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平成２８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２８年８月９日(火) １３時３０分～１６時５０分 

○ 場 所：鈴鹿市役所 本館６階 庁議室 

○ 出席委員：３人 （５人中３人出席，５０音順） 

      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，事務局から委員会の成立が報告された後，鈴鹿市行財政改

革推進本部副本部長の亀井副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 

 ・会議の進め方の説明 

  ・鈴鹿市行財政改革アクションプランを改革分野ごとに，事務局による改

革分野全体の実績を報告する。 

  ・その後，各委員から当該改革分野を評価の視点で御議論いただく。 

  ・３つ全ての改革分野の議論が終了した後に，鈴鹿市行財政改革アクショ

ンプラン全体について，各委員から御感想や今後に向けた助言等をいた

だく。 
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（１） 鈴鹿市行財政改革アクションプラン（H２４～H２７）の評価について 

 ①財政改革分野 

 

議長から実績等の説明が求められ，事務局が次のとおり報告を行った。 

 

【事務局】 

 ・取組①について，徴収業務の一元化等取扱いの強化に取り組んだ結果，債

権の管理に関する基本方針の策定，鈴鹿市債権管理条例の制定，債権回収

対策室の設置等を行い，対象税外収入の平均徴収率の目標８２％に対し，

実績８６．２％の達成度１０５％，目標効果額７，６００万円に対し，２

億７１０万５，０００円の実績となっている。 

 ・取組②について，料金，負担金等の受益者負担の見直しに取り組んだ結

果，公共サービスに係る受益者負担に関する基本方針の策定等を行い，一

般会計，下水道事業会計の負担金，使用料，手数料等の収入済額の目標３

１億２，１００万円に対し，実績２９億７，４８５万円の達成度９５％，

目標効果額３億８，０００万円に対し，１億６５６万３，０００円の実績

となっている。 

 ・取組③について，全職員の定員適正化計画の作成に取り組んだ結果，鈴鹿

市定員管理方針の策定等を行った。目標設定については，計画策定時期が

平成２８年３月になったため，行っていない。 

 ・取組④について，繁閑時における機動的で最適な人員配置の仕組み構築に

取り組んだ結果，詳細取組①では，機動的で最適な人員配置の仕組みに関

する基本方針，鈴鹿市職員の機動的配置に関する要綱の策定等を行い，機

動的に配置した職員の従事時間の目標５０８時間に対し，７８７．４時間

の達成度１５５％，目標効果額２１５万円に対し，１，０２３万８，００

０円の実績となっている。 

・詳細取組②では，嘱託職員及び臨時職員の部内一元化に関する基本方針の

策定等を行い，部局等で一元管理する臨時職員及び嘱託職員の人数の目標

３０人に対し，実績３０人の達成度１００％，目標効果額８３万１，００

０円に対し，８４万２，０００円の実績となっている。 



3 
 

・取組⑤について，時間外勤務手当等の削減に取り組んだ結果，全庁的に時

間外勤務等の削減運動等を行ったが，災害や国の制度改正への対応等によ

り時間外勤務が増加し，上限３６０時間を超えた時間外勤務時間数の目標

５，０００時間に対し，実績３万８，０６６時間，目標効果額１億２，０

００万円に対し，マイナス４，９０１万５，０００円の実績となってい

る。 

・取組⑥について，未利用地等の売却及び賃貸に取り組んだ結果，市有財産

の売却及び賃貸に関する基本方針の策定等を行い，処分や賃貸を実施した

件数の目標４，０５７件に対し，実績３，４４２件の達成度８５％，目標

効果額２億円に対し，２億５，９７３万８，０００円の実績となってい

る。 

・取組⑦について，広告収入の確保に取り組んだ結果，広告事業推進に関す

る基本方針，ネーミングライツ導入に関する基本方針の策定等を行い，広

告活用資産数の目標１０件に対し，実績９件の達成度９０％，目標効果額

５００万円に対し，１，０５９万８，０００円の実績となっている。 

・取組⑧について，公共施設の全体運営指針の作成に取り組んだ結果，公共

施設マネジメント推進方針，鈴鹿市公共施設マネジメント白書，鈴鹿市公

共施設等総合管理計画の策定，施設カルテの作成等を行い，対象資産数の

目標２７６件に対し，実績４２０件の達成度１５２％となっている。 

 

事務局の報告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①について，取組責任者の総括に，徴収率が６．１％向上したとある

が，これはこの取組の効果の他，様々な要因を含んだ結果として生じた効

果であるのか。それとも，取組以外の効果を排除した効果であるのか。 

 

【総務部長】 

 ・まず，平成２８年度に機構改革を行い，行財政改革や本アクションプラン

の取組についても，所管が変わっている点について，御了承いただきた
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い。 

 ・御質問については，様々な要因を含んだ結果としての効果である。 

 

【中澤委員】 

 ・ここに挙げられている効果は，非常にインパクトのあるものである。 

 ・この効果の内，この取組としての効果を解析することは非常に困難である

と思われるが，可能であれば，解析する方が望ましい。 

 ・そうすることで，取組の改善点や伸ばしていく部分が見えてくるため，困

難であっても努められたい。 

 

【総務部長】 

 ・わかりました。 

 

【中澤委員】 

 ・取組②について，指標目標の評価が△となっており，その要因は，保育

所・幼稚園保育料，下水道事業の使用料の改定が完了しなかったことにあ

ると総括されている。 

 ・この２つの改定が未了となった原因分析をしっかり行っていただきたい。 

 ・この分析をしっかりやらなければ，総括にあるような「できる限り早期

に」という今後の目標は達せられないものと考える。 

 ・「できる限り早期」という表現は，曖昧であるので期限を定めていただき

たい。 

 

【都市整備部長】 

 ・御意見を真摯に受け止め，分析等をさせていただく。 

 ・期限については，具体的に示すことは今の時点では難しい部分もあるが，

御意見を踏まえて検討させていただく。 

 

【中澤委員】 

 ・期限を定める点は，難しい面もあると思うが，原因分析はしっかり行う必
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要がある。 

 

【昇会長】 

 ・例えば，下水道事業の使用料の改定ができなかった理由には，どのような

ものがあるのか。 

 

【都市整備部長】 

 ・改定する方向性を持って取り組んだところであるが，具体的なものとして

改定できるところまでには至らない結果となった。 

 

【中澤委員】 

 ・原因の中には大きく２つあり，自分の努力を超えた原因と自分の努力の範

囲で対応できる原因である。 

 ・原因分析をすることで，何ができるか，何をするべきかを明確にすること

が重要である。 

 

【宮﨑副市長】 

 ・下水道事業に関して料金改定に至らなかった要因について補足させていた

だく。 

・本市では，平成２８年度に上下水道を一本化しており，その対応に要する

業務が急増したことが要因の１つである。 

・また，計画作成を委託しており，計画の完成に合わせて料金の改定を進め

ていくこととし，少し遅れている状況であるが平成２９年度には改定でき

るものと見込んでいる。 

 

【昇会長】 

 ・平成２９年度の予定ということを総括に記載することはできるか。 

 

【宮﨑副市長】 

 ・現時点では，不確定要素が多いため，明示できる段階にないことを御理解
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いただきたい。 

 

【子ども政策部長】 

 ・保育料の関係について，子ども・子育て支援新制度が平成２７年度に始ま

っており，それに伴って保育料の見直しを図ったところ，徴収の基準とな

る所得階層の区分を国の基準に合わせて改定する必要が生じたため，そち

らを優先したことが原因である。 

 ・第一段階として三歳以上児から三歳児の保育料を別に高く設定し，引き続

いて，幼保のあり方を見直していく中で，幼稚園と保育所の料金を見直し

ていきたいと考えている。 

 

【昇会長】 

 ・鈴鹿市は，国と異なる基準を設けていたということか。 

 

【子ども政策部長】 

 ・国の基準の約６７％程度の料金設定となっていた。 

 

【昇会長】 

 ・鈴鹿市が独自に軽減していた料金を国の水準程度まで負担を求めていくよ

うにするということか。 

 

【子ども政策部長】 

 ・どこまで負担を求めていくかは，今後の検討課題である。 

 

【昇会長】 

 ・子ども政策部長というポストはいつからあるのか。 

 

【子ども政策部長】 

 ・この４月からである。 
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【昇会長】 

 ・政策の優先順位が組織に表れている。 

 

【昇会長】 

 ・取組③について，定員管理計画を作らないという判断に至った理由は何

か。 

 

