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平成 28年度 第 1回松阪市行財政改革推進委員会 議事録 

 

と  き：平成 28 年 8 月 1 日（月）午後 1 時 30 分～午後 4 時 40 分 

と こ ろ：松阪市役所 議会棟 第 3、第 4 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：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：若山幸則（職員課長補佐兼人事・研修係長） 

傍 聴 者：0 名 

事  項：１．今年度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．「行財政改革に関する職員アンケート」結果と「大綱アクションプラン」の 

見直しについて 

     ４．その他 

                                            

 

（午後 1 時 30 分 開始） 

 

司会）                                         

ただ今より、平成 28 年度第 1 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１～４を配布） 

 

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。 

 

現在松阪市では新たな「総合計画」の策定を進めているが、これに伴い、本委員会において策

定に係るアドバイスや進捗管理等にご協力いただいている「松阪市行財政改革大綱（以下、「大
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綱」）」、「松阪市行財政改革大綱アクションプラン（以下、「アクションプラン」）」についても、

「総合計画」に掲げる将来像実現の手段のひとつとしていたことから、このたび改訂に着手した

ところである。 

本年度の本員会の協議事項やスケジュールについては後程事務局より説明させていただくが、

この行財政改革の新たな指針策定についても、ご協力願いたいと考えている。 

 

 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、今年度のスケジュール等について、事務局は説明するように。 

 

１．今年度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。 

 本委員会の本年度のスケジュールは主に、現行の「大綱」・「アクションプラン」に代わる新た

な行財政改革の指針策定に伴い、進捗ごとの指摘やアドバイス等をいただくことが中心になる。 

 

 新指針の策定については、現時点までに、庁内の行財政改革推進チームが中心となり、「大綱」・

「アクションプラン」に示した改革の取組に対する振り返りや、職員を対象とした「『行財政改

革』に関する職員アンケート」の実施による、現時点における行財政改革における課題やまた、

現在の市政運営に求められている行財政改革のあり方などの洗い出し作業を経て、新たな指針策

定の方向性の整理を行った。 

本日、それらの整理結果を報告し、新たな指針の策定に向け、様々な視点から指摘・アドバイ

ス等をいただきたい。 

 本日の会議を踏まえ、具体的な取組内容について市内部において検討を行い、９月下旬開催を

予定している第 2 回委員会にて、具体的な取組事項等を含め、中間案を提示させていただく予

定である。 

 その後、頂戴した指摘等を踏まえ、最終的な調整を行い、第 2 回目に提示する中間案から大

きく方向性が変更となれば、第 3 回目の委員会において、再度指針案を提示する。なお、第 3

回目の委員会の開催の有無については、第 2 回目の協議を踏まえたうえで委員長による判断と
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したい。 

 なお、新指針の公表は 12 月を予定する。 

 また、新年に入ってから、今年 1 年の振り返りを予定する。 

 

委員）                                         

 第 2 回本委員会の日程について、開催予定日はいつか。本日は委員が全員出席しているので、

確定させておく方が効率的である。 

 

事務局）                                        

第 2 回委員会は 9/27（火）午後 1 時からを予定している。 

委員のご都合はいかがか。 

 

 （全員了承） 

 

それでは、第 2 回委員会はは 9/27（火）午後 1 時からとさせていただく。 

（※後日、開催時間が変更となり、9/27（火）午前 10 時からの開催となっているので注意さ

れたい。） 

 

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）                                        

 続いて、「大綱」・「アクションプラン」の取組総括について、事務局より報告を受ける。 

 

事務局）                                        

 資料２をご覧いただきたい。 

前述の通り、新指針の策定にあたり、現在の行財政改革の指針である「大綱」・「アクションプ

ラン」（平成 23 年 11 月策定、平成 26 年 3 月改定）の振り返り作業について、庁内の行財政改

革推進チームが中心となり実施し、事務局案として取りまとめて提示するものである。 

 

（資料２の内容について説明） 

 

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、報告を

受けたが、これについては、平成 23 年 11 月の策定、平成 26 年 3 月の改定を経て取り組んで
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きた行財政改革の取組結果を総括したものとのことである。 

本冊子 P.７以降に記載のある、各取組事項の報告欄の課題等を踏まえたうえで、新たな行財

政改革の指針を策定していくとのことであるが、冊子の見せ方や記載内容等について、委員から

質問や意見等ないか。 

 

