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審議会等会議録審議会等会議録審議会等会議録審議会等会議録 

審議会等の名称 平成２９年度第１回山口市行政改革推進委員会 

開催日時 平成２９年７月１９日（水曜日）１０：００～１２：０４ 

開催場所 山口市役所第１０会議室 

公開・部分公開 

の区分 

公開 

出席者 氏  名 

青木 美弥子、植村 高久、内田 充範、岡田 直美、久保田 文子、竹田 哲郎 

富田 博之、豊田 政子、原 昌克、原田 勉、平田 隆之、福田 修平、水岡 隆廣 

矢次 巧（１４人） 

（敬称略） 

欠席者 なし 

事務局 総務部：大田部長 村田次長 

行革推進課：鯨田課長 山本主幹 弘中副主幹 弘主任主事 

議題 １ 山口市行政改革大綱推進計画の進捗状況について 

２ 山口市民間化推進実行計画の進捗状況について 

３ 第二次山口市行政改革大綱について 

内容 次第に基づき以下のとおり進められた。 

１ 委員の交代について 

（１）異動委員紹介 

（２）委嘱状交付 

２ 議 題 

【会 長】議題(１)「山口市行政改革大綱推進計画の進捗状況」及び議題(２)「山

口市民間化推進実行計画の進捗状況」について、一括して事務局から説明をお願

いします。 

【事務局】資料１および資料２により概要を説明。 

【会 長】それでは、議事次第によりまして、議題２のほうに議事を進めてまい

りたいと思います。 

【A 委員】会長。ちょっと待ってください。去年、この会を２回やると聞いている

と思うんです。そのことについて、事務局から何も無かったんですが、経緯は説

明してもらわないと、会議に入れないと思うんですけど。 

【事務局】昨年は、２回目を年度末頃に開催したいと事務局では当時には考えて

いたんですが、その際に今回お示ししている骨子の中身をお示ししたかったとい

うのが、当時の事務局の考えでございました。ただ、なかなか思うように進捗い

たしませんでした。また、市で今年度、策定を進めております第二次の総合計画

や協働推進プラン等との整合を図るために、ちょっと今の時期にずれてしまいま

して、大変申し訳ございませんでした。この度、ようやくその骨子をお示しする

できることができましたので、今回、この時期になってしまいました。大変ご迷
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惑をお掛けしてしまいました。 

【会 長】A 委員さん、よろしいでしょうか。 

【A 委員】会長は、それは御存知だったんですか。 

【会 長】相談を受けたという記憶があります。2回やるということについて、年

度内には難しいだろうという話をお聞かせ頂いたという記憶はあります。 

【A 委員】組織ですから、会長が了承されていればよしとしますが、基本的には変

わられる委員さんもおられるので、やっぱり原則はお知らせいただけるとありが

たいと思うのですが。 

【会 長】了解いたしました。その旨しっかり念を押しておきたいと思います。

次第 2に入ってよろしいでしょうか。 

【A 委員】はい。 

【会 長】では、次第 2の、（1）と（2）について、まとめて事務局のほうから御

説明を受けたいというふうに思っています。資料 1、資料 2 についての説明を事務

局のほうでお願いします。 

【事務局】資料 1 および資料 2により概要を説明。 

【会 長】ありがとうございました。只今、事務局から説明がございましたが、

議題（1）、議題（2）について、御質問、御意見等がありましたら、よろしくお願

いします。 

【B 委員】よろしいでしょうか。先ほど説明していただいた項目ではない部分です

が、例えば、53 番の「市民対応の市民満足度を高めます」という目的が掲げられ

ていて、それに対して、完了の目安が「皆さんの満足度が高くなった時完了とし

ます」とあります。では高くなったか否かの評価というか、検証というのは、何

をもってされるんでしょうか。誰がどう評価するのでしょうか。 

【事務局】本来でしたら目標数値を定めておくべきところなんですが、この項目

を定めたときにそれを設定しておりませんでした。基本的には満足度を高めると

いうところになりますと、市全体のアンケート、住民意識をはかるためのアンケ

ートで、満足度をはかる項目もありますので、それで皆さんの満足度が上がった

かどうかっていうことを把握していくってことにはなると思います。ただ、全体

を見られて、所々疑問に思うところがおそらくあると思うんですが、来年度から

の次期大綱の中で、このような推進計画を作っていこうと思っていますので、そ

の中で、本当に把握して、管理していかないといけないものは何か、すべて見直

しをかけて、進捗管理をしていこうと思っています。 

【B 委員】抽象的な目的を掲げるときというのは、その手前にある具体的なものが

ないと、次に何もフィードバックできないと思います。多少こじつけにはなるか

もしれないけど、やっぱり数値目標なり、何をもってというところはもうちょっ

とこだわられて欲しいと思います。計画たてる以上は具体的なものを示さないと、

PDC が回せないというのがありますので。これを率直な意見として感じました。よ

ろしくお願いします。 
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【C 委員】59 ページのところですが、総人件費改革の継続ということで、時間外

