
平成２９年度 大田原市行政改革推進委員会 会議録 
 
 

１ 日 時  平成２９年７月２８日〔金〕午後１時３０分～３時５０分 

２ 場 所  市役所南別館２階会議室 

３ 出 席 者  行政改革推進委員１４名、津久井本部長、部課長２４名 

４ 会議次第 

[１]開会 

[２]大田原市行政改革推進本部長（市長）あいさつ 

[３]大田原市行政改革推進委員会会長あいさつ 

[４]議題 

（１）副会長の選任について 

（２）大田原市行政改革年度別実施計画に基づく平成２８年度実績について 

（３）その他 

[５]閉会 

５ 会議経過 

（１）副会長の選任について 

【会長】 

退任された○○委員が本委員会の副会長であったため、現在副会長が空席とな

っています。行政改革推進委員会運営要綱第４条に基づき、委員の皆さんの中か

ら選任いたします。 

（会長案）前副会長は大田原市区長連絡協議会からの推薦でしたので、後任とし

て同協議会から推薦された□□委員に副会長をお願いしたいと思いますが、ご異

議ございませんか。 

（異議なしの声） 

委員の皆さんの承認を得ましたので、□□委員に副会長をお願いします。 

 

（２）大田原市行政改革年度別実施計画に基づく平成２８年度実績について 

（２）大田原市行政改革年度別実施計画に基づく平成２８年度実績についての

審議を行います。進行について、事務局から説明をお願いします。 

【事務局】 

行政改革として取り組む事業２７の小項目につきまして、６つの大項目ごとに、

２８年度の実績と事前に委員の皆様から受けておりました質問の回答を簡潔に、

担当課長からご説明いたします。 

なお、事前質問の回答につきましは、本日、お配りしましたＡ３版の資料でご

ざいますので、併せてご覧いただきたいと思います。その後、委員の皆様からご

質問、ご意見を受けていきたいと考えております。 

【会長】 

津久井市長にはオブザーバーとしてご出席いただけるとのことですので、最後

に全体を通して一言いただければと思います。 

質問の中には、本日の会議の中で回答できない内容もあると思いますので、そ

の場合は、後日、委員の皆さんに回答していただくことでご了承をいただきたい

と思います。 
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… 説 明（危機管理課から）…（ｐ１～ｐ７） 

○大項目１ 自助、共助、公助のまちづくりの推進（説明要旨） 

 

１ 自主防災組織の推進〔危機管理課〕 

平成２３年に発生した東日本大震災の経験を踏まえ大変重要であるとの考え

を基に、全自治会に結成することを目標にしています。平成２７年度末で１６９

自治会に対し５９自治会で５２の自主防災組織が設立されています。累計は７４

自治会で６６の自主防災組織となっています。 

なお、黒羽地区では５１自治会中３３自治会で２７の自主防災組織の設立とな

っています。 

 

２ 特定健康診査、がん検診の受診率向上〔健康政策課〕 

特定健康診査については本市の受診率は県内トップとなっておりますが、対象

者に対してまだ約半数の受診者という状況です。がん検診については、前年度と

比較しますと全体平均で、０．５%上回っています。 

 

３ 生涯学習推進計画への協働体制の位置付け〔生涯学習課〕 

これまで生涯学習計画（輝きプラン）に基づいて、地区公民館のエリアごとに

市民主導の生涯学習推進協議会を設置する取組を行ってきました。平成３０年度

までに全地区へ設置する計画でしたが、平成２８年度の金田北地区の設置をもっ

て市内全地区に設置されました。 

 

４ 保育園民間委託等の推進〔子ども幸福課〕 

 平成２７年度末に、民営化を進めるうえでの課題を協議・検討した結果、２、

３年後を目途に再度判断することになったので、平成２９年度以降の計画を変更

しました。 

 

５ 道路補修業務の包括委託の推進〔道路維持課〕 

 補修基地では、１７名体制で市道や認定外道路の防塵舗装や砂利敷き、市道１，

３３９路線、延長９７０㎞のパトロール業務のほか、市民の皆さまからの要望等

１，１１０件のうち約４５０件の処理を行っています。包括委託については、市

民の皆さまからの要望等が数多く寄せられ、スピードのある対応が求められるこ

とから、人員及び作業内容についての検討が必要であると考えています。 

 

６ 民間委託等の推進〔総務課〕 

 平成３０年度以降の計画の一部見直しを行い、平成３０年度から毎年度１施設

の導入を目標としました。今年度は施設の所管課とともに、対象となる施設の選

定及び導入について検討してまいります。 

 

