第３回 北見市行財政改革委員会【発言要旨】
○ 開 催 日：平成２８年１０月５日（水）
○ 開催場所：北見市北二条仮庁舎３階 庁議室
○ 開

会：午後６時００分

○ 閉

会：午後８時００分

○ 委員会次第
１．開会
２．委員長あいさつ
３．協議事項
（１）第２次北見市行財政改革大綱（素案）について
４．その他
（１）第４回北見市行財政改革推進委員会の日程について
（２）その他
５．閉会

□配布資料
第 2 次北見市行財政改革大綱（素案、行革委員会協議経過反映版 ver1.1）
第 2 回までの委員会において大綱（素案）に対して頂いた意見への事務局の考え方
第 2 次大綱の推進項目（予定）に対応する現行後期推進計画の取組項目
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出席者委員（８名）
内島典子 委員長、石山茂実 委員、伊藤めぐみ委員、川江勲 委員、北川正美 委員、北山 毅
委員、竹中秀之 委員、道下 忠 委員
欠席者委員（２名）
宮本幸喜 副委員長、西野寛明 委員
事務局
浅野目企画財政部長、船戸企画財政部次長、工藤行財政改革主幹
報道機関
北海道新聞社

2

いと思います。
議論に入る前に、過去 2 回の委員会の中

会議要旨

で各委員より、頂いた多くのご意見を踏ま
１．開会

えた大綱素案の修正版が事務局より提出さ

○事務局

れていますので、まずはその説明を受けた

本日はお忙しい中のご出席ありがとうご

いと思います。

ざいます。
この後の進行につきましては、内島委員

○事務局

長にお願いしたいと存じます。

頂いたご意見に対する事務局

の考え方をまとめた資料、そして実際に修
正等を行った大綱素案の修正版の 2 つの資

２．委員長あいさつ

料に基づき説明したします。

○内島委員長 皆様こんばんは。早いもの

素案 1 ページ、
「はじめに」の部分です。
「市

で 10 月に入り、今年も残すところ 3 ヶ月

の借金は市民が負う」という文言を入れる

余りとなりました。皆様におかれましては

べきである。というご意見を頂きましたの

お忙しい中、また遅い時間にお集まりいた

で、下から 7 行目に「将来世代への責務」

だき有難うございます。本日もよろしくお

という表現の追加し、市民の負担を抑制す

願いいたします。

る市の決意を示しました。

本日は宮本副委員長、西野委員が所用の

続いて、素案 4 ページ「行財政改革の基

ためご欠席されておりますが、委員会設置

本的な方針」の項目についてです。
「出先機

要綱の規定により、過半数の委員のご出席

関の在り方についての検討が必要ではない

を頂いておりますので、会議が成立してお

か」、というご意見を頂きましたが、
【推進

ります。

の視点】④中、
「広大な市域を踏まえた行政
運営が求められており、本庁から離れた地

３．協議事項

域への効率的な行政サービスの提供体制の

（１）北見市行財政改革大綱（素案）につ

確立に向け取り組みます。
」という表現がこ

いて

れらの概念を包含しているものと考えます。

○内島委員長 それでは、次第 3 の「協議

続いて素案 7 ページ、
「行財政改革の基本

事項」に入ります。

的取組」の項目についてです。
「プロジェク

前回までの委員会で、概ね北見市の財政

ト指向による、コストを含めた事業全体の

状況、或いは行財政改革の取組経過など、

マネジメント担当の配置を検討すべき」
、と

大綱策定の意義や背景については共通認識

いうご意見を頂きましたが、⑤中、
「政策目

に立つことが出来たものと考えます。

的に基づき事務事業を効果的、効率的に処

これまでは全体像の共通認識を主体に進

理し得る迅速な意思決定体制の確立を図る

めてきましたが、今回からは具体的に答申

ため、横の連携、流動的な人員配置を可能

に向けて大綱素案について協議していきた

とする柔軟な組織体制を目指します。
」とい
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う表現がこれらの概念を包含しているもの

