
阿南市行財政集中改革プラン（案）に対する懇話会からの意見と市の対応
（１／４）

意見の内容 委員名 市の対応（案）

 行革プランと総合計画は、その目指すところは、共に「市民と共に創る持続可能なまちづくり」の推進で
あるが、両者はその目的、性格を異にしている。
 ・行革プランは、「目指すべき市役所の姿」に向けた取組を体系化したもの
 ・総合計画は、「目指すべきまちづくり」に向けての重点施策を体系化したもの
 言い換えると、行革プランは、総合計画に盛り込まれた個別の重点施策を着実に進めるためのための「推
進エンジン」とも言うべきものであり、庁内、庁外に市役所の本気度、覚悟を示すものである。
 このため、総合計画に盛り込まれた個別施策を重複して特出しすることはできるだけ避け、重点目標を次
の３つの視点で整理するのがシンプルで、プランの目指すものを伝えやすいと思う。

 ・効率的な行政運営の確立（定員、組織機構の適正化）
 ・持続可能な財政基盤の構築（健全財政の確保）
 ・共通の視点や効率的な手法の導入による施策の推進

 また、市民の納得と共感を得るためには、積極的な情報公開にも増して、内容の分かりやすさが不可欠で
あり、「改革の見える化」のためには、定員管理、財政改革をはじめ、可能な限り数値目標を設定するこ
とが非常に大事だと考える。
 目標数値は、毎年度予算編成の指針として活かしていくということも考えられる。
 なお、進行管理については、「PDCAマネジメントサイクルによる」とあるが、行財政改革の本質は施策の
進め方の改革であり、職員一人ひとりの意識改革につきると思う。
 一人ひとりが、前例踏襲の打破に向け、いかに取り組んでいくのか、「改革意欲を高めるツール」となる
ようなシステムが必要である。

 一方で、人口減少時代における行政運営は縮小に向かわざるを得ない中、住民に最も身近な市町村の重要
性はますます高まることが予想される。
 「事業官庁」から「政策官庁」への移行がこれまで以上に求められる。
すなわち、管理部門のトップダウンにも増して、事業部門からのボトムアップが重要であり、各部門の政
策形成能力の向上が課題となってくる。

 こうした中、「職員の改革意欲を高める」とともに、「各部門において政策論議のできる風土づくり」に
資するシステムづくりを提案したい。
 あらゆる事業に「成果指標」で目標を設定し、その結果を担当者自らが評価するとともに、組織としてブ
レーンストーミング（参加者が自由に多くの意見を出し合うことによって、独創的なアイデアを引き出す
集団思考法）し、次につなげていくシステム。
 施策のテーマによっては、各部門横断的に評価し合う仕組みがあってもいいと思う。
 総合計画の進行管理や人材育成にもつながり、予算編成における各部門への枠予算配分方針の導入も視野
に入ってくるのではないか。
 いわば、庁内分権を見据えた「政策形成・人材育成システム」とも呼ぶべきものであり、是非チャレンジ
してもらいたい。

P2
４ 集中改革プランの

策定方針
働き方改革
検討チーム

 「働き方改革検討チーム」等からの提案事項の推進について、現場の若手職員からの様々な意見の反映を
しっかりと進めるとともに、改革点の見える化も必要。また、チームと民や委員との意見交換会も図りた
い。

青木

働き方改革検討チームでは、職員から提案のあった16項目の中から11項目
を選定し、現在、「ＡＩ議事録作成支援システムの導入」「地域情報アド
バイザー制度の活用」「（仮称）おくやみコーナーの開設」「退庁促進
メッセージの導入」の４項目を実践しているところです。
こうした働き方改革の取組は、市のホームページでお知らせしており、委
員の皆様からの御意見等を参考にさせていただきたいと考えております。

木岡

■可能な限り数値目標を設定することについて

「集中改革プラン」の目指すところは、特殊要因を除き、財政調整基金を
取り崩さなくても収支のバランスを保つことのできる安定的な財政基盤の
確立としています。例えば、令和元年度であれば約５億円が目標値となり
ます。
　御意見のように、個々の取組の数値目標を掲げ、その達成状況を検証し
ながらPDCAマネジメントサイクルを回していく手法が一般的ですが、財政
事情は社会経済の動向や突発的な行政需要の発生等により絶えず変化し、
それに伴い収支の状況も異なります。
 そのため、「実績計上（取組の進捗状況に応じて実績額を計上）すること
で、計画の進捗を図りたいと考えているところです。
　委員の御意見にもありますように、その年その年の財政状況を見極めな
がら「しなやかさのある行財政運営」に努めたいと考えております。