７ 火葬場事業の広域化〔生活環境課〕 

 現在、那須地区広域管内には２つの火葬場がありますが、それぞれ施設の老朽

化をはじめとした課題を抱えています。広域化は火葬場の新設や運営を共同事業

として行うことを計画したものです。火葬場の新規開設には１０年程度の期間が

必要とされていますので、今後は既存の火葬場の延命を図るため、修繕計画によ

り、計画的な修繕を行うこととしています。 
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（質疑） 

１ 自主防災組織の推進 

【委員】 

市道の幅員が狭いところがあり、実際に避難することになった場合には避難経

路の確保が難しい箇所があります。緊急時の避難等に対応できるような市道整備

を進めてほしい。 

【総合政策部長】 

防災計画で指定されている避難所や避難所に至る避難経路も防災という観点

での整備が必要と考えています。時間はかかりますが、限られた財源の中で、優

先順位をつけて整備していかなければと考えています。 

 

【委員】 

自主防災組織を作っただけでは災害時に対応することは難しいと思うので、モ

デル地区を交代で設定して研修や訓練を行うことで、自主防災組織全体の底上げ

をしてほしい。 

【危機管理課長】 

要望があった自主防災組織には危機管理課職員などによる研修や出前講座な

どを行っています。モデル地区についても自主防災組織の底上げのため検討させ

ていただきます。 

 

４ 保育園民間委託の推進 

【委員】 

子どもの人数は減るが、保育希望者が増加している要因は何か。 

【子ども幸福課長】 

共働きの家庭が多くなっており、最長１年６カ月まで育児休暇が取れる制度に

なっていますが、その育児休暇が終了した後に保育を希望する人が増えています。

そのため、０歳から２歳の小さいお子様の保育希望が増えており、待機児童は１

歳児が多い状況となっています。 

 

… 説 明（情報政策課から）… （ｐ８～ｐ１２） 

○大項目２ 市民サービスの向上（説明要旨） 

 

８ 窓口業務のアウトソーシング〔総務課〕 

今年度は新庁舎開庁に向けまして、民間委託が可能な業務の選定及び総合案内

窓口の民間委託について検討を進めております。 

新庁舎では、１階は市民協働フロアとして多様な市民活動に利用できるように

ホールや会議室を配置しまして、２階、３階には市民の皆さまの利用頻度の高い

部署を配置することとしています。１階エントランスロビーに総合案内窓口を設

置しまして、市民の皆さまを希望する窓口へ案内できるように進めてまいります。 

 

９ 様々な情報発信手段を用いての情報発信〔情報政策課〕 

新たなＳＮＳの導入についても検討していますが、まずはフェイスブックやホ

ームページなどの内容の充実を図っていきたいと考えています。 

平成２９年度から「情報提供数」に対して「報道された割合」を新たな目標と

して設定しています。情報の件数だけではなく質も考えて提供していきたいと思

います。 
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１０ 電子申告の普及推進〔税務課〕 

電子申告数５１，８１６件の内訳ですが給与支払報告書１８，０００件、年金

支払報告書３１，６８２件、法人市民税の確定申告書１，６７１件、固定資産税

（償却資産）の申告書４６３件となっています。 

 

１１ 事務事業の検証、改善〔総務課〕 

行政評価では事務事業評価及び政策施策評価を実施し、予算３００万円以上の

２４８事務事業について評価を行いました。事務事業庁内検証会議では市長、副

市長、総合政策部長、財務部長が検証者となって、各部１事業、計８事業につい

てサービス向上やコスト削減について検証を行いました。 

昨年の推進委員会で意見のありました判子の要らない書類については、「押印

見直しガイドライン」を作成しまして、施設の使用許可申請書に係る押印の省略

を実施しました。今後も「押印見直しガイドライン」に沿って押印の見直しを実

施してまいります。 

 

１２ ＩＣＴを活用した事務プロセスのシステム化〔情報政策課〕 

 事務事業検索システム、インフラ不良箇所通報システムのほか、マイナンバー

制度に伴うシステム改修を一部完了していますが、目標に掲げています人員の削

減とはなっていませんので達成状況はＤ評価としております。 

 

（質疑） 

８ 窓口業務のアウトソーシング、１５ 組織機構の見直し 

【委員】 

優良企業の窓口ではベテランの社員が対応しているのを見かけます。外国人や

高齢者は窓口に行くと、戸惑いなど不安を感じることがあります。市でも窓口で

はベテランの職員に対応していただき、ワンストップサービスの拡大を図るのが

有効かと思います。 

【総務課長】 

市では職員が退職された後の、再任用制度があります。再任用職員を総合案内

窓口に採用するというのも１つの案であると考えています。また、窓口業務を民

間委託とする場合は、どのような業務を民間委託できるかを選別した上で、受託

業者と綿密な情報交換を行い、トラブルの防止に取り組みたいと思います。新庁

舎では１階に総合案内窓口を配置し、市民の方が迷わずに手続きができるよう進

めてまいります。 

 

