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平成２５年度 第２回 行財政改革審議会 会議録 
 
開催日時   平成２５年８月７日（水） １３：００～１４：３０ 
場所     保健センター３階 第２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、谷合委員、 

上田委員、平田委員、古舘委員 
欠席委員   なし 
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   1 名 

 

会議次第 

１. 開会 

２. 会長あいさつ 

３. 部長あいさつ 

４. 議題 

１）行財政改革推進計画の進捗状況等（２４年度）について 

２）第 7次四街道市行財政改革推進計画の策定について 

５. その他 

６. 閉会 

 

議題 
１）行財政改革推進計画の進捗状況等（２４年度）について 

永易課長： （資料説明） 
鈴木会長： 何か意見等あるか。 

  
古舘委員： 一覧に効果額についての記載があるが、その目標額が計画の文中で設定されている

ものとそうでないものもある。それが分かったほうがいい。 
永易課長： 効果額については、計画作成当初は見込んでいなかったが、結果としてでる場合が

ある。そのことについても分かりやすい記載になるよう今後は工夫したい。 
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の策定について 
永易課長： （資料説明） 
鈴木会長： 何か意見等あるか。 

 
安達委員： 「（№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、防犯灯の
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LED 化や太陽光発電システムの設置により歳出削減効果があるとのことだが、設備

の設置費用は考慮されているのか。 
永易課長： 計画案に記載されている効果額は、リースによる防犯灯 LED 化に伴う効果のみを掲

載しており、この設備のリース代は差し引いてある。太陽光発電については、まだ

具体的な導入施設等が決まっていないことから効果額を計上していない。 
上田委員： 「（№22）時間外勤務の抑制」について、現計画ですでにノー残業デーの実施などに

より 3700 万円削減しているが、さらに 27 年度から毎年 6100 万円削減するという

目標となっている。新たに何を行うのか。適正な時間外であれば手当を払うのはや

むを得ないことであり、民間企業で問題になっているようなサービス残業の強制な

ど職員に過酷なことをすることはよくない。 
永易課長： 新たな具体的方策は今後検討こととしており、今のところ考えついていない。 
鈴木会長： 現在、時間外勤務手当は年間いくらなのか。 
林 次 長 ： 24 年度はおよそ 1 億 8000 万円である。 
鈴木会長： そのうちの 6100 万円とは随分大幅な削減で難しいと思うが、算出根拠はどうなって

いるのか。 
麻生部長： 確かに 3 分の 1 で大きいが、部署や担当職員によってばらつきはあるものの、全体

的には時間外勤務が多いと認識している。引き続き職員の適正配置で対応していく

が、各課内でも工夫してもらい、そういった不均衡を是正し、全体的な時間外勤務

の削減を図ってもらいたい。事務量が増えている中で実現は厳しいが、目標として

１人 1 月あたり 4 時間ずつ削減してもらいたいという要請である。 
鈴木会長： 職員 1 人 1 月あたりどれくらい時間外勤務をしているのか。 
永易課長： 手元に資料がないためはっきりとは分からないが、手当総額から対象人数や 1 時間

あたりの平均手当額などを基に算出すると年間 140～150 時間程度である。 
安達委員： 時間外手当の総額が年間 1 億 8000 万円、月 1500 万円で時間数が月 12～13 時間と

いうのは多いとは言えないのではないか。 
田中委員： 問題は手当額、時間数ではない。必要ならやっても構わない。むしろやってもらわ

なければ行政サービスが低下してしまう。締めつけると減るというのはおかしい。 
麻生部長： 市としては、年間 1 億 8000 万円というのは大きな金額だと認識しており、減らさな

ければならないと考えている。単に退庁を促すのではなく、きちんと対策を考えた

うえで時間外勤務を減らしたい。 
古舘委員： 時間外勤務の抑制というのは結果であって、それを実現するための業務の効率化の

余地があるということであれば進めてもらいたい。 
上田委員： 計画上は新たな削減策を検討するとなっているが、可能であれば具体的に何をする

のかを記載してもらいたい。 
鈴木会長： 月 4 時間削減という目標は経験的に達成できそうな数字ということか。 
麻生部長： そうではなく、一つの目安として、例えば週 1 時間減らせば月 4 時間になるので、

