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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３回山口市行政改革推進委員会 

開催日時 平成２９年１０月１８日（水曜日）１０：００～１１：４６ 

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、原田 勉、平田 隆之、福田 修平、 

水岡 隆廣、矢次 巧（１３人） 

（敬称略） 

欠席者 原 昌克 

事務局 総務部：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 第二次山口市行政改革大綱（素案）について 

２ その他 

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】２ページなんですけれども、ここに平均が７から８パーセントでグラ

フが推移しておりますが。この７から８パーセントにあたる人たちの層はどうい

った層の人たちなのか。満遍なくなんでしょうか。それと、もう一つ。市民５０

パーセント以上ウェブサイトを利用するということなんですが、対象の市民は、

どの範囲なのか。山口市民２０万人弱のことなのか。どの範囲の５０パーセント

を目指しているのか教えていただきたいんですが。 

【事務局】只今の質問ですが、まず７パーセントから８パーセント、ウェブサイ

トを利用される市民の方の層ですが、この数字は、山口市まちづくりものさしア

ンケートの集計による数字によるものでございます。集計自体は、年齢等によっ

て集計しております。ただ、今その層についてはデータを持ち合わせておりませ

んので、お答えすることができません。確認すれば分かりますので、後日、情報

提供という形で提供させていただきたいと思います。もう一つ、市公式ウェブサ

イトを利用する市民の割合５０パーセント以上という、５０パーセントの考え方

ですが、こちらもデータ自体はアンケートを基に集計することにしておりまして、

本アンケートの対象自体が、市内にお住まいの１８歳以上の方、約５千人を無作
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為に選んで送っております。統計的なデータとしてこちらは把握しておりまして、

対象としては全市民を想定しています。つまり、アンケートの形としては、５千

人を無作為に選んで、その中の５０パーセントが市ウェブサイトを利用するとい

う形を目指しているということになります。 

【Ｂ委員】２ページの下から２行目「こうした取り組みを通じて、各地域では地

域づくり協議会を中心に」という言葉があります。ここで地域づくり協議会とい

うものを名称として出しておられますが、今後の推進方針はどうするのかという

ことになると、いろいろな名前や団体が出てきますので、自治会はどういう位置

づけになるかということ。もう一つは協働推進課が今協働推進プランを作ってま

すが、２１地域がある中で、７地域だけが自治会と地域づくり協議会が一緒で、

残り１４団体はバラバラなんです。自治連合会、自治会と、地域づくり協議会と

がそれぞれ組織運営している。１０年間やって実態がそうですから、これらを踏

まえて、地域づくり協議会を中心にという言葉が適当なのかどうか。今後、方針

を示されるんであれば、統一した団体を作ってくださいという指導方針をだされ

るのが適当だと思いますが、協働推進課はそういうふうに考えていない。地域の

実情を配慮して組織運営してくださいとしか言わないんです。自治会のところも

ありますから。だから、言葉が一人歩きしないようにしていただきたい。次、３

ページの一番下の表の４行上「新規採用者数の抑制による職員数の適正化」とい

う言葉がありますが、これは職員数の適正化だけでその数値目標、職員数１７０

０人を維持していますということで、業務量の見直しというのは無いですね。要

は「業務内容の適正化並びに職員数の適正化」ではないかと思います。よく会長

がおっしゃいますが、これが市職員の業務だという範囲も見直ししないと、職員

の数の適正化だけでは前へ進まないだろうと思います。これが公務員のやる仕事

ですということも入って、ここに来てると思うので、そういう考え方も必要なん

じゃないかと思っています。それから、今度は９ページの一番上のところの協働

によるまちづくりです。さっき言ったように地域づくり協議会が１行目に出てき

て、４行目に「これまで自治会・町内会」。最後のところに「取組みを進められる

体制をさらに強化」とあります。ここでは、言葉が３つも４つも出てきて、何を

するかというのが分からない。それから、１０ページの本庁舎の整備です。新本

庁舎の機能でワンストップサービスを、と書いてありますが、これは前から僕が

申し上げているように、ワンストップサービスというのは、２１地域にあって、

初めて地域住民の窓口業務が生かせるんだと思っていますので、ぜひ検討項目に

加えていただきたいと思います。予算の都合もあると思いますが、私としては、

本庁だけワンストップ機能ではなく、一番住民に近いところがワンストップ機能、

行ったら何でも相談できるというのが一番必要ではないかと思いますので、そこ

も考えていただきたい。それから１３ページです。ここで「住民自治の充実に向

けた環境整備」という言葉があります。この中にもさっきも言った地域づくり協

議会や自治会が出てきますので、目的は何かということを頭に入れて、考えても
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らいたいと思います。１９ページのトータルコストのところは、この方向が正し

