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　　　　    及第点⁉
　
　2021年１月の市議選に初当選し
て１年が経過し、２年目に入ります。
唐津市の発展に向け、決意をあら
たにしています。
　1年間の〝成績〟をお伝えしようと
しましたが、よい指標が見つからな
いため、議員評価に取り組む「市民
オンブズ尼崎」（兵庫県尼崎市）の

「通信簿」を参考にしました。この通

信簿の項目は①質問回数②常任
委員会で10回以上質問した割合
③常任委員会で発言ゼロの割合
④本会議の遅刻・退出時間⑤本会
議欠席日数⑥選挙公費助成受取
額⑦資産公開――などです。
　把握している限りでは、①一般質
問と議案質疑は毎回欠かさず②③
10回以上は不明ですが、こちらも
毎回しました④トイレで１回退席

（数分程度）⑤ゼロ⑥選挙カーのガ
ソリン代とポスター代程度でお金の

かからない選挙を目指しました⑦
非公開（2年目は公開予定）――で
す。ここまでなら60、70点以上ある
かもしれませんが、地域に根差した
活動などまだまだ至らない点が多
いです。
　市営住宅の修繕仲介や草刈り依
頼の伝達、補助制度の確認など地
域の皆さんに喜んでいただいた一
方、市に提案した事業の進ちょくは
不透明。次回は具体的な成果を説
明したいです。（清風会井上裕文） 発行日：2022年1月
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　高速大容量のインターネット通信ができる光回線の
未整備地域解消に向け、唐津市は2021年9月、民間事
業者が整備・運営する民設民営で整備に着手する方
針を明らかにしました。22年度から市内を三つのエリア
に分けて順次着工し、25年度には離島を含めた市域全
てを網羅する予定。企業誘致や雇用創出、遠隔教育な
どの土台となる社会インフラが整備されることになりま
す。
　家庭にとってローンを組むことにあたる債務負担行為
として、21～24年度の補助金計64億円を21年度一般会
計９月補正予算案に盛り込みました。
　事業主体は、九州電力子会社の「QTnet」（キューティ
ーネット、福岡市）と唐津市内でケーブルテレビ放送を手

掛ける「ぴ～ぷる」の共同事業体となる見通し。ぴ～ぷる
の提供サービスでは最大通信速度が下りで160Mbps
でしたが、１ギガにアップします。動画視聴やオンラインゲ
ームなどの需要が高まる中、光回線のサービスは1ギガ
以上が主流となっており、市民ニーズの大半には応えら
れる見通しです。

証明書コンビニ交付開始
▽戸籍住民基本台帳費（914万円）
　マイナンバーは「デジタル社会の
インフラ」とされ、健康保険証をはじ
めさまざまな分野で活用される見
通しです。唐津市の普及率は21年7
月現在で3割程度にとどまるため、
市職員が自治会や企業に出向い
て申請を受け付けます。
　また住民票の写しなど各種証明
書のコンビニ交付サービスが21年
10月にスタート。一部を除いて午前
6時半から午後11時まで。手数料は
窓口交付よりそれぞれ50円お安く
なっています。（9月定例会）　　　

唐津焼発祥の地を生かそう
▽古窯の里整備事業費（731万円）
唐津市は14年度から北波多地域
にある岸岳古窯群や岸岳城跡、古
窯の森公園一帯を古窯の里整備
事業として、散策路や東屋、多目的
広場などをつくってきました。21年
度の事業案では長さ8．2㍍、幅2㍍
のコンクリート製の橋を建設する予
定です。（９月定例会）

好調 ふるさと納税
　唐津市へのふるさと納税が好調
です。当初は年間約30億円の見込
みだったものの、コロナ禍の〝巣ご
もり需要〟などを背景に２５億円増
の５５億円前後に上る見通しです。
　モーターボート競走（競艇）事業
でもコロナ禍中にインターネットに
よる投票が増えたことが追い風とな
り、唐津市は今年度の収益が22億
円増まで上振れすることを予想し
ています。ふるさと納税と競艇は唐
津の「稼ぎ頭」です。（12月定例会）

