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講師：関西学院大学専門職大学院 経営戦略研究科 教授 石原俊彦 

公認会計士、英国勅許公共財務会計士の資格を持ち、 

国や地方自治体の財政、公会計、行政評価などの委員を数多く手がける。 

全国都市改善改革実践事例発表会審査委員長でもある。 

 

受講者は、主に、地方自治体の財政担当者、市区議会議員など、総じて若い人が多かった。 

講義はテキストに忠実に沿ってはいなかったが、配布されたテキストは簡潔にまとめられており、

添付資料には他市の事例などが含まれており非常に参考になる。テキストの目次は下記の通り。 

 

１：予算編成の基本と原則 

  (1) 法令上の規定 

  (2) 施策体系と予算の関わり 

  (3) 査定方式と枠配分方式 

 

２：やる気にさせる予算とやる気を失わせる予算 

  (1) スタバの１００円でもう一杯ビジネスの妙 

  (2) 行動的予算管理論 

  (3) 不公平感が無駄・冗費を助長する 

  (4) シーリングは対処療法に過ぎない 

  (5) まずは職員が納得できる予算制度を構築する 

 

３：行政経営と予算編成 

  (1) 政策や施策を実現するツール （行政経営資源） である 

  (2) 予算とセットで考えるべき行政経営資源 

  (3) 予算編成と組織編成の重要な関連性 －政策と組織の一致－ 

  (4) 波及効果をもつ非投資的経費を充実させる 

  (5) 歳計剰余金を分析する － 「歳入－歳出＝剰余金」 をどう分析する？－ 

 

４：費用対効果の予算編成 

  (1) 行政評価の意義 

  (2) 施策評価と施策事務事業評価の有用性 

  (3) 施策別枠配分予算を目指す －枠とは政策枠をいう－ 

  (4) 内部評価が重要 －外部評価で予算改革は困難－ 

 

５：予算編成と組織活性化 

  (1) 全国都市改善改革実践事例発表会 

  (2) 予算と人をつける －福岡市山崎元市長の改革－ 

  (3) 出張旅費を増額する －民間企業の売上高販売費比率－ 

  (4) 研修のあり方を考える －講師はＶＩＰ職員－ 

  (5) 庁内勉強会 －研修予算充実の意義－ 

 

６：公会計改革を活用した予算編成 

  (1) 貸借対照表から何が見える －問題なのは借金ではない－ 

  (2) 行政コスト計算書を修正する 

  (3) キャッシュ・フロー計算書から見えるもの －自治体は投資の続かない装置産業－ 

  (4) 応用：政策別セグメント情報 －余剰資産はどこにある－ 

 



７：中長期目線での予算編成 

  (1) 地方自治法第２条第１５項 「適正規模の自治体経営」 

  (2) ファシリティ・マネジメントだけでは不十分 

  (3) たとえば、下関市役所の余剰資産 

  (4) 公の施設のあり方 

  (5) 受益者負担のあり方 

 

８：ＰＤＣＡのＣに監査を利用する予算編成 

  (1) 自治体監査委員監査の現状 

  (2) 財務省は内部監査を通じて予算編成の効果を分析する 

  (3) 監査委員の定期監査報告書を活用し連携する 

  (4) 内部監査のアウトソーシングを予算化する 

  (5) 広域連携等の予算の効率化と不正への対応 －新しい財政課題１－ 

 

９：公契約と予算編成の連動 

  (1) 入札等の監視の現状 

  (2) 最低入札価額をなぜ公表しないのか 

  (3) 公契約におけるワーキング・プアの問題 －新しい財政課題２－ 

 

10：執行管理とマネジメント 

  －予算編成の意図を正しく反映させる－ 

 

11：むすび 

  －予算編成のイノベーションを通じて自治体改革を実現する－ 
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以下に、講義で印象に残ったことをレポートする。 

 

 

●貸借対照表から見えるもの 

貸借対照表の見方は・・・И型（↓／↓）ではなくて右から左（←）のように読む。調達源泉と

運用形態（借金と財源が資産に変わる様子）を見る。 

 

