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平成２４年度 

第１回 鈴鹿市行財政改革推進委員会 会議概要録 

○ 日 時：平成２４年８月３０日(木) １３時００分～１７時００分 

○ 場 所：鈴鹿市役所 本館６階 庁議室 

○ 出席委員：５人 （全員出席） 

         一見 奉雄，大屋 洋子，神山 和美，中澤 政直，昇 秀樹 

○ 傍聴者：４人 

○ 内 容：下記のとおり 

 

１ 委員委嘱 

 

市長から各委員に委嘱書が交付された。 

 

市長挨拶（要旨） 

 ・委員就任の御礼 

 ・政策課題に対応し，確かなまちづくりを行うためには，思い切った行財政改革に取

り組む必要がある。 
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 ・そこで，鈴鹿市行財政改革大綱に基づくトップマネジメントで推進する取組の具体

的な行動計画として， 「鈴鹿市行財政改革アクションプラン（案）」を作成した。 

 ・本プラン（案）は，これまでの改革をさらにステップアップさせたもので，新たな改革

へのスタートと考えている。 

 ・委員各位の識見から客観的な視点でさまざまな御意見をいただきたい。 

 ・また，本委員会には，具体的な取組みの成果について，各年度末に外部委員とし

ての評価をお願いし，次年度の取り組みに反映をさせていきたい。 

 ・よろしくお願いする。 

 

各委員が自己紹介を行った。 

 

２ 議事 

 ① 鈴鹿市行財政改革推進委員会の運営について 

資料１「鈴鹿市市民委員会規則 抜粋」について事務局から以下のとおり概要

説明を行った。 

・鈴鹿市行財政改革推進委員会は，鈴鹿市行財政改革アクションプランの策

定及び改定，そしてその推進に当たり，効率性の向上や，客観性の確保等
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を図るために設置するものである。 

・同委員会の委員は，５人以内の学識経験者，有識者等で構成し，委員の任

期は平成２４年８月３０日から平成２８年１２月末までする。 

 

資料２「鈴鹿市行財政改革推進委員会運営要領（案）」について事務局から以

下のとおり概要説明を行った。 

 ・委員長は，委員の互選により選出する。 

 ・副委員長は，委員長の指名により選出する。 

 ・会議は原則として公開とする。 

 ・会議の結果は，会議概要録を作成し，鈴鹿市のホームページを通じて公開

する。 

 ・会議概要録は，発言者が特定できない形で要点のみを記載する。 

 ・委員会の運営に関して必要な事項は委員長が会議に諮り定める。 

提案された資料２「鈴鹿市行財政改革推進委員会運営要領（案）」が承認される。 

 

資料３「鈴鹿市行財政改革推進委員会傍聴要領（案）」について事務局から以

下のとおり概要説明を行った。 
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 ・傍聴の手続き，傍聴人の資格等，傍聴人の守るルール等について定めてい

る。 

 ・その他，委員会の傍聴に関して必要な事項は議長が定めるものとして，傍

聴人はそれに従うものとする。 

提案された資料３「鈴鹿市行財政改革推進委員会傍聴要領（案）」が承認される。 

 

② 委員長，副委員長選出 

鈴鹿市行財政改革推進委員会運営要領第２条第１項の規定に基づく委員長の選

出及び同条第３項の規定に基づく副委員長の指名が行われ，次のとおりとなった。 

・ 委員長：昇委員 

・ 副委員長：中澤委員 

 

③ 鈴鹿市行財政改革アクションプラン（案）について 

鈴鹿市行財政改革アクションプラン（案）について，鈴鹿市行財政改革推進本部員が

以下のとおり改革分野ごとに各取組内容の概要説明を行った。 

『財政改革分野の取組説明』 

≪財政改革分野 取組① 徴収業務の一元化等取扱いの強化≫ 
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【企画財務部長】 

 ・この取組は，公平性の確保と財源確保のため取り組むものである。 

 ・税以外の料金等に未収金が多い。 

 ・そのため，税徴収部門とその他の料金の徴収部門の業務を一元化することで，ノウ

ハウや情報等の共有を図り，徴収率を向上させることに取り組む計画である。 

 ・スケジュールは，平成２４年度に課題整理，平成２５年度に組織化検討，平成２６年

度から徴収業務の一元化を始める予定である。 

 ・現時点で一元化の対象として検討している税以外の料金等は，７つある。 

 ・目標効果額は，この７つの料金等が目標とする徴収率を達成した場合に，得られる

料金等の増加額である。 

 

≪財政改革分野 取組② 料金，負担金等の受益者負担の見直し≫ 

【都市整備部長】 

 ・この取組は，行政サービスの対価として受益者負担を求める際に，原価に基づく受

益者負担の方針を定めることで，公平性を確保するため取り組むものである。 

 ・現時点で受益者負担の見直し対象としては，負担金，使用料，手数料，諸収入か

ら３２項目を考えている。 
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 ・スケジュールは，平成２４年度に方針策定や原価計算を行い，平成２５年度に各料

金等の見直し案を検討，平成２６年度に例規整備，平成２７年度から料金等の改定

を始める予定である。 

 

≪財政改革分野 取組③ 全職員の定員適正化計画の作成≫ 

【総務部長】 

 ・この取組は，現行の正職員を対象とした定員適正化計画が平成２５年度をもって期

間満了となるため，対象範囲を非常勤職員まで拡大させた新た計画を作成し，職員

数を適正に保つため取り組むものである。 

 ・市の雇用を取り巻く環境は，現行の定員適正化計画策定時とは状況が変わってい

る。 

 ・そのため，一律に職員数を減ずるのではなく，職場に応じた適正な人員数の検討

を行っていく予定である。 

 ・指標目標については，新たな定員適正化計画を策定に併せて反映する予定であ

る。（目標効果額も同様） 

 

≪財政改革分野 取組④ 繁閑時における機動的で最適な人員配置の仕組み構築
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≫ 

【総務部長】 

 ・この取組は，人的資源を効率的に配置することで，人件費の抑制を図ろうとする取

組である。 

 ・詳細取組①は，一時的に業務量が増加した際に，他の部門から応援が出せるよう

な仕組みを構築するという取組である。 

 ・例として税の申告等の季節的な業務量の増加に効果が望めると考えている。 

 ・スケジュールは，平成２４年度から２５年度にかけて他自治体の事例を調査し，対象

業務の庁内照会を行い，試行を行いながら仕組みを構築する予定である。 

 ・詳細取組②は，現在課単位で配置している臨時職員及び嘱託職員を部局等で一

括配置することで人的資源の効率化を図ろうとする取組である。 

 ・配置変更に当たっては，各主管課を中心に併せて人員数の見直しも行う予定であ

る。 

 

≪財政改革分野 取組⑤ 時間外勤務手当等の削減≫ 

【総務部長】 

 ・時間外勤務手当の現状は，平成２１年度以降減少傾向であるが，６億円弱の経費
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がかかっている。 

 ・災害や選挙等の影響があり，年度ごとに時間外勤務手当の要因は異なる。 

 ・削減に当たっては，一律に減らすのではなく，１人当たりの年間時間外勤務時間を

３６０時間以内（人事院の指針から設定）にすることを目的に取り組んでいく。 

 ・スケジュールは，平成２４年度に管理職の管理項目やマネジメントの方針を定め，

平成２５年度以降に方針に基づいた運用を行っていく予定である。 

 ・目標効果額は，平成２２年度に１人当たり３６０時間を超えた時間外勤務手当の金

額の４５％が削減された場合に年間４，０００万円の効果が見込まれることから，実施

期間の３年を乗じて１億２，０００万円とした。 

 

