
１　地方分権に関するご意見
ご意見の要旨 川崎市の考え方

1

市長の方針を実行する
ためには職員の能力・
力量が重要である。職
員の育成、スキルアッ
プの考え方を示して欲
しい。

真の地方分権を推進するためには、その担い手となる職員一人ひとりが「自らが公
共サービスの責任主体である」との意識をしっかりと持ち、日々能力開発に取り組
み、かつ、持てる能力を最大限に発揮していくことが大変重要です。このようなこ
とから川崎市では平成１６年４月に職員の人材育成・能力開発の指針となる「人材
育成基本計画」を策定し、（１）市民との協働の担い手としての職員（２）現場で
の課題発見とその解決に向きあう職員（３）組織目標の達成に取り組みながら自己
実現を図る職員を目指して人材育成を推進しています。また、平成１８年度からは
「新たな人事評価制度」を導入し、能力・実績を適正に評価して給与等へ反映する
ことにより、職員のやる気と働きがいを高める取組を進めています。今後とも、市
民の皆様の更なる期待に応えられるよう職員の育成に取り組み、真の地方分権を推
進して市民サービスの向上を図ってまいります。

2

地方公共団体における
裏金づくり、官製談合
等不祥事が相次いでい
る。職員の不祥事防止
について、どのような
教育をしているのか。

職員の服務規律の確保につきましては、新規採用職員研修を初めとして各階層別ご
とに研修を実施しております。また、事務事業等の適正な執行につきましては、毎
年実施する自主（服務）考査や予防的監察において確認しております。職員の服務
規律の確保や綱紀の粛正につきましては、７月・12月の副市長名の依命通達で各職
員に周知しております。公務員は全体の奉仕者としての使命を自覚したうえで住民
本位の行政に全力を尽くすことが強く求められております。一連の不祥事を地方公
共団体全体の信頼に係わる問題として捉え、今後とも職員一人ひとりに全体の奉仕
者たる公務員としての責任感、倫理観をあらゆる機会を通じて周知徹底してまいり
ます。

3

新しい助役を上部官庁
である国から迎えた
が、国に依頼し、出向
の形で迎えたとなると
一種の借りを作ったの
ではないか。

地方分権が推進される中、国と地方自治体の関係は対等・協力の関係に立ってお
り、国の省庁を上部官庁とは考えておりません。今般の副市長人事に当たりまして
は、ハード系の分野に精通し、かつ、豊富な行政経験を有した人材を広く求めたと
ころ、国土交通省に適任の方がおりましたので選任したところです。

4

地方公共団体における
公金の不適正な取扱
い、契約事務を巡る不
祥事が相次いでいる。
職員の服務規律の確保
等について、どのよう
に取り組んでいるか。

公務員は全体の奉仕者としての使命を自覚したうえで住民本位の行政に全力を尽く
すことが強く求められております。事務事業等の適正な執行につきましては、毎年
実施する自主（服務）考査や予防的監察において確認しております。また、職員の
服務規律の確保や綱紀の粛正つきましては、７月・12月の副市長名の依命通達で各
職員に通知するとともに、研修等のあらゆる機会を通じて職員に周知徹底しており
ます。一連の不祥事を地方公共団体全体の信頼に係わる問題として捉え、改めて職
員一人ひとりに全体の奉仕者たる公務員としての責任感、倫理観を再確認してまい
ります。

5

協働推進事業の抜本的
な見直しと区民協働を
基本とした地域課題解
決型の事業への再構築
を図ってほしい。具体
策として①現存事業に
対する第三者を交えた
検討・評価②事業の公
募③一定額は区役所権
限強化の為、区長の自
由裁量とする④市・区
民への広報・広聴の徹
底（特に区による）な
どがあげられる。

当該事業は、平成２年から『区政推進事業』の名称で区の自主執行予算事業として
スタートしたものを、平成１４年からは『魅力ある区づくり推進事業』とし、各区
の地域特性を生かした事業を実施してきました。そして、今年度からは区民の参加
と協働による地域課題推進の解決に向け、区長権限のもとで活用できる予算として
の位置付けを、より明らかするため事業名称を『協働推進事業』とするとともに予
算額を従前の５千万円から５千５百万円に増額したところです。各区とも事業評価
については実施しており、外部評価を取り入れている区もあります。また、公募に
よる事業提案制度を導入している区もあり、よりよい協働推進事業を推進するた
め、各区が特色ある取組を行っています。なお、当該事業は区の自主執行事業とし
ての位置づけであり、区のホームページや市政だより等により各区が積極的に広報
を行っています。

