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☆☆☆
新年あけましておめでとうございます。昨年は大変お世話になり
ました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
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千

代田区では、
第２次大戦

島と長崎に

広

原爆が落と

において唯一無

されて今 年は60

残な地上戦を経

年の節目にもあ

験した沖縄と、

たります。そこで核兵器と戦争の廃棄を目指す

世界で唯一原子

科学者の連帯「バグウォッシュ会議」の会長を

爆弾が投下され
た広島、長崎に

長年務められ、1995年のノーベル平和賞を受賞
されたロートブラット博士の言葉を紹介させて

平和使節団を派

いただきます。博士は、「広島こそ、人類の平

遣しています。

和への闘争に、限りない希望の光を贈る『永遠

過去の戦争を知

のシンボル』である」「会議の精神は最初から

り、世界の恒久平和の実現に向けて積極的に行

広島とともにある。広島の原爆資料館の展示を

動することを目的として実施されています。国

世界のあらゆる都市に常設していくべき」と、

際平和都市千代田区宣言（平成7年）の年から

一貫して訴えてこられました。また「核兵器を

開始した平和使節団派遣は昨年がちょうど10回

正当化し、存続させている「核抑止論」が人間

広島原爆ドーム

目にあたりこれまで延べ150名以上の方が広島、 性それ自体をも蝕んでいる」とも。今年が戦争
長崎、沖縄を訪れました。私も平成15年に議員

から平和への大いなる転換の年になることを！

派遣として沖縄への平和使節団に同行させてい

バグウォッシュ会議とは
▼自然科学者や社会科学者などを中心に、軍縮と平和に
関して討議する国際会議です。1957年7月に第1回会議が
カナダのノバスコシア州のバグウォッシュ村で開かれた
のでこの名前があります。▼パグウォッシュ会議は、被
爆六十周年の今年広島で大会が開かれる予定です。

ただき"二度と戦争を起こさない"との誓いや、
平和のための「勇気ある行動」を学ぶことがで
きました。この3月には平和宣言10周年を記念
して「平和の集い」が予定されています。
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は平成13年

改革に関する基本条例」を制定したわけです。

に発行され

▼基本条例はいわゆる財政の弾力化のための目

まる3年が経過し

標値として経常収支比率を８５％、それから何

た千代田区財政

といっても人件費が重たい、そのために人件費

白書について今

の比率というのを２５％程度という２つの枠組

日までの取組み

みの数値目標を条例の中に入れまして、そして

とその成果につ

区議会でのご議論をいただいてご議決をいただ

いて質問しまし

いたわけでございます。▼平成１５年度の決算

た。

において、条例制定後初めて経常収支比率、あ

私

千代田区

るいは人件費比率の２つの財政指標が同時に達

財政白書

成できたわけでございます。▼（白書について）

の原点と理念は

特に区民の参加等をより進めるためには、行政

何だったのでしょ

の中身をわかりやすく、つまびらかに出すこと

うか。（参照1）それは、バランスシートなど

であります。それは教えてやるというスタイル

の企業会計手法を用い区民の負担と事業の成果

ではなくて、理解をしてもらうようなつくり方

をありのままに伝え、「区民の負担を最小に、

をしなければいけないと思っております。

問
平成16年11月26日 本会議一般質問

事業の成果を最大にすること」を目標に、多く
の改革の方途を素直なメッセージとして提案し

白書のなかの白書「都留白書」

たことにあるのではないでしょうか。そこで現

白書のなかの白書と言えば経済白書ですが、その最
初となった白書は昭和２２年、経済企画庁の前身

在まで取り組まれてきた結果どこまで実現でき

である経済安定本部が作成した「経済実相報告書」で
す。中心的に作成したのは当時総合調整副委員長であっ
た都留重人氏であることから別名「都留白書」とも言
われ、今も白書の原点とされています。第二次大戦後、
空前の経済危機に際し日本経済の実状を政府と国民が
一緒に考え解決の道を探るために、都留氏独特のわか
りやすい比喩を織り交ぜながら極めて平易な言葉で書
かれました。
当時の日本は、政府は国民のためを思って政治をやっ
ているのだから、国民は政府を信頼してついていけば
よいと言う考え方でした。経済（都留）白書は、こう
した古い考え方を転換して、経済の実情を統計を用い
細かく国民に知らせ、なぜ緊急に対策をとることが必
要かを詳しく説いています。経済政策の民主化のため
の、客観的な資料公開の原則に先鞭をつけたのが、こ
の白書であったのです。

たのか、お伺いします。

答

区長答弁

～抜粋～

▼13年8月の白書

は何といいましても、区の財政の弾力化

ということをきちんとやらないといけないとい
う、その意味付けから、経常的に入る収入に対
して経常的に支出をする経常収支比率をどうす
るかという課題と方向、あるいはそうしたこと
を実現するための幾つかのガイドラインという
ものを、白書の中で解決する道筋としてお示し
をしたわけでございます。白書に提起されたこ
とを具現化するために、「行財政構造改革大綱」
をつくりますとともに平成15年3月に「行財政
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行政評価制度確立の意義は「『予算消化』
の言葉に象徴される、予算は使いきるの

