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審議会等の会議結果報告 

１．会 議 名 平成 28年度第 2回松阪市行財政改革推進委員会 

２．開 催 日 時 平成 28年 9月 27日（火）午前 10時 00分～午後 0時 05分 

３．開 催 場 所 松阪市教育委員会事務局 ２階 教育委員会室 

４．出席者氏名 

委 員 

 

塩谷 明美 副委員長 

落合 隆  委員長 

慶徳 亘紀 

小山 利郎 

竹川 博子 

田中 里美 

松浦 信男 

村田 善清 

事務局 

加藤 正宏 経営企画部長兼市長補佐官 

橋爪 敏昭 経営企画部次長兼行政改革特命担当 

榊原 典子 経営企画課長 

西口 裕登 経営企画課市政改革係長 

鈴木 悠太 経営企画課市政改革係員 

田中 広毅 経営企画課市政改革係員 

推進チーム 

中林 穣太 公共施設マネジメント推進室長 

伊藤 由里 地域づくり応援室長 

中西 雅之 総務課長 

廣本 知律 財務課長兼松阪市土地開発公社業務

管理課長 

松山 吉仁 職員課長 

※参考： 

田中 靖  ＩＣＴガバナンス推進担当監 

若山 幸則 職員課長補佐兼人事・研修係長 

５．公開及び非公開 公 開 

６．傍 聴 者 数 １名 

７．担 当 

松阪市経営企画部経営企画課 

TFL 0598-53-4363 

FAX 0598-26-4030 

e-mail kei.div@city.matsusaka.mie.jp  

 

協議事項・議事録 別紙 
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平成 28年度 第 2回松阪市行財政改革推進委員会 議事録 

 

と き：平成 28 年 9 月 27 日（火）午前 10 時 00 分～午後 0 時 05 分 

ところ：松阪市教育委員会事務局 ２階 教育委員会室 

出 席 者：塩谷明美（副委員長）、落合隆（委員長）、慶徳亘紀、小山利郎、竹川博子、田中里美、 

松浦信男、村田善清 

事 務 局：加藤正宏（経営企画部長兼市長補佐官）、橋爪敏昭（経営企画部次長兼行政改革特命

担当）、榊原典子（経営企画課長）、西口裕登（経営企画課市政改革係長）、鈴木悠太

（経営企画課市政改革係員）、田中広毅（経営企画課市政改革係員） 

推進チーム：中林穣太（公共施設マネジメント推進室長）、伊藤由里（地域づくり応援室長）、中西

雅之（総務課長）、廣本知律（財務課長兼松阪市土地開発公社業務管理課長）、松山吉

仁（職員課長）、※参考：田中靖（ＩＣＴガバナンス推進担当監）、若山幸則（職員課

長補佐兼人事・研修係長） 

傍 聴 者：１名 

事  項：１．今後のスケジュールについて 

     ２．「松阪市行財政改革大綱」・「松阪市行財政改革大綱アクションプラン」の 

取組総括について 

     ３．「松阪市行財政改革推進方針（案）」について 

                                            

 

（午前 10 時 00 分 開始） 

 

司会）                                         

ただ今より、平成 28 年度第 2 回松阪市行財政改革推進委員会を開催させていただく。 

 

（当日資料の確認：事項書、資料１～3 および、関係計画等ファイル） 

 

本委員会は、松阪市が定める「審議会等会議の公開に関する指針及び運用方針３ 会議の公開

の基準」に基づき、公開とさせていただく。 

 

前回の委員会において、事務局より本年度、新たな「総合計画」策定に伴い、『松阪市行財政

改革大綱（以下、大綱）』、『松阪市行財政改革大綱アクションプラン（以下、AP）』の見直しを

行うことをお伝えし、『大綱』、『AP』の取組状況を総括した「成果と課題」、および、新しい「行
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財政改革」の方針を策定する上での事務局案を提示し、各委員より意見等を頂戴したところであ

った。 

 

本日は、大きく２つのご報告をさせていただき、それぞれについてご意見等賜りたい。 

ひとつは、前回の委員会での意見等をふまえ、『大綱』、『AP』の「成果と課題」について、加

筆修正等を行い、改めて提示するものである。 

もうひとつは、前回は事務局案としてお示しした「『大綱』、『AP』の見直しについて」を踏ま

え、新たな「行財政改革」の方針について、このたび『松阪市行財政改革推進方針（案）（以下、

『方針（案）』）』としてとりまとめたものである。 

 