【委員】 

新庁舎の総合案内窓口では、（視覚）障害者が訪れたとき、希望する窓口まで

付き添って案内してくれるようになるのでしょうか。 

【総合政策部長】 

市民の方が手続きをする窓口は２階からになるので、１階に配置する総合案内

窓口が重要になります。市役所には様々な障害を持った方が来庁しますので、場

合によっては担当者が１階まで下りてきて対応することも必要と考えており、

様々な場面に対応できるように十分配慮してまいります。 

 

９ 様々な情報発信手段を用いての情報発信 

【委員】 

広報紙を２２，０００部発行していますが、自治会を通して配布している部数
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を教えてください。また、広報紙の目的は市民に情報を提供することだと思いま

すが、市民ではない人（元々大田原に住んでいた人）が大田原市に来たときにも

大田原のＰＲなどもできたらと思います。 

【情報政策課長】 

自治会を通して配布しているのは１９，４５５部、コンビニで配布している部

数は３２箇所７６９部です。より良い紙面づくりのため、市民の方に広報紙のモ

ニターをやっていただいて、改善点などの意見をもらっています。また、特別な

表紙や特集などを組んで作成しています。 

 

【委員】 

メール配信が充実してきて良いと思いますが、知らない人が多いので、もっと

ＰＲがなされると良いと思います。また、報道された割合というのは目標となる

のでしょうか。 

【情報政策課長】 

この目標は、ただ情報を提供するだけではなく、情報の質をよくする手段にし

ていきたいと思っています。報道機関に興味を持ってもらえる内容にしてもらう

よう、担当課への意識づけをするという意味でも目標として設定しています。 

 

… 説 明（総務課から）… （ｐ１３～ｐ１５） 

○大項目３ 効率的な執行体制の確立（説明要旨） 

 

１３ 定員適正化計画による定員管理〔総務課〕 

財政効果額については、平成２８年度市職員平均給与から算出しています。 

 

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〔総務課〕 

 メンター制度については、制度試行よるアンケートの結果を踏まえて、本格的

に実施していきたいと考えています。人事評価制度については、目標管理に基づ

く業績評価を導入し、能力評価と業績評価の２本立てで人事評価を行っています。 

 

○大項目４ 行政体制の見直し（説明要旨） 

 

１５組織機構の見直し〔総務課〕 

 平成２８年９月に各課ヒアリングを実施し、担当業務を見直すとともに、新た

な行政課題に対応するため、また、市民に分かりやすい組織を目指すため組織の

改編を実施しました。前年度と比較しますと課の再編は新庁舎整備課の新設によ

り１課増、係の再編は新設や廃止などにより１係増となっています。 

 

（質疑） 

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 

【委員】 

メンター制度についてですが、総務課への報告については、事実は事実として

受け止め、守秘義務が守られるようなサポート体制が必要ではないか。 

【総務課長】 

メンター制度の目的は新採職員の心のケアになります。新採職員が相談した時

に、相談される側が受け止められなければメンター制度は成り立たないので、メ

ンターを対象とした研修を実施しています。しかし、相談内容によってはメンタ

ーだけでは解決できない問題もあるかと思います。そういった相談は人事サイド
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で相談を受けてサポートしていくことが重要と考えています。 

 

 

… 説 明（財政課から）… （ｐ１６～ｐ２２） 

○大項目５ 持続可能な財政構造の確立（説明要旨） 

 

１６ 財政の健全化〔財政課〕 

 臨時財政対策債は、地方交付税として交付されるものを、市債として市が借入

し、元利償還金の全額が交付税として措置されるものでありますので市債残高か

ら除いて比較しています。 

 

１７ 市税等の徴収率の向上〔収納対策課、子ども幸福課、建築住宅課〕 

 介護保険料の徴収率が目標を下回った原因は、平成２８年度の滞納額の多い方

は、平成２７年度以前の介護保険料や市税、国民健康保険税なども滞納している

場合が多く、分納誓約や差押執行中であっても平成２８年度の介護保険料まで配

当が回ってこない状況にあります。 

 

１８ 広告事業による税外収入の確保〔政策推進課〕 

広告を取ることにより収入を確保、または市の支出を抑制しています。公費の

支出なしで発行している印刷物につきましては、仮に市が発注した場合に必要と

なる経費を計上しています。 

 

