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平成２６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２６年４月１８日(金) １３時３０分～１５時５０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：２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が挨拶を行った。 

 

２ 議事 

 

 議事に入り，議長が次のとおり挨拶を行った。 

 

議長挨拶（要旨） 

 ・日本全体が右肩下がりになり，厳しい行政改革を県も市町村も続けてきており，今

後も続けていかなくてはならない。 

 ・今年の春闘に限っては，久しぶりにベースアップという言葉を聞くことになり，恐らく

順調にいけばこの１２月に久しぶりにプラスの人事院勧告が出るのではないかと思う。 

 ・そういう中で，筋肉質となった行政の経営体質を維持しつつ，伸ばせるものは伸ば

していくということが可能になるかもしれない。 

 ・そういう視点から市の事業を見直していければと思う。 

 

 議長挨拶に続き，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４項目あり，各議題につき20分間程度とし，最初の5分程度を取組責任者か
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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。 

 ・その他の事項において，取組⑰の指定管理者の指定に関する経過報告を予定し

ている。 

 ・最後は，平成２５年度の行財政改革アクションプラン全体について，委員の御意見，

御助言，御質問等をいただきたいと考えている。 

 ・平成２５年度の取組全体の総括については，別途，実施結果報告という形で取りま

とめをさせていただきたい。 

 

（１） 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」詳細取組① 

 

議長から取組実績等の説明が求められ，取組責任者が次のとおり説明を行った。 

 

【総務部長】 

 ・資料１の取組④詳細取組①の項を御覧いただきたい。 

 ・取組内容は一時的な業務量の増加時に負担軽減を図るため，業務経験や知識の

ある職員を機動的に配置する仕組みを構築するものである。 

 ・平成２５年度の行動として，基本方針案を作成し，１月２８日の行財政改革推進本

部会議において承認を受けている。 

 ・試行としては，２月から３月にかけての市・県民税の申告相談時期において，昨年４

月に市民税課から他部署へ異動となった職員２名に兼務発令を行い，市民税課で

相談業務に従事することとした。 

 ・市民税課からは，非常に助かり，市民の待ち時間の軽減，職員の時間外勤務時間

の削減に繋がったとの報告を受けている。 

 ・なお，規定の策定については，試行の実施期間が年度末であったため，検証を行

った上で平成２６年度の第１四半期に作成する予定である。 

 ・次に作成した基本方針について説明させていただく。 

 ・資料３の１ページ目を御覧いただきたい。 

 ・基本方針の作成に当たり，時間外勤務の分析を行った結果，一人当たりの時間外

年間３６０時間を超える職場は１７職場となった。 

 ・その中でも繁忙期，閑散期の時間外勤務時間の差が大きい職場は，市民税課（申
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告時期から納税通知書の送付までの期間），商業観光課（Ｆ－１，バルーンフェスタ

等のイベントが重なる期間），選挙管理委員会事務局（選挙期間中）である。 

 ・機動的人員配置に係る職場ニーズの調査結果については，希望するものは７１職

場中１０職場（１４％）であった。 

 ・機動的配置を望むと回答したすべての職場において，業務に係る知識を持つ経験

者が必要との回答であった。 

 ・必要としないと回答した職場においても，恒常的に人員が不足しているので，増員

を希望する回答が多かった。 

 ・人員が少ない中では，人員が欲しい職場があっても，人員を出せる職場が中々な

いという現状である。 

 ・機動的な人員配置について，要綱等を作成し，ルール化を図っている自治体であ

る武蔵野市や富士市においても，あまり積極的な活用は図られていないようであっ

た。 

 ・なお，本市において，機動的な応援体制というものは既に行っており，選挙時に中

堅職員で構成された会場準備を含めた選挙事務の応援チームなどもあり，職務命

令を出して従事させている例，産業振興部のイベント時に部内各課からの応援体制

を敷く例，古いものでは地域振興券や定額給付金，今年度話題に上がっている臨

時福祉給付金，子育て世帯臨時特別給付金などの急な国の施策で全庁的な応援

体制を要する場合は兼務辞令を出してオール鈴鹿で対応している。 

 ・また，地区市民センターにおいては，少人数で勤務しているため，ブロック別に応

援体制を構築している例もある。 

 ・今回作成した基本方針においては，まず，一番目に所属長権限において課内のグ

ループ間の流動を積極的に活用することとし，二番目に部長裁量によって部内流

動で対応することとしている。 

 ・そして，最後に総務部長協議の上で，部外間の調整を行い，部外の職員に兼務辞

令を発令するなどの仕組みにしている。 

 ・課を超えて人員を流動させる場合には，期間を３か月以内としている。 

 ・今回，新たに取り組んだ事例として，資料４の１ページを御覧いただきたい。 

 ・事例となっている申告相談については，以前から時間外勤務の削減を検討してお

り，昨年の申告相談時期から新システムが導入され，その新システムを経験して異



 

4 
 

動となった職員の応援について協議を行い，異動先の所属長の理解もあり，スムー

ズに実施することができた。 

 ・実施した部署は，１月から４月にかけて市・県民税の申告相談等で極端に忙しくな

る企画財務部市民税課（職員数２４名）である。 

 ・申告相談時期は２月１２日から３月１７日まで，時間は８：３０～１６：００までとなってい

る。 

 ・昨年４月１日付けで異動となった税の専門知識を持つ２名が行った業務内容につ

いては，市・県民税の申告書の面談作成業務（８：３０～１６：００）である。 

 ・部内各課の応援職員が行った業務内容については，専門知識を必要としない医

療費控除用の領収書の受付業務（８：３０～１５：００）である。 

 ・申告会場は，市庁舎及び各地区市民センターである。 

 ・申告相談については，Ａ氏が６日間，Ｂ氏が５日間，計１１日間従事した。 

 ・領収書の受付業務については，５課で延べ１９人が１５日間した。 

 ・昨年異動となった職員を対象とした理由は，新システムを使いこなせる職員が市民

税課の職員以外では，昨年異動した職員のみということである。 

 ・また，異動先の職場への影響を鑑み，週に１日～２日のみ市民税課で申告相談を

行い，それ以外の日は本来の職場の業務に当たることとした。 

 ・税のベテラン職であるため，今年初めて申告相談に臨む職員と比較するととても戦

力になったということである。 

 ・また，以前は部内の応援体制も敷いていなかったが，今回，企画財務部長のリーダ

ーシップによって部内の応援体制が敷かれることとなった。 

 ・市民税課としては，この機動的配置によって，申告相談をスムーズにこなしつつ，

時間外勤務の主な要因となっていた日々送付される課税資料の入力処理の采配

にベテラン職員を回すことができ，新システムによる改善効果も相まって，時間外勤

務時間が対前年度４０％減となった。 

 ・従事対象となる職員についての課題は残っているが，来年も同様の取組を行って

いくことを考えている。 

 ・最後に，この取組は非常に良い例となり，部同士の相互理解があれば，このような

取組を実現できるという新たな認識ができたため，職員間の調整がつけば他課での

実施も期待している。 
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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】 

 ・資料１によると「機動的に配置した職員の従事時間」の実績が１５４時間となっており，

資料２によると「機動的に配置した職員の従事時間」の平成２７年度時点での目標

が２００時間となっているが，あと１か所くらい実施すれば目標は達成できるという目

安であるのか。 

 

【総務部長】 

 ・もう１か所できれば良いと考えているが，来年も同じ職場で実施するとしても，時間

を拡大したいと考えている。 

 

【中澤委員】 

 ・資料１の４ページの行動計画部分について，「関係団体との調整」という行動内容

があるが，この取組における関係団体とは何を指すのか。 

 

