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平成２４年度 

第３回 鈴鹿市行財政改革推進委員会 会議概要録 

○ 日 時：平成２５年３月２６日(火) １４時３０分～１７時３０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：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） 

 ・御出席いただきありがとうございます。 

 ・本日は，鈴鹿市行財政改革推進委員会委員にお力添えをいただきながら策定い

たしました鈴鹿市行財政改革アクションプランの平成24年度の実績を報告させてい

ただきますと共に，次年度の取組計画を説明させていただきます。 

・委員の皆様のきたんの無い御意見を聴かせていただき，次年度の計画をより効果

的なものとさせていただきたいと存じますので，よろしくお願いいたします。 

 

議事に入る前に，事務局から配布資料の確認と説明を行った。 

 

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，１取組当たり５分で行うよう指示があった。 

 

１ 議事 

（１） 鈴鹿市行財政改革アクションプランの推進に関するこれまでの実績と今後の予

定について 

 ①財政改革分野 
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 財政改革分野の説明は次のとおりであった。 

 

≪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】 

 ・本取組を進めるに当たっては，まず取組責任者と実施体制に記載の関係課長をメ

ンバーとした債権回収対策会議を設置し，徴収業務の一元化等を進めていく上で

の基本的な考え方を決定した。 

 ・その実務については，関係課及び市政情報課ＧＬ等からなる債権回収対策担当者

会議の中で進めてきた。 

 ・本取組の今年度の実績として， 11月から12月にかけて債権回収対策会議及び債

権回収対策担当者会議において，現状報告と課題抽出，各課における滞納処分

の可否等の検討等を行うと共に先進地視察を実施することと視察先での聴取事項

を決定した。 

 ・1月には，先進地である浜松市に視察を行った。 

 ・2月には，債権回収対策会議において徴収業務の一元化等の取扱いについて，方

向性を整理し，まとめ上げた。 

 ・平成25年度の予定として，4月に債権回収対策の準備室を設置し，平成26年4月の

一元化組織の本格設置及び一元化業務の推進に向けた取組を行っていく。 

 ・準備室では，債権管理に関する基本方針を策定し，債権管理条例案を12月議会

に提案すると共に，担当職員の研修や情報共有を行いながら，平成26年4月の一

元化組織の体制，所掌事務等を整理していく。 

 ・成果物として，資料３に債権回収対策会議の結果に基づく取組方針を提出させて

いただいた。 

 ・２ 手段について，債権管理に関する基本方針の策定，徴収窓口の一元化，担当

職員の対応力の向上・維持の大きく３つを柱に掲げて取り組むこととしている。 

 ・債権管理の体制として，基本的にはそれぞれの課で分担し，一元化した組織では，

高額案件や困難案件など一定の基準に達した案件を取り扱うものとしている。 

 ・準備室の名称は，債権回収対策準備室とし，その体制は，副参事級の室長と担当

2名とし，納税課内に設置する。 
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 ・債権回収対策会議と債権回収対策担当者会議は準備室設置後も継続する。 

 

 ≪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】 

 ・平成24年度の行動実績として，11月から12月にかけて関係課の意見を聴きながら

基本方針案を作成し，2月に行財政改革推進本部会議において同方針案が承認さ

れた。 

 ・その後，2月20日～3月22日にかけパブリックコメントを実施し，3名の方から13件の

意見を頂いたが，基本方針案が修正に至る意見はなかった。 

 ・3月には，基本方針が策定され，方針に基づき各課で原価及び受益者負担割合の

算出に着手した。 

 ・平成25年度の予定として，方針に基づき各課において負担金等の見直し案を作成

し，負担金等の改定に取り組んでいくこととしている。 

 ・平成25年度の目標としては，3件の見直し検討を行いたいと考えている。 

 ・主担当課の財政課においては，負担金等の見直しの進捗管理を行っていく。 

 ・成果物について，成果物①は公共サービスに係る受益者負担に関する基本方針

（案）である。 

・そのポイントとして，公共サービスに要する経費（原価）の算出に当たっては，スポ

ーツ施設等の施設の利用に係るものと証明書発行等のサービス利用に係るものを

分けて考えることとしている。 

・施設利用に係るものとしては，維持費などの管理運営直接経費と施設整備費など

の管理運営間接経費を合わせたものをベースに原価を算出することとしている。 

・サービス利用に係るものとしては，人件費を除く直接経費とシステム導入費などの

間接経費を合計したものを年間処理件数で除した額に，1件当たりのサービス提供

に係る人件費を加えたものを1件当たりの原価としている。 

・この算出された原価に，公費負担割合を乗じて受益者負担割合を設定することとし

ている。 

・公費負担の割合については，公的関与の区分と収益性の区分を明確にし，これを

クロスすることでその割合を判断することとしている。 

・受益者負担のあるべき額と実収入額に乖離がある場合は，その差を少なくする取
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組として，施設の稼働率を上げることや市民満足度の向上を図りながら単価の改定

に取り組むこととしている。 

・原価算出及び受益者負担割合については，成果物②に示している。 

・国の基準がある保育料は除いているが，使用料や原価回収状況を明確にしている

下水道，農業集落排水施設使用料などについて，公的関与と収益性の区分を示

し，初期整備費用を含まない原価回収率を算出している。 

 

≪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】 

 ・この取組については，現在の定員適正化計画が平成26年度の採用まで定めてい

ることから，平成２４，２５年度においては，その計画に従って推進することとしている。 

 ・その平成２４，２５年度の期間に再任用職員等も含めた新たな定員適正化計画を策

定しようとする取組である。 

 ・現在の定員適正化計画においては，平成24年度に6人削減，平成25年度に6人削

減となっているが，権限移譲に伴う業務の拡大，被災地への職員派遣などの影響

により3名の増員となっている。 

 ・結果としては，当初のマイナス6名の目標からするとプラス9名となっている。 

 ・外部機関を活用した分析の可能性検討については，大分県別府市で三菱ＵＦＪリ

サーチアンドコンサルティングに分析委託をしたことについて，電話調査等を行った。 

 ・外部機関の活用については，業務のギャップ等の理由により，そのままの活用は困

難であることが判明した。 

 ・他の自治体の事例，手法等の調査については，太田市，さいたま市の事例調査を

行った。 

 ・また，本市の実態把握のため，嘱託職員等を含めた総職員数や人件費などの基礎

データの作成を行った。 

 ・既存の手法による職員数の比較検討については，類似団体及び県内他市の職員

数，人口1万人当たりの職員数データを作成した。 

 ・平成24年度については，情報収集に努めた。 

 ・平成25年度の予定としては，困難な面もあるが，本年度達成できなかった目標を含

めて可能な限り達成できるよう現計画の推進に努めていく。 
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 ・また，新しい定員適正化計画案を作成し，1年をかけて承認を受けたいと考えてい

