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 平成２９年度定例監査結果報告書 

 

 地方自治法第１９９条第４項の規定により定例監査を実施した結果は、 

次のとおりである。 

 

１．監査の概要 

（１）監査の実施期間 

平成２９年１１月１３日～平成２９年１２月７日 

 

（２）監査の対象 

市長公室、総務部、財務部、市民部、福祉部、健康部、 

事業部、生涯学習部、上下水道部、会計課、各関係施設、 

農業委員会 

 

 

（３）監査の方針 

平成２９年度中（監査の期日まで）に執行された業務が、法令、条例、

規則等により適正かつ効果的に実施されたか。 

     

２．監査の結果 

財務に関する事務の執行及び事業に係る管理の状況は、法令、条例、

規則等を遵守し適正に処理されており、特に指摘すべき事項は認められ

ません。 

 

３．監査委員の意見 

 地方自治法第１９９条第１０項の規定により、監査の結果について、

特に次の部局における意見を申し述べます。  
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（１）市長公室 

 

人事については、組織の発展は人によると言っても過言ではなく、長期

にわたる自治体間競争・都市間競争の激化により、市区町村格差、都市間

格差が歴然としている。この現実の中で本市が、自治体間競争の中で勝ち

組となり生き残るためには、優秀な人材を発掘し、育成し、登用すること

が不可欠と考える。その実現の方法として、まず、職員の新規採用時には

多彩な人材を採用するため、面接官に民間の経営者の登用を検討されたい。 

何よりも肝心なのは、職員一人ひとりの持てる力の総合力を市の発展に

いかにつなげていくかということであり、人事課だけでは全職員の適性、

能力等を踏まえた適材適所の人事配置は困難と考える。それを補う方法の

一つとして、人事への自己申告制度、職員政策提案制度の具体策実施を提

言する。 

人事評価制度については、職員の理解と納得を得なければ機能しないと

考える。それゆえ、制度の目的等につき徹底した説明責任を果たし、公平・

公正の原則のもと、頑張れば昇任等で報われ、頑張らなければ降任等もあ

りうるという、成果に基づいた明確な処遇を検討されたい。また、これか

らの職員は、職務はもちろん、地域においてもコーディネーターとして地

域活動に参画することが求められる。したがって、人事評価は、これらの

活動も評価する総合評価とすべきと考える。 

組織の発展は主に、組織論から言えば課の活動が中心となり実現される

ものである。それゆえ、市政の発展と活性化を図るためにおいても、課長

登用昇任試験の実施を提言する。 

職員数については、適正な定員管理に基づいて運営されているが、非常

勤（臨時）職員での対応が、特に窓口業務で余儀なくされているのが現状

である。その結果、必然的に非常勤職員の人数が増えるものと考えられる

が、少数精鋭の徹底と公務員としての最重要事項の一つである守秘義務に

ついて、非常勤（臨時）職員においても周知徹底されたい。 

広報誌については、優れたデザイン力を持った市民の参画による紙面の
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レベルアップを図るとともに、自主財源のより一層の確保に向け、地元企

業をはじめとする広範なセールス活動を行うことにより、広告掲載料の収

入増に努められたい。 

自主防災組織については、５９団体中３８の自治会で設立されているが、

大規模災害が発生した場合には、市民主導の救済の中心的役割を担われる

組織である。組織率向上には今以上の利点が不可欠であるため、インセン

ティブを再考され、１００％の組織率達成を目標として、今後も努力され

たい。同時に、市民主導の防災活動で活躍される防災ボランティアの登録

も低迷している。防災ボランティアの主旨を周知徹底され、広報誌をはじ

めとする多様な媒体で積極的なＰＲを図られたい。 

防災コミュニティセンターについては、現在、防災事業以外にも健康施

設や自習室としても活用されているが、センターのあり方が中途半端であ

り、また、購入した費用対効果から考えればあまりにも効果が低く、十分

な利活用が行われていない。早急にセンターの今後のあり方につき市民参

画により結論を出し、市民にとって有効な施設運営を行うことが肝心と考

える。 

 

（２）総務部 

 