≪財政改革分野 取組⑥ 未利用地等の売却及び賃貸≫ 

【土木部長】 

 ・この取組は，管財営繕課で進めている普通財産の売却に加え，行政財産の未利

用物件や備品等の売却や賃貸も含めて取り組み，税外収入の増加を図ろうとする

取組である。 

 ・スケジュールは，平成２４年度中に未利用地等の売却や賃貸に関する基本方針を

定め，方針に基づく調査を実施，平成２５年度前半に調査を終え，調査が終えたも
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のから優先順位を付け，売却等を進めていく予定である。 

 ・目標効果額は，努力目標として２億円としている。 

 

≪財政改革分野 取組⑦ 広告収入の確保≫ 

【文化振興部長】 

 ・この取組は，市の保有資産を活用して広告での収入を図ろうとする取組である。 

 ・広告事業については，平成２０年度から広告掲載要項，広告掲載取扱基準を作成

し，現在も実施している。（広報すずか，市ホームページのバナー広告，Ｃ－ＢＵＳ

の車内外等広告，市民課封筒で実施済み。） 

 ・今回は，他自治体の事例を研究し，新たに広告活用を図ることができる資産を検討

していく予定である。 

 ・指標目標の８件は，現行の活用資産の４件に，現時点で活用を検討している資産と

して，本庁舎建物，本庁舎備品，出版物，各施設建物の４件を加えたものである。 

 ・この取組は，景気動向や広告規制の影響を受けるため，ガイドラインを作成し，市

の保有資産の洗い出しを行う予定である。 

 ・推進に当たっては，建物のイメージや景観も考慮していく。 
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≪財政改革分野 取組⑧ 公共施設の全体運営指針の作成≫ 

【企画財務部長】 

・この取組は，市内に多数存在する公共施設を一元管理して，効率的な維持管理を

図ろうとする取組である。 

・取組の背景には，高度経済成長期の人口増に対応するため，公共施設を増やし

てきたが，これらは時期を同じくして，老朽化による更新や建替えが必要となってく

ることが想定されている。 

・公共施設の更新等にかかる現状の管理は，各担当部局において優先順位を付け

て，予算の中で議論をしている状況である。 

・今後，新たな行政需要に伴う投資も発生する中，効率的に公共施設を整備するた

めには，公共施設の整備の考え方を明確にする必要があると考えている。 

・将来人口を考慮した公共施設のあり方についても早い時期から方針を定め，取り

組む必要がある。 

・スケジュールは，平成２４年度に公共施設の更新等に大きく経費を要すると考えら

れる２７５施設について，将来コストを推計し，施設ごとのカルテを作成，現状把握

と将来予測を行い，平成２５年度にカルテを元に全体的な公共施設の維持管理方

針を作成し，予防保全や長寿命化による施設の資産価値の向上にかかる取組を
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検討し，併せて更新費用の平準化を見極めていく。平成２６年度には，維持管理

方針に基づき，将来の社会環境を分析しながら，横断的で統一的な整備の順位

付けや整備計画を含めた公共施設マネジメント白書を作成する予定である。 

・公共施設マネジメント白書を作成する際には，市民参画が必要であると考えている。 

 

『財政改革分野への委員の意見』 

 

【昇委員長】 

 ・全体について言えるが，取組ごとに時間軸（過去の経年変化と今後の推移予想）と

空間軸（類似団体との比較）の資料が欠けているので，外部から軽率なことが言い

辛い。提言書を作るためには，取組シートの２ページ目に客観的な比較材料である

時間軸と空間軸の資料を付けていただきたい。 

 

【中澤委員】 

・全般的な感想であるが，スピード感がないように感じる。 

・取組①については，課題整理と組織化の検討を平成２４年度に実施し，平成２５年

度から一元化を実施するようなスピード感を持っていただきたい。 
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・取組④についても，検討で２年間かかっている。 

・取組⑥についても，指針の有無に関わらず普通財産については，平成２４年度か

ら売却可能である。 

 

【神山委員】 

・全体的な話だが，各分野で相互に関係する取組があるが，目標値の設定につい

て，相互関係の影響を考慮した設定なのか，取組内のみでの最適化としての目標

設定なのかが気になる。 

 

【総務部長】 

 ・現時点では，取組の実施体制は既存の組織機構にとらわれず横断的に編成可能

としているが，目標設定については，取組間の影響を調整できてはいない。 

 ・個々の取組が具体化する中で，取組の推進上，他の取組との調整が必要なものは，

今後調整していく予定である。 

 

【大屋委員】 

 ・アクションプランにこれから検討するというものが多い。 
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全部とは言わないが，１つでも２つでもいいので，具体的に先が見えると取組の内容

を検討しやすいように感じる。 

 ・組織全体を見直して，松本市の「すぐやる課」のような組織を設けるとか，民間企業

のようにオリンピックの時期に期間限定で専門部署を設けるといった内容を検討す

る考えはないのか。 

 

【総務部長】 

 ・仕組みの改革分野に近い内容のものが含まれているが，大規模な機構改革につ

いては考えていない。必要な課題に対しては随時考えていきたい。 

 

【宮崎副市長】 

 ・取組①は，取組を進める中で，組織をどう見直すかが出てくることが想定される。 

 ・取組④も組織の見直しに関係してくることが想定される。 

 ・これらを進める中で，組織の見直しが行われると考えている。 

 

【市長】 

 ・アクションプランを進める中で，組織の見直しが必要になることはあり得ると考えて
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いるので，そういった御意見もいただきたい。 

 ・危機管理の分野では，今年度から全庁的な対応を進めるための機構改革は行っ

ている。 

 ・時代に応じた機構改革は必要であると考えている。 

 

【昇委員長】 

 ・これからの行政は，目的に応じて主管部署を柱として設定し，課題横断的に取り組

むための屋根をかけることが重要である。 

 ・それは行政全般だけでなく，ＰＰＰの考えのもとで市民にも屋根をかける。 

 ・そうすることで，市民と市の職員の中でムーブメントが起こる場合がある。 

 ・嫌々やるのではなく，ムーブメントを起こすよう取り組むことが重要である。 

 

【一見委員】 

 ・全般的な話であるが，行財政改革を進める上で重要なことは，市民，職員，議会，

メディア等が，今回の行財政改革の必要性を共通認識することである。 

 ・その必要性の１つに財政改革分野の４７億円があるが，財政当局が作った作文のイ

メージが強い。 
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 ・過去，財政難で財源が足りないと言っても，現実的には予算が余ってくることがあり，

信用性が損なわれてきた。 

 ・今回の行財政改革でそういった行政をどのように変えていくかということを市民，職

員，議会，メディア等が共通の認識を持つことが重要である。 

 ・そして，鈴鹿市としてどういう特徴ある市を創っていくのかということを表現してはどう

か。 

 

【昇委員長】 

 ・一般論としては，高齢社会が進み，歳出が増加，歳入が減少することが予想されて

いる。 

 ・しかし，これは全国的な傾向であり，自治体によってその傾向が厳しい自治体と緩

やかな自治体がある。 

 ・鈴鹿市がどの状態に置かれているかをお聞きしたい。 

 

