
 

令和３年度大田原市行政改革推進委員会 会議録 

 

開催日時 令和３年８月３日（火）午後１時３０分～午後２時５０分 

開催場所 大田原市役所３０１、３０２会議室（市民協働ホール） 

出 席 者 
 委員出席１３名、欠席１名 

 大田原市 部課長２１名、事務局３名 

 

１ 行政改革推進本部長（津久井市長）挨拶（要旨） 

本委員会は平成７年７月に団体推薦委員及び公募委員からなる大田原市行政改革推進委

員会としてスタートし、平成１７年度の市町村合併を経て平成１８年度から行政改革大綱

を策定。委員の皆様からの建設的なご意見やご提言を参考としながら、現在まで行政改革

への取組を推進している。 

合併後の一体化をどのように行っていくか、また、市民の皆様から納めていただいてい

る税を有効かつ効果的に活用する共に、迅速に無駄なく執行することで住民サービスを向

上し、税負担の軽減及び負担に対する恩恵を享受できるような取組を進めてきた。 

令和２年度をもって第３次大綱の計画期間が終了し、本年度より第４次大綱の計画期間

となる。ここに至るまでに東日本大震災や新型コロナウイルス感染症など、情勢が著しく

変化する中でも、市民の皆様が住み続けたいと思っていただけるような市政を推進する上

で、本委員会は要であると考えている。本日の審議についてよろしくお願いしたい。 

 

３ 議事 

⑴ 委嘱状の交付 

  大田原市身体障害者福祉会より推薦の委員が変更となったため、委嘱状を交付（机上

に配付） 

  任期：令和３年８月１日から令和４年６月３０日まで（前任の残任期間） 

 

 ⑵ 大田原市行政改革年度別実施計画に基づく令和２年度実績及び 

   計画期間（平成２８年度～令和２年度）の総括について 

 ◆ 行政改革年度別実施計画に基づく令和２年度及び計画期間の最終評価について 

   資料：第３次大田原市行政改革大綱（平成２８年度～令和２年度）に基づく 

      行政改革年度別実施計画書 

【事務局説明】 

平成２８年度から令和２年度までの５年間を第３次大田原市行政改革大綱の期間とし、

６つの大項目を行政改革の重点項目として定め、具体的に２７項目について行政改革に

取り組みました。取組担当課が項目ごとに定めた目標に対して、達成度評価基準に従い、

達成状況に応じてａ～ｄの自己評価を行いました。 
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令和２年度の評価につきましては、評価区分ａのものが１８項目、ｂが５項目、ｃが

１項目、ｄが１でございました。うち２項目につきましては、すでに取組が完了してお

りますので、合計で２５項目となっております。 

また、計画期間の最終評価につきましては、全２７項目中、評価区分ａのものが１８

項目、ｂが６項目、ｃが３項目、ｄが０でございました。 

 

（以下、大項目ごとに事務局説明、質疑応答を行いました。） 

 

○達成状況の評価基準について 

達成状況につきましては、資料２ページの目次兼達成度評価一覧の右上にありますと

おり、数値目標があるものにつきましては、ａ評価が９０％以上、ｂ評価が８０％以上

～９０％未満、ｃ評価が６０％以上～８０％未満、ｄ評価が６０％未満の４区分で表し

ています。 

また、年度別実施計画の最終評価につきましては、計画期間内の評価を数値化（ａ評

価：４点、ｂ評価：３点、ｃ評価：２点、ｄ評価：１点）し、５年間の取組を２０点満

点として評価しております（ａ評価：２０～１８点、ｂ評価：１７～１３点、ｃ評価：

１２～８点、ｄ評価：８点未満）。ただし、最終目標に具体的な数値設定がある取組に

関しましては、令和２年度評価が最終評価となります。 

 

大項目１ 自助、共助、公助のまちづくりの推進 

○小項目１ 自主防災組織の推進 

自主防災組織とは、地域住民の方が連携・協力し、日常生活の安全を図るため、地域

防災活動を行うことを目的として、自治会等の単位で住民が自主的に組織する団体であ

りまして、本市では、設立する際の資機材の貸与や、研修会を開催するなどしてその活

動を支援しております。 

令和２年度ですが、「２０組織の新規自主防災組織の立ち上げ」の目標に対し、実績

は２組織の設立でありましたので、達成状況を「ｄ」評価といたしました。 

計画期間における最終目標である「全自治会に自主防災組織の設立」に対し、実績と

しては、全自治会数１６９のうち、結成済の自治会数は１２５であり、結成率は７３．

９％、最終評価は「ｃ」評価となります。 

 

○小項目２ 地域協働の推進（特定健康診査、がん検診の受診率向上） 

本市では、健康長寿都市を実現するため、生活習慣病の予防など住民と行政が一体と

なって健康づくりを推進しております。この項目では、特定健康診査の受診率、特定保

健指導の実施率、４つのがん検診受診率について、毎年度の目標を掲げております。 

令和２年度ですが、特定健康診査受診率５６％の目標に対し、実績は４０．２％、特
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定保健指導実施率４８％の目標に対し、実績は５０.７％、各がん検診は記載のとおり

でございまして、達成状況は各指標のうち最も達成度が低いもの（子宮がん検診：６４.