入札・契約制度については、ここ数年来、最低制限価格・予定価格の事

前公表、中間前払金制度の導入等、改正が行われてきている。しかしなが

ら、近年の落札状況を見ていると、最低制限価格に横並びした結果の落札

と指名競争入札が多く、公平・公正の観点からすれば競争原理が働いてい

るのか疑義が生じかねない。ゆえに今後とも、入札の公平性の透明化の確

立に努力されたい。 

情報公開については、阪南市自治基本条例において、情報共有の原則が

明記されている。市の持つ情報は、個人情報以外すべて市民のものと考え

る。そのため、市民から市政に関わる情報公開請求があれば、積極的に早

急な情報公開に対応されたい。 
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地域まちづくり推進については、市民自治のまちづくりとして、自治会

単位の地域まちづくり協議会が設立されている。しかしながら、今後の市

民主導のまちづくりのあり方を考えたとき、市民の総合力の更なる増強を

確実にするためには、地域まちづくり協議会の小学校区ごとの再編は必要

不可欠である。同時に、地域まちづくり協議会の更なる発展と活性化には、

活動資金の交付と地区担当員の派遣も必須であると考える。 

市民協働については、市民協働事業提案制度が実施されているが、提案

件数が少なく先細りである。市民協働の拡充には、提案型事業委託制度の

導入が適切と考える。この制度は、市の事務事業を市民参画で棚卸しを行

い、その中の市民団体（ＮＰＯや市民公益活動団体）へ委託できる事業は

公募により委託するものであり、新しい公共の担い手となる市民団体の育

成にもつながる制度でもあるゆえ、導入を検討されたい。 

行政評価については、ＰＤＣＡサイクルに基づき実施されているが、何

より肝心なのはＡ（アクション）の改善の実行である。この実行には当事

者能力のある市民の参画を図るのがよく、一般公募より無差別抽出制度に

よる文書による公募を試行されることを提言する。 

行政経営計画については、明確な数値目標はなく、改革が曖昧であり、

経営という観点からは効果が期待できないと考える。財政が危機的な状況

であり財政非常事態宣言を打たざるを得ない現状において、早急に財政再

建実施計画を策定し、市の方針を財政健全化から財政再建に変更されるこ

とを提言する。 

旧家電量販店建物については、売却するとのことである。当地は商業拠

点とするにふさわしい場所であり、本来であれば親会社である倉敷紡績を

含めた地権者と協議し、ＰＦＩ等を導入した建物の有効な利活用を検討す

べきであったと考える。しかしながら、これまでそのような検討は見られ

ず、また、市民に対しても旧家電量販店の跡の利活用につき、詳しい報告

もなされなかった。今回の突然の売却予定への市民の理解と納得を得るに

当たっては、真摯にこれまでの経過を説明することが先決と考える。売却

に当たってのまちづくり指針がまだないようであるので、売却を順調に進
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めるため早急に策定されたい。 

 

（３）財務部 

 

財政状況については、行政経営計画の項でも述べたように危機的状況で

あり、平成３０年度の予算編成は困難を極めている。現在、貯金である財

政調整基金は約１億３千万円と底をつき、平成３２年度には約１２億円、

平成３３年度には約１９億円の赤字が見込まれている。いつ第二の夕張に

なってもおかしくない現状であり、今回の財政再建は全市一丸となって取

り組まなければ成功し得ない。しかるに職員には、あまり危機感が見られ

ない。職員はもちろん市民に対しても、財政状況を包み隠さず詳細に報告

して理解を得、早急に数値目標を明記した財政再建実施計画を策定し、財

政再建と行政改革に取り組まれたい。 

新しい財源確保については、具体的な対応は見られないが、財政が危機

的状況にあるとしても、将来の本市の発展を考えれば、新規事業に投下す

る新たな財源確保は不可欠である。その手法としては、企業の資金と技術

により社会資本を整備するＰＦＩや、不特定多数から小口資金や寄附を調

達するクラウドファンディングの制度がある。すぐさま内容を研究し、対

処されたい。 

市税の徴収については鋭意努力され、徴収率の向上を実現されている。

しかしながら、少子高齢化の進展による人口減少の中で、必然的に将来、

税収減が現実となるおそれが強い。それゆえ、より一層の徴収活動に励ま

れるとともに、コンビニ収納を積極的に活用し、納税者の利便性を高め、

利用促進につき広報誌等で継続した周知徹底を図られたい。 

市税の滞納分については、平成２８年度は１７１件の差押えを行い、そ

のうち１２０件の換価を行われているが、公平・公正の市税納付の観点か

ら、今後とも滞納整理に励まれたい。 

 

