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会   議   録 （要 旨） 

会 議 名 平成３０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３０年７月２７日（金）午後２時から午後３時４７分まで 

開 催 場 所 ４０３集会室 

出席者及び 

欠 席 者 

出席者：福島委員長、高橋副委員長、小林委員、指田委員、宮﨑委員 

欠席者：なし 

事務局：企画財務部長、企画政策課長、企画政策課係長 (行政管理係)、

同課主任 (行政管理係) 

議 題 
１ 平成２９年度末における第六次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２９年度末における第六次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：特になし 

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２９年度末における第六次行政改革大綱の推進状況につ

いて 

１ 平成２９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 

庁内の委員会である行政改革本部において平成２９年度に進行

管理を行った行政改革推進事務事業(１１項目)について、その結果

を報告した。 

  ⑴ 広報戦略（シティプロモーション戦略）の策定 

    平成２９年度年次計画は策定、所管課は秘書広報課である。 

推進内容は、市の魅力を効果的かつ効率的に発信していくた

め、広報戦略（シティプロモーション戦略）を策定するものであ

る。 

昨年度は、広報戦略策定委員会において検討を進め、広報戦略

を策定したため、進捗率は１００％となっている。 

⑵ 人事考課制度の考課結果の給与等への反映 

    平成２９年度年次計画は実施、所管課は職員課である。 

推進内容は、職員の適正な評価や職務遂行意欲の向上を図る観

点から、人事考課制度における考課結果を給与や期末・勤勉手当

への反映について実施するものである。 

昨年度は、職員組合と協議し、一般職に対する考課結果の昇給

への反映については合意したものの、勤勉手当への反映について

は合意に至らなかったため、進捗率は６５％となっている。 

なお、今回合意した一般職に対する考課結果の昇給への反映時

期については、平成３０年度の考課結果を平成３１年７月１日の
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昇給に反映することとなっており、また、管理職に対する考課結

果については既に反映済である。 

⑶ 公金の納付方法拡大の検討 

平成２９年度年次計画は報告書提出、所管課は収納課である。 

    推進内容は、収納機会の拡大による市民サービスの向上及び納

期限内納付の推進を図るため、公金の新たな納付方法を検討する

ものである。 

昨年度は、新たな納付方法の導入について検討を進め、検討結

果報告書を作成、提出したため、進捗率は１００％となっている。   

なお、報告書の内容は、ＡＴＭやインターネットバンキング等

を利用して納付することができるマルチペイメント収納システ

ムの導入や、パソコンや携帯電話を使ってインターネット経由で

納付することができるクレジット収納システムの導入について

検討した結果、既に導入している自治体における利用率や、シス

テムの導入に係る経費等を勘案し、費用対効果の観点から現時点

では見送ることとしたものである。 

また、今後は、国が平成３１年１０月から実施を予定している

「共通電子納税システム」の導入に向けた準備を進めることとし

ている。 

  ⑷ 子どもの貧困対応プランの策定 

平成２９年度年次計画は検討、所管課は地域福祉課等である。 

    推進内容は、貧困状況にある子どもを早期に発見し、生活支援、

教育支援、経済支援等を総合的に推進していく対応プランの内容

について検討するものである。 

昨年度は、日野市等を視察するとともに、子どもの貧困対策推

進連絡会を開催し、本年度に実施を予定している生活実態調査の

内容等について検討を進めたため、進捗率は１００％となってい

る。 

なお、本年度は、子育て世帯及びひとり親世帯の実態やニーズ

を把握するため、アンケート調査の実施を予定している。 

⑸ 市内学校での新たな選挙啓発活動の実施 

平成２９年度年次計画は実施、所管課は選挙管理委員会事務局

である。 

    推進内容は、児童・生徒の選挙制度に対する理解の促進や投票

行動に対する意識の高揚を図るため、模擬投票や生徒会選挙への

支援、選挙講座の開催など、市内学校との連携・協力により新た

な選挙啓発活動を実施するものである。 

昨年度は、市内小・中学校、高等学校に対して「選挙講座・模

擬投票」の実施について働きかけを行ったものの、実施には至ら
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なかったため、進捗率は２０％となっている。 

