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会   議   録 （要 旨） 

会 議 名 平成２８年度第１回武蔵村山市行政改革推進委員会 

開 催 日 時 平成２８年８月２４日（水）午後２時から午後３時３０分まで 

開 催 場 所 ４０１大集会室 

出席者及び 

欠 席 者 

出席者：小林委員長、進藤副委員長、荒田委員、高橋委員、福島委員 

欠席者：なし 

事務局：企画政策課長、企画政策課主査(行政管理Ｇ)、同課主任 (行政

管理Ｇ) 

議 題 
１ 平成２７年度末における行政改革大綱の推進状況について 

２ その他 

結 論 
（ 決 定 し た 方
針、残された問
題点、保留事項

等を記載する。） 

議題１：平成２７年度末における行政改革大綱の推進状況について、委

員から意見をいただいたが、助言、勧告等はなかった。 

議題２：平成２８年度第２回武蔵村山市行政改革推進委員会は、平成２

９年２月頃開催することとした。 

審 議 経 過 
（主な意見等を

原則として発言
順に記載し、同
一内容は一つに

まとめる。) 
 
（発言者） 

○印=委員 
●印=事務局 

議題１ 平成２７年度末における行政改革大綱の推進状況について 

１ 平成２７年度行政改革推進事務事業（進行管理対象）の進捗状況

について 

平成２７年度に進行管理を行った行政改革推進事務事業(１０項

目)について、その結果を報告した。 

  ⑴ 近隣市町との公共施設の相互利用【推進レベルは検討】 

    推進内容は、地区会館等の公共施設について近隣市町との相互

利用に向けた必要な情報収集等を行い、検討を進めるものであ

る。 

近隣市町においても市外団体の利用を制限していないことも

あり、新たに利用可能となる施設はないが、相互利用に当たって

の料金の統一化等について引き続き情報収集と検討を行ってい

く必要があることから、進捗率は３０％となっている。 

⑵ 公共施設予約システムの導入【推進レベルは実施】 

    推進内容は、公共施設予約システムについて検討、導入するも

のであり、平成２５年度から継続して進行管理を行っている事業

である。 

昨年度は、プロポーザルによる業者選定、システムの検討及び

稼働、市民説明会を経て、システムの導入を１月に完了したため、

進捗率は１００％となっている。 

⑶ オンブズパーソン制度の導入【推進レベルは検討】 

    推進内容は、オンブズパーソン制度の導入について検討するも

のである。 
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昨年度は、当該制度を導入している昭島市、府中市及び調布市