【総務部長】 

 ・前回の定員適正化計画については，国から１０年間で５％，７５人の削減

を求められ，本市は７２人の削減を行ったところである。 

 ・前回の定員適正化計画が，平成２６年度に期間が終了するため，次の計画

をどうするかと検討する中で，行財政改革アクションプランの取組として

取り上げたところである。 

 ・前回の定員適正化計画は，適正化を掲げつつも，国からの要請もあったこ

とから実質的な削減計画となっていたことも踏まえ，今回は，類似団体と

の職員数の比較を行った結果，鈴鹿市は合併をしていないこともあり，類

似団体の中でも職員が少ない方であった。 

 ・そのような中，行財政改革アクションプランとして，正規職員だけでな

く，嘱託職員等を含めた定員適正化計画を作成するという厳しい目標を掲

げて進んできたところであるが，インターハイや国体などの将来的な増員

要因や他市の定員管理実態などを考慮し，職員数の削減を前提とした定員

適正化計画ではなく，現状の正規職員数を維持していくことを基本とし， 

  各年度の採用計画により定数の増減を管理していくこととした。 

 ・その上で，毎年必要人員数を調査し，一時的に増員が必要な場合には，再

任用職員や任期付職員等を活用するなどの対応を行い，行政サービスを適

切に行うことのできる体制を整える方針としている。 

 

【昇会長】 

 ・元々，定員適正化計画というものは，国家公務員は職員を削減している

が，自治体は職員を削減していないという批判が国民から上がり，あまり
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好ましくないことではあるが，総務省が上から何％を減らすということを

要請する形で作ってきたという経緯がある。 

 ・また，そのことは総務省の中でも地方自治に反するという異論はあった

が，公務員に対する国民の批判は大きく，このままでは地方自治の阻害要

因にもなると考え，やむを得ず実施した経緯がある。 

 ・そういった経緯があるため，定員適正化計画というのも自体が行革で職員

数を減らすものという印象が強いが，本来の定員適正化計画というもの

は，減らすばかりではなく，適正化であるから行政ニーズが増えれば，増

員することもあり得るものである。 

 ・ただし，総務部長の発言にあったようにインターハイや国体というもの

は，臨時的に行政ニーズが増えるものであり，将来的に増えるものではな

い。 

 ・そのため，基本的には，臨時的な行政ニーズには，臨時的職員の増員で対

応し，その業務が終われば元に戻すということを考えなくてはならない。 

 ・臨時のイベントがあって職員を増減させることが見込まれるのであれば，

そういう増減を年次計画で示し，数字として明らかにしておく必要性が高

いと考える。 

 ・国から言われなくても，鈴鹿市のスタンスとして，減員することを唯一の

答えとするのではなく，維持又は増員もあり得るものとし，５～１０年の

中長期の行政ニーズを踏まえて定員を考えていくべきである。 

 ・定員管理計画ではなく，方針とすることがあり得ないと考えているわけで

はないが，ベストとは言いがたい。 

 ・インターハイや国体など，臨時的に行政ニーズが増加する要因があるから

こそ，定員適正化計画を立てて職員数をコントロールしていく必要性が高

まるものと考えられる。 

 ・他市が定員適正化計画を作っていないということは，１つの横並びの考え

方であるが，鈴鹿市にとって必要性があるのであれば，他市の動向にかか

わらず計画を作っていくことに問題はないので，ぜひ定員管理方針で済ま

せることなく，５～１０年くらいの中長期的な定員適正化計画の作成にチ

ャレンジしていただきたい。 
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 ・職員を減らすことありきということを言っているのではなく，行政ニーズ

を予測して増減を考え，計画的に定員を管理するということを考えていた

だきたい。 

 

【総務部長】 

 ・毎年の人事ヒアリングの中で，今後５年間の増員要望を聞き取っている

が，国体関連を今までのやり方で考えた場合，４０～７０人程度職員を増

員する要望があることや，健康福祉関連では，国の政策や施策が目まぐる

しく変化し，１～２年先の予測が困難であることなどといった実態があ

る。 

 

【昇会長】 

 ・そのような変動要素があるからこそ全体を把握しておく必要がある。 

 ・それが計画を作ることの意義である。 

 ・そのような状況であるならば，なお計画を作る必要性が高いものと考え

る。 

 ・変化要因が多いので計画を作らないとなると，市政が混乱してしまう。変

化要因が多いからこそ，可能な範囲で見通しを示し，行政ニーズに合わせ

てスクラップアンドビルドを実施することで，可能な限り職員数が膨張す

ることを防ぐということが，定員管理であり，国でもそのように実施して

いる。 

 ・計画は一度作ったら変更できないというものではないので，情勢の変化が

あれば見直しを行えば良い。 

 ・定員管理を計画的に実施しなければ，このような情勢の中で，適正な行政

運営のコントロールは難しいので，市長に強く要望させていただく。 

 

【大屋委員】 

 ・取組③について，指標目標の評価が「×」となっているが，実績等の報告

を鑑みると「×」でなくても良いと思うがどうか。 
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【昇会長】 

 ・私も「×」というよりも「―」としておくことが適切であるように感じ

る。 

 

【総務部長】 

 ・これは，定員管理方針にするという最終判断をするまでに時間を要し，平

成２７年度末での策定となったため，内部評価において「×」として取り

扱ったことによるものである。 

 

【昇会長】 

 ・厳しい自己評価であるが，「―」でも良いと思われる。 

 

【中澤委員】 

 ・取組⑤について，臨時的な要因が入った上での結果であることが取組責任

者の総括として説明されているが，そういった臨時的な要因が無かった場

合はどういった結果になったかということを分析いただかなければ，取組

の効果を見誤ってしまう恐れがある。 

 ・そういった分析が，なされていないように感じるがどうか。 

 ・また，取組責任者の総括の最終段落に「次年度以降の各部局の業務予定を

いかに把握し，適正な人員配置を行うかが，課題である」とあるが，それ

が正に先ほど取組③で話題となった計画と関係しており，定員管理の計画

が無ければ時間外勤務時間の削減の取組も効果が発揮できないものと思わ

れる。 

 ・そのため，私も定員管理の計画は必要であると考える。 

 ・それが無ければ，時間外勤務時間の削減は不可能である。 

 

【総務部長】 

 ・臨時的な要因としてどのようなものがあるかは，取組責任者の総括に示し

ているとおりである。これらの業務には，経常的な業務と密接に関わって

おり，経常と臨時の区分がし難い点があるほか，総合計画の策定などは全
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ての事務事業の業務量を増加させる点などがあり，明確な分析を行ってい

るわけではないが，実態として臨時的な要因が時間外勤務時間増加の大部

分を占めていると考えている。 

 ・正規職員数を現状維持することを目標とし，臨時的な業務量の増加につい

ては，嘱託職員や臨時職員等を優先して入れるなどを考えているが，平成

２７年度の臨時的な業務の大部分に正規職員が対応すべき案件が多かった

という現状がある。 

 

【中澤委員】 

 ・臨時的な要因が，時間外勤務時間の増加に与えたインパクトを分析するこ

とが重要であり，その分析結果によっては，この取組は，目標を達してい

ると見ることができ，評価が変わってくる可能性もある。 

 ・今後は，要因分析と当該要因が取組に与える影響の分析を考え，取り組ん

でいただきたい。 

 

【総務部長】 

 ・把握しにくい部分もあるとは思うが，可能な範囲で取り組んで参りたい。 

 

【昇会長】 

 ・経常的業務に要する時間と臨時的業務に要する時間を分けて分析しなくて

はならない。 

 ・過去の時間外勤務時間の履歴はあるので，実績から部署ごとの平均的な時

間外勤務時間は把握できるものと考えられる。 

・その際，過去の実績においても災害の多い年などは時間外勤務時間が多く

なっているわけであるから，自然災害に関する時間外勤務時間について

は，何年間にどのくらいの規模の災害が発生するということを過去の経験

則から想定し，計画に織り込むことで対応することが求められる。 

・マイナンバーなどの国の施策についても，マイナンバーは新しい仕組みと

して大きな負担を伴うものであるが，大きな負担を伴う制度の導入や変更

はこれまでも度々行われていることから，同様に過去の経験則から分析す
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ることが可能であると考える。 

