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令和元年度第１回印西市行政改革推進委員会会議録 

 

１ 開催日時  令和元年１１月８日（金） 

        午後３時から午後４時３０分まで 

２ 開催場所  印西市役所 農業委員会会議室 

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、丹羽誠委員、 

山口萬紀子委員 

４ 欠席者   鈴木和男委員、森美佳委員 

５ 事務局   古川総務部長、岡本総務課長、藤巻課長補佐、石井係長、小名木主査、 

石井主査 

６ 傍聴者   ２名 

７ 議題   （１）第５次印西市行政改革実施計画に係る中間報告書（案）について 

 

進 行     本日はご出席いただきありがとうございます。ご案内の時間となりまし

たので進めさせていただきます。開会に先立ちまして、配付資料の確認をさせ

ていただきます。「会議次第」「第５次印西市行政改革実施計画 中間報告書

（案）」「行政改革実施計画 実施項目調書」となります。不足資料はございま

せんでしょうか。 

 

（不足なし） 

 

次に報告事項でございますが、印西市市民参加推進条例に基づき、委員会等

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。 

現在２名の方から傍聴の申し出がございましたのでご了承願います。 

また、会議内容につきましては、議事録を作成し公表する関係から録音させ

ていただいております。予めご了承願います。 

なお、鈴木委員、森委員におかれましては、本日所用により欠席される旨の

連絡をいただいておりますので、ご報告いたします。 

       次に事務局職員の紹介をさせていただきます。 

 

（事務局職員紹介） 

 

それでは、次第に沿いまして、行政改革推進委員会を開催します。はじめに、

川邉会長より、ご挨拶をお願いいたします。 

  

（会長挨拶） 
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進 行    ありがとうございました。それでは議事に入りたいと思います。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条の規定によりま

して、会長が会議の議長となっておりますので、川邉会長、議事の進 行をよ

ろしくお願いいたします。 

 

議 長    それでは、条例の規定により、議長を務めます。はじめに、議事録の署名委

員についてですが、今回の議事録署名委員は、山口委員と大森委員ということ

ですが、よろしいでしょうか。 

 

（委員了承） 

 

議 長    それでは、議事に入ります。議事の（１）「第５次印西市行政改革実施計画

に係る中間報告書（案）について」事務局から説明をお願いします。 

 

事務局    それでは、議事の（１）「第５次印西市行政改革実施計画に係る中間報告書

（案）について」ご説明申し上げます。はじめに報告書１ページをご覧くださ

い。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

ては、平成２８年度から令和２年度までの５カ年を計画期間とし、行政改革の

推進を図ることを目的として策定しており、今回の中間報告は、平成３０年度

までの進捗状況として、実績や成果、また課題などについて報告をさせていた

だくものとして作成しております。 

報告書２ページをご覧ください。こちらについては「第５次印西市行政改革

大綱」の体系図をお示ししております。３ページをご覧ください。本ページで

は、第５次印西市行政改革実施計画実施項目を一覧でお示ししております。こ

の実施項目は第５次印西市行政改革大綱の４つある基本目標、「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」 この４つの基本目標を１４

の基本施策に分け、計画的に実施することを目的として具体的な行政改革の

実施として、さらに２７の実施項目を設定しております。 

なお、担当課につきましては、組織の改編を行っており、計画策定時点から

変更となっておりますので、ご了承ください。 

それでは、今回の中間報告書の概要について、基本目標ごとに説明させてい

ただきます。 

成果があった項目、事業として前進した項目、または課題がある項目のみ説

明させていただき、計画どおり進捗している項目については、報告書の数値な
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どをご覧いただき、詳細な説明については割愛させていただきます。 

