
那珂川市役所 

件   名 令和元年度第 1回那珂川市行政改革推進委員会 場 所 市役所2階第1会議室 

日   時 令和元年 12月 26日 木曜日 
自 15時 00分 

至 17時 00分 

委 員 氏 名 
牟田正人、青木俊之、倉富史枝、真鍋勝仁、八代由美、髙木正俊、井上真一、藏薗文、

黒岩仁、古屋光男 （欠席）中野滿美子 

事 務 局 荒木経営企画課長、白水経営管理担当係長、三宅（文責） 

 【以下、要点筆記】 

 

会長 1.会長あいさつ 

 

会長 2.今後の行政改革の基本方針に基づく取組み状況について（報告） 

 

それでは、今後の行政改革の基本方針に基づく取組み状況について事務局より説明を

お願いします。 

 

事務局 （資料に基づき、事務局より説明） 

※報告様式の変更及び取組み状況について説明。 

 

会長 今の説明を聞いて、何か質問等はありませんか。 

 

Ａ委員 1 職員の意識改革と人づくりの（1）職員の意識改革欄の②職員派遣研修の実施につ

いてですが、どこかモデルにしている自治体はありますか。 

 

事務局 全国の自治体職員が参加できる地方創生実践塾や土日集中セミナーといったものが

あり、総務課で情報をとりまとめて各所属へ参加を呼びかけています。 

 

Ａ委員 地方創生実践塾の内容は、どういった方向性のものがあるのでしょうか。 

 

事務局 地方創生実践塾というのは、東京にあります地域活性化センターが行う研修会に那珂

川市の職員が参加するというものです。内容としては、地方創生に先進的に取り組ん

でいる自治体に実際に行って先進事例を学んでくるというものです。分野について

は、地域コミュニティや協働など様々あります。非常に有効な研修であると認識して

います。 

 

Ｂ委員 研修に参加した職員が報告会などを行っているのでしょうか。 

 

事務局 過去におきましては、研修に参加した職員が報告会を行いました。報告会は全職員を

対象に行い、学んできた内容などについて情報共有を行っています。 

 

Ｂ委員 研修に参加した職員は、評価が高くなるなど人事評価とのリンクはしているのでしょ

うか。 

 

事務局 この研修に参加したため自動的に評価が高くなるなどといったことはありません。 

 

Ａ委員 まちづくりの方向性としては、コンパクトにするのか自立型にするのかなど、定まっ

ているのでしょうか。 

 

事務局 施策ごとに個別具体的な計画がありますので、それらを一つずつ検証していく必要が

あると考えています。 
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Ｃ委員 自治大学校やアカデミーなどの研修は現在も行われているのでしょうか。 

 

事務局 現在も行われています。 

 

Ｄ委員 研修期間はどれぐらいあるのでしょうか。 

 

事務局 自治大学校については、約半年間あります。アカデミーについては、講座のメニュー

にもよりますが、1週間から 1か月程度です。 

 

Ｄ委員 参加希望者はどれぐらいいますか。 

 

事務局 昨年度の状況ですと、希望者が少なかった状況です。 

 

Ｄ委員 参加を希望する職員が研修に参加しやすいように、職場内の雰囲気を作るなど所属長

の配慮が必要だと感じています。 

 

事務局 研修に参加しやすい職場内の雰囲気作りをするようにと総務課から課長会議等を通

じて話しがあっています。 

 

Ｅ委員 最近の職員は、公務員として最低限抑えておくべき文章実務などが身に付いていない

と感じます。所属長のスキルアップが必要なのではないでしょうか。 

 

会長 そのために、1 職員の意識改革と人づくりの（2）職員の資質向上にある、①階層別

職員研修の実施や②那珂川市メンター制度の実施という取組みをされていると思い

ます。 

 

Ｅ委員 特に管理職の研修が大事だと思います。部下の職員を指導する立場にある所属長のス

キルアップを図れば全体的に良くなっていくと思います。特に文章実務については身

に付けていただきたいです。 

 

事務局 ご指摘の通り、所属長の平均年齢も年々下がってきており、所属長のスキルアップが

必要であると感じているところです。 

 

会長 他に質問等はありませんか。 

 

Ｄ委員 1 職員の意識改革と人づくりの（3）ワークライフバランスの推進についてですが、

年次有給休暇取得者のデータだけではなく、育児休業取得者などのデータもとってい

るのでしょうか。 

 

事務局 育児休業を取得する男性職員の割合や男性職員の配偶者出産休暇取得割合、男性職員

の育児参加のための休暇取得割合などとして把握しています。 

 