【総務部長】 

 ・新たな取組であるので，職員労働組合との調整である。 

 

【中澤委員】 

 ・その職員労働組合との調整について，第１四半期の予定が第４四半期の行動とな

った理由は何か。 

 

【総務部長】 

 ・アクションプランの取組の半分くらいが人事課関係となっており，人材育成，定員適

正化，残業の削減などを平行して進めていく中で遅れが生じたものである。 

 

【中澤委員】 

 ・成果は出ているので，４０時間５日間程度の投入時間で実行できたのであれば，も
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っと早めにという印象がある。 

 

【神山委員】 

 ・実際に配置される職員の評価を，本来の職場と機動的配置先の職場でどのように

行っているのか。 

 

【総務部長】 

 ・人事評価システムは，試行の対象範囲を徐々に拡大している段階であり，今回機

動的配置の対象となった職員は対象外となっている。 

 ・そのため，現状としては，課長を通した部長ヒアリングを人事課が聞き取る中でそれ

ぞれの職場からの報告を受けている。 

 ・また，現在試行範囲の拡大を進めている人事評価システムでは，機動的人員配置

等の部分を割り増しで評価できるシステムとなっている。 

 

【昇委員長】 

 ・地方公務員法自体が，正規の職員がやるのが大原則で，足りない部分を少し嘱託

職員や臨時職員に頼むという前提でつくられているが，実態はそうではなくなってい

る。 

 ・鈴鹿市も非常勤職員が非常に多い。 

 ・人事管理をする際に，正規の職員で仕事をするという頭ではなく，正規の職員が中

核にいるが，非常勤職員，部署によってはＮＰＯ，町内会等の住民の方，要するに

市役所の中，市役所の外，鈴鹿市の資源としての人材を全部どうやって動員して，

福祉の目的，教育の目的をやるかというように頭を切り替えなくては，これからの時

代は乗り切れない。 

 ・頭の根本的な発想の転換である。 

 ・理系の教育機関等においても半分以上が非常勤の方である。 

 ・東大で色々なコメント等を出している方に特任教授もいる。 

 ・国公立でも私立でも正規の教授というものは案外少なく，特任教授，客員教授，特

別研究員などで構成されている。 

 ・組織のマネジメントも正規の職員だけ管理すれば良いということは，研究機関にお
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いても教育機関においても終わっている。 

 ・もちろんユニー，イオン，マクドナルドでも終わっている。 

 ・マクドナルドではバイトがいなくては成り立たない。 

 ・急な欠勤等があったとしても，他の人が代替で入るようなシステムを作っている。 

 ・これは作らなくてはならないのである。 

 ・市役所もそういうことを考えなくてはならない時代に入っている。 

 ・正規の職員だけでやるのではなく，非正規職員，部署によっては市民も入ってもら

って，全体としての人材をうまくコントロールする点から組織管理，人事管理をしない

と回らないのである。 

 ・この取組は，良いことであるが，３～５年前からやっていれば税金はもっと浮いたわ

けである。 

 ・１０年前にはそういった発想がないので，厳しい言い方をすると税金の無駄遣いを

この１０年やってきたわけである。 

 ・総務省においても地方公務員法をそろそろ変えなくてはならないという議論が始ま

っているが，法律が変わるのを待つのではなく，実態としてそうなっているのであれ

ば対応する必要がある。 

 ・正規職員が教育，福祉，土木の目的をするのではなく，正規，非正規，市民を巻き

込んで教育，福祉，土木目的をやるという発想に立って，そのためにはどういうシス

テムを組まなくてはならないか，どういう人材を育てなくてはないないか，人事考課を

しなくてはならないかということである。 

 ・そういう意味では，野球に例えるとファーストしかできないプレイヤーよりオールラウ

ンドプレイヤーの方が評価できるのである。 

 ・そういうことを地方公務員法も市役所の制度もこれまで想定していなかったのである。 

 ・それではもうだめであり，民間，研究機関は既にそういう時代になっている。 

 ・もちろん市役所も県庁も日本国政府もそのように変わらなくてはならない。 

 ・多様な人材をどうやって組み合わせて本来の福祉目的を充実強化していくことがこ

れから求められる。 

 

【大屋委員】 

・全体的に非常に素晴らしいというのが第一印象である。 
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・流動的に人材をうまく使っていくために，どこの企業でも大部屋など上手に適材適

所の配置をする傾向にあるので，こういった取組を進めていくとプラスになる。 

・今回，企画財務部市民税課の事例を聞いたが，まだ機動的な配置を必要としてい

る職場があるので，そちらでもうまく実施されていくのかが気になる点である。 

・先ほど，委員長から非正規人材の活用の重要性が述べられ，その重要性は認識し

つつも，実際には専門的を重視する業務も多く，頭数が増えるだけではうまくいかな

い面があるという意見もよく理解できる。 

・そういった場合には，例えば，結婚や出産で退職したスキルや知見を有する人材

を非正規で活用するということがあって良いと感じる。 

・後，この課題ではないが，先ほどのアンケート結果に「恒常的に人員が不足してい

る」という回答があったが，こちらの方が大変な問題のように感じる。これは，取組⑤

で取り組むものであるのかもしれないが，ずっと忙しい職場があるのならばそちらも

視野に入れた方が良い。 

 

【総務部長】 

 ・この取組については，臨時職員及び嘱託職員を活用した中で，徴税吏員等の正規

職員しか業務を行うことができないものに対して，機動的な人員配置を行おうとする

ものである。 

 ・人員配置については，適正な配置に努めていきたいと考えている。 

 

【昇委員長】 

・今の件に関連して，看護士や保育士の人員が足りなくて，一度家庭に入った経験

者を再発掘するということが現在行われている。 

・専門性の高い仕事については，過去に市役所での勤務経験がある市民の方に協

力をお願いしていくことはあって良いし，単価等も多少は変えて良いと感じる。 

・恒常的に人員が不足している部署への対策であるが，本当に公務員がやらなくて

はならない業務であるかの精査が必要である。 

・まず，行政がやるべき業務であるかという仕分け，次に行政がやるべき業務であっ

ても行政が直営でやらなくてはならない業務であるかという仕分けを行う必要がある。 

・担当部署が足りないと主張するから定員を増やすというのはありえない話である。 
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・行財政改革の視点で精査し，必要なものであれば応えていく努力が必要である。 

 

（２） 取組⑨「創造的な人材の育成」詳細取組①及び② 

 

議長から取組実績等の説明が求められ，取組責任者が次のとおり説明を行った。 

 

【総務部長】 

・資料１の取組⑨詳細取組①及び②の項を御覧いただきたい。 

・詳細取組①の内容は，民間企業での実務研修，国や自治体等との人事交流によ

り，職員の意識改革を促し，能力の向上を図るというものである。 

・詳細取組②の内容は，専門的知識を持つ外部人材の登用等により，職員の意識

改革を促し，能力の向上を図るというものである。 

・これらの取組については，できることろから順次開始しており，現行の人材育成基

本方針の見直しに取り組み，次期方針の中に派遣研修や外部人材の登用も明記し

ていくことを考えている。 

・そのため，現行の人材育成の基本方針の見直しの進捗について説明させていた

だく。 

・まず，８月にワーキンググループを１０名で発足し，年度末までには合計で１４回の

協議を行った。その内容は，職員アンケートで現状把握を行い，その分析を初め，

目指すべき職員像や必要な知識・能力等を協議して，今後改定すべき点の洗い出

しを行った。 

・そして，人材育成の基本的な考え方，あるいは人材育成の方策として，人事管理

の基本的考え方，効果的な人材育成，多様な人材の確保，人事制度，研修制度な

どに現在まとめている途中である。 

・これに当たっては，人事の先進地としてトータル的な人事制度を構築している豊田

市の視察を行った。 

・また，アドバイザーとして日本経営協会の関山氏の協力を得ながら，素案の作成に

取り組んでおり，今後，色々な意見を聞き，平成２６年度中に作成予定である。 

・私は，「難問に当たっても，挫けることなく，人間としてののりしろ部分で持ちこたえ

ていく職員に育ってほしい」と考えているため，総務部長に着任し，人事課に対して



 

