
 前職について時折尋ねられますが、東京に本社のある「第

一生命」という保険会社に勤め、業務改善・効率化に関する

業務を長く担当していました。 

 保険会社では日々大量の書類処理が発生するため、それら

を如何に”効率的に”、”ミスなく”、”素早く”処理するかが、顧

客満足度向上はもちろん、業務経費の削減にも繋がります。 

 例えば、非効率な事務の見直しや、出来るだけミスの起こり

にくい事務へ改善することは、「迅速かつ確実なサービスの提

供」として顧客満足度の向上に繋がります。 また、例えば「記

入漏れの多い書類の改訂」や「顧客への書類再提出依頼の

基準緩和」などを行うことで、何度も顧客に手間を取らせてし

まうことが少なくなります。  

 そして、一つひとつの改善自体が効率化や経費削減に繋が

り、浮いた人員や経費を他の新たなサービスの提供に充て、

更なる顧客満足度向上を図ることもできます。 

 社内では「品質と生産性の同時追及」と表現していました

が、そうした事を業務量分析や実地測定・ヒアリング等によっ

て洗い出す事で短中長期計画を立てながら推進していまし

た。 現在は議会議員として、一つにはその経験や視点も生

かしながら行政への様々な提言をしています。 

～会社員時代の主な担当業務～ 

① 本社事務企画部（入社1～3年目） 

■業務量分析による全国の支社・集中事務センターの必要人員算

定、および業務改善策の検討 

■海外を含む他社への業務委託による事業費削減策の検討 

■支社組織支援のためのITシステムの構築 

② 英国への１年間の海外業務トレーニー（４年目） 

■現地生命保険会社での派遣先業務の支援（事務部門） 

■プレゼンテーション・ディスカッション等を通したノウハウ交流 

    ※主に業務改善による事務の効率化・品質向上策について 

③ 本社国際業務部（5年目） 

■タイ、インド、オーストラリア等の海外グループ会社の業務支援・

改善策の検討 

■未進出国への新規進出策の検討 ※主に事務分野 

■自社顧客サービス体制全容の分析・データベース化 

④ 愛知県の岡崎支社へ支社課長として赴任（6年目） 

■営業戦略の検討 

■法人への保険販売支援  

前職での仕事と生かし方 特 集 

- こんなところで働いていました - 

業務効率化の話 

 行政の方に業務効率化の話をす

ると「民間とは異なるため業務の

効率化は難しい。例えば福祉や子

育てサービスにお金が掛かると

言って、削減する事は住民からも

納得を得られない」と言われます。 

 しかし私の言う業務効率化とは

「サービスの切り下げ」とは全く異

なります。同じ業務をやるにしても

業務工程の見直しや人員配置の

適正化、あるいは先進技術の活用

などによってミスの削減や処理の

高速化を進めることで、むしろより

少ないコストでより高いサービスを

提供する事も可能です。 

 有名な事例では「トヨタ生産方

式」がありますが、その応用が工

場だけではなく、事務分野でも多く

取り入れられ、成果も出ています。 

 私も前職では「品質と生産性の

同時追及」というスローガンの下で

業務効率化に取り組んできました

が、一般的に行政の現場ではそう

した取組みが圧倒的に遅れていま

す。 少子高齢化、人口減少、地

方分権など自治体の抱える課題

が複雑多様化するなか、業務効率

化によって余力を生みながら、住

民サービスを維持・向上させる必

要があると考えています。 

後援会討議資料 
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町 政 報 告

【記事紹介】 

  ■ ３月定例会のポイント （Ｐ１） 

 ■ 議員活動報告会への参加 （Ｐ１）  

  ■ 金田ひできの一般質問 （Ｐ２、３） 
    ▹総合計画の２年間延長 ▹部課再編の評価 ▹九州産交バス営業所移転 

  ■ 【特集】 前職での仕事と生かし方 （Ｐ４）               他 

かなだ 

2015.4 

3月定例会、2015年度当初予算成立 

大津町議会議員活動報告会に参加しました 

 １月３１日（日）に住民有志の方々の呼び掛けにより実施された「議員活動報告

会」に参加させていただきました。 

 当日は参加議員がそれぞれ１５分ずつ、当選後からこれまで２年間の活動報告

をした後、約８０人の参加者と意見交換をする流れでした。本年３月をもって議員

任期４年の折り返しを迎えましたが、これから議員活動を続けるにあたっても非

常に有益な時間になりました。 

 関係者はもちろん、ご出席いただいた全ての

方々に感謝するとともに、当該取組みも生かしな

がら少しでも付加価値の高い活動をしていくことを

改めてお約束致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

～３月定例会のポイント～ 

 2015年度の当初予算は昨年度
より、1億7794万5千円の減少
（1.4%減)となっていますが、
社会保障等にかかる扶助費の伸
び（2億9652万6千円/11.7%増）
を筆頭に人件費、公債費（借金
返済）等の「義務的経費」の増
加が依然として進んでいます。 

 特徴としては、国の地方創生
の動きを受けての予算計上が目
立ちます。一部をご紹介すると
当初予算においては、「プレミ
アム商品券発行」、「防災備蓄
倉庫設計業務委託」、「地域お
こし協力隊関連経費」、「新エ
ネルギー活用推進関連経費」、 
また補正予算においても台湾へ
の販路を拡大するための補助金
や創業・新規事業支援のための
補助金などが計上されました。 

 条例の制定・改正では、幼稚
園の利用者負担額の変更、介護
保険料率の改定、男女共同参画
の推進に関する条例などが上程
され可決されました。 

 紙面が限られているため、詳
細に関しては、私も編集委員を
務めている「大津 議会だより
(5/15発行）」やインターネッ
トのブログ版「新風！」等もご
覧いただければ幸いです。 
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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 

