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平成２９年度第１回印西市行政改革推進委員会会議録 

 

１ 開催日時   平成２９年４月２１日（金） 

         午後１時１５分から午後２時１５分まで 

２ 開催場所   印西市役所 会議棟 ２０４会議室 

３ 出 席 者   川邉孝会長、大森哲委員、木村誠委員、坂口三郎委員、鈴木和男委員、 

丹羽誠委員、森美佳委員、山口萬紀子委員 

４ 欠 席 者   なし 

５ 事 務 局   板倉市長、大森総務部長、髙平行政管理課長、石井主査、石井主査補、 

小倉主査補 

６ 傍 聴 者   ２名 

７ 議 題   （１）会長の互選について 

（２）職務代理者の指名について 

（３）議事録の署名について 

（４）第５次印西市行政改革大綱及び行政改革実施計画について 

         （５）その他 

 

事務局    本日はお忙しい中、行政改革推進委員会にご出席いただきまして、ありがとう

ございます。 

まず、お手元の資料の確認をお願いいたします。先日送付させていただきまし

た、本日の会議次第が１枚、「資料１」第５次印西市行政改革大綱、「資料２」第

５次印西市行政改革実施計画、本日、机の上に配布させていただきました、印西

市行政改革推進委員会名簿、印西市行政改革推進委員会設置条例 以上となりま

すが資料の足らない方はいらっしゃいますでしょうか。 

 

（不足なし） 

 

それでは、会議に先立ちまして、ご案内いたします。印西市市民参加推進条例

に基づき、市の会議は原則公開としていることから傍聴席を設置しております。  

なお、本日は、２名からの傍聴の申し出がございましたのでご了承ください。

また、会議内容については、議事録を作成し公表することとなっておりますので、

予めご了承願います。 

それでは、ただ今より、行政改革推進委員会を開催いたします。はじめに印西

市行政改革推進委員の委嘱状の交付を行います。なお、このたびの委嘱内容につ

きましては、委嘱日を平成２９年４月１日とし、任期は平成２９年４月１日から

平成３２年３月３１日までの３年間となります。お名前をお呼びいたしますので、

その場にてご起立願います。お呼びする順番は、５０音順とさせていただきます

のでよろしくお願いいたします。 
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（委嘱状交付） 

 

事務局    以上をもちまして、委嘱状の交付を終了させていただきます。 

それでは、市長よりご挨拶を申し上げます。 

 

（市長挨拶） 

 

事務局    市長は、公務のためここで退席させていただきます。 

 

（市長退席） 

 

事務局    それでは、本日、初めてお会いする方も多いと思いますので、ここで、委員の皆

様方から順に自己紹介をお願いしたいと思います。大森様からお願いいたします。 

 

（委員自己紹介） 

 

事務局    続きまして、事務局職員の紹介をいたします。 

 

（事務局職員紹介） 

 

事務局    引き続きまして、議事に入らせていただきます。 

       資料の印西市行政改革推進委員会設置条例をご覧ください。 

 会議の議長につきましては、印西市行政改革推進委員会設置条例第５条の規定に

より会長が会議の議長となりますが、会長が選任されておりませんので、会長が決

まるまでの間、仮議長は事務局が行わせていたただきたいと思いますが、よろしい

でしょうか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

仮議長    それでは、仮議長を務めさせていただきます。会議次第に従いまして、進めさせ

ていただきます。 

次第４の（１）「会長の互選について」です。印西市行政改革推進委員会設置条

例第４条の規定により、会長の選任は、委員の皆様の互選により定めることとなっ

ておりますので、よろしくお願いいたします。どなたか推薦はございますか。 

 

委 員    前期まで東京電機大学の築山教授に会長をお願いしていましたので、今回も東 

京電機大学の教授である川邉先生がおいででございますので、川邉先生にお願いし 

たら良いのではと思い提案します。 
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仮議長    川邉孝様という推薦がございました。その他にございますか。 

 

（なし） 

 

仮議長    それでは川邉様、お願いできますでしょうか。 

 

（本人了解） 

 