10 
 

不当要求などへの対応能力についての研修についても書き込むよう指示を行って

いる。 

・また，業務の遂行能力だけでなく年齢を重ねるにつれて必要となる人間関係調整

能力を高める必要性などにも触れて欲しいと考えている。 

・以前の本委員会で，現在の基本方針の鈴鹿市の目指すべき職員像が５つあり，

「一言で言い表せる職員像にしては」との御意見をいただいたので，そのように作成

を進めている。 

・詳細取組①の研修派遣や人事交流について，資料４の２ページの人事交流・派遣

等一覧表平成25年度を御覧いただきたい。 

・派遣の主だったところとして，国への派遣は，末松市長になり１番にあるように経済

産業省の本省に平成24年度から1名を2年間派遣しており，今年度からは，新たな

職員に交代し派遣している。 

・また，中部経済産業局から，1名本市産業政策課に来ていただいている。 

・三重県とも人事交流をしており，２の三重県総務部財政課に1名派遣しており，本

市企画課に1名県から来ていただいている。 

・県には，今まで財政，法制執務，都市計画などの職場に職員を派遣している。 

・また，5番，６番にあるように平成25年度は，東日本大震災の被災地支援として本

市から石巻市に事務と建築の職員2名を派遣している。 

・事務職員は消防署の再編計画に，建築職員は小中学校の修繕や高台移転など

の業務に従事したとのことである。 

・事務職員1名は，本年度は鈴鹿に戻り，さっそく経験を生かしてもらうため防災危機

管理課に配属した。 

・建築職員は，派遣先の要請があり，もう一年石巻に残っている。 

・職員にとっても，防災・減災に取り組んでいる鈴鹿市にとっても，非常に参考となる

派遣となっている。 

・消防職員は，本市に三重県の消防学校があることもあり，三重県に数名派遣して

いる。 

・また，消防団の関係で，財団法人日本消防協会にも派遣している。 

・なお，本市は，民間との交流は図っていない。 

・次に②の専門的知識を持つ外部人材の登用について，３ページのＣＩＯ補佐官採
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用案の概要を御覧いただきたい。 

・平成26年度から情報統括監を長とするＩＴ推進本部を設置するに当たり，特別職非

常勤として情報統括補佐官の採用を計画している。 

・専門性の高い情報通信技術の部門を強化し，ＩＣＴの活用に関する計画策定等の

助言や関係職員の育成，平成28年1月からのマイナンバー制に備えることなどに携

わって，情報化推進を進めていく予定である。 

・過去の専門的知識を持つ外部人材の登用については，教育研究所長として不登

校問題に詳しい者を，また，家庭児童相談室長として臨床心理士の資格を持つ者

を任期付職員として登用した事例がある。 

・本件の関連事項として取組１１－②で鈴鹿市改革改善活動発表会を開催し，研修

の一環として，入庁2年目の職員が企画・運営を行ったところ，新聞にも大きく取り上

げられ，発表者はもとより，運営に当たった職員の成長や連帯感につながった事例

を紹介させていただく。資料の４ページ，５ページを御覧いただきたい。 

・平成２６年２月１９日に行財政改革アクションプランの一環として，業務の改善や市

民サービス向上などの取組を若手職員が報告する発表会を開催した。 

・このような発表会は，鈴鹿市では始めての試みであり，13グループの参加があった。 

・この取組は，本市のアピール不足を懸念する市長，副市長の強い要望である。 

・同種の発表会は既に全国的に事例も多く，後発で十分な成果が得られるか不安も

あったが，実施した結果は，非常に好評で，新聞にも大きく取り上げられ，見学いた

だいた多くの市議会議員からも好評価をいただいた。 

・民間に比べプレゼンの場があまりないので，すべての発表者が自分の実力をアピ

ールする場として実力を出し切り，発表会は見応えのあるものとなった。 

・また，人事課サイドとしては，人材の発掘の場にもなり，グランプリに輝いた女性が

中部経済産業局へ女性として初めて派遣しようとしていた人物で，派遣先で十分や

ってくれると確信できるものであった。 

・この発表会では，どんなささいな改善でもみんなで褒めることを基本としており，時

間の経過と共に一体感が生まれ，みんなが幸せな気持ちになることでき，褒めて伸

ばすに繋がると実感できるものであった。 

・見学に来ていた職員も，若手職員のプレゼン能力の高さや審査員及び応援部長

のコメント力の高さに触れて，驚いている様子がうかがえた。 
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・今後，プレゼン能力やファシリテーター育成の研修参加が増えてくる可能性も感じ

られた。 

・また，企画運営した入庁2年目の職員は，いつもは一緒に仕事することのない保育

士なども加わり同期としての連帯感ができ，ひとつの事業をやり遂げる達成感も得る

こととなった。 

・このような発表会は，今年度も第2回を開催し，研修を兼ねて2年目職員で企画・運

営していく予定である。 

・創造的な人材の育成について取組説明は以上である。 

・新しい人材育成基本方針も作成しているので，委員の皆様方から人材育成全般

について御意見をいただきたい。 

・職員全体の底上げに留まらず，特に次世代を担うリーダーを育てるヒントや実例な

どについて，御意見をいただきたい。 

 

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。 

 

【中澤委員】 

 ・1点目は，資料１の10～１１ページ，通年指標目標に掲げている「政策立案能力向

上割合」は人事交流を行った職員を対象としているのか。それとも人事交流を行っ

た職員を含めた周辺の職員も対象としているのか。 

 ・特に11ページの該当部分は，外部人材の登用であるだけにわかりにくいと感じる。 

 ・2点目は，10ページ目の行動計画の3行目にある「ワーキンググループによる新人

材育成基本方針案の作成」は第4四半期に完了しているようであるが，平成２５年度

の実績を見ると「素案を作成中」とあるので，同方針案の作成が完了しているのかど

うかがわかりにくい。 

 ・3点目は，基本方針案の作成に当たっては，日本経営協会のアドバイザーの協力

を得ているとの説明があったが，投入コストに反映していないので，無償でやってい

るのか。 

 

【総務部長】 

 ・目標値については，派遣等の対象となった職員とその周辺の職員を含めた形で考
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えている。 

 ・方針案の完了については，ワーキンググループでの方針案の作成は完了した段階

であり，今後は，方針案を担当所属でブラッシュアップしていくものとして考えている。 

 ・日本経営協会への委託料のコスト算入については，人事評価制度の方に算入して

いる。 

 

【中澤委員】 

 ・方針案の進捗について，読む人にわかるような表記に改めた方が良い。 

 ・アドバイザーのコストの算入に当たっては，時間割か何かであん分してこの取組に

も計上した方が良い。 

 

【大屋委員】 

 ・アンケートの分析結果が参考資料として付いていると良い。 

 ・また，豊田市への視察についても，視察先を選択した理由，視察の成果，そういっ

たものが取組にどう反映しているのかが見えにくい。 

 ・発表会は素晴らしい試みである。 

 ・達成感を持つことはとても大事なことであり，それを感じるシーンを多くもつことは重

要である。 

 ・発表会の取組は，取組⑪関係であるが，取組⑨と取組⑪は連動しているという理解

で良いか。 

 