への聴き取り調査に加えて、多摩２５市へのアンケート調査を実

施した。 

調査により、多摩２６市のうち本市と人口が同規模の市で唯一

実施している清瀬市の取組実績が、問合わせ相談件数、申立て件

数ともに０件であることや実績に対する報酬額が高いことなど

が判明し、早急に導入する必要はないとの結論に至り、検討を終

了したため、進捗率は１００％となっている。 

  ⑷ コミュニティビジネスの支援【推進レベルは実施】 

    推進内容は、地域の課題やニーズを地域が主体となって解決す

るよう、課題解決のためにビジネスの手法を用いることができる

かを研究するものである。 

昨年度は、コミュニティビジネスに関する説明会等に参加し、

研究を行ったが、現状では、コミュニティビジネスとして事業を

請け負うことができる市民活動団体が市内にない。 

このことから、事業を実施することは困難であると判断して研

究を終了したため、進捗率は１００％となっている。 

⑸ 人事考課制度の本格実施【推進レベルは実施】 

    推進内容は、人事考課制度について、一般職の昇給等への評価

結果の活用や地方公務員法の改正に合わせた制度の見直しを図

るものである。 

昨年度は、人事考課結果の活用方法について検討を進め、見直

し案を作成の上、職員組合に協議を申し入れ、職員組合主催の説

明会等により実施への理解を求めたが合意に至らず、進捗率は５

５％となっている。今後も引き続き検討を継続する。 

⑹ 中期財政計画の策定【推進レベルは実施】 

    推進内容は、中期的な財政運営の指針として、中期財政計画を

策定するものである。 

昨年度は、本年度から平成３２年度までの５か年の歳入・歳出

の財政フレーム等をまとめた上で、特に資金需要の大きい事業に

ついて、更なる分析を行うための中期財政計画を作成し、ホーム

ページ上に公表したため、進捗率は１００％となっている。 

⑺ 公の施設使用料の見直し【推進レベルは実施】 

    推進内容は、公の施設使用料について、必要に応じて見直しを

行うものであり、平成２４年度から継続して進行管理を行ってい

る事業である。 

昨年度は、本年４月利用分から施設の貸出しを有料化するに当

たって、使用料金の検討、条例改正を経て使用料の見直しを実施

したため、進捗率は１００％となっている。 
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⑻ 勤務時間の弾力的運用【推進レベルは検討】 

    推進内容は、勤務時間の弾力的運用について制度化の検討を行

うものである。 

昨年度は、時差勤務制度について他市の導入状況や効果につい

て研究し、職員組合との合意を経て、武蔵村山市職員の時差勤務

の試行に関する要領を制定、本年４月からの時差勤務の試行体制

を整備したため、進捗率は１００％となっている。 

⑼ 給与制度の改革【推進レベルは実施】 

    推進内容は、通勤手当等各種手当の内容及び水準について、社

会情勢の変化に対応して継続的に見直しを行うものである。 

昨年度は、通勤手当の見直しについて、職員組合との協議の末、

合意に至り、進捗率は１００％となっている。なお、施行は本年

１０月からを予定している。 

⑽ 危機管理体制の整備【推進レベルは実施】 

推進内容は、平時から広範な危機事象の想定、情報収集などに努

めるとともに、危機管理マニュアルを作成するものであり、平成２

６年度から継続して進行管理を行っている事業である。 

昨年度は、近隣市等の情報を収集、各部課への意見聴取を行い、

危機管理マニュアル（災害時職員行動マニュアル）を作成・配布し

たため、進捗率は１００％となっている。 

 

２ 平成２７年度末における行政改革大綱の推進状況について 

  ⑴ 推進状況調査の実施 

    平成２７年度末における行政改革大綱の推進状況を把握する

ため、本年５月１７日（火）から５月３１日（火）にかけて、各

課への照会を実施した。 

表は、昨年４月策定の平成２７年度行政改革大綱推進計画の目

標レベルを改革の柱・推進体系ごとに整理したもの。 

内訳は、「実施」が５４件、「検討」が１３件、「－（その他）」

が２０件の「合計」８７件である。 

⑵ 推進状況調査の結果 

   ア 調査結果の集計 

各課の回答内容を基に、平成２７年度末における行政改革大

綱の推進状況を集計した。 

    (ｱ) 平成２７年度末推進状況／実施状況別 

表は、実施状況を「実施済」から「未着手」まで５区分で

整理したものである。 

合計では、「実施済」１７件、「継続中」５４件、「準備中」

２件、「検討中」１３件、「未着手」１件となっている。 
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平成２７年度末の実施割合は、「実施済」と「継続中」を

合わせた７１件(８１．６％)であり、前期比＋６項目(＋６．

９％)となっている。 

(ｲ) 平成２７年度末推進状況／実施水準別 

表は、実施水準を「目標以上」、「ほぼ目標」、「目標以下」、

「その他」の４区分で整理したものである。 

合計では、「目標以上」８件、「ほぼ目標」５６件、「目標

以下」１９件、「その他」４件となっている。 

   イ 個別の推進状況 

各課の回答内容を基に、各推進項目のこれまでの取組状況

を、別添「平成２７年度末 行政改革大綱推進状況」のとおり

整理した。 

     ２～６ページは、行政改革大綱推進状況総括表として、平成

２７年度末の実施状況及び実施水準を一覧に整理したもので

ある。 

８～２４ページの個別の推進状況のうち、平成２７年度上半

期の状況から一定の動きのあったものを中心に説明する。 

 

