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下水道インフラの持続性確保（1） 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 
１.はじめに 

地域を支える様々な社会資本が新規投資から維持更新投資中心の時代に入り、少子高齢化の進展とと

もに財源面も含め地方財政にも大きな影響を与え始めている。社会資本の中で住民からは見えづらい社

会資本でありながら日常生活に不可欠であり、投資額・債務額・施設規模ともに極めて大きく、地方財

政に長期的かつ構造的に深刻な影響を与える代表格が「下水道事業」である。下水道事業の多くは地方

公営企業として使用料収入で事業を賄うことを基本としつつ、企業活動の効率化による節水、自然環境

の変化に伴うゲリラ豪雨等雨水への対応拡大など新たな変化に直面すると同時に、巨額の維持更新投資

を現役と将来世代に如何に配分するか世代間配分の問題を同時に抱える状況にある。経営とは、「将来

世代のコスト負担等を拡大させずに現役世代のニーズを最大限に満たすため、限らけれた資源を有効に

活用すること」が基本であり、地方公営企業でいう合理性、すなわち法令上の「公共性と経済性」を踏

まえつつ、構造的変化に対応した経営を実現するための制度・政策展開が必要となっている。以下では、

総務省自治財政局「下水道財政のあり方に関する研究会」（座長、筆者）が本年９月に最終報告を取り

まとめた内容について二回に分けて検証する。 
 
２. 従来からの検討経緯 

（１）従来の検討経緯 

下水道財政に関する制度・政策展開は、昭和 36 年～同 60 年の５次にわたる「下水道財政研究会」に

おいて示された「雨水公費・汚水私費の原則」に基づく一般会計からの繰出金を柱とする地方財政措置

を基本に展開されてきた。そして、平成 17 年度の「今後の下水道財政の在り方に関する研究会」にお

いて、適切な公費負担のあり方を含めた諸課題についての提言が行われ、平成 18 年度には、汚水と雨

水を分ける分流式下水道の整備では「汚水分」に対して実態に応じた公費負担を認める制度とし、処理

区域内人口密度に応じて地方財政措置を講じる方式が導入された。これにより、地方公営企業として汚

水処理を処理区域の実態に合わせつつ、料金収入で賄い持続性を確保する基本的枠組みが強化されてい

る。 
その後、下水道事業を巡る環境は大きく変化し都市部・非都市部で時期的ズレはあるものの、新規建

設事業の規模が縮小すると共に更新事業へシフトする大きな流れが生じている。こうした流れの中で、

地方財政面から過去の投資に対する利子負担を軽減する策として、平成 19 年度～同 24 年度の間、総額

2.5 兆円の公的資金の補償金免除繰上げ償還が実施され、高金利の地方債の金利負担の軽減等が図られ

ている。但し、こうした支払利息負担の軽減だけでは、下水道財政を一時的に改善しても持続性を確保

するための構造的体質を本質的に改革することにはならない。人口減少・高齢化の進展や社会資本の老

朽化等が進む中にあって、下水道事業を中長期的に安定して運営する体質づくりが不可欠である。その

ためには、資産等の現状を把握するための公営企業会計の適用と、それに基づく公営企業の現状と将来

の見通しを踏まえた中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」を策定し、同戦略に基づいた経営基

盤強化と財政マネジメントの向上に取り組むこと等経営に関するインフラの整備・充実がまず不可欠と

なっている。 
以上の現状を受けて、今回の「下水道財政のあり方に関する研究会」（以下では「下水道研究会」）で

は、以下の内容を骨子とした最終報告を提示している。まず、下水道財政の将来像の提示に先立ち、平

成 18 年度の地方財政措置の見直しにおいて分流式下水道の汚水資本費に対して公費負担を認め、処理

区域内人口密度に応じて地方財政措置を講じたことにより、地方自治体の下水道財政に如何なる影響を

与えたかその検証から取り組んでいる。その検証では、人口密度が低い地域の事業を中心に汚水資本費

単価が大幅に抑制されていることが確認できたことから下水道研究会最終報告書では、引き続き、地方

政策論考 
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自治体の更なる経営努力と共に、当該公費負担の制度を継続すべきであるとしている。その上で、①公