いのではないかと思います。まとめますと、言葉について、私が言いたいことは、

まずはワンストップ機能。一番住民に近い現場であるところの機能を充実しても

らいたいということと、その指導対応をきちっとしてくださいということ。もう

一つは、２１ある自治会と、渡辺市長が進めてきた地域づくり協議会です。実際

には地域づくり協議会は２１あっても、自治会と独立した組織とがまだ１４団体

残っています。その実情踏まえて、全部一緒にしなさいと言っているのか、そう

じゃないのか。協働推進課や担当の部長さんもいろいろ考えておられるでしょう

が、地域の実情に即した組織を作っているわけですから、明確な言葉で地域づく

り協議会を中心に、と言われると、残った団体は抵抗があると思いますので、目

指す方向はある程度示して、そういった団体も入れて、やっていただきたいとい

うことです。以上です。 

【Ａ委員】先ほどの８パーセントの層別を聞きましたのは、私はその層の７、８

パーセントの人数の中で、例えば、高齢者は一人もいないとか、ほとんどが２０

代の人とか、そういうことがありましたら、高齢者用のＰＲといいますか、そう

いったことを考え直さなければいけないのではないかと思ったわけです。それか

ら、３ページの民間活用の推進というのがあります。これは導入件数が実績にな

っていますが、本来はコストを下げるため、業務の効率化のためにやっていると

思います。やる時点で、何らかの便益や予定を出されていると思います。そうい

う意味では、ここで言う成果の達成というのが、手段が目的になっているような

感じに思えます。本来の民間化する時の便益に対して、実際に導入したらどうい

った効果が出たか、それを出してもらいたいと思います。それから６ページに財

政効果額がありますが、この金額は、それぞれ積み上げでなったと思いますが、

それぞれで効果が出てきたからこの数字になったわけで、私個人的には、これが

民間化のためとか、職員の適正化のためとかですね、徴収率向上とか、ここに書

いてある成果毎に表現して欲しいと思ってます。 

【Ｃ委員】今の民間活用の推進に関係しますが、実際２０年度から２８年度まで

やったという実績が出てますし、指定管理者制度導入施設数が出ていますが、当

初、対象物がどの程度あって、今どの程度まで指定管理者制度を導入しているか

等、一番もとの数字が良く分からない。実際百あるのか千あるのか、５なのか、

それを１０年やったらどのくらいの効果が出るのか分からない。目標が１億円で

したか、そういうのがありますけど、もともとの数字が分かりにくいので。推進

計画でそのような数字が出ているのかもしれませんが、大綱だけでは目指すべき

方向が分かりにくいというのを感じました。 

【Ｄ委員】本当に文章作られるのに御苦労されたんだなというのが、伝わってき

ました。脚注のところに説明が入っているのがとてもいいと思いました。他の資

料では一番後ろに書いてあることが多く、これは何の説明か、ひっくり返して見

るんですけど、この文中の脚注に表現されてるというのがとてもいいなと思いま
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した。以上です。 

【Ｅ委員】全体的なところで教えていただきたい部分です。前回の委員会の時に

会長さんから、行政の役割がオーガナイズ機能にシフトしていかなければならな

いんだというお話を強調されたと思います。全体的にそういうトーンが少し強ま

ったかなという気はするんですが、そういったところが具体的に分かるような方

針が示されているところがあれば、教えていただきたいというのが１点です。そ

れから、これからのことは気付きなんですが、１９ページの働き方改革のところ

で、前回も話題になった女性の部分でござますけれども、前回の委員会の際に、

これはダイバーシティの話ですよねという議論があったと思うんです。計画がい

ろいろあるので女性に限定することが必要なのかもしれませんが、やはり１０年

先のことを考えたときには、性別に係らずという表現のほうがいいのではないか

と思いました。最後ですが、１４ページの協働と官民連携の一番最後の２行目「今

後も多様な主体が積極的に連携し、お互いがそれぞれの特性を理解した上で、相

互補完しながら活躍できる公共の仕組みづくりを進めていきます。」というところ

です。「相互補完」というところに少しひっかかりました。足りないところがある

ので、お互いに補完していきましょうという雰囲気が読み取れて、ワクワクしな

いなぁというふうに思いまして。もう少し品質が高まるとか、今まで出来なかっ

たことが出来るようになるとか、何かそういう感じの表現が出来るのではないか

なと思いました。以上です。 

【会 長】オーガナイズ機能という点について御質問がありましたので、事務局

から回答をお願いします。 

【事務局】はい。オーガナイズ機能につきましては、基本理念が一番全体を象徴

する、表現するところになってくると考えております。ここについては先ほども

ちょっと御説明しましたように、「多様な主体との協働のもと、豊かな暮らしを支

える行政経営」としておりますが、その行政経営という名の下に、基本方針Ⅰ「協

働・官民連携の推進」は入っていいのか。基本方針ⅡとⅢは内部の話ですが、基

本方針Ⅰは、特に民間との連携、協働を進めていくということを掲げている部分

ですので、ここが行政経営の中の話ではないのではないかということで、今後調

整をしていかないといけないということを中で話をしています。このあたりを進

めていく中で、どこを目標にしていくのか、きちんと調整して決めていく中で、

先ほどの行政がどういう関わりを持って、民間、協働の中でどういうことを進め

ていくのかということを、きちんと整理していきたいと考えています。先ほどＢ

委員がおっしゃられた協働の、地域づくり協議会と自治会の表現等の統一も含め

て整理したいと思っています。 

【会 長】ありがとうございました。私から一言・二言お話をさせてください。

働き方改革は言われたとおり女性だけでは駄目だと思います。男性の働き方を変

えないと変わらないです。例えば市役所でも男性で育児休暇を取られている方お

られると思います。大学でも男性育休で休んだ方おられるんですが、そういった
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点も含めて、男性の働き方を変えていくということが必要です。役所というとこ

