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平成２６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２６年１０月２４日(金) １４時００分～１６時２０分 

○ 場 所：鈴鹿市役所 本館６階 庁議室 

○ 出席委員：４人 （１名欠席） 

         一見 奉雄，大屋 洋子，中澤 政直，昇 秀樹 

○ 傍聴者：１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） 

 ・昨日，千葉県の市町村アカデミーで講師を務めた際，鈴鹿市職員が受講生

として参加しており，鈴鹿は地方自治体のトップになるべく頑張っていると

の言葉を聞くことができたので，本日は期待している。 

 

 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20～25分間程度とし，最初の5分程度を

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。 

 ・その他の事項において，26年度上半期の行財政改革アクションプラン全体

についての感想や御意見等をいただきたいと考えている。 
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（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の進行管理表の4ページを御覧いただきたい。 

 ・取組④の「繁閑時における機動的で最適な人員配置の仕組み構築」の取組

内容は 「一時的な業務量の増加による職員の負担軽減を図るとともに，育

児・介護休業により一時的に職員が減少する職場の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ことです。」

である。 

・今年度の行動計画は，規程案の作成であり，資料２の成果物の１ページに

ある「機動的で最適な人員配置の仕組みに関する基本方針」に基づき，同じ

く資料２の成果物の３ページにある「鈴鹿市職員の機動的で最適な人員配置

に関する要綱」を作成し，平成２６年９月１日付けで施行した。 

・この要綱は，業務の繁閑に応じて機動的で最適な人員配置を図ることによ

り，組織の活性化及び行政運営の効率化を図ることを目的として定めた手続

規程となっている。 

・その内容を説明させていただくと，第１条では目的を，第２条では用語の

意義を定義しており，第３条からが職員の流動に関する具体的な規定となっ

ている。 

・第３条では，職員の課内流動について定めており，課長は，課内の職員の

流動を行おうとする場合は，所管する部長等に報告するものとし，部長等

は，総務部長に報告するものとしている。 

・次に，第４条では部内での流動について定めており，所管する部長等に部

内の職員の流動を申し出ることができることとしている。申し出を受けた部

長等は，課内の職員のみでは対応できないと認めたときは，部内の課長に協
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議し，部内の職員の流動を行うことができるものとしている。その際，部長

等は，総務部長にその旨を報告するものとしている。 

・第５条は，部外職員の流動について定めており，部長等は，部内の職員で

は対応ができないと認められる場合は，総務部長に協議を申し出ることがで

き，総務部長は，部内で対応できないと認めたときは，関係する部長及び課

長に協議し，調整を行うものとしている。 

・第６条は，流動する職員への発令等について定めている。 

・第７条は，流動期間について定めており，部内又は部外の流動について

は，上限を３月としている。 

・第８条は，流動後の報告について定めている。 

・第９条は，委任規定となっている。 

・手続に必要な様式は，第１号様式から第３号様式として定めている。 

・具体的な運用については，前回の委員会で報告したとおり，昨年度は２月

から３月の確定申告の時期に市民税課で行われる申告業務に対し，前年に異

動となった２名の職員を兼務で配置し，週2日ほど元の市民税課で相談業務に

従事することとし，部内各課からの応援も行い申告業務の負担軽減を図った

ところである。 

・この機動的配置を実現させたことで，申告相談をスムーズに行いつつ，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たこと，また，新システム2年目で事務処理

の改善がなされたこともあり，市民税課の年間時間外勤務時間は，対前年度

比40％減の約4000時間と大きな削減となった。 

・今年度についても，確定申告業務に対し，機動的配置を実施する予定であ

る。 

・人員や時間についても昨年度の154時間に比べ今年度は，増加させる予定で

あるが，実施に当たっては，今年4月の異動職員が中部経済産業局に派遣とな

っていることや育児休暇中の職員もいるため，その対象範囲をグループリー

ダーまで拡大するなどを検討している。 

・また，新しい取組として選挙事務への応援を検討している。 

・来年４月の統一地方選挙が４年に一度の事務であり，従事経験者が少な
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く，また一時的に業務量が大きく増加することもあるため，今までに在籍し

経験のある職員に対し併任発令を実施し応援体制を組みたいと考えている。 

・また，直接この制度を活用したものではないが，今年度は，国からの要請

により，市全体として一時的な業務量の増加に対応するため機動的な人員配

置を採っている。 

・その内容は，消費税増税に伴う国の施策である臨時福祉給付金と子育て世

帯臨時特別給付金であるが，この支給事務についても，本市では臨時給付金

室を設置し，８名の職員の兼務体制で対応している。 

・急な国からの要請に対し，職員８名の兼務における体制に加え，６月から

１２月まで，業務量に合わせ３名から３６名の派遣職員の活用でこの業務に

当たっている。 

・過去にも，地域振興券や定額給付金支給事務があったが，各自治体は，限

られた職員数で事務を行っているため，事務費は国が負担するとはいえ，国

の急な施策で自治体職員の負担や時間外勤務が増加しているところである。 

・続いて詳細取組②について説明させていただく。 

・資料１進行管理表の５ページを御覧いただきたい。 

・取組④詳細取組②の内容は，「臨時職員及び嘱託職員を部局等で一元管理

し，効果的に配置・運用する仕組みを構築する」ことであり，これまでの取

組をより明確にするため，昨年度作成した「嘱託職員及び臨時職員の部内一

元化に関する基本方針」に基づき，各部局で臨時職員及び嘱託職員の一元管

理に取り組むものである。 

・臨時職員については，これまでも毎年度の予算作成時において，本市の臨

時職員雇用方針「業務の内容，時期等を整理し，必要最小限の人数で必要な

期間の雇用とすること。」のもと査定を実施すると共に，部内各課で繁忙期

に共有するなど有効活用の手法を十分検討するよう指導し，従来から可能な

部署において，実践してきている。 

・また，嘱託職員については，その職が資格を必要とする専門的業務に就い

ているため，職場に常時必要であり，一元化には，なじまないとの考えはあ

るものの，可能な限り，効率的な配置，運用に努めるものとしている。 

・こうした考えのもと，今年度も土木部の道路保全課と道路整備課で臨時職
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員を１人，都市整備部の下水建設課と下水総務課，下水維持課で臨時職員を

１人，また，生活安全部が所管する地区市民センターと文化振興部が所管す

る公民館で臨時職員７人と嘱託職員２０人を一元管理している。 

・なお，７月の部局長人事ヒアリング調査の結果，来年度からは，総務部の

管財営繕課で１名臨時職員を削減して，契約調達課の臨時職員１人を管財営

繕課と契約調達課で一元管理する予定である。 

・なお，この取組については，余りに細かく，他市でも行革案件として取り

組んでいる事例も無いため，以前から意見が出ているとおり，必要が無けれ

ば雇用しないことが原則であることから，予算時期や人事ヒアリング時期に

啓発に努めるものと考えている。 

・説明は以上である。 

 

