
政策の実現に向けて 

 議員就任以来、全ての定

例会（計１０回）において、２９

の一般質問(政策提案）を

行っています。 

 当然ながら、議員個人で

は町長とは異なり政策の決

定権はないため、町として

取り組んでいただけなかっ

た事も多数あります。 

 右記の「市民活動支援制

度（まちづくり団体への補

助）」と「域学連携（大学生

の力を生かしたまちづく

り」、そして「国や県からの

有益な情報を漏らさずに住

民に繋ぐ仕組みづくり」は

これまでの一般質問でも提

案したものの、様々な事情

により町主体では取り組ま

ない（取り組めない）と答弁

がなされたものです。 

 しかしながら、このたび

「議場の外」での活動を効

果的に行うことで変則的な

がら、徐々に政策を実現で

きているのではないかと思

います。  

 町に政策を提案した段階

で実現できなくとも、活動

で得た人脈や情報を最大

限に生かして、住民活動と

連動させながら、共に汗を

かきつつ実現の道を探せる

のが地方議員の強みであ

ると思います。 

 今後も「提案内容」だけ

ではなく、「結果」と「付加

価値の創造」にこだわり、議

会活動のみに限定せずに、

あらゆる手法を用いながら

より良い大津町にできるよ

うに努めます。 

  