    ○項番０３／手続の簡素化 

《検討中・ほぼ目標どおり⇒目標以下》 

     平成２７年度目標である「申請・届出手続の改正」に至らな

かったため、実施水準を「ほぼ目標どおり」から「目標以下」

に変更した。 

     今後は、第六次行政改革大綱項番 019「申請書等への押印の

省略」、項番０２０「各種証明書発行申請書の統合」及び項番

０２１「子育て関係申請書類の統合」に取組を引き継いで実施

していく。 

○項番０８／住民基本台帳カードの普及促進 

《継続中・目標以下⇒その他》 

社会保障・税番号制度の導入により住民基本台帳カードの発

行を終了したため、実施水準を「目標以下」から「その他」に

変更した。 

なお、平成２７年１２月末日時点での住基カードの有効枚数

は４,６７２枚である。 

○項番０９／公共施設予約システムの導入 

《準備中⇒実施済・ほぼ目標どおり》 

「１ 平成２７年度行政改革推進事務事業（進行管理対象）

の進捗状況」において説明済みであるため、割愛する。 

○項番１２／情報提供サービスの推進  
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《継続中・ほぼ目標どおり⇒目標以上》 

情報提供サービスの登録者数について、平成２７年度目標

である３千人を大きく上回り、４千人となったため、実施水

準を「ほぼ目標どおり」から「目標以上」に変更した。 

○項番１７／タウンミーティングの実施 

《継続中・ほぼ目標どおり⇒目標以下》 

      平成２７年度に実施した市民と市長のタウンミーティン

グの実施回数について、目標値である１０回を下回る７回と

なったため、実施水準を「ほぼ目標どおり」から「目標以下」

に変更した。 

      今後は、今まで参加者の尐ない、パパママ世代の参加を図

ることを目的に「パパママと市長の出張タウンミーティン

グ」を実施していく。 

○項番１８／広聴手段の充実 

《検討中・ほぼ目標どおり⇒目標以下》 

      平成２７年度目標である「新たな広聴手段の導入」に至ら

なかったため、実施水準を「ほぼ目標どおり」から「目標以

下」に変更した。 

      今後は、現在行っている広聴方法等の見直しを行い、より

利用しやすくなるよう広聴手段の検討を進める。 

○項番２３／オンブズパーソン制度の導入 

《検討中⇒実施済・ほぼ目標どおり》 

      「１ 平成２７年度行政改革推進事務事業（進行管理対象）

の進捗状況」において説明済みであるため、割愛する。 

○項番３０／ボランティア人材パートナーズ制度の推進 

《継続中・ほぼ目標どおり⇒目標以下》 

      平成２７年度末現在のボランティア人材パートナーズ登

録者数について、目標値である４０人を下回る２４人となっ

たため、実施水準を「ほぼ目標どおり」から「目標以下」に

変更した。 

      今後も引き続き、制度の周知に努め、登録促進及び制度の

活用を図っていく。 

○項番３２／産学官連携の推進 

《継続中⇒実施済み・ほぼ目標どおり⇒目標以上》 

      産学官連携の推進について、大綱上は、大学等との連携推

進に向けた検討・協議を目標としていたが、市民まつり実行

委員会及び埼玉県にある製菓専門学校との連携・協力によ

り、デエダラスイーツを開発・改良し、合計３種類の販売に

至ったため、実施状況を「継続中」から「実施済み」に、実
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施水準を「ほぼ目標どおり」から「目標以上」に変更した。 