・そういった想定をしていても，予想し得ない業務は発生するものと考えら

れるが，可能な範囲で織り込み，計画を作ることが重要である。 

・総合計画の策定についても，１０年に１回は見直しているわけであるか

ら，過去の時間外勤務時間の実績から将来の負担を予測し，その予測に対

し，時間外勤務時間の削減目標を数％削減という形で反映して計画を作る

ということができる。 

・過去の実績から将来の負担を想定し，計画性を持って行政運営を行うとい

うことは，総務部に限らず，全部局で努めなくてはならない。 

・単年度で考えるのではなく，行政全般が５～１０年のスパンで過去の実績

を踏まえて考えると，臨時的なものであっても概ね読むことができる。 

・そういうことを，取組③の定員管理においても，取組⑤の時間外勤務時間

においても実施いただきたい。 

・抽象的な表現で言うならば，行政の計画化である。 

・臨時的なものであっても過去の経験の中には，臨時的な対応をしている事

案はあるため，過去の実績を分析することで，臨時的なものであっても，

ある程度は見込むことが可能である。 

・このようなことは，自治事務として，国に言われなくても行政手法として

実施していくことが必要であり，そうすることで，より安いコストで，よ

り良いサービスを，持続可能な形で，市民に提供することに繋がっていく

のである。 

・計画行政という手法を全ての分野で，ぜひマスターしていただきたい。 

 

【総務部長】 

 ・当初の目標設定の時点で臨時的な要素を加味して設定する形を検討してい

く。 

 

【中澤委員】 

 ・取組⑥について，取組責任者の総括において，市有財産の把握が行われた

との記述があるが，平成２７年度末時点で市有財産全体の内，どの程度利
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活用が進んでいるかを説明いただきたい。 

 

【土木部長】 

 ・市有財産の管理は全てなされている。 

 ・しかしながら，売却可能な状態に至っていない市有財産が多いことから，

目標設定に当たっては，過去の売却実績から２億円という目標を設定して

いる。 

 ・その中で，年度ごとに１つ１つ市有財産を精査し，売却可能になったもの

から売却を進めてきた。 

 

【中澤委員】 

 ・目標効果額の中で取組の進捗を考慮しているということか。 

 

【土木部長】 

 ・そのとおりである。 

 

【中澤委員】 

 ・その結果が「△」という評価になったということか。 

 

【土木部長】 

 ・評価が「△」となったことについて，総括に記載の内容を補足説明させて

いただく。 

 ・指標目標に記載の実績の大部分は，賃貸の件数となっている。 

 ・取組責任者の総括の下２行にも記載のとおり，当初４，０３７件としてい

た数には，本来，道路敷や民地等である部分を計上しており，その分を除

いた実際の初期値は，３，３９３件であったことが判明した。 

 ・しかしながら，計画の目標値を後から修正するわけにもいかないので，そ

の理由を総括に記載させていただいたところである。 

 ・なお，実績値の中には，錯誤分は計上していない。 

 ・そのため，錯誤の部分を当初数値や目標数値に反映させていれば，目標は
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達成し，評価は「○」となる。 

 

【昇会長】 

 ・なぜ４，０３７件という錯誤が起こり得たのか。 

 

【土木部長】 

 ・目標設定時点で，境界が未確定で精査がなされていなかった物件があるた

めである。 

 ・平成２０年度～平成２３年度に６４４件が過大に見積もられていた。 

 

【中澤委員】 

 ・民地がなぜ計上されるのか。 

 

【土木部長】 

 ・実務としては，境界未確定の部分を賃貸物件として取り扱っているケース

があるためである。 

 

【中澤委員】 

 ・その後，調査を行い，民地であると判明したということか。 

 

【土木部長】 

 ・そういった物件はある。 

 

【中澤委員】 

 ・道路敷についてはどうか。 

 

【土木部長】 

 ・この取組では，行政財産ではなく，普通財産を対象としたものであるた

め，道路敷は除外している。 
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【中澤委員】 

 ・境界未確定で民地であった部分については理解ができるが，道路敷部分が

錯誤で計上されている点はどうか。 

 

【土木部長】 

 ・本来，あってはならないことである。 

 

【中澤委員】 

 ・取組⑥について，取組責任者の総括の３行目にモニター広告事業やマップ

広告事業の記述があるが，これらの成果も目標効果額には含まれていると

いうことで良いか。 

 

【土木部長】 

 ・そのとおりである。 

 

【中澤委員】 

 ・これらの事業は，広告事業であるが，取組⑦と目標効果額が重複している

ということはないか。 

 

【土木部長】 

 ・重複はしていない。 

 

【中澤委員】 

 ・これらの事業は，取組⑦として考えるべきではないか。 

 

【文化スポーツ部長】 

 ・この取扱いについては，当初にどちらに分類するかで議論となった部分で

ある。 

 ・その際，財産の活用として計上するか，広告収入として計上するかが議論

の焦点となり，ここでは財産の活用で計上することとした経緯がある。 
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 ・そのため，効果額は一切重複していない。 

 ・当初の整理を別の視野で改めて考えることは可能であると考えるが，今回

は，このような整理で進めてきている。 

 

【中澤委員】 

 ・質問の主旨は，重複の有無であるため，重複が無ければ良いと考えるが，

整理として取組⑥に計上している広告とネーミングライツとの違いが分か

りにくい面もあるように感じる。 

 

【文化スポーツ部長】 

 ・今の整理としては，取組⑥に計上しているものは，場所貸しといった賃貸

収入としても考えることができるものである。 

 ・自動販売機の設置もそういった考えから取組⑥として整理している。 

 

【中澤委員】 

 ・モニター広告というものは，どういったものか。 

 

【文化スポーツ部長】 

 ・モニターを設置し，そこで企業の広告等を流すものを指している。 

 

【中澤委員】 

 ・マップ広告というものは，どういったものか。 

 

【政策経営部長】 

 ・公共施設等の位置などを示した鈴鹿市の大きな地図や市役所周辺の地図等

の枠部分に広告を掲載するものである。 

 

【中澤委員】 

 ・説明を聞くと，取組⑦の広告収入の確保として整理することもできるよう

に感じる。 
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【大屋委員】 

 ・マップ広告やモニター広告は，広告の範疇にあると思うが，場所を貸して

いるという考え方もできなくはない。 

 

【昇会長】 

 ・整理の問題であるため，効果計上が重複しないなどの一応の整理ができて

いれば良いとして，今後の整理をどうするかである。 

 ・「広告収入の確保」と「未利用地等の売却及び賃貸」は，異なる視点であ

るため，その視点に基づく取組は重複することがある。 

 ・そのような場合，どちらで整理することが市民にとって理解がしやすいか

ということを考える必要がある。 

 ・両方とも決して誤りではない。 

 ・ただし，整理の仕方が取組の進め方に影響がある場合もあるので，鈴鹿市

にとって一番理解がされやすく，効果が高いと考えられる整理をすること

が大切である。 

 

【大屋委員】 

 ・今回は，成果の重複がない形で整理されているので，問題はない。 

 ・しかし，今後を考える上で「未利用地」という言葉から考えると，モニタ

ー広告やマップ広告は，不動産の利活用としてではなく，広告として考え

る方がより一般的ではないかと考える。 

 

【昇会長】 

 ・私も，未利用地等の売却及び賃貸という文言から受けるイメージとして

は，モニター広告やマップ広告は入らないという印象を持つ。 

 ・分類の問題であるから，今後は，市民への理解という観点を持って，考え

ていただきたい。 

 

【中澤委員】 
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 ・会計的には，未利用地の売却や賃貸によって得られる収入は，財産収入と

し，広告収入は雑収入としているのか。 

 ・会計的な分類で整理することも可能である。 

 

【子ども政策部長】 

 ・未確認であるが，市の施設やメディアを使用して広告を行う場合は，広告

収入に当たり，市以外の者が所有するメディアを置かせて広告を行う場合

は，財産収入になるものと考えられる。 

 

【昇会長】 

 ・会計の分類で分けることは，重複がないという点で良いと思われる。 

 

【中澤委員】 

 ・取組⑧について，取組責任者の総括において，合意形成に向けた仕組みの

構築とあるが，どういったものを考えているのか。 

 

【政策経営部長】 

 ・具体的にはこれから考えていくことであるが，これまでパブリックコメン

トの実施や地元住民説明会の実施などに取り組んできたが，それだけでは

不十分な面もあるのではないかと考えており，もっと市民が参画できる仕

組みを検討していきたいと考えている。 

 

【中澤委員】 

 ・市民が意思決定に参画する仕組みということか。  

 

