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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２回山口市行政改革推進委員会 

開催日時 平成２９年８月２５日（金曜日）１０：００～１１：３４ 

開催場所 山口市役所第２委員会室 

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、平田 隆之、福田 修平、水岡 隆廣 

矢次 巧（１３人） 

（敬称略） 

欠席者 原田 勉 

事務局 行革推進課：鯨田課長 弘中副主幹 弘主任主事 

議題 １ 第二次山口市行政改革大綱（素案）について 

内容 次第に基づき以下のとおり進められた。 

１ 議 題 

【会 長】それでは、会議次第によりまして議事を進めさせていただきます。第

２次山口市行政改革大綱（素案）について、事務局のほうから説明をお願いしま

す。 

【事務局】資料説明 

【会 長】はい。ありがとうございました。それでは質疑応答に移りたいと思い

ます。ご意見がありましたらお願いします。 

【A 委員】１２ページの「協働・官民連携の推進」というところで、改革の方向性

の「市民参加・協働の推進」というところなんですが、協働というのは、やはり

ツールといいますか、仕組み、手法の一つということでございますので、それと、

その目標としている姿が、言葉の使い方として明確でない、というところがあり

ます。改革の方向性のところで言うと、協働の推進による市民参加の実現かなと

思っているところです。ですので、基本方針のところも、前半部分は協働による

まちづくりという部分だと思うんですが、官民連携の推進というところになると、

民間の会社と行政が連携して効率的に業務を行なっていくという方向性なのかな

と読みました。そうするとこれらを一つにするのが、ちょっと私としては違和感

があるなと思いました。新しい社会の仕組み作りということと、行政の業務遂行

に係る効率化や、新しい業務の推進の仕方というのが一つになってしまっていて、

ちょっと違和感があるなと思いましたので、ちょっと御検討いただければと思っ

ています。それから、少し言葉のところで気になったところが２，３ありますの

で確認したいんですが、１２ページの一番下の（２）の「協働の推進」のところ

で、「人口減少・少子高齢化や、核家族化、自治会の加入率の低下等･･･」と書い

てあります。特にちょっと気になったのが「核家族化」でして、実はこれから先
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のことを考えるのに核家族化ではなくて、家族というシステムそのものが崩壊し

ていて、独り暮らし世帯のほうに大きな問題があるのではないか、というのが、

協働とかまちづくりをしている中ではトレンドになってきているので、本当に核

家族化の進行が問題になっているのか、ここも御確認頂いただきたいと思います。

それからもう一つ、１５ページの「人材育成・活用の推進」のところの、施策（３）

の「働き方改革」のところの最後の 2 行目、女性職員の云々というのがあるんで

すが、ここにあるのがちょっと違和感があると思います。これは全体にかかって

いることなので、全体が実現されれば、当然女性職員も男性職員も働きやすくな

ると思います。もし女性職員ということを出したいのであれば、独立した項目の

ほうが、自然だと思いました。 

【会 長】今の点に関連して、他の委員さんから意見ございませんか。 

【B 委員】今の働き方の改革のところに最後の２行のところに女性職員の入ってい

るという、そのことに関連してなんですけど、人材育成を推進して、男性も女性

も、誰もが生き生きと働いてほしいと思っております。ただ、なぜ、女性職員に

特化してほしいかと言いますと、やはり女性管理職の登用だとか、女性が働きや

すい環境づくりの推進っていうのは、当然いると思いますが、働き方の改革に入

るのはどうなのかと思います。もし働き方の改革で言えば、管理職の方の意識改

革ですね、子育てしやすい環境とか、職場の雰囲気作りとか風土作りとか、そう

いうことは入るのかもしれないけれど、全体的に、女性管理職をしっかり登用し

ていただくということと、働きやすい環境づくり推進と、あわせて２つ、人材育

成の全体の中で入れて欲しいと思います。文章の中の「また」というところにち

ょっと引っかかりました。「また」というのは、「そのために」と読めますので、「そ

のことで考えると、こういうことが･･」というようになると、どうもそこがちょ

っと違和感があるので、ぜひご検討をお願いしたいと思います。 

【C 委員】１２ページから１５ページまでで、核家族の問題、それから女性の登用

の問題と、それから行政の効率化の３つの問題がありました。私が気になるのは、

核家族の問題です。核家族ではなく、基本的にはお一人が多いんです。お一人で、

山口に住みたいけれども、一人暮らしができず、息子や娘が皆東京や大阪に行っ

ているから、老後の介護の世話になるために、東京とか大阪に行くと、出ていく

人をとめるにはどうしたらいいか。要は、周りが、その地域で支えあえるかどう

かっていうのが一つ。核家族がいいとか悪いとか、そこは議論を挟みませんが、

要は、残されて孤立した独居の人を、どう地域が対応するのかということを、マ

ネジメントしてないと思うんです。それに伴って、もう一つはワンストップ機能

がないから、ワンストップ機能っていうのは、基本的には僕は出先にないといけ

ないと思うんです。地域のところに、１０分くらいでいけるところに、やっぱり

そういう総合窓口がないと、本庁に来ないとワンストップ機能がないなんて、こ

こはもうちょっと考えてもらいたい。それと行政サービスの向上という言葉が独

り歩きしていると思うんですが、何を向上するのかというのが全然分からない。
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言葉だけで行政サービスの向上と書いてあるけど、じゃあ何をやるのか、これが