害防止対策事業債に係る地方財政措置の見直し、②条件不利地域に対する対策としての高資本費対策の

見直し、③施設老朽化に備えた対応策の三つを柱としたまとめを行っている。 
 

（２）下水道事業の構造的変化 

下水道事業を巡る構造的変化のコアとして挙げられるのが、①汚水処理の普及、大量更新期の到来、

②人口減少時代の到来、③経営戦略の重要性の高まりである。 
 
①汚水処理の普及、大量更新期の到来 
平成 15 年度末時点の汚水処理人口普及率は 77.7%であったのに対し、平成 25 年度末時点では 88.9%

に達しており、近年は採算面で厳しい環境にある小規模市町村でも普及率が大幅に上昇し、５万人未満

の地方自治体の汚水処理人口普及率は平成 25 年度末時点で 75.6%となっている。また、下水道施設は

昭和 40 年代以降急速に整備量を増大させてきたことから、都市部を中心に経年劣化から老朽化が着実

に進行しており、今後は、ストック問題が深刻化し、更新投資や老朽化対策等に係る投資が急増するこ

とが不可避な実態にある。（図１） 
（図１）下水道ストックの現状 

 

  （資料）総務省自治財政局作成資料 
 
②人口減少時代の到来 
さらに人口減少は、下水道事業の使用料収入の減少を不可避とし、下水道事業経営に構造的に大きな

影響を及ぼす。公共下水道事業実施自治体（平成 25 年度）のうち、国立社会保障・人口問題研究所の

人口推計によると 90％以上の地方自治体が 2040 年には 2010 年比で人口が減少することが見込まれて

おり、資本費が高く経営環境が厳しい地方自治体ほど大幅な人口減少が見込まれる状況にある。また、

高齢化も上水道の使用量の変化を通して、さらに工場等民間企業の節水による効率化等も下水道財政に

影響を与えるため経営を巡るリスク構造が一層深まることになる。 
 
③経営戦略の重要性の高まり 
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以上の構造的変化は、下水道事業を巡る経営戦略の策定の重要性を著しく高めることになる。経営と

は前述したように「将来世代のコスト負担等を極力拡大させず現役世代のニーズを最大限に満たすため、

限らけれた資源を有効に活用すること」であり、戦略とは「複合的視野、すなわち縦割りを克服した横

断的視野で資源を効果的に活用すること」である。下水道事業の経営戦略では、10 年以上の計画期間を

基本とし、①効率化・経営健全化のための取組方針を示した上で、「投資試算」をはじめとする支出と

「財源試算」により示される収入が均衡することを目指すこと、②とくに下水道事業の実施にあたって

は、公共下水道、農業集落排水施設、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて

最適なものを選択して整備することが求められるとともに、各種処理施設の整備区域の適切な見直しや

処理場の統廃合、事業の広域化・共同化等に取り組み、合理化・効率化することが求められていること、

③民間委託の推進、施設の長寿命化、PFI 事業の推進などにより維持管理費・資本費の削減を実現する

ことなどが求められる。 
（図２）「経営戦略」についての基本的な考え方と構成 

 

 （資料）総務省自治財政局作成資料。 
下水道事業については、公営企業会計の適用は現行法では任意とされているが、公営企業会計の適用

により貸借対照表や損益計算書等の財務諸表の作成等を通じて、損益・ストック情報を的確に把握する

ことは経営戦略の進化の前提となるインフラと言わざるを得ない。総務省も平成 27 年度から 31 年度ま

でを集中取組期間と設定し公営企業会計の適用を求めており、とくに下水道事業を重点事業に位置づけ

ている。 
 

３. 経営戦略の進化 

経営戦略の進化とは、外部環境の変化に合わせて経営の形態や機能を受け身的に見直すことを意味す

るのではなく、下水道事業の経営に関して少なくとも常に累積的変化を体系的に続け、さらに高次のレ

ベルの事業モデルの実現に努力し続けることを意味する。こうした進化の努力の継続が従来の限定的な

枠を越えた新たな経営のイメージと実施への体力を形成する。下水道事業に限らず従来の枠組みを前提

とした議論だけでは解決策が見えない、構造的課題を深める結果となる。こうした構造的課題から脱却

するためには、経営戦略の前提となる財務会計をはじめとした情報とそれに基づく意思決定の新たな流

れを形成する必要がある。 
構造的課題とは、相互に排他的な解決点を持つ二つ以上の考えが地域に共存すること（共通の解決点

が独自では見いだせない状況）を意味する。少子高齢化、財政危機等地方自治体が活用できる資源制約

が強まるほど地域の利害関係が対立し、相互に調整困難な問題が並列的に存在する構図が頻発する。住

民相互の解決への考え方が矛盾して共存しているため、地方自治体内だけではその解決のための妥協点
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を確定できない構造である。たとえば、下水道事業の構造的課題とは、使用料金等に関する現役世代の

