
平成３０年度 大田原市行政改革推進委員会 会議録 

 

１ 日時  平成３０年７月２７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  別紙「出席者名簿」のとおり 

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]委員紹介 

[４]議題 

（１）会長、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２９年度実績について 

（３）その他 

[５]閉会 

５ 会議経過 

（１）会長、副会長の選任について 

【事務局】 

会長、副会長の選任についてでありますが、本日配付いたしました資料-１行政改革推

進委員会運営要綱の第４条で、「委員会に会長及び副会長１名を置き、委員の互選により

定める。」となっておりますので、委員の皆様の中から選任することとなりますが、正副

会長の選任方法について何かご意見ございますか。 

（事務局一任の声あり） 

ただいま、事務局一任という意見がありましたので事務局案を発表してよろしいでしょ

うか。 

（異議なしの声あり） 

ありがとうございます。それでは事務局案ですが、会長を委員名簿の７番の○○委員に、

副会長を１番の○○委員にお願いしたいと思います。 

お二方に会長、副会長をお願いすることでご異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

ありがとうございます。異議はないようでありますので、会長に○○委員、副会長に○

○委員が決まりました。よろしくお願いいたします。会長は会長の席にお付きください。 

それでは、代表して会長からごあいさつをいただきます。 

（会長あいさつ） 

ありがとうございます。これからの進行は、行政改革推進委員会運営要綱第４条第２項

に「会長は委員会を代表し、会議の議長となる。」と規定されておりますので、会長に進

行をお願いいたします。 

（２）大田原市行政改革年度別実施計画に基づく平成２９年度実績について 

【会長】 
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規定により、会長が議長となるということでありますので、進行させていただきます。 

それでは、（２）大田原市行政改革年度別実施計画に基づく平成２９年度実績について

の審議を行います。 

本日の進行について、事務局から説明をお願いします。 

 

【事務局】 

『行政改革年度別実施計画書』をご覧ください。 

市では、行政改革を推進するため行政改革大綱を策定し、行政のスリム化、効率化を図

りながら多様な行政ニーズに対応してまいりました。平成２８年度から３２年度までを第

３次大田原市行政改革大綱と定め、次のページにありますように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項目について取組んでおります。取り組み担当課が

項目ごとに年度別に定めた目標に対して、達成状況に応じてＡ～Ｄの自己評価を行ってお

ります。 

平成２９年度の評価につきましては、評価区分Ａが１５件、Ｂが３件、Ｃが５件、Ｄが

３件、全体の達成度は、昨年度同様Ｂ評価でありました。本日は取組担当課長から平成２

９年度の取組実績と事前に委員の皆様から受けておりました事前質問を合わせてご説明い

たします。 

事前質問の回答につきましては、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。 

大項目終了後、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。 

以上のような形式で進めてまいりたいと考えておりますので、どうぞ宜しくお願いいた

します。 

 

【会長】 

実績の説明は、事務局の説明のとおり年度別実施計画の大項目ごとに行い、その説明が

終わった後、質疑を行う形式で進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

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。 

 

… 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 

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２９年度末の累計は８７自治会で７

８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３７自治会で３１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〕 
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平成３０年度以降の特定健康診査実施率については、平成３０年３月に策定されまし

た第３期特定健康診査等実施計画における実施目標値に合わせて変更しています。 

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。 

 

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〕 

 取組完了のため説明なし。 

 

４ 保育園民間委託等の推進〔子ども幸福課〕 

平成２９年４月からくろばね保育園の民営化に向けた準備を開始し、平成３０年２月

にはくろばね保育園に通う園児の保護者の方へ説明会を実施しました。 

 

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、１６名体制で市道や認定外道路の防塵舗装や砂利敷き、市道１，３４

１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約９００件

のうち約４２０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〕 

指定管理者の導入ができる可能性が高いと回答した２０施設の所管課に対して説明会

を開催し、導入についての手続き等について説明しました。 

 

７ 火葬場事業の広域化〔生活環境課〕 

平成３０年度については、那須塩原市、那須町との協議の場において現段階での広域

化の方針の決定を行うこととしたいと思っております。 

 

