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８月１７日 13:30～15:30  明石市役所 

明石市 

人口 29万人    面積 49㎢    財政力指数0.69(H16)   経常収支比率 94.8％ 

（北は神戸市西区の新興住宅地、南は瀬戸内海に面した住宅･産業都市、子午線のまちとして有名） 

財政規模（18年度予算） 一般会計907億円 特別会計822億円 企業会計202億円 

 

政策チーム“あかし” 

 

１．設置の目的 

・時代の流れや市民ニーズに対応した施策の積極的な推進を図るため、組織の縦割

り弊害を打破し、市役所内の政策立案・調整機能の充実を目指す。 

※ 平成16年度に設置、今年で3年目 

※ 柔軟な発想、ユニークな政策、アイディアが勝負 

 

２．テーマの設定 

・市長から指示された特命事項のうち政策部で選定した事項の調査研究・政策立案 

・全庁にまたがる重要課題について意見調整 

・トップマネージメント会議（市長、助役、収入役、理事、政策部長、総務部長、

財務部長）において実用化を意思決定 

 

３．組織 

①全体が、ワーキンググループ、次長会、幹事会、総合アドバイザーからなる 

②全体の統括者は政策室長、副統括者は財務部次長、政策室が事務局となり進行管

理をする 

③ワーキンググループのメンバーは各部長より推薦された職員と公募職員からなる

（適宜、20代若手男女、40歳以上など、テーマに応じて条件を設ける） 

④ワーキンググループにテーマごとの小グループを置き、テーマに沿って政策立案

する 

⑤次長会は、ワーキンググループの検討結果について、実現化に向けた意見調整を

する 

⑥幹事会のメンバーは、政策室長、政策室課長、総務課長、人事課長、財政課長か

らなり、次長会での実現可能性検討の確認をする 

⑦総合アドバイザーとして、神戸学院大学法学部 窪田好男助教授が、政策形成の

考え方やプロセスについて一貫した指導を行う 
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４．政策チームの位置づけと予算 

ワーキンググループのメンバーは、各々の担当業務の他に追加業務として政策チ

ームに参加する。予算は、窪田助教授の講師料19万円を加えて66万円ほど（18年

度予算）。政策チームで検討されたテーマは、実施不採用になったものも含めて、各

所管課が引き継ぐ。 

 

５．実績とスケジュール 
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平成16年度（政策室がテーマを指定、６班４４人のワーキンググループ） 

班名 テーマ 政策提案 評価 所管課 次年度予算措置（千円）

まちかどイベント事業（インターネット支
援）

まちかどイベント事業（イベントの実施） 1,440

しごせんストリートギャラリー 3,000
アート・フル商店街
出会いのモニュメント「あかし」
あかし芸術文化サイト
しごせんデジタルミュージアム
描こう！あかし絵巻物語 900
言の葉の道～携帯に綴る万葉の想い 220
コミュニティーガーデンづくり
みんなで公園リフォーム
公共施設の花壇の開放
マップで育むみどりの心
明石の財産を活かす「みどりバンク」
駅前花壇植え替えイベント 2,010
「花と緑」のデザインのコミュニティーバス

4

健やかで安
心して暮ら
せるまちづ
くり

健やかコミュニティーウォーキング ○ 保健体育課

5
商店街の
空き店舗対

新たな助成制度の創設 ◎ 商工労政課 5,000

6
市OB職員
の活用方

マイスター制度の創設 ○ 人事課

12,570

◎

◎

政策室

政策室

公園緑地課

1

2

3

芸術・文化
を楽しむま
ちづくり

花と緑のま
ちづくり

地域経済
に貢献する
賑わいのあ
るまちづくり

◎

 

 

平成17年度（８テーマから選択、４班１９人） 

班名 テーマ 政策提案 評価 所管課 次年度予算措置（千円）
おいしいあかし発信チーム
あかしふーどの考案
食の語り部派遣制度
メディアを使った情報の整備

2
市民みんな
の市役所

市庁舎の「賃貸オフィス化」 Ｂ 管財課

あかし”ものづくり”探訪 205
”ものづくり”みるさわーるど 300
子午線マイスター
あかし”ものづくり”DB
あかし”もの”ロゴ
あかしPRパンフレット

4

コミュニ
ティービジ
ネス～地域
を元気にす
るビジネス
です～

CBに対する活動支援、環境整備 Ｂ コミュニティー課

505

1

3

食を生かし
たまちづく
り

メイド・イン
「明石」～
未来につな
げ！あか
し”ものづく
り”発見！
～

Ａ

Ａ

農水産課

商工労政課

 

