
- 1 - 

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３０年度第１回山口市行政改革推進委員会 

開催日時 平成３０年７月１８日（水曜日）１０：００～１２：００ 

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、尼田 剛、内田 充範、久保田 文子、竹田 哲郎、大塚 尚、 

豊田 政子、仲間 瑞樹、原 昌克、平田 隆之、藤井 守、益田 徳子、水岡 隆廣、

矢次 巧（１４人） （敬称略） 

欠席者 下道 一範 

事務局 総務部：東部長 濱田次長 

総務課：鯨田課長 杉山主幹 弘中副主幹 

議題 １ 山口市行政改革大綱推進計画の総括について 

２ 山口市民間化推進実行計画の総括について 

内容 次第に基づき以下のとおり進められた。 

１ 委嘱状交付 

２ 市長挨拶 

３ 山口市行政改革推進委員会の運営について 

（１）会長、副会長の選任 

   委員の互選により会長 内田委員、副会長 仲間委員に決定した。 

４ 議 題 

【会 長】まず、議題（１）山口市行政改革大綱推進計画の総括、及び議題（２）

山口市民間化推進実行計画の総括について、事務局から一括して説明をお願いし

ます。 

【事務局】資料説明 

【会 長】ただいま事務局から説明がありましたが、議題（１）議題（２）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】ちょっと確認させてください。前回の会議で３０年からの第二次行革

大綱の議論をしたと思うんですが、その際に資料１の６１ページ以降の、全体で

事業廃止とか継続とか書いてある、その議論はしましたかね。どの事業を廃止す

るとかしないとか、私はした記憶がないんだけども、そうするとね、この議論を

していないに係わらず、新しい方向性がでているんですか、この事業廃止という

のは誰が決めたんですかとなる。さっき聞いたんですが、一応原課がやられたと

いうことですね。原課がやられたのはいいんですが、この委員会で、これは何を

議論すればいいんですか。なぜこういう事業を廃止するんですかということ。ど

う受け止めればいいのかが分からない。関連性が。要は新しい方向性は示したん

ですけれども、事業完了というのがあるでしょ。この事業完了の中で、当然、業
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務が終わっているから、この業務はやりませんよというのは分かるんですが、例

えば、協働推進課の支援事業の中で、交付金の制度が事業廃止になっていると思

うんですが、これはなんで廃止なんですか。ということを聞くとお答えできない

でしょうから、われわれが事業廃止というのをどのように受け止めればいいのか

ということをまず、そこを理解させてください。資料をいくら説明されても、受

け止めようがわからない。だからどういうふうに受け止めて、了解してください

とおっしゃるのか、この会議は、こういうものをただ見て「はい」と言えばいい

のかということが私には分からない。だから資料を出された以上は、この資料を

どういうふうに受け止めて、どう理解してくださいということを教えていただけ

ると、少し議論が進むと思います。 

【会 長】はい、ありがとうございました。こちらの行革の実施計画のほうで廃

止になって、次の計画に移っていないところの問題ですね。資料３を比較したほ

うがよろしいですかね。そのあたりを事務局お願いします。 

【事務局】まず先ほどの事業の廃止ということで申し上げますと、一覧表でご覧

いただくのがいいかもしれませんが、第一次の行革の推進計画の中で、１０番目

の項目として、市民アンケートシステムの導入というのが事業の廃止という項目

になっていると思うんですけども、こちらのほうは当初、登録不要の簡易アンケ

ートシステムを導入したが、信頼できる回答数が得られないというような課題も

ございまして、実際にこのアンケートシステムは機能しなかったというようなこ

ともございますので、次の推進計画では事業の廃止と、これは１０ページの資料

にもございますが、２７年度の段階で検討の結果、廃止をしますというような形

になっております。事業の廃止というのは基本的には、事業を立ち上げてはみた

けれども機能しなかったというようなところでの中身が事業の廃止ということに

繋がっているのかなというふうに思います。それから、事業完了と言う表現があ

ると思うんですけども、事業完了につきましては、中身を見ていただきますと、

１番２番のところが事業完了と言う形になっております。１番目で言うと、計画

の策定が終わったとか、あるいは計画の策定をもってその事業が完了したとか、

そういった内容で、目標としていた内容が終わったため、事業の完了としたとい

うようなところで、基本的には明らかに事業が完了ないし機能しなかったため廃

止というようなところをもってそういった内容になっているものと思っておりま

す。 

【Ａ委員】おそらく財政課と違って行革の担当の方はヒアリングをして、これが

いいとか悪いとか決められないと思うんですよね。財政であればお金ですから予

算付けるか付けないかを総務部長さんのところで最終査定をされると思うんです

が、例えばこのページの６３ページを見てもらうとね、地域づくり交付金制度の

充実というのがあるじゃないですか。これは推進計画から削除になっているでし

ょ。交付金は出るんですよ。交付金は出るんですけど、この項目が削除されたの

は協働推進課じゃないと分からないとおっしゃれば、これ以上追求しません。要
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は、行革の審議会はそこまでやるところではないと思いますので、それは言いま