負担の軽減・抑制を現状のまま優先すれば、今後の施設の更新投資等の増加を通じて次世代の負担拡大

を不可避なものとする。そのことは、将来の地域の活力を低下させると同時に次世代のニーズを奪い持

続性の確保を困難にする。現在の利害関係者間の損失を最小化し、現実的・妥協的な結論に到達するこ

とで問題の本質を回避する手段では解決できない時代となっている。下水道事業の将来像に関してリス

クも含めて危機的な構図を住民と共に共有し、その上で、新たな事業モデルを模索することも重要とな

る。 
具体的な新たな事業モデルとしては、地方自治体や処理区域の規模にもよるものの、①更新時期の集

中による整備費の増大に対応するため、アセットマネジメントを導入し事業費の平準化に取り組むこと、

②使用料の収納率向上、水洗化率の向上等による収入面の健全化、処理場の民間委託や汚泥焼却炉の廃

熱利用等による維持管理費の削減を実現すること、③地方公営企業会計への移行と質の向上を着実に進

めること、④処理場等の施設配置の見直しや処理場間を連絡管で接続することによる施設統廃合（下水

道施設のネットワーク化）を検討すること、⑤処理場の運転管理、少額修繕、薬品の調達等の業務の包

括的民間委託を実施すること、⑥管渠・処理場の業務委託や組織統合等による職員数の削減等により維

持管理費の削減を実現すること、⑦大口使用者の使用水量減少等を踏まえ、下水道料金の見直しに取り

組むこと、⑧未整備区域について、人口動向・企業動向等を踏まえながら下水道の整備の必要性を再検

討し、一部区域については、汚水処理手法を浄化槽に切り替えるなどの事業計画の見直しを検討するこ

と、⑨農業集落排水施設の終末処理場を廃止し、公共下水道に接続することにより維持管理費の削減に

努めることなどが選択肢となる。 
経営戦略の実効性を高めるには、地方自治体の計画に機能面から接近する視点として管理志向型から

行動志向型に進化することが求められる。管理志向型とは、地方自治体のルーティン業務や義務的業務

を中心に目標を着実に達成するため、地方自治体が果たす役割や手段に基本的な枠組みを設定し、枠組

みを堅持しながら進行管理を行うことを指す。総合計画をはじめとして計画のほとんどは、管理志向型

で形成されてきた。管理志向型は、環境変化が少ない中で進行管理を行うには適した考え方であるもの

の、構造的変化に伴うリスク管理の複雑化や手段の進化に対応するには大きな限界がある。限界とは、

①制度・政策、施策・事務事業とのレベルであっても新たな手段の構想には及びづらいこと、②外部変

化に伴う未経験な現象を対象として取り扱う視点が不足すること、③既存枠組みを堅持し、容易に選択

できる範囲で代替案を構想しやすいこと、などである。このため、目的達成のために手段の見直しが必

要な時にも適時に対応できず、手段の維持を優先し目的を見失う「計画の逆機能」（形式的に計画を守

ろうとする発想が計画を機能不全にすること）を発生させやすい。ルーティン業務等も含め、地方自治

体全体に行動志向型の思考を組み込むことは、行政計画や PDCA サイクル、自治体経営の進化のために

極めて重要である。現実の政策手段の形成と執行等を通じて、社会経済情勢の構造的環境変化に対応し

つつ、計画の目的を達成することを大きな使命とし PDCA サイクルを踏まえ政策手段の進化を図ること

が行動志向型の構想力である。次回の第二回目では、下水道財政について検証する。
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              議論・思考の体系化と自治体競争力 