委員）                                         

 P.14「定員管理の適正化と人材育成」の具体的な取組内容として、保育士の特殊勤務手当の廃

止が挙げられているが、全国的に保育士不足が深刻化している現状において、このような取組は

保育士の待遇悪化につながるのではないかと懸念するが、松阪市において、保育士数が不足する

等の影響は生じていないか。 

 

職員課）                                        

 本項における保育士の特殊勤務手当とは、保育を行うことに対して支給されるものであり、保

育士の主たる業務である保育に対し別途手当てが生じるのは理に適わないため、見直しを実施し

た次第である。 

 現在、保育士に対する同種の特殊勤務手当を設定している自治体はほとんどないと認識してい

る。 

 なお、保育士の給与そのものの処遇については、行政事務職員の給与水準より１号俸高く設定

しており、保育士の待遇についての配慮は行っていると考える。 

 

委員）                                         

 P.15「定員管理の適正化と人材育成」の人事評価制度に関する取組について、「総合的かつ戦

略的」な人事管理システムを整備するとあるが、松阪市の人事管理の特徴を詳しく説明願いたい。 

 

職員課）                                        

 松阪市では平成 24 年度より人事評価制度を導入しているが、特徴としては「人材育成型」で

あることが挙げられる。 

 具体的には、人事評価の結果に基づき、職員に必要な研修や通信講座を提案することで、人材

育成につなげている。 

 また、本市の人事評価制度には、部下が上司を評価し、あるいは職員間で互いを評価する、所

謂「360 度評価（多面評価）」を導入している。これらの評価を人事異動等に徐々に反映させて

いるところである。 

 加えて、課長補佐級以下の職員に対しては、移動を希望する部局を人事評価シートに記載する
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ことができ、職員のキャリアデザインにも配慮した人事異動等を行っている。 

 これらを複合して、「総合的かつ戦略的」な人事管理システムの構築に取り組んでいる。 

 

委員）                                         

 部下が上司を評価するとのことであるが、その評価が被評価者にどの程度の影響を及ぼすのか

知りたい。例えば、評価内容次第で上司を罷免できるようなものか。 

 

職員課）                                        

 具体的には、課長を被評価者として、その配下にある職員が評価した情報を、課長の上司であ

る部長に提供し、部長が課長を評価する際の参考とする仕組みである。 

 現時点では部下による評価はあくまで参考という位置づけであり、直接的に被評価者の給与等

に影響を及ぼすものではない。 

 

委員）                                         

 人事評価は給与等への反映が無ければ実施する意味が無いので、是非反映する仕組みを構築し

ていただきたい。 

 また、部下が上司を評価する仕組みは、上司が部下の顔色を窺い、的確な指示・判断が出来な

くなる懸念があるように感じる。 

 

委員）                                         

 現在、地方自治体にとっての「行財政改革」とは、将来にわたる公共施設等の活用や管理手法

の改革が中心になると考えるが、P.9,10「公共・公用施設の「施設仕分け」による最適管理」の

頁を見ると、明確な目標設定が無い。 

せっかく「公共施設白書」、「施設カルテ」等を策定し、仕分けをしていくのであれば、もう少

し明瞭な数値目標等を設定しなければ、税金を投じる意味が無いように感じる。 

 

委員）                                         

 P.5 を見ると、「公共施設白書」、「施設カルテ」、は公表と分析を行っているとあるが、公表は

どのように行っているのか。 

 本日の資料のようなものが公開されているのか。 

 

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

 「公共施設白書」、「施設カルテ」は現在松阪市ホームページで公表している。「公共施設等総
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合管理計画」についても、同様にホームページで公表している。 

 内容については、計画内容や施設ごとの詳細等を示している。 

 

委員）                                         

 他の委員も指摘しているとおり、本日の資料の取組成果には具体的な数値や当初の目標値が示

されていないことから、評価のしようが無いと感じる。 

 目標達成度をパーセンテージで示しているが、その根拠が不明瞭である。 

 

委員）                                         

 ただいまの委員の指摘に付随して、指摘する。 

P.11「これからの松阪市行政のあり方の検討」の頁を見ると、到達状況は 80%以上の達成状

況と示されているが、内容を見ると、「抜本的な見直しには至っていない」とある。 

これでは、何を以て 80%の達成なのかわからない。 

 

委員長）                                        

 数値目標を設定することが困難なものもあるのだろうが、明確な目標と、それに対する具体的

な結果をしめすべきであるとは感じる。 

 例えば、「合理的に機能する行政組織の構築」という取組があるが、「合理的に機能する行政組

織」とはどのようなものかという定義付けがされておらず、結果として自己評価も曖昧なものに

なっているのではないか。 

 