そういった意識を職員に持たせるために設定したものである。まずは目標がなけれ

ば前に進まないと考えている。 
山本委員： 「（№20）職員定数の抑制」についても定員適正化計画に従って職員数を変えないこ
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とになっているが、本来は市のすべての業務量を把握し、その増減に伴い職員を配

置するべきものではないか。業務が増えているにもかかわらず職員数は増やさない、

残業はするなというのは厳しいのではないか。 
鈴木会長： 確かにそうだが、業務が多いからといって正規職員を雇ってしまうと、業務が減っ

た時に解雇するわけにはいかなくなってしまう。市はこの点をどうしているのか。 
林 次 長 ： 市では以前から正規職員のほかに臨時職員を雇用し可能な範囲で業務にあたっても

らっている。また、最近では任用形態が変わってきて、市職員 OB を再任用したり、

3 年や 5 年といった任期付の職員を採用したりしている。これらの組み合わせなが

ら計画的な正規職員の削減に対応している。 
山本委員： そのような方策により職員数を抑制していることをもっと強調した方がよいと思

う。それと関連して、現計画の進捗状況の資料に時間外勤務手当の上限設定をした

となっているが、これは問題ではないか。 
麻生部長： 実際に行った時間外勤務に対して手当を支払わないというわけではなく、あくまで

目安や目標という意味で時間数を設定したという意味である。表現方法を改める。 
田中委員： 諸証明発行窓口の職員が頻繁に変わるように感じるが、個人情報を取り扱う重要な

業務であり、どういう人が業務にあたっているかきちんと把握しているのか。 
林 次 長 ： 平成 22 年度からワンストップサービスの実施に伴い、窓口業務を民間会社に委託し

ており、中には短期間で人が交代する場合がある。個人情報については漏えいがな

いよう委託先の会社との契約書に盛り込んでいる。また、業務にあたる方には事前

に研修を実施しているほか、直接本人に十分な説明等をしている。これまで個人情

報の漏えいなどの問題はなかった。 
田中委員： 今後は漏えいする可能性はある。正式な公務員であれば身分は保障されているが、

外部の人で中には会社に勤め始めたばかりの人もいる。この人たちは身分が保障さ

れておらず、守秘義務が担保できているのかは疑問である。 
平田委員： ワンストップサービスという仕組み自体は以前にどこかの組織で合意されたものな

のか。そうであればそこでこの問題について議論されたはずである。 
永易課長： 窓口の一元化については業務の効率化の観点から前計画で位置付け、進めてきたも

のである。 
田中委員： 経費削減も重要だが、それだけでは肝心なところが抜けていて問題である。 
鈴木会長： 最近アルバイト社員のモラルの低下が社会問題になっているように、サービス水準

を維持しつつ人件費を削減するため正規職員に代わって非正規職員を雇っているの

であって、ある程度のリスクがあるのは当然である。もしすべての業務を正規職員

で賄うとすると膨大な人件費がかかってしまう。 
古舘委員： それは分かるが、契約でやらせても構わない業務とそうでない業務を明確にすべき

である。 
鈴木会長： 市としては、窓口業務は専門家でなくても対応できるという判断があったのではな

いか。 
古舘委員： 個人情報など市が守らなければならないものを扱う業務の場合、契約に過信しすぎ

ない方がよい。 
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林 次 長 ： 個人情報の取り扱いについては、契約先にお願いするなど十分に配慮している。ワ

ンストップサービスについては、経費の削減だけではなく、市民サービスの向上を

目指して導入した事業である。 
平田委員： 個人情報の取り扱いについては、契約しているから信頼性が高いとは現実的には言

えない。パソコンにアクセスする権限を制限するなど、仕組みの修正が必要である。 
林 次 長 ： 証明書発行用のパソコン操作にあたっては各人のパスワードを入力することとし、