討して参ります。

と考えます。

続いて、
「推進体制におけるチェックとア

同じく 7 ページ、
「職員定数や人件費の削

クションが不透明である。また、これらの

減にあたって、モチベーションの低下を招

練り直しが不十分であり、推進計画の評価

いてはいけない」
、
というご意見ですが、⑥、

が定量的でない」とのご意見を頂きました

イ）中、
「職員の能力や実績に基づく合理的

ので、文言を追加致します。具体的には、

な人事管理を行うこと等を目的とした制度

（2）中、
「PDCA サイクルに基づく改革に取

を導入することにより、職員の士気の維

り組みます。」という表現を「PDCA サイク

持・向上を目指します。
」という表現がこれ

ルに基づく改革に取り組むこととし、北見

らの概念を包含しているものと考えます。

市行政評価システムによる事業の効果や効

同じく 7 ページ、
「専門家の育成、職員のキ

率性等の評価結果を活用するなど、実効性

ャリアパスを考慮した人事が必要である」、

の確保に努めます。」とし、定量的なデータ

とのご意見ですが、⑥、ロ）中、
「新しい時

の活用と、チェックとアクションの実効性

代に適合する人材を育成」という表現がこ

及について言及します。

れらの概念を包含しているものと考えます。
続いて素案 8 ページ、
「基金に依存すべき

最後に、
「大綱の策定過程だけでなく、推
進計画の進捗と結果の公表についても言及

ではない」
、というご意見ですが、上から 2

すべきである」というご意見については、

行目、
「歳入に見合った財政構造への転換」

（3）中に「推進計画の進捗状況など」を追

という表現がこれらの概念を包含している

加することで対応します。

ものと考えます。

以上です。

同じく 8 ページ、
「老朽化した公共施設の
更新による市債増加が懸念される」
、
とのご

○内島委員長

意見ですが、⑤、イ）中、
「他の公共施設と

で委員の皆様から頂いた意見をどのように

の複合化や多機能化を図りつつ、
最適配置」

反映したか、という説明がありました。こ

という表現が更新コストの抑制について包

の内容について、一つ一つ審議はせずに、

含しているものと考えます。

次に進めていき、一通り議論を尽くしたの

続いて素案 9 ページ、
「行財政改革の基本

前回、前々回の委員会の中

ちに全体を見て、最終的な答申の形を確認

的取組」の項目です。
「行財政改革推進本部

する、というイメージで宜しいでしょうか。

に外部人材を投入すべきではないか」
、との

本日、これから議論するものについて、素

ご意見を頂きました。大綱に基づく推進計

案にどのように反映されたかについては、

画の実行主体はあくまでも市であること、

今回と同様に次回の委員会の冒頭で確認し

この本部が決定機関であり、かつ指揮命令

て行きたいと思います。

系統を有する組織であるため外部人材の投
入は馴染まないものと考えます。ただし、

では、具体的な取組について、大綱素案

市民意見を反映する方法や仕組み、或いは

の冊子でいうと５～９ページについて、足

透明性や客観性の担保については今後、検

りない視点はないか、またはそれぞれのお
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立場での視点や認識と異なる点がないか、