委員）                                         

 委員長の指摘のとおり。 

この資料に示している各取組内容は結局のところスローガンに過ぎない。 

 

委員）                                         

 P.10「公共・公用施設の「施設仕分け」による最適管理」の頁で、「公共施設等総合管理計画」

の計画期間が 40 年となっているが、40 年という超長期の計画に対し、誰が責任を負えるのか。 

 行政が計画を立てるということは、達成できなかった場合責任を問われるということであり、

責任の所在を明確にしておかなければならないのではないか。 

 

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

 「公共施設等総合管理計画」の計画期間は 40 年であるが、10 年ごとの到達目標をそれぞれ
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設定しており、無計画に超長期計画を策定しているわけではない。 

 

委員）                                         

 現在の目標設定および取組成果では、達成度が形骸化しており、公表する意味を感じない。 

 

事務局）                                        

 委員の指摘の通り、明確な目標設定がなければ、正確な成果分析ができないため、現在策定中

の「総合計画」や、事務・事業の「実施計画」の策定にあたっては、極力数値目標を設定するよ

う取り組んでいるところである。 

 

委員）                                         

 これらの取組成果やこれからの行財政改革の指針を策定し、本年末頃に公表するのであれば、

公表までに、もう少し数値目標等を盛り込むべきだと感じる。 

 目標値に対する達成度の高低よりも、「何を目指して取り組むのか」という視点こそ住民が行

政に対して求めるものではないか。 

 

委員長）                                        

 委員より多数の指摘をいただいたが、その多くが、目標と実績の具体化・数値化を求めるもの

であるが、この点について、事務局はどう考えるか。 

 

事務局）                                        

 指摘の点について、現在の「大綱」・「アクションプラン」において、各取組の目標を設定する

際に、具体的な数値等を設定していないために、本日の資料のような報告としているが、これか

ら策定する新たな指針については、本日委員より頂戴した指摘を踏まえて策定したいと考えてい

る。 

 

委員）                                         

 本日の資料に追加する形で、実績を補足するデータがあれば取組実績としては説得力があるの

ではないか。 

 

事務局）                                        

 「大綱」・「アクションプラン」の取組成果を検証していただくにあたり、本日の資料だけでは

自己評価で示している達成度に対して、取組内容が抽象的であり根拠が不明瞭であるというこれ
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までの指摘を踏まえ、次回の委員会までに追加の資料等再考させていただく。 

 

委員）                                         

 実績が数値として示しづらいものに関しては、現状や経緯などを提示するなどの工夫をお願い

する。 

 

事務局）                                        

 検討させていただく。 

 

委員長）                                        

 「大綱」、「アクションプラン」の取組成果に関して、事務局は本日の各委員からの指摘を踏ま

えて、次回の委員会までに再考するように。 

 では、これにて「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」を終了とするが、各委員よろしいか。 

 

 （全員承認） 

 

３．「行財政改革に関する職員アンケート」結果と「大綱アクションプラン」の見直しについて                                                       

委員長）                                        

 続いて、「３．「行財政改革に関する職員アンケート」結果と「大綱アクションプラン」の見直

しについて」に入る。 

 まず、「行財政改革に関する職員アンケート」結果について事務局は説明するように。 

 

事務局）                                        

 資料 2 をご覧いただきたい。 

 本市全職員を対象として、本年 6/14～7/5 の期間で、「行財政改革」に関する意識調査を実施

したので結果を報告させていただく。 

 

（資料２の内容について説明） 

 

委員長）                                        

現状の職員の行革に対する意識及び市政運営上の課題を把握し、新指針の内容に反映していく

ために、行財政改革に関する調査を実施したとのことであった。 
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市職員全員を対象として実施し、回答率が 61.5％に留まっている。 

内容に関しては、Ｑ２「時代や社会ニーズに合わせ、自分の考え方をかえるべきだ。」におい

ては回答者の約 9 割が肯定的な考えを示しているものの、Ｑ３「前例や慣習を重要視する雰囲

気がある。」においては、「そうである。」、「どちらかといえば、そうである。」が回答の約 7 割

を占めている。 

公務員は「前例踏襲主義である。」と耳にする機会が多いが、職員個々には現状を変えていき

たいという意向があっても、組織に入ってしまうと、埋没してしまうようである。市民の税をも

とに業務を行っているため、保守的な傾向になるのは致し方ないのかもしれないが、このアンケ

ート報告にはそれが顕著に表れているのではないかと感じる。 

ただいまの報告について、質問等ないか。 

 

