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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４回山口市行政改革推進委員会 

開催日時 平成３０年１月１８日（木曜日）１０：００～１２：０５ 

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 

植村 高久、内田 充範、岡田 直美、久保田 文子、下道 一範、竹田 哲郎 

豊田 政子、原 昌克、原田 勉、平田 隆之、水岡 隆廣、矢次 巧（１２人） 

（敬称略） 

欠席者 青木 美弥子、富田 博之 

事務局 総務部：大田部長 村田次長 

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（案）について 

２ 第二次山口市行政改革大綱推進計画（案）について 

３ 今後の民間化に係る取組みについて 

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】それでは議題の（１）第二次山口市行政改革大綱（案）について、事

務局から御報告をお願いします。 

【事務局】資料説明 

【会 長】はい、ただいま説明がありました議題（１）について御意見、御質問

があればお願いいたします。 

【Ａ委員】ちょっと質問させてください。１３ページに自立した行政経営を展開

していくことと書いてありますが、これは、財政的にという意味ですか？自立し

てもらってないと困ると思うんですが、その辺を説明していただきたいと思いま

す。それから、文書の中で多様な主体という表現が何箇所かあるんですが、例え

ば１４ページの真ん中には、地域コミュニティをはじめＮＰＯ法人云々と例示が

してあるんですね。こういうふうに書いてあれば分かるんですが、例えば１３ペ

ージの最後のほうのように、ただ多様な主体と書いてあるだけだと、「さて、多様

な主体とは何だろうか」とよく分からないんじゃないかなと思いました。他にも

多様な主体と使ってあるところが何箇所かあったと思います。それから、１７ペ

ージの８行目のところに、実行力をもった組織体制の整備と書いてあるんですが、

これは例えばどんな組織体制でしょうか。実行力を持ってもらわないと困るんで

すけど、例えばどんなことを考えておられるのか、お聞かせをいただきたいと思
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います。以上です、よろしくお願いします。 

【事務局】はい、まず自立した行政経営というところですが、おっしゃるとおり

財政基盤をしっかり整えまして、持続可能な取組みを進めることができるような

体制ということで、このような自立した行政経営という表現にさせていただいて

おります。続きまして、多様な主体というところですが、ぱっと一覧で見やすい

のは、１４ページの図の下のほうに書いておりますが、市民や地域コミュニティ、

市民活動団体、事業者、教育機関等、このような主体と連携しながら、行政運営

についてしっかりと協働しながら進めて行きたいという思いで、こういった表現

にしております。続きまして、１７ページの実行力をもった組織体制というとこ

ろも、実はこちらの思いもございまして、きちんとやるべきことをしっかりと実

行できる組織体制をきちんと整備していくという思いで、こういった表現にして

おります。以上です。 

【Ａ委員】この絵を見れば分かるということなんですが、例えば何々などという

ような形で、何か例示をしたほうがいいんじゃないかと思います。例示を書いて

あるところもあるんですが。それから１７ページの実行力をもった組織体制とい

うところは、気持ちは分かるんですが、さて、実際に実行力をもった組織体制と

はどんなものだろうか、理解が難しいところがありますので、何か工夫をされた

ほうがいいと思います。 

【Ｂ委員】Ａ委員がおっしゃることも分かりますが、僕は１３ページにある多様

な主体は、例示をする必要はないと思います。それから実行力については、ワン

ストップ機能等を入れていただくということですから、これはこのままでいいん

じゃないかと思います。他のところはちゃんと対応していただいて、文書もだい

たいは直していただいているので良いんですが、ちょっと１箇所腑に落ちないと

ころがありました。９ページの一番最初に「これまでの取組みにより、協働のま

ちづくりの理念や」とあります。その次、「地域づくり交付金制度により」とあり

ます。これでは、要は、金を渡すからというふうに見えてしまうので、ここは、「ま

ちづくりの理念を受けて」「これを支える」とかを入れてもらいたい。これではマ

ンツーマンになって、イコール金になっちゃうから、ちょっと一言説明を入れて

もらったほうがいいんじゃないかと思いました。それから、その下では、新たな

課題という言葉がたくさん使われています。その下には地域の問題というのがあ

ります。問題と課題がどう違うのか、言葉の辞書を引きますと、課題というのは

解決すべき問題で、問題というのは回答を要する質問なんです。そこは違いを理

解して使っていただくと、良いと思います。以上です。 

【Ｃ委員】今お聞きしていいのかどうか分からないんですが、大綱の案で、１ペ

ージで実施状況が載っておりますが、実施（継続）というのが４７ありますよね。

これが、今日頂いた推進計画のほうにつながっているのでしょうか。一次は一旦

これで終わりなんだということなら、実際の達成率は７．１パーセントなのか。

その辺りのことをお聞きしたいと思います。 
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【事務局】今回お配りした第二次の推進計画につきましては、基本的にはこれま

