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平成２５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２５年１０月１８日(金) １４時４０分～１７時２０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 開会 

開会に当たって，鈴鹿市行財政改革推進本部長の末松市長から挨拶を行った。 

 

２ 議事 

 議事に入り，議長から次のとおり挨拶を行った。 

 

議長挨拶（要旨） 

 ・前回の委員会を踏まえ，議題の生産性を高めるため，委員及び事務局と調整した

結果，今回は議論の対象を６つに絞ることとした。 

 ・会議の進め方についての詳細は，事務局から説明をお願いする。 

 

 事務局から次の点について確認又は説明が行われた。 

 

 ・資料の確認 

 ・議題は7項目あり，１～６の議題については，各議題につき20分間程度とし，最初の

5分を取組責任者からの説明に充て，残りの時間を御議論いただきたいと考えてい

る。 

 ・最後の議題は，行財政改革アクションプラン全体につきまして，委員の皆様に御意

見，御助言，御質問等をいただきたいと考えている。 

 

議長から事務局の発言内容に対する質問及び意見の確認があったが，特に質問

等はなかった。 
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（１） 取組1 「徴収業務の一元化等取扱いの強化」詳細取組① 

  

議長から取組状況及び成果の説明が求められ，取組責任者が次のとおり説明を行

った。 

 

【企画財務部長】 

 ・本年4月に本取組の核となる組織を企画財務部納税課内に債権回収対策準備室

として設置した。 

 ・本年度は，この準備室が中心となって取組を推進し，まず，債権の管理に関する基

本方針を策定し，7月に行財政改革推進本部の承認を得ている。 

 ・次に，この基本方針の中で具体的な取組として挙げられた債権管理条例の制定に

取り組んでいる。 

 ・この条例の目的は，債権管理に関する事務手続を全庁的に統一し，債権の適正管

理を図ろうとするものである。 

 ・条例案の作成については，条例の骨子とも言うべき，条例の制定に係る方針につ

いて，7月に行財政改革推進本部の承認を得た後，庁内における条規審査会での

審査や10月市議会全員協議会での協議を踏まえながら，12月市議会定例会への

条例案提出に向け，最終的な調整を進めているところである。 

 ・また，来年度から庁内の債権所管課から新しい一元化組織に債権を移管して回収

を始めるに当たり，その組織体制についても検討し，9月の行財政改革推進本部で

承認を得ている。 

 ・来年度からの組織については，単独の課ではなく，現在の債権回収対策準備室を

納税課内で課内室にするという方向で進めている。 

 ・以上，上半期の取組については，概ね進行管理表の予定どおりとなっている。 

 ・成果については，債権回収対策準備室の設置，債権の管理に関する基本方針の

作成，それに基づく条例案の作成，来年度からの組織体制の整理と予定どおりの

成果を挙げている。 

 

 取組責任者の説明に対しての意見及び回答は次のとおりであった。 
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【中澤委員】 

 ・「債権の管理に関する基本方針」の７ページ目について，こういった債権管理の話

でよく議論になることが，未収債権に関して延滞金を徴収するのかどうかという点で

ある。鈴鹿市の場合は，適正に徴収するという判断で，通常はそういった判断になる

わけであるが，一般的に考えられることとして，払う能力がない人に利息を付けても

結局払ってもらえない債権が雪だるま式に増えるだけではないかという議論がある。

その点について検討したのであれば，どのように考えているのか聞きたい。 

 

【企画財務部長】 

 ・延滞金の徴収については，債権の管理に関する基本方針の７ページに記載してい

るとおり督促手数料及び延滞金（遅延損害金）は，法令等に基づき適正に徴収して

いくという方針を示している。 

 ・実際の徴収に当たっては，納付困難な方については，生活状況等を勘案しながら

対応していくことになる。 

 

【昇委員長】 

 ・未納額の増減の傾向はどうか。 

 

【企画財務部長】 

 ・今年度の収入未済額は，昨年度と比較して３億円程度減少している。 

 

【昇委員長】 

 ・それは，少し景気が回復しているという面もあるのか。 

 

【企画財務部長】 

 ・徴収については，まだ景気の影響が出てきているとは感じられない。 

 

【中澤委員】 

 ・債権管理として，税や料金等の様々な未収債権を「名寄せ」するということについて
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は，どのように考えているのか。 

 

【企画財務部長】 

 ・未収債権については，様々な担当課に分かれて存在しているが，債務者は共通し

ている側面もありえると考えており，個人情報保護法等の法令の制約はあるが，可

能な限り一元化組織と債権所管課で情報共有を図っていく。 

 

【中澤委員】 

 ・個人情報保護に関してもクリアしているということで良いか。 

 

【企画財務部長】 

 ・強制徴収公債権については，総務省通知により情報共有が可能であることを確認

しているが，非強制徴収公債権については，現状では情報共有が難しいと考えて

いる。 

 

【一見委員】 

 ・税については，困難な案件に対応するために県が作った回収機構があるが，そこと

の絡みをどうするのか。 

 ・この取組は実績を上げることが重要であるので，例えば条例の中に目標額をそれ

ぞれ年度ごとに設定するのはどうか。 

 ・ここは基本的にクレーム処理が重要な役目になってくると思われる。例えば部屋は

別室で独立させた方が良いように思うがどうか。 

 

【企画財務部長】 

 ・三重地方税管理回収機構と新たに本市で設置する一元化組織との業務の住み分

けについては，三重地方税管理回収機構には，移管する基準があり，滞納額が100

万円以上で，かつ，広域にわたるなど，徴収困難な案件とされているので，この基

準に基づき，三重地方税管理回収機構に案件を移管するものと考えている。 

 ・三重地方税管理回収機構に移管しなかった部分の中で，徴収困難な事案を一元

化組織で徴収していくものと考えている。 
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 ・庁内の債権所管課から一元化組織に移管する基準については，債権管理マニュ

アルを作成する中で検討していくこととしているが，概ね先に申し上げた住み分けを

考えている。 

 ・目標額を条例の中に設定することについては，行財政改革アクションプランの中

で，平成26年度，平成27年度それぞれにおいて3,800万円，2年間で7,600万円の

目標額を既に設定しているため，条例の中に目標額を盛り込むということは，今のと

ころ考えていない。 

 ・一元化組織について，先ほどの説明の中で，まずは課内室として進めていくと申し

上げたが，その場所については，全庁的なスペース利用を見ながら，今後検討して

いく。 

 

【神山委員】 

 ・今後の取組として，研修会の開催等と書かれているが，債権の徴収というものは，ど

の自治体も共通の課題として挙げられるものであり，有効な取組などを全国的に情

報共有するような仕組みはあるのか。 

 

【企画財務部長】 

 ・徴収業務に関する全国的な研修会については，市町村アカデミー等で開催されて

いるが，基本的な徴収業務に関する内容となっている。 

 ・債権回収に特化して，他自治体と情報共有するような研修会については，現在のと

ころ把握していない。 

 

【昇委員長】 

 ・情報提供として，犬山市の事例だが，財産を保有しながら滞納している者に対し，

市職員が12名，愛知県税が1名，愛知県警2名で差押えのための財産を捜すため，

家宅捜索を行ったということがある。 

 ・このようなことは，マニュアル化されており，市町村と県の税務担当部局が名寄せの

垂直版のような情報共有をし，悪質な滞納者に対しては，県警と連絡を取るというこ

とをやっている。 

 ・家宅捜索の際は，女性が必ず同行しており，それもマニュアル化されている。 
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（２） 取組2 「料金，負担金等の受益者負担の見直し」詳細取組① 

  

議長から取組状況及び成果の説明が求められ，取組責任者が次のとおり説明を行

った。 

 

