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Ⅰ 監査の結果 

１ 指摘事項（別紙１「指摘事項の一覧」を参照） 

  （指摘事項とは） 

   法令、条例、規則等に違反している事項又は経済性、効率性若しくは有効性の観点か

ら改善を要する事項など、特に指摘すべき事項として、地方自治法の規定に基づき監査

結果報告書に記載し、公表するもののこと。 

平成 30 年度定期監査における主な指摘事項 

  ① 郵券購入における支出事務の不備について【合規性の観点】（清水福祉事務所高齢

介護課（ｐ10）・産業振興課（ｐ21）） 

郵便切手の購入に係る受払簿に記録された受入日と納品書に記載された納品日に

相違があったことからその理由を確認したところ、担当者が納品業者から日付を空

欄とした納品書及び請求書を受領し、会計処理上都合のよい任意の日付を記載して

いた事実が明らかとなり、事実上支払遅延防止法に違反する会計処理が行われてい

た。 

    この手口は、かつて本市の内部統制の取組の端緒となった不適正経理においても

見られ、加えて、平成 29年度定期監査においても同様の３事例について指摘したと

ころであり、このような事務処理が繰り返されている状況は看過し難いので、直ちに

是正を求める。 

なお、本件で把握された日付の改ざんは、内部統制における重大な課題を示唆する

ものであると考えられることから、別途改めて内部統制監査において意見すること

とする。 

  ② 西ケ谷資源循環体験プラザにおける啓発活動について【有効性の観点】（ごみ減量

推進課（ｐ13）） 

    西ケ谷資源循環体験プラザ（以下「しずもーる西ケ谷」という。）は、ごみの減量

と資源の有効活用が同時に体験できる講座や活動を通じて、廃棄物の減量及び資源

の有効利用に関する市民の理解を深めるために開館した施設であり、廃棄物や間伐

材を原材料とするリサイクルや不用品の再利用を行う講座などを実施するとともに、

隣接する西ケ谷清掃工場で発生する余熱を利用した入浴施設や足湯を市民の利用に

供することによりサーマルリサイクルを体感できるようにしている。 

    しずもーる西ケ谷はこのような目的をもつ施設であることから、単なるカルチャ

ースクールや温浴施設ではなく、講座や施設利用を通じてごみ減量と資源の有効活
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用を市民に啓発する重要な役割を担っているはずのものであるが、しずもーる西ケ

谷の現地調査を行ったところ、次の３点について不備が認められたため、是正・改善

を求める。 

     １） 間伐材を再利用する講座において、原材料に間伐材を利用していることは

掲示されていたものの、その意義や目的に関する説明がされておらず、その

他の講座においても、その講座の実施に係る資源循環に関する意義や目的

を明示するような掲示や説明がなく、また、指定管理者がこれらの点につい

て広報している様子も見られなかった。 

     ２） 入浴施設及び足湯においては、サーマルリサイクルについての説明・掲示

がされていなかった。 

     ３） 開館後、５年を経過しようとしているにもかかわらず、周辺道路や隣接す

る市有・県有の体育施設に、しずもーる西ケ谷への案内看板の設置やＰＲパ

ンフレットの配架などといった有効な集客対策が行われておらず、せっか

くの体験施設（特に、温泉利用）をＰＲしてゆこうという姿勢が見られなか

った。 

（参考）平成 30 年度定期監査指摘事項・過去３年度間との推移 

対象所属数 
指摘事項等件数 

指摘事項 指導事項 合計 

平成27年度 60 24 39 63 

平成28年度 62 17 40 57 

平成29年度 56 17 27 44 

平成30年度 57 22 22 44 

（前年度対比） （＋１） （＋５） （△５） （±０）
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２ 業務意見（別紙２「業務意見の一覧」を参照）