 それではこの後の進行については、委員会規則第 5 条に従い、委員長に議事の進行を依頼す

る。 

 

委員長）                                        

 それでは、議事を進める。 

 まず、今後のスケジュール等について、事務局は説明するように。 

 

１．今後のスケジュールについて                                                       

事務局）                                        

 資料１をご覧いただきたい。 

 前回の説明から変更があったので説明させていただく。公表時期について、前回は本年末（12

月）とお伝えしていたが、「総合計画」との進捗状況の調整等により、本年度末（3 月）に変更

しているので、本日改めて、公表までの主なスケジュールを説明させていただく。 

 完成までの主な予定について、順を追って申し上げる。 

 

まず、直近の予定として、10/21（金）より約 1 か月間、『方針（案）』に対してパブリック

コメントを募集する。この『方針（案）』については、10 月中旬に予定する、市の政策に関する

意思決定機関である「政策会議」に付議し決議された内容となる。 

 本日この委員会にて提示する資料は『方針（案）』のベースとなるものであり、本委員会での

協議内容をふまえて修正を行い、「政策会議」に付議していく予定である。 

 なお、パブリックコメント期間中に、次回、第 3 回の「松阪市行財政改革推進委員会」の開

催を予定しており、本日予定を調整させていただく。 

第 3 回委員会での意見等および、パブリックコメント、市議会議員から意見等をふまえ、年
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末から「最終案」をとりまとめる。この「最終案」についても、「政策会議」に付議し、「政策会

議」の決議をもって完成となるが、「政策会議」に諮る前に、再度、本委員会にて協議いただき

たく、具体的日程は未定であるが、1 月末～2 月初の開催を予定している。 

 その後、2 月初に「政策会議」に付議し、3 月に市議会の「全員協議会」への報告を経て、公

表というのが現時点での大まかな『方針』策定スケジュールであり、今年度の本委員会はあと２

回開催を予定しており、それぞれのタイミングで、策定過程について意見等をいただく予定であ

ることを認識いただきたい。 

 

 なお、次回、第 3 回の本委員会開催日を本日調整させていただきたい。事務局から、候補日

を提示させていただく。 

 

※11/2（水）および 11/7（月）を提示し、調整。 

 

 それでは、次回の委員会は 11/7（月）午前 10 時からの開催と予定する。 

 事務局からは以上である。 

 

委員長）                                        

 ただいまの事務局の説明に対し、意見等ないか。 

 

２．「松阪市行財政改革大綱」、「松阪市行財政改革大綱アクションプラン」の取組総括について      

委員長）                                        

それでは、事項書｢２．『松阪市行財政改革大綱』・『松阪市行財政改革大綱アクションプラン』

の取組総括について｣に移る。 

事務局は説明するように。 

 

事務局）                                        

 前回の本委員会においても提示したが、新たな行財政改革方針の策定に際し、現在の各行財政

改革の取組状況について、成果と課題の検証を行い、その課題等を次の方針に生かしていくため、

資料２「大綱・アクションプランの成果と課題（事務局案）」をとりまとめた次第である。 

しかしながら、前回の資料では当初目標や取組成果等の整理が曖昧となっており、前回の協議

内容等をふまえ、再整理を行ったものが本日の資料である。 

これから、前回からの変更点などを簡単に説明させていただく。 
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※資料２に基づき説明 

 

以上で説明を終了する。 

 

委員長）                                        

ただいま事務局より、「大綱・アクションプランの成果と課題（事務局案）」についての説明が

あったが、前回の委員会において提示された資料に対し、委員会での意見等をふまえ、再整理し

た資料とのことである。 

 

なお、この「大綱・アクションプランの成果と課題（事務局案）」をふまえ、次の議事である

『方針（案）』の策定を行っているとの説明であったことから、次の資料との関連性も考慮する

と、このまま次の議事を進行し、併せて質疑を行った方が効率的なのではないかと思う。 

このことについて、委員より意見等あるか。 

 

※委員承認 

 

事務局もよいか。 

 

※事務局承認 

 

３．「松阪市行財政改推進方針（案）」について                       

委員長）                                        

それでは、ただいまの内容をふまえつつ、次の議事へ移ることとする。 

 

３．「方針（案）」については、資料のボリュームが大きいので、まずは章ごとに事務局からの

説明を受け、それぞれに質疑を設けることとし、最後に全体についての質疑を行うものとする。 

事務局は説明するように。 

 