【大森副市長】 

 ・鈴鹿市の類似団体は，総務省の分類によると人口規模や産業構造から２１団体あ

る。 
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 ・例を挙げると，野田市，市原市，久喜市，小山市，津市，松阪市等である。 

 ・この２１団体の中には，山口市，徳島市，佐賀市等，県庁所在地も含まれている。 

 ・鈴鹿市の財政力指数は，およそ０．８である。 

 ・以前は不交付団体であったが，徐々に財政力指数が下がってきた。 

 ・ラスパイレス指数は，三重県の市の中では真ん中より少し上位くらいである。 

 ・職員数は，およそ１，４００人で類似団体と比較してかなり少ない。 

 ・人口は，依然として増えている。 

 ・しかし，このまま対策をしなかった場合は，いずれ危機的な状況が来ることが想定さ

れる。 

 ・我々の目標は，自治力の強化を明確に立てている。 

 

【市長】 

 ・四日市市や津市は今年度から若干人口が減少している。 

 ・鈴鹿市は若干であるが微増している。 

 ・鈴鹿市は子どもの数も微増している。 

 ・鈴鹿市の職員数は約１，４００人であるが，合併をせず，人口が増えている状況で職

員数を減らしている。 
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【昇委員長】 

 ・中長期的に考えると鈴鹿市にも厳しい状況が来ることを想定して考えると，取組⑧

はいいテーマである。 

 ・取組⑧は，右肩上がりの時代の施設を右肩下がりの時代にどう維持するかというテ

ーマであり，場合によっては廃止や統合も避けられない。 

 ・ここ２，３年の動向ではなく，２０年，３０年といった時間軸での施設の必要性や公平

性を検討する必要がある。 

 ・このような中長期的な視点での施設管理をアセットマネジメントという。 

 ・資産を売って，借金を返すといったバランスシートを両建てで小さくしていくことは，

民間では既にやっているが，官公庁では取り組み始めたところである。 

 ・検討項目としては，新しい流れが入っていて良いように思うが，現状がわかり辛い。 

 

【中澤委員】 

 ・取組③は，人件費に着目した取組であるが，ありがちなこととして，外部委託によっ

て人件費を減らしても，人件費が物件費に変わるだけということがあるので，その点

を注意してほしい。 
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 ・取組②と取組⑧は，発生主義ベースで原価をとらえてほしい。 

 ・先ほど発言したスピード感の件で補足するが，課題整理検討で２年がなぜいけな

いかというと，①～⑧の取組に目新しいものはない。 

 ・全国的に事例があるものばかりなので，先進市を参考にすれば，１年でできるという

印象を受けた。 

 

【昇委員長】 

 ・取組②について，鈴鹿市に給食費や保育料を払わない人はどれくらいいるのか。 

 

【保健福祉部長】 

 ・保育料の未納はある。 

 ・他市との保育料の比較はしにくい。 

 

【教育長】 

 ・給食費の未納もあり，徐々に増加している。 

 

【昇委員長】 
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 ・給食費の未納が発生した時に，学校の先生が徴収しているところがある。 

 ・それは，個人的にはよくないと思う。 

 ・元々，学校の先生は授業を教えることが上手で採用しているわけで，徴収は必ずし

も上手ではない。 

 ・たまたまそこにいるからその人を使うというのではなく，集めることを目的とした人に

やっていただきたい。 

 ・私は，校内暴力や成人式の崩壊，モンスターペアレンツといった問題が出てきてい

ることについて，第２次ベビーブーマー仮説を唱えている。 

 ・社会学的にも団塊の世代と第２次ベビーブーマーには，リベラルな考えの人が多

いことが調査結果として出ているが，個人の権利自由を強調して，社会の秩序を敵

視もしくは軽視する風潮が団塊の世代と第２次ベビーブーマーに多いという仮説で

ある。 

 ・あくまで仮説で批判もあるが，団塊の世代の価値観が第２次ベビーブーム世代に

反映しているということが，その要因であると考えている。 

 ・仮にこの仮説が正しいとすると，何の対策も講じなかった場合，団塊の世代が高齢

者となる時に，第２次ベビーブーム世代による大量の介護放棄が行われるのではな

いかと危惧している。 
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 ・問題行動を起こす人が１割いたとして，その背景には同じ価値観を持つ何倍もの人

がいる。  

 ・価値観は個人に任せられており自由であるべきだが，給食費を払いなさいと言うこ

とはできる。  

 ・それでは社会が回らないということを啓発していくことが重要である。 

 ・これこそが基礎自治体の責務であると考えている。 

 ・行政改革で徴収強化をやる時に，収入以上の支出があるからやらないという考え

方があるが，こういう考え方は絶対にしてはならない。公平性のためには，コストをか

けてでも，徴収すべきである。 

 ・その効果は，金銭的なものを超えて，社会に良い影響を与える。 

 

【市長】 

 ・財政的な理由で未納の場合は，仕方ないものもあると考えている。 

 

【昇委員長】 

 ・そのような場合は措置が可能である。 
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【市長】 

 ・介護保険など，制度への不満を理由とする未納が多い。 

 ・基礎自治体の責務として，制度への理解を求めるよう努めているが，制度への不満

から納付しないという人が増えてきている。 

 

【大屋委員】 

 ・人に迷惑をかけなければ良いという考え方があるが，一見，合っているように見えて，

社会秩序の考えが抜けている。 

 ・スウェーデンやオランダで盛んで，日本では横浜市とかもやっているが，フューチャ

ーセンターというものがある。 

 ・これは，多様な価値観を持つ人同士の対話の場として，設置するものである。 

 ・オランダでは，水の問題が多く発生し，税金だけでは解決できず，市民が困ってい

るという状況があった。 

 ・そういった課題を市民や有識者や企業等に投げかけて，一緒になってなんとか解

決しようする場がフューチャーセンターである。 

 ・このフューチャーセンターは，行政だけでなく民間主体でも設置されている。 

 ・アイデアのある人が参画し，別の人が発想を広げるといった仕組みである。 
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【昇委員長】 

 ・市民と一緒に考えて，市民にも責任を負ってもらう仕掛けをどうやって作るか。 

 ・これからの時代は量的な満足を求める時代ではなく，質的な満足を求める時代で

ある。 

 ・質的な満足を求める場合に重要なことが，一緒に考え，一緒に運営するということ

である。 

 ・そのような質的満足を求める行政に変わらなくてはならない。 

 ・右肩上がりの時代は，利益の分配の時代であるが，右肩下がりの時代は，不利益

の分配の時代である。 

 ・物事を決める時に市役所の中で決めるという時代は，２０世紀で終わっている。 

 ・物事を決める過程に市民が入って，入ったからには市民にも責任を負ってもらい，

市民にも一緒にやってもらうという方程式を認識するべきである。 

 

【大森副市長】 

 ・取組⑦について，目標効果額の多寡もあるが，ご知見をいただきたい。 
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【大屋委員】 

 ・目標効果額はもう少しあると良いとは思う。 

 ・渋谷区がホールの名前を１年間，サントリーＣＣレモンホールにして施設命名権を

売ったということがある。 

 ・公園の名前を時限的に○○パークにするといったやり方もあろうかと思う。 

 ・今あるものに広告を貼りつけるという考えだけでなく，路面や空間にもチャンスがあ

るという見方が大事ではないかと考える。 

 ・広告ではなく，ブランディングに近い内容として，鈴鹿サーキットは知名度が高く重

要な観光資源であるが，それ以外のもう１つの柱のようなものを考えることが，財政を

安定させるという点で重要ではないかと思う。 

 