（４）市民部 
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市民課の窓口業務については、守秘義務を周知徹底するとともに、より

一層のサービス意識を持ち、顧客サービスに努められたい。また、休日窓

口開庁については、積極的にＰＲして利便性を高め、その結果として需要

が増えてきたなら、開庁日の増加や時間延長につき検討されたい。  

同時に、パスポートの発行等により窓口のスペースが狭くなり、歩行者

との関係もあり混雑をきたしている時も見受けられる。市民課全体のレイ

アウトを検討する必要があるのではないかと考える。  

産業廃棄物については、最終処分場の建設が市内山中渓地区の近くであ

る和歌山県滝畑で計画されている。分水嶺の関係で水質汚濁等が生じれば、

本市が一番悪影響を受ける危惧がある。にもかかわらず、一部で反対運動

が起こっているものの、市民の危機感が極めて低い。原因は、産業廃棄物

問題に係る情報提供の少なさにあると考えられる。産業廃棄物問題を市全

体の問題として対処するため、徹底した情報の公開を行うことを提言する。 

空き地の適正管理については、雑草が繁茂している土地の所有者に対し、

指導書等を送付されているところであるが、今後ともこまめな対応をお願

いしたい。  

空き家対策については、国の特別措置法も制定され、特定空き家への対

応も具体的な行動ができるようになった。国全体の空き家が８２０万戸を

超え、本市でも空き家が３，５００戸に達している現在、シェアーハウス、

グループホーム等への空き家の利活用をはじめとする空き家対策の推進が

求められている。幸い、空き家バンクも開設されたことであり、関係各課

との連携を密にして、積極的な空き家対策を推進されたい。  

まちの活力創造については、期待が寄せられている。現在は情報社会、

ネット社会であり、いかに効率的・効果的に市の情報発信ができるかが、

市の発展の死活を制するほどである。市の情報を発信して全国に認知され

るためには、常に全国から注目される先進事例の発信が必要不可欠である。

それゆえ、商工会との連携を深め、異業種交流等で先進事例の構築にまい

進されたい。  
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ふるさと応援寄附、つまりふるさと納税は、市区町村にとっては新たな

財源確保の手段であり、その寄附額においても明確な格差が生じている。

平成２８年度においては、第１位の宮崎県都城市では７３億円の寄附額を

集めている。この額を市民に還元するとなれば、かなりの新しい施策が実

現可能となるだろう。本市も努力の甲斐があり、現在寄附額は１，７００

万円であるが、まだまだ増額の余地があるゆえ、販売チャネルの開拓とし

てインターネットだけでなく、百貨店やスーパーマーケットとの連携を密

にするとともに、商工会との協働により、新たな返礼品の開拓に努められ

たい。 

資源対策については、資源ごみの換金も進み効果が上がっている。しか

し、市民においては、資源ごみの分別に協力しても回収結果がどうなって

いるのか疑問を持たれている方が多い。それは、詳しい情報公開をしてい

ないゆえのことと考えられる。今後、資源ごみの回収による入金状況につ

いては、適宜情報を公開されることを提言する。また、最近注目され出し

た一人暮らしの高齢者等へのごみ出し支援事業については、全国に先駆け

実施しているが、今後、利用者の増加が確実視されるので、タイムリーな

対応をお願いする。  

          

（５）福祉部 

 

各団体に対する業務委託や補助金については、事業費の内容の精査を行

うとともに、費用対効果を常に見極められたい。また、福祉は経営であり、

関係団体に対しては、自立を目途とした政策提示をされたい。 

子育て拠点整備の今後のあり方については、早急に結論を出す必要があ

ると考える。この１年間、多方面から多様な意見を聞いてきており、もは

や結論を出す時期であり、早く結論を出さなければ財政再建が緒につかな

くなるおそれがある。早急な解決を提言する。 

保育所の待機児童については、子どもが入所できなければ生活に支障が

出る切実な家庭もあるので、困っている人を救済する意味においても、待
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機児童０を根本にスピーディ（迅速）な対応をお願いする。 

