申し上げます。私、福岡市

総務企画局企画調整部企画課長の臼井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 委員の皆様におかれましては、本日はご多忙中にも関わらず、第６回自立分権型行財政

改革に関する有識者会議にご出席いただき、誠にありがとうございます。また、短い日程

調整の中でご対応いただき、重ねてお礼申し上げます。 

 まず、本日お配りしております資料の確認をお願いいたします。 

 資料は、会議次第、委員名簿、配席図、福岡市情報システムの課題と今後の取り組み方

針案について（資料１）と組織風土改革（資料２）をお配りしております。なお、組織風

土改革の資料につきましては、前回会議でお配りしたものと同じものでございます。また、

委員の皆様には、第１回から第５回会議資料をつづった緑のフラットファイルと参考資料

として青いドッチファイルを置かせていただいております。こちらはお持ち帰りにならな

いようお願いいたします。 

 今回の会議につきましても、報道関係の皆様や傍聴される皆様に公開するとともに、動

画を撮影し、配信を行っているところでございますので、ご理解いただきますよう、よろ

しくお願いいたします。 

 次に、注意事項でございますが、報道関係の皆様及び傍聴される皆様には、当会議の円

滑な議事進行にご理解とご協力をお願いいたします。カメラ等の撮影、取材は、委員の皆

様の自由な発言、議論の妨げとならないよう、十分ご配慮をお願いいたします。 

 また、傍聴者の皆様には注意事項をお渡ししております。傍聴席からの発言や拍手等は

できません。注意事項を守られない場合には退席していただきますので、どうぞご協力を

お願いいたします。 

 それでは、お手元の委員名簿と座席表をご覧下さい。今回ご欠席の委員は玉村委員、沼

尾委員、吉村委員でございます。なお、先ほど申し上げましたとおり、池内委員と加留部
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委員につきましては３０分ほど遅れるとご連絡をいただいております。 

 それでは、これより会議の進行は北川座長にお願いいたします。北川座長、よろしくお

願いいたします。 

【北川座長】  どうも皆さん、こんにちは。今日は委員の皆様、ご苦労さまでございま

す。また、市の理事者の方も本当にご苦労さまでございます。 

 それでは、本日の議事に入らせていただきます。 

 今回は、前回の会議における議論の状況を踏まえ、急遽追加させていただくということ

になりました。 

 まず、本日は、ＩＣＴの今後の取組みの方向について、また、前回、時間の都合上議論

が十分できなかった組織風土改革についての議論を行いたいと思います。 

 それでは、まずは、福岡市情報システムの課題と今後の取組方針について、桑原ＩＣＴ

アドバイザーからの報告をよろしくお願いします。 

【ＩＣＴアドバイザー（桑原）】  福岡市ＩＣＴアドバイザーの桑原です。よろしくお願

いいたします。 

 それでは、私のほうから福岡市情報システムの課題と今後の取組方針案についてご説明

させていただきます。 

 まず、お手元の資料を１枚めくっていただけますでしょうか。ページ１の１－１なんで

すけれども、こちらのほうは既にご覧いただいている資料かと思いますが、福岡市の行財

政改革を踏まえた情報化推進体制ということで、現在、この体制で運営しております。 

 左端にございますのが自立分権型行財政改革に関する有識者会議──この会議を指して

おります。そして、その隣に私、ＩＣＴアドバイザー桑原がおりまして、私自身はこちら

の有識者会議、それから、その右にございます今回新設いたしましたＩＣＴ活用検討委員

会のほうで具体的な情報化推進プランをつくっていくわけなんですけれども、そこの間の

橋渡し的な立場として参画しております。 

 この中でＩＣＴアドバイザーと、それから、その左の有識者会議、両矢印が出ておりま

す。そのうち下のほうの庁内システムの現状報告ということで、こちらのほうは８月１０

日の第３回の有識者会議で課題として、見える化がなされていない等の幾つか課題のご報

告をさせていただきました。その後、我々、見える化の推進を図っていくということで、

現状調査を続けて行ってまいりました。その結果、そちらの上のほうにある基本的考え方

の提示、こちらのほうが今回ご報告させていただきます趣旨になります。 
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 １枚めくっていただきまして、次の２ページをお願いいたします。こちらは、ＩＣＴ戦

略のための方向性ということで簡単にお示ししました。ご存知のとおり、一番上にござい

ますように、福岡市は現在、生活の質の向上と都市の成長を実現するためにいろいろなプ

ラン策定、推進を行っております。その下にございます政策推進プラン、そして、今まさ

に行っております行財政改革プラン、この二つを柱といたしまして今後の福岡市のあるべ

き姿をつくっていこうという体制になっております。その中でＩＣＴの戦略がどのように

位置づけられているかと申しますと、その下にございますＩＣＴ戦略とその方向性を軸に

して、上に示しました両プランを支えていこうと考えております。 

 その方向性なんですけれども、１点目が業務の見える化・マニュアル化、そして、２点

目が組織横断的な業務の共通化・標準化です。これは言葉を変えますと縦割り組織から横

口といった観点も含めております。３点目は、業務の統廃合及び合理化（将来のＩＣＴの

普及を踏まえた業務プロセス改革）、すなわちＢＰＲを行っていこうとしております。 

 ４点目が、システム刷新と共通基盤システムの整備です。後ほど補足させていただきま

すけれども、現状のシステムには幾つか課題がありますが、それを見直して新たな情報基

盤を構築していこうとしています。 

 最後の５点目、組織体制を含めたＩＣＴガバナンスの確立です。前回の課題のところで

もガバナンス体制等々が見える化がなされていないというご指摘をさせていただきました

けれども、それを受けての新たなガバナンス体制をつくっていこうということです。 

 これらの五つの大きな方向性を持って、右のほうに示しました今後の情報化推進プラン

に具体的に落とし込んでいこうという大きな方針で今、活動をしております。 

 次の３ページをお願いします。今申しました全体的なＩＣＴ戦略の方向性を受けまして、

今後の取組方針案ということで大きく３点、このページで挙げさせていただきました。１

点目、効果的なＩＣＴ活用の観点から、市民、それから職員という二つの目線による業務・

システムの見直し等を図る手段を検討していきます。例えば、ＢＰＲの実施、それから、

システムの刷新、あるいはシステムの廃棄といったところを視野に入れまして、新たな手

段を検討していこうと考えております。 

 二つ目は、基幹系など複雑化したシステムの見直しとシステム連携を行うための共通基

盤を検討ということです。ちょっと専門的な話になってしまいますけれども、いわゆるコ

ンピューターシステムというのはコンピュータープログラムがベースになって動いていま

す。そのプログラムそのものが、改造であったり、改修であったりを繰り返すことによっ
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て複雑化している。これをＩＣＴの用語でいきますとスパゲッティ状態と言います。スパ

ゲッティが絡まっていて１本１本紐解くのがとても大変だという比喩でございますが、そ

のようなコンピューターシステムのスパゲッティ状態が本市におきましても見受けられま

す。 

 この点につきまして、まず、運用経費が年間１,０００万以上である中規模システムを見

直し、システムのインターフェースの標準化を図ります。システムのインターフェースと

いうのは、違ったプログラム等々を連携して繋げて、いろいろな情報のやりとりを行った

りとか、そういった繋ぎを担うための仕組みのことなんですけれども、こちらのほうも標

準化がなされていない。つまり、毎回毎回違った手順で情報の受け渡しを行っているとい

った状況がございましたので、効率化を図る意味で種々の標準化を図っていこうと考えて

おります。 

 ３点目、情報システムの一元管理を行うための体制見直し。こちらがまさに冒頭にも申

しましたＩＣＴガバナンスの構築ということになります。具体的には、ＩＣＴに関わる最

適な資源配分を図るべく、ＣＩＯ（チーフ・インフォメーション・オフィサー）、日本語で

は最高情報責任者という、いわゆる情報部門のお金と権限を持ったポストの設置など、体

制を含めたガバナンスをつくっていくことを考えております。こちらも前回の課題のとこ

ろでＩＣＴに関わる予算が一元化されていない、原課のほうで管理されていて、それが見

える化の妨げになっているというご指摘をさせていただきましたけれども、それを一本化

してしまおうという趣旨です。 

 これらを実行していく上での留意すべき事項ということで、当然のことながら何でもか

んでも新たに投資していこうということでは効果が出てきません。当然、コンピューター

システムは平均的には４年、５年といったサイクルで作りかえる必要がありますし、ある

いはコンピューターそのものを新しいものに変えるといったライフサイクルがあります。

また、コンピューターを買う費用であったり、開発する費用といったイニシャルコスト以

外に、それを維持管理していくための運用費がかかってきます。そのライフサイクルや維

持管理のためのコストを合わせたものがトータルコストで、例えば４年間でそれにどれぐ

らいかかるんだという観点を十分に考慮しながら、計画的かつ柔軟なリエンジニアリング

の実施などが必要だと考えております。そして、この考え方に基づいて詳細化した情報化

推進プランを今年度内に作成しようと考えております。 

 次、４ページをお願いします。こちらは庁内情報システムに係るアンケート調査結果と
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いうことで、見える化を行うための作業の一環といたしまして今年の７月に実施いたしま

した。そこから見えてきた課題を抜粋して上げております。 

 まず、現在までに見えてきた課題の１点目といたしましてコスト面を挙げさせていただ

きます。福岡市におきましては、約２５０個のシステムを保持しているわけなんですけれ

ども、その年間運用経費が１億円以上を大、それから、年間運用経費が１,０００万以上を

中、１,０００万以下を小と、いわゆる大中小の三つで分類してみました。その結果、１,

０００万以上の中規模以上のシステムで全体の９０％以上の経費を費やしております。そ

の数は５１システムという状況です。さらに、１億円以上かかっている大規模システムの

数は８システムございます。この観点で、課題といたしましては、全体のさらなる運用経

費の縮減を図る必要があろうと考えております。 

 ２点目といたしまして、技術面なんですけれども、例えば、先ほど少し申しましたよう

に、システム間の連携が複雑化しているということを１点目に上げさせていただきました。

先ほどのスパゲッティ状態にも通じる部分です。２点目の項目もそうなんですけれども、

特に一部の内部事務系システムは改修を繰り返しています。プログラムの修正を繰り返し

ているために、先ほど申しましたように内部構造が複雑化、要するにスパゲッティ状態に

なっている。そのため、改修費及び運用費が肥大化している。これはどういうことかと申

しますと、スパゲッティ状態になったプログラムを改修しようと思うと、どこを改修すれ

ばいいのか解析しなければならないんですね。絡まったスパゲッティのどこを直せばいい

のかといった作業が発生してしまいますので、当然、改修費などを伴う運用費が肥大化し、

時間もかかってしまっている。これが技術面での代表的な課題かなと理解しております。 

 途中は飛ばしまして、最後、技術的かどうかはあれですけれども、システム改修によっ

てその設計書であったりマニュアルだったり、いわゆるドキュメント類を改編しなければ

いけないんですが、それがなかなかタイムリーにできないし、あるいはドキュメント類が

更新されていないものも中にはあるといったような運用における課題も散見されました。 

 次の５ページをお願いします。こちらのほうもそのアンケート調査結果の続きです。こ

ちらは、実際にシステムを運用しておられる職員の方々からの主な意見を掲載させていた

だきました。 

 ホストコンピューターは基幹を成す本市における大きな情報システムなんですが、シス

テム稼働から数十年が経過しているという状況があり、先ほど申しましたシステムの肥大

化や複雑化、大規模化、こういうことがホストコンピューターに生じています。よって、
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何かあると柔軟な対応が困難であるという現場の声がございます。 

 ２点目もホストに関わることなんですけれども、長年の運用実績から安定稼働がホスト

の強みであるというのは正しいと思います。半面、福岡市専用に開発した大規模システム

をホスト以外で再構築するには多大な再投資を要する等の理由で、ホストから脱却できな

い現実がある。本市に関わらず、他の市町、あるいは民間でもそうですけれども、最近の

流れといたしましては、ホストを廃止して、いわゆるオープン化しようといった声が上が

っているのが現実かと思います。ただ、実際、そのホストを保持して運用している立場か

らすると、この後半で示した部分ですね、本当にゼロベースで作りかえなければなりませ

んから、お金の面で躊躇している現実があると思います。 

 その下、ホスト以外の調査結果の課題については、１点目といたしまして、制度改正に

関わる改修が多いが、国において改正内容が固まるのが遅いため毎回改修期間が短い。そ

のため、見込みで改修を進めるしかなく、手戻りが発生している。これは我々が能動的に

対応できない課題かと思いますけれども、この辺りも改修しやすいプログラムを構築する

など、若干の手立てを講じることはできるかと考えます。 

 以下、２点目、３点目は割愛させていただきます。 

 次の６ページをお願いします。先ほどの４ページと５ページは庁内情報システムに関わ

るアンケートを個別に実施した結果でしたが、６ページは、全職員を対象にした職員の意

見募集を７月から８月にかけて並行して行い、その中にも幾つかＩＣＴ関連の意見という

のもありましたので、それについて触れています。約４００件をカテゴライズして整理し

ています。時間の関係でこちらのサマリー版しか示しておりませんけれども、お手元の資

料の後ろに参考資料というのをつけております。職員意見募集より出された意見概要、平

成２４年７月、８月実施ということで、こちらの１５ページ、１６ページ、１７ページと

３ページにわたりましてもう少し詳しく意見を記しておりますので、後ほどお時間がござ

いましたらご紹介させていただきますし、また、お読みいただければと思います。まずは、

６ページのサマリー版のほうをご説明したいと思います。６ページにお戻りいただけます

でしょうか。 

 先ほど申しましたとおり、ＩＣＴ関連の意見を抽出して、ここに示しました大きな三つ

のカテゴリーに分けてみました。一つ目が、効果的なＩＣＴ活用の観点から利用者目線（市

民・職員）による業務・システムの見直し等を図る手段に関する意見、二つ目が、基幹系

など複雑化したシステムの見直しとシステム連携を行う共通基盤に関する意見、３点目が、
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情報システムの一元管理を行うための体制に関する意見です。 