【昇委員長】 

 ・名古屋市のバスストップがすごくきれいになったが，名古屋市は１円も使っていない。 

 ・フランスの業者であるが，バスストップにコマーシャルを入れる代わりに，バスストッ

プを整備するという方法を採っている。 

 ・あれは，名古屋市のバスストップの規模があってできたことだと思うが，ネーミングラ

イツだけでなく，都市景観の向上といった，その規模に見合った別のやり方があると
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思う。 

 

【産業振興部長】 

 ・Ｃバスの広告については，中々集まらない現状がある。 

・学校の先生が，給食費の徴収をするという先ほどの話に近いが，市では広告媒体

に十分な魅力付けをするだけのノウハウがないこともご理解いただきたい。 

 

『人材育成改革分野の取組説明』 

≪人材育成改革分野 取組⑨ 創造的な人材の育成≫ 

【総務部長】 

 ・この改革事項における職員力の強化は，個々の職員力もあるが，組織としての職

員の強化を念頭においている。 

 ・この取組は，多角的な視点で行政課題に対応できる創造的な人材を育成し，個人

と組織の政策立案能力を向上させるために取り組むものである。 

 ・詳細取組①では，民間企業での実務研修，国や自治体等との人事交流を通じて

職員の意識改革を図るものである。 

 ・これまで，鈴鹿市では，民間企業への派遣や研修は行っていなかったが，異なる
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職場を経験して，新たな発想や仕事の仕方，考え方を身に付け，職場風土の改善

に繋げていくということを考えている。 

 ・鈴鹿市人材育成基本方針についてワーキング等を通じて見直す必要があることか

ら，平成２４年度から３年間を検討期間とし，平成２７年度から試行・実施していきた

いと考えている。 

 ・詳細取組②では，専門知識を有する外部人材を登用することを考えている。 

 ・例としては，税関係，虐待等の対応，警察関係，政策研究，民間の観光的な知識，

コンピューターの情報処理的な知識等について，優秀な知識を身に付けた方の任

期付の採用や中途採用といった柔軟な採用形態していくということを考えている。 

 ・詳細取組③では，これは，庁内の話であるが，職種間の職員交流を柔軟に行うとい

うことを考えている。 

 

≪人材育成改革分野 取組⑩ 職業意識の向上≫ 

【総務部長】 

 ・この取組は，職員が意欲をもって職務に取り組み，専門性を高めていくということを

図るために取り組むものである。 

 ・詳細取組①では，人事評価制度の範囲を拡大していくことに取り組む予定である。 
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 ・既に管理職への試行は始めており，今年度で６年目に入っている。 

 ・この人事評価は，目標管理を中心にしている。 

 ・これを平成２７年度までに順次組織全体に行き渡らせ，平成２７年度には全職員を

対象にすることを目標としている。 

 ・この目標管理については，上司と面談することによって，業務の達成度を共有する

ことで組織の風通しが良くなることや，情報共有によって上司が適切な時期にレベ

ルアップの指導を行うということを目的としている。 

 ・詳細取組②では，市役所の人事異動は一定期間（３～５年）で行っているため，高

度な専門知識が身に付きにくいという実態への対策として，取り組むものである。 

 ・現時点では，試案だが一定期間（１０～１５年）は様々な職場を経験させ，一定の年

齢に達した時に，本人の希望や適性を含めて専門分野を２，３選び，その後は，専

門分野の中での異動を繰り返す中で，専門知識を高めていくということを考えている。 

  

≪人材育成改革分野 取組⑪ ミドルマネジメント改革・改善活動の実施≫ 

【総務部長】 

 ・今回のアクションプランは，トップマネジメントで取り組むものとして１７の取組を挙げ

ているが，漏れ落ちた取組も多数ある。 
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 ・漏れ落ちた取組については，ミドルマネジメントで各部局において取り組むこととな

る。 

 ・取組⑪としては，平成２４年度にミドルマネジメントでの改革・改善の取組を募集し，

各部局で最低１つ以上取り組むようにする予定である。 

 ・ただし，あくまでも自発的な改善活動によるモチベーションの向上が目的であるた

め，やらされるのではなく，自主的に取り組むことを重要視している。 

 ・各部局が，ミドルマネジメント改革・改善活動のテーマに応募した以降は，鈴鹿市

行財政改革推進本部に情報共有し，最終的には評価し，優秀な事例は水平展開

を狙った情報共有ができる仕組みを作っていく予定である。 

 ・三重県の率先実行大賞や他市の先進事例があるので，参考にしながら，本市独自

の仕組みを作っていきたい。 

 

『人材育成改革分野への委員の意見』 

 

【中澤委員】 

 ・異動が多く専門知識が育ちにくいのは実感する。 

 ・もう少し長いスパンで人材育成を考えると良いと思う。 
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 ・目標管理について，行政評価と人事評価は密接な関係にあり，二重管理にならな

いようリンクさせた方が良いように感じるので，平成２４年度に検討するに当たっては，

それも含めて検討していただきたい。 

 

【総務部長】 

 ・現時点での人事評価でも行政評価とある程度リンクしている。 

 ・細かいリンクについては，欠けている点がある。 

 

【中澤委員】 

 ・行政評価と人事評価のすり合わせに当たっては，時間軸のずれ，行政評価は前年

度評価で，人事評価は現年度評価であるという点に注意してほしい。 

 

【昇委員長】 

 ・スペシャリストを育てようと思うと１カ所で長く，ゼネラリストを育てようとすると２，３年

で異動するということになる。 

 ・一般事務について，これからの市役所にスペシャリストが必要であるかという点を考

える必要がある。 
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【中澤委員】 

 ・総合力を高める職員と専門力を高める職員は並立していかなくてはならないと考え

る。 

 ・現在は，総合力中心の人事であるように感じる。 

 

【昇委員長】 

 ・基本的に日本の行政は，事務職についてはゼネラリストである。 

 ・国県については，スペシャリストが必要であり，一定程度のゼネラリストも必要である

という形になっている。 

 ・町村でスペシャリストは中々難しいかもしれないが，２０万都市くらいになるとスペシ

ャリストも必要なのかもしれない。 

 ・市民のレベルが上がってきているので，対応するためには一定程度の専門家は必

要かもしれない。 

 

【一見委員】 

 ・国の各省というのは，ある意味専門家であり，県と市町村は国とは異なる。 
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 ・市民のレベルが上がってきており，対応のためには行政も専門性を持ってレベルア

ップしなければならない。 

 

【昇委員長】 

 ・スペシャリストを育てるためには，本人の意向が重要である。 

 

【宮崎副市長】 

 ・以前と比較して専門性の重要性は増してきている。 

 ・専門性を考慮した人事を考えなくてはならないと感じている。 

 

【大森副市長】 

 ・地方分権の進展によって，国や県からの指導がし辛くなっている。 

 ・そのため，市町村には，独自の経営能力が必要になってきている。 

 

【昇委員長】 

 ・今は，県と市が対等であるため，県は市の状態を分からなくなってきている。 

 ・そのため，あまり県を頼りにしてもいけない時代になってきている。 
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【大森副市長】 

 ・専門性の重要性は認識した上で，総合性も軽んじられない。 

 ・組織として専門性と総合性を両立させることが難しい課題となってきている。 

 