一つ分からない。それと女性の職員の登用についてですが、管理職に登用したら、

女性職員を厚遇しているって僕は考えない。能力を発揮させてあげることが、管

理職の登用になるのかどうか、そこは疑問の余地があるので、要は女性が持って

る考え方もあるんですよね。男性は男性の脳があるし、女性は女性の脳がある。

だから、われわれでは気が付かないところにある、そういうところを生かせる場

がない。単に行政の中の管理職の登用というのは、どちらが良いか悪いか分から

ないところがあります。だから、試験的に登用するのではなくて、研修とか、そ

ういうところから始まらないと登用にはならないと思います。だから、単に登用

するというよりも、やはり参画しやすい、意見が述べやすい場を作るということ

が基本にないといけないんじゃないかと思います。以上です。 

【会 長】ありがとうございました。この女性職員のところについては、私も非

常にひっかかります。当大学ではワークライフバランスという言い方をしていま

すが、なんで女性を登用しないといけないのかという議論が無いんです。どうい

うことかっていうと、ダイバーシティマネジメントといって、いろんな人がいれ

ばいるほど、いろんなアイデアが出るだろう。それで、いろんなアイデアが出れ

ば出るほど、たぶんいい経営ができるだろうという考え方がダイバーシティマネ

ジメントです。だから、いろんな人種の人とか、あるいは障がい者とか、そうい

う人たちも含めてやるということで、とりわけ女性の意見が入ってきている会社

が、結構活性化している。日本でダイバーシティマネジメントで最大の問題にな

っているのは、そういう人たちが出てくると、違ったアイデア、今までとは違っ

たものが出てくるだろうということです。もう一つ、人材像というものについて、

もう少し山口市のほうでしっかりとした像を固めていただきたいなと思っていま

す。先ほど C 委員さんがおっしゃってた行政サービスという言葉ですが、市役所

って行政サービスを供給している役所ですか。財政学ではそう書いてあって、公

共財を供給しているって書いてあります。役所は実は３つ仕事をしていて、一つ

は公共財の供給です。ただ、公共財の供給は、実は市役所がしなくてもいいんで

す。水道とか、あるいはゴミのサービスとか、それらは別にしなくてもいいんで

すよ。では何をしているのか、これが２つ目です。これが大事です。裁判をして

る。例えば僕らが保育園入るときに、ここの保育園入りなさいって命令が来る。

命令をする権限っていうのは、行政の裁判権なんですよ。この人間はこっちやっ

て、あの人間はあっちに、というかたちで適切に、情報をしっかり調べた上で、

裁判をしていくような能力のある人間だから、市役所の職員の人たちには、適切

な給料が払われているということです。３つ目は、これも大事で、近年、この問

題というのがすごく大きくなっているんですが、オーガナイザーなんです。羽咋

市って言う石川県のところで、神の子米っていう米を作って売ったという市役所

職員、著名な人がいらっしゃるんですけど、あのように地域のオーガナイザーを

やらないとだめなんだろうと思います。それで、「共に創る」ということで、要す
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るに住民のほうに、行政のほうを向いていただこうということなんですが、行政