ろは一番くせの悪いところだと思ってるんです。労働基準法適用外ですから、野

放図なんですよね。もう過労死なんかいっぱい出てるんじゃないかという。そん

な環境なので、その辺はちょっと留意をしていただきたい。それは女性とか若者

とか限定をしないで、男性の働き方を変えることで全体の働き方の形を変えてい

くというのが、全体のフォーメーションだと思いますので、そういうものが見え

るようにしていただきたいというのが一点目です。もう一点、積極的なオーガナ

イズという話ですが、例えば先ほどＢ委員さんがおっしゃったところ、２ページ

に地域づくりアドバイザーというのが出てきます。また職員の積極関与という記

載があります。ところが９ページのところで、一番最初、協働によるまちづくり

を掲げながら、「しかしながら、少子高齢化や、単身世帯の増加、生活スタイルの

変容により、地域が抱える課題も複雑化しており」その後です。「これまで自治会・

町内会が担っていた支え合いの機能を今後も維持していくことが困難となってい

くことも想定されます。」と書いてあって、その後、みんなが力をあわせてやりま

しょうとなってしまっていて、むしろ問題です。こういう問題をしっかり出して

いくという仕事をまずしないと。課題を誰かが提起しないと、自治会のほうから

はなかなか出てきません。「こういう話をして、こういう問題があります。じゃあ

皆さんどうしますか」という。そこでオーガナイズするというストーリーではな

いかと僕は思います。前のほうでは積極的なことが書いてあるんですが、ここは

出てこないということですね。それから、これまで自治会・町内会が担っていた

機能を引き受けるだけでいいんだろうかというのが３点目です。高齢化していく

社会の中で、これから様々な問題が別途起こってくるんだろうと思うんですね。

そこで、今までのやり方では駄目なことがでてくるだろうと。社会が変わる中で、

ありますよね。昔はゴミはただ出しておけば良かったんですが、今は分別収集を

やってます。行政がその仕事を我々の側に投げて、市民も全部やってるわけです。

ゴミは統一的な基準で出来るわけですが、地域の課題は地域毎にいろんな課題を

抱えているので、課題を掘り出していく機能を考えてやらないと、新しい課題が

どんどん沸いてくるので、それを今までの自治会では耐えられないだろうと思い

ます。旧来の自治会に頼るというのは限界があるので、こことここは違うからい

いですよというのでは、実際交渉するのは難しいと思います。やっぱりそこはき

ちんとしたものを立てていかないと駄目だろうと思います。それから最後ですが、

防災の話がほとんど出てこない。山口市も実は災害があって、阿東町で水害にな

ったりしています。ただ、あまり沢山の人がそれに係っていないので、あまり実

感がないだけで、防災については、これからいろいろなことがたくさん起こって

くるのではないかと思っています。幸い山口県は現在のところ大雨が降ったり、

広範囲が水没するということは起こっていませんが、そんな時に、総合支所を使

うということなら、総合支所の防災機能の強化や、そのような見地から地元と連

携していくということもとても大事ではないかと思っています。全体に山口は災
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害の少ないところなので、もっと災害の多いところだと、このような文章でも、

