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令和２年度第４回清水町行政改革推進委員会議事録 

日時 令和３年３月 18日（木） 午後２時 

場所 清水町役場 ３階大会議室南側（web会議併用） 

出席者 

【委員】 

委員長外５人 

【町・事務局】 

 企画課課長以下３人 

資料 

・行政改革アクションプラン【資料１】 

・第５次行政改革大綱実施計画進捗状況報告書【資料２】 

・行政改革アクションプラン体系図【資料３】 

・行政改革アクションプラン体系図（見え消し）【資料４】 

・令和３年度清水町行政改革推進委員会スケジュール【資料５】 

 

 

１ 開会 

２ 委員長あいさつ 

３ 資料の確認 

４ 議題 

 ⑴ 行政改革アクションプラン（次期行政改革実施計画書）について 

 ⑵ 次年度取組予定の確認 

■事務局 （資料に基づき「行政改革アクションプラン（案）」を説明） 

委員 基本事業１、実施事業２の事務の効率化推進事業についてであるが、時

間外の目標値が 7,500 時間、令和元年度には 10,762 時間となっている。

7,500時間を職員の人数で割ると、年間の残業日数は相当少ないものとなる

が、これが実態に即したものなのか伺いたい。 

■事務局 目標値の 7,500 時間というのは、基準値の３割減を目指し設定した数値

となっている。現実的かという点では難しいかもしれないが、基準値の

10,762 時間というのは、選挙や国勢調査といった突発的な時間を含めてい

ない数値となるため、普段の事務の効率化ができれば可能となる数値でな

いかと思う。 

委員 令和元年度の数値で職員の数値と時間外を計算すると、１人当たり年間

51時間、これを 12ヶ月で割ると月に１人当たり 4.3時間となる。目標値が
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実際に可能な数値なのか疑問に思うが、さきほどの話の中で３割減など試

算をした中で考えているということなのでその点は理解をする。しかし実

態的な数字でみると疑問に思う。 

■事務局 時間外勤務手当のつかない管理職等が含まれた人数で割っていると推察

するが、実際に時間外手当の対象になる職員数は少ないため、１人当たり

については、もう少し大きな数値となることが予想される。現在、全体の１

万時間の３割減ということで目標を設定しており、１人当たりのデータは

手元にないがもっと大きくなるということで御理解いただきたい。 

委員 例えばだが時間外をする特定部署や多い部署または特定の方がいると思

うので相対的にはこの数値になるかもしれないが、特定の部署等の時間外

の削減の方法を少し考えた方が良いと感じた。 

委員 実施事業５のリモートワークであるが、今コロナ禍の中でリモートワー

クを推奨している。国自体が推奨しているため恐らく良いと思うがワクチ

ンが普及して２～３年経った時には今までの生活に戻るような気がする。

その状態になってもリモートワークを実施するのは大変良いことだと思う

が、リモートワークをするとストレスが溜まるといったことも聞くので、

そちらについても精査しながらリモートワークを進めていただければ良

い。メンタルヘルス対策事業で高ストレスの割合が増えてしまったら何に

もならないと思うので、是非その辺についても検討してもらいたい。 

委員 総時間外の部分であるが時間外の削減を推進するということで目標値を

設定していると思うが、手当の金額的な部分というのは総額でいうとどれ

くらいなのか。 

■事務局 手元にすぐ分かる資料がないため、後日回答という形にさせていただき

たい。 

■事務局 参考までに、職員によって時間外の１時間当たりの単価が違う。そのた

め単純に１時間当たり 2,000円、2,500円とかということは言えないが、過

年度、令和元年度の基準値が出ているので令和元年度の時間外勤務手当が

いくらだったかということで、この後お示しをしたいと思う。 

委員  実施事業２の事務事業改善事業の目標値が令和７年度 85％となっている

が、これは具体的に根拠はあるのか。 

■事務局 こちらについては、現在総合評価がＢである事業の１/３が９件となって

いる。その９件をＡ評価へ引き上げるといった形で試算を行っている 

委員 実施事業３ 分野別計画管理事業を精査のうえ、件数が変更になったと

いうことであるがその内容を教えていただければと思う。 

■事務局 分野別計画管理事業というのは、総合計画に記載の分野別計画を管理し

ていくような指標となっている。当初は、計画に対して毎年度指標をとっ

ている、もしくは計画期間終了後、総合評価を行っている、この２点におい

てどちらかを実施している場合は進捗管理を行っているとみなしていた
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が、見直し後は、毎年度指標実績をとっているものと計画期間終了後総合

