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平成２７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２７年１１月２０日(金) １４時３０分～１７時４５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，５０音順） 

      一見 奉雄，大屋 洋子，神山 和美，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市長が挨拶を行った。 

 

２ 議事 

 

 議事に入るに当たって，議長が挨拶を行った。 

 

 議長挨拶に続き，事務局が次の点について確認及び説明を行った。 

 

 ・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

任者からの説明に充て，残りの時間で御議論をいただきたいと考えてい

る。 

 ・「その他」の事項においては，行財政改革アクションプラン全体について

の感想や意見等をいただきたいと考えている。 

  

（１） 取組３－１ 全職員の定員適正化計画の策定 

 

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。 
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【総務部長】 

 ・資料1の進行管理表の3ページを御覧いただきたい。 

 ・新たな定員適正化計画の策定については，昨年度，各部の人員に対するヒ

アリング，職員数の把握などの現状分析を行い，素案を作成した後，関係

団体との協議に入ったが，協議が整わず計画の策定が遅れているところで

ある。 

 ・人事部門では，行財政改革を意識しながらも，類似団体との比較結果，各

職場の時間外勤務の状況，業務量の増加等を鑑み，素案における職員数の

目標は現状維持としている。 

 ・平成27年度の増員要因の実態としては，福祉の法改正により地域包括ケア

推進グループや保護課の生活相談グループを設置しなければならなくなっ

たこと，空き家対策の増員，臨時福祉給付金の急な延長などが挙げられ，

今年度の4月には7名の増員を行っている。 

 ・臨時福祉給付金の急な延長については，昨年度は7人の兼務職員で事務を

執行していたが，2年間続くことが決まったことを受け，新たな体制とし

て専任2人と兼務3人を配置することとなり，これにより行財政改革を担当

する職員を1名削減することとなった。 

 ・このような状況において，職員数の現状維持という目標設定と増員を要す

る実態に乖離があり，関係団体との協議が難航している。 

 ・なお，平成28年度は，職員数を現状維持とする予定で進めているところで

ある。 

 ・続いて資料2の3ページを御覧いただきたい。 

 ・平成27年度は，7月に平成32年度までを計画期間とする次期計画の作成の

ため，必要な人員についてのヒアリングを再度実施した。 

 ・その中で，消防力の強化に向けた増員，高校総体，国体対応に向けた増

員，マイナンバー制度等に対応に向けた増員など，今後予想される新たな

事業に対し，相当数の増員要望がなされることとなった。 

 ・また，改めて本市の職員数について，類似団体等との比較も含め現状分析

を行い，計画の内容をつめている。 
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 ・県内他市の定員適正化計画の策定動向については，三重県，津市，四日市

などの多くの市で新たな計画の策定はしておらず，策定している松阪市，

伊賀市においても定員適正化方針や定員管理方針というような形で現状分

析と今後の方針を記載したものを出している状況である。 

 ・定員適正化計画の策定に係る関係資料の説明をさせていただく。 

 ・資料4の17ページを御覧いただきたい。 

 ・まず，職員数の推移である。 

 ・本市では，平成18年2月に鈴鹿市定員適正化計画を策定し，平成16年4月1

日現在の職員数1,493人を基準として，平成17年度から平成26年度までの10

年間で75人の職員数の削減，5%純減を目標として計画の推進に取り組んだ

結果，PFI，指定管理者制度，業務委託を含め，本市は合併をしていない

中で，72人の職員数を削減してきている。 

 ・しかしながら，平成27年度は先ほども申し上げたとおり福祉部門の法改正

などで7人の増員を行わなければならなくなり，職員数は現在1,428人とな

っている。 

 ・なお，平成25年度に3人の増員を行っているが，これは県から市に社会福

祉法人の監査事務が権限移譲されたことにより， 3人体制の福祉法人監査

室を設置したことに伴うものである。 

 ・また，平成26年度の12人の削減については，フルタイムであった再任用職

員を短時間勤務に置き換えることによって，再任用職員が定員適正化計画

の対象から外れたことによるものである。 

 ・続いて18ページの部門別職員数の推移を御覧いただきたい。 

 ・概要を申し上げると，技能労務職員を全体で80人程削減し，事務・技術職

員，幼稚園教諭をそれぞれ10人程削減し，削減総数は100人を超えるもの

であった。 

 ・削減を図る中においても，増員が必要な消防職員を23人，保健師，看護師

を10人程増やしており，差し引き72人の削減となった。 

 ・その中で，部門別の大きな増減について説明すると，総務部門では地区市

民センターの用務員を退職補充せず，嘱託職員で対応することで削減し

た。 
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 ・民生部門では，福祉部門を強化し，生活保護のケースワーカー，保健師，

看護師の充足を図る中で増員となっている。 

 ・衛生部門では，リサイクルセンターをＰＦＩで実施し，人員を削減してい

る。 

 ・商工部門では，ものづくり産業支援，観光の強化を図る中で増員となって

いる。 

 ・教育部門では，市立体育館等への指定管理者制度の導入，各学校の用務

員，調理員の嘱託化，幼稚園の学級減に伴う幼稚園教諭の削減によって大

幅減となっている。 

 ・消防部門では，ここ10年ほど地震，津波等の災害への対応が求められ，他

部局が削減する中で23人の増員となっている。 

 ・水道部門では，営業部門を民間に委託し，下水道では，業務量が削減した

ということで，削減となっている。 

 ・次に19ページを御覧いただきたい。 

 ・72人の削減を図ったものの，平成25年度における人件費は，平成16年度の

人件費と比較すると，約3億8,000万円の増加となっている。 

 ・時間外勤務手当については，4,600万円弱の増加となっている。 

 ・人員削減の効果が，人件費に表れない原因としては，主に地域手当制度の

導入したことが考えられる。 

 ・地域手当制度は，給料表を下げる代わりに地域によって0～20％の範囲で

地域間格差を是正する目的の手当であり，本市では平成18年度から毎年2%

ずつ上げていき，平成23年度に10%にしている。ただし，平成21年度につ

いては据え置いたため，当該年度の人件費は低くなっている。 

 ・また，時間外勤務手当についても人件費の総額に影響を与えており，平成

24年度は極端に時間外勤務が増加したため，人件費が増加している。 

 ・近年の時間外勤務の増減について，平成24年度は，市制70周年記念事業等

があり時間外勤務時間数がピークとなっているが，平成25年度は，行財政

改革アクションプランに基づく時間外勤務時間の削減に取り組んだ結果，

20,000時間を削減することができている。 

 ・しかし，平成26年度は子ども・子育て支援新制度などにより災害を除いて
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10,000時間の増加となっている。 

 ・また，今年度においても新たな総合計画の策定や国勢調査などにより，平

成26年度比で4,700時間程度増加しており，一旦20,000時間程削減したもの

の，また増加傾向にあるという状態である。 

 ・地域手当については，今年度の人事院勧告で2%増が示されたため，本市と

しては10%から12%に増加することとなり，来年度においても総人件費の抑

制向けて厳しい状況となっている。 

 ・年齢別職員数について，退職者のピークは，55歳～58歳の4年と44歳～46

歳の3年の2つあるが，年齢構成については，合併した市と比較すると極端

な食い違いは無いといえる。 

 ・現状としては，採用時に事務職員の受験資格の年齢制限を30歳にしている

ため，既卒の職員が増加しており，新卒の若手が少なくなってきている。 

 ・職員の男女比は女性が36.2%となっており，女性の管理職の比率について

は，15.4%となっている。 

 ・次に職員数の比較であるが，類似団体や県内他市との比較を含め，4つの

視点から比較を行っており，いずれも平均より少ない職員数であるとの結

果になっている。 

 ・各市によって実施している事業にばらつきがあるため，公営企業等は除外

し，普通会計部門，一般行政部門，特別行政部門を合わせたものを対象と

している。 

 ・人口1万人当たりの職員数を比較した場合，本市は類似団体53団体中31番

目で平均より1.38人多い状況となっているが，これは単純値による比較で

あり，この表における網掛けの団体では，消防を広域で処理しており，消

防職員が職員数に含まれていないため，消防職員を職員数に含めている本

市との単純に比較することができなくなっている。 

 ・本市も消防職員200人を除外し，消防を広域で処理している団体と同様の

職員数の計上を行うと，類似団体53団体中15番目の職員数となり，本市の

職員数は類似団体の中でも少ないものといえる。 

 ・23ページの修正値による比較について，団体によって消防業務の広域化や

清掃業務の民間委託等によりその部門に職員の配置が無い場合があるた
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め，部門内の職員配置の有無を考慮した類似団体別職員数の修正値で比較

