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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 令和元年度第１回山口市行政改革推進委員会 

開催日時 令和元年７月２４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、岩城 精二、内田 充範、久保田 文子、竹田 哲郎、 

大塚 尚、仲間 瑞樹、平田 隆之、藤井 守、益田 徳子、水岡 隆廣、矢次 巧 

（１３人） （敬称略） 

欠席者 蔵増 卓朗、豊田 正子 

事務局 総務部：中谷部長 濱田次長 

総務課：末田課長 杉山主幹 渡辺副主幹 

議題 １ 山口市行政改革大綱推進計画の総括について 

 

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 

（１）山口市行政改革大綱推進計画の進捗状況について 

【会長】まず、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、事

務局から説明をお願いします。 

【事務局】資料説明 

【会長】ただいまの事務局の説明に対しまして御質問、御意見がございましたら

お願いいたします。 

【Ｅ委員】１ページの広報広聴課の、市の情報がわかりやすい、市政情報が伝わ

りやすい市報づくりですが、これが○になっていますけども、私が聞く限り、町

内ほか、若い人、老若男女に聞くと、年配者は市報が、非常に横文字が多い、片

仮名書きが多いというのを聞いております。例えば、シビックプライドとかサポ

ーターとか、年配の人にはちょっとよくわからないことがあって、市報をあまり

読まないという方がおられるので、なるべく日本語で、日本語に訳せるものなら

日本語にするということと、元々日本語にあるのにわざわざ片仮名書きでするの

が現在の風潮ですから、これをちょっと改めてもらいたいというのがあります。 

【事務局】今の御意見にお答えいたします。確かに市報、広報紙を作りますとき

には、そういったところも考慮、配意しながら、皆さんにわかりやすい紙面づく

りということで、担当課が取り扱っているところでございます。外来文字、横文

字の取り扱いにつきましても、何でも最近の流行に沿って使うというのではなく
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て、その言葉を使うことによって、よりわかりやすいというところで使っている

現状もございます。しかしながら、年代とか年齢とか、例えばその人の感性によ

って、そういうところが異なってくると思います。私どもの判断で、わかりやす

いようにということで作成しておりますが、今の御意見も踏まえまして、皆様に

よりわかりやすいように、そういったことも含めもう一度検証しながら、きちん

と伝わりやすいということで、紙面づくりに努めるようにお話をしておこうと思

います。以上でございます。 

【会長】はい。よろしくお願いいたします。他に何かございますか。 

【Ｄ委員】今の１ページ目です。目標値、実績値あがっておりますが、実績値は

何からとられておるのでしょうか、アンケートか何かでしょうか。 

【事務局】市が、市民アンケート調査というのを年に一度行っております。その

項目として、この指標を上げており数値をとるようにしておりましてその数字で

ございます。 

【Ｄ委員】それと取組内容の２番目で、情報発信が行われた月平均約５４万アク

セスというふうにありますが、これは、前年度とか、それまでの実績からいうと

どういうふうになるのでしょうか。これが成果として多いのか少ないのか。 

【事務局】月平均で今５４万アクセスということで、年間に直しますと、６５０

万件のアクセスが平成３０年度にございました。２５年度以前を振りかえますと、

多いところでは、１０００万アクセス等を記録しております。これにつきまして

はやはりいろんな行事やそういったものにも影響しておると思いますけれども、

平成２４年度から見ていきますと、平成２４年が６００万アクセス、１番高い平

成２６年が１３００万アクセス、そして平成２８年が８５０万アクセス、そして

昨年度、２９年、３０年がおおよそ６５０万アクセスという数字でございます。

ちょっと傾向が読みにくいですが、状況としてはそういう状況になっております。 

【Ｄ委員】そうですね今の実績値と目標値ですが、この計画を立てる時にやはり

目標値っていうのを私としては設定していただきたいなと思います。１番では設

定されておりますが、全体を見ると４０件のうち３分の１ぐらいしか、目標値が

設定されておらず、あとはみんな目標値の設定に適さないというような、感じで

書いてありますが、やはり何らかの形で一つ突っ込んでいけば、数値で表せると

思うので、表面的に何とかでやりたいと思いますとか、推進しますとか、そうい

うところもう一つ突っ込んで行って数値に結びつけてほしいというのが、私の希

望です。先ほども、３８ページのふるさと納税ですね、これも実施の目的ってい

うのがありますが、売り上げ拡大や交流人口の増加とか、こういうのっていうの

は、実際、売り上げを市が出していいものかどうかというのはあるのですが、何

らかの形で数値に結びつけて、やってもらいたいということで、今３～４割が目

標数値を設定されておりますが、あとの６割には設定されていない。普通だった

らそれ逆ですよね。私の感覚からいけば、もっと多くなり、全部がもう数値と結

びつけないといかんというぐらいに私は思っています。官公庁、そういったとこ
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ろでは難しい部分あるかと思いますけど、極力、数値に結びつけて表していただ