仮議長    それでは、川邉様に会長をお願いいたします。 

会長が選任されましたので、仮議長の役を終わらせていただきます。ご協力あり

がとうございました。 

 

事務局    ここで会長と議事進行について打合せをさせていただきますので５分ほど休憩い

たします。 

 

（休  憩） 

 

事務局    会議を再開します。それでは、さっそくではございますが、ただいま選任されま

した会長の 川邉 様よりご挨拶をお願いいたします。 

 

（会長挨拶） 

 

事務局    ありがとうございました。それでは、印西市行政改革推進委員会設置条例第５条

の規定により、会長の 川邉 様に議長をお願いいたします。 

 

議 長    それでは、条例の規定により、議長を務めます。 

議事の（２）「職務代理者の指名について」でございますが、委員会設置条例第

４条第３項の規定により「会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめそ

の指名する委員がその職務を代理する。」となっておりますので私から指名させて

いただきます。坂口委員、職務代理者をお願いできますでしょうか。 

 

（本人の了解を確認） 

 

議 長    坂口委員からご快諾をいただきましたので、坂口委員、職務代理者をよろしくお

願いいたします。 

 

議 長    次に議事の（３）「議事録の署名方法について」ですが、お手元にお配りしている

５０音順の名簿順に２名が署名するということでよろしいでしょうか。 
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（委員の了解を確認） 

 

議 長    それでは、本日の議事録の署名委員は、名簿順ということで大森委員、木村委員 

にお願いします。 

 

議 長    次に議事の（４）「第５次印西市行政改革大綱及び行政改革実施計画について」で 

す。事務局から説明をお願いします。 

 

事務局    それでは、議事の「第５次印西市行政改革大綱及び第５次印西市行政改革実施計

画について」、ご説明いたします。なお、今回の説明は新たな委員さんがいらっし

ゃいますことから説明を行います。引き続き委員となっていただいている方々は、

内容はご存じとは思いますが、よろしくお願いいたします。 

「資料１」をご覧ください。まず、２ページ １ 行政改革の必要性をご覧くださ

い。第４次行政改革大綱及び行政改革実施計画の計画期間が平成２７年度までとな

っておりましたことから、引き続き、行政改革を進め、持続可能な自治体運営を行

っていくため、平成２７年度に市長より行政改革推進委員会に諮問し、委員会の皆

様に意見をいただくとともに、パブリックコメント（市民意見公募）を実施し、そ

の後、行政改革推進委員会より答申をいただき、市長を筆頭とし、副市長、教育長、

各部長で組織する行政改革推進本部会議で決定し、平成２８年３月に策定したもの

でございます。 

９ページ、委員会からの答申ですけれども、社会情勢の変化に伴う新たなニーズ

への対応や公共施設の老朽化など財政負担の増加が見込まれ、厳しさを増す財政状

況の中、限られた財源で、柔軟かつ効果的な行財政運営を行う必要があることから、

行政改革を積極的に推進することを要望する旨の内容となっております。 

それでは、行政改革大綱の内容についてご説明いたします。１ページをご覧くだ

さい。大綱の内容をまとめた体系図となりますが、基本目標として １ 持続可能

な財政運営の推進 ２ 公共施設等の適正な管理 ３ 効率的な行政運営の推進 

４ 効率的・効果的な行政サービスの推進の４つの目標により構成されており、具

体的な事業分類である基本施策を１４項目、設けております。 

３ページをご覧ください。計画期間は、市の総合計画との整合を図り、平成２８

年度から３２年度の５カ年としています。 

４ページ以降につきましては、先程体系図で説明させていただいた基本目標、基

本施策毎の取組内容の概要の説明等となります。詳細につきましては、行政改革実

施計画でご説明させていただきます。 

次に、実施計画のご説明をいたします。「資料２」をご覧ください。 

行政改革実施計画は、行政改革大綱で示された基本目標の具体的な取組みを基本

施策ごとに実施項目として設定し総合的かつ計画的に推進するため策定したもの

です。実施項目一覧をご覧ください。実施項目は全部で２７項目となっております。 

次に、実施項目のうち全庁的に取り組む実施項目について、ご説明いたします。
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全庁的に取り組む実施項目につきましては、おおむね行政管理課が所管するもので