民間企業の「資産の部」の最初に出てくるものは、通常「現金」だが、電力会社は例外的に「発

送電設備」が最初に出てくる。企業にとって一番大切なものが、貸借対照表の資産の部の最初に

来る。 

自治体の「資産の部」の最初に出てくるものは、道路・公共施設などの公共資産。社会資本の蓄

積を重要視する自治体は、一種の装置産業だ。 

 

公会計では、「純資産」＝「資産」－「負債」（確定金銭債務） 

のように差額概念として捉えてはいけない。 

純資産は、市町村税と国・県からの補助金、そして「その他一般財源等」からなる。 

 

将来へのツケとプレゼントは、貸借対照表の「その他一般財源等」を見ればわかる。 

これがマイナスなら、将来世代へのツケ（借金返済の遅れ）を示す。 

プラスなら、現役世代から将来へのプレゼント（インフラを含む）を意味する。 



ツケとは借金ではなく、対応するインフラ資産がない赤字地方債というべき。問題なのは借金の

残額ではない。 

活用されていない資産を削減し、適正規模の自治体経営を目指すアセットマネジメントが必要に

なる。 

 

将来負担比率・・・将来負担のメインは、道路、橋、学校などのインフラ資産 

 

ファシリティマネジメント（公共施設のみ）ではなくアセットマネジメント（道路などのインフ

ラ資産すべてを含む）、さらにファイナンシャルマネジメント（財源（負債＋純資産）の議論）が

大事。 

はやりの「公共施設白書」ではなく、まず有形固定資産台帳をつくって活用する。 

また、国・県の管理物件（国道・県道など）の市町村負担金（国直轄事業負担金、県事業負担金）

もインフラ資産の維持に要するコストとして忘れてはならない。 

 

 

●人口が減ると何が起こるか 

（国調）人口が減れば、税収が減る。もっと言えば、交付税が減ることを織り込んでおかないと

いけない。臨時財政対策債の財源は赤字国債。臨時財政対策債も交付税措置されないと考えたほ

うが良い。 

 

 

●事務事業評価の基礎概念 

プロセス展開してみる。 

「成果＝アウトカム」ではない。「成果＝アウトカム／一般財源」のようにコストパフォーマンス

の考え方が必要。 

 

財源→インプット→プロセス→アウトプット→アウトカムの流れがあるが、 

はたして、「成果＝満足度」だろうか 

 

プロセス展開をすると、事業の成果を個別評価基準の掛け合わせで表すことができる。 

経済性＝「インプット／一般財源」（できれば補助事業でやったほうが、経済性は向上） 

効率性＝「プロセス／インプット」（人件費と生産性も絡んでくる） 

達成度＝「アウトプット／プロセス」 

有効性＝「事業のアウトカム／アウトプット」（満足度などを含む） 

必要性＝「施策のアウトカム／事業のアウトカム」（たしかに満足度は高いが、施策目的にか

なっているか？ たとえば誕生祝金は満足度の高い事業だが、少子化対策になっているか？ 

だから、施策のアウトカムが最後に来る。） 

※ただし、それぞれの変数が独立でないことに注意 

 

コンサルタントによる行政評価の傾向 



・会計士系・・・コストにこだわる 

・政策コンサル系・・・アウトカムにこだわる 

 

外部評価員として望ましい人 

・専門がわからなくてもよいが、全分野について一生懸命に議論しようとする志のある人 

・相互主観（全国一律でないその地域の感覚）が大事 → ※構想日本の事業仕分けはこの点が

問題 

 

・外部評価（時々、外部からの刺激を与えてやることが大事） 

・内部評価（各部署で内発的に自己評価できるようにする） 

 

 

●補完性の原理 

・市民の参画を得るための情報公開  

・ハードの PPP・・・公の施設の共有 

・ソフトの PPP・・・ノウハウの共有、地方自治体業務改善運動、イノベーションの議論へ 

公共サービス＝行政サービス＋非行政サービス 

 

名古屋市の「公共関与に関する点検指針」を参考に 

そもそも評価とは主観的なもの。 

大事なのは、報告書を読んだ人が納得しないまでも理解できること。 

 

 