小地域ネットワーク活動等推進事業については、社会福祉協議会の尽力

と活躍により大きな成果を上げている。特に、地域福祉の中心となってい

る校区福祉委員会は今後、新しい公共の中心的担い手となられ、地域ビジ

ネスを開拓して雇用創出され、自立した団体となられるため支援が不可欠

と考える。 

生活保護扶助事業は、全国的に対象世帯と人数が増加しているが、本市

においてはケースワーカーの努力により、保護率は全国平均より低い。生

活保護の目的は対象者の自立であり、就労支援事業を活用して就労支援専

門員の協力を得て、被保護者の方の就労による自立に努められたい。 

また、少子高齢社会の進展による超高齢社会の出現により、今後、高齢

の保護対象者の増加が顕著となる。それゆえ、生活保護の開始・廃止につ

いては、きめ細かい対応を求める。 

生活困窮者自立支援事業については、少子化による人手不足と景気回復

により求人倍率が１を超え、正社員採用が増えたと言っても、まだまだ予

断を許さない。就労に係る一番の武器はキャリア（資格）であるゆえ、特

に自立につながるキャリアアップの支援に集中されたい。 

 

（６）健康部 

 

介護事業については、当然のことであるが超高齢社会の中で要支援１、

２並びに要介護１から５の対象者が年々増加している。この現実の中にお

いて、重要施策の一つは介護予防であり、新たに開設された地域包括支援

センターにおいて、その施策の拡充を図られたい。同時に、介護予防施策

の充実には市民参画が不可欠であり、有償の介護予防ボランティアの制度

確立を急がれたい。また、要支援１、２の生活支援サービスにおいても、

ＮＰＯや市民公益活動団体の参画が可能となった現在、それらの団体がサ

ービス提供のできる場作りが急務と考える。高齢者の皆さんの願望の第１

は、要支援、要介護となっても、長年住み慣れた地域で安心して生活がで
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きることである。国が、医療政策を病院完結型から地域完結型へ変更した

現在、高齢者の願いをかなえるためには、いつでも必要な在宅医療と生活

支援サービスを提供できる、地域包括ケアシステムの早急な構築を提言す

る。 

認知症においては、介護問題の歩みと同じくやっと家庭の問題から社会

の問題として認識されるようになってきた。それに伴い、地域で認知症の

方を見守るキャラバンメイトの資格取得者の方も多くおられるようになっ

た今、これらの方々を認知症サポーターとしての有償ボランティア登録制

度の導入を検討されたい。 

老人クラブ活動推進事業については、現在市内に老人クラブが６７あり、

４，０６８人が加入されておられる。これらの方々は貴重な経験、知恵、

知識、技術等を持っておられ、まちづくりの当事者として大きな力（マン

パワー）を発揮されている。老人クラブを新しい公共の担い手として組織

し、事務事業の受託者として自立し、地域事業の主体者として雇用創出等

を市民協働、公民協働で構築できるよう、体制整備に努められたい。 

はんなん健幸マイレージ事業については、ポイント制度の導入で記念品

をもらえることにより、参加者のやる気を醸成しているが頭打ちの感があ

る。参加者を増やし、市民の健康増進を高めるためには、一定のポイント

が貯まれば市内限定の商品券と交換できる制度を導入することを提言する。 

老人福祉センターについては、老朽化が進んでおり、今後のあり方を検

討するとのことであるが、その中においてＰＦＩ等の手法により、民間の

資金と技術を活用し、民間企業との協働で高齢者ビジネスも可能となり、

利用者の利便性が高まる都市型センターの新築等を検討されたい。 

国民健康保険については、国の方針により平成３０年度から大阪府と府

内市町村による広域運営が予定されているが、保険料については統一され、

負担が平等になるように努められるとともに、経過については市民へのタ

イムリーな情報提供を要請する。 

自殺予防対策事業のゲートキーパーについては、養成講座修了者の受け

皿作りができていない。有償ボランティアとして、本市の自殺対策事業の



 

 －10－ 

サポーター制度の導入を提言する。 

各種検診事業については、積極的に啓発活動に取り組まれているが、受

診率が残念ながら低率である。ＰＲのあり方については、民間の情報発信

の手法等を研究し、効果的でタイムリーで説得力のある啓発活動を継続さ

れたい。 

 

（７）事業部 

 

