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会   議   録 （要 旨） 

会 議 名 平成２９年度第２回武蔵村山市行政改革推進委員会 

開 催 日 時 平成３０年３月２０日（火）午後３時５分から午後４時３５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) 

報 告 事 項 

１ 平成２９年度第１回行政改革推進委員会の会議結果について 

２ 武蔵村山市第六次行政改革大綱推進計画《平成２９年度～平成３２

年度》について 

議 題 

１ 平成２９年度上半期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。） 

報告事項１：平成２９年度第１回行政改革推進委員会の会議結果について 

平成２９年度第１回行政改革推進委員会の会議結果について

事務局から報告した。 

報告事項２：武蔵村山市第六次行政改革大綱推進計画《平成２９年度～

平成３２年度》について 

武蔵村山市第六次行政改革大綱推進計画《平成２９年度～平成

３２年度》について事務局から報告した。 

議題１：平成２９年度上半期における第六次行政改革大綱の推進状況に

ついて 

平成２９年度上半期における第六次行政改革大綱の推進状況に

ついて、事務局から説明し、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：その他 

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 

報告事項１ 平成２９年度第１回行政改革推進委員会の会議結果につ

いて 

【事務局説明要旨】 

● 平成２９年度第１回行政改革推進委員会の会議結果について事務

局から報告した。 

 

【質疑・意見等】 

○ 特になし 

 

報告事項２ 武蔵村山市第六次行政改革大綱推進計画《平成２９年度～

平成３２年度》について 



- 2 - 

  別添資料「武蔵村山市第六次行政改革大綱推進計画《平成２９年度

～平成３２年度》」に基づき、行政改革大綱推進計画について説明す

る。 

  １ページは、「推進計画の基本的事項」を掲載している。 

行政改革大綱推進計画は、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。 

なお、見直しに際しては、各課に意見照会を行い、年次計画を前

倒して実施している又は、物理的又は合理的な理由により変更があ

るなど、必要に応じて年次計画や達成基準等について修正を加えて

いくこととしている。 

２ページから５ページまでは、行政改革の推進項目一覧として、

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、

「２９推進計画」の欄に網掛けをしたものが、第六次行政改革大綱

から修正した項目となる。 

なお、修正箇所については、修正前の記載事項を二重線で消し、

矢印とともに修正後の内容を記載している。 

具体的な変更箇所については、個別に説明する。 

 

○項番０１７／近隣市等との困難事例勉強会の開催 

  本項目は、市民の多様な悩みや課題の解決に向けた対応力の向上を

図るため、近隣市との合同で勉強会を開催するものであり、大綱策定

時には平成２９年度に実施することを予定していたが、平成２８度に

近隣 6 市（立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市及び本市）

との勉強会を開催し、既に実施済みであるため、平成２９年度の年次

計画を「－」に変更している。 

  なお、平成２９年度も引き続き勉強会を実施している。 

 ○項番０３９／余裕教室活用指針の策定 

  本項目は、公共施設の有効活用を図るため、余裕教室（小・中学校

の空き教室等）の活用方針を定めるものであり、大綱策定時には平成

２９年度から検討し、平成３０年度に策定することを予定していたも

のである。 

しかし、所管課から、平成３１年度に改定時期を迎える「まち・

ひと・しごと創生総合戦略」における人口予測の見直しが、本推進

項目の検討及び活用指針の内容に影響を及ぼすため、策定時期を１

年間遅らせる必要がある旨の意見があり、平成３０年度に検討し、

平成３１年度に策定する内容に変更している。 

 ○項番０４０／公衆無線 LAN アクセスポイントの整備 

  本項目は、大規模災害時における通信手段の確保や市民の利便性の

向上を図るため、公衆無線 LAN（Wi-Fi）アクセスポイントの拡充に

ついて検討するものであり、大綱策定時には平成２９年度に実施する

ことを予定していたものである。 

しかし、所管課から、無線 LAN アクセスポイントの設置を含めた
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飲料の自動販売機の設置契約について、設置業者と調整した結果、

