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平成２４年度 

第２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１０月１４日(日) １４時００分～１７時３０分 

○ 場 所：鈴鹿市役所 本館１２階 １２０３大会議室 

○ 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：３人 

○ 内 容：下記のとおり 

 

事務局から鈴鹿市行財政改革推進委員会運営要領第３条第２項に基づき委員会

が成立していることを報告した。 

 

市長挨拶（要旨） 

 ・休日にも関わらず御出席いただきありがとうございます。 

 ・行財政改革の議論をしっかり深めて参りたいと考えているので，よろしくお願いいた

します。 
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議事に入る前に，事務局から会議概要録における委員名の取扱いについて，傍聴

者からの指摘があったことを報告し，非公表から公表に改めることを提案し，了承され

た。 

 

１ 鈴鹿市行財政改革アクションプラン（案）について 

 議事の進め方について，議長から財政改革分野，人材育成改革分野，仕組み改革

分野に分けて，分野ごとにまとめていく旨の説明があった。 

説明に当たっては，前回の鈴鹿市行財政改革推進委員会の指摘等を経てどのよう

な修正等を行ったかを中心とするよう指示があった。 

事務局から鈴鹿市行財政改革アクションプラン（案）（以下「プラン（案）」という。）全

体にかかる修正等について以下のとおり説明を行った。 

・前回の取組シートの右上に「市民への影響」の欄について，取組を実施することで

直接的に市民サービスに影響を与えるかどうかの視点で，取組推進上の市民参画の

有無を示していたが，パブリックコメントにおいて誤解を招くという意見もあったので，

市民参画については，詳細取組の中で表現することとし，「市民への影響」の欄は削

除することとした。 

 財政改革分野における各取組の修正等を中心とした説明は以下のとおりであった。 
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『財政改革分野の取組の説明』 

 

≪財政改革分野 取組① 徴収業務の一元化等取扱いの強化≫ 

【企画財務部長】 

 ・議会から「債権管理条例を検討していくべき。」との意見が寄せられたことを受けて，

取組シートの「取組の概要」の欄に「債権管理条例検討」を追加した。 

 ・詳細取組の目標効果額について，前回のプラン（案）では３，８００万円と計上して

いたが，類似団体の調査を行い概ね妥当であると判断し，年度当たりの目標効果

額は変更していない。しかしながら，平成２６年度と平成２７年度の２か年で効果が

期待できるため，７，６００万円に表記を修正した。 

 ・詳細取組の段階的な表記については，前回委員会の指摘から詳細取組①に集約

して表記するよう改めた。 

 

≪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】 

 ・前回委員会において本取組に対し６点の指摘を頂いた。 

 ・１点目は，指標目標の過去１０年間の推移となり，資料２のとおり，一般会計，下水
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道事業会計の負担金，使用料・手数料等の収入済額の過去の推移と改革期間内

の推計を示させていただいた。 

 ・２点目は，発生主義の考え方の導入検討につきましては，イニシャルコストについ

て，耐用年数で除した額とランニングコストを合わせた額をもって単年度の原価計算

を行い，使用料等により原価回収すべき割合を検討していくこととした。 

 ・３点目は，類似団体との比較資料の提供につきましては，保育料，下水道使用料，

農業集落排水施設使用料，その他手数料の比較について，資料２のとおり作成し，

主要な比較をさせていただいた。 

 ・４点目は，取組期間の短縮につきましては，料金等の改定に伴う条例改正に時間

を要することから，現行の期間で取り組んで参りたい。 

 ・５点目は，取組にかかるコストにつきましては，料金改定に伴う電算システム改編費

及び事務的経費，また，投入時間につきましては，方針作成，料金等の見直し，条

例改正等に係る時間が見込まれる。 

 ・６点目は，詳細取組の集約表記につきましては，資料１の取組②の取組シートのと

おり詳細取組①～③を詳細取組①に集約して表記させていただいた。 

 

≪財政改革分野 取組③ 全職員の定員適正化計画の作成≫ 
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【総務部長】 

 ・本取組は，定員適正化計画の対象範囲を正規職員だけでなく，新たに再任用職

員，嘱託職員も含めたものにして新たに策定するものである。 

 ・そのため，指標目標には，正規，再任用，嘱託職員を合わせたものを掲げている。 

 ・資料２に指標目標の内訳を掲載しているが，これまでの推移としては，正規職員が

減少し，嘱託職員が増加しているという傾向がある。 

 ・現行の定員適正化計画は，正規職員の数を平成２６年度までに１，４１８人に減らす

ことを目標に掲げている。 

 ・類似団体の動向は，資料２の下欄のとおりであり，東広島市については，フルタイム

の非常勤職員はいないが，短時間のパートタイム職員は在籍し，対応している。 

 ・新たな定員適正化計画を作成していくに当たっては，現行の定員適正化計画の達

成に向けた推進と並行して検討を進めていくため，前回のプラン（案）どおりのスケ

ジュールで本取組を進めて参りたい。 

 

≪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

≫ 

【総務部長】 
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 ・本取組は，新たに取り組むものであり，過去の推移はなく，また，全国的にも珍しい

取組であるため，類似団体も着手していない状況である。 

 ・実施期間の短縮については，先進事例の調査，実施に当たっての条件等の把握

のための全庁的な調査等を行い，試行を経て実施していくためには，２年間の検討

期間は必要なものであると考えている。 

 

≪財政改革分野 取組⑤ 時間外勤務手当等の削減≫ 

【総務部長】 

 ・資料２に年間３６０時間を超える時間外勤務の時間数及び時間外勤務の総時間数

について，過去の推移を示している。 

 ・平成１３年度から減少していたが，一時期増加し，最近はまた減少する傾向である。 

 ・平成２２年度の年間３６０時間を超える時間外勤務時間数３２，９００時間を５，０００

時間に減らすよう取り組んでいく予定である。 

 ・同じく資料２に類似団体と比較しているが，職員数の規模や状況等が異なるため一

概に比較はできないものの，年間３６０時間を超える時間外勤務を行っている職員

数は，鈴鹿市が東広島市を多少下回っており，時間数では３市の中で一番多いと

いう結果になっている。 
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 ・このような状況を踏まえて，来年度から時間外勤務時間数の削減を実施していく。 

 ・取組内容については，前回のプラン（案）どおりとさせていただきたい。 

 

≪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】 

 ・前回のプラン（案）で「行政財産の未利用物件及び普通財産」と表記していた部分

について，市民へのわかりやすさを考慮し，「市有財産の未利用物件」と改めた。 

 ・詳細取組の段階的表記については，詳細取組①に集約して表記するようにした。 

 ・詳細取組①の進行予定を示す矢印については，前回のプラン（案）では平成２５年

度からとなっていたが，管財営繕課で進めている現行の売却等の取組を反映し，平

成２４年度からにさせていただいた。 

 ・ただし，本取組において平成２４年度に指針を定め，調査を開始することで，対象

物件が拡大することが想定されるため，平成２５年度以降の矢印は大きく表記させ

ていただいた。 

 ・指標目標の処分や賃貸を実施した件数について，前回のプラン（案）では目標とし

て１２０件を挙げていたが，指標目標の過去推移を示すこと等を鑑み，現行の活動

数値を含む表記に変えさせていただいた。 
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 ・指標目標については，土地，物件に限らず対象となるものの売却，賃貸の合算値