●監査は何のためにやる？ 財務監査と行政監査の違いは何か？ 

行政監査（有効性をみる）と財務監査（合規制をみる）がある。 

監査の中身は、予実分析が 6 割、前年度対比が 4 割と言われているが、予算と実績（決算）の比

較をしていったい何になるのか？ 大事なのは過年度対比。 

 

予算調整（予算査定）するときに、前年、前々年の監査報告を利用しているか。 

監査委員は、外部監査を期待されている。そうすると内部監査が手薄になる。 

（企業の外部監査は利益の５％程度の正確性を見る。しかし、自治体の場合、同一の小額の不正

や不適切処理が組織全体で、同様に同時多発的になされている可能性が高い。） 

少額の不正には内部監査が重要。 

（北上市、瀬戸内市では総務課に内部監査機能を置いている。） 

監査の要諦は、書類の検査ではない。現場で一時情報を取ることにある。 

 

 

●査定方式 → ワク配分方式（各部署で最適化を図る） 

全員参加型予算編成をするには、予算の枠配をして、あとは現場に任せる。 

（「年末からグアムに行きます。忙しかったら年末の大掃除をしておきましょうか。お手伝いでき



ることはありますか。」そんな財政になってほしい。） 

 

 

●住民の受益と負担を正確に出してみる。 

・ゼロ歳児保育のコストは約 700 万円／児童 

・3 歳児保育のコストは約 150 万円／児童 

民間でも障がい児保育をやれているのに、なぜ民間に任せられないのか？ 

 

クイズ・・・行政コストはいくらかかっているか？ 

＜尼崎市の事例＞ 

・住民票１通の発行コスト 1,243 円 

・会計審査業務（１件） 415 円 

・市報１頁の発行費用（発行部数分） 800,770 円 

・償却資産税 1000 円徴収にかかるコスト 13 円 

・搬入ゴミの処理コスト（１ｔあたり） 51,487 円 

・生活保護 1 世帯あたりのコスト（月額） 247,339 円 

・市民検診受験者１人当たりのコスト 7,152 円 

・食品衛生対策監視１件当たりのコスト 5,013 円 

（全国の市町村議会議員の正答率は約３問／問８だそうです。） 

 

千代田区の財政白書・・・コストで受益を説明する 

・小学生・中学生の 1 人当たりコスト 

・ゼロ歳児保育にかかるコスト 

・学校給食１食分のコスト 

効率性はコストだけではない・・・受益者負担の議論が必要 

（受益者負担＝公共料金＝コスト×受益者負担割合） 

 

 

●受益者負担の見直し 

アセットマネジメントで、公共施設＋インフラの整理をしたら、次は、受益者負担の独自見直し

をする。 

サービスのコスト計算の実績値とサービスコストの理論値を比較して、乖離の大きいものについ

て議会に諮るべき。 

 

 

●自治体のイノベーション 

名古屋市の公共施設の例・・・名古屋は、都市公園が多い。久屋大通も公園。 

河村市長が「久屋大通でビールが飲みたい」といったのがきっかけで、4 社がコンペに参加。公

園でビールを売る契約をサッポロビールが獲得した。都市公園で金を生む仕掛、イノベーション

だ。 



キーマンとなる財政課長、財政部長がどれだけ業務改善を理解しているかがカギだ。来年の業務

改善全国大会は九州？で開催する。 

 

地方自治法第 2 条 

14 最少の経費で最大の効果 

15 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る 

16 法令順守 

 

 

●職員定数削減してもサービスの質を落とさない方法 

①生産性を上げる 

②コミュニティとの協働 

③Local Government Shared Services（ケンブリッジ県とノーサンプトン県の例） 

 

現行でも、地方自治法に基づく広域連合、一部事務組合、協議会、機関等の共同設置、官から官

への業務委託などが可能だが、定住自立圏でシェアードサービスを活用すれば、事務の共同処理

によって、「県→市町村」の垂直補完ではなく、市町村同士の水平補完ができる。 

※この場合、責任と統治のあり方が問題になると思う。 
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＜添付資料のリスト＞ 

 