それでは、基本目標①「持続可能な財政運営の推進」について、説明させて

いただきます。 

中間報告書４ページ５ページをご覧ください。未利用地の処分面積、市税及

び国民健康保険税の徴収率については、各目標値をクリアしております。 

次に７ページ８ページに記載してあります≪職員人件費の適正管理≫をご

覧ください。目標値として一人当たりの年間残業時間を 106 時間と設定して

おりましたが、平成 29 年度 85.0 時間、30 年度 86.9 時間と大幅に縮減されて

おります。この要因としましては、平成 29 年 8 月から午後 7 時以降の時間外

勤務を原則禁止したことが考えられます。 

また、その他の数値目標として、９ページをご覧ください。経常収支比率に

ついては、目標数値を９０％以内と設定し、目標数値以内で推移しております。 

       課題といたしましては、６ページに戻りまして、≪ホームページへの有料広

告掲載≫及び９ページ≪ごみの減量化による歳出削減≫の実施項目において、

目標値に達していない状況となっております。 

ホームページに関しましては、今年度リニューアルを予定しており、その際

にバナーの位置等の表示方法を検討し、より多くの事業者の参入を図ります。

また、ごみの減量化につきましては、事業者が増加したことにより、事業系ご

みが増加傾向にあることから、対応といたしましては、ごみの資源化等を事業

所に対し指導、助言を実施してまいります。 

この他、目標値を達成している項目についても引き続き計画的な進捗管理

に努めてまいります。 

       次に、基本目標②「公共施設等の適正な管理」について、説明させていただ

きます。中間報告書 13 ページからとなります。 

公共施設等の適正な管理として、基本施策、「公共施設等総合管理計画の推進」

及び「公共施設の見直しと計画的な維持管理」を掲げております。15 ページ

をご覧ください。「公共施設の見直し」の表にも記載しておりますとおり、市

民説明会、市民意見公募、市民シンポジウム、市民懇談サロンなどを実施し、

周知することと併せて、市民意見を反映させた公共施設等総合管理計画及び

適正配置方針を計画どおり策定しております。 

       課題といたしましては、15 ページ中段に記載しましたとおり、実施項目≪

市有建築物の適正な維持管理の推進≫の中で、施設の維持管理及び保全に関

する手引きを策定しましたが、手引きに基づいていない点検方法が行われて

いるケースがあり、その点については研修を実施し、適切な施設点検の実施が

できるよう努めてまいります。 

次に、基本目標③「効率的な行政運営の推進」について、説明させていただ
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きます。中間報告書 16 ページからとなります。 

成果を挙げている項目としましては、18 ページ≪非常勤職員の適正な任用

≫が挙げられます。この実施項目については、非常勤職員数及び任期付き職員

数を各年度に目標値を設定し、達成しております。達成できている要因として

は、再任用職員の活用が挙げられます。今後も、再任用職員の活用も含めて、

引き続き任期付き職員等の適正な任用の推進に努めてまいります。 

       19 ページ、≪職員のスキルアップの促進≫をご覧ください。併せて、「行政

改革実施計画 実施項目調書」20 ページをご覧ください。こちらの研修受講

者数については、今までは延べ人数で報告しておりましたが、今回の中間報告

に際して、報告値に実人数を追加し、目標値との比較を行いました。目標数値

である職員数の 60％を達成できてない状況ですが、外部研修については増加

傾向となっております。OJT による研修受講者が平成 28 年に突出しているこ

とについては、地方公会計の開始に伴う研修会を 6 日間実施し、544 人の参加

があったため、多くなっております。 

課題としましては、17 ページに記載しております 実施項目≪定員管理計

画の適正な運用≫として、職員数の計画目標値を設定しておりますが、各年度

ともに満たしていない状況が続いております。年齢層の偏りの解消としては、

採用対象年齢を拡大したことにより、35 歳以下の職員数割合が徐々に増加し

ており、職員年齢層の平準化に努めております。今後はフルタイム再任用職員

の任用を含め、計画に基づいた運用に努めてまいります。 

次に、基本目標④「効率的・効果的な行政サービスの推進」について、説明

させていただきます。中間報告書 23 ページからとなります。 

数値として、成果のあったものについては、24 ページをご覧ください。≪

申請・届出手続きの電子化≫の実施項目中、コンビニでの証明書交付実績が平

成 30 年度については、平成 29 年度と比較して月の平均交付枚数が約２倍と

なっており、交付総枚数のうち、市外で交付を受けた件数は 632 枚、また、時

間外に交付を受けた枚数は 734 枚となっております。 

続いて、26 ページをご覧ください。実施項目≪NPO・市民活動団体等との

協同体制の整備・促進≫の中において、協働事業数は各年度の目標値を達成し、

市民活動登録団体とともに増加傾向となっております。要因としては、人口の

増加に伴うものもありますが、市民活動支援センターの開館時間（水土９時ま

で）を含めた利用のしやすさなども考えられます。 

課題といたしましては、25 ページ、マイナンバー交付枚数について、各年

度、累計交付枚数は伸びておりますが、伸び率としては減少している状況とな

っております。対応といたしましては、引き続きコンビニ交付などの利便性に

ついて周知し、マイナンバーカードの普及促進に努めてまいります。 
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25 ページ、電子申請件数については、数値的には大幅な減少となっており