１９ ふるさと納税寄附金の促進〔政策推進課〕 

 ふるさと納税寄附金は自治体間の競争が過熱しておりましたことから、本年４

月に総務省から返戻品の取扱いについて通知がありました。その内容は返戻品の

価格や返戻割合についての表示を行わないこと、返戻品として相応しくない物の

例示、返戻割合に関しては３割以下とすることとなっています。 

本市におきましては、資産性が高い物や換金性のあるものは返戻品目の中には

ありません。また、返戻品は送料及び調達に係る手数料も含めて寄附金額の３割

以下と設定していますので、総務省通知に伴って変更する点はございません。 

 

２０ 時間外勤務手当の削減〔総務課〕 

 目標に対して３，３３１時間６．３７％の増となっておりますが、平成２７年

度の時間外勤務時間と比較しますと１，９３３時間の減となっています。県内の

１４市で比較しますと、平成２８年度の県内１４市の職員１人当たりの平均時間

外勤務は１７１時間でした。本市の場合は職員１人当たりの平均時間外勤務は１

１２時間となっており、県内１４市の平均を下回っている状況です。 

 

２１ 経費の節減〔事務改善マニュアルに基づく削減〕〔総務課〕 

 廃棄文書について、これまでは焼却処分としておりましたが、資源化するため

溶解処分を行いました。焼却処分は１㎏当たり５８円の費用がかかりますが、溶

解処分は１㎏当たり２１円になりますので、その差額分を節減した金額として計

上しています。 

 昨年度の推進委員会でご意見のありました「事務改善マニュアル」について改

訂を行いました。全職員に周知するとともに、イントラネットの情報ライブラリ

に登録しまして職員がいつでも閲覧できる状態になっています。今後もこの「事

務改善マニュアル」に基づきまして事務改善に取り組んでまいります。 
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２２ 市有財産の有効活用〔財政課〕 

引き続き庁内で組織している大田原市公有財産運用検討委員会で市有財産の

有効活用及び適切な処分を検討し、維持管理費等の削減を図っていきます。 

 

（質疑） 

２１ 経費の節減〔事務改善マニュアルに基づく削減〕 

【委員】 

昨年の推進委員会で「事務改善マニュアル」について質問しましたが、大田原

市の「事務改善マニュアル」も携行できる冊子になっているようなので、非常に

良いと思います。 

【総務課長】 

委員の皆さまには冊子の形にして配付しました。職員に対しては自席にあるパ

ソコンで確認するように周知してありますので、この「事務改善マニュアル」を

作成しただけではなく、有効に活用して事務改善に取り組んで行きます。 

 

【委員】 

保管文書については電子化されているのでしょうか。保管にも費用がかかりま

す。今後の会議では紙を少なくしてパワーポイントなどで説明していただければ

と思います。また、年号は変わりますので和暦ではなく西暦で表記してもらえな

いでしょうか。 

【総務課長】 

文書の電子化については進めていく方向ではありますが、どのような方法で行

うかは決定しておりません。文書の保存については今年度からファイリングシス

テムを導入しまして、キャビネットを使って保存していく方式にすることになっ

ております。それに伴い保存年限の見直しも検討していきます。すべての文書を

電子化するというのは、今後の検討課題かと思います。パワーポイントについて

は、この会議以外にも様々な会議がありますので今後検討していきます。また、

西暦表記については、国の文書も和暦表記となっています。 

 

… 説 明（下水道課から）… （ｐ２３～ｐ２７） 

○大項目６ 公営企業等の経営健全化（説明要旨） 

 

２３ 下水道使用料等の徴収率の向上〔下水道課〕 

 徴収率が目標及び平成２７年度実績を下回っていますが、要因としては平成２

８年度に水道使用者と下水道使用者の照合を行いまして、現地調査を含め賦課漏

れ調査を実施しました。その結果、使用開始届の未提出などによる賦課漏れの使

用者には、過去の利用分について遡及請求しておりますので、前年度と比較しま

しても未納額が増加したものと考えております。 

 

２４ 下水道未接続対策の強化〔下水道課〕 

 下水道水洗化率は、公共下水道に接続出来る区域のうち実際に公共下水道に接

続している人口割合を示すものです。 

 

２５ 公営企業会計の適用〔下水道課〕 

 下水道事業資産調査業務委託を３年契約で発注し、年度別の決算書の整理や各

施設の図面のデータ化などを行っています。 
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２６ 水道料金の徴収率向上〔水道課〕 

 現在、本市の水道料金の徴収率は非常に高い徴収率を保っております。今後も

未収債権の早期現金化を図ることにより、料金の不良債権化を最小限度に抑える

ため、徴収率の向上に取組んでいきます。 

 

