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Ⅰ．広報広聴課 

 

１．監査委員の意見（要望） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．回答 

本市の広報誌発行事業費は世帯数類似市に比べ１５０％とかなり高く、１部当たりの単価、ページ数とも

ほぼ同様に５割高になっている理由については、折込カレンダーも含め、各担当課等からのお知らせ内容が

数年前に比べ格段に多くなっていることに起因していることは、本課として十分認識しているところでありま

す。 

また、広報誌とは、市民の皆さまのための身近な生活情報誌であることから、市民の方々にお読みいただ

ける誌面にするためにも、個々の記事の内容をスリム化し、分かりやすくすることが重要と考えております。 

「簡潔でわかりやすい、読みやすい広報誌」にするためには、各担当課の協力を得る必要があるため、平

成２３年９月１３日付けで各部課長あてにその旨を文書で周知したところでございます。 

まずは、そのスリム化を図りながら、企画・戦略性のある取り組みにつながるような記事の作成につなげて

いきたいと考えております。 

 
３．まとめ 

監査委員として単に５０％をカットすべきという指摘をしたのではなく、その５０％の戦略的な活かし方を求

めているものであることを確認しました。その上で当市の重点政策である第４次総合計画や行財政健全化戦

略において、市長から市民に提言したいことやそれに対する市民の反応や要望などを、特集記事としてシリ

ーズ掲載するべきと提言しました。その為には政策推進部内で重点テーマを絞り、関係部門に連携を呼び

かけ、且つ外部の知識人などの協力を得る必要があり、是非具体的な取り組みを期待したいと要請した結果、

理解を得ました。 

当市の広報誌発行事業費は世帯数類似市に比べ１５０％とかなり高く、１部あたりの単価、ページ数ともほ

ぼ同様に５割高になっています。言うまでもなく広報誌は市民とのコミュニケーションの主要手段であり、決し

て５割高を否定するものではありませんが、世帯数類似市と比べ５割多い事業費を当市のまちづくり計画、行

財政健全化戦略に寄与する明確な意図を持っていることが重要と考えます。今後は費用対効果を勘案し、

企画・戦略性の高い広報誌づくりに期待します。 

 

例えば、世界的に地球環境を良くする機運が高まる中で当市は何を取り組むべきかを考えた場合、 

①エコ社会、高齢化社会、交通渋滞の緩和、健康増進などに配慮した本市としての総合的な交通、移

動手段として循環バスや、自転車（電動アシストつき含む）の復活や車いす（電動含む）へのシフトを

考える材料の提供。 

②大都市大阪市からわずか20～30分に位置する自然環境に優れた本市を宣伝する、唯一無二の材料

である大和川の清流化を促す、産官学民が取組む横断的事業シリーズ記事の掲載。 

③高齢化に伴う社会保障費（特に医療費）の軽減、市立柏原病院の財政改革に向けた新医療サービス

のＰＲを兼ねた市民の健康促進意識、知識（適度な運動、バランスのとれた食生活、適切な健康診

断）を高めるシリーズの記事化。 

など、各課単独では取り組めない横断的且つ、創造的な記事を掲載し、本市が取組むまちづくり戦略をサポ

ートすれば、５０％増しの広報誌の戦略的意図が明確に理解できると考えます。 
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Ⅱ．企画調整課 
Ⅱ－１ 行政評価制度について 
１．監査委員の意見（要望） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．回答 

行政評価は、市役所業務の内容・成果等に関する説明ツールとしての役割と仕事の目的の再認識と評

価に基づく改善・改革の基礎となり、ひいては市職員の意識の転換・資質向上のための有効なツールとして

の役割があると考えております。これら二つの役割を達成するためには、成果指標や活動指標の設定にお

いて、できるだけ「目的の達成度を客観的に計ることのできる指標」また、「事業費や人員を投入した結果とし

て、どれだけの活動やサービスが提供できたかが分かる指標」を計測可能な数値として設定する必要があり

ます。この指標の設定につきましては、従前から各課の担当者を対象とした評価の説明会で十分説明をして

おり、さらに評価票提出時にも各課に対して必要に応じて指標の再検討等を依頼しております。しかしながら、

一部ご指摘のような指標も見受けられますので、今後はより一層的確な指標となるよう改善していきたいと考

えております。 
ただ、評価はあくまで「手段・ツール」であり「目的」ではないと考えておりますので、より完璧な評価票を目

指すことも大切ですが、現在の事業について再検証し改善・改革を図ることこそが肝要であると考えておりま

す。 
今後はご指摘いただきました「各事業にかかる投資的経費(債務)の年間支払額」の追加なども検討項目

に加え、評価を通した事務事業の改善を進めていきたいと考えております。 
なお、ご指摘の部局の運営方針につきましては、抜本的な見直しの検討を行いたいと考えております。 

監査委員による決算審査や行政監査において、資料作成の重複を避けるため、全部門共通の審査（監

査）情報等が整理された事務事業評価票（部局方針含む）を活用していますが、殆どの事務事業において

「成果指標」とこれを達成する為の「活動指標」に、「市民に提供すべき公共サービス価値」の視点が欠如して

おり、市民による「行政評価」及び監査委員による「決算審査」「行政監査」のいずれにおいても、合目的な評

価を困難なものにしていると考えます。例えば、委託管理制度や指定管理者制度について、ともすれば外部

委託等による人件費の削減のみ計上されていますが、公共サービスの場合は、管理運営に必要なスキルが

職員に乏しいことが多く、多額の投資をして建設された公共施設が十分生かされていないケースが多く見受

けられました。 
従って委託管理事業や指定管理者制度の成果目標や活動指数は、公共施設の利用価値をどれだけ上

げられるか、少しでも多くの事業収入を得られるかが重要であり、これらの評価が可能な数値指標（公共施設

の利用者数や利用満足度等）を採用し、維持管理等に活用されるよう要望します。 
平成 22年度から追加された受益者一人当たりの経費は、事業の公共性の有無を判断するのに重要な指