現行の自動販売機の設置契約の内容を変更して無線 LAN アクセスポ

イントを設置する場合には、手数料率が低くなってしまうこと等が

判明したため、次回の契約更新時期である平成３０年４月からの設

置に向けて、引き続き検討する必要がある旨の意見があり、平成２

９年度に検討し、平成３０年度に実施する内容へと変更している。 

しかし、検討を進めた結果、自動販売機の設置と無線 LAN アクセ

スポイントの設置を抱き合せて契約した場合、セキュリティ対策が

不十分となる可能性があることや、費用対効果を考慮し、改めて、

無線 LAN アクセスポイントを単独で整備していくための準備を進め

ていきたい旨の意見が出ており、今後、平成３０年度に策定する推

進計画において、改めて年次計画を修正するなど、取扱いを検討し

ていく。 

 ○項番０４２／ひとり親家庭のしおりの作成 

  本項目は、ひとり親家庭に関係する行政サービスや支援機関等をま

とめた冊子を作成するものであり、大綱策定時には平成２８年度に作

成することを予定していたものである。 

しかし、所管課から、ひとり親家庭の経済的な支援のメインとな

る児童手当、児童扶養手当等が、マイナンバー制度の導入により、

平成２９年度中に申請方法等が変更になることから、より利便性の

高いしおりを作成するためには、作成時期を１年間遅らせる必要が

ある旨の意見があり、作成時期を平成２９年度へと変更している。 

なお、現在、関係各課において最終的な確認作業を行っており、

今月中に作成することを予定している。 

 ○項番０６３／給食費収納率の向上 

  本項目については、大綱策定時には、給食費の収納率を全小・中学

校収納率１００％（現年度分＋滞納繰越分）にすることを目標として

いたが、所管課から第六次行政改革大綱に参考として示されている平

成２６年度の収納率９９．５%は、現年度分のみの数値であるため、

達成基準を９８％に変更したい旨の意見があり、達成基準を変更して

いる。 

  なお、変更後の達成基準である収納率９８％については、過去１０

年間において最高であった平成２７年度の収納率を上回るものであ

る。 

 ○項番０９１／高齢者食事サービス事業の見直し 

  本項目は、高齢者（要介護・要支援認定者などであって、日常の買

い物や炊事等が困難な方）の栄養管理や健康保持を目的として昼食を

提供する事業について、民間企業が提供するサービスが充実してきた

こと等を理由に見直しを行うものである。 

大綱策定時には平成２９年度に実施することを予定していたが、

平成２８年４月からソフト食の導入、また、自己負担金の見直しを

行い、既に実施済みであるため、平成２９年度の年次計画を「－」

に変更している。 

 ○項番０９５／福祉タクシー事業の支給対象者等の見直し 
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  本項目は、公共交通機関を利用することが困難となる障害を持つ方