ワクチン３回目接種は万全に
▽新型コロナウイルスワクチン接種
事業（9982万円）
　２回の接種を受けた時から原則
８か月以上が経過した18歳以上の
人たちを対象として、21年12月から
３回目の接種が順次始まりました。
唐津市は22年3月までに、医療従
事者や65歳以上のお年寄り、離島
の皆さんを中心に１万人強の3回目
接種を計画しています。
　新たな変異株「オミクロン株」は
関係者が水際で食い止めている状
況です。不安な日々をお過ごしかも
しれませんが、お気をつけくださ
い。（12月定例会）

昨年８月大雨被害復旧へ
▽令和3年災害土木施設復旧費

（計約２億円）
　昨年8月の大雨は市内にも大き
な爪痕を残しました。12月定例会で
可決した予算案に盛り込まれた復
旧事業で市所管分の工事は全てカ
バーしました。道路工事は追加34
件、増額5件、河川工事は追加8件
です。22年の大雨シーズンまでに大
半の工事が終わる見通しです。
　佐賀県では急傾斜地の崩壊防
止事業で人家５戸以上という補助
要件の見直しの動きもあり、唐津市
の今後の対応に注目です。（12月定
例会）

816億円 一般会計総額
　昨年9月定例会では一般会計で
14億円、12月定例会では58億円を
それぞれ増額補正。結果として総
額で816億円に上りました。もちろ
ん合併後、過去最大です。
　今後も高速ネット事業や新市民
会館（仮称）の建て替えなど大型事
業が控えています。少しでも無駄を
なくし、効果がある事業にお金を充
てるために行政評価の視点を意識
しながらチェックしたいと思います。
特に新市民会館に収容人数１千人
規模の大ホールが必要なのかは市
民の皆さんの声にしっかりと耳を傾
ける必要があります。

1ギガ高速ネット 2025年度までに市全域へ 22年度から順次工事 



02 039月定例会　一般質問 12月定例会　一般質問

【質問】
　質問の趣旨は行政評価を職員や議員、市民、首長の
共通の道具として使いましょうということです。目的は大き
く二つあります。一つは、行政評価に基づいた、行政運営
の効率化をはじめ、成果の向上、財政再建、顧客志向の
転換などに対する市の姿勢を確認し、もし改善点があれ
ば改善を促すことです。もう一つは、行政評価という道具
を使って、やらなくてもいい事業や業務を見極めようという
ことです。行政評価は「行政機関の活動を何らかの統一
的な視点と手段によって客観的に評価し、その評価結果
を行政運営に反映させること」です。日本では地方自治
体の財政悪化と行政不信への対応や、地方分権・行財
政改革が求められていたことを背景として、1990年代か
ら広がりました。ただ、評価それ自体が目的となったり、利
用できなかったり、職員の負担感が大きかったりとさまざま
な課題もあります。唐津市が行政評価を導入した経緯と
目的を答えてください。
【政策部長】
　行政評価は2006年度から試行的に実施し、08年度か
らは、市が行っているさまざまな施策について、その目標
に対して効果や成果を上げているか、無駄や不足してい
る部分がないかなど、問題点や課題を整理しながら改善
していくために本格実施しました。15年度からの行政評
価は、第2次唐津市総合計画の各施策の進行管理のた
めの手段として位置づけ、基本計画に定める数値目標達
成度を評価分析した結果などを踏まえ、予算や組織の見
直しに活用するために実施しています。
【質問】
　それでは、予算や組織の見直しという目的を達成でき
ているのか説明してください。
【政策部長】
　予算見直しへの活用には、令和元年度より政策部と財
務部との共同行政評価で、補助金のヒアリング評価を行
った結果、20年度の予算編成で補助金の廃止と縮小・改
善し、実質的な効果は約７３００万円分あります。次に組織
の見直しには、外部委員からの意見で公共施設の再編
推進の提案が数多く寄せられたため、本年度から公共施
設再編を進める専門部署を設置しました。
【質問】
　答弁を解釈すると、以下の通りです。「行政評価を08年
度から本格実施したが目的を見失って形骸化し、目的の

