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1 に近づくか、1 を超えるほど
財源に余裕がある。

※経常収支比率

9 月議会が終了。平成 25 年度決算を認定！
100%に近いほど財政構造が硬
直化している。都市にあっては

～加古川市
～加古川市の財政状況～

80%を超える場合には弾力性を

未来へ！～次世代に誇れる加古川のために～
失いつつあるとされる。

＜財政指標＞
＜財政指標＞
※実質公債費比率

例年にない雨に悩まされた夏も過ぎ、いよいよ秋・冬の雰囲気を感じ
区分

25年度

24年度

この比率が 18%を超えた場合、

早期健全 財政再生
化基準
基準

23年度

られるようになってきました。ただ、降雨災害は今後も注意し、対応も

地方債の発行に国の許可が必要

財政力指数
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急がねばなりません。そのような中、加古川市議会においては、9 月議
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となり、25%以上となると発行

会が行われました。決算審査が行われたほか、私は一般質問も行い、岡
25.0
350.0

35.0
が制限される。

田市長の考える行政評価について質問を致しました。
※将来負担比率

次世代に誇れる加古川のためにも、今から事業を整理、役所のスリム
現時点で想定される将来の負担

化を行い、真に市民に役立つ役所へとせねばなりません。

＜市債残高の推移＞
＜市債残高の推移＞
（千円）

が、標準財政規模の何倍かを示

なお、初日には岡田市長の所信表明演説を聞くために多くの方が傍聴
区分
21年度
22年度
23年度
24年度
25年度
一般会計 80,395,510 82,626,318 81,158,880 80,277,896 79,499,922
特別会計 71,757,780 69,637,382 76,604,789 75,504,512 73,066,182
合計
152,153,290 152,263,700 157,763,669 155,782,408 152,566,104

す指標。高いと将来的に財政が

に来られました。今回だけでなく、今後も多くの市民に関心を持ってい
圧迫される可能性が高くなる。

ただけるよう議会としても務めてゆく必要性を感じています。

議 会 改 革 へ の 道 ： 一 般 質 問
改選後初の一般質問は、16 人が実施！

9 月議会ピックアップ NEWS
☆岡田市長所信表明演説（9/2）
選挙公約でもあった 4 つのオープン「市政情報をオープン
市政情報をオープン（徹底的な情報公開）
」
「行政参画のト
行政参画のト
市政情報をオープン

近年にない多さではあるが、メンバーを見ると・・・
ビラをオープン（市政に声の届く仕組み作り）」
「子供たちの未来をオープン（子育ての環境整備）」
改選後初の議会となったこの定例会では、16 人の議員が一般質問を行いました。創誠かこがわも全員

「社会活動への参加機会をオープン
社会活動への参加機会をオープン（市民の力を軸とした新しい社会制度作り）
」を進めていく
社会活動への参加機会をオープン

が壇上に立ちました。例年にない多さで、一見活性化しているように見えます。しかし、メンバーを見

と表明。

ると、2 期目が 5 人・新人が 11 人であり、ベテランの少なさはこれまで通りです。この点から議会の

加えて、防災力の強化・新病院の着実な運営と東西跡地の活用・社会基盤の老朽化対策・ごみ処

体質が垣間見えますし、我々としても改革をせねばならない点だと考えます。

理広域化に言及。市民と行政が一体となって将来を見据えた新しいチャレンジをすることによ
り、加古川市から成功モデルを発信したいと決意を述べられました。
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☆副市長決定！市村裕幸氏が就任（9/25）

この市政報告は、基本的にポスティングと駅前等での配布となっております。郵送をご希望されます方
は、ご遠慮なく下記までご連絡下さい。次回より、郵送にてお送り致します。

議会の最終日に副市長の人事案件が上程され、全会一致で可決されました。それにより、市村裕

住所：加古川市加古川町北在家 2000

幸氏が副市長に就任することになりました。市村氏は市役所 OB 。議会事務局長もされていた

創誠かこがわ

中村亮太

TEL：
TEL：079079-427427-9395（会派控室）
9395（会派控室）・079
・079079-425425-3811 / FAX：
FAX：050050-31563156-1255