を挙げており，全体数量を把握した方が良いとの考えから，現状値としては，基準年

の平成２２年度から過去４年間の合計実績値を，目標値としては，改革期間平成２４

年度から平成２７年度までの４年間の合計推計値をそれぞれ記載した。 

 ・目標効果額である２億円の根拠は，土地の売却を１件１千万円と考え，２０件で２億

円とさせていただいた。 

 ・この取組に係る過去の推移と将来の推計は，資料２に記載のとおりであるが，平成

１７年度以前はデータ不在のため記述できていない。 

 ・また，将来の推計は，平成２４年度から平成２７年度までの合算値であり，各年度の

件数予想は困難となっている。 

 ・取組かかるコストとして，測量費，不動産鑑定費を挙げさせていただいたが，物件

によって価格の差があるので参考例として御理解いただきたい。 

 ・投入時間につきましては，管財営繕課公有地グループの現行の取組の時間から算

出したものである。 

 ・詳細取組の段階的表記については，資料１に示させていただいたとおり詳細取組

①に集約表記した。 
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≪財政改革分野 取組⑦ 広告収入の確保≫ 

【文化振興部長】 

 ・本取組の修正点は，目標効果額及び指標目標の部分である。 

 ・修正理由は，「目標効果額が低すぎる。」という意見や「広告活用資産を拡大すべ

きである。」という意見に基づいて検討した結果，拡大の余地があると判断したため

である。 

 ・指標目標について，平成２２年度の数値を４としていたが，広告媒体を再算出した

結果，C-BUSの広告，広報すずかの広告，ホームページのバナー広告，市民課の

窓口封筒の広告，市民便利帳の冊子の広告の５件であったことから数値を改めた。 

 ・広告活用資産数の目標を８から１０に増加させていることについては，施設の内部

壁面等の活用，施設の外部壁面等の活用，玄関マット等の備品類の活用，図録や

パンフレット等の活用，市民会館等の他部署の印刷物の活用などを見込んで既存

の活用資産数５に加え，１０とさせていただいた。 

 ・広告活用資産数の目標を高めたことに伴い，目標効果額も１００万円高め，５００万

円とさせていただいた。 

 ・現在でも広告収入は発生しており，５５０万円程度の効果が出ている。 

 ・類似団体の状況としては，広告入モニターが採用されている。 
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 ・県や他自治体の動向を調査しながら，広告収入の確保に努めていく。 

 ・景気動向や県の屋外広告物を規制する条例等もあるので，ガイドラインの作成や

市保有資産の洗い出し，情報共有も含め，景観等にも配慮しながら推進して参りた

い。 

 

≪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】 

 ・議会から目標効果額の設定について意見を頂いているが，目標効果額が現われる

のは本取組を推進し，方針や計画が設定され，具体的な再編整備後であると考え

ている。 

 ・慎重に進めなくてはならない取組ではあるが，できる限りすみやかに取組を進めて

参りたい。 

 ・委員会から発生主義の考え方について意見を頂いている件について，施設マネジ

メントの推計に当たりましては，イニシャルコスト，ランニングコストを合わせたトータ

ルコストで捉えた額をもとに検討していくよう考えている。 

 ・実施期間の短縮については，公共施設マネジメント白書には現状分析ではなくて，

維持管理方針や整備方針を含めて作成していくこととしているので，その中で市民
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の意見を聞きながら進めて参りたいと考えている。 

 ・そのようなことから詳細取組①の部分で「市民の意見も聞きながら」という記述を追

記させていただいた。 

 ・公共施設の再編，再配備計画の作成に当たりましては，白書で方向性が定まった

後に市民の皆様を交え議論を重ね，慎重に進めて参りたいと考えている。 

 ・詳細取組の段階的表記については，詳細取組①に集約表記させていただいた。 

 

 財政改革分野における鈴鹿市行財政改革推進委員会の意見交換内容は以下のと

おりであった。 

 

【中澤委員】 

 ・全体に対するお願いであるが，スピード感を意識していただきたい。 

 ・前回の指摘事項に関する対応を拝見したが，すべて今までどおりのスケジュールで

進めていきたいというものであった。 

 ・内容を見てみると，理解できるものもあるが，中には少し疑問があるものがある。 

 ・取組①については，平成２５年度に組織化検討とあるが，説明を伺っていると並行

して条例改正作業も行うとのことであるので，その旨を表記に加えていただいた方が
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良いように思う。 

 ・取組②については，条例改正を平成２５年度で実施しても良いように思う。 

 ・取組③については，取組シートを見ると２年間かけて検討するように受け取れるが，

説明を伺うと，現行の定員適正化計画を平成２６年度まで推進するとともに，平成２

７年度以降の新たな計画を作成するということが伝わるため，取組シートにもそのこ

とがわかるよう「現行計画の推進」などといった表記にしてはどうかと思う。 

 ・取組④については，同じく２年間検討するよう表現されているが，説明を伺うと「試

行」，「検証」といった内容も実施するとのことなので，矢印を分けて記載されてはど

うかと思う。 

 ・取組⑧については，平成２５年度の方針作成に併せて検討をすることで１年前倒し

で実施できるのではないかと思う。 

 

【企画財務部長】 

 ・取組⑧について，取組シートに十分に表記されていないが，平成２７年度に記載さ

れている「公共施設マネジメント白書作成」は，平成２７年度に完成しているものであ

り，平成２６年度の「検討」とは，公共施設マネジメント白書の作成のための検討であ

るため，平成２６年度中には公共施設マネジメント白書が作成されているものと考え



 

13 
 

ているので，きちんと伝わるよう表記を改めたい。 

 

【昇委員長】 

 ・類似団体を見ていると，既に進んでいるようなので可能であれば前倒しを検討いた

だきたい。 

 ・表現方法については，誤解の無いよう修正をお願いする。 

 ・なお，本日の議論の結果を反映可能なものは反映することが望ましいが，鈴鹿市行

財政改革アクションプランは，今月末の策定予定と伺っているため，スケジュール上

対応や反映が困難なものについては，委員会の意見としての処理をお願いする。 

 

【総務部長】 

 ・ご指摘いただいた取組③及び取組④の表現の仕方については，検討の中身を記

載するようにさせていただく。 

 

【大屋委員】 

 ・改革事項（２）総人件費の抑制に関することであるが，類似団体の数値を拝見し，同

じ規模の自治体であっても鈴鹿市は既に職員数が少ないことがわかる。 
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 ・それが原因かは不明だが，時間外勤務時間数が類似団体と比較して多い状態とな

