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会 議 録 

 

 

 

 

 

会議名 令和３年度 第１回阿南市行財政改革懇話会 

開催日時 令和３年７月１４日（水）９：１５～１０：４５ 

会場 本庁６階 ６０２・６０３・６０４会議室 

出席者 ＜委員＞ 

青木委員、岩佐委員、奥田委員、片山委員、木岡委員、岸本委員、

紅露委員、児島委員、炭谷委員、田中委員、寺西委員、原 委員、

半瀬委員 

（以上 13人） 

＜市＞  

表原市長、山本副市長、松﨑政策監、桑村政策監、松内企画部長、

吉岡行革デジタル戦略課長、山田課長補佐、井坂改革調整係長、荒

井人事課長、幸泉財政課長（以上 10人） 

議題 １ 阿南市行財政集中改革プランについて 

２ 第５次阿南市行財政改革実施計画 ４年間の実績について 

３ 阿南市行財政改革懇話会を Web会議等で開催することに 

ついて 

会議資料 【審議１関係】 

・阿南市行財政集中改革プラン ～行財政改革の断行～ 

・阿南市号財政集中改革プラン（案）に対する懇話会委員からの意

見と市の対応（A3判） 

・阿南市行財政集中改革プランについて 懇話会委員からの意見

（A4判） 

【審議２関係】 

・第５次阿南市行財政改革実施計画（平成 29年度～令和２年度）

４年間の実績 

・第５次阿南市行財政改革実施計画について 懇話会委員からの意  

 見 

【審議３関係】 

・Web会議の実施に関するアンケート調査結果（当日配布資料） 

傍聴者 １人 
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開会あいさつ等 

 

開会 ９：１５ 

 

事務局（吉岡課長） 

定刻になりましたので、令和３年度第１回阿南市行財政改革懇話会を始めさせていただ

きます。進行役を務めさせていただきます、行革デジタル戦略課の吉岡でございます。４月

の組織機構の見直しにより、懇話会の庶務は、企画政策課から移管され、山田課長補佐と井

坂改革調整係長が事務を担当しています。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

それでは、開会にあたりまして、阿南市行財政改革推進本部長であります、表原市長から

ご挨拶を申し上げます。 

 

表原市長 

＜あいさつ＞ 

 

事務局（吉岡課長） 

ありがとうございました。 

開会に先立ちまして、欠席委員をご報告させていただきます。 

武田委員さんから欠席のご連絡をいただいております。 

なお、過半数以上の出席をいただいておりますので、阿南市行財政改革懇話会設置条例第

６条第２項の規定により、会議は有効に成立していることを併せてご報告いたします。 

また、本会議は同条例第６条第４項の規定により、公開することとしており、会議録を作

成するため、会議の発言内容を録音させていただきますので、あらかじめご承知おきくださ

い。 

 それでは、会議を始めさせていただきます。これより議事進行は、半瀬会長にお願いした

いと思います。半瀬会長さん、よろしくお願いします。 

 

 

議 事 

 

半瀬会長 

改めまして、皆さん、おはようございます。 

私は、昨年から引き続きまして、本会の会長を務めさせていただいております、半瀬恒夫

と申します。よろしくお願いいたします。 

本日は、阿南市行財政改革懇話会を開催するに当たりまして、委員の皆様方をはじめ、表

原阿南市長、また特別職の皆様方にも何かとご多用にもかかわりませず、ご出席を賜り、厚
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くお礼を申し上げます。 

当初の予定では、５月に会議を開催し、市が策定する集中改革プラン（案）についてご審

議をいただくこととしておりましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止とさ

せていただきました。ご迷惑をおかけしましたことに対しまして、改めてお詫びを申し上げ

ます。 

また、集中改革プラン（案）及び第５次阿南市行財政改革実施計画の取組実績に対する意

見書等の提出にご協力をいただきましたことに関しまして、心からお礼申し上げます。 

本日は、懇話会からの意見等を踏まえ、策定された集中改革プランについて、事務局から

説明をしていただき、これからの改革の取組について前向きな意見交換ができればと考え

ておりますので、よろしくお願いします。 

それから、私から、この阿南市行財政集中改革プランについては、阿南市総合計画基本計

画の基本施策に掲げる「市民と共に創る持続可能なまちづくり」において位置付けた、５つ

の重点目標を定め、３年間で集中的に実践し、着実な成果をあげることを目指すことを基本

として集中改革プランを作ったものであると記憶しております。 

本日の会議は、午前１０時３０分までを予定しております。限られた時間でございますの

で、議事進行がスムーズにまいりますよう、皆様方のご協力をよろしくお願いします。 

それでは、議事に移りたいと思います。 

本日の議題は３件です。 

初めに「阿南市行財政改革集中改革プランについて」を議題とします。 

集中改革プランは、７月６日の阿南市行財政改革推進本部会議において策定されたとの

ことですが、これまでの経緯も含め、事務局からプランの概要説明をお願いします。 

 

事務局（井坂係長） 

行革デジタル戦略課の井坂です。 

企画政策課の岸本の後任として、４月から行財政改革に関する業務を担当させていたく

ことになりました。よろしくお願いいたします。 

 まず、阿南市行財政集中改革プランの策定に係る経緯につきましてご説明いたします。 

 本プランは、これまでの「第５次阿南市行財政改革推進大綱」に代えて、単にこれまでの

延長線上ではなく、短期的な目標設定の上で具体的な成果をあげる、より実践的な「集中改

革プラン」として策定したものでございます。 

プランの策定に当たりましては、まず、令和３年２月１５日に本懇話会におきまして、プ

ランの１ページ目から２ページ目に当たりますプランの方針、方向性につきましてご審議

をいただきました。 

 その後、本プランにおきまして具体的に取り組むべき内容等を本懇話会においてご審議

いただく予定としておりましたが、市内における新型コロナウイルス感染症の拡大状況に

鑑み、５月に予定しておりました懇話会の開催は中止させていただくこととなりました。 
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 そのため、懇話会の委員の皆様からは、文書によりご意見等をいただき、会議の開催に替