【都市整備部長】 

 ・前年度において，パブリックコメント及び議会に対しての意見募集を行い，本年度

当初に行財政改革推進本部の承認を得て，「公共サービスに係る受益者負担に関

する基本方針」を策定した。 

 ・この方針に基づき，本市の裁量によって受益者負担を徴収しているものについて，

受益者負担割合を算出するために全体で５０の公共サービスの原価計算書等を作

成し，受益者負担のあるべき額と回収の現状を確認した。 

 ・これについて，料金等の改定の要否を審議し，補足資料の原価計算結果に対する

評価方法に基づき，ＡからＤまでの4区分で評価した。 

 ・各区分は，Ａは「原価計算書の作成し直し」，Ｂは「コスト縮減や施設等の稼働率増

加の余地がある」，Ｃは「受益者負担の単価改定を要する」，Ｄは「現状維持」として

いる。 

 ・Ｃ評価となったものについては，受益者負担の単価改定に向けて，改定目標や改

定時期を検討していくこととしている。 

 ・また，ＡからＤまでの評価については，補足資料の一覧のとおりサービス提供に伴

う使用料・手数料収入，サービス提供に要する経費，公的負担割合，原価回収率，

稼働率や提供件数とともに，所管の部局長による評価案を示し，それをベースとし

て，行財政改革推進本部員による書面評価の集計を記載している。 

 ・この資料を基に改定の要否等について，行財政改革推進本部会議に諮り，その結

果，生活安全部・市民課所管の住民基本台帳等に係る証明手数料等５件，都市整

備部・都市計画課所管の都市計画法施行規則第６０条に係る適合証明手数料，公

共下水道及び農業集落排水施設，保育料について，Ｃ評価となり，今後，改定に向

けて具体的な見直しを検討していくこととなった。 

 ・これらの中でも，住民基本台帳等に係る証明手数料については，単価改定に向け
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て１２月議会へ条例改正議案の提出を予定している。 

 ・以上が，上半期の進行状況であり，受益者負担見直し検討数の目標値である３を

上回る改定検討件数となった。 

 

 取組責任者の説明に対しての意見及び回答は次のとおりであった。 

 

【昇委員長】 

 ・先ほどの取組も今回の取組も，これまで縦割りでばらばらであったものを市役所とし

て横並びに調整しようとするものである。それ自体は非常に良いことであるが，もっと

言うと，もっと前から取り組んでいるとさらに良かったと感じる。 

 

【中澤委員】 

 ・「公共サービスに係る受益者負担に関する基本方針」の2ページ目，Ｂ）管理運営

間接経費について，名前が「管理運営間接経費」となっているが，実態は「減価償

却費」ということなのか。名前と実態が乖離しているような印象がある。 

 ・通常，間接費というと，直接賦課できるもの以外，いくつかの施設に共通で発生す

るものの，それを何かの配賦基準で仮に「Ａ」という施設に配賦したものを指す。 

 ・これは，一般的に受益者負担を考えていく際には，自治体で使われる言葉である

のか。 

 

【財政課長】 

 ・官庁会計をベースに，直接お金の支払いに繋がるものを直接経費として計上し，そ

れ以外の直接お金の支払いに結びつかないものを間接経費として計上していま

す。 

 

【昇委員長】 

 ・現金主義でやっている場合は，そのように直接経費，間接経費を使われている。 

 

【財政課長】 

 ・他市の事例も参考にしている。 
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【昇委員長】 

 ・発生主義ならば減価償却も直接できるが，現金主義で現金が出ていかないと間接

経費として取り扱っている。 

 

【中澤委員】 

 ・そのような切り口として考えると，直接経費には利息が含まれる。 

 ・現金支出を伴わない必要として間接経費を考えると，退職引当コストなどが入る。 

 ・そのような経費は結構大きいものである。 

 ・それが抜けているまま原価回収率を計算しても誤った判断にならないかという気が

する。 

 

【財政課長】 

 ・受益者負担を求めるに当たり，よりわかりやすく庁内の合意も得やすいということを

考え，算定しやすい根拠でもって算出したいという考えがあり，退職手当引当等を

含めて算出すると複雑になるということもあり，簡略化した計算式となっている。 

 

【中澤委員】 

 ・簡略化できる手法は色々ある。 

 ・鈴鹿市全体の退職引当コストを出して，それを人件費割にするとか，人数割にする

とかが考えられ，本当に簡便にやろうと思えば可能である。 

 ・例えば，資料Ｂ 取りまとめ一覧の庁舎西館の原価回収率は９８％であるが，100%を

超えるか，超えないか微妙なところは，100%を超えた，超えないで見る人のイメージ

も変わる。 

 ・そういった意味からすると，もう少し工夫される余地はあるように感じる。 

 ・今回は，これで実施されたので，次回があればその辺を考慮された方が絶対に良

いと思う。 

 

【昇委員長】 
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 ・一般の市民は，会社員をやっていると発生主義の方がわかりやすい。 

 ・そのため，国，県，市は，普通会計が現金主義であるにも関わらず，別途バランス

シートを作成している。 

 ・費用負担を考える時に現金主義と発生主義のどちらが公平かを考えると，発生主

義である。そのために生まれた会計手法でもある。 

 ・とりあえず横並びでこういった取組を実施したということは良いことであるが，将来的

にきちんと原因者負担に求めていくというのであれば，基本は発生主義でやった方

が少なくとも説明責任は果たせると思う。 

 ・なぜ退職手当引当金を入れてないのかを問われた場合，現金主義でやっているか

らと言っても，恐らくそれは答えにならない。 

 ・初めての試みであるので，小さく産んで，大きく育てるということで，まずはこれで始

めるということは良いことであるが，今度，時間が経って取り組む際には，中澤委員

の御発言内容について検討した方が，説得力が増す。 

 

【神山委員】 

 ・補足資料の資料Ｂ 取りまとめ一覧の「集計」の数は，行財政改革推進本部会議の

出席者が当該評価をした人数を示しているのか。 

 ・また，今回は，評価結果がきれいに分かれているが，他の事業で評価した時には，

評価結果が僅差になることもあると思う。 

 ・そういった僅差になった時に備えて，最終的に評価を決定する場合のプロセスは

明確化しておく方が良い。 

 

【都市整備部長】 

 ・現状のプロセスは，Ｃ評価の多いものについて改定に向けて検討に入り，検討した

結果の改定内容や改定時期については，行財政改革推進本部会議の中で改めて

検討することとなっている。 

 

【神山委員】 

 ・まず，改定の検討に入る対象とするか，しないかという分かれ目自体が，今回の一

覧表のように明確であれば良いが，僅かの差で対象となる，ならないという結果にな
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る懸念があり，そうなった場合にどのように意思決定していくのかという点が気にな

る。 

 

【都市整備部長】 

 ・数としてＣ評価が多いものを対象として取り上げているが，対象として取り上げるか

どうかということ自体も行財政改革推進本部において整理していくこととなっている。 

 ・僅差になったものについても，単に多数決というものではなく，僅差になったという

結果を踏まえて，行財政改革推進本部で対象とするか，しないかということを決定し

ている。 

 

【大屋委員】 

 ・一覧表の結果を見ると，Ｃ評価となっているものは，窓口の取扱い業務，人が関わ

る作業に関して見直しがなされ，Ｄ評価となっているものは，いわゆるエリアというか

公民館といった施設の利用に関するものに結果としてなっているように拝見した。 

 ・これは，取扱い業務には人件費がかかるので，計算すると見直し対象になりやすい

傾向があるのかと感じる。 

 ・また，稼働率について施設によって結構ばらつきが見られるように思う。 

 ・１００％の稼働率の施設については，このまま推進することとなるが，例えば稼働率

の低い15%の施設の場合は，稼働率を上げるとか新たな見直しを検討されたというこ

とがあればお聞かせいただきたい。 

 

【都市整備部長】 

 ・窓口業務が料金等の改定の要素になるということは，このサービスの公的関与であ

るとか，収益性，費用負担の割合であるとかの面から改定を要するという流れになっ

ている。 

 ・公民館等については，行政が持つべき公的負担割合を検討した結果，現状維持と

いう結果となった。 

 ・稼働率が低い施設については，各所属において一覧表の使用料等設定方法の中

に記載してある内容と評価結果を踏まえ，これから検討していくものとして考えてお

ります。 
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【昇委員長】 

 ・これまで縦割りの中でしか見なかったものを，横並びの中で公平性を求めていくと

いうことはすごく良い取組である。 

 ・国の補助金等はばらばらである。 

 ・力のある省庁の補助率は，３／４や２／３となっており，力のない省庁の補助率は，

１／３や１／４となっている。 

 ・国では省庁が縦割りであり，横並びで見ることが困難であるが，市町村でこういった

ことをやると不公平感がかなり是正されることとなる。 

 

（３） 取組3 「全職員の定員適正化計画の作成」詳細取組① 

  

議長から取組状況及び成果の説明が求められ，取組責任者が次のとおり説明を行

った。 

 