っている。 

 ・このような状態で，さらに職員数を減らす方向に進みながら残業も減らすということ

が現実的に可能かという点を純粋な疑問として感じている。 

 ・例えば，外注可能なものは外注するとかお掃除ロボットで家事の時間を短縮すると

いうことであるならば良いが，単純に職員数も減らし，時間外勤務時間も減らすとい

うこととなると具体的に見えにくいように感じる。 

 ・時間外勤務時間の増加は，職員の健康問題とも繋がっている。 

 ・職員数の削減と時間外勤務時間の削減は，関連して検討してみてはどうかと感じる。 

 

【総務部長】 

 ・現行の定員適正化計画を進める中で，現場の負担が増加していることは現実問題

として認識している。 

 ・現行の定員適正化計画は，５％の職員数を削減するという削減ありきの計画であっ

たが，次の定員適正化計画では，業務の委託状況によっても職員数は変わってくる

と思われるので，類似団体の調査をしっかり行い，本当に鈴鹿市の職員数は多いの

か少ないのかということを十分検証しながら策定して参りたい。 
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 ・次回の定員適正化計画では，一律に人員を削減するといった考え方では取り組ま

ないように考えている。 

 

【大屋委員】 

 ・現状の時間外勤務の内容を調査されては良いのではないかと思う。 

 ・ここでは，業務量と人数の最適化が一番の課題になると思う。 

 ・第１段階として，実際の業務の量と質を把握することが必要であると感じるし，取組

のステップに反映していただいた方が良いように思う。 

 

【昇委員長】 

 ・類似団体として松阪市と東広島市を選んだ理由をお尋ねしたい。 

 

【事務局】 

 ・類似団体を選定した理由は，それぞれ東広島市は人口が一番近いところ，松阪市

は距離的に近いところの２点である。 

 ・ただし，類似団体の中でも特例市や県庁所在地といった自治体は比較対象から除

外している。 
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【昇委員長】 

 ・類似団体で松阪市，東広島市以外にはどのような自治体があるのか。 

 

【大森副市長】 

 ・山口市，徳島市，佐賀市，福島市，津市などが挙げられる。 

 

【昇委員長】 

 ・部門的に類似団体を見るという考え方があるので参考にされたい。 

 ・もう少しパート職員が多いものかと思っていたので，資料を見て意外であった。 

 

【総務部長】 

 ・今回の資料では，臨時職員については算定に含めていない。 

 ・臨時職員は，あくまで臨時的な雇用であるため，定員適正化計画の対象としてはな

じまないとの考えに基づくものである。 

 ・ただし，実績としては臨時職員数の把握はしていくつもりである。 
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【中澤委員】 

 ・事務局に尋ねるが，取組①の指標目標の場合，現状値に平成２３年を挙げており，

取組②では年の記載が無いが，平成２２年度が基準となるので記載を省略するので

あれば，その旨をプラン内に記載する必要があるのではないか。 

 ・年の表記が無いと，例えば取組③の指標目標のように１，７００人という数字が平成

２４年度のものなのか，平成２２年度のものなのかがわからない。 

 

【総務部長】 

 ・取組③の指標目標は，平成２２年度のものである。 

 ・基準年の設定については。プラン（案）の策定段階では，平成２３年度の決算が出

ていなかったため，正確な数値を測ることができるよう平成２２年度を基準年としたも

のである。 

 ・現在は，平成２３年度の決算は出ている。 

 

【中澤委員】 

 ・そういう理由であるならば，現状の最新は平成２３年度で測ることができるので，最

新の情報に更新していただく必要があるように思う。 
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 ・取組⑥の指標目標においても，平成２３年度を基準から外したため，平成２３年度

だけ欠落した表現となっている。 

 

【昇委員長】 

 ・できるだけ最新の情報を反映する工夫をお願いする。 

 

【土木部長】 

 ・平成２３年度が欠落しているのは，基準年が平成２２年度であったためであるが，こ

れは平成２０年度から平成２３年度の４年間を比較対象とさせていただく。 

 

【一見委員】 

 ・取組③について，再任用職員というのは大変な専門知識を有しており，再任用職

員も含めた人事管理のあり方を検討された方が良いように思う。 

 ・取組⑤について，「所属における時間外勤務の原因分析ができている」とあり，所

属において分析することの必要性はもっともであるが，組織的に大所高所からの分

析も必要であるように感じる。 

 ・取組⑥について，これまで処分できていない土地等については，処分できないだ
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けの理由があったものと推察されるが，その困難な事案を処理するような検討が望

まれる。 

 ・取組⑥についてもう１点，未利用地だけでなく，図書館のような一等地にあるものに

ついて，移転しても施設目的が果たせるのであれば移転し，売却することも選択肢

として検討することも考えていただきたい。 

 

【昇委員長】 

 ・再任用について６５歳までの雇用が法律で義務化するかもしれない。 

 ・そうなった場合，再任用職員をどのような部署で頑張っていただくかを考える必要

がある。 

 

【総務部長】 

 ・法律で義務化した場合は，希望者を全員雇用する必要がある。 

 ・職場の確保は大きな問題である。 

 ・検討中であるが，再任用職員を全員フルタイムで雇用することには，無理があるよう

に感じている。 

 ・短時間勤務で交代で１セットというようなことも考える必要がある。 
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 ・現在，そういった置き換えが可能なところをヒアリング等を通じて探しているところで

ある。 

 

【昇委員長】 

 ・中長期的な視点で高齢者に対する支出の増加といったソフト面と公共施設の改修

といったハード面の両面の大きな波を荒い試算でも構わないので算定し，鈴鹿市の

ピークを把握する必要があるのではないかと感じる。 

 

【大屋委員】 

 ・取組⑦の指標目標について，既存の５件から５件増やして１０件にすると説明があ

ったが，前回の委員会の時に自分たちはプロではないので，プロにやっていただい

た方が効果が望めるといった意見があったと思う。 

 ・こういった制度の開発そのものを民間に一括してプランニングを任せるといった方

法もあるように思う。 

 ・全体のプランニングを含めて競合プレゼンをさせて，民間に事業を任せ一定のマ

ージン収入を得るということも考えられるのではないか。 

 ・本日は，早めに会場に着いたので１５階を見学したが，すごいチャンスを感じた。 
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 ・たくさんの学生が１５階で勉強していたが，こういった場所でお知らせボードのような

ものを使って教育関係や文化関係の広告を掲示することは注目度が高くニーズが

あるように感じた。 

 ・見慣れているものから新しい発見をすることは難しいので，他者や民間といった外

部の視点で発見してもらい，その活用方法を考えてもらうことは新しいチャンスにつ

ながるのではないかと思う。 

 ・広告利用の可能性がある場所を提示して，広告活用を外部に考えてもらうといった

方法も一度御検討いただければと思う。そうすれば，ここに挙げている目標効果額

以上の収入を達成できる可能性は十分にあるように感じる。 

 