【昇委員長】 

 ・難しいことかもしれないが，市町村間の人事交流がもう少しあって良いと思う。 

 ・専門家を増やしたら処遇の仕様がなくなってくる。 

 ・昔は内部管理に優秀な人材を配置したが，今の時代は，住民とのフェイズを上手

にできる人間が重要になってくる。 

 ・住民との折衝を上手にすること自体が，１つの専門性である。 

 ・住民の意見をうまく取り上げて，調整して，意見をまとめ上げるのは専門職といえる。 

 ・議会事務局はもっと議会の専門職になるべきであると考える。 

 ・しかし，単一の市の議会事務局だけでは，人事の回し様がない。 

 ・それを近隣市で人事異動できるようにすると，一生，議会人となることが可能である。 

 ・監査委員事務局も同様である。 

 ・監査委員事務局の職員が，執行部側から２，３年で異動し，また執行部側に戻ると
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いうような職員では十分なチェックできない。 

 ・監査委員がいるのになぜ外部監査制度を実施するのかということを欧米の人には

説明できない。 

 ・監査委員も監査委員事務局も執行部に忠誠を誓っているので，まともなチェックが

できない。 

 ・国でいえば会計検査院の職員であるから，チェックができるのである。 

 ・会計検査院の職員が，各省庁からの出向であるなら，まともなチェックはできない。 

 ・複数の自治体で，専門職員を人事異動できる仕組みがあれば，ある程度行政委員

会の独立性を保つことができるように思う。 

 ・相手があることなので，鈴鹿市単独では検討できないが，実態と建前が合っていな

いので，少しはそういう考えで動きだす必要があると考える。 

 

【一見委員】 

 ・管理職の登用という点では，知識が広範なゼネラリストの方が一見するとよく見える。 

 ・スペシャリストを育てることは賛成だが，将来的に管理職としてバランスの取れた判

断ができる部署を経験させることも重要である。 

 ・単一の専門職をつくってしまうと昇格の上でスペシャリストが不利になってしまう。 
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【大森副市長】 

 ・三重県にもスペシャリストコースがあるが，課長級止まりで課長にはなれない。 

 ・そうなると中々スペシャリストが育っていかない。 

 ・別の給与だてを考える必要があるのかもしれない。 

 

【昇委員長】 

 ・スペシャリストを言い出す場合には，そういったことも考える必要がある。 

 ・しかし，明らかに外部から見えるようなスペシャリストでないと市民の理解を得る点で

は難しいかもしれない。 

 ・地方公務員法も実態が合っていないので，抜本的な見直しが必要であるように感じ

ている。 

 ・地方公務員法は，全員が正職員でパートがおらず，年功序列でやっていくという前

提でつくられている。 

 ・地方公務員法を書き直す必要性は出ているが，総務省もどう書き直して良いかわ

からない状態である。 

 ・今の地方公務員制度は，法律がある以上守らなくてはならないが，実態としては合
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っていないといえる。 

 

【神山委員】 

 ・大綱を見た時に，法務能力や財務能力が人材育成改革分野に挙げられているが，

必ずしも行政ですべて専門家を抱えておく必要はないという考え方もある。 

 ・地元の弁護士や会計士といった専門家を育てて，ネットワークを構築することや，

様々な事案を扱っているという経験も必要なので，中央の専門家とのネットワークを

築いておくというのは，必要であるように感じる。 

 

【大屋委員】 

 ・キャリアパスというか，キャリアプランニングを常に考える機会があると良いように感じ

る。 

 ・専門性は，持てと命令して持てるものではなく，また，最初に決める必要もないと思

う。 

 ・キャリアプランニングやコーチング，メンターといった制度を入れることで，自分のこ

とを確認しながら，自分のキャリアを築いていくということが，モチベーションにすごく

関わってくると考える。 
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 ・モチベーションを上げることが，創造性や作業効率などの質が上がることにつなが

る。 

 ・法律や制度上可能かどうかわからないが，例えば子どもや教育に関わる部署の方

は，一週間でも一ヶ月間でも一定の期間，学校や保育園といった職場を経験すると

いうカリキュラムを考えてみるのはどうか。現場を体験することは重要であり，いわゆ

るエスノグラフィ調査として取り入れるという考え方もある。 

・言葉で伝わらないものを体感によって得ることが重要であり，リアルな課題解決につ

ながると考える。 

 

【昇委員長】 

 ・大屋委員の提案を一度実験でやってみてはどうか。 

 

【市長】 

 ・現状として，少ない人員で日常業務をいかに効率良く，残業を少なく遂行するかと

いうことに苦慮している状態である。 

 ・本当は，新人の間は半年くらい民間に行って経験を積むなどをしたいが，それをす

るだけの人的資源が不足しているというのが実態である。 
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 ・今の定員適正化計画の中では，実現が難しいと感じているが，将来的には，必要

であると考えている。 

 ・今の当市の状況としては，やらせてあげたいがそのための素地が出来ていない。 

 ・また，権限移譲で業務がどんどん基礎自治体に下りてきているので，業務が増えて

きているという実態もある。 

 ・そのような中で，人材育成をどのように行革につなげていくかが大きなテーマである。 

 

【昇委員長】 

 ・まずは，現場を体験することがどれくらい効果であるかということを測る実験をしては

どうか。 

 ・１人でも２人でも，まずやってみて効果が無ければ止めればよい。 

 ・効果があるということであれば，体制を整えて広げればよいと思う。 

 ・民間企業で学ぶことも重要であるが，どちらかというと，福祉の人が福祉の現場を，

教育の人が教育の現場を体験することの方が，民間企業を体験することより即効性

があるように感じる。 

 ・まずは，短い期間で少ない人数で構わないのでやってみてほしい。 

 ・そういうことをやらないと行政改革をするための新しい視点が生まれてこないので，



 

37 
 

チャレンジしていただきたい。 

 

【市長】 

 ・外の自治体との交流は積極的に進める予定である。 

 

【昇委員長】 

 ・可能な範囲で構わないので，実験をやっていただくようお願いする。 

 ・現場を知って初めて政策が検討できるように思う。 

 

『仕組み改革分野の取組説明』 

≪仕組み改革分野 取組⑫ 危機管理の仕組みづくり≫ 

【防災危機管理監】 

 ・この取組は，あらゆる危機事案に対して全庁的，組織的に対応できるシステムを構

築し，危機管理体制の強化を図るため取り組むものである。 

 ・現在，法に基づく危機対策マニュアルというものが２つある。 

 ・１つは，災害対策基本法に基づく自然災害に対する危機対策，危機管理となるも

のとして，地域防災計画を作成し，災害対策本部運営マニュアルも作成し，職員の
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初動体制等も整備されている。 

 ・もう１つは，国民保護法に基づく鈴鹿市国民保護計画が出来ており，災害対策本

部運営マニュアルも出来ている。 

 ・今回の取組の対象となる危機事案は，感染症，食中毒，新型インフルエンザ，口蹄

疫，有害物質の拡散，有害鳥獣による被害，環境汚染，大規模なインフラの事故な

ど様々な危機事案である。 

 ・それらの危機事案を類別し，対策マニュアルを作るということが取組の主旨である。 

 ・「鈴鹿市危機管理指針」とは，先に挙げた２つの計画と，これから策定する計画の３

つを柱とした，本市の危機管理の大原則を示したものである。 

 ・「鈴鹿市危機対策計画」とは，３番目の「その他の危機事案」への対策を計画するも

のである。 

 ・「危機対策マニュアル」とは，「鈴鹿市危機対策計画」に基づき，類別した危機事案

ごとに，個別に作成する対策マニュアルである。 

 ・「業務継続計画」とは，民間でいう事業継続計画であるが，災害への対応と同時に

平常業務を継続する必要があることから，災害のレベルに応じてどのように業務を

継続していくかを体系的，全庁的にまとめるものである。 

 ・これらの計画等を２か年をかけて整備していく予定である。 
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≪仕組み改革分野 取組⑬ 協働の仕組みづくり≫ 