きたいと。そのほうが上がるか下がるかっていうのは、はっきりわかりますから。

以上です。 

【事務局】今の御意見でございますけども、確かに、そういう傾向があります。

国等においても数値化をきちんとしながら、行政経営を進めるということを謳っ

ております。そういったところで、直接的な、推進項目に関して指標が見つから

ない場合には、例えば代替指標を用いるかとかいう手法もあろうかと思いますの

で、その辺をちょっと検討させていただければと思います。 

【会長】他に何かございますか。 

【Ｅ委員】協働推進課の項目がたくさん上がっていると思います。これは、協働

推進課っていうのは基本的にまちづくりだと思います。まちづくりに協働推進課

の委員会があると思います。２０名ぐらいはおられると思います。３月に委員会

を傍聴したのですが、宛て職と言われる市から委嘱を受けられた団体や委員の方

が、たくさん休まれているっていう現実があります。私が傍聴した委員会は６人

ぐらいが休まれています。最終的にまちづくり委員会で、事務局執行部のほうが

言われたのが、市民の公募を５人から３人に次回は減らしますというふうなこと

だったのですが、全くね、市民を減らすというふうなこと、市民は８００字詰め

で文書を書いて採点されます。それを５人から３人に減らすということ私は納得

がいかないです。そういうことこそね、やっぱり行革をしていくべきじゃないで

しょうか。５人から８人に増やすというのならば私は納得ができますが、その点

はどうでしょうか。 

【Ｂ委員】今の委員の言われた審議会か何かっていうのが、名称がわからないの

で、どこの審議会で民間委員減らすって言われたのかっていうのをちょっとまず

具体的に教えてください。まちづくりの仕事だけじゃなくて、自治会の仕事も入

っていますので協働推進課の仕事は。全体的な地域全体をどうするかっていうの

もあるから、何をもって言われたかっていうのは、自治会は自治会だけで集まっ

ているわけですよ。まちづくりっていうのは交付金の分でやっている分のまちづ

くりなのか、それともまちづくり推進協議会なのかっていうのがわからないとち

ょっと何を議題にして言われたかというのがわからないので。僕はね、地域の人

が入ってないと思ってないですよ。自治会が全部で２１自治会あり、連合が全部

入っているわけだからそれは自治会としてやっている。そこで自治会は基本的に

はまちづくりを協働でやっている部分と、自治会とか一緒にやっている自治会も

ある地域もあります。今、非常に混乱しているのが、交付金をやるまちづくり事

業やっているのと、本来あるごみとか環境の問題の自治会の問題と二つが一緒に

なっているところと別々に動いているところとがあるのです。だからそういう実

態で、結局今、問題が一杯沸き上がっています。実際、地域を誰がリードしてい

くかってところだけど、民間の委員を減らす話を僕まだ聞いたことがないので、

どの委員会だったか先に教えてもらいたい。 
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【会長】委員さんが言われたのは、いわゆる公募ですよね。協働、まちづくり、

いろいろありますが、その中でこの委員会もそうですけど、それぞれの活動され

ている方であるとか、そういう団体の代表の方が出ていただいているわけで、公

募で５人の委員があったのに、それを３名に減らすといったとこがあったのでは

ないかという御指摘でありますので、せっかく地域と行政っていうところで、そ

れを減らしていくということがあれば、はっきりどこで実際そういうのがあるの

か、それを事務局のほうで把握しているのかっていうところの御質問だと思いま

すので、データがございましたらお願いいたします。 

【事務局】お答えいたします。正確にどの協議会というのを申し訳ございません

が把握しておりません。基本的に、それぞれの協議会を立ち上げるというときに

市民公募や団体からお願いするなど色々な方法をとっておりますけど、それにつ

きましては、それぞれ所管部署、所管課によって、どういった目的の協議会をつ

くるかということで判断をいたしております。その中での判断であるというふう

に考えておりますので、そちらの方の考えを聞かないとわかりません。Ｂ委員さ

んがおっしゃるのは、地域づくり協議会のことになりますか。 

【Ｂ委員】いや、だから、民間の公募委員を減らしますよって話は私の頭の中に

はないのですよ。地域づくりは地域づくりをやっている人が出ていると思います

し、自治会は自治会をやっている人が出ていると思いますので、審議会なのか、

一般的なそういう話し合いの場なのかっていうことを特定しないとちょっと議論

が前いかないので言っているわけで答えはいらないですよ。総務課長さんが分か

る訳ないのだから、後から聞かれてどういう委員会だったかっていうことを聞い

てもらって具体的に御説明をすればいいじゃないですか。だから調べてあげてく

ださいっていうことを思っているので、私の中ではそういう認識はなかったって

いうことだけただけです。 

【会長】今言われたことをよろしくお願いいたします。 

【Ｂ委員】３年ぐらいやっていますが、事務局の方はほとんど変わられています

が、行革に出てこれが行革で変わったっていうのが全く無いですよ。会長さんに

は全く申し訳ないけど、前の会長さんのときもいろいろ言いましたが、新しい会

長さんなられたときも、各課の推進状況とかっていうのは何となく分かるが、と

ころが、行革全体でこれをやったよっていうのは目に見えてない。この目に見え

るものがないとちょっと納得できかねるっていうのが若干あるので、計画をつく

ったときに僕のほうもおりましたから、会長さんもおられたから計画をつくると

きのすり合わせ、ある程度行革でやっている話ですが、例えばですね、１ページ

でいうと、皆さん御承知でしょうけども、市報は８月と１月は１回になっていま

すね。これ、誰が決めたかというと、自治会の中の役員で、配る人が、高齢者だ

から、夏と冬は休んでくれと。きょう昼から連合自治会の会議がありますが、１

年やってみて、結果どうたったかというのはまだ返事もらってない。もう１年様

子を見て欲しいと。宇部は、市報月１回ですよね。だから、その情報発信する、
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市民にいろいろ市の情報伝えるという手段は、市報なのか、何なのかというのを