勤務手当について、年間決算で金額が出ておりましたけれども、実際、時間外労

働が何時間あったのか、実際一人平均がどれくらいだったのか、ちゃんと削減で

きているのか、できていないのか、これがちょっと分かりにくいんですけど、ど

うなんでしょうか。 

【事務局】時間数は、システムの中で、なかなか出てこない部分もありまして、

今、金額ベースで追ってきている関係で、時間数までは把握できてないというの

が実態です。次期大綱の中では当然追いかけていかないといけない部分だろうと

は思いますので、その辺は、金額ベースもさることながら、時間数についても、

きちんと推移を見守っていかないといけないと思っております。 

【C 委員】また手当の水準の見直しっていうのも一部には個々あると思うんです

が、業務の効率化とか合理化等もあわせて考える必要があるんじゃないかと思い

ます。 

【会 長】今の提案に関連して言いますと、この計画のつくりからいうと、業務

の効率化というものを人件費で押さえるというつくりになっているという気がし

ます。そういう形で、本当に業務が削減できるのかどうかっていうのは、なかな

か分かりにくい。本当は、業務の見直しや洗い直し等をやって、仕事減らした上

でという形を考えなければといけない。それから、今おっしゃったワークライフ

バランス的な考え方を入れていかないと、職員の士気向上とかにはつながってこ

ないと思います。それからもう一つ、市役所等で気になっているのが、部署毎で、

ずいぶん残業の多いところと少ないところがあるというふうに聞いております。

そういう点も含めて、職員の適正配置が出来ているのかどうなのか、という観点

からの見直しっていうのもあり得るのではないかと思いますので、次期の計画を

策定するときには、ぜひ参考していただきたいと思います。 

【D 委員】今の発言にもありましたけれども、前回、去年の 7 月にこの会議があっ

た際にも、人件費の中で、臨時職員や嘱託職員が増えているという話もありまし

たので、相対的に、職員の定数と、職員に実際にかかってくる費用ですとか、時

間外の手当も含めて、トータル的な視点が次の計画には必要になってくると思い

ます。 

【A 委員】関連でいいですか。日経新聞の 17 日号に、地方公務員の非正規化が出

てます。皆さん方は職員を減らしたという数字を持ってきて我々に説明しておら

れますが、基本的には、今、協働のまちづくりで、地域づくり協議会というのを

設けています。それと、各出先に、支所とか、そういった形で職員の配置をされ

ている。要は、私が言いたいのは、自治会として、その協働のまちづくりにかか

わっていく時に、どこまでが行政の仕事で、どこが自治会の仕事で、どこが地域

づくりの仕事かって分からないまま予算が出ているというのが一つあります。基

本的には、辞められた方の再雇用も含めて、職員が減りましたという数字を出し

ておられますけど、そこは一つ違うだろうと。再雇用した人が何人いて、パート
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さんで何人やっていて、トータル何人でこの仕事をやっているんです。去年、こ

れを見てくださいと僕は質問したはずです。問題はどこが行政の仕事で、どこが

行政でない、地域づくりの中の仕事で、皆さん方がわれわれの第三者機関のよう

なところに任せようとしているのはどこなのか、線引きが各自治会とか協働のま

ちづくり協議会で違うと思います。関わってくる所長さんや職員によって、全然

対応が違う。21 地域あって、地域によって全く取扱いが違いますので。まず一つ。

基本的に答えてもらいたいのは、職員が減っています。正規の職員が減っている

のは理解しました。ただ、再任用と非常勤は入れて、増えている。パートさんを

雇う時には時間がありますから、１日８時間という換算をしないといけませんが。

パートさんの数だけ比べて４時間しか勤務されてないものを、どのような条件で

数えるのかっていうのはあると思うんですが、トータル的に非正規も入れて、職

員になる数は減っているのか。これをお答えいただきたいのと、もう一つ。残業

手当を減らしますよって言いながら、残業手当はトータルで増えている。だから

根っこになんの問題があってこうなっているのか。例えば大災害があって処理で

きませんでしたというなら話はよく分かる。山口はそんなに大きな災害はなかっ

たと思いますが。毎年減らさなきゃならないと言われているのに増えているとい

う問題がある。それと、自治会と協働のまちづくりの実態が、あまりにも各地域

によってバラバラになっているので、それを皆さん方、どう整理しておられるの

か。それと、職員数が減って手が減っているところを、どう任せていこうと考え

ておられるのか、というところを答えてもらわないと、次のステップにはいけな

いと思っています。 

【事務局】まず、非常勤職員、臨時職員等の数はどのくらいなのか、というとこ

ろですが、27 年度中に臨時嘱託の管理のシステムを入れまして、これでようやく

きちんとした数字が把握できるようになりました。毎月ごとの人数の推移を見ま

すと、だいたい 1100 人から 1200 人弱くらいの人数が雇用されています。臨時職

員の雇用期間によって、月毎に入れ替えがあったりするので、通年で何人ってい

う形ではありませんが、月の出入りはありますが、概ねそのくらいの人数という

ところです。次に再任用職員でございますが、正規職員以外にはまず、再任用職

員がおりまして、これは、職員が退職して 3 年は再任用職員で雇用して、その後 2

年間は嘱託という形で雇用されております。再任用の職員につきましては、退職

者の数によって増減しておりまして、その人数と、嘱託臨時、それから正規職員

で業務を行っております。事前に御質問を頂いていたので、その傾向を調べてお

きました。決算ベースで人件費を調べてみたんですが、まず、平成 18 年、合併当

時をベースにして傾向で言いますと、平成 21 年度に合併した旧阿東町の決算も含

めまして、職員給与につきましては、毎年、額としては下がっている。下がって

いるというのが、下がり続けている訳ではなくて、毎年、そのベースからはマイ

ナスであり、削減効果が出ている、ということです。その額を合計しますと、28

年度決算までの 11 年間で、約 62 億です。一方で、賃金・報酬、これは臨時さん
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の賃金のほか、その他の報酬もあわせたものですが、傾向といたしましては、18

