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平成２５年度 第１回 行財政改革審議会 会議録 
 
開催日時   平成２５年５月１７日（金） １３：００～１４：５０ 
場所     市役所５階 第１会議室 
出席委員 鈴木会長、太田委員、安達委員、池田委員、田中委員、山本委員、幸委員、 

上田委員、平田委員 
欠席委員   古舘委員 
事務局    総務部：麻生部長、林次長、 

行革推進課：永易課長、濱田副主幹、舩津主査補、小安主任主事 
傍 聴 人   0 名 

 

会議次第 

１. 開会 

２. 会長あいさつ 

３. 市長あいさつ 

４. 議題 

１）第 7次四街道市行財政改革推進計画（案）作成にあたっての審議会委員意見に対する事務局

の対応（案） 

２）第 7次四街道市行財政改革推進計画（案）について 

５. その他 

６. 閉会 

 

議題 
１）第 7 次四街道市行財政改革推進計画（案）作成にあたっての審議会委員意見に対する事務局

の対応（案） 
永易課長： （資料説明） 
鈴木会長： 何か意見等あるか。 

  
平田委員： 雨水と汚水で下水管は分かれているのか。 
永易課長： 四街道市の場合、雨水と汚水の管は完全に分かれており、雨水は公費、汚水は受益

者負担である下水道料金で賄っている。 
鈴木会長： 他にあるか。ないようなので議題１を終了する。 

 
２）第 7 次四街道市行財政改革推進計画（案）について 
永易課長： （資料説明） 
鈴木会長： 何か意見等あるか。 
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鈴木会長： 「（№19）図書館の指定管理者制度導入の検討」について、制度を導入することで

利用者が増えるとのことだが何故か。 
永易課長： 民間活力の導入によりサービスが向上し、利用者が増えることを見込んでいる。 
平田委員： 図書館だけではなく市の施設管理等を民間に委託することで新たなサービス提供や

施設の有効活用など、今までと違うやり方のアイデアを出してもらうということは

よいことである。 
山本委員： 実施内容欄に「経費の削減を図る」と記載しているにもかかわらず、成果目標は利

用者の増加というのは整合がとれていないのではないか。 
鈴木会長： コストを削減しつつサービスが向上することはよいことだが。 
永易課長： 指定管理者を導入した場合には経費が削減できるであろうという意味で記載されて

いるが、指定管理者の導入については教育委員会の方針決定を待たなければならな

いことから、現段階では具体的な削減額を記載することができない。その代わりの

数値目標として利用者の増加を記載したものである。 
鈴木会長： それならば現段階では効果額は設定できないと書いた方が正直で正確だと思う。 
上田委員： 具体的に経費の削減効果額を記載している項目もあるが、経費削減を効果としなが

ら具体的に書いていない項目もある。これらは現段階ではできないが、計画策定の

段階では効果額を算定し掲載するということか。 
永易課長： これらは計画策定の段階でも効果額を設定できないものである。例えば、「（№5）道

路の維持管理（日常点検）の委託化」は、計画策定の段階では委託を推進するとい

う方向性までは決まっているが、何をどこまで委託化するのか具体的には決まって

いない。その内容によって効果額が変わってくることから、経費削減効果はあるだ

ろうが具体的数値は設定できないということである。 
鈴木会長： 確認したいが、この計画は掲載した項目を担当課に強制的に実施させるものなのか。

それとも事前に担当課と協議し調整が完了したものを掲載して実施していこうとい

うものなのか。 
永易課長： 計画に載せる項目については事前に担当課に提案し、効果額の設定などの際にはヒ

アリングや協議を行っている。強制的に実施させるというものではない。 
鈴木会長： 協議したが調整できなかったものは計画に載せないということか。 
永易課長： 後まで調整できなかったものは載せていない。つまり計画に載せるということは

担当課も了承したものということである。 
鈴木会長： それならば担当課と協議したうえで効果額も載せればよいのではないか。 
永易課長： 実施するという方向性のみが決まっていて、その具体的内容を計画期間内に検討し