  （業務意見とは） 

   監査の結果に必然的に伴う、各業務に対する監査委員の意見のこと。 

平成 30 年度定期監査における主な業務意見 

  ① プラスチックごみの取扱いについて【有効性の観点】（ごみ減量推進課（ｐ14）） 

    ペットボトルについての本市の回収量が全政令市の中で最低である旨の報道がな

され、ごみ減量推進課の説明によると、市民回収ルートは清水区のみにおいて実施さ

れ、葵区及び駿河区においては少数の拠点における回収に止まっていることが原因

であるとしている。また、これ以外に民間事業者において独自にペットボトルを回収

しているが回収量は把握していないとのことであり、さらに、可燃ごみの中にペット

ボトルを含めて収集し、これをサーマルリサイクルと称しているとの市民の「誤解」

があるとの認識も示している。 

    ペットボトルは、有償状態にあるときは廃棄物とされずに民間ルートに流れてゆ

くことから民間事業者の独自回収が盛んとなり、逆有償状態となったときに容器包

装リサイクルルートが奏功する性質のものであることから、本市の回収の現状が必

ずしも不適当であるとはいえないものの、本市のごみ処理の考え方として「サーマル

リサイクル」をどう位置付けているのかの点が市民に正しく理解されないと、リサイ

クル可能なペットボトルや食品トレーなどのプラスチックごみまでもが簡単に焼却

に回されかねないこととなる。 

    プラスチックごみ、ひいてはマイクロプラスチック問題にまで広げて本市の姿勢

を示すのであれば、発生から排出・収集・リサイクル・処分の各段階別に、プラスチ

ックごみの種類に応じて、系統的に、かつ、わかりやすく市民に知らせて分別への協

力を得てゆくことが先決であることから、この問題を単なる「誤解」と片付けるので

はなく、総合的・組織的な対策となるよう検討されたい。 

  ② 受動喫煙対策の組織体制について【有効性の観点】（健康づくり推進課（ｐ18）） 

    改正健康増進法が公布され、学校、病院、行政機関等での敷地内禁煙、飲食店にお

ける原則屋内禁煙がそれぞれ義務付けられるなど受動喫煙対策が本格化することか

ら、受動喫煙対策の組織体制づくりの進捗状況を確認したところ、平成 32年４月か

らの体制として、健康づくり推進課が受動喫煙対策に係る施策の企画立案を行い、保

健所が改正法違反者に対する勧告、命令等の事務を担う方向で整理してゆくとの回

答があった。 

    改正法の施行が迫る中、本市の施策としては、受動喫煙対策の経過措置対象施設の

把握や各飲食店への個別説明・指導に止まらず、より総合的かつ広範な受動喫煙対策
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を実施すべく、路上での受動喫煙対策との連携をも視野に入れた施策とするための

組織体制を検討する必要がある。 

    このような実効性のある受動喫煙対策とするためには、関係する法令、条例等の適

用関係を整理し、関係する施設や飲食店等の実態を適確に把握した上で、きめ細かい

組織的な対応が求められることから、早急に関係部局間の調整を図り、検討体制を構

築されたい。 

３ フォローアップ監査（ｐ34）

  （フォローアップ監査とは） 

   本市の内部統制所管部署との連携の下、過去の指摘事項の事後検証等を行うことに

より類似指摘の再発防止を図ろうとするものである。今回は、前回の定期監査（平成 27

年度定期監査）の指摘事項の改善状況を対象として実施した。 

平成 30 年度フォローアップ監査の結果 

   対象 ： 前回の定期監査の指摘事項 24件 

   結果 ： 指摘事項はなかった。 

       （＝ 対象全件の不備が改善されていたことを確認した。） 
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４ 内部統制監査（ｐ35）