 １点目の主な問題意識なんですけれども、１点目が庁内の情報共有不足、要するに、庁

内で情報がうまく共有できていないのではないかという意見です。それから、２点目、一

部システムの煩雑性・運用の不統一です。これは、先ほど申しましたシステムが複雑にな

っているだとかその辺に関連するご意見だと思います。それから、３点目、システム管理

における業務支援の視点の欠如です。システム運用における体制等々のご指摘かと思いま

す。それを受けまして主な改善点ということで、それぞれその下のほうに代表的な項目を

上げさせていただきました。例えば情報管理の刷新、コミュニケーションの改革、業務全

体の見直し、この辺りに手を加えることによってⅠにカテゴライズされた課題・問題意識

を解決していければと考えております。 

 同様に真ん中の２点目における主な問題意識については、１つ目、ＩＣＴインフラ整備

の遅れ、システム間連携の不足、最新技術へ未対応といったことで、なかなか鋭いご指摘

をいただいたかと、私自身、素直に感じたところです。インフラをもう少し高度化するな

ど、まだまだ手を加える余地があるんだなと感じました。それらを実現するための主な改

善策は、今ある基盤を含めてシステム全体を最適化していこうということです。２点目は

共通基盤の確立です。共通基盤ですから、一つ共通で使えるものを用意して、それを介し

て情報連携が図れる、そういうシンプルな仕組みにしようということです。３点目が最新

技術の導入ということになります。 

 最後、三つ目にカテゴライズされた項目ですけれども、ここは先ほど申しましたように

組織等と体制に関する主な問題意識ということで、職員の方々の中にも縦割り構造の弊害

が出ているという意識を持たれている方がいらっしゃいます。２点目といたしまして非効

率な制度が残っている。３点目が、ノウハウや知識共有のための機会不足です。先ほど、

庁内の情報共有不足ということもありましたけれども、情報共有が大きな課題と思われて

いる職員の方が多いという状況です。 

 これらを改善していくための施策といたしまして、組織の見直し、制度の確立、知識の

向上といった３点を軸にして、具体的な策を今後、講じていくことを考えております。 

 以上、今後の方針とアンケート調査のご報告をさせていただきました。 

 その次のページに行きまして、次からは、庁内情報システムに関わるアンケートの調査

結果分析ということで、以前、８月１０日の第３回のときにコスト等の見える化がなされ

ていないという指摘を受けまして、まず、我々のほうでコストの部分をもう少し見える化
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しようということで現状分析を行ってきました。そちらのコストに関するご報告をさせて

いただきます。 

 ７ページは運用経費の総括になります。先ほど、全体のシステムが２５０とご説明させ

ていただきました。その中で大規模・中規模システムの占める割合が２１％の５１システ

ムとなっております。片や、年間運用コストトータルでは４４億円になります。真ん中の

三角形を見ていただければと思うんですけれども、先ほど申しましたように、年間の運用

コストが１億円以上かかっている大規模システムが８システム、年間運用コストが１,００

０万以上の中規模システムが４３、そして、１,０００万未満が１９９ということで、この

うち中規模以上の５１システムの年間運用コストが４０億円です。トータルで４４億円か

かっているうちの４０億円が中規模以上で占めているという状況がございます。さらに、

全体のうちの２９システム、約９.５億円がメーンフレームのホストコンピューターにかか

っています。注釈なんですけれども、前回は庁内のシステムの数を１９３とご報告させて

いただきました。それには外郭団体の公益法人会計システム等が含まれていませんでした

ので、それらを含めましてトータルで２５０システムを保持していることになります。 

 その次の８ページをお願いします。こちらのほうは、平成２３年度におけるシステムの

分類別の運用経費です。分類といたしまして、基幹系、内部事務系、ホスト、ホスト以外

という形で見ております。基幹系でいきますと、システムの数１９、年間運用コストが全

体で８億６,５００万、１システム当たりの年平均の運用コストが４,６００万になります。

以下同様に内部事務系、ホスト以外についてご覧いただければと思います。 

 それから、次の９ページをお願いします。こちらの９ページでは規模別の運用経費をグ

ラフ化してみました。上のグラフはホストです。これを見ていただければ一目瞭然なんで

すけれども、年間運用経費が１,０００万以上の８システムが全体経費の中の９５.３％を

占めています。同様に、次にホスト以外の年間運用経費１,０００万以上の４３システムが

全体のうちの９割を占めている。要するに、ホスト系の８システム、ホスト以外の４３シ

ステム、合計５１システムの運用コストが全体の９割強を占めています。 

 次に１０ページをお願いします。こちらは、その運用経費の累積比率の平成２３年度版

で、これはホストとホスト以外を合算したトータルになっております。左表のとおり、年

間運用費が１億円以上の八つの大規模システムで全体の５４.４％、そして、運用費が１,

０００万以上１億円未満を含めると９１％を占めます。こういった状況を受けまして、今

後、全体の６割弱を占める運用費年間１億円以上の８システムに注目し、現状の問題点及
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びベネフィット・バイ・コスト等の精査を行っていこうと考えております。まずは、ここ

まで見える化を行ってきたところです。 

 そして、その次の１１ページ、こちらのほうも、今申しましたベネフィット・バイ・コ

ストのところなんですけれども、運用経費１億円以上の８システムについて少し分析をし

てみました。左表の真ん中にＢ／Ｃ１.０とあるわけなんですが、Ｂ／Ｃが１.０以上の数

値になっているとベネフィットが出ているということになります。その観点で、以下Ｂ／

Ｃ０.４、０.２と便宜上こういう形で区切ってはおりますけれども、年間運用経費１億円

以上の大規模システムを見ますと、ベネフィット・バイ・コストが１.０以上は４システム、

０.４～１未満が３、０.２未満が１という現状になっております。 

 このＢ／Ｃの出し方なんですけれども、費用は平成２３年度の運用経費、便益はシステ

ム利用により事務軽減などの行政効果や市民の窓口の待ち人数等から算出して定量化して

おります。ただし、計測可能なデータのみで現在算定しておりますので、これ以上精緻の

分析はなかなか困難な状況があって、今回はまず、ある程度の傾向をつかんでみようとい

ったところでこういった分析を行っておりますので、単純にこの結果では判断できない部

分はたくさんあろうかと思っております。例えばシステムの重要度──制度上絶対必要で

あるとか、システムに関わるそういった種々の要因、こういったものを鑑みながら今後の

対応策を検討していく必要があると感じております。 

 それから、次、３のベンチマークのほうに行きたいと思います。１２ページをお願いし

ます。前回、ベンチマークはできないのかというご指示があったかと記憶しておりますの

で、若干ではございますが、他政令市とのコスト比較を行ってみました。 

 左表の上のほうは、人口１人当たりのＩＣＴコスト比較、左表の下は一般会計予算に対

するＩＣＴコストの割合がどうなっているのかをそれぞれ政令市で比較してみました。そ

の結果、ＩＣＴコスト投資の市民１人当たりの額は、１７政令市中１６番目の３,１６０円

という状況です。次に、一般会計予算に対するＩＣＴコストは、１７政令市中１６番目の

０.６１％という状況です。こちらのベンチマークも引き続き行っていこうと思っているわ

けなんですけれども、各市におけるコスト内容やＩＣＴ政策等の調査を行って、ＩＣＴコ

ストの妥当性等を比較するとともに、今後、コスト削減の参考事例等も収集していこうと

思っております。 

 その次、１３ページをお願いします。こちらもベンチマークの資料なんですけれども、

電子自治体関連施策の政令市比較を行ってみました。どこまで業務を電子的に行っている
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かというサービスの観点です。上のほうに全体をざっと並べておりまして、大きい括りで

は左のほうから庁内業務システム関連、セキュリティー・ガバナンス関連、業務・市民、

そして、市民向けサービス関連というカテゴリーでやっております。平成２４年度の政令

指定都市主管者会議といったものが定期的に行われていて、これは、そこの照会資料から

持ってきたものです。各市の方々が回答している内容になります。 

 細かい数値はあれなんですけれども、その下のほうがＩＣＴ投資額の政令市比較という

ことで、福岡市全体で見ますと、先ほど申しましたように人口１人当たりは３,１６０円、

ＩＣＴ投資の割合は０.６１％というご報告をさせていただきました。ただ、ご存知のとお

り今、全部で２０の政令市あろうかと思いますけれども、政令市になったばかりの若い政

令市だといった区分もあり、その辺りで投資の配分だとか状況も違っていると思います。

そこで違った観点ということで、さらに人口１００万～２００万の都市平均と、それから、

旧１２政令市平均、いわゆる２１世紀になったときに合併等々で政令市が増えたわけなん

ですが、それ以前の古くからある１２の政令市、この辺りも参考までに比較してみました。

その結果、人口１００万～２００万の都市平均でいきますと、人口１人当たりのＩＣＴ予

算が４,４２８円、投資割合が０.９９、同じく旧１２政令市平均でいきますとＩＣＴ予算

が４,５２５円、同様に投資割合が０.９６という結果になっております。 

 次の１４ページをお願いします。このベンチマークからの考察ということで、今、ご説

明させていただきました３－１と３－２の資料から推測されることを３点まとめさせてい

ただきました。 

 まず１点目、市民１人当たりのＩＣＴコスト及び一般会計予算に対するＩＣＴコスト割

合は、他市との比較では多くはない。半面、電子自治体関連施策の実行状況を見ると、市

民サービスは他市と比較しても遜色のないサービスを提供できているという絵姿が描かれ

ました。 

 このことを鑑みると、運用のための職員人件費を除けば、多くのコストをかけずに市民

サービスを提供している福岡市ということが言えるのではないかと思っております。一方、

システム最適化関連施策に関しては他市が先行しているという状況がございます。 

 最後、３点目なんですけれども、現状の市民へのサービスレベルを維持しつつ、いかに

システム最適化関連施策を効果的に実行していくかが、今後の我々福岡市の課題であろう

と考えております。 

 少し長くなってしまいましたけれども、私からのご報告は以上にさせていただきます。
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ありがとうございました。 

【北川座長】  どうもありがとうございました。 

 ただいまのアドバイザーからのご説明につきましてご意見とかご質問をいただけたらと

思いますが、実積委員さん、少しお話しいただけますか。 

【実積委員】  それでは、質のコメントを足さなければというところと、それから、少

し意見が違うところがありますので、述べさせていただきます。 

 ＩＣＴ戦略を出せというのが座長からの宿題だったと思っているんですが、戦略という

ためには目標地点がないといけないと思います。ＩＣＴを活用して何をするんだというと

ころがあるんですけれども、それは２ページ目に「戦略のための方向性」と書かれている

んですが、上の「生活の質の向上」と「都市の成長」というのがあくまでも目標地点であ

って、そのためにＩＣＴをどう活用していくかというのがあるべき姿であると私は考えて

います。方向性で五つポツがあるんですが、市がどちらの方向に行くにしてもこれはやら

なければいけないという話になっています。つまり、大きな政府とか小さな政府とか、福

祉型を目指すのか、産業を誘致するような競争政策を中心に考えていくのか、さまざまな

方向性はあるんですけれども、どちらの方向に進むにしてもこの五つのことはやらないと

うまく回らないというのがここで挙げられている方向性です。これを方向性と名づけるの

には最後の最後まで私は反対しまして、方向性という意味を含めた福岡ＩＣＴ戦略という

のは、あくまでもこういった福岡市にしたいという長期戦略の目標に対してどういうふう

に手伝っていくかという内容であるべきだと思っています。 

 ここでＩＣＴ戦略の方向性として書かれていることは、どういった目標を設定されるに

しても、これだけはＩＣＴを導入する上でやっておかなければいけないということの羅列

であると私は理解しております。どっちの方向に進むかというのは、おそらく有識者会議、

あるいは長期計画でしたっけ、長期目標でしたっけ、その委員会のほうで我々プラス市民

の方々、あるいは政治の方々と一緒にその議論をしていくという役割分担が必要で、ＩＣ

Ｔがあるからここまでできるんだ、みんなそこについてこいというのは、おそらくＩＣＴ

戦略としては不適当であろうと思っております。それが１点目。 

 それから、庁内情報システムに関するアンケート結果等々で、こういったことが必要な

んですよという話が出されているんですけれども、ここの解釈で注意しなければいけない

のが、今のシステムをどう変えていくか、今のシステムに問題点があるからそれに対して

こういう対応をすべきであるという話と、将来こういうシステムが必要なのでこれに対す
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る方向性を考えましょうという話は多分違うものであると思っています。なので、職員の