北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

まち・ひと・しごと創生、地方版総合戦略においても地方自治体の企画力、すなわち政策の創造力が

問われている。多くの地方版総合戦略で類似政策が並び、新たなあるいは固有のイメージではなく他地

方自治体との比較の中で「ないもの探し」で企画力を補う実態が少なからず散見されるところとなって

いる。もちろん、こうした企画力を支えるデータや情報が基礎自治体単位では体系的な蓄積が不足して

おり、その点から政策立案の基礎インフラが十分でないことは確かであり、国においても基礎自治体単

位のデータ・情報形成の基盤環境を整えることが地方自治体の政策の自律性確保に置いて必要となって

いる。しかし、それだけでは地方自治体の政策立案力を高めることはできない。政策を漠然と議論する

体質から体系的に政策思考できる構図を組織的は形成する必要がある。 
現在でも政策の創造性、すなわち新しいイメージを形成する場として行政職員間、行政と民間企業間、

あるいは住民参加等による「ブレイン・ストーミング法」が活用されている。ブレイン・ストーミング

法とは、アレックス・F・オズボーンが考案した議論方式で、集団思考法とも表現される。集団で異な

る視点から案を出し合うことで、相互交錯・連鎖反応による発想の誘発を図る方法である。この方法で

は、①個々の案を制約する判断・結論を出さないことが原則であり、判断・結論はブレイン・ストーミ

ング後の段階で基本的に展開すること、②奇抜あるいは斬新な案を重視すること、③案の質よりも提案

の量を重視すること、④参加しているメンバーの案を結合しさらに発展させること、などが重要なポイ

ントとなる。しかし、こうしたブレイン・ストーミング法を単に漠然と展開し主観的感覚のぶつけ合い

を体系的に展開しただけでは、組織化された主観的体系を作り上げるにすぎない。こうした体系では、

政策の創造性を確保することができない。ブレイン・ストーミング法の質を高め体系的に政策科学とし

ての体質を強めるためには、ブレイン・ストーミング法自体を補う手法が必要となる。この補完手法を

理解することは漠然と議論することと異なり、組織的に①発想を滑らかにすること、②異なる観点から

の見方を充実させること、③幅広い角度から柔軟な発想ができること、④提案を深く掘り下げ他者への

説明力が上がること、⑤独創的な案を生み出す機会が得られやすいこと、⑥常に新たな発想を考える習

慣が組織的に身につくことなどの利点がある。 
補完手法として代表的なものがブレイン・ストーミングの考案者であるオズボーン氏が作成した 「オ

ズボーンのチェックリスト」がある。このチェックリストの活用は、欠けている視点を認識し補うこと

にある。チェックリストは具体的には、以下の９点で構成されている。①転用=新しい使い道や他分野

の活用の視点は欠けてないか、②応用=似たもの探しや真似の視点は欠けてないか、③変更=意味、機能、

様式、手順等構成要素を変える視点に欠けていないか、④拡大=大きさ、高さ、長さ、厚さあるいは時

間や頻度を変えるなどの視点に欠けていないか、⑤縮小=小さく、軽く、短く、あるいは省略、分割や

ダウン・サイジングの視点に欠けていないか、⑥代用=人、物、手法、場所等を他のものに入れ替える

視点に欠けていないか、⑦再利用=既存の要素、型、配置、順序、因果関係を変える視点に欠けていな

いか、⑧逆転=反転、前後、順番、役割などを転換する視点に欠けていないか（民間開発の例としてエ

スカレーターは、人ではなく階段を動かすことに着目した結果誕生）、⑨結合=他との合体、組み合わせ

などの視点に欠けていないか、以上の９点の視点を確認することである。もちろん、このリストは視点

が欠けていないかのチェックであり、自動的に創造性を生み出すものではなく、補った視点を政策思考

の仮説設定に結び付けていくことが重要となる。 
このほか、強制連関法（一件関連のない二つのものを強制的に関連づけながら、アイディアを生み出

す技法）、強制関連法のうち「焦点法は、強制関連法に比べてさらに系統的で要素に分けて分析しつつ

関連付ける方法等がある。日常的にこうした思考や発想の体系化に取り組むことが自治体競争力を向上

させる。

政策シグナル 
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              シンガポールの政治と経済 

北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

 

 