【政策経営部長】 

 ・意思決定については，市民の意見を聞きながら，行政が行うものであると

考えている。 

 ・そのため，その意思決定の参考となる意見聴取の場をより積極的に設けて

いきたいと考えている。 
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【中澤委員】 

 ・市が意思決定するに当たっては，市民の合意を得てからにするということ

か。 

 

【政策経営部長】 

 ・市民も納得することのできる形で意思決定していきたい。 

 

【昇会長】 

 ・その考えは非常に大切なことである。 

 ・これまでの行政は，利益の配分がその役割であったが，これからの行政

は，不利益の公平な配分が役割となる。 

 ・利益の配分を行う時は，結果として公平でなくともそれほど不満は出な

い。しかし，２１世紀は，不利益の配分の時代であり，負担の配分である

ため，公平でなくてはならない。 

 ・２１世紀の政治行政は，不利益の負担の公平な配分を，国も県も市町村も

実施しなくてはならない。 

 ・そのためには，施設の統廃合を行わなくてはならない。小学校も減らさな

くてはならない。 

 ・その手法として，複数の小学校を廃止して，統合し，１つの立派な小学校

を作るということが考えられるのである。 

 ・私の持論であるが，明治時代の小学校は，家庭よりも立派であったが，現

在の小学校は，家庭の方が立派になっている。 

 ・しかしながら，それを良しとするのではなく，未来への投資であるから，

小中学校は家庭より立派なハードであるべきであると考えている。 

 ・複数の小学校を統合し，グレードアップした１校とすることで維持管理費

を下げることができる。こういった考えは，学校に限らず全ての分野で行

う必要がある。 

 ・既に介護保険制度や年金制度においても，負担は上がって，サービスは下

がっている。 
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 ・日本の年齢構造が高齢化する中，こういったことはやむを得ないものであ

り，既に国はその方向で動き出している。 

 ・非常に大切なことなので繰り返し述べるが，２１世紀の政治行政の課題

は，負担の公平な配分である。それを民主主義，国民主権，住民主権で実

施するのである。 

 ・そのためには，住民の方に理解していただく必要がある。 

 ・負担の公平な配分であるため，積極的な賛成は得られないかもしれない

が，消極的な賛成，「納得」や「仕方ない」という形であっても理解を得

ることが重要である。 

 ・全ての政治家や行政職員は，２１世紀の政治行政の課題は，負担の公平な

配分であるということを覚悟し，そのことを住民に理解していただくよう

にしなくてはならない。 

 ・この取組⑧で取り組んでいる公共施設等総合管理計画を住民に示し，理解

を求めるということは，その先陣を切った取組であるといえる。 

 ・ピーク時に１２万人であった人口が現在９千人にまで減っている夕張市で

は，財政再建団体になったこともあり，こういった取組を他の自治体より

先んじて取り組んでいる。 

・その夕張市での事例を紹介すると，来年から水道料金を上げる場合は１

０％の値上げ，３年後から水道料金を上げる場合は２０％の値上げ，５年

後から水道料金を上げる場合は３０％の値上げ，という選択肢を計画とし

て示し，住民自らが選択するよう説明し，その結果，住民は，来年からの

値上げを選択したのである。 

・これは極端な事例であるが，ある意味，２１世紀の行政を先取りしている

ものといえる。 

・こういったことをこれから全ての部局でやっていただく必要がある。 

 

 議長から休憩が告げられ，約１０分の休憩となった。 

 

 ②人材育成改革分野 
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議長から実績等の説明が求められ，事務局が次のとおり報告を行った。 

 

【事務局】 

 ・取組⑨について，創造的な人材の育成に取り組んだ結果，まず，詳細取組

①では，鈴鹿市人材育成基本方針の策定等を行い，該当する職員への聴き

取りと上司等の評価で「政策立案能力が向上した」と答える職員数の割合

の目標１００％に対し，実績１００％の達成度１００％の実績となってい

る。 

 ・詳細取組②について，鈴鹿市人材育成基本方針の策定，ＣＩＯ補佐官の外

部登用等を行い，登用した所属の職員アンケートで「政策立案能力が向上

した」と答える職員の割合の目標１００％に対し，実績８１％の達成度８

１％の実績となっている。 

 ・詳細取組③について，職種間の人事交流等を行い，該当する職員への聴き

取りと上司等の評価で「行政経営に係る視点が広がった」と答える職員の

割合の目標１００％に対し，実績１００％の達成度１００％の実績となっ

ている。 

 ・取組⑩について，職業意識の向上に取り組んだ結果，まず詳細取組①で

は，管理職員を対象に試行している人事評価の範囲の拡大等を行い，職員

アンケートを実施し，「モチベーションが向上した」を選択した職員の割

合の目標７０％に対し，実績７０％の達成度１００％の実績となってい

る。 

 ・詳細取組②では，取組⑨の推進に併せて鈴鹿市人材育成基本方針の策定等

を行い，職員の経験や能力を考慮し，総合力や専門力が反映される仕組み

の構築に努めたが，構築までには至らず，指標目標の設定は行ったもの

の，効果測定までには至らない結果となっている。 

 ・取組⑪について，ミドルマネジメント改革・改善活動の実施に取り組んだ

結果，詳細取組①では，全部局で改善活動を実施し，改革・改善の取組数

の目標１２件に対し，実績１７件の達成度１４２％の実績となっている。 

 ・詳細取組②では，平成２５年度から鈴鹿市改革・改善活動取組発表会を毎

年１回開催し，改善活動の実施者に対する意識調査でモチベーションが向
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上したと答える割合の目標５０％に対し，実績７８％の達成度１５６％の

実績となっている。 

 

事務局の報告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⑨について，取組責任者の総括において，「ＣＩＯ補佐官からの助言

による政策立案能力の向上について，関係職員にアンケートを行った」と

あるが，この関係職員とは何人か。 

 

【総務部長】 

 ・関係職員とする職員数は，１６人である。 

 ・その内訳は，「活かすことができた」又は「どちらかと言えば活かすこと

ができた」が１３人，「どちらとも言えない」が２人，「どちらかと言え

ば活かすことができなかった」が１人である。 

 

【中澤委員】 

 ・選択肢は，三択であるのか。 

 

【総務部長】 

 ・「活かすことができた」，「どちらかと言えば活かすことができた」，

「どちらとも言えない」，「どちらかと言えば活かすことができなかっ

た」の四択である。 

 

【中澤委員】 

 ・８１％が向上したという成果は，非常に高いものであるが，残りの１９％

が向上していない理由は，分析する必要がある。 

 ・その理由を分析すると，「元々政策立案能力がある」や「政策立案能力が

何かわからない」など色々な理由があると思われる。 

 ・そこを潰していかないと１００％には至らない。 
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 ・アンケートを取るのであれば，そこまで分析した方が良いと思われる。 

 ・また，政策立案能力という言葉は，曖昧であり，定義はあるのかもしれな

いが，政策立案能力がどのような能力であるかということを明確にしなく

ては，効果を正確に測ることが困難になるものと考えられる。 

 

【総務部長】 

 ・詳細取組①で，国等に派遣した職員においては，プレゼンテーション能力

やペーパー作成能力の向上が認められる。 

 ・詳細取組②は，情報をどのように活用するかという能力であるため，政策

立案能力とは若干意味合いが異なる面もある点は否めない。 

 ・アンケート結果の分析については，十分にさせていただく。 

 

【大屋委員】 

 ・取組⑨の詳細取組②について，ＣＩＯ補佐官の人数や配置期間はどうなっ

ているか。 

 

【総務部長】 

 ・１名であり，当初は月２回で始まり，現在は月４回となっている。 

 

【大屋委員】 

 ・常駐し，一緒に業務を行っているわけではなく，月２～４回，指導に来て

いるということか。 

 

【昇会長】 

 ・ＣＩＯ補佐官にデスクはあるのか。 

 

【総務部長】 

 ・机はあるが，週１回程度の出勤となっている。 

 

【大屋委員】 
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 ・私見であるが，マーケティングの観点からすると，母数が１６程度のもの

をパーセントを使って割合で表すことに違和感を覚える。 

 ・フォーマットとして，達成度を割合で示すということは理解できるので，

母数が少ないものについては，実態をより分かりやすくするため，実数を

併記するなどの工夫を加えてはどうか。 

 