方々のアンケート調査で、今、ここが困っているのでこうしなければいけないというのは

もちろんやらなければいけないんですけれども、そこにこの有識者会議のリソースを注力

して議論すべきではないだろうと思っています。むしろ、それは日々の業務だろうし、一

番初めにありましたＩＣＴ活用検討会、あるいは情報化推進プラン策定委員会が毎年毎年

やるハウスキーピング的な話だろうと私は理解しています。 

 この後、議論されると思うんですけれども、２ページ目のＩＣＴで何を福岡市にさせた

いんだという方向がこの有識者会議で議論すべきことであって、それに対してＩＣＴをど

う活用できるか、どうしたらうまくいくのかというのは、ベンダーやソリューションビジ

ネスをやっている方々が、具体的にどうしたら一番安く効率的にできるかを詰めるべきだ

ろうと思っています。それが２点目です。 

 それから、１１ページのところでＢ／Ｃの話をされていて、Ｂ／Ｃが高いとベネフィッ

トがいいんでこれはうまくいっているんだという話をされているんですけれども、Ｂ／Ｃ

はこういう使い方ではだめなはずです。なぜかというと、コストというのは実際に幾ら払

ったか、お金を幾ら借りてつくったか、その利息は幾らかというのが明確に計算できるん

ですが、ベネフィットに関しては何をベネフィットととらえるかによって大きく違ってき

ます。橋や道路や港をつくるときの国交省関連のプロジェクトの際にＢ／Ｃで判断するん

ですけれども、その場合は、橋なら橋同士で比べるとか、道なら道同士で比べるというふ

うに、ある程度効果が同じもの同士を比べるということになっていまして、ここの１１ペ

ージにあるように、明らかに目的が違うシステムを横口で比べると、おそらくきれいな結

果が出ない。例で言えば、１００メートル走の選手とマラソンの選手の８００メートルの

タイムを比較してどっちが優れているか判断しましょうと言っているみたいなものです。

目的が違うシステムを比較すると効果の出方が違うので、こういったＢ／Ｃを比較するの

はよくなくて、結果としてうまくいかなくて、もし、それをやられるのであれば、年度ご

と、あるいは他の市町村や政令指定都市で同じようなシステムがあればそれと比較してみ

ないといけなくて、この比較は意味を持たないだろうと思います。 

 以上、この資料に対するコメントです。 

【北川座長】  それについて、アドバイザーのほうから少しお答えいただけますか。 

【ＩＣＴアドバイザー（桑原）】  まず、最初にご指摘いただきましたＩＣＴ戦略の方向

性につきましては、実積先生のご指摘のとおりかなと思うところはございます。ここにつ
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きましては方向性ということで、具体的な業務の見える化であったりマニュアル化といっ

た、わりと具体的な策になってしまっているところは多少あるのかなという感じはしてお

ります。ただ、この後の我々の作業といたしまして、当然のことながら、これが本来やる

べきトップにある生活の質の向上と都市の成長へつながるものでないと意味はないわけな

ので、今後、我々のチームといたしましては、そこへどうこれを紐づけていくかといった

分析と、具体的なプラン作りに持っていければという形で考えております。 

 ２点目にご指摘いただきましたアンケート調査のところは、確かにおっしゃるとおり、

「今の使い勝手が悪いから直してくれ」といった細かい意見が多々あったのも事実です。

ただ今回、例えば４ページや５ページで、代表的に示したんですけれども、福岡市として

中長期的にどう対応しなければならないか、先ほどのスパゲッティ状態になったアプリケ

ーションをどうしなければいけないかといったところは、バンドエイド的な今の対応では

なく、中長期的に考えなければならないと理解しております。そういった意味で、アンケ

ート調査での代表的な意見だけ示させていただきましたので、そこはご理解いただければ

と思っております。 

 それから、３点目のＢ／Ｃのところも、全くご指摘のとおりかと思います。ただ、今回

のこの調査におきましては、今までこういう調査を福岡市はやっていなかったというとこ

ろが一番問題であり、今回はそれをまずやってみることを目的としてセットしました。た

だおっしゃるとおり、同様のシステムを比較しようと思うと、当然、福岡市の中には同じ

システムはないので比較できない。ですので、今回は単純に規模で見たら実際どうなのか

と、効果が出ているものがあるのかないのかを見ました。 

 今回は年間１億円以上の８システムというとても限定的な調査でありますけれども、結

果的にそのうち少なくとも四つは何らかの効果があるという数値になったところは、多少

ならずとも少しほっとしています。ただご指摘のとおり、ベネフィットの定義の仕方など

はまだまだ甘い部分があると私自身も理解しています。ですので、締め部分で示させてい

ただきましたけれども、単純にこの結果のみでは判断できないと十分に理解しております

し、今後ベンチマークも継続して行っていこうと思っておりますので、先ほどご指摘いた

だきました、他政令市で類似のシステムはどうなっているのかといった調査も、できる限

り早くやっていきたいという思いがございます。 

 以上です。 

【北川座長】  どうぞ、実積委員さん。 
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【実積委員】  ２点目のアンケートの取り扱いに関して、私は無視しろと言っているわ

けではなくて、出た意見に対して一々パッチを当てるというか、「この問題があるからどう

しましょう」というのは、おそらくこの有識者会議の議論ではなくて、議論すべきは、「こ

ういったことが起きないように次のシステムを考えましょう」ということです。例えば最

新技術への対応が遅いとか、スパゲッティ化の話も含めて、「新しいシステムをつくるとき

には、長期的にこういった問題が起きないようにデザインのところから考えましょう」と

いう情報としては、このアンケートの意見は十分に使えるものであると思います。ただ、

ここに対して予算を投入して直すというのは、おそらくこの有識者会議の目標ではないと

いうことです。 

 Ｂ／Ｃに関してはおそらくご存知だと思うんですけれども、実はコストのほうだって定

義によって大分違うというのがありますので、ここで１を超えているからオーケーとかい

うのは、まだ議論としては早いなと思いました。 

 以上です。 

【北川座長】  よろしいですか。 

【ＩＣＴアドバイザー（桑原）】  はい。 

【北川座長】  どうぞ。 

【久留委員】  前回のお話をお聞きして、それから今回もお聞きして、実はＩＣＴとい

うのはあまり得意な分野ではないんですが、大枠はわかった感じがします。とても説明は

お上手だなと思ったんですけれども、２つ質問があります。 

 先ほどの実積委員にも関係するかもしれないんですけれども、スパゲッティ化というこ

とで表現された、今複雑化している、入り組んでいる、積み重なっている、そういうもの

を、例えば、どういう形になるかあれですけれども、改善したとして、時間の流れによっ

てまた同じようなことが起こることがないのかどうか。それに関して考えれば、将来的に

そういうことが起きないよう、コストをかけると。でもそれもスパンが分からないんです

ね。例えば５年、１０年耐えられるものがあるのかどうかとか、２０年ぐらい耐えられる

ものがあるのか、それとも世の中の流れとかいろいろな技術が早くて、更新していかなく

てはいけないとか変えていかなくてはいけないとか、そういうところがちょっと分からな

いので、当面、今のシステムをある程度変えたとして、また同じようなことが起きないの

かどうかということが一つですね。 

 それからもう一つは、ベンチマークのところでもいろいろ他都市の比較があったんです
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けれども、多分、類似の政令都市で同じような現象が起こっているのではないかと思うん

ですね。最後のあれで、他都市はかなり改善されているところもあるもおっしゃっていま

したけれども、そういう意味で、先行事例というか、いい事例がある都市、進んでいる都

市があるのかどうか、その辺のところはどうですか。 

 ２つを教えていただきたいんですけれども。 

【ＩＣＴアドバイザー（桑原）】  まず１点目の、同じスパゲッティ状態が今後起きない

のかというところなんですけれども、これに関しましては、全く起きないと言い切るのは

難しいと思います。ただ、一番大きく違うのは、そもそも今使われているシステムがつく

られたときには、まさに今ご指摘があったように、将来複雑化するとかいう発想なく設計

されて、今に至っている。多分これは福岡市だけではなくて、官民問わず、かと思うんで

すけれども、昔からコンピューターシステムを導入されてきたところは必ず通ってきた道

だと思います。ですので、今後やるに当たっては、当然のことながらそういうスパゲッテ

ィ状態が起こらないような設計思想をベースにして組み上げていきますので、現状のよう

な状況にはまずはならないかなと私は思います。 

【北川座長】  今のでよろしゅうございますか。 

【久留委員】  もう一つ。 

【ＩＣＴアドバイザー（桑原）】  ベンチマークのところで特に我々が意識しなければな

らないのは、先ほど最適化のところが他に比べてどうかというお話をさせていただきまし

たけれども、そこに関しましては、例えばお近くの北九州市さんとかは既にある程度の投

資をされて、全体的な見直しを図って、最適化計画なるものを作られて、いろいろ新しい

サービスや取り組みを、我々よりも先行してやられております。近いので、我々としても

北九州市さんを訪問してお聞きしたりはしています。それ以外に札幌など、他にも最適化

をやっているところがありますが、まだ全部はヒアリングできていない状況ですので、そ

の辺りは継続して調べていこうと思います。 

【北川座長】  よろしいですか。 

【久留委員】  はい。 

【北川座長】  その他。実積委員さん。 

【実積委員】  今日はどちらかというと事務局のほうに近い立場になるかもしれません。

スパゲッティ化のことを補足したいんです。 

 スパゲッティ化は桑原アドバイザーの意見にあったように、これは起きます。なぜ起き
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るかというと、技術が３年、４年でがらっと変わるので、技術が変わるとより効率的なソ

フトの書き方とか、あるいはインターネットの使い方――例えば最近は何でもかんでも「ク

ラウド化」なんですけれども、４年前にはなかった議論です。インターネットのiCloudと

かiPhoneを使っている方が多いんですが、あれが出たのは、おそらく去年iPhone４が出た

ぐらいからで、非常に新しい技術になっています。そこまで踏まえた上でシステムを設計

しない限り、スパゲッティ化というのは避けられないと私は思っています。できるだけ長

期を見てというのは非常に大事なんですけれども、それはおそらく不可能で、それができ

ると桑原さんはもっと大金持ちになっているはずです。そうではないということは、多分

できないということです。なので、システム上のスパゲッティ化、複雑化というのはある

程度仕方ないと思います。 

 問題なのはシステムが複雑化することではなくて、実際の職員さんのやっている業務自

体がスパゲッティ化することだと思っています。なので、この方向性の中の一つ目に、「業

務の見える化・マニュアル化」と入れていただきました。アンケート１万５,０００件の中

に、「マニュアル化をしてほしい」「マニュアル化をすべきである」という意見がいっぱい

あったのは、おそらくこの辺を反映しているんだと思っています。自分がやっていること

の標準的なやり方、あるいは何かが起きたときにどうすべきかというのがきちんと整理さ

れていない。システムが複雑なものがいっぱい入ってくると、どんどん業務が追加されて、

「ああ、これはどこか他でもやったな」というのを、またここでもやらなければいけない

というスパゲッティ化が起きている。そこは何としても阻止したいというのがあります。 

 なので、業務の見える化・マニュアル化をして組織横断的な業務の共通化・水準化する

ために、職員さんの作業上のスパゲッティ化をなくす見直しのスキーム、例えばＰＤＣＡ

サイクルで毎年とかあるいは四半期に１回回していくというシステムを入れるべきだろう

というので、ここの２つのポツを入れていただいています。その意味で、少なくとも職員

さんの業務の中身をスパゲッティ化しないという方向性しかつくれないと思っています。 

【北川座長】  どうぞ。 

【久留委員】  直接、実積委員にお伺いしたいんですけれども……。 

【北川座長】  今日は委員同士のやりとりということで。 

【久留委員】  それもいいですよね。 

 要するにスパゲッティ化は起こるかもしれないということなんですけれども、それはコ

ストをかけた大々的なシステムをつくるというのが問題なのか、それともどんどん技術が
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変わっていくので起こらざるを得なくて、それに対してあまりコストをかけないでどう改

善していくかということなのか。 

 もう一つは、たしか最初に、「この有識者会議で議論すべきことは、ある程度のコストを

かけるのかどうかとかいう方向性ではないか」とおっしゃったんですよね。そういうとこ

ろをどう考えていくのかということなんです。 

【実積委員】  非常に難しい問いだと思います。一つ目の、どこで費用をかけてとか、

あるいは長期的な効率化を目指すのと短期的な最適化を目指していくのとどっちがいいか

ということは、おそらく結論は出ないと思います。つまり、我々は誰も将来の技術発展と

か行政ニーズの具体的な変更について見えないので、ある程度「えいや」でやるしかない。

ただ、その「えいや」でやるときに、できれば市民の皆さんの納得と共感のもとに作業を

するということしか、おそらく言えないと思います。 

 ＩＣＴのほうでできるのは、「今現在利用可能な技術の中で最も効率的なのはこれです。

ただ、それをやると今までのレガシー資産の償却を一気に費用化というか、除却をしなけ

ればいけないので、そこでこれだけ損失が出ますけれども、それに耐えられますか」とい

うオプションを示すまでだと思います。具体的には、そのシステムがすぐに他に売れると

か再利用が可能であるものなのか、あるいはそうではなくて、レガシー資産のように、一

旦なくしてしまうと単にサンクコストとして計上されてしまうのかというところも踏まえ

て、長期的な最適化を図るという以上のことはなかなか言えないと思います。 

 それから、２点目の目的の話に関しては、福岡市として今後何をしていくかというとこ

ろに一番大きく依存すると思います。例えば今のままのシステムを維持して、このまま福

岡市が単純に「ｅ－福岡市」という感じでつくっていくということも可能だと思います。

その場合、今は人手でやっているところをできるだけシステム化して安くしていくという

方向のＩＣＴ戦略になると思います。そうではなくて、人口がまだ増えていくんだけれど

も、若年層の人口を増やすために何かしなければいけない、あるいは産業を育成するため

にインフラをどんどん整備すべきだみたいな話があったら、それに対してＩＣＴ戦略で具

体的に適切な投資をやることになると思います。 

 言いたいことは、ＩＣＴ戦略において将来の方向を決めることは無理だということです。

つまり、将来の福岡市はこういうことを目指すべきだというのはＩＣＴ戦略よりもっと上

位というか、まあ有識者会議は上位なのかもしれませんけれども、そこで福岡市の今後の

機能──今のままでも構わないし、今のままでここをやめる、あるいはここを増やす、充
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実させるというのであれば、それに応じたシステムづくりをして必要な投資をしていくと