年度の決算から、やはり増え続けているというような状況です。その増えた額を

足しますと、11 年間で、25 億 7千万ぐらいです。ですので、トータルの人件費を

差し引きすると、18 年度からの決算からすると、やはり職員を減らしている効果

のほうが大きいことが、数字としては出ています。先ほどの時間外等の話は、そ

の職員が減る中で、業務はあまり減らない、ということ。それから、臨時職員で

臨時的な業務はカバーするけれども、なかなか正規職員の業務が減らないところ

があるかと思います。その実態も含め、どうしてそこが減らないのかというとこ

ろは、本当に詳細に分析していかないと、なかなかそこにたどり着けない。ただ、

それをやらないと本当の削減に繋がらないということで、今後、大綱の策定や実

行計画等を決めていく中で、職員課とも話をしながら、総人件費の削減が、どう

したら実現するのか考えていきたいと思っているところです。 

【A 委員】ちょっといいですか。私は、やっぱり市の良質な行政サービスっていう

のは引き続き受けたいと思っています。だから人を減らすのが目的で、私は言っ

ている訳ではないんです。窓口がパートさんになったりすることで、「いや、分か

りません」という方がたまにおられるんです。だから、そういうところを、どう

対応していけばいいか。良い行政サービスが受けられるのであれば、人件費が横

ばいだろうがなんであろうが、私は質問する気は無いです。だけども、それで行

政サービスの質が下がって、人件費だけは抑えられましたという発想は、私はお

かしいと思います。それともう一つ、介護とか老人のアフターケアの問題とか、

見回りとか、今いろいろ出てきています。これを、皆さんわれわれのほうに仕事

を投げられておられるんですけれども、行政は何をやるんですかというのを明確

にして欲しい。地域によっては、突出して介護のことをやっているところもある

でしょう。やらないところは何やっているんだ、となる。同じ一つの段階の中で

いろんな差があるんで、最低限このくらい行政サービスはやりますよって示して

くれないと、どこが行政の仕事で、どこがわれわれの仕事で、どこが民間で、っ

て今区分けできないと思うんです。だから、その辺をもう少し考えないと。良い

行政サービスを受けようと思って議論しても、人を減らします、残業手当を減ら

しますという観点から入って話をすると、そこのほうが抜けてくる。私が言いた

いのは、やっぱり山口市は、どこいっても良い行政サービスをやっているねと言

われるサービスはなんですかってことを聞きたいだけなんです。お金も大事かも

しれませんが、そこを議論したいわけじゃない。だから、あえて聞いたのは、こ

ういう行革の審議会で、何を議論するかっていう問いに、「計画を作りました、結

果こうです、やってますよ」ということを、皆さんは行政職員だからアピールさ

れるかもしれませんけども、やっぱり行政サービスと受けている身になったり、

それを代替しているものになってみると、ちょっと議論違うんじゃないんですか

ということを自覚してください、というのが私の言いたいところなんです。以上

です。 
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【会 長】A 委員さんからは事前に質問を頂いておりまして、協働によるまちづく

りと、地域づくり協議会についての質問が、もう一つあると思いますので、それ

について事務局から手短に御回答をお願いします。 

【事務局】はい。今、おっしゃられた内容からしますと、地域づくり協議会も、

自治会と、今一緒になってやってらっしゃるところではあるんですが、実際の地

域の中では、先ほどおっしゃられた行政がどこまでで、地域のほうはどこまでの

役割、というところが、なかなか見えにくい。各地域それぞれの事情があると思

います。その中で、先ほども述べましたが、協働推進課が協働推進プランという

のを今年度策定していますので、その策定の過程の中で、今のような地域と行政

の役割を、今後どういうふうにしていくのか整理をしていこうとしていますので、

その中の議論を待ちたいと思います。それと、整合しながら、行革大綱の策定を

進めていこうと思っています。先ほど、福祉の関係の話が出ましたけれども、確

かに皆さんの受けられる行政サービスの質を落としてはいけないということで、

その質を皆さんがどう感じていらっしゃるのか、それを今度の大綱の実施計画の

中で、費用の面ばかりだけでなく、サービスが維持されているのか、向上に向か

っているのか、その辺をどのように把握できるのか、項目も含めて考えたいと思

います。 

【会 長】A 委員さんがおっしゃられていることはかなり大変だと思います。自治

会は、その地域によって能力とか組織度、方向性が違うと思います。それと調整

するには、市の側からやらないと、向こうのほうは自分たちで動いているだけな

ので、こっちのほうが合わせていくっていう形で、問題を投げていかないといけ

ません。Aの地点で調整するのか、B の地点で調整するか、そういうことについて

調整しないといけないんだとはっきり考えて、プランを考えないといけないと思

います。それと、もう一つ。行政サービスの質についてですが、今、大学も非常

勤の職員が多いんですが、非常勤でも能力がとても高い人は高いんです。大学で

英語ができる職員がいますが、全部、所謂ショートタイマーの人です。外国の経

験もある人もいる。人材はいくらでも得ることができるんです。だから、ショー

トタイマーに置き換えたら、人件費は減ります。いくら英語ができる人でも、給

料は安いですし、退職金にもはね返ってこないし、社保とか全部含めて減ります。

それは確かですが、だからサービスが落ちるっていうのは、議論としては違うと

思います。その中で大事なのは、本当の公務員がやらなければならない仕事とい

うのはなんだろうかっていうことについて、真剣に議論してほしいと思っていま

す。要するに、パートタイマーに置き換えるとサービスが落ちるというのは、個

人の問題ではなく、サービスの提供方法が悪いと思います。聞いても分からない

ような職員を窓口に配置するというのは、組織の問題であって本人の問題ではあ

りません。ちゃんとした研修をしないといけません。そのように考えて、人事計

画をしっかり立てほしいと思います。私としては、責任ある公務員がやらなけれ

ばならない仕事は、もっと限定されてしかるべきであろうというふうに思ってい
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ます。そうしないと財政的に厳しくなるであろうと考えています。 