もっと防災について記載が多いと思います。防災に関わって書いているところが

ほとんど無いことについて考えてください。それは単なるまちづくりというより、

まち支えやまちのメンテナンスというのか、そのような形、フォーメーションを

考えていかないといけないと思っています。そこまで書いたほうがよいとは言い

ませんが、私は課題は撤退戦略ではないかと思っていますので。要するに、縮小

する人口に対して、どういうような形で行政が支えて、どこからが他の人たちが

支えなければならないことなのかということをはっきりさせていくということ

が、大事ではないかと思っています。以上、３点ほど話をさせていただきました。

特に防災については、多少なりとも考えていただきたいと思います。本当に災害

が起こってからでは遅いですから。一応、備蓄とかあるんですよね。ただ、実際

どう使うかが分かってないと、いざという時、使えません。そういうことも含め

て、私は山口市についてやや危機感を持っているところがありますので、よろし

くお願いします。 

【Ｂ委員】先程、人材の育成・活用の推進で女性の話が出ましたが、この働き方

改革の箇所の下から３行目「管理職への女性職員の登用推進」というところ、こ

れは、僕はまだしていないから書かなければいけないと思います。今後向かって

いく方針ですから。ところが「女性のキャリア意識の醸成を図り」というのは、

これは言葉としてあまり適切でないと思います。と言いますのは、登用を推進す

るためには、その体制を整備すればいい。ここで今更キャリア意識の醸成と言う

と、今では足りないと反対に言っているのと同じです。それは皆ひっかかるので

はないかと思います。女性職員の管理職登用の推進はいいので、ここで「新たに

女性のキャリア意識の醸成を図り」というのが必要かと、ここを読みながら僕は

考えました。性別に関係なくというのも正しいとは思いますが、実際には登用さ

れている女性職員が少ないので、今後 10 年やっていきますというのは書かなけれ

ばいけないと思うので、僕はここは入れてもらいたいなと。けれども、その次の

言葉はちょっと考えてもらいたいと思います。それから、防災についてですが、

地域づくり協議会というのは、今ある団体を全部取り込んでいきますよというの

が地域づくり協議会なんです。何かをやっているから、例えばその民間のいろい

ろな組織がやっていることを応援するために地域づくり協議会があるので、地域

づくり協議会というのは、他の組織は入れませんというものでは困るので、それ

はオープンのほうがいいと思います。その中で出てきた芽を生かしていく体制づ

くりをするということで、理解をしてもらうような表現にしてもらうほうがいい

と思います。そこはお願いしたいと思います。 

【Ｆ委員】１２ページ「さらなる改革に向けて」において、「総合計画で掲げる将

来都市像の実現に向けた「経営方針」としての役割」ということなんですが、総

合計画とのすりあわせはどうなっているんでしょうか。１３ページには「多様な

主体との協働のもと、豊かな暮らしを支える行政経営」とあります。全体的には



- 7 - 

いいと思うんですが。次に、２０ページ「情報化の推進」ですが、私ども金融機

関も、フィンテックであと５年ぐらいと言っていたのが、２年後か３年後になっ

て。ＩＣＴの発達はスピードが激しいです。ですので、まず「情報化」という言

葉がとてもアナログ的だと思います。ＩＣＴ化の推進としていただいたほうがい

いと思います。それと、私どもでもお金のやり取りで、何十年も前から変わって

ないわけで、ぜひ、ＩＣＴ化の推進によって効率化を図っていきたいと思います

ので、強力に進めて、連携して一緒に進めて行きたいなと思っています。そうい

う中で、企業も全体的に生産年齢の人口が減少しておりまして、生産性の向上が

待ったなしです。今までの業務、事務であればＩＣＴ化をして、人手がかかると

こに人手をかけたほうがいいと思います。ですから、職員の適正化、業務の内容

の適正化が本当に重要だと思います。それに、今まで正規職員は減ってますが、

非正規職員さんの推移、トータルコストもそうですが、非常勤職員のトータルの

人数はどうなっているのか。また、各部局で、業務を減らさなければいけない部

署と増やさないといけないところがあると思うので、それはＩＣＴ化の推進によ

って、減らすところは減らして、人手がかかるところは人手をかけていくような

目標が必要だと思っております。ですから、そのような目標が、総合計画とすり

あわせていただければいいのではないかと。１３ページにあるように、今までは

職員数の適正化等ですが、今後は社会経済情勢や環境に即した組織運営や体制の

整備、手法の活用を進めると。その手法というのがＩＣＴ化ではないかと思って

おります。組織運営も、人手をどんどん減らしていいところ、ＩＴやＡＩを使っ

て減らしていくところと、介護のような人手がかかるところ、増やさなければい

けないところがあります。それらを見える化したほうがいいと思います。以上で

す。 

【事務局】総合計画とのすりあわせは出来ているのか、という御質問ですが、今、

第二次総合計画の基本的な政策の中の５、協働行政という中で、計画的効率的な

行政経営がありまして、そこで大綱の中身が出てくるというような組立てになっ

ております。実際この大綱の中身についてのすりあわせでいうと、基本理念のと

ころについても、企画経営課、総合計画を所管しております課とも調整を図り、

意見ももらっています。そのような形で、担当レベルですりあわせをしながら進

めている状況でございます。 

【副会長】質問です。社会保障関係費と書かれていますが、本来地方財政上では

民生費といっていたと思いますが、あえてそれは使っておられないという理解で

よろしいですか。民生費といわれても、非常に分かりにくいですよね。なので、

４ページのように、あえて社会保障関係費と言っているのでしょうか。通常、国

は社会保障費と言いますけど、地方財政の場合は民生費って言っていました。た

だ、昨日くらいの新聞に、「山口県財政」という中でも社会保障関係費と書かれて

いるので、そのほうが分かりやすいということで、あえて使っておられるという

理解でよろしいかというのが１点。それから、１０ページ、これは単純なミスだ
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と思いますけど、職員数のところの２行目「災害の増加に伴う防災」のところの

「防」の後が１字なぜか空白で空いています。防災関係について言えば、確かに

ところどころには出るんですけど、言われたように、それがもっと強調できるよ

うなものがあったほうがいいと私も思います。何箇所か出てきてはいますが。そ

れから、行政のオーガナイズ機能について、１５ページの協働推進体制の充実の

中で、後半の「そのため」以降のところ、このあたりが所謂実際に取り組んでい

こうという部分ですね。前半の「本市はこれまで」のところ、これは主語は本市、

山口市が主語で、いろんなことを推進していく、協働のまちづくりを推進してい

く。あくまで地域づくり協議会がプラットフォームだけれども、そこの連携につ

いて。そもそも自治会とか市民団体、ＮＰＯ法人、企業、あらゆる主体の連携促

進に向けた支援が地域づくり協議会だけで出来るわけがないので、公こそが行政

の出番だと思うんです。そういうところが、ちゃんとオーガナイズ機能を持たせ

るようなことを実際にやる人材ですね。そのあたりの表現がちょっと薄いですね。

だから、「そのため」以降のところでも、総合拠点としての機能強化を進めますと

言っているけれど、一体どんな人なのかイメージがつかないですね。誰がそれを

するのか。行政としてやりますよと。でも、そこにやはり何か地域にちゃんと貼

り付いて、本当にそういう役割を果たす人がいないと、誰がやるのかという話が

地域の中でも出るだろうし、行政の中でもそうと思います。最初に書かれている

職員の地域活動の推進は、あくまで職員でありながら、山口市民としての参加で

すよね。そうではなくて、会長が言われているのは、職員として、どういう人が、

人材が、地域をちゃんと組織化、結束し、束ねて行くのか。それを全部指示する

ということではなく、関わっていける人なのかというところなので、やはり見え

る形で、こういう人なんだと分かる表現にしていただければいいんじゃないかな

というふうに思いました。それから、２１ページの「行政評価システムに基づい

た」は、ＰＤＳ、Ｐｌａｎ、Ｄｏ、Ｓｅｅ。私も昭和の始めに行政入ったころは

これでしたが、今、同じ生産管理のシステムでは、ＰＤＣＡのほうが、生産管理

のみならず、すべてのところで言われています。ＰＤＳの、Ｓｅｅの評価を、Ｃ

ｈｅｃｋ、検証、そしてＡｃｔｉｏｎ、改善という、そういう表現が一般的と思

いますので、ここの表現をＰＤＣＡに変えられたほうが良いと思います。今大学

でもこういう評価システムを、ＰＤＣＡというふうにやっています。以上です。 

【Ｂ委員】さっき副会長さんもおっしゃったんですが、１５ページのところ、も

う一度私の考え方を言います。私は市の職員が地域づくりを推進するという考え

はないんです。地域をどうやって作っていくかということは、やっぱり地域が考

えることであって、地域づくり協議会というのは、そのところの民間の人のいろ

いろな人の意見を吸い上げる組織だと思います。だから、どういう指導をしてく

れという書き方ではなくて、それをどういうように援助するかということを書い

てもらいたい。地域のことは地域に任せてくれというのが、私の意見なので。行

政が指導すると「金を出すから」という形になってしまうんです。それは絶対い
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けないと思います。これからの地域というのは、残った人がどうそこで頑張って

