
平成２４年第４回定例会（２０１２．９．１１） 

 

◯副議長（大石修二） 尾花康広議員。 

◯17 番（尾花康広）登壇 私は公明党福岡市議団を代表し、福岡市が目指すべ

き目的及び目標の設定、随意契約の一元管理による歳出の適正化の２点につい

て質問いたします。 

 まず、福岡市が目指すべき目的及び目標の設定についてですが、職員の不祥

事が頻発し、市民の行政への不信感は残念ながら高まっていると考えられます。

その対策として、１カ月間の禁酒令や懲戒処分の指針の厳罰化などの具体策が

講じられましたが、これは悪いことをすると連帯責任、厳しい処分を科します

よといった強制受動的なものであり、これでは職員の方が萎縮し、やる気を失

ってしまうのではないか、そもそも職員不祥事が頻発する背景には、局優先の

論理、大規模な都市にありがちなセクト主義で市民不在の施策展開がなされて

はいまいか、市民のためにという本来の目指すべき市政のベクトル、方向性が

見失われてはいまいか、いま一度再考する必要があるように思えてなりません。 

 そこで、原点、市政は市民の幸せのためにあるに返るべく、市政が目指すべ

き目的を明確に設定するなどといった自発能動的な取り組みへと転換が図られ

るようお尋ねしてまいります。 

 今年度になってからの職員の懲戒処分の発生状況、うち役付職員の占める割

合はどうなっていますか。また、１カ月禁酒令や懲戒処分の指針の厳罰化を打

ち出した後の職員の不祥事の発生状況をお示しください。 

 市政が目指すべき目的を達成するためには、施策の成果指標というものがと

ても重要です。それを大別すると、行政が何をしたかというアウトプット、結

果と、行政の施策の結果どれだけ市民生活に寄与できたかのアウトカム、成果

というものがあります。アウトカムは、客観的なデータの場合もあれば市民の

実感によるものもあります。例えば、保育所を整備することはアウトプットで

す。それにより待機児童が解消されることがアウトカム、子育てしやすいまち

だと感じる市民の割合が実感によるアウトカムです。 

 現在、私も委員である総合計画審議会において新たな基本計画の成果指標に

ついて議論し、中間段階の取りまとめとして原案を発表したところですが、本

市の施策の成果指標の決定方法と総合計画の成果指標の全体数及びアウトプッ

ト、アウトカム、うち実感によるものの比率をお知らせください。 

 次に、随意契約の一元管理による歳出の適正化についてですが、随意契約は

契約の原則である競争入札の例外方式であり、随意契約は割高な価格等で契約

を許可したものではなく、適正な価格によって契約を締結すべきということは、

競争入札と何ら変わりはありません。真に随意契約によらざるを得ないものか、



法令等に定める要件に合致しているかを厳格に見きわめる必要があると思いま

す。今後、本市の財政状況が逼迫する中、歳出のより一層の適正化を図るため、

前例の踏襲などといった安易な随意契約が行われてはいまいか、社会、市民ニ

ーズに即した契約の発注が行われているのかを今しっかりと見直す必要がある

と思います。 

 そこでお尋ねいたしますが、本市の今後 10年間の財政の見通し、特に重要事

業の推進や新たな課題への対応に使える財源がどうなるのか、簡潔にお示しく

ださい。最近１年間の本市の契約における随意契約の占める実績と割合を契約

の種類別にお示しください。地方自治法施行令や地方公営企業法施行令の規定

による障がい者就労施設等からの物品調達、役務提供、シルバー人材センター

からの役務提供において、最近３年間の実績と随意契約全体に占める割合をお

答えください。 

 保健福祉局では年１回、各局へ障がい者就労施設等への契約の発注のお願い

通知文を出し、同時に実績報告を求められているようですが、過去３年間の受

注した施設の実数と施設の全体数に占める割合をお示しください。あわせて障

がい者就労施設等の利用者の平均工賃、月額の３年間の推移をお答えください。 

 規程を改定し、平成 12年 10月１日以降、予定額が 10万円以下の物品購入は

１社の見積もりで可、すなわち特命随意契約でよいことにした理由は何か、お

尋ねいたします。そもそも福祉目的の随意契約は目標を設定して取り組んでお

られるのか、福岡市契約事務規則の第 22条の２、随意契約の内容等の公表をど

のように履行しているのか、お答えください。 

 今国会において、障害者優先調達推進法が成立いたしましたが、その概要と、

これから障がい者就労施設等への調達目標と実績を明確にする必要が求められ

ますが、本市の対応について御所見をお伺いいたします。 

 全ての契約において予定価格の作成、見積書の徴収、契約の相手先の決定、

契約書の作成、検査など一連の契約事務が適正になされているか、統括する部

署はどこか、お伺いいたします。 

 本市には財務会計システムというＰＣシステムが稼働しておりますが、その

導入目的、開発、運用経費、活用のされ方をお答えください。特に、そのシス

テムで全ての契約において一連の契約事務が適正になされているのか、チェッ

クできるのか、お伺いいたします。 

 以上で１回目の質問を終わり、２回目以降は自席にて行います。 

 