ございます。まず、１頁の上段、１の「使用料及び手数料の見直し」でございます。

こちらは、使用料、手数料につきましては、受益者負担の原則の観点から、使用料、

手数料設定等に関する事務指針により、平成３１年度までに、使用料、手数料及び

減免制度について見直したいと考えております。 

次に、４頁の上段、７の「補助金等の整理合理化」でございます。平成２５年度

に実施しました補助金等評価委員会による審査、評価をもとに、各課見直しを検討

いただくとともに、３０年度に新たに補助金等評価委員会を実施し、補助金制度の

整理、合理化を進める予定でございます。 

次に、７頁の公共施設等の適正な管理として、１３の公共施設等総合管理計画の

策定及び進行管理、１４の公共施設の見直し、８頁 １５の市有建築物の適正な維

持管理の推進ですが、印西市公共施設等総合管理計画が、この２９年３月に完成い

たしました。なお、平成２９年度からは、新たな課として、企画財政部に資産経営

課を設置し、公共施設等総合管理計画に伴った施設の維持保全、統廃合等に係る業

務を行っていくこととしております。 

次に８頁の下段１６の「簡素で機能する組織体制の整備」でございます。平成２

８年度は組織の大幅な変更は実施しておりませんが、この先、より横断的に機能的

する簡素な組織体制の整備に向けて、組織改編することを想定しております。 

次に１２頁の上段２３の「民間委託及び指定管理者制度の導入の推進」でござい

ます。こちら事務指針により、行政関与について見直しを行い、事務の合理化、経

費削減につなげるため、業務の民間委託、指定管理者制度などを必要に応じて進め

るものでございます。 

次に１３頁の下段２６の「窓口のプライバシー保護」でございます。福祉等の窓

口では、非常にプライベートな話が出ることが分かっており、また、マイナンバー

制度が始まりましたことから、財政課、管財課と協議し、仕切り板等の設置をする

とともに、視覚的プライバシーの保護についても調査・研究し、試験的に設置する

ことを想定しています。以上が、行政管理課が所管し、進める予定の７項目でござ

います。 

次に、各所管課において実施する実施項目につきまして、関係する部ごとにご説

明いたします。まず総務部でございますが、行政管理課所管の事業が全庁的な取り

組みとなるものでございます。その他、１頁下段の「未利用財産の有効利用」管財

課、３頁上段の「ホームページへの有料広告掲載」広報広聴課でございます。これ

につきましては、４次行政改革から継続するものとなります。 

次に、総務課ですが、３頁下段の「職員人件費の適正管理」、９頁１７の「定員

管理計画の適正な運用」、１８の「非常勤職員等の適正な任用」、１０頁の上段「人

事評価制度の確立」、下段の「職員のスキルアップの促進」でございます。職員人

件費の適正管理ですが、４次までは、人件費の抑制ということで掲載せれていまし

たが、前行政改革推進委員より、人件費については、人事院勧告に基づくものなの

だから掲載しても意味が無いとの意見をいただいたことから、今回は、時間外勤務
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の縮減を目標としております。また定員管理計画では、３２年までに職員数を１５