いくか、どう話し合っていくか、というのが基本になければいけないので。ここ

の書き方はこれでいいとは思いません。ですが、地域づくり協議会と市長が名を

打って出た言葉だから、それを全部吸い上げるような、組織にしてくださいと言

っているだけで、地域づくり協議会が手を振れと言っているわけではありません。

地域づくり協議会は、あくまでいろんな人が来て、いろんな受け皿があるような

組織にしてもらいたいと言っているだけなので、これは本当に検討してもらいた

い。市の職員が地域づくりを主導するという頭はいっさい無いんですが、そこは

皆さんで議論していただきたい。というのは、地域づくり協議会はこういうもの

だから、こうしろと言われると、それは役所の指導であって、地域の人がほんと

に望んでいるか分からない。例えば交通安全の活動で、前に立哨している人を見

てください。お金もらってやってるわけじゃないんです。本当にお孫さんのため

に朝７時から、旗持って立っているんです。こういうことは、行政がやれっと言

っても、絶対やらないでしょう。自分の子どもさんなり、人のお孫さんのために

と、前に立っているわけですから。昔は湯田駅の前でも、やくざがいたんですが、

警察とそれから自治会が一緒になって見回りをして、ここいてもらったら困ると

いうことをずっとやってきて、やっといなくなったんですよね。それらも何も市

から言われたことじゃない。市は後から応援で来ただけですから。だから、そう

いうふうに、あくまで地域のことは地域がどうしようか考えるということを応援

してくれるのが僕は地域づくり協議会だと思っているので、市とちょっと考え方

が違います。だから、さっき副会長が言われたように、こういうコーディネート

はこうしたらいい、地域経営はこうしたらいいという意見はもらっても、そんな

ところからはいいものは出てこない。本当に小さなところから２、３人集まって

出てくるっていうところが一番大事なので、百人いるから良い組織だと僕は思わ

ない。だから、どんな動きであっても仕上げられるような組織にしてもらいたい

っていうのが私の意見です。 

【副会長】今、Ｂ委員さんが言われた御意見と、私は同じ考えです。私の言い方

が誤解を招いたかもしれませんが、行政が地域づくりにどんどん介入して、そこ

でコントロールしろということではありません。ただ、実際に地域でいろんな意

見が出てくる。いろんな多様な主体と呼ばれるところが出てくる。そういうとこ

ろで、放任してしまう、もうまかせっきりなんだからというのは、ちょっと違う

と思います。お金をやるからという話もでましたが、確かに財政的な面での関係

も当然あるわけです。ただ、お金が出るから、そこがどうのこうの、というわけ

ではなくて、それは本当に必要なものとして地域でどういった使い方をしていく

か、それは当然尊重していかなければならない。だけど、全く切り離して、地域

のことは地域でやってくれというのは違うと思います。そこはまさにＢ委員さん

が言われたように、どういうふうに具体的に関わっていくのかとか。逆にそれが

示されたら、行政がどんどん口出ししてコントロールしていくのではなく、けれ
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ど、そこにちゃんと支援はしていくような。大きいところでは財政面というのも

あると思います。本来行政がやっていたことを地域で、見守り活動一つとっても

やってるわけです、あれがなければ、行政はどれだけのことをしなきゃいけない

か、そのようなことも含めて、少し１５ページのところの表現を、具体的に、出

来る範囲でかまいませんので、していただきたいな、というのが私の意見です。 

【会 長】ありがとうございました。私からも一言言わせてください。お二人の

委員さんの言うこと、私もよく分かります。ただ、こういう点もあるのではない

かなと思っているのが、地域にある問題があって、地域の人は気が付いてるんだ

けど、なかなかそれが解決されないとか、具体的に見えてこないという場合です。

市がちょっと手助けしたら地域で解決できるような話であれば、まさにＢ委員さ

んのおっしゃるとおりだと思います。一方で、市のほうでも高齢化に伴って、あ

るいは生活様式が多様化していって、いろいろな問題がどんどん増えている。そ

れを職員が減っている中で対応しようというのも無理な話ですよね。当たり前の

話です。そこで、悪い言い方をすれば押し付けるというか、地元に何とかやって

いただきたいという話が出てくることも確かです。それで、上から仕事をふって

くるような形でさせると、これは正に下請け機関になってしまうので、それはま

ずいだろうと思っています。それで市の職員さんが市民としてそこに入っていく。

それはいいと思うんですけど、市役所の人たちは、防災になったら、みんな借り

出されるわけです。部署に関わらず。命がけでやらないとそれはだめなわけです。

それと同じだと思うので、市役所の職員だったら、例えば道路の仕事をやってい

ようが何だろうが、この地域にこういう問題があるんだということに、すごくセ

ンシティブであって欲しいわけですし、そういうことでこそ、やっぱり正規の職

員として賃金が払われていることに意味がある。そういう形で、触媒というんで

しょうか。そこに人がいることによって、何か問題の解決の道が開けたり、こう

いう問題があるんだということが分かったり、そういった問題の解決の仕組みが

作りうるような形になるような意識を持った職員であって欲しい、ということで

す。アドバイザーのような専門の人を入れて、何かオーガナイズするという上か

ら目線の話だけじゃなくて、やっぱり地域にあるいろんな問題を掘り起こせるよ

うな仕組み、そういったコミュニケーションの仕組みを作っていかなければいけ

ないと思っています。そこで、相互のコミュニケーションという話が、市のウェ

ブページをみてくれというだけではちょっと辛いなというところが、感じている

ところです。 

【Ｆ委員】人材育成や働き方改革の部分についてですが、働き方改革の必要性の

意識啓発を図っていただくという項目はとてもいいと思いました。と申しますの

も、働き方改革は、ワークライフバランスにつなげていくというところもありま

す。とかく参画の言葉というのは言葉だけが独り歩きをして、一番底辺に何があ

るのかということが分からずじまいで、行動だけが起きていくという部分があり

ますので、意識啓発を兼ねた働き方改革を理解していただくのは、とても良かっ
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たと思います。女性の管理職の登用の推進という部分も、これからは女性活用を