◯副議長（大石修二） 貞刈総務企画局長。 

◯総務企画局長（貞刈厚仁） まず、平成 24年度におけます本市職員の懲戒処

分の状況に関するお尋ねでございますが、懲戒処分事案は８件、処分者数は９



名となっており、このうち役付職員は６名で全体の約 67％となっております。

また、自宅外飲酒に関する通知を発出した平成 24 年５月 21 日以降の不祥事の

発生状況につきましては、港湾局係長による盗撮事案がございますが、この事

案は平成 22年７月ごろから約２年間にわたり同様の犯行を繰り返していたもの

でございます。 

 次に、懲戒処分の指針を改定し、厳罰化を図った平成 24年７月１日以降につ

きましては、職員の不祥事事案は発生しておりません。 

 次に、基本計画における施策の成果指標についてのお尋ねでございますが、

新しい基本計画の策定につきましては、福岡市総合計画審議会に諮問し、御議

論いただいているところでございます。施策の成果指標につきましては、施策

に取り組むことにより実現を目指す水準を具体的に示すものとして設定するも

のでございます。審議会の事務局として指標の案を作成するに当たりましては、

施策の成果をあらわす代表的なもので、データの把握が可能なものを所管局と

協議しながら選定し、審議会にお示ししているところでございます。 

 次に、成果指標の総数と構成割合につきましては、成果指標の総数が 88ござ

いまして、事業の活動実績をあらわす指標であるアウトプット指標が約３％、

施策の成果をあらわす指標であるアウトカム指標が約 97％、アウトカム指標の

うち市民がどのように感じているかをあらわした指標が全体の約 23％という構

成割合となっております。以上でございます。 

 