■職員の改革意識を高める取組について

　昨年度から試行的に導入しております「阿南の未来「自分ごと」会議」
の（昨年度は「阿南版事業仕分け」として）実施により、市の事業を「そ
もそも」から見直し、改善につなげていく取組を進めており、市民目線に
よる事業評価や外部からの視点を事業評価に取り入れるなど、新たな手法
による学びを実践に生かしていく中で、職員の意識改革を図り、改革を是
とする組織風土の醸成につなげてまいりたいと考えております。

■あらゆる事業に「成果指標」で目標を設定し、評価につなげていく取組
について

「阿南市総合計画2021▶2028」基本計画において、主要な施策に対する成果
指標を掲げ、４年ごとに検証・見直しを行うこととし、目標達成に向けた
取組をスタートしたところです。また、行政評価については、本年度にお
いて新たな仕組みを構築したいと考えており、委員の御意見を参考にさせ
ていただきます。

P1
～
P2

基本的な考え方

該当箇所



（２／４）

意見の内容 委員名 市の対応（案）

①今後、人口減少はあきらかである、保育所は老朽化しているので、建て替えが必要であるが、送迎が必
須である保育所は、ブロックごとに統合し、保育所を建設する。（各地区には無理ではないか）
また、幼保一元化の更なる推進。

老朽化した保育所の建て替えや幼保一元化の推進については、今年度に策
定する予定の「（仮称）保育所等施設整備計画」の中で具体的な実施方針
を定めてまいります。

市立図書館委員会で検討されているかもしれませんが、武雄市の指定管理者制度導入を参考に図書館の改
革をされてみてはいかがでしょうか。

武田
図書館の整備ついては、官民連携による市街地整備の取組の中で検討する
こととしております。

かもだ岬温泉施設の在り方の検討
阿南市は、SUPにとても力を入れているとのこと。
前回だったが、SUPとあわせて近隣に宿泊される方に入浴の割引券を配布されたりしたが、効果は出ていな
いというお答えがあったように思います。
今回、抜本的に見直しとのこと。残念ながらいつまでも結論が出ないまま、だらだら続いているように感
じています。
今は、経営の存続がどうかの段階にきていると思います。
民間にお願いすることも難しくなっていますが、一度、広く市民にかもだ岬温泉の活用を公募してみて
は。イベントや温泉の活用など、市民のアイデアを集めてみるのもいいかもです。かもだ岬温泉のこと
に、あらためて興味をもってもらうきっかけになれば…と。

原

本施設の在り方の検討については、「阿南市かもだ岬温泉保養施設運営審
議会」において、経営的視点から抜本的な見直しを行うこととしておりま
す。同審議会における審議結果や市民の皆様などからの御意見等を参考
に、運営の方向性を示したいと考えております。

遊休不動産売却、貸付で、雇用の創出や企業の誘致ができることを期待しています。 武田
現在、未利用財産の現況調査を行い、売却又は貸付が可能と思われる土
地・建物の選定を行っており、企業誘致や雇用の創出など、財産の有効活
用につながるよう、積極的に取り組んでまいりたいと考えております。

①民間委託の推進について、学校給食調理業務や火葬業務、家庭ごみ収
集・運搬業務の一部で検討を進めているほか、阿南市スポーツ総合セン
ター等のスポーツ施設などで指定管理者制度の導入を進めているところで
す。

②審議会等につきましては、地方自治法の規定に基づき、市の条例でその
設置を定めているものであり、有識者等による調査・審議をパブリックコ
メントで代用することは難しいと考えます。一方で、会議の時間短縮など
効率化に向けた取組は必要であると考えており、引き続き、内部努力とし
て取り組んでまいります。

③これまで自治研修センターでの階層別の研修を中心に、マネジメント能
力の向上やリーダーの育成等にかかる研修を行ってまいりましたが、今後
は重点取組項目にも掲げているとおり、他の地方公共団体や民間企業への
人事交流や研修派遣を積極的に実施し、職員の能力向上に努めたいと考え
ております。また、係長や部下を持って仕事を行うことは、まさにマネジ
メントやリーダーとしての能力開発につながることから、組織機構の見直
しの方針と調整を図りながら、一人係長の解消に向けた取組を推進してま
いります。