（資料）ロシア統計庁データより作成。 
 2015 年９月 11 日、シンガポール議会総選挙が行われた。その結果は、与党人民行動党が前回 2011

年総選挙での歴史的敗北から一転して大きく得票率を伸ばす結果となった。2011 年総選挙で人民行動

党の得票率は 60.1%と 1968 年総選挙以降の最低となり野党の議席数もそれまでの２議席から６議席へ

と拡大した。この敗北を受け与党人民行動党リー政権は、雇用・住宅・教育等国民生活に密接に関連し

た分野で新たな方向性を含む政策を積極的に展開し、今回の総選挙では得票率を 69.9%に高め 1968 年

以降５番目に高い水準となった。リー政権への国民の支持は大きく回復している。こうした政治動向に

対して、経済状況は厳しさを増している。中国をはじめとしたアジア新興国の経済成長の鈍化を受けて、

製造業の生産活動も前年比マイナスが続きシンガポール経済の成長率は減速傾向を強めている。また、

原油をはじめとした資源安が続く中で、インフレ率も８月の消費者物価で前年比▲0.8%とマイナスで推

移していることから、シンガポールの金融政策も厳しい局面に入っている。シンガポールの金融政策は

シンガポールドルの実効為替レートを定例的に見直す通貨政策に依存しており、金利政策は海外の金利

動向や米ドル・中国元などの為替政策の影響、そして市場の見通しによって変動し、足元でもシンガポ

ールドルの先安見通しが一段と強まる傾向を見せている。その中で、短期金利は 2015 年に入り上昇傾

向を強め 2014 年では 0.3～0.4%前後で安定していた水準が 1.4%前後まで上昇している。景気減速の中

で、通貨安と金利高という難しい政策環境にある。 

アジアリンク 
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住民意識調査の新たな庁内活用のあり方 
―データに基づく仮説設定・検証による政策の進化に向けて― 

株式会社富士通総研 公共事業部 若生 幸也 

 
はじめに 

人口減少・少子高齢化・グローバル化など、地方自治体を取り巻く社会経済環境は大きく変化してお

り、地域住民の意識も多様化・複雑化している。一方、生産年齢人口の減少や企業の長期的業績低迷に

よる歳入減少と 75 歳以上人口の増加に伴う医療・福祉ニーズ増加による歳出増加が厳しい財政制約を

生み出し、財政状況の悪化に伴い、歳出（一般会計）の約３割を占める人件費削減（定員削減）が継続

的に行われてきた。現在の地方自治体は、多様化・複雑化した住民ニーズに少数の職員で対応する高度

な職能を求められる職場となっている。 
本稿で取り上げる住民意識調査は、公募住民などを集め計画づくりに関する議論を行う住民ワークシ

ョップと異なり、統計的有意性を確保し、多様化・複雑化する地域住民の意識を計測する手段として広

く実施されてきた。住民意識調査では大きく分けて、住みやすさ・定住意向などの自治体全体の状況を

計測する設問と、個別施策に対する満足度・優先（または重要）度を計測する設問がある。前者は、自

治体全体の方向性の正否を継続的に計測するために行われ、後者は、現状の個別施策の状況を計測し、

将来的な資源配分の優先順位を計測するために行われる。 
一方、現状の住民意識調査の実施方法（設問設計・分析方法）及び活用方法に大きな課題があること

も指摘できる（後述）。前提として、地方自治体が住民意識調査を積極的に活用しようとしてこなかっ

たことに最大の課題があるものの、現状の住民意識調査の課題を乗り越えることができれば、多様化・

複雑化した住民ニーズを踏まえ、施策・事務事業の改善を促す起点として、住民意識調査は極めて有効

性の高い手法となり得る。 
 
本稿では、特に住民意識調査の活用方法に焦点を当て、A 市で設計・実施した住民意識調査結果の庁

内活用の方法論と効果について整理を行う。 
 
１．現状の住民意識調査の課題 

現状の住民意識調査の課題は、おおむね以下の３点に集約できる（図表１）。 
 

図表１：住民意識調査の課題 

No. 課題 概要 

(1) 設問に関する課題  回答要因を問う設問が少なく、住民意識の背景要因が不明 

 設問文言の定義が曖昧で、回答イメージのずれが発生 

 事業の受け手でない住民が曖昧なイメージで満足度を回答 

(2) 分析に関する課題  高齢者の回収率が高い傾向にあり、世代のゆがみが発生 

 要因を問う設問がないため、分析でも要因の把握不可 

(3) 活用に関する課題  各所管課が保有する施策・事務事業情報の未活用 

 施策・事務事業の対象属性に特化した住民意識の未活用 

 

事例研究 
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「（１）設問のあり方」は大きな課題を有しているが、経年による住民意識調査結果の比較を重視す