えさせていただくことといたしました。 

 先にお配りさせていただきましたＡ３版の資料「阿南市行財政集中改革プラン（案）に対

する懇話会委員からの意見と市の対応」では、５月にいただきましたご意見と市の対応をま

とめさせていただいております。 

また、Ａ４判の資料「阿南市行財政集中改革プランについて 懇話会委員からの意見」で

は、６月に２回目の意見聴取を行わせていただいたものについてまとめさせていただいて

おります。 

 このように、懇話会の開催に替えまして、委員の皆様から頂きましたご意見等を基に、プ

ランの記述や構成の修正を行いながら、同時進行で市役所の庁内組織である「阿南市行財政

改革推進本部会議」を４月から７月にかけて計３回開催し、去る７月６日に開催しました第

３回推進本部会議におきまして、本プランを策定いたしました。 

 次に、プランの概要についてご説明いたします。 

資料２ページの「４ 集中改革プランの策定方針」までにつきましては、前回の懇話会の

内容と重複しますので割愛させていただき、３ページ目からご説明いたします。 

 まず、「５ 集中改革プランの実現による「目指すべき姿」」につきましては、委員の皆様

から頂きましたご意見を基に、内容と掲載位置を見直しさせていただきました。 

その内容としましては、プランに位置付けた１０の重点取組項目を３年間という短期間

で集中的に実践し、実質単年度収支の均衡を図り、安定的な財政基盤を確立し、しなやかさ

のある行財政体質への転換を目指すという方向性を示しております。 

このことにより、総合計画に掲げる「市民と共に創る持続可能なまちづくり」に向けた取

組を着実に推進することといたします。 

 次に、「６ 集中改革プランの「着実な成果」に向けた取組のポイント」といたしまして、

「市民の皆様の納得と共感」をはじめ、５つのポイントをお示ししております。 

「７ 集中改革プラン」では、定員適正化、財政健全化、公民連携、公共施設マネジメン

ト、スマート自治体の５つの重点目標を掲げ、その重点目標に対し、１０項目の重点取組項

目を選定しております。 

 プランの策定当初におきましては、これら１０の重点取組項目に取り組むこととしてお

りますが、５ページの中ほどに記載しておりますように、計画期間内に必要が生じた場合は、

重点取組項目を追加することとしております。 

すでに委員の皆様からも、公民連携の更なる推進などについてご意見をいただいている

ところであり、庁内関係課同士の情報連携を密にしながら、そうした可能性についても検討

してまいりたいと考えております。 

 「８ 集中改革プランの進行管理」としましては、５ページの図でお示しさせていただい

ているとおりでございますが、第５次大綱のときと同様に、プランの進捗状況及び評価につ

きましては、本懇話会に報告させていただくこととします。 
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また、先ほど申し上げました重点取組項目の追加等につきましても、懇話会にお諮りさせ

ていただければと考えております。 

 以上、この度策定いたしました集中改革プランの概要についてご説明させていただきま

したが、最後に、本プランは、これまでの第５次大綱とは異なり、あらかじめ具体的な数値

目標は定めずに、取組の進捗状況に応じて実績額を計上することにより計画の達成度を検

証する実践的なプランとして策定しております。 

 また、本プランとは別に年次計画等は策定しないこととしておりますが、進捗管理を適切

に行い、きめ細かな情報発信に努めながら、市民の皆様の納得と共感をいただける取組を推

進してまいりたいと考えております。 

以上で議題１について事務局からの説明とさせていただきます。 

 

半瀬会長 

ありがとうございました。 

集中改革プラン（案）に対する「委員の皆様からのご意見」及び「市の考え方」について

は、事前に配布させていただきましたＡ３判の資料にまとめております。委員それぞれのお

立場から、さまざまなご意見、ご要望をいただきまして、市において検討していただいた結

果、集中改革プランの３ページ、「５ 集中改革プランの実現による“目指すべき姿”」の部

分に反映されております。 

この「集中改革プラン」は、６月議会を経て、７月初旬に策定され、スタートを切られて

いるとのことですが、計画策定に関わった一員として、取組の成果に対する期待も大きいの

ではないかと思います。 

本日は、表原市長にもご出席をいただいておりますので、これからの取組に対する意見や

前向きな要望等がございましたら、委員の皆様にご発言いただきたいと思います。 

それでは、青木委員からマイクを回させていただきますので、お一人２～３分程度でご意

見等をいただきたいと思います。 

なお、意見等が無ければ、「意見はありません」と言っていただければ結構でございます

ので、よろしくお願いします。 

 

青木委員 

 青木です。よろしくお願いします。 

 集中改革プランがスタートしたということで、大変喜んでおります。 

 ポイントとして、３年間で成果をあげなければいけないことではないかと思います。ハー

ドルが高い部分もあるかと思いますが、何より「見える化」が重要です。 

 プランには、「市民の共感を得る」とあります。市がどういう政策を行って、どういう改

革をしているのかが「見えること」が一番大事だと考えております。それが見えないと、「や

っているのだ」「削減しているのだ」「頑張っているのだ」と言われても、それは行政側だけ
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の話に終わってしまい、市民の共感は得られません。朝から厳しいことを申し上げて大変失