ことから、よく知る方です。知識・経験はもとより、人格的にも適任だと思い賛成を致しました。

E-MAIL：
MAIL：info@ryotanakamura.com

～市村副市長プロフィール～

ホームページ：http://ryotanakamura.com/
ホームページ：http://ryotanakamura.com/

59 歳。地域振興部長、議会事務局長、企画部長を歴任後、代表監査委員。

Q：対象事業の選定方法は？

行政の事務をオープンに！そのための具体策を問う

答弁：初めての試みということもあり、市が実
答弁
施している事業のうち、市民にとって、できる

Q：具体的にどのようになる？

だけ身近でわかりやすい事業を選定したいと思

◆今回の一般質問項目
答弁：まず各事業所管課が作成した事業評価シ
答弁

っている。当然、選定過程や選定基準について

ートを基に、各事業を担当する職員が事業の概

も公にしていきたいと考えている。

１．行政評価について
要説明を行い、その後、専門的な知識を持った

①具体的なスケジュールについて
公開事業評価を進めるためには、俎上

外部審議委員による質疑と、それに対する職員
にあがる事業の選定についても透明

②具体的な姿、実施方法について
の応答という形で行う。

一

般
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様

子
化されていなくてはいけない。

③議会の関わり方について

その討議内容を踏まえ、市民の中から選ばれた

④公開の場で検証を行う事業の

市民評価委員が事業評価を行うという方法で進
公開事業評価の流れ（イメージ図）
める。

選定方法について
①職員からの事業説明

②外部審議員との質疑応答

③市民評価委員が評価

Q：外部審議委員はどう選ぶ？

しがらみを断つ公開事業評価。
しがらみを断つ公開事業評価。
どう実行していくのか？

④次年度予算へ反映

答弁：外部審議委員は
5 名を予定している。大
答弁
学教授や公認会計士などが想定されるが、その
選定において加古川市はタッチせず、コンサル

未来の加古川市を考えた時に、改革は待ったな

ティング会社が行うことで中立性を保つ。

しの状況です。市政の透明化・行財政の改革を
通して古い体質・変えるべき点を変えていくた
古い体質・変えるべき点を変えていくた

Q：市民評価委員はどう選ぶ？

タイムテーブル

めにも、客観的な視点から事業の妥当性、費用
答弁：市民から無作為に
1,000 人を抽出して、
答弁

11 月

3 月末

2 月末

～年初

4 月～

対効果の精査を行っていかねばなりません。
予
算
執

成立！！！！

行

平成二七年度予算

議会で予算審議

⇒

予算案の上程

⇒

３月議会始まる

予算案の決定

Q：議会の関わり方は？

⇒

どが既に始まっており、次世代のためにも、こ

⇒

の減少にともなう収入減、義務的経費の増大な

行政内で予算編成

にお願いをしようと考えている。
べき施策と考えています。なぜなら、労働人口

市民評価員の判断

った方から選定をし、最終的には 20～30 名の方
評価については、創誠かこがわとしても進める

公開事業評価実施

案内を送付する。そして返答（申し入れ）のあ
岡田市長の所信表明にもあった公開事務事業

れまで切り込めなかった部分に切り込むこと
答弁：公開事業評価では、市民評価員が判定し
答弁
が必須であるからです。しかし、現時点で具体
た評価結果について、市として対象事業の今後
的な姿が見えていないこともあり、議会という
のあり方や事業の改廃、改善に役立てていきた

公開事業評価の日程が決定！どなたでも傍聴できます！
オープンな場で明らかにする必要があるため、
いと考えている。いわば、行政側としての市民
質問を行いました。
の声をきく手法の一つとも言える。

Q：具体的なスケジュールは？

よって、市がこれらの評価結果を踏まえて予
算案を市議会へ提出することにより、予算審議

答弁：実施時期については、
来年度予算に反映
答弁

の場においても、その結果を有効に活用してい

させることも考慮し、11 月末から 12 月中旬頃

ただけるものと考えている。

11 月 29 日・30
日・30 日 9:00～
9:00～17:00
加古川市役所 10 階会議室にて

までには実施する予定としている。

（途中の入退室可）