  （内部統制監査実施の背景） 

   平成 26年度以後の定期監査では、継続して本市の内部統制の有効性を高めることを

目的として内部統制監査を実施し、意見を付してきた。 

   人口減少社会への的確な対応が求められる状況の中で、業務の効率化などの内部統

制の役割や重要性が高まってきていることに加え、改正地方自治法による内部統制の

法制化を控えていることを踏まえて、本年度も内部統制監査を実施した。 

監査の結果 

   監査の結果、指摘事項は見られなかったが、監査の過程で把握された事例などを踏ま

えた意見を付した。 

監査に当たっての内部統制の「区分」 

   監査に当たっては、本市が実施している内部統制を下記のイメージ図に従って区分

し、各区分に応じた内部統制の状況を監査した。 

 【内部統制のイメージ（格子状モデル）】 

   ① 各所管業務の内部統制（下図の 部・縦串） 

     主に所属長による統制。所属によりそれぞれ業務内容が異なるため、統制の範囲

も所属により異なる。 

   ② 共通業務の内部統制（下表の 部・横串） 

     マニュアルなどの全庁的なルールによる統制。本市では主に、総務局、企画局及

び財政局に属する所属がこれを担っている。 



6 

監査委員の意見 

   ① 各所管業務の内部統制（縦串） 

    （全体的な状況） 

     平成 29 年度定期監査では、リスクチェックシートの適切な見直しを行っていな

かった所属が多数見られたが、本年度は大半の所属で適切な見直しを行っており、

全体として内部統制の意識の向上が見られた。 

    （個別の取組状況） 

     監査の過程で把握された各所属の個別の取組状況について、よい事例と課題を

残す事例を取り上げる。 

    ・ 有効な内部統制の取組の立案には、各所属の職員による業務への理解の深さと

多角的な検討が不可欠となることから職員間の活発な議論が望まれるが、そ

の前提として、内部統制上の不備の発生が隠蔽されることなく、かつ、議論を

歓迎する職場環境づくりが求められる。 

    ・ 各所属の経営者ともいえる所属長には、内部統制上の不備に接した際の自らの

言動がその所属の内部統制の質を左右することを十分に意識した上で、部下

職員の育成・指導に当たることが望まれる。 

【縦串所属の「課題を残す事例」（土木管理課）】 

 他課への合議に供した決裁文書が行方不明となった事例の対応状況を確認し

たが、同課の見解は、合議先を含む文書の管理は困難で不備を完全に抑制するこ

とは困難であり、また、受渡簿による管理も考えられるが件数の多さから実施し

ていないというものであった。 

 内部統制上の不備を事務改善の材料として活用することができておらず、ま

た、その意識も見られないものであった。 

【縦串所属の「よい事例」①（介護保険課）】 

 一部の記載が漏れた介護保険負担割合証を転入者に送付してしまった事例な

どへの対応状況を確認したところ、リスクチェックシートの全面的な見直しや

「危機管理の７つの行動指針」の唱和実施など、日常業務の中に再発防止策を組

み込むための工夫をしていることが窺われた。 

【縦串所属の「よい事例」②（こども園課）】 

 こども園の外周付近で発生した施設事故について、園長会を利用した他園へ

の周知や施設点検報告書に側溝蓋を含めた外周の確認項目を追加するといった

対応を行っていることが確認され、業務の中に再発防止策を組み込むための工

夫をしていることが窺われた。 
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   ② 共通業務の内部統制（横串） 