【昇会長】 

 ・評価の際に，主観的なアンケートを用いる場合は，客観的な指標を付け加

えることが望ましい。 

 ・今年度から，人事評価が義務付けられており，この人事評価の際に自己評

価を行うかもしれないが，それだけではなく，その人がどのような業績を

残したかという評価を行うはずである。 

 ・それと同様に，こういったものについては，アンケートで聞く評価とそれ

に関係する客観的な指標の両方があって，初めて意味のある評価を行うこ

とができるのである。 

 ・アンケートによる評価だけであると，人間関係の良し悪しによるバイアス

がかかる恐れもあるため，一般的に望ましいとはいえない。 

 ・ぜひ，今後，取り組まれる際は，客観的な指標をセットで検討いただきた

い。 

 

【中澤委員】 

 ・取組⑩について，先ほどの取組⑨で述べたアンケートに関するものと同じ

意見であるが，取組責任者の総括において，７０％の職員から有効である

という回答を得ているが，残り３０％の職員からは有効でないと判断され

ているので，原因分析に努められたい。 

 ・同じく取組責任者の総括において，「できる限り早期に」という表現につ

いて，具体的に期限を明示していただきたい。 

 

【総務部長】 

 ・アンケートには，選択形式だけではなく，記述形式で意見を書く部分も設
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けているので，分析はしっかりさせていただく。 

 ・「できる限り早期に」という表現については，平成２８年度中にという表

記に改めさせていただく。 

 

【大屋委員】 

 ・取組⑩について，当初の議論の確認であるが，目標を７０％に設定した理

由は何であるか。 

 

【総務部長】 

 ・ハッキリとした確認は取れていないが，人事評価の範囲を拡大する中で，

どの程度のモチベーションの向上を見込めるかを検討して設定したもので

ある。 

 

【中澤委員】 

 ・取組⑪について，取組責任者の総括において，取組の効果は出ているとの

ことであるが，「全国都市改善改革実践事例発表会」は公式のものとして

開催されているのか。 

 

【政策経営部長】 

 ・自治体の研究会組織としてこのような発表会が設けられており，希望する

自治体が持ち回りで開催しているものである。 

 ・平成２５年度は，視察を行い，平成２６年度以降は，鈴鹿市の代表の発表

者として参加している。 

 

【中澤委員】 

 ・どのくらいの自治体が参加しているのか。 

 

【市長】 

 ・出場団体数は４０程度だと思われる。 
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【中澤委員】 

 ・全国大会に出場することは，職員にとって名誉なことと考えて良いか。 

 

【政策経営部長】 

 ・全国大会は，他の自治体職員との交流や優良事例を学ぶ機会となってお

り，職員にとっては，モチベーションの向上に繋がるものと考えている。 

 

【中澤委員】 

 ・全国大会での発表を負担に考える職員もいると思うが，必ずしもモチベー

ションの向上に繋がっていないのではないか。 

 

【政策経営部長】 

 ・見る限りそのような印象は受けてない。 

 

【昇会長】 

 ・大賞や二等といった賞はあるのか。 

 

【市長】 

 ・改善の内容に発表者間でのレベル差が無いとは言えないが，全ての発表者

に賞が与えられている。 

 

【昇会長】 

 ・市長も全国大会に行ったことがあるのか。 

 

【市長】 

 ・行ったことがある。 

 

【昇会長】 

 ・市長が行くということ自体も，発表者のモチベーション向上になるものと

考えられる。 



27 
 

 

【大屋委員】 

 ・鈴鹿市からはグランプリ受賞者が全国大会に行くことになるのか。 

 

【市長】 

 ・毎年，グランプリ受賞者が行くこととしている。 

 

【昇会長】 

 ・全国大会の場所は，毎年変わるのか。 

 

【政策経営部長】 

 ・そのとおりである。 

 ・平成２５年度の全国大会は，福岡市で開催され，視察として参加し，平成

２６年度の全国大会は，新潟県三条市で開催され，この大会で初めて発表

者として参加した。 

 ・平成２７年度は，愛知県春日井市で開催され，こちらも発表者として参加

している。 

 

【昇会長】 

 ・こういった取組は，全職員を対象とする人事評価制度と組み合わせ，やる

気を引き出すようにすることが大切である。 

 

 ③仕組み改革分野 

 

議長から実績等の説明が求められ，事務局が次のとおり報告を行った。 

 

【事務局】 

 ・取組⑫について，危機管理の仕組みづくりに取り組んだ結果，まず，詳細

取組①では，鈴鹿市危機管理指針，鈴鹿市危機対策計画の策定等を行い，

その検証回数の目標年に１回に対し，実績年に１回の達成度１００％の実



28 
 

績となっている。 

 ・詳細取組②では，個別危機対策マニュアルの策定等を行い，それに基づく

訓練・検証の実施率の目標１００％に対し，実績１００％の達成度１０

０％の実績となっている。 

 ・取組⑬について，協働の仕組みづくりに取り組んだ結果，まず，詳細取組

①では，市民参加と協働を推進するための鈴鹿市協働推進指針を策定して

いる。 

 ・詳細取組②では，地域づくりに関する地区割り，組織の構成，一括交付金

等についての考え方を鈴鹿市地域づくり支援制度として取りまとめを行

い，地域の課題を解決するために地域住民や各種団体で構成された地域組

織の設立数の目標１７団体に対し，実績１５団体の達成度８８％の実績と

なっている。 

 ・取組⑭について，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

備に取り組んだ結果，まず，詳細取組①では，鈴鹿市立幼稚園再編整備計

画，鈴鹿市立保育所施設整備方針を策定し，市立幼稚園の再編整備を進め

るとともに，それぞれの計画・方針の中で幼保一元化（一体化）を目指す

施設として６施設を示しているが，幼稚園と保育所の一体的な整備計画の

策定には至らず，指標目標の設定には至らない結果となっている。 

 ・詳細取組②では，保育士・幼稚園教諭研修計画を策定し，それに基づく研

修を実施したが，研修計画の期間を平成２８年度としていることから研修

等に参加した職員の割合の目標１００％に対し，実績６７％の達成度６

７％の実績となっている。 

 ・取組⑮について，地区市民センターの機能向上に取り組んだ結果，まず，

詳細取組①では，一部の地区市民センターに高齢者向けの相談窓口を試行

的に設置したところ，様々な問題が提起されたことから，平成２７年度以

降の実施を見送ることとなったため，指標目標の実績が０件という結果に

なっている。 

 ・行財政改革を進める一方で，地域づくりの観点からは果たすべき役割も増

すと考えられ，庁内検討委員会では地区市民センター機能向上検討結果報

告書の取りまとめにとどまり，指標目標の地区市民センターの方針作成に
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は至らない結果となっている。 

 ・取組⑯について，プロジェクトチームの仕組みづくりに取り組んだ結果，

円滑な政策形成・推進に関する基本方針の策定，暫定的ではあるものの組

織の設置等を行い，取り扱うプロジェクトの目標４件に対し，実績４件の

達成度１００％の実績となっている。 

 ・取組⑰について，行政サービスの担い手最適化に取り組んだ結果，行政サ

ービスの担い手最適化指針，その指針に基づく７件の最適化実施計画の策

定等を行い，移行対象となった行政サービスの内，民間等へ提供主体が移

行した割合の目標１００％に対し，実績１４．３％の実績となっている。 

 

事務局の報告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⑬について，取組責任者の総括において，「今後においては，更に協

働によるまちづくりの必要性・重要性の啓発に努め，地域における協働の

基盤となる地域づくり協議会設立を推進していくことが必要」ということ

で，「協議会の活動拠点や地域予算制度の整備も含め，本市の特性に応じ

た地域づくり支援制度の構築に対し，職員自らが意識改革を図って全庁的

に取り組んでいくことが必要」であるとの課題を示しているが，具体的な

対策としては，どのように考えているのか。 

 ・また，意識改革ということも記載されてはいるが，漠然としており，意識

をどのように改革するのかが見えにくいように感じる。 

 

【環境部長】 

 ・表現が抽象的になっていることをお詫びする。 

 ・地域づくり協議会の設置については，当初１７団体を目標に掲げ，取り組

んできたところであるが，その取組結果は，１５団体と未達であった。 

 ・その結果を受け，具体的な対策として，平成２８年３月に市長をトップと

し，地域づくりを全庁体制で推進するための「地域づくり推進本部」とい

う組織を設置し，併せて，地域づくり協議会の設立に向けた人的支援を行
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う「地域支援職員制度」を創設するなどを行い，これまでよりも地元に入

った施策を進めている。 

 