6

市町村合併し広域行政
となると、きめ細かい
行政サービスができな
くなるのではないか。

川崎市では現在、市町村合併の予定はありません。政令指定都市である本市におき
ましては、地域の実情に応じたきめ細かな行政運営に向けて、区行政改革に取り組
んでいます。具体的には、市民の主体的な取組みによる課題解決を目指した区民会
議の設置、区役所機能の強化などに取り組んでいます。

7

区行政改革に大いに期
待する「します」、
「させます」、「やら
せます」後の始末はま
かせます、ということ
のないよう願いたい。

区行政改革の目指すところは、川崎市において、より市民に身近な区を単位とし
て、市民による自治が実践される社会を実現することにあります。市は、行政とし
ての役割をきちんと果たしながら、市民の皆様との協働を進めていきます。

地方分権推進タウンミーティングにおけるご意見に対する回答
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8

地方分権というなら
ば、地方自らが自己を
確立し、しっかりしな
ければならない。夕張
市の破綻、最近の自治
体の不祥事など、地方
は頼りにならないとい
う感情を国民に与えて
いるが、川崎市は大丈
夫か。

夕張市の破綻、自治体の不祥事など市民を裏切るような出来事が相次いでいます。
地方分権改革は地方の自由度・裁量度を高める市民のための改革であり、市民の共
感があってこそ進むことができるものであります。本市としても、このようなこと
がないよう、より一層自主的かつ自立的な行財政運営が可能となるよう徹底した行
財政改革等に取り組んでまいります。

9

川崎市自治基本条例の
取組状況とその周知方
法の改善について

自治基本条例に基づく制度等の取組として、各区では参加と協働により、地域社会
の課題を解決する方法などを調査審議する区民会議が設置され、今年度から開催さ
れています。また、市民参加の推進を目的として、行政計画や条例等を策定する際
に市民意見を募るパブリックコメント手続の制度化を進めていること、市民と市が
協働する際の基本的な考え方や手法を定める協働のルールづくりなど様々な取組を
進めている段階であり、市民と市との関係を向上させていくためには、まずは、こ
れらの取組が十分に理解されることが必要ですので、様々な場面をとらえて効果的
に情報発信するための手法を検討し、実践していきます。

10

市が基礎自治体として
行政の全てを担うべき
である。

地方分権は、変動する国際社会や少子高齢社会への対応など、国際、国内環境の急
速な変貌に伴う新たな時代の要請から、その推進が求められています。こうした中
で、例えば、外交や防衛については国が行い、地域の実情に応じたまちづくりは地
方が行うなど、国、地方それぞれが本来担うべき役割がありますので、このような
国と地方の役割分担を明確にした上で、地方がより一層自立的な行財政運営を行え
るよう地方分権改革を推進していくことが必要と考えております。

11

区民会議に対する取組
み方の考え

区民会議は、各区の委員の皆さんの積極的な関わりもあって、順調なスタートが切
られました。まだ少しの間は、試行錯誤しながらの運営が続くかもしれませんが、
それはまさに、市民の皆さんひとり一人の、市民自治に対する試行錯誤なのだろう
と思いますので、焦らずにじっくりとみんなで育てることが大事であると考えてお
ります。

12

地方分権の今後の見通
し、推進方策について
聞きたい。

現在、国会で地方分権改革推進法案が審議されています。今後、同法案に基づき、
地方分権改革推進委員会が設置され、その審議に基づいて地方分権推進計画を策
定、３年以内に新地方分権推進一括法が制定される予定です。本市としても、真の
地方分権改革の実現に向けて、地方六団体、全国市長会などと連携をとりながら、
意見表明や要望活動を行うなど、適宜適切な対応をとっていきます。