明確にないと市報なら市報を、例えばね、今市報は全員配っているわけじゃない

でしょ。自治会費払っている人にしか配ってないわけですよね。情報誌は全部配

っていますよね。人材募集とか店の紹介とかあるでしょ。あれは、お金もらって

いるから全部においていろんなところに。市報は全部に置いていますか、ありと

あらゆるところに。置いてないと思いますよ。だから、その情報発信するものが

山口に住んでいたら見られる、取りに来なさいじゃ見られないですよね。どうい

う手段で渡すかというのをもう１回考えてもらわないと阿東から阿知須の辺まで

あるわけでしょ。そうすると、高齢化が進んでとても配って歩けないようなとこ

ろから、まあ大歳のことでいうと、例えば自治会の役員に成り手が無いというよ

うな市営住宅の方とか、県営住宅の方とかアパートの方とかおられるでしょ。入

れ替わり立ち替わりとかっていう、だから、そういう現状を踏まえて市報をどう

配るかって議論がされているのかということが問題じゃないかと思いますよ。情

報発信をしていますではなくて、情報を受け取る方法から入ってくださいってい

うことをこの中に入れないと。とても情報発信を受けているとは僕は思えない。

例えば、議会の、質問の部分はわかるけど答えも年に何回かしかないですよね。

議会の議事録みたいな。そうすると議会で何が質問されたかっていうのは上辺し

か出てない。１番知りたいのはそういう議会とか委員会とか、質問されたという

ことは、市民の関心があるのではないかと思うので、それをどういうふうに配る

かっていうことで、年４回出していればいいでしょって話にはならんと思います

よ。だって、そういう観点で市民の目線というのがちょっと欠けているような気

がする。ここに挙げてある項目は。これ私も委員としていて意見として言わなか

ったところに責任は感じていますが、もうちょっと目線を変えないと。この委員

会をやって、はいわかりましたって終わるにはちょっともったいない委員会だか

ら。だから、やっぱり納得のいくね、少なくともここにおられる方が、行革をや

って、少しよかったなっていうところはないかっていうのをちょっと議論しても

らわないと報告だけじゃちょっと物足りない。ちょっと言い過ぎた面もあるかも

しれませんが、若干頭に入れておいてください。以上です。 

【会長】はい、ありがとうございました、委員さんは言われなかったと言います

が、個別のここの項目は言われていませんが、これまでの委員会の中では、当然、

総論といいますか、常にそれを言っておられましたし、私もそこはこれだけの意

見が出ているところなので、それがどうなったかということ全てをやってくださ

いということではないのですが、そのことについてですね、どういうふうに対応

はしているっていうようなところは、お願いしますことは言ったように自分とし

ては思っているわけですね。ですから、今日は、逆に言えば個別のこういった進

捗状況が報告されたわけですから、今の委員さんのようにお気づきのところがご

ざいましたら、是非事務局は、事務局も直接やっているとこではないので、それ

を集約して各担当課の方へ当然伝えていきながら、次の報告といいますかね、中
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間のところで当然どうしていくかということを、委員さんから御指摘のありまし

た数値目標に関しましても設定に適さないようなことが書いてありますけど、本

当は決してそうではないと思います。ファシリテーターの数を養成するとかいう

ことについてもできると思います。でも、それは、数値目標にはなじまないとい

うようなことが書かれていますが、そういったことを途中で目標を立てるってい

うことも、当然これはあっていいと思いますので、今、出していただいている意

見を踏まえてどういう形でこの計画を進めていくのか、当然、１回立てたら終わ

りじゃなくて、途中での見直し、改善も当然あるわけですから、そのあたりを、

是非ともお願いしたいと思います。まだ時間はありますんで、個別の項目で、今

のような御意見、特に気になるようなところございましたら、是非ともこの場で

お伺いしたいと思いますがいかがでしょうか。 

【Ｈ委員】先ほどからのお話、そうだなっていうふうに伺ったのですが、私ども

企業においても、やはりその目標設定というとこと、自己評価、そしてまたその

評価がどうなのかという外部評価、そういったところで、一つは、今回、非常に

多くのことを市におかれてもやっておられると思います。それをペーパーの中で、

御報告されるという形をとるとこういう形にならざるをえないだろうな。そうな

ったときに実は１ページ目に記されてありますように、大きく、各推進項目とい

うことで三つのくくりが、ありますけれども、例えば１番目であれば、一部実施

が４５％、あるいは２番目でございますと一部実施が約３０％、こういった数字

の並びになっておりまして、必ずしも万全ではありませんよというところを最初

に示しておられて、多くの計画と各部・課でおいて進められる上ではこういった

ゴールベースの話あって、今のやり方だったらそれをなし遂げるための取り組み

状況のパフォーマンス評価というのをやっておられてですね、よくそれが、すい

ません片仮名になりますけれども、ＫＰＩという言い方をよくしましてですね、

ここに表されているのは、ＫＧＩというゴールの形で、示してあると思います。

ですから本当は、非常に細かく詰めておられてですね、その施策の進展というの

を短い時間で説明なさろうとするので資料に書いてあることは、結果ベースの話

になっていて、その施策の進捗状況の話が抜けていると思います。ただ私はこの

場でそれをお示しくださいというつもりは全くなくてむしろそれを出すと膨大な

資料に、多分なるのでむしろ御説明で補足説明されるときに、事前にこの資料は

いただいておりますので、むしろ一部未実施とかですね、要は施策の進捗上で、

不具合があるとこですね、そういったものを多少補足されたほうが、皆さん方も

現状がわかりやすいし、それを踏まえて、我々が逆にすると判断するかですよね。

市の方の御苦労はわかるけれども、本当にそこまでやりますかと。さっきから伺

ってですね、市民アンケート調査のお話があったと思いますけれども、こういっ

たものだって絶えず改善しておられると思います。やっぱり手法としてのアンケ

ート調査っていうのは、僕はいいと思いますけれどもそれだって絶えず変えてお

られる、あるいはその市民アンケート調査のやり方についてですね、御意見を伺
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うとかですね、そういったほうがより建設的ではないかなというふうには思いま

した。それと申し訳ございません。それに付随するところですけど、１２ページ

に、市民サービス向上に向けた組織運営という具体の中で、実施内容の中に、行

政評価システムの効果的な運用というところに非常に興味がありまして、行政評

価システムって、どういったものなのかなというのが逆に教えていただけたらな

と思います。効果的な運用というふうにありますけれども、そもそも論として何

を評価するようなシステムだとか、色々すいません、教えていただければと思い

ました。 

【会長】ありがとうございます。委員さんからございました行政評価システムに

ついて、何かございますかね。 

【事務局】行政評価システムと申しますのは、およそ１５００程度の事務事業が

市役所全ての業務においてある訳ですが、そうしたところで、その事業について

いわゆる事業を計画し、実施し、そして見直して次の計画に生かすという、そう

いった横文字になりますＰＤＣＡサイクルをきちんと行いながら効果的な事業を

実施していく、直すところは直していく、そういったものを、システムとして、

この事業の目的は何であるか、誰に対するものなのか、そしてその評価を行う、

項目は何なのかというそういうものがございます。ただその中に、ＫＰＩに該当

するものＫＧＩに該当するもの等がございます。そして、先ほど申し上げました

が、年度別の数値目標につきましても、取りにくいものについては、代替指標を

用いても必ず指標をつけるようにいたしております。そういうところで全ての事

業について、漫然と行うのではなく、毎年、毎年、実施経過についてチェックし

ながら、次の年に生かす、不要なものを廃止する、そういったものを、全庁的に

取り組んでやっております。そうしたものは、まちづくりの達成状況報告として

作成いたしまして、各地域の交流センターにも配置しておるところでございます。

以上でございます。 

【会長】はい、ありがとうございました。他に何かございますか。 

【Ｆ委員】２５ページ山口市の管理職に占める女性職員の割合を５年間で１０％

以上上げようっていうことが書いてございますけれど、今女性職員の管理職何人

おられますか。国としては、確か２０％でしたかね、３０％をたしか目標にされ

ているのではないかなと思いまして。ちょっと、パーセンテージが低いその理由

と、今、管理職が何名いらっしゃるかっていうのをちょっとお聞きしたいと思い

ます。 

【会長】事務局お願いいたします。 

【事務局】現在の女性管理職の人数というのはここに資料として持ち合わせてお

りません。それで、女性職員が少ない理由というのにつきましても、具体的に職

員課の方からこうであるということは伺っておりませんので、正確にはちょっと

申し上げることはできません。申しわけございません。 

【Ｆ委員】それに関連して今この女性職員の活躍促進に関するプランっていうの
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を、ちょっと私も初めてこの資料いただいて見たわけですけど。山口市もかなり、