標となりましたが、今後さらに東京都や大阪府（導入計画中）の複式簿記による事業評価を先取りすべく、各

事業にかかる投資的経費（債務）の年間支払い額を追加することにより、その事業本来の投資対効果が明確

に示され、継続の是非について客観性が増すことと考えます。 
本制度が制定された後の着実な努力により、今では他市にない優れた事務事業評価システム（部局方針

を含む）に成長しつつあり、今後さらに有益な制度として行財政改革に活かすために、このような改善を徹底

されるよう要望します。 
また、事務事業評価制度は、毎年市長の市政方針に基づき部局方針が出され、これに沿って各事務事業

が策定、推進されることになっていますが、平成 23 年度部局運営方針は 8 月に入っても策定されないまま、
事務事業の予算が執行されています。これらはすべて制度の形骸化が進んでいると判断せざるを得ない状

況にあり、早急に改善されるよう要望します。 
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３．まとめ 
事業の再検証、改革、改善を図ることこそ肝要との回答をいただきましたが、「事務事業評価票」はそれら

を見分ける重要なツールであるべきと思っています。これまでも随分改善が進められてきましたが、今回大阪

市の橋下新市長から明確に打ち出された東京都方式の発生主義、複式簿記の考え方を先取りし、固定資

産等の減価償却コストを取り入れた評価シートにすれば、各事業の価値が数値で評価される為、誰が見ても

「検証」「改革」「改善」の方向付けが容易となると考えておりますので、早急に導入されるよう期待します。 
また、第４次総合計画、行財政改健全化戦略提案者としての政策推進部自身の模範的な事務事業評価

票を策定されるよう期待します。 
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Ⅱ－２ 行財政健全化戦略及び第４次総合計画等まちづくりについて 
１．監査委員の意見（要望） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．回答 

第４次総合計画基本構想・基本計画につきましては、総合計画審議会においてご審議いただき、また基

本構想については市議会において議決を得て策定をしております。総合計画における具体的な取り組みに

つきましては、基本計画におきまして各施策の取り組みが示されておるところです。この基本計画に基づい

て事務事業を進めていくことで、自ずと基本構想にある「市民が活きいきとしにぎわいにあふれているまち柏

原」への推進につながるものであると考えております。  
企画調整課といたしましては、この基本計画に沿った進捗管理を行うための手段の一つとして行政評価

制度を実施しており、これによる進捗状況の把握に努め、また、社会情勢の変化やこれに伴う新たな課題等

を踏まえた上で、後期の基本計画に繋げていきたいと考えております。 
 
３．まとめ 

残念ながら平成２２年度、２３年度の事務事業評価票を見る限り政策推進部として、全庁的な事業課題や

事業テーマの推進項目は見当たらず、ミッションを果たしていると言えないと判断しています。 
最近の３か月間、「広報かしわら」に毎月第４次総合計画をそのまま掲載されていますが、抽象的な理念

の羅列では市民には何も伝わらないだけでなく、単に広報誌のスペースの無駄遣いと言わざるを得ません。

早急に重点事業テーマを整理され、市民目線でその事業目的、狙い、市民の生活がどのように変わるのか

などの具体的な提案をされるよう期待します。 

柏原市の中長期的なまちづくり政策は、「まちづくり基本構想２００８」や「行財政健全化戦略」更には、平成

２３年度からスタートした「第４次総合計画」に基づき、具体的な事業計画、施策として企画、提案されるべきも

のです。しかし、平成２３年度の政策推進部の具体的な事務事業計画には何一つ提案されておりません。特

に第４次総合計画の中で掲げられている人口８万人の目標は、数値のみでなく人口構成や所得構成など、人

口構成の質が極めて重要な指標となる為、前半の５年間の具体的な政策、施策を示す必要があります。示さ

れないままで推移した場合には、第３次総合計画の人口目標１０万人が、１０年後の平成２２年度には７万５千

人を割り込むこととなったように、みじめな結果になることは自明の理です。このように、各部門の事務事業だ

けが単独で実行されている事業のあり方は、大きな課題であると受け止め、具体的な事務事業計画を示され

るよう要望します。 
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Ⅱ－３ 総合計画の委託費について 
１．監査委員の意見（要望） 
 
 
 
 
 
２．回答 

第３次総合計画では、まちの将来像とその実現のための方針や施策が行政分野ごとに体系化されており、

施設整備や行政サービスなど「行政が何をするのか」を中心にまとめられておりました。一方、第４次総合計

画では、「まちがどのようになっているか」という状態を具体的な目標として、その実現のために必要な施策を

まとめたものとなっています。つまり、成果を明確にし、政策目標として明確に位置付け、その実現としてのい

くつかの施策目標を示し、その達成に必要な事業を重点事業として位置付けております。こうすることにより、

一つの施策目標の実現に向けて、複数の部局が施策目標を掲げ連携して事業を行っていきやすくなってい

ます。 
なお、総合計画につきましては、平成２３年の地方自治法改正（平成２３年８月施行）により策定の義務付

けがなくなりましたので、今後は策定事業のあり方について検討していきます。 
 
３．まとめ 

既に執行された委託費であり、現時点では無駄な支出を取り返すことはできませんが、総合計画の策定

では、市職員と市民が協働で作り上げる手作りの総合計画の方が、外部の業者に任せるより内容が充実し、

はるかに価値があると考えています。 
何故なら出来上がった段階で８割程度市民の合意が得られることになり、市民も参加して計画の実行に

当たれるからです。もちろん制作コストはかなり割安になり、残りは市民協働のまちづくり事業の推進費用とし

て有効に使えるようになると思います。 
 

「第４次総合計画」は、平成２２年度の決算審査の対象ではありませんが、「第３次総合計画は、形式重視で

実態事業と乖離している。」と平成１９年度市の公募対象のまちづくり基本構想策定委員会メンバーにより酷

評されたにもかかわらず、「同形式の総合計画」に相当な税金を投じ、外注されている事業の在り方について

再考を要望します。 
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Ⅲ．市民ふれあい課 
Ⅲ－１ まちづくりに頑張る自治会・団体に対する補助金について 
１．監査委員の意見（要望） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．回答 