公共施設活用については、本市では現在、公共施設が１５５カ所ある。

財政が危機的状況にある今、貴重な資産を持っていると言える。現今、全

国の市区町村において、公共施設をいかに縮小集中して有効利活用するか

が、最重要課題であり本市も例外ではない。それゆえ、ファシリティマネ

ジメントの手法により、全体最適化によって公共施設を統合、売却し、新

しい財源確保に早急に取り組まれることを提言する。また、旧法務局の跡

地や旧尾崎公民館跡も放置したままである。宅地として売却できる可能性

が高いゆえ、すぐにでも手続きを開始すべきと考える。 

農業政策については、市内で休耕田が増加している。将来に必ず起こる

食糧危機を考えれば、安閑としていられない。若い世代の農業への参入を

促進するとともに、農産物のブランド化に取り組み、販売チャンネルの拡

充に努められたい。また、農業の伝承、人材育成、人材活性化を図る観点

から、新規就農者については、専業農家等の農業のプロの方が指導者とし

て一定期間支援する手法を検討されたい。 

コミュニティバスについては現今、市民にとってなくてはならない交通

手段となっている。しかしながら、４台６コースの運用では超高齢社会に

おける交通空白地区を埋め、利便性を高めるには不十分である。そのため

か最近利用者が減少してきており、収益率も約２５％と低くなっている。

コミュニティバスの重要性は、更なる高齢化と運転免許証返上のドライバ

ーが増加する中で高まること必至である。そこで、コミュニティバスの今

後のあり方を台数、コース、運賃等を基本として検討されたい。新たな予
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算措置、資金導入が必要であれば、クラウドファンディング（不特定多数

からの小口資金の調達や寄附）の方法を活用するのもよい。 

アダプトプログラムについては、市民団体と行政が養子縁組をして、市

内の美化や公園の維持管理等を行っていただく制度である。現在、２８団

体の方に活動いただいている。今後も団塊の世代をはじめとして、多彩な

経験、知恵、知識、技術を持たれた方々が地域に帰ってこられる。これら

の方々の新たな生きがいづくりの一つとして、アダプトプログラムに参画

していただくことを考えるべきではないか。そのためには、今後とも継続

して時機を踏まえたＰＲ活動の実施を提言する。 

 

 （８）上下水道部 

 

水道ビジョンについては、配水池の耐震化や老朽管の更新に取り組まれ

ているが、配水池の耐震化率が約５０％、水道管の老朽化率が４３％、耐

震化率が１３％となっている。現状で大災害が起これば、市民にとって一

番肝心であるライフラインの水の確保ができなくなるおそれが強い。財政

が厳しく大変な状況ではあるが、災害時のライフラインを守ることは何よ

りも大切であるゆえ、最優先として更なる計画的な施設更新に迅速に取り

組まれたい。 

工事の入札については、最近の落札結果を見ていると、市政全般が同様

であるが、上下水道部においても最低制限価格で落札していることが多く、

その上、応札者が最低制限価格で横並び入札していることがよく目につく。

さらに、入札方法は指名競争入札が多いようであるが、入札の公平・公正

の観点からすれば、一般競争入札の拡充の検討を提言する。 

水道料金・下水道使用料については、上下水道は事業であるため、料金、

使用料は当然のことながら１００％納付していただくのが原則である。し

かし、諸般の事情により滞納される方もいる。なかでも、悪質な滞納者に

対しては毅然とした対応をされ、必要であれば閉栓するとともに、財産の

差押え並びに換価の対処をされたい。 
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（９）生涯学習部 

 