【E 委員】B 委員も言われておりましたが、今のこの計画は、目標値が少ないのが

目につきます。今から、第 2 次の計画をまとめるということなので、捉えにくい

数値であっても、小さい数値でも、根拠をもった数値であげてほしいな、と思い

ます。それで、次に、反省といいますか、前はこうだったけど、一つこう進歩し

たとか、そういったことが言えると思います。だから必ず数値を、できる範囲で

入れて欲しいなと思います。 

【事務局】またこの会議の中で、項目を定めるときには、その理由や数値目標を

どう設定したらいいかとか、御説明もいたしながら、御意見を頂ければと思いま

す。 

【F 委員】先ほど B 委員、E 委員がおっしゃってましたが、PDCA を、もう少し分か

りやすく表現していただければと思っています。民間化推進実行計画につきまし

ても、検討中が 14項目もあって、中身を見ると、検討されていたかどうか分から

ない表現で書いてあります。もし検討できないのであれば、やめた方がいいと思

います。今の書き方では実態が見えない。計画を立てて実行して、検証した跡が

見られない。だから、実態把握して、課題があれば課題を書いていただいて、こ

れはもう出来ないというものは、止められたほうがいいんじゃないかと思います。

それから、先ほどの時間外についてですが、22 年度比で削減するっていう数値目

標が、古過ぎると思います。普通民間であれば毎年毎年目標を立てて前年度比で

比較していくわけですが、5 年も前の 22 年度比で削減しますという計画は、まず

P がどうかと思います。中身がよく分かるように、評価をして、また検証をして結

果が分かるようにしていただいたら、議論しやすいんじゃないかと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

【事務局】民間化の実行計画については、おっしゃられるとおりです。項目の中

で、実際にはなかなか進捗しづらい、行き詰っているという項目があります。こ

の計画につきましても、今後この項目がまだいるのかどうかとか、民間化のため

にはどういう指標で管理していったらいいのかというところを、きちんと今年度

改めて整理いたします。今のところ、民間化推進実行計画は、大綱の中の一つの

項目にして進めていこうかなと考えておりまして、今後の検討の中で、どういっ

た形がいいか、また委員会の中で、皆さんにお示しして御意見をいただきたいと

思っております。 

【G 委員】それに関連してですが、私は子どもの環境というものを考えているとこ

ろなんですが、民間化推進実行計画に、市立の保育園・幼稚園を民営化に、とい

うのがあがっていて、ずっと検討中なんです。そうすると、出生率は今年どんな

状況だったのか。山口市の出生率は変わらないですが、県全体から見ると落ちて

います。そういう中で、待機児童が増えるということは、女性の就業率があがっ

たのか、とかですね、そういった関連もあります。また、民営化というのは相手

方があってのことでございます。出来なければ、出来ないのはどうしてか。また、
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それを無理して目標に入れる必要があるのか。ただ、これは 10年間とか長いスパ

ンですので、それまでに出生率は落ちるという計算もあると思います。というい

ろんなことで、計画というのは難しいと思いますけれども、次回の計画の時には、

その辺もよく考えながらやっていけたらと思っておりますので、よろしくお願い

します。 

【事務局】おっしゃられるとおり、保育の現場で待機児童が減らない状況は、山

口市においても、全国的でも同じような状況がございます。それをどういうふう

に解消していくか、どういった体制でのぞんだらいいのか、ということも含めて

所管課は考えてはおるんですけど、このような計画の中にどのように盛り込んで

いくかというのは、また担当課のほうとも状況のほうを確認させていただいて、

適切な計画を考えて参りたいと思います。 

【H 委員】予算が発表されたときに、待機児童対策として定員を 350 名増やします

ということが発表されています。今から、女性がどうしても女性活躍ということ

で、女性の労働力の提供というのがとても求められると思います。その中で、待

機児童の問題というのは、いつまでたっても解消できないというのがありますの

で、ここのところは、これから女性の労働力を必要とするのであるならば、これ

から重点的に問題を解決していただきたいと思います。後もう一つ、働きやすい

環境、労働環境の整備についてでございますが、男性の育休の取得や育児への参

加にしても、根底に男女共同参画の精神っていうのがあって、やっぱり様々な場

面を捉えて男女共同参画の醸成をしていただければ、やはり育休も取りやすくな

るでしょうし、職場環境の整備も整うと思います。女性の管理職の登用というの

も、女性活躍の中で言われておりまして、2020 年に 30％と言われていますが、山

口市はとりあえず 29 年度で 10％っていうのをあげているんですが、まだ 6％程度

にしかなっておりません。ここも力を入れていただけたらな、と。そして、あの

女性管理職のロールモデルというのを、作っていただけたらいいかなというふう

に思っております。よろしくお願いします。 

【会 長】よろしいでしょうか。それでは、次第 2 の（3）第二次山口市行政改革

大綱について、事務局から説明をお願いします。 

【事務局】資料 3 により概要を説明 

【会 長】はい、ありがとうございました。事務局から議題（3）につきまして、

御報告をいただきました。これに関して、御質問、御意見等がありましたらよろ

しくお願いします。 

【A 委員】経営という言葉についてなんですが、経営というのは、利益が出ること

が重要なんですよね。ここで財政経営っていうのは、分からないでもないですが、

例えば 13ページに、持続可能な行政経営と言いながら、下に行政経営手法の浸透

とありますよね。本来なら、ここは健全な財政運営ではないですか。財政経営が

あって、それを運営するんですから。経営でやるなら、全部経営で統一したほう

がいいと思います。どこが経営で、どこが運営かというのがはっきりしない。例
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えば基本方針の 2 の中に、組織経営の強化がありますが、ここは経営ですよね。