での取組みを踏まえて、まだ達成してないものについては、引き続き掲載するよ

うな形にしております。ただ、そのまま掲載するという訳ではなく、同じような

種類のものを一体的に進めるということで、一つの推進項目にしたり、少し形を

変えて、推進項目を構成したりということで、基本的には継続して取組みを進め

る形で構成しております。 

【Ｃ委員】そのように、今回一次から二次につながるということはいいと思うん

ですが、一次が１０年ありまして、これから先また１０年ということになった時、

一次の推進計画の未達成の部分が、二次のほうにいった場合、その項目が完結し

たのかどうかというのをはっきりしたほうがいいと思います。統合するべきとこ

ろは統合されたほうがいいと思うんですが、これはもう駄目だ、これは完結した

んだと、そんなところを公表して、継続して次の委員会のほうでやっていっても

らいたいなと思います。以上です。 

【会 長】私も、やや抽象的な書き方がちょっと最後目立って、やや気になって

います。先ほどワンストップサービスという言葉が出たんですが、総合支所の活

用というのであれば、やはりワンストップサービスのようなとか、何か効率を高

めるような具体的なキーワードが見えたほうが分かりやすいと思います。それか

ら最初の部分も、財政の問題であればやはり財政の問題だとはっきり書くべきと

思います。基本的な話で言うと、ここは市民主体のまちづくりという話と、やは

り財政事情が厳しいので、どうやって出る金を減らしていくかという話が重なっ

ていて、鎧と衣みたいな関係になっていて、それが整合していないところがあり

ます。財政の問題のところはやはり財政の問題だとはっきり話をしておいたほう

がいいです。その問題をどうするのか、ということははっきりしていて、市がど

こまでやるのか、どれだけのサービスができるのかというのは、入ってくるのに

合わせないと駄目ですよね。それを「自立的な」という言葉で済ませると、中身

がすごく曖昧になってしまいます。少子高齢化の中で要求が増えてくるけれども、

市が出来るサービスは限られていて、その中で適切な、できるだけ効率的なサー

ビスを提供するんだとはっきり書いたほうが、私としては、こういう文章として

妥当だと思います。他に御意見等ございませんか。 

それでは議題（２）第二次山口市行政改革大綱推進計画（案）について、事務

局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。それでは議題（２）推進計画につい

て御意見御質問ありましたら、お願いします。 

【Ｂ委員】それでは、基本的なことからまずお聞きしたいと思います。１ページ

の効果的な市報情報の提供という段から行きます。これは、この前自治連合会で、

今自治会長とか町内会長さんとかやってる人が高齢なので、市報を減らして欲し

いという話があって、１月と８月が、来年度試験的に１回になります。ここで分
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かりやすい市報づくりとか提供と言いながら、片方では高齢化の問題等で部数が

