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佐賀県 佐賀市を中心に､行政サービ ス向上の取組み・
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九州には9つの県がある？

「九州にある県名をすべて述べよ」という問

題を出されたとき、どれだけの人が、すぐに正

確に県名を答えることができるだろうか。私自

身も“九州”という名のとおり、 つの県から9

、成り立っているものと思っており、福岡、大分

長崎、熊本そして今、一番活気づいている宮崎

に、西郷隆盛の鹿児島、そして佐賀とそれから

……と考えてしまう （沖縄は九州に入るのか。

な？）実は九州は、明治以前の西海道の筑前

（ちくぜん ・筑後（ちくご ・肥前（ひぜん ・） ） ）

肥後（ひご ・豊前（ぶぜん ・豊後（ぶんご ・） ） ）

日向（ひゅうが ・大隅（おおすみ ・薩摩（さ） ）

9 8つま）の か国の総称であり、廃藩置県後は

つの県となっている。九州出身の方々には大変

申し訳ないが、それぞれの県の一部の都市名、

小倉・博多・鍋島・雲仙・阿蘇・日南・霧島等

佐賀県議会議場にて

といった名前や、温泉の別府や嬉野、指宿等の

印象が強く、県名の記憶については薄くなって

いる。しかし、さすがに幕末のいわゆる「志

士」を育んだ土壌だろうか、先進的に行政運営

。をされている県や市が九州には多いように思う

5項目について他都市視察

そのような、九州の中で、私が最後に頭の中

に浮かべた佐賀県および佐賀市中心に、福岡県

福岡市と熊本県菊池市を、私ども民主・都みら

い京都市会議員団は視察に寄せていただいた。

佐賀県には「情報公開度全国ナンバーワンの取

組み 「大都市圏等観光客誘致促進事業補助」に」

ついて、佐賀市では「住基カードを利用した多

目的サービス」を、また福岡県福岡市では昨年

京都市役所においても多く発生し、これまでの

公務員バッシングの中、マスコミの格好の話題

となった「職員不祥事に対する対応と今後の対

策」を、そして熊本県菊池市では「子ども議会

ついて」の 項目を見聞させていただいた。当5

然、この 項目に関して京都市役所において、5

それぞれ関連する部局に京都市の取組みについ

ての状況を聞き、各都市の取組み状況と対比で

きるように事前の準備をして出向いたが、その

中でも特に印象深かった佐賀県の「情報公開度

全国ナンバーワンの取組み」と、佐賀市の「住

基カードを利用した多目的サービス」について

レポートをまとめてみたい。
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佐賀県庁の職員から説明を聞く議員団

情報公開度全国ナンバーワン

まず、佐賀県の「情報公開度全国ナンバーワ

ンの取組み」であるが、知事自身が先頭に立ち

積極的に県民の声に耳を傾けようとしているの

が、まず強く感じかれた。この情報公開度ナン

バーワンの“ワン”は、何もオンブズマンを始

めとした評価で一番になるのを指し示している

のではない。県民と一緒に協働して何事もやっ

ていこうという意思と行動が、どこよりも一番

になることだと考えていると、担当者の方もお

っしゃっておられた。実際の取組みとして実行

していることは、

① 県が自ら情報を提供する情報提供制度

② 県民等からの請求により情報を開示して

いく公文書開示制度

③ 県民からの意思にこたえる公聴制度

の つであり、これらのことはどこの自治体で3

、も行っていることと何ら変わりはない。しかし

できるだけ県民のみなさんを始めとして請求者

の方々に非開示情報を少なくしていく努力とと

、もに、より積極的に情報開示を進めている点は

やはり“ナンバーワン”ではないだろうか。

電子メールでも受付

例えば情報開示の請求に関しても、窓口や郵

便の申請はもちろんのこと、電子申請システム

を取り入れており、さらに電子メールやファク

、シミリでも受け付けている。京都市においても

できるだけ請求しやすいものにと検討を重ねて

いるが、電子メールに関しては、請求者に対し

て他人の名前を騙る、いわゆる“成りすまし”