13

地方分権により地域格
差がでるのではない
か。道州制との関連が
あるのか。

地方分権により、これまでの中央集権的な全国一律に同じサービスを提供するとい
う視点からは、確かに地域間の差は生じますが、それぞれの地域ごとに、どういう
合理的な市民サービスを提供するか創意工夫がしやすくなると思います。道州制に
ついても、国全体のあり方をどうするか、資源をどうバランスよく活用するかとい
うことであり地方分権につながるものと思います。

14

自治基本条例施行後、
川崎市民と川崎市役所
の関係が変化したか。

自治基本条例に基づく制度等の取組として、各区では参加と協働により、地域社会
の課題を解決する方法などを調査審議する区民会議が設置され、今年度から開催さ
れています。また、市民参加の推進を目的として、行政計画や条例等を策定する際
に市民意見を募るパブリックコメント手続の制度化を進めていること、市民と市が
協働する際の基本的な考え方や手法を定める協働のルールづくりなど様々な取組を
進めている段階であり、市民と市との関係を向上させていくためには、まずは、こ
れらの取組が十分に理解されることが必要ですので、様々な場面をとらえて効果的
に情報発信するための手法を検討し、実践していきます。

15

市民自治・地域自治の
観点からは、川崎市は
大きすぎると感じてい
ます。本庁と区役所の
関係は、対等・協力の
関係になっています
か。

参加と協働による市民自治のまちづくりを進める上で、市民の皆さんに身近な区役
所の機能を高め、市民と協働してまちづくりや子育てといった身近な課題に取組
み、解決していくことがますます重要になります。そのために、区行政改革に取組
み、区民会議の設置、市民活動の支援、身近な課題に取組む区役所の体制の整備な
どを進めているところです。特に、地域の視点から課題に取組む区役所と、分野別
行政を担う事業局との間で、的確な施策調整が行われるようにするためのルールを
整備するなど、市民自治社会づくりを市全体で推進しています。

2 / 15 ページ



16

都市内分権について、
川崎市経済でも、川崎
駅を中心とした一極集
中が見られます。各区
に活気ある経済を生み
出すためにも、都市内
分権の一層の推進が必
要と考えます。また、
各区が、より地域に密
接な行政を行うために
も、区役所の基盤整備
が必要ではないかと考
えます。

参加と協働による市民自治のまちづくりを進める上で、市民の皆さんに身近な区役
所の機能を高め、市民と協働してまちづくりや子育てといった身近な課題に取組
み、解決していくことがますます重要になります。そのために、区行政改革に取組
み、区民会議の設置、市民活動の支援、身近な課題に取組む区役所の体制の整備な
どを進めているところです。

17

区行政改革に伴う区民
会議について、市長の
分権推進への熱意を評
価します。市民とし
て、協働の必要性は理
解できますが、課題解
決に至る段階で行動で
きる市民団体（町内
会・自治会など）が必
要です。これら、地域
自治会の活性化につい
ての考えを聞きたい。

区民会議は、各区の委員の皆さんの積極的な関わりもあって、順調なスタートが切
られました。今後、区民会議で審議された課題の解決策を、市民と行政との協働に
繋げていくことが求められますが、そうした協働を進める中で市民団体と行政がと
もに活性化していくことが望ましいと考えています。

18

区民会議について、各
区の区民会議において
議論されている内容
は、市長（市）が意図
していることに沿って
いるのですか。

区民会議は、委員の皆さんが主体となって、地域社会の抱える課題のうちから審議
する課題を選び、話し合う場です。　各区の区民会議は、この考え方に基づき運営
されています。

19

分権の進展により、住
民個人に合った行政が
期待できますが、区に
よって重点項目が変わ
り、平均性がなくなる
不安があります。

地方分権の進展に伴い、市民に身近なところで地域性を反映した行政が行われるよ
うになっていきます。その結果として、地域ごとの特徴が一層際立ってくるという
こともあるのですが、それは格差ということではなく、地域の特色として受け入れ
ていくことで地方分権が進展するものと考えています。現在進めている区行政改革
では、市民に身近な区役所を拠点として、地域の課題の解決に取組み、区ごとに、
地域の意向を反映した特徴のあるまちづくりが行われる方向を目指しています。一
方で、全体的な視点から、一律性が重視される施策もありますので、両者のバラン
スを常に考慮しながら進めていきたいと思います。