    （共通業務の内部統制を担う所属としての認識の視点） 

     平成 29 年度定期監査では、ＩＣＴ推進課が自らの業務の内部統制上の位置付け

を十分に説明することができなかったことを踏まえ、内部統制庁内検討委員会（当

時）を構成する各所属の位置付けの精査などを求める意見を付したところであっ

たが、今回の監査では、本監査の対象となった総務課などは、業務プロセスの改善

の必要性や内部統制法制化後の評価の実施についての課題などを把握・認識して

おり、内部統制上自らが果たすべき役割につき、十分といえないまでも自覚的であ

ることが認められた。 

    （定期監査の結果を踏まえた視点） 

     事務事業監査の指摘事項の傾向を踏まえた共通業務の内部統制（横串）の課題に

ついて、次のように評価した。 

【横串所属の課題①：各所属の委託契約（契約課）】 

 委託料の執行に係る指摘事項の割合は相対的に多いが、これは例年の傾向で

ある。 

 委託料の支出手続は、事業決裁、業者選定、見積執行、契約の締結といった多

段階のプロセスを経る上、それぞれのプロセスのリスクは高く、このような契約

関係のリスクに対するモニタリングは、現在行われていないが、その必要性は当

然に検討されるべきものである。 

 契約事務という共通業務の内部統制を担うべき契約課には、委託契約を対象

としたモニタリング手法の早期確立のための検討を望むものであるが、同課に

もモニタリング対象の所属にも負担の少ない実現可能な手法を模索する必要が

あり、また、他の共通業務の内部統制に対するモニタリング手法との整合も求め

られることから、コンプライアンス推進課を始めとする内部統制庁内推進委員

会における活発な議論を期待する。 

【横串所属の課題②：日付を空欄とした請求書の利用（会計課）】 

 郵券購入における支出事務に見られた２件の指摘事項は、いずれも担当職員

が納品業者から日付を空欄とした請求書を受領し、会計処理上都合のよい任意

の日付を記載していたものであったが、この手口は、かつて本市の内部統制の取

組の端緒となった不適正経理事例において見られ、業者との癒着の温床ともな

りかねないものとして指弾された経緯があったが、平成 29年度定期監査におい

ても同様の指摘事項が３件あり、２年連続で露見している。 
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   ③ 内部統制法制化への対応 

     （内部統制の範囲） 

      本市は、改正地方自治法の施行に先駆けて内部統制に取り組んでいるため、先

行的取組と改正地方自治法の内容との整合性を確保してゆく必要がある。 

      現在取り組んでいる内部統制の事務や部局の範囲については、法制化後の取

扱いや評価方法などについて相違が見られることから、円滑に法制化を迎える

ことができるよう、諸課題を熟議の上、適切に対処してゆくことを望むものであ

る。 

    【参考：内部統制の範囲・本市と地方自治法の相違】 

本市（基本方針） 地方自治法など 

平成 29 年４月 12 日制定 平成 32 年４月１日施行 

事務の範囲 限定していない。 

財務に関する事務（ただし、市長が必

要と認めるものを追加することもで

きる。） 

【改正法第 150 条第１項】 

部局の範囲 限定していない。 

委員会・委員、地方公営企業は一部を

除き、長による内部統制に関する方

針及び内部統制体制の整備等の直接

の対象となるものではない。 

【地方公共団体における内部統制制

度の導入・実施ガイドライン】 

     （内部統制の評価） 

      内部統制の取組が先行している本市であるが、内部統制体制の整備・運用の評

価については、これまで限定的にしか実施していない。 

      共通業務の内部統制を担う所属（横串の所属）に対して現時点での活動状況を

どのように評価しているのかの点については、業務についての研修や周知とい

った活動の実施回数のほか、アンケートの収集・分析により把握された受講者の

理解度などを評価の基準として活用している事例が多く見られた。また、法制化

後の評価実施上の課題については、総務課（公印・文書管理など）や人事課（職

 このように全庁的に繰り返し発生する不適切な会計処理は、担当者の意識の

低さもさることながら業務の仕組み自体に何らかの不具合があるのではないか

と捉えることが必要である。 

 過去に再発防止を求める監査委員の意見や会計室長（当時）の通知があったに

もかかわらず繰り返し発生している状況に鑑み、全庁に共通する会計事務を担

当する会計課による業務プロセスの丁寧な検証が行われ、内部統制体制の充実

に取り組む必要がある。 
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員の服務規律など）から取組の性質上評価が困難であり、評価に活用する指標の