【総務部長】 

 ・取組⑪は2年目職員への研修要素を含んでいるため，紹介させていただいたもの

である。 

 ・アンケート調査の分析結果について，ここでその概要を説明させていただく。 

 ・人材育成基本方針は，約６６％の認知度であった。 

 ・あるべき職員像は，約６１％の認知度であった。 

 ・若年層における組織目標の認知度は，約３２～３８％であった。 

 ・若年層の組織目標の認知度が低い原因の１つに，人事評価制度における目標管

理が調査時点で若年層を対象外としているということが考えられる。 
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 ・最も向上した能力は何かというアンケート結果は，専門知識であり，能力向上の要

因は個人での業務経験との回答が一番多かった。 

 ・業務の属人化傾向が見られる部分も考えられる。 

 ・人事制度について，「自分の能力が活用されている」又は「やりがいを感じている」と

考えている職員の割合は６０％であり，若手では５０％くらいとなっている。 

 ・専門性を活かす人事配置を希望するかどうかについては，一般職員の割合が高く

５割くらいとなっている。 

 ・希望降任制度の創設については，５７％が創設に賛成意見であった。 

 ・研修制度について，内容の満足度は５０％程度であった。 

 ・階層別の研修に今後力を入れていく必要があると感じている。 

 ・豊田市を視察した件については，プロ人材の確保，育成を目指すトータル人事シス

テムが豊田市で構築されているということで視察先とした。 

 ・トータル人事システムは，「能力，成果主義の徹底」，「組織マネジメント体制の強

化」，「チャレンジ精神の高揚」を基本方針としている。 

 ・プロ人材の定義を「時代が求める自治体職員としての資質を備え，組織や市民ニ

ーズに的確に対応し，積極的に成果をあげることのできる人材」としている。 

 ・そのような人材を確保し，育成し，活用するかのシステムを構築している。 

 ・基本構成は，評価，採用配置，能力開発，報酬の４つをリンクさせており，評価シス

テムは目標管理型，採用配置システムは複線型人事，能力開発システムは階層別

の一般研修，特別研修，派遣研修，自己啓発を行い，報酬システムは能力に基づ

く昇給システムを確立し，人事考課に基づく昇給，査定を行う目標を立てている。 

 ・問題点としては，複線型人事でエキスパートを育てており，専門官を置いてはいる

が，組織的な位置付けが確立していない点がある。 

 ・また，専門的なポストが少なく，早くそのポストに着いた人がいると，後から中々上が

って行けないという点もある。 

 ・庁内公募制度は，今の段階ではうまくいっていないとのことである。 

 ・今までの本市の人材育成基本方針もよく似たものとなっており，階層別研修の研修

は非常に参考になった。 
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【神山委員】 

 ・職員のプレゼンテーション能力の向上という意味で，他市の例を挙げると，ある市で

は，事業の仕分けが目的ではなく，市民に事業を理解していただく場として対話型

の事業仕分けを行っていたが，一方で，職員のプレゼンテーション能力を向上させ

るという副次的な目的もあった。 

 ・その市では，３年くらい事業仕分けを実施し，実際に事務事業ベースで市民に説

明を行い，仕分け人との対話をすることを通じて，かなりプレゼンテーション能力の

向上が見られたと聞いている。 

 ・そのため，先ほどの説明にあった発表会をさらに発展させ，発表者と市民でやり取

りを行うなどをすることでプレゼンテーション能力の向上が図られるように感じる。 

 

【昇委員】 

 ・愛知県の人材育成計画を作るときに私も委員として携わり，そのときにトヨタの総務

部長も携わっておられた。 

 ・トヨタにおいては，入社1年目にトヨタマン，トヨタウーマンとして，どういった人生を送

りたいのかということを繰り返し聞くそうである。 

 ・最初は全然持っていない人もいるらしいが，車の設計がしたい，営業マンになりた

いなどの本人の希望を聞き，その希望を達成するためにはどういった能力を身に付

けなくてはならないかということを本人に答えさせるのである。 

 ・それを毎年繰り返すことで自分がトヨタマン，トヨタウーマンとしてどういう人生を送る

のかということを年に1回は必ず考えさせるのである。 

 ・そうすることでモチベーションが上がる。自分の希望が基本にあって，そのために必

要な仕事を今やっていると認識することができるのである。 

 ・創造的な人材の育成については，創造的にするには異質の情報を組み合わせるこ

とが学会では定説になっている。 

 ・異質の情報を組み合わせるためには，どうしたらいいかというと小さい話では，若手

人材をまったく異質の情報である民間企業で経験を積ませるということが考えられる。

こうすることで即戦力にはならないかもしれないが，若手人材の器を大きくすることが

できる。 

 ・異質の情報という点では，公務員関係のところでは，器が大きくならない。 
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 ・行財政改革で定数が削減される中，大変なことは重々承知しているが，中長期的

な育成という視点で，若手には民間経験を積ませるようにしてほしい。 

 ・次に大きな話として，市役所全体が創造的になるためには，市役所全体が異質の

情報に触れる場所にならなくてはならない。 

 ・市民，企業，外部シンクタンク，大学といった人が入れ替わり立ち代わり市役所に

入ってくるネットワーク型の市役所にならないと創造的な市役所にならない。 

 ・今の地方公務員法は，全部正規の職員が市役所の中にこもって仕事をやるという

前提で作っているが，実態はそうではなくなっている。 

 ・要するに市役所を開いていって，多様な情報を市役所に取り込んでいって，異質

な情報が入ってはじめて，オリジナリティ，創造性が生まれる。 

 ・もちろん個人情報等の守らなくてはならないものは守る必要がある。 

 ・本気で市役所が創造的になるというのであれば，市役所そのものを多様な情報が

行き交う場所にしなくてはならない。 

 ・掛川市役所では，必ず各課に市民が来る場所を設けている。例として，観光部局

には観光協会の事務所を置き，福祉部局ではＮＰＯの事務所を置いている。 

 ・このようなことは，建前だけ開かれた市役所といっても中々実現しない。市役所側か

ら動いて，そういった場所，機会を用意しなくてはならない。 

 ・日常の仕事がそういう形で進められる仕組みに変えないと本当の意味の創造的な

市役所にはならない。 

 ・正規の職員がやるのは原則で，例外で非常勤がやるというのではなくて，むしろ多

様な人材が一緒にやる組織であるという目で見直すとかなり違ってくると思われる。 

 ・市役所の仕事というのは，多様な市民，企業，大学が一緒になって，パブリック・プ

ライベート・パートナーシップ，市民との共存，協働となるということを原則に見直すこ

とが重要である。 

 

【総務部長】 

 ・定員適正化や予算等の縛りが多い中で取組を進めており，なかなか長期派遣は難

しい。人間を大きくするため，以前に職員を自治大学に半年間行かせていたが，自

治大学校に行った経験は将来的にすごく財産になるということは私自身も感じてい

る。 
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 ・種をまくといった御意見をいただき感謝する。 

 