 

平成18年度（設定テーマと公募テーマ８つの中から選択、３班１８人） 
班名 テーマ 政策提案 評価 所管課 次年度予算措置（千円）
1 障害者雇用の受け皿づくり
2 明石のまちを世界に発信
3 明石への引越しのきっかけづくり  
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６．所感 

政策チーム“あかし”は、平成15年に37歳で就任した北口寛人市長が創設。縦

割りの弊害や政策立案能力の不足を役所の弱点ととらえ、職員の意識改革・能力ア

ップのための研修の意味合いが強い。 

テーマ設定については、１年目はすぐにできそうなこと、２年目は将来の市庁舎

のあり方など大きなテーマを取り混ぜ、３年目はビジネスモデルづくりを指向する

など、毎年観点を変えているが、総合計画など市の政策の柱との関連は明確ではな

い。市長が、政策室とすり合わせの上で、課題を出し、課題に対しどう政策実現す

るかを職員に実証的に論理立てて説明できるように要求している。市長自ら政策提

案の方向性について職員と意見交換する。職員のディベートやプレゼンテーション

の研修も行っている。 

全庁的に効果が出るまでには長期的な取り組みが必要と思われる。 
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８月１８日 10:00～12:00  小野市役所 

小野市 

人口 5万人    面積 94㎢    財政力指数 0.67(H16)  経常収支比率 87.9％ 

（加古川市より加古川沿いに少し北上、自然と温暖な気候に恵まれる、播州そろばんで知られる） 

財政規模（18年度予算） 一般会計190億円  特別会計111億円  企業会計92億円  

 市議会議長 松井精史氏 

 議会事務局 局長 井上元和氏 

 総合政策部 部長 小林清豪氏 

総合政策部 主幹 藤井 大氏  が応対。 

市議会議員２名（藤本氏、中山氏）が傍聴。 

 

行財政改革 

   

１．市長の問題意識 

   “公務員の世界は異常” 

・成果と報酬が連動していない･･･インセンティブ給を受給しないと昇格させない 

・画一的横並びの仲良しクラブ･･･他社よりも付加価値の高い商品・サービス、全国

一律的な施策展開はしない 

・顧客満足度志向の欠如･･･言い訳は許さない、市の施設はコンビニを目指す 

・前例踏襲型の政策遂行･･･ゼロベースの発想でチャレンジ 

 

２．行政経営戦略の４つの柱と具体的施策の成果 

●顧客満足度志向･･･市役所は市内最大のサービス拠点、職員満足から市民満足へ 

 ・情報は市民の財産：多様な公聴のしくみ 

 ・サービスの原点はコンビニエンスストア：24時間、年中無休を目指す 

 ・シンプル、スピーディ、フレキシブルな組織改革 

 ・少子化対策と育児支援：小学３年生まで医療費無料、市民病院小児科院内学級 

 ・ｅ都市ランキング３年連続全国５０位以内 

 ・「うるおい交流館エクラ」を拠点としたＮＰＯと協働のまちづくり 

 ・市民の「体感自治」の回復を目指して 

●成果主義･･･何をやっているかではなく、何をもたらしたか 

 ・厳しい財政事情の中で健全性を維持：一人当たり基金残高は県下３番目、借金

はベスト７位 

 ・図書館は貸し出し冊数７年連続日本一：連日開館、サービスマニュアル化 

 ・西日本の物流拠点「小野工業団地・小野流通等業務団地」は完売 

 ・「安心安全パトロール」は犯罪発生件数対前年３５％減の成果 

 ・小野市民病院の黒字転換と病院機能評価認定 

 ・数値目標に基づく都市基盤整備：下水道普及率98.1％ 

 ・微増ながら増え続ける人口 

 ・「私の好きな兵庫のまちなみ100選」で小野市から１度に３ヵ所選定 

 ・人口規模別行政改革度総合ランキング全国１位 

●オンリーワン･･･「ここにしかない小野らしさ」を追求 
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 ・西日本最大の桜の名所づくり「桜づつみ回廊事業」とオーナー制 