がしんどいから仕事を肩代わりしてもらおうという発想では、多分話しにならな

いだろうと思います。地域は、地域毎にすごく差異があるんです。ここにもちゃ

んと書かれていることなんですけれども、例えば８ページの一番上のところにで

すね、「しかしながら、これまで地域の暮らしを支えてきた自治会云々･･･困難に

なっている云々･･･」というところ、それから「地域づくりの取組みに隙間が生じ

云々･･･できていない地域もあります」。地域は、地域毎にものすごく差があるん

です。そこに入って、この地域をオーガナイズしないと、そこでの問題というの

は解決の方向に向かわないと思います。だから、地域毎に、そういう地域の状況

について、誰かが責任をもって評価してするような人を作っていかないと駄目で

す。それでいうと私はこれから市役所の職員を採る時の採用基準は、地域に入っ

て汗かいてでも地域づくりをやろうという、そういうような根性のある人達を採

っていただきたい。そういう意欲がある人を採っていただかないといけないと思

います。山口は、昔の山口市だったら割合にこじんまりしていましたが、今は徳

地や阿東まで含めてやっているわけですから、これはもうかなり厳しい状況があ

って、そこへ入って行って、いろんなことをしていって、足りない部分に対して

どうやって補うかっていう工夫をしていってあげるようなことが必要となるんで

はないかと思っています。なので、この協働によるまちづくりは絶対に必要なん

ですが、そういうところでやると、市役所の位置、市役所の職員の位置っていう

のは、オーガナイザーというふうに考えないといけないということで、その辺の

部分がちょっと書き込みが足りないと思います。で、１２ページのところについ

て言いますと、１番が、「市政情報の共有化」と書いてあります。これ、僕ものす

ごく悪い姿勢だと思います。はっきり言って、「市のことを知らしめるべし」です

よ。そうではなくて、対話をしないと。地域で今どういうことがあるのか、どん

なふうに困っているのか、先ほどワンストップという話が出ました。何かをやり

たいんだけど、歳をとってしまって、市役所行っても難しいこと言われて分から

ないし、支所へ行っても本所行ってくださいって言われて大変という困っている

人たちが、多分たくさんいると思います。そういう人たちの情報をどんどん吸い

上げてこないと駄目です。これはコミュニケーションをどうやってとるのかとい

う課題をまず考えないといけない。しかもこれは２番目の「協働」のために、そ

の下位にある部分として考えるべきだと思います。この地域にはこういう人がこ

んな問題を抱えているんだということを市役所が知っていかないと。これだけ多

様になってくると、なかなか分からないですよね。自治会も全部組織されたそう

ですが、まだそのような機能を果たすところまで行っていない。自治会が上手く

いくと、例えば困っている人がいるから、こんなことをして欲しいという話が出

てくると思います。民生委員等を通じて話があがってくるかもしれないけど、そ

のような問題について、ちゃんと把握をして、地域の特性として、この地域には

こういうヘルプが必要ですねっていう話をしてください。実は山大にはそういう



- 5 - 

ボランティアとかを出すところもあるので、地域で物理力が足りなければ、ボラ

ンティアを動かしてもいいんです。そういうところも含めて、いろんな人の知恵

を使わないと、これからもたない。それが、課題として明らかであれば、コミュ

ニケーションをしっかりとった上で、問題を把握した上で、オーガナイザーとし

て、こうしよう、ああしよう、こういう力を入れようという知恵を出す。という

ふうに考えていただきたいというのが私の意見です。特に協働ということを中心

に書かれているわけですから、ここについてはよく考えていただきたいと思いま

す。 

【C 委員】関連するんですが、この前、車座トークがありました。そこでは意見交

換って書いてありながら、要望の場になっているんです。それで、僕、聞く気で

前に座っているのかって聞いたんです。市役所をどこにするかというのは丁寧な

説明がありました。こういう考え方で、附帯事項があって、亀山か、ここの本庁

舎のところに作りますよと。ところが、日頃の事業については丁寧な説明が無い。

所長さんに聞いても、それは本庁でっていうところが出てくる。だから、情報を

共有するためにコミュニティの中で話し合いをする場を設けるんであれば、移動

市長室以外に、もうちょっと違った形で市民の意見を聞く場を作らないと。移動

市長室をやるっていう言葉だけじゃ足りないと思います。 

【会 長】はい。ありがとうございました。それでは他の課題でもかまいません

から、ご意見があればお願いします。 

【C 委員】この前質問したときに、行政の業務と、それから一般の民間の業務の線

引きをどうするんですかということを聞いたんですが、その答えをまだ明確に聞

いていません。会長さんの考えておられる行政の考え方と、市の考えておられる

行政の役割が、ちょっとニュアンスが違うと思うんです。だから、明確に、この

部分は市の行政でやる。これを効率化しますよ。この部分は、地域を一体的に作

るんだから、地域の人、自治会も皆入って話し合いをしてくださいよって。それ

も時代によって合わせていかないといけないから、その合わせるのを毎年やると

か。今、1 回作ったら一律に 10 年ですよね。人員削減しましたと言いながら、同

じ仕事ずっとやってるような中での話じゃないですか。僕は違うと思うのは、行

政に対するニーズは変わってくるから、職員の配置も変わってくると思うんです。 

【D 委員】私達の団体は 20 年前から、行政との間で、パートナーシップ、協働と

いうところで事業を展開してきました。20 年前は、協働という言葉は一般的では

なくて、たぶん全国でも珍しい取組だったと思います。20 年経って感じていると

ころですが、行政の担当の方と、毎月会議をして、方向性を決めていく中で、い

ろいろなアイデアを頂いて、これまで事業を展開してまいりました。その中で、

行政の方は、長くても 4 年、短い方だと 2 年で変わられていきます。その変わら

れた度に、私たちの活動を説明しないといけないという事態に、時々なっている

んです。なので、担当になられる方は、ある程度の引継をしていただいたら、事

業の展開も、協働という本当の意味での、お互いがパートナーシップでやってい
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くことができるんじゃないかなって思います。それから今、線引きっていう言葉