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】 

・取組④の詳細取組①について，平成２６年度行動計画の部分の「各所属か

らの要望による機動的配置実施」の項目がずっと点線になっているが，この

項目は，上の２項目が済んでからでなければ始まらないのではないか。 

・平成２６年度の実績，課題等に「昨年度同様に，市民税課の申告業務で実

施を予定している。」とあるが，規定の作成前に実施できているのであれ

ば，規定は不要であるように見えてしまうのでもう少しわかりやすく表現し

てはどうか。 

 

【総務部長】 

 ・昨年度の１月に方針を作成し，その後，方針に基づき市民税課で実施した

という認識でこのように記載させていただいた。 

 

【中澤委員】 

・そうであるならば，平成２６年度行動計画の部分の「各所属からの要望に

よる機動的配置実施」の項目の点線を「第１四半期」及び「第２四半期」は
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削除し，昨年度の実施は試行である旨を「平成２６年度の実績，課題等」の

欄に記載してはどうか。 

 

【総務部長】 

 ・そのようにさせていただく。 

 

【昇委員長】 

 ・昨年度は兼務発令を行っているのか。 

 

【総務部長】 

 ・兼務発令を行っている。 

 

【昇委員長】 

 ・この場合に発令を行う者は，誰になるのか。 

 

【総務部長】 

 ・市長である。 

 

【昇委員長】 

 ・昨年度の時点では要綱ができていないが，試行として総務部長が調整し，

市長が兼務発令を行ったということであるのか。 

 

【総務部長】 

 ・そうである。 

 

【昇委員長】 

 ・そうなると，その試行を踏まえ，要綱を作成し，本格的に運用に至ったと

いうことである。 

 

【中澤委員】 
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 ・取組④詳細取組②について，この取組は既に本格実施に移っているように

見えるが，その場合，進行管理表は不要なのではないか。 

 ・取組が仕組みとして完了しているものの取扱いを考える必要がある。 

 ・取組が進行中のものと，完了したものを分けてまとめた方が見やすいよう

に感じる。 

 

【昇委員長】 

 ・土木部や都市整備部で臨時職員を共有するということは，平成２６年度が

初めてとなるのか。 

 

【総務部長】 

 ・以前から実施しているところもある。 

 

【昇委員長】 

 ・この取組において，要綱のようなエポックメーキングな何かを作成したと

いうことはあるか。 

 

【総務部長】 

 ・これについては，昨年度に基本方針をまとめ，それに基づき進めている。 

 

【昇委員長】 

 ・それでは，その基本方針を定めた時点から本格施行ということにし，その

前は試行という扱いとすると，その基本方針を定めた時点でこの取組は完成

であるから，今回は直後ということで確認したが，次回以降のチェックは不

要とし，何か変わる際に報告をいただきたい。 

 ・進行管理表についても，取組が完了している旨がわかるように記載をお願

いする。 

 

【一見委員】 

 ・これまでも大規模なイベントや選挙の際には，機動的な配置を実施してい



 

8 
 

ると思われる。 

 ・この取組を実施することで，これまでとどう変わるのか。 

 ・１月に策定したという方針に書かれているかもしれないが，１番の問題

は，人員を希望する部署は簡単な話であるが，人員を出す側の部署はそうは

いかないと思われる。 

 ・人員を出す側が積極的に協力するという意識改革が必要である。 

 

【総務部長】 

 ・今まで応援という形で曖昧な立場となっていたものを兼務とすることで，

正式にそこの所属として業務に携わることができるようになった点が変化点

である。 

 ・人員を出す側の意識という点については，協議する中で人員を出す側の職

場の状況等を注視するだけでなく，職員の健康状態をチェックするという内

容なども方針の中に記載し，進めているところである。 

 

【一見委員】 

 ・人員を出す側がこれまでも問題なく出せていたのであれば，特に行財政改

革として取り組むほどのものでもないように感じる。 

 ・淡々と説明いただいたが，人員を出す側に何か問題があって，これまでう

まく行かなかったことが，取組を実施することで解決したのであれば，皮肉

になってしまうが，淡々と説明できることでは無いように思う。 

 

【総務部長】 

 ・今回，市民税課で取り組んだことで，時間外勤務時間を約４，０００時間

減らすことができたという実績があり，今後，選挙事務等で機動的な配置を

行う場合も同じようなメリットが生まれることから，行財政改革における財

政改革分野の取組として，一定の効果があったものと考えている。 

 

【一見委員】 

 ・総括は，そのとおりであると考えるが，人員を出す側は一時的に業務が停
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滞するわけであるから，人員を出す側に問題は無かったのか。また，行財政

改革として取り組み，方針を定めることで組織内が協力的になることができ

たのか。 

 

【総務部長】 

 ・試行後に対象となった部長，課長に話を伺う中においては，人員を出すこ

とによる影響が皆無というわけではないが，「業務に繁忙の波がある中で，

その平準化を図る」という目的を方針に定めることで全庁的に共有し，ま

た，要綱においては，機動的配置を行ったことによる効果を聴取する様式も

用意している。 

 

【一見委員】 

 ・意見としてだが，機動的配置に協力したことを勤務評定に入れるというこ

とも良い効果があるように思う。 

 

【総務部長】 

 ・その点については，人事評価において，既に特別業務加算として，評価で

きる仕組みになっている。 

 

【昇委員長】 

 ・具体的な仕組みについて確認する。 

 ・市民税課であれば，企画財務部であるが，市民税課のOB・OGは企画財務

部内にいる場合と部外にいる場合があると思うが，まずは企画財務部内で探

し，足りない場合に部外に探しにいくのか。それとも部内外にかかわらず

OB・OGを探していくのか。 

 

【企画財務部長】 

 ・実施事例に挙げている市･県民税の申告相談の業務は，専門性を要するもの

であり，誰でも直ぐに対応できるものではない。一般的に，人員が不足した場合

は，臨時職員を時限的に配置することとなるが，申告相談の場合は，それでは
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対応できないので，この取組による機動的な人員配置の方針に基づき，他部

局に市民税課経験者の応援を依頼した。 

 ・この応援依頼については，税制度は毎年のように頻繁に改正されるので，遠

い過去に市民税課に在職した者では対応できないことから，現行の税制度に対

応するため，直近に異動した者を対象に人選した。 

 