７％）となりますので、「ｃ」評価といたしました。 

本取組は、令和２年度目標が計画期間における最終数値目標となりますので、最終評

価は令和２年度評価と同様の「ｃ」評価となります。 

 

○小項目３ 生涯学習推進計画への協働体制の位置付け 

本市では、生涯学習を地域ぐるみで積極的に推進するため、地区公民館エリア毎に住

民主体の生涯学習推進協議会を設置してまいりました。 

 本取組につきましては、平成２９年度に市内１２地区に生涯学習推進協議会を設置し、

取組が完了しております。最終評価は「ａ」評価となります。 

 

○小項目４ 保育園民間委託の推進 

本市では、地域における子育て支援の充実を図っており、更に充実させるため、公立

保育園の民営化を進め、限られた財源、人材の効率的、効果的な活用に努めています。 

令和２年度の実績ですが、令和２年度中にゆづかみ保育園の民間委託へ向けた手続が

完了し、令和３年４月からの民間委託が実現できたため、達成状況は「ａ」評価となり

ます。 

計画期間において、公立保育園のうち１園の民間委託を最終目標としておりましたが、

２園の民間委託を実現したため、最終評価は「ａ」評価となります。 

 

○小項目５ 道路補修業務の包括委託の推進 

市道などのパトロール、異常個所などの補修、歩道の清掃など道路の保全に関する業

務については、道路補修基地の職員による直営業務と民間の建設業者などへの委託業務

を並行して実施しています。 

令和２年度につきましては、補修基地の職員数を前年度と比較して２名減らし、一部

業務委託を継続して実施しているところです。目標の「一部業務委託の実施」に対し、

実績は、加熱舗装２件、側溝清掃５か所で、令和元年度実績と比較して、委託件数は減

少しておりますが、人員削減数の実績と総合的に判断し、「ｂ」評価となります。 

計画期間における最終評価につきましては、期間内の取組評価より判断し「ｂ」評価

となります。 

 

○小項目６ 民間委託等の推進 

市の施設の管理に民間がもつ能力を活用し、住民サービスの向上と維持、管理費の削

減を目的として、民間が市に代わって施設の管理などを行う「指定管理者制度」の導入

を進めています。 
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現在は図書館、道の駅、温水プールなど１３の施設で指定管理者制度を導入していま

す。令和２年度につきましては、指定管理者の指定期間が満了する８施設の選定を実施

し、７施設については継続となりました[１施設（若杉山荘）については指定辞退]。ま

た、指定管理者導入施設（１５施設：評価実施時点）の指定管理者に対して評価を実施

し、管理運営について指導・助言を行いました。これらの取組を総合的に判断し、令和

２年度は「ｂ」評価としています。 

計画期間における最終評価につきましては、期間内の取組評価より判断し「ｂ」評価

となります。 

 

○小項目７ 火葬場事業の広域化 

那須地区には、大田原市火葬場と那須聖苑の２つの火葬場があり、那須地区に住む住

民にとって安定した火葬の執行とニーズに対応した火葬時間帯の確保、そして経営の合

理化を図るために、両施設の広域化を検討してきましたが、平成３０年度中に「火葬場

事業の広域化は見送る」との決定がなされましたので、令和元年度以降については、評

価を行っておりません。 

最終評価は「ａ」評価となります。 

 

●質疑等（大項目１ 自助、共助、公助のまちづくりの推進） 

［事前質問及び質疑なし］ 

 

大項目２ 市民サービスの向上 

○小項目８ 窓口業務のアウトソーシング 

令和２年度の目標は、「民間委託する業務の範囲の検討」でありましたが、実績とし

ましては、北那須３市町広域連携推進検討会において、窓口業務委託の共同発注の検討

を行いました。また、マイナポイント事業に係る申込支援業務を民間委託いたしました。

これらの取組を総合的に判断し、令和２年度は「ｂ」評価としています。 

計画期間における最終評価につきましては、期間内の取組評価より判断し「ｂ」評価

となります。 

 

○小項目９ 様々な情報発信手段を用いての情報発信 

市政についての情報発信手段としては、広報紙とホームページを柱としていますが、

よいちメールやフェイスブックなどのＳＮＳのほか、記者会見を通じて、新聞等に取り

上げていただくなどして様々な情報を発信しているところです。 

 令和２年度ですが、①広報紙の発行部数の目標 月２万部に対し、実績が２万１,５

００部、②記者会見等での情報提供件数目標２２０件に対し、実績１９６件、③ホーム

ページのアクセス数目標９８万件に対し、実績１６６万９,１０３件、④フェイスブッ
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ク、ユーチューブ、メール配信数、メール登録者、ツイッター発信の件数の実績につき