に、タクシー券を助成する事業について、支給要件等の適正化を図り、

事業費の抑制に努めるものである。 

大綱策定時には平成２９年度に実施することを予定していたが、

平成２８年度に施設入所者を支給対象外とする見直しを行い、既に

実施済みであるため、本年度の年次計画を「－」に変更している。 

 ○項番１０６／遊休市有地の利活用の検討 

  本項目は、市が所有する遊休土地の売却や効果的な活用方法につい

て検討するものであり、大綱策定時には平成２９年度に報告書を提出

することを予定していたものである。 

しかし、所管課から、公共施設等総合管理計画に「活用可能な遊

休土地については、将来用途を検討し、用途の見通しがないものに

ついては、収入を生む活用方法を積極的に検討する」と定めている

こと、また、道路下水道課が所管する「項番１０７／不要市道の廃

道の検討」の報告結果を踏まえ、遊休市有地の検討を行いたい旨の

意見があり、平成２９年度及び平成３０年度に検討し、平成３１年

度に報告書を提出する内容へと変更している。 

 ○項番１０９／施設保全計画の策定 

  本項目は、市が管理所有する公共施設について、建物の寿命を調査

し、建替え時期を明確にすることや、施設の複合化・集約化を含めた

施設の保全に関する計画を策定するものであり、大綱策定時には平成

２９年度に報告書を提出することを予定していたものである。 

しかし、所管課から、公共施設等総合管理計画においては将来的

な行政サービス機能の配置について定める庁舎の移設などに係る基

本計画を平成３２年度までに策定することとしているため、庁舎の

移設等に係る基本計画の内容を踏まえた上で平成３３年度に施設保

全計画を策定することとしたい旨の意見があり、本計画の期間であ

る平成３２年度までの全ての年次計画を検討へと変更している。 

 ○項番１１０／下水道施設長寿命化計画の策定 

  本項目については、大綱策定時には平成３０年度に検討を開始し、

平成３２年度に下水道長寿命化計画を策定することを予定していた

ものである。 

しかし、所管課から、昨年度の社会資本整備総合交付金交付要綱

の改正に伴い、新たに下水道ストックマネジメント支援制度が新設

され、今後、下水道施設の改築等に対して、当該交付金の交付を受

けるためには、下水道ストックマネジメント計画を策定し、当該計

画に基づく事業であることが要件となったため、推進項目、取組内

容、達成基準などを変更したい旨の意見があり、内容を変更してい

る。 

 

【質疑・意見等】 

○ 項番０６３「給食費収納率の向上」について、全小・中学校収納率

１００％（現年度分＋滞納繰越分）と定めていた達成基準を９８％に

変更しているため、数字だけを見た場合、目標値は下がっている。 
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確かに、収納率は１００％であることが理想だが、過去１０年間

において最高であった収納率を上回るため、所管課の取組によって

収納率が向上していることを考慮すれば、実態に合った良い目標に

変更していると思われる。 

○ 項番１０９「施設保全計画の策定」について、市役所本庁舎はいつ

建設されたのか、また、耐震基準は満たしているのか。 

● 市役所本庁舎は、昭和５２年に建設し、その後、耐震補強工事を行

っているため、耐震基準は満たしているが、排水管や空調設備は老朽

化しており、災害等が発生した際に災害対策本部を設置する場所であ

ることを考慮すれば、改修すべきとは考えている。 

しかし、市の財政状況は非常に厳しく、市民サービスを向上させ

る取組を優先して実施していることから、多額の費用が掛かる改修

には着手できていない状況である。 

○ 項番０４０「公衆無線 LAN アクセスポイントの整備」について、市

内の公共施設において、公衆無線 LAN アクセスポイントを設置してい

る建物はあるのか。 

● 市内の全小・中学校の体育館には J:COM によって au の回線を用い

たアクセスポイントが設置されており、市役所本庁舎１階にはＮＴＴ

ドコモの回線を用いたアクセスポイントが設置されている。 

  これらのアクセスポイントは、通常時には各会社の携帯端末等の契

約者しか利用できないものの、災害等が発生した場合には誰でも使用

できるように開放されることとなっている。 

○ 先ほど、市役所本庁舎を移設することについて、検討していく旨の

説明があったため、公衆無線 LAN アクセスポイントの整備について

は、市役所本庁舎の移設と同時に行った方が良いのではないか。 

● 先ほども申し上げたとおり、市役所本庁舎は、災害等が発生した際

に災害対策本部を設置する場所であるため、速やかに取り組む必要が

あると認識している。 

○ 市役所本庁舎を移設する具体的な時期は決まっているのか。 

● 市役所本庁舎の移設については、膨大な費用が掛かるため、平成２

９年３月に策定した武蔵村山市公共施設等総合管理計画においても

具体的な時期は明記していない。 

ただし、同計画において、市役所本庁舎の移設等に係る基本計画

を平成３２年度までに策定することとしているため、移設先を決定

した上で、各公共施設の再編や保全について、順を追って検討して

いくことを予定している。 

○ 先ほど、空調設備が老朽化している旨の説明があった。 

市役所本庁舎の空調設備については、各階で個別に管理すること

ができなかったと記憶しているが、全ての階が連動して稼働してい

るのか。また、新庁舎の空調設備についてはどのように考えている

のか。 

● 現在は、大きく分けて１階玄関ホールや５階の本会議場等を除い

て、東西に分けて管理している。 

また、新庁舎については、各階で管理することができる空調設備
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を整備するものと予想される。 