【昇委員長】 

 ・その場合は，企画財務部に限定することなくということか。 

 

【企画財務部長】 

 ・そのとおりである。 

 ・本市の人事異動では，部内に異動することは少なく，部外に異動することが多

いため，必然的に部外に求めるということになる。 

 

【昇委員長】 

 ・そうなると部長同士が職員の機動的配置について，交渉するということに

なるのか。 

 

【企画財務部長】 

 ・実務的には，まずは市民税課内で対象者の検討を行い，その結果を踏ま

え，市民税課長が対象者の所属長に打診，調整し，その後，私が対象者の所

属する部局長に依頼した。 

 

【昇委員長】 

 ・実務的な調整は，課長同士が行うこととなるのか。 

 

【企画財務部長】 

・そのとおりである。 

・実務レベルでの調整が，先ずは必要となる。 
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【昇委員長】 

 ・機動的に配置された先での時間外勤務手当の負担は，配置先と配置元のど

ちらになるのか。 

 

【企画財務部長】 

 ・時間外勤務手当については，部局に配分されておらず，人事課で一括管理し

て執行している。 

 

【大屋委員】 

 ・昇委員長，中澤委員，一見委員と基本的に同じ意見である。 

 ・１点だけ確認させていただきたい。 

 ・確定申告業務など事前に多忙になることが予見できる業務の場合，知識が

あり，スキルがある直近の異動者などをアサインしやすいものと考えられる

が，例えばどの部署でも起こりえるものとして，育児休暇や産休を取得する

際に機動的配置を行う場合は， その人選基準が難しいように感じるが，現行

の対応状況についてお尋ねしたい。 

  

【総務部長】 

 ・育休，産休について，これまでは臨時職員を配置していたが，現在は嘱託

職員を配置することで対応している。 

 

【昇委員長】 

 ・確認程度でお伺いするが，機動的配置に関する要綱は他市においても作ら

れているのか。 

 

【総務部長】 

 ・あまり作られていないようである。 

 ・先行事例を探す中で３例見つけることができた程度である。 

 ・電話での確認であるが，その中でも実効的なものとして機能しているケース

は少ない。 
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【昇委員長】 

 ・消費税の税率アップに伴う臨時交付金の業務を行うに当たって，室を作っ

て８名すべてに兼務発令と説明があったが，室長も兼務であるのか。 

 

【保健福祉部長】 

 ・室長も兼務で行っている。 

 ・室長は，これまでも福祉総務課において当該業務を担当していたため，引

き続き担当できるよう兼務とした。 

 ・残りの人員は，これまでに似たような給付金業務に携わった経験がある職

員などを中心に協力いただいている。 

 

【昇委員長】 

 ・この要綱によると，３か月が機動的配置の期限とされているが，給付金の

場合はどうするのか。 

 

【総務部長】 

 ・本要綱上では，特に必要とする場合を除くとしているので，合理的な理由

があれば例外的な運用も可能である。 

 

【昇委員長】 

 ・災害時の体制はどうなっているのか。 

 

【総務部長】 

 ・災害時は，災害対策本部が設置され，それに基づく配備体制となる。 

 

【昇委員長】 

 ・より少ない職員数で多様な行政ニーズに応えようとする取組であるので，

基本的には妥当な取組であると考える。 
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（２） 取組⑥「未利用地等の売却及び賃貸」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。 

 

【土木部長】 

・資料１の７ページを御覧いただきたい。 

・本市では，本市が保有する未利用物件や市有財産の余裕のある部分の調査

を行い，対象となる物件を全庁的に把握することにより，それらに優先順位

を付けて，民間への売却処分や賃貸に取り組むことにより，税外収入の確保

を図ることを目的とし，鈴鹿市行財政改革アクションプランの取組⑦「広告

収入の確保」，取組⑧「公共施設の全体運営指針の作成」との整合及び連携

を図り，平成２４年に「市有財産の売却及び賃貸に関する基本方針」を策定

したところである。 

・この方針に基づき，平成２４～２５年度にかけて全庁的に対象物件を調査

し，それらに優先順位を付して，計画的・効果的な処分や賃貸に取り組み財

源確保を図るものである。 

・平成２６年度の取組予定は，前期に平成２５年度実績の各課への配信によ

り情報共有を図るとともに，優先順位に基づき条件整備を整え条件整備が完

了した物件から順次売却・賃貸を実施することとしている。 

・今回の説明では，上半期の実績を中心に報告させていただく。 

・進行管理表中段下に平成２６年度内の工程を示しており，予定を点線，実

施を実線で表し，上段には「平成２５年度実績の各課への配信」，中段には

「対象物件の条件整備」，下段には「対象物件の売却及び賃貸の実施」とし

ている。 

・「平成２５年度実績の各課への配信」については，上半期で実施を行い，

「対象物件の条件整備」及び「対象物件の売却及び賃貸の実施」について

は，下半期も継続して実施していくこととしている。 

・次に上段における，単年度指標目標及び通年指標目標について説明させて

いただく。 
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・通年指標目標の目標値である売却実施件数 ２１７件 賃貸実施件数３，

８４０件について，資料３の１ページを御覧いただきたい。 

・売却実施件数 ２１７件については，積極的な売却姿勢を示す意味も含め

て，平成２０年度から２３年度までの４年間の合計件数１９７件に対し，１

０％の増加を目指し，２１７件を平成２４年度から２７年度までの４年間の

目標値としている。 

・賃貸実施件数３，８４０件については，平成２０年度から２３年度までの

４年間の合計件数３，８４０件を目標値としている。 

・次に，平成２６年度単年度における指標目標は，売却実施件数 ５３件に

ついては，消費税増税前後の売払い件数も考慮し，平成２６年度５３件と設

定している。 

・賃貸実施件数９６０件については，２３年度９４３件から徐々に件数を増

加させ，最終平成２７年度に９７５件となり４年間合計が３８４０件となる

よう設定しており，その平成２６年度件数を９６０件として目標設定してい

る。 

・なお，件数的には多くを占める電柱等は，平成２４年度当初に，中部電

力，ＮＴＴに電柱の建っている位置についての精査を求めたところ，百数十

件が減少し，現在の件数になっている。 

・続いて，平成２６年度上半期における実績値について，資料３の２ページ

を御覧いただきたい。 

・まず，市有財産売払い件数は １９件あり，売払い金額は８５，２８９，

３６０円である。 

・その内訳は，赤道・青水路の売却 １２件 ３，９６５，３１１円，普通

財産の売却 ７件 ８１，３２４，０４９円 である。 

・市有財産賃貸収入としては，７９６件と前年度と同じとなっており，本年

度は前年度並みと予想している。 

・目標値と実績値の評価については，それぞれの件数で申しますと年度末目

標達成は厳しい状況である。 

・また，売却額についても，下半期の売却を普通財産の売却６件約８０，０

００，０００円を予定しており，上半期と合わせると合計で２５件 約１６
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５，０００，０００円になると予想している。 