いう明確なスタンスがないと、ＩＣＴだけで全てを決めることはできないということです。 

【北川座長】  よろしいですか。 

【久留委員】  はい。 

【北川座長】  あとはよろしいですか。どうぞ。 

【石森委員】  私も中身がよく分からないので具体的なイメージができず、質問も具体

的にできないかもしれませんが、こういうふうにして仕事を職員の方々がやりやすくなる

と、また効率化されて大変いい話だと基本的には思います。行財政改革の一つの大きな柱

に据えるというのは全く異存はございませんが、１点だけ確認をしたいんです。 

 こういうところで議論をいたしますと、進めようという方向になるんだろうと思います。

その方向に異存がないというのは繰り返しますけれども、情報もいろいろあって、私の質

問でもう読まれているかもしれませんが、個人情報も関わることがあるんだろうと思いま

す。実際にこれがどういうふうに関わってくるのか、冒頭で申しましたように私にはよく

分からないところがあるんです。 

 最後の１６ページ、ここの改善案の中に、ちらっと目に入る言葉がありまして。システ

ム最適化の３番目に「住民情報等、他課の情報を一元的に閲覧できる」という言葉があっ

て、個人情報もこのシステムの中では当然取り扱われるんだろうと思いますが、個人情報

の取り扱いについて、このようなことは現行法上、現行条例上は許されていないことでご

ざいますけれども、このように改善をしていくという点について、何か法的な手当ては考

えておられるのか、どういうふうにしてこれを進めようとされるのかという点についてお

答えください。 

【北川座長】  どうぞ。 

【事務局（小林）】  情報システム課の小林と申します。 

 ご質問の件ですけれども、法的な問題については現時点で明確に決まっているわけでは

ございませんが、職員のアンケートの中で、例えばワンストップ窓口の構築みたいな要望

がございました。現在は窓口ごとに端末が分かれていまして、その業務に必要なものしか

見られないようなシステムになっていますけれども、例えばワンストップ窓口のようなも

のをつくろうといたしますと、当然、全ての情報をその窓口である程度見る必要が出てく

るので、一元的に閲覧できるシステムが必要になってくるであろうということで、こちら

のほうに改善案の一つとして書かせていただいておりますけれども、法的なものについて
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は、あわせていろいろ整備していく必要があると考えております。 

【石森委員】  要望として申し上げたいと思います。例えばマイナンバー法は法案審議

されませんでしたけれども、これを導入すること一つをとりましても、個人情報保護法制

のたくさんの条文の変更が必要になってまいります。事務に関して、一般的にＡ課に対し

て提供した情報が他の全ての課で閲覧できるというのは、市民にとってみたら多分、納得

が得られるかどうか不安なところがあると思います。私は審議会委員もやっておりますけ

れども、これは個人情報保護法制の上は見過ごすことのできない大問題といいますか、大

きな例外でございますので、是非並行して検討いただければと思います。 

【事務局（小林）】  ありがとうございます。マイナンバーにつきましては、今回の国会

での法律成立の見込みが不透明になっておりますけれども、当然、マイナンバー等が施行

されましたら、公正・公平な社会をという目的のもとに、いろいろな業務の情報を一元化

して紐づけしながら各システム間で利用するようになると認識しておりますので、当然そ

れに対する対応はしていかないといけないと思っています。当然、利用するに当たっては

個人情報に絡む関連法案が同時にいろいろ出されるものと考えておりますので、そちらが

法案改正されれば、それに従って取り組んでまいりたいと考えております。 

【北川座長】  よろしゅうございますか。はい、どうぞ。 

【世良委員】  公文書管理法の関係でお尋ねをさせていただきます。 

 公文書管理法におきましては、３４条で「地方公共団体の文書管理」としまして、「地方

公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な

施策を制定し、及びこれを実施するよう努めなければならない」とされておりまして、努

力義務ですけれども、今後この公文書管理条例というものを地方公共団体において制定す

ることが法律で規定されていまして、福岡市におきましてもご検討をされる可能性がある

だろうと思います。私はこの有識者会議において、数度にわたって公文書管理条例の必要

性をアピールしてきたところでございます。 

 それで、例えば、公文書管理法の６条などを見ますと、後ほどでもご覧いただければと

思いますけれども、「適切な記録管理の措置を講じた上で保存しなければならない」とか、

「当該行政文書ファイル等の集中管理の推進に努めなければならない」といったことが規

定をされているわけです。公文書管理条例はまだできておりませんけれども、できたなら

ばそれに従って何らかのＩＣＴ上の措置をとる必要があろうかと思いますし、また条例だ

けでは不十分ですので、ガイドラインもできるだろうと思います。 
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 そういったものが今後できていくということになりますので同時進行形ではあるのかも

しれませんけれども、ＩＣＴ戦略を考えるに当たってもこの点を、後になって「こういう

問題もあった」というのではなくて、現時点から念頭に置いてご検討をしていただく必要

があると思います。公文書管理と情報公開は車の両輪と言われておりますので、情報公開

条例はもちろん福岡市にもあるわけですし、そちらの法的な側面も見据えたご対応が必要

ではなかろうかと思います。 

 公文書管理につきましては、現時点では要綱などがあると聞いているんですけれども、

国の法律ができて、それに則した形で見直す必要もあろうかと思います。現行の要綱に対

応するような形ももちろん必要でしょうし、ただいま申し上げていますような公文書管理

法の面からのご検討も必要なのかなと思っておりまして、資料では１６ページの「共通基

盤の確立」で「文書管理システム等のシステム間連携の強化」ということで、その辺りを

お書きいただいているので、これに含まれているのかもしれないと思いますけれども、念

頭に置いていただければと思いました。要望として申し上げたいのが、その１点です。 

 あともう一点は質問になるんですが、この行財政改革有識者会議におきましては、行財

政改革プランを策定することになっておりまして、その部門別計画としまして情報化推進

プランというのが位置づけられていて、これは実施計画で、政策推進プランと行財政改革

プランが連動するという形になっております。それはもちろんご存知でいらっしゃると思

うんですけれども、そのスケジュールとどういうふうに整合していくのかという部分があ

ります。 

 ただいまの会議で、これまで委員の指摘があった事項というのは、結構大きな目的とか

目標をきちんと見据えた上で、それを情報化推進プランに落とし込んでいかなければいけ

ないと思うんですが、この有識者会議もあと１回、９月の終わりで一区切りになるのでは

ないかと思っておりますから、そうすると、この有識者会議と情報化推進プラン、ＩＣＴ

との連動という部分が、まだ今日時点ではなかなか見えていないという状況だと思うんで

すね。ですので、スケジュール感をどうお考えでいらっしゃるのかということをご質問さ

せていただきます。 

【北川座長】  これは佐藤課長ですかね。どうぞ。 

【事務局（佐藤）】  情報化推進課長の佐藤です。 

 ただいまのご質問でございますけれども、基本的には１ページにございますポンチ絵を

ご覧いただければと思います。この中で、ＩＣＴアドバイザーと有識者会議との間で両矢
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印になっております「基本的な考え方」について、今回桑原アドバイザーのほうから取り

組み方針を示させていただきました。これを踏まえて本日議論いただいて、その上で今度

は有識者会議の各委員の先生方のご意見を踏まえながら、ＩＣＴ戦略の落とし込みをやっ

ていきます。それが「基本的考え方の提示」の両矢印の右側として、今度は有識者会議か

らＩＣＴアドバイザーに対してフィードバックをするという考え方に立っております。さ

らにＩＣＴ検討会並びに情報化推進プラン策定委員会のほうで具体的な落とし込み作業を

やっていきます。 

 なおスケジュール感といたしましては、行財政改革プランと情報化推進プランは連動し

ておりまして、１０月には素案という形まで落とし込みたいと思っておりまして、３月に

は原案をとりまとめて、それから実行、あるいは改革に移っていくことを考えております。

そういった意味では、両者をリンクさせながら、それぞれが同時並行的に走っていくとい

う流れになってございます。 

 以上です。 

【北川座長】  よろしいですか。 

【世良委員】  同時並行というのがあまり見えないのでご質問をしたんですが。１０月

までにとおっしゃったんですかね。 

【事務局（佐藤）】  ３月末までです。 

【世良委員】  ３月末までに整合性をとっていくと。 

【事務局（佐藤）】  それは素案でも同じですね。時期を同じくして、行財政改革プラン

と情報化推進プランの素案を作成していくという形になっております。同時に出るという

形になっております。 

【世良委員】  はい。 

【北川座長】  そうですか。あとはよろしいですか。どうぞ。 

【吉田委員】  質問です。私は詳しくないんですが、この検討が最終的にどういう成果

を生み出すのか、方向性を教えていただければと思います。今２ページに書いていただい

ているような必須の改善事項を改善していただいたことによって、例えばデータベース化

がものすごく進んで、職員の方の照会業務とかが減っていって業務が楽になりますとか、

窓口が一元化されて市民サービスが向上しますとか、情報公開のスピードが上がりますと

か、いろいろあると思うんです。これに取り組んで、どういう方向性で質が向上するよう

に改革されようとしていらっしゃるのか、現時点のイメージや案があれば教えていただけ
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ればと思います。 

【北川座長】  これはアドバイザーでよろしいですか。もし可能ならＢＰＲも含めてご

説明ください。 

【ＩＣＴアドバイザー（桑原）】  まず、一番大きな目的について、我々は大きく分けて

二つ考えています。一つは当然のことながら庁内のこと、それから二つ目は市民サービス、

この二つの観点で、どういう形でＩＣＴを活用して成果を出していこうかというところが、

これからの肝になってくるところだと思います。 

 その中で一つ、庁内の内部的なところで見ますと、以前からＢＰＲという言葉は出てい

るわけなんですけれども、そこで私たちが一番求めているところはコストの部分です。今

あるコストを単純に下げるというわけではなくて、対投資効果を含めたコストの観点を明

確に打ち出していくということと、業務の時間の短縮などの効率化について、庁内でどこ

まで簡素化し合理化できるか、この辺りが一番大きなゴールになってくると思います。 

 当然のことながら、そのことは定性的ではなくて、今申しましたコストや業務の効率化

を定量化しなければならないと思っておりまして、例えば、効率化であれば総金額換算す

るのか、あるいは時間で表現するのか、頭数で表現するのか、その辺りはもう少し議論の

余地はあろうかと思いますけれども、少なくとも定量化のセットを含めた形のゴールを目

指していこうと思います。 

 二つ目の市民サービスの観点も同じです。例えば先ほどから出ておりますワンストップ

サービスがいいのか悪いのかという議論は、まだこれからよく詰めなければならないと思

います。ただ市民の観点で、例えば市民サービスの一つの代表である窓口業務で考えると、

ワンストップであろうがなかろうが、市役所なり区役所にいる時間が短いことが市民には

一番いいわけです。では、それがどれぐらいになれば市民の方々にご納得いただけるのか、

これもまだもう少し現状を見なければならないと思っております。その辺りも定量的なゴ

ールをセットし、それを実現するために今のＩＣＴをどう変えるか、どう活用するかとい

った形で具体的な策を導いていきたいと考えております。 

 以上です。 

【北川座長】  いいですか。あとはよろしゅうございますか。 

 私もこれを見させていただいて、実は福岡市役所のＩＣＴ化は相当進んでいたと思うん

ですね。また、レガシーなことを前提にして努力をいただいてきたのは評価していいと思

いますが、まさに時代が大変革しておりまして、担当部としてはここまでよく書いていた
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だいたと思います。山崎副市長がいらっしゃいますが、これからは市長やトップガバナン

スの問題になりまして、従来の大きなレガシーのシステムが入っているから、これを取り

除くのに莫大なお金がかかるとか、あるいは新しくするために莫大な投資が必要で、単年

度会計でいくととてもできないということで、今まで行き詰まっているようなことが随所

で見られるんですね。かつて投資したことがだめになったから、それをどう直そうという

のも、そのとおりだと思います。 

 したがって、まさにこのことを受けて、市長、副市長や、もちろん局長も入って大議論

をしていただきたい。ここまでのことをやっていただくのは担当部では無理で、市役所を

挙げてやるかどうかという決断が必要で、私は是非やっていただきたいと思うわけです。

例えば今までは財政とか人事というようなことでございましたけれども、このＩＣＴとい

うのは本格的なＣＩＯといいますか、そういう人材も確保しなければいけない。今までは

情報化推進課のみでやっていて、全体がコントロールできないという、本当にばかげたレ

ガシーが残っていたわけです。そうすると、全庁的に財政とかの横押しをすとんと差さな

ければいけないので、トップが要るのではないかというのが一つです。 

 さらには、予算の裏づけですね。単なるリストラとか財源をなくすというだけではなく、

今から自立分権型の堂々たる成長をしていくために、まさにネットワーク化された市役所

をつくらなければいけないという決意がここに述べられていると私は思いますので、その

ための予算ですね。さらには、今までレガシーでやってきて、各局がそれぞれのコンピュ

ーターを持っていますから、自分の代でそんな面倒くさいことは嫌だとかいうことも出て

きます。それに対応するためのマンパワー、人材の確保もとても重要になるのではないか。 

 そういうふうに思うわけで、ここまで現部局が書かれて有識者会議に提出されたんです

けれども、私は単に部局だけのことではなく、市役所を挙げてどうするかについて、是非

副市長のほうから決意といいますか、考え方を述べておいていただいたほうがいいのかな

と思います。 

【山崎副市長】  ３ページにお示ししている三つの基本的な考え方に沿いまして、有識

者会議でご議論いただきました内容を取りまとめたところですので、今、座長からご指摘

いただきました点については、これを実現するような形で人材なり予算をしっかりと確保

していくことを市長にしっかり伝えていきたいと思います。有識者会議からお示しいただ

きました基本的なＩＣＴの活用に関する考え方がこの３ページに示されていると理解して

ございますので、繰り返しになりますが、座長のお考え、先生方のお考えは市長に伝えて、
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この方向で進めさせていただきたいと考えてございます。 