誰がどのような操作をしたかが分かるようになっている。 
鈴木会長： 市の財政を守るため、すべての業務を正規職員で行うことは難しく、外部の人材を

活用するというのは結構だが、情報漏えいなどの危惧が残ることは事実である。う

まく管理してもらいたい。 
谷合委員： 個人情報漏えいの問題は必ず契約で担保されているはずであるが、銀行では窓口業

務を行う人を雇う際、あまり近所に住んでいない人を採用するようにしている。 
古舘委員： 「（№12）使用料・手数料の適正化」について、その他欄に証明書手数料を 200 円か

ら 300 円に変更を想定しているとあるが、料金を決める基準はあるのか。 
永易課長： 料金の見直しにあたっては、そのサービス提供にかかるコストやサービスの性質に

応じた受益者負担の割合から算出した金額を基に、近隣市との均衡等を考慮したう

えで金額を決定する。今後、その基準を作成し、これに基づき料金を決定する予定

である。現段階ではこの基準がないため、その他欄に記載した金額は仮に近隣市並

みにした場合という想定によるものである。 
古舘委員： 料金を値上げするのであれば、その根拠等について市民が納得できる説明ができる

ようにしておいてもらいたい。 
林 次 長 ： 参考までに、現在、千葉市に住んでいる方が住民票の交付を千葉市で交付された場

合 300 円かかるが、住基ネットにより四街道市で交付された場合 200 円で済むとい

ったように不均衡が生じていることから、近隣市とのバランスも考慮すべきである。 
古舘委員： 逆に悪平等とならないようにしなければならない。納得できる説明ができればよい。 
田中委員： 高い方に合わせなくてもよい。四街道市は 200 円でやっているというのは立派なこ

とだと思う。 
上田委員： 「（№25）ごみの減量化の推進」について、実施内容欄には一般廃棄物処理基本計画

に掲げた施策を推進することによりごみの減量化を進めると記載されているが、ご

みの減量化は一般廃棄物処理基本計画に掲げた 3R の推進という施策の中の１手段

にすぎない。記載内容を見直すべきではないか。また、効果等欄についても、経費

の削減のみの記載となっているが、ごみの量も具体的数値を効果として記載しては

どうか。 
永易課長： これまでの計画でもそうだが、一般廃棄物処理基本計画に基づく 3R などの取組のう

ち、ごみの減量化による処理経費の削減という部分が行革に関わっているという意

味でその部分だけ取り上げている。記載内容については再度見直す。 
池田委員： 「（№24）市民協働の推進」に記載のある「みんなで地域づくり」についてもう少し

具体的に説明してもらいたい。 
永易課長： 本市では「みんなで地域づくり指針」に基づき市民協働を進めており、市民の皆さ
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んに行政運営に参加していただくことで、結果的に経費の節減につながる場合があ

る。具体的には、コラボ四街道といって市民団体から地域づくりに関する提案をい

ただき、その実施にあたっての資金を基金から出すという制度がある。これによっ

て市が直接やるよりよくなる場合があり、こういった中ででた効果をこの項目の中

で効果額として掲げていこうと考えている。 
池田委員： 税金を使わずに市を活性化するということか。 
永易課長： 一部基金の積み立てなどに税金が投入されているが、より少ない経費で効果をあげ

ることが期待できる。 
安達委員： 行革効果額の目標一覧の中に「0」や「－」となっているものが多いが、計画の段階

で何らかの目標数値を設定できないのか。実施結果が分かりにくい。 
永易課長： 「0」は当該年度の効果は見込めないがいずれ効果が発生するものである。「－」は

長期的な計画などで、現時点では具体的な数値は掲げられないものである。 
安達委員： 数値が掲げられる項目だけ計画に掲載すればよいのではないか。 
永易課長： 行政の場合、例えば消防の広域化のように 2 年、3 年といった短期間で実施できな

いものについては、将来の具体化のため、今から計画に位置付けることにより職員

に意識を持たせたり、予算化したりすることが必要なことがある。 
  

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、この計画案については、事務局には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修正してもらうということで承認してよいか。 
 （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。 
 