ましては、記載のとおりでございます。 

達成状況ですが、①から④までの４項目の数値目標から最低の評価項目である②記者

会見等での情報提供件数「ｂ」評価を全体の評価としています。 

計画期間における最終評価につきましては、期間内の取組評価より判断し「ｂ」評価

となります。 

 

○小項目１０ 電子申告の普及促進 

申告者や納税義務者の申告事務の簡素化と利便性の向上、また、市の事務の効率化を

図ることを目的として、eL-tax(エルタックス)を利用した電子申告を推進しております。 

電子申告が利用できる課税資料のうち、令和２年度の目標である課税資料等の電子申

告化７０％に対し、実績は７６．２４％でありましたので、達成状況を「ａ」評価とい

たしました。 

本取組は、令和２年度目標が計画期間における最終数値目標となりますので、最終評

価は令和２年度評価と同様の「ａ」評価となります。 

 

○小項目１１ 事務事業の検証、改善 

市が実施する施策や事務事業を計画、実施、改善という過程を通して事務事業の結果

や成果を客観的に評価し、改善につなげています。 

行政評価を実施した項目１６９のうち、５０の事務事業について、令和３年度予算に

反映しました。事務事業庁内検証会議については、歳入確保と歳出削減の両面からの立

て直しを図るため、全ての事務事業の見直しに着手したことから、当面の間休止するこ

ととなったため、コスト削減目標額に対する実績はございません。これらの取組を総合

的に判断し、令和２年度は「ａ」評価としています。 

計画期間における最終評価につきましては、期間内の取組評価より判断し「ｂ」評価

となります。 

 

○小項目１２ ＩＣＴを活用した事務プロセスのシステム化 

急速に進歩する情報通信技術に対応するため、大田原市地域ＩＣＴ総合推進計画に基

づき、電子市役所の推進体制の強化を進めています。 

「期待される効果」の欄のとおり、ＩＣＴを活用した業務のシステム化を推進するこ

とにより、効率的で、迅速な業務遂行に移行することができ、さらに人員削減につなが

るよう、事務プロセスのシステム化を進めています。 

令和２年度の実績ですが、健康診査割振、文化会館管理など計６つの業務のシステム

化を行い、目標である５業務を達成しましたので、「ａ」評価といたしました。 

計画期間における最終評価につきましては、平成３０年度以前と令和元年度以降で目
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標値の設定に変更が生じておりますが、期間内の取組評価より判断し「ｃ」評価となり

ます。 

 

●質疑等（大項目２ 市民サービスの向上） 

会長 

 

事務局 

説明が終わりましたので、質疑を行います。 

事前質問がありましたので、執行部から回答をお願いします。 

（別紙事前質問回答のとおり 質問№１） 

 

［その他の質疑なし］ 

 

 

大項目３ 効率的な執行体制の確立 

大項目４ 行政体制の見直し 

○小項目１３ 定員適正化計画による定員管理 

新しい行政需要に応じた人材を計画的に確保するとともに、職員総数を削減すること

により、人件費の縮減につなげるため、５年ごとに定員適正化計画を定めています。 

令和２年度の職員数の目標５６８人、財政効果額１，７９１万円に対し、目標と同じ

く５６８人の実績となり、財政効果額１，８７８万３千円でありましたので「ａ」評価

としています。 

本取組は、平成３１年４月に定員適正化計画を見直し、最終目標を「令和２年度末に

おける職員数目標：５６８人」に変更しております。目標に対して実績は５６８人とな

り、達成率は１００％、最終評価は「ａ」評価となります。 

 

○小項目１４ 多様な人材の確保、育成のための人事評価制度等の充実 

大田原市職員人材育成ビジョンに基づき、研修などを通じて、市職員の人材育成に努

めております。 

令和２年度の目標①職員採用制度の見直し作業の完成と完成後の制度による採用の実

施に対し、実績として、グループワークの導入(新型コロナのため中止)及び一部試験で

ＳＰＩ総合検査を導入しました。②人事評価制度の完成の目標に対しては、本計画期間

内に構築された本制度を適切に運用し、見直しを行いました（変更点なし）。達成状況

につきましては、「ａ」評価としています。 

計画期間における最終評価につきましては、期間内の取組評価より判断し「ａ」評価

となります。 
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○小項目１５ 組織機構の見直し 

様々な行政需要への対応や限られた人員を効果的に活用するため、市役所内の課や係

など、組織の再編を毎年度行っております。 

具体的な数値目標はありませんが、令和２年度は課の再編により２課減、係の再編に

より４係減となっております。係、担当の再編を通して、限られた人員を効果的に活用

できる配置を行ったことから「ａ」評価としたしました。 

計画期間における最終評価につきましては、期間内の取組評価より判断し「ａ」評価

となります。 

 