すると，本市は普通会計部門において52人，4.1%の不足という状況となっ

ている。 

 ・続いて，県内他市と比較すると，人口10,000人当たりの職員数では平均よ

り11.89人少なく，県内では四日市市に次いで2番目に少ない職員数となっ

ている。 

 ・続いて，定員回帰指標による比較であるが，定員回帰指標は，人口と面積

の2つの説明変数のみで職員数を試算できる簡素でわかりやすい指標とし

て，平成20年度より地方公共団体定員管理研究会から示されており，類似

団体別職員数のように詳細部門での比較はできないが，同等の団体間にお

いて職員数を比較することにより，定員管理の参考とするものである。 

 ・平成24年4月1日現在で職員数1,263人に対して，定員回帰指標試算値1,290

人となり，27人，2.1％下回っている状況である。 

 ・次に，定員モデルによる比較であるが，定員モデルとは，一般行政部門を

対象として職員数に最も相関関係のある行政需要のある統計数値（住民基

本台帳人口，総面積，事業所数，保育所在所児数，農家数，都市公園数な

ど）をもとに職員数との相関関係を分析し，平均的な職員数を求めようと

するものである。 

 ・この定員モデルを使って2つの試算を行ったところ，それぞれ本市は13人

少ない，3人少ないという結果となった。 

 ・定年退職予定者数については，平成27年度から定年退職者が増え，第1次

ピークを迎えることとなっており，若手の管理職の育成が急務となってい

る。 

 ・再任用職員及び嘱託職員数の推移については，いずれも増加傾向となって

いる。 

・地方公務員においても定年延長ではなく，再任用の義務化に近いものがあ

り，再任用職員は平成26年度53人，平成27年度64人と増加し，最終的に

は，100人超になると予想している。 

 ・平成35年度には，65歳まで年金が支給されないようになることから，再任

用職員を希望は増加し続けるものと考えている。 
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 ・特別な場合を除き，本市では，再任用職員を短時間勤務としており，2人1

組で勤務している。 

 ・嘱託職員についても平成26年度で102人と増加している。 

 ・その背景には，正規職員との置き換えや3年間取得できる育児休暇期間の

代替えなどを進めたことなどが挙げられる。 

 ・その他，資料には，再任用職員・嘱託職員の人件費や職位別職員数の詳細

を示している。 

 ・資料の説明は，以上である。 

 ・現在，定員適正化計画の素案については，関係団体との調整が済んでおら

ず，公表は控えているが，現在64人の再任用職員が少なくとも120人ほど

に将来的に増加していくこと，行財政改革の視点，これまでの人員削減努

力などを踏まえて，必要に応じて見直しをかけることのできる計画とし

て，目標の正規職員数を現状維持としているところである。 

 ・一方で，類似団体と比較して人数が少ないこと，5年間で各部から100人近

い増員要望があること，業務量の増加により時間外勤務時間が非常に増加

していることなどの実態がある中においては，人員削減にはアクションプ

ランの取組⑰「行政サービスの担い手最適化」による業務委託などを進め

る必要があると考えている。 

 ・様々な制度が変化する中で，5年先の人員を算定することは非常に困難な

時代となっているため，計画期間中であっても外的要因に合わせて，目標

人員を見直すことのできる仕組みを検討していかなくてはならないという

ことを課題として考えている。 

 ・この10年間で72名の正規職員を削減した背景には，ＰＦＩや指定管理，民

間業務委託などもあるが，現実的には事務を委託するか廃止しない限り，

仕事がなくなることはないため，現業職を退職不補充とし嘱託職員などに

置き換えること，再任用職員をフルタイムから短時間にすることなどの制

度的な変更によるものがある。 

 ・合併した市においては，余剰人員を削減することができるが，本市では，

合併をしておらず，余剰人員がいないため少ない人員で頑張っているとこ

ろである。 
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 ・そのため，人事部門では，職員の人材育成として，国や県への派遣研修を

実施する意向はあるものの，控えざるを得ない状況である。 

 ・また，本市では，平成28年度から8年間を計画期間とする総合計画を策定

中であり，現在，施策等を検討しているところである。それに伴い，来年

4月には大規模な機構改革も実施予定であるため，業務に必要な人員を定

める定員適正化計画は，策定中の総合計画との整合を図る必要がある。 

 ・市長がどのような施策に力を入れていくかということは，今後表明してい

くことになるため，計画の策定に当たっては，現時点で職員の増減につい

ての計画を市民に説明できるのか，また，消防職員や国体に向けた職員増

を数字で示すことができるかなどの課題がある。 

 ・三重国体については，平成33年に8つの種目を本市で開催する予定であ

り，任期付き職員や再任用職員の活用を図る考えであるが，数十名の増員

は必要であると考えている。また，県からは，アスリート職員の受け入れ

について依頼されている状態にある。 

 ・また，消防の新分署を設置する場合，最低15人の職員を採用する必要があ

り，将来に向けた増員の要望が後を絶たない状態である。 

 ・これらの増員の要望に対し，一度にまとめて採用することはできないた

め，平準化を図りながら採用する必要がある。 

 ・このような状況であるため，職員数を現状維持する計画には，無理が出て

きているものの，職員数を増加するような計画にすることも難しいといっ

た状態である。 

 ・前回の定員適正化計画は，平成の大合併に伴って国からの強い人員削減要

請により策定されたという経緯があり，現在では，三重県をはじめ，四日

市市，津市など，ほとんどの市で定員適正化計画を策定していない。 

 ・また，現在策定している松阪市，伊賀市についても，計画ということでは

なく，定員適正化方針あるいは定員管理方針という形で，現状分析と今後

の方針を記載したものを策定しており，本市においても人数的な計画では

なく，現状分析と方向性を示した方針として今後策定していきたいと考え

ている。 

 ・これらを含めて，様々な御意見，進め方などについての御助言をいただき



 

9 
 

たい。 

 ・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３ページに記載の通年指標目標の実績値と資料４の１７ページの

職員数が異なる理由は何か。 

 

【総務部長】 

 ・本取組では，その対象を正規職員，再任用職員，非常勤職員等としている

ため，前者はそれらの合計値が記載されており，後者は，正規職員とフル

タイム勤務の再任用職員のみの合計値を記載しているためである。 

 

【中澤委員】 

・わかりづらい表記であると思われるので，資料作成の際は，対象を同一と

するよう努められたい。 

 

【総務部長】 

 ・そのようにさせていただく。 

 

【中澤委員】 

 ・資料1の3ページにおいて，平成26年度に行動が完了しているはずの「新定

員適正化計画案の作成」が，平成27年度に再度行動しているのはなぜか。 

 