。の問題もあり、現状では実施を見合わせている

その点について佐賀県として不安な点や苦情は

なかったのかという私たちの問いに対して 「現、

在まで苦情などは一件もない。また、いわゆる

“成りすまし”に関しては、ファックスでも同

じであるが、請求時に必ず住所・氏名等、必要

最小限度の項目については記載して請求をして

もらっている。また、情報開示の請求は、来庁

された場合は別として、一度の請求で終わらな

いケースがほとんどである。なんどもファック

スや電子メールでやり取りをして、初めて目的

。の情報が何かを特定できるといった具合である

そのため、請求者とのやり取りをしている間に

“成りすまし”の場合であれば判明するのでは

ないか」と、言っておられた。自分たちの仕事

に関して自身を持っているから、何事にも跳ね

返す力をもっているんだなという力強さを感じ

た。さらに、知事を筆頭に上の者が職員が行っ

た行政行為に対しては、守ってやるんだという

意気込みも感じ、そのことが仕事への誇りにな

っているようだ。

手紙の返答は１週間以内

さらに、公聴制度に関しても「知事への手

紙」に対して知事自らが必ず返事をする。それ

も当初は 週間以内に行っていたそうだ。その1

ため、毎日たくさんの手紙がくるようになり、

さすがに 週間以内ということでは職員のスキ1

ルも体力ももたず、現在では ヵ月以内に返答1

しているとのことである。佐賀県の知事への手

紙の具体的な数については聞き漏らしてしまっ

たが、京都市においては、直近 ヶ月の市長へ3

の手紙の数は、次の表のようになっている。

12



総件数 内匿名 返答件数

19 2 163 65 98・ 月

19 3 166 77 89・ 月

19 4 127 65 62・ 月

456 207 249合 計

匿名で寄せられた手紙以外は、すべて 週間2

以内に返答しているということだ。また、この

数の中には、インターネットによって寄せられ

たものも含まれている 「手紙を送っていただい。

た方々にできるだけ早く、を心がけている」と

広報課の担当者も言っていた。佐賀に比べて手

2紙の数にどれだけの差があるのかは不明だが、

週間以内に返答している京都市も頑張っている

と感じた。さらに市長への手紙をインターネッ

トでも受け付けているということである。情報

公開請求は現在、電子メールでの受付は見合わ

せている状態である。佐賀県で行っている手法

を参考にして、できるだけ早期に導入できるよ

う検討していただきたいものである。

自らが積極的に情報提供

今後の課題としては、今の情報公開制度は

「請求を待って」という受身の姿勢である。一

部の非開示情報を除き、原則開示という制度運

用を行っているが、外郭団体や指定管理者など

へも情報公開の対象範囲の拡大に努めるなど、

制度の充実を図っている。メールやファックス

の活用による利用者の利便性の確保にも配慮が

必要である。今後も公文書開示制度による請求

の多い情報については、当制度によらず、自ら

積極的に情報提供を行っていくような取組みが

必要と考えている。と述べられていた。このよ

うに、情報公開を進めていくことは県民（市

民）と協働して県政（市政）を推進していくう

えでも大変重要な施策である。また、情報開示

は県民（市民）と行政側、さらに議会が、それ

ぞれ緊張感を持って仕事を進めるようになる。

この緊張感が薄れてしまったことが、昨年多発

した不祥事に繋がっているのではないかと私は

思う。不祥事をなくしていくためにも、より一

層の情報公開が必要であり、私自身も情報開示

の推進に邁進してまいりたい。

自動交付機で諸証明発行

次に、佐賀市における「住基カードの多目的

利用」についてである。佐賀市おいては住基カ

ード以外に、市民カードとして住民票の写しお

よび印鑑証明を自動交付機で取得できるカード

が存在する。このカードは初回が無料で発行さ

れ、本庁舎をはじめ市内に 台設置されている4

自動交付機で、住民票の写しや印鑑証明を取得

することができる。

また、税に関する諸証明は住基カードの 部IC

、分を利用して、暗証番号を予め登録することで

4自動交付機で取得が可能となっている。この

台の自動交付機をはじめとして本庁舎等で土日

を含め時間外でも業務を行っている。

本庁舎では平日の火曜日と木曜日が午後 時6

まで窓口を開設

し、日曜日も午前

時から午後 時9 4

まで開庁してい

る。また、本庁舎

の西玄関脇に宿直

室があり、西玄関

の入り口には土曜

日午前 時 分8 30

から午後 時まで5

自動交付機が稼動

している。土曜日

も日曜日も何らか

証明書自動交付機の方法で住民票の
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写しや印鑑証明が取得できるように配慮されて