減るという問題に対して、広報課が中心になってどう対応していくのか考えても

らいたい。自治連合会には説明があったんです。われわれも全部聞いてるわけで

はないんですが、一般の市民の方の意見を情報収集する場があって、月２回が良

いのか、宇部市みたいに月１回が良いのか、そういった議論をしたいと思います。

この項目には提供という言葉があるんですが、実際には部数が減る。高齢者の方

は、基本的に休日の病院の欄を見る方が多いらしいんです。そういったところも

少し考えていただきたいというのが、１点です。それから、３ページ、４ページ

の地域の参加についてです。以前の委員会で会長さんもおっしゃったんですが、

地域づくりに市の職員が参画する日を設けることについて御提案申し上げたい。

というのは、地域づくりに支所の職員はおられるんですが、市の職員が実際に参

画することはあまりありません。なぜこういうことを申し上げるかというと、都

市整備課の主管で今年花博がありますよね。それで、市の職員が半分花博の予約

券を整理して、自治会が半分整理する。ここに商工会議所の方もおられますけど、

商工会議所のほうも商工会の会員には団体で申し込んでくださいとしている。実

際にはどうやってやられるか、こうやってイベントをするときに、市の職員がど

こまで参画をするだとか、何も百年に一回の行事じゃなくて、毎年やっているイ

ベントやるのに、市の職員がどういう形で参画するかっていうのを入れられると

分かりやすいと思いますので、地域づくりの参加の項目の中に、市の職員が参画

する項目をもうけてもらいたい。たとえば、そのようなイベントに協力しますよ、

とか。あるいは日付をもうけて参画し、実際に体験を強化する日を設定するなど

して、日にちの設定とか人数の設定とかを、具体的に表してもらうと、一緒にや

っているんだなっていうのが多少分かると思います。それから、５ページになり

ます。私が考えるのは、これからが市民の数が減ってきますよね。３７年には 

２千人くらい減る。市民が減るのに、市の職員数は１７００人と限定されている。

それから業務量の見直しがこの中で一回も出てきてないので、行政の業務は何か

っていうのを、やはりどこかで一回把握していただきたい。人が減るのが正しい

のか、組織体制を整備するのが正しいのか。それは業務量が分からないと判断で

きないと思うので、そこを一つ御指摘します。７ページでも同じことです。それ

から８ページです。総合支所とかいろいろ書いてあるんですが、ワンストップ機

能というのが、一つも言葉として出てきていません。これはどこかに入るのでは

ないでしょうか。これは、私では分かりませんが。本庁舎を作るときのワンスト

ップ機能しか書いていません。私は、総合支所にもワンストップ機能を設けて欲

しいと言っているんです。入れられないというならそれでいいですが、どこかに

は必要ではないかと思います。それから、９ページになりますが、市民の窓口業

務に対するクレーム数が、だいたいどれくらいか御存知ですか。要は、クレーム

があって、それにどう対応したかというのがないと、窓口業務の効率化というの

は図れないと思います。だから、僕はこういうことでクレームがありましたとい
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うことを、総合的に集計して取り組む方向が、僕はワンストップ機能の強化にな