これに力を入れてらっしゃるのでしょうね。 

【事務局】はい。やはり、企業のトップを走らなければならない行政としてそう

いう使命感は持っております。男性女性関係なく活躍できるかということで、考

えていかなければならないというふうに考えております。このプランにつきまし

ても、やはり、きちんと実行できるような、環境を整えていかないといけないと

いうことで研修等通じながら今やっているところでございます。 

【Ｆ委員】女性の管理職の数字をふやしていただければなと願っております。 

【会長】はい、ありがとうございます。 

【Ｋ委員】今の意見に、ちょっと加えて山口市の庁内で女性を対象にした研修、

それも女性活躍とか、管理職になるための研修とか、意識の醸成とかなかなかそ

ういう研修が見られてないなっていうのを、日ごろから感じていますが、本当に

女性管理職を増やそうと思えば、やっぱり女性が本当に管理職になりたいという

意識を持つというか、そういうことが必要ではないかなというふうに思います。

ロールモデルができて初めてその人を目指して次にも続いていこうというような

ことになるかと思いますので、その辺のセミナー等々の強化と申しましょうかそ

ういうものをやっていただけたらなというふうに希望します。 

【会長】ありがとうございます。実際、そういった研修は、男女ということじゃ

なくて、多分入職してから何年経ったかということで一緒にやっていると思いま

す。私が市に入ったころは、女性が管理職になると退職してしまうというような

ことが起きていた時代、４０年近く前なのであれですけど、私たちは入ったとき

は、男女一緒に全く同じ研修プログラムでやっていましたので、多分山口市さん

も同じような状況でやっておられると思いますので、あとは今委員さん言われた

ように、そういう中でも、本当に管理職としてっていう、そこだけではないと思

いますけどね、本当に仕事に対してバリバリというか、そういう意欲が持てるよ

うな、どうしても管理職になるっていうことに対するプレッシャーとかそういっ

たことも含めて、研修に盛り込んでいただけるっていうのが必要なんじゃないか

なというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。他に何かございます。 

【Ｃ委員】すいません。資料を送っていただきましてですね、一生懸命見たわけ

ですが、実施とか、計画、実績っていうところに実施って書いてあって、○がし

てあるのがほとんどで△とか×っていうのは本当にちょっとしかない。それで、

こんだけ○が多いってことはもう本当にパーフェクトでできたかなっていうふう

に思いますよね。でも、その実態っていうのが、先ほどから何度もおっしゃって

いるように、どの程度、到達して○なのかっていうのが全部こう見て一つ一つど

こまでいっているか、パーセントで上がっているのは分かりますが、本当にわか

らない状況で資料いただいて、どのように把握していいのかなと思って悩みまし

た。それから、今までの行革でずっと何度もおっしゃっていたことで、第三者の

方がいつになったら入られるのかなっていうことで、評価は職員さんが全部され
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るわけですよね。それで、今後の対応というところの職員さんが書かれるわけで

すよね。やっぱり今後の対応を書かれるのは、１年しかたってないって言われた

らそれまでですが、やはりちょっと厳しい面も必要かなと思いますので、第三者

の方っていうか、そういうことの目を入れるということが必要かと思います。そ

れから、職員の能力資質を高める人材育成っていうとこで、今私が見ているとこ

ろの２１ページですが、職員の資質を高めるためにいろんな研修をずっと積み重

ねてられて、かなりの方が一生懸命取り組んでいらっしゃると思います。先ほど

から女性登用の話も出てきました。その中で、私が市役所に行って、いろんな質

問とかお願いとかいろんなところで職員さんに遭遇しますのに、ちょっと個人的

な感情かもしれないのですが、若い職員の方の対応が時々、特に女性の方が、市

の窓口となる方なのにこんな対応でちょっとよろしくないなと思うことが多々あ

ります。いろんな難しい研修も必要かと思いますけど、市民に対する本当に基礎

的なマナーっていうのが若い人にできてないように思いますので、それはいろん

な難しい研修をする前の第一歩かと思いますので、その視点もちょっとよろしく

お願いしたいと思います。 

【会長】はい、ありがとうございます。第三者というか、外部評価でしょう。大

学もよく言われますが、そういった予定等がございますか。いかがですか。 

【事務局】はい、外部評価についてですが、甘いと言われると大変あれですけど、

このいわゆる推進委員会が、点検したものを民間の皆様に見ていただいて、御意

見いただくということでやっております。この資料作成のところに外部の方の意

見を入れてきちんと評価すべきではないかというのはございました。申しわけな

い今後の検討の課題とさせていただくとしか今申し上げられません。それと職員

の接遇につきましては失礼いたしました。接遇研修をきちんとやっておりますの

でこれは別件ということで申し訳ございません。 

【事務局】外部評価に関しまして実はさっきＰＤＣＡサイクルの話をするときに、

山口市の全事業１５００事業、これを活動指標、成果指標を全て設定して、主要

施策の成果報告書、昔の電話帳ぐらいの厚さのものに取りまとめをして、議会の

ときの決算審査、予算決算委員会というのがありますが、そのときに最終的なチ

ェックという機能としてそこで使っています。この資料をつくるのに、大体、年

度が終わってでき上がるのが８月の末ぐらいです。全ての職員でその各課で積み

上げてきて、それが完成するのが大体そのぐらいの実は事務量として発生してい

ます。それ以外に例えば協働推進プランであったり、この行革推進計画であった

り、共有できる目標設定をする場合は有効であると考えていますが、実は、行政

評価システムを導入して、きちんとした説明責任を果たせるようにという取り組

みずっと進めてきたことが、また新たな事務負担になっているというような現状

もありまして、仮に第三者評価の中で、細かい部分までやっていくといただくと

いうふうになると、これも恐らく委員さんにとっても膨大なボリュームになって

しまう。そこのあり方を新たな手法としてどういうふうに今後進めていくべきや
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ろうかとか、それからウェブサイトであるとか、いわゆるネット環境を利用する