【環境部長】 

 ・この取組は，市民参加と協働の仕組みをルール化することで，市民参加の推進及

び地域づくりの組織の育成を図り，市民参加の活発な，市民と行政の協働によるま

ちづくりを目指すものである。 

 ・市という基礎自治体においては，市民との良い協働体制があることが行政経営を左

右している。 

 ・今後の行政経営においても，更なる高齢社会の進展により，これまで以上に市民と

のコラボや住民自治が必須である。 

 ・本取組は，そのような視点で住民自治をさらに推し進め，基礎自治体として鈴鹿力

の向上を目指すものである。 

 ・具体的には，これまでのようにすべてを行政が主導して進めていくことが難しい状

況であることから市民参加を推進すること，地域においては，自主自立した地域運

営を推し進めていく必要がある。 

 ・市民参加や協働という言葉については，総合計画を含めあらゆる場面で使用され，
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今の時代に最も必要なものとされている。 

 ・本市においては，平成１５年２月に策定した市民参加推進のためのガイドラインに

基づいて取り組んできたが，このガイドラインでは，個々の業務を推進する上で，明

確な部分まで踏み込んでおらず，今年度６月市議会において鈴鹿市まちづくり基本

条例が制定されたことに伴い，新たな定義付けやルール，運営について，より具体

的にする必要があることから，本取組を進めるものである。 

 ・詳細取組①は，市民参加と協働を推進する指針を策定することにより，市民がお互

いをパートナーとしてその役割を理解し合うことで，効率的で効果的な行政運営及

び市民満足度の向上に期待できるものである。 

 ・詳細取組②は，地域づくりの組織を育成するとともに，行政による地域への支援の

あり方の見直しを図り，行政による地域への支援のあり方を新システム（具体例は，

地域の総合補助金や交付金制度等）として確立することを目指すものである。 

 ・指標目標は，地域住民や各種団体，まちづくり協議会，フューチャーセンターのよ

うな地域組織の設立数としており，期間内に１７にすることとしている。 

 ・なお，本シート作成時には，現状値を９としていたが，新たな地域組織が設立され

たので現状値を１０として後ほど修正する。 

 ・市民への影響が大きいものであるため，策定当初から市民参画を考えている。 
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≪仕組み改革分野 取組⑭ 子育て支援と幼児教育の一体的なサービス提供の環境

整備≫ 

【保健福祉部長】 

 ・この取組は，就学前の子どもに，良質かつ適切な教育及び保育を保障するため，

総合的かつ効率的な体制を構築することを目標に掲げて取り組むものである。 

 ・少子高齢化が進む中，子育てにおいての不安や孤立を抱える保護者の増加，家

庭や地域への教育力の低下，子どもの育ちの保障の充実など様々な課題への対

応など，子どもを産み，育てやすい社会環境の充実が求められている。 

 ・国においては，保育改革のための認定こども園法改正法案など，子ども子育て関

連３法案が８月１０日に可決成立し，３年後から新制度が始まる予定である。 

 ・このようなことから，認可保育所，幼稚園，認定こども園への財政支援の仕組みも見

据えながら，公立保育所及び２３園ある公立幼稚園の再編整備を，地域や関係者

の理解と協力を得ながら進めて参りたいと考えている。 

 ・詳細取組①は，地域や関係部局との協議を重ねながら公立保育所及び幼稚園の

再編整備を進めるものである。 

 ・詳細取組②は，幼稚園及び保育所職員に研修等の交流機会を設け，就学前教育
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及び保育に対する意識の共有化を図っていきたいと考えている。 

 ・この取組は，市民への影響があるので，地域や保護者のニーズを把握する必要が

あることから，詳細取組③で情報共有を図るものである。 

 

≪仕組み改革分野 取組⑮ 地区市民センターの機能向上≫ 

【生活安全部長】 

 ・この取組は，地域住民が身近な地区市民センターで適切な行政サービスを受ける

ことができることを目標としている。 

 ・本市の地区市民センターの成り立ちを説明させていただく。 

 ・市内は，２３の行政区に分かれており，本庁舎のある神戸地区を除く２２地区にそれ

ぞれ地区市民センターが配置されている。 

 ・その内，白子地区と一ノ宮地区を除く２０地区については，公民館を併設している。 

 ・地区市民センターの配置は，本市の誕生と関わっており，合併当時の町・村の役場

がそれぞれ出張所として配置され，その後地区市民センターと名称を改めた経緯が

ある。 

 ・取組の概要としては，高齢社会が進む中で，地域福祉サービスの向上を図ること，

地域社会の実情に応じた地区市民センターのあり方や役割を見直すことの２点に
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取り組むものである。 

 ・現在，地区市民センターでは，本庁業務の取り次ぎや住民票等の発行など画一的

なサービスの提供を行っている。 

 ・詳細取組①は，現在，地域住民から福祉，医療，介護等福祉関連の相談が寄せら

れているが，取次事務であることから，場合によっては改めて相談者が本庁に行く

必要があり，移動が困難な方には不便な状況となっているため，これからの高齢社

会の進展を見据え，地区市民センターに相談員を配置し，直接相談が出来る環境

を整備しようとするものである。 

・進め方としては，関係各課との間で具体的な取組について協議検討を行い，その

内容について地区市民センターの利用者から相談業務の内容（種類，頻度等）の

アンケート調査によってニーズを把握し，ニーズに合致した相談業務に必要な人材

を検討していきたい。 

 ・詳細取組②は，それぞれの地域には，様々な特性や課題があるため，地域の実情

を踏まえた地区市民センターのあり方や役割についての検討を進めたいと考えてい

る。 

 ・進め方としては，情報収集として地区市民センターの業務に関係する関係部署の

洗い出しや地区市民センターにおけるサービスの種類や量の調査を行っていきた
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い。 

 ・また，公民館と併設した地区市民センターが多いことから，そういった施設における

行政サービスのあり方，住民，公民館の利用者，地域づくり団体などからの意見聴

取を行い，地域が求めるサービス内容を把握し，職員の適材配置等を考えていきた

い。 

 ・それによって行政機能の集約化などの検討も含め，地区市民センターのあり方を

検討していきたい。 

 ・市民への影響がある取組であるので，平成２４年度から２５年度にかけて，本庁及

び地区市民センターの利用者，自治会の関係者，民生児童委員，社会福祉関係の

団体，地域づくり団体などを想定し，アンケート調査等を進めていきたい。 

 

≪仕組み改革分野 取組⑯ プロジェクトチームの仕組みづくり≫ 

【企画財務部長】 

 ・この取組は，プロジェクトを担う独立した組織を設置し，庁内の各種プロジェクトを一

括して推進していこうとするものである。 

 ・現在，市の様々なプロジェクトについては，各担当部局で取り組んでおり，新たな

政策的プロジェクトについては，主に企画課で取り組んでいる。 
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 ・その中で，特に組織横断的に取り組む事項については，担当部局の決定に時間を