下関市の貸借対照表（下関市、平成 23 年 3 月） 

※「純資産の部」の中の「その他一般財源等」とは何を意味するか？ これがマイナスだと将来

への本当のツケ。 

http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1171965875723/html/common/other/51270

54e026.pdf 

 

 

事務事業評価票 

事務事業評価票は、施策政策サイドからつくったもの。必要最小限のデータで事業改善に活かす

ためのもの。事業についてのオープンなデータベースにもなる。 

名古屋市の事務事業評価票 必要性、有効性、達成度、効率性、総合評価（4 段階評価・・・中

間点をなくした） 

http://www.city.nagoya.jp/somu/cmsfiles/contents/0000002/2116/KVPh5owuKsmO.pdf 

（平成 16 年度版事務事業評価票） 

http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/50-5-2-2-0-0-0-0-0-0.html（平成 16 年度実施結果） 

 

 

http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1171965875723/html/common/other/5127054e026.pdf
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1171965875723/html/common/other/5127054e026.pdf
http://www.city.nagoya.jp/somu/cmsfiles/contents/0000002/2116/KVPh5owuKsmO.pdf
http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/50-5-2-2-0-0-0-0-0-0.html


活動指標・成果指標例一覧（尼崎市） 

※プロセス展開の発想 

 

 

「公の施設のあり方に関する報告書」（名古屋市 平成 19 年 3 月） 

※公共性と必需性、利用度と互換性 

http://www.city.nagoya.jp/somu/page/0000045993.html 

 

 

「公的関与のあり方に関する点検指針」（名古屋市 平成 15 年 3 月） 

http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/50-28-2-0-0-0-0-0-0-0.html 

 

 

「公の施設に係る受益者負担のあり方に関する報告書」（名古屋市 平成 16 年 11 月） 

※施設の性質別に公の関与と受益者負担を整理 

http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/68-7-3-4-0-0-0-0-0-0.html 

 

 

千代田区財政白書（千代田区 平成 13 年 8 月） 

※モデル世帯における負担と受益を明示 

※財政難の原因がよくわかるが、現在この資料は net 上にない。 

https://sites.google.com/site/siminzaiseihakusho/Home/shichouson/tokyo 

 

 

三重県マトリックス予算表（三重県 平成 10 年度） 

（政策と組織と予算に関する行政の健康診断表・・・予算と政策の不一致が見て取れる） 

タテに政策を並べ、ヨコに組織を並べ、交点のマスに予算配分を入れたもの 

これを見て何が言えるか・・・政策目的が明確か、重複はないか、組織の分掌は明確か 

http://www.kwansei.ac.jp/i_industrial/attached/0000027670.pdf#search='%E4%B8%89%E9

%87%8D%E7%9C%8C%E3%83%9E%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E

3%82%B9%E4%BA%88%E7%AE%97%E8%A1%A8' 

http://www.pref.mie.lg.jp/GYOUKAKU/HP/kaikaku/gyoukaku/sanko/san07.htm 

 

 

豊橋市の政策推進における部等の役割を定める条例（豊橋市 平成 16 年 3 月） 

※これまでは条例で部名を規定するのみ（規則で各係の事務分掌を「○○に関すること」と規定）

だったが、条例で各部の役割を明記した。 

※文書法規担当者は、明るく元気でイケイケがいい。後ろ向きなヤツには現状を変えられない。 

http://www.city.toyohashi.aichi.jp/seisakukikaku/houshin_index.html 

http://www.kwansei-ac.jp/iba/results/pdf/BandA_review_2008_p19-37.pdf#search='%E8%B