人増やすこととしておりますので、任期付き職員、非常勤職員を減らすこととして

います。また、人事評価制度の実施が２９年度より進めていくこととしております。

職員のスキルアップにつきましては、引き続き職員の資質向上のため、計画的に研

修への派遣をすることとしております。また、情報管理課ですが、１１頁上段の２

１「既存事務の電算化の推進」、１３頁上段の２５「申請・届出手続きの電子化」

がございます。既存事務の電子化では、市民公開用データ、「オープンデータ」の

検討及び財務会計システムの電子決裁の拡充を図ることとしております。また、申

請・届出手続きの電子化では、ちば電子申請システムの項目を拡充することとして

おります。 

次に企画財政部でございますが、財政課は、４頁下段の８「経常経費の抑制」、

５頁下段の「財政計画の推進」、６頁上段の「基金の適正な管理」でございます。

こちらにつきましては、今回の行政改革大綱の全体的な数値目標ともいえるべきも

のでございまして、第４次行政改革では、平成２７年度の計画終了期間までに経常

収支比率を９０パーセント以内に抑えることとしていましたが、第５次行政改革に

おいても、引き続き、９０％以内に抑制するよう設定しております。また、財政計

画による適正な財政運営も引き続き設定しております。新たなものとしましては、

基金の適正な管理があります。これは、公共施設等総合管理計画を踏まえたものと

して、今後は、公共施設の維持・修繕、更新に対応する基金を確保することを目的

としております。その他、企画政策課、１１頁下段の「行政評価の推進」がござい

ます。これも、第４次から引き続き実施するものとしております。 

次に市民部でございますが、納税課、国保年金課２頁の上段下段「市税、国民健

康保険税の徴収対策の推進」がございます。これにつきましては、委員会より数字

的な目標が必要との話があり、各課より数値目標をいただいております。市民課で

すが１２頁下段の２４「出先機関等の効率的な窓口開設」、１３頁上段の２５「申

請・届出手続きの電子化」でございます。こちらにつきましては、平成２９年度秋

頃より住民票等のコンビニ交付を導入することとし、サービスの向上を図ることと

しておりますので、これにより、効果的な窓口の開設について、見直し検討するこ

ととしております。また、市民活動推進課ですが、１４頁の「ＮＰＯ・市民活動団

体等との協働体制の整備・促進」でございます。これは４次に引き続き、実施する

ものでございます。 

次に環境経済部でございますが、５頁の下段９の「ごみの減量化による歳出削減」

でございます。こちらにつきましては、ごみの減量化と行革の関連でございますが、

ごみを減量化することにより、処理に要する経費を削減していこうという取り組み

でございます。これにつきましても、第４次から引き続き、行うものでございます。 

次に都市建設部でございますが、６頁の下段１２の「公営企業会計の適用の推進」

でございます。これにつきましては、平成３１年度までに、下水道課が水道課同様

に、公営企業会計を適用させることが必要となったことから、新たに設定したもの

でございます。また、営繕課ですが、８頁上段１５の市有建築物の適正化維持管理
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の推進ですが、こちらにつきましては、先ほど説明いたしましたが、全庁的に施設

の修繕、改修を計画的にかつ効率的に進めるべく、必要なマニュアルの策定をする

ものでございます。なお、営繕課につきまして、資産経営課に統合しております。   

なお、健康福祉部、教育委員会で特化した項目はございません。以上が実施計画

に記載しております実施項目でございます。 

なお、この計画は計画期間を大綱の実施期間と同様に平成２８年度から３２年度

としておりますが、この期間中に必要に応じて見直しを実施することを記載してお

ります。なお、実施計画の進行管理としましては、事務局で実績報告を取りまとめ

たものを行政改革推進委員会に報告し、意見をいただいたのち、本部会議に図り、

進めていく予定でございます。以上、実施計画の説明でございました。 

以上、議事の「第５次印西市行政改革大綱及び第５次印西市行政改革実施計画に

ついて」、の説明は以上でございます。 

 

議 長    事務局からの説明が終わりました。何かご意見・ご質問等がありましたらお願い 

します。 

 