 ・全国規模の上田三四二記念「小野市短歌フォーラム」 

 ・年間利用者100万人 道のオアシス「ひまわりの丘公園」 

 ・公設では県下初 本格的な林間グランドゴルフコース「こだまの森」 

 ・全国初「酒米（山田錦）パン」製造販売と学校給食への導入 

 ・14万人の集客 大きく変貌した市民主体の「小野まつり」 

 ・人生の再出発と新たな出会い ６５歳の第２の成人式「エイジ・ルネサンス」 

 ・「白雲谷温泉ゆぴか」年間５０万人が利用 

 ・市の玄関口きらら通りのアダプトプログラムと光のプロムナード 

 ・農業振興とＯＮＯブランドの戦略拠点「サンパティオおの」と「小野物産館オ

ールト」 

 ・健康づくり、仲間づくり、地域の再発見を目指した「ハートフルウォーキング」  

●先手管理･･･言われる前にやる 

 ・ゼロベースからの見直し「市民案全部」の創設：安全安心業務を一元化 

 ・行政版貸借対照表「公会計」 

 ・民間の経営理念と手法を導入「水道お客様センター」：下水と上水の組織を一本

化、民間委託、24時間電話受付、年間5000万円コスト削減 

 ・県下都市中最小の職員数で業務を遂行 

 ・基礎学力の向上を目指した小中一貫教育「おの検定」（計算、漢字、体力） 

 ・地域住民の活動拠点コミセン整備と地域づくり協議会への支援 

 ・男女共同参画社会の推進：審議会への女性の登用率県下３位 

 

３．自治体のイノベーション（新たな創造と変革を目指したシステムづくり） 

●機能・役割ありきの組織づくり（組織のための事業はありえない） 

H11 9部1室39課86係を、7部29課67係へ 

H15 グループ制へ   H16 市民案全部の設置 

●職員の削減が至上課題 

ここ数年、正規採用０（退職６４）、中途退職増大、３年間の嘱託採用１８ 

アウトソーシングによる民間人材の活用（水道お客様センター） 

ＮＰＯ等を指定管理者とする民間活用と協働 

人口100人当たりの職員数は０．６３５人で県下最小 

●効果的で多様な人事制度 

複線型人事管理制度 ライン職（部長～係長）スタッフ職（参事・主幹・主査） 

３年間の期限付嘱託員制度 

知識買取型と時間買取型 

実力成果主義 学歴や年功序列での登用は廃止 

●入札制度の改革 

予定価格の事前公表廃止など１５の改善で平均落札率は９０％から７０％へ 

４年間で市税に匹敵する６０億円の不要額を捻出 

●広報公聴の多様な展開システムづくり 

市長への手紙 ７年間で5000件 ２週間以内に回答 

他に、市長へのメール、意見箱、市政懇談会、団体別懇談会、小学っ子議会、
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女性議会、まちの特派員、まちづくりモニター等 

全てデータベースで管理（苦情も含め情報は市の財産） 

ねらいは市民意見の反映と職員の問題解決能力と意識改革 

●方針管理制度の構築 

市長方針を頂点に、部長～係長へとブレイクダウンし具体的な方針へ。ＰＤＣ

Ａにより結果とプロセスを評価し、改善を進めながら、組織全体として方針の達

成を目指す(コンサルや学者に頼らぬ)独自のシステム 

職員の意識改革とマネジメント思考回路の定着 

成果と処遇の連動：成果に対するインセンティブ給、人事評価・昇格への連動 

 

４．所感 

さすが新聞や雑誌で大きく取り上げられ、視察が殺到している自治体だけあって、

市長のリーダーシップのもと自ら苦労して生み出した施策が体系的に進められてい

る。民間企業の購買担当の経験を持つ蓬莱務市長は、行政改革を断行し、就任以来

７年間で117億円を節約した。うち約90億円が入札改革による不要額。不要額は新

規公共工事に回せるため、公共工事はむしろ増えており、下水道普及率もほぼ100％

を達成した。 

市長とともに改革を進めてきた現総合政策部長が一枚のリーフレットをもとに改

革の骨子を熱く語るうちに説明の１時間半と質問の３０分があっという間に過ぎ、

個々の施策まで詳しく聞く余裕がなかったのが残念だ。上下水道改革、入札改革、

独自開発した方針管理制度、うるおい交流館を使った住民自治施策、貸し出し冊数

全国一の図書館など、個々のテーマで２時間ほど話ができると、自信に満ちていた。 

小野市議会議員２名が本視察に同席した。他市町村からの視察をできる限り傍聴

しているのだそうだ。行政が大きく変わる中で、議会自身も負けていられないと議

会改革を模索中とのことだった。 