◯副議長（大石修二） 阿部財政局長。 

◯財政局長（阿部 亨） 随意契約の一元管理による歳出の適正化に関する御

質問にお答えをいたします。 

 まず、今後 10年間の財政見通しにつきましては、歳入面では内閣府が試算し

たＧＤＰの見込みを前提といたしますと、市税収入は大きな伸びが期待できな

いことなどから、今後の一般財源の見通しにつきましては、平成 24年度当初予

算と同程度の 3,900億円前後で推移するのではないかと考えております。一方、

経常的な歳出につきましては、高齢者や障がい者などの増加に伴います社会保

障関係費の増嵩や公債費の高どまり、公共施設等の維持管理経費等の増などで、

平成 24年度当初の予算約 3,588億円から平成 34年度には約 4,162億円と約 16％

増額する見込みとなってございます。このため、重要事業の推進や新たな課題

への対応のために使える財源が今後大幅に減少する見込みとなっておりますの

で、歳入の確保や経常的経費の見直しを行うとともに、投資の選択と集中を図

るなどにより財源の確保に取り組んでまいります。 

 次に、本市におけます平成 22年度の契約種類別の随意契約の占める割合でご

ざいますが、財政局契約課、水道局契約課、交通局経理課において契約した実



績で申し上げますと、工事は合計で件数が 2,387件、契約金額が 726億円余で、

このうち随意契約の件数は 450件、契約金額は 79億円余となっており、随意契

約の占める割合は件数ベースで 18.9％、契約金額ベースで 10.9％となっており

ます。委託は、合計で件数が 1,024件、契約金額が 68億円余で、そのうち随意

契約の件数は 313件、契約金額は 29億円余となっており、随意契約の占める割

合は件数ベースで 30.6％、契約金額ベースでは 42.6％となっております。物品

は、合計で件数が 2,421件、契約金額が 54億円余で、このうち随意契約の件数

は 1,956件、契約金額は 25億円余となっており、随意契約の占める割合は件数

ベースで 80.8％、契約金額ベースで 46.3％となっております。工事、委託、物

品の契約合計では、件数が 5,832 件、契約金額が 848 億円余で、そのうち随意

契約の件数は 2,719 件、契約金額は 133 億円余となっており、随意契約の占め

る割合は件数ベースで 46.6％、契約金額ベースで 15.7％となっております。 

 次に、10 万円以下の物品購入を１社見積もりでよいとした理由でございます

が、平成 12年４月に外部の有識者で構成されました経営管理委員会の提言がご

ざいまして、すぐやることの項目の中で少額物品の購入手続の簡素化が提言さ

れております。平成 12年 10月から 10万円以下の物品購入について、２人以上

の見積もりから１人の見積もりでも可能であるというにしたものでございます。

なお、10 万円以下の物品購入の際には、一部の業者に偏らないように業者選定

を行うこと、選定した業者の見積額が適正な価格と認められるときに１人の見

積もりで可能とする旨を文書で周知いたしますとともに、各所属を指導いたし

ております。 

 次に、福岡市契約事務規則第 22条の２に規定いたします随意契約の内容等の

公表についてでございますが、受注機会の均等、透明性及び公平性を確保する

ため、地方自治法施行令第 167 条の２第１項第３号の規定によりまして、障が

い者就労施設等と随意契約するときの内容等の公表について定められておりま

す。公表の方法といたしましては、財政局契約課におきまして発注課に発注見

通し及び契約内容を照会し、４月、７月、10 月、１月の年４回、インターネッ

トや情報プラザなどで調達予定情報を公表いたしております。また、契約の相

手方などの決定方法や選定基準、結果等の公表については、各発注課において

閲覧や掲示などの方法で公表いたしております。 

 次に、一連の契約事務を統括する部署でございますが、契約事務につきまし

ては、財政局財政部契約課、検査事務につきましては財政局技術監理部検査課

が統括担当部署でございます。 

 最後に、財務システムにより全ての契約がチェックできるかとのお尋ねでご

ざいますが、財務会計システムの中に契約管理システムを構築いたしておりま

すが、この契約管理システムは業者選定から入札結果までの経緯に係る情報を



入力し、保管するシステムでございます。このシステムは、主に契約課が所掌

する契約関係について使用いたしておりますけれども、全ての契約を適正にな

されているかどうか、チェックする機能は備えていないところでございます。

以上でございます。 

 

◯副議長（大石修二） 中島保健福祉局長。 

◯保健福祉局長（中島淳一郎） 障がい者就労施設等との随意契約に関する御

質問にお答えします。 

 まず、福岡市における障がい者就労施設等及びシルバー人材センターとの随

意契約の件数と金額につきましては、まず、障がい者就労施設等との契約は平

成 21 年度契約件数 159 件で約 1,246 万円、22 年度は 158 件で約 432 万円、23

年度は 160件で約 835万円となっております。なお、平成 22年度以降の契約実

績が大きく減少しておりますのは、クリーニングを発注している市民病院とこ

ども病院が福岡市立病院機構による運営に移行したことによるものであり、同

年度以降も引き続き障がい者就労施設等に発注を行っております。 

 次に、シルバー人材センターとの契約は、平成 21年度が契約件数 211件で約

４億 300万円、22年度は 210件で約３億 8,700万円、23年度は 202件で約３億

9,100万円となっております。 

 次に、障がい者就労施設等及びシルバー人材センターとの随意契約が福岡市

の随意契約全体に占める割合については把握しておりません。 

 次に、過去３年間に福岡市から受注した障がい者就労施設等の実数につきま

しては 60 施設であり、平成 23 年度末の福岡市の施設数全体に占める割合は約

44％となっております。障がい者就労施設等利用者の１カ月の平均工賃の３年

間の推移につきましては、平成 21年度は約１万 2,000円、22年度は約１万 2,400

円、23年度は約１万 4,100円となっております。 

 次に、福祉目的である障がい者就労施設等及びシルバー人材センターとの随

意契約の件数と金額等につきましては、実績は把握しているものの、あらかじ

め目標は設けておりません。 

 最後に、障害者優先調達推進法の概要につきましては、国や地方公共団体な

どが障がい者就労施設等に対して物品や役務の受注機会をふやすこと等により

障がい者の就労を通じた自立支援を目的とするものであります。この目的を達

成するため、地方公共団体等には障がい者就労施設等の受注機会の拡大を図る

ための措置を講ずるよう努める責務が課せられ、調達目標を含む調達方針を作

成し、公表するとともに、調達実績の概要も公表することとされております。

障害者優先調達推進法への対応につきましては、法施行が平成 25年４月であり、

現在のところ、国により実施の詳細が示されていないため、今後の国の動向に



留意するとともに、障がい者の自立支援という法の趣旨を踏まえて関係局間に

おいて協議を行ってまいります。以上でございます。 

 

◯副議長（大石修二） 石田会計管理者。 

◯会計管理者（石田佳久） 財務会計システムの導入目的などに関しますお尋

ねでございますが、財務会計システムは業務の効率化や事務処理の正確性の向

上を図ることを目的に平成 20年度に導入したものでございまして、各職員が日

常利用しております全庁約 7,500 台のパソコンを端末機としまして、予算の執

行から決算に至る会計処理を行っているものでございます。このシステムを利

用しまして、収入支出関係帳票の作成、支出命令書等の審査、予算執行状況の

管理や契約情報の入力を行うほか、備品や公有財産等の台帳管理、決算書の作

成なども行っているところでございます。システムの開発経費は 2 億 7,100 万

円余で、運用経費はシステムの作動管理やシステムの障害への対応等を行うた

めの委託経費として年間 1,000 万円余、そのほか、サーバー機器の賃借料が年

間 3,400万円余となっております。以上でございます。 

 