【文化振興部長】 

 ・委員の仰る通り，今後，ガイドラインを作成する中で，全職員が営業マンというわけ

にはいかないので，ある程度の企画書を出して，広告も取ってきて頂くようなプラン

ニングを進めていきたいと考えている。 

 ・施設の中の活用は，十分に広告媒体となりえ，広告収入が見込めるため，ガイドラ

インの作成の中で，要綱等と並行して検討して参りたい。 
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【企画財務部長】 

 ・それぞれの広告媒体を単体として事業者に企画提案をしていただいているが，委

員が仰るものは，市有財産をトータルで捉え，企画提案する仕組みをつくってはどう

かということで理解させていただいてよいのでしょうか。 

 

【大屋委員】 

 ・そのとおりである。 

 

【昇委員長】 

 ・アングロサクソンはそのようなことをやっているが，ヨーロッパ大陸は一切やっていな

い。 

 ・思想の違いであるが，行政が私企業を応援することはやってはいけないことという

文化がある。 

 ・アングロサクソンでは，行政も民間も同じような捉え方をしている傾向がある。 

 

 財政改革分野に対する鈴鹿市行財政改革推進委員会委員の意見は以下のとおり

であった。 
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【大屋委員】 

 ・時間外勤務における業務の内容の精査と必要量に対する職員数の最適化というと

ころを検討いただきたいと思う。 

 

【神山委員】 

 ・取組⑥に関して，処分という一時的な収入と賃貸というある期間継続して入る収入

を分けて考える方が普通ではないかと感じた。 

 

【中澤委員】 

 ・もう少しアクセルを踏み込む気持ちで，スピード感を持って推進していただきたい。 

 

【一見委員】 

 ・時間外勤務に関する取組と未利用物件の処分に関する取組は，過去にチャレンジ

してできなかった取組である。 

 ・そのため，新しい発想や違うシステムで検討する必要がある。 

【昇委員長】 



 

24 
 

 ・タテヨコ比較によって鈴鹿市がわりと真面目にやっていただいているという印象を受

けた。 

 

 人材育成改革分野における各取組の修正等を中心とした説明は以下のとおりであ

った。 

 

『人材育成改革分野の取組の説明』 

≪人材育成改革分野 取組⑨ 創造的な人材の育成≫ 

【総務部長】 

 ・取組シートの修正は無いので，指摘事項への対応を説明させていただく。 

 ・新たな取組であるため，過去の推移はデータとして御提示できるものはないが，参

考として国・県・他市等へ派遣した人数を資料２に記載させていただいた。 

 ・類似団体は，資料２にお示ししたとおり東広島市が多く，松阪市が少ないという状

況であるが，いずれも民間への派遣研修は実施していない。 

 ・実施期間の短縮については，人材育成基本方針に位置付けた上で実施することを

検討しており，検討期間内に調査及び試行までを行う予定であるので，前回御提案

の計画案どおりのスケジュールとさせていただいた。 
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 ・行政委員会等同氏の人事交流については，取組⑩で検討することとさせていただ

いた。 

 ・現場体験研修について，本市では新採職員を対象に福祉団体の施設においてバ

リアフリー体験をするなどを行っているが，基礎自治体である市の業務自体が現場

に密着しているため，かなりの部分で現場を体験する機会が多いと考えている。 

 ・ただし，すべての業務が現場と密着しているわけではないので，民間企業での実

務研修を検討する中で併せて検討して参りたい。 

 ・コストについては，民間等への研修派遣を行う場合には，恐らくこちらが人件費を

負担することになると考えている。 

 

≪人材育成改革分野 取組⑩ 職業意識の向上≫ 

【総務部長】 

 ・取組シートの修正は無いので，指摘事項への対応を説明させていただく。 

 ・本市では，人事評価制度について平成１７年度から検討を始め，平成１９年度の後

期から試行に入っている。 

 ・松阪市においては，平成２３年度に試行し，平成２４年度から事務，技術，保育士，

約１，２００人に導入している。処遇等への反映は未定であるとのこと。 
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 ・東広島市においては，勤務評定と目標管理制度は導入済みであり，今後，これらを

一本化した新たな業績・能力の評価制度を検討中であるとのこと。 

 ・本取組は，人事評価制度の対象を現行の管理職から拡大していくというものである

が，関係団体との調整を要することから段階的に拡大を進め，全職員への拡大は平

成２７年度となる見込みである。 

 ・人事評価制度と行政評価の整合につきましては，前者は当年度の評価であるのに

対し，後者は年度終了後の評価であるため，時期的にズレが生じており，人事異動

で着任間もない管理職が評価をすることも想定されるため，今後の検討課題として

認識している。 

 ・行政委員会等同士の人事交流については，専門性の強化に効果があると感じるも

のの，人事制度が異なる自治体間での調整を要することから，解決のための切り口

を模索していきたいと考えている。 

 

≪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】 

 ・本市では，平成２２年度に事務改善活動を実施し，平成２３年度に所属長による１

課１改善を実施している。 



 

27 
 

 ・類似団体においても，松阪市，東広島市の両市で同じような取組を実施している。 

 ・この取組シートでは，詳細取組を段階的に３つに分けて表記していたが，今回は２

つに集約して再編させていただいた。 

 ・それぞれの詳細取組の概要としては，改革改善活動を募集し，行財政改革推進本

部で進行管理する取組を詳細取組①とし，そして，改革改善活動を評価し，情報共

有する仕組みをつくる取組を詳細取組②とさせていただいた。 

 

 人材育成改革分野における鈴鹿市行財政改革推進委員会の意見交換内容は以下

のとおりであった。 

 

【中澤委員】 

 ・取組⑨と取組⑩について，表記上の検討期間が長くスピード感が感じられない。 

 ・説明を聞いていると，「検討」の中で試行や検証も行うとのことであるので，その旨を

取組シートに表現した方が良いように感じる。 

 ・１００％完璧しなくては実施できないと考えられているかもしれないが，無理に他の

取組との整合を図ると一番遅い取組に合わせることとなるので，部分的な実施を検

討しなくてはスピード感を感じることはできない。 
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【総務部長】 

 ・「実施」までのプロセスを「検討」でひとくくりにしていたため，「試行」や「検証」の作

業が見えなくなっていたので，ステップがわかるように表記を改めさせていただく。 

 

【一見委員】 

 ・取組⑩については，人事評価制度が中々試行から実施に移っていかないというこ

とは，年功序列であったり，リストラがない等といった役所の文化を前提とした場合，

極論ではあるが勤務評価は必要がないと思う。 

 ・年功序列ではなくて若手を抜擢するなどといった仕組みが先に無いと勤務評価を

する意味が無いのではないかと思う。 

 ・総合力や専門力を高める人事異動とあるが，総合力や専門力を高め，それが反映

する人事異動をすることが重要ではないかと思う。 

 ・そうすると人事評価の必要性が出てくる。 

 ・ぜひ鈴鹿市としては，そこまで踏み込んでいただきたいと思う。 

 