【総務部長】 

 ・平成２５年度の当初の計画としては，平成２６年度４月１日の目標職員数に向けて，

現行の定員適正化計画の最後の実施年度になるということから，現計画を遂行する

ということとしている。 

 ・これについては，現在，定年あるいは勧奨等の退職予定者数と各部局からの次年

度要望を加味し，来年度の職員採用事務を進めている。 

 ・現計画の最終的な実施結果が出るのは，年度末となる。 

 ・現計画の遂行と並行し，年度末までに新たな定員適正化計画の案を作成し，行財

政改革推進本部の承認を得ることとしている。 

 ・現時点までの取組としては，７月上旬に各部局長のヒアリングを実施し，次年度以

降５年間の権限移譲や大規模事業等を含めた業務量の予測，必要な人員数，再

任用や非常勤職員の活用の可能性，アウトソーシングの拡大の可能性，組織見直

しの必要性等について聴き取りを行った。 

 ・その結果として，福祉部局において業務量の増加が予測されること，将来的に高校

総体，国体の開催が決定し，本市でもいくつかの競技が行われる見込みとなってい
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ることを踏まえた人員確保，あるいは，可燃ごみ焼却施設である清掃センターの延

命化にかかる施設の整備事業などの新たな事業に対して，一定期間の人員配置が

必要になるということを把握した。 

 ・以上のようなことを踏まえ，新たな定員適正化計画では，取組⑰の「行政サービス

の担い手最適化」との組み合わせによる計画検討が必要と考えている。 

 ・取組間の整合を図っていくことが今後の大きな課題と認識している。 

 ・新たな計画に向けて，現在の本市の職員数の状況について，総務省の類似団体

職員数の状況資料や地方公共団体定員管理研究会の報告書等をもとに，類似団

体や県内他市との比較，あるいは定員モデル試算式等による部門ごとの職員数の

分析を行い，途中段階ではあるが，補足資料として添付した。 

 ・増減の数値は付けていないが，概ね１０年間で総務，教育の部門において，職員

数の減少が大きくなっている。 

 ・逆に民生，消防等では，職員数が大きく増加している。 

 ・年齢別の職員数については，その時々の大きな事業や社会経済情勢によって採

用数の増減があるため，ばらつきがある。 

 ・職員の男女比については，若い世代で女性比率が高くなっている。 

 ・職位別の職員数については，課長級には課長と副参事が含まれている。 

 ・平成２４年度４月１日現在の類似団体との職員数の比較で，本市の人口１万人当た

りの普通会計の職員数は，65.06人となっており，少ない方から30番目となってい

る。 

 ・ただし，本市より上位の29市のうち，17市においては，広域消防を行っており，普通

会計の職員数に消防職員が含まれていない。 

 ・また，これらの市について，幼稚園の保有状況，ごみ収集の委託の状況，市の面

積，実施している大規模事業など状況がそれぞれ異なるため，一概に数値のみを

比較することが困難となっている。 

 ・総務省の定員管理診断表を用いた大部門別の本市の職員状況について，普通会

計全体では，基準の1,280人対し，本市は1,263人となっているが，部門別に見ると，

総務，農林水産，土木部門で多いという結果になっている。 

 ・県内１４市の職員数の比較では，人口1万人当たりの普通会計職員数は，四日市

市に次いで2番目に少ない状況である。 
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 ・地方公共団体定員管理研究会の定員回帰指標算式による本市の職員数の状況

は，試算値である1,290人を下回る1,263人となっている。 

 ・定員モデルによる大部門別の分析結果は，全体としては試算値である870人を下

回る866人となっているが，総務，衛生，建設部門で職員数が多いという結果になっ

ている。 

 ・中小部門の定員管理診断の結果は，管財，戸籍等窓口，土木一般部門で職員数

が多いという結果になっており，その内訳を資料に示している。 

 ・今後は，この分析結果による課題認識，職員の適正配置を含めて，新しい定員適

正化計画の検討をしていく。 

 

 取組責任者の説明に対しての意見及び回答は次のとおりであった。 

 

【中澤委員】 

 ・職位別職員の中で純粋に管理職となると課長級以上と理解して良いか。 

 

【総務部長】 

 ・管理職は，課長級以上である。 

 

【中澤委員】 

 ・補佐級というのは，仕事を持ちながら管理も行う，いわゆるプレイングマネジャーと

理解して良いか。 

 

【総務部長】 

 ・補佐級は，本市では主幹に当たる。 

 ・グループリーダーは，プレイングマネジャーに近いものである。 

 

【中澤委員】 

 ・単純に補佐級を管理する人と見ると，管理する人の割合が４割くらいになる。 

 ・一般的な感覚からすると，管理する人の割合がすごく多いように感じる。 
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【総務部長】 

 ・補佐級には，グループリーダーの主幹とそうでない主幹がいる。 

 ・グループリーダーでない主幹は，プレイングマネジャーにはならない。 

 

【昇委員長】 

 ・一般的に，民間企業と比べて，国，県，市町村は，管理職及び準管理職の割合が

多いという論点がある。 

 ・他自治体と比較して，鈴鹿市は，管理職の割合は高いのか，低いのか。 

 

【大森副市長】 

 ・感覚であるが，課長級以上の管理職の割合は２割程度であり，県内では圧倒的に

管理職が少ないように感じる。 

 ・本市は，年齢別職員数の資料にもあるように４０歳～４４歳の職員が多く，この年代

は管理職ではない。 

 

【昇委員長】 

 ・職位別職員数の表は，新たな情報提示であり，ありがたいが，来年度以降は，他市

との比較もお願いする。 

 ・理想論は，民間企業であっても，市役所であっても，ミッションを果たすために必要

な人員配置を行うことが本来の姿である。 

 ・現実論として，生身の人間が仕事をするので，一般的に管理職相当の年代の職員

が多くなると，ミッションからすると不要な管理職を設けることが，民間企業でも公務

員の世界でも往々にしてある。 

 ・ただし，民間の場合は，過度に行うと他との競争に負けるので，ある程度の抑制が

市場でかかってくる。 

 ・公務員の世界では，抑制が働かず，組合が強かったりすると，管理職がどんどん増

えていくことがあり，自治体の仕事が職員の給与支払団体になり，住民へのサービ

スが二の次になりかねない。 

 ・基本市役所は市民にサービスを提供するためにあり，それに向けてどういう組織が

ふさわしいのかということを常に考えて，時々，職員のモチベーションに配慮すること
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があっても良いが，過度になってはいけない。そのために客観視するための資料を

常にチェックして，世間の相場を注意する必要がある。 

 ・これらの資料を見て，全体としては，概ね健全であるという感触を持った。 

 ・１点気になってところは，教育部門の職員数が減っている点である。 

 ・市町村の教育部門の職員は，具体的には何か。 

 

【総務部長】 

 ・今，減少しているのは，学校の用務員，給食調理員であり，嘱託職員等に置き換わ

っている。 

 

【昇委員長】 

 ・資料を見ると如実にわかることが，類似団体との比較で職員数が多い部門は，地区

市民センターに職員を配置している部門となっている。 

 ・ここは，政策の問題であり，鈴鹿市は地域を大事にして，地域に職員を配置すると

いうことであれば，類似団体より多くなっても説明が付く。 

 ・後は，地区市民センターに職員を置いていることが，結果として類似団体と比較し

てコスト高になっているということを市職員が理解し，費用対効果の検証を繰り返し

やっていくということが重要である。 

 ・こういった資料を作る意味は，類似団体と比較して多いから職員数を減らすというこ

とではなく，類似団体より多いのはなぜかということを説得力を持って説明するため

である。 

 

【一見委員】 

 ・鈴鹿市は合併していないので，他市と比較して余剰人員は抱えていない傾向があ

り，かなりぎりぎりのところで頑張っているという状況があると思われる。 

 ・今後，定数を考える時に，外部委託する業務が今後どうあるのか，再任用職員の職

員数への計上は，雇用状態によるので，現実的にやるのであればそういった変数を

入れる必要があるのではないか。 

 

【総務部長】 
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 ・再任用の部分については，これから希望があれば全部再任用しなくてはならないと

いうことがあるので，そういったところが定員に影響し，若い人の雇用ができないとい

うこともあり得るため，短時間での再任用を検討いかざるを得ないと考えている。 

 ・職員数については，かなりぎりぎりの状況であるので，一律に減らすということは難

しい状況であるため，取組⑰の行政サービスの担い手最適化との連動が必要であ

ると考えている。 

 

【大屋委員】 

 ・内容的には，少ない人数で効率的に取り組んでいるように感じている。 

 ・進行管理表の通年指標目標の職員数で，平成２３年度で1,695人となっており，補

足資料では1,436人となっている点について説明をお願いする。 

 