せんけども、この委員会の中で、どういう気持ちでこれを見て受け止めたらよい

かということが理解できないんです。だからそれを教えていただきたいんです。

各課からこういう意見が出ていますと、したがって皆さんに議論していただいて

もう一度フィードバックしますと言えば、意見を言えるんですけども、分からな

いで終わられると、意見を言っても意味がない。言いっぱなし聞きっぱなしにな

っちゃう。例えばこの中で何項目かあるんですよね。それをどういう風に受け止

めてもらって、今度の委員会なり何なりで意見をいただくのか、そうじゃなくて、

今日は、過去やってきたことの計画の報告ですから、こうなっていますというこ

とを理解してくださいと言う場なのかを教えてもらえると、次の議論に行けるん

ですよ。だから今みたいに、交付金制度は残るけども、（計画からは）削除なんで

しょ。削除というのは意味が分からないんですよね。以上です。 

【事務局】６３ページの一番右側の「積み残し課題と、課題を解決するための取

組み方針」というところで一番下のところに、これまで第一次の大綱の中では協

働によるまちづくりということを大きな柱の一つとして進めてまいったというと

ころでございます。一番下に記載がありますけれども、山口市協働推進プランと

いうものもありまして、同時に第二次山口市総合計画が今年度からスタートして

いるというような状況の中で、この行革の大綱の推進計画からは削除させていた

だくんですが、協働推進プランの中で、その辺りをきちんと検証していくといっ

た考えの下に大綱からは外して、協働推進プランの中の推進項目の検証、毎年度

の検証の中で、そちらのほうを進めていくという考え方で削除というような形に

なっております。 

【Ａ委員】一応ヒアリングをされて、行革の方で、これはこういう考え方で行革

対象になるから残す、残さないということですか。そうするとね、前回の会議の

ときに、そういうことを言ってもらうと助かるんですよね。こういう項目は行革

委員会の中で相応しくないから除けますよと言ってもらえれば分かるんですけ

ど、その話は一切なかったような気がするんで、いかがかなと思います。以上で

す。 

【事務局】新しい計画を今年度からスタートさせるために、昨年度末までに新し

い計画を策定しようという中で、本当は２９年度までが計画期間の最終年度であ

って、今回の総括ということです。（昨年度の段階で）２８年度までの部分をある

程度やったつもりではあったんですが、最終的な総括ということにはなっていな

い状況で、年度末の時間のない中で新しい計画の策定を進めており、今のご説明

のあたりがないといったところもございますので、大変申し訳なかったと思って

おります。 

【会 長】Ａ委員が言われるとおりで、こちらとしては、（昨年度の委員会におい

て）全体の計画としての議論がされて、それで了解と言うことになった。ところ

が（前計画の計画期間は）最終的には２９年度末までですから、３月３１日まで
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の中で、（委員会で諮られていない）決定された事項というものが、形としてこの