20

地域の課題の解決法、
地域の課題を発見した
ら、それを解決するた
めの条例、予算、体制
が必要ですが、具体的
にどの機関が企画立案
し、実行するのです
か。既に決まっている
のですか。

地域の課題の解決策を区民が主体となって話し合っていただく場として、本年度、
区民会議がスタートしたところですが、地域の課題を解決するためには、課題の内
容によって、地域のみなさん自身が取組むこと、行政がやらなければならないこ
と、市民と行政が協働して取組むことなどがあります。ご意見にあるような、行政
が主体となって課題を解決する場合は、できるだけ区が主体となって取組めるよう
な仕組づくりを行っております。また、区役所の機能、権限が及ばない課題につい
ては、区長から関係局等に働きかけ、地域の視点からの解決が図られるよう調整す
る仕組などを整備しています。今後も、地域の課題を発見し、区民の参加と協働に
より解決に取組む拠点として、区役所の機能を高めていくよう、区行政改革を進め
ていきます。

21

区の課題は、どのよう
な手続、又は仕組で見
つけるのですか。

これまでにも、区づくりプランや都市計画マスタープラン区民提案など、区民の参
加をいただきながら区の課題の発見が行われてきました。また、区役所には、日常
的に様々な区民の声が寄せられています。さらに、本年度区民会議がスタートし、
日頃様々な分野で活動されている委員の皆さんの経験などからの課題が持ち寄られ
るようになりました。区民会議では、これらの課題の中から優先して取組む課題を
決め、どのように解決するかに主眼をおいた話合いが行われています。

22

行政プロセスの各段階
における市民の参画を
保障することが必要で
ある。

平成１７年４月に施行された自治基本条例では、自治の基本理念として市民が主役
の市民自治の確立を明らかにし、自治を営むための３つの基本原則として「情報共
有」「参加」「協働」を定めています。この条例に基づき、市民自治の確立を目指
し、区民会議の設置、区役所機能の強化、パブリックコメント手続などの取組を進
めています。
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23

宮前区は高津区から分
区しました。昨今、市
町村合併が進んでいま
すが、川崎の中で区の
集約化をしてもいいの
ではないか。

川崎市では現在、市町村合併や区の集約化の予定はありません。政令指定都市であ
る本市におきましては、地域の実情に応じたきめ細かな行政運営に向けて、区行政
改革に取り組んでいます。具体的には、市民の主体的な取組みによる課題解決を目
指した区民会議の設置、区役所機能の強化などに取り組んでいます。

24

各区の予算配分基準な
ど

本市では、区の権限強化に向けた改革の姿を、予算という形でも市民の方々に明ら
かにするため、平成17年度予算から款「区役所費」を創設したところです。区役所
費には、区民会議開催費、協働推進事業費や道路維持補修費など区長権限により執
行が可能な経費等を計上しています。各区の区長権限により執行が可能な協働推進
事業費については各区同額であり、道路維持補修費については、道路延長等を勘案
し予算を計上しています。また、地域の視点から地域の課題を発見し解決できるよ
う、各区役所から課題解決に向けた事業の予算化も可能としています。こうした
「区の課題解決予算」については、それぞれの事業の熟度や緊急性等考慮し、決定
しているところです。

25

財政情報の、より一層
の情報公開について

市民の皆様に財政状況をご理解いただくことは大変重要でございますので、予決算
等の状況を、条例で規定されている公表資料の他、つぎのとおり公表しているとこ
ろです。決算の情報につきましては、決算議案の議会提出前の７月に「決算見込
み」として、また、企業会計的手法を用いた決算情報を11月末に、それぞれ公表を
行っております。予算の情報につきましては、毎年度改善を図りながら「予算案に
ついて」の冊子を作成し、予算案発表時に公表を行っています。さらに、分かりや
すい資料として「財政読本」も作成・公表しています。将来の収支見通しにつきま
しても、第2次行財政改革プラン、総合計画の実行計画及び毎年度の予算編成方針に
お示しし、財政状況の公開に努めているところです。今後とも可能な限り早期に、
分かりやすい情報の公表に努めてまいります。