⑹ 債権管理体制等の検討 

平成２９年度年次計画は報告書提出、所管課は企画政策課であ

る。 

    推進内容は、債権の適正管理や徴収強化を図るため、債権管理

や滞納処分を一括して行う体制の整備等について検討するもの

である。 

昨年度は、債権管理体制等検討委員会を開催して検討を進め、

検討結果報告書を作成、提出したため、進捗率は１００％となっ

ている。 

なお、報告書の内容は、市債権の滞納額のうち、多くを占める

市税や保育料などの強制徴収公債権の徴収強化を最優先で実施

すべきとした上で、元東京都（都税事務所）職員を雇用して取組

を進めることが最も費用対効果が高いと結論付け、体制整備に努

めていくこととしたものである。 

⑺ 補助金等交付基準の制定 

平成２９年度年次計画は制定、所管課は財政課である。 

    推進内容は、補助金の適切な運用を図るため、市の補助金等の

交付や見直し等に係る統一基準を定めるものである。 

昨年度は、他自治体の情報を収集し、補助金等交付基準を制

定したものの、基準の周知までには至らなかったため、進捗率は

９０％となっている。 

なお、本基準については、平成３０年７月４日（水）に開催さ

れた庁内の会議において管理職に対しての周知が図られており、

来月には係長職を対象とした説明会の開催を予定している。 

⑻ 休日診療・休日準夜診療の在り方の検討 

⑼ 休日歯科診療の在り方の検討 

平成２９年度年次計画は報告書提出、所管課は健康推進課であ

る。 

    推進内容は、休日診療、休日準夜診療及び休日歯科診療につい

て、今後の業務の在り方を検討するものである。 

昨年度は、救急医療体制の在り方検討委員会を開催して検討を

進め、検討結果報告書を作成、提出したため、進捗率は１００％

となっている。 

なお、報告書の内容は、初期（一次）救急医療が東京都保健医

療計画において、住民に身近な市が実施すべき業務であると位置

付けられていることや、インフルエンザや胃腸炎等の多様な救急

患者に対する迅速で適切な診療を行い市民の安心・安全を確保し

ていること等を考慮して、現在の体制を維持して事業を継続する
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こととしたものである。 

⑽ 農業関係補助金の在り方の検討 

平成２９年度年次計画は報告書提出、所管課は産業振興課であ

る。 

    推進内容は、複数ある農業関係補助金について、これまでの行

政評価委員会の意見等を踏まえてその効果や意義を総括的に検

証し、整理統合に向けた検討を行うものである。 

昨年度は、農業関係団体への意見聴取等を行うなどの検討を進

め、検討結果報告書を作成、提出したため、進捗率は１００％と

なっている。 

なお、報告書の内容は、団体を対象とする補助金については補

助対象経費の明確化及び重点化を図り、補助金額の適正化を図る

こととし、個人を対象とする補助金については意欲ある農業者を

支援するため、生産性の向上、農地の保全、農地の多面的機能の

発揮、多様な担い手の確保等の取組に対する補助金体系に再構築

することとしたものである。 

⑾ 教育関係補助金の在り方の検討 

平成２９年度年次計画は報告書提出、所管課は教育指導課であ

る。 

    推進内容は、学校教員や小・中学校を対象とする補助金につい

て、対象者の重複や実施効果等を総括的に検証し、補助金の整理

統合に向けた検討を行うものである。 

昨年度は、関係課において検討を進め、検討結果報告書を作成、

提出したため、進捗率は１００％となっている。 

なお、報告書の内容は、学校教員及び小・中学校を対象とする

補助金について、交付状況の調査を行い、補助対象者や実施効果

を総括的に検証した結果、類似する特色ある学校づくり推進事業

奨励費補助金と教育課題研究校補助金を整理統合するなど、一部

の補助金について、整理統合及び平成３０年度予算の補助金額の

減額を行い、補助金の適性化を図ることとしたものである。 

 

平成２９年度行政改革推進事務事業（進行管理対象）の進捗状況

についての説明は以上である。 

 

【質疑・意見等】 

○ 「⑵ 人事考課制度の考課結果の給与等への反映」について、一般

職に対する考課結果の勤勉手当への反映については合意に至らなか

ったとの説明があった。 

職員にとってもこれまで以上に昇給する好機となるため、早く導
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入すべきであると考えるが、合意に至らない理由を伺いたい。 