委員）                                         

 P.9 の Q5「職員の業務に対する目標設定意識」についての設問は有益であると感じる。回答

した職員の多くは、自身の業務に対して、数値等の具体的目標設定が必要だと考えているのでは

ないか。 

 一方、回答率が極めて低いことは問題である。自分たちの仕事に関するアンケートにも関わら

ず、半数程度しか回答していないというのは、現在の職員の意識レベルの低さの表れではないか。 

 

委員）                                         

 自身の仕事に関するアンケートならば、本来は上司が厳しく指導し、回答率は 100％でない

といけない。 

組織のマネジメント能力の低さを露呈している。 

 

委員）                                         

 対極的な設問間で回答比率に整合性が無いものがいくつかあるが、これは、大半の設問が回答

肢「どちらかといえばそうである」を選択すれば当たり障りが無く感じられる作りとなっている

ためであると感じる。 

 アンケート設問と回答肢にもう少し工夫が欲しかった。 

 

委員）                                         

 回答率の低さと回答肢の曖昧さから、各設問の回答割合はさほど意味を成さないが、各設問の

自由記述意見には価値がある。 

新しい指針策定にあたっては、これらの意見も十分に反映すべきである。 
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事務局）                                        

 これまで行財政改革に関する意識調査は行っておらず、今回が初めての試みであった。 

 指摘のとおり、回答率や設問構成等至らない点が多く、この結果を十分に検証して、今後より

効果的な意識調査を実施していきたいと考えている。 

 

委員長）                                        

 ほかに意見等ないか。 

 では一度休憩とする。 

 

 （10 分間休憩） 

 

  引き続き事項３を進める。 

  続いて、「大綱アクションプランの見直しについて」に入るが、まずは事務局より説明を受

ける。 

 

事務局）                                        

 資料４をご覧いただきたい。 

これは、現在の「大綱」・「アクションプラン」に次ぐ、新たな行財政改革指針の策定にあたり、

ベースとなる考え方を事務局案として取りまとめたものである。 

策定にあたっては、先ほど説明した資料２、資料３を基に、松阪市を取り巻く現状の課題や職

員の意識、また、個々の職員が考える今後めざすべき行財政改革の方向性等を検討材料としてい

る。 

成案にむけた作業を進めていくにあたり、本委員会からの指摘を反映させ、また、市全体とし

ての意思形成を図っていく予定であるため、本日提示する内容とは、今後、方向性等が異なって

くる可能性もあるのでご理解いただきたい。 

 なお、新指針の計画期間中も現在と同様に、本委員会委員の皆様には年度ごとの取組の進捗管

理および取組に対するアドバイス等を引き続き頂戴したいと考えている。 

 

 （資料４の内容について説明） 

 

委員長）                                        

 新たな指針（案）には 3 つの新たな基本方針のもと、10 項の具体的な取組が示されている。 
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 これらの取組については、先の資料２および資料３にとりまとめた現行の「大綱」・「アクショ

ンプラン」の成果・課題と、職員アンケートの結果を踏まえ、今後、松阪市において具体的に進

めていくべき課題として、事務局が整理したものである。 

説明のとおり、現在の「大綱」・「アクションプラン」の考え方をベースとしつつも、人員削減

や財政状況等の市政を取り巻く現状と将来予測に即すよう、「行政と民間の役割分担」や「ワー

ク・ライフ・マネジメント」などがより重視されている。 

 削減中心の改革では現状に対応することが困難となっている状況下では、職員一人ひとりの質

をさらに高め、民間でできることは民間に委ねることで、効率的・効果的な市政運営をめざすと

いうのが今回の指針の主旨であると感じる。 

事務局の説明に対して、指摘・アドバイス等ないか。 

 

委員）                                         

 先ほどの資料３「『行財政改革』に関する職員アンケート」の対象者数と資料４P.5 に示す職

員数の推移の最新の職員数の差はどのようなものか。 

 

職員課）                                        

 資料４P.5 に示す職員数は消防、病院部門の事務部の職員もすべて除いているが、職員アンケ

ートについては事務の職員を含んでいるという違いがある。 

 

委員）                                         

 資料４P.5 の類似団体職員数との比較表について、松阪市が類似団体の中で際立って優れてい

るように示されているが、実際はそうでなかったと記憶している。 

 また、人口当たりの職員数について、明確な目標値や目安は無いと認識しているが、これらを

比較する意図は何か。 

 