報告にあがってきているので、Ａ委員が言われるように、こちらとしては、そう

いうふうには聞いていないと。タイムラグといいましょうか、どうしようもない

部分とは思いますが、それであれば、丁寧な説明が必要と思います。やはり委員

さんの中での比重、それぞれの思いもあるので、そのあたりでの確認・質問であ

ったと思います。ありがとうございました。 

【Ｂ委員】資料１の６２ページの１２番なんですけども、コンプライアンスの推

進となっています。コンプライアンスの研修の実施による服務規程確保の徹底と

なっています。市の職員では、服務規程、倫理規定というものがあると思います。

実際に私が市の職員と対応して、問題をたくさん抱えているわけなんですよね。

何回も職員課に行って課長と面談をして、何回も服務規程・倫理規定、ここに反

しているだろうと言っても、職員課はそうですねと言いながら、全くそういうよ

うな処罰を行っていないといった現実が起きているわけです。それが推進項目と

して平成２３年から２９年までずっとやってこられて、行革委員として私がこれ

からやっていこうとする一番中心の問題なんですけども、事務局はどういうふう

に考えておられるでしょうか。 

【事務局】Ｂ委員とは以前からお話をさせていただいているんですけども、職員

の対応というところで、実際に何か相談が市民の方からあったときに、最初の言

い方とか、きちんとした説明というのが、あまりよくないというところで、市民

の方からその旨を指摘されるという場面は過去からもあったのではないかと思っ

ております。職員課等にそういった事例の報告等が入ったときには、対応をきち

んとするように、指導等はやっております。また、コンプライアンス、法令順守

は当然のことなのですが、過去には不祥事も実際に起こっているという状況もご

ざいますので、当然コンプライアンス研修等も進めているところです。法令が守

られないということはあってはならないということではあるんですけども、それ

以前に窓口対応というところでの、行き違いというような、市民の方に不快な思

いをさせるといった場面が見受けられるといったことも、実際にはあることと思

っておりますので、そういった場合にどう対処していくのか、職員の指導といい

ますか、職員課と連携して話をしていかなければいけないと思っております。 

【Ｂ委員】今後の推移を見極めてくださいと言うことでしょうか。 

【事務局】実際に、対応のまずさとか、そういったものがあるとはお聞きしてお

りますけれども、今後具体的にどうしていくのかというところは、きちんと対応

していかなければならないと考えております。 

【会 長】他に何か御意見御質問等ありますか。 

【Ｂ委員】資料１の５６番なんですけど、右側の一番下、臨時・嘱託職員の任用

等というのがありますけども、会計年度任用職員制度を導入していくとあります

が、これはどういう意味かよく分かりませんので、説明をお願いします。 

【事務局】一番下の記載の中で、臨時・嘱託職員の任用等が適正に移行できるよ
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う、会計年度任用職員制度を導入していくと、こちらのほうは基本的には国の制

度改革という中で、臨時職員・嘱託職員も実際には一般職員と同等の業務をして

いると、ある程度そういった業務をこなしていると、そういった実態がある中で、

国も基本的には臨時職員等の待遇をきちんとしていかなければいけないというよ

うな考え方のもとに、平成３２年度までに、この制度を導入していくという国の

流れがありまして、そういったものに併せまして、県も市もと言うことになると

思いますが、市においても国の動向を見ながら検討していかなければならないと

いうことがここに書いてあります。まだ全てがきちんと決まっているというわけ

ではないので、山口市はどうしていくのかというところを検討していくというよ

うなことになろうかと思います。 

【Ｂ委員】これまで固定費、要するに人件費が高騰するというようなことも聞い

ています。職員で３５歳から６０歳までがすごく多いんですよね。これは職員課

から統計を出してもらっていますけども、これから３０年間は、固定費用の増加

ということで、私は６月２１日に監査委員さんと２時間じっくり話をさせていた

だいて、人件費が高騰するというようなことを聞いております。その中で、臨時

とか嘱託といった職員の待遇を良くするというような政策をやられれば、これは

ますます固定費用が高騰するわけなんですけれども、どういうふうにお考えでし

ょうか。 

【事務局】この委員会の中でも、人件費のコントロール、抑制をどのようにする

のかと、基本的には正規の職員の中での職員数の削減ということを合併後進めて

きて、その中で財源不足を補っていく、その効果は現れたというふうには思って

おります。その代わり、臨時・嘱託職員は増加傾向にあるものと思っておりまし

て、市の業務としては全体の業務量が減らない中で、正規職員は減らすけれども、

業務の足りない部分を誰が担っていくのかというところで、正規の職員と臨時・

嘱託の業務の住み分け等をしながら、適切な人員のバランスはどの程度なのかと

いうところを探っていかなければならないと思っております。その辺は職員課も

認識がありまして、総額の人件費という枠の中で、どうコントロールするのかと

いうところとか、人と給料のバランスの中で、業務はこなしていかなければいけ

ないという中で、どういうふうに全体をコントロールしていくかというところは、

今後重要な課題になるだろうという認識はございます。その具体策について、定

員管理計画等の中には、臨時嘱託の数字については入ってはいないので、その部

分を今後どうしていくかということは、以前からの課題ではあるんですが、なか

なか答えを見出せていないというような現状でございます。 

【Ｂ委員】今後の考え方を見守ってほしいということでしょうか。 

【事務局】業務量を削減していくという中に、ＩＣＴの活用とか、ルーティンの

業務があれば自動化していくとか、そういったシステム等の改善の中で、人が減

らせるというか、そういった形に向かっていけば、それが劇的に進めばの話です

が、人員を削減するという方向、人件費を抑制するという方向に向かっていける
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のかなと思っておりますけれども、なかなかＩＣＴの活用云々の話は、方向性と