【大屋委員】 
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 ・まず感想であるが，取組⑪の詳細取組①の自発的に実施する改革・改善活動の募

集といった施策は非常に良いものであると思う。 

 ・自分の思いを発表する場があって，評価されるということは有効であると思う。 

 ・そういった意味で，詳細取組②の適切に評価し，優良事例を共有する仕組みの構

築も素晴らしいと感じた。 

 ・取組⑨の指標目標について質問であるが，目標値が１００％となっているのは，政

策立案能力が向上したという職員の割合が１００％ということで良いのか。 

 ・１００％という数字を設定したことも気になるが，政策立案能力の向上を評価すること

は非常に難しいのではないかと思う。 

 ・モチベーションが上がったかどうかというのは，自己申告で測る事ができるが，政策

立案能力の向上度を測る指標があると良いように思う。 

 

【総務部長】 

 ・この１００％という目標の対象は，該当する職員に限定される。 

 ・取組⑨の詳細取組①で言うと，実際に派遣や交流を行った職員の政策立案能力

が向上している割合が１００％ということである。 

 ・政策立案能力向上の測定は，本人の自己評価と周りの職員の評価によって行う予
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定である。 

 ・実際の対象者はある程度少人数になることから１００％を目標とさせていただいた。 

 

【神山委員】 

 ・人材育成改革分野の取組⑨，取組⑩は，財政改革分野の改革事項（２）とセットで

考える必要があるように感じるが，スケジュールを見ると必ずしもセットということでは

ないように思える。 

 ・これらは別々に動かしていく予定で作られているということで良いか。 

 

【総務部長】 

 ・職員に関することであるので，関連はあると思うが，現時点では個々の取組として進

めていくように考えている。 

 

【昇委員長】 

 ・人事評価はどうするかというのは，どこでも課題となっている。 

・トヨタの人事の関係の取締役から聞いた話であるが，まず自分はどういう人生を歩

みたいのかを申告させる。 
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 ・そして，次に自分の人生の中でトヨタの社員としてどういうことをやりたいのかを申告

させる。 

 ・そのように自分の人生をどう生きるか，トヨタマンとしてどう生きるか，そのために何が

必要なのかを認識し，すべて応えられるわけではないが，なるべく本人が意欲的に

なれるような人事を行うことを基本としている。 

 ・岸和田市は，そういったステップアップできる人事にチャレンジしている。 

 ・給与に反映する採点式の評価という視点と意欲的な分野に触れさせるための評価

のどちらも人事管理にはある。 

 

【総務部長】 

 ・現在，本市で試行している人事評価は，点数付けではなく，目標管理をその目的と

しており，上司から部下への指導にも使えるようになっている。 

 ・しかし，実効性については，検証しきれていない部分もある。 

 ・自分のやりたい分野の仕事をさせるのは，モチベーションが上がることは理解して

いるが，希望に合わないものも多い。 

 ・しかしながら，異動に当たっては，希望を確認する仕組みは既に整備され，極力人

事に反映できるよう運用されている。 
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【昇委員長】 

 ・メッセージとして人事部門がそういった意向を持っていることを発信するだけでも雰

囲気は変わるように思う。 

 ・また，地方自治を研究する者として，難しいとは思うが，一部事務組合か広域連合

といった形で近隣自治体との連携による行政委員会の職員の人事交流の実現とい

うお願いはさせていただきたい。 

 

 人材育成改革分野に対する鈴鹿市行財政改革推進委員会委員の意見は以下のと

おりであった。 

 

【大屋委員】 

 ・取組⑨について，目標の１００％は良いと思うが，それを測れる指標を御検討いた

だきたいと思う。 

 

【神山委員】 

 ・人事管理面については，経費の部分と併せて進められた方が良いように思う。 
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 ・公務員の人事管理は難しい面があると思うが，もう少しスピード感があった方が良い

ように思う。 

 

【中澤委員】 

 ・人事は非常に大事ですべてを推進するのは人であるので，今回は３つしか取組が

あがっていないが，もっとしっかり制度を構築していっていただきたい。 

 ・行政評価と人事評価の連携について，連携が難しい旨の説明があったが，評価者

の変更にしても，時期のズレであっても，理由になり辛いように思う。評価者によって

評価が変わることも良くないし，同じ仕事の評価をしているのに時期がズレているこ

とも良くない。 

 ・事務事業評価も年度内評価すれば良いだけなので，すり合わせをしっかりお願い

したい。 

 

仕組み改革分野における各取組の修正等を中心とした説明は以下のとおりであっ

た。 

 

『仕組み改革分野の取組の説明』 
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≪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】 

・前回の指摘事項に関しては，新規の取組であり，過去のデータはない。 

・本市独自の職員の行動マニュアルをつくる取組であることから，特定の類似団体と

の比較は行っていないが，先進市の事例研究は独自に行っていく。 

・スケジュールに関しては，精査した結果，短縮は困難である。 

・コストについては，職員が作成することから，人件費以外には発生しないと考えて

いる。 

・時間についても，各部局での作業時間を推計することは困難である。 

・取組シートについての修正箇所はないが，現在の取組状況を報告する。 

・詳細取組①は，鈴鹿市危機管理指針と，鈴鹿市危機対策計画を平成２４年度に作

成することを目標としているが，鈴鹿市危機管理指針については，８月末に完成し

ている。 

・鈴鹿市危機対策計画は，先週，第１回検討会議を開催し，年度内策定の庁内合

意は出来ており，スケジュールどおり進めていく。 

・詳細取組②は，平成２５年度中に個別の危機対策マニュアルと，業務継続計画を

作成することを目標としている。 
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・当初，担当職員が検討作成した段階では，マニュアル作成に１年，業務継続計画

作成に１年かけるスケジュールであったが，危機管理に対する行政ニーズは，スピ

ード感を求められているので，１年前倒しすることにした。 

・全庁的に取り組むが，スピード感のある進め方をしていきたいので，ゴールを一緒

にせず，出来たところから進めていくことを考えている。 

・指標については，ＰＤＣＡサイクルに乗せて，訓練，検証，改訂を毎年繰り返してい

くことにしている。 

 

≪仕組み改革分野 取組⑬ 協働の仕組みづくり≫ 

【環境部長】 

 ・指摘事項に関して，取組シートの指標目標が当初，現在９団体としていたところ，平

成２２年度の数値を記入するよう指示を受け，８団体としたが，現在では，１０団体あ

り，今年度末の目標を１１としている。 

・類似団体の状況についても，同様の取組がなされているが，東広島市は若干進ん

でいると感じている。 

・実施までの期間短縮については，意識の醸成をステップアップしながら進めること

から，当初の予定通り進めたいと考えている。 
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・コストについては，主に人件費になるが，Ｈ２４年度内に具体的な計画を決定して