●質疑等（大項目３ 効率的な執行体制の確立、４ 行政体制の見直し） 

［事前質問及び質疑なし］ 

 

大項目５ 持続可能な財政構造の確立 

○小項目１６ 財政の健全化 

平成３０年度に見直しを行い策定しました「大田原市中期財政計画」に基づき、将来

にわたり持続可能な財政基盤の構築を目指し、財政の健全化を推進しています。 

令和２年度ですが、①臨時財政対策債を除く市債残高：１８５億３，７００万円以下

の目標に対し、実績１７３億５，０００万円、②財政調整基金残高：１０億円以上の目

標に対し、実績１０億１，３７１万円、③経常収支比率：前年度の９７．９％以下に対

し、実績９６．４％、④実質公債費比率２５％以下に対し、実績６．４％、⑤将来負担

比率３５０％以下に対し、６５．０％でありました。達成状況については、各項目で目

標を達成しておりますので「ａ」評価としています。 

計画期間における最終評価につきましては、期間内の取組評価より判断し「ａ」評価

となります。 

 

○小項目１７ 市税等の徴収率の向上 

自主財源の確保のため、市税等の期限内納付を推奨し、納付の期限を過ぎた方には督

促や催告などを行い、徴収率の向上に努めております。 

令和２年度の各徴収率の実績ですが、市税が９９．２％、国民健康保険税が９６．

５％、介護保険料（普通徴収）が９５．４％、保育料が９９．４％、住宅使用料が９６．

４％でありました。 

保育料及び住宅使用料について目標値には達していませんが、目標に対し、９０％以

上の達成基準を超えているため、「ａ」評価としています。 

本取組は、令和２年度目標が計画期間における最終数値目標となりますので、最終評

価は令和２年度評価と同様の「ａ」評価となります。 
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○小項目１８ 広告事業による税外収入の確保 

市営バスや広報おおたわらなどの発行物を広告媒体として活用することによって、自

主財源の確保を図るとともに、事業者が広告へ掲載することによる地域経済の活性化を

目的として広告事業を行っています。 

令和２年度の収入実績ですが、①ホームページのバナー広告事業、②市広報紙広告事

業、③市営バス車内広告事業、④市指定ゴミ袋広告事業、⑤広告付き案内板設置、⑥広

告用モニター設置の広告等の収入合計は、年間１２３万２千円でありまして、⑦その他

の広告事業として、公用封筒作成、市営バス時刻表作成、子育てガイド作成、暮らしの

ガイドブック作成については、市の支出がなく作成し、金額に換算した額として４９８

万８，６００円となります。また、美原公園陸上競技場のネーミングライツ（命名権）

を実施し、３０万円の収入がございました。 

①～⑦の合計６５２万６００円で目標額を超えているため、「ａ」評価といたしまし

た。 

計画期間における最終評価につきましては、期間内の取組評価より判断し「ａ」評価

となります。 

 

○小項目１９ ふるさと納税寄附金の促進 

ふるさとを応援したい、ふるさとのために何かをしたいという想いを寄附金という形

で実現できる「ふるさと納税制度」を活用し、市のまちづくりの原資としております。 

令和２年度の実績は１億３８７万３千円でありましたので、「ｂ」評価といたしまし

た。 

計画期間における最終評価につきましては、期間内の取組評価より判断し「ｂ」評価

となります。 

 

○小項目２０ 時間外勤務時間の削減 

特定の職員に業務が集中しないように事務の適切な分担に努めるとともに、課内で仕

事の共有化を図ることで、時間外勤務時間の削減を図っております。 

令和２年度の目標４万８，０００時間に対し、実績は、２万８，７１７時間でありま

したので、「ａ」評価といたしました。 

計画期間における最終評価につきましては、期間内の取組評価より判断し「ａ」評価

となります。 

 

○小項目２１ 経費の節減 

会議運営や事務環境の改善、一般的な経費節減の手法をまとめた事務改善マニュアル

に基づき、全庁を挙げて経費の節減に取り組んでいます。 

令和２年度の削減額の実績ですが、①区内特別料金郵便の利用促進、②再生インクト
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ナーの使用促進、③複合機一括管理による経費節減、⑤コピー用紙の削減、⑥文書廃棄

手数料の削減による財政効果額の合計は１，４１３万３，１９７円でありました。目標

の１，５４４万円に対する達成度から「ａ」評価としています。 

なお、④の電気料金につきましては、新庁舎の完成で平成２６年度と単純に比較でき

ないことから、令和元年度より「比較不能」とし、令和２年度の財政効果額目標に反映

させております。 

計画期間における最終評価につきましては、期間内の取組評価より判断し「ａ」評価

となります。 

 