て決定するものについては、現段階では効果額の設定はできないが、実施した結果

として効果額を積み上げることは可能である。 
鈴木会長： 例えば「（№17）学校の適正規模・適正配置」は効果が も大きいと考えるが効果額

の記載がない。これは施設の統廃合について検討することは担当課と調整がついて

いるということか。 
永易課長： 年次計画に記載されているとおり、平成 28 年度に検討組織を設置し 29 年度に方針

を決定するということについては実施担当課である学務課、教育総務課と調整がつ
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いているが、現段階ではどの学校施設をいつ統廃合するかなど決められないので効

果額の目標設定はできない。 
鈴木会長： 審議会としてここまでやった方がよいのではないかという提案はできないのか。 
永易課長： それは可能である。 
上田委員： 今ここで提案することは難しい。今後具体的内容を検討するとした項目について、

例えば「（№13）財政援助団体への支援の見直し」であればどういった団体が検討の

対象となりうるのか、「（№12）使用料・手数料の適正化」であればどのような手数

料が検討の対象かなど現段階で具体的になっているのか。 
永易課長： 使用料・手数料については全体的な見直しになる。各施設等のコストなどから現在

の料金が適正かどうか見直すことを考えている。 
上田委員： 「実施内容」欄に記載されている内容に具体性がない。見直しの対象がどういうも

のでいくつあるというように具体的に記載することはできないのか。 
永易課長： すべての項目に記載することは難しい。 
鈴木会長： 実態とそれをどう変えたいか、例えば現在の財政援助団体数やその設置目的、援助

の必要性など素材がなければ議論ができない。 
上田委員： 方針決定前の検討段階では当然はっきりさせるのだろうが、現段階で念頭に置いて

いる対象団体数などをこの計画の中に記載したほうが分かりやすいものとなる。 
麻生部長： すべてを記載することは難しいが、一部対応できるものはある。例えば「使用料・

手数料の適正化」については、対象をすべての使用料・手数料としているが、「窓口

諸証明の発行手数料などを見直す」などと少し具体的な表現にすることは可能と考

えている。 
永易課長： 事業の見直しなどの対象はすべての事業である。その中で効果に結びつくものがど

れくらいあるかを明確にすべきとのご指摘だが、それをどの程度実現できるかは現

段階では分からない。 
鈴木会長： 使用料・手数料の適正化については、料金の値上げということになるのだろうが、

それが他のサービス向上につながるのだろうから市民にとってもメリットがある。

ただし、その金額の根拠を示してもらいたい。近隣市の料金も一つの根拠となる。 
田中委員： 他のサービス向上のため値上げするというのは受益者負担の適正化とは違う。近隣

市との比較というのも近隣市が高いことも考えられることから本市としての適正料

金を計算する必要がある。民間では原価から計算する。 
麻生部長： 確かに近隣市の料金からだけでは適正な金額とはいえないが、一つの判断材料とな

るのではないか。一方で、実際の人件費等がいくらかかっているのかといった資料

を提供しなければ市民から理解を得ることはできないと考えている。 
永易課長： 料金の見直しに当たっては経費のほかに行政の関与の在り方等を踏まえて計算する

が、急激な料金の変動などを避けるため、近隣市の状況等を確認しながら料金設定

をするつもりである。 
幸 委 員 ： 「（№10）環境問題に配慮した省エネルギーへの取組の推進」について、本市では街

灯のほとんどをＬＥＤ化すると聞いているが、例えば市内すべての街灯をＬＥＤ化

した場合の経費を現在と比較することで目標額が計算できる。同様に「（№11）公共
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施設における電力調達方法の見直し」についても、仮にすべての施設の電力調達先

を現在の東京電力から特定規模電気事業者（ＰＰＳ）に切り替えた場合の削減額は

計算できる。これらを成果目標として記載してはどうか。 
永易課長： 現在、防犯灯のＬＥＤ化について検討されており、修繕等を含めた経費削減額が初

期投資を考慮しても年間 500 万円程度はありそうだときいている。今後は道路灯な

どにも適用できないか検討していきたいと考えている。ＰＰＳについても、報道や

ＰＰＳ業者からの情報提供により他市の情報を把握している。これらをもとにある

程度の効果額を算定することができるが、どの施設に適用するかの検討がこれまで

のところされていない。本庁舎のみに適用した場合などと仮定すれば算定は可能で

ある。 
幸 委 員 ： 仮に本庁舎のみで考えた場合で構わない。あくまで計画なのでそれが変わっても問

題はない。同様にＬＥＤ化する箇所についても仮定で構わないので具体的に記載し

た方がよい。 
鈴木会長： その方がよい。少なくとも防犯灯のＬＥＤ化については既に検討しているのだから。 
安達委員： 計画案にも記述してあるとおり、ＰＤＣＡサイクルを用いた進行管理を行うとのこ