る場合、設問変更が困難となることがある。A 市では、次期総合計画策定の前提となる次回の住民意識

調査から、設問に関する課題を踏まえ、大幅な設問変更を行う予定である（今回実施した住民意識調査

でも小幅な設問変更は実施した）。 
一方、「（３）活用に関する課題」は、追加的な情報を整理しながら、施策・事務事業の見直しに活用

する内容であり、経年による住民意識調査結果の比較を重視する場合でも、一定の課題解決が可能であ

る 1。 
具体的に「（３）活用に関する課題」を整理すると、第１に、現状の住民意識調査の活用では仮説を

立てず、各所管課が保有する施策・事務事業情報を活用せず、指標動向を整理しようとすることが多く

見られる 2。しかし、指標動向は社会情勢の変化や施策・事務事業の変化に左右される傾向にあるため、

各所管課が保有する情報を活用しないままでは、指標動向の背景要因を整理できない。これを解決する

ためには、住民意識調査の各指標の動向が変化した場合に、各所管課が保有する施策・事務事業情報と

突合しながら仮説を設定し検証を行うことで、指標の動向に影響を与えた施策・事務事業等の要素が明

らかにすることが重要である。この結果を踏まえ、指標に好影響を与えた施策・事務事業の要素を特定

し、ブラッシュアップを行うことで、より有効な施策・事務事業の展開が期待できる。 
第２に、施策・事務事業のマーケティング観点から言えば、施策・事務事業には多くの場合、特定さ

れた対象属性（性別・年齢層・居住地区など）があるが、住民意識調査をマーケティング的発想で活用

することは少ない。住民意識調査を属性別等に分けた形で整理し細かく活用すれば、施策・事務事業が

意図する対象属性に効果が帰着しているか否かを判断する材料になる。これを踏まえ、対象属性の見直

しや施策・事務事業の実施方法の見直しへの展開が期待できる。 
これら活用の課題を解決するためには、職員自らが住民意識調査を活用できるようになることが最も

重要となる。先にも示したとおり、現在の地方自治体は、多様化・複雑化した住民ニーズに少数の職員

で対応する高度な職能を求められる職場となっているため、職員の施策・事務事業の企画力や改善力向

上は極めて重要な課題となりつつある。 
以上の課題を踏まえ、住民意識調査の庁内活用に関する一連のプロセスを設計・実施した内容を以下

で整理する。 
 

２．住民意識調査の庁内活用の流れ 

住民意識調査の庁内活用を促すため、以下図表２のプロセスを設計・実行した。 
 

                                                   
 

1 活用に際しても、設問や分析精度の影響があるため、課題解決にも一定の限界があることに留意する必要がある。 
2 本来的には、施策・事務事業に対する所管課等の仮説があり、住民意識調査を用いて情報収集を行った上で分析し、仮

説検証を行うことが望ましいが、現状は「聞くべきこと」ではなく「聞きたいこと」を聞いていることが多い。加えて、

仮説検証時には、所管課が保有するデータを十分に活用しなければ、指標動向の背景要因にたどり着けない。 
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図表２：住民意識調査の庁内活用プロセス（概要） 