◆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 

発行：金田ひでき後援会  〒869-1233 大津町大津1450-16    出張報告会・座談会も随時受付中！ 

     Tel & Fax (096)293-3352  /  Mobile 090-4942-4702  / E-mail four.leaf.clover.321@gmail.com 



～振興総合計画の２年間延長について～ 

 「振興総合計画」とは、まちづくりにお

ける全体計画と言えるものです。 この

たび、町は現行の「第５次振興総合計画

（H１８～H２７年度末までの１０年間)」を

２年間延長する事を表明しました。 

 町長からは「町長の任期と計画期間を

合わせ、次の町長が選挙公約に沿った

計画を策定できるようにするため」との

説明がありました。 しかし、計画の“重

み”を考えれば、元々１０年で策定した

計画を直前に延長して期間を合わせる

のではなく、現行計画を前倒しで終了し

て新たな繋ぎの計画を策定し、期間を

合わせるのが本来あるべき姿です。 

 今回は単純な延長ではなく、住民の声

も聞きながら現行の項目や成果指標に

ついて必要な見直し・修正を行う事を求

めるとともに、これまでの議会答弁にお

いて、多数ある「次の振興総合計画の

策定に合わせて検討する」としていた内

容への対応方針を確認しました。 

金 田 ひ で き の 一 般 質 問 

■期間延長に伴う現行計画の見直し 

■検討のテーブルに挙がっていた項目の取り扱い 

➡現行の成果指標の見直しを行う 

➡「まちの顔づくり（駅前や駅前楽善線の整備等の中心市街地整備）」など当

初の計画期間中に完了見込みのものに関しては見直しを行う 
 （例：いわゆる南部・北部・東部地域を交えた町全体を俯瞰した目標へ修正） 

➡指摘の内容については、単に先送りするのではなく適正に対応していきたい 

単純な延長ではなく住民の声も聞きながら修正することを求める 
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計画の重要性 

 ただ漫然と日常の業務に従

事している組織と、しっかり計

画・目標を立てて活動をしてい

る組織とでは成果に明白な差

が生じます。 そうした事から

民間企業はもちろん自治体に

おいても、短中長期計画を立

て、それに沿って組織活動を

行っています。 

 町からは、「計画策定時の見

込みを超える急激な人口増な

どによって計画外の施策が増

加している」との答弁もありまし

たが、だからこそ現状に即した

見直し・修正を早期に行い、計

画を形骸化させない事が求め

られると思います。 

町の対応 

 新聞などでも大きく取り上げられましたが、２０１５年末頃を目途に大津営業所

が光の森駅周辺へ移転となることに伴い、光の森以東の菊陽大津方面に向か

う便は通勤時間帯を除いてほとんどが廃止となる見込みです。 

 今回の移転に伴う対応はもちろん急務ですが、それに加えて今後は高齢者

の免許返納等による“交通弱者”の増加も予

測されるため、民営路線バス、公共循環バ

ス、乗合タクシー等、コストや利便性を総合

的に把握・分析し、住民アンケート等も用い

ながら大津町全体の公共交通像を早期か

つ計画的に描く必要があると考えています。  

  

～九州産交営業所移転と今後の公共交通のあり方～ 
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町長施政方針 

 翌年度の当初予算が審議さ

れる３月定例会では、開会に

あたり町長の「施政方針」が述

べられます。 これによって、

町の年間の基本方針や政策

についての姿勢が住民に対し

て示されます。 

 本年度の施政方針において

は、今後も町民主体のまちづく

りの基本理念の下、「地域の

再生」、「命を守る」、「子育て・

教育の推進」を重点施策として

取組むことや、振興総合計画

の２年間延長などが表明され

ました。 

 大津町役場では本年度より機構改革（部課の再編等）を行い、１年間新体制

で運営してきました。 機構改革の理由は、「総合政策課」の新設等による「行

政運営における横軸の連動強化（縦割り是正）」等が挙げられていましたが、今

回は主にその成果と今後の計画について確認・提案しました。 

 具体的には、（１）現状の効果・課題認識、（２）意図していた「組織の横軸連動

と総合調整機能の発揮」の状況、（３）総合政策課（財務部門）の役割強化と今

後の方向性について確認しました。 下図は課題認識・提案の一部ですが、詳

細等については私のブログ版「新風！」等もご確認いただければ幸いです。 

～部課再編（機構改革）の評価 ～ 

■移転における本町への説明や協議の時期 
➡昨年８月頃に再編の話は多少あったが、具体的な説明があったのは１２月に

入ってからであり、町にとっても急な事態だった。 

■今後の計画 

➡路線廃止対応では、サービスが間断なく提供されるように住民アンケートや

実態調査をもとに情報を集めて対応を検討していく予定である 。 

➡中長期対応では、地域交通網全体の計画を２０１５年度から１年掛けて練り

上げ、実証実験を行いながら進めていきたい。 

金田の考える公共交通 

 財源が限られている以上は

サービスや利便性を向上させ

ながらも、費用を抑制する策も

考える必要があります。 

 一見矛盾する命題にも見えま

すが、例えば利用者が多い地

域では便も多めの循環バス、

利用者が少なく道も入り組んだ

地域では乗合タクシー等、地状

に合わせて最適化させることで

サービスを高めながら費用を抑

制できる見込みがあります。 

 また一般質問では、東京大学

が開発した利便性向上・効率

化のためのシステムを提案しま

したが、そうした先進技術も鍵

を握ると考えています。 

➡ 「総合政策課」の活用等による縦割り是正・連携強化を求める 

金田の課題認識 

町の対応 

組織の縦割りについて 