◯副議長（大石修二） 尾花康広議員。 

◯17番（尾花康広） ２回目の質問に入ります。 

 まず、福岡市が目指すべき目的及び目標の設定についてですが、成果指標づ

くりの先進自治体である東京都荒川区の視察調査を行いました。区役所の総合

案内所の壁面に、区政は区民の幸せのためにあるシステムであるという西川太

一郎区長の直筆の書が額におさめられ、飾られており、これはＧＤＰ、国内総

生産のような物質的な豊かさや経済効率だけではなく、区民一人一人が真に幸

福を実感できるようなまちを目指していくことが区政の役割であることを明示

したものです。本のしおりにもなり、この価値観は区民の間でも広く共有され

ておりますが、この理念を施策として実現するため、幸福実感都市あらかわの

スローガンのもと、荒川区民総幸福度、ＧＡＨ、グロス・アラカワ・ハピネス

と言われていますが──の指標づくりが行われておりました。子育て、保育の

指標案だけでも驚くことに、１．子育ての理想、２．子育て支援、３．経済支

援、４．環境、５．コミュニティ、６．安全、安心、７．広報の７つの領域と

13分野のカテゴリーに分かれ、その施策の進捗状況を 24の指標で検証すること

になっています。施策の成果指標をアウトプットだけではなく、アウトカム、

さらには幸福度、市民の幸福実感にまで高める取り組みが既に 36回に及ぶ総幸

福度指標に関する市民アンケートからもうかがえるように、真剣かつ意欲的、

そして継続的に行われていることにとても感服いたしました。 

 この指標づくりで主体的な役割を果たしているのが、西川太一郎区長みずか



らが理事長を務める荒川区自治総合研究所というシンクタンクであり、そこで

は総幸福度の研究のみではなく、地域力研究プロジェクト、仮称、親なき後の

支援に関する研究プロジェクト、ＣＳ（顧客満足度）と職員モチベーションに

関する研究プロジェクトなど、基礎自治体にふさわしい地に足のついた研究が

行われております。 

 また、総幸福度に関する研究の検討には現場感覚が必要ということで、事務

職、保健師、保育士、建築職、土木職などのさまざまな分野の区職員も参加し

ており、保育士の職員の方の例を挙げて説明を受けましたが、総幸福度のワー

キンググループに参加することにより、子どもを預かるということだけではな

く、子どもの幸せ、親の幸せにまで思いをはせ、広い視野に立って自分の仕事

に取り組むことができるようになったと職員の意識改革にも着実につながって

おります。最近では、総幸福度に取り組んでいると伺い、人気の高い港区や渋

谷区などではなく、荒川区を希望してまいりましたと職員を志望する動機の一

つにもなり、区民の方からも総幸福度に取り組んでから職員の方が生き生きし

ていますね、明るくなりましたね、私たちも一緒に頑張りますと荒川区にいる

人や団体などが一緒に荒川区をよくしていこうという運動につながっているの

が特徴とのことです。 

 そこでお尋ねいたしますが、本市のシンクタンクである福岡アジア都市研究

所のこれまでの研究で成果指標を研究したことがあるのか。福岡アジア都市研

究所に係る過去３年間の経費の概要及び研究テーマの設定方法、検討体制、特

に現場職員のワーキンググループによる参加という手法を用い、取りまとめた

成果物はどのぐらいあるのか、お示しください。 

 荒川区にはもう一つ特徴的なものがあります。荒川ビジネスカレッジです。

前区長や助役の汚職という不祥事を受け、区民の幸せを実現するための人材育

成機関として、一人一人の職員が広い見識と高い能力を身につけ、自信を取り

戻してほしいとの思いから現区長と副区長が退職金をなげうち、平成 17年に設

立したものです。本科コースは２年間で、１年次は教養課程として各界の第一

線で活躍している方を招聘しての講義、２年次はゼミ課程で行政職員としての

生き方や仕事の仕方などを学ぶことができます。その他に管理職と係長コース

に分かれる大学院、資格が取れる講座を開講している実務専門課程、100を超え

る講座が用意されている通信教育支援コースがあります。この荒川ビジネスカ

レッジがあるので荒川区を希望しましたと、これも荒川区の職員を志望する動

機の一つになっているほどの充実ぶりです。 

 そこでお尋ねいたしますが、本市はどのような職員の人材育成に取り組んで

おられるのか、荒川区のような組織内大学として定着している人材育成機関が

存在するのか、お答えください。 



 荒川区は、非常勤職員制度の改革にも取り組んでいます。統一基準に基づく

採用、能力、技量、責任に応じた職層の新設、職責に見合った処遇への改善、

常勤職員に準じた勤務評定の実施、必要とされる能力の向上を目指した研修の

実施、常勤職員に準じた福利厚生などです。特に驚いたことは、１週間の勤務

時間が合計で 40時間に満たない範囲で超過勤務も命ずることもできるようにな

っており、区政の一翼を担う非常勤職員がより一層の力を発揮できるよう環境

の整備、充実が図られております。 

 東京都武蔵野市も視察調査してまいりました。武蔵野市では、団塊の世代の

大量退職によりこの５年間で職員の３分の１が入れかわり、組織風土が大きく

変化する中で、武蔵野市が大切にしてきた市民生活に根差した市政運営の伝統

を継承することが必要であることから、武蔵野市職員行動指針が平成 22 年 11

月３日に制定されておりました。特筆すべきは、行動指針の制定過程をとても

大切にしたことであり、単なる職員からの意見聞き取りのみではなく、部課長