○ 市内の学習等供用施設は、改修に伴って部屋ごとに空調を管理する

ことが可能となったため、利用者からの評価も高いと伺っており、新

庁舎においても個別に管理した方が良いと思われる。 

○ 市内全域からのアクセスを考慮すれば、榎地区に新庁舎を移設する

ことが効果的であると思われる。 

しかし、現在の市役所本庁舎を建設した際には、防衛省の補助制

度を活用することにより、費用を大幅に抑えて建設することができ

たと記憶しているが、移設となれば、国や東京都から補助を受ける

ことはできないと思われるため、資金の調達が難しいだろう。 

また、榎地区にあるイオンモールむさし村山が開業した際には、

交通プラザを設置し、立川市、東大和市及び昭島市からバスでアク

セスすることを可能にしたため、集客力が高まり、現在もにぎわっ

ている一方で、市内循環バスを利用してイオンモールむさし村山に

アクセスするにはルートが限られているなど、不便な状況となって

おり、市内からのアクセスには課題が残っているように思われる。 

このような現状を踏まえ、今後、庁舎を移設する際には、市内全

域からのアクセスを向上させることに加え、住宅や店舗等を併せて

整備するなど、市民が集う場所となるよう工夫していただきたい。 

● いただいた御意見を踏まえて、今後検討させていただく。 

○ 項番１１０「下水道施設長寿命化計画の策定」について、豪雨にな

ると、雨水が下水道に流れ込み、下水道の排水量を超えて冠水してい

るところもあったと記憶しているが、どのように雨水対策を行ってい

るのか。 

● 雨水対策については、要望や被害状況等を考慮し、所管課において

優先順位を定めて計画的に進めているところであるが、住宅地の開発

により、雨水の流れが大きく変わること等が課題となっている。 

  また、多摩都市モノレールの市内延伸に向け、新青梅街道に設置し

ている下水道管の取扱いを検討していく必要があるため、下水道スト

ックマネジメント計画等に基づいて、計画的に取組を進めていきたい

と考えている。 

 

議題１ 平成２９年度上半期における第六次行政改革大綱の推進状況

について 

 

 １ 推進状況調査の実施 

   平成２９年度上半期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。 

表は、第六次行政改革大綱における平成２９年度年次計画の目

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
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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、既に実施済みなどの理由か

ら平成２９年度中に取組が予定されていないものとなる。 

２ 推進状況調査の結果 

  ⑴ 調査結果の集計 

各課の回答内容を基に、平成２９年度上半期における第六次行

政改革大綱の推進状況を集計した。 

   ア 平成２９年度上半期推進状況／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」１３件、「継続中」１６件、「準備中」１

件、「検討中」７１件、「その他」９件となり、平成２９年度上半

期の実施割合は、「実施済」と「継続中」を合わせた２６．４％

（２９件）となっている。 

イ 平成２９年度上半期推進状況／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」６件、「ほぼ目標」９２件、「目標以下」

３件、「その他」９件となっている。 

  ⑵ 個別の推進状況 

各推進項目のこれまでの取組状況については、別添「平成２９

年度上半期 行政改革大綱推進状況（平成２９年９月末現在）」

のとおり整理した。 

    ２ページから６ページまでは、第六次行政改革大綱推進状況総

括表として、平成２９年度上半期の実施状況及び実施水準を表及

び一覧に整理したものである。 

８ページから３０ページまでは、各推進項目について、平成２

９年度上半期における推進状況を個別に整理したものである。 

第六次行政改革大綱に掲げる推進項目の個別の推進状況であ

るが、先ほども申し上げたとおり、平成２９年度推進計画の目標

レベルの内訳が「実施等」が４８件、検討が３４件、「－」が２

８件の合計１１０件であるため、今回は、「実施等」と位置付け

られ、今年度中に目標を達成すべきとされる４８件のうち、進捗

状況に大きな変化があった７件に加え、推進計画を前倒しで実施

しているなど、目標以上の取組が実施されている１件を併せた計

８件について説明する。 

 