No. 段階 概要 

(1) 集計結果とりまとめ・研修準

備（富士通総研実施） 

 住民意識調査を集計し、単純集計及びクロス集計を実施する（主

な分析観点：経年比較・属性別比較・設問間分析など）。 

(2) 庁内向け研修 

（富士通総研実施） 

 研修では、住民意識調査の主要な指標動向を整理した上で、経

年比較や属性別比較、設問間分析の観点と施策の前提となる課

題等の仮説設定方法について演習を交えて研修する。 

(3) 各検討チームによる検討 

（各検討チーム実施） 

 各検討チームに各担当分野等の調査結果を割り当てた上で、施

策の前提となる課題との対応関係や指標の持つ意味や今後の方

向性等について検討を進める。 

(4) ヘルプデスク設置 

（富士通総研実施） 

 各検討チームにおける検討時の疑問点や検討観点をアドバイス

するため、富士通総研が半日程度のヘルプデスク設置を行い、よ

りよい検討を行えるよう支援する。 

(5) 検討結果回収 

（Ａ市・富士通総研実施） 

 各検討チームによる検討結果（検討シート）を A 市が回収し、富士

通総研が確認・フォローアップを行う。 

 
（１）集計結果とりまとめ 

集計結果取りまとめでは、単純集計を行い、前回調査との比較を行った。属性別・設問間の関係

性等のクロス集計を行い、施策の前提となる課題数値を整理した。 
このステップでは、庁内活用で必要となる属性別・設問間の関係性等のクロス集計の観点を意識

し、基礎的な属性を整理するとともに、住みよさ・定住意向と施策満足度をクロス集計することで、

それぞれの相関が明確化し、どの施策満足度を高めることで住みよさ・定住意向が高まりやすいか

を明らかにすることが望ましい。 
 

（２）庁内向け研修 

住民意識調査の主要な指標動向を整理した上で、経年比較や属性別比較、設問間の関係性などの

分析観点を整理した。施策・事務事業要素となる目的・対象・手段・権限・財源のうち、特に目的・

対象・手段のあり方を軸に研修を行った。その上で、「政策は仮説」との前提に立ち、課題との対

応関係や指標の有する意味、今後の方向性等の仮説を設定するための演習を行った。演習では、受

講者である職員にとって身近な「職員の仕事ぶり（窓口対応・電話対応・説明会・ボランティアな

どでの振る舞いなど）」の設問を用いて、仮説設定・検証方法を教授し理解度を高めるよう意識し

た（図表３・図表４）。 
このステップでは、施策・事務事業の見直しを行うための必要な観点を意識し、実際に職員が住

民意識調査の指標を確認した上で他の施策・事務事業情報と突合し仮説設定・検証が行えるよう、

仮説設定・検証スキルを職員に移転することが望ましい。 
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図表３：庁内向け研修概要 

No. 研修項目 概要 

① 調査結果の概要説明  住民意識調査結果を整理し最低限押さえるべきポイントを説明する。 

② 施策要素・仮説設定・検証

のあり方・考え方 

 施策・事務事業要素となる目的・対象・手段等の考え方を整理し、住

民意識調査を分析する際の仮説設定・検証方法について事例を用い

て説明する。 

③ 仮説設定演習  ②の仮説設定・検証方法の説明を踏まえ、実際に事例を用いて仮説

設定演習を行う（職員にとって身近な市民から見た「職員の仕事ぶり

（窓口対応・電話対応・説明会・ボランティアなどでの振る舞いなど）」

の設問を事例として用いる）。 

 
図表４：職員の仕事ぶりの設問に対する疑問・仮説例 

○前回と今回の間に実施した施策・事業の継続・見直しで、目的・目標に沿った対象設問指標の変化は見られ

るか。 

○どのような施策・事業の見直しを行ったのか（目的の見直し・対象の見直し・手段の見直し（税・規制・補助/

助成金・サービス提供・情報・教育/相談等）・投入資源の見直し等（量の増減・質の加減））。 

○指標の動向に寄与していると思われる施策・事業はなにか（庁舎窓口の見直し・階層別研修の実施・接遇研

修の実施・窓口アンケートを踏まえた窓口改善活動の実践等の有無）。 

○その間に発生した社会情勢の変化の影響はないか。 

○満足度を上げるためには、不満と回答した市民の窓口満足度を徹底的に上げる必要があるのではないか

（漠然とした市役所のイメージで不満の市民における満足度を上げることは困難ではないか）。 

○全体的な傾向として、親切な応対や気づかい、説明のわかりやすさなどが基礎的満足条件となるため、これ

らを徹底的に磨くことが満足度向上には不可欠ではないか。 

○不満・やや不満と回答する市民は、満足・やや満足と回答する市民と比較し、仕事のスピードや待ち時間に

不満を抱いている傾向が強く表れているため、窓口での対応スピードの迅速化・待ち時間の極小化を目指す

ことが求められるのではないか。 

 
（３）各検討チームによる検討 

各検討チーム（次期総合計画策定の中心的メンバーで構成）に各担当設問の調査結果を割り当て、

検討シート（対象設問の指標動向、仮説設定、仮説検証、課題・施策見直しの方向性などを記入す

るフォーマット）に従い、対象設問の指標動向を確認した上で、対象設問の指標動向に対する仮説

を整理し、個別計画策定時の調査結果や施策・事務事業の対象住民・事業者等の日常的な意見聴取

結果を踏まえ、仮説検証を行った。仮説検証結果を踏まえ、課題を導出した上で施策見直しの方向

性を検討した。 
 

（４）ヘルプデスク設置 

各検討チームにおける検討時の疑問点や検討観点をアドバイスするため、富士通総研が半日程度

のヘルプデスク設置を行い、必要に応じて各チーム 15 分から 30 分程度の打合せを行った。 
このステップでは、「設問を見直さない限り検証に限界がある」という職員の気づきを生み出し

たことは大きな成果である。 
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（５）検討結果回収 

各検討チームによる検討結果（検討シート）を A 市が回収し、富士通総研が確認し、良い部分と

課題のある部分を整理し、仮説設定・検証の見直しに向けたフォローアップを行った。 
このステップでは、各検討チームが仮説設定は丁寧に実施できていたが、一部のチームで仮説検