個別インタビュー、主事から課長補佐に至るワールドカフェ方式によるテーマ

別ミーティング、むさしのＣＡＦＥ ＮＥＷＳによる行動指針制定過程の速報

など、職員みんなで一丸となってつくりましたと制定に携わった人事担当者の

職員の方が胸を張って説明されておりました。また、制定後は指針の各職場で

のポスター掲示、職員証の裏面への印刷などの工夫がなされ、この職員行動指

針が平成 24年２月策定の武蔵野市人材育成基本方針の人材育成基本理念にも取

り入れられています。 

 そこでお尋ねいたしますが、本市の定年退職者の過去５年と今後５年の 10年

間の推移、予測とこの 10年間で何割の職員が入れかわることになるのか、お示

しください。本市において、武蔵野市のような市政運営の伝統を若い世代に継

承する職員行動指針のようなものは策定されているのか、お答えください。 

 次に、随意契約の一元管理による歳出の適正化についてですが、過去におい

て、議会などで福祉目的の活用を再三にわたって訴えてきたにもかかわらず、

過去３年間の障がい者就労施設等に対する発注状況は約 160件と横ばい状態で、

シルバー人材センターの発注状況は件数、金額とも減少傾向にあります。詳細

を調べると、件数ベースで水道局は 50.3％、交通局は 82.8％という高い割合で

随意契約が行われているにもかかわらず、シルバー人材センターへの発注は２

つの局ともゼロ件、障がい者就労施設等への発注は水道局４件、交通局１件と

３年間の累計でたったこれだけですから、とても少ないことに心の底からがっ

かりいたします。これは先ほど申し上げましたが、前例の踏襲などといった安

易な随意契約の締結が行われ、社会、市民ニーズに即した契約の発注が行われ

ていない、契約に関して全くガバナンス、マネジメントというものが働いてい

ない一つの証拠となり得るのではないでしょうか、御所見をお伺いいたします。 



 よく行政の担当者の方が、障がい者就労施設等に発注しても品物の数量がそ

ろわず納期に間に合わないと施設側に問題があるような言われ方をします。し

かし、私が複数の障がい者施設にお尋ねしたところ、不況のさなか、市から注

文いただくことは涙が出るほどありがたいことです。できれば突然の発注、短

い納期ではなく、事前に発注の見通しがわかり、品物を納める十分な期間を見

ていただけると幸いなのですが、と言われます。この行政と施設の認識の乖離、

ずれはなぜ起こるのか。地方自治法施行令第 167条の２第１項第３号によると、

契約の発注見通しや契約内容、契約の相手方の決定方法、選定基準及び申請方

法、契約締結後に契約の相手方の名称、契約の相手方とした理由などを公表し

なければならないことになっており、その事務手続が面倒なので、その必要の

ない地方自治法施行令 167 条の２第１項第１号によっているのが実態で、保健

福祉局や財政局はそれを知りながら容認しています。つまり、障がい者や高齢

者の福祉よりも職員の事務簡素化に重きを置いている行政側の取り組みにこそ

問題があり、早急に改善を行うべきだと思いますが、御所見をお伺いいたしま

す。 

 本市の財務会計システムの活用のされ方も中途半端です。支出命令後の形式

審査に力点が置かれ、契約のデータ入力さえ完全には行われておりません。早

急に全ての契約データの入力が行われるよう改善すべきだと思いますが、御所

見をお伺いいたします。 

 随意契約の見直しに先進的に取り組んでいる愛知県碧南市を視察調査してま

いりました。碧南市では、平成 20年度から市税の大幅な減収により非常に厳し

い財政状況となり、その大幅な歳入減への対応を財政調整基金の取り崩しで賄

うといった現状が続いておりました。その危機感から過去の随意契約の実施状

況を調査し、隣接する各市との比較において課題の洗い出しを行った結果、物

件費が高い水準である実態が判明し、プログラム設計の技術を持った職員が独

自でＰＣシステムを構築し、これまで課ごとに起案されてきた随意契約の情報

を財務課で一元管理できる体制をつくりました。特筆すべきは、契約に関する

会計法の基本原則を職員に徹底する碧南市随意契約に関するガイドラインの策

定とあわせ、このＰＣシステムを利用することにより、随意契約における他市

聞き取り状況、３市以上記載、聞き取りを終えての考察、随意契約業者との価

格交渉経過や前年度対比などを記載した随意契約調書の作成を義務づけるなど、

随意契約の透明性と適正化を担保する仕組みが徹底されていることであります。

実績として、平成 23年度予算要求時に随意契約を点検し、事務システム保守委

託業務などで約 6,000 万円の経費削減の効果を上げておりました。また、平成

20年度の随意契約が 471件、約 24億 6,000万円でしたが、平成 24年度末まで

に金額で 20％、約５億円程度の削減を見込んでおります。 



 そこでお尋ねいたしますが、本市において、契約金額ベースで本来ならば競

争入札に付す必要があるのに随意契約を締結した概要、過去３年間の金額と件

数、また、その契約が適正であるかどうかをどのようにしてチェックしている

のか、お答えください。 

 本市において、碧南市のように他の自治体からの聞き取り状況を３自治体以

上入力しないと起案できない仕組みなどの随意契約調書の作成や、随意契約に

関するガイドラインの策定の取り組みが行われているのか、お伺いいたします。 

 以上で２回目の質問を終わります。 

 