○小項目２２ 市有財産の有効活用 

市が所有する土地や建物のうち、利活用されていない不動産等につきましては、財源

の確保及び管理費の削減を図る目的から売却を進めております。 

令和２年度の実績ですが、公有財産売却８件で２，２３７万４千円、払下げ７件９２

０万３千円、物品の売払収入８件２２０万３千円、合計３，３７８万円で、目標２千万

円を超えたことから「ａ」評価としています。 

計画期間における最終評価につきましては、期間内の取組評価より判断し「ａ」評価

となります。 

 

●質疑等（大項目５ 持続可能な財政構造の確立） 

会長 

 

事務局 

 

委員 

 

 

 

 

 

総務課長 

 

 

 

 

 

 

説明が終わりましたので、質疑を行います。 

事前質問がありましたので、執行部から回答をお願いします。 

（別紙事前質問回答のとおり 質問№２～３） 

 

小項目２１「経費の節減」について、昨年度よりテレワークの実

施やリモート会議等で現地まで出張する必要が無く、車の燃料代や

職員の移動時間など、記載項目以外でも節減効果が出ている部分が

あると考えます。アフターコロナを見据え、現在の効果を検証する

ことで、今後に活かせる部分があると思いますがどのように考えて

おりますか。 

本項目で計上しておりませんが、公用車の燃料代については、昨

年度は出張の激減により、例年と比較して大幅に削減できていると

思われます。現在、令和２年度決算を調製中ですが、電車賃等の旅

費についてもほぼ未執行という状況で、不用額として残っている状

況であります。外部の会議・説明会等についても、現地へ赴かず、

ＷＥＢでの開催が多数でありまして、今後もこの点については経費

削減が図れると思われます。 
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委員 

 

 

 

財政課長 

 

 

 

 

委員 

 

 

財政課長 

 

 

 

委員 

財政課長 

 

委員 

 

 

 

建築住宅課長 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 小項目２２「市有財産の有効活用」について、財源の確保という

点で本取組は非常に有効であると考えています。現段階で、個別の

施設ごとの売却・取り壊し等に関する計画は策定されているのでし

ょうか。 

 令和２年度末に「大田原市公共施設個別施設計画」を策定し、約

３１７ある屋根付きの建物については、それぞれの施設ごとに維

持・譲渡・統合等、細かい方針を定めております。例えば、ある建

物について取り壊し後、空いた土地については売却を検討するよう

な流れとなっております。 

 例えば、川西の公会堂を取り壊すという話を聞いています。本計

画では、取り壊し後、売却か市で有効活用を検討するのか、そうい

った点まで盛り込まれているということでしょうか。 

 あくまで計画ということで、今後の方針を定めているものであり

ます。川西の公会堂に関しては、老朽化、かつ耐震補強が施されて

いないという点から、取り壊し、解体後に売却を進めるといった計

画となっております。 

 本計画については、ホームページ等で公開されておりますか。 

 ホームページでご覧いただける状況でございます。 

 

 まず、小項目１７「市税等の徴収率の向上」について、目標に対

してはａ評価で達成されていますが、住宅使用料については平成２

９年度以降下降が続いており、令和２年度も目標を３ポイント程度

下回っております。どのような対策を検討しておりますか。 

 市営住宅に関しては、住宅に困窮する収入が一定基準以内の方を

対象としており、実際は生活基盤が不安定な入居者が少なくありま

せん。令和元年度、令和２年度と収納率が減少しておりますが、新

型コロナウイルス感染症の影響が非常に大きく、入居者の収入減・

解雇等により収納率が下がっていると考えております。今後、コロ

ナウイルスの状況を見て、対象者へ督促を行うなど、収納率の向上

に努めてまいります。 

 

小項目２０「時間外勤務時間の削減」について、令和２年度の実

績については目標値に対して４０％程度の減となっており、他の年

度と比較しても非常に低い数値となっています。コロナ禍において

テレワークが促進されたなど、何か特殊な要因はありますか。ま

た、あくまで一過性のものなのか、見通しなどあれば伺いたい。 
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総務課長 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

総務課長 

 ご指摘のとおり、コロナウイルスの影響による各事業の中止、特

に、国体の開催に伴い令和４年度まで与一まつり及びマラソン大会

を休止していることが大きな要因になっていると考えられます。 

 

 先程、渡部委員よりテレワークについて触れられましたが、テレ

ワークについては感染防止対策として盛んに政府が旗を振り、一時

試行する民間企業が増加しました。実際には労務管理が困難である

ことなどが理由で、現在は導入が頭打ちという現状であると思いま

すが、市の業務についてはテレワークがどの程度なじむものなの

か、全体を見通して、仮に今後活用していくにあたってはどのよう

に考えておりますか。 

 昨年度、コロナ対応としてサテライトオフィス（湯津上支所・黒

羽庁舎）での分散勤務、及び在宅勤務の形態でテレワークを行って

おります。サテライトオフィスについては、本年度の予算措置にて

新たな施設を整備する予定です。ただし、業務内容として窓口対応

が主となる部署も多く、全ての職員が対象となるものではないと考

えております。 

 また、自宅から職場のパソコンへアクセスできるテレワークシス

テムを国で整備し、本市でも試験的に導入しております。現段階で

利用実績は多くはありませんが、新たな感染拡大の状況下であるた

め、感染防止の取組の一環として本システムの活用を促進していき

たいと考えています。 

 