http://www.city.nagoya.jp/somu/page/0000045993.html
http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/50-28-2-0-0-0-0-0-0-0.html
http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/68-7-3-4-0-0-0-0-0-0.html
https://sites.google.com/site/siminzaiseihakusho/Home/shichouson/tokyo
http://www.kwansei.ac.jp/i_industrial/attached/0000027670.pdf#search='%E4%B8%89%E9%87%8D%E7%9C%8C%E3%83%9E%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E4%BA%88%E7%AE%97%E8%A1%A8
http://www.kwansei.ac.jp/i_industrial/attached/0000027670.pdf#search='%E4%B8%89%E9%87%8D%E7%9C%8C%E3%83%9E%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E4%BA%88%E7%AE%97%E8%A1%A8
http://www.kwansei.ac.jp/i_industrial/attached/0000027670.pdf#search='%E4%B8%89%E9%87%8D%E7%9C%8C%E3%83%9E%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E4%BA%88%E7%AE%97%E8%A1%A8
http://www.pref.mie.lg.jp/GYOUKAKU/HP/kaikaku/gyoukaku/sanko/san07.htm
http://www.city.toyohashi.aichi.jp/seisakukikaku/houshin_index.html
http://www.kwansei-ac.jp/iba/results/pdf/BandA_review_2008_p19-37.pdf#search='%E8%B1%8A%E6%A9%8B%E5%B8%82%E3%81%AE%E6%94%BF%E7%AD%96%E6%8E%A8%E9%80%B2%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E9%83%A8%E7%AD%89%E3%81%AE%E5%BD%B9%E5%89%B2%E3%82%92%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%82%8B%E6%9D%A1%E4%BE%8B


1%8A%E6%A9%8B%E5%B8%82%E3%81%AE%E6%94%BF%E7%AD%96%E6%8E%A8%E9

%80%B2%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E9%83%A8%E7%AD%89%E

3%81%AE%E5%BD%B9%E5%89%B2%E3%82%92%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%82%8B%

E6%9D%A1%E4%BE%8B' 

 

 

「特例市・中核市の統合と自治体職員」（ガバナンス 2013 年 2 月 p25） 

※近隣自治体間の水平補完について 

 

 

「『職員ネットワーク』が自治体を変える！」（ガバナンス 2013 年 7 月 p13） 

※他団体の施策をコピペして、イノベーションにつなげる。 

 

 

「監査制度改革と地方公会計改革」（地方議会人 2011 年 8 月） 

※住民にわかる情報公開でなければ意味がない。 

※地方債は本当にツケか？ ツケとプレゼントの関係 

※国際公会計基準よりも総務省方式改訂モデルを。 

http://www.komei.or.jp/km/otsu-sato-hiroshi/files/2013/01/130118_%E7%9B%A3%E6%9F%

BB%E5%88%B6%E5%BA%A6%E6%94%B9%E9%9D%A9%E3%81%A8%E5%9C%B0%E6%9

6%B9%E5%85%AC%E4%BC%9A%E8%A8%88%E6%94%B9%E9%9D%A9_%E7%9F%B3%E5

%8E%9F%E4%BF%8A%E5%BD%A6.pdf#search='%E7%9B%A3%E6%9F%BB%E5%88%B6%

E5%BA%A6%E6%94%B9%E9%9D%A9%E3%81%A8%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%85%A

C%E4%BC%9A%E8%A8%88%E6%94%B9%E9%9D%A9' 

 

 

「監査制度の見直しの方向性について」（総務省 平成 22 年 7 月） 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000075562.pdf#search='%E7%9B%A3%E6%9F%BB

%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AE%E8%A6%8B%E7%9B%B4%E3%81%97%E3%81%

AE%E6%96%B9%E5%90%91%E6%80%A7%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%

A6' 

※方向性（たたき台）として、地方監査共同組織による内部監査役監査と外部監査人監査 

 

 

英国公共部門における統一内部監査基準の設定（月刊監査研究 2013 年 5 月） 

（ 類 似 資 料 と し て ）

http://www.kwansei.ac.jp/i_industrial/attached/0000036156.pdf#search='%E8%8B%B1%E5%