となので、計画（Ｐｌａｎ）の段階では現在分かっている範囲の記載で構わない。

実施（Ｄｏ）したうえで、検証（Ｃｈｅｃｋ）し、見直す（Ａｃｔｉｏｎ）ことと

しないと現段階で成果は分からないというものばかりになってしまう。「検討」ばか

りでは計画ではない。こういう前提で実施した場合はこういう効果を見込んでいる

と記載した方が分かりやすい。 
太田委員： 新たに追加された「Ⅳ 行財政改革の具体的施策」の「５ 分野別方針」の各項目

も成果目標は見込めないのか。 
永易課長： これらは各分野担当に委ねている項目なので、こちらで計画したり進行管理したり

しない。効果が出た場合にはこちらにも計上する。 
平田委員： 担当課で計画をたてているのであれば、こちらにも載せるべきではないか。 
太田委員： 特に経常的に実施しているものについては効果額も計画に載せた方がよい。 
安達委員： 計画に載せたからといって必ず実施しなければならないと考えすぎると前に進めな

くなってしまう。 
鈴木会長： 実現しなければならないというのはその通りだが、責任を負いすぎることはない。 
平田委員： 市役所の場合、 初から計画をしっかり固めなければならないとしているが、負担

を軽くしてＰＤＣＡサイクルをうまく回して説明責任を果たしていくというやり方

にしなければ計画はできにくい。 
永易課長： 市民協働のように、実施時期や効果額を明確に計画に定めていないものもある。 
鈴木会長： コスト意識を植え付ける意味でも計画を実行した結果がどうなるのか、実施した努

力の成果を金額で表すとこうなるとさせた方がよい。 
永易課長： 各担当が計画を作る段階で行革の担当が踏み込んでいくのは難しい。 
鈴木会長： そのように意識させることも行革の１つの効果である。 
山本委員： 進行管理していくうえでも目標をはっきりさせた方がよい。 
田中委員： 「（№25）ごみの減量化の推進」について、ごみの減量化を進めるとなっているが、
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今までに減ったことがあるのか。 
麻生部長： ごみ全体量としては人口が増えていることもあり増える傾向にあるかもしれない

が、経費をかけて処分するごみ量ということであれば減っているのではないか。例

えばプラスチック類については、以前はお金を払って埋め立ててもらっていたが、

それを現在では有価物として売っている。紙類もかつては可燃ごみとしてすべて焼

却処分していたが、きちんと仕分けすることにより一部有価物になっている。 
田中委員： 景気が良くなればごみは増える。ごみ量が減ることが必ずしも喜ばしい状況とはい

えない。ごみ処理の仕方が問題である。 
鈴木会長： 今までもごみと資源とを分別してリサイクルを推進するなど市でも取り組んでいる

とは思うが。 
林 次 長 ： 一般廃棄物処理基本計画ではごみの量を減らすことで処理経費の削減を図ってい

る。他市では可燃ごみ処理を有料化することでごみの量を減らし経費を減らしてい

る事例もある。 
鈴木会長： 有料化してごみの減量化を図れたとしても、不法投棄が増え、逆に経費が増えてし

まうという新たな問題が発生することも考えられる。 
林 次 長 ： リサイクルをするにも経費はかかる。ごみの減量だけではなく、市民に広く環境問

題を意識してもらうことも重要である。 
田中委員： やはり市がごみの減量を進めるというのではなく処理の仕方を変える、又は経費の

削減を図るといった記載にすべきである。 
鈴木会長： 目的が処理経費の削減であれば項目名としてはごみの減量化というよりごみ処理経

費の削減とした方が分かりやすい。 
麻生部長： 経費の削減にはごみとして処理されるものの量の削減が大前提である。分別など市

民の協力も必要であるし、事業者もごみが出ない製品を作るなど様々な取組を組み

合わせることで、処理に経費がかかるごみの全体量を減らさなければならない。 
なお、この項目もそうだが、「５ 分野別方針」の各項目については、各分野の担当

の取組の中で経費の削減などの効果があった場合に市全体の行革効果に含めるため

の受け皿として設定したものである。 
鈴木会長： その効果目標を金額で表記した方が分かりやすい。 
麻生部長： それができればよいが、各担当に委ねた取組の目標値をこちらで設定できるのかが