○項番３３／コミュニティづくりの推進 

《継続中・ほぼ目標どおり⇒目標以下》 

      平成２７年度末現在の自治会加入率については、目標値で

ある５０％を下回る３０．６％となり、また、自主防犯組織

結成数は目標値である２０団体を下回る１２団体となった

ため、実施水準を「ほぼ目標どおり」から「目標以下」に変

更した。今後も引き続き啓発活動等を推進していく。 

○項番３６／コミュニティビジネスの支援 

《検討中・目標以下⇒その他》 

      「１ 平成２７年度行政改革推進事務事業（進行管理対象）

の進捗状況」において説明済みであるため、割愛する。 

○項番５０／文書管理システムの導入 

《検討中・ほぼ目標どおり⇒目標以下》  

      推進内容は、文書管理システムの導入について検討するも

のであるが、期間内に検討が終了しなかったため、実施水準

を「ほぼ目標どおり」から「目標以下」に変更した。 

      文書管理システムの導入に当たり、文書事務の確立、文書

目録の作成など現行の文書管理の適正化を図る必要がある

ため、文書管理適正化支援業務の委託も併せて引き続き検討

を進める。 

○項番５２／電子計算組織の全体最適化 

《検討中⇒継続中・ほぼ目標どおり》 

      平成２７年度に住基関係システムのクラウド化を実施し

た。これは、システムを管理する委託先の変更に伴って、デ

ータを庁内の電算室で管理する方法から、委託業者のサーバ

ー内で管理するようにしたものである。 

今後は新公会計制度の導入を見据えて、財務会計システム

のリニューアルについて引き続き検討を進めるため、実施状

況を「検討中」から「継続中」に変更した。 

なお、財務会計システムとは、予算編成、予算執行、決算

報告等を行う際に使用するものである。 

○項番６２／中期財政計画の策定 

《検討中⇒実施済・目標以下⇒ほぼ目標どおり》 

「１ 平成２７年度行政改革推進事務事業（進行管理対

象）の進捗状況」において説明済みであるため、割愛する。 

○項番６４／新地方公会計制度への対応 

《継続中・ほぼ目標どおり⇒目標以下》 

      平成２６年度分の普通会計財務書類の公表について、平成
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２７年度目標である、年度中の作成・公表に至らなかったた

め、実施水準を「ほぼ目標どおり」から「目標以下」に変更

した。 

      今後も引き続き年度内作成・公表に努めるとともに、統一

的な地方公会計制度の導入に向け、対応する新しい財務会計

システムとの調整を図っていく。 

○項番６９／公の施設使用料の見直し 

《準備中⇒実施済・ほぼ目標通り》 

「１ 平成２７年度行政改革推進事務事業（進行管理対

象）の進捗状況」において説明済みであるため、割愛する。 

○項番７６／計画的な基金管理・運用 

《継続中・目標以下⇒ほぼ目標どおり》 

平成２７年度の財政調整基金残高（標準財政規模）につい

て、目標である５％以上に近づき、４．８％となったため、

実施水準を「目標以下」から「ほぼ目標どおり」に変更した。 

      今後も前年度繰越金の１/２の積立てを行い、現在の基金

残高の確保に努めていく。 

○項番８０／勤務時間の弾力的運用 

《検討中⇒準備中・目標以下⇒ほぼ目標どおり》 

「１ 平成２７年度行政改革推進事務事業（進行管理対

象）の進捗状況」において説明済みであるため、割愛する。 

○項番８１／給与制度の改革 

《準備中・目標以下⇒ほぼ目標どおり》 

「１ 平成２７年度行政改革推進事務事業（進行管理対

象）の進捗状況」において説明済みであるため、割愛する。 

○項番８３／危機管理体制の整備 

《準備中⇒実施済・目標以下⇒ほぼ目標どおり》 

「１ 平成２７年度行政改革推進事務事業（進行管理対

象）の進捗状況」において説明済みであるため、割愛する。 

○項番８５／災害図上訓練の実施 

《準備中⇒実施済・ほぼ目標どおり》 

      平成２７年度総合防災訓練において、災害対策本部災害図

上訓練を実施したことにより、大綱上に掲げる目標を達成し

たため、実施状況を「準備中」から「実施済」に変更した。 

 

２５ページから３２ページは、本資料で用いられる用語の解説

であるため、御参照いただきたい。 

 

 ３ 行政改革による財政的効果について 
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   第五次行政改革大綱の推進期間（平成２３年度から平成２７年度

まで）における財政的効果については、各種取組の結果、期間累計

で歳入・歳出合計約２２億円となった。項目別実績は、表に記載の

とおりである。 

   各推進項目の詳細な取組内容については、説明を割愛するが、効

果を金額的に表すことが可能な推進項目について集計している。 

参考として、金額が比較的大きいものでは、項番４５「事務事業

の合理化」が挙げられ、平成２４年度から休日歯科診療を「輪番制」

に移行したことや「高齢者いきいき手当」の廃止に伴い４年間で約

２億円の効果が出ている。 

   一方で、項番７４「時間外勤務の抑制」については、取組開始前

である平成２２年度の決算額と、取組開始後の各年度の決算額の比

較で算出しており、結果として金額は増加しているが、引き続き推

進が求められるものである。 

 