ところが、1の情報の共有化とか、そういうところは経営ではないですよね。総務

省が経営って言葉を使われているので、そのままの流れで使っておられると思う

んですが、やっぱりあなた方は公共サービスだから、経営でない部分が多数をし

めるんですよ。財政は経営的視点でもいいし、組織も経営的組織でもいいんだけ

ど、本来の持っているのは公平な行政サービス。ここを一緒にしてもらいたくな

いんです。経営とおっしゃるなら、全部経営で通してもらって。でも、じゃあそ

の経営の理念はなんですかってお聞きしなきゃいけない。儲かるんですかって反

対に聞かなきゃならない。違うと思います。行政は、儲かるんじゃないでしょう。

経営的視点を持った考え方というのも大事なんですが、言葉が一人歩きする経営

っていうのは私は賛成しかねます。それと、行革という分野に入るかどうか分か

りませんが、一番私が今心配しているのは、例えば、集中豪雨とか、いろんなと

ころで今異常気象になっていますよね。この異常気象に対して、例えば椹野川の

水がどれくらい降ったら安全水位じゃなくなるのかとかが一番大事だと思うんで

す。要は、防災がきちっとして、行革が成り立つんですよね。だから、安全を、

どのくらいに住民に周知するのかっていうのが入ってないと。行革の項目に入れ

るのもおかしいとは思うんですが、でも、安全であってはじめて、行革が成り立

つので、提案しておきたいと思います。例えば子どもさんが小学校通う時に、電

柱のところに、椹野川の水域の一番上限を、どこまで水が来たら越えますよって

いうことを日頃から周知するっていう方法が今提案されているんです。子どもさ

んに安全対策を教えるために。やっぱり住んで良いってことは、安全がきっちり

としてるから住んで良いと思います。山口市を見たときに、防災対策でちゃんと

してるかというのは、なかなか言い辛い。防府でもあれだけの山崩れがありまし

たから。安全というものも行革の中に入るとは思いませんが、それがちゃんとコ

ントロールされた上で、行革を推進する必要があると思います。安全面がどうか

っていうことが議論に全然あがってこないで、行革だけやっていいのかってこと。

それが 2 点目。第 3 番目が、ふるさと納税です。財政圧迫の中で、そういう知恵

がこの中に入りませんかというのが実際。以上、3 つです。 

【事務局】まず、1 点目の経営という言葉の使い方については、考え方をきちんと

整理しないままに使っていることもありますので、今後、策定の中できちんと整

理をして使っていきたいと思います。それから、安全という観点につきましては、

今、第二次の総合計画を策定中でありますけれど、その中で、これまでもそうで

したけど、今後も防災・安全なまちづくりが大事なキーワードになってきますの

で、その計画の中で、今後の方針が示されるというふうに考えております。行革

の大綱の中に、というようなことは考えていませんでしたが、総合計画の中で、

きちんと示されているかを確認していきたいと思っています。次に、ふるさと納

税につきましては、全国的に制度の問題点なども指摘されてはいますが、山口市

の収入額につきましては、特産品などで、順調に推移しているとは思っておりま
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す。財政基盤の確立というところでの、経営という視点からすると、そういった