礼ですが、そういった観点が大事だと思います。 

 で、そのためにはどうするのかと言いますと、プランの５つの重点項目のうち、１と３と

５について述べたいと思います。 

 まず、「定員適正化」については、資料の４ページになりますが、研修派遣や人事交流、

民間人材の活用による人材育成については、もっと推進していただきたいと思っています。

私は毎年、市の新人職員に対して「認知症サポーター（オレンジリング）」の講習をさせて

いただいております。そのように、得意分野の人を民から官へ、逆に官から民へといったよ

うな人事交流、研修交流をしていただきたいと思っています。 

 それと「公民連携」についてです。これは、集中改革プランの大事な視点であると思って

います。民の活用を「見える化」して、いろんな情報を発信していただきたい。難しい内容

もあるとは思いますが、あえて申し上げておきます。 

 それと「スマート自治体」についてです。やはり、感染対策です。もう少し我慢しなけれ

ばなりません。そこでどうするかといえば、スマート化・オンライン化です。 

 議題３でも出てくると思いますが、全てオンライン化すればいいというのではなく、私は

ハイブリッド化がいいと思います。徳島県でも行われていますが、対面とオンラインとを併

用した形が望ましいと考えています。そうした内部改革を進めていただきながら、集中改革

プランを市民が共感できる取組にしてほしいと思っています。 

 最後にもう一つ、評価のことです。資料でいいますと８ページになります。 

 この懇話会にフィードバックするといった話がありましたが、懇話会ではそこまで精査

できません。そこで、懇話会の中に評価部会を設置することをご提案させていただきます。

評価部会で評価した内容を懇話会に報告させていただき、懇話会で検討して次の段階に進

めていただきたいと思います。以上です。よろしくお願いします。 

 

岩佐委員 

 集中改革プランに関しては、特に異論はございません。 

 改革は、よく「痛みを伴う」といわれますが、改革によって「痛み」が発生したというこ

とであれば、それがどこの分野にどのように影響していたのかをしっかり検証し、次の改革

につなげていっていただきたいと思っています。 

 

奥田委員 

 集中改革プランに関しまして、意見、意義、異論は特にございません。 

 ただ、このプランを進めていただくに当たりまして、推進者である市の幹部の皆様、実際

に走っていただく職員の皆様まで、いかにこの大きな考えを共有して走っていけるかが難

しいことであり、大事なことだと思っております。 

 



7 

 

片山委員 

 私は、前回の会議で「市民の皆様の納得と共感」ということを発言させていただきました

けれども、いろいろ資料を見せていただきまして、職員の皆さんの理解は得られているのか、

幹部職員はもちろん、担当職員、行革メンバーたちの熱意が職員に伝わるような研修をして

いただきたいと思います。 

 職員も一市民でありますし、税金も払っています。その職員が組織的な発想から市民的な

発想ができるように研修を重ねてもらいたいと思っています。 

 もう一つ、「最小の経費で最大の効果を生み出す」となっていますが、ここに一つ「ぬく

もり」を追加していただきたいと思っています。 

 業務のデジタル化、スマート化が進み、効率化により生じた人的資源を多様なサービスに

寄り添う「ぬくもり」を必要とするサービスの提供に振り分けていただきたいと考えており

ます。 

この改革が市民、行政職員が一丸となって、総合計画が「咲かせよう夢」ならば、行革は

「思いを形に」していただきたいと思っています。 

 

木岡委員 

 少し長くなりますが、お許しいただきたいと思います。 

 事前に資料をお送りいただき、非常に分かりやすくまとめていただきましてありがとう

ございます。また、それぞれの意見を真摯に受け止めていただきましてありがとうございま

す。前の大綱と比べてシンプルになり、伝えたいことが分かりやすくなったと思いますが、

ただ、私のこだわりを再度お話しさせていただきます。 

 人と金、この部分について成果を出す、成果を分かりやすく伝えること。先ほども青木委

員からもありましたが、改革の「見える化」です。この意味では、やはり目標値の設定は不

可欠だと思います。 

 削減するといっても、少し削減すればいいのか、どこまで削減すればいいのかが見えない

と、成果が伝わらない部分はあろうかと思います。「進化する」プランということで、第２

次、第３次と続くだろうと思いますが、それに向けて引き続き検討していただければと思い

ます。 

 この懇話会の場で、職員数、財政状況などについて、もう少し皆さんに分かりやすく市の

状況をお伝えしていただいて、情報を共有した上で議論を深めていくということは、非常に

有意義なことではないかと思っています。 

 すでに公開されている資料を見させていただいて、職員数と財政状況について、県内他市

との比較をしてみました。個別には、広報等で公表されているのがほとんどですが、それを

体系付けて説明されていないため、また他との比較がないので、市民にとっては、数字の持

つ意味が分かりにくくなっています。 

 少し紹介させていただきます。今日お集まりの委員の方々の認識の一助として、また次の
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プランの策定に生かしていただけたらと思います。 