○項番００６／総合評価方式の試行導入 

《平成２９年度推進計画：試行導入》 
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本項目については、公共工事の品質確保を図るため、落札者

を決定する際に、従来の価格を重視した方式ではなく、企業の

技術力等を総合的に評価して決定する総合評価方式の試行導入

について、検討するものである。 

昨年度に多摩２６市の取組状況等について調査を実施すると

ともに、導入している近隣４市を訪問するなどの情報収集を行

い、試行要領及び落札者決定基準標準モデルを作成し、平成２

９年４月１日から試行導入したため、「実施済」となっている。 

○項番０２０／各種証明書発行申請書の統合 

《平成２９年度推進計画：実施》 

本項目については、市民の利便性向上を図るため、住民票の

写しや印鑑登録証明書など、各種証明書の発行に係る申請書の

統合を実施するものであり、昨年度に市民課及び課税課職員に

より構成する証明書申請書統合委員会において検討を進め、印

鑑条例施行規則を一部改正し、新様式を規定した上で、平成２

９年４月１日から使用を開始したため、「実施済」となっている。 

○項番０４９／新たな地域連携の推進 

《平成２９年度推進計画：実施》 

本項目については、地域の課題解決や豊かな地域社会の形成

を図るため、多摩地域にある大学等との新たな地域連携を推進

するものであり、平成２９年８月に国立音楽大学及び女子栄養

大学との包括連携協定を締結したため、「実施済」となっている。  

今後は、平成３０年度に実施する事業内容について、詳細を

検討することとしており、国立音楽大学には市のＰＲ動画の作

成を、女子栄養大学には村山温泉「かたくりの湯」で提供する

食事メニューの監修をお願いしたいと考えている。 

 なお、平成３０年１月には、日本郵便株式会社武蔵村山郵便

局及び武蔵村山市内の郵便局とも地域連携協定を締結し、郵便

配達中における地域の見守り等をお願いしたいと考えている。  

○項番０５８／償却資産に係る新規事業者の申告率向上 

《平成２９年度推進計画：－》 

本項目については、平成３０年度末までに新規事業者からの

償却資産に係る申告率を８５％以上にすることを目標としてい

たが、法人設立・設置・異動届出書により、市内新規事業者を

把握した上で、償却資産の申告書を送付するとともに、申告の

ない事業者に対して電話等により申告の慫慂（しょうよう）を

行ったことにより、平成２８年度末時点で５７．６％であった

申告率が９０．１４％となったため、目標を達成し、実施水準

が「目標以上」となっている。 
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○項番０９３／ホームヘルパー利用自己負担金助成事業の廃止 