● 職員組合側からは、考課者（管理職）による恣意的な評価を懸念す

る旨の反対意見が出ており、合意に至っていない状況である。 

  なお、考課者に対しては、評価方法等に関する研修を毎年実施し、

適正な考課の実施に向けた取組を進めているところであるが、いただ

いた御意見を踏まえて、早期の合意に向けた取組を今後も進めていき

たい。 

〇 人事考課の考課結果を給与等に反映した場合、職員の給与等は増加

することとなるのか。 

● 給与については多くの職員がこれまで以上に昇給することが見込

まれるが、勤勉手当については職員に支給する総額が決まっているた

め、考課結果に応じ、増額となる職員もいるが、減額となる職員もい

る。 

○ 「⑷ 子どもの貧困対応プランの策定」について、本年度アンケー

ト調査を実施する旨の説明があったが、詳細を伺いたい。 

● 子どもの貧困対応プランについては、本年度にアンケート調査を実

施し、来年度に計画を策定する予定となっている。 

  アンケート調査の内容や対象者については、関係課で構成される子

どもの貧困対策推進連絡会において検討を重ね、子育て世帯及びひと

り親世帯を対象に実施することを考えており、また、アンケート内容

については、それぞれ異なる内容とする予定である。 

○ 貧困とは、衣食住に困っている場合だけではなく、心の貧困など、

その他の要因も含めて捉えるべきものであり、より多くの方々の支援

につながるよう、アンケート内容について精査いただきたい。 

● いただいた意見を所管課にお伝えする。  

○ 「⑸ 市内学校での新たな選挙啓発活動の実施」について、選挙権

年齢が引き下げられたことから、児童・生徒に対して早い段階で選挙

に関する啓発を行っていく必要性は高まっているため、各学校に対し

て引き続き働きかけていただき、早期に実施することを求めたい。 

● 昨年度は市内小・中学校、高等学校を対象に選挙講座や模擬投票の

実施について働きかけたが、実施には至らなかったため、今年度は、

市内の都立高等学校を対象に東京都選挙管理委員会と連携して更な

る働きかけを行うなど、実施に向けた取組を進めていきたいと考えて

いる。 

 

２ 平成２９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２９年度末における第六次行政改革大綱の推進状況を把

握するため、各課への照会を実施した。 



- 6 - 

表は、第六次行政改革大綱推進計画《平成２９年度～平成３２

年度》における平成２９年度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である。 

内訳は、「実施等」が４８件、「検討」が３４件、「－」が２８

件の「合計」１１０件である。 

なお、「実施等」とは、年次計画に用いられる、実施、達成、

導入、制定、策定、作成、見直し、廃止及び報告書提出の９つの

表記をまとめたものとなり、「－」とは、平成２９年度年次計画

に取組が記載されていないものとなる。 

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２９年度末における第六次行政

改革大綱の推進状況を集計した。 

    (ｱ) 平成２９年度末推進状況／実施状況別 

表は、実施状況を「実施済」から「その他」まで５区分で

整理したものである。 

合計では、「実施済」５０件、「継続中」１７件、「準備中」

０件、「検討中」３３件、「その他」１０件となり、平成２９

年度末の実施割合は、「実施済」と「継続中」を合わせた６

０.９％（６７件）となっている。 

なお、平成２９年度上半期の実施割合は２６.４％であり、

３４.５ポイントの増加となっている。 

(ｲ) 平成２９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」１１件、「ほぼ目標」８０件、「目

標以下」９件、「その他」１０件となっている。 

なお、「その他」とは、例えば、「項番０２５／市税等口座

振替の web 申込みの導入」のように、検討の結果、導入を見

送った項目等である。 

   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２９年度末 第六次行政改革大綱推進状況」の

とおり整理した。 

     ２～６ページは、第六次行政改革大綱推進状況総括表とし

て、平成２９年度末の実施状況を表及び一覧に整理したもので

ある。 

８～３１ページは、各推進項目について、平成２９年度末に

おける推進状況を個別に整理したものである。 
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本日は、所管課から検討結果報告書が提出された２３件のう

ち、本年度から具体的な取組に着手する６件、実施等を行った

１７件の併せて２３件について、説明するが、「１ 平成２９

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

いて説明済みの４件については、割愛させていただく。 

 