26

町会と市とのかかわり
で、市の仕事を町会な
り自治会は、これまで
以上にどのようなこと
を求められるのか。

町内会・自治会につきましては、まちづくりにおける様々な分野、地域防災や防
犯、環境、美化、市政の情報提供等、におきまして、これまでも行政と協働して、
地域の課題等の解決に尽力いただいているところでございます。今後も、川崎市自
治基本条例の目指す住民自治の基本原則をふまえて、町内会・自治会と協働・協力
の関係を継続し、地域課題の解決に取り組んでまいります。

27

市の税金の無駄遣いの
報道かあった。市民感
情から、億単位の無駄
遣いの責任がうやむや
になる。また、今後分
権が確立されチェック
の網が少なくなるよう
では、将来が不安であ
る。民間では、厳しく
問われる責任の所在に
ついて、今後どう対処
するのか知りたい。

南伊豆及び東和町における市民保養施設建設事業につきましては、事業構想以来１
０年以上にわたり事業を推進してきましたが、その後の急激な社会経済情勢の変化
や市民ニーズの多様化などにより、市民保養施設の設置当初の目的が薄れてきたこ
とから、新たな市民保養施設を設置する意義が失われてきたため、建設事業を中止
しました。事業中止決定後、用地の有効活用を図るため庁内で検討を行うととも
に、地元自治体とも協議し、昨年、東和町用地は地元自治体へ無償譲渡し、南伊豆
用地は土地開発公社から直接売却したものです。土地の取得、処分及び利用に係る
事務執行につきましては、平成１０年度から全庁的な公有地総合調整会議を設置
し、土地関係事務の執行の適正化及び効率化を図ったところです。なお、本市で
は、「川崎再生フロンティアプラン」（平成１７年３月）の中で、「基本構想」
は、これから川崎市が進めるまちづくりの基本方針として、市政運営や政策の基本
方向を掲げる具体性を持った１０年程度の計画とし、「実行計画」は、基本構想に
基づく施策の具体的な取組内容及び目標を明示した３か年の計画として、計画の実
効性の担保と、施策の優先順位の明確化を重視するとともに、「事務事業総点検」
や「施策評価」により適正な進行管理を行うことにより、周辺環境の変化や新たな
ニーズ等に迅速かつ適格な対応を図り、効率的・効果的な事務事業の推進に努めて
いるところです。

28

地方税に頼ることで、
市民のボランティアへ
の負担が増加すると感
じているが、どのよう
に一般市民に伝達し、
理解を求めていくの
か。

市では、より多くの市民にボランティア、市民活動に関心を持っていただき、活動
への参加を促進するための施策を実施しております。また市民活動団体等と市が協
力して事業を行う際に、両者が適切な関係で実施できるよう、「協働のルール」を
策定し、その内容の周知に努めてまいります。

29

教育委員会の権限、執
行事務は地方行政に一
任し統一すべきであ
る。義務教育だから国
が統一するやり方は崩
壊してきている。

現在、教育に関しましては、教育基本法の改正や教育委員会制度のあり方などにつ
いて、様々な議論がございますが、本市といたしましては、地方分権改革の推進に
より、地方に権限と財源が移譲されることは、全国画一の行政から地域の実情に
あった市民サービスを提供することができるものと考えております。
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30

安上がりに市民を使う
ことのないよう、市民
と行政のパートナー
シップをより充実させ
るべき。

市民活動団体等と行政が協力して公益的な事業を行う場合の基本的な考え方等を
「（仮称）協働のルール」として検討委員会を中心に策定を進めているところで
す。策定にあたっては、協働を行政の業務の肩代わりや、安易な経費の削減手段で
はなく、市民活動団体等と行政がそれぞれ単独で実施する場合と比べより一層の価
値を生み出すための手段という考えを基本にしております。

31

議会は行政の監視を充
分にしていますか。

議会各会派は、年４回の定例会において、市長等執行部に対し代表質問や市民生活
にかかわりの深い一般質問等を行い、さらに毎年予算審査特別委員会及び決算審査
特別委員会を設置して、市長等執行部の税金等の支出内容をチェックしています。
また、議会閉会中は、原則として水曜日と金曜日の週２回、五つの常任委員会を開
催し、所管局に対し様々な所管事務の調査を実施しており、行政に対する監視を
図っております。今後さらに議会監視機能の強化充実を図り、市民の付託に応えた
いと考えております。
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