ことによって、もう少しいろんな人の目が入るような仕組みできないかとかとい

うような、新しい今度は発想で、これからまでやってきた、行政評価のあり方っ

ていうのも、考え直していかなければいけない時期に来たのかなというふうに感

じておりまして、先ほどちょっと御挨拶の中でも申し上げた、ＡＩとか、あるい

は技術革新の手法なども検討する中で、今御指摘していただいた内容についても

っともっと、いろんな方の目が入るような手法については、少し研究をさせてい

ただければというふうに思っております。以上でございます。 

【Ｂ委員】これは、事務局のほうにお願いですが、効率的な行政をやるための行

革推進委員会ですよね。だから、１番最初からネックになっている職員が行政の

仕事がどこまでかっていうのは皆さん理解しておられるのかっていうのが一つ要

ります。だから、例えば、ちょっと例を出すと該当課にちょっといろいろ迷惑か

かるかもしれませんが、例えばさっき女性の問題が出ました。女性の地位の向上

というけれども元々働けない人が急に働いて管理職にはなれないでしょ。そうす

ると、働くために０歳児を抱えている。１歳児は枠がないけど０歳児は預けられ

ます山口市は。これは枠があるから実際１歳児は大体満タンです。そうすると０

歳児のときに、まあ僕も職員雇っていますから雇用証明出して、２～３日来たけ

どそのときは来ないで、年１回の就業証明をよその場所で取る。これだと書類に

何ら引っかからんのですよ。書類だけで通っちゃう。担当課長に、利用されても

いいけれども、書類だけじゃなくってそういう０歳だから受け入れる、１歳にな

ったら受け入れ先が無いっていう現実の問題があるから、そういうところのパー

トさんに来る人とかっていうのは、ごまかしてでも書類を書いてもらわなきゃい

けないというところに追い込まれるだろうって話をしました。だまされた方も悪

いかもしれないけども、現実はそういう問題があります。そうすると、どこを行

政が見てやっているかというのは把握しないと、審査だけの行政だと、これだけ

の職員はいらんのですよ。サービスは何をするのかもう１回分けてもらわないと

審査だけだったら、本当悪いけれどもＯＢ対策も必要ないぐらいの人数で足りち

ゃうはずですよね。市の職員の全体のあるべき構造というのは議論しても結論は

出ないじゃないですか。僕が言っても、勤めておられるから辞めろとは言えない

って話になっちゃうじゃないですか。そうすると、今ここの市の職員は何人が適

正っていうのはおられる人数でしか僕ら理解してないですよね。それが、サービ

スの向上って言われると、書類審査だけしてサービスの向上じゃないでしょと、

現場に出向いてもらって、例えばね去年も言いましたけども市の職員が地域づく

りに１回ぐらい、年 1 回ぐらい出てきたらと言いますが、誰も出てきやしません

よ。そういうことです。問題は、だからここで幾ら議論しても実際の原課に行く

と、そういう話につながらないということになるから、総務部長さんにお願いし

たいのは、人事権があるから、やっぱり市の職員の人事権握っている、市民サー

ビスの目線でやる職員を育てるっていうところに持って行ってもらわないと、審
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査のために職員の管理能力があるというところの評価が上がっちゃうと市民サー

ビスがおざなりになると思います。 

【事務局】今の御意見大変よくわかります。確かに山口市の職員も地域活動応援

隊制度を設けておりますけども、どのぐらい仕事を持ちながら、その活動に御協

力出来ているかっていうと、決して十分ではないのかなというふうに思っており

ます。実はこれは学校の先生にも言えることで、要は、勤務は勤務でしっかりし

ろ、時間外は地域で働けというような流れの中で今のやはり働き方改革の問題も

実は出ているという現状もあります。どういうバランスをとるかそれから、それ

ぞれ地域ボランティアの時間帯を就業時間中に、認めるような制度設計をすると

いうのは、きちんとワークライフバランスを守るための制度設計をいかにしてい

くかっていうのが、これからの時代の課題だろうということで、今職員課のほう

でもですね、いろんな休暇制度、ボランティア活動や地域活動に使えるような、

休暇の仕組みなんかも少しずつですけれども増やしてきておりますので、これか

らの時代の働き方というのを視野に入れた、そういう取り組みを積極的に進めて

いけるようにしたいと思っております。最初に御指摘のあった、女性の働き方、

子育て環境、そういった問題については、今御指摘いただいているところで言い

ますと、特にやっぱり０歳の時期は自分で育てたいから余り需要がない。１歳に

なると希望が増えて、入りづらくなり、今度は１歳２歳の場合は、保育園の認可

基準として、保育士の数が１人当たりの保育士の数の基準が高いので、保育士を

たくさん集めないと急に開設できないというような事情もあってなかなか今、実

はそこを開設してほしいということで働きかけはしていますが、やはりどうして

も３歳以上のほうが開設をしやすいということがあって、今山口市は今年、よう

やく、待機児童がほぼ解消されたのですが、それでも１０数人残っております。

それがほとんど今御指摘の１歳 2 歳に実は集中しているという状況はありますの

でこれからも、女性が働きやすい環境の確保と、それから女性の活躍できる職場

づくりというのは、両方、セットできちんとやっていきたいと思っています。 

ただ、実は山口市の職員採用試験で地方公務員は資格試験なので、昔は上級職、

初級職という言い方しましたけど大卒程度と高卒程度、大卒程度の女性の合格者

の最初は、私の一つ下のときに初めて女性が合格して、そのときに２名いらっし

ゃいまして、１名ちょっとおやめになられたので、私も今年定年になるんですけ

ども、それが実は山口市の女性第１号でして、それから少しずつ少しずつ増えて、

最近はもうほぼ、女性と男性が半数にはなってきています。大切なのはやはり、

今のような採用試験結果になってそれが社会として成熟する中で、その仕組みが

でき上がっていくということが大事だろうというふうには思っておりますので、

しっかりとした登用とこれからの採用も含めて取り組んでまいりたいというふう

に思います。以上でございます。 

【Ｇ委員】事務局から、説明がございましたけれども先ほど出ていました多様な

人材の活用のところで、ちょっと拝見しましたら、実際に、市と民間企業の人事
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交流の中で 1 名というふうに書いてありました。これは、実際に民間から市のほ