Ｄ委員 目標に対する指標として、年次有給休暇取得者の割合を 50％以上にするということ

だけでは、ワークライフバランスの推進がきちんとされているのか見えない状況だと

感じます。 

 

Ａ委員 ワークライフバランスの推進についてですが、業務量を減らしていくということが効

果的だと思いますが、例えば IT 化を推進するなどの取組みは行われているのでしょ

うか。 

 

事務局 行政改革の基本方針の一つでもあります、アウトソーシング等の推進を行いながら業

務の効率化を進めていくなど取組みを行っています。 

 



那珂川市役所 

Ｆ委員 1 職員の意識改革と人づくりの（2）職員の資質向上にある、①階層別職員研修の実

施についてですが、若手職員研修、監督職研修、管理職研修とありますが、実施回数

はそれぞれ 1回なのでしょうか。 

 

事務局 その通りです。 

 

Ｆ委員 各研修の講師はどのような方がされているのでしょうか。 

 

事務局 階層別研修につきましては、外部講師を招いた研修を行っています。メンター制度の

研修については、総務課にて行っています。 

 

Ｆ委員 メンター制度については、一定の階層の職員がメンターになると思いますが、メンタ

ーになる職員のレベルも気になるところです。そこについては改善の余地はないので

しょうか。 

 

事務局 そこは工夫、改善をしながら進めていかなければいけないと考えています。 

 

Ｃ委員 メンター制度は制度化しないとできないものなのでしょうか。先輩職員が後輩職員に

指導したり相談を受けたりするのは、昔は当然に行われていたと思います。 

 

Ｇ委員 昔は、ある程度の経験を持った年齢の高い人が先輩職員として職場にいたため、係長

に話が行く前にその先輩職員から指導が入るということがありました。しかし、現在

は、係長の下には経験が浅い職員が多くいて、係長になる年齢も年々下がってきてい

ます。このメンター制度は、職場内のコミュニケーションを良くしていこうという趣

旨で始まったものと記憶しています。 

 

Ｅ委員 そういう状態であるならば、職員が講師をするのが良いのではないでしょうか。講師

をする職員は勉強するため知識も身に付くと思いますし、職場内のコミュニケーショ

ンも良くなっていくと思います。係長や課長になるための昇任試験などはないのでし

ょうか。 

 

事務局 昇任試験はありません。 

 

Ｅ委員 行政職員でも昇任試験を行っている自治体はあります。そこでは、文章実務や公務員

法、地方自治法などを昇任試験に出題しています。このように組織的に制度化してい

く必要があると思います。 

 

会長 1 職員の意識改革と人づくりの（3）ワークライフバランスの推進にあります、超過

勤務時間数の削減を図るための対策はどのようなものが考えられますか。 

 

Ｅ委員 それは民間も含め、難しい課題だと思います。上司は早く帰宅するように促すが、成

果はいつまでにと求めています。そうなると、最終的には自宅に持ち帰り仕事をしな

ければいけなくなります。 

 

Ｇ委員 目標に対する指標に、時間外の上限を定める条文の整備とありますが、業務改善で削

減できる部分とできない部分があると思いますので、それらを踏まえた条文になるこ

とを期待しています。 

 

Ｄ委員 ある研修で聞いた話ですが、小学生の子どもがいる人で、学校が終わり家に帰ってく

るのが 15時頃になるため、仕事をしている親も 15時に仕事を切り上げ家に帰ってき

ます。そして家庭で過ごした後に、子どもが寝たあとの 22時から 24時まで自宅で働

くというようなことをしているということです。このようにテレワークのような働き

方も検討していく必要があると思います。 
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Ｈ委員 業務改善を進めていく上では、現場で困っていることを吸い上げて進めないと上手く

いかないと思います。この進捗確認シートには、具体的にどのように進めていくのか

記載されていないので、記載した方が良いと思います。 

 

Ｅ委員 民間ではテレワークなどの働き方も普及しているので、自治体でも積極的に検討して

いく必要があると思います。 

 

会長 他に質問等はありませんか。 

 

Ｅ委員 2アウトソーシング等の推進についてですが、那珂川市の取組みは非常に素晴らしい

と思います。特に市民課窓口業務の委託は高く評価しています。また、総合運動公園

への PFI手法導入についても、先進的で素晴らしい取組みです。 

 

Ｃ委員 市民課窓口業務の委託については、窓口もきれいに整備され素晴らしい取組みである

と思います。しかし、進捗確認シートにある通り、46.7％の人が他課へ案内されてい

るという現状もあります。住民の立場からすると、市民課のワンストップ窓口に行っ

て手続きをしたらいいのか直接担当課へ行って手続きをしたらいいのかが少し分か

りづらいため、そこが改善されるとさらに良くなると思います。 

 