る、そして窓口機能の効率化になると思います。これはどこかでとりまとめてい

ただきたいと思います。それからコンプライアンス研修ですが、私は民間ですか

ら毎月２回はやっています。これは、実際にはコンプライアンス研修は毎月実施

するとか半年、３ヶ月に１回やるとか計画たてられたほうがいいと思います。掲

げて研修するよりは、数値化するほうがいいと思います。それから、１４ページ

で女性職員の登用について、１０パーセント以上とされていますが、全体の女性

の採用数が多くないと、ボトムアップする数が少ないんじゃないかと。少数精鋭

で行くのか、あるいは全体の女性職員を多くするのか、考え方を示してもらわな

いと、管理職登用だけが先に走ることはないと思います。女性職員の活用と言う

のであれば、女性職員を何パーセント採用するとか、ある程度の目標を出したほ

うが良いと思います。それから、２１ページの市税等の徴収率の向上についてで

す。滞納がある方について、国民健康保険とかの保険年金課は、話し合いに来て

くださいって文章を出すんです。一方で、基本的に収納課というのは差し押さえ

にすぐ入るんです。銀行口座から引いてしまう。実際には、保険年金課と収納課

との連携がないから、話し合いされないまま預金から引かれます。聞かれたら分

かると思います。課同士の調整が出来てないままやると市民が路頭に迷います。

払ってないほうが悪いので、差し押さえが悪いわけではありませんが、猶予期間

を与えておきながら、収納課が一方的に引いてしまう。ところが、保険年金課の

ほうは「どういう支払いならしてもらえますか」と選択肢を与えながら、収納課

が「いや、払わないほうが悪いから引きますよ」と引いてしまうというのが実情

です。そこは連携するようにお願いしたい。私からは以上です。 

【Ｄ委員】Ｂ委員さんと関係があるのですが、１３ページの人材育成・活用の推

進、効果的な人員配置のところで、正規職員の人員について５ヵ年１７００人程

度を基準として計画されておられます。１７００人５年間一緒ですと言ったら、

何もしてないように感じてしまいます。組織体制の見直し、業務の見直し、ＩＣ

Ｔの活用等改革をされるということで、人数の変化が無ければ人員の再配置、人

材の再配置が行われると思います。人が要るところと、業務を効率化して人が要

らなくなるところ、これが見えるように目標を立てていただいたほうが、市民に

も分かりやすいと思います。それこそ、地域に飛び出す職員は、飛び出していた

だければいいし、子育てとか介護とかには、やはり人が要ると思います。一方で、

通常の業務はＩＣＴ化して人数を減らしていかないといけないと思います。それ

と関連しますが、ＩＣＴの活用について、こないだテレビでリトアニアではペー

パーレス化を推進して、窓口がかなり減って効率化されてると言われていました。

総務省でもペーパーレス化を推進してると聞いています。１６ページの２８の項

目でも、ペーパーレス化を目標にされたら良いのではないかと思います。地域を

回っていますと、「人手不足が、人手不足が」と聞こえてきますので、市役所が率

先垂範して、臨時職員も含めて適正な人員を配置し、できれば人員を削減してい
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ただいて、地域全体の人材再配置をしていただければと私は個人的には思ってい

ます。 

【Ｅ委員】初参加ということで、的外れな点もあるかと思うんですが、素直に思

ったことを述べさせていただきます。今この内容をはじめて見させてもらった時

に、まずちょっと分かりにくかったのは、背景という部分が記載されていないと

いうことです。基本理念がぽんと決まっている中で、こういった背景があるから

こそ、こういった目的を持って、こういった方法でやっていくんだということが

見えません。背景が見えないと私自身も意見しにくいです。どういった課題があ

るのか、背景が見えてこそ、その先の解決方法も見えてくると思います。それと、

取組み内容に対しては、大枠の説明ということで、ここまでの記載しかできない

ということで仕方ないのかもしれませんが、実際にどういったことを実施してい

くのかという詳細が見えない。そのことが一番大事なところになってきますし、

そういったところに対していろんな意見がある中、平成３０年度はこういったこ

とを実施します。そしてその後、実際に計画として、目標数値が８５パーセント

が９０パーセントに随時上がっていきます、と。数値目標の上昇の根拠も、取組

みの内容が見れないと、市民の方にも説明しにくいと思います。ペーパーでやっ

ていく中では、これから先に踏み込んでいく部分の資料というのはなかなか難し

いかもしれませんが、ペーパーレスという形もとってですね、具体的な取組み内

容の中身に関して拝見させていただけると有難いし、また意見させていただきや

すいのかなという風に感じました。 

【Ｃ委員】１２ページの２２、業務改善の推進の年度別の数値目標についてです。

さきほど説明を聞いていて、常に業務改善意識をもって仕事する職員の割合とい

う表現が私はものすごく気になりました。それに、２８年度が８９．５パーセン

トということで、１０．５パーセントはそれにあたらない人がいるんだと。どこ

でもそれくらいはいるのかもしれませんが、ちょっと表現が…。そんな職員がい

るのかということになりかねないんじゃないかと思うんです。それが気になりま

した。それから１４ページの年度別数値目標ですが、前年度比３パーセントとい

うことですが、前年度を記載する部分がありません。前年度と今年度を比べて、

これで何パーセント削減できたかと分かる形にしてもらえたらなというふうに思

います。それから１７ページのところの数値目標のことになるんですが、「行動し

ている職員の割合」と「思う職員の割合」。この割合の捉え方ですね。どういうふ

うに捉えるのか。人の心の中ですので、非常に捉えにくいんじゃないかと思うん

ですが、どういうふうにして捉えられるのか教えていただきたいと思います。そ

れから、２０ページの年度別数値目標ですが、「工事成績が異常に低かった件数」

ということで、抽象的な書き方ですが、後ろに括弧で６０点以下と書いてありま

すが、この６０点というのは、何か評価があって、その点数が６０点以下だと異

常に低かったということなんでしょうか。はじめて見た場合、この６０点以下と

いうのは何だろうと思います。以上が、私の気になったところです。 
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【会 長】はい。この６０点というのは、何の点数なんですかね。 