ますが、こちらにつきましては、期間限定の利用、例えばいんザイ君のぬいぐ

るみ販売の申し込みやがん予防の講演会などの単発の利用があり、また健康

診断の登録申請については、一度登録をすると 2 年間は登録の必要がなくな

るものなどがあるため、一概に減少傾向にあるという事ではありません。 

なお、それぞれの実施項目を所管する担当課に対しては、毎年度終了後に、

実施項目ごとの主な取組状況と課題をヒアリングしております。実施項目ご

との各課ヒアリング内容については、別添の「行政改革実施計画 実施項目調

書」に示しております。 

計画期間につきましては残り２年となりますが、引き続き、市民サービスの

充実を目指していくとともに、行政運営の効率化を図ってまいります。 

なお、委員の皆様のご意見につきましては、昨年度、ご意見を付した形で報

告書を作成させていただくと説明いたしましたが、基本目標毎に取り纏めさ

せていただきたいと考えております。以上、簡単ではございますが、説明とさ

せていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

議 長    事務局からの説明が終わりましたので、何かご意見・ご質問がありましたら、

４つの基本目標毎にお願いします。基本目標の１、持続可能な財政運営の推進、

基本施策の１－１が自主財源の確保、１－２歳出経費の抑制、１－３計画的な

財政運営の推進、１－４地方公営企業の経営健全化につきまして、ご意見ご質

問を伺いたいと思いますので、挙手頂いてご発言をお願いします。 

 

委 員    １－３地方公営企業の経営健全化については、報告書に記載のあるとおり、

大変重要であり、円滑に実施すべきであると考えます。 

 

委 員    中間報告の内容についてですが、いまさら言う事でもなく、この計画がビジ

ョンでないことはわかるが、当たり障りのない言葉で作成している印象を受

けました。もう少しメリハリをつけて、必要な事業にはお金を付け、そうでな

いものは削る。例えば、自然災害に対して、公共施設等の管理の項目の中で、

市民の暮らしと安全を守るといったような記載が必要だと思いました。どこ

にでもある目標値ではなく、もう少し野心的な目標値が必要であるという印

象を受けました。実際の施策に落とし込むときに野心的な数値の設定をして

ほしいと感じました。 

 

議 長    この意見に対して事務局から何かありますか。 
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事務局    こちらの報告書については、行政改革の観点から市民の皆様へ市民サービ

スの向上などをお示しできればと考えております。内容として、例えば出張所

窓口業務を拡充するといったような展開が考えられます。また、災害に対する

公共施設の在り方に関しましては、防災の部分については、各計画の中身に盛

り込まれている部分になります。公共施設の運営管理に指定管理者制度を導

入して、民間事業者に委託する場合でも協定を結ぶ際には、災害が起きた時の

対応として、協定の内容に盛り込まれるなどして、そういった一つ一つをこの

実施計画に盛り込むことは困難であると考えます。 

 

委 員    ビジョンではないので理解できるが、行政改革というと無駄をなくすこと

が然るべきことだから、疑わしいことに対して、多少厳しいことも意見するが、

夢も持たせないといけないと思いました。 

 

委 員    書式に対しての質問ですが、今までは実施計画の調書に近い形での報告で

あったが、今回は中間報告なので違う形、定量的な形で作成しているが、その

理由について教えてください。 

 

事務局    今回の中間報告書は、調書の３年間分の実績を市民の皆さんにわかりやす

いようになるべく数字等でお示し、纏めたものとさせていただいております。 

 

委 員    調書と報告書の中身が違うと思いましたがいかがですが。纏めたというこ

とですか。 

 

事務局    調書に関しましては、小さな PDCA サイクルといたしまして、毎年度進 行

管理し、行政改革推進委員会において、ご意見をいただいておりました。今回

は中間報告ということで、市民の方に公表するものとして作成しております。

今回の調書は参考資料として添付しております。 

       中間報告書については、委員皆様からの意見を付して、市長へ報告し、最終

的には市ホームページ、行政資料コーナーで公表することを考えております。 

 

委 員    昨年の会議録を確認したが、委員の意見も取り入れたとの記載があったが、

反映されていますか。 

 