平成２７年度末における行政改革大綱の推進状況についての説

明は以上である。審議をよろしくお願いする。 

 

【質疑・意見等】 

○ 平成２７年度末における実施水準について、目標以下の項目が１９

件あり、目標が達成できなかったということであれば、この５年間い

ったい何を検討してきたのかという話になってしまう。 

  行政改革には、職員一人一人がもっと足元から自分の仕事を見直す

ことが必要であり、ここで第六次行政改革大綱を策定したが、策定に

当たっては、主管課の意見も反映されているものだと理解しているの

で、本年度からはもっと行政改革の意識を持って、項目に定めた内容

以外のものも含めて改善を図っていただきたい。 

● いただいた御意見を踏まえて、より一層の行政改革に努めていく。 

○ 項番０４「近隣市町との公共施設の相互利用」について、進捗率が

３０％とのことであるが、状況はどうなっているのか。 

● 図書館の近隣市町との相互利用は既に開始しており、中でも立川市

の図書館は蔵書数が多いことから、多くの市民が利用している。 

  また、地区会館等の公共施設については、元々市外の方の利用を制

限はしていない。 

例えば、緑が丘ふれあいセンターの中にある多目的ホールは、２部

屋つなげれば約２８０㎡の広さがあり、壁面に鏡が設置されているた

めダンスやバレエをすることができ、こういった施設は近隣でも珍し

いことから、市外の団体も利用している。 

  実際には、利用料を支払えば、本市の施設も近隣市町の施設も利用
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することができるので、地区会館等の相互利用に係る取組はあまり進

んでいない。 

○ 項番３７「人事考課制度の本格実施」について、職員組合との不合

意を理由として進捗率が５５％とのことであるが、状況はどうなって

いるのか。 

● 人事考課制度については、管理職以上は既に実施済みであり、考課

結果が給料に反映されている。 

  管理職以外の一般職に対する本格実施に当たっては、職員組合と協

議を行って実施していきたいと考えているが、地方公務員法の改正に

より実施が義務化されているので、今後は実施することになるだろ

う。 

○ 国も労働基準法を改正し、実績主義に変えていきたいと考えている

ようだが、労働者側から見れば、評価の方法や時間外勤務の増加につ

いて懸念する声が挙がっているようであり、実施がなかなか難しいの

も理解できる。 

● 組合が一番懸念しているのは、管理職によって評価にばらつきが出

ることだと伺っているが、管理職は毎年外部の講師を招いた研修を受

講しており、様々なケースにおける採点方法を学んでいるため、公平

に評価できると考えている。 

○ 本年度から、公共施設の利用が有料化されたことにより、団体によ

っては会費を倍にしないと運営ができないところもあると聞いたこ

とがある。 

  実際に４月から有料化を開始してみて、団体からは、利用料を下げ

てほしいとか、補助金を出してほしい等の意見は出てきているのか。 

● 本年１月１０日から予約システムによる予約受付を開始しており、

団体からは、利用料に関する意見も出ているが、操作がわかりづらい

という意見が多く出ている。 

なお、有料化に当たっては、市民説明会を８回開催し、５５８団体、

６９５人に参加いただいた。市民説明会において、システムの操作が

説明だけではわからないという意見が多かったため、システム導入後

に操作説明会を１６回行い、１９４団体、２７０人に参加いただいた。 

○ 項番２３「オンブズパーソン制度の導入」について、進捗率は１０

０％とのことであるが、実施しないという結論に至って進捗率１０

０％というのは理解し難い。 

また、同じ規模の清瀬市を参考にするのは良いことであるが、規模

に関わらず既に実施している市の取組結果を参考にすべきではない

か。 

● オンブズパーソン制度の導入状況については、本市を除いた多摩地

区２５市のうち９市が導入済、１市が検討中、１５市が未実施となっ
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ている。 