職員課）                                        

 指摘のとおり、類似団体は経済規模、人口規模でカテゴライズされるものであり、類似団体内

での松阪市の人口当たり職員数は決して少なくはない。 

 類似団体には市域面積は加味されていないため、類似団体の中から市域面積が近しい自治体を

抽出して示したものであり、人口当たりの職員数が少ないから優れているという意図はない。 

 

委員）                                         

 職員数はただ減らせばよいというものなのか。これだけ削減を前面に出すと、行政の仕事はま
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だまだ人員を削減しても対処できる程度のものだと言っているように感じてしまう。 

 職員を削減した分だけ民間委託等を推進し、その結果、サービスを維持しながらも総コストが

下がったという指標であれば、職員数の削減について意味があると感じるが、職員数だけを削減

するのでは、サービスの質や量の低下を招くだけではないか。 

 職員定数の削減を今後も実施するのであれば、今述べた観点での目標値設定をするべきである。 

 

委員）                                         

 職員数だけで成果を図るのではなく、地域性やコスト、市民満足度等、多角的な観点からの分

析が必要であると感じる。 

 経営の観点を今回の指針では前面に出しているようだが、一般企業であれば、縮減、縮小によ

るリストラだけでは、いずれ倒産してしまう。 

 経営というのであれば、戦略的に増収をめざす取組をより意欲的に、前面に打ち出していくべ

きである。 

 観光や、企業誘致などの視点も取り入れてはどうか。 

 

委員）                                         

 定住自立圏の取組も行っているのだから、近隣自治体との広域的な連携についても論じられる

と、より良いものになると感じる。 

 

委員）                                         

 資料４P.13 に示す、今後の行財政改革の方向性（事務局案）に関して、改革の視点「市民参

画・協働の推進」とあるが、これは住民協議会の市政参画に関する内容か。現在も住民協議会は

地域の防犯灯設置等、行政の仕事を一部担っており、今後より一層、行政と協働していく存在で

あると思うが。 

 

地域づくり応援室）                                        

 委員の指摘のとおり、改革の視点「市民参画・協働の推進」の取組内容の中に、住民協議会と

の協働を含む予定である。 

 

委員）                                         

 資料４P.13 を見ると、「総合計画」に示す将来像を基に、新たな行財政改革の指針を策定する

ような体系図となっているが、この将来像は 9 月下旬に決定することになっており、本日の資

料には具体的な表記はない。 
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 現時点で「総合計画の将来像（案）」などは定まっているのか。 

 

事務局）                                        

 「総合計画」については、現時点では骨子案という状態であり、これを持って市長が各地域を

回り、説明・質疑を繰り返すことで、市民の意思も反映したものを策定する予定である。 

 将来像に関してはこれから意見公募等や総合計画審議会等を経て決定していくものであり、本

日は提示できかねる。 

 

委員）                                         

 現時点で、体系図の最上位にある「総合計画の将来像」が委員に示されない状況なのであれば、

本日資料 4 の内容を評価することは無意味ではないか。 

 

委員）                                          

 総合計画審議会の委員も務めているが、まだこの審議会も始まったばかりであり、現時点で「総

合計画」に関する具体的な内容が提示できないのは承知している。 

 本日、次回第 2 回の本委員会の開催日程が定まり、第 2 回開催の頃には、「総合計画の将来像」

についても、何らかの具体的な情報が示されると思うので、資料４に関する協議は次回以降にす

るのが良いのではないか。 

 そして、この行財政改革推進委員会と総合計画審議会が効果的に作用することで、両方の計画

がより良いものになると思うので、事務局はそのように取り計らっていただきたい。 

 

事務局）                                        

 指摘のとおり、「総合計画」と行財政改革の指針は相関性があるものであり、上位計画である

「総合計画の将来像」が示されないままに、行財政改革の指針について協議いただくのは効率的

ではないと判断する。 

 次回の委員会までに、「総合計画」の策定進捗も鑑みながら、委員に示す資料には最新の状況

を反映させるよう、事務局運営に努める。 

 

委員長）                                        

 事務局より提案があったが、承認いただけるか。 

 

 （全員承認） 
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 それでは、事項書３．「『大綱アクションプラン』の見直しについて」に係る資料４の内容につ

いての協議は、次回の委員会に改めることとする。 

 事務局は資料を改めておくように。 

 