 まず、職員数の削減ですけれども、職員数と人口に相関関係があるのは、紛れもない事実

だと思います。それだけではないと思いますが、数値を比べてみました。 

 職員数と人口の比率について、職員数は令和２年度の４月１日、人口は平成 27年の国勢

調査人口を用い、これで割ってみますと、阿南市が 1.19％、県内の他市は 1.08％で、0.1ポ

イントの差があります。阿南市の人口は７万人くらいですので、単純に掛けると 70人くら

い多いと言えます。 

 人件費比率も大きな観点だと思います。令和元年度の決算で、阿南市は 20.6％で約２割、

県内の他市は 16.0％で、４ポイントほどの差があります。金額にすると、かなり大きなも

のになってくるのかなと思います。 

 今回のプランには、職員数の削減が明記されておりますが、どこまで削減するのか、庁内

の職員の方にも見えるような形で示していくことが重要ではないかと思います。 

 前回の懇話会で、他の委員の方から、「職員の給与削減は絶対してはいけませんよ」と意

見があったかと思いますが、そうならないためにも適正な職員数の管理が重要ですし、それ

に向けての情報の共有化が不可欠だと思います。 

 一方、財政の関係ですが、財政力は県内トップで、財政調整基金の残高も相当多い状況に

あります。数字的な補足をさせていただきますと、財政調整基金の規模について令和元年度

決算額で比較してみますと、阿南市は約 90億円、県内他市の平均は約 35億円です。これを

人口で割ってみます。いわゆる１人当たりの貯金の額ですが、阿南市が 12万２千円、他市

が５万円で、これだけ見ても相当な開きがあります。 

 また、市債残高、いわゆるローンですが、阿南市は約 360億円、県内他市の平均もほぼ同

額です。人口１人当たりで見てみますと、阿南市は 49万８千円ほど、県内他市は 51万５千

円でほぼ同額です。 

 大きく違うのは、基金の残高です。財政調整基金の残高と市債残高の比率、いわゆる貯金

の何倍ローンがあるかという観点で見ますと、阿南市が 4.1倍、県内他市は約 10倍で、阿

南市は貯金の額も多いし、ローンの額も他市と比べるとそれほどでもない状況にあります。 

 それから、実質公債費比率もよく出てきますが、阿南市が 5.1、県内他市が 9.9で、阿南

市は県内他市の半分です。 

 これらは、一つのデータと思いますが、「行革は削減ではないんだ」と、「知恵を絞って必

要な予算を付けていくんだ」という観点で見ましても、財政改革の目指すところとしまして

も、義務的経費を抑制して、一般財源の自由度を増していく、そうしたことで「必要な施策」

を「必要な時期」に講じていくことができる、それこそ弾力性のあるしなやかな体質に転換

してくことが重要だと思います。 

 また、公共施設のマネジメントについては、将来の建替えも含めた維持管理経費を積み上

げていったイメージかと思いますが、将来負担の平準化という意味でも、収支の見通しを立

てながら取り組んでいくことが大事な視点ではないかと思います。 
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 幸い、他市と比べても財政状況はいい状態でありますので、将来負担をどうしていくかも、

この機会に盛り込んでいく、単に削減するというだけではなく、そういったことが必要では

ないかと思っています。 

 以上が、私のこだわりで申し上げましたが、改革の「見える化」という意味では、やっぱ

り目標値をきちっと入れて、それに向けて実績を公表していくことが、分かりやすいのでは

ないかと思います。 

 そういう意味で、３年間の実施計画書があれば教えていただきたいと思います。 

また、青木委員さんから行政評価に関するご意見がありましたが、私も同感です。評価の

部分については、トップは総合計画ですので、総合計画の重点項目、今回はいろいろ指標も

取り入れられていると聞いておりますけれども、それについて、基本的には、行革の大綱に

あったイメージですね。あのイメージで総合計画の重点項目を毎年進捗管理していくとい

うこと。それについて、評価部会というものをつくることに同感しました。 

また、施策推進の基盤となるのが内部の評価システムですので、評価にとどまらずに、職

員一人ひとりの改革意識を高めるツールになるよう、幅広く検討していただければと思い

ます。 

長くなりましたが、以上です。 

 

岸本委員 

 集中改革プランについて、きめ細かく審議していただいていることについて、一市民とし

て感謝しております。 

 皆さんの意見にもありましたが、３年間で成果をあげるということですが、「評価をどう

されるのか」「評価をどう生かしていけるのか」という視点でこの懇話会の役割も大きいと

思います。 

 もう一点は、最小の経費で最大の効果を上げることが大変重要だと思いますが、私も民生

委員をしておりまして、行革を進める中で確かに数値として良くなったという一方で、取り

残されていく大切なものが置き去りにされないかということを不安に思っています。 

 私も教員生活をしておりまして、行革は大変重要で、効果があるということは分かってい

るのですが、別の一面の方についても配慮していかなければならないと思います。 

 また、いつも広報あなんをよく読ませていただいているのですが、今回の７月号にも集中

改革プランの策定などが掲載されていましたが、一市民としてもアドバイスをいただけれ

ばと思います。 

  

紅露委員 

 初めに、今年度の敬老会に対して、適切な対応をしていただきありがとうございました。

みんな喜んでおります。これからも高齢者に対してよろしくお願いします。 

 いろんなご意見をお聞きしながら思ったことですが、市民に対して行革の「見える化」と
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「評価」をどういう形で伝えていただけるのか、と思っています。 

 行政手続のオンライン化は、高齢者には難しいのではないのかなと思いますので、そのあ

たりは具体的にどのようにされるのかなということ。 

 また、研修もいろいろされていると思いますが、私たちが各課に行ったときに、しばらく

経ってからでなければ対応していただけないこともあり、接遇的な面も研修していただけ

ればありがたいです。それが全て、市民に対する評価、見える化につながっていくのではな

いかと思います。 

 この集中改革プランは、市民に対する前向きなプランだと思いますし、私たちは期待して

おります。 

 そうした面でも、財政難で少子高齢化で、いろいろな面で大変なこともあると思いますが、

市に対するお願いは、夢や希望を与えていただけるようなプラスになる面を分かるように

伝えてほしいし、感じさせていただきたいと思っています。 

 私は、県の定例会に出席しておりますが、阿南市はすごく県の中でも胸張っておれます。

豊かなことが基本にあるのかなと思いますが、市職員の皆さんの対応が市民に対してもい

い面が伝わっている成果ではないかとも思っています。 

 これからも、高齢者を中心においていろいろ考えていただけたらうれしいなと思います。 

 本当にご苦労様でございます。 

 