がでましたけど、こうやってパートナーシップを組んで事業を展開していく上で、

ここまでは民間の仕事、ここは行政の仕事って言って、あんまり区切ってしまう

と、間の、お互いが思いやってやっている部分というのが、文章で表せないとこ

ろっていうのが出てきてるんですよね。それがまたパートナーシップのいいとこ

ろではないかなと私は最近感じております。以上です。 

【会 長】ありがとうございました。私は、市や県が、２年や３年でローテーシ

ョンするというのは、不正が生じないという点で必要なことだろうと思っていま

す。ただ大事なのは、何をしたのかという記録がしっかり残ってないといけない

ということです。我々も全く同じ問題を抱えていて、大学でも事務職員が変わる

と、そんなのあるんですかって、記録が無いから分からないと。良くない話です

ね。本来はデータベース化しておいて、これはこういう話なんだよということに

ついての文書は作っておいてもらいたい。何か報告書を書かないといけないとい

う状況になると書きます。例えば出張したら報告書を書きますけど、実際の事業

について、この事業はこういう話だっていうことについての記録っていうのは、

なかなか残りにくいんです。それは、行政を行政サービスだと思っておられるか

らで、例えば支所なんかにいる人達は、例えば住民票を発行したりするのは仕事

だけど、住民の相談に応じるのは私の仕事ではない。強い言い方で申し訳ないで

すが、そう考えている人がいないとも限らないような気がします。だから、その

辺も含めて、仕事そのものがなんなのかということについて、もう一度しっかり

考えていただいて、それがここに反映されてくると、意味があると思います。 

【E 委員】15 ページの ICT 活用の促進という部分で、行政で具体的に進んでいる

事例がありますか。また、具体的に、今後活用していこうというものがあれば教

えていただけたらと思います。 

【事務局】ICT につきましては、今クラウド化というのがキーワードになっており

まして、システムの共同利用という形で、きちんとしたデータセンターで、複数

の自治体がやっていくことによって、コスト削減等になるというのが大きな利点

です。その他のところでは、窓口環境の改善の視点から、例えば外国人の方が来

られたときに、対応できる職員がいないという中で、タブレットを利用して、通

訳をするようなシステムを構築するっていうことは聞いたことがございます。本

市につきましても、その窓口環境の改善というところから、そういったところも

含めて、検討を進めていく必要があると感じております。 

【E 委員】今実際に行っている具体的なものはありますか。 

【事務局】今の部分以外ですと、公開型 GIS といって行政として整備した地図デ

ータについて、地域で防災地図等、防災マップに活用するとか、そういったとこ

ろを、進めております。 

【F 委員】１８ページの、公的財産の有効活用というのがございますけれども、そ

の中で、市のいろんな財産を活用して歳入につなげていただくというのは、本当
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に良いことだと思います。その中で、不動産を売却するということについて記載