評価を行っているもの、それぞれを分けてカウントするような形とした。 

委員 実施事業１の広域連携推進事業であるが、基準値が未実施、目標値が検

討となっている。広域連携推進事業という形になってくると清水町単体で

はできない事業であるが、この辺りについては周辺の市町であったり広域

連携できそうな市町と何か既に打ち合わせをしたり情報収集をしているの

か。 

■事務局 前回の会議でこちらの広域連携事業で具体例として固定資産税の評価の

ための航空写真の話をさせていただいた。広域連携によって事務費を引き

下げるといったことが可能であれば近隣の市町と共同で事務実施をすると

いうのもある。ただ、それは一例でありそれ以外にもまだ共同で実施すれ

ば事務費を抑えることができるのもあると思う。まだ具体的に何を広域連

携していくというのは決まっていないので、まずは行政改革の事業の項目

として挙げさせていただいたうえで、連携可能な事業を掘り下げて検討を

進めていこうということで目標値を検討とさせていただいている。 

委員 施策２ 町税収納率の関係であるが、目標値が 97.73％という形になって

おり本来目標であれば収納率であるため 100％というのが本来の考え方で

はないかと思う。これを 97.73％という細かい数値まで出ていることについ

て何らかの考え方があるのかと思う。また、残りの 2.27％も収納未済のも

のが今後どうなっていくのかというのがあることから、目標であれば高い

指標を持っていたほうが良いと思うが、97.73％というのを決めたのはどう

いうことか教えてほしい。また、持続可能な財政運営事業について、財政調

整基金の目標値が 259 百万円となっているが、新型コロナウイルスの関係

で財政調整基金を相当取り崩していると思う。２～３年してコロナが落ち

着いたときに財政調整基金を取り崩すといったことがあるとすると実際上

目標値が 259 百円という積立が起こるという形になるのかどうか、見解を

教えていただきたい。 

■事務局 １点目の町税収納率の目標値の設定であるが、こちらは１年に 0.2％ずつ

の増加を目指すような形で指標を設定している。５年で１％の増加を目指

すような形で 97.73％という数値を設定しているところである。続いて財政

調整基金残高であるが、こちらについては少子高齢化・人口減少により財

政調整基金残高が減少していく予定ということで、中期財政計画に基づき

推計されているものである。 

委員 町税収納率について目標値が 100％が良いのではという意見があったと

ころであるが、町税というのは時効はあるのか。時効があった場合に現在、

もし町税を納めていない方という形でいくとその残高がもし分かったら教

えていただきたい。 

■事務局  時効については５年となっている。ただ、色々な事情により、伸ばすとい

うような手続きもあるが基本は５年ということになっている。５年で消滅

してしまうということになる。今どれだけ残っているかというのはすぐ出

てこないため、後ほどお示ししたい。 
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委員 やはりその部分を減らしていくというのが非常に重要だと思っているた