幼稚園の統合については、早急に朝日幼稚園とはあとり幼稚園との統合

を図り、尾崎幼稚園と尾崎保育所を認定こども園として統合すれば、おの

ずから子育て拠点整備の結論が見えてくる。この点を踏まえ、教育委員会

としての決定を急がれたい。  

教育環境の改善については、平成３０年夏から全小中学校でエアコンが

稼働する。これまでは夏になれば地球温暖化等による熱中症の心配も含め、

教育環境は劣悪と言える状況であった。エアコンの稼働により、教育環境

の改善が進み、小中学生にとっては勉学に専念できるようになる。もう一

つの教育環境の改善として、トイレの洋式化を進めているが、水洗トイレ

が一般家庭に普及した現在、これは喫緊の課題であるため推進を急がれた

い。また、情報社会の中において、ＩＴ教育が行われている。パーソナル

コンピュータの普及により、インターネットを通じて世界の情報がリアル

タイム（瞬時）に手に入るようになった。家庭の環境の違いにより、情報

機器への慣れや習熟度に個人差が見られるが、情報格差が教育格差につな

がらないよう留意されたい。 

学校支援については、学校経営を地域との協働で進めているが、地域の

参画を更に拡充されたい。地域では多彩で貴重な経験、知恵、知識、技術

を持たれた方が多くおられる。これらの方々を社会人講師として公募によ

り登用し、有償ボランティアとして、クラブ活動の顧問や国際理解教育等

に活躍していただくことを提言する。 

いじめ問題については、全国に目を向ければ、未だに悲惨な事件が起き

ている。原因は、学校現場並びに教育委員会の責任感の少なさと対応のま

ずさである。本市においては、いじめに対しての対応のネットワークは整

備されているが、それでも安心とは言えないと考える。いじめは必ず起こ

るものであり、その兆候があった場合には、学校の全職員が情報共有して

対応し、教育委員会がサポートして万全の体制で対処されたい。 

学校給食については、小学校において定着し、日々美味しさを追求され
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ている。給食は食育であり、食は文化である。今後とも、子どもたちに地

場の農業や作物への関心と誇り、地域への愛着を育むため、地元で取れた

食材を極力使う地産地消を推進されたい。 

図書館については、近年、貸出者数、貸出冊数が減少傾向である。スマ

ートフォンの普及等により、本を読まない世代の増加が要因と考えられる。

この現状の中で図書館の改善が求められている。民間のノウハウを取り入

れた、人が集まるイベント等の定期開催はもちろんであるが、自由に本が

読める読書席の拡充、授乳コーナーの設置、一時保育サービスの開始、館

内でのコーヒー等の飲料の自由化、図書館経営の市民参画・公民協働の推

進を行い、華やかでにぎわいのある図書館作りを提言する。 

文化センターについては、レストラン跡は応募のないままである。現在、

図書館関係で使用はされているが、同場所は当然のことながら、飲料を通

じて文化センターのにぎわいと市民交流を推進する拠点であるべきと考え

る。それを実現する一例として、レストラン跡は使用料を無料とし、障が

いのある方の自立支援と位置づけ、コーヒーショップに特化して、その経

営を作業所等の輪番制にすることも考えられたい。  

 

（１０）まとめ 

 

◇財政再建について  

これまでの指摘事項においても繰り返し述べてきたが、本市は今、財

政が危機的状況にあり、いつ第二の夕張に陥っても不思議ではない事態

である。早急に市民に対し、現在の財政状況を詳細に公開して情報共有

し、財政再建実施計画を策定して、全市一丸となった財政再建に取り組

まれたい。  

 

◇新しい財源確保について  

上記で述べたように、本市の最重要課題は財政再建であるが、将来の

発展の基盤作りのためには、別途の新しい財源確保が必要不可欠である。
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その方法として、ＰＦＩ（民間資金の導入による社会資本整備）、クラ

ウドファンディング(不特定多数からの小口資金の調達と寄附 )、ふるさ

と応援寄附（ふるさと納税）等があるが、早急にその活用を検討された

い。 

 

◇新しい公共の担い手について  

今後の新しい公共サービスは、人的にも財政的にも行政だけで担って

いくのは困難である。これからの公共サービスは、ＮＰＯや社会福祉協

議会、自治会、老人クラブ等の市民公益活動団体がその担い手となり、

市民参画により提案型事業を受託したり、高齢者や認知症の方の見守り

サービス等を有償ボランティアとして実践することとなる。それゆえ、

新しい公共サービスが支障なく機能するように、更なるＮＰＯ、市民公

益活動団体等の自立支援に努められたい。  

 

◇コーディネート力、コミュニケーション力の向上について  

これからの職員には、職務に専念するだけではなく、市民として積極

的に地域に入り、地域活動に中心的に参画し、地域と行政をつなぐ架け

橋になることが求められる。それには、コーディネート（調整）する力

とコミュニケーション（対話）する力が必要不可欠となるゆえ、この二

つの力が向上する職員研修を実施されたい。  

 

◇行政はスピードについて  

これまで行政は、地域での競争のない独占企業であった。そのためや

っつけ仕事が多く、サービス意識も育まれなかった。しかし、時代が変

わった現今。行政は経営であり最大のサービス業であり、地域一番店と

なりうる力を求められるようになった。自治体（市区町村）間競争、都

市間競争が激化する中において行政が生き残るには、今できる仕事は今

行わないと次はあり得なくなっている。市民の信頼を得て、本市の持続

した発展を図るには、行政実務処理のスピード化を提言する。  