４．その他（「松阪市ジョイントパートナー制度」の経過報告について等）                                                       

委員長）                                        

 続いて、事項書４．その他に入るが、委員、事務局より何かないか。 

 

委員）                                          

 「『行財政改革』に関する職員アンケート」の回答率について、未回答者の属性等についての

分析は行っているか。 

 

事務局）                                        

 詳しい分析は行っていないが、部局、職階等による著しい偏り等は無かったと認識している。 

 アンケート回答率については、現在の松阪市職員の現状であり、事務局の力不足を反映した結

果であると真摯に受け止め、調査手法等について検証している。 

 

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

 本委員会委員にも審査員として参加いただき、平成 27 年度に実施した、「松阪市ジョイント

パートナー制度」についての経過報告をさせていただく。 

 ただいま配布した資料をご覧いただきたい。 

 

 （資料「ジョイントパートナー制度の取組経過」の内容について説明） 

 

委員長）                                        

 ただいまの報告について質問等ないか。 

 

委員）                                          

 事業導入を断念した理由は、公共施設の「包括的予防保全」事業という提案内容について、同

様の業務を市職員等で代替した場合と比較して、あまりにもコストが高額であったという理解で

よいのか。 

 

公共施設マネジメント推進室）                                        
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 そのとおりである。 

 コストが高額となる主な理由としては、事業者が関東を中心に事業展開しており、本市への参

入となると、拠点事務所を設置する必要が生じることが挙げられる。 

 

委員）                                          

 公開プレゼンテーションによる 2 次審査の段階でも、コスト的には現状より高額になること

は把握できていたが、提案内容にそれ以上の価値を見出したため、採用としたのではなかったか。 

 

事務局）                                        

 指摘のとおり、提案内容にコスト以上のメリットを期待し提案採用としている。 

 しかし、事業者と具体的な話を詰める段階において、対象とする施設数等に変更が生じ、改め

て提出された見積り等を基に再度検証をした結果、想定以上にコスト面でのかい離が大きくなっ

たということである。 

 

委員）                                          

 想定よりコストがかかるという結果であれば、事業導入断念も致し方ないとは思うが、公開プ

レゼンテーションの段階で、そのような精査はできなかったのかという点については、今後の反

省材料としていただきたい。 

 

委員）                                          

 「松阪市ジョイントパートナー制度」について、本年度も提案募集を行う予定はあるのか。 

 

事務局）                                        

 制度としては、今後も引き続き持っておくが、昨年度、本市の全事務・事業を公開の上で募集

を行ってるため、間髪入れずに本年度実施しても、斬新な提案が複数出てくるとは考えづらく、

本年度の提案募集は行わない予定である。 

 また、昨年度の審査において、継続審議とした事業提案が 2 件あるため、本年度はこれらの

検証を行う予定である。 

 

委員長）                                        

 ほかに何か報告等ないか。 

 

委員）                                          
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 先日参加したフォーラムで拝見した、東京都町田市の「公共施設マネジメント」に関する取組

について紹介させていただく。 

ただいま配布した資料をご覧いただきたい。 

 

 （資料「施設別財務諸表の活用による公共施設マネジメント」の内容について説明） 

 

 ここに示されているとおり、行政経営に企業会計（複式簿記）を導入し、そこから導き出され

る数値を基に、各部局のアクションプランを数値化して策定することが可能であるということを

委員、推進チーム、事務局に認識いただきたい。 

 

財務課）                                        

 松阪市の公会計について、現状を説明させていただく。 

 現在松阪市では、新地方公会計、所謂複式簿記の導入を進めているところであり、平成 28 年

度決算を平成 29 年度中に公開することを目下の目標としている。 

 加えて、減価償却等についても示した固定資産台帳の整備も並行して進めており、平成 28，

29 年度で整備し、平成 28 年度の期首と期末について公表できるよう準備している。 

 固定資産台帳については、「公共施設等総合管理計画」との関連も深く、今後、施設の老朽化

に対応する取組の目標値等を、できる限り数値化していく予定である。 

 

委員長）                                        

 ほかに何か報告等ないか。 

 

 それでは、これにて本日の議事を終了とする。 

 

司会）                                         

 長時間議論いただき感謝する。 

 本日の議事録は、取りまとめ次第報告させていただく。 

 

 これにて平成 28 年度第 1 回松阪市行財政改革推進委員会を終了とする。 

 

 

 

（午後 4 時 40 分 終了） 