事務局    以前から委員の意見としては、できる限り定量化する事とありましたので、

この中間報告書を作成する際には３ヵ年の実績数値等を使用し、比較するな

ど、わかりやすくお示ししております。 
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委 員    昨年の委員会の中では、人事評価の扱い等について意見していますが、委員

の意見をそのまま報告書に記載することはできませんか。 

 

委 員    平成２８年度から平成３０年度までの中間報告には、それまでのメリット

デメリットを示す必要があると思います。各委員の意見を記載してしまいま

すと、報告書ではなく、議事録のようになってしまいます。報告書については

市民に分かりやすく、読んでもらわないといけないものだと思います。 

 

議 長    確かに前回の委員会では、計画において数値化できるものは数値目標を設

定しましょうという意見がありました。５ヵ年計画の中間年度にあたる平成

３０年度が終了した時点で、調書に関しては、この３年間の実績内容で作成し

てあり、中間報告書については、２８年から３０年度までの３ヵ年の実績だけ

ではなく、これから先の行動計画までの記載があり、読み通せる内容となって

おり、棲み分けは出来ていると理解しております。      

       それでは、基本目標①については以上で審議を終了といたします。 

        

続いて、基本目標②「公共施設等の適正な管理」といたしまして、基本施策

２－１「公共施設等総合管理計画の推進」、２－２「公共施設の見直しと計画

的な維持管理」について審議してまいります。計画の中にございますが、現在

ある公共施設全てを維持していくと多額の費用が必要となることとなってお

ります。市民にとって、印西市にとって必要な施設は維持管理をしていかなけ

ればなりませんし、あまり使用されていない施設については統廃合を検討し

ていかないとならないと考えます。適切に維持管理していく事で単にコスト

自体を下げるということと同時に、今ある施設を長寿命化する両面があると

理解しております。    

 

委 員    この計画の進捗状況等について評価するのは市民のみとなりますか。 

 

事務局    総合管理計画及び実施方針を策定し、現在、アクションプランを策定してお

ります。短い計画期間の中で個別施設の在り方について、検討し決定していく

ことになります。例えば、第１期の１１年間の中で、Ａ施設とＢ施設の統合を

検討し、市民の皆様に公表し、パブリックコメントを実施していく予定となっ

ております。 

       今の状況としては、公共施設等総合管理計画を策定し、適正配置実施方針を

１５ページにもありますように市民の皆様からの意見をいただきながら策定
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してところでございます。現在、適正配置実施方針の３４年間の計画の中で、

第１期となるアクションプランを今年度策定しているところとなります。 

 

委 員    行政評価の中にも、この項目がありますよね。この計画を評価するのはパブ

リックコメントやシンポジウムだけですか。 

 

事務局    現状は計画策定中となりますので、計画策定すること自体が行政改革実施

計画として明記されています。行政改革実施計画に基づいて、公共施設関連の

計画の策定状況について進 行管理をしています。公共施設等総合管理計画

等の中身を評価することは、今後の話となります。 

 

委 員    昨年の委員会の中で、公共施設等の評価については、行政改革推進委員会だ

けでは困難であり、別の審議会や評価委員会を設置した方が良いという意見

がでましたが、しかし、この委員会の中で評価を行いますとあったと思います。

結局、市民のパブリックコメント等を実施するなどの方法しかないのではと

思います。 

 

事務局    昨年の委員会の中でいただいた意見として、公共施設等の適正な管理を行

うに当たり、審議会等により市民の意見を取り入れるべきであると、行政改革

推進委員会ではなく、別に審議会等を設置し、公共施設等の適正な管理などに

ついて、進 行管理を行うべきとして、担当課へ通知させていただいておりま

す。 

 

委 員    施設の維持管理及び保全に関する手引きは公表されていますか。意見とし

て、維持管理の方法などについて公表してほしいと思います。 

 

事務局    作成しておりますが、手引きに関してましては、技術的な仕様書、マニュア

ルとなりますので、市民の皆様には公表するものではございません。内部とし

て、試験的に運用し、課題等を洗い出しているところでございます。 

 

委 員    マニュアルにしても、公共施設等総合管理計画を進 行していく中で、どの

ように維持管理されていくのか等を理解しなくてはならないと思います。予

防保全の方法等については、市民にも公表し、周知していかないといけないと

思います。 

 