いく中で，平成２５年以降のコストを算定していく予定である。 

・取組シートの修正点については，パブリックコメントに基づき，詳細取組①の内容

に，市民の意見を取り入れることを明記している。 

  ・詳細取組②についても，その内容に地域住民の意見を取り入れることを明記して

いる。 

・スケジュールを表す矢印の表示も分かりやすいように修正している。 

 

≪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】 

 ・修正点については，前回，取組概要に記載していた，保護者ニーズを的確に把握

し，情報共有を図るという項目は，前回指摘を受け，情報共有は当然のこととして削

除した。 

 ・詳細取組①の内容については，パブリックコメントを踏まえ，就学前のこどもを持つ

保護者等の意向を的確に把握し，地域や関係部局と情報共有する旨，文言を加え

た。 
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 ・前回まで詳細取組③としていた情報共有の取組は削除し，その内容を詳細取組①

に取り込んだ内容とした。 

 ・取組シートの修正部分は以上である。 

 ・前回の委員会において，就学後の年齢層などにもポイントを当ててはどうかとの御

指摘をいただいたことについて，本市では，就学後の児童を放課後児童クラブ事業

で対応している。 

 ・放課後児童クラブは，市内３０小学校区のうち，２７校区内３４か所設置され，運営し

ている。 

 ・既設の３４か所の放課後児童クラブのうち，３０か所が１年生から６年生までの全学

年を対象にして運営している。 

 ・低学年を対象とした４か所についても，全学年を対象とするよう指導を行っている。 

 ・放課後児童クラブの無い３小学校区は，対象児童の数が少ない地域であり，今後，

地域のニーズを把握しながら，設置に向けて検討していく予定である。 

 

≪仕組み改革分野 取組⑮ 地区市民センターの機能向上≫ 

【保健福祉部長】 

 ・生活安全部長に代わり説明させていただく。 
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 ・前回からの修正点としては，議会からの意見を受け，取組シートの詳細取組①の詳

細取組の内容欄に「地域包括支援センター等と連携を図りながら」という一文を追記

している。 

 ・指標目標の数値について，月５回を月４回に訂正させていただいている。併せて目

標値も２４０件から１９４件に訂正させていただいている。 

 ・パブリックコメントの意見を受け，詳細取組②の詳細取組の内容欄冒頭に「市民の

意見を参考に」の一文を追記させていただいた。 

 ・取組シートの修正点は以上である。 

 ・本取組は新規であるので，過去の実績データはない。 

 ・地区市民センターのあり方についての会議は，平成１６年と平成１７年に開催してい

るが，地区市民センターと併設されている公民館との一元化についての議論がなさ

れていた。 

 ・詳細取組①に関する類似団体の動向については，松阪市，広島市の両県とも包括

支援センターが併設でない局，支所において相談員を設置している事例は無いと

のことである。 

 ・詳細取組②に関する類似団体の動向については，松阪市では平成２２年度に「こ

れからの松阪市行政のあり方庁内委員会」が設置されているが，東広島市には特
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に具体的な取組は行っていないとのことであった。 

 ・詳細取組①の取組期間の短縮については，関係機関との調整が必要であることか

ら当初どおりの期間で取り組んで参りたいと考えている。 

 ・詳細取組②の取組期間の短縮についても，意見聴取等に一定の期間を要するた

め，当初どおりの期間で取り組んで参りたいと考えている。 

 ・詳細取組①，②のコスト及び投入時間については，いずれも算出困難とさせていた

だいている。 

 ・地域の交流拠点としては，現状では公民館が担っているものであるので，住民，公

民館利用者，地域づくり団体等から意見を伺いながら，検討して参りたいと考えてい

る。 

 

≪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】 

 ・取組の概要の欄について，「既存組織の改編を基本に組織化する。」という一文を

入れさせていただいた。 

 ・これは，既存組織の中で作るのか，部局横断的に作るのかを明確にするべきだとい

う議会の意見への対応として追記させていただいた。 
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 ・本委員会から期間の短縮という意見をいただいていたが，組織の設置については，

年度当初が適しているということ，組織改編に伴う条例改正も想定され，それに伴う

時間を要することから，現期間で取り組むこととしている。 

 ・ただし，平成２５年度の方針策定の部分に条例改正といった詳細も記載をしていき

たいと考えている。 

 ・詳細取組の段階的な表記を集約する表記に改めさせていただいた。 

 ・指標目標については，今後，プロジェクトチームの仕組みづくりの方針を作成して

行く中で，どのようなプロジェクトをこの組織で扱うのかも明確になるので，数値設定

を方針策定時に改めさせていただいた。 

 

≪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】 

 ・取組シートの修正については，詳細取組の段階的表記を集約させていただいた。 

 ・指標目標の指標について，「民間」を「民間等」に修正させていただいた。 

 ・過去１０年間の推移については，一般会計歳出総額に占める委託料の割合を挙げ

させていただいた。 

 ・類似団体との比較については，平成２２年度は，松阪市７．９％，東広島市１１．３％
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となっており，鈴鹿市は９．９％で中間あたりとなっている。 

 ・実施までの期間の短縮については，慎重に進める必要があるため，現行どおりお

願いしたいと考えている。 

 ・ただし，委託等については，できる部分は随時進めていきたいと考えている。 

 ・取組にかかるコストは先進事例調査費，投入時間は指針作成に要する時間を想定

している。 

 ・地元企業の取扱いについては，地域産業の振興，行政サービスの向上，費用対効

果等を総合的に検討していくように考えている。 

 ・モニタリングの実施の徹底については，行政サービスの担い手最適化に当たって

は，不可欠なものと考えておりますので，実施の徹底を図って参ります。 

 ・参考資料としては，類似団体の指定管理者制度導入施設数を比較させていただい

た。 

 ・東広島市については，基盤施設が多くなっているが，その約６４％が市営住宅等と

なっており，鈴鹿市は市営住宅の管理について一部業務委託はしているものの指

定管理にしていないため，差が生じているものと考えている。 

 ・同じく文教施設で大きな差が生じているが，これらは集会所等の指定管理がその

大部分をしめており，鈴鹿市では地元の集会所は地元の管理となっているためであ
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ると考えている。 

 

仕組み改革分野における鈴鹿市行財政改革推進委員会の意見交換内容は以下のと

おりであった。 

 

【中澤委員】 

 ・スケジュールについて，質問と意見がある。 

 ・取組⑬について，実施が平成２７年度からとなっているが，１年前倒しにできないか。 

 ・平成２５年度に予定する庁内委員会での検討と，平成２６年度に予定する市民委員

会での検討は並行して進められるのではと思う。 

 ・市民委員会が毎週開催するのであれば難しいかもしれないが，指針作成に３年は

長すぎるので１年前倒しができるのではないかと思う。 

 ・取組⑭の詳細取組①について，２年間に設定されている「検討」の中に，検討は平

成２４年度で終了し，検討結果を受けて保護者の意向を把握すること，説明会を実

施することが予定されているとのことなので，矢印に記載いただきたいと思う。 

 ・取組⑭の詳細取組②について，研修をやるわけであるのだから，試行って何をする

のかが疑問である。 
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 ・研修を実施したらそれは試行ではなくて実施になるのではないか。 