【事務局】この６０点は、具体的には申し上げられないんですが、市の契約等に

かかる案件について、このような採点をします。御指摘を頂いたので、ここは分

かりやすく表現できるように変えていきたいと思います。それからもう１点御質

問がありました１７ページの、「行政評価システムを理解し、行動している職員の

割合」、それから「客観的な指標や成果等に基づき資源配分されていると思う職員

の割合」というのは、毎年職員アンケートをとっておりまして、ずばりその質問

項目となっています。つまり、全職員がこれらの質問に回答して、そのパーセン

トがここに出ているということになります。 

【Ｃ委員】今の職員アンケートで、それでも１０パーセントの人が、常に改善意

識を持っている訳でないということで回答したという訳なんでしょうか。それと

もそこだけ回答が無いのか…。まあ、そういう人は一般の企業の中でもいるんで

しょうね。 

【会 長】ここはなかなか難しいところですね。 

【Ｆ委員】はい、まず１点質問と、あとは要望をさせていただきます。まず、 

２０ページに三セクの経営健全化があがっておりまして、その中で、具体的に対

象団体に対する市の出資割合というのが列記してあります。こちらにつきまして

は、出資割合の見直しも視野にいれた中での健全化の促進ということで捉えてい

いのかというのが１点。それから要望でございますけれども、最後の２２ページ

に、市有財産の有効活用があがっております。二次大綱案の５ページのところに

過去１８年から２８年までの未利用財産の処分ということで３６６件ほど上がっ

ておりまして、今後も未利用財産の処分でありますとか貸付をされると思います

けれども、全体として処分を想定されている件数はどのくらいあるんでしょうか。

そこがないと進捗状況がよく分かりません。もしある程度数字をつかんでいらっ

しゃるのでしたら、例えば未利用財産の処分は全体で千件くらいあって、今その

うち３６６件が処分できた、あと残り７００件近くについて年次１００件ずつや

りますというようにお示ししていただければと思います。以上です。 

【事務局】第三セクターの件ですが、記載してございますとおり、本市で第三セ

クター等の自立的経営に関する指針というのを策定しております。その中で、取

り組むべき内容といたしまして、財政的関与の見直し、人的関与の見直し、後は

所管部署の意識改革等あげておりまして、例えば財政的関与の見直しということ

であれば、出資割合を減らすといったところも含めて対象となっております。実

際、これまで市が出資した第三セクターで、完全に民間のほうで独立してできる

ようなところについては、市の出資分を譲渡し、民間化したという例もございま

す。 

【Ｇ委員】１点だけ要望です。３ページの５番、下のほうですが、庁内における

支援体制の確立のところで、全庁で協働による地域づくりが推進できるように、

庁内で推進体制の再構築を図るというところです。これは主管課が協働推進課に
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なっていますが、いつも、どこの市役所さんでもそうなんですけれども、協働推