る。 

 

≪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】 

 ・取組④については，詳細取組を2つ設定しており，詳細取組①では繁閑に応じて

調整可能な職員体制の構築，詳細取組②では臨時職員及び嘱託職員の一元的な

配置に取り組むこととしている。 

 ・まず詳細取組①の平成24年度の行動実績としては，他の自治体の事例調査を行

った。 

 ・このような取組の事例は全国的にも少なかったが，武蔵野市で類似事例があること

を確認し，インターネットや電話による調査を行ったところ，平成21年度から実施し

ているが，一部を除き実施には至っていないとのことであった。 

 ・全国的な改革改善の事例の中で，さいたま市では兼務発令を行うことで協力体制

を構築したという事例を確認している。 

 ・機動的配置が可能な業務，ニーズ等の調査については，本市において時期的に

集中する業務の有無について調査を行ったところ，１２所属が１０の業務について希

望を寄せた。 

 ・寄せられた業務は，納税課の過誤納処理業務，市民税課の申告相談，考古博物

館の発掘作業，会計課の出納業務等である。 

 ・事例が少なく，業務の精査が難航しているため，行動内容の３段目以降について

は，平成25年度に順延した。 

 ・平成25年度については，順延した平成24年度の予定に順次取り組んでいく。 

 ・詳細取組②の平成24年度行動実績としては，臨時職員及び嘱託職員の業務，繁

忙期等の調査を行い，一元管理の可能性の検討を行った。 

 ・49所属で臨時職員及び嘱託職員を配置しているが，この内４６所属で通年で臨時

職員及び嘱託職員を配置する必要があるとの回答となった。 

 ・3所属については，繁忙期のみの雇用であるとの回答であった。 

 ・調査の結果は，一元管理で効率化が図れるかどうかに疑問が残る結果となった。 
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 ・平成25年度については，部内で一元管理をするための方針案を作成し，承認後，

部局内一元管理表及び適正配置計画表の作成し，まずは試行に着手する予定で

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】 

 ・この取組については，平成24年度に時間外勤務等の削減運動の方針を作成し，

平成25年度から運動を展開するという計画である。 

 ・平成24年度の行動実績としては，当初の予定どおり方針を策定し，平成25年度4月

にすぐ方針が周知できるよう準備を進めている。 

 ・成果物として時間外勤務等の削減運動2013を提出している。 

 ・運動の目標として，1年につき360時間を超えて時間外勤務をさせないことを掲げて

おり，災害・事故・選挙用務従事時間数については含めないものとしている。 

 ・運動の基本は，事前命令及び受命の厳守と実施確認の徹底としている。 

 ・また，職員の健康維持のため，イベント等により週休日や祝日に勤務する場合には，

振り替えや代休の取得を推進することとしている。 

 ・さらに，既に実施済であるがノー残業デーの徹底も継続して行うものとしている。 

 ・長時間勤務への対応としては，個人別の時間外勤務状況を把握し，健康状況への

注意を払うと共に，時間外縮減策の検討に取り組むこととしている。 

 ・方針に基づき平成25年度当初から運動を展開し，時間外勤務を削減していく中で

平成25年度当初予算で一般の時間外勤務手当てを4千万円削減することを見込ん

でいる。 

 

≪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】 

 ・平成24年度の行動実績としては，アクションプランの方向性が固まった8月から先行

して，市有財産の売却及び賃貸に関する基本方針の原案づくりに着手し，関係課

調整，調査業の作成を経て，平成25年2月に同基本方針が承認に至った。 

 ・その後，直ちに調査を開始し，現在はその取りまとめを進めている。 

 ・平成25年度の予定としては，本年度に引き続き調査結果の取りまとめを行い，必要
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に応じてヒアリングを実施する予定である。 

 ・全庁的に未利用物件等の情報を集約後は，今後に必要とされる手順等をまとめ，

各課に配信する予定である。 

 ・そして，手順に基づき，境界確認，測量，不法占拠等の調査などの条件整備を行

い，条件整備が完了した土地については売却を，貸し付けが可能な物件について

は貸し付けを進めていく予定である。 

 ・成果物①としては，限られた資源を最大限に活用し，効率的で効果的な行財政運

営のため，全庁的に市有財産の運用や活用を進める指針として策定した市有財産

の売却及び賃貸に関する基本方針を提出している。 

 ・この基本方針において，その目的が税外収入の確保にあること，市有財産の有効

活用に当たっては既存の考え方にとらわれず，最大の効果が得られるよう推進する

こと，地方自治法の改正により行政財産であってもしようしなくなった部分等につい

ては有償貸付が可能であることなどをわかりやすく明示している。 

 ・成果物②には，平成24年度における売却（45件246,852,982円）や賃貸（945件

14,342,677円）の実績を予定ではあるが提出させていただいた。 

・成果物③には，土地と建物について，未利用物件を調査するための調査票を提

出させていただいた。 

 

≪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，市有財産を活用した広告収入の基本方針を策定し，広告活用資産を

拡大し，財源を確保することを目的としている。 

 ・取組責任者である文化振興部長，企画財務部長と実施体制の主担当課である財

政課長で取組の進め方について協議し，まずは財政課において他団体の事例調

査を行い，ガイドラインの基本方針案を作成した。 

 ・作成した基本方針案を関係課に提示し，意見を取り入れながら進めていくこととし

た。 

 ・平成24年度の行動実績として，7月から9月にかけ先進事例について，広告募集や

広告価格の設定などの具体的手法，指定管理者の広告事業の実施状況，屋外広

告物などの関係法令の調査を行った。 
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 ・10月から12月にかけては，関係課の意見を聴きながら，基本方針案を作成し，2月

に行財政改革推進本部会議で基本方針が承認され，現在は広告対象資産の調査

及び広告募集に向けた準備に取り掛かっている。 

 ・本年度の目標として掲げていた広告対象資産5件に対し，実績ではモニター広告

が1件増え，6件となった。 

 ・成果物として，広告事業推進に関する基本方針を提出させていただいた。 

 ・方針の目的は，市の資産を有効活用し，広告収入を得ることで自主財源の確保，

市民サービスの向上と共に，民間事業者の地域貢献の機会を提供することで，地

域の活性化を図ろうとするものである。 

 ・平成25年度の予定としては，基本方針に基づき，関係各課において広告対象資産

を検討し，広告募集，広告実施を推進していく。 

 ・平成25年度目標は，広告活用資産数をさらに1件増やし7件とすることとしている。 

 