 ・取組⑮について，詳細取組①は２年間検討し，平成２６年度から試行というのは間

延びしているように感じる。 

 ・組織を変える，条例を変えるといったタイミング上の制約があるのであれば理解でき

るが，市役所としてコントロールできるものであれば短縮できるのではと思う。 

 ・取組⑮の詳細取組②について，平成２６年度から平成２７年度までに「検討・決定」

とあるが，決定するのがこの期間となり実施は平成２８年度からとなるのか。 

 ・検討・決定が平成２６年度で終わり，平成２７年度から実施となるスケジュールだとわ

かりやすい。 

 ・平成２４年度，平成２５年度の矢印を見ると，情報収集，調査，検討委員会立上げと

あるが，検討委員会を立ち上げるのであれば，検討もこの時期に行えば良いのでは

ないか。 

 ・取組⑰について，「移行対象決定」と「移行手続」が平成２５年度の半ばから期間い

っぱいまで矢印が伸びているが，恐らく矢印は１個に統一し，「適時，移行対象決

定・移行手続」という書き方の方が良いと思う。 

 

【環境部長】 
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 ・取組⑬詳細取組①の平成２６年度から実施に前倒しできないかという御指摘につ

いて，確かに市民委員会での検討・策定は平成２６年度から開始するというように表

記されているが，詳細取組②で大々的な制度を平成２６年度に試行・検証を併せて

実施予定としている関係上，実際は話はあるような気がするが，今の段階では明確

にお答えできない。 

 ・庁内委員会と市民委員会の併設というのは，業務的に非常に苦しい面があると思

われる。 

 ・ただ庁内委員会を１年かけてやっているだけということは無いと思うので，臨機応変

に対応したい。 

 

【中澤委員】 

 ・詳細の策定ならば時間がかかるのもわからなくもないが，指針の策定でそんなに時

間がかかるのかという気はする。 

 

【保健福祉部長】 

 ・詳細取組①の「検討」の内容や詳細取組②の「試行」の内容について，表記を再考

させていただきたい。 
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【保健福祉部長】 

 ・取組⑭に併せて表記について，再考させていただきたい。 

 

【産業振興部長】 

 ・中澤委員から御提案いただいた表記を参考に改めさせていただく。 

 

【大屋委員】 

 ・全般を通して感想になるが，指摘があったから修正したという説明が多かったが，も

ちろん指摘があって，検討・判断をして，修正したものと思うので，検討・判断の部分

の御説明をもう少しいただければというところが少し気になった。 

 ・取組⑮について，そもそも福祉相談員を地区市民センターに配置すると判断する

に至った経緯がわからない。 

 ・福祉相談員の配置を求めるニーズを把握した上での取組であるのかがわからない。 

 ・目標値を見ると週に１件の相談という試算であることが読み取れる。 

 ・ニーズ具合によって相談員の配置も変わってくると思うが，ニーズが示されていな

いのでその点の疑問を感じた。 
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 ・取組⑯について，取組⑪の「ミドルマネジメント改革・改善活動の実施」から出てき

た課題やテーマをプロジェクト化していくことができるのではないかと思うので，連携

を検討されてはいかがか。 

 

【保健福祉部長】 

 ・相談員の配置については，試算に挙げている週１回から特定曜日に巡回相談員と

して配置することをイメージ段階ではあるが検討している。 

 ・鈴鹿市には４つの地域包括支援センターがあり，各種相談を行っているが，センタ

ーの担当範囲が非常に広く，立地条件から地域によっては気軽な相談が困難であ

るという実情がある。 

 ・そのような相談に関する利便性の問題を認識した上で，利便性向上として取り組む

ものである。 

 

【市長】 

 ・地区市民センターで福祉相談の窓口を開設するということは，私の公約の１つであ

る。 

 ・ニーズを聞くために地域を回った際に，近くに地区市民センターがあるのにそこで
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福祉相談や弁護士相談が受けられないということに対するニーズを実感し，それを

投げかけたことでこのような取組につながった。 

 ・相談員については，常駐することが良いのか悪いのか，より専門性の高い専門家を

配置しお知らせする中で来ていただくことが良いのかというような検討もあるかと思う。 

 ・高齢化が進む中で，身近なセンターで気軽な相談ができる窓口の開設の話はして

いる。 

 

【大屋委員】 

 ・具体的に回ってニーズを把握されたということで経緯はよくわかった。 

 ・これは仮に電話相談ということでは難しいものなのか。 

 

【昇委員長】 

 ・現在の実態はどのような感じなのか。 

 

【生活安全部参事兼地域課長】 

 ・現在，２２の地区市民センターがある。 

 ・地区市民センターの主な業務は，本庁との取り次ぎである。 
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 ・もちろん地区市民センターに訪れた方は，そこの職員に相談するし，対応するわけ

であるが，専門的な話になると本庁の職員に取り次ぐということとなる。 

 ・一部，事前に広報を通じて周知した上で，行政相談員や人権相談員といった専門

相談員が巡回相談も行っている。 

 ・現状として，福祉に関する相談は４か所しか地域包括支援センターがありませんの

で，福祉部門の相談員を配置することをこれから検討していきたいと考えている。 

 ・指標目標の単位について相談件数の「件」ではなく，相談回数の「回」になるので

はないか。 

 ・相談件数は，場所にもよるが相談回数を上回ると思われる。 

 

【昇委員長】 

 ・相談員は，一般事務職を想定しているのか，何かの専門家を想定しているのか，そ

れともこれから考えていくのか。 

 

【保健福祉部長】 

 ・できれば一般事務職員ではなく，専門的な知識を有している方を配置させていた

だきたいと考えている。 



 

49 
 

 

【昇委員長】 

 ・福祉でも分野によって専門家が異なると思うがどうか。 

 

【保健福祉部長】 

 ・社会福祉事務所の場合は，社会福祉士の方を相談窓口に配置している。 

 

【企画財務部長】 

 ・取組⑪と取組⑯をリンクさせて取り組んではどうかという御提案についてだが，この

取組⑪の改革・改善に取り組んだ結果を適切に評価するというものは，このアクショ

ンプランのトップマネジメントによる取組ではなく，各部署でミドルマネジメントで取り

組む改革や改善で行財政改革につながっていくものを取り上げて評価していくもの

である。 

 ・一方，取組⑯はそういった個々のものではなく，組織横断的なものや本市の政策を

将来的にどのように進めていくかといったことに係る調査，研究を進めていくもので

あり，少し性質が異なるものであると考えている。 

 ・ただし，取組⑪の中で改革や改善は完結するわけであるが，その中で今後取り組
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んでいく課題が出てきた場合は，プロジェクトにするかどうかの検討になっていくもの

と考えている。 

 

【保健福祉部長】 

 ・先ほどの件であるが，取組⑬の詳細取組①の指標目標の単位であるが，「件」から

「回」に改めさせていただく。 

 