スタートして２年目となる補助制度ですが、行政側の意図は自立支援であり、長期にわたる交付や固定化

は避けたいというのに対し、市民の方は活動の継続を望んではおられるものの、地域活動のエネルギーであ

る熱意やボランティア精神によるところが大きく、活動を展開するには費用がかかり、単年度補助では継続性

を担保することがむずかしいようです。しかしながら継続的な活動を行う団体に対し、過度に強調すれば、新

規参入を促進できず、地域活動を芽生えさせることを抑えてしまうことになりかねません。今は、多様な地域

活動を掘り起こし「協働」の土壌を広げていくことに重点を置くほうがいいと考えます。 
 
３．まとめ 

まちづくりに頑張る自治会、団体に対する補助金制度の在り方について行政側の意図は根本的に矛盾

があります。 
自治会や団体が自立支援で済むような活動はまちづくりというより自治会活動そのものであり、自治会活

動でない場合は殆ど趣味を介した団体といえます。 
そもそも自治体行政が破綻寸前になっているのは、経済成長が２０年も前にピークを迎え、その後成熟期

を越え、この１０年間は既に衰退期に入っているにもかかわらず、国政はじめ地方行政も未だ既得権を維持

する為に、あえて高度成長期の仕組みや手法を継続し続けているところに根本的な原因がることは、今回の

大阪のダブル選挙で明確な結論が出ていると思います。 
要は少子・高齢化による税収不足、社会保障費増、超円高など、これからの日本の厳しい環境を考えた

場合、如何に市民にかなりの行政コストを負担してもらえるかどうかが、基礎自治体として生き残れるかどうか

の分岐点となるだけに、中長期的なまちづくりの視点（財政健全化戦略を含む第４次総合計画の事業テー

マ）で選ばれることが重要になるわけです。 
従って、行政側からも上記の視点に基づき、公募テーマを慎重に吟味、提案し、応募された事業化提案

も行政ニーズにかなうことが条件でなければ、単なるばらまきになってしまいかねません。即ち、応募された

事業に対して補助金を供出する価値があるかどうか、明確な判断基準（尺度）と決定する為の適正なメンバ

ー構成と公平でオープンな仕組みが重要となりますが、現状は必ずしもそのようになっていないように思いま

す。 

昨年度から本市のまちづくり事業の活性化に頑張る自治会、団体などを対象にした補助金制度がスタ

ートしたが、昨年度・今年度の事業テーマを見る限り、単発イベント的な性格の事業と中長期的に実現させ

る性格の事業に分類される。 
この制度の本来の目的は、市民主導で市がバックアップし、中長期的に成長させる事業に軸足を置き、

その団体が事業責任を負えると判断した場合には、事業の目途がつくまで事業委託することにより、人件費

などの大幅な削減と市民団体の活性化を期待するもので、なによりも市民主導のまちづくり基本条例の基

本的理念であったはずです。したがって、本制度の本来の目的を再確認し、市民（企業、学校含む）協働で

中長期的な成長を意図的に促進できる事業分野に絞り、制度の運用を図られるよう要望します。 
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Ⅲ－２ コミュニティ会館管理費等について 
１．監査委員の意見（要望） 

 
 
 
 
 
 
 
 
２．回答 

コミュニティ会館の管理は、指定管理者として地元コミュニティ委員会が管理しており、維持管理費は全て

貸館収入で賄っています。また老人集会所も同様、葬祭の際の使用料を主な収入源として運営されてきまし

た。しかしながら市内に民間経営の葬祭会館ができ、コミュニティ会館や老人集会所の使用が大幅に減少し

ました。このことから赤字会計のコミュニティ会館では、その管理運営を苦慮しながら行っているのが現状で

す。一方町会で所有する老人集会所は、地元独自の行事などに使用され柔軟で弾力的な活用をされ、地域

活動の活性化に資する側面がありますので、このようなことから市から老人集会所への公費投入はむずかし

いと考えます。 
 
３．まとめ 

現在の老人集会所が建設された社会環境とこれから１０年先の地域コミュニティのあり方を考えた場合、

自ずとその目的や役割が大きく異なることは容易に推測されます。 
すなわち、これからの１０年は少子・高齢化がますます進むため、間違いなく地域住民同士が相互にサポ

ートしなければならなくなり、行政サービスは、地域に出向いて地域住民との協働でサポートするというケース

が圧倒的に増加すると思います。 
このような状況下においては、地域毎に配置された多目的なコミュニティスペースが必須条件となります。

多目的スペースは屋内型、屋外型と大きく２種類に区分されますが、屋内型である老人集会所のほとんどは、

老朽化が進み建て替え時期が迫っているため、各自治会では修理費だけでも大変な負担になっています。 
今後、老人福祉活動や出前講座、市政方針の徹底、投票所など行政がかかわる行事がますます多くな

ることが予想されますが、地域のコミュニティスペースの提供は道路、水路や上下水道、更には街灯などと同

様に行政活動の基本インフラとして位置づけるべきと考えます。 
その意味で一部の地域のみに建設されているコミュニティ会館や防災広場を兼ねた多目的広場との違い

が不明確と思います。 
 
 

市民主導のまちづくりに欠かせないインフラとして、居住環境に近い場所に、市民が集合し活動するコミ

ュニティ空間が必要と考えます。しかし、本市では、コミュニティ会館は、市の管理ですが、老人集会所など

は、地域住民の会費のみで賄われ、既に補助金などは廃止されています。両者は呼称こそ異なりますが、

その果たす役割や機能は殆ど同様であるにもかかわらず、制度上で区分されており、コミュニティ会館周辺

の住民とそうでない住民との間で税の不公平が生じています。 
今後、市民と行政がより緊密な関係を維持し、活性化を図るための行政上のインフラ的拠点として、この

様な不公平を解消されることを要望します。 
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Ⅳ．総務課 
 
１．監査委員の意見（要望） 
 
 
 