（大項目１ 質疑） 

１ 自主防災組織の推進 

【委員】 

最近も地震や土砂災害が発生していますが、自分たちの地域は自分たちで守るという意

識でやっていかなければと感じました。 

 

【委員】 

大規模災害が起きたときに、大田原市ではどのような体制になっていますか。 

【危機管理課長】 

気象情報などで警報が発せられて場合には、第一配備体制として危機管理課職員が待機 
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し情報収集に当たります。被害が大きくなりますと第２配備体制として他課の職員も参集

しまして、情報収集や復旧の手配、避難所の運営などを行います。また、県とも連携しま

して自衛隊の派遣が必要かどうかなどの検討も行います。 

【委員】 

備蓄品などはどうなっていますか。 

【危機管理課長】 

備蓄品は、避難所の拠点となる市内の地区公民館に分散して備蓄しております。備蓄品

の主なものは、食料、水、ブルーシート、毛布などとなっており、食料は３，０００人の

避難者の３日分を備蓄しております。 

【委員】 

避難の方法などを市民にもっと周知するべきだと思いますが。 

【危機管理課長】 

自主防災組織に限らず出前講座を行っており、避難所や危険個所、浸水想定区域など災

害に関する説明を行っております。 

 

【会長】 

西日本豪雨では避難勧告や避難指示のタイミングが遅れてしまうことがありましたが、

マニュアルや対応の仕方を検討する予定はありますか。 

【危機管理課長】 

県のほうで浸水想定区域の見直しをしまして６月に公表されました。従来は１００年に

一度の雨での浸水想定でしたが、今後は、想定できる最大規模ということで１，０００年

に一度の雨での浸水想定となりました。市としましては、その浸水想定区域を市民の皆さ

んにお知らせしていく予定となっております。 

 

… 説 明（情報政策課から）… （ｐ８～ｐ１２） 

○大項目２ 市民サービスの向上 

８ 窓口業務のアウトソーシング〔総務課〕 

新庁舎では１階に事務室がなく職員がおりませんので、市役所へ来られた方の案内が

必要となります。庁舎案内板は設置いたしますが、１階での総合案内を民間委託により

実施したいと考えています。県内の導入状況については、下野市、佐野市、栃木市が導

入しています。 

 

９ 様々な情報発信手段を用いての情報発信〔情報政策課〕 

市広報紙の発行部数は、これまで無償で郵送していたものを、有償での郵送に変更し

たため、発行部数が減少しています。平成２９年度の実績はユーチューブでの情報発信

以外の項目では目標を達成できています。 

10 電子申告の普及推進〔税務課〕 

電子申告件数５５，７７８件の内訳ですが給与支払報告書２１，７９９件、年金支払 
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報告書３１，６４７件、法人市民税の確定申告書１，７８８件、固定資産税（償却資産）

の申告書５４４件となっています。平成２９年度の実績が平成３０年度の目標を超えて

いますので、次年度以降の目標値を引き上げています。 

 

11 事務事業の検証、改善〔総務課〕 

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〕 

マイナンバー制度により子育てワンストップサービスを導入しておりますが、まだマ

イナンバーカードの普及率が低い状況ですと、職員の事務については、新しいしシステ

ムでの事務とこれまでの事務の２つの事務を同時に行わなければならず事務が煩雑にな

っている場合もあります。 

 

（大項目２ 質疑なし） 

 

… 説 明（総務課から）… （ｐ１３～ｐ１５） 

○大項目３ 効率的な執行体制の確立 

 

13 定員適正化計画による定員管理〔総務課〕 

平成３０年以降の計画ですが、当初の計画を見直しまして職員数の目標が変更になっ

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〕 

 

○大項目４ 行政体制の見直し 

15 組織機構の見直し〔総務課〕 

９月に各課調査（業務量や人員配置、新事業の有無など）を実施し、１０月には部ご

とのヒアリングを実施しています。可能な限りヒアリング結果を反映する形で組織の見

直しを行っています。 

 

（大項目３ 大項目４ 質疑） 

13 定員適正化計画による定員管理 

 