④現在、国家公務員法改正法案が審議されており、令和５年度退職の世代
から定年延長することが予定されています。制度の開始に当たっては、新
規職員の採用抑制を避けることはできませんが、長期的な視点での組織力
の維持や適材適所の人員配置のためには、定期的な職員採用による組織年
齢構成の平準化が欠かすことができないものと考えており、十分配慮した
職員採用を検討してまいります。

⑤地方公共団体職員の給与の水準を比較するラスパイレス指数において、
令和２年４月の給与の状況は、国の100に対し、全国市平均98.9、類似団体
98.0のところ、本市は97.9の状況であり、概ね適正な給与水準であると捉
えていますが、時間外勤務手当の支給額の状況については、県内他市と比
較して多い状況にあり、今後より一層の業務の簡素化、効率化を推進する
必要があります。

片山

７ 集中改革プラン

重点目標 ⑶
公民連携

重点目標 ⑷
公共施設

マネジメント

職員や残業を削減するのではなく、業務分担を減少させる（１人の分担が多すぎる。係によっては違うと
思いますが）
①民間委託を推進（図書館、給食、などなど）
②審議会等の削減（資料作りのための残業）市民の声を聞くのは、パブリックコメントを活用(市民参画）
③組織改革
　・人事異動　年功序列の廃止
　・部下、チームのマネジメント能力の研修、できるリーダーの育成（幹部職員の近くにいる職員は、仕
事ぶりがわかるので昇進しやすいが、ひたむきに頑張っている職員も評価するように願いたい。人事評価
する上司が、管理の能力があるのか、リーダー育成のための研修は大事）
 　・係長は一人でしている仕事が多く（勤務年数のために係長を増やしている）、部下がいない。
④持続的な新規職員の採用
　・定年延長のため、新規職員がその年によって採用人数がちがう。(コンスタントに一定数採用する）会
計年度任用職員の削減はいたし方ないが、雑務はたくさんあり、とても助かっていると思う。
⑤職員の給料削減は絶対反対
　・職員のやる気の低下は、市民サービス低下とイコールである。市民のために日々頑張っている職員の
給料、福利厚生はむしろ充実させるべき。

重点目標 ⑴
定員適正化

P3

該当箇所



（３／４）

意見の内容 委員名 市の対応（案）

国のデジタル改革関連６法案が可決・成立した点もあり、デジタル庁の創設（９月１日）など国の動きと
合わせて、本市においてもスマート自治体の推進を円滑に進めていただきたい。市民にも推進の形が見え
るように進めてください。

青木 国の取組と歩調を合わせ、行政のデジタル化を着実に進めてまいります。

意見ではありません。お願いです。
これは、早急にお願いします。
ほんとうに「めんどくさい」という話ばかり聞きます。
高齢の配偶者では、とても手続きできず、子どもさんに休みをとってもらい、手続きしてもらうしかない
とご近所の方も。
とにかくスマート化してほしいです。

原

行政手続のスマート化は、国の取組と歩調を合わせて取り組んでいくこと
としております。また、IT機器の操作に不慣れな高齢者の「デジタル・
ディバイド（ITを利用できる人とできない人の間で生じる格差）」の解消
も合わせて取り組む必要があり、誰一人取り残さないデジタル社会の実現
を目指してまいります。

重点目標

　次の３点で整理したい。
　なお、ネーミングライツは「外部資金の活用」で、未利用地の売却・検討は「受益者負担の適正化」で
整理する。
　民間保育施設の誘致、かもだ岬温泉の検討は、個別施策のため特出しせず、「民間ノウハウの活用」で
読み込む。
・定員、組織機構の適正化
・健全財政の確保
・共通の視点や効率的な手法の導入による施策の推進

重点目標は、本市が直面する行政課題に対し、この３年間で重点的に取り
組むべき目標を掲げたものであり、総合計画2021▶2028基本計画の基本政策
Ⅵに基づき、「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つとしたところでございま
す。
また、「かもだ岬温泉保養施設の在り方の検討」につきましては、できる
だけ分かりやすい計画内容に努めたものであり、委員の御意見にあります
「特出し」したものではございませんので御理解を賜りたいと存じます。

　次のような視点で整理したい。なお、定員管理、財政管理の目標とする指標については、県内他市や全
国類似団体との比較データをまとめてほしい。

・定員、組織機構の適正化
　人口規模に応じた目標の設定（８年後、３年後）
　　職員数、人件費比率など
　意欲ある人材の育成
　政策形成・人材育成システムの試行的導入