視点も大事になると思っていますので、その中の項目ということで、ふるさと納

税について整理できるように考えたい、と思います。 

【A 委員】10 億円以上あるんでしょう。 

【事務局】8 億円です。 

【A 委員】中国 5 県では、下のほうになるんでしょうか。 

【事務局】県内ではナンバーワンです。 

【A 委員】財政に影響があると思いますので、少しは工夫されたら多少利益は出る

んじゃないかと。 

【会 長】経営という言葉があるんですが、これはマネジメントではなく、アド

ミニストレーションということで、パブリック・アドミニストレーションといい

ますね。普通の企業の場合はビジネス・アドミニストレーションという言葉を使

っていて、所謂経営と言っているマネジメントとは違った意味で使われている用

語だろうと思います。私たちのところでは公共管理という言葉を使っていて、そ

の場合は経営という言葉を使わずに管理という言い方をしています。ハーバー

ド・サイモンという人がですね、アドミニストレイティブ・ビヘイビアー、経営

行動という有名な本を書いています。これが経営と翻訳されていますが、経営と

いうよりは管理です。どういうことかというと、昔の行政の仕事というと、法律

で決まった仕事があって、上からお金が降りてきてやっていたことを、まとめて

やりなさいっていうことなんです。だから経営っていう言葉も大事で、営利とか

いう話とはやっぱりちょっと違うんじゃないかと思います。これはマネジメント

だと思いますが、学校の場合も学校経営とか、学級経営とかって言いますし、そ

ういうふうに、とりまとめてやるというか、統一をもって動かすっていう意味な

んじゃないかって理解しています。あんまり重たい意味もないんですが、財政の

問題と経営の問題とくっつけてしまうと、ちょっと私は違うなと思います。 

【A 委員】私が言ったのは、13 ページで、タイトルが健全な財政運営で、その下

が経営ですかっていうことを疑問に思ったんです。 

【I 委員】効果的な資産活用のところで、処分されたり貸付された額が 28 年度で

1 億 8千万とありますよね。それに引き換えふるさと納税というのは、実際にもの

を買うわけですから、その生産者に支払ったり、他にも経費がいっぱいかかるの

で、プラスマイナスして、実際の売り上げがどれくらいか分かりませんけれども。

ふるさと納税は私も大変有効に利用させてもらっていますが、案外、山口市民の

方ご存じない。「私、これ、ふるさと納税でもらったんよ」とか言っても「ええ？」

とか。案外知名度がないんですよね。全国的には若い方はとても活用してるよう

なんですが。どうせ税金払うんだったら、自分の欲しいものをっていうことで。

少し制度が変わって返礼品は 3 割以下にって抑えられた面もありますけど。ただ

ものを買うだけじゃなくて、アイデアをいろいろ行政なり市民なりがアイデアを

出しあって、そのアイデアに対して納税するっていうところもありますよね。そ
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れだったら、本当にわずかな経費ですみます。そういう取り組みをどんどん増や

していかないと。ふるさと納税の制度そのものがいつまで継続するか分からない

っていうところは弱みではあるんですが、それを活用していかれたら大変有効的

に、財政運営の収益になるんではないかと思います。それから、防災のことにつ

いてですが、雨が降る度に、我が家の前の川が林状態になっていて、小学校の前

だけ少し削られるんですが、本当に一時しのぎなんです。なんでかというとお金

がないからということなんですが、少雨の場合はいいけれど、豪雨がふったら、

お金がないからでは済まないと思います。総合計画で検討されるとおっしゃいま

したけど、本当にいろんな地域それぞれよく見ていただいて、国の管轄であると

か、県の管轄であるとか、市の管轄であるとか、いろんな線引きがあると思うん

ですが、市民が安心して暮らしていけるように、市の目線でも検討していただけ

たらと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【G 委員】人材育成のところですが、この度、女性の部長さんが市は出られて、本

当におめでとうございます。女性の立場として、本当にうれしく思っております。

なぜかと言いますと、やはり暮らしというときには、やはり女性が主役ってこと

が多いってことと、それから子育ての課題を知っているといったら、どうしても

女性が多い。そういう本当に暮らしとか子育て、そういったことの視点を持つ方

は女性が多いので、そういう女性の管理職が少しでも多くなってくるっていうこ

とが嬉しいと思っております。それともう一つは、サービスのことです。私はよ

く本庁舎と佐山の地域交流センターを活用させていただいてますけど、とても質

的サービス、それから機能的サービス、あるいは態度的サービス、いずれもとて

もいいように感じております。利用しててすごいなと思っていて。A委員さんが、

職員をただ減らしたらいいだけじゃないよっとおっしゃいましたように、本当に

素晴らしい仕事をしておられるなというのを感じております。そういう中で、や

はりこれからも人材育成というのがたいへん大事になってきます。いろんな啓発

するための方法を考えておられますけれども、女性が活躍してもらおうと思った

ときに、どうしても自己啓発、意識が少ない方が多いので、職員自身が自主的に

主体的に学習して行くような、そういう自己啓発活動を、増やしていただきたい

なと思います。あるいは日常の業務の中で個別指導されていくと思うんですが、

そのときに、女性も男性と同じように、意識啓発というのか、将来は管理職にな

って行政をやっていくよ、というような意識付けもできるような人材育成の促進

ができないかなと感じております。そのことがひいては子育ての環境等について

も考えていく、そういう女性の管理職になっていくと思いますので、よろしくお

願いします。 

【J 委員】私も、御提案という形で大きく 2 つ申し上げたいと思います。一つはこ

ういう大綱を作るのときに大事にしていただきたい視点なんですが、よく、この

中にもありますが、取り組みの成果とそれから今後の課題っていうのが必ず出て

きます。これは大事なところだと思っているんですけれども、この中で、特に取
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り組みの成果の部分について、成果と言っても、その取り組みの結果報告のよう