【北川座長】  どうぞ。 

【実積委員】  お言葉を返すようで恐縮なんですけれども、３ページ目に書かれている

ことは、重大な前提条件がないと多分うまく進まないと思います。それが２ページ目の上

の二つであって、要は情報化担当部局がちゃんと動くためには何をどう変えるかというと

ころが分からないと動けないんです。アンケートでのマニュアル化してくれという要望に

関しては、職員の皆さんが自分の業務に関して、きちんと定型的なものをマニュアルとし

て、文書として持っていないという問題だと思います。それがないとおそらく情報化とい

うのは進まないはずです。情報化関係部局がおそらくこんなことを業務でしているんだろ

うと思った情報化ではなくて、庁内のニーズもそうですし、あるいは市民のほうから見て

こういうシステムをつくってほしいというものがあって初めて動くのだと私は思います。 

 その意味で、３ページ目の三つのことはおそらく情報化関連部局の仕事になると思うん

ですけれども、先ほど座長が横ぐしと言われたように、２ページ目の１番目と２番目、マ

ニュアル化等、これは情報化部門以外の仕事ですので、そこは情報化部門だけの責任では

ないのではないかと私は思います。 

【北川座長】  だから、全体的に体系立たないといけないということですね。 

【実積委員】  そうです。 

【北川座長】  もう一回。 

【山崎副市長】  ご指摘のとおりでございまして、今までの情報システム部門のメーン

の仕事は、決められている所与の前提でシステムを組み上げるということだったわけです

けれども、これから情報システム自体もそうですし、実積委員からもご指摘いただきまし

たように、他の部局もＢＰＲをやらなければいけない。情報システムでＢＰＲをやるとい

う発想はこれまで我々の世界ではなかったわけですので、それをしっかりやってください

という趣旨で、マニュアル化あるいは標準化という話を情報システム部隊も加わった形で

進めていくということでよろしいのかなと思いますので、そういう趣旨で先ほど決意を述

べさせていただいたところです。 

【北川座長】  よろしいですか。どうぞ。 

【久留委員】  要望なんですけれども、こういう改革がされたり、それから特にシステ

ム的なことというのは、庁内の方たちには伝えられたり、分かるように説明されると思う

んですけれども、市民に対しての説明が足りないのではないかといつも思うんですよね。
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多分、予算の関係もあるので議会には丁寧に説明されるんでしょうけれども、市民には非

常にわかりにくいところではあります。今回は市民にこれを理解してもらえるよう、こう

いう改革の中でこういうふうにお金も使っていくし、将来的にこういうふうな市民サービ

スにつながっていくんだというところをしっかりと伝えていただきたいと思います。要望

です。 

【北川座長】  よろしいですか。全体の行財政改革プランの中にはっきり組み込まれな

がら、トータルでということになると思うので、是非そういうご努力はいただきたいとお

願いしておきます。 

 時間が限られていますので、次の本日のメーンテーマに行くことにして、情報システム

の関係についてはこれで終わらせていただきたいと思います。アドバイザーの方、ご苦労

さまでしたけれども、今後もよろしくお願いをいたします。 

 時間がございませんので５分だけ休憩ということで、次に入らせていただきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

（ 休  憩 ） 

【北川座長】  それでは、早速でございますけれども、お揃いになりましたので再開さ

せていただきます。 

 今回がテーマを設定した議論の最後の機会になるかと思いますので、基本的には委員同

士の討議といいますか、委員間でご議論いただくことを中心として、市側の答弁はできる

だけ少なくということでよろしくお願い申し上げて、進行させていただきたいと思います。 

 前回、８月２４日に開催した会議では、時間の都合で皆様のご意見を十分に伺うことが

できませんでした。そのために、今回、組織風土改革について、人材育成とコンプライア

ンスを中心に議論させていただければと思います。資料につきましては前回と同様でござ

いますので、それは一応、市側からもご説明いただいたということで、省略をさせていた

だきます。 

 それでは早速でございますけれども、アンケートのこともございましたので、委員の皆

さんからご意見やご質問を賜りたいと思います。どうぞ、どの委員さんからでも結構でご

ざいますので、お願いいたします。 

 指名します。加留部委員さん。 

【加留部委員】  ありがとうございます。遅れて来て申しわけありませんでした。 

 前回から時間がたったところで私が一番気になっているのは、職員の方たちの意見がど
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んなふうに活かされていくのかということです。あの時点からまた数が増えているんです

かね。そういうところまで含めた最終的な形として、どういう意見が生の形で出てきて、

それをどのように取りまとめるというか共有していくのかというところが、私としては一

番気になっているところです。 

 少なくともいろいろなメッセージを職員に対して発して、それに対して答えていただい

ていることについては、どういうふうに組織として受けとめて、一個一個すぐに解決とは

いかないにしても、まずはそれに対するスタートとして、平たく言えばまずは「ありがと

う」というメッセージを出していくことであるとか、どんなアクションをその後出されて

いるんだろうかということが気になっています。 

【北川座長】  これはトップマネジメントだと思いますけれども、これだけの大改革を

さまざまな点でやられるときに職員の意見を聞いていただくことはとてもいいんですけれ

ども、さらに重要なことは、その意見をどのように分析して、どのように答えを出すかと

いうことだと思います。これは貞刈局長さんを超えて副市長、できたらご両者に真剣にお

答えいただきたいと思います。お願いいたします。 

【事務局（貞刈）】  私、２,０００人分を読むだけで大変で、一つ一つに対してお答え

するのは大変だというお話を前回しましたけれども、そのときに工夫すればやり方はいろ

いろあるのではないかというご指摘をいただきました。事務局のほうでもそれについてし

っかり考えているようでございますので、反映できるように、また対応できるようにした

いと思います。 

【北川座長】  それは是非ともよろしくお願いしますが、これは本当に市長、副市長の

トップマネジメントだと思うんです。今までアンケートを出しても財政課とか人事課に潰

されていたんですよ。今度は違いますから、どうぞ副市長、よろしくお願いします。 

【山崎副市長】  私もまだ全体ではなくて、３割、４割くらいしか目を通していないん

ですけれども……。 

【北川座長】  市長はどうでしょう。 

【山崎副市長】  市長には私からしっかりとしたエッセンスの部分をお伝えしておりま

すけれども、職員の方の生の声というのは現場の声でございまして、大変参考になること

が多い。ご指摘のとおり、この参考になるというのをどう具体化するかについて、今、事

務方で、まずは分析の方法論を考えておりますし、分析した上で、それをどう年度末まで

に策定する行財政改革プランに活かしていくかの方法論も検討中です。 
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 それだけではいけなくて、プランを実践していかなければいけませんし、その上でさら

に職員の意見を継続して収集できる形にしていかなければいけません。ＰＤＣＡサイクル

はアンケート調査をいただくだけで終わりではございませんので、委員の先生方から何ら

かのご意見あるいは方法論をご提示いただき、できれば全職員を巻き込んだ形で、この行

財政改革プランを推進できるような体制をつくっていくべきではないかと考えております。 

【北川座長】  加留部委員さん、どうぞ。今のやりとりについて、委員間で討議くださ

い。 

【加留部委員】  そういう段取りできれいな形でまとめるということではあるんでしょ

うけれども、まず所見、ざっと見の中でもいいので、何か出していく、つまり時間をとっ

てきれいにしていくということよりも、こういうものはタイミングとかスピードが重要だ

と思うんですね。呼びかけたことに対してアンケートをとられて、限られた期間の中、仕

事の合間とかに７,０００という職員に答えていただいたということに対して、中身に対し

て分析とかどうのこうのというよりも、少なくともレスポンスとして、まず「ありがとう」

みたいなメッセージというのを出されているんでしょうか。要はキャッチボールしていく

意味での第一声というのは出ているんだろうか、それはトップから出ているだろうかとい

うことです。いかがですか。 

【山崎副市長】  まだ分析してご報告するという作業まで至っておりませんので、今の

加留部委員からのご指摘はしっかりと受けとめて市長にお伝えして、対話でございますの

で、一方向ではなくて双方向になるような方法論を早速考えたいと思います。 

【北川座長】  どうぞ。 

【加留部委員】  だから、まだ分析してないからというのではなくて、まずは起こった

ことに対して、今から中身は見るけれども、まずはそれに対して一回返してあげているん

だろうかということなんです。多分、皆さん待っていると思うんですね。締め切ってから

しばし経っていますし、有識者会議以降もここまで時間が経つと、待たせる側はそんなに

思いませんが、待つ側は結構長く感じるんですね。今日も多分、職員の方たちはいろいろ

な面持ちで、この場を見ていたり聞いていたりしているのではないかと思うわけです。別

に正解を私は求めているわけではなく、きれいな言葉を求めているわけではなく、まずは

「ありがとう」ぐらいは発していただきたいと思うんですけれども、それもできませんか

ね。内部で検討して、「ありがとう」の「あ」の字はどうするかとかいうことまで考えない

といけないようなレベルなんでしょうか。 
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【北川座長】  これはこういうことだと思うんですね。これだけの大改革ですから、ト

ップダウンでやらざるを得ない面――財政や人の問題、ＩＣＴがそうなんですけれども、

多分、今の加留部委員さんのお話は、真剣に答えられた職員の方に対してどうやってトッ

プマネジメントが真摯に応えていくかということなんです。トップダウンとボトムアップ

といいますか、両方が重なり合って、ものすごい運動のような雰囲気になったほうがスム

ーズにいくと私も思うので、そういう観点からのご発言かと思いますが、そういったお互

いの信頼感とか一体感とか、共鳴の考え方とか、是非これは、もう少し積極的に副市長、

貞刈局長にお願いできないかなと思います。ご両者、よろしくお願いします。 

【山崎副市長】  クイックレスポンスが対話においては重要である、これは全くご指摘

のとおりでございますので、早速検討したいと思います。 

 もう一つは、先ほど私は明確に委員の方に申し上げたつもりでございますけれども、行

財政改革プランをつくるというところで終わるのではなくて、それを継続して実践してい

くところまで、全職員を巻き込んだ形での方法論を考えるつもりでございます。市長もお

そらく思いは同じかと思いますが、いましばらく時間をいただきまして、市長にご報告の

上、しっかりとした対応をしたいと考えております。ということで、事務方もよろしいか

なと思いますので。 

【北川座長】  貞刈さんもひとつ。 

【事務局（貞刈）】  しっかり共鳴するような形で市長としての思いを伝えよということ

はそのとおりであると思います。今の市長になって随分、市長名でいろいろな呼びかけを

するということが多くなっておりまして、この件については決して難しいことでも、時間

のかかることでもないのでございますし、最終的には６,０００以上の意見が集まっている

わけですから、きちんとお応えしたいと思います。 

 ただ、ただと言うとあれですけれども、私個人的にはそういうことをしながら、職員か

ら出てきたあれだけの意見の中にはいろいろな意見がありまして、その中で変えていかな

くてはいけないもの、しっかり取り組んでいかなくてはいけないものを、きちんと実際の

現場で具体の形にしていくことが一番大事かとも思いますので、両方あわせてしっかり取

り組んでいきたいと思います。 

【北川座長】  私も経験があるんですけれども、今まで財政とか人事とか、そういうと

ころがアンケートをするんですよね。そうすると、「そんなのを管理する部門に答えるのは

ばかだ」ということになるから、返答数が少なかったと思いますよ。それによって現場な



 

 -29-

んてそんなものだという閉じ込めをやってきたわけで、これだけの大改革をやるならば、

そのことについて体質改善しなければいけないということを私は言いたいわけです。 

 だめなものはだめだし、いいものはいいし、こうやって努力したらやれるとか、お互い

真摯にやりとりをすることで、管理型ではない経営型システムをみんなでつくり上げてい

くことになるわけです。そういうご質問だと私は思うし、全くそうだと思うので、是非そ

ういう感じで努力をいただきたいと思います。 

 すみませんでした。どうぞ。 

【吉田委員】  今のに補足してなんですけれども、行政の方の情報発信の仕方の特徴を

変えてほしいという意見を今から述べたいと思うんです。真摯にやろうとしているんです

けれども、行政の方はどうしても、結論が出たら発信しようというスタンスをとるんです

よね。「まとまるまで」という感じでおっしゃるんですけれども、どちらかというと対話で

すので、まとまらなくても「今意見がすごくたくさん出て大変なので、まとめてからお話

ししたいと思います」という見通しや途中経過をお伝えするような形の情報発信が非常に

重要ではないかと思います。 

 一番最初に、この改革の中で市民の方の納得と共感を得るというお話があったと思うん

ですけれども、納得と共感というのは、今あなたが何をしようとしているかが分かるとい

うことで、結論については「先なんだけれども」というふうにして、少なくとも「今、職

員に参加をしてもらいたいと考えています」という経過をお伝えしていくようなコミュニ

ケーションに切りかえていくことが必要ではないかと思います。 

 今ここでご答弁いただいているような内容というのは、市長や副市長が、「こういう方向

性でいこうと思っているけれども、玉が出せるのはもう先です」みたいな形で職員の方と

コミュニケーションをする。一方的のように感じるかもしれませんけれども、でも、待っ

ている側はそういうことを多分待っているんだと思うんですね。顔の見えるってそういう

ことではないかと思いますので、是非、まず庁内の方に納得と共感を得てもらえるような

小まめな取り組みをお願いしたいと思います。 

 以上です。 

【北川座長】  どうぞ。 

【加留部委員】  今日はご参加でないんですが、前回、これが終わった後に吉村委員と

お話ししたときに、「あれだけ数が出るとは正直思わなかった」と驚いていたんですね。多

分、今日いらっしゃったら、そういう話をされているのではないかと思うんですけどね。
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前回、吉田さんは「地層的に重なったような」という表現をされましたけれども、かなり