児島委員 

 集中改革プランの３ページの「集中改革プランの「着実な成果」に向けた取組のポイント」

の「市職員の改革への意識の醸成」について、すでに木岡委員さんから意見がありますよう

に、改革に対して職員一人ひとりの意識改革が重要だと思います。 

 過去４年間の実績における「９人材育成の推進」からは、提案や取り組んだ件数は把握で

きますが、実際に業務改善や改革への成果が見られるのはこれからだと、読んでいて感じま

した。今後の職員の意識改革の醸成について、また職員の人材育成をどのように進めていく

のかを示していく必要があると思います。以上でございます。 

 

炭谷委員 

 市長さんがご出席でございますので、日頃の農業振興に対しまして、ご支援ご協力をいた

だきましてありがとうございます。今後、継続してご支援ご協力をいただくためにも、行財

政の改革は重要でございます。 

 先ほど、冒頭で「進捗管理はしない」「数値目標は作成しない」「年次的な短期目標は策定

しない」との説明があったわけですが、やはり、３年といいますと長いと感じますので、プ

ランには出さなくても、内部ではしっかりと目標を設定して、進捗管理を行っていただけた

らなと思っています。 

 この集中改革プランの着実な成果に向けた取組のポイントということで、「市民の皆様の
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納得と共感」ということでございますけれども、我々も阿南市の一歩先に農協改革を進めて

いますが、全ての方に納得と共感を得るというのは不可能だと思っていますので、どこかで

痛みも伴いながら、行っていただけたらと考えております。 

 

田中委員  

 全体的に意見はございませんが、改革プランの６「市民の皆様の納得と共感」「分かりや

すい情報発信」は大切なことですが、働く職員も大変だと思います。職員の「やっている感」

「達成感」がないとだめだと思います。行革というと「痛みを伴う」となりがちですが、そ

うではなくて、努力した分だけ報われる、そして市民の皆さんからも評価される、そういう

イメージで取り組まれたらいいと思います。 

 スマート自治体の件については、私どももいろいろと協力できる部分はあると思います

のでよろしくお願いします。 

 

寺西委員 

 集中改革プランには意見はございません。 

 一点、人口減少に歯止めをかけるという点で、市の中心部における宅地が少ないのではな

いかと思います。また、高速道路が開通すれば、物流面や交通面で非常にメリットも大きい

わけですが、今も徳島から阿南市に通勤されている方もいらっしゃる中で、高速道路を利用

して通勤ができるようになれば、徳島に住宅を構えて通う人が更に多くなるのではないか

ということを心配しております。 

 いろいろ計画もされていると思いますが、２～３年前倒しで宅地の提供等をお願いでき

ればと思います。以上です。 

 

原委員 

 案については、特に意見はないのですが、先ほども何人かの委員さんがおっしゃたように、

私も「削減」というのはあまり好きではなくて、削減することによってサービスの低下があ

ったり、どこかにしわ寄せが行ったり、忘れられる人がいたりとか、そういうことが無いよ

うに、削減も適正にお願いします。 

 あともう一つ、会議の時にお茶を用意していただいておりますが、すごくありがたくて私

もついつい飲んでしまったんですけれども、このお茶は必要かなっていうのを前から考え

ていました。私の地域の小さな会議でも必ずお茶が出てくるのですけれど、CO²削減とか、

阿南市のトイレにも貼っていますし、プラごみを減らそうという時代なので、小さい削減で

はありますが、こういう会議のお茶から無くして、それを委員さんも理解されて、阿南市は

ウミガメが上陸・産卵するきれいな海岸がありますし、そういう環境問題にもつながってい

くので、これもちょっと考えていただきたいなと思いまして、発表させていただきました。 

ご検討いただければと思います。 
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半瀬会長 

ありがとうございました。 

只今、委員それぞれのお立場から、様々な意見や要望をいただきました。 

例えば、「見える化」が重要であること、公民連携や評価を重視すること、また評価部会

をこの中で決めていったらどうか、市の職員数、財政状況などいろいろございました。 

また、数値目標の設定ということですが、前回の会議では、具体的な数値目標は掲げず、

取組の進捗状況により実績を計上していくことで、計画の推進を図っていきたいという説

明があり、目標値にとらわれない、その年々に合った取組をもって進めていこうという趣旨

なのかなと思っています。 

しかしながら、委員さんのお立場からのご意見をお聞きしますと、やっぱり「評価」は重

要視する、「見える化」が必要である、といった意見が多く出ておりましたので、今後、そ

ういった期待の声をくみ取っていただき、市におきましては、令和の時代の新たな改革を成

功させ、市の総合計画に掲げる「市民と共に創る持続可能なまちづくり」を着実に推進して

いただきたいと思います。 

このことについて、事務局から何かご意見等はありますか。 

 

木岡委員 

実施計画書ですか、３年間の工程表をお示ししていただけると聞いておりましたが、その

件はどうなっていますか。 

 

事務局（吉岡課長） 

委員の皆様から、大変貴重なご意見、また期待の声をいただきましてありがたく思ってお

ります。評価部会の設置など、今すぐにご返事できないことですので、検討をさせていただ

きたいと思います。 

また、木岡委員さんからのご質問に対しましては、数値目標も含め、実施計画として数値

目標を示すことができないものもございます。 

例えば、かもだ岬温泉の在り方の検討や未利用地の不動産の売却、貸付については、相手

もあることですので、現段階では数値目標等を示すことができません。 

また、見える化についても、具体的に言うことはできませんが、できるだけ市民の皆様に

分かりやすい情報発信に努めてまいりたいと考えているところで、実際には、実施計画なる

ものは作成いたしておりません。よろしくお願いします。 

 

半瀬会長 

時間も押していますので、続きまして、「第５次阿南市行財政改革実施計画の４年間の取

組実績について」を議題とします。 

このことについて、事務局から説明をお願いします。 
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事務局（井坂係長） 