課題としてあるので、先ほどいただいた実施内容に関する意見なども踏まえて改め

て見直し、その結果をご報告させていただく。 
池田委員： 「（№8）国民健康保険税の収納率の向上」の 終目標収納率が 88.6％というのは低

いと感じるが妥当な数字なのか。 
永易課長： 23 年度の収納率をみると、本市は 88.27％で県内 29 位だが、県内他市町村の多くも

88％台である。収納率は昔からの住民が多く、納税意識が高い町や村が比較的高い

傾向にある。 
上田委員： 先ほどごみ収集の有料化の話があったが、「（№12）使用料・手数料の適正化」の中

で他の使用料についても現在無料のものを有料化するという考えはあり得るのか。 
永易課長： あり得る。 
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林 次 長 ： ごみ収集の有料化については、一般廃棄物処理基本計画の中で導入するかどうかを

検討することになっている。 
鈴木会長： 県内で有料化していない自治体はどれくらいあるのか。 
林 次 長 ： 手元に資料がないので詳しくは分からないが、近隣では佐倉市はまだ有料化してい

ない。千葉市は来年２月に導入する予定である。 
山本委員： 資料 13 ページにある「(5)事務事業の広域化」の具体的項目としては「（№6）消防

の広域化」以外にないのか。 
永易課長： 今のところほかに想定はできていない。 
上田委員： 「（№18）指定管理者制度導入指針の見直し」について、指定管理者は条例で規定し

ている使用料を上限として施設利用料を設定できる。そこで、条例を改正して使用

料を引き上げることにより、委託料（指定管理料）を抑えることができると考える

が、この見直しの中にはそのような検討まで含まれるのか。 
永易課長： そもそも利用料金制を導入している施設が現在のところ実質的に文化センターのみ

なので、どのような施設にまで導入を広げるかについては検討する。 
山本委員： 「（№17）学校の適正規模・適正配置」について、実施内容欄に「教育効果を高める

観点から」と記載されているが、それだけではなく経費削減効果についても記載し

た方がよいのではないか。 
鈴木会長： 以前も経費削減に言及しなかったため紛糾した。当事者の話では、もし経費削減と

いう論点があったなら議論が変わっていたのではないかとのことだった。 
永易課長： 経費削減については、担当する教育委員会としてはどうしても教育と経費削減を結

びつけることはしづらいという考えがある。ファシリティマネジメントの項目（「（№

16）公共施設の中長期保全計画の作成」）やその他効果等欄の中で表現させてもらっ

ているが、もう少し強調した表現にできるか再度担当と協議する。 
鈴木会長： もちろん教育効果が削がれたり、教育サービスが低下したりするようなことがあっ

てはならない。教育サービスを低下させずにいかに経費削減できるかを考えるべき。

教育にもお金がかかるのだから完全に切り離しては考えられない。 
山本委員： 効果がかなり大きいので優先的に取り組むべき項目であろう。学校を統合すること

で教育効果が下がると考える人がいるということか。 
鈴木会長： 統合することで教育効果が上がることも十分に考えられる。視点を変えればどちら

の言い分も正しいが、予算制約があることも考慮しなければならない。 
永易課長： 再度項目を掲げたのは、経費面も含めて再度検討するためである。 
鈴木会長： それならば計画にその旨明記すべきである。 
鈴木会長： 他に意見等あるか。 

 （その他意見等なし） 
鈴木会長： ないようなので、事務局に本日の委員意見等を踏まえて内容をさらに精査してもら

い計画案の修正をしてもらうということでよいか。 
 （異議なし） 

鈴木会長： それではそのような取扱いにすることとして本日の議題を終了する。今後のスケジ

ュールはどうなるのか。 



 

7 

濱田副主幹： 8 月前半に再度審議会を開催して、本日いただいた意見を踏まえて修正した計画案

を基に 9 月に実施予定のパブリックコメント用の計画案を検討していただくととも

に、現計画の進捗状況を報告させていただく。 
幸 委 員 ： この場で日程を決めてはどうか。 
鈴木会長： それでは次回は 8 月 7 日に開催する。以上で本日の会議を終了する。 
 


