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はしがき

　ワープロやパワーポイントの登場によって、誰でも簡単に図解資料が

つくれるようになりました。さまざまな統計や資料を作成することの多

い自治体（市町村）の現場では、以前にも増して図解資料作成の場面が

増えています。

　ただし、誰にでもきれいに図解資料をつくることができるようになっ

た半面、いったいこの図は何を伝えたいのか、肝心の要点がつかめない

ような資料を目にすることも決して少なくありません。

　ちまたには、プレゼン資料のノウハウ本がさまざま出ていますが、こ

れらは広く民間ビジネスマンを対象としているので、市町村の職員の

方々が実際に資料を作成しようと思うとき、さまざまなケースをどのよ

うに図解化するのか、市町村の事務における資料作成を政策形成に即し

て、その工程を具体的に示したものがありませんでした。

　そのような視点を出発点として、本書は市町村の現場における図解表

現のつくり方を、読者の皆さんにお示しすることをテーマにしていま

す。

　市町村の現場では、企画立案や政策遂行にあたり、現状把握、目標設

定、課題抽出、選択肢作成、比較検討、決定、実施、評価という政策サ

イクルが欠かせません。特に、政策メニュー（選択肢）のうち何をどう

選び政策としてパッケージ化（組み合わせ）するのかといった情報を、

庁内さらには市民をはじめとする関係者に共有することが必要となりま

す。担当者には、これらの情報をときには総合的に、ときには抜粋して

コンパクトに要領よく図解に落とし込んで、上司や関係者に提供するこ

とが求められています。

　本書では、その一連のプロセスにおいて必要となる図解の作成方法の

エッセンスをまとめることとし、それぞれの項目でプロセスの「見える

化」に努めました。

　本書は、図解資料を作成するための実務書としてわかりやすさを追求
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し、以下のような特徴を持たせました。

・第１に、原則として、頁を見開くと左側の頁に各項目の説明、右側

の頁に図解の具体例を示すこととしました。

・第２に、説明の頁では、具体的な小見出しをつけるようにしまし

た。これによって日々の業務の中で、読者にとって知りたい内容が

早く見つかるようにし、かつ説明文も簡潔にしています。

・第３に、図解の頁については、修正前の図解と修正後の図解を併記

することで図解の良し悪しが一目で比較できるようにしました。

　本書をお読みいただくことで、あらためて図解の作成プロセスを知る

ことができます。実際に市町村の最上位計画である総合計画や今年度か

ら全国的にスタートすることとなった地方版総合戦略をはじめとする各

種計画づくり、そして個別具体の政策形成をはじめとする政策過程・政

策サイクル（PDCA）における政策分析においても、本書の各頁に示さ

れている図解を活用することができます。

　読者の皆さんが「図解思考による政策形成」をとおして、地域の課題

解決の実現に向けて、少しでもお役に立つことができるのであれば著者

としてこれほどうれしいことはありません。
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Ａ 市 の １ 日 の 指 標
（平成 26 年度決算参考資料）

決算参考資料の例

市民にとっては数字の羅列にしか見えません。修正前

大きなケタの数字を「１日あたりの数」として表現しま
した。数値を１日単位に置きかえ、イラストを入れるこ
とで、シンプルで一目でわかる図解資料に変身します。

修正後

Ａ市　平成26年度決算参考資料

ごみ排出量	 41,975トン
〇〇駅鉄道乗車人員	 6,575,110人　
救急出場件数	 5,110件　

●読まれない資料に意味はない
　どんなに正確な資料であっても、複雑な資料では、積極的に読んでも

らうことができません。

　また、読み手は、たいてい忙しいものです。そこで、必要となる資料

は、読まなくとも理解できるもの、一目見るだけで理解できるものとす

ることが必要です。また、専門用語の多用や長い文章は避けましょう。

フォントも２種類程度にとどめましょう。

 

●前提知識がないヒトでも理解できるようにする
　数値や金額を扱う予算書・決算書のような資料は職員や議会議員に

とってはおなじみの書式でも、一般の市民の方々にとっては単なる数字

の羅列にしか見えません。意味がわからないといわれないためにも図表

化によって、要点を示すことが効果的です。

　次頁には「Ａ市の１日の指標」を例として示しました。１日の指標と

することで、実感をもって決算の数字を把握していただけると思いま

す。

　「自治体の１日の指標」や「市民１人当たりの指標」を用いることで、

市民の方々が予算額・決算額や事業のアウトプット数値を身近に、かつ

適切に判断できることにつながります。

　

●図表のなかの項目にラベルの役割を持たせる
　次頁の図のように、ラベル部分をアミ掛けにしたり、文字の大きさを

変えることで、読み手は見たい箇所の発見が容易になります。各ラベル

の最上部のアミ掛け部分が、そのラベルの役割を果たすからです。

すぐわかること・シンプルさが第一3

ごみ排出量
　　

115トン

鉄道乗車人員
（Ａ駅）

18,014人

救急出場件数

14件
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部門間連携・調整が必要な場合の
スケジュール1-3

●大掛かりな連携・調整でも細部の詰めを怠らない
　組織・機構の見直しの場合には、実際の実施までの間に、関係部署と

のさまざまな調整が必要となります。全体を束ねる企画・事務管理部局

と実際の日常業務を実施している担当部局との調整、担当部局間同士で

の調整、議会を巻き込んでの行政組織条例等の改正や議会の委員会条例

の改正が必要になる場合もあります。

　また、組織・機構の見直し内容が決定した後も、通常は、予算組み替

え、電算業務の修正、机や電話の配置等、議会、法規、財政、コン

ピューター、管財など関係部局との調整が必要となります。

●部門間の連携は早めに予算が必要になることも
　組織・機構の見直しに対応するために、庁舎レイアウトの変更や大掛

かりな引っ越しなど、場合によっては一定の予算を必要とすることもあ

ります。詳細な年間スケジュール（特に、移行の４か月前くらいから

は、日単位でのスケジュール）に基づく調整が必要になります。

●組織・機構、業務内容の変更（移行）の周知も早めに対応
　４月からの組織・機構見直しであれば、広報やホームページ、あるい

はパブリシティを活用して、市民の皆さんに３月中には、お知らせする

ことが必要です。

　旧組織名で印刷されているような申請書や通知書などの扱いについて

は、細心の注意を払うようにしましょう。庁舎内にある組織の案内掲示

についても、類似する課名がある場合や課名は変わらずに担当業務が他

の課に移行されている場合は、特に丁寧な案内が必要になります。

関連部局、関連業者にも配慮を

「組織・機構の見直し」の関係部局等調整フロー

担当部局
月

備考
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

庁　議　等

企 画 部 局

現 場 部 局

組織・機構
見直し関係
部局（注１）

関 連 業 者
（注２）

（注１）組織・機構見直し関係部局とは、議会、法規、財政、コンピューター、管財
などの部局を表します。

	 議事案件として議会の議決が必要な場合には、９月定例会や遅くとも12月定
例会への提案を念頭においてスケジュールを組みましょう。

（注２）関連業者との調整や関連業者による作業月を表します。
（注３）網掛けは、主な連携・調整月をあらわします。
（注４）必要があれば、当初予算で引っ越し費用などの経費を計上しておくことが望

ましいでしょう。

方針決定

内容調整 内容調整 移行調整

移行調整

関係法規の
調整

内容調整
議会
対応

周知・
移行準備

具体案決定

内容調整 関係法規の調整

移行準備

関係法規の決定


	図解資料の作り方P3
	図解資料の作り方P4-5
	図解資料の作り方P6-7
	図解資料の作り方P16-17
	図解資料の作り方P36-37