溜まりに溜まったような状態があって、待ちに待ったと言っていいぐらいの状況をさらに

待たせるというのは、なるべく避けたほうがいい。今回に関しては特に、きれいな形じゃ

なくてよくて、とにかく、まずは、「いついつ締め切りました。ざっくり幾つ来ています。

ご協力ありがとうございました」という一歩を踏み出す。くどいようですけれども、こう

いう一歩が出るか出ないかというところが、これからいろいろ大きなことをやっていくと

きの一歩、二歩と同じことになると思います。 

 物事は相似形なので、ここで今起こっていることと同じようなことを他でもまた起こす

のではないかと心配するというか、そういうことをやることで我々に期待もさせていただ

きたいと思うわけなんですね。小さいささやかなことだけれども、あのときにすぐに動い

たじゃないか、じゃあ、次のこともそうなってくれるのかなという、それをここで見せて

ほしいんです。次のところへきれいな形じゃなくて、今ここで何か見せてほしいんです。

言葉ででも何でもいいんです。何かそういう気脈の通じたというか、かわいらしさという

か、浪花節みたいな話になるかもしれませんけれども、でも人がやっている話であり、組

織にとって唯一絶対の財産である職員が、物的な見方、扱いをされていると誤解している

とするならば、それはここで是非ひっくり返していただいて、通じたやりとりを是非して

いただきたいと思います。多分、本当にささやかなことを待っていると思います。 

【北川座長】  今、ご両者がお答えなんですけれども、市長に申し上げるというのが私

は不思議でならないんですね。市長が問いかけたのに、全部読んだと、いい意見だねとか、

あれはだめだねということは起こっていないの。そこが市役所の体質の最大の問題だと思

いますが、副市長、どうぞお答えいただきたいと思います。 

【山崎副市長】  その前にまず、今回、大変多くのアンケートの回答が職員からいただ

けたということで、我々も大変に感謝しているところです。このアンケート調査というの

は職員の研修という形でさせていただいたわけなんですけれども、我々自身としてもかな

り工夫をして、職員の方々から意見を出していただくように事務方で努力しました。これ

を市長にきちんと伝えていくというのは、これまででいうところの管理部門の我々の責任

でございますので、まずそこを早くしっかりさせていただくというのは、ご指摘のとおり

だと思います。 

【北川座長】  いや、違うんですよ。下から上げるのではなくて、市長がビビッドにば

っと目を通す、そういう市役所に変えていかないといけないと思うんですね。違いますか
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ね。我々が上げていくって、そんなの時代遅れじゃないかと思うんですけどね。それぐら

いのことですよ。１万人以上のアンケートが上がってきて、それに対してどう応えるとい

うことがないと……。一方で財政が厳しい折から、５０億をどうやって出すかとか、人事

でも本当にどうしようかという、真剣な議論をしていただいているじゃないですか。それ

に対して、職員もそれなりに意見を書いてきたんですよ。執行部に対して意見を書くとい

うのは、相当勇気が要ることなんですよね。だから、それに対して、違うんだ、我々は本

当にやっているんだというのを職員以上に示さないといけないでしょう。どうですか。 

【山崎副市長】  全くご指摘のとおりだと思います。その体質を改善すべく、我々は今、

努力を重ねたいと思っております。 

【北川座長】  あなたの答えがそうなっていないんだよ。 

【山崎副市長】  申し訳ございません。 

【北川座長】  ここまで仕掛けた以上は、本当に覚悟が要ると思うんですね。職員の方

は覚悟を決められていると思うんですね。その辺りが必要だと思いますが。どうぞ、皆さ

ん。 

【池内委員】  今のアンケートの件につきましては本当にそのとおりで、ただ逆に言う

と、あれだけ結果が出ていて、職員の方が真剣なんだなというところはすごいなと思いま

す。 

 それと別件ですが、私は読みながら２点感じたのは、この前も４月に目標をという話を

したんですけれども、トップって何なんだろうということなんです。局長がトップの経営

マネジメントという中で、何をするのか。私が経営者としていつも思っているのは、リー

ダーは目標を明確にして、その目標を達成できる仕組みをつくることが仕事だと思うんで

すね。そこら辺が多分、この１１ページのいろいろなプロジェクトなんだと思うんですが、

そこら辺、もう少し今後頑張っていただきたいというのが２点目です。 

 ３点目です。アンケートについて信頼関係とか、いろいろなお声がありました。実は組

織って理で動くんですが、人って情で動くんですよ。これを読みながら、何となく人間性

が薄いんですね。すみません、言い方が難しいんだけれども、結果的に人って、人の情で

動くということが一番大きくて、だから、職員にああさせる、こうさせるじゃなくて、ど

ういう人間関係をつくっていくかという部分もあったほうがいい。それはうちの会社の反

省とともにお伝えさせていただきます。 

【北川座長】  これは前回の議論の中でも、トップマネジメントをしっかりしようとい
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う形で、財政局と総務企画局を統合するぐらいの覚悟で臨むという議論がされたと思うん

ですね。まさにそういう形態になってこないと、各部局が縦割りでそれぞれでやっていた

のではここの大改革はできないという意味だと思うんです。副市長、もう一回、どうぞご

答弁を。 

【山崎副市長】  トップマネジメントのあり方につきましては、今、お手元に前回ご説

明した資料でアウトラインというか、まだポンチ絵の段階ではございますけれども、骨格

について、従来型の管理部門をいかに自立分権型のシステムに変えていくかという、トッ

プマネジメントの確立をする方法論を一つご提示したわけです。また、今、池内委員から

ご指摘がありましたとおり、局ごとの自律経営も必要になってまいります。そうしますと、

各局の局長さんは一人で仕事をするわけではございませんので、市長を補佐するシステム

というのを前回ご説明いたしましたけれども、各局でもそういうシステムが必要になって

くるであろうということです。この局ごとのガバナンスのシステムをしっかりと構築して

いきたい。 

 あわせまして、福岡市役所は政令指定都市でございますので、一番現場に近い区役所を

所管してございまして、区役所のマネジメントのあり方も考えなければいけない。ですか

ら、トップマネジメントといいますのは、市長、副市長をトップといたしますマネジメン

トのシステムと各局のマネジメントのシステム、区役所のシステム、この三つを合わせて

初めて自立分権型のシステムになると考えております。今しばらくお時間を頂戴いたしま

して、この具体的な方法論もご提示をしていく必要があると考えております。 

【北川座長】  その説明の仕方がいかんのですよ。今、感情で動くということがありま

したけれども、そういうシステムをつくったら、そういう紙１枚でぽっと流して、上意下

達でいくことになりはしませんか。今の説明ではそこがはっきりしませんね。要するにみ

んながお互い納得し合って、共鳴し合って、やろうじゃないかという雰囲気を出す努力が、

今まで福岡市役所に限らず足りなかったんですよ。自立するってそういうことなんですよ。

そうじゃないから役所仕事というんです。あれは決して褒め言葉じゃないでしょう。中央

集権で上からどっと降りてきて、それを効率は全然関係なく間違いなくやるというのが行

政の今までのスタイルだったんです。だから、パーキンソンの原則が成り立つわけです。

そうではなくて、具体的な事案についてみんなでお互い納得し合うというすごい努力が要

るという、そこが副市長のご発言からは感じられなかったんですけれども。 

【山崎副市長】  お手元の資料でいきますと１１ページ、１２ページ……。 
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【北川座長】  資料よりもあなたの決意だよ。 

【山崎副市長】  言葉が足りない部分はこの資料で補足させていただければ思いますが、

この中で、今、北川座長がおっしゃった話は、おそらく言葉でいいますと、コミュニケー

ションの部分になろうかと思います。この部分が欠けているという指摘は、全職員アンケ

ート調査からも多々お受けしてございます。 

【北川座長】  これはトップや幹部にないということを言っているんですよ。人ごとじ

ゃないんだよ。 

【山崎副市長】  こういう資料をご提示しておりますのは、まさにこの部分が欠けてい

るという現状認識……。 

【北川座長】  資料でしゃべること自体が間違っていると言っているの。すなわち本気

でみんなの声を聞こうよという、それが伝わってこないといけないと私は思って、今、重

ねて言っているんです。資料がどうのとか、何なんですか。 

【加留部委員】  資料の説明じゃないんです。資料を離れた言葉を聞きたいんです。し

つらえとかシステムというのはハードで、仏を入れても魂入れずになる可能性があるんで

す。その手前として、皆さん方がどういう思いでいるかということがまずここから離れた

形であって、それを裏づけするものとしてシステムとか、それを表現するものとしてペー

パーがあるわけであって、そこの最初の原点はどこにあるんですかということをまずお伺

いしてみたいと思っているわけなんです。生の言葉を聞きたい。 

【山崎副市長】  我々も今回、職員の方の生の声をお伺いしたわけです。これを従来型

の整理をすると、きれいな声になってしまうんですね。これを市長あるいは私副市長が感

じても意味がないという議論は、今この前列に座っております職員皆そういうふうに感じ

ております。感じておりますから、紙とはおっしゃいますけれども、この１１ページ、１

２ページのような形で変えていかなきゃいけないんだという決意をまずお示ししたわけで

ございまして、これをまず委員の方に是非議論していただきたいということであったわけ

です。決意はもう既に我々は示しているとご理解いただければと思います。ただ……。 

【北川座長】  感じられないから、今、質問しているの。だから、あなたの説明が正し

いか正しくないか。あなたは正しいと言っているけれども、間違っていると言っているん

です。 

【山崎副市長】  それを変えていくのが体質改善だとこの会議の冒頭、ご説明がありま

したので、その体質改善をするための努力を我々は今させていただいていると考えており
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ます。生の声はまさにそのとおりで、体質改善を我々はしていかなければいけないと考え

ております。 

【北川座長】  どうぞ皆さん、ご遠慮なく意見をおっしゃってください。 

【久留委員】  皆さんがおっしゃっていることもわかります。ちょっと違った角度から

いいですかね。 

 私は２点あるんですけれども、一つは、職員の方たちの意見を読ませていただいて一番

感じたのは、優秀な職員の方たちが本当に多いんだなと思いました。ですけれども、ここ

にたくさん改革がされてきたというご報告もあって、それなのに、今こういうご意見がこ

んなに出てきているというのは何なんだろうかと考えたときに、先ほどの言い方を変えれ

ば、下で議論がされていないというか、今回言う、例えば局で経営的なことを考えるとい

うのであれば局でもいいです。でも、局は大きいなという気がするんですね。システム的

にどういうふうにするかはあれですけれども。 

 例えば、部ということであっても、福岡市の場合はどうかしたら中企業ぐらいの大きさ

になりますよね。そういうところでどれだけ日頃議論がされているんだろうかというのを

考えると、多分、今こういう意見が出てきているということは、議論がされていないんだ

ろうなと思ったんです。この皆さんの意見を読んでいて、私はそう感じました。日ごろ議

論がされているのであれば、今こういう意見は出てこないと思います。それに、もっと改

革は進んでいるだろうなと思うんですね。 

 ですから、絶対にもっと議論ができる雰囲気と、それから、それが上に通っていくパイ

プの詰まりを直していく。それは下から直すのではなくて、上からパイプの詰まりをほぐ

していくというか、通していかないと変わらないと思うんですね。それをまずやっていた

だきたい。本当に議論ができて、日ごろの仕事をしながら、議論をしながら改善をしてい

くという体質ができれば、改革が進んでいくと思うんですね。 

 もう一つは、先ほどからも出ていたトップの問題で、幸か不幸かわかりませんが、福岡

市の場合は４年ごとに３人の市長に変わったんですね。それで、なかなかトップからのメ

ッセージが伝わりにくいのかなと思いましたけれども、トップというのはもっと何遍も何

遍もたたみかけるようにメッセージを出していかないといけないと思うんですね。 

 今回、私はコンプライアンスということで思ったんですけれども、コンプライアンスと

いうのは法令遵守だけではなくて、ある意味、企業でいうＣＳＲみたいなもの、本当に広

い意味で社会的な責任というか、そういうものをしっかりと考えていくことで、もっとト
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ップが出すメッセージというのがあるのではないかなと思うんですね。それは何かという

と、福岡市の職員でよかったね、福岡市の職員になってよかったね、こんなにいい職場で、

やりがいのあることができる職場で仕事をできるのはよかったね、それだったら福岡市の

職員としてプライドを持って仕事をしましょうよということなのではないでしょうか。 

 そういうメッセージを出し続けている企業もあるんです。カルビーの松本会長でしたか、

あの方がやられていることをこの前たまたまテレビで見たんですけれども、「一番に大事

なのはそれこそ顧客です。２番目に大事なのは従業員とその家族です。３番目がコミュニ

ティーと地域です。４番目に株主です」というメッセージだけをずっと出し続けていらっ

しゃる。そうすると、ものすごく業績がよくなって、そして株主の満足度も高まっている

そうです。これは一つの企業の例ですけれども、トップとしてどういうメッセージを出し

ていくかということと、それをたたみかけるように、１万人以上いらっしゃる職員一人一

人に伝わるように出していくということが、今までの不祥事対策だとか、コンプライアン

ス遵守をほんとうのものにしていくのではないかなと思います。 

 私は、その２点は是非ともお願いしたいなと思います。 

【北川座長】  答弁はよろしいですか。 

【久留委員】  何か皆さん、ご意見があれば。 

【北川座長】  どうぞ。 

【世良委員】  コンプライアンスの話が出ましたのが、今の会議の文脈の流れとして、

トップガバナンスの話があって、そしてコンプライアンスの話に自然に流れてきたことで

も分かるように、実は両方は裏と表になっているんだろうなと思います。そして、そこで

通奏低音に流れているのは、組織風土ということなんだろうと思うんですね。それを久留

委員はおっしゃっておられたんだろうと思います。 

 コンプライアンスの切り口から申し上げますと、コンプライアンスはよく法令遵守と訳

されますけれども、これは間違った訳ではないかと言われています。そういう堅いもので

はなくて、社会からの要請というのが一番肝なんだと言われています。コンプライアンス

というのは、社会からの要請に応じながら組織の目的を実現していくことなんだと言われ

るんです。法令遵守と訳すと、どうしても内向き志向になったり、思考回路が停止状態に

なってしまうし、何より言い訳としての体制整備をつくっただけで終わってしまうんです

ね。そういったものではない、組織がどこを向いていくのかという組織の目的、目標とい

うのを定めて、それでそれを社会からの要請に応じて臨機応変にいつでもフレキシブルに
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考えていく、そういうものがコンプライアンスなんだろうと思うんです。法令遵守と誤訳