【大家委員】 

 ・1回目から民間に出した方が良いが，人数が減った分を誰がカバーするのかが課

題である。 

 ・そうした場合に，まずは，交流の場を作ることができれば良いように感じる。 

 ・例えば，市民を巻き込むプロジェクトを起こすことや，民間のイノベーションを起こす

ような企画を市が投げかけることが考えられる。 

 ・もちろん仕事が増えることにはなるが，常駐で職員を出すということにはならない。 

 ・我々の業界の話で恐縮ではあるが，広告代理店でありモノを作っているわけではな

いので，人が財産ということになり，近いものを感じている。 

 ・そのような中で，広告を作って売るという業態では立ち行かないので，イノベーショ

ン，価値創造のようなことをずっと掲げて我々はやってきている。 

 ・やはり異質のものを組み合わせて化学反応を起こし，そこにイノベーションを起こす

ということは，市政に限らず多くのところで求められている。 

 ・情報を取る，管理する，分析するということは，ほとんどコンピュータがやってくれる

ため，今後，人間がやるべき一番大事なことは，クリエイティビティとなっている。 

 ・また，先ほどの話に出ていたトヨタの方式は，メンタルトレーニングの手法であると思

われる。今，心理学やメンタルトレーニング，カウンセリングなどの手法は注目されて

おり，オリンピックの金メダリストもメンタルトレーナーを付けている。 

 ・バックキャスティングという，目標を明確にし，自分で明確に決めたら，そこに行くた

めにはどういう目標を立てたら良いか，何をしなくてはならないか，ということを具体

的に自分で腑に落ちるようにもっていくといった手法が大事であるように感じる。 

 ・そういった分野も参考になるのではないかと思われる。 

 

【昇委員長】 

 ・この話は，まさに行政評価，政策－施策－事務事業，ポリシー－プログラム－プロ

ジェクト（３Ｐ），最終目標が政策であり，その政策を実現するために，どういう施策が

あり，その施策を実現する為にどういう事務事業があるのかということで，体系（ツリ

ー）ができている。 
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 ・すべての職員が体系を理解していれば，事務事業を評価する場合も政策，施策の

段階から評価をするということができる。 

 ・これは組織の目標管理だけでなく，個人の目標管理にも使える。 

 ・目標管理等については，ここ10年でものすごく発達しており，当然行政も取り入れ

ていかなくてはならない。  

 

（３） 取組⑬「協働の仕組みづくり」詳細取組①及び② 

  

議長から取組実績等の説明が求められ，取組責任者が次のとおり説明を行った。 

 

【環境部長】 

・資料１の取組１３の項を御覧いただきたい。 

・まず，取組１３-①「市民の意見を取入れて，市民参加と協働を推進するための指

針を作成する。」この取組に向けて，平成２５年度に行った行動として，まず，組織と

して，市民活動Gの名称を，市民協働推進室と改め，この取組に対して，庁内外に

向けて発信を行った。 

・そして，庁内委員会の設置準備に向けて委員の選定等を行い，遅れながらも，８月

３０日に第１回の委員会を開催するに至った。 

・委員会の内容については，補足資料の７ページを御覧いただきたい。 

・取組１３の「協働の仕組みづくり」は，詳細取組①の「市民参加と協働を推進するた

めの指針を作成する。」と，②の「地域支援のあり方を見直す」という２つに分けて取

組んでおり，双方が深く関係することから，合同委員会として，「協働の仕組みづくり

に関する委員会」を立ち上げ，それぞれ，詳細取組①は「協働の指針づくりに関す

る委員会」，詳細取組②の方は，「地域支援のあり方の見直しに関する庁内委員会」

の２つの分科会を設置して進めている。 

・また，庁内委員会の委員は，基礎資料とするために全庁的に実施した「協働事業

の取組状況」と「地域へ交付している補助金等の交付及び委託事業」の調査結果を

踏まえ，各部局から市民参加や協働等に関係の深い部署を中心に１６名を選出した。 

・その他，この取組に関心の高い意欲ある職員を公募し，全体で１８名の委員構成と

なっている。 
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・委員会での取組内容は，第１回と２回では，これから検討していく中で，全員が共

通認識を持っていなければならない「協働の基本理念」「地域コミュニティのあり方と

協働」等について合同の勉強会を行い，第３回以降，各分科会に分かれ，随時，メ

ール等での意見を求めながら，協働指針策定の目的の確認し，市民と市議会，市

の三者が協力してまちづくりを推進するために，まず，委員それぞれが「協働」から

連想する様々な言葉の抽出を行った。 

・また，他市の状況を確認するとともに，協働から連想した言葉を整理して，指針の

項目と構成の検討を行った。 

・第６回では，合同委員会とし，成果の発表と意見交換を行い，委員全員が，あらた

めてこれまでの検討内容を共有し，協働の指針の内容を再確認した。 

・第７回では，少子高齢化社会を迎え，地域社会が変化する中で，協働の視点から，

これからの地域福祉のあり方を考える必要があるということで，協働がつくるこれから

の地域福祉の推進等について，意見交換を行った。 

・進行管理表の一番下，実績のところの下から三行目，８回の委員会を開催とある部

分については，３月末予定分の開催ができなかったので，７回に訂正いただきたい。 

・補足資料の８ページを御覧いただきたい。 

・これが，庁内委員会でまとめた「鈴鹿市協働推進指針の案」であり，「指針策定の

目的」「協働の必要性」「基本的な考え方」「協働を進めるためには」４つの大項目に

分かれている。 

・この項目ごとに，現在まで具体的な内容を検討しているところである。 

 ・以上が２５年度の行動である。続いて，平成２６年度の進行管理表を御覧いただき

たい。 

・平成26年度は，前年度に引き続き，庁内ワーキングを開催し，できるだけ早い時期

に鈴鹿市協働推進指針案を完成させ，本部会議で説明をする予定である。 

・現在は，市民委員会の設置に向けて準備を行っており，５月の広報すずかで，公

募委員の募集を行い，７月には，第１回を開催する予定である。 

・市民委員会で協議，検討をしていただいた後，指針案を本部で承認を受け，意見

を聴く会やパブリックコメント等を行い，市民の意見を募集し，併せて，全職員への

周知と意見募集も行っていく予定である。 

・平成27年度以降に，これらの意見を，庁内委員会，市民委員会で諮って，指針案
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を修正し，本部で最終案の承認を受け，「鈴鹿市協働推進指針」の施行していくこと

となる予定である。 

・続いて，資料１の取組１３-②の項を御覧いただきたい。 

・詳細取組の内容は，「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

入れながら，行政による地域支援のあり方の見直しを図る。」となっており，この目標

に向けて，平成２５年度に行った行動を説明させていただく。 

・先ほどの１３-①の取組のところで説明したとおり，庁内委員会の設置準備を進め，

予定よりは遅れたものの，合同の委員会「協働の仕組みづくりに関する庁内委員会」

立ち上げた。 

・分科会として 進行管理表には「地域づくりに関する庁内委員会」と記載されてい

るが，名称は「地域支援へのあり方の見直しに関する庁内委員会」として，８月３０日

に第１回の委員会を開催した。 

・庁内委員会の開催内容について，資料４の補足資料の１０ページを御覧いただき

たい。 

・第１回と２回は，１３-①との 合同委員会として，勉強会と意見交換を行い，第３回

では，地域づくりを推進するための地域支援のあり方について，金銭的支援，人的

支援，地域づくりの地域の範囲等について，それぞれ課題を抽出した。 

・また，鈴鹿市の現状として，既存の地域づくり協議会との意見交換会のときに，地

域の皆様から出された課題を庁内委員会のメンバーに報告し，地域の声の共有を

行った。 

・その後，地域予算制度について他市の事例の勉強や地域づくり協議会の地区割

りのメリット，デメリットの共有，そして，本市の補助金等の集約化について，すでに

地域内の団体の予算を集約化し，予算を一本化している地域の事例をもとに検討を

行った。 

・第６回では，詳細取組①でも触れたとおり，合同委員会でそれぞれの成果を発表

し，アドバイザーから意見をいただいた。 

・第７回は，大阪府八尾市への視察報告とその報告をもとに，意見交換を行った。 

・第８回では，合同委員会とし， 協働の視点から，協働がつくるこれからの地域福祉

の推進等について，講演と意見交換を行った。 

・平成２５年度進行管理表の行動内容の３段目，地域づくり協議会等との意見交換
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の実施については，個々に地域づくり協議会の代表者の皆さんとの意見交換行い，