要するなどスピーディな推進ができず，また，これを企画課の現員の体制で取り組

むには即時性に欠けるといった問題があるという背景がある。 

 ・そこで，計画策定も含め，新たなプロジェクトに柔軟に対応できる組織をつくって取

り組むことにより，各種計画の統一性，整合性を図れるメリットもあり，専門家を組織

に参画するようにすれば，適宜，助言等もいただけ，迅速な対応が可能になると考

えている。 

 ・取組の全体的なスケジュールは，平成２４年度に先進事例を調査し，平成２５年度

にプロジェクトチームの仕組みづくりの方針を作成し，平成２６年度に組織化を行い，

プロジェクトに取り組んでいけるようにする予定である。 

 ・指標目標としては，組織化後に取り扱うプロジェクト数を設定しているが，今後，プ

ロジェクトチームの仕組みづくりの方針の詳細を議論していく中で，すべての計画を

扱うのか，組織横断的なものにするのか，また，政策研究についても市全体の方向

性に関わるものに限定するのかなどの課題もあるので，当面，３つくらいのプロジェ

クトを推進していく目標を設定した。 

 ・市民の参画については，専門家の参画を検討していたが，仕組みづくりの段階に

おいて市民にも参画いただけるよう検討する必要があると考えている。 
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≪仕組み改革分野 取組⑰ 行政サービスの担い手最適化≫ 

【産業振興部長】 

 ・この取組は，民間のノウハウ及び資金等を行政サービスに活用することで，サービ

スの向上及びコストの低減などを実現する仕組み構築しようとするものである。 

 ・民間活力導入の視点としては，３点ある。 

 ・１点目は，民間活力の導入により，市の限られた経営資源を効率的に活用し，市が

直接実施しなければならない分野に重点配分し，市民ニーズへの迅速，的確な対

応を図ること。 

 ・２点目は，行政が行うべき役割は何であるかを十分に検討したうえで，民間が実施

主体としてその役割を担うべきもの，担うことが可能なものについては，積極的に民

間に委ね，民間の有する専門性や機動性，ノウハウを活かし，より質の高いサービ

スを低いコストで提供することが可能となり，結果として市民満足度の向上につなが

ること。 

 ・３点目は，地域の小規模施設の運営や教育，文化の分野については，NPO，市民

団体，ボランティア団体などの参加を促し，協働のまちづくり，持続可能な地域づく

りに繋がっていくこと。 
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 ・手法としては，業務委託，指定管理者制度，民営化，PFIを考えている。 

 ・指針作成後は，指針に基づき対象候補の仕分けを行い，担当課による対象候補に

ついての費用対効果の検討や関係者協議を経て，移行対象を決定し，必要に応じ

て条例改正や人事，予算協議を行って，計画的に移行手続きを進めていきたいと

考えている。 

 

『仕組み改革分野への委員の意見』 

 

【中澤委員】 

 ・全般的な話であるが，効果をあげるためにどの程度コストや時間を要するのかという

情報もあった方が良い。 

 ・定性的な効果を得るためには，定量的に要するコストや時間を比較することが重要

であると考える。 

 ・アクションプランの見せ方の話になるが，１つの取組についての年度別工程を，詳

細取組ごとに分けて表しているものと，１つの詳細取組にすべての工程を表してい

るものがある。 

 ・取組⑯を例に挙げると，詳細取組①は検討だけで終わってしまうという印象を受け
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る。 

 ・これは取組⑮のような形で検討から実施までを表す見せ方が良いと思う。 

 ・取組⑭の詳細取組③について，これは単に情報共有に過ぎない。詳細取組の①と

比較するとすごく小さい取組に感じた。これを項目立てして良いのかと感じた。もし

載せていくのであれば，記載方法を工夫した方が良いように思う。 

 

【事務局】 

 ・詳細取組の記載方法については，統一させていただく。 

 

【中澤委員】 

 ・コストや時間の記載はどうか。 

 ・見込みで良いので「延べ何時間かかって検討するのか」という情報を元にした評価

は要るように思う。 

 

【昇委員長】 

 ・基本として，Ｂ／Ｃ（ベネフィット バイ コスト）で見る必要がある。 
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【中澤委員】 

 ・計画をつくるに当たって，具体的にどういったことをするのかを考えていかなくては

ならない。 

 ・できれば，コストと時間を書いてもらった方が良いように思う。 

 

【大屋委員】 

 ・取組⑬と取組⑮に関連して，市民センターに相談員を置くことや，地域組織をつく

る中の１つに，相互が関わり合う仕組みが具体的につくっていければ良いように思う。 

 ・市民センターの相談員に相談したい方もいるが，ふれあいを求める人も増えてくる

と思われる。その理由は，高齢者と単身世帯が増えていく中で，ふれあいを求める

方も増えてくると考えられるからであり，その時に地区市民センターは，相互が関わ

り合える場として重要なのではないかと感じた。 

 ・シングルマザーが子育てについて，シニアの方にちょっと相談できるようなふれあい

である。 

 ・宝塚市の事例であるが，名称は定かではないが，リレーションシップポイントのような

制度がある。 

 ・この制度は，ボランティアをした場合，ポイントを得ることができ，そのポイントを使っ
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て自分もボランティアをお願いできるという仕組みである。 

 ・地域限定マネーのようなものである。 

 ・実際にお金は介在しないが，行動を交換することができる仕組みである。 

 ・そういった仕組みのハブを地区市民センターや協働の組織が担うことができれば一

体的な交流ができるのではないかと思う。 

 ・取組⑭について，子どもを持つ働く母親の視点として，就学前はもちろんだが，じ

つは現状では就学後の方が大変なのではないかと思う。 

 ・就学前は社会福祉の観点から「保育園」という施設があるため，朝から晩まで，また

お盆や夏休み期間であっても，親が就業中に子どもを安心してみてもらえる環境が

概ね整っているのに対し，就学後はそういった配慮や環境があまり整備されていな

いのが現状である。 

 ・学童クラブも大抵のところは，３年生で終わってしまうし，時間が短くなる。 

 ・世の中，就学前や３歳までが注目されがちであるが，それ以外の年齢層も視野に

入れていただきたいという，ひとりの母親としての思いがある。 

 ・働く母親やシングルマザーの増加といったところに少しポイントを当てていただいて

はどうか。 
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【市長】 

 ・それは，もっと取り組んでいかなくてはならない見えやすく大きなテーマである。 

 ・現在，鈴鹿市は公立幼稚園が２３園，公立小学校が３０校あるので，ほぼ小学校分

の幼稚園があるという状態である。 

 ・公立保育園が１０園あるが，ニーズはだんだん保育所にシフトしてきている。 

 ・私立保育園は３０園と非常に多い。 

 ・私立幼稚園は確か１０園あったと記憶している。 

 ・施設としては子どもの数からいって充足をしつつあるように感じている。 

 ・今後は，施設の更新等への対応が重要になってくると感じている。 

 ・そのような中で，どのように幼稚園や保育園を再編し，新しい機能を持たせるかとい

うことや，具体的な数字はわからないが，数を減らすことなどといった計画を検討し

ていかなくてはならないと考えている。 

 ・数年前から答申をいただいているが，実際に地域に入ってみると実際の母親のニ

ーズ以外に地域のものがなくなることは寂しいという動きが生まれてくることもある。 

 ・あえて行革という部門から切り込んでいかないと，これからの鈴鹿市の保育環境や

子育て環境の充実につながっていかないという思いがある。 

 ・断行していきたいという気持ちが強い部分である。 
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 ・民間の皆様にお世話になってきたという歴史があるので，民間の保育園や幼稚園