以上です。

といった部分について順に見ていきたいと
思います。

○内島委員長

この資料の左端の列が大

前回までの委員会において、個別の推進

綱素案の文言であって、委員会が検討する

項目について、現行の推進計画ではどのよ

のは基本的にこの部分で過不足がないかを

うな取組項目があって、次期の大綱と関連

見ていくわけですが、具体的な取組につい

付けるとすれば、どのような関係性になる

てイメージしにくいので、参考に右側を見

のか、また、取組の成果などについてまと

るということです。それぞれの進捗や今後

めた資料があれば、ということで事務局に

の取組の方向性について記号で示されてお

作成をお願いしておりましたので、まず資

りますが、見方については宜しいでしょう

料の説明を受けたいと思います。

か？

○事務局 「第 2 次大綱の推進項目（予定）

○川江委員

に対応する現行後期推進計画の取組項目」

視点に加えて欲しい文言があります。それ

について説明します。

は、少子高齢化が進展していく中で、子供

５P の基本的方針 2、推進の

まず、この資料において委員会の皆様に

の負担と高齢者への給付の割合が、果たし

ご審議をお願いしたい部分は、左端の一列

て公平なのかという考えからいえば、
「将来

となります。これは大綱素案から抜き出し

に渡っての負担と給付の公平性」という視

たものであり、端的に申し上げて、この文

点が必要だと思います。また、移住では人

章が良いか悪いか、足りない部分はないか

が動くだけで国内の人口総体が増えるわけ

という視点でご審議いただければと存じま

ではないので、やはり子育て施策の充実な

す。

ど根本的な対策に注力すべきと考えます。

しかしながら、この文章が様々な取組に
網がかかるように抽象的であるがゆえに、

○内島委員長

具体的な取組がイメージしにくい、という

員皆様、ご意見を数多くお持ちのことと思

ご指摘を頂きました。

いますが、まずは項目を順に見ていくとい

そのための参考資料として、現在取り組

ありがとうございます。委

うことで宜しいでしょうか。

んでいる推進計画をそのまま
「ぶら下げた」

本日は基本方針１の項目について、一通り

場合、どの項目に対応するのかの関係性を

見ることを目安として、文言の過不足等に

2 列目以降に記載しています。

ついてみていきたいと思いますが、次期大

なお、表の一番右の列については現段階

綱で新たに推進する項目、即ち青色の字で

における、28 年度中の到達点の見込み、そ

記載されているものについては、のちほど

して 29 年度の方向性でありますが、現在進

一括して審議します。その際は事務局から、

めている担当各課とのヒアリング等により

現段階で想定される具体的な取組の案など

今後変わり得るものであり、あくまでも参

について聞きながら進めていきたいと思い

考ということでご理解ください。

ます。
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では、①（ロ）民間委託等の推進につい

くこととなっています。私立の保育園につ

ていかがでしょうか？

いても同様だと思います。

○石山委員

○伊藤委員

現行大綱に引き続き取り組

中央保育園について建て替

む項目で、推進計画の大部分も引き継いで

えは決まっているとのことですが、老朽化

いくのであれば、このままの表現で良いと

が激しく、もっと早期に取り掛かることは

思います。

できなかったのでしょうか。

○道下委員

28 年度の見込みについては

○事務局

予算措置がされて本年度用地

26 年度からの 3 か年の取組ですよね。依然

購入、来年度から設計と進めており、数年

として検討中となっているものについては、

のうちに整備される見通しですのでご理解

何も進んでいないということですか。

願います。過去の経過でいえば、移転先に
ついて保護者の皆様との協議に時間を要し

○事務局

委託については相手のあるこ

たことなどもあり、現在の状況となってい

とですし、現に施設などを利用している

ます。

方々との関係性もありますので、結果とし
て進んでいない項目もありますが、協議等

○事務局