な形にどうしてもなってしまうんですね。私、地域づくりのお手伝いなんかをよ

くするんですが、皆さん、どうしても出来ていないことのほうに、主に着目され

るんです。だけれども、できていることもたくさんあるんですよね。今後、その

取り組みの成果っていうことを考えるときに、やはりできていることをしっかり

表現していくことがとても大事だなって思っています。さらに言うと、意図して

成果をださないといけない成果と、それから意図せず出てきた波及効果みたいな

ものがあると思うんです。そこまで着目しないと、やはり、充実した報告になら

ないと思います。また、市民のやる気とか、共感を生まないんではないかと思っ

ていまして、なるべくほめたり、誇らしい感じになる、というのがとても大事で

す。というのがこの辺に何か表現できないかなと思いながら見させていただいた

っていうのが、1 点目です。2点目は、持続可能な財政基盤というところなんです

けれども、この議論、今中身拝見しながら大事だなと思っています。一つ今何か

上手くいかないかなと思っているものがありまして、漏れバケツという言葉があ

りますが、地域の中のお金がどんどん外に出て行ってしまう。チェーン店みたい

なものがどんどん入ってくることによって、にぎわいは増すんだけれど、そのお

金がどんどん外に吸い取られていってしまって、地域の中で循環していかないっ

ていうことで、ここがけっこう大きな課題になっているんですね。そういった部

分っていうのは、行政でないとなかなか仕組みが作れないというのがあります。

例えばですね、家具屋さんにしてもコーヒーショップにしてもそうなんですが、

地域の中で小さな家具を作っている人たちが、持続可能な形で経済活動ができる

というようなことが、どうやったら実現できるんだろうかっていうことを少し考

えていかないと、財政運営とか、効果的な資産運用とともに、大きな資産効果が

あると思います。そのあたりを市民の人たちと一緒に、行政中心となって考えて

いただくポイントとしては、大きいんじゃないかなって思っていまして、御提案

させていただきたいと思います。 

【F 委員】平成 17 年から行財政改革やっておられますけど、本当にすばらしいこ

とだと思います。これからもぜひ大綱でいろんなことやっていただければと思い

ます。日本にいる外国人の方が、日本はの GDP は高いんですが、生産性の向上が

なってないっていう本も出てまして、生産性の向上が鍵になるんじゃないかと思

っております。ですから、窓口サービスでも、単純な作業については、それこそ

IT とか、AI とかロボットを使っていただいて。そして、相談業務や、子育て支援、

高齢者支援等の人手をかけるところはかけるように。さっき会長さんがおっしゃ

いましたが、業務の見直しで人員が削減できるところは削減して、効率化して、

重複する業務は無くして、やめてもいい業務はやめるということです。ぜひ、生

産性の向上のため、ここに書いてある BPR とか、ICT の活用とかしていただきたい。

報償金のようなものを出して、いろんな部署から業務の提案、見直しを提案して

もらう制度なんかを作られて、全体的に見直して、人手をかけるところはかけて、
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人手をかけないところはかけずに効率化していって、結果的に適正化したらどう

かと思います。人員を無理やり減らさないで行政の質、サービス向上をしたらい

いと思います。そのために分かりやすく、大綱の中で、見える化をしていただい

たら、と思います。 

【E 委員】小さいことなんですが、窓口業務につきまして、私ちょっとボランティ

アにかかわっておりまして、その中でよく聞くのが、やはり目の見えない人とか、

しゃべれない人とか、そういった人に対応できる人が窓口にいらっしゃるのかど

うか。たくさんの職員さんが対応する必要はないと思うんです。たとえば、目の

見えない人っていうのは、この 20万弱の人口の中で、登録されているのが前聞い

たのが 700 人か 600 人で、ですから市役所とかそういったところにいつも来られ

るっていうのは、1日に来られるか来られないか分からないような率だろうと思う

んですが、来られたときには、その人に対するサービスとして、どなたか、窓口

を兼任されていてもですね、それが分かる人を、そこに配置しておいて欲しいと

いうような話が出てきております。一度、御検討していただけたらと思っており

ます。それと、もう一つですね、だんだん年とってきますと、車の事故が多いの

で、免許の返上もいつか考えないといけないということになってくるんですが、1

キロくらい歩いていかないと、買い物が出来ないとかですね、そういった時のた

めの対策はどうなっているのか。他のところでは、シェアというか、車で都合の

良い方に出てきてもらうとかをやっていると、そのような話も聞きます。コミュ

ニティバスだけだと、細かくはできなんじゃないかと。今から先どんどん高齢者

増えてきますので、免許の返上っていうこともどんどん増えて来ると思います。

山口市は車がないと生活できないってよく言われます。若い間はいいんですけど、

歳をとって、もう免許を返したら何にも出来ないから、県外に住む子どものとこ

ろに行こうかと。それで逆に人口が減るということもあります。ここ 10年でもの

すごい増えて来ると思いますので、ぜひ検討の対象にして欲しいと、いうふうに

思っています。以上です。 

【B 委員】運営に関する御提案です。次回の委員会で、今回の議事録は出てくるん

でしょうか。というのが、今日、いろんな意見とか提案が出たので、まず、議事

録。それと、意見に対する対応表っていうのを作って欲しい。提案に対して、ど

ういう回答したのかという内容です。対応できないことはできないでいいと思う

んです。なぜ出来ないのかっていうところまで書いてもらっておけば。1ヶ月経っ

たら、僕らも何を話していたのか覚えてないと思うので、簡単な、体裁はどんな

んでもいいと思いますので、表で１枚であるだけでも、よりブラッシュアップさ

れた良い会議になると思います。同じこと話しても意味が無いので、ぜひ、議事

録と、意見対応表のような、簡単なものでいいので、作っていただければと思い

ます。ぜひとも、よろしくお願いします。 

【会 長】簡単なもので結構ですので、どういう議論が行われたかというのが分

かるようになっていたら良いと思います。どちらにしても作られていると思いま
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すので、よろしくお願いいたします。 