・また，市有財産賃貸収入としては，７９６件と前年度と同じとなってお

り，未確定ではあるが，前年度並みの収入額約１６，７００，０００円にな

るであろうと予想している。 

・これを集計した効果額としては，マイナス約５６，０００，０００円が予

想される。 

・この要因には，平成２４年・２５年度に高額な土地の売却が一挙に進んだ

影響であると考えているが，当初４年間で２００，０００，０００円と設定

していた目標効果額に対し，昨年度末までに既に約３１０，０００，０００

円の効果額を達成し，目標を大幅に上回っているので，取組全体としては，

順調に進んでいるものと考えている。 

・今後，年度末目標値達成に向け，庁内の情報共有を積極的に図りながら引

き続き市有財産の整理・売却・賃貸を進めて参りたい。 

・市有財産に関する未利用地等の売却・賃貸についての報告は以上である。 

・続いて，参考として下段平成２６年度の実績・課題にも記載している「鈴

鹿市土地開発公社」における取組について説明させていただく。 

・御承知のとおり鈴鹿市土地開発公社は，地域の秩序ある整備を図るため，

必要な公有地となるべき土地を市に代わって先行取得することを主たる役割

として「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づいて市の全額出資により

昭和４８年に設立された特別法人である。 

・公社の設立以降，市の事業計画に基づき，学校，公園，道路の整備を着実

に進めるため，公社は民間金融機関などの融資を受けその借入資金によって

市が必要とする土地を市からの業務依頼により先行取得してきたところであ

る。 

・その後，市が必要とした時に土地取得金額に利息・管理費・事務費を加え

買い戻すことで，公社は土地売却収入を借入金の返済に充てるものとしてい

る。 

・しかしながら，公社が設立され約４０年，その間の景気の変動や社会状況

の変化による市の事業自体の進捗と公社の先行取得の進捗のバランスが大き

く変化したことにより，公社は多くの長期保有地を抱えてしまうこととなっ
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た。 

・土地保有高としては，平成２３年で１１４億円と県内１位であり，その解

消に向けての対応が迫られていた。 

・このような状況を踏まえ，平成２３年度にその解消を目指した「公社経営

健全化方針」が策定され，長期保有地の処分の具合的な取組がスタートし

た。 

・資料１の７ページの下段表中にもありますように，公社においては，この

公社経営健全化方針に基づき，長期保有地の処分を進めており，長期保有地

については， 

平成２３年度から平成２５年度までの過去３年間で５９件 約２，２３３，

８９４，０００円の売却を行い，その結果，借入金は約３，０３２，３２

３，０００円減少することとなった。 

・この借入金の中には，鈴鹿市からの借入金も含まれることから，公社の積

極的な長期保有地売却が市財政へも良い影響を与えるものと考えている。 

・このことからも，公社としては，公社経営健全化にむけた「長期保有地の

削減への取組」を引き続き積極的に進めていくと聞いている。 

・説明は以上である。 

 

 

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】 

・１点目は，資料１ 進行管理表の下段部分 実績，課題等の部分につい

て，公社が約２２億円分の売却を行った結果，借入金が約３０億円減少した

とあるが，単純に約２２億円の売却によって借入金が約３０億円も減少する

ことになるのか。 

・２点目は，単年度指標目標において平成２６年度の実績値が入っている

が，これは実績見込みの値という理解で良いか。 

・３点目は，資料１ 進行管理表の下段部分 実績，課題等の部分の自動販

売機の設置について，設置の余地はまだ十分見込めるものであるのか。 
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【土木部長】 

 ・御発言の順番とは前後してしまうが，まず２点目については，上半期の実

績を記入しており，既に実績として確定しているものである。下半期には，

６件ほど見込んでおり，平成２６年度としては，２５件程度になるのではな

いかと予想している。 

 ・１点目については，公社を担当している者から回答させていただく。 

 

【管財営繕課長】 

 ・公社の実績である５９件 約２２億円の売却について，この約２２億円と

いう数字は，簿価であり，実際の売却額としては約２５億円である。 

 ・加えて，売却損が出た場合は，準備金から補填する形になるので，借入金

を約３０億円減らすことができたということである。 

 

【中澤委員】 

 ・売却額は，約３０億円ということであるのか。 

 

【管財営繕課長】 

 ・売却した金額としては，約２５億円である。 

 

【中澤委員】 

 ・売却額が約２５億円，借入減少額が約３０億円であるならば，売却の結果

として借入金が減少したという表現ではなく，売却や準備金等を含めた結果

とする表現が適切であるように感じる。 

 ・今のままであると，「なぜ約２２億円の売却で借入金が約３０億円も減る

のか」と感じる人がいると思われる。 

 ・借り手の話はここでは対象外にした方がわかりやすいような気がする。 

 

【大森副市長】 

 ・公社の健全化については，無関係とも言い難い部分があることから私が説
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明を指示したが，わかりやすい表記にさせていただく。 

 

【管財営繕課】 

 ・３点目の自販機については，これまで本庁舎の１階，１５階のロビー，消

防署などに設置していたが，今回，積極的に周知を図ったことを受け，市民

会館，市営住宅，考古博物館，男女共同参画センターという形で広がってき

ており，まだ設置余地はあるものと考えている。 

 

【文化振興部長】 

 ・平成２７年度の話ではあるが，文化振興部の所管する各公民館，ふれあい

センターなどの社会教育法に基づく施設について，自販機の設置と社会教育

法の営利活動制限の関わりを調査，協議を行ったところ問題なく設置できる

ことが確認できたので，今後設置を行っていきたいと考えている。 

 ・図書館についてもこれまで飲食禁止としていたが，森林税に係る交付金を

活用して図書館の一角に飲食可能なスペースを設け，そこでも自販機の設置

を行っていくよう考えている。 

 ・平成２７年度以降に文化振興部のみで３３台の自販機を設置できる見込み

である。 

 

【昇委員長】 

 ・自販機を設置する部分は，普通財産にするのか。 

 

【文化振興部長】 

 ・地方自治法の改正により行政財産であっても貸付が可能となったことか

ら，それを適用していく。 

 

【昇委員長】 

 ・赤道，青道という用語について説明をお願いする。 

 