設定などに苦慮しているとの認識も示された。 

      法制化後の評価報告書の記載内容や評価手法については、遅くとも平成 31年

度内には確立しておく必要がある。 

   ④ むすび

     以上が本年度の内部統制監査の結果である。各所管業務の内部統制、共通業務の

内部統制及び内部統制法制化への対応とも一部に課題は認められたものの、法制

化を前に職員の認識の高まりも見られ、全体としては前向きに評価することので

きる内容となっていた。 

     内部統制を整備・運用してゆく上で肝要なことは、事件や事故などの不備が何件

発生したといった「結果」ではなく、不備を業務改善の糧とする「プロセス」を重

視することである。このプロセスを有効なものとするため、職場の不備の的確な把

握が求められるが、往々にして不備は隠蔽されやすい。不備が隠蔽されず、これに

向き合う職場を意識して整備することが求められる。 

     また、改善のプロセスが求められる点は共通業務の内部統制（横串）でも同様で

あり、内部統制の円滑な運用に必要となるマニュアルなどの整備に努めることは

当然であるが、重要なことは、これらを適時・適切に見直してゆくことである。マ

ニュアルなどの検証には、事務処理の誤りや仕組みの無視の発生原因の分析を十

分行うことが必要となることから、現場職員の声に耳を傾け、現場の立場に立った

事務改善に努めてゆく必要がある。 

     内部統制の整備・運用には、小さな気付き、改善の積み重ねが求められる。これ

らのことは、従来の業務プロセスにもすでに組み込まれているはずのものではあ

るが、各業務の在り方を改めて評価する上で、内部統制の法制化はよい契機となる。

法制化に向けた準備の過程では、各所属が地道で着実な検討を進め、これまで以上

に質の高い業務執行体制が確立されることを望むものである。 
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Ⅱ 提言（ｐ42）

  （提言とは） 

   監査委員が必要と認めるときに、本市の組織及び運営の合理化に資するため監査結

果報告に添える監査結果を踏まえた意見のこと。 

   本年度は『全体最適の視点の欠如による市民本位の市政の阻害』について提言する。 

これまでの提言を踏まえて ～ 「市民本位の市政」と「全体最適」 ～ 

   平成 26 年度から平成 28 年度にかけての定期監査では特定のキーワードを念頭に置

いた監査を行い、その結果に基づく提言を実施してきた。特に、平成 28年度の定期監

査においては、それまでの内容を総括する意味合いを込めて「全体を見据えた事業展開

（全体最適）」をキーワードとした提言を行った。 

   平成 28 年度の提言では、一部の所属において部分最適を市政全体の利益（全体最適）

より優先する姿勢が見られたことを踏まえ、部分最適の総和が必ずしも全体最適とは

ならないことを指摘しつつ、「厚み」と「深み」のある市政運営のためのあるべき組織

の姿を示し、事務分掌それ自体は組織機能を向上させることにより効率的に組織目的

を達成するための手段ではあるが、これによる部分最適はその「逆機能」ともいうべき

結果をもたらすことがあり、いかにしてこの「逆機能」を抑制しつつ「市民本位の市政」

を効率よく追求してゆくのかが市政運営の勘所となると述べた。 

   人口減少社会においても、いかに「市民本位の市政」に立脚した行政サービスの提供

を持続的に実施してゆくことができるかが地方公共団体の今日的課題となっているが、

本件の監査の過程で把握したいくつかの事例の分析・評価を踏まえ、本市がこの課題に

適切に対処してゆくことを願いつつ「全体最適」の観点から再度提言を行うこととする。 

取組上の課題があると認められる事例 

   本件の監査において把握された事例のうち、各所属に市政全体の利益に立った考え

方が不足していたため、結果として「市民本位の市政」の阻害要因と見られるに至った

ものは、次のとおりである。 

   ① 法改正などへの対応 

     本市の業務は法令・例規を根拠として行われており、適切な業務執行には法改正

の状況やその背景にある社会的状況の変化などの的確な把握・評価が欠かせない。 

     ここで取り上げる事例は、法改正などの状況をそれぞれの所属で把握しながら

も対応がその所属のみに止まっていたものであり、他の所属を巻き込むような展
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開をしていれば、より質の高い「市民本位の市政」の実現に寄与していたであろう