清瀬市においては、オンブズパーソンに日額 23,100 円の報酬を支

払っているが、相談実績がない状況である。 

他の導入市は、いずれも本市より規模の大きい市となり、オンブズ

パーソンに高額な月額報酬を支給している。このため、本市での導入

は時期尚早であるとの結論に至ったものである。 

なお、進捗率については、平成２７年度の行政改革大綱推進計画に

おいて、オンブズパーソン制度の導入について検討することが目標と

して掲げられていることから、導入しないという結論ではあるが、検

討は終了したため、１００％となっている。 

○ 項番６０「各種集会施設のあり方の検討」について、若草集会所と

上水台地区集会所の２箇所を対象としてそのあり方を検討するとい

う推進内容であるが、公共施設の見直しに当たっては、現在、企画政

策課において公共施設等総合管理計画を策定していると伺っている。 

  公共施設等総合管理計画の策定に当たっては、庁内の委員会と外部

の有識者等が参加する委員会により検討を進めているところである

と思うが、なぜこの２箇所の集会所だけが先行して検討され、１箇所

が建て替えまで行われたのか。 

また、建て替えに当たっては、廃止等も含めて、利用者の意見を聞

いて行われたのか。 

● 若草集会所については、老朽化していることや、周辺に緑が丘出張

所、緑が丘ふれあいセンター及び市民総合センターの会議室があるこ

とから、市としては廃止について検討を行ったが、利用する障害者団

体や自治会から継続して利用したいという声が多く、意向を尊重して

廃止していない。   

  上水台集会所についても、老朽化により廃止を考えていたが、自治

会からの強い希望があったため、地盤調査を行い、建て替えを行った。 

  なお、公共施設等総合管理計画では、今後、尐子・高齢化により人

口が減尐し、税収も減尐することが想定されるため、現在市が保有す

る施設数は増やさない方向で考えているが、両集会所の在り方は、公

共施設等総合管理計画の策定を検討する前に決定した事項であるた

め、御理解いただきたい。 

○ 項番６１「防災対策用資材センターの利活用」について、中原自治

会自主防災会と管理及び運営に関する協定を締結したとのことであ

るが、項番５６「公共施設の自主管理」との関係はあるのか。 

● 防災対策用資材センターは、中原のグリーンタウン内にあり、当初

は、公団が住宅を建てた際のモデルハウスだったが、それを市が譲り

受け、集会所として活用していた。 

その後、隣に新しく集会所を建設したことにより、従前の建物を資
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材倉庫として使うことになった経緯がある。 