 大項目６ 公営企業等の経営健全化 

○小項目２３ 下水道使用料等の徴収率の向上 

令和２年度ですが、下水道使用料の徴収率の目標９９．８０％に対し、実績が９９．

７５％、受益者負担金徴収率の目標９９．００％に対し、実績が９８．１３％で、それ

ぞれ目標を若干下回りましたが、「ａ」評価といたしました。 

本取組は、令和２年度目標が計画期間における最終数値目標となりますので、最終評

価は令和２年度評価と同様の「ａ」評価となります。 

 

○小項目２４ 下水道未接続対策の強化 

公共下水道に接続できる区域に住んでいる方が、どれくらい下水道に接続しているか

を示す「水洗化率」をこの項目において、指標に用いています。 

令和２年度ですが、目標９４．０％に対し、実績は、９３．３％でありました。目標

を若干下回りましたが、「ａ」評価といたしました。 
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本取組は、令和２年度目標が計画期間における最終数値目標となりますので、最終評

価は令和２年度評価と同様の「ａ」評価となります。 

 

○小項目２５ 公営企業会計の適用 

公営企業会計は、使用料収入で経費を賄う独立採算制でありまして、本市では、水道

事業で既に導入しています。 

人口が３万人以上の自治体は、総務省から令和２年４月までに下水道事業の公営企業

会計への移行が求められていました。 

本市においては、令和２年４月からの下水道４事業の公営企業会計の適用について、

予定通り実施できましたので、「ａ」評価としています。 

計画期間における最終評価につきましても「ａ」評価となります。 

 

○小項目２６ 水道料金の徴収率の向上 

水道料金の徴収率の向上ですが、令和２年度の現年度分が目標の９９．８５％に対し、

実績が９９．９１％、過年度分が目標の７２．１０％に対し、実績が７９．６３％で、

いずれも目標値を超えていますので、「ａ」評価といたしました。 

計画期間における最終評価につきましては、期間内の取組評価より判断し「ａ」評価

となります。 

 

 ○小項目２７ 水道有収率の向上 

水道有収率とは、浄水場で浄水して水道管に送った水の配水量に対して、各家庭や事

業所で使用され、水道料金の対象となった水の量の比率です。有収率を下げる要因は、

漏水でありますので、継続的な漏水調査と老朽管の更新事業を行い、有収率の向上を図

っています。 

令和２年度につきましては、漏水調査を２系統、総延長１６５．２㎞実施し、老朽管

２，６４８.１ｍの更新を行いました。有収率については目標８４．５％に対し、実績

は８４．３％でありました。目標を若干下回りましたが、「ａ評価」といたしました。 

計画期間における最終評価につきましては、期間内の取組評価より判断し「ａ」評価

となります。 

 

 ●質疑等（大項目６ 公営企業等の経営健全化） 

会長 

委員 

 

 

 

説明が終わりましたので、質疑を行います。 

 小項目２７「水道有収率の向上」について、老朽管の更新事業に

つきましては、今後も大きな負担が生じると考えられますが、令和

２年度の実績（２，６４８.１ｍ）において、どの程度の費用が発生

しているのでしょうか。 
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上下水道課長 

 

 

 

 本内容につきましては内容を確認の上、後日回答させていただき

ます。 

※令和２年度の老朽管更新実績（２，６４８.１ｍ）における実施費

用は９，２７１万９千円となります。 

 

◆ 計画期間（平成２８年度～令和２年度）の総括について 

  資料：第３次大田原市行政改革大綱・行政改革年度別実施計画 

     （平成２８年度～令和２年度）実施状況最終報告書（案） 

【事務局説明】 

 ○計画期間の総括について 

  まず、１ページでは本市における行政改革への取組に関する概要・沿革について説明

しております。 

 

続きまして、２ページをご覧ください。「１．達成状況について」は、本計画期間中

の各取組についての一覧表です。本計画の最終評価は、２７項目中 a 評価が１８件、ｂ

評価が６件、ｃ評価が３件、ｄ評価が０件となり、計画全体の達成度は「ａ」評価と、

計画通りに達成いたしました。 

 