と考えられるものである。 

（改正健康増進法への対応（健康づくり推進課）） 

 健康増進法の一部改正に伴い必要となる受動喫煙対策について確認したとこ

ろ、保健福祉長寿局内の所属によりこの新たな業務への対応が行われることが

明らかとなった。 

 改正健康増進法関係の施策の範囲は多岐にわたり、関係者も多方面に及ぶこ

とが予想されるため、これを多局間連携で担ってゆくことにより、受動喫煙防止

などの政策の果実を市民にとってより広く、より確かなものとすることができ

ることが見込まれる。 

 本市が全国に先駆けて実施している路上喫煙防止の取組を更に見直し、多局

間連携によってこれを深化させるなど、様々な施策を展開する余地がある。ま

た、東京都においては事業者支援の一環として受動喫煙防止措置に伴う経営シ

ミュレーション作成の相談窓口の設置などの取組を始めていると聞いている。 

 受動喫煙対策は、個人の嗜好によっても評価が左右され、これによって営業上

の影響が生じるサービス事業者なども存在することから評価が分かれやすいも

のの、市民の健康維持という市民本位の立場に立てば、幅広い連携による「深み」

と「厚み」のある受動喫煙対策の展開を図ることができるよい機会となる可能性

がある。 

（都市農地の貸借の円滑化に関する法律への対応（農地利用課）） 

 平成 30年９月１日から施行された「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」

は、都市農地の有効活用とそれに伴う都市農業の安定的な継続を目的として、市

街化区域に所在する農地の円滑な貸借の促進など、都市農地の一層の有効活用

を促す制度が盛り込まれている。 

 都市農地は、多様な機能を持つ一方で農業従事者の減少や高齢化といった課

題に直面しており、同法の制定によって本市は新たな事務を担うこととなるが、

これを単に事務負担の増加や国からの押し付けと捉えることなく、大局的な見

地から市政の一層の充実を図ることができる好機のひとつと認識することが肝

要である。 

 同法の制定に伴い生じる事務の所管は農地利用課又は農業委員会であり、他

局との連携は考慮していないことや今後の施策展開についても同法の下支えと

いう観点からの「申請待ち」の対応に止まり、積極的な施策推進をしてゆくとの

認識を有していないことが把握され、全体最適の視点の欠如が見られた。 
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   ② 市民ニーズの変化への対応 