いる。京都市でも市内に ヶ所ある証明書発行5

コーナーを、平日は午前 時 分から午後 時8 30 7

まで、土曜日は午前 時 分から午後 時まで8 30 5

開設している。さらに 月から、一部の区役所4

窓口の開設時間を、第 ・ 木曜日は午後 時ま1 3 7

、で延長した。延長した窓口に来られた方の数は

全区で 月が 人、 月が 人となっている。4 305 5 294

窓口延長のスタートとしてはたくさんの方々が

来られたのではないだろうか。

緩やかなカーブの総合窓口

佐賀市のもう一つの特徴は、総合窓口化が実

施され、住民にとって便利で早い窓口作りを目

指していることであろう。

平成 年 月に「新佐賀市行政改革大綱」11 4

「新佐賀市行政改革実施計画」が出され、その

中に「市民が主役（行政サービスの向上 「市）」

民課窓口一線方式の検討 「ローカウンターの整」

備」が提言された。これを受け、本格的に総合

窓口化の検討が開始された。まず始めに、平成

年 月より戸籍情報システムの導入準備に取12 2

12 11り掛かる。この時、四国の松山市が平成 年

月から総合窓口を設置して、市民からの評価が

高いことや、 月・ 月の住民異動の繁忙期も順3 4

13 10調に乗り切れたということを聞き、平成 年

月に本格的稼動することを決定した。

この総合窓口に関しての概要であるが、窓口

を「届出コーナー 「証明コーナー 「外国人登」 」

録コーナー」に分け、外国人登録コーナーはプ

レイバシー保護の観点から、事務がカウンター

内で取り扱われている。カウンターそのものは

、直線ではなく、多くの方々が対応できることと

優しい感じをかもし出すことから、弓形に緩や

かにカーブしたカウンターが設置されている。

、来庁舎の流れであるが、まず申請書に記入し

発券機から番号札を取る。どこの窓口にいけば

良いのか、また申請書の記載の仕方が分からな

弓形カウンターと広々としたロビー

これまで最大 箇所を移動
届出業務

6

約 分 → 箇所 約 分90 1 20

これまで 箇所 証明
証明業務

2 3

約 分 → 箇所 約 分20 1 5

い人のために、フロアーマネージャーが配置さ

れている。後は自分の番号がコールされるまで

広い待合ロビーで待つこととなる。これまでの

事務の流れとの大きな違いは、いくつもの窓口

を移動して行っていた手続きのほとんどが、一

、つの窓口で完結するということが第一点。次に

これまで相当の時間がかかっていた届出業務や

証明業務が、大幅に改善されたことである。

、また、佐賀市は総合窓口を実施するに当たり

窓口環境の整備を合わせて行った。整備に際し

ての視点は「お客様（佐賀市では来庁者のこと

を“お客様”と呼んでいた）の視点にたった便

利で早く分かりやすい窓口を作る」ということ

である。これらの視点をもとに、ハード面では

各コーナーの表示を見やすいものにするため、

色と形で区別して表示されていた。また、ソフ

ト面では、接遇研修に重点を置き、窓口職員の

親切な対応や案内に心がけることや、フロアー

マネージャーを設置して目的の窓口まで案内す

ること、そして申請書は簡素化され、色をつけ

て分かりやすいものが使用されていた。

職員研修は、総合窓口実施の 月 日まで10 26

の ヶ月間に、勤務時間内および時間外に実施3
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、された。内容は、接遇能力レベルアップとして

プロジェクトチームが外部講師の研修を受け、

そのプロジェクトチームが市民生活課の職員に

研修を実施するというやり方だ。この手法を使

うことによって、プロジェクトチームの一員は

より深く研修内容が理解・実践でき、またその

他の職員は仲間からの研修となり、時間内外に

こだわらずに受けることができるという利点が

あった。実務研修も「届出コーナー 「証明コー」

ナー」それぞれで、取り扱う業務の基礎知識の

習得に努め、これまで事務に携わっていた課の

職員が講師となって行われた。特に、国民健康

保険や年金、税証明受付は、別に実践研修を行

い、窓口で不安やトラブルが起こらないように

体制が整えられた。

、当然、窓口開設後も実務面を中心に毎月 回2

。2 時間程度の研修を、時間外に実施したそうだ

新しい業務や体制になるときに出てきそうな不

平不満はなかったのか、と聞いたところ、年齢

を問わず、不平不満をいう職員はほとんどなか

ったという答えが返ってきた。プロジェクトチ

ームが外部研修を受け、その受けた内容を他の

職員に研修していくということがよかったのだ

ろうか？ それとも他に何か影響したものがあ

ったのかは不明だが、松山市で成功したんだか

ら、自分たちもできるという気概があったよう

に感じた。

他の項目もおおいに参考に

この佐賀県や佐賀市の他にも、福岡市では福

岡市職員相談サポートラインという制度をつく

り、職員等による法令遵守および公正な職務執

行を目的として、職員等が他の職員の法令違反

行為等についての相談や通報ができるような体

制が組まれていた。この公益通報制度は京都市

でもすでに実施されているが、あまり通報（相

談）件数がないというのが実情である。福岡市

でも同じような状態だそうだ。京都市でも福岡

市でも、よりこの制度が利用されるように周知

を図っていかなければならない。

また、熊本県菊池市の「子ども議会」は、毎

年実施されていることに驚きを隠せなかった。

担当者に聞いてみても、 月に実施される子ど10

も議会に向けてこれからが本当に大変だという

答えが返ってきており、人口は京都市と比べて

少ないが、その中で、毎年 人の中学生を集め20

て議会を開会していることに敬意を表したい。

京都市では自治百周年の時に開催されたが、政

治離れが叫ばれている今、子ども議会をとおし

て、政治がもっと身近に感じられるものになれ

ば、選挙の投票率も上がっていくのではないだ

ろうか。

良質な公共サービスを

社会が刻々と変化をしている中、住民にとっ

て必要なサービスをできるだけ提供していくこ

とが、行政に求められていることだと考える。

サービスの形態がどのような形になろうとも、

行政に最終責任があることだけは、念頭におい

ておかねばならない。

他都市調査に参加させていただき、どこの自

治体も厳しい財政状況の中、住民に安心して安

全なサービスを提供することに心がけておられ

た。特に佐賀市では、来庁者のことを必ず“お

客様”と言っておられた。この気持ちを大切に

することが、住民が求めているサービスにつな

がるのであろう。

私自身、これからも、良質な公共サービスの

提供に向け、議員として京都市に提言をしてい

くとともに、これまでからも活動している自治

労の仲間や自治総研、公共サービス検討委員会

といった場でも意見を交わしていきたい。

（ふじかわ つよし・京都市議会議員）
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