３月２日には，既存の地域づくり協議会すべての団体の皆さんに一同に集まってい

ただき，地域づくり支援制度の素案のイメージ図を示して御意見を伺った。 

・また，補助金等を一括して交付する地域予算制度については，担当課との調整が

重要ですので，順次ヒアリングを行っている。 

・補足資料の１１ページを御覧いただきたい。 

・これは，地域支援のあり方の見直しに関する庁内委員会の平成２５年度の検討内

容をまとめたものである。 

・意見交換会では，支援制度の必要性は十分にご理解いただいたのですが，厳し

い御意見もいただいており，これらの御意見を参考にして，地域づくり支援制度の案

をまとめていく予定である。 

・（仮称）「鈴鹿市地域づくり支援制度」は，鈴鹿市まちづくり基本条例の第１４条に

規定する地域づくりの組織（地域づくり協議会）が，鈴鹿市全地域に設立され，自主

自立した地域づくり活動が行われるように，人的や金銭的支援などの地域づくりの

支援制度の確立を図るものである。 

・この案がまとまり次第，本部に伺い，地域に出向いて周知啓発を図っていく予定で

ある。 

・「（２）制度導入の背景～地域づくりの必要性」と「（３）鈴鹿市の現状と課題」これら

については，これまで委員自ら勉強や委員会で意見交換する中で，まとめたもので

ある。 

・「（４）の制度について検討した主な内容」では，地域づくり協議会の定義，地域づ

くり協議会の範囲，地域予算制度，地域支援職員等の設置，地域づくり協議会の拠

点施設，の５点を中心に，検討を重ねてきた。 

・平成25年度進行管理表の行動内容の４つ目「地域づくり組織の設置促進のための

地元懇談会の開催」については，随時行っており，鼓ヶ浦，庄野，神戸，一ノ宮の地

区に働きかけ，２５年度は，庄野と神戸地区が設立されまして，目標値の１３団体を

達成している。 

・以上が２５年度の行動である。続いて，平成２６年度の進行管理表を御覧いただき

たい。 

・引き続き，庁内委員会を開催し，地域への支援のあり方として「鈴鹿市地域づくり
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支援制度（案）」を完成させ，本部に伺う予定である。 

・本部承認後は，地域づくり協議会や自治会などの地元の団体との意見交換に入る

予定である。 

・これには，じっくりと時間をかけて，２０年，３０年先を見据えた鈴鹿のまちづくりに向

けて，この制度の必要性を説明し，御理解いただきながら，制度の構築に向けて取

り組んでいく必要があると考えている。 

・並行して，庁内調整として，この制度案の試行に向けて，補助金等の集約化の調

整や庁内での周知等を行っていく予定である。 

・また，地域づくり協議会未設置の地区との地元懇談会を引き続き開催し，地域づく

りの必要性とともに，この制度案の説明を行いながら，設置目標を達成できるように，

取り組んでいく予定である。 

 

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】 

 ・資料１の平成25年度進行管理表取組⑬詳細取組②の行動計画の３つ目，「地域づ

くり協議会等との意見交換の実施」について，予定では第４四半期に終了することと

なっているが，実績では「翌年度へ続く」となり，平成２６年度の予定においても「翌

年度に続く」となっている。 

 ・当初の完了予定から一体いつくらいまで伸びることとなったのか。 

 ・もしかして誤解があり，目的を達成した場合に生まれる状態を手段として置いてしま

っているということはないのか。 

 ・そうでなければ完了予定をこんなに遅らせてしまうのは良くないと考える。 

 

【生活安全部長】 

 ・当初予定に不備があることは否めない。 

 ・ただ，地域づくりの支援の仕方などは，協議会のメンバー，様々な団体といったとこ

ろから意見を聞きながら，まとめあげていきたいという思いがある。 

 ・そのため，本来，終了しておかなくてはならないところを翌年度に引きずっていった

ということである。 
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【環境部長】 

 ・このやり方については，常に地元と意見を共有しながらということであるので，いつ

かの時点で地元からの意見を聞かなくなるというものとしては考えていない。 

 ・常に地元の意見を聞きながら，反映させていくというような表現がうまくできていない。 

 

【中澤委員】 

 ・そうなると先ほど誤解されているのではと申し上げたとおり，「地域住民の意見を取

り入れながら」の部分をあたかも手段として書いているのであれば，本来あるべき姿

であるのだから，終わりがなくて当然であり，延々と続くものとなるのである。 

 ・端的に言ってしまうと，この行動内容は行動計画から除外すると良いと感じる。 

 ・未了のままずっと残しておくというのは，見映えも良いものではない。 

 

【昇委員長】 

 ・地域づくり協議会等の意見交換の内容がステップを踏んで進めていることがわかる

ようにしておく工夫も考えられる。 

 

【生活安全部長】 

 ・御意見いただいたとおり，外部の方が見てもわかりやすいように表記を改めさせて

いただく。 

 

【神山委員】 

 ・補足資料２の地域予算制度で一括交付金の仕組みというものがあるが，この制度

は良いものであると感じている。 

 ・イギリスでは，過去に，一括交付金的な性格を有するＳＲＢＣＦという仕組みがあっ

た。 

 ・これは，地域からの提案による具体的な地域振興策と予算を審査し，審査を通過し

たプロジェクトに対しては，各省庁の予算を統合した一括交付金を一定期間交付す

るものである。 

 ・交付に当たっては，事業の進捗状況や予算執行を見る等,進行管理をきちんと行っ
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ている。 

 ・その仕組みをそのまま使うのは，コミュニティの力などの違いもあり難しいと思われる

が，地域の発想に対して交付金を交付する場合には，一定の要件を付し，しっかり

と進行管理をすることが重要である。 

 

【昇委員長】 

 ・自民党が共助社会づくりということを主張している。 

 ・民主党の時は，新しい公共と言っていた。 

 ・両者はわりと似ているが，少しニュアンスが異なる。 

 ・リベラル政権（日本での民主党）は，どちらかというとＮＰＯを強く打ち出す。 

 ・一方，保守政権は，アメリカ，イギリス，日本でも，どちらかというと町内会，自治会の

方を強く打ち出す。 

 ・これはイギリスでもまったくそうであり，労働党はどちらかというとＮＰＯ重視，保守党

はどちらかというと自治会重視である。 

 ・現在，保守党政権であるが，キャメロンが何を言っているかというと，ビッグソサエテ

ィをつくると言っている。 

 ・労働党は，ビッグガバメントで福祉を充実しようとしている。 

 ・税金を上げて，政府が福祉を充実するということである。 

 ・保守党政権は，そういった馬鹿なことはしない。ビッグソサエティにする。 

 ・要するに主として自治会を充実強化することによって，税金を上げずに済む社会を

つくろうとしている。 

 ・税金を使って公務員がやっていることを自治会にたくさん担当してもらうことで，ビッ

グガバメントにならずにビッグソサエティにすることで，公務員の数を増やさない，税

金も上げないということを目指している。 

 ・そのために３年以上動いていない預貯金は国庫に属し，そのお金を政府は使わず

にビッグソサエティにすることに使うとしている。 

 ・同じ保守政党の自民党は，それを興味深く見ている。 

 ・自民党が主張している共助社会は，ビッグソサエティに繋がっていくのではないか

と考えている。 

 ・ただし，ビッグガバメントとビッグソサエティのどちらが正しいというものではない。 
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 ・この取組で行おうとしていることは，自民党政権の共助の考え方を非常に重視して