事務局）                                        

資料３をご覧いただきたい。 

 これは、前回の委員会で「『大綱』・『AP』の見直しについて」として提示した、これからの「行

財政改革」の考え方および、体系図を基に、『大綱』・『AP』を引き継ぐ新たな「行財政改革」の

方針として、とりまとめたものである。 
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全４章からなるが、委員長からの提案通り、章ごとに説明し、それぞれについて質疑を設ける

こととする。 

 では、第 1 章から説明させていただく。 

 

※第１章について説明。 

 

 以上で第 1 章の説明を終了する。 

 

委員長）                                        

ただいまの事務局の説明について、意見等ないか。 

 

委員長）                                        

それでは、事務局は第２章の説明をするように。 

 

事務局）                                        

※第２章について説明 

 

委員長）                                        

ただいまの事務局の説明について、意見等ないか。 

 

委員）                                          

 前回の本委員会にて、市が企業会計の導入を進めていると伺ったと認識しているが、実際導入

するのであれば、「行財政改革」の取組内容として反映すべきではないか。 

 現在の内容は、スローガンとしては理解できるが、市が今後「行財政改革」に取り組む上で、

市の現状を正しく分析するツールのひとつとして、企業会計の導入を表記すべきと感じる。 

 

委員）                                          

 記載している「経営品質」や「市民本位」の視点も「経営」において重要な視点であるのは間

違いないが、企業会計の導入について記載しなければ、本当の意味での「管理」から「経営」へ

の転換は謳えないのではないか。 

 

財務課長）                                         

 企業会計の導入に関する現状について説明させていただく。 
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 前回の本委員会でも少し紹介したが、現在、総務省等の指導に基づき、「統一的な基準による

地方公会計」の導入に向けた準備を進めており、平成 29 年度中に公表する予定である。 

 

事務局）                                        

 ただいま財務課長より申し上げたとおり、現在「統一的な基準による地方公会計」の導入を進

めており、その利活用については、調査・検討を進め、内容に反映していきたい。 

 

委員）                                         

 企業会計による財務分析が「経営」の根幹であるので、公共施設マネジメント等への効果的な

活用を期待する。 

 

委員長）                                        

 「経営」の視点を取り入れるという内容に対して、委員より具体的な提案があった。 

ほかの委員はいかがか。 

 

委員）                                          

 「スケールメリットを有効にする」という表現があるので、是非とも数値的な目標意識をもっ

て取り組んでいただきたい。 

 

委員）                                          

 内容としては、前回の『大綱』、『AP』とさほど変わっていない印象を受け、真新しいものは

ないというのが率直な感想である。 

 その中で、企業会計導入というような大きな転換期があるのであれば、やはり記載しておく方

がよいと感じる。 

 スケールメリットの実現についても、『大綱』、『AP』の頃からの課題であり、引き続き、目標

として計画に記していくことは重要である。 

 

委員長）                                        

ほかにはないか。 

 

では続いて、事務局は第 3 章の説明をするように。 

 

事務局）                                        
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※第 3 章について説明 

 

委員長）                                        

ただいまの事務局の説明について、意見等ないか。 

 

委員）                                          

 P.13 において『方針（案）』における基本方針の説明があるが、「Ⅰ．持続可能な市政運営の

推進」の改革の視点③「自主財源の確保と収納強化」に関して、収納強化という面での取組はど

のようなものか。 

 他市事例ではあるが、税務署 OB を招聘し、指導を仰いでいるところがあるとも聞く。 

 

事務局）                                        

 昨年度設置した債権回収対策課による、税外債権の一元徴収や、市営住宅の使用料等の強制徴

収の推進などが具体的には挙げられるが、現時点で新しい取組というものは記載していない。 

 今後、担当部局との調整を図る中で、新たな取組があれば記載していきたい。 

 

委員）                                           

 P.15 の推進体制図における、各機関の位置関係がわかりにくいので再考されたい。この図に

おいては、「市政取締役会」が最上位機関という位置づけでよいか。 

 

事務局）                                        

 レイアウトの都合等で明瞭ではない図となっているため、わかりやすく図示できるよう工夫す

る。 

 なお、「市政取締役会」が市の意思決定機関である。 

 

委員長）                                        

ほかにはないか。 

 

それでは、第 4 章へ移るが、第 4 章は「改革の視点」として、具体的な取組内容が示されて

おり、内容が濃いことから、『方針（案）』の体系に基づき、３つの「基本方針」単位で区切って

進行するのがよいと考えるが、よろしいか。 

 

※委員・事務局承認 
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 それでは、事務局は説明するように。 

 