２７ 水道有収率の向上 

 今後も、計画的な漏水調査や漏水箇所の早期修繕、老朽管の更新を行い、有収

率の向上に取組んで行きます。 

 

（大項目６質疑なし） 

 

（３）その他 

【会長】 

委員のみなさんから何かご意見等がありましたらお願いいたします。 

 

【委員】 

大田原市においても財政の悪化、人口減少、少子高齢化が懸念されますが、事

務改善を行い事務が効率化されると人材が余ってくる傾向にあると思います。余

った人材を人口減少や少子高齢化などの対策事業に振り分けていったらよいの

ではないかと提案します。 

【総務課長】 

市町村合併時約７５０名だった職員を平成２９年４月現在５８２名に削減し

てきています。今後も、年度別実施計画書にも記載のとおり、平成２８年度から

５年間で職員数を１０％削減する計画ですので、平成３２年度は５４４名となる

予定です。臨時職員についても、平成２６年度３６４名、２７年度３３１名、２

８年度３３８名と減ってきている状況ですので、一人一人の職員が精一杯やって

いるというのが人事サイドの現状認識です。今後も定員管理をしっかりやってい

き少数精鋭でやっていければと考えています。 

【委員】 

余った優秀な人材を諸問題について解決する部署に振り分けられないかとい

うことです。 

【本部長（市長）】 

この１０年余りで正職員を約２００名ほど削減しており、人員は余っていない

と考えています。退職者に対して採用を抑えることで削減してきましたので、定

年退職した元職員は、自治会長やボランティア活動など地域で活躍しています。

定員削減により職員には大きな負荷をかけていますが、電子化や組織改革など行

政の効率化を進めています。今後は職員の意識改革を進めていくことが重要だと

考えています。 

 

【会長】 

 津久井本部長から全体を通して一言、お願いします。 

 

【本部長（市長）】 

 委員の皆さまには多数のご意見をいただき誠にありがとうございました。 
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・自主防災組織について 

これだけ災害があちらこちらで起きているにも関わらず大田原市で組織の設

立が遅れているというのが、災害に対する意識が低いということなのか、災害が

少ない地域であるということなのか頭を悩ませているところです。地域の方々が

自分の周りではどのような所が危険なのか、危険が迫ってきたときにはどのよう

な行動をとるのかということを学ぶ組織としても、自主防災組織は有効な組織で

あると考えていますので、なるべく前倒しで市内全地区に設立していきたいと思

っています。 

 

・財政の健全化について 

 この２、３年の間に大震災を契機としまして、那須地区消防本部や大田原小学

校、紫塚小学校、そして現在は新庁舎の建設と、将来にわたり少なくても５０年、

長ければ１００年もの間、利用する大きなインフラ整備を集中して行ってきまし

た。短期的には非常に大きな投資となり、財政的に危機感を感じますが、今後は

大きなインフラ整備というのはなくなってきます。 

 

・人口減少について 

 若い世代の人たちが結婚をして子どもを３人生んでくれるように、教育環境の

整備や医療・福祉サービスの充実、働く場所の確保など住みやすい大田原市を作

っておくことが必要であると考えています。生涯学習推進協議会や見守り隊も市

内全地区に組織されていますので、今後は内容を充実させていきたいと思います。 

 

・保育園について 

 人口減少や少子化の流れの中で、保育園の需要も減少していくのではないかと

思っておりましたが、共働きの世帯の増加により、０歳から３歳未満の保育需要

が増えてきています。また、都心部での保育園建設が増加している要因もあり、

保育士の確保が難しくなってきています。 

 

・職員について 

 新採職員には消防団に入っていただいて、地域の皆さんと直接触れ合って意識

共有など、新採職員の教育の一環としても消防団を活用させていただいています。 

先ほど総務課長から回答がありましたが、働き方改革については、ある人だけが

突出して時間外勤務を行い、傷病や過労死などとならないように、時間配分や業

務内容などについて調整するよう配慮しているところです。 

 

本日、皆さまからいただきましたご意見につきましても、庁内でよく検討して

出来るところから進めていきたいと思っております。貴重なご意見ありがとうご

ざいました。 

 

【事務局】 

本日審議いただきました内容は、９月の大田原市議会 全員協議会へ報告する

とともに、市広報１０月号に掲載いたします。併せまして市のホームページで市

民の皆さまに公表することとしております。 

 本日の会議録を委員の皆さまへ送付させていただきます。 

 

【会長】 

以上をもちまして本日の行政改革推進委員会を終了させていただきます。 
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