【K 委員】27 年の行政診断は公表されているんでしょうか。 

【事務局】はい。 

【K 委員】ホームページで。 

【事務局】はい。 

【K 委員】分かりました。それと、第二次大綱の基本理念のところについて、政府

で使われている言葉か何かを意識して作られたのかなと思いますが、本部会議で

も議論したんでしょうか。私にはかなり分かりにくいんですが。 

【事務局】実はそこまで議論が至ってないというのが現状です。今は仮に置いて

るような状況で、大綱の中身を精査していく中で、新しい理念に変えていきたい

と思っているところです。 

【K 委員】この共創という言葉について、辞書を引いても無いから、どうなのかと

思います。ぱっと見て分かりやすい表現にしないと、皆さんもどうかなって思う

んじゃないかなと思います。 

【副会長】いつもながらたくさんのいろんな有意義な意見が出たと思います。例

えば先ほどありましたように防災の件とか、これに関しては資料 3 の 8 ページの

ところの職員数のところにあるように、当然防災・防犯対策の充実であるとか、

先ほどもあった子ども子育て福祉関係のところ、全国的にどこも児童福祉関係は

大変なことになっている。そういうふうなところに、どういう職員配置をするの

か、というところについて、この事務局に権限があるわけではないですよね。と

いうことは、やはりこういう委員会を開催して、出た意見を、いかに担当課に伝

えていくかとか。あくまで、こちらの事務局というのは全体を管理しておられる

役割だと思いますので、そのあたりを、先ほどあったように、議事録、簡単なも

のでもいいですから、意見があって、それをどの部署に伝えるかという、そうい

うことをしていただいて。これだけの方が集まって出ている市民の意見を、どう

主幹課が考えるかという、そういう流れの中でやっていかないと。行革といって

も、とにかく削れという方針じゃないというのは理解しておりますので、ぜひ、

一つ一つの意見が、一つでも実現するようなものにしてやって欲しい。本来の行

革とはまた意味合いが違うかもしれませんが、行政として、意見を知るっていう

ことが、これほど有意義な会議はないと思いますので、そういうことも私からは

お願いしたい。以上です。 

【会 長】最後に私から一点。大変素晴らしい会議でありました。9 ページにある

ように、「広域県央中核都市づくり」それから、「21 の個性と安心の地域づくり」

という書き方をされていて、これらは山口市の課題として非常に大切だと思いま

す。ただ、この 2 つはたぶん違うことなんだろうなと思います。「広域県央中核都

市づくり」というのは、県央都市の都市機能ということで、都市機能を維持して

人口を維持していこうという側面があるので、これはしっかり守っていかないと

いけない、ということです。「21の個性と安心の地域づくり」というのは、単純な
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地域の問題とは違っていて、21 の非常にバラバラな多様な地域があって、個性に

あったようなそれぞれのあり方を考えるというような 2 つの宿題があるんだって

いうことが、はっきり書かれてあるっていうのは、僕は非常にいいと思います。

但し、全体を見ますと、7 ページの 1 の 1 番最初のところなんですけれども、「少

子高齢化・人口減少に伴う地域コミュニティの衰退」という言葉を使われていま

す。そこで衰退という言葉にもかかわらず、その次のところでは、地域コミュニ

ティの果たすべき役割はますます大きくなっていると書いてあるんです。これは

完全に文法的に矛盾しています。地域コミュニティがどんどん壊れていって、そ

の結果、生まれた空白の領域をどう考え方をすればいいのかというようにして課

題をたてていかないと、全体が文法的にうまく成立しないだろうと思います。そ

こで、例えば民間活用すればなんとかなるんじゃないか、というようなことでや

ると逃げになると思います。行革というのは、ここでは経費を削ったり、という

ような話が中心になってきたんだけれども、公務員法で定める公務員が責任をも

ってやるべき仕事というのは、どこまでの範囲なのかということだと思います。

それが出来ないときに、地域コミュニティというのはどこまでやってもらえるの

かというか、やる力があるのか、ということですね。体力の無くなったコミュニ

ティどうするのかということまで含めて、行政が全部考えていってもらわないと、

あと 10 年たぶんもたないだろうと思います。なので、2 番よりも本当は 3 番の話

が、行政機能の問題という話が次に来てしかるべきだろうと思いますが、その行

政診断の話になってしまうと、話が他に流れてしまっていると思います。行政は

ここまでやって、足りないものは民間に補ってもらって、それでも足りない部分

はどうするか、コミュニティをどういうふうにして支えていくのか。あるいはも

うその形で撤退戦略を考えるのか、ちゃんとここで言っておく必要が僕はあるの

ではないかと思っています。その上で、これも大事なことだと思うんですが、11

ページのところに、公共サービスの充実という言い方をしています。後のところ

では行政サービスの維持という言葉があります。公共と言ってるから行政とは限

らないんですが、この維持という言葉は使わないほうがいいんじゃないかと思い

ます。洗練とか、高度化とか、要するにやれる範囲を限定化してやっていかない

と、いろんなものに手を出していったら、ほんとにおもちゃ箱をひっくり返した

みたいになってしまうと思います。どこまでが行政がやって、ここはコミュニテ

ィにやってもらって、ここは民間入れて、それでも足りないときはどうするか。

といった考え方が必要です。ですので、もう少し問題意識を整理する必要がある

と思います。それから、行政サービスという言葉がたいへん多義的に使われてい

ますが、何を行政サービスと言うべきなのかということを考えたほうがいい。僕

は行政の機能はサービスではなくて企画であって、執行力であって。つまり、そ

れはやっぱり権力だと思います。何かものを動かすという物理力は、民間であれ

何であれ構いません。公務員は物理力である必要はありません。そういうふうに、

もう少し考え方を整理できる余地がある、と思いました。以上です。本日は、非
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常に熱心な御議論を頂きましてありがとうございました。 

会議資料 ・資料１山口市行政改革大綱推進計画〈改訂版〉実施計画（報告）書 

・資料２山口市民間化推進実行計画（平成２５年度～平成２９年度） 

実施計画（報告）書 

・資料３第二次山口市行政改革大綱骨子 

問い合わせ先 総務部 行革推進課 行革推進担当 

TEL ０８３－９３４－２９０９ 

 