 
２．回答 

耐震診断につきましては、現在、前回診断実施後１５年経過していることから、再度の耐震診断の必要性

は十分認識していることころです。 
そのため、今年度も昨年度に引き続き実施計画に計上し、予算措置できるよう強く要望してまいります。 

 
３．まとめ 

市民の安全と安心を提供するのは行政の最優先、重要事業です。同じ総務部に所属する危機管理課と

連携し、単なる予算申請ではなく具体的な課題を整理し、解決の為の予算や取組手法を含めた事業計画案

を策定し、予算措置されるよう期待します。 
また、予算申請する前提条件に先ずどのような危機管理対策を行う必要があるのかを、担当の危機管理

課と連携を密にし、防災センターとしての本庁の果たす役割を明確にした計画を提案する必要があると考え

ます。特に予算規模については、具体案を示さないと現下の厳しい財政事情から予算の確保は難しいのは

当然と思います。 
 
 

市の災害対策本部は、一般的には市本庁舎ということになるが、建造物の古さから耐震性は保証の限りで

なく、早急に市庁舎の耐震診断を実施され、大規模な災害においても、災害対策本部として安心して役割を

果たせるよう整備等されることを要望します。 
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Ⅴ．車両運行課 
Ⅴ－１ 市立柏原病院送迎バスについて 
１．監査委員の意見（要望） 
 
 
 
 
 
２．回答 

一般会計において予算執行している市立柏原病院循環送迎バスは、市内循環バスの停留所である市立

柏原病院へのルートを設定し、３０カ所の停留所を結んだ基本路線を運行しており、結果的に病院事業を側

面から支援しているという効果があります。 
病院送迎バスの経費負担における会計処理の指摘につきましては、①病院事業が病院送迎バスそのも

のを引き継ぐ、②病院送迎バスの事業を実施している担当課へ委託することに対して経費を負担する、③そ

の他の方法で病院送迎バスの事業を実施するか、または廃止するなどが考えられますが、市民の利便性の

向上を考慮しながら、市民サービスの低下を招かないよう検討を行い、市立柏原病院と協議していくこととし

ます。 
 

３．まとめ 
病院は、病院事業会計として一般会計から独立しているものであり、本来病院が負担すべき経費を一般

会計で負担することは、ルール違反です。可及的速やかに対処されるよう、要望します。ただし、合理化につ

いては、進めるべきで、病院がこの事業を引き継いで自ら実施すれば、車両等の管理を一般会計と病院事

業会計の二つで持つこととなり、委託等の方法で運用すれば良いとの意見を確認しました。 

一般会計予算で運用されている車両運行管理事業の中に市立柏原病院送迎バスに関わる経費（リース

料、運転業務人件費）が含まれていますが、公営企業として一般会計から独立している市立柏原病院事業

に必要な経費は、財務会計上各会計において処理される必要があると考えますので、適正な運用を検討さ

れるよう要望します。 
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Ⅴ－２ 市内循環バス運行管理費について 
１．監査委員の意見（要望） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
２．回答 

第４次柏原市総合計画に掲げた主要施策への取り組みを行い、交通弱者と言われている市民の公共施

設等へ出向く交通手段を確保することにより、社会参加や自立を促進し、地域に住み続け、いきいきと生活

できる健康で文化的なまちづくりを実現するために、また観光旅客をはじめ、柏原市に来訪する人々の移動

のための交通手段として利用されている市内循環バス事業の役割は重要なものであります。 
この市内循環バス事業は、福祉の向上を図る目的で無料運行を開始し、その後、地域と公共施設等を結

ぶコミュニティバスとして市民に身近で親しみのもてるバスとなるよう運行に努め、平成１８年７月から、さらに

市民の利便性を図るために策定した新運行計画のもとで事業を遂行しています。 
今後の事業につきましては、『運賃を徴収せず、無料で運行を行う』という、市長の運営方針に則って、福

祉の充実、市街地の活性化、まちづくりなど、様々な市民ニーズ、地域の発展等に対する施策に対応しなが

ら事業を実施してまいります。 
 
３．まとめ 

監査委員の意見は、市長の運営方針である交通弱者対象の福祉政策に限定して指摘しているものでは

ありません。今後５年先、１０年先の交通弱者以外の健常者や市外居住者を対象とした無料の輸送サービス

を継続する場合、財政事情を勘案した事業計画を明確にすべきであるとの指摘をしています。 
当日提案させていただいた資料のように、無料バスの事業ごとに投資対効果を明確化し、観光客や来訪

者への無料サービスの価値を判断するのが、これからの公共サービス事業経営に求められる重要な要件と

考えます。 
すなわち、導入時の老人福祉廃止の代替えサービスに対する指摘ではなく、今後５年、１０年先の環境変

化やサービスの拡大を常に分析し、事業年度ごとに価値判断をするのが担当部門のミッションであり、是非

新たな視点での取り組みを期待するものです。 
回答の中で述べられている「交通弱者への福祉」の場合、巡回コースが限定的で公共サービスとして不

公平性をどのように解決されるのか。また、今後交通弱者が増え続けることが予測されますが、どのようにサ

ービスを維持していくのか。更に、導入時の目的には触れられていない市内観光客や来訪者の移動手段を

提供するための事業面から見た投資対効果をどのように試算しているのか、議会や市民に問いかける必要

があると考えます。 
 

高齢化が進行する市民生活の中で、市内循環バスの果たす役割は毎年重要度を増しています。しか

し、一方では少子高齢化の進展による税収減、社会保障費の増加に加え、欧米先進国の財政悪化に伴う

極度な円高や株安の影響を受けて、日本企業の海外移転による税収減や雇用機会の低下が進み、本市

の財政を取り巻く環境も一段と厳しくなっています。このような財政状況の下、市内循環バスによる公共サー

ビスの提供のあり方も、単に市民ニーズが高いという理由だけで、年間 1 億円の支出を続けていくのではな
く、柏原市民と他市市民、健常者と高齢者や非健常者など、本来サービスの必要な市民と自ら行動できる

市民の受益者負担の在り方、更には事業形態のあり方（例えば、交通手段は、自転車（電動アシスト含む）

やバイク、軽自動車にシフトしつつありますが、小回りのきく移動手段、エコ社会への対応、狭い道路や山

間部住民の移動手段の確保、交通渋滞の緩和など）も含め、本市の公共サービス政策を検討され、更なる

充実が図られることを要望します。 
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無料か、有料かという単純な視点ではなく、近い将来市民の高齢化に伴う交通弱者増加への対応、人口