【委員】 

事前質問№２２で回答いただいた外部委託の費用は、人件費相当分ということでよろし

いですか。 

【総務課長】 

指定管理者による管理運営を行っている法人に市が委託料として支払った金額のうち、 
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各施設の決算で人件費として報告を受けた額の合計になっております。 

 

【委員】 

少なくとも係長以上の職員は、この行政改革の内容について認識しているという理解で

よろしいでしょうか。 

【総務課長】 

市ではＩＣＴの活用ということで、職員の使っているパソコンに掲示板という形で様々

な情報を周知しています。この掲示板で事業の実績などをお知らせしておりますが、全職

員が見ているかどうかまでは確認できておりません。 

【委員】 

自分の仕事以外にあまり関心を持たないというのが一般的だと思いますが、職員の皆さ

んが共通して問題意識を持つということが大切だと思います。 

 

【会長】 

事前質問№２２の回答で再任用短時間職員というのは、非正規職員の中に入るのか、臨

時職員の中に入るのか、どの区分に入っていますか。 

【総務課長】 

再任用短時間職員の給与は、正職員の中に含まれます。しかし、職員数はフルタイム勤

務の職員をカウントしておりますので、記載している数字が統一されていない部分があり

ます。 

【会長】 

正職員の人数には含まれないということですが、再任用短時間職員は何人いますか。 

【総務課長】 

１７名です。 

 

… 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 

16 財政の健全化〔財政課〕 

 

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〕 

市税については、口座振替の促進や督促状の発送、財産調査、差押の早期着手、イン

ターネット公売を定期的に実施しています。 

保育料については、個別の督促、保育園を通した督促、児童手当支給時における納付

相談の強化などにより徴収率の向上に努めています。 

住宅使用料については、督促状や納付催告書の送付のほか、電話や訪問による納付指

導、納付相談を行っています。 

18 広告事業による税外収入の確保〔政策推進課〕 

⑥と⑦の金額は、公費の支出なしで発行している印刷物となりまして、仮に市が発注 
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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〕 

ふるさと納税の趣旨が、生まれ故郷や応援したい自治体などに寄附をするとなってお

り、本市はその趣旨にのっとった取組をしています。寄附金を多く集めることにはとら

われず、目標金額についてはその都度見直すこととしています。 

 

20 時間外勤務手当の削減〔総務課〕 

毎年度、総務課より運用指針を出して事前命令の徹底や時差出勤の活用により、時間

外の削減に努めています。 

 

21 経費の節減〔事務改善マニュアルに基づく削減〕〔総務課〕 

 

22 市有財産の有効活用〔財政課〕 

公有財産売却８件の内訳は、すべて随意契約によるもので、宅地が７件、道路用地１

件です。公有財産払下げ１０件の内訳は、宅地が８件、個人住宅への進入路１件、ビニ

ールハウス用地１件です。 

 

（大項目５ 質疑） 

22 市有財産の有効活用 

【委員】 

事前質問№２６について、平成３２年度末までにどういった施設を何％削減するといっ

た計画が策定されるということでよろしいか。 

【財政課長】 

具体的に今ある施設から何％削減するということはまだ決定しておりません。これから

個々の施設について検討しまして廃止か存続かを考えますが、利用状況が少ないからと言

って廃止するということではございません。平成３１年度には地域の皆さんと話し合う機

会を設けたいと思っており、この段階になれば市の考えをお伝えすることができると思い

ます。 

【委員】 

市内の道路が狭いところがあり、災害時に電柱や塀、樹木などが倒れてしまうと緊急車

両や重機などが通れないことがあると思います。 

【財政課長】 

道路状況もよく検討し、防災という視点でも整備していきたいと思います。 

 

… 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 

23 下水道使用料等の徴収率の向上〔下水道課〕 
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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平成２８年度に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。 

 

26 水道料金の徴収率向上〔水道課〕 

 

27 水道有収率の向上 

平成２９年度の実績が平成３０年度の目標を超えたため、平成３０年度以降の目標を

引き上げています。 

 