進課がこれを推進するのはいろいろと壁がありまして、全庁的にというときには、

どちらかというと企画的な課のほうが主管課をしないと、なかなか全庁を動かす

のが難しい。協働推進課さんというのはいつもやや立場が弱く、協働推進課がや

る仕事ではないのかということをいつも言われるということがあります。協働推

進課が中心になってやるというのは悪いことではありませんが、その辺の権限を

強化してあげるとか、企画系の課と連携して２つの課が主管でやるんだというこ

とを明確にしないとなかなか進まないんじゃないかなということを体験的に思っ

ていますので、よろしくお願いします。意見です。 

【Ｈ委員】非常に基本的な質問で申し訳ないんですが、資料１の大綱案の１ペー

ジに実施状況の表があります。この表の基本方針の①②③が、またこちらの大綱

推進計画の１、２、３にあたるということでいいんでしょうか。その上で見ると、

Ｃ委員さんが最初に言われたことと関連するんですが、継続になっている項目が

４７あって、一部実施がさらに４あるとすると、５１の項目に関して、まだ完全

に終わってないのではないかな、と。そうすると、この二次では３９項目になっ

ているんですが、これは一次の５１がなんらかの形で二次の３９に盛り込まれて

の項目減なのか、そのあたりをお聞かせ願いたいと思います。 

【事務局】はい、ただいまの御質問ですが、まず基本方針の組立てにつきまして

は、この度新しい大綱を作成する中で、協働・官民連携の推進と、市民サービス

向上に向けた組織運営、行政資源の有効活用という３本にしております。この基

本方針に沿って、それらを実現するための推進計画という組立てにしております。

大綱のほうに書いてございます実施（継続）４７というのは、書き方が分かりづ

らくて申し訳ないんですが、項目自体、内容は達成している。中には数値目標も

達成しておるんですが、ただ継続的にずっと取り組んでいるというくくりになっ

ています。隣の実施済みというのは、完全に実施して目標を達成したので、もう

取組みを終えているものになります。たとえば、収納率の向上という項目がある

んですが、これはきちんと取組みをしておりまして、数値目標も達成しておるん

ですが、引き続き推進を保つ必要がございますので、引き続き取り組んでいると

いうことで、実施（継続）という整理にしております。そういったものも含めま

して、今回さらに推進していくべき項目については、すべて盛り込んだ形で３９

の項目として掲載しています。 

【会 長】要望なんですが、この大綱は、せっかく一次をやって二次に入ってい

るので、一次をやってこれくらいの成果があった。そして、２回目はこれをやり

ますっていうくくりにしてあると、すごく分かりやすいですね。そうなると、今

作成しているフォーマットが崩れて、仕事が大変になると思いますが、最初１０

年でどんな取組みしたのか、その取組みはここが問題だったから、こういった取

組みにしましたというのが分かると、割合に取組みの成果が分かりやすいと思い

ます。事務量が増えて大変かと思いますけど、背景とか、そこで行政課題の継続
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性とか、新しい課題が出て来ているということが、評価するところで見やすいし、

何が問題なのかということも、問題そのものが展開していきますので見やすいと

思います。一次と二次との整合性というか、接続性というのが一見して見えにく

いというところが、全体的に僕らの理解を阻んでいるように思います。 

【Ｃ委員】今の件ですが、目標は達した、でも継続的にやらないといけないから、

この実施（継続）となっているということだったんですが、それであれば何らか

の歯止めをして、こんな歯止めをしたからということで一旦完了にしたほうがい

いと思います。でないと、ずっと続けないといけなくなってしまって、どれがで

きているのか分からなくなってしまう。目標を達成したら、割と落ちないものな

んです。それは歯止めをするから落ちないのであって、継続的に見ていかなけれ

ばいけないというのはおかしいと思っています。それは継続的に歯止めがかかっ

て維持できると思います。この中で完了して歯止めをきかせているというのがど

れくらいあるのかというのが問題なんですが、完了にしてもらえばと思っていま

す。 

【会 長】私も同じように考えておりまして、たとえば５ページの下に項目９と

いうのがございます。ここではＡ評価がずっと１００パーセントで維持するとい

うのが数値目標になっているんですが、僕らが大学でこういう目標の立て方をす

ると、文科省からリジェクトされます。既に達成しているものをどうやって達成

するのかと。だから、こういう目標の立て方はちょっと本筋から外れているんじ

ゃないかと思います。目標ではなくて、維持するべき項目というか、そういうモ

ニターする、維持しておく項目として、行政改革のこういう計画の中では入れな

いほうが、クリアになるんじゃないかと思いました。このような部分は他にも多々

あって、実はほぼ目標を達成していて、それを維持するためだけに入っているよ

うな項目は、僕は外していただいたほうがいいかもしれないと思っています。 

２１ページの３６番のところで、徴税率が非常に高くなっているというのがあり

ます。９８パーセントくらいになっていますが、実はアダム・スミスの原則って

いうのがありまして、徴税した徴税額、限界徴税額は、限界徴税コストよりも大

きくないと駄目だという。つまり、あんまり徴税率を上げると、今度は徴税コス

トが増えて、目標は達成できても、行政の効率が落ちてしまうんです。もちろん

徴税が出来ないというのは不公平で悪いことなんですけれども、それよりも財政

は財政の原則として割り切ってやるほうがいいので、この目標の立て方はどうか

なと思います。それから、３８番の公共施設等のマネジメントですが、長寿命化

という言葉が出てきますが、その施設は管理をする必要があるのかどうか、その

施設がそもそも必要なのかどうなのかという視点も必要だと思います。必要なも

のについては、このようなやり方はもちろん必要なんですけれども、その施設が

本当に必要なのかどうなのか、そういう規模で必要なのかどうなのかということ

についても、やはりここでは見直していただきたいと思っています。そういう上

で非常に感じている点なんですが、例えば職員１７００人についてですね。いく
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ら行政の業務の内容を見直しても、それを減らすということはないと思うんです。