【総務部長】 

 ・平成26年度に達成すべき「新定員適正化計画案の作成」は完了し，その

後，その案をもとに協議を進める中で，修正案を作成する必要が出てきた

ためである。 
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【中澤委員】 

 ・資料を見る市民にその事情は伝わらないので，備考欄に説明を書くなど記

載のルールを定め，運用するよう努められたい。 

 

【総務部長】 

 ・そのようにさせていただく。 

 

【中澤委員】 

 ・資料１の3ページの実績，課題等の欄において，外的要因に合わせて目標

人員を見直すことのできる仕組みを検討する必要があると記載している

が，必然性があれば仕組みがなくても必要な部分のみを改めれば良いだけ

の話で，そのための仕組みを構築する必要はないと思うが，あえて課題に

挙げているところから私のイメージと異なると思われるので，補足説明を

お願いする。 

 

【総務部長】 

 ・ここでの意図は，計画作成時に想定できない法定受託事務や権限移譲など

の外的要因による業務量の急な増減があるため，それに対応できるような

計画にする必要性があることを表しているものである。 

 

【中澤委員】 

 ・それは承知しているが，特に仕組みのような大掛かりなものがなくても，

計画を改める必要性が明確であれば，普通に改めれば良いのではないか。 

 

【総務部長】 

 ・計画自体に必要に応じて改めることができる旨を記載することが重要であ

ると考えている。 

 

【中澤委員】 

 ・計画を情勢に応じて適宜修正することは当然であり，当たり前である。 
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 ・課題として挙げているので，解決の有無を確認する前に，課題がどの程度

のものであるかを確認する意図で質問させていただいたが，状況に応じて

計画を改めるようにする必要があるという課題認識であるなら，そもそも

計画は必要に応じて改めることができるものであるため，特に大きな課題

ではないと考えられる。 

 

【総務部長】 

 ・そのような認識のもと，中々人数的なものを出していくことが難しい中

で，各市が方針という形で人数的な計画を作るということがほとんどされ

ていない状況であるため，当初は，定員適正化計画を策定することを目標

として取組を進めてきたところであり，本来は計画を作っていくことが筋

であるが，他市の状況等も踏まえて･･････ 

 

【中澤委員】 

 ・発言中に失礼する。主旨は了解した。 

 ・お願いしたい点として，課題は，解決できなくては課題ではない。国の施

策の変化は課題とは言えない。 

 ・課題というのは，自分で解決することができるものを挙げていただきた

い。 

 ・ここには，解決のできない問題点が挙がっているだけであり，解決できな

ければ課題ではない。 

 ・また，簡単に解決できるものも課題とは言えない。そういったものは改善

すれば良いことである。 

 

【昇会長】 

 ・国が様々な施策を急に実施することは，今回の定額給付金等に限ったこと

ではないと思われるが，今回のことだけ突出している事情等はあるか。 

 

【総務部長】 

 ・今回ということではないが，以前から職員数の削減に取り組んでおり，類
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似団体や近隣団体と比較しても少ない職員数で行政サービスを提供し，定

員管理を行っている現状では，国の急な施策の変化に対応した上で，削減

ありきの定員管理を行うことは以前よりも難しくなってきていると感じて

いる。 

 ・現状分析を行う中で，今後も増加し，多様化する市民のニーズに対応し，

市の役割を果たしていくためには，職員を増員しなくてはならない部分も

出てきている。 

 

【昇会長】 

 ・計画というものは，現時点から一定の期間を定めて，可能な範囲で見渡す

ものであり，リーマンショック等の想定し難い外部環境の変化に影響を受

けるものである。 

 ・そのため，将来が予期し得ないから計画を作らないという考えであるな

ら，基本の考え方が少しおかしい気がする。 

 ・定員適正化計画の意味合いが，今の説明からすると，以前は余剰人員があ

ったのでそこで吸収できたが，行政改革で人員を減らしてきたので余剰人

員がないので計画ができないということであるならば，計画の記述スタイ

ルを変えれば良いだけである。 

 ・注釈で，予期し得ない変化があった場合は，計画の数値が変わることがあ

り得るということを書いておけば良いことである。 

 ・予期し得ない変化があることを理由に計画を作らないということは，説明

にはなっていないように感じる。 

 ・計画のスタイルを変えるということは良いと考える。計画を方針に変える

こともその１つである。 

 ・様々な環境変化があるので，計画を作らないとなると，羅針盤なしで市政

を運営することになるので，それは少し考え方として乱暴である。 

 ・他の市が作っていないとしても，計画を作らないとはっきり表明している

市はないと思われる。 

 ・様々な事情があって今の段階では作ることができないということはあるか

もしれないし，あるいは計画を方針に変えるということもあるかもしれな
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い。 

 ・絶対とは言えないが，恐らく定員を管理する計画を作らないとしている自

治体はないと思われる。 

 ・計画とは，本来そういうものではない。もちろん，現時点で努力して見通

せる範囲を見通し，その期間内で環境変化があれば，変化に合わせて計画

を見直すことは構わないものである。 

 

【総務部長】 

 ・今のところは，職員数を現状維持とする方針を作っていく考えであるが，

将来的な行政需要や現在の業務量等を現状分析した結果としては，市の役

割を果たしていくために増員しなくてはならなくなる可能性があるという

ことである。 

 

【昇会長】 

 ・望ましいかどうかは別の議論であるが，定員増加の計画もあり得るもので

ある。 

 ・ただし，それが市民に受け入れられるかということは，別の判断を要する

ものである。 

 ・増やすか，減らすか，現状維持かは，鈴鹿市の政策判断によるものである

が，いずれにしても方向性を定め，市民に示していくことは必要である。 

 

【一見委員】 

 ・定員適正化計画の当初の狙いは，合併した自治体の余剰人員の削減にある

ため，それは第一に追求すべきものである。 

 ・今は，その役割も変わってきていることも理解できるが，今後，増えてい

く増員要望に対処するためにも目標とする職員数の設定は必要であると考

える。 

 ・理屈上の話であるが，10人の増員が必要とされたら，10人分の事業を廃止

して，増員を要する事業に割り当てることで対応できるのである。そのた

めには部で事業仕分けのような取捨選択を行うことが重要である。 
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 ・増員要望にただ対応するのではなく，増員の原因となっている事業に目を

向けることが必要である。 

 

【総務部長】 

 ・現在も，定員管理に併せて，民間委託の推進や事業の必要性の評価等を実

施しているので，今後も実施していく。 

 

【神山委員】 

 ・職員数の議論が中心となっているが，職員が減少していることに対して，

人件費が減少していないことを示す資料があり，大きな改革事項である総

人件費の抑制という観点での目標の達成はどうであったか。 

 ・そして，総人件費の抑制を目指す中で，何を重視すると考えているのかを

お聞きしたい。 

 

【総務部長】 

 ・総人件費は増加しているため，その抑制はできていない状況である。 

 ・人数だけを減らしても，人件費の削減には中々繋がりにくい。 

 ・人件費は，人事院勧告などの外的な影響を受けるものであり，人件費の削

減額を目標として立てることは困難である。 

 

【昇会長】 

 ・ラスパイレスはどうなっているか。 

 

【総務部長】 

 ・四日市に次いで2位，101.7である。 

 