≪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】 

 ・平成24年度の行動実績として，平成24年5月から平成25年2月にかけ先進事例を

調査するため行政視察を実施すると共に，研修会，セミナーに参加し，情報収集等

をあわせて6回実施した。 

 ・平成24年6月から7月にかけ公共施設の将来コストを推計し，その後，総務省のソフ

トの改定等があったため，平成25年2月から3月にかけ再推計を行った。 

 ・現状把握のための施設カルテの作成については，少し遅れているが平成25年3月

に完了するべく取り組んでいるところである。 

 ・平成25年度の予定としては，まずは建物の劣化状況を把握し，修繕等の優先順位

を考える上での基礎データとなるよう施設カルテの内容充実に取り組んでいきたい

と考えている。 

 ・あわせて維持管理に関する全体的な方針を作成し，施設の予防保全の導入や長

寿命化による資産価値向上の取組も検討し，更新費用の平準化の見極めも検討し

ていく予定である。 

 ・平成24年度に実施した調査により，先進自治体では多くの技術職員が調査に当た

っていることもわかり，本取組を推進する上では，現体制では非常に厳しいことも判
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明してきたので，平成25年度には人員体制についても検討していく予定である。 

 ・このほかコスト推計については，公共施設だけではなく道路，橋りょうなどのインフラ

についてもできる限り盛り込んでいく予定である。 

 ・成果物については，成果物１に視察結果と比較表，成果物２に施設カルテの例示

を提出させていただいており，施設カルテについては，項目の追加を考えている。 

 ・成果物３は，公共施設の将来の更新等費用の推計結果を示しており，これによると

今後４０年間の更新等の費用は年平均約４７億円となっており，平成４０年頃から更

新費用が増加することが見込まれることが判明した。 

 

 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及び回答は以下のと

おりであった。 

 

【中澤委員】 

 ・全般的な進行管理表の見せ方について，記号の使い方の工夫は良いが，行動の

完了などがわかりにくくなっている。 

 ・記号ではない部分で行動の完了を示してはどうか。 

 ・ガントチャートとして表現した方がわかりやすいように思う。 

 ・取組④－①について，試行準備が翌年度に繰り越されていないが良いのか。 

 ・進行管理表における本部判断事項の書き方が空欄であったり，なしと書かれてい

たりとまちまちである。 

 

【事務局】 

 ・進行管理表がわかりにくい点については，事務局でも把握しており，今回は間に合

わなかったが，行動の完了がわかるような記載を検討しているところである。 

 ・次回の委員会には，行動の完了がわかるようなものをお示ししたいと考えている。 

 ・継続する行動について，御指摘のとおりガントチャートのような矢印表記に統一させ

ていただきたい。 

 ・本部判断事項の表現の違いについても，御指摘のとおり統一して次回に提示させ

ていただきたい。 
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【昇委員長】 

 ・本委員会で使用している資料については，公表していくのか。 

 

【事務局】 

 ・公表していく。 

 

【昇委員長】 

 ・そうであれば，わかりやすいように修正することが必要である。 

 

【事務局】 

 ・先ほど次回の委員会と申し上げたが，今回の委員会の資料を公開する前には，委

員に修正した資料をお示ししたいと考えている。 

 

【神山委員】 

 ・進行管理表上では，多くのものが後ろ倒しとなっているが，進行管理は月度で遅れ

を見るものと考えているのか，年度で遅れを見るものと考えているのか確認したい。 

 

【事務局】 

 ・基本的には，予定どおりに推進することであると考えるが，個々の取組によって事

情もあるため，最終的には年度内で予定していることが年度内で完結し，アクション

プランの取組シートどおりの進行となっていれば良いものと考えている。 

 ・ただし，予定と実績にずれが生じているものについては，その主な要因について実

績記入欄で説明した上で，実績を説明できるようにしていきたい。 

 

【大屋委員】 

 ・最終更新日が２月のものについて，３月の実績が記入されているのはなぜか。 

 

【事務局】 

 ・進行管理表は，２月時点で３月の実績を見込んで記入の上，提出させており，見込

みどおりとなった場合は特に修正していないため，最終更新日が２月であっても３月
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実績が入っているものがある。 

 ・見込みどおりとならなかったものについては，３月に修正をさせていただいている。 

 

【昇委員長】 

 ・処理上の取扱いは理解できるが，公表の際は３月３１日に統一しておいた方が良い。 

 

【事務局】 

 ・そのようにさせていただく。 

 

【一見委員】 

 ・進行管理表は流れが中心に書かれており，それはわかるのだが，取組によっては

課題が見えてきているものもあると思う。 

 ・そういった課題が資料からあまり見えてこない。 

 ・課題は委員会には出さないものとして考えているのか。 

 ・委員会が単なる進行管理では意味がないように考えるがいかがか。 

 ・取組②「料金，負担金等の受益者負担の見直し」について，施設については原価

主義で良いと思うが，サービス料金になると他市との比較も重要である。 

 ・サービス料金については，原価だけではいかないのではないか。 

 ・取組③の総定数の問題について，今までは減らすだけで進んできたが，先ほどの

説明にもあったように災害や県からの権限移譲など，これから市の業務はどんどん

増えてくることが想定される。 

 ・これらはプラス要員をしていかないとこなしていけないので，プラス要員の議論も出

して検討していく必要がある。 

 ・取組⑥の未利用地の売却について，以前も申し上げたが，調査票には売却困難な

理由が書いていない。 

 ・売却困難な理由についても，出していくようにすると議論ができるのではないか。 

 ・取組⑧の公共施設の診断の話であるが，診断というものは非常に難しい。 

 ・国のソフトがあり，ハコモノは比較的容易であると考えるが，道路や橋もやりたいと考

えると市だけで可能なものか疑問があるので，専門家の活用も検討した方が良いよ

うに考える。 
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【企画財務部長】 

 ・取組②への，受益者負担の額を算定する際に原価だけで良いのか，他市との比較

も重要ではないかという御意見について，他市との比較は今回策定した方針には

盛り込んでおりません。 

 ・その理由といたしましては，システム導入等に当たって自治体ごとに手法が異なり，

原価についてはそれぞれの算定方法があるものと考えているためである。 

 ・ただし，原価回収率を見て料金等を実際に設定する場合には，他市を参考にする

ことも考えている。 

 

【昇委員長】 

 ・ついでに確認するが，施設は人件費を入れて，サービスは人件費を入れないという

のは合理的な説明ができるのか。 

 

【企画財務部長】 

 ・サービスの利用に係るものには，時間当たりの人件費をベースにして，サービス提

供に要する時間に係る人件費を入れている。 

 

【昇委員長】 

 ・時間分の人件費は入っているということか。 

 