うに出向して働いていらっしゃる方が１名、逆に市のほうから、民間の企業に出

向できるかどうかちょっとその辺定かではありませんけれどもそれにしてはちょ

っと、件数としては非常に何か少ないかなという感じがしました。それともう１

点。この委員会で意見として述べるが、妥当かどうか定かではないですが、３３

ページのところに、財政の健全化に向けた取り組みというのがありまして、その

具体的な取り組みとしては、定員管理でありますとか、予算の肥大化を抑制する

というような形で取り組みがなされておりますけれども、市の第二次総合計画の

中に自然災害に強い都市基盤づくりというようなものを掲げられております。既

にいろんな整備が進められているとは思いますけれども、ちょっと細かい話で恐

縮ですけれども、皆さん椹野川を歩かれたときに、実は川に土砂が堆積をしてお

りまして、ちょっと大雨が降ったら、ひょっとしたらすぐに氾濫をおこすのでは

ないかというような、個人的なそういう危惧はしているところであります。二級

河川は県の管理とかいうことなんかあるようですけれども、やっぱり本当に財政

の健全化に向けた取り組みの一つとして、その予算の適正な配置というか、氾濫

が起こってそのために多額の復興費を使うことも大変だと思いますので、そこは

減災という視点で、やっぱりそういうところも予算化ということも必要ではない

かなというふうに思っております。これが、この行革の委員会で良いのか定かで

はありませんがそういう意見を持っておりますので、発表させていただきました。 

【会長】はい、ありがとうございます。抑えればいいっていうことではなくて、

やはり必要なところで、まさに今、委員さんおっしゃったところ要望で済むので

あれば、本当に放っておいて起きてしまったとのことを考えればというのはあり

ますんで、そのあたりは、当然考えながらやっておられると思いますが、この委

員会の意見として出たということをお伝え願いたいなというふうに思います。よ

ろしくお願いいたします。 

【Ｊ委員】一つお尋ねしたいのですが、マイナンバーカードの利用ですけども、

非常に目標値も実績も低いということで、それだけ、持つ必要がないというとこ

ろが現状だろうと思いますが、ただ、先ほど、会議の最初に、部長さんからのお

話もあったように、これからＩＴ化が進んでくる、人工知能の活用がどんどん進

んでくる、窓口一つとっても、私たちは団塊の世代なので機械に弱いから、窓口

でしっかり教えてもらいながら申請をやる。ただ、若い人は、それがもう面倒く

さいということがあるので、マイナンバーカードを仮に持っている方だったら、

もう機械を使ってそこで全てのことは自分で出てできて支払いができるという、

こういう世代間の感覚の違いをこれから行政システムの中にも入れていかなきゃ

いけないのかな。それがないとこの目標値も、達成することはできないではない

かな。今、どんどん銀行とか、いろんなところに行ってみると、もう変わって、

銀行さんなんかでいってもかなり待たされて、イライラするときもありますが、

ただ、銀行業務だけを考えると、その人達に払う、お給料を考えたときには、や
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はり、どんどん人を増やせるわけではないので、できるだけ利用者の方がもう送

金したり振り込みをしたりできるような体制もできているので、そういう、人工

知能の活用やＩＴ化を進めればこの目標値も上がってくるのかな。それとちょう

ど今、新庁舎等の改築もあるので、将来的な、そういう人工知能と行革というの

を、どの程度、研究というか、進められているか考えがあるかあれば少しお話を

聞きたいと思います。 

【事務局】御意見にお答えいたします。まさしく、今から、私どもが、進めてい

かなければならない分野が、冒頭に部長が申しました、今まではＩＣＴ等の推進

というふうに言っておりますけれども、高い技術の情報技術を活用した、行政サ

ービスの提供というところにございます。これは何も、行政効率で人の手を減ら

そうというのが主な目的ではなくて、人にかわってできるものを機械に任せて、

その余った力を窓口をはじめとする、人でなければ提供できないサービスに向け

ていきたいという思いからそれを推進していこうということになっております。

そういったことでマイナンバーカードにつきましては、なかなか使いにくいとか

いうこともございますけれども、これも今から普及させていかないといけないと

思っております。それとは別に新しい形の情報技術を活用した、ＡＩであります

とか、冒頭申し上げたＲＰＡというのがあったりしますが、そういった技術を活

用して行政効率を高めて、人間でないとできないサービスの提供に資するような

取り組みの研究を始めたところでございます。冒頭の広報紙もございましたけれ

ども、私どもは紙媒体が全て電子媒体に変わるということは考えておりません。

必ずさまざまな方がいらっしゃいますので、それぞれの方に届く必要があるとい

うことで、インターネットが発達してもやはり紙媒体も残っていく、冒頭の話で

はその配り方に提供の仕方に問題があるのではないかとおっしゃいましたが、ま

さしくその通りだというふうに思います。そういったことを総合的に考えながら

やっていかないといけないと思っております。庁舎のほうにつきましても、やは

り、そういったところ遠くを眺めてですね、その遠くどういうふうな目標にして、

今の庁舎建設どうするかというところの視点を持って、対応しなければならない

というふうに思っておりまして、ＩＣＴを活用した新しい庁舎に耐えうるものに

していきたいというふうに今考えておるとこでございます。以上でございます。 

【会長】ありがとうございました。ほかに何かありますか。 

【Ａ委員】はい。３ページの、話し合いによる地域資源や課題の共有の促進のと

ころを少し御質問させていただきたいと思います。まず質問ですが、地域コーデ

ィネーター養成講座を実施されて認定者２９人が生まれたということで、書いて

おられるのですが、これがどのような方がおられて、今後、何かこう公開された

りとか地域づくりをする上でどのようにこの人たちと連携ができるのかというあ

たりを少し教えていただければなというのが質問です。それから意見はですね、

この仕組み大変良いと思いますし、ファシリテーターがたくさんふえてくるとい

うのは、大変良いことだと思っていますが、今後の対応の中で、今ファシリテー
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ターがどんどん生まれつつありますということで、その人たちのネットワークの