【土木部長】 
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 ・赤道や青道というものは，公図等に昔から畦道や水路であった部分として

示されており，以前は地番の無い国有地という仕分けであったが，平成１２

年～１７年にかけて国から市に移管作業が進められた。 

 ・そのような財産の中には，現況として用途が既に無くなっているものもあ

り，そういった財産については，買っていただくよう積極的にお願いしてい

る。 

 

【昇委員長】 

 ・中部電力の電柱はたくさんあり，元々市道の占用許可を出して使用させて

いたものであると思うが，そうなると賃貸については，昔からやっているこ

とであり，何かを変えるというものでもないように感じるがどうか。 

 

【土木部長】 

 ・賃貸については，以前から行っているものを方針に基づき整理，把握する

ものとしている。 

 ・その整理，把握する中でこれまでの認識と調査結果にギャップが生じてい

る。 

 

【昇委員長】 

 ・土地開発公社について，今後赤字対策はどのように進めていくつもりであ

るのか。 

 

【土木部長】 

 ・土地保有について適正な状態に近づけられるよう平成25年度～29年度に取

り組んでいくと聞いている。 

 

【昇委員長】 

 ・この取組は，バランスシートを両建てで資産を下げ，負債も減らすもので

あり，全体として小さくしていくものであるから，方向性としては賛成であ

るが，目標を達成する時期はいつごろを予定しているのか。 
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【土木部長】 

 ・必要とする土地の総量が事業の進捗等に左右され，分母が変化していくた

め，いつごろ達成できるかというのは明示しにくい。 

 

【昇委員長】 

 ・一般会計で保有している未利用地は，他市と比較して多いのか，少ないの

か。 

 

【市長】 

 ・一般会計の未利用地は，それほど多くない。 

 

（３） 取組⑩「職業意識の向上」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】 

・進行管理表13ページを御覧いただきたい。 

・取組⑩の職業意識の向上 詳細取組①の内容は，「管理職員を対象に試行

している人事評価制度について，対象となる職員の範囲を拡大する」ことで

ある。 

・人事評価制度については，平成１８年１２月に策定した鈴鹿市人材育成基

本方針に基づき，平成１９年度に，事務･技術職員の範囲で，まずは管理職員

（２２９人）を対象に試行的に導入，その後，毎年，評価研修会を行うとと

もに管理職員で試行を続けている。 

・さらに平成２５年度には，その対象を課長補佐級の主幹，及び係長級のグ

ループリーダー（４２１人）に拡大し，今年度は，新たに副主幹，主査，副

主査を加えた７０６人に拡大している。 

・７０６人の内訳は，管理職（部長，次長，参事，課長及び副参事）２４９
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人，主幹（ＧＬ及び単独主幹）１８４人，副主幹１６２人（ＧＬ１人），主

査４８人，副主査６３人である。 

・４月に新たに対象となる職員３１１人への説明会を実施し，前期目標の設

定等を行い，目標に沿った業務管理を進めている。 

・また，８月には新たに対象となる職員と新任課長（１６人）に対するスキ

ルアップ研修を，８回に分けて計４日間行った。 

・10月に入り，前期の人事評価として，前期目標の達成確認，面談，評価を

実施している。 

・この制度は，補足資料の23ページに添付の鈴鹿市人事評価制度説明会資料

にもあるように目標管理の手法を取り入れ，実績，能力，態度について，評

価した結果と，業務遂行のためのアドバイスを上司が部下との面談の中で伝

えることでコミュニケーションを図るとともに，本人に気づきの機会を与

え，自己啓発意欲の向上に結びつけるといった人材育成を第一の目的にして

いる。 

・本年５月１４日には，地方公務員法が一部改正され，職員の任用に当たっ

ては，能力及び実績に基づく人事管理の徹底を図るものとし，人事評価を任

用，給与，分限その他の人事管理の基礎として活用することとされた。 

・この法律は，２年を超えない範囲で施行されることから，平成２８年度か

ら本格的に人事評価制度を導入する必要があり，事務･技術だけでなく消防職

員，保育士，幼稚園教諭，現業職などにも拡大する必要が生じている。 

・今後の課題として，評価者による適正な評価をはじめ，対象者の増加によ

る評価者の業務増への対応を図る必要があると考えている。 

・続いて詳細取組②について説明させていただく。 

・進行管理表14ページを御覧いただきたい。 

・取組の内容は，採用後一定の育成期間終了後は，職員の経験や能力を考慮

し，総合力や専門力を高め，それが反映される人事異動の仕組みを構築する

ものである。 

・まずは，基本となる人材育成基本方針の見直しを行うこととし，今年度８

月に素案を庁内に公表し，職員への意見募集を実施した。 

・提出された意見は１２件で，その意見を基に修正作業を行いまして，現在
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年度内の作成に向けて準備を進めているところである。 

・補足資料の17ページの人材育成基本方針の概要版を御覧いただきたい。 

・ここに，めざす職員像を明確にするため「ともに信じ，ともに考え，果敢

にチャレンジする職員 ～鈴鹿の未来をきりひらくために～」という職員像

を掲げている。 

・続いて18ページの第２章人材育成の方策の２-４人事制度において，経験と

能力を生かした人事制度を明記している。 

・また，20ページに記載のとおり，新しい人材育成基本方針では，人事管理

の一環として，それぞれの職員の職位に応じた能力適応期（能力育成期，能

力拡充期，能力発揮期）を設定し，その適応期に応じた計画的な育成，人事

異動等を行う予定ある。 

・これまでも，採用後一定期間に一職場３年～４年のサイクルで職務経験を

積ませ，異動させた後，職員の適正を考慮し，専門分野への配置に努めるな

ど，適正配置に努めてきたが，複雑かつ高度化する市民ニーズに的確に対応

するためには，特定の分野においては，高度な専門的知識や経験を備えた人

材（スペシャリスト）を育成する必要がある。 

・補足資料22ページに掲載している図内「採用･配置」欄に記載のとおり，今

後は，採用後約１０年間の能力育成期に，職員として必要な知識と能力を育

成するとともに，能力拡充期となる約１０年を経過する職員の配置について

は，これまで以上に職員の適性と，毎年度実施している自己申告シート（職

員希望調書）による希望を考慮しながら，経験と能力を生かした人事配置を

行うことにより，専門的知識を生かせる組織体制の整備を図るようにしてい

く。 

・また，研修制度の再構築を図り，階層別研修の充実を図ることとスペシャ

リスト育成に向け資格取得への補助を充実するよう考えている。 

・スペシャリスト，専門職については，先進市で把握されている課題とし

て，ゼネラリストの人材が見つからない場合は，人事サイドの都合で結局ス

ペシャリストをゼネラリストに戻さざるを得ないこと，専門職は，多く配置

する必要がないため，一人配置すると次の人物がなれないこと，同じところ

で楽をしたいという前向きでない場合があることなどが挙げられる。 
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・うまくマッチできると機能するが，専門職ポストの導入には，難しい面が