防災対策用資材センターについては、自治会と協定を結んで管理を

していただいているが、集会所の管理をお願いしているものではない

ため、項番５６とは直接的な関係はない。 

○ 項番６３「各種財政指標の改善」について、平成２７年度予算にお

ける、経常収支比率は９６．９%となっており、目標値よりも上回っ

ている状況である。 

  また、項番７５「特別会計の経営健全化」に記載された国保繰出金

割合と下水道繰出金割合を経常収支比率に加えると、経常収支比率が

１００％を超えることになり、経常的な経費が財政を圧迫していると

いう非常に厳しい状況がうかがえる。 

  こういった状況を踏まえてお伺いするが、項番７２「補助金の整理

合理化」について、平成２７年度実績は、目標値である交付額７億５

千万円を約１億５千万円も超過している。補助金等検討協議会や行政

評価委員会に付議し、意見を聞いた上で合理化を推進しているのか。 

次に、項番７４「時間外勤務等の抑制」について、平成２７年度実

績は目標値である４万時間以内を約２万時間も超過しているため、ノ

ー残業デーの拡大や週休日の振替以外にも取組を実施できるのでは

ないかと思う。 

また、そういった取組を進めていかないと、項番７６「計画的な基

金管理・運用」における財政調整基金の残高も一向に増加することが

なく、何かあった時に使えるお金がないということになってしまうた

め、「歳出の合理化」や「職員給与等の適正化」等、実施状況が目標

以下の推進項目について、力を入れていただきたい。 

● まず、補助金等検討協議会は、既に廃止されており、現在は、行政

評価会議において事務事業と補助金の評価を行い、その結果につい

て、行政評価委員会から意見をいただいている。その後、行政評価結

果や行政評価委員会からの意見に基づいて、主管課による内容の見直

しや廃止を行い、補助金の整理合理化に努めている。 

  次に、時間外勤務については、毎年１億円キャップ制を導入してい

るが、残念ながら超過しており、抑制策として、毎週水曜日に加えて

毎月１０日、給料日、３０日をノー残業デーと設定しており、また、

七夕にはクールアースデーを設けて、全員の定時退庁を促していると

ころである。さらに、本年度からは、時差勤務制度を試行導入してお

り、例えば、夜に会議が開催される日の出勤時間を遅らせることで時

間外勤務時間の縮減に努めている。 

  最後に、特別会計を含めた財政の話であるが、市税収入については、

収納課の努力により、平成２６年度は過去最大の収入額となってい

る。 
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  次に、国民健康保険については、市民の３分の１程度が国民健康保

険に加入しているが、近年は、社会保険に移る方が多くなっており、

国民健康保険の加入者は減尐傾向にある。 

  しかし、医療費については、右肩上がりに増加しており、高齢者に

掛かる医療費が全体の５０％以上を占めている。 

  国民健康保険税については、平成２０年の後期高齢者医療制度の発

足時と平成２５年度に税率を改定したが、それ以降、改定していなか

ったため、国民健康保険運営協議会において検討が行われ、毎年段階

的に税率を上げていき、今後、一般会計からの繰出金を減らしていき

たいと考えている。 

ただし、平成３０年度にいわゆる都道府県化と呼ばれる制度改正が

あり、保険者が東京都と区市町村との共同に変更となる。変更後は、

医療費に応じて東京都に納付金を支払うことになるが、厚生労働省は

支払いに当たっては、原則として一般会計からの繰出しを禁止する旨

の見解を示しているため、こうした制度改正を見据えた対応ができる

よう、保険者として努力をしているところである。 

○ 項番４１「職員提案制度の活用促進」について、制度の見直しを行

った平成２６年度の提案件数は増加しているが、平成２７年度には減

尐してしまっている。 

例えば、職員から良い提案があれば、実施のために特別に予算を措

置する等、職員の提案意欲をかきたてていくような制度にしていただ

きたい。 

○ 他市の話を聞くと、職員の提案によって子育てがしやすくなり、人

口の増加につながった等の例もあるため、非常に期待している項目で

あるが、過去に採用された提案はあるのか。 

● 今年の６月に、第１回の提案を募っており、７件の応募があった。 

  お金や時間をかけなければいけない提案もあるが、過去１０年にお

いて６９件の提案があり、７件採用している。 

○ 項番２６「男女共同参画の推進」について、平成２７年度の女性委

員比率の目標値を４０％と掲げているが、実際は２８％となってい

る。ここで掲げられた女性委員とは、どのような方を指しているのか。 

● 市が設置している審議会等に参加している全ての女性委員を指し

ている。 

○ 呼びかけにより増やしていくことは可能なのか。 

● 呼びかけをしても、家庭の事情により就任を断られることも多いと

聞いているが、民生・児童委員協議会といった女性の比率が多い組織

もあるため、引き続き推進していく。 

 

議題２ その他 
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● 次回は、平成２８年度上半期における進捗状況を皆様にお諮りした

いと考えており、開催時期については、来年の２月頃を予定している

ので、よろしくお願いする。 

 
 

会 議 の 

公 開 ・ 

非公開の別 

☑公  開                傍聴者：   ０ 人 

□一部公開 

□非 公 開 

 ※一部公開又は非公開とした理由 

 

 

 

 
 

会議録の開示 

・非開示の別 

☑開  示 

□一部開示（根拠法令等：                   ） 

□非 開 示（根拠法令等：                   ） 
 

庶務担当課  企画財務部 企画政策課（内線：３７５） 

（日本工業規格Ａ列４番） 

 