したときの法令というのは、社会的要請を知るための、むしろ最低限の手がかりにすぎな

いんですね。コンプライアンスというのは目的やゴールではなくて、手がかり、スタート

なんですね。 

 そういうふうにとらえて初めて組織風土をどう変えていこうか、組織風土をどうするか

ということになってきて、その上で、池内委員がおっしゃっておられましたように、組織

の目指すべき目的というのをトップが発信していくことが必要です。最終的なところはそ

こに行くんですね。それが組織風土を改革していく上で、とても大事なことなんだろうと

思います。そういうことができて初めてＰＤＣＡサイクルがうまく回っているのかという

細かい部分──あえて細かいと申し上げますけれども、細かい話にも目配りができるよう

になっていく。今はおそらくＰＤＣＡサイクルがコンプライアンスの局面でとまっている

と思うんですね。それはなぜなのか。トップガバナンスがちゃんと機能していないからで

はないのか。スライドに出ているこの図式、なぜこういうことを考えなければいけないの

かということですよね。なぜこの仕組みをつくるのか、福岡市がどういう目的を持って、

どういう組織として福岡市、福岡市の職員の方々が生きていくのか、働いていくのか。究

極には市民のためなんだというところの裏づけがあるんだろうと思いますけれども、それ

を市長が発信していかないといけないのかなと思います。 

 以上です。 

【北川座長】  どうですか。 

 局長とか二役とかでの庁議ってありますよね。私の経験から言うと、あれが報告会にな

っているんですよ。だから、庁議のあり方そのものから変えていかないといけない。失礼

だけれども、一番変わっていないのは正副トップと局長さん方ではないですか。そうだわ

ね。縦割りのヒエラルキーで育ってきている人が偉くなっちゃったからということだと思

います。そこの辺りを本気で話してもらいたいんです。 

 なぜかというと、今、管理部門のトップの両局長はお見えですけれども、各現場で実践

をやられている局長さんらは、財政局長、総務企画局長とは最近話が合わなくなってきて

いるんじゃないかということを心配するんですよ。ここで真剣に議論していることが本当

に伝わる庁議になっているかどうか。経験者として、あそこが変わらないと本当にだめで

すね。他の部局のことは絶対言わない、一言言ってしまうと、次にお礼返しがあるという

ことで、全く部局を守るだけ、自分の立場、自己保身ということになる。本当に市民のた
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めなら、そこで大議論が起こるはずなんです。福岡市はあるのかどうか知りませんが。 

 阿部局長、せっかくお座りですのですので。庁議で本当に大議論、机をたたいてひっく

り返す、灰皿が飛ぶぐらいの話があるんですか。 

【事務局（阿部）】  久々のご指名です。 

【北川座長】  お待たせしました。 

【事務局（阿部）】  まず、１点目の話に戻らせていただきますけれども、各局長とは、

今回この有識者会議でいろいろ提示させていただいた案を持って回って直接説明し、議論

もしております。いずれの局長も今の予算制度では行き詰まっているので、それを大きく

変えていく、重点事業まで含めて局の枠を広げて、より自律経営がやれるような仕組みを

するということについて前向きに評価してくれましたし、是非その方向でということでし

た。ただ、それについては、有識者会議でいろいろご指摘を受けているのと同じように、

各局長からもいろいろ注文いただいていますので、そういうのも踏まえて、今、制度設計

をしているところです。財政局だけで考えるのではなく、各局長と議論しながらやってお

ります。 

 ご指摘の庁議については、今、座長がおっしゃったような、お見込みのとおりという世

界です。確かに報告会のようになってしまっているので、あり方を変えていかないといけ

ないだろうと我々も思います。 

 今、総務企画局のほうで、既に庁議のあり方検討に入っておられまして、私自身もこの

ようにしたほうがいいのではないかという意見を申し上げています。平たく言えば、報告

事項はやめて、本当に実質的な議論ができるような庁議に変えていかなければならない、

せっかくの市長、副市長、全局長が集まる機会に単に各局から縦割り的に報告をするだけ

では意味がないということを、具体的な方法論も含めて提案しています。我々自身も問題

意識を持って変えていくために議論の場を設け、そこでいろいろな議論が行われ、それを

市役所全体に浸透させていきたいと思っています。 

 以上です。 

【北川座長】  今、阿部局長が言われたように、総務企画局で庁議のあり方検討会をや

っているでしょう。貞刈さん、これが役所仕事なんです。そんなもの、職員に意見を聞い

ておいて、今からどうやってしようなんて、そんなあり方検討会って……。阿部さん、そ

んなものあっという間にできる？ あなたはいいわ。貞刈さん、そんなものあっさり変え

るというか、自立分権型にするんですよ。今、ものすごい大改革をやっていて、貞刈さん
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でも阿部さんは、それを現場にわからせないといけないんでしょう。大議論を庁議でやら

なければこれはできないよ。貞刈局長、お待たせしました。 

【事務局（貞刈）】  庁議の時間は本当に限られていて……。 

【北川座長】  時間をとったらいいじゃないですか。何で限られてるの。そういうのが

固定観念でしょう。だめ。 

【事務局（貞刈）】  いやいや。 

【北川座長】  何が「いやいや」。 

【事務局（貞刈）】  ですから……。 

【北川座長】  何が「ですから」。違うんだよ。全然だめだ。時間が決められているなん

てとんでもない。どうぞ。 

【事務局（貞刈）】  ですから、庁議自体をどういう形でやったらいいのかというのもあ

りますけれども、例えば朝の時間とか、そういう時間に別途時間をとって、もう少しフラ

ンクにやりとりができるような時間をとったらどうかとか、今そういう話をしています。 

 庁議のほうも、今、阿部が言いましたけれども、単なる報告というのをみんなを集めて

やるのがいいのかなという問題意識もあります。しかし、みんなが一堂に月に１度集まっ

て、そこで重要事項について、市長、副市長の顔を見ながらみんなで聞くというのも別に

悪くはないかなと思ったりもしますけれども、そういうのはいけませんかね。 

【北川座長】  非常にいいことです。それは要るんですよ。そのときに、報告事項だけ

だから議論がないということを私は指摘していて、それが縦割りで、この際と何か文句言

ったら仕返しされる、それは自己保身だよということなんです。 

【事務局（貞刈）】  だから、その時間は別途ちゃんととりたいわけです。 

【北川座長】  別途じゃないですよ。庁議そのものが報告会なら、あんなのはイントラ

ネットで十分なんですよ。だけれども、職員から提案いただいたことを庁議にかけ、庁議

でみんなが意識を共有するというふうに変わってこないといけないでしょう。大変失礼だ

けれども、中央集権で決まり切ったことを伝えるなら昔の庁議ですよ。違うんですよ。自

立分権で福岡をどうするかという議論があったときに、局長さん同士の一番トップが大議

論して、それを市長がまとめるというふうに変わらないと、今回お願いした一口提案は完

結しませんよ。違いますか。何で大きな庁議の中で時間かけて徹底的に議論しないんです

か。部分的なことももちろんそうですけれども、これだけの無理を職員に言うということ

は、両トップも局長も相当覚悟を決めてもらわないといけないと思うんですよね。そうい
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うことを言いたいんだけれどもね。違いますか。話がかみ合いませんな。 

【事務局（貞刈）】  ですから、そういう議論をする場、時間というのはちゃんと取りま

すという話については別に違いはないと思っていますけれども。 

【北川座長】  心構えとか張り切り方に違いがあるような気がしますけれどもね。副市

長、どうぞ。 

【山崎副市長】  庁議は変えます。これは市長から指示を受けて、単なる報告会はもう

やらないという方向は決まっていますので。 

【北川座長】  何で今まで変わらなかったんですか。順序が逆なんです。職員に提案す

るということは、先にそういうことをやっておかないといかんということを覚悟して今回

はやらないと、本当に職員はものすごく迷惑しますよ。結果、市民が迷惑するということ

になると私は思うんですよ。だから、スピードが遅いとか、さっき委員が言われたような、

アンケートをとっておいて、これからやるんだとか、市長に上げますという、このトップ

の皆さんの意識を変えないとできないと私は思いますけれどもね。 

【山崎副市長】  おっしゃるとおりだと思います。だから、庁議はまず変えます。 

【北川座長】  おっしゃるとおりにやってくれよということよ。 

【山崎副市長】  庁議は変えるというふうに市長から指示を受けて、我々で今、作業を

やっておりますので。これが一つでございます。 

 それから、トップガバナンスの話というのは、私、市長をはじめとする二役、それから

総務企画局長、財政局長、そして各局長で議論をするということがまず一番の前提でござ

いますので、実はこの会議が始まる前も、個別の案件で、この図でいきますと１１ページ、

１２ページに相当する会議を実は既にやり始めております。 

 具体的に言いますと、昨年から私どもが懸案で抱えてございます屋台問題を一歩前進さ

せるために各局の立場を超えて議論をするという場も既にセットして、具体的に始めてお

ります。職員にそういうところを見せる、あるいは提示するというところまでは至ってお

りませんけれども、この１０年間動かなかった問題を動かすような方法論を我々としても

考えてやっていこうと今しております。 

 そういう土台がありますので、単なるペーパーとおっしゃいましたが、我々は大きな大

改革をこういう形でご提示できているということを一応ご説明させていただきたいと思い

ます。 

【北川座長】  副市長さん、やっていると言われるけれども、じゃあ、何でここで我々
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委員からこんな意見が出るとお考えですか。 

【山崎副市長】  それはまだ取り組みが不十分だからです。それは自覚をしております

ので、改革をしなければいけない、自ら変わらなければいけないというご提案をしている

ということです。 

【北川座長】  だから、スピードアップとか、もっと大きくとか、もっと運動体とか、

真剣に職員と議論するとか、あるいは市民にどうやって伝えるかという覚悟というのが、

今までの情報非公開で、中央集権で、与えられた仕事だけ、オペレーションだけやってい

ればいいというのと全然違うというので、今回この会ができたんじゃないですか。それに

対してどう応えるかということがないといけないと私は思うんですけれどもね。 

【山崎副市長】  ここに座っております職員は、オープン、フェア、フリーでこれから

やっていくんだという覚悟を決めたメンバーでございますので。 

【北川座長】  本当ですか。 

【山崎副市長】  徐々に変わってきていると思いますけれども。 

【北川座長】  徐々。 

【山崎副市長】  はい。回を経るにしたがって変わってきていると私も大変力強く思い

ます。ただ、今日ご指摘にありましたアンケート調査の使い方に関しては、確かにご指摘

のとおり大変に対応が遅い、これは間違いのないことです。これは反省しなければいけな

いと思います。我々の考え方をしっかり示していかなければいけないと思いますし、市長

も当然そうだと思いますので、これは市長に早速伝えなければいけないと思います。今日

は、この点がまだ足りてないということは我々は真摯に反省しなければいけないと思って

おりますので、ご指摘をいただいて大変にありがたいと思います。 

【北川座長】  ここに座っている、前列に座っている人は開明的になってきた。座って

いない方はどうですか。 

【山崎副市長】  一緒に変わっていただかなければいけないと思います。 

【北川座長】  いただかないといけないんではなくて、変わったかどうかを聞いている

んです。 

【山崎副市長】  変えていかなければいけないという段階でございますので……。 

【北川座長】  その方法をどうするかという議論はどうなってますか。庁議とかいろい

ろなやり方があると思いますが、具体的なプラクティスというか、自己体制まで組まない

と、今これだけ動いてきて、今こんな状態では、これだけの改革がうまくいかない場合も
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出てくるのではないかと心配しているんですが、ボリュームアップ、スピードアップはど

うですか。 

【山崎副市長】  それはしていくということで、両局長もよろしいですよね。 

【北川座長】  している？ 

【山崎副市長】  はい、していきます。 

【北川座長】  だったら、ここで声が挙がらないはずですが、なぜ挙がったんですか。 

【山崎副市長】  今そういう状況にないという自己認識は持っておりますので、それを

変えていきますということで、両局長はよろしいですよね。何か不承不承のようでありま

すけれども、そういう方向でやりたいと思います。 

【北川座長】  どうぞ。 

【世良委員】  福岡市の行財政改革に興味のある職員の方が二百何十人かフェイスブッ

ク上でいろいろ議論をされています。それで、この全職員アンケートについては非常に興

味を持って皆さん方は眺めておられまして、実際には事務局のほうで、どうやってこのア

ンケートを分析しようかという手法についても随分ご努力されていらっしゃいますし、キ

ーワードごとに検索をして、有効な意見を抽出するためにどんな方策があるだろうかとい

ったことを考えておられたりします。そうすると、担当部署以外の職員の方も是非手伝い

たいということで、トップではなくてボトムの各職員の皆さん方は、いつでも動ける態勢

をつくりたくてうずうずしておられるような空気を感じます。トップの皆様方がそれを有

効活用しようというお気持ちになれば、いつでも動けるのではないかなと思いますので、

そういった頭出しを情報提供させていただきます。 

【北川座長】  どうぞ、いろいろなそういう具体的なご意見なんかもおっしゃっていた

だければと思います。どうぞ。 

【実積委員】  今の世良委員のお話は情報共有の話だと思うんですけれども、前回から

少し私の頭の中で整理がつかないのは、自律経営体制をしていて、局間である程度自律的

に予算とか配分とかやり方を決めましょうというのと、それから、先ほどＩＣＴの話とか

で、横串を刺して全体で効率化を進めていくんだというところが、どうも整合性がとれな

いんです。 

 もう少し具体的に言うと、今の１１ページでは、幹部職員トップ会議において各局長が

話をして議論を合わせるということになっているんですけれども、自律経営体制が本当に

機能し出すと、各局は自分の中で予算を効率的に使用しますから、基本的に自分のところ
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で完結するような専門化が深まっていくわけですよね。専門化が深まった局長同士がお互