委 員    これに関するパブリックコメントを見てみましたが、それを拝見すると４次と変

わらないのではないかとか、内容が変わってないので今まで何もしていなかったの

ではというような話が載っていましたけれども、私も全く同感でございます。何で

その様になるのかと考えますと、公務員の悪い縦割り、それから意識が全然変わっ

ていないといったことが原因になると思うのですが、それは、総合的に考えてやる

意識がないというように、元々それぞれの個人がそういう考えでずっと来ているわ

けですから発想がないのは確かだと思うんです。今更、無理だと思うのですけれど、

評価の所で。進め方ですけれども、結局、従来の各課をベースにしてやっているだ

けです。元々その課の仕事なんですよ。どうやって意見を吸い上げているのかは知

りませんが、各課からのこういう風にやりますよというのを載せているだけではな

いかと思うんです。評価というのは総合計画の中で、一番最後のページに PDCAサ

イクルでやらなければならないと書いてありますし、それは、総務省も言っている

んですよね。それが全然活かされていないというように思います。はっきり言うと、

ただ作文をしているだけではないのかと思うんです。これを今から網羅するのは今

更無理でしょうけれども、評価の時に必ず PDCA サイクルで評価してほしいという

こと、あと、組織ですが、どんどん細分化されていますよね。総合的に考えている

ようには思えません。もう一つは、１年で変わるみたいな話を聞きますが、毎年変

わっていくというのは、国もそうだと思うんですが、仕事について行くだけで精一

杯で、こういうこと考える余裕がないんじゃないかなと思うんです。総合的な話に

なってしまいますが、職員個人の評価というのを PDCAサイクルで考えてどこまで

できたかというのをやらなければ意味がないと思います。それは、人事評価になる

んですけど、これはこれから変えていかなければならないと僕は思います。優秀で



 ８ 

あるとか優秀でない、普通だとか。従来のやり方ですよね人事評価は。それで毎年

上がっていくと。仕事が変わったらそれについて行くだけで精一杯。そのあたりを

改善したらどうかというのが大まかな私の意見です。個々については、お金が足り

なくなるというのがありますよね。２７年度の決算を新聞で見たんですが、３００

億ですか一般が、歳入が３００億で残り約２００億が特別会計ですよね。総合計画

の中で、公共施設等の更新に充当可能と見込める額が７億円、毎年７億円不足する。

インフラ資産で毎年２６億円不足すると。グラフが書いてありますが、これだけ不

足したらですねどうにもならないと思うんですが、結局、インフラ資産を見てみた

ら、その多くは下水ですよ。受益者負担にするしかないですよ。このままほっとい

たらどうしようもないですよ。夕張市みたいに破産なんてことになりますよ。受益

者負担を水道料金を上げればいい話なんで。合併に伴う交付金というのは、どんど

ん減ってきまして、それはもうなくなるんですよね。それを充てにするわけにはい

かないし、それは、使っちゃってるから、もう受益者負担にするしかない。税金を

増やせばいいし、出来るのではないかと思います。 

 

委 員    話の腰を折って申し訳ないんですが。限られた時間の中で８名の委員が出席して

いますので申し上げます。出来れば、基本目標第１項ですとか、２項から始めてい

って最後に総合的なことを審議されたらどうかと思うのですが。私が申し上げたい

のは、大雑把なことを混ぜこぜに言うのではなくて、最初に健全な財政運用はどう

か次に公共施設はどうかと。今の委員のご発言では、各課は何をやっているんだ市

役所の職員は何をやっているんだということを言って、次にお金の話が出て、次に

公共施設の話が出まして、聞いている我々の方からみれば、もう少し段階的にやっ

たらいかがかと思うのですが、他に皆様の意見がございましたらお願いします。 

 

議 長    この場というのは、印西市の決定を論う場ではございませんので、職員の方と諮

問委員会という位置づけだと思うんですけれども、私あるいは他の委員の方々も印

西の一市民という立場からどうして行ったら限られた財源の中で出来るだけいい

サービスを提供していけるかということだと思います。今、一気に意見を言われま

すと私も他の委員もそうですが、消化不良というか消化しきれない部分がございま

すので。今の委員のご発言なんですけれどもご意見ということで受け止めてよろし

いのでしょうか。それとも具体的に事務局の方に追加説明をしてほしいということ

になりますでしょうか。 

 

委 員    意見ということでいいです。 

 

事務局    委員がおっしゃられているとおり、各課から吸い上げたというものにつきまして

は、業務でやっている中での自分達の中で行政改革として何をやるべきなのかとい

うことを考えてもらっています。数字的な目標なども設定し、こちらからもお願い

してやってもらっています。また、行政管理課で持っているような例えば、民間委
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託の推進というものでは、各課の業務を今まで直営でやっていた業務等を民間委託