山口市は人口もそんなには急減しませんし。高齢化すると、サービスの要望が絶

対増えてきます。さっきＢ委員さんがおっしゃったんですが、要するにクレーム

対応だという話があって、たくさんクレームが出てきます。住民が自分で解決で

きないことがどんどん市に押し寄せてくるという状況が出てくると思います。こ

れをパートさんにやってもらうといことは実質的に不可能ですので、絶対正規の

職員が必要だということは明らかです。ただ問題なのは、先ほどＧ委員さんから

御意見があった「企画のほうでやったほうがいい」というところで、そこは私も

ものすごく感じております。またＤ委員さんがおっしゃった業務内容の見直しを

どう考えるかということだと思っています。例えば５ページに民間委託の積極的

な活用を図りますというふうに書いてあって、この分野について重点的に検討を

実施しますと書いてあるんですが、誰がどういうふうに検討するかということに

ついて、しっかり押さえていっていかないと、ここは難しいと思います。また、

全体の業務の見直しは全体でやらないと駄目です。例えば行革推進課だけで頑張

っても、上から叩かれて落とされてしまいますので、絶対駄目です。市長をキャ

ップにしたような大きな会議をやって、その中で業務の見直しを全体的にやるん

だというふうに進めていかないと、業務の見直しはできません。それで、本格的

な業務の見直しについて、第二次行革に入ってやっと緒についたところなんです

けれども、誰がやるのかということについて、しっかり見直していかないと難し

いと思います。例えば、ごみの収集とかに関して、収集の頻度等に関して見直し

ていくということになると、住民サービスについての見直しになるわけで、清掃

局だけでやっていいのかという話もあるわけですね。しかもそういうところのお

役人さんって業務保守的なので、自分の仕事が増やすということについても非常

に抵抗するんですが、減らすということについても、また抵抗するという、極め

てこう縦割り意識が強いところがありますね。本当に見直すのであれば、誰が見

直すか。僕は、大本の会議で、業務の総見直しをやっていただきたいと思います。

せっかくビジネス・プロセス・リエンジニアリングというような最新の言葉まで

使われてやっておられるので、誰がリエンジニアリングの手法を使うのかという、

その力強い主体が表現できれば、もっと良かったのかなと思います。それができ

ればその個々の項目について、考え方に筋が通ってくると思うので、その部分が

ちょっと希薄なのが残念です。これは１０年間の計画ですか？それとも５年？  

【事務局】５年です。 

【会 長】５年であればまだいいんですけれども、１０年っていうことになりま

すと、もっと状況がだんだん厳しくなってくると思いますので、そのときに備え

て見ていかないと難しいと思います。以上、意見です。 

【Ｂ委員】一番下の目標値と実績値という部分ですが、僕は、これを載せなきゃ

いけない項目と、載せなくてもいい項目があると思います。全部に載っていると

何か無理に数値をあげようという話になるので、載せなくても十分頑張りますと
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いうことで対応できる項目は、無くすほうがいいんじゃないですか。じゃないと