（大項目６ 質疑） 

２７水道有収率の向上 

【委員】 

水道の使用量は減っているのでしょうか。増えているのでしょうか。 

【水道部長】 

１人当たりの使用量は、昔は３００ℓ ほどだったものが２６０ℓ ほどに減っております。 

【委員】 

水道を使ってもらえないと、料金が発生しないのですが、その辺の対策はどうなってい

ますか。 

【水道部長】 

現在は節水型の製品が普及していますので、使用量は減っています。有収率の向上とい

うことでご説明しておりますが、総配水量に対して１３％の不明な水が地中等に流れてお

り、金額に換算すると相当な金額になります。この不明な水をお客様のもとに届けること

ができれば余分な配水を削減できますので、経営の健全化につながるものと思っています。 

 

【委員】 

人口減少により水道の使用量が減ってくると、水道管の更新費用の捻出が難しくなって

くると思いますが、水道料金についてはどう考えていますか。 

【水道部長】 

平成２９年度に大田原市水道ビジョンを策定し、今年度は経営に関する指標をまとめて 

おります。今後１０年は水道料金を据え置きできるであろうとみております。 

 

 

8 

 



（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。 

 

（その他 質疑） 

【委員】 

平成３１年度から森林環境譲与税というお金が来ますが、その取扱いについてはどのよ

うになっていますか。 

【産業振興部長】 

森林環境譲与税の使い道については、国・県より細かい内容が示されておりません。現

在は、国・県などが講習会を開いてどのようにしたら良いか検討している段階です。まず

は、基金の形で保有しておいて、使い道が決まり次第支出するということで考えておりま

す。 

 

【委員】 

丁寧に説明していただいてありがたいのですが、各課長の説明が長々と行われているの

で、会長と事前に打ち合わせをして、もう少し詰めた形で趣旨を明確にして会議を進めて

いただきたいと思います。 

ワンストップサービスについて、子育て世代や高齢者のワンストップサービスとはどう

いったものなのか、検討課題などを含めて説明していただきたいと思います。 

例規集には平成２４年に集計して約８５０件あります。現在はもっと増えているだろう

と思いますが、これの行政改革は担当課でやっているのだろうと思いますけれど、かなり

の件数がありますので職員の皆さんはたくさんの仕事をしていると思いました。 

自治基本条例が平成２５年度に制定されましたが、その条例の最後の項目に見直し行う

ことになっているが、制定から４年以上経過しています。その見直しというのはどの課で

どのようにやるのか、手続きや期間などを説明していただきたいと思います。 

第３次行政改革大綱のなかで、ワンストップサービスやＩＣＴの活用、スクラップアン

ドビルドなどについて、実際に大田原市ではどのようにして行われているのか説明してい

ただきたいと思います。 

 

【委員】 

現役で働いている人たちは大変忙しいと思いますが、元気で経験豊富な高齢者がたくさ

んいます。計画の中で「自助、共助、公助のまちづくりの推進」とありますが、ボランテ

ィアという言葉がどこにも出ていないのでどこかのカテゴリーに入っていてもいいと思う

のですが。 

 

【総務課長】 

第２次行政改革の時にも見直しを行いまして、計画期間の途中から新たな取組を行って 
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きた例もありますので、一度持ち帰りまして新たな取組ができるかどうか検討させていた

だきます。 

【委員】 

市の規模であれば密着した活動ができると思いますので、新たな取組は可能ではないか

と思います。さまざまな知識と経験を持った高齢者がいますので、市でそのような人たち

をプールするというボランティアの制度があってもいいのではないでしょうか。市ではボ

ランティアに対してあまりいい雰囲気を持っていないようですので一言申し上げます。 

 

【委員】 

市は社会福祉協議会にボランティアについてお願いしているのかわかりませんが、社会

福祉協議会は市民からの会費や寄付を集めて運営しているわりには透明性がないと感じて

います。市のどこの課が主管課となって社会福祉協議会と関わっているのかよくわからな

い。 

 

【会長】 

その他で出た質疑等が多岐にわたりましたので、事務局で精査していただいて、回答が

可能なものは後日回答をお願いします。 

 

【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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