いるといえる。 

 ・今後，自民党政権が施策を打ち出すことになると思われるので，鈴鹿市が一番先

取りしてその施策を実現していければ良いのではと感じる。 

 

（４） 取組⑮「地区市民センターの機能向上」詳細取組① 

  

議長から取組実績等の説明が求められ，取組責任者が次のとおり説明を行った。 

 

【生活安全部長】 

・平成２５年度の取組について，高齢化の現状も含め説明をさせていただく。 

・三重県の人口統計によると，補足資料１８ページにもあるように平成２５年１０月１日

現在の本市の高齢化率は２１．６％で県下１４市中最も低い状況となっている。 

・しかしながら，近年では高齢化率の上昇が顕著であり，特に平成２４年度は１年間

で上昇率が約１％を超えている状況である。 

・このような状況から，高齢者が安心して暮らせるこれからの地域づくりを進めていく

ためには，相談体制の整備・充実が必要であると考えている。 

・現在の高齢者に関わる相談体制としては，市長寿社会課をはじめ市内４箇所の地

域包括支援センターにおいて介護支援専門員や保健師などが相談を行っているほ

か，市が委託し相談体制が整っている９箇所の居宅介護支援センターにおいても高

齢者やその家族からの相談を受けている。 

・相談の現状としては，資料１９ページにあるように地域包括支援センターにおける

相談が１ヶ月平均約４０件となっており，資料２０ページの９箇所の居宅介護支援セ

ンターにおける相談窓口においては，年間合わせても６６件と利用が少ない状況で

あることから，地域包括支援センターと「身近な相談窓口」としての居宅介護支援セ

ンターについて，市広報により周知を実施した。 

・また，相談体制の整備に当たっては，高齢者やその家族にとって相談しやすく，ま

た行きやすさも必要との考えから，最も市民が利用し，身近な行政施設である地区

市民センターに相談窓口を設置するのが有効であると考えている。 

・この取組については，平成２５年度に予定していたものの，調整が遅れましたことか
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ら平成２６年度に4箇所の地区市民センターにおいて，試行的に相談窓口を開設し

たいと考えている。 

・この相談窓口の地域への展開に関しては，鈴鹿市社会福祉協議会が策定した福

祉の土壌づくりや生活関連サービスの充実等を目的とする「地域福祉活動計画」の

中で，市民ニーズの早期発見・早期対応を目的に，現在，鈴鹿市福祉センターのみ

で実施している福祉相談を地区ごとに設置されている地区社会福祉協議会におい

ても展開することを計画している。 

・この計画が本取組の「地区市民センターでの福祉相談窓口の設置」と類似した事

業であることから，実施計画を策定した上で地区社会福祉協議会と連携しながら試

行的に相談窓口を開設していきたいと考えている。 

・この事業のイメージとしては，資料１７ページにあるように，実施に当たって市長寿

社会課と社会福祉協議会が相談事業のバックアップ体制を整えるとともに，対応が

難しい案件については地域包括支援センターとも連携を図りより適切な支援の実施

に繋げていきたいと考えている。 

 

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。 

 

【中澤委員】 

 ・資料１の２３ページの行動計画部分の１段目について，網掛けの位置と実線の位置

が離れているがどちらが正しいのか。 

 ・同じく行動計画部分の２段目について，資料１では翌年度に順延となっており，資

料２では表記が資料１と変わっており，順延した行動がどうなったかということがわか

りにくい。 

 ・恐らく順延になった行動は，資料２の２３ページ行動計画の最下段になっていると

推測されるが，この表現では何の試行をするかがわからないので，表記を改める必

要がある。 

 ・さらに翌年度に順延したにもかかわらず，着手が第３四半期以降となっているが，こ

れは第１四半期から始めるのではないのか。それともこの表記で正しいのか。 
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【保健福祉部長】 

 ・網掛けと実線の整合については，網掛け部分が第２四半期にあるべきものである。

訂正させていただきたい。 

 ・表記の修正もわかるように改めさせていただく。 

 

【一見委員】 

 ・福祉相談について，本庁で行うものと，センターで行うものと仕分けはどうなるのか。 

 ・地区市民センターのあり方の議論は，どこまで進んでいるのか。 

 

【保健福祉部長】 

 ・相談した窓口すべてが完結できることが理想であるが，現実問題として難しい部分

があるため，１つの考え方として，高齢者がどこに相談して良いかわからないという

現状があるので，まずは身近な地区市民センターが相談の第一窓口として機能し，

そこで解決できるものは解決し，解決できないものはより専門的な窓口に案内する

流れを考えている。 

 

【昇委員長】 

 ・地域包括支援センターと地区市民センターというものは，同じ場所にあるようなもの

なのか。 

 

【保健福祉部長】 

 ・地域包括支援センターは，各福祉サービス機関，社会福祉協議会，病院にある。 

 ・地区市民センターは，行政区ごとにある。 

 

【昇委員長】 

 ・両者は別の場所にあるのか。 

 

【保健福祉部長】 

 ・別の建物であり，設置主体も民間と行政で異なるものである。 
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【生活安全部次長】 

 ・地区市民センターのあり方についての御質問については，取組１５の詳細取組②

において取り組んでいるところである。 

 ・詳細取組②は，今回の対象外の議題であったため，説明から除外していたが，市

民の皆様からアンケートをいただく作業を進めている段階である。 

 ・これは，鈴鹿市に２２ある地区市民センターのあり方について，一度も庁内全体で

市民を交えて議論したことがなかったので，詳細取組②の中で初めて議論を進めて

いるところである。 

 

３ その他 

 

（１） 指定管理者の指定に係る経過報告（取組⑰「行政サービスの担い手最適化」

関係） 

 

議長から取組⑰「行政サービスの担い手最適化」関係として，指定管理者の指定に

係る経過報告が求められ，指定管理者制度の所管部長である総務部長から，次のと

おり報告を述べた。 

 

【総務部長】 

・それでは，その他事項として，指定管理者の指定に係る経過報告をさせていただく。 

・昨年１０月に開催した平成２５年度第１回本委員会において，取組⑰「行政サービ

スの担い手最適化」について御議論いただいた中で，担い手を最適化する手法の

一つである指定管理者制度について御質問をいただいたので，昨年度における指

定管理者の選定過程及びその結果について，報告するものである。 

・昨年度は，指定管理期間満了に伴う指定管理者の選定を行った施設が３７施設，

新たに管理を開始することに伴い選定を行った施設が１施設，合計３８施設の指定

管理者の選定を行った。 

・なお，複数の施設をまとめたため，募集の単位としては１５件の指定管理者の選定

となった。 

・指定管理者の選定に当たっては，諮問機関を設置し，その意見を伺うことが一般
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的であり，本市においても同様に，公の施設の指定管理者選定委員会を設置し，指

定管理者の選定に関して御意見をいただいている。 

・なお，本市の同選定委員会委員につきましては，外部有識者のみで構成している。 

・また，本市においては，運用指針の中で，同選定委員会について，市が公募によ

らず，指定管理者を選定する際，その理由に対して意見を述べることができると規定

しており，市の選定理由とともに意見書を公開していることで，客観性及び透明性の

確保に努めているところである。 

・今回，指定管理者の選定を行った３８施設，１５件については，同選定委員会の答

申を受け，鈴鹿市議会12月定例会に議案を提出し，市議会においても多数の賛成

をいただき，可決いただいた。 

・現在，本市では，今回対象となった３８施設を含め，４０の施設において民間事業

者等が指定管理者として行政サービスを担っていただいているところである。 

・以上が，指定管理者の指定に係る経過報告である。 

・なお，取組⑰「行政サービスの担い手最適化」では，ただ今説明させていただいた

指定管理者制度のみならず，ＰＦＩ，業務委託など様々な手法を通じて，行政サービ

スをより効果的，効率的に担える主体に移管すべく，対象となる業務の選定を進め

るため，行政サービスの担い手最適化指針を定め，事務事業単位の見直しの仮決

定が完了したところである。 

・今後は，これら仮決定を行った事務事業について，担い手最適化の具体化に向け

て進めて行くほか，新たに先進的な事例等の研究を行い，本市への導入の可能性

を検討していくこととしている。 

・つきましては，今年度における取組の成果の検証の中で，改めて，委員の皆様方

には，御議論をお願いしたいと考えておりますので，よろしくお願いいたします。 

 