どうしても具体的な取組項目

については進めているところです。

が気になるところではありますが、この部

なお、スクールバスや福祉バスについて

分は答申を受けて市が策定していく部分で

は一部で民間委託が済んでいますが、一層

あります。当然、意見として申し上げるこ

推進するという視点で順次進めています。

とはできますので、答申に添えてお伝えし

保育園につきましても、南保育園の委託化

ていくことも可能ですが、まずは推進項目

のほか、施設の更新に合わせての協議など

の文言の可否について進めていきたいと思

を進めているところです。

います。

○伊藤委員

○北山委員 民間委託、民営化、指定管理

保育園の建て替えについて

の状況をもう少し詳しく教えて下さい。

者という言葉の使い分けについて確認した
いのですが。

○事務局

直近の状況では南保育園の建

て替えに合わせて福祉法人への譲渡を行い

○事務局

民営化は建物も含めて民間に

ましたが、基幹的な役割を果たすものとし

譲渡する場合、民間委託はソフト部分を民

て直営で行う保育もあります。中央保育園

間にお願いする場合、指定管理者は地方自

の建て替えも計画されていますが、ここは

治法で規定された指定管理者制度に沿って

直営での運営を予定しています。今後も老

管理運営をお願いする場合、としています。

朽化から更新が進んでいくものと思われま
すが、その都度民営化も含めて検討してい

○北山委員
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指定管理者制度の一部見直

し、という表現がありますが、見直すのは

○事務局

借り上げ住宅については家賃

どのような部分でしょうか。

を頂くという性質上、法律の縛りを受けて
市が関与する部分が規定されています。こ

○事務局 制度導入から約 10 年が経過し

の他にも、留辺蘂では廃棄物処理場が PFI

ておりますが、例えば指定の期間を 3 年か

方式で運営されています。ここは設計段階

ら 5 年に伸ばす、費用の精算方法などにつ

から民間のノウハウを導入しています。

いての定めの見直し、あるいはサービス向
上に資する部分を見直す、という意味です。

○石山委員

民間委託とは違うのですね。

○北山委員 直営に戻す、という意味では

○事務局

ないのですね。

間が進めるのが PFI 方式になります。

○事務局 制度上、指定管理者か直営のい

○内島委員長

ずれかしか選択できませんので、相手方が

いて、もう少しわかりやすい表現にすると

受けられないなどの特殊な事情が出てこな

理解も深まると思いますが事務局いかがで

い限りは直営に戻ることは考えづらい状況

すか。
「システムの構築」という表現も、ハ

です。

ードを指すのか体制という意味でのソフト

資金や作るノウハウを含め民

今の説明のように噛み砕

部分を指すのか、よくわかりません。
○川江委員

文章については宜しいので

はないでしょうか。

○事務局

もう少しわかりやすい表現に

改めます。
○内島委員長

本日の議論が最終ではな

く、
最後に再び協議する時間を設けますが、

○内島委員長

文言を改めるということ

差しあたってはこのままで良い、というこ

で良ければ、次に進みます。①（ニ）につ

とで次に進みます。①（ハ）PPP/PFI 手法

いていかがでしょうか。

の適切な活用、についてはいかがでしょう
か。

○川江委員 様々な主体の協働と、地域の
雇用創出や地域経済の活性化は直接結びつ

○石山委員

表現が難解で理解しづらい

かないのではありませんか。住民自治の項

と思います。

目ですから、商工業的な部分は馴染まない
のでは。

○川江委員

借り上げ住宅のように市が

事業主体であり、民間は資金の提供を担う

○事務局

地域経済の活性化を目的とす

ケースであれば、民間側に経営能力や技術

るのではなく、ビジネスの手法を取り入れ

的能力を求める必要はあるのでしょうか。

ることに付随して雇用が生まれる、或いは
経済活性化が期待できるのであって、似つ
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かわしくないというご指摘はごもっともだ