【総務部長】 

 ・進行管理表の目標としている職員数は，再任用の職員と嘱託職員を含めた人数と

なっており，補足資料の職員数はそれらを計上していないこれまでの計上方法によ

るものとなっている。 

 

【大屋委員】 

 ・説明ありがとうございます。少し内容は外れるが，例えばこれから育児休暇を女性

だけでなく，男性も取るよう国が推進しているが，休んでいる職員を職員数にカウン

トし，補充で配置される嘱託職員等も職員数としてカウントすることで，結果として働

いている職員が増えていないのに，数字上の職員数が増えたように見えることが出

てくると思われる。 

 ・そのため，育児休暇に限らず，実働の職員数を示した資料を別途作成することで，

実態に合致した検討がしやすくなるように感じる。 

 

【総務部長】 

 ・育児休暇は，3年になっており，代替として嘱託職員を配置するということで進めて

いる。 

 ・資料については，今後の参考にさせていただく。 
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【昇委員長】 

 ・通年指標目標を職員数について，これまで計上していなかった職員を含めるという

ことは良いが，継続性の確保のため，括弧書きでこれまでの計上方法による職員数

や内訳を併記するようにお願いする。 

 

【総務部長】 

 ・新たな定員適正化計画の中では，内訳について分けて掲載させていただく。 

 

（４） 取組8 「公共施設の全体運営指針の作成」詳細取組① 

  

議長から取組状況及び成果の説明が求められ，取組責任者が次のとおり説明を行

った。 

 

【企画財務部長】 

 ・平成25年度上半期の取組状況は，まず，公共施設維持更新の将来コスト推計につ

いて，昨年度はハコモノを対象に行ったが，今年度は，総務省の試算ソフトを活用

し，道路，橋りょうなどのインフラについても盛り込んで推計を行った。 

 ・次にこの将来コスト推計を含め，市として公共施設マネジメントに取り組むに当た

り，本市の人口推計，財政状況，公共施設維持管理の状況等を明らかにし，課題を

抽出し，これを解決するための取組方針として，公共施設マネジメント推進方針を行

財政改革推進本部の承認を得て，取りまとめた。 

 ・この取組を進めていく上では，体制整備が不可欠であり，将来の推進体制につい

ても素案を作成し，6月に人事当局と協議を行った。 

 ・また，施設カルテの充実については，昨年度整理した基礎データに加え，施設の

維持管理に伴う歳入及び歳出，職員体制，バリアフリー化の状況，施設の劣化状

況，施設管理者からのコメント等の施設情報，利用状況，稼働率等を追加し，新た

なカルテの作成を進めている。 

 ・併せて，施設カルテを維持するためのソフトウェアとしてＢＩＭＭＳを活用するための
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調査研究を行った。 

 ・このほか，公共施設マネジメントの推進は，全庁的に取り組む必要があることから，

5月に公民連携アドバイザー派遣事業を活用し，関係課を対象に研修会を開催し

た。 

 ・本取組の上半期の成果としては，インフラを含めた将来コストの推計，これらを含め

た基本方針の作成，施設カルテの充実が挙げられる。 

 

 取組責任者の説明に対しての意見及び回答は次のとおりであった。 

 

【中澤委員】 

 ・施設カルテを集約し，データベースを構築するとある点について，先ほどの受益者

負担の事項で公共施設が取り上げられており，原価回収率，管理運営直接経費，

管理運営間接経費が示されているが，これらと施設カルテは連動しているか。 

 

【企画財務部長】 

 ・厳密に連動はしていない。 

 ・施設カルテには，先ほど申し上げた要素を盛り込んで充実させていく。 

 

【中澤委員】 

 ・システム的に連動はせずとも，施設カルテの情報は，受益者負担の資料とちゃんと

繋がっているという形で作成すると良いように思う。 

 ・特に受益者負担割合や原価回収率は，施設カルテとしても持っておく方がより効率

化を進めることができる基礎情報である。 

 

【企画財務部長】 

 ・今後検討させていただく。 

 

【昇委員長】 

 ・鈴鹿市の公共施設更新費用の試算の図が方針に掲載されているが，２０２３年から

２０３２年までの間，更新費用が少ないのはなぜか。 
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【企画財務部長】 

 ・この時期に更新時期を迎える施設が少ないためである。 

 ・高度経済成長期に集中して施設を設けているためではないかと考えられる。 

 

【昇委員長】 

 ・この資料で，ハードの見通しはつくので，後はソフトの費用の見通しを含め，鈴鹿市

としてトータルで財政的に乗り切れるのかどうかを見る必要がある。 

 ・この資料を見ると，波があるようなので負担が少ない時期に基金を積んでおくことが

できる。これはソフト面でも全く同じことが可能である。 

 ・大きな波は，ハードの更新の波とソフトの高齢化の波の２つがある。 

 ・事前に将来の見通しを立てて，負担の波を小さくするための準備をしておくことが

大事である。 

 ・将来に向けて，ぜひお願いする。 

 

【企画財務部長】 

 ・委員長の御指摘のとおり，社会福祉経費等が増大していくことは，方針の中でも触

れ，その重要性を認識するところである。 

 ・ただし，中長期の財政計画については，中期的なものはあるが，長期的なものにつ

いては変動要素が多く，推計が困難であるという実態がある。 

 

【昇委員長】 

 ・歳入の見通しは中々わからないが，歳出の見通しは大体わかる。 

 ・とりあえず歳入は，不確定要素も多いため，今の制度が続くと仮定して計算し，要

調整額が多い年と小さい年を知っておくことで，荒いものではあるがマクロの見込み

を持つことができる。 

 

【企画財務部長】 

 ・財政計画という形ではなく，歳出の見通しを立てることは可能であると考える。今

後，ソフト費用の見通しについても入れていく。 
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【神山委員】 

 ・総合計画と公共施設マネジメントを連動させるということを，例として鎌倉市や川越

市で取り組んでいる。 

 ・公共施設マネジメントは，財政と連動して考えないと実行性がないものになってしま

うので，そこを意識した取組をお願いする。 

 ・この取組は，受益者負担の取組，定員適正化の取組，行政サービスの担い手最適

の取組などと関係するので，他の取組と連動して実施することが大切である。 

 ・財政に関して見る場合，一般会計だけではなく，特別会計を含めた全体会計で見

る必要がある。 

 

（５） 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」詳細取

組① 

  

議長から取組状況及び成果の説明が求められ，取組責任者が次のとおり説明を行

った。 

 

【保健福祉部長】 

 ・この取組は，多様化する就学前の子どもの保育及び幼児教育に対するニーズに適

切に対応するための環境を整えることを目標としている。 

 ・その取組の第１弾として，公立幼稚園の再編整備計画を策定した。 

 ・本市には，本年５月時点で２３の公立幼稚園の内，９廃園を除き，１７園で６５９人，１

０の公立保育所で1,186人，8つの私立幼稚園で1,812人，30の私立保育園で3,461

人の子どもがそれぞれ通っている状況であり，約4分の1が公立，約4分の3が私立と

いう状況である。 

 ・本市の就学前の保育及び幼児教育の受け皿としては，従来から民間に委ねている

部分が大きいものとなっている。 

 ・公立幼稚園については，以前から小学校に併設する形を採っている場合が多いと

いう特徴がある。 

 ・女性の社会進出等の拡大に伴い，利用時間が少ないことや民間保育所の開設ラッ
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シュも相まって，特に公立幼稚園離れが顕著となっている。 