があります。「財源の確保の観点から、普通財産の売却や貸付をはじめ」というの

がございますけれども、不動産を売却すれば、財産、土地というような財産が減

って、現金が増えてきます。そのため、結局は相殺されます。よく民間企業で、

赤字の穴埋めのために、遊休の不動産を売却するという手法が用いられますが、

あくまでも活用してない不動産を見極めていただいて、維持・管理費がかかるの

で、それを削減するための売却であって、最初から財源確保のための遊休不動産

の売却というのは、いささか行き過ぎではないか、と。少し考えていただきたい、

と思っています。 

【G 委員】働き方改革について、ここに書いてあるのを見ますと、制度の周知と、

新しい制度の構築・導入ということに向けられておりますが、そもそもそういう

制度だけで働き方が変わってくるわけではないと思いますので、その辺の課題の

整理が必要と思います。どんなことがあって、この制度がいるのかとか、そうい

う根本的なことも必要だと思います。それから先ほどから出ております女性の活

躍できる職場環境ということでございますけれども、これは一般企業というか、

我々の職場でもそうなんですけれども、女性が役職につけるという風土が今まで

なかったので、半ば強引に女性役員を増やすことも必要になるかと思います。女

性も男性もそうなんですが、その立場になることで、立場が人を育てるという部

分もありますので、そういう風土がないところについては、半ば強引に役付け者

をあげていくということも必要でないかと思います。その中で、従来の男性中心

であった幹部職に違った考えが入ってくるというのは、職場なり、行政にとって

も、大変有効になってくると思っております。 

【H 委員】３ページに職員数の適正化というのがあります。下の表に職員純減数と

いうことで、マイナスプラスがありますけれども、何故この数字になったのか分

析されているんでしょうか。例えば、退職者につきましては、計画的に分かると

思うんですが、一般の会社で言えば合理化や改善でマイナスになった、それから

現状のサービスを維持するために、何人プラスしないといけないとか、あるいは、

これはサービス低下するから、マイナスになるんだと。あるいは職員の残業で増

になったとか、減になったとか、そういったところが、各年の内訳として、とら

えられているかどうか。それで今後の人員計画につきましては、現状をベースと

して退職者数が何人、それから改善等で何人の減、そういったものを組み込まれ

て、数字が出たと言えるようにしていただきたいと思います。 

【I 委員】１２ページの市民の参加・協働の推進のところに関してでございます。

協働の推進ということで、地域交流センターとまちづくり協議会との線引きにつ

いてですが、地域交流センターの中の職員さんと、まちづくり協議会の職員の方

なり従業員の方なりが、まちづくり協議会のこと、自治会のことはすべて、あな

たたちでやりなさいというような面がだんだん強くなってきているような気がし

ます。ある程度線引きはしているんだから、あなたたちがなんでもやりなさいと
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いうふうに、どんどん押し付けられているような気がして。それでたまたまその

ときの担当の、まちづくり協議会はいろいろな団体から出てこられるけど、１年

や２年でどんどん替わられて、人が替わったらいろいろなことがマイナスになっ

ていくんですね。そういうところで先ほど先生がおっしゃいましたけど、職員の

方がどんどん入ってきてくださって、指導というか引っ張っていってくださるよ

うなシステムがしっかりできると、まちづくり協議会も皆が行ったときに言わな

くてすむと思います。まちづくり協議会自体が、役員さんだけで一生懸命引っ張

って行って、町民がついて行ってないというのが現状なんです。行事をしても本

当に一部の方しか来てくださらないし、町をあげて町を良くする為に、みんなで

やって行こうという機運がどうしても盛り上がらない。そういうところも色々考

えていっていただきたいと思います。以上です。 

【J 委員】私も先ほどの働き方改革のところで、やはり能力のある方は市役所の中

にも女性としてたくさんいらっしゃると思います。しかし、そのような女性を登

用するための上司の目とか、上司の意識とか、そういうものを醸成して行かなけ

れば、難しいとも思います。私は参画センターの市の事業の受託をしておりまし

て、企業にそういうことを推進していただこうという風に申し上げますけども、

やはりなかなか難しい部分もありますし、女性が意識を持てないというところも

あるし、職場の環境がそうならないというところもあります。あとはトップダウ

ンで下ろすというところもありますので、やはり最初のうちは能力のある人を登

用するというところで、強制的にでも女性の役職を登用するということをやって

いただけたらと思っています。もう一つ、行政と一緒に参画センターを事業委託

という形でやっておりますけど、参画センターをどうしていきたいのかというこ

とを行政に問いかけても、どういうふうにしたいという話がなかなか出てまいり

ません。自分たちの好きなようにやっていったらいいんじゃないかとも言われま

すが、それもまた無謀なことなので、やはり行政と共に歩いていける協働という

形が取りたいと思います。よろしくお願いします。 

【C 委員】I委員と J委員がおっしゃった協働のまちづくりについて、意見がある

ので言わせていただいていいですか。行政が出ていってコーディネートする地域

づくりというのは、僕はないと思うんです。地域をどう作るかは地域の人が考え

ないと。自分も自治会をやっておりまして、自治連合会にいるんだけれども、ま

ちづくり協議会の人と自治連合会の人とが全然別れているところもあるし、一緒

のところもあるんですね。うまくいっているところは、やっぱり話し合いが多い

です。だから市役所が一歩引いています。うまくいかないところは、市にどうに

かしてもらおうというところが多いんです。だから、住民意識を高めるにはどう

したらよいかという議論がもう一つ必要だと思います。市役所にあまり関与して

欲しくない、地域は地域に任せて欲しいというのがあるんです。というのが、お

金の使い方で時々チェックが入るんです。何でこんなことに使うんですかと余計

なことを言う。いや、あなたたちがお金を配ったんだから、これはこういう風に
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使うんだからいいじゃないかっていうのが通らないときがあるんです。お金をく