８万人を目指す為の柏原市の魅力度向上など、柏原市第４次総合計画との連動した事業として真剣に向き

合う必要があります。 
市長の運営方針は重要でありますが、第４次総合計画も行財政健全化戦略も同じ市長の方針であり、そ

れらを関連付けながら総合的に進めていく為に、政策推進部と連携し、本市の魅力的な公共サービスとして

継続する為の政策提言を期待します。 
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Ⅵ．危機管理課 
 
１．監査委員の意見（要望） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．回答 

９月２８日、中央防災会議の専門調査会から、「地震から５分程度で避難できるまちづくり」などを提言した

最終報告が出され、国はこれを踏まえて防災基本計画の見直しを行うとしていることや、大阪府においても、

現在の防災計画の課題を抽出し、基本的な考え方や府内の被害想定を市町村に示すとしているところです。

本市におきましては、これら国や大阪府の防災対策が整った上で、柏原市防災会議を開催し、柏原市地域

防災計画の見直しを行うこととしております。 
この間、防災計画の見直しを待つだけではなく、取り組める課題については、出来るだけ解消していきた

いと考えており、東日本大震災以後におきましても、自主防災組織に関しては、組織率の向上、訓練の充実

やその訓練への職員参加の呼びかけ、緊急速報エリアメールの導入、職員の配備基準と動員体制の明確

化、避難所での備蓄品の保管など努めてきたところであります。 
今後、本市地域防災計画を見直す際には、市と市民と関係機関などが一体となったオール柏原で、個々

の防災意識の向上に取り組むとともに、大災害に備えた防災対策を立案していきたいと考えております。また、

生活インフラにつきましては、東日本大震災や台風１２号での災害の実情を十分に調査研究していくとともに、

国や大阪府の推進する対策に整合性を持たせた見直しを行っていきたいと考えております。 
 
３．まとめ 

本市で発生しうる大規模災害は大震災や大雨による土砂災害の可能性が大きいとのことですが、現在、

国や府の防災基準作りをベースに、本市特有の災害に備えた防災センターを含めた計画の立案、市民への

徹底、訓練を要望します。特に生活インフラ（上下水道、電気、ガス（ＬＰＧ含む）の安全基準づくりも併せて

要望します。 

(1) 大規模災害への対応（防災計画等）について 
今年 3 月に発生した東日本大震災により未曾有の被害がもたらされましたが、近畿地方でも、東南海

地震や南海地震などの大災害が近く起こるのではないかと予想されています。このような大災害が発生し

た時に、市の災害対策本部として最も重要な機能（役割）は、市内外の情報を収集し、市民はもとより消

防、警察、学校、病院など多くの団体と連携し、指示を出すことでありますが、特に重要なインフラは、緊

急時の通信手段の確保と考えています。本市でもいろいろな対策が講じられているところですが、危機管

理課が中心になり、この様な大規模災害に備え、地域住民主体の常日頃の訓練と防災計画の立案が重

要であると考え、早急に取り組みされるよう要望します。 
 

(2) 大規模災害発生時の生活インフラについて 
大規模災害発生時に生命の安全確保の次に課題になるのは、生活インフラであることは言うまでもあ

りません。水道や下水道については行政が担当、電力の供給は関西電力、通信網はＮＴＴなどの大手通

信企業が担当することになっています、ガスの供給に関しては、大阪ガスをはじめ、中小のプロパンガス

業者に依存しております。これら生活インフラの安全基準やその維持管理について、今回の大災害を機

に、国や府と連携した見直しを図られるよう要望します。 
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Ⅶ．環境保全課 
 
１．監査委員の意見（要望） 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．回答 

環境マネジメントシステム事業につきましては、昨年度、市役所が事業所として環境負荷の低減に向けた

システムを構築し、運用し始めたところであります。各課においては、その事業中で何か環境に配慮できるこ

とはないかと知恵を絞り、目的・目標を設定し、その達成に向け、徐々にではありますが、推進しているところ

であります。今後、市の事務・事業活動の中で、いろいろな側面から、環境に配慮した取り組みを推進してい

き、それらを、市民に周知していくことで、この環境マネジメントシステムを進めてまいりたいと考えていますの

で、ご理解のほどよろしくお願いします。 
 
また、河川群の自然環境を維持又は復活についてですが、現在、大和川流域や寝屋川流域において、

環境、河川、下水道の各担当部が、共に連携し、流域ぐるみで、水辺環境の改善について、計画等を策定し、

取り組みを推進しているところです。社会教育課では、ISO14001の取り組みの中で、リビエールホールにお
いて、大和川に生息する魚の展示をしたミニミニ水族館を設置し、河川環境啓発事業を実施しています。ま