 ・少子化が進行している中にあって，保育所はなんとか定員を超える状況であるが，

公立幼稚園は園児を確保することが非常に困難であり，本市では1学級15人を下回

る場合には開園しないという方針で再編整備に取り組んでいるところである。 

 ・そこで本取組の進行状況としては，公立幼稚園の再編整備計画を策定し，並行し

て地元調整や関係機関との協議を進めているところである。 

 ・この再編整備計画の概要としては，鈴鹿市立幼稚園の再編整備に関する答申を基

本に，10年の計画期間で統廃合や幼保一体化も想定しながら，現在２３ある公立幼

稚園を中学校区単位で再編を目指そうとするものとなっている。 

 ・具体的な動きとしては，教育委員会事務局を中心に鈴鹿市立幼稚園再編整備計

画案を作成し，児童福祉行政を所管する保健福祉部との調整を経て，再編整備計

画案及び第1期再編整備計画案としてまとめたものについて，6月11日の行財政改

革推進本部で承認を得た。 

 ・その後，市議会への報告，パブリックコメントの実施を行った。 

 ・第1期再編整備計画に該当する地域の関係者を対象とした詳細説明を9月11日か

ら現在に至るまで順次実施しているところである。 

 ・公立保育所の再編整備については，この計画には登載していないが，一部で定員

を上回る状況にある中，老朽化等への対策が大きな課題となっている。 

 ・公立幼稚園の再編整備計画を進めるに当たっては，各中学校区における公私立

の保育所や私立幼稚園の配置状況，各地域の特性に応じた保育，幼児教育のあり

方を見据えた形態を検討していくことが必要であると認識している。 

 ・公立保育所の老朽化に伴う再整備も併せて整理していかなくてはならないと考えて

いる。 

 ・これらの取組を進めることで，各幼稚園での2年保育の実現や地域の実情に即した

形態の施設の提供，また副次的な効果として，既存施設の放課後児童クラブ等へ

の利用が促進されることが期待される。 

 ・幼稚園，保育所のあり方については，平成27年4月に本格施行が予定される子ども

子育て支援法に基づく鈴鹿市子ども子育て支援事業計画を策定する上での検討

課題の柱となるものと考えている。 

 ・この計画策定のための審議機関として，鈴鹿市子ども子育て会議を子ども子育て
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係わる様々な立場の皆様に御協力いただき，スタートすることとしている。 

 ・その会議と連携を図りながら，本市の子ども子育てに係る環境整備に取り組んでい

く。 

 

 取組責任者の説明に対しての意見及び回答は次のとおりであった。 

 

【中澤委員】 

 ・先ほどの受益者負担の取組や公共施設マネジメントの取組に繋がる話になるが，

基本的にコストに関する情報がない。 

 ・教育に関わる内容なので，コストを持ちこんではいけないのかと思ったが，やはり公

共施設であるので，受益者負担の取組や公共施設マネジメントの取組との連携が

必要であると思う。 

 

【保健福祉部長】 

 ・幼稚園の保育料については，受益者負担の表には記載されていない。 

 ・これについては，国の基準額に則った運用を行っている。 

 ・保育所については，受益者負担の表の一番下に保育料（扶養義務者負担金）を記

載しており，この表の中では異質なものであるが，保育料に関して，基準に対する捉

え方で整理しており，これについては，先ほど申し上げた子ども子育て支援制度の

動向を参考にしなくてはならないと考えている。 

 

【中澤委員】 

 ・公共施設マネジメントの関連で，施設の地域的な点在も兼ね合わせながら考えて

いかなくてはならないと思うが，公共施設マネジメントの取組との連携はどうか。 

 

【企画財務部長】 

 ・公共施設マネジメントと幼稚園や保育所の施設の関連について，先ほど方針をお

示ししたが，この後，公共施設マネジメント白書を作成し，その次に市内全体の公共

施設がどうあるべきかを考える中で，現時点としては，分野別でどのように再編整備

していくのかを明確化することを考えているので，そこで連携していくものと考えてい
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る。 

 

【保健福祉部長】 

 ・保育所も幼稚園も民間活力が非常に多く，公共だけで整理していくものではないと

考えているため，民間とも調整を図っていきたい。 

 

【一見委員】 

 ・幼稚園の再編整備は，私が居た時からの課題であり，その頃も方針は出たが，実

質なし崩しになっていた面もあった。これは，無くなるということになれば当然地元で

反対意見が起こってくるという壁が中々乗り越えられなかった。 

 ・今回，中学校区まで再編整備するということは，私としては敬意を表したい。 

 ・ただもう少し追加すると，今も保健福祉部長から説明があったが，幼稚園も保育所

も民間がかなりのウエイトを占めているが，民間活力をどのように活用していくのか，

あるいは住み分けをどのようにしていくのか，そこの部分が書かれていない。 

 ・幼稚園の計画は出たが，保育所の方はどうなっていくのか。 

 ・再編の考え方に定数割れするからとあるが，民間事業者の活用ということになれ

ば，定数割れにプラスして，さらに再編があろうかと思うがどうか。 

 

【保健福祉部長】 

 ・再編整備計画の中で，すべての施設に触れているが，民間保育園はここ１０数年

の間に非常に増えてきている。 

 ・そのおかげもあり，鈴鹿市では待機児童が発生していない。 

 ・公立と民間の単純な住み分けというより，役割分担を明確にしていくことが必要であ

ると考えている。 

 ・そのあたりについては，先に申し上げた会議で検討を進めて参りたい。 

 

【一見委員】 

 ・役割分担した場合，市が引き受ける分以外は，民間事業者に任せるという方向性

にいくのか。 
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【保健福祉部長】 

 ・民間の役割というものを保育所を例に挙げると，特別の対応が必要なお子さんにつ

いて民間では人員配置等を含めて受け入れが困難な面があり得る。そういったとこ

ろを公立で対応していきたい。 

 

【末松市長】 

 ・公立保育所のあり方というものは，しっかり役割分担をしていかなくてはならない。 

 ・そこの整理を私立の保育園の皆様と話し合いを進めていかなくてはならない。 

 ・今度，立ちあがる会議では，その点が議題に上っていくと思われる。 

 ・その中で，障がいのあるお子さん，特別保育が必要なお子さん，病児，病後児保

育，本市の特徴である外国人のお子さん等，そういった子どもたちへの保育をしっ

かりと公立の役割としていかなくてはならないと考えている。 

 ・そういった役割分担に地域特性を生かしながら，保育所，幼稚園の再編整備を進

めて参りたい。 

 ・地元に入っていく中で，今まであった公立の幼稚園がなくなるということは，非常に

地元の人には抵抗があるということはあるが，これは3年くらい前からそのような中で

定数管理をしていたので，十分今進めている中で対応ができるのではないかなと考

えている。 

・幼稚園と保育所の整備計画を合わせることについては，もう少し時間をいただきた

いが，子育て環境というものをしっかり整備を参りたい。 

 

【大屋委員】 

 ・幼稚園は教育の一環，保育所は福祉の一環となっており，生活者から見たら非常

に近いものが，実は管理も目的も別になっていたので，幼保一体化は，非常に良い

取組であると感じている。 

 ・また，幼稚園の集団教育も非常に意味があるので，その点でも良い取組だと感じ

る。 

 ・しかし，これまで違う流れにあったものが融合するので，幼稚園の先生と保育所の

先生で免許が異なるということ，習ってきたカリキュラムが異なるということなどがあ

り，ただ一緒にすれば良いというものではないと思う。 
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 ・これからなされることだと思うが，一体化することの良さを見せていっていただくこと

が非常に重要であると思う。 

 ・市長の発言にもあったが，少ないから再編する，統合するというだけであると，生活

者からするとメリットが見え辛い。 

 ・再編整備することで生じるデメリットを上回るメリットが見えてこないと，生活者に不

満だけが見えてしまうことになり，せっかくの良い取組が「市の都合で住み辛いよう

になってしまった。」というように見えることは，もったいないことである。 

 ・母親の立場からすると，ネガティブに見えかねない取組なので，今後進めていく上

でポイントになるのではないかと思う。 

 ・品川区では，フレキシブルな民間の力が入ることで，時間が延長するなどのメリット

が生まれ，働く母親が増えているということもある。 

 ・そうなると共働の若い世帯が品川区に増え，良い循環になるということもある。 

 

【保健福祉部長】 

 ・従来から幼稚園と保育所は，縦割り行政の最たるものとして捉えられている。 

 ・本市においても，教育委員会と保健福祉部でそれぞれ所管している。 

 ・御紹介いただいたとおり，先進の自治体では，いずれかの部局がいずれかの部局

に事務を委ねるという形で窓口の一元化を進めている。 

 ・幼稚園と保育所の役割の違いは，言うまでもないが，実際の親から見るとそれほど

違いがないという実情であるかと思う。 

 ・その点については，先ほど申し上げた子ども子育て会議において，当然議論にな

るかと思う。 

 ・幼稚園教諭と保育士の資格の問題については，以前から将来的な課題として想定

しており，数年前から両方の資格を有している者を採用している。 

 

【昇委員長】 

 ・幼稚園と保育所と総合こども園など就学前の政府の方向性がどのようになってお

り，鈴鹿市はその中でどうしていくのかについて，簡単な説明をお願いする。 

 

【保健福祉部長】 
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 ・簡単にというのは，難しいかもしれないが，基本的には従来の幼稚園と保育所を新