会長 他に質問等はありませんか。 

 

Ｈ委員 住民票等の交付事務を委託するにあたって、DV 対象者の取り扱いについては、十分

に注意して行ってほしいです。 

 

Ｂ委員 ワンストップ化についてですが、現在、電子申請などが始まっていると思いますが、

将来的には市役所に行かなくても手続きが全て終わるような時代がくると思います。 

 

会長 DV 対象者の取り扱いについては、十分に注意していただきたいと思います。過去に

は、交付してはいけない方に交付してしまい、問題になった自治体もあると聞いたこ

とがあります。他に質問等はありませんか。 

 

Ｃ委員 那珂川市のふるさと納税について、今後の展望などありましたら教えていただきたい

です。 

 

会長 ふるさと納税の収益は、プラスになっているのでしょうか。 

 

事務局 現在は、プラスになっています。今後もプラスで運用できるように、工夫、改善しな

がら取組んでいく必要があると考えています。 

 

Ｄ委員 太宰府市が返礼として笑いを提供するといったことをされているみたいです。物に限

らずに考えても良いのではないかと思います。那珂川市の特色を活かしたものがあれ

ば面白いと思います。 

 

Ａ委員 返礼品に那珂川市産材のヒノキを使用した新生児用のおもちゃを加えてもらうよう

に依頼しているところです。那珂川市のヒノキは評判が良いみたいです。 

 

Ｄ委員 例えば、那珂川市で公民館を建設する際に那珂川市産材の材木を使用すると補助金が

出たりします。 

 

Ｅ委員 税収増加策についてだが、固定資産税は安定した税収が期待できるため、固定資産税

をいかに増加できるかが大事だと思います。土地区画整理や用途地域の見直しを行っ

たりして財源確保に尽力する必要があると思います。そういった専門的な人材を確保

できればなお良いと思います。また、民間事業者の本社を誘致できれば、法人税の税

収増加も見込めると思います。そのためには、いかに有利な条件を提示できるかが鍵
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になります。 

 

会長 3財政マネジメントの強化の進捗確認シートでは、今後の改善策及び方向性欄の平成

30年 12月の欄には、税収増加のための施策を戦略的に展開していく必要があると記

載があるが、令和元年 9月の欄には記載がないため、委員会の意見として加えていた

だきたいと思います。 

 

Ａ委員 那珂川市は宿泊施設がないと思いますが、例えば空き家の古民家などを活用して体験

型の宿泊施設を作れば、県外から那珂川市に来る人も増えると思います。 

 

事務局 現在、南畑地域の活性化事業のなかでトライヤルステイについて検討したことがあり

ます。しかしながら、空き家を賃貸で提供していただける物件については、すぐにう

まってしまうという現状があります。 

 

Ｅ委員 五ケ山ダム周辺のモンベルが運営しているキャンプ場は人気があると聞いています。

今はオープンしたばかりで人気があると思いますが、何か体験できることなどがセッ

トでないと、今後は人が集まりにくいと思います。 

 

Ｄ委員 五ケ山ダム周辺にはビオトープがあると思いますが、例えばそこを整備して案内でき

る人を配置するなど、今あるものを活用することも大事だと思います。また、それら

を外に発信していくことも併せて行う必要があると感じます。 

 

Ｈ委員 市制施行の際には、那珂川市のことをテレビで頻繁に見かけましたが、最近は無くな

ったと思います。市制施行の時の勢いを継続していただきたいです。 

 

Ａ委員 世界的なものとして、ＳＤＧｓ（エスディージーズ）という持続可能な開発目標が掲

げられています。那珂川市においてもどのような方向性で施策を進めていくのか、も

う少し具体的に考える必要があると思います。 

 

事務局 那珂川市では総合計画を策定しており、現在見直しを行っている段階です。今年度は

基本構想といわれるコンセプトを考えているところで、来年度につきましては、この

コンセプトを達成するためにどのようなことを行っていくのかという具体的な検討

を行う予定としています。そのなかで、ＳＤＧｓというものも念頭に置きながら、ど

のようなまちづくりにしていくのかということを検討していくことになります。ま

た、地方創生の総合戦略があり、そのなかで那珂川市の強みや弱みを解決するための

施策を検討していくなかにおいても、併せて整理していかなければいけないと考えて

います。 

 

会長 他に質問等はありませんか。それでは、これまで出た意見を事務局でまとめていただ

きたいと思います。次回につきましては、現在の委員の任期である令和 2年 8月まで

に行うということで、事務局にて調整をお願いいたします。 

以上で令和元年度第 1回那珂川市行政改革推進委員会を終了します。 

 

 

（17時 00分 閉会） 

 