■くまもと里モンプロジェクトとは？ 
 熊本県が実施している「くまもと里モンプロジェクト」は

様々な地域活動の芽吹きを支援する制度で、比較的簡

単な手続きで上限５０万円の助成金を申請できます。  

４ 

くまもと里モンプロジェクト in 大津 Ckeck 

■大津町での活用状況 
 この助成制度は本年で３年目ですが、大津町からの採択はこれまで０件。最大

の要因はこの有益な情報が住民に伝わっていなかったことだと考えています。  

 今回は私が昨年度参加した県主催の「くまもとむらづくり人材育成塾」でお世話

になった県庁むらづくり課、および町の農政課の方々にお願いして大津町での説

明会を実施していただきました。 

 恐らくそれも功を奏し、本年は２０件を超

える申請がありました。 一次申請分で既

に４件が採択され、最終的には１０件以上

が採択される見込みです。 

 当該制度も上手く活用しながら地域に資

するより多くの取組みが町内で生まれれ

ば幸いです。 ～里モンプロジェクト説明会の様子～ 

■事例紹介 
一次採択４件のうち、金田が直接関わっているものを簡単にご紹介します。 

まちづくりに大学生の力を！ 「域学連携」  Ckeck 

■域学連携って？ 
 地域づくりにおいて企画段階から学生が参画します。 地域は専門的知識を有す

る学生の力を生かせるとともに地域を担う次世代の育成を図ることができ、学生は

学問の実践の場、そして社会経験を積む場として地域資源を活用できます。 

■取組み紹介 
個人的にご縁のあった尚絅大学さんと次のようなプロジェクトを進行中です。 

～竹あかり～ 

■「からいも離乳食」開発において、パッケージデザイン作成を文化言語学部、

レシピ開発を生活科学部栄養科学科の学生にご協力いただく予定です 

■熊本空港と大津駅を結ぶ空港ライナー内で上映する映像を映像研究部と

SLC（サービスラーニングサークル）に作成していただく予定です 

■昨年に引き続き、東熊本青年会議所（ＪＣ）で実施する地蔵祭り恒例「お化け

屋敷」において、SLC及び文化言語学部の学生に協力していただきます 

■大津町議会発行の「議会だより」において、特集記事の執筆及び記事全体の

確認・意見をしていただいています （本年６月に議会と協定を締結） 

竹あかりプロジェクト (若者コミュニティhako） 

昨年に引き続き、地蔵祭り及び大晦日（光尊寺）に竹あかりを設置

します。 また、大津駅南口にLED化した竹あかりを展示します。 

からいも離乳食プロジェクト 

町内の若手からいも農家さん主体で、町内の事業者や大学生等

と連携しながら「からいも」を活用した離乳食を開発します。 

町 政 報 告

【記事紹介】 

  ■ ６月定例会のポイント （Ｐ１） 

  ■ 金田ひできの一般質問 （Ｐ２、３） 
    ▹事業評価と予算への反映  ▹企業誘致戦略  

  ■ 【特集】 一般質問の経過 「里モンプロジェクト」＆「域学連携」 （Ｐ４） 

かなだ 
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6月定例会閉会、２０１５年折り返し！ 

学生インターン（研修生）を受け入れます 

 本年も、８月１日～９月３０日の間、４名の学生（熊大２名、学園大１名、熊本高

専１名）を研修生として受け入れ、大津町政・まちづくりに参画しながら政治や議

員活動について学んでもらいます。 

 次世代の育成は私自身の大きな目標の１つでもあります。室内での政策研究

や勉強会等はもちろん、町内のイベントや座談会、

その他調査活動にも積極的に参加してもらいます。 

 熱意溢れる学生ばかりですので、お見掛けの際は

ぜひ温かい応援、ご指導を頂ければ幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

～６月定例会のポイント～ 

 今議会は議会活性化の一環と

して大津町で初めての「休日議

会（一般質問）」が開催され、２日

間でのべ８４名という多数の方々

に傍聴へお越しいただきました。 

 条例関係では、国の動きを受

けて、軽自動車の税率引上げや

紙巻たばこ３級品の税率の特例

措置の廃止、マイナンバー制度

施行に伴う記載の変更などを盛

り込んだ条例が賛成多数で可決

されました。 

 予算に関しては、主に４月の人

事異動に伴う人件費関連の補正

が計上されました。 その他、主

なものでは、総合交流ターミナ

ル（岩戸の里）の休館対応に伴う

臨時職員賃金、時間外勤務手当

関連で４００万８千円が計上され

ました。 また、美咲野地区行政

区分割（１つから４つへ）に伴う予

算４８万４千円が計上され、当該

議案に関しては全員賛成で可決

されました。 
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～金田ひできのプロフィール～ 

◆1982（昭和57）年 大津町生まれ 

◆米国留学を経て慶應義塾大学経済学部へ入学、2007年3月 卒業 

◆2007年4月 第一生命入社、2012年9月退社 （事務企画部、国際業務部 等） 

◆2013年2月10日 大津町議会議員に当選 

◆東熊本青年会議所(JC)常任理事、大津町消防団第4分団団員、大津町若者

コミュニティ「hako（ハコ）」事務局、熊本県市民大学「マチナカレッジ」オー

ガナイザー、大津小学校学習支援＆読み聞かせボランティア、大津町国際交

流協会会員、日本防災士機構認定防災士  

金田ひでき 
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～昨年の様子～ 



  財政的に厳しい現状において、住民サービス拡充に

向けた新たな投資を行うには当然ながら財政的・人員

的な余力を創る必要がありますが、受益者の存在する

行政サービスは一度開始すると既得権化し、廃止する

ことが非常に難しいものです。 

 だからこそ、合理的かつ客観的な視点で個別の事業

を評価することで業務自体の相対的な「効果」や「意義」

を検証し、それが低いようであれば廃止や民間への委

託・移譲等も含めて、住民の合意を形成しながら整理す

るための具体的な「仕組み」を作る必要があります 。 

 その点を踏まえ、４つの観点から提案を行いました。 

   ～事業評価と予算への反映 ～ 

 現在、大津町では個別の事業費に人件費が反映さ

れていません。 

 例えば事業費はゼロ円でも職員１人が１年を通して

つきっきりになる事業であれば、実質的にはその職員

の人件費である数百万円が事業費となります。 

 事業の「費用対効果分析」や「継続・廃止の検討」は

そうした部分を定量的に把握できるシステムがなけれ

ば効果が半減します。 

 したがって、各事業の仕事量がどの程度あるかを

「数値」で把握し、それらを「コスト（費用）」として換算

できる仕組みを構築することは必須であると考えてい

ます。  

事業費に職員の人件費を合算させる仕組み ポイント① 

１５０ 
万 

１００ 
万 

５０ 
万 

５０ 
万 

人件費 

（職員給与 等） 

事業費 

（備品・物件費 等） 

事業 Ａ 事業 Ｂ 

 現在は青色の“事業費“しか把握できてお

らず、「業務に全体でいくらかかっているの

か」が正確に分からない。 精度の高い事業

評価を行うには、赤色の”人件費”を合算す

る必要がある。 

 人件費を把握する事で「職員のコスト意識

の変化」なども期待できる。 

２００万 

１５０万 

“事業費“だけを比較するとＡの方が
高額だが“人件費“を含めると逆転！ 

事業を定期的に見直す（改廃する）仕組み ポイント② 

 住民視点からはサービスが既得権化しますが、行政

視点としても全ての事務事業が「公共性」を理由に正

当化されてしまい、縮小・廃止に向けた取り組みが積

極的に展開されにくい傾向があります。 

 もちろん、日々住民と最前線で接する職員としては事

業の縮小や廃止を積極的に仕掛けることは心情的に

も難しいということも十分理解できます。 

 だからこそ、そうした評価や見直しの仕掛けを体系化

された「仕組み」として組み込むことにより、事業の改

廃を強制的に機能（自走化）させる必要があります。 

具体策 サンセット方式 
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“日没”という意味で、事業開始時に予め終
期を決めておく手法。 継続には事業開始
と同程度の検証が必要となるため、惰性で
の継続が発生しにくい。 