続きまして、３ページをご覧ください。「２．財政効果額について」は、各取組のう

ち、達成成果を財政効果額として金額換算できる取組について一覧表にまとめたもので

す。事務事業の改善や定員管理、税外収入の確保等に取り組んだ結果、５年間で累計約

２０．３億円の財政効果が得られました。 

４ページ以降は「３．小項目２７項目の取組実績等について」ですが、各項目につい

て５年間の取組を総括しております。各事業の取組実績及び達成状況につきましては既

にご説明しておりますので、ここでは次期計画での取組の有無についてご説明いたしま

す。 

 

まず、大項目１「自助・共助・公助のまちづくりの推進」ですが、「１ 自主防災組

織の推進」及び「６ 民間委託等の推進」については、取組が継続されております。 

「２ 地域協働の推進（特定健康診査・がん検診の受診率向上）」ですが、市民健康

診査の案内・申込方法の変更により、行政改革における市民協働の取組としては終了と

なりますが、今後はデータヘルス計画及び健康増進計画にて受診率の評価を行い、受診

率向上に向けて取り組みます。 

「３ 生涯学習推進計画への協働体制の位置づけ」ですが、本計画期間内に１２地区

すべてで生涯学習推進協議会が設立されたため、終了となります。 

「４ 保育園民間委託の推進」ですが、本計画期間の取組をもって民営化が終了しま
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した。 

「５ 道路補修業務の包括委託の推進」ですが、本計画内で一定の成果が得られたた

め、行政改革としての取組は終了となりますが、今後も状況に応じた見直しを行います。 

「７ 火葬場事業の広域化」ですが、本計画期間内に現行２施設の運営統合・広域連

合による新施設建設は見送りとなったため、行政改革としての取組は終了となりますが、

今後は那須塩原市・那須町・大田原市の 3市町において随時協議を行ってまいります。 

 

続きまして５ページをご覧ください。大項目２「市民サービスの向上」ですが、「８ 

窓口業務のアウトソーシング」、「９ 様々な情報発信手段を用いての情報発信」、

「１１ 事務事業の検証、改善」、及び「１２ ICT を活用した事務プロセスのシステ

ム化」については、取組が継続されております。 

また、「１０ 電子申告の普及促進」ですが、本計画期間の目標である課税資料等の

７０%程度の電子申告化が達成されたため、行政改革としての取組は終了となりますが、

引き続き電子申告の推進に努めます。 

 

続きまして６ページをご覧ください。大項目３「効率的な執行体制の確立」及び大項

目４「行政体制の見直し」ですが、「１３ 定員適正化計画による定員管理」及び「組

織機構の見直し」については、第４次計画にて取組が継続されております。 

「１４ 多様な人材の確保、育成のための人事評価制度等の充実」ですが、一定の成

果が得られたため行政改革としての取組は終了し、引き続き「大田原市職員人材育成ビ

ジョン」に基づき、適宜見直し・改善を図ります。 

 

続きまして、７ページ及び８ページ、大項目５「持続可能な財政構造の確立」ですが、

小項目１６から２２の全項目については、取組が継続されております。 

 

続きまして９ページをご覧ください。大項目６「公営企業等の経営健全化」ですが、

「２３ 下水道使用料等の徴収率の向上」、「２４ 下水道未接続対策の強化」、「２

６ 水道料金の徴収率の向上」及び「２７ 水道有収率の向上」については、第４次計

画にて取組が継続されております。 

「２５ 公営企業会計の適用」ですが、令和２年度より下水道４事業に公営企業会計

を適用したため、取組は終了となります。 

 

以上で説明を終了します。なお、本年度より第４次大田原市行政改革大綱の計画期間

となりますので、引き続き、本委員会よりご助言・ご指導をいただきながら、引き続き

行政改革への取組を実施してまいります。 
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●質疑等（計画期間の総括について） 

会長 

委員 

 

 

 

 

事務局 

 

会長 

 

事務局 

説明が終わりましたので、質疑を行います。 

 事前質問の回答において、資料２ページ一覧の小項目２０「時間

外勤務時間の削減」について、ｂ評価をａ評価に修正したとのこと

ですが、同ページ中に「２７項目のうち、ａ評価が１８件、ｂ評価

が６件、ｃ評価が３件、ｄ評価が０件」と記載があり、こちらの件

数に変更はないのでしょうか。 

 こちらの件数につきましては、変更はございません。 

 

 実施状況最終報告書（案）の取扱について、今後、市議会への報

告や市広報への掲載等を実施する予定はありますか。 

 市議会へは９月の全員協議会において報告し、市広報への掲載は

１０月号を予定しております。また、市ホームページへも掲載する

予定です。 

 

⑶ その他 

＜事務局からの連絡事項＞ 

  ○ 事前質問をいただいた６件のうち、２件については年度別実施計画の各項目に該

当しませんでしたので、口頭でご回答を申し上げませんでしたが、一覧表に市の回

答を記載させていただきましたので、ご覧いただければと思います。 

 