事務局    意見として承ります。 
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委 員    市民懇談サロンを実施して、質問者１６名となっておりますが、どのような

質問ありましたか。 

 

事務局    パネル展示を実施しまして、職員が説明員として配置しました。詳しい質問

内容については、把握しておりません。 

 

委 員    平成２９年３月に策定された公共施設等総合管理計画の中で、市民アンケ

ートについて詳しく記載されています。 

 

委 員    市民アンケートは、ホームページにも公表されていますか。 

 

事務局    公表されています。適正配置実施方針についても公表されています。アクシ

ョンプランにつきましても、今年度策定し、より具体的な計画を市民の皆様に

公表する予定となっております。また、それに対しての意見を公募するといっ

たことになると思います。 

 

議 長    統廃合だけでなく、新しく作らなくてはいけない施設もあると思いますし、

学校に関して言えば、自分の母校がなくなる場合には反対の意見も出てくる

と思います。 

       児童数が減少しているところもあり、現実的になかなか厳しいもので、そう

いった所が、独立した形でやっていくことは難しいと思います。ただ、新しい

地域に必要な小学校等は造られていますので、必要な施設については、当然な

がら市民へ還元されるものだと思います。 

       それでは基本目標の②については以上で審議を終了といたします。 

        

続いて、基本目標③基本施策３－１「組織の見直し」、３－２「定員管理の

適正化」、３－３「人材育成の推進」、３－４「電算化による効率的な事務処理

の推進」、３－５「各種施策等の行政評価の実施」について審議してまいりま

す。 

        

委 員    定員管理計画における定員数の根拠について、説明願います。 

 

事務局    国からの定員モデルや類似団体による診断表、定員回帰指標による算定に

より、現状の印西市の職員数が多いか少ないかを分析します。現行の定員管理

計画においては、平成２６年度に策定しており、その当時は千葉県全体として
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職員数を増やす傾向にあり、印西市においても職員数が不足している状況で

あったため、職員数を増やす計画を策定させていただいております。 

 

委 員    現在は職員の応募が少ない状況ですか。 

 

事務局    国、県においても、景気良い状況下ですと、公務員ではなく民間企業へ人材

が流れる傾向にあります。また、例えば県庁と市町村の試験を受け、どちらも

受かった場合、県庁に流れることもございます。人事課でも採用枠を拡大させ

たりしていますが、人材の確保が難しい状況となっております。 

 

議 長    また年齢構成についても歪になってしまうと、今後の問題にもなってくる

と思います。ただ、平成３０年から３５歳以下の職員が徐々に増えてきている

データになっていますね。 

 

事務局    報告書１７ページにございますように、４０歳から５０歳の人数が多くな

っております。印西市の人口の増加に伴うものと一般的に第２次ベビーブー

ムの年代の就職人数の関係で、職員数が多くなっております。 

       その後、社会情勢の変化により、採用をしない、または採用人数を抑える期

間があり、現状は２０歳から３５歳までの職員が少ない年齢構成状況となっ

ております。 

       そういった職員の年齢構成の平準化を図るため、採用年齢を拡大し採用し

ているところでございます。 

 

議 長    日本全体の就業年齢構成がこういった状況であると思います。 

 

委 員    本質的な行政運営として、以前はコンピュータの活用がメインだったと思

うのですが、報告書２１ページ、オープンデータや文書管理システム、財務会

計システムについて、問題点や今後の方針が記載されていますが、システムを

導入しても決裁上、資料の添付や口頭での説明が必要となっており、実際は想

定通りの運用はされていない状況となっています。 

       この点について、改善し、効率的な運用を行うことはできないでしょうか。

行政へのニーズが増えていく中で、現在の職員数で業務を担っていくことは

難しいのではないでしょうか。 

 

事務局    文書決裁については、課長専決は電子決裁で行っております。財務会計シス

テムに関しては、例えば工事の案件ですと状況のわかる写真の添付が必要に
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なりますので、そういったものを除いて、次期のシステム導入時に検討の必要

があると考えております。 

 

議 長    データの管理はどのようにされていますか。現在はパソコン本体に落とさ

ないことが主流となっていると思いますが。 

 

事務局    サーバー管理となっております。庁内システムと外部接続を分けて管理し

ております。庁内システムには外部から侵入できないようになっております。 

 

議 長    パソコンの研修等も行われていますか。 

 

事務局    管財課において、情報管理を行っており、パソコン操作の研修とセキュリテ

ィの研修を年に２回実施しております。 

 