してはあるんですけども、まだ具体的に、窓口の業務改善をどうするのか等、進

んでいない部分もございますので、どれだけ削減できたといった他市の事例もご

ざいますので、そういったものも参考にさせていただきながら、人件費、固定経

費が減っていくような形にもっていければいいのかなとは思っております。 

【Ｃ委員】この会議の位置づけが分かりにくいので、そこが整理できればと思っ

ておりまして、最初に２年間の委嘱を受けましたので、今年度と来年度で大きく

どのような議論をするのか、年間何回くらいどのような会議があるのか、今回が

どういう位置づけなのか、ストーリーが見えづらいので、どのような意見を出し

たらよいのか分かりづらいので、全体像を教えていただけるとありがたいと思い

ます。 

【事務局】このたびの会議というのは、平成２９年度までの第一次の計画の最終

年度であるということで、最終的な総括をさせていただいているという中で、新

しい大綱や推進計画も昨年度できております。大綱というのはある程度指針的な

ところもございます。推進計画も体系的には整理しているつもりではございます

が、その中で具体的な改善をどうしていくかというところが、見えにくい部分も

あろうかと思います。皆様方には個別具体的なところでの推進計画の中身を見ら

れて、今後につながっていく、こういうところはきちんと考えていかなければい

けないのではないかというようなところの御指摘を、具体的なところでいただけ

ると、こちらもありがたいと考えています。それから、来年度となりますと、来

年度は今年度からスタートいたしました第二次の行革大綱、推進計画に基づいて、

３０年度の実績というものをこの時期に御報告させていただくという中で、次は

第二次の計画になりますが、事務局が原課と調整して報告させていただいた内容

で、この部分の取組が甘いのではないかとか、こういうところをもっときちんと

やるべきではないかとか、私どもで気づかないような具体的な方策とか、そうい

ったものも御意見としていただければ、こちらとしても推進していく中で、参考

とさせていただくといったことも期待しているというところでございます。年何

回かといったところについては、基本的には毎年度１回この時期に実施しており

ますけれども、昨年度は大綱と推進計画を新しく作るということで、４回ほど会

議をさせていただきましたけれども、通常の年度でいいますと、前年度の報告を

させていただいて、それに対する御意見をいただいて、今後の取組の参考にさせ

ていただくということが主なところになろうかと思っております。 

【Ｃ委員】御説明ありがとうございました。だいたい様子は分かったんですが、

行革の委員会なので、効率を上げていくとか、品質を高めていくという話なんで

すが、会議のやり方そのものがあまり効率がよろしくないような気がしていて、

今のような位置づけ、プレゼンの仕方、意見の出し方、そういったところが市役

所の会議のスタンダードであるとすると、たぶん効率がよろしくない。皆さんの

意見も生かしづらいとか、得意分野が出しにくいとか、そういったことになると
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思いますので、この行革委員会の会議が市役所の一番最先端の、効率のよい、最

高の会議であって、それがだんだん市役所の会議になっていくと、そういうこと

を目指していただきたいなというふうに思います。 

【会 長】ありがとうございました。今回は、どちらかと言うと、予算決算で言

うと決算みたいな形で、終わったものの報告であり、ただその中で、実際には資

料３にあったように、第一次から二次の間でなくなっているものとか、二次で新

たに追加されているものとか、そういったところがございます。動き始めたとこ

ろはまだ３ヶ月なので、これが１年間たって、昨年度いろいろ御意見をいただい

て、事務局が修正しながら作りあげたこの第二次の計画自体が、どういうふうに

動いているかを１年間見ていただいて、そこでまた御意見をいただければ。それ

と、先ほどから御意見いただきましたように、確かに一次として、終わったとい

う報告ではありますが、その中で、まだまだ不十分ではないかと、本来ならまだ

この中で（推進が必要ではないか）というようなところもございます。ただ全て

をここでやるわけではないということで、しかるべきところで、引き続き検討し

ていくというものもありましょうし、二次においても、推進計画の中で掲げなが

ら、実際に継続的にやっていくというものもたくさんありますので、それぞれの

委員さんの専門分野のところの動きを、今回の一次の結果と、昨年度作り上げた

二次のところとの関連性を見ていただいて、次の会議のところで、しっかり専門

的な見地から、御意見を言っていただければいいなというふうに思います。そう

いう形でできていたと私は思っていましたので、私のほうの進行が少しまずかっ

たのかもしれませんが、そこは申し訳ございません。今後また事務局と事前にし

っかり協議させていただきまして、Ｃ委員さんの御意見に沿った委員会の進め方

を検討していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【Ａ委員】先ほど総人件費の話が出ましたけども、これは前の会議のときに良質