【企画財務部長】 

 ・はい。 

 

【昇委員長】 

 ・結果として，鈴鹿市のサービスというものは他市と比較して高いのか，安いのか。 

 

【企画財務部長】 

 ・サービスによって安いものも高いものもあるという状態である。 
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【総務部長】 

 ・取組③への，プラス要員の議論が必要ではないかとの御意見について，御指摘の

とおり，現行の定員適正化計画の一律に職員を減じていく考え方は限界にきている

と感じている。 

 ・需要が増えている所属は，人員要望があるので概ね把握できているが，需要が少

なくなっている所属の把握が不十分であるため，新しい計画を策定するに当たって

はそういった部分に取り組んでいく予定である。 

 ・また，取組⑰を通じて行政サービスの担い手を見直しと連携して，職員の定員管理

を考える必要があると考えている。 

 

【昇委員長】 

 ・定数管理については，結果が数値で見える。 

 ・様々な理由でマイナスがプラスになったりすることもありえることだが，その理由が定

性的な説明では説明責任を十分果たしているとは言いがたい。 

 ・数字で結果が測れるものであるのだから定量的な説明が必要である。 

 ・結果を悪いというつもりはないが，説明責任は重要であると考える。 

 

【土木部長】 

 ・取組⑥への，売却できない理由を出していくという御意見について，平成25年度に

対象物件の条件整備を行う中で，問題点を整理した上で，理由を付して成果物を

提出できればと考えている。 

 

【企画財務部長】 

 ・取組⑧の公共施設マネジメント白書においては，いわゆるハコモノを対象にしてい

くが，将来コスト推計にはインフラを含めていく予定である。 

 ・その推計の進め方については，道路部局等が専門家を交えて，コンサルタント等と

一緒に推計をしていく予定である。 

 

【昇委員長】 

 ・鈴鹿市で残っているインフラで，大きな事業はあるのか。 
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 ・例えば下水道であるとか，高速道路であるとかといったものである。 

 

【都市整備部長】 

 ・下水道の普及率は，現在半分以下である。 

 

【昇委員長】 

 ・そうなると今後，大きな負担が想定される。 

 ・下水道を進めなくてはならない時に，維持補修もしなくてはならないとなると，長期

の見積りが必要となってくる。 

 ・一見委員への回答のうち，取組推進上の課題を委員会で議論することについては

事務局から回答願う。 

 

【事務局】 

 ・取組推進上の課題については，なるべく資料に表示させながら，説明の際にも具

体的な説明ができるよう留意していきたい。 

 

【市長】 

 ・指針等を作成するに当たっては，原案であっても提出していきたい。 

 

【昇委員長】 

 ・表に出せる出せないの問題もあると思うが，出せないものは出せないで良いので，

この場に出せるものについては出すというようにお願いする。 

 ・職員の定数の考え方についての質問であるが，再雇用の職員は定員に含まれるの

か。 

 

【総務部長】 

 ・再任用については，ルールとしては，希望者は全員雇用しなさいということになって

きますので，職場の確保の問題がある。 

 ・定数については，フルタイムの再任用者は定数に入る。 

 ・現在もフルタイムの再任用者はおり，定数に含まれている。 
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 ・再任用に当たっては，フルタイムではなく，何人かでフルタイム1人分となるよう考え

ていく予定である。 

 

【中澤委員】 

 ・取組⑧の成果物２に施設カルテの例が示されており，基礎情報部分とあるのでこれ

で全部ではないと思うが，ぜひ情報として入れていただきたいものとして，施設を使

用したことによって生じる成果，例えば利用者数やコストの情報がある。 

 ・これがないと利用されている施設なのかどうかがわからない。 

 ・また，将来コストを施設カルテの拡充の中に入れた方が良いと考える。 

 ・コストを含めた形で市民に施設の必要性を判断してもらった方が良いと考える。 

 ・全体的な話であるが，行動計画の行動内容の書き順が前後しているものがあるの

で，工程順に上から記載した方が良いと考える。 

 

【昇委員長】 

 ・将来，施設の統廃合を検討する際に，施設カルテから共通認識が得られるようにす

ることは重要である。 

 

 

 ②人材育成改革分野 

  

 人材育成改革分野の説明は次のとおりであった。 

 

≪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⑨詳細取組①は，民間企業での実務研修，国や自治体等との人事交流によ

って職員の意識改革を図ろうとする取組である。 

 ・特に民間企業での実務研修は，本市では未経験のこととなっている。 

 ・そのため，平成24年度は事例調査を行うこととした。 

 ・他の自治体の事例は，電話等を通じて調査を行った。 

 ・調査結果の一部を説明すると，三重県ではここ数年民間企業への職員派遣は行っ
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ていないとのことであったが，国や市町との人事交流は行っているとのことであった。 

 ・県内の市では，三市が民間企業への派遣を行っていた。 

 ・亀山市が日東電工という企業と相互交流を行っている。 

 ・名張市，伊勢市が派遣という形で，銀行やＮＴＴドコモに職員を送っている。 

 ・他県の事例では，箕面市が民間企業との相互交流を行い，20代後半から30代前

半の者を１～２年交流させている。 

 ・他にも多くの事例を調査したが，詳細部分で不明な点もあるので，平成25年度は引

き続き調査を進める予定である。 

 ・国には，民間企業との人事交流に関する法律があり，福利厚生や退職金等の取扱

いについて定めがある。 

 ・大阪府では，民間企業との人事交流に関する要綱を定めており，内容は国の内容

に準じている。 

 ・鈴鹿市においては，民間企業との人事交流は，今後研究していくが，国や県との人

事交流は実施済である。 

 ・平成25年の予定としては，新しい人材育成基本方針を作成するためのワーキング

グループをメンバー公募の上で発足し，そのワーキンググループにおいて同方針の

案を検討・作成していく予定である。 

 ・取組⑨詳細取組②は，詳細取組①同様，ワーキンググループを作り，その中で議

論していきたいと考えている。 

 ・平成24年度に実施した調査結果では，任期付き職員として若い弁護士を雇用した

り，情報システムに精通した人を雇用したり，情報発信の関係，観光の関係といった

分野において外部人材の登用等を行っていることがわかった。 

 ・本市においてどういった分野が望ましいのかということは，平成25年度に設置のワ

ーキンググループで検討していきたいと考えている。 

 ・取組⑨詳細取組③は，職種間交流を行うことで人材育成を図ろうとする取組である。 

 ・平成24年度の行動実績としては，職種間交流が可能な業務の選定を主担当課で

ある人事課で行った。 

 ・また，毎年の人事異動に当たって，副参事以下の職員から自己申告シートを提出

させているが，このシートの様式を一部変更し，職種をまたいで異動を希望する欄

を設け，希望聴取を行った。 



 

