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令和２年度第３回大田原市行政改革推進委員会 会議録 

 

開催日時 令和３年１月 19 日（火）午後１時 30 分～午後３時 

開催場所 大田原市役所 301、302 会議室 

出 席 者 
 委員出席 11 名、欠席３名 

 大田原市 部課長 10 名、事務局３名 

 

１ 挨拶（要旨） 

⑴ 行政改革推進委員会会長 

新型コロナウイルス感染症の影響で大変な状況の中、当委員会を開催するか逡巡し 

ましたが、大綱の切り替えという大変な節目でもあるので、出席する部課長を減らす 

など極力感染症拡大防止に努めることで開催するに至りました。 

 これまで、３回の会議にご出席いただいたことに感謝いたします。 

  

⑵ 行政改革推進本部 本部長挨拶（要旨） 

   お忙しいところまた、お寒い中委員会にご出席いただき感謝いたします。 

   今後５か年の大田原市の行政改革の指針を定める行政改革大綱を策定するに当たり、  

これまで多くのご意見をいただきありがとうございます。 

現在、新型コロナウイルス感染症の第３波が年を越して猛威を振るっている状況で 

  ありますが、アフターコロナに向けた行政改革の取組も進めていかなければなりませ 

ん。 

  その中でもデジタルトランスフォーメーションの取組が求められています。デジタ 

 ル技術を使い、移動しないでコミュニケーションを取り経済活動を行うものです。感 

染症対策のほか災害や経済危機などでも活用することが可能です。 

今回の行政改革大綱の切替えに伴う会議の意義は、今まで以上に重みがありますの 

で、今後５年間の市の発展のため、忌憚のないご意見をいただきたいと思います。 

 

２ 議 事 

⑴ 第４次大田原市行政改革大綱（案）について 

 資料１「第４次大田原市行政改革大綱（案）」の概要を説明しました。 

 Ⅰ 策定の背景 

  １ 大田原市を取り巻く環境 

  ２ これまでの行政改革の取組 

  

 Ⅱ 行政改革大綱の策定の必要性 
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  １ 行政改革大綱の位置付け 

  ２ 行政改革の取組のテーマ 

 

 Ⅲ 行政改革を推進するための取組内容 

  １ 市民との協働によるまちづくり 

  ２ 効率的な行政運営 

  ３ 持続可能な財政構造の確立 

 

 Ⅳ 実効性のある改革とするために 

  １ 行政改革年度別実施計画の策定 

  ２ 推進体制 

  ３ 計画期間 

   

 ●質疑等 

会長 

 

事務局 

第３次大綱と比較して、計画の構成で違った部分や変更点などが

あれば教えていただきたい。 

第３次計画は 13 ページに至るもので、今回は７ページにまとめま

した。文言の重複などを省きコンパクトに作りました。 

 

  → 大綱案については、原案のとおり了承 

 

⑵ 第４次大田原市行政改革年度別実施計画書（案）について   

   資料２「第４次大田原市行政改革年度別実施計画書（案）」、補足資料１「数値目

標比較資料」を用いて計画の目標値、達成基準について説明しました。 

 

（小項目１～５） 

小項目 1 自主防災組織の推進 

令和５年度までに 169 ある全ての自治会での自主防災組織の設立を目指します。年度

別の数値目標は令和３年度 10 組織、４年度 15 組織、５年度に残り 21 に設定しました。 

前回会議での意見を踏まえ、市で数値の把握が可能なものとして、②出前講座による

防災講話の実施毎年 10 回を追加しました。 

新規自主防災組織の結成を優先するため、新規結成数のみを達成状況の基準に設定し

ました。 

  

小項目２ 情報発信の充実 

 年度別目標、目標値を①ホームページのアクセス数 100 万件、②よいちメールの登録
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者数 9 千人、③市公式ツイッターのフォロワー数 1,800 人に設定し、①、②、③とも

年々増加を目指します。 

  

小項目３ 道路の里親制度の推進 

 年度別目標、目標値を①道路の里親数 23 団体、②活動総延長距離 27.4 ㎞に設定し、

①、②とも年々増加を目指します。 

  