め、そのことについても目標値は 97.73％ということで現在よりも１ポイン

ト増える形となるが、その数字を上回るような形の努力はしてもらいたい

と思う。 

■事務局 先ほど総時間外勤務時間数の手当について質問があったと思うが、そち

らについては約 2,940 万円ということであった。町税については最新の決

算ということで令和元年度の決算数値となるが 59億円ほど賦課、税として

お願いしている中で、納められていない金額というのは１憶 9,000 万円ほ

どとなっている。 

委員  詳細なこととなってくると、その方が特定の方なのかそうではないのか

ということもある。担当課の方が分析していると思うので収納ができるよ

うな形で色々と実施していただければと思う。 

委員 公共施設マネジメント推進事業という形で基準値が 100％で目標値が

100％という形になっているが、これは全て公共施設のものに関してはマネ

ジメントの進捗管理を行っていくということで捉えるということで良い

か。 

■事務局  こちらについてはそのような考え方となっている。計画の通りに進むの

が通常というような考えに基づいて 100％と設定している。現在策定済の計

画が２つある。今年度策定するものも含めて令和３年度以降、６計画とな

るため６/６、100％というような指標となっている。 

委員  この公共施設の中には、小学校・中学校のような学校も含まれていると

思って良いか。 

■事務局  こちらの計画だが、学校施設長寿命化計画が含まれているため、学校施

設が含まれていると考えていただいて差し支えない。 

委員  ２ページの実施事業６のワークライフバランス向上事業の中の平均年次

有給休暇取得日数の目標値が 14日というのは、平均な数字ということか。

基本的には 20日が基本かと思うが、平均が 14日という考え方で良いか。 

■事務局  国の方で目標としているのが 70％であり、20 日の 70％ということで 14

日という目標値となっている。 

委員  ２ページの職場のメンタルヘルス対策事業のところであるが、高ストレ

ス者の割合というのが令和元年度は 12％という形になっている。職員の数

からいうと、12％になるというのはやはり 20人余の人が高ストレスだとい

うことになるが、少し高いのかなと思う。どういう関係か教えていただき

たい。 

■事務局  こちらはストレスチェックの結果となる。毎年紙で職員はストレスチェ

ックを行っているが、そのストレスチェックの結果が令和元年度の場合

12％であったということ。ちなみに今までの実績については H28 年度につ

いては 11.3％、H29年度 12.2％、H30年度 10.4％といった形で大体 10％か

ら 12％の中で毎年推移しているような数値となっている。今回基準値 12％
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になっているが目標値は２％下げたような形で全体の職員の１割といった

ような目標で 10％と掲げている。 

委員  職員の方が 10％以上の方が高ストレスだと感じているところを改善して

いく努力が必要。どういうものが原因なのか仕事のストレスなのか、過重

労働的な部分がストレスなのか、残業時間を考えると長時間労働はしてい

ないような形なので高ストレス者が出てくるというのがこんなに多くない

のではと思っていた。一般企業だともう少し少ない数字である。役場の方

が高いような数値であるので職員の方々が 10人に１人はストレスを感じて

いるということがあるというのは考えなければならない事項かと思う。 

委員  今は 12％くらいを推移しているのを 10％に下げていくというような目標

だが、そのストレスを改善するためのものとしての方法のようなものは何

か検討があるのか。ただ漫然と毎年チェックをしているだけでは数値は下

がってこない。ストレスを解消するための何か働きかけはあるのか。 

■事務局  総務課から毎年案内があり、相談する窓口のようなものがある。職員で

ストレスがあると感じる方は気兼ねなく相談してくださいといった形で案

内はされている。 

 別の面で例えば職員互助会というものがある。そこで、運動やスポーツ

の大会や集まりといった心身のリフレッシュをするというのはこれまでも

行っており、今後もそういった部分での工夫も必要になってくると思って

いる。 

委員  メンタルの関係で、仕事をやらされている感でなく自ら進んでやるよう

な風土があるとストレスを感じない。仕事を積極的にやるというような形

になろうかと思う。その辺りはどうなのか。 

■事務局  職員の満足度調査を令和元年度に実施した。ストレスが一番高いと思わ

れる年代というのは大体 40代くらいであり、役職でいうと係長・主幹級の

職員が一番高ストレスという結果が出ている。いわゆる中間管理職は部下

の調整もとりながら上司からの指示も受けながらといったような立場の職

員、ここに仕事が集中するというのが清水町役場に限らず官公庁そうなの

かもしれない。そういったところが高ストレス者の割合が増加している要

因の１つになるのかと思う。 

委員  それぞれ職場によってもストレスの受け方にバラつきがあると思うが、

問題なのは就労に支障をきたすようなそういう方々がどれくらいいるの

か。例えば長期で休んでいる方とか。 

■事務局  いわゆる鬱病等で長期休暇をしている職員というのもいたが、今現在に

おいてはいない。そういった兆候のある職員はいるかもしれないが、逆に

言うとそういった方をストレスチェックで拾って積極的にカウンセリング

だったり精神科の受診に繋げていくといったところがここの基本事業１の

狙いであったり目的であったりする。引き続きそういったところが発生し

ないように努めていく。 

■事務局 （資料に基づき、次年度取組予定について説明） 
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５ その他 

 ⑴ 次回委員会の日程 

   令和３年度７月頃を予定 

６ 閉会 

 

 