が良いという悪しき慣習から脱し、最小の経費

施設白書につきましては、施設を中心と

で最大の効果をあげるよう施策全般にわたって

答

ＰＤＣＡサイクルを構築し」、「予算編成、決

などをわかりやすくまとめるという内容ですの

算の各段階で、従来にもまして施策、事務事業

で事務事業コスト一覧なども活用しながら、わ

の目標・手法と実績・成果を問い直し、今後に

かりやすくまとめるよう工夫をしてまいります。

いかす」ことであります。そこで事務事業評価

（参照3）政策担当部長の答弁から抜粋

は推進プログラム事業全てを行い、基本計画の

▼主要施策の成果の報告書の内容を大幅に見直

達成状況も合わせて区民の知るところとなるの

し、１事業１ページに事業概要や実績を整理す

かお伺いします。

るとともに、事業のコストや進捗度などを併記

して事業の成果と区民や利用者のコスト

推進プログラム事業の事務事業評価につ

することで、税金がどのように使われたかをよ

きましては、改定の際に実施し改定に反

りわかりやすくお示しすることができたものと

映させていくことを考えています。なお、事業

考えております。今後ともご指摘の点を踏まえ

の成果につきましては、毎年公表できるよう検

必要な見直しを進め、区の事務事業の成果をよ

討してまいります。政策担当部長答弁

りわかりやすく区民の皆様にお示しできるよう

答

にしてまいりたいというふうに考えております。
▼国において三位一体の改革が検討されており

目指すべき将来のバランスシート

ます。財政白書の改定に当たりましても、こう

正味資産の意味ですが、バランスシート（以下B/S）
の借方に計上されている資産のうち、現在まで区

した動向を十分に見極めながら鋭意取り組んで

民が負担してきた部分、すなわち既に区民から支払わ
れた税金や国や都からの補助金を財源として取得して
いる金額を指すものであります。▼区として目指す理
想のB/Sについては、地方公共団体のB/Sはその評価方
法等が未確立であり、現時点では理想形というものを
お示しできかねるのが実情であります。一例を挙げれ
ば、B/Sの負債の部には借入金等の状況が示されます。
民間企業であれば無借金経営は優良企業の代名詞のよ
うに言われますが、地方公共団体においては、世代間
の負担の公平という観点から議論のあるところであり
ます。B/Sは行政活動の結果であり、区のサービスや負
債、区民負担はどのようになるのかを示すものであり
ます。B/Sの作成、公表に継続的に取り組むことで、税
負担と行政サービスとの関係を明らかにし、区民によ
る施策の選択に資してまいりたいというふうに考えて
おります。

まいりたいというふうに考えております。
以上、政策経営部長の答弁から抜粋
■他に「目指すべき将来のバランスシートの姿」
を問いました。（参照2）
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図
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書館に行

輪場が設

駐

政資料の

置された

棚が用意されま

道路はゆるやか

した。また麹町

な坂でしたので

出張所にも行政

自転車をとめる

資料専門のラッ

のに苦労してい

クが用意されま
四番町図書館 行政資料棚

ました。この度
四ツ谷駅駐輪場

した。

駐輪装置（サイ

▼基本計画を始

クルラック）が整備され安心してとめられるよ

め、いきいき百

うになりました。駐輪場ができてから違法な駐

科などの福祉に

輪も少なくなったそうです。

関係するもの、

▼自転車は90台分のスペースがあります。

都市計画マスター

▼登録料は年間3000円。

プランなどのま

▼新年度申し込みは4月下旬から始まります。

ちづくりに関
麹町出張所 行政資料棚

指定管理者制度とは

するものなど
の各種計画、

平成15年9月2日に地方自治法第244条施設の管理が改
正され、「公の施設」（スポーツ施設、社会福祉

また税に関する「予算の概要」や「主要施策の

施設など住民の福祉を増進する目的で、大勢の区民の
皆さんに利用していただくために設置された施設）の
管理方法が「管理委託制度」から「指定管理者制度」
に移行されました。
▼施設管理の民間開放には民営化、指定管理者制度の
導入、そして民間委託（いわゆる業務委託）がありま
すが、区が直接行うかも含めて検討する際、質の高い
サービスが提供され、かつ経費・業務の効率化が図ら
れることが重要です。またそれらを判断するために行
政と民間事業者の間でサービスの質と経費を比較する
市場化テストいわゆる官民競争入札が必要となります。
また民間開放した業務や施設については定期的にその
効果を測定し、評価し、見直しを行い改善していくも
のです。
▼そこで、区民、議会、行政が議論するため（仮）施
設白書を作成してはどうかと提案しました。

成果」などが並んでいます。「福祉」、「まち
づくり」、「税の使い道」など分野ごとにイン
デックスも貼られており、とてもわかりやすく
なっています。本庁舎区政情報ルームや区のホー
ムページでの情報提供とは別に地域の身近なと
ころで誰もがいつでも必要な
資料や情報が得られることは
大変重要なことです。▼今後、
策定予定の計画や施策なども
「現在検討中」「ご意見を募
集しています」として情報提
供されるといいですね。

今後ITをさらに活用し、行政と議会そして区民の皆様が
リアルタイムで情報の共有が可能になればと思います。
実は今回多用したドロップキャップも研修で覚えました。
少しは読みやすくなりましたでしょうか。

◆編集後記
ソコン研修を議会では昨年から行っています。希望

パする議員は全員受講できます。私も所属している広

報広聴特別委員会ではすでに配布資料はPDFファイルと
なり全員がパソコンを持ち込んでの審議となっています。 千代田区議会議員 大串ひろやす
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