進めていくのは必要だということで、Ｂ委員さんも言っていただいて、とてもい

いと思いました。ただ、キャリア意識の醸成というところなんですけれども、こ

こに入れるか入れないかというのは検討していただいたらいいと思うんですが、

なかなか自分がキャリアとしてあがっていくという意識、意識のほうの醸成です

ね。キャリアを積むことは出来るかと思うんですが、意識の醸成というところは

なかなか難しいところがあるので、そこのところは今後考えていただいて、入れ

ていくか入れないかというところも少し検討いただけたらな、と思いました。よ

ろしくお願いします。 

【Ｈ委員】６ページの財政効果額ですが、１５７億２千７百万円という数字が出

ております。今後１０年もそうなんですが、この効果額というのは、ただ単に出

た数字だけで、内部で出された数字ではないかと思うんですよね。こういう数字

を出すにあたって、オンブズマンとか、第三者委員会とかに出されているんです

か。 

【事務局】こちらの数字につきましては、職員の削減や民間化の取組み等の効果

額を積み上げて出したものでございますので、第三者委員会等に図ったり、とい

うことはございません。 

【Ｈ委員】今回は無かったということですが、今後また５年なり１０年なり、そ

ういうお考えはおありでしょうか。 

【事務局】財政効果額については、これまでの１０年は合併による人件費の削減

等で、財政効果額を出していこう。あるいは民間化を進める中で、直営で今まで

やってきたものと比較して財政効果額を出していこう。そういった手法でこれま

で１０年は基本的にはやってきました。その結果として、積み上げてみるとこれ

だけ効果額があがりました。一方で、これからの１０年になってきますと、大幅

に人件費が削減されるかというと、そういうことにもならないでしょうし、民間

化も一定進んできたということもございますので、こういった財政効果額が、百

億、何十億という形で成果が表現できるかというのは疑問があるところです。今

後、指標を考えていく際には、どういったことで成果をみていくのかというとこ

ろをまた御意見をいただければ、というふうには考えています。 

【会 長】この委員会は、もともとはこのように民間化とか指定管理者制度にす

ることによって、お金を減らすとか、人件費を減らすとか、つまり財務的な面が

すごく強い委員会だったんです。ですが、だんだん話の中身が変わってきました。

今回でいえば、これはもう単純に積み上げた金額で、一つの目安ということです。

今後、指定管理者に変えて良かったのか悪かったのか、そういう評価まで含めて、

考えてみなければならないということになりますと、こういう単純な数字にはな

らないでしょう。次はもっと多面的な指標で行政改革を測らないといけないんじ

ゃないかと理解しています。 

【Ｉ委員】１３ページの「多様な主体との協働のもと、豊かな暮らしを支える行
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政経営」というところです。私は１年ごとに変わる役職なので、割と市民感覚に

近いと思います。抽象的な話かもしれませんが、所謂ここでうたってる協働のま

ちづくりとか、行政経営というのがうまくいって、良くなった具体的な事例とい

うのは日本国内でそんな自治体、あるいは地域があるんでしょうか。それが分か

れば、ここでうたっていることがイメージできると思うんですが。この「協働」

とか「行政経営」という言葉は、一般市民からすると外国語に近い感覚で、ピン

と来ない人も多いと思います。そういった意味で、具体的なイメージできるもの

があれば示してもらえれば、いろんなものが共有できるのかなと。私、具体的に

イメージできないものは実現できないと思っているので、ちょっと一つの意見と

して聞いていただきたいなというのが一点。それと、私、司法書士という仕事し

てまして、仕事柄気になるのが、空き家対策について、どのようなビジョンを描

かれているのか。私の感覚で言うと、今、新築の家はすごいスピードでたくさん

建ってるんですよ。でもその分、ほぼ同数、空き家が今後増えていく。私も家を

建てていて、実家はほぼ百パーセント空き家になると思っています。だからそう

いったときに、地域づくりの中で空き家の対策というのは非常に重要で、これを

どう解決していくのか、あるいはどう活用していくのかというところも、重要な

要素なのかなと思いました。以上です。 

【Ｂ委員】空き家対策は市がしていて、空き家の情報も把握しています。ところ

が家主がいないので、そこから先の話が進まない。空き家がどれくらいあるのは

分かりますが、どう使っていいのかというのは出来ない。ただ、空き家は実際に

は皆分かっています。 

【Ｉ委員】ますます増えるでしょうね。 

【会 長】空き家は本当に深刻な問題です。山口市はまだ目立たないんですが、

先日、四国の田舎を歩いてますと、ものすごい立派な家が建ってるんです。でも、

隣の家はもう軒が傾いて倒れている。人が住まなくなって無人になって２０年、

３０年すると、完全に朽ち果ててしまうんです。山口市内では考えにくいかもし

れませんが、私の近所でも、大殿ですが、それに近い状態のものがあります。そ

ういうのが目立つような状態になってくると、単純に人が住んでないということ

以上に、まちが寂れるというところで、すごくバリューが下がってしまう、価値

が下がってしまうという大きな問題なんです。今、Ｂ委員さんのおっしゃったと

おり、地域の問題であって、地域の組織の体力の問題という点にも大いに関わっ

てくる点なので、そういうところをどういうふうに考えていくのか。県は市にＩ

ターン、Ｕターンというような形で考えておられるんですが、山口市は割とその

問題がそれほど深刻に見えないというところが、むしろ深刻かなという気もしま

す。 

【Ｊ委員】先ほども話があったように、各自治会、地域や地区では、元気なとこ

ろもあるでしょうし、そうでないところもあって、その活動はこれから先の少子

高齢化も含めて、変わってくると思っています。今までできたことができなくな
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るという地域がたくさん出てくるんだろうなと。そういった意味では先ほどから