はがんばっていただいている。 

 

【一見委員】 

 ・市長の話に関係するが，取組⑭には公立や私立の記述がない。 

 ・公立と私立の関わりについては，取組⑰で出てくるのか。 

 ・財政的な見地からも切り込んでいかなくてはならないし，歴史を出すと絶対にこれ

は前に進まない。 

 ・改革の中でも一番正念場の大きなテーマであると考える。 

 ・財政的な見地やレベルアップが再編なくして可能であれば良いが，恐らく再編なく

してはレベルアップにつながらないと思う。 

 ・先に，取組⑮で車がないと行けないとあったが，地区市民センターに行くのも恐らく

車で行く人が多いと思う。 

 ・高齢者イコール車に乗れないというものではない。 

 ・取組⑭と取組⑮は，抵抗が大きいところなので，正念場である。 

 ・しかし，これは財政的な見地からいうと目玉中の目玉である。 
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【教育長】 

 ・先ほどの市長の発言を補足させていただく。 

 ・幼稚園が２３園あるとの発言があったが，今年度は３園が休園している。 

 ・毎年，休園の場所は変わる。 

 ・幼稚園の望ましい姿としては，最低でも２５人くらいいないと，集団の教育ができな

いと言われている。 

 ・鈴鹿市では，休園の基準を少し下げており，１５人に基準を置いている。 

 ・基礎となる子どもの人数が少ない地域ではもうワンランク下げて１０人という基準も設

けている。 

 ・それでも人数が満たないところは，休園の措置をとっている。 

 ・公立幼稚園への子どもの集まり方はこのような状況である。 

 ・幼稚園としての教育そのものも成り立たなくなってきている。 

 ・だから再編を考えていくべきと考えている。 

 

【大屋委員】 

 ・鈴鹿市には，幼保一体施設はあるのか。 
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【保健福祉部長】 

 ・幼保一体施設はない。 

 

【大屋委員】 

 ・取組⑭の再編計画の中には，幼保一体施設は想定されるのか。 

 

【市長】 

 ・想定される地域も若干ある。 

 ・幼稚園も休園している状態であり，まず，幼稚園をきちんと再編することで，適正化

していこうということが１つある。 

 ・次に，公の保育園の役割を果たすために，公立保育園が１０園必要なのかどうかも

考える必要がある。 

 ・この中に私立も含め，鈴鹿市全体ですべての子育て環境はどうあるべきかというこ

とを，民間も含めて情報共有し協議していかなければならないと考えている。 

 

【昇委員長】 

 ・総務省で提唱している補完性原理というものがある。 
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・これは全国で使っていないところはないように思う。 

・これはカトリック原理であるが，あるべき社会とは，個人でできることは個人ですると

いうことがまず最初にあり，それこそが人間の尊厳であるということ。 

・サポートの順番になるが，個人で解決できないことは，まず家庭で解決するべきと

している。 

・家庭で解決できることに他所が入っていくことは，悪であるとローマ教皇は述べて

いる。 

・家庭でできない問題を，地域で，町内会で，ＮＰＯで解決する。 

・ここまで公務員の出番はないのである。 

・これで済む社会がグッドソサエティであるとローマ教皇は仰っている。 

・地域で解決できない時は，基礎的自治体（市町村）がサポートする。 

・基礎的自治体が解決できない時は，広域自治体（都道府県）がサポートする。 

・広域自治体が解決できない時は，国がサポートする。 

・ヨーロッパでできた概念であるため，国が解決できない時は，EUでサポートする。 

・EUが解決できない時は，国連でサポートする。 

・このような順番で解決するのが正しい社会であるとローマ教皇は述べている。 

・この考えを日本の総務省が輸入してきた。 
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・その考え方でいくと，幼稚園も保育園も民間できるのであれば，民間でやっていた

だく。 

・民間でできない部分を市がやるということになる。 

・鈴鹿市は基本的に補完性原理による市民主導でやっていく。 

・基本として困ったことがあるから市役所がやるというのではない。 

・まず，自分で，自分たちで解決するようにしていく必要がある。 

・自分たちでの解決ができない時に，例外的に市役所が補完する。 

・あくまで問題解決の主体は市民である。 

・職員がそう考えるようにならなくてはいけないし，市民もそう考えるようにならなくて

はならない。 

・その拠点に地区市民センターを位置付ける。 

・そこでの活動の仕組みとして，ＰＰＰで協働仕組みをぜひやっていただきたい。 

・幼稚園や保育園が困っているとか，財政赤字であるということもあるが，21世紀型

の市役所の役割は，コーディネーターであり，市役所が解決するのではなく，市民

が自分で解決するのである。 

・市役所は，解決に向かう市民間の調整の役割を担う。 

・ガバメントの本来の語源は，コントロールする，コーディネートするという意味である。 



 

57 
 

・市役所の本質は，自らがやるのではなく，調整である。 

・問題は，住民が自分で解決するのである。 

・それを補完するのが市役所である。 

・そうでないと国も自治体も財政破綻する。 

・税には弾性値があるので，高度経済成長期は，経済成長以上に税収は上がる。 

・その代わりマイナス成長時には，マイナス成長以上に税収は下がる。 

・そのため，言われたらやるという政府では持たない。 

・市民が主権者で，市民がスポンサーであるから，市民が問題を発見して，市民が

解決し，そのお手伝いを市役所がやるのである。 

・住民に対し，お金がないからできませんと言っていくのではなく，補完性原理でや

っていくんですと職員全体が言っていくのである。 

・成功事例を２，３つくっていくと理解が深まる。 

・極端なケースとして，アメリカでは徹底していて，職員が４人の市役所もある。 

・そこまでは，法律上日本では不可能であるが，アメリカであったら可能。 

・市役所が直営でやらなくてはならない部分がどこであるのかということを棚卸しし，

なるべく市民やＮＰＯにアウトソーシングしていくイメージで考えていただいた方が

良い。 
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・コーディネーターとしての市役所は，はるかに業務が難しく，高度な能力が求めら

れる。 

・しかし，それが２１世紀の自治体に求められているのである。 

 

【神山委員】 

 ・取組⑰について，２点ほど注意をお願いしたい。 

 ・ＰＦＩ等の仕組みの根底にあるのは，競争原理である。 

 ・議会でよく問題に上がることに，地元企業にお金が落ちるかどうかということがあり，

それが元で反対になってしまうことがある。 

 ・地元企業をどのように取り扱うは，１つの大きなポイントである。 

・業務の主体が移転した場合，リスクも移転されると認識するが，リスクは移転されて

も行政の責任は移転しない。 

 ・しがってモニタリングのシステムをしっかりしないと，行政の責任が果たせない。 

 

【昇委員長】 

 ・公契約によって政策目的を達成しようという手法が出始めている。 

 ・行政行為ではなくて，対等な契約主体として契約をする時に，契約条件に盛り込む
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ことで政策目的を達成するという行政手法である。 

 ・税金をあまり使わずに政策目的を達成するのであり，活用を考えていただきたい。 

 

 

④ その他 

特に発言なく，閉会となった。 