事業仕分け 

町

の

仕

事 
必要 

不要 

民間がやるべき 

行政がやるべき 

住民の声も取り入れながら、個別事業の必要性を一つひとつ
検証する手法。 妥当性について丁寧な検証ができる。 

目的・手段に妥当性

なし、効果なし 等 

行政の役割終

了、民 間 の 方

が効率的 等 

   企業の誘致は税収面でも雇用創出面でもまちづくりへの影響は多大です。 し

かし、住民の方からも工場や商業施設について、特にお隣の菊陽町と比較して増

加が鈍化しているのではないかとの声も聞かれます。 

   今回の一般質問では、直近１０年の主な誘致実績やその間の具体的な誘致活

動の確認や、「企業立地にあたっての優遇措置の見直しや分譲手法の多様化を

図る考えはないか」、「企業要望に対応したセミオーダー方式の導入など多様な工

業団地の造成を進める考えはないか」、そして、「誘致推進・既存企業の更なる環

境向上を図るため、地域特性にも応じた企業誘致戦略プランを策定して計画的・

体系的に取組む考えはないか」 などの提案を行いました。 
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“政治への無関心“が招くもの 

 行政サービスは既得権化しや

すく「５０人の何となく不要とい

う人がいても、５人のどうして

も必要という人がいたら存続し

てしまう」という事がよく起こ

ります。  

 特に政治家が「票」ばかり追

えば、一部への利益誘導や

サービスの上乗せ合戦が始ま

り、結果として自治体は疲弊し

住民が損失を被ります。 

 政治家や行政は適切な情報

公開により判断材料を提供し、

一方で住民にもその情報と向

き合って頂く必要があります。 

 町が行う個別事業（例：訪問型介護予防事業、シルバー人材センター支援事

業、子育て中の親支援事業 等）の目的、目標値、評価結果などは現在非公開

ですが、公開することでサービスの利用者である住民視点による監査機能が発

揮がされることが期待できます。 

 情報公開の目的としては、「主権者である住民に対して当然に公開されるべき

である」という観点もありますが、具体的に次の効果が見込めます。  

大津町の財政事情 

 大津町の税収は本田技研

をはじめとした豊かな法人税

に支えられ、平成１７年度から４

年間は全国的にも数少ない

地方交付税の不交付団体と

なり、平成１９年度は２６億４３０

０万円もの法人町民税があり

ました。 しかし、２０年度から

は減少に転じ、２５年度は４億２

３００万円とピーク時の約６分

の１となっています。  

 一方、町の歳出は増加傾向

にあり、特に社会保障関連経

費である「扶助費」は毎年増

加し、１９年度に１１億９５００万円

だったものが２５年度には２４

億４０００万円と６年間で２倍以

上に膨らんでいます。  

情報公開の強化 （事務事業評価の開示） ポイント③ 

改善スケジュールの策定 ポイント④ 

 これらの行政評価や予算に関する指摘・提案は以前から繰り返し行っていま

すが、実質的な仕組みの改善はあまり進んでいないように感じています。  

 したがって、今回のポイント①～③の項目はもちろん、これまで提案してきた

内容を含めて実施可否を早急に整理し、具体的な工程・スケジュールに落とし

込んで「計画」として取組む必要があると考えています。  

～大津町の企業誘致戦略 ～ 

職員に業務遂行時はもちろん、評価および業務の見直し時などにおいて一層

の緊張感と責任感が生まれる 

サービスの供給者としての視点で実施されがちな組織内部の取組みを公開す

ることによって、利用者である地域住民の視点が欠落することを抑制する 

町の答弁要旨 

   工場等においては、ここ１０年間での協定に基づく新設や増設などの企業立地件

数は県全体の２９０件中、大津町はその７分の１の４３件と高い。 工業用地分譲に

ついては、近隣自治体に買い手のない物件もあるため、新たな造成等には経済状

況等を踏まえながら慎重に考えている。 内については、大津町企業連絡協議会を

中心に進出企業との相談、活動を充実させることにより、状況を見据えながら今後

多角化するであろう企業経営にも臨機応変に対応できるよう積極的な企業訪問など

によるセールスを行う。 外については、県企業立地課との連携強化による情報収

集と共同による都市圏での展示会やセールスを行い、引き合いのある企業につい

ては本社訪問などの企業誘致活動を行い、今後も積極的に取り組んでいきたい。  

   卸小売・飲食業等については、近隣自治体と比較して少ない部分もあるが用地の

推進はもちろん、雇用・住宅環境を整えて進出先としての魅力向上にも努めたい。 