ありますとおり、どうやって市がそれにかかわっていくのかというのは、Ｂ委員

のおっしゃるとおり、やりすぎてもいけないでしょうし、やはり少し手を伸ばし

てもう少しやらなきゃいけない地域も出てくるので、その辺も含めて考えないと

いけないんだろうなと。いずれはなかなかできないことになっていく。先ほどの

新築がどんどん建っている地区はまた違った話がでてくると思いますし。以上で

す。 

【Ｊ委員】市職員の人材育成の話は伺いましたが、まちづくり協議会の方々や、

自治会の方の中から、もっとリーダー的な立場になれる方の人材育成というのも、

必要になってくると思うんですけれども、いかがでしょうか。 

【会 長】Ｂ委員、いかがでしょうか。 

【Ｂ委員】自治会に参加されている人、参加されておられない人もいらっしゃる

かもしれませんので申し上げますが、自治会長を順番でやっている自治会が約７

割おります。ですので、１年毎に変わってしまって、何をやっても決まらない状

態です。たまたま私は５年、６年やっていますが、長い自治会長さんは上手く組

織をつくって、若い人に皆やってもらう。というのは、２０代、３０代の人が動

かないと、自治会は動かないからです。リーダーを養成するっていう発想で僕は

やってるんじゃなくて、私ができないからお願いします、と若い人にお願いして

やっている。そういう意識付けをしていかないと組織をつくることはできないん

です。そういうことを今、自治連合会とか、いろんなところに出て言ってるんで

すけど、なかなか自治会長のなり手が無い。皆さん、昼間働いておられるから、

夜の会合になると、今度は嫌で出てこない。だから、例えばいつ来てもコミュニ

ケーションがつながる真ん中に市の職員がいてくれるといいんです。会長とか頭

になっている人が考えていることを、いつ来ても相談ができる仕組みがないと、

組織がまわらないと私は思ってます。だから、私が自治会長やってて、「こんなふ

うにやりなさい」と言ったことは一回もない。「この予算をとってあげるから、あ

なた方若い人たちは、どう使うかね？」と言います。それで、例えば金魚すくい

とか、風鈴づくりとか、そういうのやってみようと若い人が集まってきて、それ

におじいちゃんや、おばあちゃんがのってきて、祭りみたいになって。そういう

形で毎年参加する人が増えてきてるというふうにやらないと。今年これやろうと

言ったって人は動かない。人をどう参画させるかという方法を、トップの人がど

う考えるかで自治会って変わってくると思うんです。私の地域では２８自治会の

うち２１くらいの会長さんが毎年順番で変わります。引継が上手くいくところは

いいんですが、例えば県営住宅、市営住宅なんかの自治会さんは、回るだけで４

００世帯くらいあるんです。面倒みきれません。だから、本来絶対やらなきゃい

けない仕事、例えば市報の配付ですが、それだけで大変ですからね。そういうこ

とを本当にやってあげられる人と、実際には出来ない人と分かれてきます。やら

ないから自治会に入らないとかではなくて、そういう人を巻き込まないと、もう
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どうにもならないところに来てます。それと先ほどＩ委員がおっしゃったんです