【昇会長】 

 ・自治体では，職員の給与は国家公務員に準拠しているケースが多く，行政

改革の手法として，総人件費の抑制するに当たっては，職員数を削減する

ということが一般的と考えられる。 
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【市長】 

 ・国からの指示を受けて策定した定員適正化計画を平成16年度から概ね10年

をかけて取り組み，職員の削減を行ってきた。 

 ・現在，10年がかりの定員適正化計画が一段落を迎えたところであり，改め

て現状確認を行ったところ，三重県での国体，オリンピック，伊勢志摩サ

ミットなど，定員適正化計画を策定した時点では予期できない業務が多々

発生してきており，職員数を削減し続けた現状では，対応が難しくなって

きている。 

 ・現状，数的目標の達成に当たっては，国の施策や権限移譲の影響は大き

く，計画の作成が難航する要因のひとつとなっていることは事実である。 

 ・しかし，一見委員の話にあったように，大枠としての職員定数の設定と事

業の精査をし，各部局で対応していくことは大前提であると考えている。 

 ・行財政改革として，総人件費の抑制に向けては，コントロールできる部分

とできない部分があるので，できることは積極的に取り組んで参りたい。 

 

【昇会長】 

 ・消費税の増税に伴う生活支援として実施した定額給付金の事務について

は，交付税で措置されているのか。 

 

【保健福祉部長】 

 ・事務に伴う費用については，全額国費となっている。 

 

【昇会長】 

 ・財源的には国が措置しているが，人的な負担はその財源を活用して，臨時

職員を雇用するなどをして対応しているということか。 

 

【保健福祉部長】 

 ・実態を申し上げると，大都市では定額給付金に伴う事務を民間に委託して

実施したという事例を確認し，本市でも検討を行ったが，この自治体規模
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では商業ベースでの採算が取れない見込みであったため，昨年度は職員を

兼務で配置し，業務に対応したところである。 

 

【昇会長】 

 ・嘱託職員の勤務実態はどのようなものであるか。 

 

【総務部長】 

 ・正規職員とほぼ同じである。 

 

【昇会長】 

 ・給料等はどうか。 

 

【総務部長】 

 ・新規採用職員と同じくらいである。 

 

【昇会長】 

 ・契約は１年更新であるのか。 

 

【総務部長】 

 ・そのとおりである。 

 

【昇会長】 

 ・良いかどうかの議論は別として，事例として，愛媛県の市では，再任用職

員が部長職に就いている事例が多い。 

 ・60歳で退職した後に，そのまま部長として留まっている。 

 ・再任用であるので，給料は下げることになる。 

 ・組織の新陳代謝という意味では良くないが，実施している自治体では，そ

の方が有効であるとの意見である。 

 

【大屋委員】 
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 ・鈴鹿市の過去10年にわたって職員数の削減に取り組んでこられたことをま

ずは評価させていただく。 

 ・取組報告を聞く中で，「適正化計画」としている部分が，実態としては

「削減計画」となっているように感じる。 

 ・他市と比較することや，様々な計算式から算出される職員数と比較するこ

となどは，当然必要なことであるが，あくまで参考値であるので，参考と

しながら鈴鹿市の事情を考慮し，適正な数値を求めていく必要がある。 

 ・適正化計画を他市との比較だけで論じることには違和感があるので，鈴鹿

市として政策的に増やす部分，減らす部分といったところが見えてくるよ

うな計画にすることで，鈴鹿市の意思が見えるより良い適正化計画となる

のではないか。 

 ・現在，東京に居ても三重県の情報がどんどん入ってきており，三重県は今

後ますますホットになってくるものと考えられる。そうなれば当然，業務

量も増加してくるものと考えられ，そういった部分を適正化計画に盛り込

んでいくようにすることが必要である。 

 

【総務部長】 

 ・定員適正化計画の下位には，定員適正化方針があり，大屋委員の御指摘の

とおり「適正化」という文言の取扱いに疑問が生じ，「定員管理方針」と

いう名称に改めているところもある。 

 ・また，大屋委員の御指摘にあった他市との比較についても，自治体ごとの

事情が個々に異なることから，適正かどうかの議論がしづらい面があるこ

とも認識している。 

 ・そのため，大屋委員の御指摘も参考に，今後は，ある程度予測できる事情

を考慮した本市の定員管理の方向性を定める方針を作っていきたいと考え

ている。 

 

【昇会長】 

 ・マンパワーをどこに投入するかは，予算と並んで，市の姿勢を打ち出すも

のである。 
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 ・職員数を増やすというのは中々言いづらいところがあるが，例えば福祉の

現場や教育の現場のマンパワーを強化するという市の方針があるならば，

メリハリを付けて重点的に方向性を示すというのは可能である。 

 

 

（２） 取組７－１ 広告収入の確保 

 

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。 

 

【文化振興部長】 

・平成26年度下半期については，資料１の進行管理表の8ページを御覧いただ

きたい。 

・平成25年度に広告代理店の選定を実施した際に示された提案では，印刷媒

体以外の広告媒体は，広告掲出に当たっての初期投資を市が担う条件とな

っていた。 

・平成24年度に本市で定めた広告事業推進に関する基本方針では，広告掲載

に係る費用は全て広告主の負担としており，本市の基本方針とは異なる運

用をする必要が生じてきたのである。 

・そのため，実施の可能性について，費用対効果を含めた様々な視点で検討

した結果，提案された内容を見送らざるを得ない判断となった。 

・平成26年度の下半期では，従来から実施している印刷物への広告掲載をさ

らに拡充を目指すとともに，新たに広告主の申請に基づく，無償現物提供

の受入れを行うこととした。 

・具体的には，市内の企業から「広告付き木製ベンチ 30脚」提供の申請を

いただき，3月に開催した鈴鹿市広告審査委員会において，その承認を受け

ることとなった。 

・内容としては，1脚122,000円相当の広告付き木製ベンチ 30脚，総額

3,660,000円相当の無償現物提供を受け，市立テニスコート等の老朽化した

ベンチと置き換えた。 
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・その結果，平成26年度の広告収入は，資料4の補足資料の35ページにあるよ

うに，9,230,000円に上った。 

・その後，平成27年度に向けた新たな広告事業として，契約調達課にある汎

用封筒への広告，住宅課の送付用封筒への広告，文化会館，図書館，博物

館におけるモニター広告等の実施に向けた準備手続を平成26年度に実施し

た。 

・続いて，資料2の8ページを御覧いただきたい。 

・契約調達課にある汎用封筒への広告については，6月に鈴鹿市庁用汎用封筒

広告掲載実施要領を策定し，競争入札を経て，掲載料696,600円で契約を締

結したところである。 

・また，成人式パンフレットのメッセージと広告についても募集を行い，現

在のところ17の企業等から約92,000円の協賛金をいただく予定となってい

る。 

・しかしながら，平成26年度下半期に準備を進めていたモニター広告につい

ては，施設間の調整を経て，入札を実施したものの，応札者がいないとい

う結果となった。また，住宅課の送付用封筒についても，その主な用途が

滞納者への通知ということで見送ることとした。 

・そこで，平成24年度に見送ることとしたネーミングライツについて，平成

27年度から新たに取り組むこととした。 

・公共施設マネジメント白書によると，今後40年間において，現有する全て

の公共施設を更新，維持管理する場合，将来における年間の維持更新費用

の平均は，54億2000万円程度になると試算されている。 

・これを受け，新たな自主財源の積極的な確保は不可欠であると考え，ネー

ミングライツの導入に向けて，本年5月に資料5の1ページにある基本方針を

定め，6月には市議会への報告も行った。 

・その後，この基本方針に基づき，スポーツ施設へのネーミングライツの導

入を図るため，鈴鹿市スポーツ施設ネーミングライツパートナー募集要項

を作成し，この8月3日～31日に市立体育館及び石垣池公園陸上競技場の2施

設で募集を行ったところ，資料６の5ページにあるようにＡＧＦ鈴鹿株式会

社様1社から応募いただいた。 
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・応募金額は，市立体育館が下限年額250万円のところ300万円，石垣池公園