    ○項番００１／音声ファイルでの市報情報の提供 

     本項目については、市ホームページに市報音声版「声の広報

むさしむらやま」を平成３０年１月１日号から掲載し、市報情

報の音声ファイルでの提供を開始したため、「実施済」となっ

ている。 

○項番００５／選挙事務の効率化策の検討 

本項目については、先進市の事例や現状の課題等を分析し、

準備作業、投開票事務等における選挙事務の効率化の方策につ

いて、検討を行うものである。 

近隣市の事務従事者数や開票事務の実施方法を調査した結

果、開票事務のうち、開被・分類・点検作業は、自動で誰に投

票したかを判別することができる読取分類機を用いて実施し

ているため、選挙に関する専門的な知識をもたない者であって

も実施することができるとの結論に至り、本年度予算から開票

事務従事者派遣委託費用を新たに計上し、経費節減及び職員の

負担軽減を図ることとしている。 

○項番０１９／申請書等への押印省略 

本項目については、市民の利便性向上を図るため、市の各種

申請書等のうち、真に押印が必要な書類を精査した上で、押印

の省略を推進するものである。 

計画上は本年度に実施することを予定していたものである

が、年次計画を前倒して昨年度中に「武蔵村山市申請書等への

押印の見直し指針」を策定し、各課への周知・押印の省略依頼

を行ったため、「実施済」となっている。 

○項番０２３／電子申請サービスの拡充検討 

本項目については、市民の利便性の向上を図るため、電子申

請サービスにおいて、新たに導入可能な項目の検討を行うもの

である。 

庁内の全課に対する調査や、関係各課へのヒアリングを行っ

た結果、協働推進課、産業振興課、環境課、地域福祉課及び文

化振興課の５課が所管する１１の業務について、電子申請を導

入することとし、今後も更なる拡充に向けた取組を進めていく

こととしている。 
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○項番０２７／指定管理者のモニタリング方法の見直し 

本項目については、公共施設の適切な管理運営を進めるた

め、指定管理者のモニタリングの在り方について見直しを行う

ものである。 

他自治体の事例等について情報を収集し検討した結果、「業

務の改善性」についての評価項目を追加するとともに、指定管

理者に指導等を行う際の様式を定めたため、「実施済」となっ

ている。 

○項番０３３／子ども家庭支援センターの運営方法の検討 

本項目については、妊娠・出産・育児・就学に対する一貫し

た支援体制の整備を推進するため、子ども家庭支援センターの

運営方法について検討を行うものである。 

児童福祉法等の改正により、平成３1 年度以降に、地方公共

団体が一貫した支援体制の中心となる役割を担う機関として、

新たに「子ども家庭総合支援拠点事業」を実施すべきとされた

ことや、国の事業案に則り事業を実施することにより、国庫補

助の対象となること等から、市が直接運営することとしてい

る。 

○項番０３８／職員提案制度の見直し 

本項目については、事務能率の向上や市民サービスの向上を

図るため、職員の知識、経験、創意工夫等をいかした提案を積

極的かつ容易に行えるよう制度を見直すものである。 

多摩２６市に対する実施状況調査や若手職員等に対する意

見聴取を行い、匿名による提案を可能にするなど、提案条件、

審査基準、表彰方法等に関する見直しを実施したため、「実施

済」となっている。 

○項番０４２／ひとり親家庭のしおりの作成 

本項目については、他自治体の事例等を参考にし、内容を比

較検討した上でひとり親家庭に関係する行政サービスや支援

機関等を総覧としてまとめた「ひとり親家庭のしおり」を作成

したため、「実施済」となっている。 

○項番０４５／市立図書館と学校図書館の連携拡大 

本項目については、図書館職員が学校司書連絡会等におい

て、研修講師を務めるとともに、学校への図書の貸出や、学校

司書が生徒・児童等から受けた資料相談・読書相談に対する助

言を行う等の連携拡大を図ったため、「実施済」となっている。 

○項番０５２／市民提案制度の見直し 

本項目については、市民発意のまちづくりを推進するため、

市民提案制度の見直しを図るものである。 
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多摩２６市に対する実施状況調査等を行った上で、提案書の