た、最近では、市民、学生などが連携し、大和川に天然アユを復活させようと、アユの産卵場に適した河床を

人工的に整備するなど、様々な取り組みが実施されています。今後、環境保全課としても、他部局とも連携・

協力しながら、市民が親しめるように水辺環境の改善してまいりたいと考えております。 
 
３．まとめ 

庁内の環境マネジメントシステムを否定するものではありませんが、あくまで庁内限定の予備練習であると

考えています。行政の本来の目的は市全体の環境マネジメントシステムの構築であり、これの成果目標を策

定し取組むことが、部門に課せられたミッションであると思います。早急に庁内限定の取組とは別に、第４次

総合計画及びそれと表裏関係にある行財政健全化戦略に基づき、これからの５年先、１０年先を見据えて柏

原市民に何を提案すべきか具体的な事業計画を策定し、実行に移すべきとの提案に対し、理解を得まし

た。 
 

柏原市の環境政策として今後の５年、１０年をどのように進めるのか、もう少し具体的な事業計画に落とし

込んで推進されるよう期待しています。 
第４次総合計画の具現化が部門のミッションであり、現状のままでは第３次総合計画同様に画餅に終わっ

てしまわないか憂慮しています。 
政策推進部、下水道部と連携し市民を巻き込み、是非具体的な取り組みをされるよう期待していますとの

要請に対し、既に取り組んでいるものもあり今後更に積極的に取り組みたいとの回答を得ました。 

全市民を対象とした環境マネジメントシステム事業については、第４次総合計画に総合的、且つ体系的に

整理されており、これに基づき柏原市の特性を生かし、限られた予算や人的体制の中で、重点的に取り組む

事業を中心に、成果指標を明確にして推進される必要があります。全市民を対象とした体系的な環境マネジ

メントシステム計画を立案、推進されることを要望します。 
中でも本市の重要な資源である緑豊かな山々、市のシンボル的役割を果たす大和川をはじめとする豊富

な河川群の自然環境を維持又は復活させ、市のブランドイメージ高揚に寄与させるかについて庁内関係部

門と協力し市民、企業、大学などを巻き込んだ政策提案、推進を要望します。 
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Ⅷ．産業振興課 
 
１．監査委員の意見（要望） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．回答 
(1) 平成２１年度 広域商業診断報告（小規模商業施設の実態調査報告）は、本市の商業振興施策を推進す
るうえで基礎資料となるものです。ご指摘の商業活性化策を立案しそれを計画的に推進するためには、商業

の主体である事業者の意向を把握し、連携することが不可欠であるため、目下、柏原市商工会、商店街連合

会などと勉強会を開くなど研究しているところであります。今後も、広域商業診断の調査結果を踏まえ、計画

的なまちづくりの視点にたち、産業振興課所管事項について出来るところから一歩一歩着実に取り組んでま

いりたいと考えております。 
 
(2) 現在、農業振興地域整備計画の見直し作業を行っております。この見直しの目的は、昭和４９年に柏原農
業振興整備計画を策定して以来、抜本的な見直しを行っていなかった農業振興地域整備計画を大阪府の

農業振興地域整備計画と整合性を保ちつつ、優良な農地を保全するとともに、農業振興上必要となる各種

施策を計画的に実施するためのもので、今後１０年にわたり農用地等として利用すべき土地の区域（農用地

区域）を定めた農用地利用計画のほか、農業生産基盤、農業近代化施設の整備等の計画からなる長期計

画となるものです。 
今後、見直し後の農業振興地域整備計画に基づき、施策を計画的に推進できるよう努めてまいります。 

 
３．まとめ 

当市の小規模商業の経営実態は、調査結果を見ても八尾市や天王寺、難波などとの競争に太刀打ちで

きず衰退の一途をたどっていると言わざるを得ません。しかし、食料や身近な生活用品については市内で購

入しているとの結果も出ていますので、高齢化社会や多忙な子育て世代に対応する為に、これまでのように

来店を待つ営業形態から積極的に顧客へ接近する業態開発など、新しい取組を検討する必要があると思い

ます。 
商工会など関係団体との連携をより密にして、実現の可能性が高いテーマに絞り、着実に成果を上げら

れる取り組みを提言しました。 
 
現在、当市において農業従事者の高齢化や農業収入では生活が成り立たないなどの理由から、耕作放

 決算審査時に時間の都合で提起できなかった下記の２点について文書で要望します。 
(1) 昨年調査報告があった市内「小規模商業施設の実態調査報告」に対応する商業活性化の為の具体的な
事業計画は、平成２３年度の計画に組まれていませんでしたが、税金を投じて調査された貴重な結果は、

次年度の事業計画に反映させなければ無駄使いに終わってしまいますので、早急に活性化策を立案、推

進されることを要望します。 
(2) 平成２３年度に新たに「農業振興地域整備計画見直し業務」の委託料５００万円が計上されています。こ
の事業は平成２２年度の決算審査の対象には入りませんが、(1)の取組結果を見る限り成果指標は「調査
のみ」に終わることを心配しています。 
第３次総合計画で提言された産業振興政策・施策が一向に実現されず、後退の一途をたどっている現

実や近年の農業関連事業の実績からも明らかなように、外部に調査委託を重ねるだけでは何ら問題は解

決しないと考えます。まず一歩一歩着実に計画、施策、成果を確認しながら次の計画に取組まれるよう要

望します。 
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棄地や遊休農地が急増しており、固定資産税の軽減維持を目的とした生産緑地も散見され、食料自給率を

高めるといった農業本来の役割を果たせていないケースが目立っています。 
一方、定年退職者をはじめ農業非経験者などが、市民農園を借りて家庭菜園を楽しむ市民が急増し、市

民農園の人気が高まっているが、長年放置されたままの状態が続いている農地が有効に活用されず、市民

農園の数に限りがあるという課題があります。 
これらは産業振興課だけの問題ではなく課税部門、都市整備部門、農業委員会など複数の部門が関係

する為、責任の所在があいまいとなり放置されたものでありますが、この機会に関連部門が連携し、生産緑地

の定義（条件）と税制（固定資産税など）との関係と責任ある管理体制の構築などの解決策をまとめるべきと

考えます。 
 
当市ではサンヒル柏原敷地内での直売所の試みや、竜田古道里山公園内の野菜直売所の建設計画な

ど様々な努力をされていました。しかし、もう少し身近で簡単な方法として、近隣住民が中心となり、農家の農

地貸与と生産ノウハウ、農機具の提供、家庭菜園希望者が生産者兼流通業者兼消費者としてクローズドマ

ーケットを構築し、「ミニ地産地消システム」を新たな視点での産業振興策として提言します。 

  



- 16 - 
 

Ⅸ．道路水路管理課 
Ⅸ－１ 自転車自動車駐車場施設管理費等について 
１．監査委員の意見（要望） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．回答 

電動アシスト自転車や電動バイクの普及拡大には、現状では価格面、走行距離等に課題があると考えら

れます。近い将来、これらの課題が解消され、電動アシスト自転車や電動バイクが自転車駐車場の利用台数

に占める割合が大きくなることが予想されます。 
市内各自転車駐車場に、それらの充電設備を設置することは、利用者サービスの観点から考えますと理

想ではありますが、現状ではメーカーや仕様ごとに異なる充電器や充電中の事故防止等を考えますと、まだ

まだ問題点が多く、対応するためには相応の期間や設備費用が必要でございます。 
今後、環境・健康に配慮した次世代型交通都市を目指すうえで、電動自転車等の普及状況の把握につ