証や施策・事務事業の見直しへの展開が不十分であることが明らかとなった。仮説検証や施策・事

務事業の見直しに当たっては、所管課の施策・事務事業情報の活用が不可欠であるが、そもそもど

のような情報を所管課が保有しているかを確認する方法を研修でさらに明示した上で、必ず実行し

てもらうよう、研修で強調することが求められる。 
 
３．住民意識調査の庁内活用による効果 

以上のような住民意識調査の庁内活用を実施したことにより、以下３点の効果が見られた。 
（１）施策・事務事業に対する仮説設定・検証成果が蓄積されたこと 

検討チーム全６チーム、計 15 の設問を対象とした仮説設定・検証結果が蓄積されたことは効果

として挙げることができる。設定された仮説数は全体で 82 あり、検証項目まで整理できた検証数

は全体で 47 となった。仮説を多く設定し検証項目まで出すことができれば、施策・事務事業の見

直し等に展開させることが可能となるため、住民意識調査の活用に向けて成果を生み出すことがで

きたと言える。 
 
（２）住民意識調査の設問設計や活用の重要性が市職員に認識されたこと 

現状の住民意識調査の仮説設定・検証を丁寧に行うことで、仮説検証を行うことが極めて難しい

住民意識調査となっていることが職員に意識されたことも大きな効果である。ヘルプデスクの際に

も設問自体が検証できる内容になっていなければ、検証が困難であると指摘する検討チームもあっ

た。このような設問設計上の課題意識は、次期総合計画策定に向けた次回の住民意識調査実施の際

に引き継がれ、設問のブラッシュアップが期待できる。 
 
（３）仮説設定・検証の基礎力を市職員が身につけたこと 

以上の庁内活用プロセスを通じて、仮説設定・検証の重要性を認識し、その基礎力を職員が身に

つける一助となったことも効果として挙げることができる。施策・事務事業は PDCA サイクルに基

づく不断の見直しが必要であるため、職員の仮説設定・検証能力を高めることが不可欠である。 
 
おわりに 

今後は、多様化・複雑化した住民ニーズを踏まえた上で、住民意識調査等を用いて施策・事務事

業の仮説構築・検証を行い、職員自らが施策・事務事業を考えるための力量形成を支援する取組み

が必要となる。自治体経営上、職員の施策・事務事業の企画力や改善力向上は喫緊の課題となって

おり、職員研修体系も含めた人材育成制度との連動も含めて、データに基づく仮説設定・検証によ

る政策の進化に向けた取組みをさらに進めることが求められる。 
 

（参考文献） 
・大谷信介編著『これでいいのか市民満足度調査』ミネルヴァ書房、2002 年。 
・野田遊『市民満足度の研究』日本評論社、2013 年。 
・柘植啓太「幸福度研究の現状と岐阜県への活用について」2013 年 12 月。 

http://www.pref.gifu.lg.jp/kensei-unei/seisaku-plan/choki-koso/kenkyukai/index.data/kouhukudo251225.pdf 
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〈既刊テーマ一覧〉 

2015 No.１  地方自治体からみる「まち・ひと・しごと創生」（２） 

 （創生法の特性と地方自治体の取組み） 

 地方版総合戦略と政策の因果関係（直接性） 

 インド・モディ政権の改革政策 

 木質バイオマスエネルギーの利用拡大に向けた取り組み 

 （岩手県遠野市） 

 第三セクターの活用等に係るアンケート調査結果の整理・分析 

2015 No.２  地方公営企業と分岐点の下水道事業 

 米国デトロイト市の破綻・再生処理 

 上下水道事業の債務問題 

 台湾の経済発展段階と日本企業進出 

 愛知県小牧市における在宅医療の推進 

2015 No.３  「新国土形成計画」と内発的エンパワーメント 

 ふるさと納税と財政規律 

 中国地方政府の債務管理政策 

 「環境未来都市」構想による地域活性化への取組 

～官民連携による地域企業の海外事業展開推進～ 

2015 No.４  年齢構成の歪みと組織的リーダーシップ開かれた学習の場の重要性 

 ふるさと納税と税制課題 

 中国「新常態」とアジア新興国政策の転換点 

 マイナンバー制度開始直前の今こそ、自治体の独自サービスを検討してお

くべき 

－マイナンバーカードを活用するサービスのパラダイム転換－ 

2015 No.５  マイナンバー導入と行政領域 

 地方版総合戦略と超領域的政策 

 スマートフォンと台湾政治 

 ASEAN諸国における災害対策と ICTの活用 

2015 No.６  自治体間政策連携の重要性 

 ゆで蛙政策からの脱却（行動志向型評価） 

 ロシア経済と欧米制裁・ミンスク合意 

 日本の油化技術は島嶼国のごみ問題を救うか 
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