議 長    報告書１８ページ 非常勤職員等の適正な任用の表について、再任用職員

とあるのですが、辞めた方を再度任用した職員数となっています。その中で辞

めた方は、出産や育児等を理由に辞められた女性が多いですか。 

 

事務局    再任用職員数として記載してある方は、全て定年退職された方となってお

ります。 

 

議 長    継続雇用という意味での再任用という形ですね。承知しました。 

       先ほど電子化の話が出ましたが、テレワークの推進についての検討はされ

ていますか。在宅勤務として、例えば育児等で出勤する事が難しい場合などに

一般企業では実施されており、週４日出社して、週１日は在宅勤務が主流にな

っています。また、オフィススペースの縮小にもつながります。一般企業と自

治体を同列で扱うということはできませんが、在宅勤務やテレワークについ

て、お考えがあればお願いします。 

 

事務局    現在のところ、検討はしておりません。情報化社会においては検討が必要と

考えておりますが、個人情報を取り扱いますので、セキュリティの問題やネッ

トワーク環境上、現状では進んでいない状況となっております。 

 

委 員    報告書１９ページの人事評価制度の進捗についてはどうなっていますか。

成田市、我孫子市では人事評価の手法について公表しています。印西市では公

表していますか。 



12 

 

 

事務局    昨年の委員会の中でも同様の質問があったと思いますが、19 ページに記載

しておりますとおり、人事評価については年に２回実施しており、人事評価制

度の確立としては、先進地の事例を参考に引き続き調査研究を進めていくこ

ととしており、評価手法については現在公表しておりません。 

 

委 員    人事評価の手法について、公表した方が良いと思います。 

 

事務局    意見として承ります。 

 

議 長    それでは基本目標の③については以上で審議を終了といたします。 

        

続いて、基本目標④基本施策４－１「事務事業の見直し」、４－２「行政サ

ービスの見直し」、４－３「市民協働事業の推進」について審議してまいりま

す。 

書類の交付枚数などが増加しており、市民サービスは拡充されている印象

を受けますが、ご意見等ございますか。 

 

事務局    本中間報告書には記載はありませんが、令和元年１０月から中央駅前出張

所において、窓口委託を導入したところでございます。また今後は、現在職員

が行っている定型業務に RPA、AI などの導入について、検討していく必要性

があると考えております。また、国においては、１市町村だけでは効率的では

ない場合があるため、広域での導入の手法も提示しておりますので、印西市に

とってより良い導入の形を調査研究するため、お時間をいただき検討させて

いただきたいと思います。 

     

委 員    効率的な行政運営として、外国人の採用についても検討すべきと思います。 

 

事務局    単純労務職であれば可能であると思います。 

 

委 員    学校の ALT（外国語指導助手）など、部分的であれば可能だと思うが、正

規職員については疑問である。 

 

議 長    それでは基本目標の④については、以上で審議を終了といたします。 

その他にございますか。 

その他にご意見が無いようでしたら、第 5 次印西市行政改革実施計画 中
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間報告書（案）に係る委員意見書を前回同様に事務局において簡潔に取り纏め

ていただけますでしょうか。 

 

事務局    意見書につきましては、取り纏めまして各委員に内容を確認していただき、

最終的に会長と調整したものを市長へ報告したいと考えております。 

 

議 長    それでは、以上で議事を終了とさせていただきます。ありがとうございまし

た。 

 

進 行    川邉会長、議事進 行ありがとうございました。   

続きまして、次第の４「その他」に移らせていただきます。 

委員の皆様から何かございますか。 

無いようですので、事務局から報告などあればお願いします。 

 

事務局    第 5 次実施計画の中間報告書につきましては、ホームページ、行政資料コ

ーナーにおいて公表したいと考えております。 

行政改革推進委員会の今後の会議の開催予定につきまして、ご案内いたし

ます。次回の会議開催は、２月若しくは３月を予定しております。内容といた

しましては、第６次行政改改革大綱及び第６次行政改革実施計画の策定に係

る議事を予定しております。最後に、本日の報酬の振り込みについてですが、 

１１月中に振り込みをさせていただく予定でおります。 

 

進 行    それでは以上をもちまして、行政改革推進委員会を閉会させていただきま

す。 

長時間にわたり、ありがとうございました。 
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 令和元年１１月８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   山口 萬紀子            