れている以上は、地域は地域でやらせてもらいたいというところがあるので、僕

は地域のことは地域がやっぱり話し合う場をもって作っていくという気持ちがな

いと出来ないと思います。これは意見が対立するかも分かりませんが言わせてい

ただきます。 

【副会長】今日もたくさんの意見が出ています。私はこの委員になってから常に

言っていますが、本当にここで話し合われたことが、いったいどう市政の中で反

映されていくのか、そこが今一つ見えないと思います。常々言ってきましたが、

これだけの御意見をいただく場というのはそうそうないと思います。今日の、こ

の資料を見て思うのは、行革というのは、全体から見ればやはり財政効果の問題

であると思います。５ページの最後に他とは違うサイズの文字で書いてあるとお

り、行政改革の取り組みは、最後はここなんですね。「１５７億２７００万円財政

効果がありましたよ」と。これがどういうことかといえば、先ほどからいろいろ

御意見が出ていますように、委託化であり指定管理であり、職員数の適正化とい

う名の下の削減ですよね。先ほど H 委員さんが言われたように、削減は何が根拠

になって削減しているのか、単なる数あわせではないはずだというふうに私たち

は思っているから、その理由をちゃんとわかるように示すべきじゃないかと言わ

れているわけです。市税の徴収率の向上等に関しては別かもしれませんが、先ほ

どもあったように財産の売却ということが本当に良いのかということもある。た

だ、そういうことをいろいろやらなければ、財政状況を維持していけない。だけ

ど、これだけの効果があって、今話していることはいったいどういう意味がある

のかというと、これだけの財政効果があったから、最後に書いてある、まちづく

りに活用していますよという、ここのフレーズなんですよね。ですから、最初に

言ったこととちょっとまた違うかもしれませんが、行革はどこまでいってもやは

り財政的なものだと私は考えています。ただ、そこで浮いたお金というか、財政

状況が改善されていった時に、いったいどういう行政の政策に則った運営をする

かということだと思うんです。それに関して、いろいろな御意見が出ているわけ

です。例えば女性の登用の問題にしても、これはある意味人事の考えること、人

事のやることですよね。そういったところに、どれだけこの行革で出た意見が反

映されるのか、そのあたりをやはりどこかで示していただかないと、せっかくこ

こまで熱心に考え、御意見いただいていることが無駄になるんじゃないかなと。

行政システムの中で、できることとできないことは当然あると思います。これは

担当課において、こういうかたちで進められる、これはもうどうしようもありま

せん。というようなことを、やはりどこかで示していただかないと、せっかくの

御意見がどんどん空虚なものになってしまうような気がしております。「実際にま

ちづくりに活用する」というこの言葉が、どこまで影響を与えられるか、全ての

答えは出せないと思いますので、そもそも行革推進の方の仕事というのは、先ほ

どからいろいろなところの仕事はどうだということが出ておりますけど、どこま
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でというのは、これはもうはっきりしていると思います。ただ、「承りました」だ

けでは何のための行革委員会か分からなくなりますので、そこのところを１０月

に少しでも、全てとは言いませんので、「ここはこのように担当課と調整しました」

というようなものがいくつか出てくれば、この委員会の意義が出てくるのではな

いかと思います。 

【会 長】はい。ありがとうございました。まことにリアリスティックな、本質

を突いた御意見だったと思います。今議論になりました、C 委員の御意見のところ

でもあるんですけれども、現にちゃんと動いているようなセンターに関与をして

ほしいという話をしているわけではありません。ただ、動かない状況になってし

まっているというのはすごく大変だろうと思います。それからもう一つ、はっき

り本音で言うと、行政側もお金がないので、出来ないことを出来るだけ地域で自

分で処理をしてくれというのが基本のアイデアの一つにあるだろうと思います。

これは致し方ないことです。そうすると、だんだん仕事が増えてくる時に、地域

が動かなかったら市が一番困るだろうと思います。少なくともどういう風に動い

ているのかというアクティビティをちゃんとやるということ。それから、私がオ

ーガナイザーと言ったのは、先頭に立って走れということではなくて、組織を作

るということについて責任を持って、必要であれば知恵を入れる、或いは人を入

れるというようなことをする必要がある。別に市役所の人を入れる必要なないの

で、誰かそういうところで人を見つけてきて、そういう人に動いてもらうという

ことが必要だと思います。そして、もう一つ言うと、現状日本の場合コミュニテ

ィがなかなか動きにくいですね。これはさっきのワークライフバランスの問題で、

働いてる人たちは皆昼間仕事に出ていて、いません。共働きが常識ですので、コ

ミュニティに力を出すのも、うちなんかはドブ掃除だけでも大変です。そういう

状況があるわけで、そういう状況を全体をどうやって変えていくのかという展望

を含めて考えていかないとだめなんだろうと思います。おそらく１０年くらいの

間に日本の職場は父親だけが仕事に出るという状況はなくなってくるという予測

を基に、将来コミュニティを自分たちで維持していくということについて、市民

には覚悟していただく。市役所の職員には、そういうことについて常に関心を持

っていただいて、それに関与をし、把握しているという状況を作っていただく。

そうでないと山口市というのは持たなくなってしまって、独居老人がコミュニテ

ィの中では生きていけなくなって、どんどん出て行くというような状況になって

いってしまうんではないかなという風に思います。独居老人が出られると人間関

係が全部切れてしまって、大変気の毒な状況になっているみたいですね。そうい

うことも含めて、誰のためにもならないので、コミュニティをしっかりさせると

いうことを、最大の課題として考えていただいて。それが人口減少にも歯止めを

かけることにもなるだろうと思いますし、高齢化先進地域山口の中で、山口市が

生き残っていくための一つ非常に大きなポイントではないかという風に考えてお

ります。ですので、そのあたりについてもう少しちゃんと市民に話をしないと駄
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目だと思います。地域交流センターについても、知ってる人はご存知なんですけ