しいシステムでは，連携型の認定こども園という形を設け，幼稚園型，保育所型とい

う形態のほか，これまでどおりの形態というものも可能としているが，何もしなければ

新しい形となり，これまでどおりの場合は，相応の手続を要することとなっている。 

 ・保育所については，その経費の全額を公共が負担し，その一部を所得に応じて，

保護者が負担するというシステムだが，今検討されているものは，保育料が直接設

置者側に入るものである。ただし，私立については，従来どおりとなっている。 

 ・幼稚園についても同様の形になり得る。 

 

【昇委員長】 

 ・資料等があったらまたの機会に教えてほしい。 

 ・他市のアドバイザーとして助言したことをここで申し上げると，私は教育が大事であ

ると考え，未来に対する投資をケチってはいけないと考えている。 

 ・そのことと，施設の統合をセットで考えることが重要であると申し上げた。 

 ・統廃合してハードもソフトも立派なものになったと市民が思えるようにすることが重要

である。 

 ・この事例が鈴鹿市に当てはまるかはわからないが，鈴鹿市も統廃合を考えているの

であれば，基本的には同じである。 

 ・今と同じグレードで統廃合したならば，反対運動で潰れる可能性は大きい。 

 ・統廃合によってコストが下がった分の一部をグレードアップに充てるのである。 

 

【末松市長】 

 ・ありがとうございます。 

 ・幼稚園を統廃合するに当たっては，統廃合を行ったところに関しては，2年保育を

実施し，そこにインセンティブを設けている。 

 ・また，教員のレベルアップのための研修も行う。 

 ・幼稚園と保育所の「一体化」と書かせていただいているのは，一元的にならない部

分が色々あるため，敷地の中で幼稚園と保育所を一緒にし，将来そこを一元化する

のか，あるいは，そこに子育て支援センターを設けて，子育ての一体化のものを造る

のかは，その地域や時期によって異なるものと考えており，そういった意味で大きく
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一体化とさせていただいている。 

 ・まだまだ課題が多いため，少しずつ1期，2期，3期と期別に計画を立てている。 

 ・御助言いただいたとおりトータルでコストダウンを図りながらもグレードアップできるよ

うに考えて参りたい。 

 

（６） 取組17「行政サービスの担い手最適化」詳細取組① 

  

議長から取組状況及び成果の説明が求められ，取組責任者が次のとおり説明を行

った。 

 

【産業振興部長】 

・取組⑰は，行政サービスの担い手を見直し，効果的で効率的にサービスを提供す

ること目的としている。 

・この取組では，昨年度から先進事例の研究等を行い，本市の行政サービスの担い

手を見直す指針を9月に策定したので，その内容を説明させていただく。 

・「はじめに」では，本指針の策定の背景や目的に触れ，これまでの本市の取組など

の経過を説明している。 

・次の「第１章 行政サービスの担い手最適化の検討」では，行政サービスの担い手

最適化の手法を左側の直営型，アウトソーシング型及び地域協働型の３つに分類

し，さらに細分化して，９つの手法に整理し，それぞれの手法の説明や本市におけ

る導入事例を掲載するとともに，その手法を選択するための考え方の流れをまとめ

ている。 

・「２ 行政サービスの担い手最適化の手法検討の流れ」では，「既存の事務事業の

点検」から「担い手最適化の見直し」までの具体的な手順について説明している。 

・「第２章 行政サービスの担い手最適化決定後の留意事項」では，担い手最適化

後も行政サービスの水準や継続性を確保するための留意点について７項目を挙

げ，その内容を説明している。 

・最後の「第３章 行財政改革アクションプラン推進期間中の取組」では，第１章，第

２章に記載の基本的な手順等を踏まえ，本年度から平成２７年度までのアクションプ

ラン推進期間中に取り組む具体的な方法を手順１から手順７までの流れを示してい
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る。 

・その中の担い手最適化対象とする事業や業務の選定に当たっては，２つの系統で

行うこととしている。 

・１つ目の系統では，毎年度実施している「事務事業評価」の結果を活用し，今後の

事業の方向性として「現状維持」又は「改善継続」にチェックがあるもの，そしてこれ

らのうち，２行目の改善の方向性として「①市関与の軽減」等の３つの項目のいずれ

かにチェックがある事務事業を見直しの対象とすることとしている。 

・２つ目の系統では，「行財政改革推進本部指示の見直し」として，事務事業評価に

表れにくい窓口業務等の各所属横断的な事務事業や，先進市等の事例について，

内部組織の担い手最適化調整会議において，見直しの対象として検討することとし

ている。 

・今後は，この指針の手順に基づき，各所属で事務事業を見直し，担い手最適化の

対象の事業の選定，手法の検討など，行財政改革アクションプランのスケジュール

に従い，取組を進めて参りたい。 

 

取組責任者の説明に対しての意見及び回答は次のとおりであった。 

 

【一見委員】 

 ・最近伝えられたところによると現在指定管理者制度の対象となっている公の施設の

ほとんどは，随意契約になっていると聞いているが，基本的にこれまで行政改革大

綱及びアクションプランでやってきた方法とはいささか矛盾するのではないかと思

う。 

・その点について，宮﨑副市長にお伺いしたい。 

 

【宮﨑副市長】 

・ 指定管理者は，概ね現在，2巡目となっている。 

・指定管理者制度は，これまで事業管理公社などでしかできなかった公の施設の管

理に民間の活力を導入するということでできた制度である。 

・指定管理者制度に期待する効果には，民間の能力，地域の活性化，経費の削減

などがあり，長期的な考えを持って進めている。 
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・その中で，公募によって選定され指定管理者となった者，公募によらずに選定され

指定管理者となった者が混在しているが，それぞれに良さがあるため，個々の事情

に応じて判断している。 

・本年度行った指定管理者候補者の選定においても，ある程度地域性，地域の活

性化等という視点を入れた中で判断し，その判断を指定管理者選定委員会でチェ

ックしていただいて決定している状況である。 

【一見委員】 

・民間活力の導入という中で，指定管理者制度は，１丁目1番地であると考えてい

る。 

・今の説明を踏まえ，文化振興部長にお伺いするが，いわばその随意契約で今回

決められている。 

・指定管理者選定委員会の意見書を持っているが，正直言って，この内容でよく認

められたなと感じている。 

・あまり言うと他の委員会の批判になるが，よく認められたなというのが正直な印象で

ある。 

・恐らくその前にその委員会に本当に説明がされたのかわからないが，特に今まで

民間の事業者がやっていた訳であるから，例えばそのやり方が非常にまずいという

ことがあったとか。そういう総括でもされたのか。 

・しかしどうもそういう資料が一切ない。 

・いわば土俵に上げずに決めたというような印象が非常に強いわけである。 

・確かに総務省の行政局長通達があり，指定管理者制度の見直しについて通達が

あるが，これは，今までの指定管理者制度は画一的にコストカットに重点を置きすぎ

たのでこれは少し考える必要があるということである。 

・一方で，民間事業者については複数から提案を募るように言っている。 

・この通達からいっても，かなり無理なことをされたなという印象です。 

・そこには，何か特段の事情があったのかどうか，その事業課からの強い希望があっ

たというふうに聞いているので，説明をお願いする。 

 

【文化振興部長】 

・本日の議題は，担い手の適正化であり，指定管理者制度やＰＦＩの導入などを全体
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としてどのように進めていくかが議題の中心であるかと考えている。 

・指定管理者の選定については，条例で定めている附属機関として，外部の学識経

験者等で構成する公の施設の指定管理者選定委員会があり，そこで御判断いただ

いているものである。 

・今回の指定管理者候補者の選定に当たっても，公募を行わないということについ

て2時間議論いただき，その後，対象となる事業者について2時間議論いただき，合

計4時間をかけて，結論をいただいたものである。 

・その4時間の内容については，ここで申し上げるべきものではないと考えているが，

一番大きなものは，まちづくり基本条例が12月1日から施行になっており，いかに市

民の方に参加していただくかということである。 

・それから，指定管理者制度も2巡目が終わろうとしているが，その中で一定の価格

というものが出てきている。 

・指定管理料が安価であったり，色んな地域の人材を生かせたり，といった特に非公

募として認められる部分について，地域の人材を十分活用して，専門的な知識のあ

る方を雇いながらやっていく。 

・そういったことをすべて総合的に検討した結果，公の施設の指定管理者選定委員

会として判断いただいた。 

・その際，市の方針が妥当でなければ，公の施設の指定管理者選定委員会から妥

当でないという御意見をいただくものと考えている。 

 