あるとのことであった。 

・本市において，今年度は，専門職として情報統括補佐官を外部登用したと

ころ，ＩＣＴ推進本部を立ち上げることもでき，職員の相談のみならず電算

関係予算の事前審査にも携わっており，非常にうまく機能しているところで

ある。 

・専門性の高い分野については，職員を育成するとともに，様々な手法を用

いて対応していく必要があると考えている。 

・説明は以上である。 

 

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 進行管理表の１３，１４ページの行動計画部分について，一番下

の「制度改善の検討」，「関係団体との調整」が何も実施されていない。 

・実施予定のものが実施されていないということは，何か障害があるのか。 

・障害があるのであれば，課題等の部分に記入し，対策を考えていかなくて

はならない。 

 

【総務部長】 

 ・課題は，対象者の増加により，評価者の業務増への対応であると考えてい

る。 

 

【中澤委員】 

・それは，制度の課題ではなく，運用上の課題で横の話であり，直接は関係

ないのではないか。 

・そもそも，「制度改善の検討」が行動計画に含まれていることもどうかと

思うが，今指摘していることは，「制度改善の検討」が行われなかったこ

と，つまり行動計画が予定どおり進まなかったことについての課題認識であ

る。 
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・本来ならばこういった課題は，外部評価に至る前の内部評価の段階で，な

ぜ予定どおりに進まなかったのかということを整理しておかなくてはならな

い。 

・全体的に感じている点であるので，後で申し上げる予定であったが，今申

し上げると，参考資料２で「○」の評価になっているもので，進行管理表上

で予定どおり進んでいないものが散見される。予定どおりに進んでいないの

に内部評価が丸になっているのでは，甘い評価であると言わざるを得ない。 

 

【昇委員長】 

 ・表記も含めてもう一工夫検討いただきたい。 

 

【一見委員】 

 ・人事評価の対象範囲を拡大しているようだが，そこは淡々と進んだのか。 

 ・私が行財政改革としてこだわっている点として，淡々と進められるような

課題ばかりではないのではないかということである。 

 ・特に試行というものは，本実施に向けて課題を認識し，改善を行うために

行うものである。 

 ・試行の総括は，別途実施されているとは思うが，そこらへんを御説明いた

だきたい。 

 

【総務部長】 

 ・今までの試行を踏まえ，被評価者を増やすことで，一次評価者及び二次評

価者の労力が増加することがわかってきた。 

 ・そのため，一次評価者をグループリーダーに下ろしていくかどうかという

部分が課題となっている。 

 ・人事評価制度アドバイザーからは，評価者は管理職が行うべきで，現在の

規模ならば不可能な分量ではないのではないかと意見をいただいている。 

 ・現在，一次評価者で40数人，二次評価者で90数人を評価する評価者がいる

状態である。 

 ・この点の改善が，今後，一番の重要課題として認識している。 
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【一見委員】 

 ・評価者一人当たりの被評価者数が増えることが課題であるのか。 

 

【総務部長】 

 ・そのとおりである。 

 

【一見委員】 

 ・課題認識する中で議論された内容をお伺いしたい。 

 

【総務部長】 

 ・被評価者が増えることによって評価者の負担が増大すること，出先機関等

で普段接していない職員の評価を行うことなどを課題として議論している。 

 

【一見委員】 

 ・人事評価制度は，被評価者がシートを作成するだけでもかなりの労力を要

するため，被評価者にとってもプラスになるように考える必要がある。 

 ・この人事評価制度を余分な作業と感じさせない仕組みについては検討した

ことがあるか。 

 

【総務部長】 

 ・本市の人事評価制度は，目標管理制度を基にしているので，被評価者にと

っても目標管理としての効果は十分にあるものと考えている。 

 ・やはり評価に伴う事務の負担はあるが，今後は，昇任や給与に用いていく

ということも考えられるので，重要なものとして捉えている。 

 

【大屋委員】 

 ・評価制度の特に良い部分は，評価をすることそのものというより，評価を

するために面談を行うなど，その人を見る時間が増えることであると考えて

いる。 
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 ・今回の目標が，職員一人ひとりの資質とモチベーションを向上させるとあ

るが，モチベーションを上げるための施策が評価対象者を増やすことだけで

はないように感じる。 

 ・評価されることでモチベーションが上がる人もいるが，下がる人もいると

思われる。 

 ・評価以外にモチベーションを上げる施策は，検討していないのか。 

 

【総務部長】 

 ・評価すること自体が目的ではないので，評価をする過程の面談等によりコ

ミュニケーションを図ることでモチベーションの向上につながっていくので

はないかと考えている。 

 

【昇委員長】 

 ・民間での事例を御紹介いただければお願いしたい。 

 

【大屋委員】 

 ・人が人を評価することは，とても難しいものであると思う。 

 ・我々の会社でも自己申告シートを書くためにかなり時間を要しており，仕

事をやればやるほど仕事が集まってくる傾向もあるため，評価に向ける時間

が減ってしまうという面がある。 

 ・一方で，社内の報奨制度が多いという面もある。 

 ・参考になるかはわからないが，マーケティング，プランニングにおけるグ

ッドプラクティスに対して，お金が付く，付かないではなく，それを発表

し，賞賛する場がある。 

 ・クリエイティブで世の中に出ていくような仕事は，認められやすいが，い

わゆる黒子的な仕事であっても，我々の会社ではＭＶＰ賞として賞賛するこ

とにしている。 

 ・そういった場があるとチャレンジする動機付けにもなると思われる。 

 

【昇委員長】 
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 ・民間では，以前から取り組んでおり，発表，賞賛の場を工夫して行ってい

る。 

 ・そのような事例を見てみると，金額的にたいしたことがないことが多い。 

 ・そういった金額的なことよりも，みんなに知ってもらう場所を作ることが

重要である。 

 ・こういった取組は，かなり時間と労力を要するものであるが，比較多数の

職員が効果を実感できるような制度構築をしていただきたい。 

 ・答えられる範囲で構わないが，こういった取組はこれまでやろうとしなが

らも，中々できなかった取組である。 

 ・これまでできなかった要因の一つに自治労の反対があると思うが，労働組

合との関係はどうなのか。 

 ・地方公務員法の改正により，全国一律で人事評価を実施することになると

いうことであるが，国からマニュアル又はそれに類する助言的なものは提示

されているのか。 

 