 

 総務部長の報告について，次のとおり委員から意見が述べられた。 

 

【一見委員】 

 ・金額ベースで公募と非公募の割合はどのようになっているか。 
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【事務局】 

 ・２対８くらいである。 

 

【一見委員】 

 ・金額ベースで見た場合には，原則非公募であるように見える。 

 

【一見委員】 

 ・市政の見える化という中で，指定管理者の指定の経過を説明し，市民に見える形

にしたということであると思われるが，公募の場合と非公募の場合でまったく違うので

そこの比較はどうなのか？ 

 ・取組⑰では，民間活力の導入がうたわれているが，自治体とか街づくり推進委員会

とか体育協会とかは私は純民間ではないと考えているが，この方針とも矛盾するよう

に考えている。 

 ・総務省の通達に基本的には民間事業者からの提案を幅広く聞くようにとある。 

 ・以上３つの視点から市の見解をお尋ねしたい。 

 

【事務局】 

 ・様々な視点があることは承知している。その中で，今回，委員が特に仰っているも

のは，体育協会の事案であるかと思うが，当該事案は，様々な要素を鑑み，あえて

体育協会を指定管理者とすることが望ましいと判断し，市の統一見解として指定管

理者候補者として選定したものである。 

 

【一見委員】 

 ・基準から言うとどう解釈するのか。 

 

【事務局】 

 ・総務省の通達は，望ましい形を国が示したものであり，本市においても公募を原則

として定めている。 

 ・その中で，公募によらない場合における理由も定めており，その部分を適用したも

のである。 
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【一見委員】 

 ・今の説明で言うと原則公募ではなくて，原則非公募になっている。 

 ・しかし，国の趣旨でも，市の趣旨でも原則公募となっている。 

 ・金額ベースで見る実態は，原則と異なっている。 

 ・個人的には満足できる説明ではない。 

 ・市には指定管理者から事業計画書が出てきていると思われるが，その検証は今後

どの部署がどのように行うのか。 

 ・その検証結果は，どのように公表されるのか。 

 

【事務局】 

 ・本市では，従来から指定管理者のモニタリング指針を定め，運用しているところで

あるが，これまでのモニタリングを強化し，市が発注者として責任を持って業務形態

がチェックできるモニタリングマニュアルを新たに定め，この４月から運用している。 

 ・モニタリングの結果については，公表するものとしている。 

 

【一見委員】 

 ・そうすると，その具体的というのは，例えば随契の場合でも金額が大きい，４年間で

７億円であるとか，相当検証してきちんとしなくてはならない。 

 ・今までのモニタリングの体制で十分にできるのか。 

 

【事務局】 

 ・現在，新しいモニタリングマニュアルでやり切るものと考えているが，運用する中で

適宜，検証し，課題等が認識されれば対応していくものと考えている。 

 

【昇委員長】 

 ・当然，指定管理期間が満了した時点で，以降の管理のあり方を検討するため，そ

れまでの検証をしなくてはならない。 

 ・それを文章化して，報告すれば良いと考えられる。 
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４ 閉会 

 

閉会に当たって，議長から各委員に全体についての意見が求められ，各委員が次

のとおり意見を述べ，最後に委員長の意見が述べられた。 

 

【大屋委員】 

 ・全体的に拝見して，前に進んでいる印象を受けたが，具体的に見えない部分につ

いて，「どういう風にして」，「何をベースに」といったところが見える形での報告である

とイメージがしやすいように感じた。 

 ・次回を楽しみにさせていただく。 

 

【神山委員】 

 ・私自身もこの委員会は勉強になっている。 

 ・鈴鹿市は，先進的な取組を進めているので，これを後退させることなく前進していた

だきたい。 

 ・指定管理者の指定については，結果が同じであっても，公募という形を採用してい

る自治体もあるので，アカウンタビリティをどちらが果たしやすいかを御検討いただく

ということかと認識している。 

 

【中澤委員】 

 ・参考資料２によると予定通りが１２個，やや遅れが１４個あり，やや遅れが半分以上

になってしまった。 

 ・次回の委員会では，やや遅れが少なくなるようにしていただきたい。 

 

【一見委員】 

 ・行政改革の視点を過程の中に入れて説明をしていただきたい。 

 ・行政改革は，必ず障害があり，それをどう打破するかというものであると考えている。 

 ・取組に際し，何がネックになっているかということを明確することで問題点が浮き彫り

になるのではないかと思われる。 
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【昇委員長】 

 ・着実に進めていただいていると感じる。 

 ・２０世紀末から２１世紀の初めにかけて，先進国を中心とした世界中で，「組織」とか

「経営」のあり方などが変わってきている。 

 ・学問も変わってきており，現実が先に行っている場合と，学問が先に行っている場

合があり，分野によって様々である。 

 ・行政の分野について，パブリックのマネジメントの仕方は２０世紀型ではだめで，２１

世紀型（ニュー）にしなければならないというニュー・パブリック・マネジメントがある。 

 ・例えば，アカウンタビリティや情報公開というものは，１９７０年代にはなかったもので

あるが，現在は普通に使われている。 

 ・そういったことに対応できる組織，行政マン，行政ウーマンでなくてはならない。 

 ・時代は大きく変わってきており，旧来ベースで見ると鈴鹿市は非常に真面目によく

やっているが，それだけでは足らない時代になってきている。 

 ・先ほどの話にあった地方公務員法でいくと，同法は昭和２０数年に作られた法律で

あり，正規の職員が市役所の中で仕事をするという前提で作られている。 

 ・そのこと自身が事実上当てはまらなくなってきている。 

 ・市民との共存，協働と言わない市役所は１つもない。 

 ・市民との共存，協働というものは，市民に市役所を開くということであり，市民も市役

所に入ってくるということである。 

 ・そういった仕事の進め方，組織のあり方，勤務場所のあり方ということが求められ始

めてきている。 

 ・これまでの枠組みは，市役所の仕事は正規の職員がやることが原則で，例外的に

少し市民等が入るというイメージであるが，それではだめな時代に入りつつある。 

 ・前提の部分で原則と例外が逆転し始めているという意識を持って，抽象的な話だけ

ではなく，個々具体の仕事を見直すとどういう方向に変えていかなくてはならないの

かということが個別に見えてくると思われる。 

 ・これは一挙に全部変えるということを言っているのではなく，ものの考え方として，そ

ういった思考に変え，日々やっている仕事をそういう視点から見直すということである。 

 ・正規の職員だけであったらマネジメントは非常に楽である。 

 ・しかし，色んな正規ではない職員も含めるとマネジメントの力はものすごく必要とな
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る。 

 ・自治体にもそういった力が求められる時代になっている。 

 ・そういった方向から仕事や組織を見直し，可能なことから取り組むことが求められて

いるので，がんばっていただきたい。 

 

 最後に，市長が委員にお礼を述べ，閉会となった。 

 