9B%BD%E5%85%AC%E5%85%B1%E9%83%A8%E9%96%80%E3%81%AB%E3%81%8A%E3

%81%91%E3%82%8B%E3%81%A8%E7%B5%B1%E4%B8%80%E7%9A%84%E5%86%85%E9

%83%A8%E7%9B%A3%E6%9F%BB%E5%9F%BA%E6%BA%96' 

http://www.kwansei-ac.jp/iba/results/pdf/BandA_review_2008_p19-37.pdf#search='%E8%B1%8A%E6%A9%8B%E5%B8%82%E3%81%AE%E6%94%BF%E7%AD%96%E6%8E%A8%E9%80%B2%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E9%83%A8%E7%AD%89%E3%81%AE%E5%BD%B9%E5%89%B2%E3%82%92%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%82%8B%E6%9D%A1%E4%BE%8B
http://www.kwansei-ac.jp/iba/results/pdf/BandA_review_2008_p19-37.pdf#search='%E8%B1%8A%E6%A9%8B%E5%B8%82%E3%81%AE%E6%94%BF%E7%AD%96%E6%8E%A8%E9%80%B2%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E9%83%A8%E7%AD%89%E3%81%AE%E5%BD%B9%E5%89%B2%E3%82%92%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%82%8B%E6%9D%A1%E4%BE%8B
http://www.kwansei-ac.jp/iba/results/pdf/BandA_review_2008_p19-37.pdf#search='%E8%B1%8A%E6%A9%8B%E5%B8%82%E3%81%AE%E6%94%BF%E7%AD%96%E6%8E%A8%E9%80%B2%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E9%83%A8%E7%AD%89%E3%81%AE%E5%BD%B9%E5%89%B2%E3%82%92%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%82%8B%E6%9D%A1%E4%BE%8B
http://www.kwansei-ac.jp/iba/results/pdf/BandA_review_2008_p19-37.pdf#search='%E8%B1%8A%E6%A9%8B%E5%B8%82%E3%81%AE%E6%94%BF%E7%AD%96%E6%8E%A8%E9%80%B2%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E9%83%A8%E7%AD%89%E3%81%AE%E5%BD%B9%E5%89%B2%E3%82%92%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%82%8B%E6%9D%A1%E4%BE%8B
http://www.komei.or.jp/km/otsu-sato-hiroshi/files/2013/01/130118_%E7%9B%A3%E6%9F%BB%E5%88%B6%E5%BA%A6%E6%94%B9%E9%9D%A9%E3%81%A8%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%85%AC%E4%BC%9A%E8%A8%88%E6%94%B9%E9%9D%A9_%E7%9F%B3%E5%8E%9F%E4%BF%8A%E5%BD%A6.pdf#search='%E7%9B%A3%E6%9F%BB%E5%88%B6%E5%BA%A6%E6%94%B9%E9%9D%A9%E3%81%A8%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%85%AC%E4%BC%9A%E8%A8%88%E6%94%B9%E9%9D%A9
http://www.komei.or.jp/km/otsu-sato-hiroshi/files/2013/01/130118_%E7%9B%A3%E6%9F%BB%E5%88%B6%E5%BA%A6%E6%94%B9%E9%9D%A9%E3%81%A8%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%85%AC%E4%BC%9A%E8%A8%88%E6%94%B9%E9%9D%A9_%E7%9F%B3%E5%8E%9F%E4%BF%8A%E5%BD%A6.pdf#search='%E7%9B%A3%E6%9F%BB%E5%88%B6%E5%BA%A6%E6%94%B9%E9%9D%A9%E3%81%A8%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%85%AC%E4%BC%9A%E8%A8%88%E6%94%B9%E9%9D%A9
http://www.komei.or.jp/km/otsu-sato-hiroshi/files/2013/01/130118_%E7%9B%A3%E6%9F%BB%E5%88%B6%E5%BA%A6%E6%94%B9%E9%9D%A9%E3%81%A8%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%85%AC%E4%BC%9A%E8%A8%88%E6%94%B9%E9%9D%A9_%E7%9F%B3%E5%8E%9F%E4%BF%8A%E5%BD%A6.pdf#search='%E7%9B%A3%E6%9F%BB%E5%88%B6%E5%BA%A6%E6%94%B9%E9%9D%A9%E3%81%A8%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%85%AC%E4%BC%9A%E8%A8%88%E6%94%B9%E9%9D%A9
http://www.komei.or.jp/km/otsu-sato-hiroshi/files/2013/01/130118_%E7%9B%A3%E6%9F%BB%E5%88%B6%E5%BA%A6%E6%94%B9%E9%9D%A9%E3%81%A8%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%85%AC%E4%BC%9A%E8%A8%88%E6%94%B9%E9%9D%A9_%E7%9F%B3%E5%8E%9F%E4%BF%8A%E5%BD%A6.pdf#search='%E7%9B%A3%E6%9F%BB%E5%88%B6%E5%BA%A6%E6%94%B9%E9%9D%A9%E3%81%A8%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%85%AC%E4%BC%9A%E8%A8%88%E6%94%B9%E9%9D%A9