い話してもよく話が見えてこないというか、そこまで他人の仕事に専門的になりようがな

いので、報告会になっていくと私は思うんです。 

 専門化して、タコつぼになりがちな局において、どういうふうに実質的な意思決定がで

きるようにするか。そのためには、要は局をまたいだような情報公開がないと、幹部職員

トップ会議とか、あるいは先ほどのプロジェクトチームの会議というのは実質的に機能し

ないと思っているんです。ガバナンス等々を見る中で、局間の情報共有とか、あるいは今

のアンケートでも似たような問題があると思うんですけれども、結局、職員間の横方向の

情報共有のメカニズムというのをどういうふうに考えておられるのか、少しお伺いしたい

なと思ったんですけれども。 

【北川座長】  これは１点説明いただいたほうがいいと思うんですけれども。そうです

か、１２ページはそれを説明してるんですか。 

【山崎副市長】  そうです、この１２ページがそういう話で、実はこの１２ページの次

に実積先生がおっしゃった各局のガバナンスの体制というのは本来なければいけないんで

すけれども、そこまでまだ詰め切れていません。実は１２ページが横串を刺した、横断的

なテーマに関してはこのような形で、しかもこれは、局長あるいは区長はそれぞれのポジ

ションでの議論をするのではなくて、全庁的な体制、つまり横串を刺した形での議論をし

てもらいます。各局の利益代弁者といいますか、そういう形で出るのではなくて、全庁的

な立場から議論をしてもらうという形でこういう場をセットしたらどうかということで、

既に今、このプロトタイプを試行的に本年度から始めているところです。 

【実積委員】  要は、各局ごとで議論するということは、全く違う性質の施策、例えば、

高齢者対策の施策とか産業振興の施策というものを統一的に評価する基準や考え方──数

字的なものでなくていいんです、質的でも構いませんけれども、何らかの尺度を持って議

論をしなければいけないと思うんです。それは、以前申し上げたと思うんですけれども、

自律経営補佐組織の役割というのはものすごく重要だと思いますし、それぞれの局内、区

の中にあるそういった企画機能の能力というのはものすごく重要だと思います。 

 プラス、市民の感覚というものがここに入ってくるシステムになっていないわけですね。

ここに出てくるのは市長、副市長というマネジャーとしてのトップの方々、あるいは局長

という実施部隊のトップの方々が入ってこられるわけです。民間の企業であれば、ここは

おそらく取締役会ということになって、取締役会同士の執行役員同士の勝ち負けというか、
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誰のプロジェクトがいいかどうかというのは、どれだけ売り上げを上げているかというの

で決まるので、そこは非常に分かりやすいんですけれども、市の場合というのは売り上げ

とかが立たないものですから、ある程度定性的な議論、高齢者対策が大事だよという議論

にならなくてはいけない。その辺りの、どの施策がどう大事かというところの市民として

の感覚は、ここのシステムの中でどう反映されることになるんでしょうか。 

【山崎副市長】  それは施策ごとに大分違うと思うんですけれども、施策をどう組み立

てるかは、この１１ページにあるトップマネジメントの場所で市長以下が大枠を決めてい

く。それをどう回していくかというのは、１３ページ、１４ページにタイムスケジュール

ごとの形で一応提示しております。 

 市民の意見を施策にどう反映させるかということについては、もう一つの私どもの窓口

であります区役所という組織、そこの現場の声をどう反映させるかという方法論が一つあ

ると思います。ただ、このペーパーではまだ区役所の位置づけをはっきりと規定できてい

ないので、これはこれでもう一つの課題として我々は考えなければいけないということだ

と思います。 

 ラインとしては二つあって、各局それぞれが市民の声をつかんでくるというラインと、

各区役所のほうで実際窓口を対応しておられる方の意見、そういうのを上げていくという

形になると思います。 

【実積委員】  システム上非常に難しいし、要はこういったトップ会議の中身を理解す

るためには、市民のほうにもかなりの行政リテラシーが要求されると思うんですけれども、

是非この分野に関してもできるだけ公開するなり、市民の監視のもとで行われるというメ

カニズムを少し入れていただければと思います。 

【山崎副市長】  付言させていただきますと、こういうマネジメントの組織論というの

は、これまで地方公共団体ではほとんど行われていないというのが実態であろうと思いま

す。紙でとおっしゃいましたが、そういう意味で今回、１１ページ、１２ページは我々と

しては非常にチャレンジングな方法論をご提示しているつもりでございまして、いろいろ

ご意見いただいておりますことを受けて、これを修正していって、今まで我々が試行的に

行っております仕組みを合わせて、新しい仕組みをつくっていきたいというのが基本的な

考え方です。 

 残念ながら、このようなトップマネジメントの方法論というのは、これまで日本の地方

自治体ではあまり議論されないままに縦割りの行政を継続してきた。それを今回変えると
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いうことで、北川座長から当初に革命を起こすんだというご指摘がございましたが、我々

は組織を革命的に変えるというつもりで、この案を思い切って前回ご提示しているという

ことをご説明させていただきたいと思います。これがある意味、我々福岡市役所としての

覚悟だと思っていただければと思います。 

【北川座長】  これは総務企画局と財政局でお考えいただいたと思うんですが、私もこ

れを見て、大変なことだと私も評価したいと思うんです。これをやるのは大変ですね。 

 問題は、あなた方は頭の中で革命を起こしておられるのではないかいうことです。私は

説明の仕方が悪いと言っているんですよ。心から本当にやろうという、あふれるような活

力が正直感じられない。例えば、職員の方と今この段階でまだ意思の疎通が図れていない

としたら、トップマネジメント不足だと申し上げることができると思うんですね。書いて

あることはすごくて、これをやれたら日本トップだと私は自治体のトップ経験者として思

いますね。それをやるためにはさまざまな要素が要るのではないか、何かムーブメントと

いうか、動きが少し欠落しているのではないかと思って、一口提案なんかで職員の方に聞

かれたことに対するレスポンスなんかについて、しつこく申し上げているんです。 

 どうぞ皆さん。 

【石森委員】  今、座長の言葉の中に革命というのがありましたけれども、このような

革命を本当にやろうとするのならば、行政基本条例のようなものを検討してみたらどうか

というのが私の意見でございます。これはまたいろいろな検討課題、機運の盛り上がりな

ども必要だと思いますけれども、多分ご意見があられると思います。後でお願いしたいと

思います。 

 屋台の話が出ましたので。屋台に関しましてはいろいろな政策が関わってくるだろうと

思いますけれども、もう一つ、個人的に自転車の安全利用というのを経験したんですが、

自転車を安全に利用するにはどうしたらいいかということで、そこで議論がとまってしま

いました。自転車は環境の保全に対してどうかとか、その上のライフスタイルをどうする

のかとか、福岡市としてどう考えているのかという、いろいろな部局にまたがるような検

討を広げていきたいなと思っても、なかなか難しいところがございました。 

 これについては、１１ページ、１２ページを拝見する限り、現状のように政策というも

のを分けるのではなくて、共有するといいますか、太い幹が何になるのか、そしてそれに

どういう枝葉をつけるのか、多分ここで検討されていくのだろうと思います。そして、そ

れに実を実らせるというのは、おそらく職員の方々が第一線に立ってやられるんだろうと
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思いますけれども、この木の全体が見えないといけない、その木のどの役割を果たしてい

るのかということを職員の方々が見えなければいけない、理解できなければいけない。ま

た、一口提案などでどういう実を新たに実らせようとするのかということも加えられてい

く。単に政策を分けるというのではなくて、そこで政策の全体像を共有することに加えて、

それを豊かなものにしていくという場に是非していただきたいなというのが希望です。 

 話は変わりまして、実積委員が市民の声をと先ほどおっしゃられましたけれども、たし

か前回あるいは前々回かもわかりませんが、終了間際に実積委員から、トップガバナンス

の中に外部の目をというご意見があったと思います。これが取り入れられるのかどうか分

からないんですが、私も是非そうしてほしいと思います。 

 予算の編成に関わることでしたら、財政特有の専門的な能力を持った第三者が外部的に

予算の編成のあり方に対して意見を述べるということがあります。吉村委員が多分詳しい

と思いますが、大陸系のドイツやフランスではこれは当たり前のことになっていて、会計

検査院長などがここにやってきて、予算編成のあり方について専ら財政の目から意見を述

べるという、外部の意見というものを是非入れるようなトップガバナンスにしてもらいた

いなという意見です。 

 そう考えていたんですけれども、政策全体、今の政策を実りあるものにより充実させて

いくということになりますと、ここにもそのような役割を持った人が必要なのかなと思い

ました。これは今の思いつきですので、ご検討いただければいいんですけれども、例えば

北川座長がずっと顧問かどうかわかりませんが、このような立場の方々がこのトップマネ

ジメントに加わられて、権限というよりはコミッショナーみたいに、第三者的、あるいは

市民──市民はまた別かもしれませんけれども、正論を述べるような機関というものを設

けるのが有益なのではないかと思いました。 

 意見にすぎませんけれども。 

【北川座長】  今回でテーマ別の議論を終わって、一応これをもとにして、２８日に原

案を出していただくということですが、我々、これは言い出しっぺかね、言い切りで終わ

っちゃうのかねということなんですよね。３月の末、年度末には原案を示すということだ

けれども、それが本当に何か妥協しちゃってということになったらとんでもないことだよ

ねというぐらいの意識で皆さんご議論いただいたので、１月とか２月ぐらいには中間報告

の委員会というか、確認するぐらいのことはさせていただかないと、絵に描いた餅に終わ

ったのでは意味ないな、我々も責任を果たせないなということも思っておりますので、当
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局でもご検討いただけたらと思います。 

 そして、今度は全体の行財政改革プランとか総合計画とかいろいろなことが全部絡んで

きますから、これも議論のあるところですけれども、しっかりとした芯として、自治基本

条例というか、行政基本条例というか、そういったことが分権自立の時代はおそらく要る

んだろうと思うんですね。そういうことは是非当局でもお考えをいただいておいたほうが

いいと思うので、要望しておきたいと思います。 

 ６時半までに終わりたいと思いますので、ひとつよろしくお願いします。 

【世良委員】  すみません、１点だけ。市民の目、市民の参加ということで実積委員の

ご意見、石森委員の行政基本条例のお話があったんですけれども、これはオープンガバメ

ントというのが一つのキーワードになるのかなと思います。市民参加の前提として、市政

の意思決定を見える化しないといけないのかなと思っていまして、行政基本条例、自治基

本条例というのはもちろん、自治体憲法的なものが必要だと思います。それが一つ。 

 あと、条例という意味では、コンプライアンス条例と公文書管理条例がどちらも必ず必

要だと思います。何度も申し上げていますが、条例化をすることによって、社会的要請に

応えているんだという方向性を市民にはっきり示すことができることになりますので、コ

ンプライアンス条例は非常に重要です。そこに有力者からの要望を記録する義務というこ

とをプラスアルファすることによって、行政執行過程、政策形成過程を透明化できるとい

う効果があるものと期待します。 

 同じように公文書管理条例は、条例化することによって、役所の公文書というのは市民

の財産であるという基本の基本を市民の目の前にきちんと提示するという意味において絶

対に必要だろうと思います。証拠、文書、そういったものに基づいて施行するということ

がこれからもますます重要になってくるはずで、これは市役所内でもそうですし、市民の

間にもそうです。 

 そしてまた、議員への報告の記録も明示的に書くべきだと思っております。先ほどの有

力者からの要望記録義務をコンプライアンス条例に設けるといったのと同じように、行政

執行過程、政策形成過程の透明化ということで、オープンガバメント、市政の意思決定が

市民にとって見えるということが非常に重要です。 

 こういった条例を考えた場合に、福岡市役所の法制面での組織が十分であるのかという

点について分からない部分が私自身ございます。私は弁護士ですので、日弁連の情報、福

岡県弁護士会の情報などをいろいろ聞いておりますと、法曹有資格者の自治体への任期つ
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き雇用というのは非常に最近増えておりまして、他の自治体もどんどん導入しております。

こういった条例をメニューとしてつくったほうがいいと申し上げていますけれども、マン

パワーが足りずにできませんとか、専門家が足りないのでできませんということがあって

はならないと思いますので、現在も導入しておられますけれども、法曹有資格者を是非も

っとマンパワーとして投入して、来年度以降スムーズに制度が構築できるようにしていた

だきたいと思います。 

 以上です。 

【北川座長】  よろしゅうございますか。 

 それでは、本日の会議を終わらせていただきたいと思います。９月２８日が今回の一つ

の区切りの会になりますけれども、委員から出た意見等々をご参考いただきまして、立派

な素案をお作りいただくことを期待いたしております。 

 それでは、今回の会議はこれで終わらせていただきますので、事務局からご連絡がござ

いましたらお願いいたします。 

【事務局（臼井）】  次回の会議につきましては、９月２８日１３時から、会場はここで

はなくて、西日本新聞会館の国際ホールを予定してございます。 

 以上です。 

【北川座長】  それでは、委員の皆さん方あるいは執行部の皆さん方、長時間ありがと

うございました。次回は行財政改革プランの素案といいますか、骨子をご提示いただき、

それをもとに議論をいただくということでございますので、よろしくお願い申し上げます。 

 本日は終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