  ○ 今年度の会議は、本日の 1 回のみとさせていただく予定でございます。現委員の

皆様の任期につきましては、令和４年６月３０日までとなっております。 

来年度につきましても、７月下旬から８月上旬を目安に推進委員会の開催を予定

しておりますが、これまでと同様に市内の各団体からのご推薦、及び公募による委

員により、委員会を構成する予定でございます。 

 

  ○ 本日の会議録を（本日、ご回答できなかった質問と併せて）委員の皆さまへ送付

させていただきます。 

 

 閉会：午後２時５０分 
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令和３年度行政改革推進委員会　事前質問回答

質問№ 質問項目 質問事項 回答 担当課

1

12　ICTを活
用した事務
プロセスの
システム化

　平成２８年度～令和２
年度の達成度最終評価が
ｃで不十分です。第４次
計画では、本年９月のデ
ジタル庁発足に伴う新
法・新基準などを考慮
し、庁内事務プロセスの
見直しに留まらず、思い
切った計画を立てるべき
と思いますが、いかがで
しょうか。

　年度別計画の目標値としていた定員適
正化計画による職員数の減は、システム
化のみで行えるものではないことから、
令和元年度から目標値の修正を行ったた
め、最終評価がCとなっております。第4
次計画では、自治体DX推進のため、業務
プロセスの見直しを行うことと合わせ、
日々変化するICT技術に注視し、市ICT総
合推進計画に沿って業務効率化に努めて
まいります。

情報政策課

2
20　時間外
勤務の削減

　資料１：行政改革年度
別実施計画書の達成度最
終はａ評価、資料２：実
施状況最終報告書の達成
度最終はｂ評価、どちら
が正しいのでしょうか。

　資料１におけるａ評価が正しい評価と
なり、資料２は誤表記となりますので修
正いたします。

総務課

3
20　時間外
勤務の削減

　コロナ感染防止対策の
ため、職員のテレワーク
や時差出勤が継続される
と思いますが、アフター
コロナを見据えて、時間
外勤務時間の第４次計画
目標値は、どのようにお
考えでしょうか。『今後
はモチベーションの高い
職場環境を作る』 と
なっています

　第４次計画においては、「職員の働き
方改革」の取組の中で、「月30時間を超
えて時間外勤務を行った職員数」の年度
別数値目標を設けております。また、数
値目標以外の取組として、事務の適正分
担、ノー残業デーの強化、時差出勤（あ
さ活、ゆう活）の奨励、時間外勤務30時
間超過の事前協議実施を設けることで、
職員のワーク・ライフ・バランスを実現
し、高いモチベーションを持てる職場環
境づくりを推進してまいります。

総務課

4 その他

　私は本庁舎にてコロナ
集団接種を受けました。
職員の方々は休日出勤の
連続で大変お疲れ様で
す。
　接種会場の人の流れや
レイアウトは改善の余地
がいろいろあると感じま
した。
　今後、各方面の意見を
基にレビューを実施、そ
の結果を市広報紙へ掲載
していただきたいです。
　行政改革のヒントにな
るアイテムが見つかるか
もしれません。

　新型コロナワクチン接種会場につきま
しては、厚生労働省のワクチン接種体制
確保事業に関する自治体向け説明会資料
のレイアウトを基に、今年４月４日日曜
日に開催しました集団接種模擬訓練にお
きまして、大田原地区医師会医師等の参
加のもと、会場レイアウト、動線の確認
及び１人当たりの接種時間を確認いたし
ました。その結果、接種スペースを広く
確保することや、ワクチンの希釈・充填
場所の変更など、改善を図りました。新
型コロナ感染症感染防止の観点から、３
密の回避や、１か所に大勢の方が滞留し
ないようその都度細かな改善を行い、接
種がスムーズに進むよう取り組んでおり
ます。接種開始時点では、1クール210人
でありましたが、７月２４日は、1クー
ル450人まで拡大することができており
ます。

健康政策課
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令和３年度行政改革推進委員会　事前質問回答

質問№ 質問項目 質問事項 回答 担当課

5 その他

　現在、本市では大規模
イベントは休止です。な
お条件付きですが市民講
座や自主講座のため市施
設の使用が可能で、近隣
市町の知り合いから羨ま
しがられています。
　今後のコロナ感染状況
次第ですが、与一祭りと
大田原マラソンの再開
は、財政的に大丈夫で
しょうか。

　令和5年度の開催に向けて、それぞれ
の主催団体において、事業内容の改善な
どの検討が行われており、予算編成の基
本となる事業計画案の令和5年度に実施
する事業として、事業内容や見込まれる
経費について精査を行っております。

財政課

6 その他

　昨年度のコロナ緊急事
態での、本市独自の小中
学校登校と給食実施は英
断だったと思います。
　今後も国や県の政策に
盲従せず、広い年代の市
民の幸福と地場産業の発
展のため、効果的な政策
を進めていただきたいで
す。

－ －
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