【総務部長】 

 ・人事評価自体が，国より先に一部の地方自治体が先進的に取り組んでいた

ため，本市では，その先進事例を参考に日本経営協会からも指導いただきな

がら，制度を構築していった。 

 ・労働組合は，法改正に先んじての実施については，抵抗感を感じているよ

うであったが，法改正に伴い一般職員まで拡大して人事評価を実施すること

については，理解を示している。 

 

【昇委員長】 

 ・資料３の２２ページの図の一番左の部分について，「能力発揮期」が３７

歳以上になっている点が非常に気になっている。 

 ・２０代であろうが，３０代であろうが，能力はぜひ発揮していただきたい

と思う。 

 ・言葉だけの問題であるが，表現を考えていただければと思う。 

 ・この取組は，戦後からずっと取り組み，その度に頓挫してきたものであ
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る。 

 ・しかし，法改正がなされ，いよいよ全国的な実施になっていくことになる

が，良い仕組みを構築できるようがんばっていただきたい。 

 

【大屋委員】 

 ・資料３の２２ページの図に特別研修として「女性職員能力開発研修」とい

うものが挙げられているが，この中身を説明いただきたい。 

 

【総務部長】 

 ・女性職員の幹部登用を促進していくステップアップ研修であるが，特に力

を入れるという意味で特記している。 

 

【大屋委員】 

 ・女性がこれまで受けられなかった研修が，今は受けられるよう推進してい

るということか。 

 

【総務部長】 

 ・女性が受けられなかったという研修は，以前からない。 

 ・通常の研修に加え，特にプラスして研修を受けることができるようにした

ものである。 

 

【大屋委員】 

 ・男性の研修機会の喪失など難しい面もあるかと思うが，女性の方が男性よ

りも研修機会に恵まれているということか。 

 

【市長】 

 ・特に女性が積極的に研修に出ていただくための場づくりを行っている。 

 ・今までの研修の中でも特に女性にターゲットを絞って勧誘も行っている。 

 ・逆差別に見えてしまう部分もあるかもしれないが，それくらい力を入れて

いることの表れである。 
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 ・それくらいしないと男女共同参画の流れに追いついていかないという危機

感を持っている。 

 

【大屋委員】 

 ・私もここ数年女性の働き方についての講演等に呼ばれることが増えてい

る。 

 ・今の時代は過渡期であり，それだけに女性の働き方に関するものに対する

世間の注目度は高いと考えている。特に鈴鹿市は，女性市長であり，期待さ

れているものと思われるので，私も期待をして具体的な内容を確認させてい

ただいた。 

 

【総務部長】 

 ・本市では，女性職員能力開発研修などの女性向けの施策を積極的に進めて

いるが，現実的には受講者の積極性が追いついていない部分があることは否

めない。 

 ・もっと啓発する必要があると感じている。 

 

【大屋委員】 

 ・鈴鹿市行財政改革推進委員会は，５名中２名が女性委員と割合的に高いの

で，ここに来ると嬉しい気持ちになることができる。 

 ・これからも期待している。 

 

【昇委員長】 

 ・自民党がアベノミクスで女性が輝けるようにしないと経済成長ができない

とする時代である。 

 ・ただし，これは経済戦略であり，本当はもっと幅広い分野でやるべきこと

である。 

 

 

（４） 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」
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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。 

 

【保健福祉部長】 

・この取組は，少子高齢化の進行，生活様式，社会環境の変化等に伴い，多

様化する保育や就学前教育に対する保護者ニーズに対応できるように環境づ

くりを行うものである。 

・資料１ 進行管理表の２２ページを御覧いただきたい。こちらの実績，課

題等の欄の「８月」，「９月」について日付けが抜けている点について，８

月分は実施しておらず，９月２４日に第４回を開催しているため，そのよう

に資料の訂正をお願いしたい。 

・詳細取組①については，本年度の第２四半期までに昨年度策定した「市立

幼稚園再編整備計画の第２期再編整備計画」を作成し，第３四半期に行財政

改革推進本部の承認を得る予定であったが，平成２７年４月に本格スタート

となる「子ども・子育て支援新制度」により，小学校就学前の子どもたちを

取り巻く保育・教育環境が変化することを踏まえ，調整した結果，第１四半

期中に「市立幼稚園再編整備計画の第２期再編整備計画」の作成，承認まで

進めることができた。 

・資料２ 成果物の１７ページを御覧いただきたい。 

・第２期再編整備計画として取り組むこととなったものは，千代崎，鼓ヶ

浦，神戸の３中学校区にある幼稚園である。 

・千代崎中学校区では，若松幼稚園を廃園し，玉垣幼稚園への統廃合を経

て，将来的には玉垣保育所との幼保一体化を目指すこととしている。 

・鼓ヶ浦中学校区では，愛宕幼稚園を白子幼稚園に統廃合し，将来的に白子

保育所との幼保一体化を目指すこととしている。 

・神戸中学校区では，河曲幼稚園を神戸幼稚園に統廃合し，移転も視野に入

れながら将来的には，神戸保育所との幼保一体化を目指すこととしている。 

・それぞれの残地等については，放課後児童クラブや隣接の小学校用地とし
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て活用する計画となっている。 

・この３つの整備予定校区のうち，統廃合されることになる若松，愛宕幼稚

園を区域とする各小学校区に対しては，地元への説明及び外部団体との協議

は完了している。 

・公立保育所整備計画については，現在，平成２７年４月からの「子ども・

子育て支援新制度」に向け「鈴鹿市子ども・子育て会議」の意見を聴きなが

ら「鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画」の策定に取り組んでいるところで

ある。 

・「鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画」及び「市立幼稚園再編整備計画」

と整合を図りながら「公立保育所整備計画（案）」の作成に向け，各公立保

育所の課題整理を行っているところである。 

・詳細取組②については，本年度当初から保健福祉部児童保育課と教育委員

会学校教育課の両課において，保育士及び幼稚園教諭からの現場の意見を参

考にしながら研修計画案についての協議を行ってきた。 

・計画案を作成するための調査，研究の中で，菰野町にある幼保一体化施設

「菰野町竹永幼保園」の視察も行った。 

・その結果作成したものが，資料３ 補足資料の７２ページにある「保育

士，幼稚園教諭研修計画案」であり，１０月１４日付けで行財政改革推進本

部の承認を得たところである。 

・この計画は，保育士及び幼稚園教諭の資質向上を図るだけでなく，本市の

将来像を見据え，幼保一元化・一体化の推進にも寄与できるよう保育所及び

幼稚園の枠組みを超え，総合的な研修体制を構築することを目的としてい

る。 

・研修内容は，「基本研修」と「実践研修」の２つの体系で構成している。 

・「基本研修」では，専門性や資質の向上，多様なニーズに対応できる技術

や判断力の習得など個人のスキルアップを図り，「実践研修」では，保育士

が幼稚園に，幼稚園教諭が保育所にといった交流研修を通じ，より一層の相

互理解を深めようとするものである。 

・以上のように，取組⑭では，詳細取組①により施設の整備計画である「ハ

ード面」の環境整備を進め，詳細取組②により職員研修を中心とする「ソフ
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ト面」での環境整備を進めることで，両面から鈴鹿市の「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」を進めていこうとするものであ