様式及び審査方法に関する見直しを実施したため、「実施済」

となっている。 

なお、今後は、達成基準である年間市民提案件数１０件の達

成に向けて、長期総合計画の市民意識調査に案内を同封するな

ど、制度の周知に努めていくことを予定している。 

○項番０６８／加除式例規集の在り方の検討 

本項目については、委託による加除式例規集の整備につい

て、利用頻度や必要性、印刷物による代替等の観点から今後の

在り方について検討を行うものである。 

２６市における例規集の利用状況調査を実施するなど検討

を進めた結果、作成部数の見直し行うこととし、従来の１４０

部から必要最小限の５５部に削減することとしている。 

なお、本年度から作成部数の削減は行ったものの、完全なペ

ーパーレス化については、市議会議員等へのタブレット端末の

配布など、環境整備が整っていないことや、部課長から紙によ

る例規集の存続を希望する意見があったこと等から現段階で

の実施は困難であるとのことである。 

○項番０７０／滞納整理手当の見直し 

本項目については、収納課の職員が納付期限等を経過した市

税等の収納に従事した際に支給される手当の支給範囲等を見

直すものである。 

職員組合に協議を申し入れ、支給範囲等の見直しについて合

意し、武蔵村山市職員の特殊勤務手当に関する規則を改正して

平成３０年４月１日から施行している。 

今後は、制度の存廃について引き続き検討を進めていくこと

としているため、「継続中」となっている。 

○項番０７２／日当の部分廃止  

本項目については、職員組合に協議を申し入れ、宿泊を伴わ

ない出張に対する日当の廃止について合意し、武蔵村山市職員

の旅費に関する条例を改正して平成３０年４月１日から施行

しているため、「実施済」となっている。 

○項番０７６／下水道使用料の見直し 

本項目については、下水道施設の長寿命化対策及び老朽化し

た管渠に対する費用等の増大を見据え、下水道使用料の見直し

を行うものである。 

下水道事業財政健全化委員会を開催し、近隣市の状況や老朽

化した管渠の改築の必要性等を考慮して検討した結果、下水道

使用料については、現行のまま据え置くこととし、今後、平成
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３２年度に再び委員会を開催し、改めて見直しの必要性を検討

することとしたため、「継続中」となっている。 

○項番０８０／事務手数料改定サイクルの設定 

本項目については、印鑑登録証明や住民票の写しを発行する

際など、市が徴収する事務手数料に関して見直しサイクルを定

めるものである。 

計画上は本年度に実施することを予定していたが、年次計画

を前倒して昨年度中に関係課による検討会を開催し、事務手数

料改定サイクルを設定する対象や、改定時期について検討を行

った上で、「事務手数料改定サイクル」を設定したため、「実施

済」となっている。 

○項番０８１／保育利用者負担金(保育料)改定サイクル等の

設定 

本項目については、保育料の適正化を進めるために見直しサ

イクルや算定方法を定めるものであり、保育料検討協議会を開

催して検討を進め、「保育利用者負担金（保育料）の改定サイ

クル及び算定方法」を設定したため、「実施済」となっている。 

なお、今後は、当該サイクル等に基づき、国の徴収基準と比

較して必要に応じた改定を実施していくこととしている。 

○項番０８４／平和の集いの見直し 

本項目については、戦争体験者の高齢化や参加者数が低調と

なっている平和の集いの在り方を見直すものである。 

若い世代が平和について考える契機となるよう、高校生につ

いても討論会への参加を可能とし、また、過去の基調講演を編

集して「Youtube むさしむらやま動画チャンネル」にて公開す

る等の見直しを行ったため、「実施済」となっている。 

○項番０９２／在宅寝たきり高齢者等おむつ給付事業の見直し 

本項目については、在宅の寝たきり高齢者等に対して実施す

るおむつの給付事業について、過剰給付の抑制策等を検討し、

実施するものである。 

検討の結果、入院時における給付の一時停止や、余剰が発生

した際の給付枚数の見直しを行ったため、「実施済」となって

いる。 

○項番０９７／ひとり親家庭入学準備金制度の廃止 

本項目については、ひとり親家庭の児童が小学校及び中学校

に入学する際に支給する入学準備金制度について、他の制度と

の重複支給の解消に向けて廃止するものである。 

計画上は本年度に廃止することを予定していたが、年次計画

を前倒して平成２９年度支給分をもって廃止することとした
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ため、「実施済」となっている。 

 