○事務局

この項目については普遍的に

と思います。ただし、地域の取組がすべて

取り組む部分が多く、新しいものを加える

無償ボランティアでは続いていきませんの

というより、取組を広げていく分野です。

で、そうした意味も含めての表現です。

例えば、審議会における公募枠の拡大や、
各種の市民会議体も増えてきています。

○内島委員長

自ほかの項目の書き振り

との関係もありますが、事務局どうします

○内島委員長 では、②については素案の

か。

とおりと致します。続いて③（イ）情報公
開条例・行政手続条例の適切な運用ですが、

○事務局 「地域活動へのビジネス手法か

いかがでしょうか。

ら地域経済の活性化」までの文言について
は他の項目に移す、或いは削除するなど、

○事務局 「説明責務」という文言を、
「説

全体のバランスを見て検討します。

明責任」に修正願います。

○内島委員長 良ければ次に進みます。②

○内島委員長 ご意見がなければ、③（イ）

ですが、いかがでしょうか。

については素案のとおりと致します。続い
て③（ロ）外部監査制度の検討など透明性

○川江委員

市民と行政が正しい情報を

の向上ですが、いかがでしょうか。

共有、とありますが、正しいとはどういう
ことでしょうか。

○内島委員長

現状では導入に至ってい

ないものの、導入を目指しているという段
○事務局 正確な情報、という意味合いで

階ですか。

用いております。
○事務局
○内島委員長

法改正により外部監査制度が

情報公開やパブコメ等を

規定され、一部の自治体では進んでいるの

すでに行っていますが、このほかに想定さ

ですが、従前の監査機能との整合性などを

れる取組があれば教えて下さい。

含め課題が指摘されています。ただし、目
指すべきものとして認識し、推進項目とし

○事務局 例えば、市から市民への一方通

ているところであります。

行になっている広報紙を介し、スマートフ
ォンなどを用いて、意見を頂くような仕組

○内島委員長 ご意見がなければ、③（ロ）

みなども考えられると思います。

については素案のとおりと致します。続い
て③（ハ）
オンブズマン制度の充実ですが、

○内島委員長 では、従前の取組に加えて、

いかがでしょうか。

今の例示のような部分についても検討を促

なければ私から伺います。さきほど書き振

すような答申になりますかね。

りのバランス、というお話も出ましたが、
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この（ハ）に関しては、
「公正で民主的な市

○事務局

オンブズマンは市民からの申

政を推進するため」という目的が明記され

し立てに寄らず、市に対して意見を述べる

ています。それに対しては（イ）
（ロ）に関

ことができます。最近の事例でいうと、町

しては「ため」の部分がないので、蒸し返

内会に加入しないアパート等の一部におけ

すようですが、同じく「ため」を追加して

る広報の未配布について不平等であり、改

はいかがでしょうか。

善するべきとの意見を頂くなどしておりま
す。

○事務局 統一した書き方に改めます。
○川江委員 利用したいのだけれど、敷居
○道下委員 「公正で民主的な市政を推進

が高いと感じている人達がいるのかもしれ

するため」というのは、当たり前のことな

ないですね。

ので無くても構わないと思います。
○内島委員長
○北山委員

では、この項目については

市民の声を市政に反映して

引き続き盛り込んでいくということで宜し

いくことが重要なのは当然ですが、このオ

いですね。文章はいかがでしょう、当たり

ンブズマンの項目は本当に必要なのでしょ

前のことをあえて入れなくても、というご

うか。

意見もありましたが。

○内島委員長

オンブズマン制度を整備

○事務局

しているということは、市にとってアピー

バランスを考慮して、次回、修

正案をお示しします。

ルすべき点なのでしょうか。
○内島委員長

示された文言の可否だけ

○事務局 第 3 者が検証する重要な制度が

でなく、不足している項目を足し込むこと

あって、これまで該当する事象自体が少な

も可能ですので、ご意見を頂ければと思い

いのかもしれませんが、十分に活用されて

ます。

いないとすれば、より推進すべきと考えて

では、続いて④（イ）ですが、結びが「研

掲載しております。

究します」となっていますが、
「検討」では
ないのですね。

○北山委員 そういう姿勢を示す、という
ことであれば宜しいと思います。

○事務局

○石山委員

○川江委員

現行大綱には記載されてい

るのですから、次期大綱から落とすとなる

研究です。
マイナンバーカードはどの

くらい普及しているのですか。

と、後退していると取られかねないので、
そのまま残すべきと思います。

○事務局

１万枚弱と記憶しています。現

況ではカードがなくても、国民個々に振ら
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れたマイナンバーが分かれば、一定の手続