事務局）                                        

 それでは、承認されたとおり、『方針（案）』の体系に沿って、「基本方針」単位で区切って説

明させていただく。 

なお、ここからの説明は、「改革の視点」における各取組内容について、中心となる課がそれ

ぞれ担当する。 

時間も限られているため、要点項目のみの説明となることをご理解いただきたい。 

 

まず、「基本方針」の「Ⅰ.持続可能な市政運営の推進」から説明させていただく。 

※以下の順番で説明 

Ⅰ-①「事務・事業の見直し」：経営企画課 

Ⅰ-②「公共施設マネジメント」：公共施設マネジメント推進室 

Ⅰ-③「自主財源の確保と収納強化」：経営企画課 

Ⅰ-④「適正な受益者負担の検証」：経営企画課 

 

委員長）                                        

 ただいま「基本方針」「Ⅰ.持続可能な市政運営の推進」の「改革の視点」について各担当者よ

り説明があったが、ここまでについて意見等ないか。 

 

委員）                                          

 P.20 には、Ⅰ-②「公共施設マネジメント」の「めざす姿」に記載のある施設の保有総数の適

正化に関する延床面積の削減目標が記載されているが、根拠が不明瞭である。 

 

委員）                                          

 同感である。この目標数値だけでは、一律に公共施設が削減され、行政サービスが縮小してい

くように感じられる。人口減少等の推計を加味した算出であると思うが、誤解を生まないために

も根拠は示しておくべきではないか。 

 

公共施設マネジメント推進室長）                                        

 現在の施設をすべて今後 40 年間維持していくには、年間約 40 億円近い費用を要するという

試算に基づき、削減目標を算出している。 
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 なお、公共施設における延床面積割合が大きい学校施設と市営住宅については、市民討議会を

開催し、そこでの意見等もふまえ、削減の方向性を定めていくほか、「施設マネジメント推進委

員会」という庁内委員会を組織し、目標に向かう具体的な取組を検討していく。 

 

委員）                                           

 削減方針の裏付けがあるのであれば、その旨は記載すべきである。 

 

委員）                                          

 公共施設の大半は市営住宅か。 

 

公共施設マネジメント推進室長）                                        

 学校と市営住宅がかなりのウェイトを占めている。 

 

委員）                                          

 少子高齢化で飯南飯高地域の休校も進んでいるので、削減の方向性もそのあたりに関係してい

るのではないか。 

 

公共施設マネジメント推進室長）                              

 学校施設と市営住宅は削減の対象としてとらえている。 

 また、市町合併以前に建設された施設については、機能が重複しているものを縮減していく必

要があると考えている。 

 

委員）                                          

 具体的に対象となる施設の種別があるのであれば、背景とともに明記しておく方が、読む人に

わかりよいのではないか。 

 

委員）                                          

 市民に不安を与えないためにも、対象となる施設の種別は明記しておく方がよい。 

 

委員）                                           

 P.29 からのⅠ-④「適正な受益者負担の検証」の中で、証明書等発行に伴う手数料の検証とあ

るが、これは値上げを前提としたものか。 

現在、印鑑登録証明や住民票の写しの発行については、「まつさか市民カード」を利用した自
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動交付機による取得が可能になっており、事務負担は以前より軽減されているように思うが、そ

のあたりは手数料算定に反映されないのか。 

 

経営企画課長）                                        

 「適正な受益者負担の検証」については、昨年度も「施設使用料の見直し」について、本委員

会にて意見等賜った次第ではあるが、現在も、明確な見直し水準が定まっていない状況である。 

 引き続き、施設使用料についての見直しを進めていくとともに、今回新たに、手数料について

も、検証を行うこととした。 

 証明書等の発行については、マイナンバー制度導入に伴って、今後、コンビニ交付等の発行方

法の多様化を検討しているところであり、このようなことからも、総コストベースで使用料の試

算を行い、全体的なバランス等を加味した検証を実施したいと考えており、「増額ありき」とい

うことではない。 

 

委員）                                          

 根本的な質問だが、現在の受益者負担が公平ではないということか。 

 

経営企画課長）                                        

 受益者負担の公平性について、現状について統一的な視点からの検証が行えていないため、ま

ずはここから取り組んでいく必要があると考えている。 

 

委員長）                                        

 では続いて「基本方針」の「Ⅱ.公民連携と開かれた市政運営の推進」の「改革の視点」につ

いて、それぞれの担当課は説明するように。 

 