小項目４ 組織機構の見直し 

 数値目標を掲げることが困難な取組であることから、年度別目標は「毎年度組織機構

の見直しを行う。」ことに、数値目標についても各年度「組織機構の見直し実施」に設

定しました。 

 達成状況の基準は、数値目標を掲げていないもののＡからＤの評価をするに当たり、

何かしらの基準を設けるため、見直しを行った結果として４部署以上の見直しでＡ、２、

３部署の見直しでＢ、１部署でＣ、見直し無しでＤとしました。 

  

小項目５ 定員管理の適正化 

今後５年間の定員（職員数）管理の在り方について、基本方針、手法、目標値などを

定めた「定員適正化計画」に基づく取組です。 

目標値につきましては、令和３年度職員数を 560 人とし、年々減少させるものです。 

  

 ●質疑等（小項目１～５） 

委員 

 

事務局 

 

委員 

 

事務局 

委員 

 

 

 

情報政策

課長 

 

 

小項目３ 道路里親制度を推進するに当たり、自治体や企業・団体に

居住あるいは所在地域の道路里親への要請をしてはどうでしょうか。 

 ご意見をいただいた点も踏まえ、幅広く周知活動などを実施したいと

考えています。 

 小項目４ 組織機構の見直しについて、今後の実績欄へはできる限り

具体的な内容を記入いただきたい。 

 見直しの内容については、実績欄に詳細に記載します。 

小項目２ 情報発信の充実について、ホームページの閲覧数の目標を

100 万件としているが、もっと増やし、倍くらいにしてもいいと思う。

若い世代にもっと大田原をアピールするような手だてを考えてもらいた

い。 

ホームページの閲覧数を大幅に増やすような起爆剤としてお示しでき

るものは現時点ではありませんが、ツイッターやよいちメールは、ホー

ムページにリンクできるようになっています。 

ホームページを見ていただき、他のページも見ていただくようになる
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委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務課長 

 

 

ようツイッターなどの情報発信を多く行っていきます。 

小項目２ 情報発信の充実について、数値目標も大事だと思うが 市

民が必要とする情報をスピーディに発信することも大事だと思う。新型

コロナの感染者情報は常に意識しており、栃木県で何人発生したという

情報はニュースなどで確認できるが、大田原市内における発生状況につ

いては、フェイスブックで情報が届くので感染防止に役立たせている。

これからも確実性のある情報をスピーディに提供していただきたい。 

小項目４ 組織機構の見直しについて、単に組織を減らせばいいとい

う問題ではないと思いますが、達成状況の基準の部署数の見直しの定義

について、例えば１つの部署を２部署に分けた場合は２カウントとなる

のか。 

具体的に定義として定めていませんが、ご質問の場合は、２カウント

とします。 

実績欄に具体的な見直しについて記載したいと考えています。 

 

（小項目６～10） 

  小項目６ 業務の民間委託 

  年度別目標を①指定管理者制度の導入施設数、②指定管理者への評価、助言及び指導 

の実施件数、③窓口業務の一部民間委託の検討の進捗に設定しました。 

  目標値は、①施設数 14 施設とし、令和６年度に１施設、令和７年度に１施設の追加 

 を目指します。②指定管理者への評価は、各年度とも評価の結果「改善の指示」件数０ 

 件とし、③窓口業務の民間委託は、広域連携推進検討会で検討は行っているものの、具

体的な導入の見通しがないことから計画当初では年度別の数値目標を設定しませんでし

た。  

 

小項目７ ＩＣＴを活用した業務の効率化 

 各部署の通常業務について業務の流れを可視化し、業務の本質や課題を明らかにした 

うえでＩＣＴ活用による事務の効率化を目指す取組で、年度別目標、目標値を①業務プ 

ロセスの見直し件数 10 件、②ＩＣＴ活用により効率化した事務処理等の件数５件に設

定しました。  

  