観点では『評価のための評価』として10年以上にわたり
目立った実績は全くありませんでした。しかし、危機感を
募らせた一部の職員が一念発起し、19年度を基準に補
助金見直しで行政評価を重視した結果、7300万円分の
削減効果を生み出しました。組織の見直しについても同
様ですが、外部委員の評価を受けて公共施設再編を進
める専門部署を設けることができた」ということです。予算
や組織の見直しに利用するという目的は達成できたかと
いう問いに対しては「10年以上目的を果たせなかったもの
の、2年ほど前から実現を目指してもう一度頑張っていま
す」という回答になるでしょう。唐津市で予算と組織の見
直しにつなげられる改善点を３点あげます。一つ目に目的
と手段をもう一度明確にすることです。現状では予算や組
織の見直しという本来の目的よりも、総合計画の進行管
理という手段が目的となっています。二つ目に政策・施策
を評価対象にする場合、できるのは予算配分を変えたり、
政策を転換したりすることです。あくまで施策ごとに予算
のメリハリをつけるためのものだと割り切ることが重要で
す。三つ目に指標の見直しです。次に財務部の観点で予
算編成への生かし方を教えてください。
【財務部長】
　予算査定で感じるのは各部における事業の実施結果
の分析と事業の見直し内容が不十分であることが多いと
いう点です。また、全体の予算配分を見直したり、事業を
縮小・廃止したりするという点では、行政評価の利用がで
きていません。行政評価を生かした予算編成として、事業
の現場を知る各部が、配分された一般財源の枠内で、各
部の判断で事業の取捨選択や見直しを行う「枠配分方
式」を検討してきましたが、導入には至っていません。
【質問】
　行政評価自体を改善する必要性と行政評価の利用が
できていない状況がよく分かりました。「枠配分予算」だけ
でなく、財政課と事業部門が対等な立場で予算編成を行
う「包括予算制度」や行政評価の結果を速やかに予算編
成に反映させる「事中評価」なども検討する余地があると
思います。業務改善や事業の見直しには事務事業を対
象とした評価が適しています。業務棚卸やRPA（ソフトウェ
アロボットによる業務自動化）を是非、進めましょう。
【政策部長】
　提案された業務棚卸に向け、ＤＸ（デジタルトランスフォ
ーメーション）推進支援業務に取り組んでいます。

【質問】
　2015年度から子ども・子育て支援の新
制度がスタートし、子どもは社会全体で育
てるという制度に変わりました。地方自治
体は有識者や子育て経験者らでつくる会
議を設けて、子ども・子育て支援事業計
画を策定することで、自治体の特徴を出
したり、地域の実情に合わせたりできま
す。特に保育の需要は、人口減の影響を
差し引いたとしても、今後も高止まりか増
加すると考えています。唐津市の計画期
間中、市内の幼稚園や保育園、子ども園
は、利用したい親子の需要に対応できて
いるのでしょうか。
【保健福祉部長】
　地域によっては待機児童が生じており、
全ての需要には対応できていません。待
機児童数は今年４月現在で14人。定員増
のためには保育士不足の確保が重要で
す。
【質問】
　保育の質を高めるための取り組みを説
明してください。
【保健福祉部長】
　質を高めるために保育士の処遇と業務
を改善しようとさまざまな事業を展開して
います。
【質問】
　保育の質を上げるために、保育士の処
遇と業務の改善以外の視点も取り入れて
ほしいと考えます。次の質問です。放課後
児童クラブの負担金が9月定例会で3千
円から4千円に上がることになりました。支
援員の処遇改善や放課後児童クラブを
利用したくても入れない人を重視して負担