議題２について説明させていただきます。 

まず、Ａ３判の資料「第５次阿南市行財政改革実施計画 ４年間の実績」についてご説明

させていただきます。 

資料を１枚めくっていただき、縦向きの「第５次阿南市行財政改革実施計画（Ｈ29～Ｒ２）

実施施策・令和２年度評価・効果額一覧表」をお開きください。 

はじめに、左側の実施項目の欄をご覧ください。 

本計画は、「（１）ＩＣＴの活用と市民サービスの向上」から一番下の「（11）広域行政の

推進」まで、11の実施項目に関連付けた 91項目の実施施策に取り組んでまいりました。 

表の右寄りの「評価／Ｒ２」の欄をご覧ください。 

実績の評価方法につきましては、ＡからＥまでの５段階評価としており、目標が達成でき

たものはＡ、目標に対して達成率が 80％から 100％未満のものをＢ、60％から 80％未満を

Ｃ、40％から 60％未満をＤ、40％未満をＥ評価としております。 

 また、評価が「－」（横バー）となっているものについては、「当面は現状維持」として判

断されたもの、また、ナンバー60、61 の選挙関係のように令和２年度において実施されな

かったものについては、バー表記とさせていただいております。 

 この結果、91 の実施施策のうち、A 評価が 61 項目、B 評価が 10 項目、C 評価が４項目、

D 評価が１項目、E評価が３項目、バー表記が 12項目となっております。 

 また、その横の効果額の欄をご覧ください。 

令和２年度の効果額といたしましては、２番の「デジタルサイネージ及び窓口番号案内シ

ステムの導入」をはじめとする、20 項目で計５億２千 314 万９千円の実績となっておりま

す。 

 このうち、令和２年度からの新たな取組といたしましては、ナンバー12－１「出前市長の

推進」など、10項目がございますが、９項目で A評価、残り１項目は E評価となっており、

効果額としましては、ナンバー48－１「ふるさと納税を活用した地域の課題解決の推進」な

ど、３項目で４千 171 万１千円の実績となっています。 

 次のページから 22 ページまでは、91項目、それぞれ個別の取組実績と評価を記載してお

りますが、詳細は割愛させていただきます。 

次に、資料の 23ページをお願いします。 

資料の左側には、それぞれの項目別による歳入確保及び歳出削減の効果額をまとめてお

ります。 

資料の右側では、はじめに申し上げました５段階評価での総括をまとめております。下段

の効果額（総括）では、４年間の実績をまとめており、歳入確保の効果額は 11 億２千 884

万９千円、歳出削減の効果額は６億５千 512万４千円となっております。 

また、最後に記載しておりますが、令和２年度における効果額は約５億２千 300万円、４

年間の効果額は約 17 億８千 400万円となっております。 
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 本資料のご説明につきましては以上となりますが、本件につきましても委員の皆様から

事前にご意見等をいただき、Ａ４判の資料「第５次阿南市行財政改革実施計画について 懇

話会委員からの意見」に取りまとめさせていただいております。 

 以前にご説明いたしましたように、本実施計画は令和２年度をもって前倒しで終了とな

りますが、集中改革プランに継承されていない未達成の項目につきましては、引き続き内部

努力により取り組んでいくことを第３回推進本部会議において決定しております。 

 以上で議題２についてのご説明とさせていただきます。 

 

半瀬会長 

ありがとうございました。 

第５次阿南市行財政改革実施計画は、令和２年度で終了し、令和２年度の取組と合わせて、

４年間の実績も報告していただきました。 

達成度は 77％で、概ね達成を含めると 90％となっています。第５次の前の５年間の第４

次改革の取組では、達成度が 58％だったことと比較しても、概ね評価できる結果でないか

と思っております。 

また、計画期間満了を待たずに１年早く終了したため、未達成の取組がいくつかあります

が、今後においても内部努力として、引き続き取り組んでいくとの説明がありました。 

こうしたことを踏まえ、第５次実施計画の４年間の取組実績について、ご意見のある方は、

ご発言いただきたいと思います。 

 なお、委員の皆様から、事前に意見をいただいており、お手元に資料を配布しております

が、それ以外に意見のある方はご発言ください。 

 

木岡委員 

前に出させていただいている意見の補足として意見を述べさせていただきたいと思いま

す。 

まず一点は、阿南版事業仕分けの関係です。いつまでも続けることは難しいのではないか

という意見を出させていただいておりますが、今回、庁内のアンケート結果を示していただ

きました。見させていただきましたが、かなり正直に書かれているのかなと思います。 

 対象になった課の職員に対する調査ですけれども、できれば、対象にならなかった課の職

員がどう思っているのかアンケートを取っていただけたらと思います。 

 危惧するのは、全庁的な雰囲気がマイナス志向になってしまわないかということです。次

のステップをどうしていくのか、早めに考えていっていただけたらなと思います。 

 もう一点、若手職員による働き方改革について、青木委員さんも関心を持たれているご意

見を出されておりますが、このチームのシステムが長続きするためには、庁内でいかに信用、

信頼が得られるかが大事ですよと意見させてもらいました。メンバー的には、係長又は係長

になる前の方。市役所に入って 10年～15年くらいの方で実際に業務を切り盛りされている
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方だと思いますし、外部に対しても責任ある発言が求められてくる方だと思いますので、人