http://www.komei.or.jp/km/otsu-sato-hiroshi/files/2013/01/130118_%E7%9B%A3%E6%9F%BB%E5%88%B6%E5%BA%A6%E6%94%B9%E9%9D%A9%E3%81%A8%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%85%AC%E4%BC%9A%E8%A8%88%E6%94%B9%E9%9D%A9_%E7%9F%B3%E5%8E%9F%E4%BF%8A%E5%BD%A6.pdf#search='%E7%9B%A3%E6%9F%BB%E5%88%B6%E5%BA%A6%E6%94%B9%E9%9D%A9%E3%81%A8%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%85%AC%E4%BC%9A%E8%A8%88%E6%94%B9%E9%9D%A9
http://www.komei.or.jp/km/otsu-sato-hiroshi/files/2013/01/130118_%E7%9B%A3%E6%9F%BB%E5%88%B6%E5%BA%A6%E6%94%B9%E9%9D%A9%E3%81%A8%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%85%AC%E4%BC%9A%E8%A8%88%E6%94%B9%E9%9D%A9_%E7%9F%B3%E5%8E%9F%E4%BF%8A%E5%BD%A6.pdf#search='%E7%9B%A3%E6%9F%BB%E5%88%B6%E5%BA%A6%E6%94%B9%E9%9D%A9%E3%81%A8%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%85%AC%E4%BC%9A%E8%A8%88%E6%94%B9%E9%9D%A9
http://www.soumu.go.jp/main_content/000075562.pdf#search='%E7%9B%A3%E6%9F%BB%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AE%E8%A6%8B%E7%9B%B4%E3%81%97%E3%81%AE%E6%96%B9%E5%90%91%E6%80%A7%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6
http://www.soumu.go.jp/main_content/000075562.pdf#search='%E7%9B%A3%E6%9F%BB%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AE%E8%A6%8B%E7%9B%B4%E3%81%97%E3%81%AE%E6%96%B9%E5%90%91%E6%80%A7%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6
http://www.soumu.go.jp/main_content/000075562.pdf#search='%E7%9B%A3%E6%9F%BB%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AE%E8%A6%8B%E7%9B%B4%E3%81%97%E3%81%AE%E6%96%B9%E5%90%91%E6%80%A7%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6
http://www.soumu.go.jp/main_content/000075562.pdf#search='%E7%9B%A3%E6%9F%BB%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AE%E8%A6%8B%E7%9B%B4%E3%81%97%E3%81%AE%E6%96%B9%E5%90%91%E6%80%A7%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6
http://www.kwansei.ac.jp/i_industrial/attached/0000036156.pdf#search='%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E5%85%AC%E5%85%B1%E9%83%A8%E9%96%80%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%A8%E7%B5%B1%E4%B8%80%E7%9A%84%E5%86%85%E9%83%A8%E7%9B%A3%E6%9F%BB%E5%9F%BA%E6%BA%96
http://www.kwansei.ac.jp/i_industrial/attached/0000036156.pdf#search='%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E5%85%AC%E5%85%B1%E9%83%A8%E9%96%80%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%A8%E7%B5%B1%E4%B8%80%E7%9A%84%E5%86%85%E9%83%A8%E7%9B%A3%E6%9F%BB%E5%9F%BA%E6%BA%96
http://www.kwansei.ac.jp/i_industrial/attached/0000036156.pdf#search='%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E5%85%AC%E5%85%B1%E9%83%A8%E9%96%80%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%A8%E7%B5%B1%E4%B8%80%E7%9A%84%E5%86%85%E9%83%A8%E7%9B%A3%E6%9F%BB%E5%9F%BA%E6%BA%96
http://www.kwansei.ac.jp/i_industrial/attached/0000036156.pdf#search='%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E5%85%AC%E5%85%B1%E9%83%A8%E9%96%80%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%A8%E7%B5%B1%E4%B8%80%E7%9A%84%E5%86%85%E9%83%A8%E7%9B%A3%E6%9F%BB%E5%9F%BA%E6%BA%96