構築と、それから活躍できる仕組みをこれから検討するということになっていま

すが、ここがちょっと危ないなあというふうに正直思っています。ニーズがある

から、ファシリテーター養成するということになっているのだろうなと思います

ので、まず、どのようなニーズがあるからこれをやっているのかということが明

確になっていて、どのような人たちが、それに、もし講座をするとすれば参加し

てくれて、それを担ってくれるような人になればいいのかという想定があり、講

座の設計が初めてできるのではないかなというふうに思うので、そこのところが

ちょっと何かの対症療法といいますか、話し合いがうまくいっていないから話し

合いがうまくいくような人を育てればよいのであるというような形になっている

のであれば、ちょっと危惧されるところだなというふうに思いますので、これは

意見ですけれども、そのあたりも少し構造に働きかけるというところをもうちょ

っと見ていただいたほうがいいかなと。全体のトーンとして皆さんの御意見とし

ても、そのような形もあるのかなと思いましたので、これは意見として、申し上

げたいと思います。 

【事務局】お答えいたします。ファシリテーター、コーディネーターですが、お

っしゃるように、こういった講座を受けた方を速やかに、そういった話し合いの

場に向けたとしても、その話し合いをなさる方々の例えば自治会さんであるとか、

地域づくりさんであるとか、そこ、そういった方々とのつながりがないとうまく

いかないのではないかというふうに考えております。これはあくまでも導入部分

きっかけというふうに考えておりまして、議会のほうでもファシリテーターをつ

くったのであればすぐに地域に持っていくべきではないかというお話もあります

が、慎重にならざるを得ないのではないかというふうに考えております。そうい

った技術をたくさんの人に持っていただくということが大切と思いますので、そ

の中で有効な活用についても、考えていかなければならないということで今、担

当課のほうで考えながら進めておりまして、対症療法的なことではないというふ

うに聞いております。以上でございます。 

【Ｂ委員】３ページの真ん中の取組内容の②地域交流センターと地域づくり協議

会とが連携した地域での話し合い、これは何ですか。僕は協働推進課からの話を

聞いていますが書いてある意味がわからない。そこを説明してください。要は、

地域づくり協議会って全部２１地域あるでしょ。名称は違うけど。交付金流して、

交流センターも全部あるから、その話し合いの場づくりの実施をしたっていうの

は、何かこういう事業を別に実施されたのですか、ここに書いてあるような。意

味がわからないというのは、２１地域づくり協議会があって２１地域交流センタ

ーがあって、そこで話し合いしたら全部該当するのではないかと思いますが、そ

の予算を組まれて、地域版の実施をしたっていう理解がちょっとできないですよ。

別に、わからないならわからないで良いです。あと昼から、会議があるのでそこ

で聞きますけれども、さっきも折角おっしゃったのですが、地域コーディネータ
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ーの養成っていうのは、これは行政がやられたのですか。協働推進課が対象のメ

ンバーとかみんな知っているのではないか。これをどうしていくっていうのは、

皆さん方で把握しておられないと。作ったで終わってはいけないでしょ。なぜこ

んなことを僕聞くかといいますと 1 番大事なのね、例えば、今ものをつくろうと

してやっているときに、地権者、隣接者というのは必ずおります。隣接者という

のは、必ず水の問題が絡むから、水利権者の最終的な判子がいりますよね。こう

いうところのものをひとつ作るにしても現場の中ではみんな意見正しいよね。作

らなくていい人も正しいですよ。それを間違えて作るほうが正しいと抑え込んじ

ゃうから、余計反発食っちゃう。絶対反対する人はおられます。反対する人が正

しいという前提に立たないと物が立たない、だから地域コーディネーターという

方はそういうことまでしてくれるかも聞きたかったので、早く言うと、意味わか

りますよね。必ず水利権が絡むから、あるいは隣接者、近隣者の意見との同意が

要るから判子が要るか要らない別にして事業を進めると必ずそういう人が出てく

る。そういう人にどうするかっていう。一番大きな問題は、生活難民と空き家と、

自治会とかというのは、高齢化で担い手がいないということだけ理解してもらっ

て、ここの行政サービスも考え直してもらわなきゃいけないから、この辺は、会

長申しわけないですけど、この中に入って無くっても、いずれ山口が抱える問題

じゃないですか。そしたらやっぱり特記項目なんかにして、全体でどう考えてい

けばいいかぐらいの議論をさせてもらわないと、行革のこれ認めるだけだったら、

言い方悪いけれども、あんまり、ちょっとここに来て２時間もつぶす時間はなん

かないなって気持ちになります、僕は、以上です。 

【Ｈ委員】おっしゃる中で私もずっと考えていたのが、これ１０年のベースで、

また、２つの大きな区間に分けてありますけど、多分ですね出してある方向は間

違いないですけど、その間に急激に出てくる変化として一つはあるのがやっぱり

ＩＴの問題だったですね。ここは間違いないと思っていて、これは既に項目を挙

げておられて、実際は色々やっておられるのでしょうけど、それともう一つは高

齢化ですよね。山口は人口減少の率は県内でも少ないですけども、高齢化に向か

う速度は速いと思いますので、ましてや大きなエリアを抱えておられますので、

中山間地域の問題などが間違いなく出てくるわけですよね。高齢者の問題として。

私の方が思う行革っていうのは、昔の人間かもしれませんけども効率化というか

より多くのサービスをしないといけないけど、厳しい財政状況の中でどうするの

かというのが根本にあると私は思っていますので、そういう意味での本当の効率

化、色んな事業をするにしてもこれからますます交付金が減っていって、山口市

の財政は間違いなく健全ですけれども、進む高齢化とですね、特に中山間の問題

っていうのはこれから出てくる問題なので、広く読めばそれも包含されていると

思いますが、特記にするか別にしましてもそういった問題があるという中で、多

少そのあたりの進捗ですね、そういった落とし込みっていうのもあってもいいの

ではないかというのは私も同意見でございます。 
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【会長】はい、ありがとうございます。今、委員が言われたところは、当然、そ