◯副議長（大石修二） 貞刈総務企画局長。 

◯総務企画局長（貞刈厚仁） まず、福岡アジア都市研究所でこれまで成果指

標の研究を行ったことがあるかという御質問でございますが、成果指標を用い

た分析を行った研究はありますが、成果指標そのものを研究したことはござい

ません。 

 次に、過去３年間の経費につきましては、平成 23年度の事業活動支出の決算

額は１億 8,092万円余、平成 22年度は１億 7,453万円余、平成 21年度は１億

8,940 万円余でございます。内訳は、平成 23 年度決算では都市政策に関する調

査研究が 822万円余、情報の収集、加工、発信が 492万円余、人材の育成が 182

万円余、ネットワークの形成が 1,690 万円余、その他人件費等経費が１億 588

万円余、受託研究が 4,316 万円余でございます。研究テーマの設定方法につき

ましては、有識者や総務企画局企画調整部部長で構成される企画委員会におい

て意見を伺いながら、市の中長期的な課題や主要施策などを参考に研究所で原

案を作成しておりますが、その過程においては、関係局へのヒアリングや企画

調整部との協議を随時行っております。調査研究の検討体制につきましては、

過去３年間で 14件の調査研究を行っておりますが、市職員を含むワーキンググ

ループ方式を用いたのはそのうち６件でございます。なお、昨年度実施した総

合研究２件は、いずれもワーキンググループ方式で実施いたしております。 

 次に、職員の人材育成については、人材育成の基本方針であります福岡市職

員の人材育成・活性化プランに基づき、職員一人一人の意欲や能力を高めて行

財政改革や政策推進の担い手としてふさわしい人材の育成を図ることや、職員

が生き生きと仕事ができる職場にすることにより、さらなる市民サービスの向

上を目指して取り組んでおります。 

 福岡市には荒川区のような組織内大学はございませんが、人材育成の役割は

職員研修センターが担っております。職員研修センターにおいては、課長、係

長などの階層ごとに求められる能力を身につける研修に加え、仕事の学び方、

チームづくりの考え方、行動力を引き出すコミュニケーション手法などについ



ての講座を実施し、毎年 140 回程度の研修に約 6,000 名の職員が学んでおりま

す。また、各局においても、専門能力の向上や技術の継承を目的に技術職や保

育士、保健師などの実務研修を実施しております。 

 次に、平成 23 年度までの過去５年間の実績及び平成 24 年度以降の今後５年

間の予測を合わせますと、3,100人余りの職員が定年退職する見込みでございま

す。この 10年間で約３割の職員が入れかわることとなります。 

 次に、本市の職員行動指針についてのお尋ねでございますが、平成 24年５月

に策定した飲酒運転等不祥事再発防止アクションプランにおいて、市職員の使

命や誇り、行動規範、価値観などを共有するため、市職員としてあるべき共通

理念を掲げる職員憲章を全庁横断的な職員の参加のもとで作成することとして

おり、現在、庁内にワーキングチームを設置し、検討を進めているところでご

ざいます。以上でございます。 

 