17 
 

 ・この希望聴取を通じて寄せられた希望は１９件あったが，アクションプランの取組の

主旨に合致していないものもあったので，今回は，希望者の中から２名のみ，職種

間異動を行った。 

 ・こちらが意図する形で職種間異動を希望する職員は，希望者の半分以下という結

果となった。 

 ・平成２５年についても，平成２４年度と同じような動きを想定しているが，取組がまだ

職員に十分浸透していないので，周知に努めていきたいと考えている。 

  

≪人材育成改革分野 取組⑩ 職業意識の向上≫ 

【総務部長】 

 ・取組⑩詳細取組①は，管理職を対象に試行している人事評価制度の対象範囲を

拡大しようとする取組であり，平成２７年度までに全職員を対象に広げたいと考えて

いる。 

 ・平成２４年度に労働組合と調整，準備を経て，平成２５年度から主幹又はグループ

リーダーまで拡大することとなった。 

 ・現時点での数値となるが，対象者数は，平成２４年度２３５名から平成２５年度３９３

名に増える計算になっている。 

 ・これに伴って平成２５年度の予定は，新しく対象となる者への説明を早急に実施し，

例年実施している年２回の研修はそのまま実施していく。 

 ・取組⑩詳細取組②は，ゼネラリストやスペシャリストを育成するような人事異動の仕

組みを構築する取組である。 

 ・こちらは，取組⑨と同様，新しく作成する人材育成基本方針を作るワーキンググル

ープの中で検討していく予定である。 

 ・現在，本市では，基礎的な育成期間として，入庁１０年間で３つ程度の部署を経験

させる方針である。 

 ・一定の期間終了後に本人の希望に基づき，わりと限られた範囲での異動で経験を

積むということも視野に入れている。 

 

≪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】 
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 ・取組⑪詳細取組①は，全庁的に自発的な改革・改善を実施する風土をつくるため

に，部長のミドルマネジメントで改善運動を進めるというものである。 

 ・平成２４年度の行動実績としては，取組⑪に係る企画案を作成し，行財政改革推進

本部の承認を得て，改革・改善の取組募集に着手したところまでである。 

 ・企画については，取組⑪成果物１として提出させていただいており，その内容は，

詳細取組①でまず部長等が率先して行動し，改革・改善の風土をつくり，詳細取組

②で若手が幹部の前で改革・改善の取組を発表する場を創設しようとするものであ

る。 

 ・詳細取組①の具体的な動きとしては，部内において部局長が１つ以上の改革・改

善活動に常に取り組むというものである。 

 ・そして，年に２回程度行財政改革推進本部で進捗把握を行う予定である。 

 ・取組募集については，当初年度内を予定していたが，人事異動を考慮し，実際に

改革・改善に取り組む平成２５年度体制での検討期間を考え，平成２５年４月末とし

た。 

 ・そのため，取組募集以降のスケジュールは，平成２５年度に順延している。 

 ・平成２５年度の予定としては，順延したスケジュールを進めながら，各部局で改革・

改善活動を進め，１０月頃に進捗報告を行う予定である。 

 ・取組⑪詳細取組②は，詳細取組①でも触れたとおり，職員の改革・改善活動を発

表する場を創設しようとする取組である。 

 ・平成２５年度の予定としては，１０月頃に発表会へのエントリーを受け付け，１１月の

事前選考を経て，１月に発表会を開催するものと考えている。 

 ・これについては，三重県で実施しているＭＩＥ職員力アワード発表会や改革・改善

の全国大会をイメージしたものである。 

 ・平成２４年度の行動実績として，ＭＩＥ職員力アワード発表会の視察，改革・改善の

全国大会の視察を行っている。 

 ・また，募集要項案を作成し，電子掲示板を通じて発表会の周知を行った。 

 

 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及び回答は以下

のとおりであった。 

 



 

19 
 

【中澤委員】 

 ・取組⑨の詳細取組③の平成２５年度行動計画について，希望者自体が少なかった

ことや取組の主旨に合致しない希望が多かったという話があったが，原因追究や改

善に取り組む必要があるのではないか。 

 ・また，聴き取りの実施が行動計画に書かれているが，何を聴くのかがわからないが，

１回だけでなく複数回実施できるように思うがいかがか。 

 ・取組⑩の詳細取組①について，評価者研修と人事評価の実施はセットになるもの

と考えるが，セットのものであるなら間に１月空けない方が良いように思う。 

 ・直前もしくは併せて実施する方が効果が高まるように考える。 

 

【総務部長】 

 ・御指摘のとおり職種間人事交流の主旨等について，もっとＰＲしていきたい。 

 ・聴き取りについては，業務の進捗についてが主であるが，可能であれば複数回の

実施を検討したいので，主担当課と協議させていただく。 

 ・評価者研修と評価の実施の日程については，現在の対象者が管理職であるため，

議会時期との調整を図った結果の日程となっている。 

 

【中澤委員】 

 ・議会との日程調整が必要なのは理解できるが，研修自体にそう日程を要するとは

考えにくいが，日程が空いてしまうとせっかくの研修の効果が下がってしまうのでは

ないかということを意見としてお伝えしておく。 

 

【総務部長】 

 ・参考にさせていただき，調整を検討させていただく。 

 

【昇委員長】 

 ・細かいことであるが，このまま公表すると管理職以外は人事評価制度を実施してい

ないといった誤解を市民から受ける可能性があるのではないか。 

 ・表現方法について考えていただいた方が良いのではないか。 
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【大屋委員】 

 ・説明を受けている中で，調査結果がどうであったか，その結果がどう反映されたの

かがもう少し見えると良いように感じる。 

 ・今回の説明では，ワーキンググループに負う部分が多いように感じるが，どういうワ

ーキンググループかをもう少し具体的に明示されていると，意見をさせていただきや

すいように思う。 

 ・また，自己申告シートについてもシートがどのようなものであるのかを示していただ

いた方が良いように思う。 

 ・取組⑪の詳細取組②にある発表会について，表彰制度を創設することはモチベー

ションにつながるので良いと思うが，この進行管理表を見ると発表会を繰り返して終

わりのように見えてしまうので，発表された取組がまた何かにフィードバックされ，次

につながっていくというようなことが見えると単純に表彰しているように見えなくなる

のではないか。 

 ・取組が循環してらせん階段的に良くなっていっているような感じが全体的にあると，

よりステップアップしていくように見えるのではないかと思う。 

 ・意見に近い内容であるが，私が思ったことは以上である。 

 