【一見委員】 

 ・取組⑭，取組⑮，取組⑰については，行革のポイントであると思うが，目標効果額

が入っていない理由は何か。 

 ・取組⑭，取組⑮，取組⑰については，行政サービスや組織の再編になると思う。そ

の再編の中には，統合や廃止が含まれるという認識で良いのか。 

 ・各取組の中で設置する委員会とこの行財政改革推進委員会との位置付けはどのよ

うになるのか。 

 ・例えば，再編検討委員会を作った場合は，行財政改革推進委員会は再編検討委

員会から出てきた検討結果をチェックするだけであるのか。 

 ・行革は，大変な痛みを伴うので，ここには多くの取組を挙げていただいているが，も
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う少し絞り込んで良いと思う。 

 

【保健福祉部長】 

 ・取組⑭の効果額の表示については，具体的な整備計画が未策定であるため，効

果額の目標を立てることが困難である。 

 

【事務局】 

 ・一見委員の御質問の一部を事務局から回答させていただく。 

 ・取組⑭，取組⑮，取組⑰に目標効果額が示されていない点について，今回の行財

政改革は，３つの改革分野に分けさせていただいている。 

 ・そこで事務局として，まずは財政改革分野については効果額を出すようお願いさせ

ていただいた。 

 ・仕組み改革分野については，財政改革分野で扱うことができそうなものもあるが，

本市においては，仕組みができていないことを念頭において，仕組みができた後に

効果額は出していただくようお願いしている。 

 ・再編委員会については，個々の取組について，委員会設置なり，協議会設置なり，

何もないものもあり得るが，そうした内容については十分に協議していただいて，実
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施した暁には行財政改革推進委員会で評価をお願いしたいと考えており，基本的

には別物として考えている。 

 

【一見委員】 

 ・外部委員会の役目には色々なものがあると思うが，改革をする場合色々なしがらみ

があるものもある。 

 ・我々の委員会は，中立的な立場で発言することができるので活用を検討してはどう

か。 

 

【市長】 

 ・行財政改革推進委員会の委員を皆様にお願いさせていただいたことの意図は，こ

れまでの議論を通じて，くみ取っていただいていると思う。 

 ・行財政改革推進委員会にはチェックだけでなく，我々が個々の取組を進める中で

大局的な御助言をお願いしたいと考えている。 

 ・今回の本市の行革は，行政サービスを切ることで財源を生み出すという行革ではな

く，市民の皆様と一緒に推進し，場合によってはプラスしなくてはならないものはプ

ラスできるような新しい行革になるよう行財政改革大綱を策定させていただいた。 
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 ・そういった中で，委員の皆様にはチェックだけではない立場で御助言等をお願いし

たいと考えている。 

 

【昇委員長】 

 ・例えば先ほど議論に出ていた幼稚園，保育園の再編計画というものが具体的な議

論になれば，その段階で可能であれば目標効果額を掲示するということで，目標効

果額が先にあるのではなく，教育的観点と福祉的観点から議論いただいて，計画や

見通しが出た段階では行革の方にも反映していく。 

 ・仮に計画ができた場合は，行財政改革の観点から意見を言わせていただくことは

あるかもしれないという立ち位置である。 

 ・仮に行財政改革推進委員会で幼稚園の再編整備を検討した場合，視点が行財政

改革になりがちだが，一義的には教育的観点と福祉的観点から検討いただく。 

 ・その時に行財政改革も無関係ではないので，その観点での意見を述べることにな

る。 

 ・来年度で構わないが，コストの観点で人件費を見る観点が弱いので，事務局で統

一的な考え方を示し，人件費を含めたコスト計算を行っていただくようお願いする。 

 ・来年度コスト計算する際は，この仕事に何人の職員が関わって，納税者負担ベー
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スで，各年別の費用化した退職金を含めて計算していただくようお願いする。 

 ・そういった資料がないとアウトソーシングした場合の比較ができない。 

 

【神山委員】 

 ・資料２について，試算が困難ということや予測が困難という記述が多いが，明文化

することに問題があるということもあると思うが，仮に本当にコスト計算が困難であると

いう理由で処理されているのであれば問題があるのではと感じる。 

 ・見込みを付けて計画していくことが大切である。 

 ・取組⑰について，民間活力の導入方法は色々あるが，民間が行政サービスを提供

することに市民が抵抗感を感じるものもある。 

 ・取組⑰の推進に当たっては，行政と民間の役割分担をしっかり市民に説明し，例え

ば「民営化」ではなく「指定管理者制度」であるといった点をきちんと理解してもらう

努力が必要である。 

 

仕組み改革分野及び鈴鹿市行財政改革アクションプラン（案）全体に対する鈴鹿市行

財政改革推進委員会委員の意見は以下のとおりであった。 
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【大屋委員】 

 ・先ほどの話にもあったが，我々をうまく活用していただければと思う。 

 ・次回，資料作成の際は，取組番号の後に取組のタイトル記入をお願いする。 

 

【神山委員】 

 ・行革関連であるので，市民や職員の痛みを伴うこともあると認識すると，説明責任を

意識して計画を実行していただくことが必要であると感じる。 

 

【中澤委員】 

 ・何度も話しているが，見る人を意識した誤解を与えない表現をお願いしたい。 

 

【一見委員】 

 ・時間外や勤務評価，公有地の売却については，古くて新しい課題である。 

 ・今までの発想の枠を超えて取組システムを変えた上で，取組を推進していただきた

い。 

 ・期限内にやるのであれば，やり方の問題もあるが，ある程度絞り込んでやらないと，

やり切れるのかという感じがする。 
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【昇委員長】 

 ・第１回の委員会の内容に対してほぼ誠実に対応していただいたと感じる。 

 ・中身を見てもそんなにむちゃくちゃなこともない。 

 ・超高齢化時代を乗り切るために取組の推進をより一層がんばっていただきたい。 

 

２ その他 

 昇委員長が市長に委員会の閉会に当たっての発言を求めた。 

 市長発言（要旨） 

 ・長時間にわたる議論への御礼 

 ・行革は不断のものであり，職員の誠実さを実感している。 

 ・同時に，今日の議論を経て，職員は完璧を求めすぎるところもあると感じた。 

 ・１００％でなくとも，少しでも成果を出していくことの重要性を会議を通じて実感でき

たと思う。 

 ・庁内で深めた議論を委員の皆様とさらに深めることができ，非常に有意義なものと

感じた。 

 ・私どもでは気付かない観点を気付かせていただいたので，アクションプランに反映
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させていただく。 

 ・説明責任を果たしながらしっかりと行財政改革を進めていきたい。 

 ・私も含めて今後も努力していくので，御指導賜りたくお願い申し上げる。 

 

 事務局から鈴鹿市行財政改革推進委員会の意見書の取りまとめについて，事務連

絡を行った。 

 

 以上をもって閉会となった。 