【昇会長】 

 ・具体的には，地元にどのような形で入っているのか。 

 

【環境部長】 

 ・私も実際に地元に入っているが，協議等の場に出席し，市の立場から助言

等を行っている。 

 ・また，各地区市民センターのセンター長は，コーディネーターという役割

で会議の調整等を行っている。 

 

【昇会長】 

 ・地区ごとに課題は異なるのか。 

 

【環境部長】 

 ・そのとおりである。 

 

【地域振興部長】 

 ・地域支援職員の対象となる職員は，主幹以上の職員で地域づくり推進本部

員を含め４７３名となっている。 

 

【昇会長】 

 ・かなりの規模で取り組んでいることが分かる。 

 ・４７３名の内，実際に地区に配置される人数は何人か。 

 

【地域振興部長】 

 ・地域づくり推進本部員は，１８名であるため，１～２地区を担当してい

る。 

 ・地区市民センターのセンター長は，コーディネーターとなっている。 
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 ・また，地区出身や地区在住の職員を地区ごとに１０～２０名配置してい

る。 

 

【昇会長】 

 ・各地区に１２～１３名の職員が配置されていると考えて良いか。 

 

【地域振興部長】 

 ・そのとおりである。 

 

【昇会長】 

 ・規模は相当なものであるが，くれぐれも自殺者が出ることのないよう配慮

していただきたい。 

 ・その地区出身の職員を地域支援職員に充てると，その人は実質的に２４時

間勤務のような状態となり，市民に監視されるという意識からノイローゼ

になる人がいる。 

 ・こういったケースでは，逃げ場がなくなった職員が自殺するということが

実際にいくつかの自治体で起こっている。 

 ・そういうことを無くすために，他の事例では，あえて地区外に在住する職

員を配置する対策が採られている。 

 ・１つの地区に１０人以上の職員が応援に入る取組は，あまり見られず良い

仕組みであるが，生まれ育った地区を担当する職員の中には，２４時間勤

務状態と感じてノイローゼになる職員が現に他の事例で出てきているの

で，十分な配慮をするよう注意いただきたい。 

 ・住民に身近な市町村の職員は，国や県と異なり，２４時間監視されている

という意識になりやすい環境にあるということは，忘れないようにしてい

ただきたい。 

 

【市長】 

 ・地域支援職員は，２年間の時限的なものとしている。 
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【昇会長】 

 ・そうであるならば，２年が過ぎたらメンバーを替えるなどの対応を検討い

ただきたい。 

 

【中澤委員】 

 ・取組⑬について，取組の進捗を聞く限り，十分に取り組まれており，取組

責任者の総括に記載されている課題は既に解消されているように感じる

が，まだ職員の意識に不足があると考えているのか。 

 

【地域振興部長】 

 ・地域づくりの体制は，本年度から整い，それに伴い一定の意識向上も見ら

れているところであるが，少子高齢化や財政悪化など様々な情勢を鑑みる

と，地域と一緒になってやっていくという意識に更なる向上を求める余地

はあるものと考えている。 

 

【中澤委員】 

 ・取組⑬について，取組責任者総括において，「一括交付金制度を構築する

ための試行として，一部の補助金等を集約して協議会に交付し検証を進め

た。」とあるが，この検証結果はどうであったのか。 

 

【地域振興部長】 

 ・一括交付金の主目的の１つに事務の簡素化が挙げられるが，この点につい

ては検証の結果，達成できたと考えている。 

 

【中澤委員】 

 ・一括交付金が，地域にとって使いやすいものとなっているかどうかの検証

はどうか。 

 

【地域振興部長】 

 ・現在の進捗では，一部の補助金を集約した段階であり，まだ補助金の使途



33 
 

に一定の制約が残っている状態での一括交付金となっているため，その点

を検証するところまで至っておらず，今後の継続課題としている。 

 

【中澤委員】 

 ・そうすると，総括に書かれている「一括交付金制度を構築するための試

行」としての段階にまでは至っていないということか。 

 

【地域振興部長】 

 ・現時点では，３つの補助金を１つの補助金として地域に出しているという

段階である。 

 

【昇委員】 

 ・一括交付金になることで，使い勝手や裁量の幅は広がっているのか。 

 

【地域振興部長】 

 ・ある程度の範囲で認めているが，全て自由というわけではない。 

 

【中澤委員】 

 ・試行であるから，使い勝手についても試しておく必要がある。 

 ・せっかく補助金を集約しているのであるから，もったいないように感じる

ので，ぜひ実施していただきたい。 

 

【昇会長】 

 ・先ほどの議論に戻るが，地域支援職員制度とは，例えば市役所では道路の

仕事をしている人が，同時に地域の応援もするという仕組みであるのか。 

 

【地域振興部長】 

 ・そのとおりである。 

 

【昇会長】 
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 ・人事評価については，道路業務に関する評価と地域支援に関する評価の両

方を行う必要がある。 

 ・非常に意欲的な取組であるので，ぜひ成功させていただきたい。 

 

【中澤委員】 

 ・取組⑭について，取組責任者の総括において，「平成２６年度から平成２

８年度までを計画期間とする『保育士・幼稚園教諭研修計画』」とあり，

それに基づく研修等に参加した割合が６７％となっているが，これは，保

育士・幼稚園教諭研修計画上では，予定どおりの実績となっているのか。 

 

【子ども政策部長】 

 ・研修計画を平成２６年度から平成２８年度までの３年計画としており，平

成２７年度末時点で６７％という実績は，研修計画上では予定どおりであ

る。 

 

【中澤委員】 

 ・そうなると，行財政改革アクションプランの目標としては，研修計画に合

わせて６７％にしておくべきだったということか。 

 

【子ども政策部長】 

 ・そうである。 

 

【昇会長】 

 ・安倍内閣において，待機児童を減らすよう厚労省に指示をしたところ，厚

労省は，基準を緩和し，受け入れ児童数が増えるように全国の自治体に通

知したが，多数の自治体で，その通知に沿うことなく，これまでの運用を

維持したということがあるが，鈴鹿市はどうか。 

 

【子ども政策部長】 

 ・１歳児６人に対し保育士１名を付けるという国からの通知があるが，本市
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では，１歳児５人に対し保育士１名という基準で運用している。 

 ・本市では，待機児童がいないためである。 

 

【昇会長】 

 ・それは，素晴らしいことである。 

 ・これは，自治体としての自治政策が問われている事例といえる。 

 ・安倍内閣の基本的な考え方は，経済であり，アベノミクスである。 

 ・２１世紀に日本の人口が減少した時であっても，経済をマイナス成長させ

ないということが，安倍内閣の一番基本となる考えである。 

 ・あくまで推測であるが，人口目標を９，０００万人に設定しているのも，

９，０００万人であれば，１人当たりの生産性を高めることで，日本の経

済成長率を０以上にすることも不可能ではないと考えたことによるもので

あると考えている。 

 ・厚生労働省の将来人口予測では，２１１０年に４，３００万人に減少する

とされており，今の人口の約１/３にまで減少するとされている。 

 ・そうなると，当然消費も１/３になり，経済成長率がマイナスになること

が避けられなくなるわけである。 

 ・それが，人口９，０００万人程度に減少を食い止めることができたなら

ば，日本の経済成長率を０以上にすることは，可能となってくる。 

 ・まず，第一に将来の経済成長率を０以上にするという目標があり，そのた

めには，人口９，０００万人以上を維持することが求められ，さらにその

ためには，出生率２．０７になることが求められるという論理構成であ

る。 

 ・国の人口ビジョンでは，出生率の当面の目標は１．８とし，最終的には２

０４０年くらいに２．０７に上げることとなる。 

 ・私も，希望としては出生率が２．０７になれば良いと考えるが，現実問題

としては不可能であると考えており，実現可能性はほぼ０であると考えて

いる。 

 ・人口問題研究所が見込む２１世紀半ば頃の女性の婚姻率は０．７とされて

いる。 
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 ・また，日本の特性として，結婚しない女性は，ほとんど子どもを産まない