陸上競技場が下限年額150万円のところ200万円で提示いただいた。 

・その後，外部有識者によるネーミングライツパートナー候補者の応募内容

の審査を行い，すべての審査項目において問題がないことが確認されたた

め，庁内委員会を経て，選定するに至った。 

・広告収入の実績については，資料６の7ページにあるように平成27年度は見

込みであるが，6,148,000円となっている。 

・なお，ネーミングライツの効果額は，平成28年度以降に発生するため，こ

こには計上していないが，将来的な収入の確保に繋がっている。 

・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と資料2の8ページについて，平成26年度に完了と表記されている「広

告の実施」が平成27年度に新たに予定されている。 

・各課で実施するような状況になっているのであれば，進行管理表に載せて

管理するのではなく，本来業務に入れていくことが必要ではないかと思わ

れる。 

・この進行管理表は，行財政改革を行うための計画をし，その進捗を管理し

ていくものであるから，本来業務に落とし込む段階に至ったのであれば，

進行管理表から外し，通常の事務事業の中で管理してはどうか。 

・資料2の8ページに記載されている「印刷物広告・文化施設広告の募集」も

同様のことがいえる。 

 

【文化振興部長】 

 ・進行管理表に記載した理由としては，広告収入としてどれくらいあるのか

ということを行財政改革推進本部で管理したいと考えたためである。 

 ・各課管理して，結果だけを管理するのではなく，プロセスまで行財政改革
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推進本部で追っていきたいと考えている。 

 

【中澤委員】 

 ・その趣旨は理解できるが，あくまで管理は本来業務の中で実施した方が良

いと考える。 

 

【昇会長】 

 ・ネーミングライツの導入は，進行管理表上，まだ完了していないようだが

どういった行動が残っているのか。 

 

【文化振興部長】 

 ・ネーミングライツは，現在，パートナーの選定まで行っている。 

 ・今後，基本合意書や契約の締結に向けて取り組んでいく予定である。 

 

【神山委員】 

 ・基本方針を拝見し，導入までの手続として，まず導入施設の決定が最初の

ステップにあるが，これは庁内のみの検討で決定しているのか。それと

も，民間からの御意見も踏まえて決定しているのか。 

 

【文化振興部長】 

 ・ネーミングライツでは，提案型と募集型の2つのやり方がある。 

 ・提案型は，広告を目的として，主に集客力の多い施設を有する大都市で実

施されているようであるが，地方都市におけるネーミングライツでは，企

業が地域貢献の一環として協力いただく場合が多いため，本市では募集型

という手法を採用している。 

 ・そのため，地方でのネーミングライツは，金額的に小規模のものが多い。 

 ・三重県でもネーミングライツは実施しており，サッカー場，テニスコー

ト，体育館，プールなどの大規模なスポーツ施設全体で500万円ほどと聞

いており，本市が2施設で500万円と破格の金額で応募いただき，応募者に

はとても感謝している。 
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 ・ネーミングライツには，集客力が重要であるが，本市ではそういった施設

が少ない実態がある。 

 ・市民会館や文化会館での実施も検討しているが，施設の老朽化対策の実施

を予定しているため，現状は対象から外している。 

 

【神山委員】 

 ・実施方法を確認した理由は，報告の中に，募集を実施したものの応募がな

かったという事案があったため，ニーズが把握できればより効率的になる

のではないかと考えたためである。 

 ・公募を実施した場合，市内の至るところで同じ企業名が入った公共施設を

見ることになるということへの対応策はかんがえているか。 

 

【文化振興部長】 

 ・本市のネーミングライツの募集は，ホームページやマスコミを通じて，全

国を対象に実施している。 

 ・今回は，地元の企業が地域貢献として応募いただいた。 

 ・神山委員の御指摘のとおり様々な公共施設で同じ企業名が付くということ

も可能性としてはあり得ると考えているが，地方レベルの実態としては，

募集をかけても応募がないケースが多く，そういった対応を実施する予定

は今のところ考えていない。 

 

【大屋委員】 

 ・ネーミングライツを実施する決断は，本当に素晴らしいものである。 

 ・ネーミングライツを実施したことで，広告収入の目標額が当初500万円で

あったものに，さらに500万円上乗せすることができていることは大き

い。 

 ・広告を掲載した無償のベンチについての効果額の算定はどうしているか。 

 

【文化振興部長】 

 ・このベンチは，広告が印刷された状態のベンチを企業から頂いており，頂
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いた年に相当額を効果額として算定している。 

 

【一見委員】 

 ・広告収入の取組は，大いに実施していただきたいが，これは単なる事務改

善であり，行財政改革としてテーマに取り上げることが適切かどうか疑問

である。 

 

【大屋委員】 

 ・ネーミングライツの導入に伴う，地図等への反映の費用はどう取り扱うこ

ととなっているのか。 

 

【文化振興部長】 

 ・看板や案内図の修正は，ネーミングライツパートナーの負担である。 

 ・施設利用の申請書等の文書は，市がゴム印等を使用して対応する。 

 ・新たなものを印刷する場合は，市の負担である。 

 

【昇会長】 

 ・ＡＧＦ鈴鹿はなぜここまで市に協力しているのか。 

 

【文化振興部長】 

 ・ＡＧＦ鈴鹿は，市の実施するシティマラソンの参加者にコーヒーを無償で

提供するなど，様々な市のイベントに無償で貢献していただいている企業

である。 

 ・また，鈴鹿抹茶などの地域ブランドを立ち上げる際も，商品化するなどを

して協力いただいている。 

 ・非常に地域に対する貢献度の高い企業である。 

 

【昇会長】 

 ・ＣＳＲ，地域貢献がしっかりしている企業ということか。 
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【文化振興部長】 

 ・そのとおりである。 

 

 

（３） 取組８－１ 公共施設の全体運営指針の作成 

  

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。 

 

【企画財務部長】 

・資料1の9ページを御覧いただきたい。 

・平成26年度の主な行動は，表中に記載のとおり5項目予定していた。 

・まず，1つ目の施設情報一元化に向けたシステムの導入・運用については，

一般財団法人建築保全センターが開発した官庁施設情報管理システムの導

入を検討したが，運用面で導入時間やコストに課題があったため，既存の

財産台帳を活用して施設カルテの内容を充実することで当面対応するとい

う結論に達し，導入を止めることとした。 

・2つ目の公共施設マネジメント白書の作成・公表については，8月に委託業

者の選定を行い，前年度に作成した施設カルテの情報を基に公共施設マネ

ジメント白書を作成して，3月24日の市議会全員協議会で説明した後に，3

月下旬に公開した。 

・3つ目の公共施設マネジメント推進体制検討では，白書作成を委託する業者

をプロポーザルで選定した際に，各提案者から推進組織に関する提案，ア

イディア等をいただき，それに基づいて平成28年度の機構改革に向けて，

先進事例も参考にしながら検討を進めた。 

・4つ目の施設カルテの内容更新では，追加等の内容充実を行い，前年度のデ

ータの更新を行った。 

・5つ目の庁内研修会の開催では，職員の階層別研修の参考とするため，1月

に職員の意識調査を実施し，まずは，白書の概要版を用いて市の経営幹部

である行政経営会議の構成員に対して，3月17日に研修会を開催した。 
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・このほか，国から要請のある地方公会計の整備に当たり，固定資産台帳の