     すでに市政の課題に組み込まれ特定の所属が分掌している事務であっても、社

会環境の変化により市民ニーズへの的確な対応をせまられ、一時的又は中長期的

に複数の所属が様々な視点から連携して取り組むことでより高い効果が得られる

ものもある。 

     ここでは、近年になって市民の関心が高まってきたことから従来の手法を拡充

し、かつ、一定程度の多局間連携も行われているものの、より質の高い「市民本位

の市政」の実現を意識した一層の連携強化を図る余地のある事業を取り上げる。 

（プラスチックごみへの対応（ごみ減量推進課）） 

 ごみ減量推進課に対し、サーマルリサイクルに対して生じている市民の誤解

などを踏まえ、プラスチックごみ（特にペットボトル）の分別収集について市民

に周知し、その協力を得る必要性についての意見を付したところである。 

 プラスチックごみの処理をめぐる課題に対する市民の関心は、マイクロプラ

スチックによる海洋汚染問題を契機としてここ数年急速に高まっているが、そ

の背景にあるプラスチック製品の大量製造、大量消費、大量廃棄といった社会構

造そのものに対する認識の提示を始めとして、廃棄物政策の領域に止まらない

多角的な政策展開として臨んでゆく必要がある。 

 このような認識はごみ減量推進課も有していて、市内飲食店での紙製ストロ

ーの試験提供のほか、海洋文化都市推進本部などの他所属や民間企業と連携し

た周知イベントの開催などをすでに実施してはいるものの未だ総合的・組織的

な展開といえる状況には至っていない。 

 プラスチックごみへの対応という市民ニーズは、これに適切に対処し、市民本

位の市政の実現に寄与してゆこうという視点をもち、多局間連携を進めて全庁

的な施策として展開されるよい機会となる可能性がある。 

 都市農地の多様な機能に着眼すれば多局間連携の余地は十分にあり、平成 28

年３月に都市局が策定した『静岡市都市計画マスタープラン』によれば、市街化

区域の農地は「貴重な緑地の機能に加え、災害時における災害対策・復旧機能の

役割も期待され」、「必要に応じて、これらの農地を市民農園や食育の場などへの

活用を図」ることとされており、都市局との連携による政策の相乗効果も期待さ

れ、同法の制定の趣旨や都市農地の活用可能性について庁内各所属において適

切に認識され、必要な多局間連携のもと政策の一層の効果的推進が図られるこ

とで市民本位の市政の実現に寄与することが見込まれる。 
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むすび 

  以上に取り上げた事例の担当職員は、いずれも問題があったわけではなく、むしろ熱意

をもって課題に接し、制度改正などの把握にもよく努めていたが、多局間連携による「全

体最適」の視点に基づく着想が欠けていた。これらの事例で欠けていたのは、効果的な事

業の実施のために他部局に関与させようとすることや関与を求めるべき部局に適切な情

報を提供しようとすることといった「わずかな気付き」である。 

  過去の定期監査においても「全体最適」の視点の欠如した事例を対象に提言を付してき

たところであるが、本件の監査においてもそれらに類する事例が見られ、「全体最適」の

考え方を全庁的に浸透させることの大切さや難しさを改めて痛感したことから、職員に

求められる心構えについて管理職職員と担当職員の別に分けて提言する。 

   ① 管理職職員に求められる心構え 

     局長をはじめとする管理職職員は、自身の言動が職場の風土や環境に大きな影

響を与えることを自覚し、常日頃から「全体最適」の視点から見て範となる行動を

とり、特に意思決定に当たっては、「市民本位の市政」の実現に向け、自組織の利

益ではなく市民の利益や市長の理念を重視することを心掛けるとともに、「全体最

適」の視点を踏まえた自らの考えを組織内に浸透させてゆくことが必要である。 

     そのためには、自所属の業務への深い理解を前提に他所属の業務にも適切に関

与することを始め、日常的に「自身が市長であったらどのような判断をするのか」

という経営者感覚をもって市政に関する情報に触れることが求められる。 

     また、組織内で自身の考えを浸透させるには、単なる情報の伝達以上に高い水準

での納得を相手方に与えることが求められるため、部下職員に対する意識的かつ

継続的な働きかけが不可欠となる。管理職職員には、「全体最適」の理念を常に念

頭に置きつつ、業務上のコミュニケーションの機会を捉えた部下職員への意識付

けをこれまで以上に積極的に行ってゆくことが望まれる。 

   ② 担当職員に求められる心構え 

     法改正等に伴う通知や市民からの苦情、要望などの業務関連情報に直接接する

機会が多い担当職員には、これらの情報が組織の「全体最適」を実現してゆく上で

不可欠な要素のひとつであること及び自身が全庁的な情報流通の起点となってい

ることを理解して業務に臨むことが求められ、雑多な業務関連情報を庁内で有効

活用するため、庁内で共有すべき情報を的確に選別し、これを適切に加工する役割

が期待される。 

     選別は、業務関連情報の必要性の的確な評価の下に実施されるものであるが、そ

のためには、自身の業務の全庁的に見た位置付けの把握が前提となる。業務の位置

付けの把握には、立体的な視点による業務の観察と深い洞察が必要となることか
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ら、担当職員には、日頃から自らの業務を漫然と前例踏襲的に処理することなく各

業務の背景や法的根拠などを含めた立体的な理解に努める心構えが求められる。 

     また、加工は読み手の要求（疑問への回答、意思決定の根拠となる材料等）に応

じて行うものであるため、読み手の要求を適確に捉えつつ、読み手にとって過不足

のない情報を提供する必要がある。そのためには、ＯＪＴなどを活用しつつ、情報

発信の窓口としての認識を深め、その技術を磨く機会を職場全体で共有できるよ

う所属長による担当職員への指導・育成の充実が望まれる。 