【総務部長】 

 ・調査結果については，今年度の調査は資料集め的なものになっているので，次年

度以降に深掘りしていきたいと考えている。 

 ・改革・改善の取組については，優良事例を全庁的に水平展開できるものは，展開

していきたいと考えている。 

 ・発表会を見ることによって，発表していない者も刺激を受けるようなものにしていき

たいと考えている。 

 ・発表会そのものを人材育成の場としていくようなことも三重県では行っているので，

発展的なものについても今後考えていきたい。 

 ・自己申告シートについては，提示する資料が不足していたことをお詫びする。 

 

【神山委員】 

 ・拝見していて感じたこととして，例えば改革・改善について皆が同じ方向を向いて
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いるのかというところ，要は，各部署，各権限に望まれる人材像が職員間で共有さ

れているのかという点が見えなかった。 

 ・改革・改善は皆必要であるというのだが，どっちの方向の改革・改善なのかというこ

とはこの範囲では見えてこない。 

 ・庁内で既に共有されているのであれば良いが，そこの部分が漠然としていると若い

これからの人材はどちらを向いて良いのかわからないのではないかと思う。 

 

【総務部長】 

 ・一応，平成１８年度当時に人材育成基本方針というものを定め，目指す職員像を設

定している。 

 ・それの共有度合い，認知度合いといった点では把握できていない部分もある。 

 ・人材育成基本方針と人事評価制度はセットで作っており，網羅的なものとなってい

る。 

 ・また，策定時とは時代背景も変わってきているので，今回のアクションプランを進め

る中で，ワーキンググループにおいて検討し，人材育成基本方針を見直していく予

定である。 

 

【昇委員長】 

 ・人材育成基本方針を見直すのであれば，その時に市職員の使命（ミッション）を簡

単な言葉で，行動する時にミッションに照らし合わせてどうかを確認できるようなもの

を設定できれば良いように思う。 

 ・民間企業ではよくあるが，行政では目的が広域で複合目的なので設定し辛いかも

しれないが，できればある方が良いように思う。 

 ・人材育成の基本的な流れは良いと思う。 

 ・できるだけ人材をコストと考えるのではなく，資産として考えていただきたい。 

 ・また，市職員は必ず１回は外に出るようにした方が良いように思う。 

 ・外での経験を積んだ職員が１人入ると議論の質がまったく変わるという話も聞いて

いるし，自分もそういった経験をしている。 

 ・鈴鹿市役所が出入りが自由な市役所であるというイメージを外部の人にも市民の人

にも持っていただくようにするとものすごく成長すると思う。 
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【市長】 

 ・現在，鈴鹿市では経産省に職員を出させていただいている。 

 ・その職員のプレゼンテーションは非常にレベルが高いものであった。 

 ・外に行きたいという職員の声も多数ある。 

 ・バーターでいくと相手が見つからないという課題がある。 

 ・こちらから職員を出すだけであると，市の機能に影響が出てしまう。 

 

【大屋委員】 

 ・弊社でも自治体職員から研修派遣を受け入れさせていただいている。 

 ・しかしながら，弊社から自治体への派遣はしていないように思う。 

 

【昇委員長】 

 ・正直，自治体職員は民間企業で戦力としてどの程度のものなのか。 

 

【大屋委員】 

 ・私どもとしても視点や考え方などで得るものはあるが，自治体の方は，研修として来

ていただいているので，４部署くらい回っていただいている。 

・来ていただいた方が自治体に戻る時に，自分が抱えている課題に対するソリュー

ションのプレゼンテーションをすることとなっているので，そのためのサポートをさせ

ていただいている。 

 ・実際，企業側から派遣をするケースは少ないかもしれない。 

 

【昇委員長】 

 ・企業によってあることにはあるが，数は少ない。 

 

【大森副市長】 

 ・取組⑪の詳細取組②について補足させていただく。 

 ・発表会の開催というのは，あくまで手段であり，いかに改革・改善に取り組むかが重

要である。 
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 ・それぞれの部署で様々な改革・改善を積み上げているが，残念ながらそれらの取

組は見えにくく，わからないといった実態がある。 

 ・そこで，組織全体として，そういった取組を集め，ほめるということをやってみようとい

うものであり，それが目的である。 

 ・我々も知らない改革・改善が多くあるので，共有しながら，ほめる文化を育てていこ

うとするものである。 

 

 ③仕組み改革分野 

  

仕組み改革分野の説明は次のとおりであった。 

 

≪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】 

 ・取組⑫詳細取組①について，目標は鈴鹿市危機管理指針及び鈴鹿市危機対策

計画を定めることである。 

 ・平成２４年度の行動としては，鈴鹿市危機管理推進会議及び鈴鹿市危機対策検討

会議における指針・計画の策定を計画していた。 

 ・平成２４年度の実績としては，指針・計画の策定が予定どおり完了した。 

 ・年度別行動計画の記入当たっては，先に述べた２つの会議を開催した月を二重丸

とさせていただいた。 

 ・なお，指針は８月，計画は進行管理表の最終更新日である３月１１日にそれぞれ策

定している。 

 ・平成２５年度の予定としては，個別具体の危機対策マニュアルを作っていくこととな

るが，マニュアル作っていく中で，常にローリングをかけ，指針に反映していくため，

連続して白丸を記入させていただいた。 

 ・取組⑫詳細取組②について，４月から連続して白丸を記入しているが，この中で合

計９種類のマニュアルを作成することとしている。 

 ・取組⑫の具体的な成果物として，危機管理指針と危機対策計画をそれぞれ提出さ

せていただいた。 

 ・この危機対策計画の１１ページに具体的な危機事案を９つ挙げている。 
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 ・平成２５年度は，この９つの危機事案への対策マニュアルを作成していく。 

 