材育成という観点からそういう職員をターゲットにするのは有意義なことだと思います。 

 また、チームの会議が勤務時間内に行われているのか、勤務時間外に行っているのか分か

りませんが、やる以上は勤務時間内にきちっとした指揮命令の下、対象となった職員が会議

等に出やすいような環境づくりや所属の中でのフォローをしてあげないと、長続きするの

は難しいのかなと思います。 

 もう一点、先ほどのプランの中で言えばよかったのかもしれませんが、今回の実施計画の

中でも「・・の検討」という項目がかなり多く入っています。委員さんから出されている意

見を見ましても、「検討や研究が取組では成果は出ない」（炭谷委員）や「かもだ岬温泉では

運営審議会での議論が停滞していつまでも結論が出ていない」（原委員）という意見を拝見

しました。私も同感です。やっぱり、成果を求めるということであれば、取組項目に「・・

の検討」とすると、どこまでが成果なのか全然わからない。今回は３年間のプランですので、

重点項目にもありますが、「・・検討」というのはできるだけ避けていただきたい。 

例えば、かもだ岬温泉の分についても、抜本的に見直すと明確に方針が出ているのであれ

ば、「見直し方針の策定及び着実な推進」など、「検討」ということではなくて、具体的なイ

メージの沸くものにすべきではなかったのかなと思います。 

今後追加するに当たっては、そういう観点も入れていったらと思います。以上です。 

 

半瀬会長 

ありがとうございました。 

ほかにご意見はありませんか。青木委員さんどうぞ。 

 

青木委員 

２点だけ申し上げます。 

 まず、木岡委員さんもおっしゃるとおり、働き方改革については初っ端から注目しており

まして、現在は、職員さんから提案があった 16 項目中 11 項目を選定して取り組まれてい

ると。特に「AI議事録作成支援システム」であったり「おくやみコーナーの開設」であった

りと、退庁促進メッセージの導入などに取り組んでいるとお伺いしています。それも、「見

える化」して、SNSを使えばどうでしょうか。若い世代には、広報紙も大事ですけれど、そ

ういった観点も取り入れてほしいなと思っています。 

 ただ、やはり、高齢者の委員さんに対しても、「見える化」やどの改革に対しても、どの

実績報告に対しても、全世代に届くという形を大切にしてほしいなと思います。 

 これからの働き方改革には大変注目しておりますので、ぜひとも頑張ってほしいなと思

いますし、民間からもそのチームにぜひとも入れてほしいと思います。 

 もう１点は、ナンバー（12‐１）の出前市長でございます。先般、新野町にも表原市長が

来ていただきまして、道のことについてご意見をいただいております。 
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 これは何が言いたいかといいますと、市長自らが足を運んで、これはこうだよ、と。大変

すばらしいと思います。出前市長はテーマを決めて行われていますが、初めに総合計画のこ

とや行財政のことを少しお話いただいた上で、テーマについて話し合うようにしていただ

けたらと思っています。 

 同時に、紅露委員さんからもご意見がありましたが、夢と希望を施策に反映していただく

ために、出前市長を行っていただいていると思っていますので、是非とも施策反映していた

だきますようお願いします。以上でございます。 

 

半瀬会長 

ありがとうございました。 

ほかに意見や要望等はございませんか。 

無いようでございます。 

只今、木岡委員、また青木委員の方からご意見をいただきました。 

「検討」ということから成果が見えないこと、働き方改革の取組の見える化のことについ

てのご意見や、出前市長の中でも行財政の PR もしてほしいといった要望もございました。

貴重なご意見ご要望をいただきましてありがとうございました。 

私が思うことに、毎年、懇話会で実施計画の実績について話し合うわけですが、91 の取

組のうち、未評価が 12件ございました。 

その内、100％達成の「A」評価、80％達成の「B」評価を合わせますと 71項目で、９割近

い達成となっています。ということは、前年度、前々年度と同様、計画的に進んでいってい

ると考えております。 

しかしながら、前回もございましたが、未評価 12件のうち、９件については民間委託に

関係するものでございます。第５次阿南市行財政改革実施計画の実施項目であります「民間

活力の活用」という項目の中に、この未評価分は前年度と同様、重点項目にもなっておりま

すけれども、９件分全て未評価であります。 

各委員さんからご意見もいただいておりますが、懇話会といたしましても、民間委託は非

常に重要なことであると考えておりますが、この民間委託を進めていただくことで、行政サ

ービスにおけるコスト削減効果や質の向上といった市民目線に立った効率的な運営ができ

るものと考えておりますので、令和２年度で実施計画は終了いたしますけれども、取り下げ

た分は除き、引き続き内部努力で取り組んでいただくことをお願いしたいと思います。 

また、歳出削減の効果額ですが、令和２年度も昨年度と同様、計画額をはるかに上回る実

績となっております。今後も、効率的な行財政システムを構築するためにも、民間活力の活

用を見通しながら定員規模の適正化が図られるよう検討していただきたいと思っておりま

す。 

それから、もう一つ、この行財政運営を進める中では、公共施設等総合管理計画が平成 28

年度に策定済みで、個別施設計画が令和２年度に各課から上がってきているのではないか
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と思っております。 

基本は、40年間で、保有施設の延べ床面積の 15％以上を削減することを目標にしており

ます。これは、阿南市の人口の減少に応じた施設保有量の適正化を図っていく、これが最終

的な目標でございまして、これをするということは、行政コストの縮減につながると思いま

すので、今後の取組のカギになると思いますので、そうした取組もよろしくお願いしたいと

思います。 

時間の都合もございますので、意見交換はこの辺りで終わらせていただきたいと思いま

す。各委員からいただきました貴重なご意見につきましては、今後の参考にしていただきた

いと思います。 

 それでは、最後の議題となります。 

「懇話会の会議を Web等で開催することについて」を議題とします。 

去る５月 10日に予定しておりました懇話会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

中止を余儀なくされたわけでございますが、その際、委員から「Web会議」の開催について

ご意見をいただきました。このことについて、事務局と相談し、検討しましたが、懇話会設

置条例上、「Web による会議」を可とする取り決めがなかったことなどから、書面で意見を

取りまとめさせていただくこととしました。 

私個人としては、「Web による会議」も開催できる方向で検討していくべきではないかと

考えておりますが、委員全員が Web会議に参加することには課題もあると思いますので、委

員の皆様のご意見をお聞きした上で、今後の対応を検討したいと考えております。 

ご意見のある方は、ご発言ください。 

 