る。 

・従来，幼稚園と保育所は，制度が異なるということで，所管が分かれてい

たが，子ども・子育て支援新制度を契機に制度の一元化も促進されるものと

考えており，本取組によって，子育て支援等にかかる組織体制の見直しにも

つながっていくものと考えている。 

・説明は以上である。 

 

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２１，２２ページを見比べて，詳細取組①については，相当時間

をかけて前倒しで進めていることが伺えるが，一方，詳細取組②について

は，投入時間が10倍くらい違い，遅れが発生している。なぜこうなったの

か。 

 ・詳細取組②の課題が「研修実施体制づくり」とあるが，漠然としすぎてい

る。もっと課題を深く掘り下げ，課題解決に向かうようにしていただきた

い。 

 

【保健福祉部長】 

 ・御指摘のとおり詳細取組①に重点を置いていた。 

 ・その理由の１つには，平成２７年４月からスタートする子ども・子育て支

援新制度との整合を図る必要があるため，検討が遅れているということを挙

げることができる。 

 ・体制づくりについては，幼稚園と保育所の所管がそれぞれ違うことが大き

な課題であるとして認識している。 

 

【大屋委員】 

 ・言い過ぎになるかもしれないが，幼稚園と保育所は所管が違うこともあ
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り，似て非なるものと言える。 

 ・それをまとめるということには，相応の御苦労があるものと思うが，せっ

かく作成いただいた研修計画を拝見しても，「研修をする」ということ以外

がわかりにくくなってしまっている。 

 ・例を挙げると，研修の時間について，「１日単位，半日，時間」とすると

いう表記されているが，これでは「結局全部ではないか。」と思われる恐れ

がある。 

 ・また，回数についても「年に数回」という表記であるとイメージがし辛い

と感じる。 

 ・幼稚園教諭と保育士のそれぞれが持っているスキルの違いにより，両者の

研修に要する時間はそれぞれ異なると考えられる。 

 ・そのような部分の調査，研究の結果が，計画からは伝わらないが，今後整

理する予定であるのか。 

 

【保健福祉部長】 

 ・研修内容については，計画を踏まえて今後整理していくことになる。 

 ・現在，本市では，保育士と幼稚園教諭を合わせて168名となっている。そ

の中の142名が両方の資格を保有しており，平成17年以降の採用分について

は，全員が両方の資格を保有している。 

 ・ただし，保育士と幼稚園教諭では，対象とする子どもの年齢が異なるな

ど，現場での経験上の違いがある。 

 

【一見委員】 

 ・幼保一体化，一元化という大きな流れに沿って進めており評価できる。 

 ・統廃合に当たっては，廃止される側の抵抗が強いものと考えられるが，説

明会ではどういった課題が出てきたのか。 

 ・行革委員会でこの取組を取り上げて議論したことで，何か統廃合の説明会

で役に立った部分があれば教えていただきたい。 

 

【教育委員会事務局教育次長】 
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 ・市民の声としては，大きな流れの中の動きということで御理解いただけて

いる。 

 ・地元との協議の場での具体的な関心事項としては，今後の幼保一体化はど

のように進んでいくのかということ，及び来年から始まる子ども・子育て支

援新制度についてのこと，廃止する施設の有効活用についてのことであっ

た。 

 

【市長】 

 ・一部補足する。 

 ・一見委員の御指摘のとおり，地元からは公立幼稚園と保育施設を含めて残

して欲しいという声があった。 

 ・その中で，システム的に2年連続で人数が揃わず休園しなくてはならない

状況になった場合は，3年目に閉園するということを具体的に話していっ

た。 

 ・2年連続休園した場合は，当該地域のニーズは無いものとして地元との話

を進めることができた。 

 ・地元からの声としては，閉園するかしないかが分からない状況よりも，閉

園するということが分かる方が，次の子どもたちの計画が立てやすいとのこ

とであった。 

 ・以上がここ数年の動きである。 

 ・この動きに伴って，私立の幼稚園は，非常に協力的であり，受け皿も作っ

ていただいた。 

 ・一方で，保育園ニーズが高まってきていることもあり，保育所とどう連携

を図っていくかが今後の課題であり，国の新システムとの整合を図りながら

進めて行きたい。 

 ・学童保育の施設としては，幼稚園の空き教室等を教育委員会が開放するこ

とで，一体化利用ができるようになった。 

 ・幼稚園と保育所が今後どうやっていくかということについては，いまだ課

題は残っているが，概ね中学校区に一幼稚園施設にしていくことに対して

は，今のところ市内の保護者には御理解いただいていると感じている。 
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 ・これからの組織づくりについては，将来的にこども局のような一体の組織

をつくっていくことによって，部局の問題を解決できるのではないかと思っ

ている。 

 ・この研修体制をつくるということには，将来的な動きへの意識づくりとい

う面もある。 

 ・時間がかかっているが，将来的に鈴鹿の子どもを一緒に見ていくという共

通認識を持てるようにしていく。 

 

【昇委員長】 

 ・統廃合は特に大変な問題である。市長の話にあるような地元との交渉内容

については，差し支えの無い範囲で記録として文書に残すことが非常に重要

である。 

 ・差し障りがある部分も当然あり，そのことは重々承知しているので，差し

支えの無い範囲で公式の記録に残すということが重要である。 

 ・中澤委員の指摘にもあるように，記録というものは，自分以外でも分かる

ようにつくることが重要であり，それが業務の質をグレードアップさせるこ

ととなる。 

 ・鈴鹿市の知的資産として残していくということを心がけていただくと良

い。 

 

 

３ その他 

 

昇委員長から行財政改革アクションプランの平成26年度上半期実績全体につ

いての意見が各委員に求められたが，特に意見はなかった。 

 

 最後に，市長が委員にお礼を述べ，閉会となった。 

 