が、いい事例はいっぱいあるんです。阿東町での共同タクシーとか。いい事例は

いっぱいありますから、協働推進課に聞いてみてください。これは私が言うより

は、協働推進課のほうが本職なので。以上です。 

【会 長】はい。二つだけ言わせてください。一つは例えば自治会が壊れそうな

ところを、どうやったら直せるかという成功事例とかを皆で見に行くというのは、

とても大事です。お話を伺うだけではなくて、実際どうやっているのかとか。そ

ういうのを見ると、ものすごい力も沸きます。さらに、出来ればそういう成功事

例集みたいなのを作って、やる。あるいは余所の市でもここは顕著な功績を収め

たとかがあれば、皆で見学に行くというようなことで考えていただければいいと

思います。二つ目です。山口市が働き方改革をして、公務員の皆さんが５時には

ちゃんと帰宅をして、自治会に参加できるようにしていただきたい。たぶん一番

これが大事なことだろうと思います。市役所の職員が忙しくて自治会にも出て来

れない、地域の問題何一つ知らないというのは、市役所の職員としての成長をす

ごく妨げてるんじゃないかと。セクショナリズムがちゃんとある世界ですから、

それを悪いとは思わないんですけど、やっぱり市の課題全体に市役所の職員全員

で取り組むというような姿勢が出てこないと、このような問題はなかなか解決し

ないと思います。夜は自治会に行って、会長にこれやろう、あれやろうと提案す

るような状況になっていくのが正解じゃないかと思います。 

【Ｂ委員】実際にやってらっしゃる市の職員もいます。今おっしゃられたように、

そのようにして、みな入ってくればいいので、それが一番大事だと思います。 

【Ａ委員】１５ページで、移動市長室、ウェブサイトや市長への手紙など、「広く

市政に対する意見や提言を聴く機会の充実します」ということなんですが、キャ

ッチボールが出来ているのか、どうでしょうか。何月何日の移動市長室でこうい

う意見が出た。それがいい意見だから、取り上げて実行をしますと。そのような

ことが、実際にそこで言った人には何も戻ってこない。例えば広報にコーナーが

あって、「何月何日、こんな意見を頂きました。それをこういうふうな形にしまし

た」というのが出れば、言った人も役にたったと広報を見て喜びますし、周りの

人も、こういういい意見だったら取りあげてもらえるんだというのが分かる。つ

まりキャッチボールが出来ると思うんです。どういう形がいいのか分かりません

が、そんなキャッチボールが出来るような方策をとってもらえればと思います。

それから、先ほどの災害の件ですが、私の地域は災害の避難訓練は一回もしたが

ことがありません。山口市ではするとこが少ないんじゃないかと思います。です

から、地震とか、大雨とか、事由によって避難場所が変わってくると思います。

そのようなことも、机上だけではなく、現場をしっかり見てもらって、的確に指

導が出来るようなかたちを作ってもらいたいと思います。それから、コミュニテ

ィバスの件です。私は吉敷に住んでおりますが、一度ゆめタウンまでコミュニテ

ィバスで行ってみようと思って、時刻表を見たんです。でも、字が小さい。それ



- 15 - 

にどこでどう繋がっているのか分からなくて困ったんです。これから先、お年寄

りが免許の返上をした場合、どうやって行ったらいいのかという話をよく聞きま

す。運動をしに南総合センターまで行きたいとか。あるいは長野のほうに行きた

いとなったとき、そういうのがあることも知らないというのもあるんですね。だ

からＰＲが足りないと思いますし。また、どうやって行ったらいいのかというこ

とをもっと分かりやすくして欲しい。ＪＲに電話したら、すぐ時間まで教えてく

れますよね。出来れば、そこまでやれれば一番いいと思います。だから、コミュ

ニティバスが利用されないから、本数を少なくするとか、値段を高くするとかい

うのは、昔の国鉄と同じです。隣の私鉄はサービスを良くして値段はそのままと

いうようなかたちで、私鉄と国鉄の違いがどんと出たのと同じです。その辺のと

ころを、実際に現場を見てもらって、計画を作ってもらいたいと思います。それ

から、先ほどＰＤＣＡのところなんですけど、Ｃはチェックですか。 

【会 長】チェックです。結果を検証しましょうという話ですね。昔はＰＤＳと

いう言い方をしていました。 

【Ａ委員】そうなんですね。行政システムには、チェックがないのかなあと思っ

てインターネットで調べましたら、やっぱりＰＤＣＡと書いてありました。先ほ

どのお話ありましたとおり、やっぱりちゃんとサイクルを回していく必要がある

と思います。 

【Ｂ委員】ちょっとよろしいですか。移動市長室、所謂車座トークは、今年から

フリーになっています。意見を自由に言うかたちです。それで回答は各部署の部

長さんがきちんと行っています。それはすべて録音されていますから、各地域交

流センターに行きましたら、ちゃんと回答が出ています。大歳は、ちゃんとそれ

を大歳回報で回していますが、なかなかその回報が見られない方が多い。つまり、

市長だけが来るんじゃなくて、各部の部長さん方が来られますので、一応その場

での回答は出来るようになっています。おそらく参加されたことが無いんだろう

と思いますので、参加してみてください。とりあえず。参加してみると「こんな

ことも言ってるんだ」ということが分かります。出来るとか、出来ないとか、そ

の場で回答できないものは、翌年の車座トークで回答があります。 

【Ａ委員】分かりました。それからもう一つです。広報について。コストに関わ

るかどうか分かりませんが、山口市は月に２回広報を出されてますね。先般聞き

ましたら、宇部市は月に１回発行です。宇部市の広報を、インターネットで見ま

すと、ページは８ページです。但し、全ページがカラーです。一方で、山口市は

１８ページくらい。この情報量の差が市民に影響しているのかどうかちょっと分

かりませんが、宇部は宇部でもしかしたら回数を２回にしたいと思っているのか

もしれませんが、もし宇部はそれで満足しているんだったら、山口市も発行回数

を見直す必要があるかもしれません。広報が回ってきても、すぐに新聞紙と一緒

に重ねてしまうというような話もよく聞きますので。そのあたり、検討、見直し

てもらいたいと思っています。 
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【Ｂ委員】それはちょっと反論していいですか。市報を配る人のことを考えてく

ださい。市報は毎月２回来て、町内会が皆配っているんです。４００世帯も。う

ちでも６０くらい配ています。配る人も黙って配ってくれる。それを新聞と一緒

に重ねてしまうと言われると、何やってるか分からなくなってします。一緒に入

れるのではなく、一応見てください。それから、吉敷だと吉敷だよりというのが

別にあると思います。そのためにも見てください。月２回という回数は、僕は正

しいか正しくないかという議論は分かりませんが、２回来るのを配る人はちゃん

と配って、見る人はちゃんと見てるということは事実としてあって、それで山口

市はだいたい体制が出来ていると思うので、僕は現状がいいと思います。という

のも、私の自治会の広報も、それに合わして原稿作っているわけです。新聞記者

がおるわけじゃないですけども。だから、仕組みがそうなっている中で、それを

急に１回に変えて徹底するとなるとちょっと大変だと思います。この２回という

のは何十年も続いてきていて、それで見ている人もいると思いますし、お祭りの

案内も２回ないと人が集まらないこともあると思いますので、私は２回がいいと

思います。ページ数は分かりません。以上です。 

【会 長】それでは議題２に入ります。その他、行政改革に望むこと等ございま

すでしょうか。 

【一 同】意見無し。 

【会 長】皆さんから忌憚の無い御意見を頂き、また最後まで委員会の審議に参

加していただきまして、ありがとうございました。貴重な意見は、これから山口

市に反映されるものと期待しております。どうもありがとうございました。 

 これで平成２９年度第３回山口市行政改革推進委員会を閉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２回山口市行政改革推進委員会意見対応表 
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