 

 

「内部統制による地方公共団体の組織マネジメント改革」（総務省 21 年 3 月） 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000019097.pdf#search='%E5%86%85%E9%83%A8%

E7%B5%B1%E5%88%B6%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%9C%B0%E6%96%B9

%E5%85%AC%E5%85%B1%E5%9B%A3%E4%BD%93%E3%81%AE%E7%B5%84%E7%B9%

94%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E6%94%

B9%E9%9D%A9' 

 

 

「汚職事件に係る提言書」（加古川市 平成 25 年 2 月） 

http://www.city.kakogawa.lg.jp/resources/content/54182/20130304-134532.PDF 

 

 

･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

＜業務改善について＞ 

 

全国都市改善改革実践事例発表会 in 大分 

http://www.city.oita.oita.jp/www/contents/1326245500404/index.html 

 

全国都市改善改革実践事例発表会 in さいたま 

http://www.city.saitama.jp/www/contents/1364541032953/index.html 

 

来年は福岡（平成 26 年 3 月 28 日（金）） 

http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/38527/1/01-juyo0419.pdf#search='%E6%A5%

AD%E5%8B%99%E6%94%B9%E5%96%84+%E5%85%A8%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E4%B

C%9A+%E7%A6%8F%E5%B2%A1' 

 

公務員は、元々金のために働いているわけではない。 

上をほめる仕組みよりも、下に気付いてもらう仕組みづくりが大切。 

悪態をつくやる気のないオッサン・オバサンに目をつけるのが業務改善。 

 

業務改善を進めて、現場のやりがい、自己実現を楽しく進めていくのは財政（CEO）の仕事！ 

 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000019097.pdf#search='%E5%86%85%E9%83%A8%E7%B5%B1%E5%88%B6%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%85%AC%E5%85%B1%E5%9B%A3%E4%BD%93%E3%81%AE%E7%B5%84%E7%B9%94%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E6%94%B9%E9%9D%A9
http://www.soumu.go.jp/main_content/000019097.pdf#search='%E5%86%85%E9%83%A8%E7%B5%B1%E5%88%B6%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%85%AC%E5%85%B1%E5%9B%A3%E4%BD%93%E3%81%AE%E7%B5%84%E7%B9%94%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E6%94%B9%E9%9D%A9
http://www.soumu.go.jp/main_content/000019097.pdf#search='%E5%86%85%E9%83%A8%E7%B5%B1%E5%88%B6%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%85%AC%E5%85%B1%E5%9B%A3%E4%BD%93%E3%81%AE%E7%B5%84%E7%B9%94%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E6%94%B9%E9%9D%A9
http://www.soumu.go.jp/main_content/000019097.pdf#search='%E5%86%85%E9%83%A8%E7%B5%B1%E5%88%B6%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%85%AC%E5%85%B1%E5%9B%A3%E4%BD%93%E3%81%AE%E7%B5%84%E7%B9%94%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E6%94%B9%E9%9D%A9
http://www.soumu.go.jp/main_content/000019097.pdf#search='%E5%86%85%E9%83%A8%E7%B5%B1%E5%88%B6%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%85%AC%E5%85%B1%E5%9B%A3%E4%BD%93%E3%81%AE%E7%B5%84%E7%B9%94%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E6%94%B9%E9%9D%A9
http://www.city.kakogawa.lg.jp/resources/content/54182/20130304-134532.PDF
http://www.city.oita.oita.jp/www/contents/1326245500404/index.html
http://www.city.saitama.jp/www/contents/1364541032953/index.html
http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/38527/1/01-juyo0419.pdf#search='%E6%A5%AD%E5%8B%99%E6%94%B9%E5%96%84+%E5%85%A8%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E4%BC%9A+%E7%A6%8F%E5%B2%A1
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