≪仕組み改革分野 取組⑬ 協働の仕組みづくり≫ 

【環境部長】 

 ・取組⑬詳細取組①は，市民の意見を取り入れて，市民参加と協働を推進するため

の指針を作成するという取組である。 

 ・平成１５年度にこれに相当するマニュアルが既に作成されているが，１０年経過し，

中身が今の考えと合わない部分が出てきているため，改めて作成し直すというもの

である。 

 ・平成２４年度の行動実績としては，協働等の指針に関する事例調査を実施し，全国

で１５件の事例を洗い出し，その中身を精査，研究を進めているところである。 

 ・調査，研究にあわせて，本市の協働事業の取組状況に関する調査を実施し，３１６

件の事業があり，事業に係る予算が約１億６，６００万円あることが判明した。 

 ・現在は，課題等の洗い出しのための調査，研究中であるため，成果物はありません

が，協働事業の中身としては，補助・助成に関するものが４３件，後援が２２７件，共

催が４件，実行委員会・協議会形式が６件，協働の委託が２８件が現状の分類であ

るが，分類に当たっても課題等の洗い出しを進めているところである。 

 ・協働を推進するための組織として，市民協働推進室を設置するということで検討を

進めてきており，本日，発表があったが平成２５年度から設置する体制となっている。 

 ・また，協働等の指針に関する庁内委員会の設置準備を進めており，先ほど申し上

げた調査の中で関係する部署として現在検討している所属数が１２課あり，それらの

所属を対象としてワーキングの設置に向けた準備を進めている。 

 ・平成２５年度の予定としては，これらの行動実績から得られたものを反映させて推進

していくこととなる。 

 ・具体的には，市民協働推進室の設置，ワーキングの設置，ワーキングの開催し，市

民委員会の設置も進めていく予定である。 

 ・取組⑬詳細取組②は，地域づくりの組織を育成するとともに，地域住民の意見を取

り入れながら，行政による地域への支援のあり方の見直しを図る取組である。 

 ・平成２４年度の行動実績としては，地域づくりに関する事例調査を実施し，他市事

例１１件の調査を進めているところである。 
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 ・調査にあわせて，地域づくり協議会等８団体に対しヒアリングと意見交換を実施して

いる。 

 ・また，詳細取組①の調査にあわせて，地域への補助金等の交付及び委託事業に

関する調査も実施している。 

 ・詳細取組②についても庁内委員会を設置する予定であるが，詳細取組①との関係

性や効率性を考慮し，取組⑬として庁内委員会を設置する方向で考えているところ

である。 

 ・平成２５年度の予定としては，庁内委員会の設置準備と開催を進めるとともに，地域

づくり協議会等との意見交換を進めていく予定である。 

 

≪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】 

 ・取組⑭詳細取組①の行動実績としては，内部関係部局との協議は実施したが，幼

児教育と子育て支援の一体的なサービス提供の方向性が確立していないため，外

部団体との調整・協議には至りませんでした。 

 ・平成２５年度の予定としては，未達成の内容を取り組んで参りたい。 

 ・取組⑭詳細取組②の平成２４年度の予定としては，関係部会との調整，内部関係

部局との調整・協議，研修（案）の作成の３点を挙げているが，詳細取組①と同様に

内部関係部局との調整・協議は行ったものの，幼稚園及び保育所の再編整備計画

の再検討が必要となったため，関係部会との調整及び研修等の計画策定には至り

ませんでした。 

 ・平成２５年度の予定としては，詳細取組①と同様に未達成の内容を取り組んで参り

たい。 

 

≪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】 

 ・取組⑮詳細取組①は，高齢社会に対応できるよう，４か所程度の地区市民センタ

ー窓口において，相談員を配置し，地域包括支援センター等と連携を図りながら，

地域住民の福祉相談に当たるという取組である。 
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 ・平成２４年度の行動実績としては，ケアマネージャー等相談員の洗い出しと４か所

の拠点地区市民センターのエリア確認と連携可否判断について検討した。 

 ・ケアマネージャー等相談員の洗い出しについては，市内４か所ある包括支援センタ

ーに市民ケアマネージャーほか２４名のケアマネージャーが配置されていることが確

認できた。 

 ・既に設置されている相談窓口である地域包括支援センターと在宅介護支援センタ

ーの相談実績などの調査を行い，平均であるが地域包括支援センターでは月２０～

４０件ほどの相談があり，在宅介護支援センターではほとんど利用されていないとい

う実態が把握された。 

 ・４か所の拠点地区市民センターのエリア確認と連携可否判断については，包括支

援センターのエリアと地区市民センターのエリアを確認していく中で，市内３地区に

おいて，地区を分断する形でそれぞれ違った包括支援センターに含まれるというこ

とが判明した。 

 ・そのような実態を踏まえて，どのように連携していくかが適切かを判断していきたい。 

 ・平成２５年度の予定としては，調査結果を受けて，地域包括支援センターと在宅介

護支援センターが広く認識されていないことが判明したため，相談窓口の周知を図

り，それに並行して，関係機関との協議を進め，拠点地区市民センターにおける巡

回高齢者相談の試行を開始していく予定である。 

 ・取組⑮詳細取組②は，市民の意見を参考に，市全体として地区市民センターのあ

り方や役割について検討する取組である。 

 ・平成２４年度の行動実績としては，まず近隣市における支所の設置状況及び取扱

業務内容について，四日市市，津市，松阪市の状況を調査した。 

 ・調査結果は，窓口業務はすべての市で取り扱っていることがわかった。 

 ・ただし，松阪市の旧松阪市管内については，取り次ぎ業務のみであった。 

 ・人員配置については，四日市市は本市より若干多いが，他２市は本市と同等かそ

れ以下の人員配置との結果となった。 

 ・３市とも地域への支援は進めていくが，新たな機能を付加するということは行ってい

ないようであった。 

 ・平成２５年度の予定としては，まず県内外の調査を進め，参考事例の情報を得たい

と考えている。 
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 ・あわせて庁内委員会の設置を進め，調査結果を検討していく予定である。 

 ・他には，センター取扱い事務内容・件数の調査や各種団体及び利用者等に対す

る意見調査を行う予定である。 

 

≪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】 

 ・取組の平成２４年度の行動実績としては，４１の先進事例を調査し，その内１２の先

進事例に対しアンケート調査を実施し，４自治体について行政視察を実施した。 

 ・そして，調査結果をもとにプロジェクトチームのあり方，方向性をまとめている。 

 ・平成２５年度の予定としては，主として基本方針の策定に取り組んでいき，その方

針に基づいた例規の整備等の組織化の準備を進め，１２月の市議会定例会におい

て組織改正の条例案を提案できるよう考えている。 

 ・成果物については，４自治体の調査結果をまとめたものとして成果物１，調査結果

に基づいて方向性をまとめたものとして成果物２をそれぞれ提出させていただいた。 

 ・成果物２の内容について簡単に説明させていただく。 

 ・先進事例の調査結果から，プロジェクトチームの推進体制は，推進部署に配属され

た研究員が中心となってプロジェクトを推進する専任型と推進部署の研究員は自ら

の研究を持たず，研究員がワーキンググループ等のコーディネーターとなりプロジェ

クトを推進するコーディネート型の概ね２つの形態があることがわかった。 

 ・調査結果に基づく考察として，本市おけるプロジェクトチームの設置目的は，研究

機能を強化して，専門家や市民の意見を取り入れて，プロジェクトを推進し，あわせ

て職員の政策形成能力を強化していこうとするものである。 

 ・専門家の関与は必須のものと考えているが，その形は今後の検討課題である。 

 ・市民研究制度もメリットが多いため，研究を深め，導入していくことが望ましいと考え

ている。 

 ・ワーキンググループの設置については，併任による負担増加のため，意欲を維持

するためにもインセンティブの設定が望ましいが，本市において直ちに導入すること

は困難であるため，このことから専任の組織とすることが望ましいと考えている。 

 ・推進体制整備への課題の整理については，研究員の配置がどこまで可能なのかと

いう点が，扱うプロジェクトにも影響を与えるため，しっかり検討する必要があると考



 