労働時間の上限を超えない中でローテーシ

きができるため、マイナンバーについての

ョンを組むなどしています。

付加価値をどのように高めるかについて研
究しつつ、
普及を目指す、
という段階です。

○川江委員

人員や時間外労働の削減効

マイナンバーは国の社会保障制度などと連

果については現れていますか。

動していますが、市が独自に使うことがで
きる余地があるので、条例で位置づけたう

○事務局

そこを目指して取り組んでい

えで、どういった使い方ができるのか研究

るところです。

する、という意味です。図書の貸し出しや
バス乗車手続きなどの利用が想定され、コ

○川江委員

適正な人員数の基準とはど

ンビニでの証明書発行への利用も報告され

ういうものですか。

ています。
○事務局
○北山委員

電子自治体という言葉は適

各セクションの業務量に応じ

て適正人員数が設定されていますが、年間

切なのでしょうか。

を通じた適正人員数がある一方で、季節的
に必要となる人員数があるので、時差出勤

○事務局

用語解説に掲載しております

だけでなく、流動的な配置などで対応して

が、言葉としては一般的に用いられており

いるところです。

ますので、ご理解願います。なお、この④
（イ）については、現行推進計画での３つ

○川江委員

適正な人員数が外の人間に

の取組項目すべてが終了予定ですので、新

は分からないし、市の職員も分からないの

たな取組項目を掲げ、取組んでいく予定で

ではないかと思います。また、責任所在の

す。

明確化という部分が課題になってくると思
います。

○内島委員長

宜しければ次に進みます

が、
（ロ）
、
（ハ）につきましては新規項目で

○内島委員長

すので後ほど一括して審議しますので、３

一般市民にはわかりにくいという意見があ

ページの⑤（イ）
「政策目標に基づく効果

ったことを伝え、そのことも踏まえた推進

的、効率的な横断的連携体制の構築」に

計画を策定してほしいと、申し上げること

ついて、いかがでしょうか。

としますが、宜しいでしょうか。

○川江委員

○伊藤委員 「迅速な意思決定体制」とい

市役所で変形労働時間は可

能ですか。

推進本部には適正人員が

う意味が分からないのですが、何を指して
いるのでしょうか。

○事務局

開館が長時間に及ぶなどの一

部の施設ではすでに導入されており、週の

○内島委員長
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速やかに意思決定ができ

る組織を目指そう、という意味ですよね。

うものです。

○事務局

○内島委員長 宜しければ、修正なしとし

意思決定するのは職員ですか。

て宜しいですか。⑦職員定員及び給与の管
○伊藤委員 案件によって、市長から課長

理（イ）「定員適正化計画の策定」です。

まで縦系列に決裁権者が決められているの

ご意見ございませんか。

ですが、横の決裁などで時間がかかる場合
もあるので、そうしたものを迅速化するこ

○北山委員

どの様な状態が適正なのか

とを念頭に置いています。

は分かりませんが、各人が能力を発揮でき
る部署に配置するという姿勢と理想を示す、

○内島委員長

宜しければ修正なしとし

という文言なのでしょうから、このままで

て次に進みます。
（ロ）「行政評価による政

良いと思います。

策、施策、事務事業の検証に基づく組織体
制の構築」についていかがでしょう。

○内島委員長 市民サービス、アウトプッ

（そのままで良いのでは、という声あり）

トの向上という部分に期待したい、という

宜しければ修正なしとして次に進みます。

ことですね。他にございませんか。

続いて、⑥（イ）
「人事評価制度の活用に

○川江委員 大綱の性格に照らすと、この

よる公務能率の向上や分権時代を担う人

文言で宜しいのでは。

材の育成、モチベーションアップの促進」
はいかがでしょうか。

○内島委員長 では、修正なしと致します
が、同じ考え方で行くと次の（ロ）
「給与等

○川江委員

年功序列賃金により生まれ

の管理」についても修正なしで宜しいです

るチームワークや専門性の育成につながる

ね。（特に意見等なし）

場合もあるので、実績や出来高に併せて年

では、青字で記載された新規項目について、

齢も加味する部分があっても良いと思いま

加えた背景や理由、そして取り組むとすれ

す。

ばどのような事項が想定されるのか、につ
いて、事務局から順に説明をお願いします。

○事務局 公務員の給与体系は、経験年数
や役職などによる号俸という制度に基づい

○事務局

ているため、年齢の要素が加味されないわ

ける行政の担うべき役割の重点化と市民参

けではありません。なお、人事評価制度は

画の推進（イ）
「重要度が低く慣例的に行っ

国が制度化し、それに倣って地方自治体も

ている事務事業等のゼロベース査定」です

導入していくもので、北見市も以前より取

が、記載のとおり、総務省通達の中で『人

組んでいましたが、人の評価だけでなく、

員の集中』や『事業の総点検を実施』とい

組織の目標を定めながら取組んでいくとい

う考え方が示されておりますことから、従
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１ページ①地方公共団体にお