整備が前提とされていることから，当該台帳を公共施設マネジメントにも

活用できるよう併せて検討を行った。 

・平成26年度の行動は，施設情報一元化に向けたシステムの導入・運用につ

いては，検討の結果，取り止めているが，その他については，概ね予定ど

おり実施している。 

・続いて，資料2の9ページを御覧いただきたい。 

・今後，公共施設の再編，統廃合等を含む公共施設マネジメントを着実に推

進していくためには，昨年度策定した公共施設マネジメント白書の中の現

状や課題について，市民の皆様にしっかりと認識いただく必要があるの

で，まずは周知に取り組むこととした。 

・具体的には，公共施設マネジメント白書から抜粋した内容を広報すずか7月

5日号に掲載している。 

・平成28年度までに策定すると国から交付税措置がなされる公共施設等総合

管理計画について，公共施設マネジメント白書を活用しながら，インフラ

も含めた公共施設の維持保全の方針をまとめ，9月8日開催の行財政改革推

進本部会議に提案し，素案の承認を得て，9月29日開催の市議会全員協議会

に同計画案について協議事項として提案を行っている。 

・参考として，10月13日から11月12日まで公共施設等総合管理計画の案の意

見公募手続を実施し，同時に庁舎一階ロビーにおいて，パネル展を開催し

て市民周知を行った。 

・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。 

 

【昇会長】 

・公共施設等総合管理計画は既にできている状態であるのか。 

 

【企画財務部長】 

 ・公共施設等総合管理計画については，素案を行財政改革推進本部で承認し
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た後，市議会への説明を経て，意見公募手続を実施したところである。 

 ・今後，意見公募手続の結果を踏まえて，素案に反映可能な部分を反映し，

公表していきたいと考えている。 

 

【昇会長】 

 ・策定の時期はいつ頃と想定しているのか。 

 

【企画財務部長】 

 ・年内には庁内での意思決定を行いたいと思っているが，年度内には策定し

たいと考えている。 

 

【中澤委員】 

 ・先ほどの報告に市民に現状や課題を認識いただくことが重要であるとあっ

たが，広報への掲載のみで課題の共有は困難であると考える。説明会など

を開催し，掘り下げているのか。 

 

【企画財務部長】 

 ・市民に対する周知は，今の段階では広報や庁内ロビーなどでの実施のみで

あるが，今後は，来年の1月に新しい総合計画を含めた様々な計画の周知

イベントを予定している。そこではパネルセッション等も行う予定であ

る。 

 

【中澤委員】 

 ・一般的には施設の統合又は縮小など利用者に痛みを伴うような場合は，広

報での周知では足りないものと考えられる。 

 ・興味のある人に来てもらうのではなく，市から足を運んで説明するくらい

の動きは必要であると感じる。 

 

【企画財務部長】 

 ・今は，公共施設の現状と課題をまとめている段階であり，公共施設等総合
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管理計画では，現状や課題を基に公共施設の方向性を示している。 

 ・今後は，その方向性に基づいて施設の長寿命化，廃止，統合などといった

具体論を展開していく計画を考えている。 

 ・その際には，必ず市民にもう少し丁寧に説明会やタウンミーティングを開

催していかなくてはならないと考えている。 

 

【中澤委員】 

 ・平成28年度により具体の実行計画のようなものを作っていくということ

か。 

 

【企画財務部長】 

 ・市民に痛みを伴うものであるので，今後の進め方については時期や方法な

どを検討中である。 

 

【一見委員】 

 ・このへんは非常に難しいとされる取組である。 

 ・計画では，どのレベルまで踏み込んで記載していくのか。 

 

【企画財務部長】 

 ・自治体にもよるが，個別の施設まで踏み込んでいるもの，類型別までに留

めているものがある。そういった部分も研究課題である。 

 

【一見委員】 

 ・地区市民センターや幼稚園，保育所など公共施設のあり方は，行政サービ

スのあり方の検討であるため，ハードとソフトを合わせた議論や検討を要

するものである。そういった内容のことを本委員会に提案するようなこと

はあるのか。 

 

【事務局】 

 ・アクションプランに登載されている取組について，期間終了後，どう取り
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扱うかについては，現在検討中である。 

 

【企画財務部長】 

 ・先行して公共施設の再編を進めているものもあるが，整合を図りつつ，全

体として計画していきたいと考えている。 

 ・また，ハードとソフトの議論をどういった場で行っていくのかということ

も今後の検討課題としている。 

 

【保健福祉部長】 

 ・幼稚園，保育所については，子ども・子育て支援制度が新しくスタート

し，各市に子ども・子育て会議を設けることとなったので，先ほど一見委

員から御意見のあった部分については，子ども・子育て会議で議論してい

くこととなると考えている。 

 

【昇会長】 

 ・公共施設マネジメントを議論する際には，将来的な，市の財政，ハード，

ソフトといった情報が揃っていなくては意味がないものとなる。 

 ・それらの情報を突き合わせて，要調整額というものを算定し，まずは，市

役所内部で情報を共有し，その後，市民にも情報共有していき，統廃合に

理解を求めていかなくてはならない。 

 ・その道筋が見えづらいように感じる。 

 

【企画財務部長】 

 ・財政状況の現状や見通しの記載については，公共施設マネジメント白書で

触れているが，より具体の財政計画を今後策定し，情報共有を図る予定で

ある。 

 ・公共施設の計画も総合計画2023と連動したものとしていく。 

 

【昇会長】 

 ・総合計画は，10年程度のスパンであるが，公共施設の計画は，長期的に見
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る必要があるので，その点を注意いただきたい。 

 ・財政再建団体になった場合のデメリットは非常に大きいものであるので，

しっかりと現状分析と将来予測を立て，課題等を庁内のみならず，市民と

も共有していくことが重要である。 

 ・右肩下がりの時代は，問題を放置すると問題が大きくなっていくので，早

めの問題解決に取り組むよう注意いただきたい。 

 

【神山委員】 

 ・個々の施設の統廃合等について議論する時に，施設の利用者や愛着を持っ

た人をメインにとらえがちであるが，一方で，その施設を利用しない市民

もおり，中立的な観点を持った市民を入れて議論することが重要である。 

 ・他の自治体での同様の取組を見ると，施設の利用者を中心に議論を進めて

流されてしまうということがあるようであるので，他の立場の市民を議論

に加えるようにしていただきたい。 

 ・また，体育館や図書館など他の自治体と共同利用することで経費を削減す

ることができるかもしれないので，他の自治体との協力ということも視野

に入れて検討をお願いしたい。 

 

【昇会長】 

 ・実現には難しい面もあるが，シビルミニマムはそれぞれで実施し，特色あ

るものは機能分担すると，全体として効率化が図れるメリットがある。 

 

【市長】 

 ・本市では，幼稚園の再編整備が動き出し，次は，保育所と学校について財

源とハードとソフトの議論を始めていく必要がある中，市民の多くが学校

には手を付けないと思われている現状がある。 

 

【昇会長】 

 ・既に，多くの自治体が学校の再編整備に手を付けている。 
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【市長】 

 ・市民の理解を得るため，機会を見て常に発信していかなくてはならないと

感じている。 

 

【昇会長】 

 ・傾向としては，小学校の統廃合は既に始まっており，有名な学校であって

も，見直しの中で既に廃止が決まっているものが多数ある。  

 

【市長】 

 ・実際に子ども生まれていない地域もあり，地域でも6年後に小学生がいな

くなるということなどをよく理解いただいている。 

 ・小学校，中学校は，理解いただけるかもしれないが，一方で，地区市民セ

ンターは，小学校の代わりに地域づくりの拠点として必要であるといった

議論が始まっている。 

 