  小項目８ 事務事業の検証・改善  

  事務事業の妥当性や効率性、有効性などを評価シートにより評価を行い、評価の結果

や成果を客観的に判断して、次の年度の事業に反映させる取組です。年度別目標は、改

善内容を次年度の事業に反映できた割合とし、目標値は各年度とも 50％としました。 
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小項目９ 行政手続の利便性向上 

  新型コロナウイルス対策として、国や各地方公共団体で書面、対面での手続と押印の 

見直しが図られています。 

  年度別目標、目標値は、①オンライン化対象の手続数６件、②オンライン化対象手続 

の利用件数 17,000 件に設定しました。 

 

小項目 10 職員提案制度の充実 

  年度別目標、目標値を①職員提案の提出件数７件、②優良提案の件数２件に設定し、  

①②とも年々増加を目指します。 

 

●質疑等（小項目６～10） 

委員 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

小項目７ ＩＣＴを活用した業務の効率化で、⑴庁内通常業務につい

てＩＣＴを活用した業務プロセスに見直す件数が目標となっています

が、「見直し件数だけ」では活動成果がわかりにくいです。⑵担当職員

のやる気が出るような目標値、また市民から見ても、活動成果が分かり

やすい数値目標を再検討していただきたい。⑶ＩＣＴを推進するに当た

りサイバーセキュリティの懸念に対しての対応方針、また職員に対する

教育計画についてお聞かせください。 

⑴⑵共通回答として、ＩＣＴを活用した業務プロセスの見直しについ

ては、業務プロセス手順集に記載した対象事務 98 件のほかに各課の通

常業務に範囲を広げ、今後対象事務が増える予定ですので、目標値とし

て総数を用いた設定が困難であると考えています。 

 年度別目標欄に「効率化した事務処理等の件数」５件としていますの

で、実績欄に進捗状況や活動成果等を記載しわかりやすい形で示すこと

ができるよう工夫したいと思います。 

 ⑶情報セキュリティにつきましては、全課対象に情報セキュリティ監

査を実施しています。また、毎年度全職員を対象に情報セキュリティ教

育を実施し、情報漏えい等の事故防止への意識向上を図っています。 

小項目９ 行政手続の利便性向上で、⑴高齢化・運転免許返納などで

庁舎に行けず、オンライン化にも対応できない市民（ＩＴ弱者）への行

政サービス拡充について、担当課の考えをお聞かせください。 

 国の方針として、社会全体のデジタル化を進めるに当たり、年齢等の

理由に関わらず、誰も取り残されない形で全ての住民がデジタル化の恩

恵を受けられる環境の整備に取り組むこととされています。 

 本市においても国の施策と連携を図りながら市の実情に合わせて取り

組んでまいります。 
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委員 

 

 

 

総務課長 

 

 

 

総合政策

部長 

 

 

 

委員 

 

 

 

総務課長 

 小項目 10 職員提案制度の充実で、優良提案であるかどうかの判断は

どのように行われるのか。 

また、市役所への苦情などに対して取り上げる、取り上げない、苦情

が妥当か妥当でないのかの判断に対する考え方を教えていただきたい。 

 職員提案は部長級で組織する提案審査会で提案者がプレゼンテーショ

ンを行った後に審査を行い、優良提案とするか決定します。 

 今後は、提案を出しやすい環境づくりや審査の方法なども簡潔にする

など工夫したいと考えています。 

 市民からの苦情等への対応ですが、対応した職員のみで回答をするの

は偏ったものになりますので、複数で対応するようにしています。ま

た、内容によっては市長まで報告を行い、担当課で処理できるものは速

やかに、じっくり考えることが必要なものは、組織として問題を解決す

るよう努めています。  

小項目８ 事務事業の検証・改善で「行政評価の結果について改善内

容を次年度の事業に反映できた割合」が目標となっていますが、評価シ

ートは、点数で評価するのか具体的な項目として評価するのか 50％とい

う目標は何と何を対比しての基準なのか。 

 平成 30 年度の事業で対象となったものは 199 事業あり、各担当課で

設定したいくつかの数値目標に対して実績がどうであったかをＡからＤ

の基準で評価します。その評価結果の反映として、わかりやすいものと

しては、次年度予算への反映で、予算を減額し事業を縮小する、或いは

増額する方向性を示した割合となります。  

第４次計画からの最初の取組ということで目標値を 50％としました。 

 