ど、それ何？という人もたくさんおられる。市報で流したぐらいでは、なかなか

分からないだろうと思います。移動市長室でもいいです。そういうところでむし

ろ新庁舎の話よりもそういう話をしていただいたほうが、僕はいいと思います。

市民はちゃんと協力しているんですよ。ごみの分別をやってますし、リサイクル

でたくさんモノを運んだりとか。近年ですよね、市民がやり始めて。だんだんそ

のような参画の部分が増えてくるということについて、私たちはネガティブなこ

とはないわけです。ただ関心をちゃんと持っていないというか、そういうことに

関心を持たせることに成功していないということが、まず一番、一つの大きなポ

イントだと思います。なので、広報という風におっしゃっているところがあるん

ですが、どうやってちゃんとしたコミュニケーションをとっていくのかというこ

とについて、あまり成功していないんだという現状を踏まえて、考えていただく

というのが第一歩ではないかなと思います。それは市の職員の側の自覚という問

題と裏腹の問題なんですが、これから先、コミュニティを中心にして山口市を創

っていくということを、周知していただくということが大きな課題だと思います。

その上で、副会長がおっしゃった点なんですが、我々の仕事は税金を削ること。

つまり、いかに効率的に税金使うかというその部分に尽きるんだと思います。た

だ、今までやってきたメニューをみていくと、もう指定管理者にできる部分は少

なくなってきています。これからは、支所や、そういうところの機能、あるいは

市役所の組織という部分に手を入れていかないと、なかなか効果的な形で経費を

削減していくことが難しくなっているのではないかなと思っています。それから

もう一つ、正規職員の定員数で人事管理をするというのは、僕は納得がいきませ

ん。やるのであれば、全体としての労働時間数、非正規の人も含めた総労働時間

数を出すとか。あるいは残業の時間の数を出すとか、残業手当がどれだけ出たか

を出すとか、そういう総量も含めて考えることが必要だと思います。それは別に

増えても構わないと思います。絶対に行政事務は増えていますし、またこれから

も加速度的に増えるということが分かっているので、増えても構わないんです。

では、どれくらい努力をして、増える分を抑制したのかということで、もう少し

精度の高いデータを出していただければありがたいというふうに思います。 

【A 委員】ICT という言葉が先ほどから出てきてるんですけども、ICT という言葉

について、今頂いている資料の中で定義づけがありません。分かったようで分か

らないような言葉なので、そういったものがいくつかあるのかなということを一

つ思いました。それから、例えば２ページの情報提供の推進のところで、ホーム

ページを利用する割合の部分なんですけれど、文章の中では８パーセント前後を

推移しているということなんですが、平成２４年、２５年、急に下がったりして

いて、この１１年間の平均が７．７９パーセント。ここ５年間で言うと７．３６

パーセントです。１１年分の８年か９年は８、９パーセント前後を推移している

ので、間違いではないんですが、こういう表現でいいのかと思います。あとは、
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例えば１３ページの一番上の四角のところの「次なる１０年において」を読みま