28 
 

えている。 

 ・専門家の確保については，常勤，非常勤の形態にもよるが，条件等を整備し確保

する必要があると考えている。 

 ・市民参加については，導入は必要であるが，効果的な事例の背景や要因等をもう

少し調査する必要があると考えている。 

 ・以上のような考え方をベースに平成２５年度に方針を定めていく予定である。 

 

≪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】 

 ・平成２４年度の行動実績としては，まず平成１９年に策定しているアウトソーシング

推進に関する基本方針の課題整理を行った。 

 ・主な課題としては，アウトソーシングの手法の不足していること，実務が見え辛いこ

と，アウトソーシングの手法の選択に比重が置かれ，業務移管後のモニタリング等

の観点が欠落していること，といった点が挙げられる。 

 ・こういった課題を踏まえ，アウトソーシングの手法を現行の４つから６つに増やすこと

や，民間活力を導入する上での注意点，視点，モニタリング等の業務移管後の注

意点などを素案に反映した。 

 ・次に素案に対する実務上の課題を認識するため，先進自治体として吹田市に視察

を行い，公的関与の判断基準，公共サービスの担い手の検証方法，事業仕分けの

実務の流れ，仕分けの役割分担について調査を行った。 

 ・現在は，これらの調査結果を踏まえ，行政サービスの担い手最適化と行政評価の

連携，庁内を俯瞰して見ることのできる庁内委員会の設置などを修正方針の基本と

して，素案に反映させているところである。 

 ・平成２５年度の予定は，素案修正を早い段階で終え，６月に指針の承認を目指し，

指針に基づく仕分け準備等に着手していく予定である。 

 

 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及び回答は以下の

とおりであった。 

 

【中澤委員】 
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 ・取組⑫のように指針や計画が完成し，既に運用段階に入っている取組は，他の取

組とは分けて管理した方が良いのではないか。 

 ・取組⑫は見ていて違和感がある。 

 ・同じことは取組⑤にもいえる。 

 ・運用段階に入ったものは別枠でステージ１，ステージ２と分けて管理した方が良い

ように思う。 

 

【一見委員】 

 ・私も思うが，要は委員会の役目は何であるかということである。 

 ・委員会は進行管理が役目であるのか，中身にまで入るのかという話である。 

 ・中澤委員がおっしゃりたいのは，全部できているなら我々はそうですか，遅いよねと

いうだけである。 

 ・そうであるならば，ほとんど委員の意味がないように思う。 

 ・今日の説明においても，個人差はあるが，課題の説明が少ない。 

 ・課題の説明がなければ，我々は議論に入りようがない。 

 ・中身に入っていくと時間が足りない。 

 ・そうなると会議のやり方から考えなくてはいけない。 

 ・再三申し上げているが，委員会は進行状況に対して評価するだけであるのか。 

 

【事務局】 

 ・これまでの会議の中でも若干説明させていただいたが，進行管理に留まることなく，

やり方や視点についても御意見をいただきたいと考えている。 

 ・委員会に対して，進捗の速度管理だけを求めているということは決してない。 

 ・我々の進め方について，違うエッセンスを加えていただくことで，違う成果や方向性

を見出すことができるといったところまで踏み込んでいただいて，お話しいただけれ

ばありがたいと考えている。 

 

【一見委員】 

 ・そうであるなら具体的な中身を示していただく必要がある。 
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【昇委員長】 

 ・中身についての議論をするのであれば，丸１日か午後で二日に分ける必要がある。 

 ・５分の説明で課題等を含めてすべて説明するというのは無理である。 

 ・来年度以降は検討した方がよいかもしれない。 

 ・その部分は確かに聞きたい部分ではある。 

 ・できれば多少なりとも中身を議論していきたいと考えている。 

 

【昇委員長】 

 ・保育所の待機児童はいるのか。 

 

【保健福祉部長】 

 ・おりません。 

 

【昇委員長】 

 ・地域包括支援センターと在宅介護支援センターが周知されていないということであ

るが，どういうことが周知されていないのか。 

 

【生活安全部長】 

 ・特に在宅介護支援センターにあまり相談がない。 

 ・在宅介護支援センターは，高齢者通報体制業務の支援を担っている。 

 

【昇委員長】 

 ・地域包括支援センターよりも在宅介護支援センターの方が市民に身近であるように

思うが，存外そうでもないようである。 

 

【市長】 

 ・介護に入る前の初期段階の相談について，地区市民センターを利用するのか，地

域包括支援センターを利用するのかということについて，何がベストかを見極める必

要がある。 
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【一見委員】 

 ・最後に，前回１０月に委員会を開催して，５か月空くと記憶を取り戻すのに時間が掛

かるので，できたらもう少し間隔縮めてやってもらうと良い。 

 

【宮崎副市長】 

 ・御議論ありがとうございました。 

 ・内容によってボリュームに違いがあり，スピードにも差がある。 

 ・今後も推進に管理については，様々な御意見を頂戴したい。 

 ・大きな課題に向けて進めていく内容もあるので，こういったものは時間が掛かる部

分があるので御理解いただきたい。 

 ・また，間隔については，議論する中身の揃い具合にもよるが，検討して参りたい。 

 

【昇委員長】 

 ・感想を含めて，市長から発言をいただきたい。 

 

【市長】 

 ・時間が限られている中，長時間にわたり御議論いただきありがとうございました。 

 ・委員の皆様には物足りない部分もあったことと思う。 

 ・５分という短い時間で説明するための練習も行ったが，進捗を発表する場となった。 

 ・それぞれのボリュームが大きいので，今後は，時間を長く取るのか，委員の皆様に

御意見を頂きたい部分を選択していくのかを事務局や担当の部局長と協議しなが

ら次回に向けて改善させていただく。 

 ・今後，行革にしっかり取り組むため，次長を総務部に置いた。 

 ・全庁的に行財政改革を推進して参りますので，今後ともあらゆる視点から御指摘，

御指導賜れればと思います。 

 ・本日は，本当に長い時間ありがとうございました。 

 

【昇委員長】 

 ・初年度なので色々あるが，続けることが大事であると考える。 
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２ その他 

 昇委員長が最後に発言を有無を確認するが，特に発言はなかった。 

 

 以上をもって閉会となった。 