・健全財政の確保
　中長期的な財政運営
　　財政数値目標の設定（８年後、４年後）
　　　財政調整基金残高の確保水準、市債の発行及び残高の水準、実質公債費比率の水準など
　予算編成システムの見直し
　　シーリングの試行的導入
　　枠予算配分方式の試行的導入
　　すべての事業へのサンセット方式の導入
　特定目的基金の有効活用
　自主財源の確保
　　受益者負担の適正化（使用料、手数料、財産収入）
　外部資金の活用
　　国・県補助金の活用
　　ネーミングライツ、クラウドファンディングの導入

・共通の視点や効率的な手法の導入による施策の推進
　公民連携による指定管理者制度の積極的導入
　民間ノウハウの活用
　行政手続きのスマート化・オンライン化

木岡

集中改革プランは、資料２ページの「２集中改革プランの策定方針」に基
づき、集中改革プランに位置づける事項・目標は総花的ではなく、総合計
画「基本計画」の基本政策Ⅵ「市民と共に創る持続可能なまちづくり」に
おいて位置づけた５つの基本目標を踏まえ、特に重点的・集中的に取り組
む事項を精選した上で、５つの重点目標に１０の重点取組項目を関連づけ
て構成しております。
なお、重点取組項目については、別途、実施計画書（３年間の工程表）を
作成しており、取組の詳細については、次回の懇話会でお示しさせていた
だく予定としております。

該当箇所

重点取組項目７ 集中改革プランP4

重点目標 ⑸
スマート自治体

P3 ７ 集中改革プラン
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意見の内容 委員名 市の対応（案）

P5

　行革プランは、「目指すべき市役所の姿」に向けた取組を体系化したものであることから、次のように
整理したい。
　「総合計画に掲げるまちづくりの着実な推進を図るため、政策官庁への移行としなやかさのある行財政
体質への転換を目指す」
　なお、「財政調整基金を取り崩すことなく」との表現は、財政の硬直化を招きかねず、市民の納得と共
感は得られないと思う。
　阿南市の財政調整基金残高は、一般財源との対比でみても、県内他市や全国類似団体よりかなり充実し
ているのではないか。
　近年の基金残高の減少は、阿南医療センターへの補助事業41億円によるものであり、理由ははっきりし
ていると思う。
　基金残高の確保水準を明確にした上で、「財政調整基金を有効に活用しながら、必要な施策を必要な時
期に講じる」との趣旨のものにしたい。
　また、「目指すべき姿」は、改革の本気度をアピールする重要な項目であり、重点目標の前に位置づけ
たい。

木岡 御意見を参考にさせていただきます。

書面による意見交換も状況に応じて大切であるが、市として、オンライン会議ができる体制づくりを早急
にしてほしい。オンライン（Zoom等）による審議会等の開催を望む。

青木

審議会等のオンラインでの開催に向けては、審議会の設置条例など関係例
規を改正し、オンライン会議での開催を特例的に可能とする規定を整備す
る必要があるため、今後全庁的な調整を行ってまいります。
また、阿南市行財政改革懇話会のオンラインでの開催につきましては、懇
話会委員の意見をいただきながら、実現に向けた取組を進めてまいりま
す。

行革は、削減イメージがあるが、市民サービスを低下させないためにも、知恵をしぼり、必要な予算はつ
ける。よく、コロナウイルス関連でも政府は専門家会議で検討すると言っているが、むしろ専門家は市民
であると思う。実情をよく知ってると思う。
各種手続きの電子申請は必要である。(各種申請、報告など）しかし、ワクチンの予約からわかるように、
65歳以上の方はデジタルは苦手。65歳以下の方は、スムーズにできると思います。デジタル支援員を民間
団体に委託しては？

片山

本プランにおいては、財政支出を一律に削減するのではなく、「選択と集
中」の考え方に基づき、何をやめ、何に注力するのかをしっかりと検証し
た上で改革に取り組んでいくこととしており、取組を通じて得られた財政
効果については、行政サービスの向上という形で市民の皆様に還元してま
いります。
また、行政手続のオンライン化等を進めるに当たっては、高齢者等が取り
残されることのないよう、誰もがデジタルの恩恵を享受できる社会の実現
を目指してまいります。

その他

その他

該当箇所

９集中改革プランの実現による
「目指すべき姿」