（小項目 11～15） 

小項目 11 職員の働き方改革 

 年度別目標を当初「時間外勤務時間の総数を前年度比マイナス２％」に考えていまし 

たが、前回の会議での意見も踏まえ「職員が月 30 時間を超えて時間外勤務を行った月 

数」に設定しました。 

目標値は、令和元年度の実績 196 月を基に令和 3年度 186 月に設定し、毎年度５％の 

 減少を目指します。 

  

小項目 12 財政の健全化 

 平成 30 年に策定した大田原市中期財政計画に基づく財政の健全化を図る取組で、年 

度別目標、目標値を①臨時財政対策債を除く市債の残高 184 億円以下、②財政調整基金 

残高 10 億円以上、③経常収支比率前年度以下、④実質公債費比率 13.3％以下、⑤将来 



7 
 

負担比率 110.3％以下に設定しました。 

 

 小項目 13 市税等の徴収率の向上 

 年度別目標を①市税、②国民健康保険税、③介護保険料（普通徴収分）、④保育料、 

⑤市営・市有住宅使用料の現年度分の徴収率とし、目標値を全項目、毎年度 100％に設 

定しました。 

  

 小項目 14 公共施設の計画的な見直し 

 令和３年３月に新たな計画として、大田原市公共施設個別施設計画を策定する予定で、 

その個別施設計画に沿った取組となります。 

 個別施設計画は、道路や水道などの公共インフラを除く、市所有の建物に対し、個別 

に長寿命化、更新、廃止等の実施方法や時期を定めた計画です。 

 年度別目標を個別施設計画に基づく更新、統廃合、長寿命化を実施した建物の棟数と

し、目標値は建物の規模に違いがあることから各年度ばらつきがあります。 

  

 小項目 15 市有財産の有効活用 

 具体的な利用計画がない不動産、動産について、公売、払下げなどの処分を進める取 

組で、年度別目標、目標値を①遊休資産の処分件数 10 件、②遊休資産の売却額 1,500 

万円に設定しました。 

 

●質疑等（小項目 11～15） 

委員 

 

事務局 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

総務課長 

 

最近のコロナ感染激増に対して、行政改革の視点から、市としての優

先対応テーマをお聞かせください。 

継続して新型コロナウイルスの感染拡大防止のための措置を実施しつ

つ、医療提供体制や社会機能を維持するための取組を行っていく必要が

あり、行政改革の視点から感染症対策に必要な財源を確保するため、国

の交付金等を活用するほか、既存事業の中止や廃止などにより持続可能

な財政構造の確立を進めることが急務と考えています。 

小項目 11 職員の働き方改革について、時間外勤務が 30 時間を超え

るときに事前協議を行うとあるが、管理職と職員とで協議をするのか。 

 年度別目標を「１人が月 30 時間を超えて時間外勤務を行った月数」

としていただいたが、非常にわかりにくいと感じます。 

 令和元年度の実績が 196 月ということは、一月当たり 16 人が 30 時間

を超える時間外勤務を行っているという理解でよいか。 

 30 時間超過の事前協議は様式に従い、所属課長から総務課を経由し報

告しています。 



8 
 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

会長 

 

 

総務課長 

 

 

 

委員 

 

 

委員 

 

 

会長 

 

 

 