金免除の条件を緩和した上で負担金をも
っと上げてもよいと考えています。市の見
解を示してください。
【保健福祉部長】
　21年11月現在、1951人が放課後児童
クラブを利用し、待機児童は20人います。
今後、利用状況の変化に応じ、保護者の
経済的負担に考慮しながら、負担金改定
を検討したいと考えています。
【質問】
　放課後児童クラブ対策でも先手を打っ
てほしいと思います。次の質問です。19年
の保育無償化に伴い、保育料部分を除
いた副食費（おかず、おやつ代など）を保
護者が負担するようになったものの、その
金額はまちまちです。市が積極的に調整し
ないのですか。
【保健福祉部長】
　それぞれの施設に独自の運営方針が
あり、保護者もいろいろな分野の中で食
育を特に重視するケースもあります。した
がって、市が副食費の調整や一律指導は
していません。
【質問】
　無償化を求めるわけではありません。た
だ、子どもたちは社会で育てるという視点
を重視するなら、主体的な対応が必要だ
と考えます。最後に、市長に対し今後子育
て支援をどう進めるのか尋ねます。
【市長】
　「子育てに寄り添うからつ」を公約に掲
げて、待機児童解消にも努めてきました。
（子育て支援に熱心な）兵庫県明石市や
北海道千歳市に負けない体制をとってま
いります。

【質問】
　この質問で一番言いたいことは、特に情報発信やコミ
ュニケーションではお役所言葉をやめて分かりやすい言
葉を使おうということです。さらに言えば、言葉だけでなく
言葉以外の伝え方や見せ方も工夫しようということです。
ある調査会社の調べでは、新型コロナの情報を多く得て
いる情報源はテレビやインターネットがそれぞれ４割台に
上る一方、自治体はわずか1割未満にとどまりました。この
調査は手法やサンプル数を明らかにしておらず、全面的
には信用できません。しかし、分かりにくい言葉や伝え方
が住民に敬遠されたことが反映された可能性がある調査
結果として重視すべきです。お役所言葉の弊害と分かり
やすい言葉を使うための取り組みをしているのか教えてく
ださい。

【政策部長】
　市民に理解されにくい場合や誤解を招く場合がありま
す。取り組みとしては、県がつくった手引きを紹介していま
す。
【質問】
　市報をはじめ、市ホームページや各種計画、SNSのタイ
トル、広報資料、議会答弁に至るまでお役所言葉や分か
りにくい表現であふれています。多くの市民にとって不幸
です。また、市のよい事業や考え方が伝わりにくいという
点で二重に不幸です。私は、長年続く国民の政治的無関
心や行政不信を招いている一因にお役所言葉があると
考えます。難しい話ではなく、意識の問題です。お役所言
葉をやめましょう。

施策 達成度 指標① 実数値（目標値） 私が考える指標案 実数値（目標値） 備考

ごみの減量化及び再資源化 75.0 ごみ排出量 3万9598t（3万4386t） ごみ排出量 329㌔（286㌔）
市全体ではなく市民１人あたりに換算して全国の自治
体と比較しやすく。年間ではなく１日あたりでも可。

不法投棄防止対策 69.0 不法投棄防止団体 11団体（16団体） 不法投棄発見件数 ●件（◎件） アウトプットより最終的な成果を指標にすべき。

生活環境の向上と環境保全
に対する市民の意識向上

104.0 補助事業団体 27団体（26団体）
生活環境と環境保全に
対する市民の意識に関
するアンケート調査

△％（×％）
「事業をこれだけしました」という指標ではなく、事
業で何をして、何が変わり、結果として市民の意識が
どう変わったのかが大事。

唐津市の「令和元年度行政評価ヒアリング結果」を基に一部抜粋・改変し、井上作成

◎唐津市の行政評価のイメージ例 ◎私が求める成果や分かりやすさを重視した行政評価のイメージ例

子ども支援は地域社会全体の責務
市長、先進自治体に「負けない体制をとる」

お役所言葉「やめませんか？」

行政評価を共通の道具にしよう！
成果や分かりやすさを重視
市民、首長、市職員、議員らをつなぐ

年度 待機児童
隠れた
待機児童

2015 0 9
16 0 6
17 0 21
18 0 23
19 0 25
20 2 24
21 2 12

※唐津市提供情報を基に井
上作成。待機児童は国基
準、「隠れた待機児童」は
唐津市基準で、単位は人
（数）。各年度の4月現在
に集計しており、年度中に
増える待機児童数は反映さ
れていない点は注意が必
要。

◎唐津市の待機児童数