【昇会長】 

 ・教育施設の統廃合に係る地域間調整については，双方を廃止して，中間地

点にグレードアップした施設を新設するという考えもある。 

 ・昔の日本では，小学校，中学校の施設の方が，家庭よりもレベルが高く生

活環境が家庭よりも学校の方が優れていたが，今は，家庭のレベルの方が

高くなっている。 

 ・今の家庭はどこもクーラーが入っているにもかかわらず，学校にはクーラ

ーが入っていない。 

 ・日本の教育行政は，様々なソフトの問題もあるが，そもそもハードにおい

てもおかしいと感じる。 

 ・統廃合の議論に併せて，この機会に，より良い教育環境を整えるという観

点を持つことは必要であると考える。 

 ・学校には，最低限，家庭に見劣りしない環境は必要である。 

 

【大屋委員】 
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 ・現在の社会環境においては，インターネットなどのツールが整ってきてお

り，目的の達成に必ずしも施設に足を運ばなくてはならないということな

いことも増えてきている。 

 ・また，教育面では，アクティブラーニング化などソフトが変化してきてい

る。 

 ・そういった事情を鑑みると，ハードとソフトを両輪で議論し，「ハードは

無くすが，ソフトは充実させる。」といった提案をしていくようにしない

と，生活者にとっては「我慢する」といった不満だけが残ってしまうよう

に感じる。 

 

（４） 取組１５－２ 地区市民センターの機能向上 

  

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】 

・この取組に関する議論は，ここでは，まず統廃合の議論を含めずに，地区

市民センターの役割，機能の向上を中心に議論するというところから始ま

っている。 

・資料1の平成26年度の進行管理表の24ページを御覧いただきたい。 

・行財政改革推進委員会で本取組を事項になったのは，初めてのことである

ため，平成26年度以前の話も含めて説明をさせていただく。 

・本取組は，地区市民センターの参事級所長4名とセンターの業務に関係する

部署の副主幹以上の職員12名の計16名で構成する庁内委員会でこれまで18

回にわたる議論を行ってきている。 

・平成26年5月に市民ニーズの把握を目的に本庁や地区市民センターの来庁

者，自治会連合会や民生児童委員での総会，ＰＴＡ連合会，子ども会連合

会，メルモニ等，1,566名を対象に地区市民センターに関する機能向上アン

ケートを行った。 

・そのアンケートの内容と結果については，資料4の85ページに掲載してい
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る。 

・集計結果を簡単に申し上げると，資料4の94ページを御覧いただきたい。 

・これは，本庁で実施したアンケートであるが，問2において，地区市民セン

ターを利用したことがないと答えた方が，36.3％となっている。 

・その理由としては，96ページ問7において，「取扱業務がわからない。」

25％，「地区市民センターの存在自体を知らない。」23％，「地区市民セ

ンターの場所を知らない。」19.9％となっている。 

・資料4の99ページ以降の地区市民センターで実施したアンケートでは，本庁

でのアンケートと大きな違いは見られなかったものの，問6何が一番重要か

という問いにおいて，「様々な手続ができる」38.6％が最も多い回答であ

った。 

・100ページ団体へのアンケートのところでは，他とは異なり，問2何が一番

重要かという問いにおいて，「地域支援」42.6％が最も多い回答であっ

た。 

・102ページ以降は，クロス集計として，年齢別，本庁からの距離別，人口密

度別，高齢化別などの結果を掲載している。 

・122ページでは，「何が一番重要か」という設問において，その他の意見を

多数頂いているので，それらを分類させていただいた。 

・資料1の平成26年度の進行管理表の24ページを再度御覧頂きたい。 

・平成26年度上半期では，これらのアンケートの結果を基にその特徴や傾向

の把握，市民ニーズの把握に努め，課題の洗い出しを行った。 

・平成26年度下半期では，その課題を3つに分類し，それぞれの対応策を検討

した。 

・課題の1つ目は，アンケート結果から地区市民センターの存在を知らないと

いうことが分かり，まずもって窓口利用の促進が必要であること。また，

地区市民センターの休日，時間外窓口の開設を求める声もある一方で，市

が実施している時間外サービスについての認知度が低いことなどが分か

り，市民にもっと丁寧に利用啓発していくことが必要であるということか

ら，地区市民センターの利用に関する周知としている。 

・次に，地区市民センター窓口での問合せや相談に対し，市民に迅速なサー
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ビスを受けていただくためには，通常の証明事務等以外の問合せ等に対し

ても的確な対応が求められる。そのため，市業務全般に関する知識も必要

となり，それを補完する環境整備なども行う必要があることから，2つ目の

分類を窓口ワンストップサービスとしている。 

・3つ目は，地区市民センターにおける地域への様々な支援を求める声も多く

あり，地域で活動する各種団体への支援，地域づくりの支援，行政サービ

スに係る地域に根付いた相談支援，個別相談，本庁と地域の橋渡し的支

援，要望，受付，連絡調整，このような意見の内容があることから3つ目を

地域支援としている。 

・この3つの検討課題について，対応策の検討を重ねている。 

・並行して，窓口ワンストップサービスの1つとして，テレビ電話を導入して

いる他市の事例等の調査を行い，この結果も踏まえて整理を行った。 

・次に，平成27年度上半期の取組であるが，資料2の24ページを御覧いただき

たい。 

・第1四半期では，前年度に引き続き庁内委員会を開催し，これまで検討して

きた課題や対応策について，さらに議論が必要なものはないか，まとめの

方針案の表現，構成，内容などについて再度振り返って議論を行った。 

・また，取組⑬の協働の仕組みづくりにおける地域づくり支援制度の説明を

行った上で，地区市民センターの今後の関わり方について，さらに意見交

換を行っている。 

・第2四半期では，これまで地区市民センターの利便性向上について議論して

きたが，市民アンケートからも施設の統廃合や人員配置についての意見も

頂いていること，また，全地区で設立を進めている地域づくり協議会との

関連など，もう少し議論を深める必要があると判断したことから，さらに

検討を行った。 

・行動計画の第2四半期では，方針案を行財政改革推進本部に提案することを

予定していたが，遅れる結果となった。 

・現在，これまでを総括して最終のまとめを行っている段階である。 

・方針案の内容は，この取組の位置付け，地区市民センターの現状，これま

での庁内委員会での検討の経緯，3つの課題の整理，検討の結果，最後に地
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区市民センターに求められる姿という構成で進めており，第3四半期中には

行財政改革推進本部に提案できる見込みである。 

・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。 

 

【昇会長】 

 ・地区数は23地区ということで良いか。 

 

【生活安全部長】 

 ・そのとおりである。 

 

【昇会長】 

 ・地区市民センターへの職員配置はどうなっているのか。 

 

【生活安全部長】 

 ・所長と職員2名で3人体制のところ，それに用務員を含めて4人体制のとこ

ろ，大きなところでは職員が1名増員となっている。 

 

【昇会長】 

 ・4人体制のところで正規職員は2名であるのか。 

 

【生活安全部長】 

 ・基本的には，所長と職員は正規職員であるが，場合によっては嘱託職員を

配置しているところもある。 

 

【昇会長】 

 ・そうなると鈴鹿市は，地域に多くの職員を割いており，先ほどの職員数の

議論を踏まえると，地区を重視している自治体といえる。 

 ・このことは，市民に知っていただく方が良い。 
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【中澤委員】 

 ・資料4の93ページ，アンケートの集計表について，地区市民センターとい

う場所で「地区市民センターを利用しているか」ということを尋ねること

に意味があるのか。 

 ・総合計画でアンケートを取るように同じ基準で実施することが重要であ

る。 

 ・その上で，偏りが出ないように年齢構成等を考えて実施しなくてはならな

い。 

 ・アンケートで様々な意見を聞くことは良いことであるが，それを統計的に

処理する場合は，このような方法は良くないと思われる。 

 