すと、ちょっと国語が難しいというか、主語と述語が難しい。そういうところが

気になった文章が、いろいろありましたので、つながりが分かりやすいように整

備されると嬉しいです。以上でございます。 

【G 委員】先ほど、会長のほうからもありましたが、ベンチマーク、例えば、人件

費に係る残業代とか業務量とか、何か推し量るベースとなる部分というのが出て

きて初めて、こんな効果があがりましたとか、何人じゃないといけませんとかい

う話が出来ると思います。その中で、例えば残業がこれだけあるから、こういう

業務の合理化をして働き方改革につなげます。そういう中で、こういう制度が効

果的になるんですというようなつながりが出てくるんですけど、そのベースのと

ころがなかなか不明確なので、そこが必要だと思います。以上です。 

【会 長】はい。ベンチマークの指標ですが、大学も今財政難で、人件費をどう

やって抑制するかで、毎月残業代がいくら払ってるとか、どの部署の残業代が多

いとか、とにかく物理的に残業代減らすというとんでもないことをやっているん

ですが、仕事減らさずに残業代を削減するのは無理ですよね。本当に財政危機に

なるとそのようにして管理するんですが、ここのベンチマークはそういうふうな

指標ではないということです。もうちょっと妥当な指標を考えてもらいたいと思

います。 

【C 委員】職員の数をどうみるかというのはデータじゃ難しいと思います。行政は

どういう仕事があって、どうしてるのかというのは。職員数を減らすというのも、

退職者から採用者を増やすか減らすかということだけを決めていて、例えば２０

年先とか３０年先の人口はこうなりますと作っておきながら、じゃあそれに対す

る職員は何人ですよって出せないでしょう。だから、今やってる仕事を効率化し

てどれくらい減らせるかっていうのは、単独の課毎ぐらいにはできるかもしれな

いけど、全体的にはまず不可能だろうと思います。それで、よその市町村とか、

全国的な状況を見て、この職員数が妥当だっていうやり方をしてると思うんです、

その根拠は出せないと思いますので、人口に見合った比率でいくとこうなります

という形ででも出してもらったほうが僕はいいと思います。 

【会 長】それにつきまして、私のほうから意見を言わせていただくと、実は正

規職員と非正規職員とあって、地方自治体とか、政府部門ってけっこう非正規職

員が多いんです。そういうものをひっくるめた形で、オーバーオールで、マンア

ワーというか、労働時間が出る、あるいは人件費が出るという形で指標を示して

いただけるといいと思います。人件費を削減するためには、大学もそうなんです

が、非正規の職員を山ほど抱えているということをしています。非正規職員頼み

の部分はすごく多くなっていて、それがいいのか悪いのかということもあります

が、特に行政の場合は裁判権のような形で、あなたはこっちの保育園に行ってく

ださい、のように命令する部分もありますので、そういうのはちゃんと給料払っ

ている人にやっていただきたいというところもありますし、コアの部分はやっぱ
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り本当の職員にやっていただきたいというところはある。仕事が増えているとい

う事実もあるんだと思います。増減云々とかっていう、そのことを問題にするの

ではなくて、既存の業務の中で、この部分はこれだけ効率化しましたとか、そう

いう話をしていただく。あるいはここはサービス向上でこういう風に投資しまし

たとか、そういう話でもあると思うんです。そういう風にして細かいところまで

含めて人件費というものをしっかり見直すということをしないと駄目だろうと思

います。大学の経験ですが、大学は財政難ですので、業務の見直しを一生懸命や

っております。そうするとこっちは少ないとか、ものすごく不満がたまっていま

す。本当はそのぐらいしないと駄目なんですが、山口市の場合はそれほど困って

いないので、そこまでいかないと、そういう話なのかなと思ってます。たぶんこ

こではそういう問題が大きいので、もう少しベンチマークの指標になる、ちゃん

としたものをたてていただきたいと思います。 

【C 委員】人数の件で言うと、私は自分で会社をやっていますから、よく分かるん

ですが、女性社員さんに、正規にしますか、パートにしますかと聞いたときに、

働き方の自由度でパートを選ぶ方が多いんですよ。これが市役所の公務員に当て

はまるかどうかは知りませんが、働き方の自由というのがこの中に全然ないんで

すね。公務員の場合は非常勤でも、９時から５時までと決まってますよね。出れ

るときに働くというも一つの方法です。うちの社員さんは働く自由度で来てます

から。そういうのも必要かなと思います。 

【会 長】議題の２「その他」について、その他御意見ということでございまし

たらお願いします。我々は一生懸命ここで議論していますが、上の方に総合計画

があってというところは行政上しかたがないことで、それとの整合性を考えてい

く必要性があるんですけれども、今ここで想像されている形が、総合計画があっ

て市役所があって、末端のところで自治会とかセンターとか動いてて、それぞれ

がバラバラで個性があってという形で二元的に動いているような仕組みになって

いるんですよね。そういう問題も含めて、行政の立て方というか、そういうもの

が見えるような行革の指標の立て付けにしていただければありがたいのかなとい

う風に思っております。 

【K 委員】要望です。もうちょっと資料を早く送っていただきたいと思います。 

【H 委員】資料２の意見対応表で、障がい者に対する窓口の職員対応ということで、

適切に対応する体制を整えていますということが書いてありますけども、どれく

らいの人数の方が、どれぐらいの窓口を兼務してやられているのかとか、そうい

ったところをお聞かせください。 

【事務局】こちらは、障がい者差別解消法の施行に伴いまして、市役所でも一事

業所としてそれに取り組む中で、各所属に１名ずつ対応責任者を置きまして、全

ての相談対応責任者が集まりまして、研修を受けております。しかるべき適切な

対応をとれるような形を今作っているというかたちでございます。 

【会 長】それでは、これで平成２９年度第２回山口市行政改革推進委員会を閉
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会させていただきたいと思います。 

   

会議資料 ・資料１ 第二次山口市行政改革大綱（素案） 

・資料２ 平成２９年度第１回山口市行政改革推進委員会意見対応表 

 

問い合わせ先 総務部 行革推進課 行革推進担当 

TEL ０８３－９３４－２９０９ 

 