◯副議長（大石修二） 阿部財政局長。 

◯財政局長（阿部 亨） 随意契約の一元管理による歳出の適正化に関する御

質問にお答えいたします。 

 まず、福祉目的の随意契約に関する御指摘でございますが、財政局におきま

しては、従来から年４回の調達予定情報の調査の際に、福祉目的の随意契約に

ついて周知に努めてまいりましたが、いまだ十分ではなかったものと考えてご

ざいます。今後、保健福祉局と連携し、福祉目的の随意契約について、さらに

周知を図ってまいります。 

 また、少額案件に適用される地方自治法施行令第 167 条の２第１項第１号の

規定に基づく随意契約のうち、障がい者施設等との随意契約につきましては、

福祉目的の随意契約の周知を図りますとともに、調達予定情報での発注見通し

の公表について今後検討してまいります。 

 次に、全ての契約データの契約管理システムへの入力につきましては、工事、

委託、物品等に関する全ての契約データを集約し、契約実績の全体像を把握す

ることは重要でありますことから、契約管理システムを活用して入力できるよ

う検討してまいります。一方で、各所管課の事務量が増大することから、各所

管課が使いやすく効率的なシステムに改善する必要があると考えております。 

 次に、競争入札に付すべきであった随意契約の概要と契約が適正であるかの

チェックについてのお尋ねでございますが、財政局契約課所管以外の随意契約

につきましては、各局におきまして契約が行われていることから把握をいたし

てございません。契約が適正であるかのチェックにつきましては、委託契約事

務の適正な執行を図るために定めた福岡市の委託に係る契約事務手続に関する

要綱に基づきまして、100万円を超える特命随意契約は各所管課でチェックリス



トによる自主的なチェックを行っております。さらに 1,000 万円以上の契約に

つきましては、各局に設置しております委託審査委員会におきまして、特命随

意契約の是非及び業者選定の適否について審査を行っているところでございま

す。 

 最後に、愛知県碧南市のような随意契約調書や随意契約に関するガイドライ

ンの策定を行っているかというお尋ねでございますが、福岡市におけます随意

契約の適用要件や考え方につきましては、平成 16 年２月に各所属に通知をし、

全庁ＯＡの契約事務にも掲載をし、職員がいつでも閲覧できるようにいたして

おります。また、委託業務の実施に当たりましては、福岡市の委託に係る契約

事務手続に関する要綱の中で委託業務に精通または類似した委託を実施してい

る所属から情報収集を行うこととし、本市が委託の知識を有しないときには他

の自治体に照会をするなど情報収集を行うこととしており、業務内容、設計、

積算方法等の標準化を図るよう定めております。以上でございます。 

 

◯副議長（大石修二） 中島保健福祉局長。 

◯保健福祉局長（中島淳一郎） 障がい者就労施設等との随意契約に関してお

答えいたします。 

 まず、社会、市民ニーズに即した発注につきましては、保健福祉局としまし

ては、これまでも障がい者就労施設等やシルバー人材センターへの発注促進を

行ってきたところですが、とりわけ障がい者就労施設等につきましては、障害

者優先調達推進法が平成 25年４月に施行されることから、契約事務主管局とと

もに法に基づき障がい者就労施設等への調達方針を作成する中で福岡市におけ

る調達目標とその達成度の把握に努めてまいります。 

 次に、障がい者就労施設等への発注につきましては、契約が円滑に行われる

よう各所属課に対しまして、障がい者就労施設等で提供できる物品、役務及び

必要な納期などを収集、整理した情報を提供するとともに、発注する際には障

がい者就労施設等の実情に配慮した条件とするよう依頼を行ってまいります。

また、シルバー人材センターにつきましては、従来から各局へ業務の発注を依

頼しているところでございますが、シルバー人材センターとして対応できる業

務を掲載したチラシを添付するなど依頼方法を工夫してまいります。以上でご

ざいます。 

 

◯副議長（大石修二） 尾花康広議員。 

◯17番（尾花康広） ３回目の質問に入ります。 

 まず、随意契約の一元管理による歳出の適正化についてですが、これまで言

及してきましたように、本市の一連の随意契約のスキームにおいて、残念なが



ら歳出の低減を図るとか、福祉目的に使うなどのガバナンス、マネジメントが

とても働きにくい状態になっております。そこで、今後の財政見通しの逼迫し

た状況に鑑み、喫緊の歳出適正化策の一つとして具体的な提案をさせていただ

きます。 

 随意契約の要件の判断基準として、碧南市のような仮称、福岡市随意契約ガ

イドライン等を策定し、随意契約の透明性を確保し、契約事務の適正化を図る

べきではないでしょうか。過去において締結した随意契約について、競争入札

に付することがなぜできないのか、随意契約の要件に該当するかの視点で見直

し、随意契約の要件に該当するものを除き、競争入札に移行すべきではないで

しょうか。手始めとして、最近１年間の随意契約の実施状況を調査すべきでは

ないでしょうか。 

 随意契約情報を財政局で一元管理するシステムを構築し、随意契約の事務の

執行が適正になされているのか、福祉目的のために計画的な発注、契約情報の

公表がなされているのか、事前と事後の審査をしっかり行う体制をつくるべき

ではないでしょうか、御所見をお伺いいたします。 

 最後に、福岡市が目指すべき目的及び目標の設定についてですが、福岡市の

職員が市民のためにというベクトルを取り戻すためには、自分の仕事の目的、

目標を再認識し、それが市民のためのまちづくりの目標につながっていること

を実感できる取り組みがとても重要です。福岡市のまちづくりの目標について

は、成果指標も含め総合計画審議会で検討しておりますので、私も委員ですか

ら、ぜひよいものにしていきたいと決意しております。福岡市としては、この

計画の指標にとどまらず、市政が市民の幸福に寄与しているのか、アウトプッ

ト、アウトカム、さらには幸福度の実感をバランスよく組み入れた総幸福度指

標、指標の最適化の検討に着手すべきではないかと思いますが、御所見をお伺

いいたします。 

 また、福岡アジア都市研究所を名実ともに本市のシンクタンクとして職員向

けのビジネスカレッジの一翼を担うなどもっとフルに活用すべきだと思います。

荒川区のような基礎自治体にふさわしい、地に足のついた研究テーマの設定、

現場感覚の必要性をもっと重視したワーキンググループ等の研究テーマの検討

体制の整備、施策への反映の工夫を行うべきではないでしょうか。また、研修

センターと研究所が連携して、研究所の豊富な研究成果と人脈を生かし、職員

の人材育成を行ってもよいのではないでしょうか、御所見をお伺いいたします。 

 今こそ、福岡市政は福岡市民の幸せのためにあるという根本目的を設定し、

福岡市職員はそのために行動することを行動指針として制定し、市民への共感、

共働につながる創意工夫を行い、高らかに宣言するべきではないでしょうか。

福岡市の職員の方がやる気を取り戻し、人材として大切にされる取り組みが積



極的に行われ、福岡市政が市民の幸福を実現するために正しく進んでいくこと

を願ってやみません。高島市長の御所見をお伺いし、私の質問を終わります。 

 