とめ、利用者のニーズに応じた対応を段階的に進めてまいります。 
 
３．まとめ 

いただいた回答は不可能な理由を羅列した上で、すぐに実行することは難しいが様子を見て取り組みま

すという極めて曖昧な回答です。 
この意見で監査委員が意図しているのは、第４次総合計画で示されている近い将来（５年～１０年）に向

けた準備はいつから手掛けるかということです。即ち、公共サービスのような時間のかかる事業は、その時が

来てからでは間に合わないので、中長期的なビジョンを掲げ、準備に充分な時間をかけて問題を整理し、着

実に実行されるべきと考えています。 
特に本テーマは担当課のみで推進できる事業ではないため、政策推進部や健康福祉部などと連携し、ま

すます進む高齢化社会や環境に配慮した次世代型交通インフラのあり方はどうあるべきかを、具体的な研究

チームを発足させ、本市まちづくりビジョンの中心に備えるべきであると考えます。 
新しく提案された第４次総合計画の実現に向け、庁内で横断的な推進チームを編成され、研究、調査を

重ね、事業化提案されるよう準備を進められるよう提言し、理解を得ました。 

本市の自転車・自動車駐車場管理のシルバー人材センターへの事業委託は下記の視点から成功してい

るモデル事業といえます。 
①放置自転車が減少し道路交通の安全が担保され、狭い道路での交通渋滞が緩和され、且つ市民の 
交通マナーも向上している。 
②市民の雇用機会が生まれるだけでなく駐車場管理事業として収益が確保されている。 
③自動車運転から自転車運転への移行を促すことにより、ガソリン消費量が減少し、同時に市民の 
経済的な負担が減少する。 

④排気ガスを出さないためＣＯ２の削減が図れ、自然環境への負荷が軽減される。 
⑤市民の健康促進に寄与する。 
今後は市内在住の関連企業の協力を得て、電動アシスト自転車や車いす、更には電動バイクの普及を促

進し、利便性向上のため市内各所に充電設備を完備した衛星駐車場を配備するなど、より環境・健康に配慮

した次世代型交通都市を目指すことで、市のブランドイメージの高揚を図られることを要望します。   
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Ⅸ－１ 柏原駅自由通路管理業務委託料等について 
１．監査委員の意見（要望） 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．回答 

近鉄河内国分駅、JR 高井田駅の駅構外にあるエレベーター、エスカレーターは、平成１５年３月に策定
した「柏原市交通バリアフリー基本構想」に基づき、高齢者や身体障害者等が安全に駅舎へアクセスできる

ように、設置したものであります。 
また近鉄安堂駅、JR 柏原駅についても駅舎の改修工事の際、自由通路の施設の一部として整備したも

のです。 
これらの自由通路をはじめとする各施設は、鉄道利用者の利便性を高めると同時に、市街地の住民が鉄

道横断のために利用し、市街地分断の解消や踏切対策などのまちづくりに効果を有する施設でもあります。 
しかしながら、ご指摘のように鉄道利用者による使用頻度が高いと思われるますので、今後は、鉄道事業

者に対し駅構外の施設に係る管理費用について応分の負担を要望していきたいと考えております。 
 
３．まとめ 

 本件は、実現化に向けては各鉄道会社との契約、取決め事項があるため、ケースバイケースの交渉を
進めざるを得ないと思います。 
対象となる駅ごとに市民の利用状況の実態調査を行った結果、鉄道事業者対本市の利用比率は 80 対

20 で圧倒的に事業者が多いとの報告もあり、今後、近鉄大阪線、ＪＲ大和路線を利用する近隣市にも働きか
け、各市長や市議会議員と連携し、交渉に当たっていただくことになりました。但し、単に目先の費用負担交

渉ではなく、相互協力によりＷＩＮ－ＷＩＮの結果が得られることを基本方針とすることを確認しました。 
 
 

ＪＲ柏原駅、高井田駅、近鉄国分駅、安堂駅に設置しているエレベーター、エスカレータの清掃、点検、更

には通路の清掃など全ての経費を市が負担していますが、その用途を分析する限り鉄道事業者が利用する

頻度（割合）の方が多いと思われます。 
担当部門の説明では、建設時に市民の為に市から要請し設置してもらった経緯があるとのことであります

が、昨今の高齢化社会においては、公共インフラサービスを提供する鉄道事業者側の責任も大きくなってお

り、各事業者に市民、議会も含めその旨の申し入れを行い、利用頻度に相応した費用負担になるよう交渉さ

れることを要望します。 
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Ⅹ．こども課 
 
１．監査委員の意見（要望） 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．回答 

本市には、公立保育所 6箇所、民間保育所 6箇所、合計 12箇所存在しますが、市民ニーズの面から考
察すると、低年齢児の保育ニーズの高まりなどから、民間保育園への入所希望傾向が顕著に現れていま

す。 
この傾向をここ数年の保育所入所率でみますと、民間が 90％～100％で推移しているところ、公立の入

所率は 60～70％代と低く推移しています。 
この要因として、公立保育所は、保育、障害児保育の推進、地域の子育て支援の基幹施設として、必要

不可欠であり、また、本市保育の特徴である「待機児童ゼロ」に寄与しているものの、経費及び施設等の面か

ら 0～1 歳児の受入れができないことなど、保育の受け皿としては、市民ニーズに合致していない部分があり
ます。 
また、運営経費の面から費用対効果を考察しますと、平成 22年度決算で公立保育所には 403,722千円、

民間保育所は 326,947 千円の一般会計からの支出があり、これを実際の入所児童１人当たりに換算し比較
しますと、公立 792千円、民間 453千円となり、その差額は 339千円となっています。 
この差額の主な原因は保育経費にかかる国や府の負担の有無です。同じ保育をしても、民間には国及