という実態がある。 

 ・２１世紀の半ばにおいて，これらの事情を加味し，２．０７の人口置換水

準を作り出すことを想定すると，結婚した人は，平均して３人の子どもを

産む必要があると考えられる。 

 ・一方で，日本は，基本的人権を全ての国民に保障しているから，結婚をす

るしない，子どもを産むか，産まないかは，個人の自由としている。 

 ・中国など基本的人権を保障していない国であれば，そういったことに国家

が干渉することができるが，日本を含め，欧米やインドなど多くの国で

は，基本的人権を保障しており，国家による干渉が不可能になっている。 

 ・こういった問題は，基本的人権を保障しなければ，３人以上の子どもを産

まなければ多額の罰金を科すなどの措置をとることができるが，日本にお

いては，それは憲法違反となるのである。 

 ・自由権を保障している日本において，平均３人以上の子どもを産むという

ことは，実際には５～６人の子どもを産む人がいなくてはならないのであ

る。 

 ・そのため，実現可能性は，ほぼ０と考えている。 

 ・２．０７という出生率は，政治的な願望であるということである。 

 ・しかしながら，２１世紀の後半においても，経済をマイナス成長にしない

ためには，出生率２．０７は必要ということである。 

 ・安倍内閣では，女性が輝く社会をつくるとしているが，人口が減少し，労

働力が減っていくため，今の社会において労働力を確保するためには，女

性，高齢者，外国人が対象になると考えられるが，国民の反発もあり，外

国人をそれほど増やすことができない実態があるため，女性と高齢者に労

働力として働いていただく必要が出てくる。 

 ・その中で，特に女性が期待されているのである。 

 ・つまり，安倍内閣における女性が輝く社会というのは，女性が労働力とし

て働いて輝く社会ということである。 

 ・女性が輝く社会ということを考えた場合に，本来，施策は色々考えられる

ものであるが，安倍内閣では女性を労働力として輝く社会としているた
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め，女性が働く間，子どもを預ける保育所が必要なのである。 

 ・しかし，これはあくまで安倍内閣の政策であり，唯一絶対というものでは

ない。 

 ・保育所についても，働く女性のために子どもを預ける施設として考える

か，保育に欠ける子どものための施設として考えるか，ということを地方

自治体として考えた結果，たとえ国から基準を緩和するような通知を受け

たとしても，断るという姿勢はあってしかるべきである。 

 ・地方自治体として考えることが大切なのである。 

 ・人口ビジョンもまた同様である。 

 ・多くの自治体で，出生率を当面１．８，将来的に２．０７としている。 

 ・これは，国が良い人口ビジョンをつくった自治体には，交付金を出すとし

ているので，交付金を貰うために出生率を２．０７にすることは，大人の

知恵として理解できないものではないと考えるが，それはあくまで国に言

うだけであって，それを総合計画で扱ってはならない。 

 ・なぜならば，出生率２．０７は実現可能性が無いため，これを元に計画す

ると全てのものが過大になってしまうからである。 

 ・二重帳簿の勧めのようで個人的に好ましいことではないと考えるが，市の

重要な方向性を決めるものについては，実現性のある人口ビジョンに基づ

いて判断できるようにする必要がある。 

 ・人口が増えている時は，多少大きめのハコモノを作ったとしても，後から

需要が追いついてくるが，人口減少時代は，大きいものを作ってしまうと

未来永劫不良資産となる。 

 ・実際に今からハコモノを作る場合は，今は多少窮屈なくらいでも，１０年

経ったら大きすぎるものになると考えて良い。 

 ・オーバーな表現かもしれないが，人口増加時代と人口減少時代では，行政

の方程式が１８０度変わるのである。 

 ・安倍内閣が戦後初めて人口問題を政策課題に掲げたということは高く評価

しているが，その人口目標値については，政治的願望以外の何物でもない

と考えている。 

 ・その結果，およそ実現可能性の無い人口目標が多くの自治体の人口ビジョ
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ンで採用されてしまっている。 

 

【政策経営部長】 

 ・本市では，人口ビジョンにおいて，将来人口推計をいくつかのパターンで

シミュレーションを行っている。本市の合計特殊出生率については，現

在，１．５を上回っており，全国平均，三重県平均を上回っているが，今

後，中期的には１．８程度まで向上させていく想定でもシミュレーション

を行っている。 

 

【昇会長】 

 ・人口ビジョンの段階で出生率を１．８に抑えているということは，鈴鹿市

には見識があるといえる。 

 ・そのような対応ができている自治体は，比較少数であり，圧倒的多数の自

治体が出生率２．０７を採用している。 

 ・鈴鹿市は地方自治体であるのだから，国の判断にかかわらず，市の基本的

な考えを議論し，その考えに基づいて市政運営や判断を行っていただきた

い。 

 ・例えば，高齢者の介護について，北欧では自己決定尊重の原則というもの

があり，高齢者の意思を尊重することになっているが，日本では，介護す

る人の都合を最優先にしていることが多く見られる。 

 ・これは，どちらが正しいということではなく，こういった政策の違いが自

治体間でもあって良い。 

 ・こういった違いは，政策を進めていく中で，やがて長所や短所が明確とな

り，良い自治体に合わせていく形で，政策が収れんしていくこととなる。 

 ・誰のためにどんな政策をとるのかということを議論することが大事であ

り，そのためには，やはり哲学や理念が大事である。 

 ・そこを鈴鹿市としてどう考えるかということを，独立した地方自治体であ

るということを原点として，全部局でしっかり考えていただきたい。 

 ・総合計画を作る時が，まさにその時である。 

 ・「市民」という言葉を用いる時，一体それが誰を指しているのかというこ
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とを意識して議論を深めていただきたい。 

 

【大屋委員】 

 ・取組⑭について，取組責任者は保健福祉部長となっており，これは平成２

７年度までのことと思われるが，この取組は，子ども政策部長が引き継が

れているということで良いか。 

 

【子ども政策部長】 

 ・そのとおりである。 

 

【大屋委員】 

 ・この取組に限ったことではないが，取組が継続する場合は，どこに引き継

がれているのかということを示していただくと，より分かりやすいと思わ

れる。 

 ・取組⑫と取組⑭の取組責任者の総括は「ですます体」となっており，それ

以外の取組の取組責任者の総括は「である体」となっているので，統一し

ていただくとより見やすくなるのではないかと思われる。 

 

【中澤委員】 

 ・取組⑮について，詳細取組①及び②の双方共に「×」の評価となっている

が，この取組は，やらないという判断をしたということで良いのか。 

 ・詳細取組②では，検討はしたが，方針の策定には至らず，その結果，この

取組ではなく，別の取組に結論を委ねるような書き方になっている。 

 ・ここで，他の取組として何が考えられるかというと，取組⑧の公共施設の

全体運営指針の作成になると思うが，こちらに委ねてしまったのかという

印象を持った。 

 ・そうなると取組⑧の一部分に取り組んだ結果，何もできなかったという印

象を受ける。 

 ・そのため，総括としては，できなかったことを書くのではなく，できたこ

とを書いてはどうか。 



40 
 

 ・ここでの総括は，地区市民センター機能向上検討結果報告書が，地区市民

センターのあり方を検討する上で，いかに素晴らしいものであるかという

ことを説明する総括になるのではないかと思われる。 

 ・少し控えめな総括になっているので，もう少し考えていただいてはどう

か。 

 ・また，今後は，公共施設等総合管理計画の中に包含する形にしてはどう

か。 

 

【地域振興部長】 

 ・当初は，組織・体制の見直しという中で，地区市民センターの統廃合にも

触れる議論があったが，市全体での議論を要するという判断のもと，地区

市民センター機能向上検討結果報告書として取りまとめる結果とさせてい

ただいた。 

 ・今後については，地域づくりも含めて考える中で，地域拠点の候補の１つ

として考えることもできるため，全体として考えていく必要があると考え

ている。 

 

【昇会長】 

 ・途中で考え方を変えたということか。 

 

【地域振興部長】 

 ・地区市民センターの議論を行う委員会は，庁内的なものとしていたが，統

廃合を議論するに当たっては，外部の意見が欠けており，そのような中で

十分な議論をすることはできないため，報告書に留める結果となった。 

 

【昇会長】 

 ・その場合の総括はどのように書いたら良いか。 

 

【中澤委員】 

 ・事実のとおり書いていただくしかないと思われる。 
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 ・当初は，このように考えていたが，状況が変わり，公共施設等総合管理計

画の中で検討することとなったため，取組としては，残りの範囲で取り組

むこととしたということを記載し，その範囲が地区市民センター機能向上

であり，その部分はしっかりとやったということを記載いただいてはどう

か。 

 

【昇会長】 

 ・詳細取組が，どちらも「×」との評価となっているが，「×」の評価にな

った理由をわかりやすく書くと良い。 

 

【中澤委員】 

 ・明らかに状況が変わった，あるいは，当初の見込みと違ってきたというこ

とを記載いただきたい。 

 