◯副議長（大石修二） 阿部財政局長。 

◯財政局長（阿部 亨） 随意契約の一元管理による歳出の適正化に関する御

質問にお答えをいたします。 

 まず、愛知県碧南市のような随意契約に関するガイドラインを策定し、随意

契約の透明性の確保と契約事務の適正化を図るべきとの御提案でございます。 

 先ほどお答えをいたしましたように、随意契約の適用要件や考え方につきま

しては、平成 16年２月に各所属に通知しているところでございますが、随意契

約を適正に実施されるように、よりわかりやすい取扱基準等の作成について取

り組んでまいります。 

 次に、随意契約の実施状況の調査、随意契約情報の一元管理に関するシステ

ム並びに審査体制の構築についてでございます。 

 随意契約の実施状況調査につきましては、過去の実施状況も含めまして、効

果、効率的な調査方法について検討を行ってまいります。システムの構築につ

きましては、先ほど答弁をいたしました契約管理システムの再構築を検討する

とともに、財政局で福祉目的の契約情報が把握できるように努めてまいります。

システムの再構築や随意契約の調査、審査には多額の費用と人員を必要とする

と考えられますことから、費用対効果を踏まえまして、内容を検討してまいり

たいと考えております。以上でございます。 

 

◯副議長（大石修二） 貞刈総務企画局長。 

◯総務企画局長（貞刈厚仁） まず、総幸福度指標の検討についてのおただし

でございますが、本市におきましては、市民の市政に関する意見や評価を科学

的、統計的に把握し、市政推進の基礎資料とすることを目的として、毎年 4,500

人の市民を対象に市政に関する意識調査を実施しております。その調査では、

子育てのしやすさや自然環境の豊かさの満足度など福岡市の住みやすさについ

て調査しており、市として市民意識を継続的に把握するよう努めているところ

でございます。 

 議員御提案の幸福度指標の検討につきましては、荒川区で進められている幸

福度指標づくりはまだ研究段階であると伺っておりますので、今後の研究結果

や他都市の先進事例などを踏まえながら、本市として成果指標がよりよいもの

となるよう取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、福岡アジア都市研究所についてのおただしでございますが、福岡アジ

ア都市研究所は昨今の社会環境の急激な変化や地方分権の進展等の状況の中で



は、自治体シンクタンクとして重要な役割を担うと考えております。しかしな

がら、議員御指摘のとおり、施策への反映など十分に研究所を活用できていな

いことは認識しており、昨年度より研究所の改革を進めているところでござい

ます。今年度は政策立案や評価などに必要な情報の収集や加工、発信に力を入

れるために情報戦略室を設置したところであり、市政に役立ち、ひいては市民

のためになるシンクタンクを目指しております。ワーキンググループ方式は既

に実施しておりますが、各局事業や政策立案にさらに活用できるよう職員の参

加方法については工夫をしてまいります。また、研究所では短期研究員制度や

都市セミナーなどにおいて職員を含めた人材育成事業を行っておりますが、議

員御指摘のとおり、今後は職員研修センターと研究所との連携を強化し、研究

所が持つさまざまな資源を人材育成にも十分に活用してまいりたいと考えてお

ります。以上でございます。 

 

◯副議長（大石修二） 高島市長。 

◯市長（高島宗一郎） 福岡市が目指すべき目的及び目標の設定についてのお

尋ねでございますが、市民の生活の質を高めて、そして、市民がこのまちに住

み続けたいと感じて、そしてまた、幸せだと思うまちづくりをすることは何し

ろ大事だというふうに考えております。そのためにも、生活の質の向上と、そ

して都市の成長、このいい循環をつくり出していきたいということで、今いろ

いろな施策に取り組んでいるわけでございます。そしてまた、その担い手とし

てふさわしい人材を育成しますとともに、職員の仕事へのモチベーションを向

上させていくことがまさに不可欠だろうというふうに思います。このために、

福岡市職員としてあるべき共通理念を掲げる職員憲章の早期策定を行いまして、

全ての職員が一丸となって市民のための市政を進めていく指針としていきたい

と考えています。また、福岡市では人材育成の基本方針である福岡市職員の人

材育成・活性化プランを策定して積極的な人材育成を行っておりまして、平成

24 年度にはキャリア能力開発や女性職員の活躍推進のための新たな人事制度を

導入するなど職員の能力向上に向けてきめの細かい人材育成にも取り組んでお

ります。 

 今後は、さらに頑張った職員がより評価される人事制度の検討や、研修体系

の見直しなどに取り組み、モチベーションや職務遂行能力をより高めて、尾花

議員御指摘のとおり、職員一人一人が市民の幸福の実現のため、自律的に挑戦

できる市政の実現を図っていきたいと考えております。以上です。 