なサービスがあれば総人件費というのはどうかという議論は若干されたと思うん

ですけども、一番危惧しているのは、ここで議論していただきたいのは、行政が

何をやって、民間が何をやるか、というのが、一度ラインの話が出たと思うんで

すよね。総人件費を抑制すると仮に言っても、今雇用されている人の賃金が上が

っていくというのは、年功序列の社会だから、皆さんに給料下げろとはまず言え

ないだろうと。本来は、人員を削減するんですかという話になってしまう。だけ

ども良質なサービスを求めると、人件費の削減と、どうしても行政にやっていた

だかないといけない部分と議論をしておかないと、人を減らせばいいというもの

でもないでしょ。だから、パートを増やす、再雇用を増やす、あるいは言い方が

悪いですが、民生委員はちゃんと給料出ているんですよね。ところが福祉委員は

自主活動なんです。これは前にも申し上げましたけどね。そうすると、そういう

のを本来は市でやるのか。委託されているわけではないですよ、ボランティアで

すから。だから、ボランティアにのってやっているような仕事をずーと下ろされ

てやってくると、それは、人件費は減りますよ。だけどもそれで市民は納得しま
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すかという話。前にも言いましたけど、この仕事は行政の仕事という線引きをき

ちんとした上で説明してもらわないと、人数が多いから減らせと私は申し上げて

いるのではないんです。良質なサービスがあればそれはそれでいいと思っていま

す。だけども、どうも線引きが見えないところの、委託業務といってはおかしい

のですが、活用が多いので、私はたまたま自治会のほうをやっておりますけども、

自治会に投げてくる仕事が多すぎるということです。早く言うと。だから、高齢

化問題等、それは本来行政でやるべき仕事ではないですかと、そういう議論をし

ていただきたいと思ったので、あえて言いました。 

【会 長】ありがとうございました。今まさに言われたとおりで、民間委託の問

題もあって、本来行政がやっていかないといけないもの、その辺りは議論されて

いると私も考えております。ただ、Ａ委員が言われているのはやはり、いろいろ

な調査関係とかそういったものが、いわゆるボランティア的な自治会の委員に降

りていったときに、本来それが必要なのであれば、インターネットを使って、そ

のような調査をうまく組み立ててやっていくとか、福祉委員のレベルに降りてき

たとなると、受けた側は一軒一軒回るとか、そういう形になると思うんです。そ

のあたりいろいろなものを活用しながらやれればいいのではないか。逆に言えば、

地域のボランティアの方や自治会の委員さんたちが本来やりたいところ、地域の

ところ、そこでやっていくこと自体が、Ａ委員が言っておられる、どこまで行政

が地域の活動に係わってくるのか、まったく関わらないと言うことではないけど、

どこを係わって、どこが地域の自由なのか。そういったようなところを、ずっと

言っておられるわけなんですよね。その自主的な活動の中でこそ、地域が活性化

して、それが山口市全体として、住民活動があり、肝心なところは行政がやって

いくということ。私も、Ａ委員の意見はそう受け取っているので、今言われたよ

うに、サービスが悪くなってしまったら、それは元も子もないところで、その辺

りのことを含めながら、確かにここにありましたように臨時等であれば、賃金の

問題で安くできる。会計年度任用職員となれば１年更新なのか、そういう危惧も

あります。そこで本当に専門的な業務の蓄積ができるのかなとかですね、その辺

のところもありますが、今、事務局から聞く限りにおいてはまだまだ国の動向を

見ているというところですから、これが実際になってくれば、御意見もあるので

はないかと思いますので、その辺りは動向を見守るしかないかなと思います。他

に御意見ございませんか。一次の総括なので、終わっている状況ではありますが、

二次との関連性の中で、どうかなといったご意見もございましたらぜひお願いし

たいと思いますが。 

【Ｄ委員】お尋ねになるんですが、資料２の民間化推進実行計画というのがあり

ますけれども、その中で、目次で委託化への取組というのが１３から２６までご

ざいます。その中で、１６番から２６番までは、すべて検討中ということで、５

年間こういう状態になっていたと思います。委託化への取組ですから、すぐすぐ

にできるということはないと思いますけども、二次の大綱でも上がっていると思
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いますので、これも５年間検討していくのか、この中で言うと民営化の取組であ