【昇会長】 

 ・実際に取り組んでいることが正しいことであると思われるが，総括からそ

こを読み取ることができないので，書き方の問題であると思われる。 

 

 ④全体 

 

各委員が全体について，次のとおり意見等を述べた。 

 

【中澤委員】 

 ・全体を通して，「×」の評価になっている取組については，なぜ「×」の

評価になっているのかをしっかり分析し，解決に繋げていただきたい。 

 ・取組⑮もそうであるが，状況が変わってしまったことによって「×」の評

価になってしまったものもあれば，取組不足による「×」もある。 

 ・今後に繋がるように取組の分析と反省をしっかりするようお願いする。 

 

【大屋委員】 



42 
 

 ・現在は，公と民の双方に携わっている中で，視点の違いというものを実感

しており，公の立場の大変さが身に染みている。 

 ・多少論点から外れるかもしれないが，会長の希望もあるので，その違いに

ついて少し触れさせていただく。 

 ・民間では「稼ぐ」，「儲ける」ということが一番の目標である。 

 ・当然ながら「儲ける」だけということはないが，「儲ける」ということは

必ず頭のどこかに置きながら，仕事を行っている。 

 ・一方で，現在，公に携わる中で，「いかに使うか」という視点で仕事をす

ることになったことは，非常に大きな変化であり，また，同時に，「使

う」ということの難しさを実感している。 

 ・民間では，サービス等の成果指標をピンポイントでエンドユーザーに向け

ることができたが，国であれば国民全員，鈴鹿市であれば鈴鹿市民全員に

対し，いかに不平等なく平等に，かつ，優先順位を付けていくかというこ

とを考える必要があり，それは非常に難しいものであると実感している。 

 ・本日の委員会での議論も，そういったことをベースに置いて考えられてい

るものであるということを感じることができた。 

 ・また，民間では，エンドユーザーを非常に重要で大切なものとして考えて

いるので，どうすれば喜んでいただけるかということをすごく考えるが，

民間と比較すると国とエンドユーザーの距離感が，遠いように感じる部分

がある。 

 ・そのため，公と民の両方の視点を持つということは，強みになると考えて

いる。 

 ・市は，国よりも住民に近いが，ともすればその視点が欠けてしまうことが

あると思うので，常に生活者の視点と行政の視点の両方を持つようにする

ことで，強みにすることができると思われる。 

 ・鈴鹿市の行財政改革に関わる中で，毎回，取組が前進しているということ

を実感することができ，市長をはじめとする職員の努力を感じる。 

 ・しかしながら，中澤委員からもあったように，目標の設定については，曖

昧な部分も見られるように感じる。 

 ・総括的な評価においては，「○」，「×」，「△」という評価は重要なも
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のではなく，取組⑮のように状況が変わったから方向を変えるという英断

も評価に値する重要なことである。 

 ・目標の達成，未達成ということも重要であるが，それ以上にその結果がど

うなるかということを実感させるリアリティが大事であると感じる。 

 ・僭越ながら総評させていただくと，住みたいと思わせる鈴鹿市になってい

くことを予感させるアクションプランであったと感じた。 

 ・今後もがんばって取り組んでいただきたい。 

 

【昇会長】 

 ・様々な指標を見せていただいたが，こういった指標を外部に見せていくこ

とが第一歩である。 

 ・失礼ながら，自分たちは分かったつもりになっていることを，第三者にデ

ータとして分かりやすく示していくということが大切である。 

 ・日本全国の自治体にいえることであるが，そういった動きが少ないという

ことが共通の課題である。 

 ・委員会に提出のあった資料は相当な量があり，大変であったと思われる

が，これからはビッグデータの時代であり，こういう現状があるから，こ

のようにする必要があるということを市民に説明することが基本となる。 

 ・そのため，当委員会で鈴鹿市が行っていただいた資料とデータに基づく説

明という動きをルーティンにしていただきたい。 

 ・そして，様々な資料を拝見する中で，鈴鹿市は２０万人都市として，堅実

かつ着実に自治体を運営していると感じることができ，確認はしていない

が，住みよさの都市ランキングでも恐らく上位であることを伺うことがで

きるものであった。 

 ・きちんとした自治体運営がなされているからこそ，何かに特化した大きな

行政課題に直面せずに済んだのではないか思われる。 

 ・しかしながら，問題点が無いわけではない。 

 ・それは，説明がピンポイントでなされていないと感じる部分が少なくない

ということである。 

 ・これは，これまでこういった機会が少なく，慣れていないということもあ
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ると思われるので，こういった説明を今後も繰り返し，経験を積むこと

で，自ずと慣れてくるものと思われる。 

 ・先にも申し上げたが，人口が右肩下がりの時代において，政治行政の課題

は不利益の配分となるため，負担を公平に市民に審議していただく必要が

ある。 

 ・右肩上がりの時代は，程度の差はあれ，全ての人に利益が配分されるわけ

であるから，あまりデータが注目されなかった面があるが，負担が上が

り，サービスが下がる時代になってくると，負担を公平に配分するため，

きちんと説得力のある理由とデータを示すということが重要視されるよう

になる。 

 ・介護制度を例に挙げて説明させていただくと，介護サービスを充実強化し

て，負担を下げたとしたら，介護保険財政は破綻し，結果として介護が受

けられないようになってしまうのである。 

 ・そうならないよう介護保険を持続可能な仕組みとして残すためにはどうす

れば良いかということになると，介護保険料を上げ，介護サービスを部分

的にカットすることになる。 

 ・２０２５年には，団塊の世代が全員７５歳以上になり，介護ニーズや老人

医療ニーズが急増することは目に見えている。 

 ・現在は，現役世代の負担でそれらのニーズに対応しており，毎年，負担が

増加している。 

 ・必要な行政サービスを持続可能なものとしていくためには，きちんと説明

し，負担の増加とサービスの減少について，理解を得る必要がある。 

 ・そこで，前提知識の無い状態で理解を求めても，理解を得ることができな

いため，しっかりとしたデータを分かりやすく示すことが重要になるので

ある。 

 ・これまでこの委員会において，鈴鹿市から様々な資料やデータを示してい

ただいたが，これまで委員会向けに行ってきた資料作りを練習と捉え，今

後，市民に理解を求める際は，我々に示すものより「もっと噛み砕いて」

そして「分かりやすく」資料を作成することに努めていただきたい。 

 ・また，不利益の配分に当たっては，市民全員の同意を得ることは困難であ
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り，現実的には，市民の比較多数に「仕方が無い」と思っていただけるレ

ベルを目指すこととなる。 

 ・その時に大事なことは，原案を市役所が作成しても，まず原案どおりには

いかないということである。 

 ・市が原案を示し，市民に意見を求め，妥当な意見を原案に組み入れるとい

う双方向型で進めていくことが，市民の理解を得るために不可欠であり，

今はそういう時代になっているのである。 

 ・行政サービスを縮小させていかなくてはならない時代においては，サービ

スの中身で満足を得ることはできないため，物事を決める時に市民の意見

を取り入れるというプロセスで満足度を高めるということになる。 

 ・今後，行政サービスが縮小していくことは避けられず，そのことで満足感

を得ることはできないので，縮小していくプロセスにおいて，市民に参画

していただき納得性を高めるということが２１世紀の自治体運営には求め

られている。 

 ・２０世紀においては，市民参画はきれいごととして考えられている面もあ

ったが，２１世紀の政治行政においては，市民参画はきれいごとではな

く，必須であり，必要なプロセスである。 

 ・そういったことを強く認識し，自治体運営を進めていただきたい。 

 ・その中で，私が高く評価している取組は，取組⑬において，地区ごとに１

０人以上の職員を配置したということである。 

 ・こういった取組を通じて，市民参画の意識が職員に植え込まれるのであ

る。 

 ・行政としてできること，できないことを伝えながら，住民と一緒に悩み，

考えていくことを体感しながら学ぶことができ，２１世紀の行政運営を担

う自治体職員として，非常に良い訓練になると考えられる。 

 ・あまり事例の無い取組であり，大変だと思うが，これまで得られなかった

別のやりがいがあるので，他の自治体のモデルとなるよう，がんばってい

ただきたい。 

 

３ その他 
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 議長がその他の事項について，出席者及び事務局に確認したが，特に発言は

なかった。 

 

４ 閉会 

 

 最後に，市長が委員にお礼を述べ，閉会となった。 