事務局（井坂係長） 

事務局から補足説明をさせていただきます。 

まず、本懇話会に先立ちまして、５月に委員の皆様を対象としたアンケートを行わせてい

ただき、Web会議の実施に関する意向についてご確認させていただきました。 

その結果を本日配布させていただきました資料に取りまとめさせていただいております

が、本日はアンケートでは十分にお聞きできなかったお考え等につきまして改めてお聞か

せいただければと思います。 

 また、会議を Web で実施することにつきまして、県市町村課に確認しましたところ、Web

での参加を実際に会場にお越しいただいた上での参加と同様に取り扱うかについては、各

市町村で判断すべき事項であるとの返答をいただいております。 

 具体的には、Webでの参加を出務とみなし、出席者として議決に加わることができるのか

や謝礼等の支払いができるのかについては、各市町村の判断によるということですが、この

ことは本懇話会に限らず市全体で方針を決定するべきものであると考えられます。 

 このため、本日の会議の中で一定の結論を出すことは難しいと思われますが、行革デジタ

ル戦略課としましても、本日の協議内容を基に総務課や人事課等と協議を行ってまいりた
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いと考えておりますので、是非ともご意見をいただければと思います。 

 事務局からは以上です。 

 

半瀬会長 

 只今、事務局から説明がありましたが、この Web会議に関係することでご意見をいただき

たいと思います。 

 

青木委員 

先ほども県の事例を基に意見を言わせていただきましたが、全員が Web で参加となると

難しいと思います。ハイブリッド方式といいまして、Webで参加する人と会場に来られる人

を中継でつないで会議をする方法ですが、感染対策の中では、この方式が必要なのではない

かと思います。 

今日も、このようにアクリルパネルを設置するのも感染防止対策の一つではありますが、

今後において緊急事態宣言が出ないとも限りませんので、会議が中止となると進行しなく

なります。 

そうしたことからも、個人的には、ハイブリッド方式を検討しておくことが重要だと思っ

ています。 

 

半瀬会長 

ありがとうございました。 

ほかにご意見はありませんか。 

 

田中委員 

 法律的な話についてですが、Web で会議に参加した人が「出席扱い」になるのかどうか、

これは市において判断していただくことなりますが、Webとなりますと発言者にカメラをズ

ームさせるなど、ひと手間増えます。その当たりも考慮しておく必要があると思います。 

 

半瀬会長 

ありがとうございました。 

ほかにご意見はありませんか。 

 私も、いろいろな会議に出席しておりまして、例えば、昨年に県庁でコロナ関係の会議が

ありまして、広い会議室で会議をしたのですが、そのときは、初めは「出席できる方」だけ

で会議をしておりました。それから以降は、ハイブリッド方式が採用され、個人のパソコン

で会議参加できる方は、Webで会議に参加されていましたが、そうした環境にない方は、会

場に来なければ話を聞けないということで、参加の仕方は分かれました。 

 ただ、Web会議を行いますと、音声や映像が途切れたりしてトラブルも多く、うまいこと
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会議を運営することができていませんでした。 

 その時に、県職員がパソコンの横にいて、その都度パソコンを設定し直して対応されてい

ました。結果的に中断したままでした。今は、そうしたことはなくなっていると思いますが。 

懇話会という重要事項を取り決める会議は、本来、対面で意見を直接聞きながら、全体の

雰囲気も感じながら会議を進めていく必要があるところですが、コロナ禍にあっては、ハイ

ブリッド方式が妥当ではないかと思います。 

 ほかに意見はございませんか。 

 Web会議の実施については、条例の見直し等が必要となってまいりますので、委員のご意

見を参考に、対応していただきたいと思います。 

 本日、予定しておりました議題の審議は、これで全て終了しました。 

スムーズな議事進行にご協力をいただきありがとうございました。 

マイクを事務局にお返しします。 

 

木岡委員 

すみません。意見をいろいろと述べさせていただきましたが、次のプランの策定に向け、

引き続き検討材料としてあげていただけたらなと思います。 

 その上で、こだわらせていただきました「人と財源」について、十分な準備期間を設け、

委員さん共通の認識のもとで、例えば「あるべき水準」はどうなのかなども含めて議論でき

ればいいのかなと思っております。 

 そういう意味で、今回は触れられていなかったのですが、財政の収支見通しも策定の視野

に入れながら、そうすることによって今ある財政調整基金を有効活用して、市民のために役

立てていけることもあると思いますので、今後も力を入れていただきたいと思います。 

 一つ提案なんですが、私からいくつか指標を申し上げさせていただきましたが、本来もっ

と多くの指標があると思います。定員管理であるとか、令和２年度の決算額であるとか、冬

頃には出揃ってくるのではないかなと思います。県内他市との比較も含めて、その辺りのタ

イミングで一度議論できないかなと思っています。 

 できれば、年度内に会議を開けるような方向で、次のステップを見据えながら準備をして

いっていただけたらありがたいと思っています。 

 

半瀬会長 

只今、木岡委員から、年度内に会議を開けないかという意見がありましたので、事務局の

方で検討していただきたいと思います。 

マイクを事務局にお返しします。 

 

吉岡課長 

長時間にわたり、ご審議を賜り、ありがとうございました。 
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今後、ご審議いただきたい事項ができましたら、改めてご連絡させていただきます。本日

は、誠にありがとうございました。 

 

１０：４５ 閉会 