【一見委員】 

・行革大綱の中で「見える市政」というものをうたっているが，随契でそれが見えるの

かと思う。 

・行革委員としては，行革大綱及びアクションプランに書いてあることについて，進行

管理するということが１つの大きな目的である。 

・私は，大きな意味で指定管理者制度の運用も進行管理に入ると考えているが，違

うということであれば，それはそれでよいが，私は，これが大きな意味で進行管理に

入ると思う。 

・指定管理者制度の現状として，これまで公募してきた施設のうち，今後，公募して

いくものは，３つぐらいしか残らない。ほとんど随意契約になっている。 
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・その３つであっても，今回のような理屈を付けたら全部公募から外れるのではない

か，というのが私の率直な印象である。 

・こうなるとアクションプランの中の民間活力の導入に逆行するということいわれても

仕方がない。 

・私が再三言っているのは，やはり決め方の問題で，市民に見えるか見えないかと

いう進行管理は，この委員会でもできると思う。 

・やはり見えるようにしないといけないので，見えるような努力をすべきじゃないかと

思う。そうでないと行革の方針に逆行するように思えて仕方がない。 

 

【大森副市長】 

・恐らく，今度のスポーツ施設の指定管理者候補者の選定において，その募集方法

の問題を仰っているのだと思われるが，スポーツ施設については，今まで公募により

指定管理者を募集していたが，今回は非公募とさせていただいた。 

・その経緯を説明させていただくと，これまで任意団体であった鈴鹿市体育協会が，

平成１９年に８月にNPO法人として設立した。 

・その後，平成１９年11月にスポーツ施設の指定管理者の募集を行ったが，その時

には，設立間もない団体であるため，当該施設の管理に際し十分なマネジメントや

経営能力などが備わっているか疑問もあり，公募とさせていただいたといういきさつ

がある。 

・さらにその後，平成２1年3月に第2次鈴鹿市スポーツ振興計画を策定し，その中に

おいて，明確にNPO法人鈴鹿市体育協会を位置付け，事業支援をしていくべきとい

う方向を示した。 

・また，併せて，先ほど文化振興部長が申し上げましたが，平成２４年１２月にまちづ

くり基本条例を施行し，地域づくりの組織との協働をしっかりしていくという話を含め

て決定した。 

・前回の指定管理者候補者の選定時には，ＮＰＯ法人鈴鹿市体育協会の「レーゾン

デートル」のような部分がはっきりしないという中であったが，この5年間でだいぶ育っ

てきており，市民との密着性や親和性もあり，スポーツ団体との結び付きが非常にあ

るため，やはりスポーツ振興というのは，ＮＰＯ法人鈴鹿市体育協会がされる方がふ

さわしいじゃないかという結論となった。 
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・公の施設の指定管理者選定委員会においても，そこの議論を十分に行っていた

だいた上で，最終的に決まったということである。 

・その部分について，若干透明性に欠けるのではないかと言われれば，説明不足の

面があったかも知れないが，そういった経緯がある。 

・また，他市の状況を調べたところによると，スポーツ施設については，やはりスポー

ツ団体，体育協会，本市ではNPO法人であるが，そういった財団法人なり社団法人

等でマネジメントしているところが多いというような経緯も踏まえて，今回，非公募とさ

せていただいたという経緯がある。 

・説明不足の部分については，もう少し説明すべきだったと思うが，そういう経緯で指

定管理者候補者として選定したということについては，ぜひ御理解いただきたい。 

 

【一見委員】 

・私が理解してもあれだが，やはり全体として見えるかという話である。 

・民間活力の導入は，指定管理者制度が１丁目1番地だと思う。 

・こういった理由で全部挙げていくと，ほとんど１丁目1番地の指定管理者制度は民

間の活力の導入ではなくなってします。 

・個々の事情に入っていくとほとんどなくなってしまう。 

・これは，行革大綱あるいはアクションプランと非常に方向性が一致しないし，また，

市民によくわからない。 

・今の説明では私は納得しません。別に答弁はいりませんが，私のこの発言はきち

んと記録には残して欲しい。 

 

【大森副市長】 

・一見委員の御発言にあった総務省の通達は，平成22年のものですか。 

 

【一見委員】 

・そうである。 

 

【大森副市長】 

・指定管理というものが，どちらかというと価格競争に偏るので，それを反省した上で
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サービスの向上を求めるようなものであったと思う。 

・当然のことながら，価格競争をしないというではないが，そういう反省も踏まえ，私ど

もがサービスの提供者としてどこが良いかと考え，公共的団体として知事の承認も得

ているＮＰＯ法人鈴鹿市体育協会となった。 

・ＮＰＯ法人鈴鹿市体育協会が，市の体育のサービスを提供するに当たり，最も適し

た市民の立場になるのではないかと考えて，至った結論である。 

 

【一見委員】 

・今，大森副市長が言われた総務省の局長通達を見ると，民間事業者等から幅広く

求めることに意味があり，複数の申請者に事業計画書を提出させることが望ましいと

ある。この点と矛盾をすると思う。 

 

【文化振興部長】 

・私どもが，非公募により指定管理者候補者を選定するに当たっては，議会の審議

をいただいた条例の要件に従って，手続をさせていただいている。 

・通常，株式会社においては，利潤が出た際には株主に配当するということになる

が，非営利法人にはそれがないので，今回の提案内容の中には，その分を市民に

還元したいというものがあった。 

・こういった点も評価をしていただいた１点かなと考えている。 

 

【一見委員】 

・その説明には，かなり無理がある。 

・民間事業者はよそへ利益を持っていき，NPO法人は全部還元しないといけないか

ら還元されるというが，基本的に民間事業者は，効率性があり，創造性があり，それ

からサービスがいいという，つまり，その非常にメリットが普通あるから任せるものは，

任せていこうかということである。 

・だから民間事業者がよそに利益を持っていって還元しないから駄目だという論理

は，それはまったく官の論理と違いますか。 

 

【文化振興部長】 
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・私は利潤をよそに持っていくからだめと言っているのではなく，事業者の利益を市

民に還元するという提案については，真摯に受け止めさせていただいたということで

ある。 

 

【一見委員】 

・民間事業者がやると還元できないかどうかは聞いてみないとわからない。 

・まさに公募をして，複数やって聞かないとわからない，なぜそのようなことを断定で

きるのか。 

 

【宮﨑副市長】 

・今回，行政サービスの担い手最適化ということで，1つの仕組みを出させていただ

いた。 

・その中で，最適化の手法を9項目に分け，様々な事業を直接実施型，アウトソーシ

ング型，地域協働型に分け，これから十分協議していくこととなり，その中では，当然

指定管理者の関係も出て参りますので，今後，指定管理者のあり方がどうであるか

を検討させていただきたい。 

 

【昇委員長】 

・地方自治法が改正され，指定管理者による公の施設の管理を３年～５年やってき

て，今度2回目をやるわけであるが，１つの事例だけで議論するのではなく，横並び

で議論してはどうか。 

・指定管理者制度の対象になるものは，たくさんある。 

・またこういう場が設けられると思うので，横並びで見ることのできる資料を準備して

いただき，それを見た上で議論する機会を持ちたい。 

・個別ではオープンにしているが，横並びでオープンにするのは初めてかもしれな

い。ぜひ今度の機会にお願いする。 

 

【大森副市長】 

・個別議論ではなく，全体としてご覧いただく。 

 



35 
 

【昇委員長】 

・横並びで見ると，担当者は当然と思っていても，実は全体を見ると違うかなというこ

とが出てくる。 

・あるいは，こういう場合は，このようなやり方でやった方がもっと良くなるかなというの

も多分出てくるのだと思う。 

・鈴鹿市の行財政改革がグレードアップしていると感じる点は，それぞれの部局で使

用料とか手数料を決めていたものを，初めて横並びにすることで，凹凸を減らそうと

いう点がある。 

・指定管理者制度は，まだ始まったばかりでその作業が十分行われてないが，２巡

目に入っているので，そろそろ指定管理についても横並びで凹凸を見て，市民にオ

ープンにすると，市民にもわかりやすい。 

 

【一見委員】 

・最後にもう一つ。文化振興部長が言われたのは，指定管理者制度の枠の中でちゃ

んとやっているから問題ないということだが，指定管理者制度に関する条例は平成１

７年につくっている。 

・この大綱は昨年つくり，今アクションプランを進めているわけであるから，当然，個

別の対策も横並びで見直すべき。個別に見直していって，それがあるからそれでや

ってきたと言ったらと行革大綱との整合性をどうするのか。 

・そうなると，民間活力の導入というものをもうちょっと表現を変える必要があるので，

横並びの整合性がいると思う。 

 