れを専門にやっていく担当部署、そういうところで、検討していただかなきゃい

けないことだと思います。ただ、この委員会の意義としては、やはりそういった

ところに、全体の市全体の今の取り組みを見ていただいて、その中で、今のよう

な御意見を出していただいて、それを総務課の方から、さらにこういう取り組み

の中に、今のような視点を是非取り入れてやってほしいと伝えていただいて、実

際にはやはり担当課でないと、こういった中からであれば、年１回の２時間の中

で言われるようにどこっていうわけにはいかないと思いますけど、それは逆に言

えばある程度、１５００の事業があると言われましたけど、全体を見渡していた

だいて、それぞれのやはり分野で、お気づきになったところを今のように言って

いただくっていうことがこの委員会の役割というふうに思っておりますので、決

して、今まで言って来られたことが全然行ってないということでは、私は無いと

思っていますので、是非今のところですね、それと、先ほどのファシリテーター

を含めた地域コーディネーター養成のところは、言われましたように、やはりそ

ういった資質で言いますか、スキルをまずは身に付ける人たちをふやしていこう

と。そういう人たちが実際に、地域でなり、いろんなところで、そういった機会

があったときに、しっかりとその力を発揮してできるような、そういう人、市民

をたくさんつくっていきたいっていうところなので、多分、何々のために、これ

をやるっていうことになると、逆にも、そこに行くための、もうメンバーの人が、

逆に、そこから、推薦なりしてもらって、ここへ出てって、そういった能力をつ

けるという、そういう仕組みをまた考えていっていただかないと、なかなか今の、

多分これ、募集方法、そして、実際にそこでしっかり研修されている人が、全て

即戦力になるということではないので、ただ、言われていることはごもっともで、

いろんな講座とか、そういう研修会をやって、何千人つくったところで、その人

たちの力を発揮する場がないと、これはもう、何のための研修かわからなくなる

のでそこは、両方からですね、双方向からこの研修というものを考えていただく

必要が、あるのではないかなというふうに思いますんで、ちょっとしゃべり過ぎ

て申しわけございませんが、よろしくお願いいたします。 

【Ｂ委員】会長がまとめられましたが、僕が言いたいのは、今後の対応の中の目

線にね、高齢化とか、ＩＴ化というのを、総務課長さんがどう原課から聞いただ

けで良いですよ。各課に任せれば良いから。だけど、やっぱりそういう総合的な

視点がないと、ここで幾ら聞いても、個別の事業を個別としか言いようがない、

さっき言ったように、人数が何人必要かというのは絶対答えないから、答えの出

ないことを僕は聞こうと思っていない。だけども、そういう目線で聞き取りをし

てもらって、これはこうですよって言ってもらえればね。何かここに来たのがち

ょっと救われる気がするかなって思って言ったのです。以上です。 

【会長】ありがとうございます。 

【Ｉ委員】私の立場上、委員さんの各委員さんの話はかなり身につまされる部分
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もありました。実は、私が県の職員なので公務員という立場も含めてですね、貴

重な御意見を聞かしていただいて、私が話そうと思っていた部分もかなり突っ込

んで話していただいたので良いかなと思ったのですが、もし１点言うとすれば、

やはり人材の確保のところについては、さまざまな項目を立てられていますが、

今後、公務員を取り巻く環境で言えば、定年延長の話だとかいろいろありますね。

採用の方法についても今再任用がメインになっていますがやはり、ＯＢの方ある

いは、女性ですね、こういった皆さんの力をいかに社会に引っ張って出して来ら

れるかというのが、労働力を上げていく意味でも、重要になってくると思います

ので、組織内の研修等はもちろんされると思いますけど、地域交流センターでの、

例えば女性の社会に出ていくための、スキルアップのための研修だとかですね、

そういった意味での取り組みも、センターの一つの事業として増やしていくとか、

お年寄りがどんどん参加できるような場をつくるとかですね、そういう埋もれた

というと大変失礼ですが、今、社会のほうで十分活躍できる皆さんが、しっかり

おられるというのを自覚した中で、行政としても取り組みを広げていっていただ

きたいと、我々も組織的にはそういうふうに考えておりますし、雇用にあたって

も求人倍率等はかなり高いように見えていますけど、今頃は、生産年齢人口がか

なり減ってきているという実態もあって、職種によってはもう全然、働こうとす

る人が見つからないという状況もありますんで、そういうのも含めて、各世代に

あったようなことができるのもまた行政かなというふうに思いますので、その辺

を、要望として一つだけ言わせていただきます。以上です。 

【Ｅ委員】一言だけ最後に申し上げたいですが、女性活躍とかなんとかいうのは

政府がずっとやって、各地方がそういうことを実際にやっているとは思いますけ

ども、実際に僕が子育て世代の人にお母さんに聞くとある程度までは自分で育て

たいというふうなことなのですよね。今のように女性活躍とか、どんどんどんど

ん預けて働くっていうのは、はっきり言ってこれ共産主義がずっとやってきて、

最終的には、母親から子供を離すような政策で最終的には経済が疲弊しています。

そういうことの観点から考えると、大体保育所に１人、預けたら３万５０００円、

３倍を市役所は認定するように、保育課か、残業してまで、一生懸命やっている

ような状態ですけども、そういうふうな保育所に３倍も払うような金額をお母さ

んに給付金として幾らか支給するような体制を作るほうが、子供が少ない日本の

中でゆっくり育ててもらえるような、政策を市役所はやってもらいたいと思いま

す。 

【会長】それでは次第の２議題について終了いたします。その他、何か御意見、

御提案等ございましたら、よろしいですか。先ほどから言いましたように皆さん

の意見を事務局のほうからですね、各担当課の方へ伝えていただいて、今後の計

画推進に参考というとちょっとあれですが、是非使っていただきたいというふう

に思いますのでよろしくお願いいたします。それでは、事務局のほう、お願いし

ます。 
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【事務局】本日は貴重な御意見ありがとうございました。今、御意見の中にもご

ざいましたように、関係部署と、こうしたせっかくの貴重な御意見をきちんと、

共有をさせていただきまして、行革大綱における取り組みをさらに、充実させて

まいりたいと考えております。本日はお忙しい中本当にありがとうございました。 

【会長】それでは、本日これをもちまして終了といたします。大変どうもありが

とうございました。 
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