【生活安全部長】 

 ・アンケートの設問を設定するに当たっては，相当議論を重ねている。 

 ・本庁で実施したアンケートと地区市民センターで実施したアンケートで

は，設問を若干変えており，集計の段階でも距離等でクロス集計を行って

いる。 

 

【中澤委員】 

 ・それを踏まえても偏っている部分は否めない。 

 ・平均的に見ると地区市民センターの利用者は，もう少し減るように感じ

る。 

 

【生活安全部長】 

 ・自治体連合会，子ども会等の総会でも調査を実施することで，ある程度ク

リアしていきたいと考えていた。 

 

【中澤委員】 

 ・このアンケート結果を利用する際は，そういった問題点があるということ

に留意して，活用するように気を付けていただきたい。 
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【昇会長】 

 ・地区市民センターで実施したアンケートと団体等で実施したアンケートを

分けて分析すると良いと思われる。 

 

【生活安全部長】 

 ・資料4の85ページ以降に実施場所に分けて分析している。 

 ・ある程度平均的な意見は得られたと考えているが，中澤委員の御指摘のと

おり留意したい。 

 

【大屋委員】 

 ・年齢別にかなりばらつきがある中で，80歳以上や19歳以下など極端に回答

者が少ないものについては，ごく少数の意見が割合に影響してしまうの

で，例えば80歳以上は，60歳以上に含めるなどをしてグラフ化してはどう

か。 

 

【生活安全部長】 

 ・そのようにさせていただく。 

 

【神山委員】 

 ・この度，方針を作る上で，コンビニエンスストアや地区市民センターにお

ける手続のあり方はどのように考えているのか。 

 

【生活安全部長】 

 ・今回のアンケートの中では，意見の中では少しあるもののコンビニエンス

ストアやマイナンバーに関する設問を設定していない。 

 ・公共施設等総合管理計画を進めていく中で，そういった意見を聴取する必

要性は感じている。 

 ・そういった点を含めて，しっかり検討していきたい。 
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【昇会長】 

 ・コンビニエンスストアができることは，コンビニエンスストアにやってい

ただき，地域の問題を協議するなどコンビニエンスストアではできないこ

とを地区市民センターが実施するということが考えられる。 

 ・周りで何ができて，何ができないかということを分析し，地域全体として

市民に利用価値のある地区市民センターとは何かということを考える必要

がある。 

 ・地区市民センターが今後何をミッションとするのかということである。 

 ・地区市民センターでしかできないことを分析し，そこを追求していくとい

うことをやっていく必要である。 

 

【市長】 

 ・現在，23行政区あり，そこにはすべて行政窓口が設置されているので，証

明書の発行から納税まですべてそこで手続できるようになっている。 

 ・本庁でも同じことができるが，時代が変わり，コンビニ交付もできるよう

になったし，クレジット納付などの環境も整ってきている。 

 ・そのような状況を踏まえると，地区市民センターは必要であるが，今の役

割分担の中で，行政窓口は民間に担っていただいて，地区市民センターは

すべての地区にあるので，住民自治の拠点となる得るものと考えられ，行

政窓口をどのように民間に担っていただくかということが次の議論になる

と考えている。 

 ・現在，まちづくり協議会の立上げを進めており，まずは23行政区を目標と

して，次の総合計画の中で進めていきたいと考えているため，まちづくり

協議会の活動拠点を地区市民センターに求めていくことも考えている。 

 

【昇会長】 

 ・行政事務手続などのルーティンは，なるべく省いていく方が良い。 

 ・少し嫌な表現をすると，ルーティンがあるとそれにしがみ付き，ルーティ

ンをやっているだけで仕事をしていると勘違いしてしまう弊害がある。 

 ・ルーティンを無くすことで，本来のミッションに気が付くことができる。 
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 ・可能な限りルーティンは，代替して実施するようにした方が良い。 

 ・地区市民センターは，地域住民と一緒に様々なことを考えるということを

本来のミッションにしていくことが，納得の高い市政に必要だと考える。 

 ・それができる説明能力があり，コミュニケーション能力の高い職員を地区

市民センターに配置する必要がある。 

 ・ある自治体では，そういったところで揉まれ，市民と話ができる職員を昇

進させるという昇進ルートを採っている。 

 ・本庁で使えない職員を地域に配置するのではなく，エースを地域に配置す

るという方針を採ると，目に見えて効果が出てくる。 

 ・これからは，それが本当に大事なことになっていくと思われる。 

 

【生活安全部参事兼石薬師地区市民センター所長】 

 ・御意見のとおり，これからの地区市民センターでは，地域の核としての機

能が求められており，やりがいを感じている。 

 ・地域の方も，地域自治に意欲的であり，地域活力の向上に繋がるものとし

て考えている。 

 

【昇会長】 

 ・地区市民センターは，市民協働の最前線である。 

 ・若い内にパートナーシップを学び，本庁で活かすということが結果として

行政改革に繋がっていく。 

 

 

３ その他 

 

行財政改革アクションプラン全体についての意見は，次のとおりであった。 

 

【中澤委員】 

 ・冒頭の事案でもあったように管理表が最も重要なものであるため，記載方 

法のルールを改めて統一した方が良い。 
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 ・また，いつまでも外部評価を行うのではなく，今後は，内部評価によって

進捗管理ができるようにしていかなくてはならない。そのために今の内に

基本的なルールを作る必要がある。 

 

【一見委員】 

 ・資料を早く送っていただきたい。 

 ・事前に資料に目を通しているので，記述されている点の口述説明は不要で

ある。 

 ・課題の説明を重視し，委員にどのような評価を求めるのかを重視していた

だきたい。 

 

【神山委員】 

 ・説明及び資料について，当初よりもわかりやすくなっている。 

 ・しかし，今後，市民に説明していくに当たっては，より高い説明能力が求

められるため，その点に留意して改革を進めていただきたい。 

 

【大屋委員】 

 ・今回，資料を拝見して，各取組が具体的に動いていることを実感した。 

 ・市民，生活者を味方にするような仕事の進め方が非常に大事であると考え

ている。 

 ・市役所は味方であるという思いを市民が持てるようにすることで，市民と

一緒になって仕事をすることができる。 

 ・そのためにどうしたら良いかということを常に意識すると，様々なことが

変わっていくように思われる。 

 ・どの地域であっても高齢化は進んでいるため，高齢化対策の優良事例は全

国的に注目度が高くなっている。 

 ・認知症の方の徘徊などを地域全体で見守るという取組も，メディアなどが

すぐに取り上げている。 

 ・そういったことが1つでもあると，市民が「自分たちの市は，こんなに市

民のことを考えているんだ。」ということを実感することに繋がってい
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く。 

 ・必ずしもメディアに取り上げられるようにすることを良いというのではな

く，市民に伝えていく，知っていただくという視点は大事であると考え

る。 

 

【昇会長】 

 ・右肩上がりの時代は，利益の配分が政治行政の課題であった。 

 ・一方で，右肩下がりの時代は，不利益の配分となっている。 

 ・これからの行政は，そういうことをしていかなくてはならない。 

 ・その中で，市民との合意を形成していくためには，プロセスへの参加が不

可欠である。 

 ・市民参加，市民参画というものは綺麗ごとではなく，負担を配分する時に

は不可欠なものである。 

 ・プロセスから市民に参画いただき，背景や課題などを共有し，お互いの役

割を分担する中で，やりがいや生きがいなどを含めて市への支持を求めて

いくということを21世紀の自治体はやっていかなくてはならない。 

 ・そういった流れは，どこの自治体でもやらなくてはならないが，今のとこ

ろきちんとできている自治体はないと思われるので，ぜひいち早く実現い

ただきたい。 

 

 

４ 閉会 

 

 最後に，市長が委員にお礼を述べ，閉会となった。 