前の慣例や考え方にとらわれない、という

や選挙人名簿、印鑑登録などが運用されて

意味合いで「ゼロベースでの点検・精査」

います。個々の自治体でシステムを開発す

を行い、そこで生み出した人員の重点化と

ると莫大な経費が必要となりますが、無償

いう表現になっております。具体的には、

で提供されたシステムを活用することで、

３ページ⑤（ロ）と一部で重複しますが、

大幅なコスト低減が期待されるもので、近

全事業を対象に現在実施している行政評価

年、北海道が主導し進められています。な

において事業効率などが分析されますので、

お、用語解説も含め「自治体クラウド」に

これを総点検のツールとして用いていくこ

ついて分かりやすい表現と致します。

とも想定されます。
○内島委員長

他にご意見がなければ修

○内島委員長 説明がありましたが、いか

正なしとします。事務局、続いて（ハ）を

がでしょうか。総務省の通達に倣って、と

お願いします。

いう部分ですので、宜しいですね。
では、次の項目、④電子自治体の推進（ロ）

○事務局 （ハ）の項目につきまして、総

「自治体情報システムのクラウド化の拡大

務省の通達に記載された「BPR を用いた業

等」
（ハ）
「BPR の手法や ICT を活用した

務の見直し」に基づくものであります。

業務の見直しについて」を順にお願いしま

BPR は「仕事の仕組みを見直して再構築す

す。

る」という意味ですので、現行の仕事の進
め方について、例えば、重複した審査や多

○事務局 （ロ）の項目につきまして、複

段階な決裁はないか、手作業の存在、具体

数の自治体が共同でシステムなどを運用管

的には他の部署から送信された情報を一旦

理していくことを「自治体クラウド」と呼

紙に印刷し、それを見ながら別の情報シス

んでいますが、マニュアルの標準化による

テムに入力を行うなどの無駄な作業がない

コスト低減や省力化、また災害時のバック

かの検証、そのほか、庁舎間の移動を伴わ

アップなどで大きな利点がございます。こ

ずに画面上での会議の検討などを進めてい

ちらも総務省通達の中で言及されておりま

くべき、と考えています。

すので、北見市としてもどのような業務で
導入していくのが良いか検討する、という

○内島委員長 時代背景を考えると、この

項目であります。

ような取組が必要だと思いますが、文言に
ついては、用語解説をする部分もあります

○川江委員

どういったシステムがそれ

が、このままで宜しいですね。

にあたるのかイメージしにくいのと、
「自治

では、最後⑥（ロ）
「人材育成基本方針の策

体クラウド」という言葉が一般的ではない

定」について説明願います。

と思います。
○事務局
○事務局

他の自治体では住民基本台帳

従前より階層や役職別の研修

などを通じて政策形成能力の向上などが図
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られてきましたが、職員のキャリアをどの

局に調整して頂きたいと思います。

ように積み上げていくのかの道標のような

この他事務局より何かありますか。

基本的なものが必要です。広く浅くなりが
ちだったこれまでの人事を、例えばある分

○事務局

10 月 24 日から 28 日の週を基本

野の専門家として育成することも必要かも

として調整させて頂きますので、よろしく

しれません。必要な部署で必要な人材を切

お願いいたします。

れ目なく供給していくシステムの構築を図
ることで質の高いサービスの提供が可能に

５．閉会

なると考えています。

○内島委員長 以上で、第３回行財政改革
推進委員会を終了いたします。

○石山委員

基本方針が先で、それに従っ

て個別施策を展開するのであれば、
（イ）と
（ロ）の順は逆のほうが良いのでは。
○事務局

⑥のタイトルの順についても

入れ替えることと致します。
○内島委員長 その他、ご意見が特にない
ようですので、本日の素案の審議について
はここまでと致します。
次回委員会の冒頭で、本日の意見を反映
した事務局による素案の修正版を確認し、
次の「基本方針２」の各項目の審議に入っ
ていきたいと思います。
○事務局

事務局からお示ししている項

目の審議のほか、新たに加えるべき事項が
ございましたら是非ご意見を頂戴したいと
存じます。
４．その他
（１）第４回北見市行財政改革委員会の日
程について
○内島委員長

今回は当初９月末開催予

定であったので、次回は 10 月下旬で事務
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