び府の費用負担として本市の民間保育園規模で約 3億円の歳入がありますが、公立には一切ありません。 
もとより公立の運営においても人件費をはじめ支出の軽減を図っていますので、その経費節減効果等に

より、近年、当該経費差額は幾分縮まってきていますが、そうした節減効果も現状が限界であると思われま

す。 
こうしたことから、現在 6 箇所ある公立保育所は、引き続く厳しい本市財政状況等も鑑みれば、6 箇所す

べてがこのまま公立で運営していくことの必要性及び妥当性はずいぶん低下しているものと考えられます。 
平成 18 年 3 月に、有識者や市民で構成された「柏原市公立保育所のあり方委員会」から答申のあった

「公立保育所のあり方提言」においても、民営化の推進方針が提言されておりますので、これまで、データ整

理や国制度の動向も注視しながら研究を進めてきましたが、今回、平成 22 年度決算監査におきまして指摘
いただいたことを契機に、一歩踏み込んだ検討へと議論を深めたいと考えます。 
ついては、財政的な制約がある中で、今後の新たな負担を抑制しつつ低年齢児への保育サービスの提

供などの市民ニーズに対応するため、関係各課と連携しながら、民営化の実施等についてもさらに具体的検

討を進めつつ、最も良い結果となる方針をできるだけ早期に定め、今後も計画的に保育行政を推進したいと

考えます。 

本市には、公立保育所が６カ所、民間保育所も６カ所存在します。平成 22 年度決算で公立保育所には
403,722千円、民間保育所は 326,947千円の一般会計からの支出があり、民間保育所の３月末平均入所率
９５％に対し、公立保育所は７９％と低い状態となっています。これには、市民の利便性等、公立保育所として

やむを得ない事ですが、国においても公立保育所への補助金のカット等、公立から民間へのシフトが重視さ

れてきている中で、公立保育所と民間保育所の在り方について、何が市民にとってサービス面や財政面にお

いて、最も良い結果となるのか、教育委員会も同様の課題を抱えており連携を密にして解決に当たられること

を要望します。 
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３．まとめ 
本市のみならず、日本全体が「如何に少子化に歯止めをかけるか。」という大きな問題を抱えている。この

ような状況で国や府の政策、施策に大きな影響を受ける事業であるため、早急な取り組みが難しいことは十

分理解しているが、現状は、公立保育園と私立保育園の受給バランスに大きなギャップがあり効率が悪いこ

とも事実である。今回提示された提案内容に沿って改善されるよう期待します。 
一方、大都市で大問題になっている待機児童有無の視点では、本市は待機児童が無く、更に受入れが

可能であり、第４次総合計画の重点目標「人口 8 万人計画」に向け、他の子育て事業政策と連携を図り、市
のブランドイメージ高揚戦略の強みとして位置づけ、政策推進部中心に具体的な実行プランを立案、推進さ

れるよう提言し、理解を得ました。 
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ⅩⅠ．経営総務課・下水工務課 
 
１．監査委員の意見（要望） 
 
 
 
 
 
 
２．回答 

ご要望いただきました「産官学民を上げた横断的な大和川の清流化の推進」についてでございますが、

本市は、「大和川水環境協議会」や「大和川下流改修促進期成同盟会」に加盟し、国土交通省、奈良県、大

阪府及び流域内に存する地方公共団体等の機関とともに大和川の水環境の再生を実現するため活動いた

しております。 
 

平成２２年度の「大和川水環境協議会」の主な活動といたしましては、 
１．２月１日から２８日の１ヶ月間、大和川全流域の府県、市町村、国および住民が一体となっ 
  て、家庭でできる生活排水の汚れを減らす取り組みを実施。 
２．子どもたちを対象とした生物調査による体験学習会を専門の講師を招いて実施。 
３．「大和川・石川クリーン作戦」・「大和川一斉清掃」の開催。 
でございます。 
今後も、積極的に当協議会活動に参加するとともに、汚水処理施設の整備による河川等の水質向上を目

指し早期の汚水処理率アップを推進し、より一層の大和川の清流化に努めてまいりますので、宜しくお願い

いたします。 
 

また、NPO 法人や大和川河川事務所等で行なわれている「大和川を１００万尾の天然アユがのぼる都市
河川に」向けた活動について、市役所内部において関係する部署（企画調整課・環境保全課・道路水路管

理課等）が連携し、研究する場を設けて情報交換をすすめていきたいと考えております。 
 
３．まとめ 

川をきれいにするために色々な取り組みがなされているとの回答で、監査委員も十分に認識しているとこ

ろです。以前からも述べているように柏原市のブランドイメージの向上には、山と川、とりわけ大和川の清流

化がポイントです。これには下水道担当部門だけでなく、環境保全課・道路水路管理課・教育委員会等と協

議会等を立ち上げ、市としてこれらの取り組みを整理し、市が中心となって市民協働で行い、さらに国や府も

巻き込み、市全体で清流化への意識を高め、大和川の上流や下流の人々の意識を変えていく運動へと発

展させることで、実現できると考えます。同時に下水道への関心も自ずと高まり普及率も向上すると考えられ、

下水道事業に莫大な税金を投入していることも十分理解を得ることができると思います。また、大和川等の水

環境の向上は、人々を集め、第４次総合計画の重点目標である「人口８万人計画」に貢献すると考えることも

できます。 
しかし、すぐに成果の出る事業でなく、５年後、１０年後の有るべき姿を目標に掲げ、関係部局、市民、大

学等と勉強会を行うなど、一歩一歩着実に推進されるよう提言しました。 

汚水処理事業は単に清潔で文化的な生活を可能にするだけでなく、良好な自然環境を破壊することなく

後世に伝える責任を果たす為に必要な生活インフラ投資として、本事業の成果目標は家庭やオフィス、工場

排水の浄化度レベルで示す必要があり、これを実現する為には公共下水道整備計画、浄化槽設置整備計画

の統合プランをベースに、下水道事業担当部門が中心になり、環境保全課や道路水路管理課と協力し、産

官学民を上げた横断的な大和川の清流化を推進されることを要望します。 