※以下の順番で説明 

Ⅱ-①「民間活力の導入」：経営企画課 

Ⅱ-②「市民参画・協働の推進」：地域づくり応援室 

Ⅱ-③「ICT を活用した情報化の推進」：情報企画課 

 

委員長）                                        

 ただいま「基本方針」「Ⅱ.公民連携と開かれた市政運営の推進」の「改革の視点」について各

担当者より説明があったが、ここまでについて意見等ないか。 
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委員）                                          

 P.35 からのⅡ-②「市民参画・協働の推進」における「取組スケジュール」の中で、「登録制

度の検証・見直し」とあるが、この「登録制度」とはどういうものか。 

 

地域づくり応援室長）                                   

 本文中に説明が足りず、申し訳ない。 

 平成 27 年度、国からの地方創生交付金を活用し、地域づくりに取り組む活動団体を、住民協

議会や自治会と連携する団体として登録する制度（地域づくり連携グループ「げんきアップ松阪」）

を設け、これらの団体への支援を行っている。 

地方創生交付金は単年度のみの交付であったが、団体の育成という観点からも、3 年は支援を

続けるべきと判断し、平成 29 年度までは一般財源を活用し事業継続していくものである。 

 

委員）                                           

地域づくりに取り組み団体の支援ももっともであるが、第一に見直していくべきは住民協議会

の中身ではないか。 

税を投入している以上は、地域間での温度差を是正し、すべての住民協議会が足並みを揃えて

活動できる状態にもっていかなければならないので、これからの取組として明記すべきであると

感じる。 

 

地域づくり応援室長）                                   

「現状と課題」にも記載したとおり、それぞれの地域が課題を抱えながら住民協議会を運営し

ている状況にあり、地域づくり応援室としても、全住民協議会に赴き現状を認識しているところ

である。 

課題解決に向けた取り組みについても、スケジュールに反映することを検討させていただく。 

 

委員）                                           

「具体的取組」の中で、財政的支援として「コンペ方式（「地域の元気応援事業」）による活動

交付金の加算」が挙げられているが、先日、行政、自治会、住民協議会、公民館による 4 者協

議が定期的に開催されることになり、その協議の中で、最も懸念されているのが、この「コンペ

方式」である。 

税を基にする財源を「コンペ方式」で交付するのは、どうかという議論がある。4 者協議は本

年度いっぱい続くと予想されるが、その協議結果を待たずにこのような内容を「具体的取組」と

して表記してしまうのはどうか。 
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地域づくり応援室長）                                   

「地域の元気応援事業」については、各住民協議会よりイベント的になっているとの指摘や、

一過性のもので事業継続につながらないといった意見も受けているのは事実である。 

一方で、公開の場で、各住民協議会の取組を披露することで、他の住民協議会の刺激になって

取組が波及するという効果があがっているのも事実であることから、両面を加味し、表記内容に

ついて検討させていただく。 

 

委員）                                           

担当者からの説明の中で、「社会福祉協議会との連携」という話があったが、具体的にはどの

ような連携を想定しているのか。 

 

地域づくり応援室長）                                   

各住民協議会に策定していただいている「地域計画」の基になるものが、社会福祉協議会が住

民協議会とともに策定した「地域福祉計画」であり、「地域計画」においても福祉分野に関して

は、社会福祉協議会に協力いただいているほか、地域担当職委員と社会福祉協議会職員が連携し

て、住民協議会単位でチームを組んでおり、福祉分野における住民協議会からのニーズに対応し

ていただいている。 

 

委員）                                          

補足すると、社会福祉協議会からは、「地域計画」の内容に応じた助成も受けている。 

 

委員）                                          

 P.25 からの「Ⅰ.持続可能な市政運営の推進」のⅠ-③「自主財源の確保と収納強化」の方で

確認すべき内容かもしれないが、「ふるさと応援寄附金」について、自治体によっては収支が赤

字となり、見直しを余儀なくされるところもあると聞くが、本市の「ふるさと応援寄附金」に関

する収支はどうなっているか。 

 

総務課長）                                       

 「ふるさと応援寄附金」の受付について、昨年度までは総務課が担当していたので、昨年度の

状況を回答させていただく。（平成 28 年度からは、受付、返礼品発送まで「MADE IN まつさ課」

が担当している。） 

 平成 27 年度については、返礼品発送等に係る支出は、寄付総額の約 3 割程度であったため、
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約 7 割の黒字であったと言える。 

 

委員）                                          

 税控除の影響はどうか。 

 

総務課長）                                       

 「ふるさと応援寄附金」に関する税控除のみの算出は税務部でも困難とのことであったため、

正確な比較はできないが、税控除の減収分を差し引いてもプラスにはなっている。 

 