ったり廃止への取組、委託化への取組というのがあがっておりますけれども、そ

れぞれの事業の項目を、思い切って廃止を検討する項目へ持っていくことは可能

なのか、こういった組み換えができるのかどうか、できればそういったことも踏

まえて、検討の中身を委託ありきではなくて、他のやり方も検討してもらえるも

のかどうかをお尋ねしたいと思います。 

【会 長】受け手がないということで、検討となっているものもあろうし、それ

なら廃止に持っていけるかといったら、絶対に必要なサービスであれば、廃止に

はできないわけですね。それは継続するしかないものであったり、方法を変えて

少しでも効率性をということかなというふうに捉えましたが、事務局いかがです

か。 

【事務局】項目で申し上げますと、例えば学校給食につきましては、過去には委

託化にチャレンジしたこともあったというところでございますが、学校給食は安

全性を重視するというところで、保護者の反対等もあって、今のところは直営で

進めていくということになっております。また、大原湖キャンプ場等の個別施設

の委託化につきましては、担い手がいらっしゃれば指定管理という形の中で進め

てきているということがございますので、ここに上がってきているものは、施設

の運営をしていただけるところが見つかっていないというような状況が多いのか

なというような認識でございます。ただ、大原湖キャンプ場なども、担当課とし

ては委託化に向けて指定管理を検討しているという話もお聞きしているので、そ

れぞれについて担当課のほうで検討はしているんですが、なかなか委託化に結び

ついてないという状況で残っていますので、今後も引き続き指定管理の手法がと

れるような状況は原課のほうとも探っていかなければいけないと思っておりま

す。 

【Ｄ委員】状況は理解しているつもりですので、なおかつ効率性についてもどこ

かで検討していただければと思います。 

【Ｅ委員】資料１などをみておりますと、評価に対して次年度取組と書いてあり

ますよね。山口市として評価は、いろいろな課があるんですけど、内部評価です

か。この評価の基準について、税金を使って、民営化等いろいろやってらっしゃ

ると思うんですけど、第３者の評価ということは考えられないのかなと思います。 

【事務局】基本的には担当課が評価をしているというところでございまして、第

３者の評価というところが入っていないところではございます。第３者の評価を

入れることについては、内部からもそういった話は出ているところではあります

が、そこまで議論が進んでいないということが現状です。委託料として費用もか

かりますので、それも踏まえて第三者の評価が必要だろうということになれば、

そういったものも検討しなければいけないのかなと思います。（第３者的な視点と

しては）この委員会の中である程度御意見をいただいているのが現状ではありま

すので、専門的なコンサル等を入れてやるというところまでは、検討が進んでい
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ないというのが現状です。 

【Ｅ委員】民営化になると税金を投入して、それをいかに効率的にやるかという

のは、私たち民間の企業をしておりますけど、そういう甘いものではないと思っ

ておりますので、今後検討していただければと思います。 

【Ｂ委員】民営化というのがずっと検討になっていると思いますけども、鋳銭司

とか小郡の歴史民俗資料館ですが、私は何ヶ月かに一度行くようにはしておりま

す。よく考えて、市の職員が一生懸命やっているんでしょう。集客力を上げると

いうのは、市の職員に見に行ってもらって、郷土意識とか、歴史を勉強して、日

ごろの仕事は当然できると思いますけど、一般教養ですね、歴史とか社会とか、

まちがどういうふうに歴史があって、自分たちが住んでいるということを、意識

の改革として、市役所で職員に催し物に行っていただくように勧めるような計画

はこれから考えられますか。 

【事務局】実際は施設の中で、催し物があるところについては、各担当部局から

組織全体に向けて、周知が行われているんですが、行く行かないは個人の自由と

なっております。情報はメール、チラシで職員に周知されておりますが、それで

どれだけの職員が行っているかというのは分からないですけれども、現状として

はそういう対応しかしていないということでございます。 

【Ｂ委員】今後の市役所の考え方というのは、行っていただくように、職員に広

報するということでよろしいでしょうか。 

【事務局】今後も当然広報というのは職員向けにはしますし、外部にも当然して

いくという中で、職員の中にどれだけきちんと情報を提供できるかというところ

はもう少し考えていかなければいけないのかなと思います。 

【会 長】それでは時間もまいりましたので、本日はこれをもちまして終了とい

たします。長時間にわたり大変お疲れ様でした。 
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