しましょうといったところで、経費、人件費等を下げられる様に行政の運営のため

にサービスの向上を図りつつも経費負担を下げたいというのがございます。２８年

度につきましては、実績報告がまとまりましたら行政改革推進委員会でご報告させ

ていただき、それについてご意見をいただきたいと思いますが、主なものとして、

指定管理者制度の新規導入としまして、竹袋にございます、総合福祉センターにつ

きましては、直営でやっていたものをこの４月から指定管理者制度を導入しており

ます。直営で行っておりました地域包括支援センターにつきましては、５か所民間

委託しております。そいったことから、直営から指定管理者制度、民間委託という

方法、行政改革として考えていただきながら各課に行っていただいております。 

また、組織の見直しについてでございますが、新しい課が増えたということでご

ざいますが、こちらにつきましては、営繕課という課を廃止させていただきまして、

新たに資産経営課という公共施設全体を考える課を新設しました。今まで、公共施

設全体を考える課が存在しませんでしたので、そちらを総合的に調整し今後、維持

保全していく施設はどこなのかまた、廃止すべき施設はどこなのかといったことを

総合的に考えていく課ということで設置させていただいておりますので、やみくも

に課を増やしているということではないので、総合的にやらなければならないこと

は、こうですよとまとめるところも必要であるため作らさせていただいております。

今回の組織の見直しにつきましては、先程も申し上げましたとおり高齢者福祉課に

ございました包括支援センターを廃止させていただきまして、民間委託した５か所

を取りまとめるための基幹型地域支援班を設置させていただいております。学校に

つきましては、永治地区にございました永治小学校が木刈小学校に統合しておりま

す。それから、２９年３月末で大森保育園、木下保育園、大森幼稚園が廃止となっ

ております。これが２８年度の今述べられるだけの実績になります。行政改革の実

績等を踏まえながら皆さんにご意見をいただきながら行政改革を進めていきたい

と考えておりますのでよろしくお願いいたします。お話のついでなんですが、２９

年度の行政改革推進委員会議の２回目につきましては、秋頃の開催を予定しており

まして、これから各課にヒアリングを行いまして、２回目の行政改革推進委員会議

にて行政改革の実績報告を行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

委 員    よろしいですか。 

 

議 長    他の委員さんからもご発言したい方もいらっしゃると思いますのでコンパクトに

まとめていただければと思います。 

 

委 員    仕事の進め方なんですが、それぞれの課のやる仕事ではないんですかという話で、

この手の話というのは、従来の組織の縦割りでやっては進まないと思います。今ま

での経験から言うと、プロジェクトを作るか推進本部の下部機関でもいいですけど

ワーキンググループで、各課の代表者の若手がいいと思いますが、全庁的にこうゆ
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う風にした方がいいのではないかというようなことを頻繁に行って、ワーキンググ

ループの意見ということで、実施する課は実施する課であるんでしょうけれども 

それは、推進本部にまた上げるわけですけれども、そういう進め方をしないといつ

までも同じことをやることになるんじゃないかと危惧するわけですけれども。 

 

議 長    他にご意見はございますでしょうか。 

 他にご意見がございませんようですので、次に議事の（５）「その他」ですが、

事務局から何かありますか。 

 

事務局    先程、お話させていただきましたが、次回の会議につきましては、秋頃を予定し

ておりますので、またご連絡をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

また、新たな委員につきましては、マイナンバーの書類と口座振込に関する書類

を会議終了後集めたいと思いますのでよろしくお願いします。事務局からは以上で

す。 

 

議 長   他に何かございますか。 

      無いようでしたら、以上で、第１回の行政改革推進委員会を終了いたします。ご協

力ありがとうございました。 
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・印西市行政改革推進委員会名簿 

・印西市行政改革推進委員会設置条例 
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 平成２９年４月２１日に行われた印西市行政改革推進委員会の会議録は、事実と相違ないので、

これを承認する。 

   

                    会議録署名委員   大森 哲      

 

 

                    会議録署名委員   木村 誠      