事務局 

会長 

 その場合に所属係長、課長を経ますので、業務を振り分けるなどして

時間外勤務時間を減らせないかなどの調整を行っています。 

 一月当たり 16 人が 30 時間を超える時間外勤務を行っていることにつ

いては、単純に計算するとそうなります。 

 職員一人ひとりが 30 時間を超えてはいけないという意識をもっても

らうことが大事だと思います。 

 例えば、30 時間を超える時間外勤務を行った職員が全体の何％以内に

抑えたらＡとするなどしてはどうか。民間ではログを取るなど確実に 30

時間を超えない勤務管理を行っている。 

 令和元年度の実績 196 月から毎年度５％ずつ減らすという数値の根拠

は理解できるので、数値の見せ方などについて他の委員の方の意見も聞

いてみたい。 

数値の見せ方については非常にわかりにくいと感じます。 

 民間であれば、休暇がどの程度取られているかがポイントとなり、有

給休暇を 20 日取るのであれば時間外勤務を許可しないというやり方も

考えられる。休暇と合わせた形でそういった部分の管理をやっていかな

いといけないと思う。 

 事務局の説明では、時間外勤務時間の総数を当初前年度比マイナス

何％で考えていたところ、月 30 時間を超える月数に変更したとのこと

だが、かえってわかりにくいとの指摘に対して説明をお願いします。 

これまで「30 時間の時間外勤務」を一人の職員に業務が偏っているの

ではないかという一つの目安に部署内で協力をし、30 時間を超えないよ

うにと庁内に周知をしてきたが、月数が独り歩きして、わかりにくいと

いうことですので再度検討したいと思います。 

 「月」を「人」に言い換えればわかりやすくなると思う。令和元年度

は一月 30 時間を超える残業した人が 196 人いてそれを減らして、残業

する人がいなくなればいいということだと思う。 

 前回の委員会で一律何％削減というより、もう少しわかりやすい表現

はないかと私から質問をさせていただき、今回これを見て私はわかりや

すいと思います。 

 感覚的にピンとこない部分があり、事務局から説明があれば理解でき

ますが、いきなり示されたときに一般の方はわかりにくいのではないで

しょうか。 

 この後の答申までの間に差替えをすることは可能か。 

 可能です。 

 もう一度検討していただき、補足を入れるなりして後日郵送で持ち回
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委員 

 

 

 

 

財政課長 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

財政課長 

りという形で承認をいただくことでよろしいか。 

 （了承） 

 小項目 12 財政の健全化について、第３次計画の実績値と第４次計画

の目標値を比較すると現状より市債の残高が増え、基金は現状維持とな

っています。 

 市債残高は目標値にあるように今後増える見込みなのか。 

 基金は 10 億円を維持できる見込みはあるのか。 

 令和３年度の臨時財政対策債を除く市債残高を 184 億円以下としまし

たが、現状ですとこの金額内には収まる見込みです。 

 財政調整基金残高は、市の財政規模からすると 10 億円程度必要であ

るということから目標として設定しましたが、新型コロナウイルスの影

響により、市税、使用料、国税からの地方への戻し分である地方譲与税 

地方消費税交付金が予算割れする見込みですのでその補填のために財政

調整基金が減少する可能性はあります。  

今後５年間で市債残高に影響するような大きな事業は予定されている

のか。 

 現在進めている中学校の増改築事業の後は道路事業が中心となります

が、大きな事業は予定していません。 

 

（小項目 16～20） 

小項目 16 市単独補助金の適正化 

  令和２年 10 月に策定した「大田原市補助金制度に関する基本指針」に基づく取組で、 

 基本指針は、各団体等への補助金の交付に際し、目的の達成度や費用対効果を検証する 

とともに補助金の額、対象経費等について基準を明確にするなど、補助制度の適正化を 

図ることを目的としたもので、補助金の削減を目的としたものではないことから、補助 

金現況調書による検証実施率を年度別目標に設定しました。 

   

  小項目 17 経費の節減 

 庁内の事務改善マニュアル、温暖化防止計画等に基づく庁舎の光熱水費やコピー用紙 

の節減を図る取組で、年度別目標を比較が可能な①本庁舎の電気使用量の削減、②ペー

パーレス化の推進によるコピー用紙の削減を目標に設定しました。 

  目標値は、①電気使用量は令和元年度と比較して２％の削減、②コピー用紙は前年度 

と比較して０．７％の削減としました。 

  

小項目 18 税外収入の確保 

  広告事業、ふるさと納税寄附金の受入れ促進、使用料・手数料の見直しを行い市税以 
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外の市の歳入を増やす取組で、年度別目標を①ホームページのバナー広告やネーミング 