平成２９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】 

○ 項番００５「選挙事務の効率化策の検討」について、今後は、開票

事務のうち、開被・分類・点検作業を委託により実施するとの説明が

あったが、詳細を伺いたい。 

● 開票事務のうち、投票用紙を開く作業（開被）、候補者ごとに分類

する作業（分類）、他の候補者の票の混入等を確認する作業（点検）

については、読取分類機を用いることにより、選挙に関する専門的知

識をもたない者であっても事務の執行が可能であると判断し、本年度

から委託により実施することとしたものである。 

  本年６月に行われた市長選挙が無投票となったため、まだ実績はな

いものの、職員の人件費と比較した場合、委託費の方が安価であるこ

とが見込まれているものである。 

○ 開被・分類・点検作業を行う際に、取扱いに迷う票も出てくると思

われるが、このような票はどのように取り扱うのか。 

● 疑問票の取扱いについては、職員が判例等に基づき一票ずつ有効か

無効かを判断しており、専門的知識を必要とすることから、委託によ

り実施することは難しく、引き続き職員が行うこととなっている。 

○ 項番０６２「学童クラブ育成料収納率の向上」について、平成２８

年度末の収納率が９１．１％であり、達成基準である９０％を上回っ

ていることは評価したい。 

  その一方で、項番０６０「市税収納率の向上」や項番０６１「介護

保険料収納率の向上」における達成基準は９７％を超えて設定されて

いることを考慮すれば、他の項目よりは容易に達成できる目標設定で

あったとも考えられるため、引き続き取組を進め、更なる収納率の向

上を目指していただきたい。 

● いただいた意見を所管課にお伝えする。 

○ 項番０６０「市税収納率の向上」について、従業員が市税等を滞納

している場合、市から事業者に対して直近の給与等の支払状況の確認

を求める文書を発出しているが、当該文書の記載内容が事務的である

ため、市から照会されている内容がわかりづらく、また、繁忙期等の

場合には迅速に対応することが難しいときもある。 

  個人情報保護の関係もあるため、詳細に記入することが難しいこと

は理解できるが、従業員の状況を補足した上で市税等の滞納整理を行

うために協力が必要である旨の文言とすることはできないのか。ま
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た、本人には給与等を差し押さえる旨の通知は送っているのか。 

● 国税徴収法や地方税法に則って事務を執行しており、市税等を滞納

している方の資産状況を調査する権限が市職員（徴税吏員）には与え

られているため、事業者にも滞納整理に協力いただく義務があると認

識していることから、必要以上に協力を求める文言とすることは難し

いと思われるが、詳細を所管課に確認して、次回の会議の場で報告さ

せていただきたい。 

  また、本人への通知であるが、納期限を経過しても納付がない場合

に督促を行い、それでも納付されない場合には、最終的に差押えを行

うこととなるが、その前に通知を複数回送っているため、本人も滞納

については認識していると考えている。 

○ 国民健康保険税の場合、滞納者に対しては通常よりも有効期限を短

く設定した国民健康保険証を発行した上で、面談の機会を創出するな

ど、本人が滞納状況を把握する機会を確保していたと記憶している。 

これは、保険税の滞納などにより全体の医療費等が賄えなくなっ

た場合には一般会計から国民健康保険事業特別会計に法定外繰入れ

を行って補填しているため、本来であれば、国民健康保険被保険者

同士で負担すべき国民健康保険に被保険者以外から徴収した市税等

が含まれる一般会計から法定外繰入れを行っていることは、市民の

負担の公平性を欠いており、必要な措置であるといえる。 

○ 項番０２３「電子申請サービスの拡充検討」について、現在は、ど

のようなサービスが電子申請できるのか伺いたい。 

● 現在は、「武蔵村山市乗合タクシー利用者登録申請」や「公文書開

示請求」など８つの手続が常時申請可能となっており、また、「がん

三セット検診申込申請」など健康推進課が所管する検診への手続が定

期的に公開され、実施時期に合わせて申請可能となっている。 

  しかし、介護認定など、申請に当たって面談が必要となるものにつ

いては、機械的に受け付けることはできないため、拡充していくこと

は難しいと考えている。 

○ 保育園の入園手続や先ほど説明があった市民提案については電子

申請が可能なのか伺いたい。 

● 保育園の入園手続についてはマイナンバーカードを用いてマイナ

ポータルから電子申請を行うことが可能となっているが、利用実績は

ない状況である。 

  また、市民提案についても電子申請サービスでは対象としておら

ず、市ホームページ等において周知を図っているものの、過去３年間

において提案実績はないため、今後は、市民２，０００人を対象とし

て実施する長期総合計画の市民意識調査に制度のチラシを同封する

など、更なる周知を図っていくことを予定している。 
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○ 「項番：０２２各種申請等の受理拡大」について、市役所本庁舎１