数値化できないものもたくさんあるでしょう。さっき、Ｇ委員さんから協働推進

課の機能・権限強化の話が出ましたが、今、毎日のように協働推進課は外に出て

います。各支所を回って、自治会と地域づくりの人と、午前中と午後に分かれて、

協働推進プランについて毎日議論をしています。それだけでうまく行くかという

と、行かない部分は、各課に、都市整備課とかいろいろ絡んでくるので、例えば

今ここに社協の方もおられますけれども、社会福祉協議会から流れてきたものが、

自治会の会長にぽんと行くようになっているんですよね。業務の請けは。そうい

うものは本当にいいのかと言って、じゃあ自分のところは自分でやりなさいとな

った時に、自治会のほうがそれを受けられるのかどうかという。基本的に機能の

問題なんです。つまり、問題はそういう支所がありながら、そういう受け皿を、

実際やる人が減ってきていますという実態を踏まえないと、市の行革ばっかりや

ってもらっても、実際には現地は困っています。コミュニティタクシーの問題と

か、買出しの問題とか。そういうものを踏まえてこの行革は何をするのかという

ことをもう一回よく考えてもらわないと。最初に言いましたが、業務量っていう

のは、そうなんです。これまでは市がやりますけど、ここからは地域でやってく

ださいよということを明確に示してもらわないと。僕はこれ各市によっていろい

ろ違うと思います。市の財政とか、市の職員の数とかによって。だから、山口市

は山口市独自で、例えば社協の仕事は市が応援します。自治会の仕事は応援しま

す。一般の窓口業務のここまではやる、ここから先は自分でやってくださいとい

う。自立した応援なのか、いや、全部丸かかえで介護から何から面倒みますよと

いうところなのか、今姿勢が分からないんです。市長変わっておられないけれど、

その渡辺市長が目指している市民の「住んでよかった」というのは、どこまでが

市民が独立してやって、どこまでが市がそれに参画しているか、僕には全然分か

らない。僕は説明できない。これはあなたがやる問題ですよということを言い切

れるだけのものを出してもらわないと。こういう数値にできないものを、数字に

するっていうところから無理があるから、実際には進まない。だから言ったら悪

いけど半分数字合わせがあるなと思います。だから、例えばさっきＣ委員がおっ

しゃったように、１０パーセント以上はそういう人がいるんですという笑い話に

なる。どこでもいるんです。いるんだけど、最終的には、そういうのを表に出し

ても良いのか、良くないのかという話なんです。だから、ここにおる人が、ある

程度これは市民が自立してやらないといけないことと、これは市がやって、行政

が手をつっこむことというのを、われわれが分かるようにしてもらわないと。末

端はもっと分からないと思います。僕、行革の一番大事なところはそこだと思い

ます。以上、意見です。 

【会 長】ありがとうございます。私から最後に意見を申し上げます。情報の話

がたくさん出てきていますが、絶対忘れて欲しくないことがあります。情報セキ

ュリティです。情報セキュリティに関する項目が一つも出てないというのは、僕
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はまずいと思います。大学では情報漏えいで点数落として予算減らされたという、

笑うに笑えない話があるんですけれども、本当に情報セキュリティっていう問題

は、極めて致命的な話になります。しかもだんだんシステムに依存するようにな

ってきますと、システムが動かなかったら行政が動かなくなってしまいます。そ

ういうところも踏まえて、情報セキュリティの問題は、もっとクローズアップし

ていただかないと、たぶん困るだろうと思います。そうすると、逆説的になりま

すが、市の情報部門の人たちはかなり恵まれてないんじゃないかと思います。大

学だったら、ちゃんとセンターがあって、センターの人は意見を言ったり、研修

をやったり、いろんなことをしているわけですね。そういったことが今必要だろ

うと思います。それからもう一つですね、今Ｂ委員さんがおっしゃった話とつな

がっているところがあるんですけれど、１３番なんですが、総合支所に政策管理

室があるという話です。どういう性格のものかよく分からないんですが、もし、

支所の中の政策はここで決めようという話を考えているんだったら、僕は、それ

はちょっと違うと思います。やはり市は市で、統一した政策を持って欲しい。こ

ういうのだったら支援するけど、こういうのだったら支援しませんというような。

もちろん地域計画は地域ごとに違います。まったく違うことが出てくるんですが、

それに対して市の基準というのはやっぱり一定であったほうがいいと思います。

今、協働推進課が今各地域をまわってるという話がありましたが、素晴らしい話

だと思います。そういうふうに、市の政策全体が地域の個性についていろいろや

っていかないと地域の計画はできないんだろうと思います。統一的にやらないと、

効率も公平性も確保できないだろうと思います。総合支所の機能を分散化して膨

らましていくということは、あまり賢明でないと思います。少なくともポリシー

については、ポリシーメイキングが一貫性を持っている必要があるので、そこは

大事かなと思っています。 

それでは次第の２、議題の（３）今後の民間化に係る取組みについて、という

ことで事務局から御報告をお願いします。 

【事務局】資料説明 

【会 長】はい、ありがとうございました。これについて、御意見御質問等あり

ましたら、よろしくお願いします。 

【Ｉ委員】結局は、第二次山口市行政改革大綱推進計画との関連があるというこ

とでございますが、私はどちらかというと子育てとか次世代の育成というそうい

ったことに興味を持っておりまして、そういう皆さんが満足を得られるような市

民サービスの推進をしていって欲しいと思っております。その中で、１２月の 

１５日に市議会のほうから山口市こども子育て条例というのも出ておりますの

で、そういったところが、ぜひその条例に基づいて推進されるように思っており

ます。以上です。 

【会 長】はい。ずっとやってきて、うまくいったところはいったけど、うまく

いかないところはいかなかったと。当然の結果でもあります。あとはもうちょっ
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と財政的に困らないと先に進まないという状態であるように思います。 

 それでは、予定しておりました議題はすべて終了しました。これで平成２９年

度第４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（案） 

・《参考資料》山口市行政改革推進委員会意見対応表（第３回以降） 

・資料２ 第二次山口市行政改革大綱推進計画（案） 

・資料３ 今後の民間化に係る取組みについて 
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