《平成２９年度推進計画：見直し》 

本項目については、介護保険制度導入に伴い開始した、ホー

ムヘルパー利用自己負担金助成事業（要介護・要支援認定者で

あって、世帯全員に市町村民税が課されていない方がホームヘ

ルプサービスを利用する際に負担額の一部を助成する事業）に

ついて、本年度及び来年度に見直しを行い、平成３１年度に廃

止することを予定していたものである。 

検討の結果、引き続き助成する必要があるとの結論に至り、

本年度及び来年度は現行制度を継続し、平成３１年度に廃止し

た上で、新たな事業を創設することとしたため、「その他」とな

っている。 

○項番０９６／福祉タクシー事業の事務手数料の引下げ 

《平成２９年度推進計画：実施》 

本項目は、公共交通機関を利用することが困難となる障害を

持つ方に助成しているタクシー券を取り扱う事業者に対する事

務手数料の引下げを実施するものである。 

他自治体及び協力事業所に実施した調査結果を踏まえ、要綱

を改正し、本年度４月取扱い分より協力事業者に対する事務手

数料を１枚（５００円）につき５０円から４０円に引き下げた

ことから「実施済」となっている。今後は、タクシーの初乗り

運賃の改定による影響を考慮し、再度見直しを進めていくこと

を予定している。 

○項番１００／スポーツデー実施事業の廃止 

《平成２９年度推進計画：廃止》 

本項目については、市民が気軽にスポーツやレクリエーショ

ンを楽しめるよう、月１回、市内４地区で実施しているスポー

ツデー事業について、参加人数が低調であること等を踏まえて、

事業を廃止するものである。 

これまで、スポーツ協力員連絡会で検討を進め、本年度から

事業を廃止することを決定したため、「実施済」となっている。 

なお、４地区のうち、西部地区及び中藤地区においては廃止

し、北部地区及び南部地区の２地区においてはスポーツ協力員

連絡会が主催する独自のスポーツ事業を実施することとしてい

る。 

○項番１０１／農業関係補助金の在り方の検討 

《平成２９年度推進計画：報告書提出》 

本項目は、市が農家等に交付している補助金が多岐にわたる

ことから、その在り方について検討するものである。 
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第三次農業振興計画の策定に併せて行った検討結果に基づ

き、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

及び重点化を図ることにより補助金額を適正化し、また、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、農地の確保、農地の多面的機能の発揮及び

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して

いく旨の報告書を作成・提出したため、「実施済」となっている。 

 

平成２９年度上半期における第六次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００６「総合評価方式の試行導入」については、試行導入に必

要となる基準を作成したという認識でよいか。 

● 総合評価落札方式の試行導入に当たり、企業の技術力、信頼性、社

会性等の項目を総合的に評価する落札者決定基準標準モデルを作成

し、本年度から試行導入している。 

○ 市内の事業者からすれば、市内への貢献度が高く評価されることが

望ましいと思われるが、評価に反映されるのか。 

● 市内に営業所がある場合や、市と災害協定を締結している場合な

ど、市への貢献度が高い場合には、高く評価されることとなっている。 

○ 項番１００「スポーツデー実施事業の廃止」について、スポーツデ

ー実施事業は、開始から約３０年が経過していると思われるが、近年

は参加者数が低調であったため、費用対効果を考えれば、廃止したこ

とを評価したい。 

○ 項番０５８「償却資産に係る新規事業者の申告率向上」について、

法人に対する取組が進んでいることは評価したい。 

  その一方で、以前もお伝えした他市の事例では、アパート等を建て

た際に、市が行った家屋調査において、償却資産について説明をしな

かったにも関わらず、数年が経過してから償却資産に係る税の申告を

求めてくることがあった。 

  アパート等の所有者は、必ずしも税に精通しているわけではないた

め、今後、市が家屋調査を実施する際には、償却資産に係る税の申告

についても説明するなど、個人の申告率向上に向けた取組も進めてい

ただきたい。 

● いただいた御意見については、所管課にお伝えする。 

○ 項番００３「新旧対照表方式の導入検討」について、新旧対照表方

式は現行の改め文方式と異なり、法制執務の知識を必要としないこと

が利点として挙げられる。 

  また、本市においては、議案を改め文方式で作成し、新旧対照表は

議資料として議会に提出しているため、新旧対照表方式を導入するこ

とにより、文書情報課における事務量の減少が期待される。 

さらに、市内にある湖南衛生組合では、既に新旧対照表方式を導
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入しており、議案も同方式で作成しているため、このような事例を

参考として、本市における取組を更に進めていただきたい。 

● いただいた御意見については、所管課にお伝えする。 

なお、法制執務に精通した者からは、改め文方式の方がわかりや

すいという意見も出ているため、引き続き検討を進めさせていただ

く。 

○ 項番０４９「新たな地域連携の推進」について、地域連携によって、

国立音楽大学とＰＲ動画を作成することや、村山温泉「かたくりの湯」

で提供する食事を女子栄養大学が監修することだけでなく、高齢者等

の安否確認を郵便局が実施していくとの説明があったが、当該取組に

留まらず、更に連携を進めていただきたい。 

● 所管課においても、今後、様々な取組を実施していきたいと考えて

おり、いただいた御意見を踏まえて、更なる連携の推進に努めていく。 

 

議題２ その他 

● 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

局まで御連絡をいただきたい。 

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 

 

 

 

 
 

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） 

 