階に市民なやみごと相談窓口が設置されたことにより、先ほど説明の

あった電子申請サービスの拡充だけでなく、本庁舎における各種申請

書類の受付範囲も拡大されたと認識しているが、状況を伺いたい。   

● 市民なやみごと相談窓口が設置されている地域福祉課においては、

市民総合センターにある高齢福祉課及び障害福祉課が所管する一部

の事務について、申請を受け付けているところである。 

  また、本窓口においては、生活困窮者の自立に関する相談支援も行

っており、多重債務者など、複数のなやみごとを抱える方々の支援を

行っているところである。 

○ 項番０３３「子ども家庭支援センターの運営方法の検討」について、

今後は、国が示す事業案に則り、子ども家庭総合支援拠点事業として

市が直接運営していく旨の説明があったが、本事業においては、何歳

までの子どもを対象に支援していくことを考えているのか。 

● 妊娠期から就学に至るまで一貫して支援する体制を整備していき

たいと考えているが、就学後であっても家庭内暴力等により支援を必

要とする児童は支援すべきであると考えている。 

また、将来は、子育て世代包括支援センター「ハグはぐ・むらや

ま」との事業統合も考えている。 

○ 以前、高校生が家庭内暴力を受けているケースを夜間に支援した経

験があるため、急を要する事態にも迅速に対応できる体制の整備が必

要であると考えているが、市が直接運営することとなった場合、時間

外であっても対応できるのか。 

● 現在、時間外や休日については、児童相談所又は指定管理者の職員

が出勤して対応しているところであり、市が直接運営することとなっ

た場合にも引き続き児童相談所又は市の職員が同じように対応する

ことを予定している。 

● 高齢者や障害者に対する虐待については、休日夜間を問わず、市役

所に連絡いただければ、担当課の職員につなげる体制を整備している

ところであり、今後、市が直接運営する子ども家庭支援センターにお

いても同様の方法により対応することを予定している。 

○ 項番０４５「市立図書館と学校図書館の連携拡大」について、市立

図書館の職員が学校司書に助言を行い、また、市立図書館が学校に図

書を貸し出しているとの説明があったが、どのようにして学校に図書

を貸し出しているのか。 

● 休館日を除いて市内全ての図書館間を１日１往復する図書館交換

便事業をＮＰＯ法人に委託して実施しており、当該事業の中で月に一

度、希望する学校に図書を配達しているところである。 

また、急を要する場合には、学校司書が直接図書館から、図書を
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貸りている。 

 

議題３ その他 

 １ 行政改革大綱推進計画について 

● 本日机上に配布した武蔵村山市第六次行政改革大綱推進計画《平成

３０年度～平成３２年度》は、第六次行政改革大綱を踏まえて行政改

革を具体的かつ計画的に推進するため、各推進項目の実施状況を調

査・把握し、社会経済情勢の変化に応じて、所要の見直しを図り、毎

年度定めるものである。 

本日配布した平成３０年度から平成３２年度までの推進計画は、

昨年度策定した推進計画の内容について各課に意見照会を行い、必

要に応じて年次計画や達成基準などについて修正を加えている。 

推進計画の２ページから５ページまでは、各推進項目の本年度の

推進レベル等を一覧で整理したものであり、「３０推進計画」の欄に

網かけをしたものが、昨年度策定した第六次行政改革大綱推進計画

《平成２９年度～平成３２年度》の内容を修正した項目となる。 

具体例を申し上げると、「項番０１９：申請書等への押印の省略」

については、本来は本年度に実施する予定であったが、年次計画を

前倒して昨年度中に「武蔵村山市申請書等への押印の見直し指針」

を策定し、実施したため、本年度の推進計画を「‐」に変更してい

る。 

本年度の上半期の推進状況から当該推進計画の計画期間となるた

め、本日皆様に配布させていただいたが、来年１月頃に開催を予定

している第２回行政改革推進委員会にて、改めて詳細を説明させて

いただきたい。 

 

２ 会議録の取扱いについて 

● 本日の会議録については、事務局が作成次第、委員の皆様に送付さ

せていただきたいと考えている。 

  その後、委員の皆様に御確認いただき、修正等がある場合は、事務

局まで連絡いただきたい。 

最終的に決定した会議録については、市のホームページ上で公表

するため、御協力をお願いする。 

 
 

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 
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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） 