委員長）                                        

 では続いて「基本方針」の「Ⅲ.合理的で質の高い市政運営の推進」の「改革の視点」につい

て、それぞれの担当課は説明するように。 

 

※以下の順番で説明 

Ⅲ-①「ワーク・ライフ・マネジメント」：職員課 

 Ⅲ-②「機能的な行政組織」：経営企画課 

Ⅲ-③「職員力の強化」：職員課 

 

委員長）                                        

 ただいま「基本方針」「Ⅱ.公民連携と開かれた市政運営の推進」の「改革の視点」について各

担当者より説明があったが、ここまでについて意見等ないか。 

 

委員）                                          

 P.43 からのⅢ-①「ワーク・ライフ・マネジメント」の中で、「ハラスメントガイドライン」

の改訂し、「マタハラ」、「パタハラ」を追加するとあるが、「セクハラ」および、「LGBT（≒性的

マイノリティー）に対するハラスメント」についても記載すると、先進的でよいのではないか。 

 

職員課）                                         

 「ハラスメントガイドライン」の改訂にあたっては、「安全衛生委員会」を中心に進めている

ので、ご指摘を加味し、反映させていきたい。 

 

委員長）                                        

 ほかにないか。 
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 それでは、『方針（案）』全体を通した意見等はないか。 

 

委員）                                          

 P.9 に「行財政改革」に関するアンケートの結果を引用しているが、前回の委員会では、回答

率が低いという指摘があり、結果を受け止め、職員の意識向上に対する取組を検討していく旨の

答弁があったと思うが、何か具体的なアクションは起こしているか。 

 また、『方針（案）』の中でアンケート結果を引用するのであれば、もう少し概要を記載しては

どうか。 

 

事務局）                                        

 アンケート回答率向上の具体的な取組については、現在時点で具体的なものはないが、今後も

職員の意識を測る指標として、より効果的に活用できるよう検討していく。 

 また、P.9 へのアンケート概要の記載についても、検討させていただく。 

 

委員）                                          

 P.5 には、「総合計画」の体系図が示されているが、その中には「３．活力ある産業」という

政策がある。『方針（案）』の具体的取組は組織内部へ作用する取組ばかりの印象を受けるため、

市としての産業・経済戦略についても「行財政改革」として論じる方が、より市全体で取り組む

改革という雰囲気が出るのではないか。 

 

事務局）                                        

 「行財政改革」の推進というと、「支出の抑制」といった視点が主体になってしまうのは、ご

指摘のとおりである。 

産業、商業、農業が活性化すれば、市としては自主財源の確保につながるという視点からは、

企業連携・誘致に関する取組を新たに記載しているが、その他の取組も含め、改めて検討させて

いただく。 

 

委員）                                          

行政が担う業務は住民サービスのみという考え方は時代にそぐわないと感じるので、これから

の行政には、産業への働きかけという視点も必要であると感じるので、参考にしていただきたい。 

 

委員）                                          
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（「市政運営」に関することは本委員会があるが）「総合計画」のそれぞれの政策について、検

討する委員会等はあるのか。 

 また、「総合計画」の政策体系はどのような機関で策定されたのか。 

 

事務局）                                        

 P.5 に示す体系図は、「総合計画」の政策体系であり、それぞれの政策に基づく事業単位で計

画や委員会等が存在している。 

 また、「総合計画」の策定に係る外部機関として、「総合計画審議会」があり、公募による委員

も含め約 30 名の委員で組織している。 

 

委員長）                                        

 ほかにないか。 

それでは、これにて、「３．『松阪市行財政改革推進方針（案）』について」を終了する。 

 続いて、事項書「４．その他」に移るが、委員、事務局より報告等ないか。 

 

 ※委員、事務局ともになし 

 

 それでは、以上で本日の議事を終了とする。 

 

事務局）                                        

 本日も長時間にわたり、熱心にご協議等いただき感謝する。 

本日調整したとおり、次回、第 3 回の松阪市行財政改革推進委員会は 11 月 7 日（月）午前

10 時 00 分より開催とさせていただく。 

 

なお、本日の議事録は公開の対象となるため、事務局でとりまとめ次第、公開前に各委員に送

付するので、確認の上、修正等必要な場合は、経営企画課までご連絡いただきたい。 

以上で、平成 28 年度第 2 回松阪市行財政改革推進委員会を終了する。 

 

 

（午後 0 時 05 分 終了） 

 

以上 