【昇委員長】 

・イギリスで全く同じことがあった。 

・要するにイギリスの制度を日本版に縮小して入れている。 

・イギリスでは，CCTというが，義務的公開競争入札です。 

・国が自治体にとにかく競争入札で決めないとダメだと決めたわけである。 

・それがサッチャーさんの時代である。 

・その時の基準が，何よりもコストであった。 

・その後，労働党に政権交代してブレアさんになると，職員組合もバックにあるので
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あんまりコストばかり言うのは，労働組合が堪忍してくれという事があり，競争入札は

続けるが，その時にコストだけではなくてサービスの質であったり，総合的にコストベ

ネフィットを見て判断するという制度に変えたのである。 

・イギリスはかなり時間をかけてそういう風に変わったのであるが，日本はものすごい

スピードでやっているのか，そういう議論が今自治体によっては起こってきている。 

・かなりサッチャーさん的なサッチャーイズムの市長の自治体では，コストが一番であ

るという考え方で指定管理制度をどんどん入れている。 

・それは地方自治ですから色々あって良いと思う。 

・いろんなところがあり，最終的に日本に一番合う形で落ち着きをとり戻せば良い。 

・イギリスでも同じような議論が15年位前に行われているので，日本でも当然起こる

議論であると思う。 

・要は，市民にとって，より安いコストでより良いサービスが提供できる仕組みというの

がどういうものなのかという事なので，常に原点に戻って直営で行う場合，企業にや

ってもらう場合，NPOにやってもらう場合，どの形態がトータルとしてより安いコストで

より良いサービスを提供するのかという視点から，横並びで見てみると何となく相場

観が出てくるのではないかと期待している。 

 

【大屋委員】 

・誰のための行政サービスがということを考えたときに，指針にモニタリングの実施と

いうことが書かれているが，行政と新しい担い手の双方向からのモニタリングだけで

はなく，実際の利用者市民の視点を加えた3方向からのモニタリングが必要であると

感じた。 

 

【昇委員長】 

・ユーザーと民間のサービス提供者と行政の3つの視点，恐らくユーザーはアンケー

ト調査による場合が多いと思われる。 

・視点ははっきり３つである。行政の視点，サービス提供側の視点，それからユーザ

ー側の視点。 

 

【産業振興部長】 
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・ありがとうございます。参考にさせていただく。 

 

（７） 鈴鹿市行財政改革アクションプラン全体に関する意見交換 

  

議長から鈴鹿市行財政改革アクションプラン全体に関する意見が求められた。各委

員は，次のとおり意見を述べた。 

 

【大屋委員】 

・私は本業が消費者研究なので，このアクションを実行することで鈴鹿市に暮らし 

ている人達の暮らしが良くなるのか，市民自身が嬉しいと思えるか，それを聞いて

「やった！」と思えるか，極端に言えば思わず税金を払いたくなるような気持ちにな

れるか，ということが重要であると考えている。 

・そのため，私は常にその視点を持って意見したいと考えている。 

・もちろん，結果として何かを削減をするといったアクションプランも実行されるだろう

が，“そのアクションは，市民にとってそう思われるようなプランか”ということを意識し

て検討していただくと，おのずと市民の見え方も変わってくると思う。 

・また，せっかく改革という言葉が付いているのだから，前例を良くするということだけ

ではなくて，０から１を生むようなアイディアが１つや２つ入ってきたら良いように思う。 

・例えば，全国で「これは鈴鹿市が最初にやった」といわれるようなアイディアが，もし

１つでもこの委員会から生まれたら，とても素敵なことだと思う。 

・前年度と比較することや，これまでの前例にならうこと，他市と比較することはもちろ

ん大事であるが，（難しいことだとは思いつつも）ビッグアイディアが１つ入ってくるこ

とで市が活気付き，市民が自分から「あれをやった鈴鹿市に住んでいるんだよ。」と

自慢したり，「あの鈴鹿市の出身なんだよ，」と言えるようになると良いと思う。 

・非常に理想論的な話だとは思うが，私自身はそう思っている。 

 

【昇委員長】 

・境港市は，ゲゲゲの鬼太郎のまちとして，観光客数が多い。 

・あれには，鳥取県庁，境港市の職員が係わっている。 

・時系列とか類似団体比較というのは，説得力を持たせるために行う。 
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・すごい施策というものは，オリジナリティから生まれてくるので，そこは，大事であ

る。 

 

【神山委員】 

・行政改革というともう，費用削減の印象がとても強く，また，今回の課題について

も，職員の方々には結構厳しい話ばかりである。 

・一方，そういう中で，公共サービスの充実というものをいかに図っていくかということ

は，極めて難しい課題である。 

・行財政改革は必要であるが，その中で，サービスの充実も図るということも十分意

識し，バランスがとれた形で進めていただきたい。 

 

【中澤委員】 

・進行管理表から見た印象では，約８割が順調に当初の予定どおりに進んでいるよ

うである。 

・進行管理表は，そのようなことが読み取れるよう見やすくまとめて頂いている。 

・その中で，予定どおりに進んでいないものについては，上半期も終わっているので

反省等をすべき時期であるかと感じる。 

・反省等をし，今後どのようにすべきかを考えていただきたい。 

 

【一見委員】 

・本日の議論の１つの共通項目は，これまで税や手数料の徴収などかなりの部分が

縦割りとなっていたということである。 

・私自身が居る時の反省点もあった。 

・それから，先程の指定管理者制度については，越権行為だったかもしれないが，

縦だけじゃなく，全体でやっている訳であるから，全体から縦を見るということを推進

していただききたい。私もその立場で意見を申し上げたいと思う。 

 

議長から次のとおり委員会の総括が行われた。 

 

【総括】 
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行財政改革の進行管理が，中澤委員の指導助言に基づき改善が図られている点，

取組を論理的に整理検討し，文書化することで，市民にわかりやすくなっている点から

見て，鈴鹿市の行財政改革の推進は，最初のころよりグレードアップしていると感じ

る。 

こういった進め方を根付かせ，市民への説明責任を果たし，考え方が１０年先の人

にも伝わるようにこれからも努めていただきたい。 

第三者機関は，こういった進め方を根付かせる動機付けになっているといえる。 

市民との関係について，カスタマーサティスファクション（顧客満足度）としての視点

は大事であるが，市民は顧客である以上に主権者である。 

市民が主人公であり，主権者であるから，市民に情報を提供し，情報共有し，透明

性の高い政治行政にし，市民が参画するチャンネルを用意しなくてはならない。 

そのため，顧客満足度だけで考えるのは，間違いであるし，もっと言うと失礼に当た

る。 

公務員は，パブリックサーバントであると捉え，顧客ではなく，御主人つまり主権者

である住民との距離感を考えなくてはならない。 

横並びで不公平をなくしていく動きが出てきたのは，非常に良い。 

新しく出てきた指定管理者制度についても，次回，横並びで全体を見ることができ

るようにしていただきたい。 

 

 議長の総括を受けて，市長が次のとおり発言した。 

 

【末松市長】 

・長時間にわたる熱心な御議論に本当に感謝を申し上げる。 

・項目を絞っていただいたおかげで，かなり専門的に，また，掘り下げて御議論をい

ただいたと感じている。 

・委員の御意見御指摘を真摯に受け止め，今後の行財政改革にしっかりとつなげて

まいりたい。 

・また，市民の立場あるいは目線，それから，市民参画というものが今後の行財政改

革に非常に不可欠であるということも，今日の会議を通じてあらためて，感じさせて

いただいた。 
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・本市の行財政改革の進捗については，８割は予定どおり進んでいるという大変高

評価をいただいたが，まだ，行財政改革に対し，意識が低い面もあるので，私ども行

政だけではなく，市民の立場ということをしっかりと認識しながら，今後しっかりと努め

てまいりたい。 

・説明責任，透明性というものは，これは，大原則であるので，十分説明をしながら，

改革を進めてまいりたい。 

・行財政改革大綱を作ったときに，横串を差す，鈴鹿らしい行財政改革にしたいとい

うことで進めさせていただき，その点を御評価いただいたことで，少しずつ近づいて

きたのかということを感じているが，なお，一層気を引き締めて，行財政改革に取り組

んでまいりますので，今後もより一層の御指導賜りますことをお願い申しあげる。 

 

 以上をもって閉会となった。 

 