ライツ導入による収入の確保を図る広告事業と②公用封筒やガイドブックの作成など企 

業広告を入れることによる無償提供で市の歳出を削減する取組に設定しました。 

目標値は、各年度とも新規の実施件数２件とし、達成状況の基準は、①、②に関わら 

ず新規実施２件以上でＡ、１件達成の場合は収入がある広告事業でＢ、無償提供による

歳出の削減となる広告事業でＣ、０件でＤとしました。 

  

小項目 19 水道事業の経営健全化 

  水道事業ビジョン、経営戦略に基づく取組のうち、年度別目標を①現年度分の水道料

金の徴収率と②水道有収率に設定しました。 

  目標値は、①水道料金徴収率 100％、②有収率 82.6％とし、②は年々増加を目指しま 

す。 

   

  小項目 20 下水道事業の経営健全化 

  下水道事業の経営戦略に基づく取組のうち、年度別目標を①現年度分の下水道使用料 

の徴収率、②現年度分の下水道事業受益者負担金の徴収率、③下水道水洗化率の３つに

設定しました。 

  目標値は、①下水道使用料と②受益者負担金の徴収率を 100％、③水洗化率 93.53％ 

とし、③は年々増加を目指します。 

 

●質疑等 

委員 

 

 

建設水道

部長 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

事務局 

 小項目 19 水道事業の経営健全化について、漏水を減らして有収率を

向上させるとあるが、市内で水道管の老朽化が進んでいる地域はあるの

か。 

 どの地区の水道管の老朽化が進んでいるのか今すぐには確認が取れま

せんが、水道管の耐用年数は大体 40 年といわれており、年間で総延長の

２．５％ずつ更新をしていかないと耐用年数が来てしまいます。それに

近い割合で更新を行いたいのですが、現状では追い付いていないのが実

情です。 

財政的な問題もありますが、できる限り早く、そして水道料金を上げ

ない形で更新を行っていきたいと考えています。 

小項目 17 経費の節減について、電気使用量の削減は令和元年度の実

績と比較して削減する目標に対し、コピー用紙の削減は前年度と比較し

て削減する目標となっている。電気使用量も前年度との比較の方がわか

りやすいと思うが。 

電気使用量は気温に大きく影響し、例年より夏が暑かった、又は冬が
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寒かった場合エアコンの使用量が増えますので、比較がしにくくまた、

令和２年度はコロナウイルスの影響によりドアを開放しながらエアコン

を使用していますので、使用量が多くなっています。 

そのため、令和元年度との比較にしました。 

コピー用紙の削減については、ペーパーレス化につながる新たな取組

の予定がなく、職員個々の努力によってコピー用紙を削減している状況

ですので、前年度比較としています。 

 

⑶ 答申書（案）について 

【事務局説明】 

 本日の会議の結果を踏まえまして、会長と事務局とで答申書の内容について再度検討 

を行い、提出という形を取らせていただきたいと思います。 

    

●質疑等 

会長 

 

 

会長 

会長 

 

総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

答申書については、事務局と私とで最終調整を行うことをご一任いた

だくということでよろしいでしょうか。 

 →了承   

 日程は未定ですが、答申書の写しを皆様にお送りいたします。 

小項目 11 職員の働き方改革の微調整についてはいかがいたしましょ

うか。 

月ではなく人という単位に換え、月 30 時間を超える時間外勤務を行

った職員の延べ人数に変更することでよろしいでしょか。 

目標値は変えず令和３年度であれば、186 月ではなく 186 人とし、年

度別目標も「月 30 時間を超えて時間外勤務を行った職員数（延べ人

数）」とします。 

実績欄に補足として、500 人の職員数に 12 月を掛け分母を 6,000 人、

分子を時間外勤務を行った職員 186 人とすると 3.1％となり、その後の

比較がしやすいと思います。 

説明のとおり修正することとし、書面で送らずこの場で修正というこ

とでよろしいでしょうか。 

→了承 

 

○実施計画案については、小項目１１を修正したうえで了承 

○答申書案については、会長と事務局とで再度調整し、提出した答申書の写しを委員に    

 送付することで了承 


