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                         平成２８年３月２８日 

豊川市議会議長 中村 直巳 様 

 

                        総務委員長 柴田 輝明 

         総務委員会所管事務調査報告書        

 

本委員会の所管事務についての調査結果を報告いたします。 

 

１ 調査項目 

 

（１）消防団の活性化について 

 本市においては、これまで松山市の消防団制度を学び、「機能別団員の確保」

「消防団協力事業所」「消防団員証による割引サービス」などを行ってきたとこ

ろですが、年々基本団員のサラリーマン化（８４％）が増加傾向にあり、団員確

保が難しい状況から、重要事項と考え、調査を行いました。 

 

（２）ファシリティマネジメントについて 

 本市では、平成 24年度に「豊川市公共施設白書」を策定し、そこから見えて

くる課題や公共施設の利用状況等の分析及び住民アンケート調査から、施設評

価を実施し、公共施設全体の適正配置に向けた目標等を定めた基本方針「公共施

設の削減目標及び用途別における施設の方向性」を平成 25年度に策定し、平成

26 年度は本方針に基づいて老朽化施設の統廃合、機能や利用圏域の重複する施

設の多機能化・複合化等への実施プランとなる「豊川市公共施設適正配置計画」

を策定し重点取り組みを通じた全市的な対策を進めていく「リーディング事業」

を推進するため、重点度・緊急度の高い小坂井・音羽・御津の 3つの地区をモデ

ルエリアとして選定しているところです。これら「公共施設マネジメント」を重

要事項と考え、調査を行いました。 

 

（３）業務改善運動について 

 本市では、平成 24年度より事務能率の向上や経費の削減、職員の改善意識の

熟成を図るとともに、市長マニフェスト項目の着実な推進を図るため、市役所カ

イゼン運動の導入を検討する豊川市市役所カイゼン運動検討会を設置し、平成

25 年度には、とよかわ仕事カイゼングランプリ（Ｔ－１グランプリ）推進本部

を立ち上げ、これまでの「業務改善提案制度」の問題点・課題を整理して抜本的

に見直し、新たな制度として構築し、新たに「市役所カイゼン運動」を導入する
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トップの強い意向が示され、行政経営改革プランでも重点取り組みとして位 

置づけられているため、重要項目として、調査を行いました。 

 

（４）防災センターについて 

 本市では、これまで情報伝達体制の構築、避難所となる小中学校施設の耐震化、

防災倉庫の整備、食料や飲料水などの備蓄といったハード対策は行ってきまし

たが、地震や風水害を含めたあらゆる災害が発生した場合に、確実な初動体制を

構築するとともに、全ての機関が一体的な対応を行う中核拠点の整備が必要に

なった為、重要事項と考え、調査を行いました。 

 

２ 調査内容 

 

 別紙＜調査経過＞のとおり、本市の現状把握のため勉強会を実施し、先進都市 

の視察の後、視察内容を踏まえて委員間での意見交換を行い、さらに調査をする

ため、再度、先進都市の視察を行いました。 

 

３ 調査結果 

 

（１）消防団の活性化について 

 

①本市の現状 

ほの国消防団・消防団応援事業所制度（東三河８市町村が連携して実施）に本

市の消防団を応援しようとする事業所、販売店等の方々が応援事業所として登

録して頂き、消防団員及びその家族に対して各種のサービスを提供して頂くこ

とで応援事業所と消防団のイメージアップを図るとともに、消防団協力事業所

表示制度を設け、従業員の消防団員活動について積極的に協力している事業所

等が 21事業所ある。また、松山市を参考にして東三河地区では、初めての豊川

市消防団員応援自動販売機を市内に 9台設置していただいている。 

 

②先進都市の状況 

松山市消防団においては、実団員数が２，４１０名、定員２，５０１人、   

基本団員２，１１１名であり、全国的に団員数が低下している中にあって、増加

傾向にある。機能別消防団・女性分団、それから郵政・大学生・事業所消防団員・

島嶼部（とうしょぶ）女性機能別団員等、様々な団員確保に努めており、基本団

員のサラリーマン化が進み、日中に消防団員が不足し消防活動に空洞化が生じ

ているとお聞きする中で、地域分団への対応策として、機能別消防団を配置し、
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郵政消防団員は大規模災害時に住民の安全を確保するため、地域に精通する職

務の特徴を持ち、タイムリーに災害に対応ができる団員であり、島嶼部女性団

員・事業所消防団員は就業時間である日中に活動を特定して、火災を始め、あら

ゆる災害に出動し、日中の消防活動を補完すると伴に応急手当等、現場最前線の

消防活動を充実させています。 

 

③総評 

松山市消防団は、昭和２２年当時は団員数８４３人でしたが、周辺地域との合

併や組織化改革を行いながら、拡大・拡充されて、阪神淡路大震災から１０年後

の平成１７年１月には近隣の北条市及び中島町と合併し、市域が３３パーセン

ト拡大するとともに、特に島嶼部地域が大きく拡大しました。これに伴い消防団

員の定員も合併前の１，４００人から合併後は２，３０１人として、その後、東

日本大震災から３年後の平成２５年４月には定員を２００名増員し、２，５０１

人としました。これは、大災害後の対応策として、常備消防だけでなく、消防局

全体で考えて、地域に精通する消防団の組織機能の拡充を図る中で、女性・郵政・

事業所消防団員、島嶼部女性団員、大学生防災サポーターなど、地域・活動範囲・

区分を明確にして、それぞれ団員が活動しやすい環境整備された部隊だと思い

ます。大変参考に成った視察でした。 

 

（２）ファシリティマネジメントについて 

 

 ①本市の現状 

本市、小坂井エリアにおいて中核を担う小坂井庁舎の建物や設備は著しく老

朽化し、活用できないスペースが多いことから、他の地区に先駆けて「公共施設

再編まちづくり計画（小坂井地区）」として、地元意見交換会や地元中学生によ

るワークショップを開催し、ともに「豊川市公共施設中長期保全計画」、「豊川市

公共施設等総合管理計画」を策定しており、公共施設中長期保全計画は、従来に

おける、不具合が生じてから修繕を行う事後保全的な施設の管理方法を見直し、

重要な部位の耐用年数から、計画的に修繕・更新を行う予防保全の考えを取り入

れた施設管理へと移行することで、建築物の長寿命化を図り、財政負担の軽減や

平準化につなげようと取り組しているところです。 

 

 ②先進都市の状況 

 西宮市と豊川市では「公共施設マネジメント」の取り組みについて、大きな違

いがあり、阪神大震災を経験し、その復興途上とも言える現状であると前置きし

て、「公共マネジメントのための基本的な方針」に揚げた４つの柱＝維持管理の
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最適化、施設性能の最適化、施設機能の最適化、施設総量の最適化、について、

『方針』『目標』『取り組み方策』を揚げ、具体化を図っています。公民館・市民

館共同利用施設についての貸し館の機能を小学校も行えるようになど検討して

います。 

 

 【維持管理の最適化】では、庁内に「公共施設管理委託検討委員会」を設置し、

管理委託業務の効率化を検討。委託ガイドラインの制定、予算集約合併発注など

の試行。環境課では環境負荷軽減の策定、モニタリングにより光熱水費の削減に

取り組んでいます。 

 【施設性能の最適化】では、中長期修繕計画に基づく施設の保全とその財源確

保のため、『西宮市公共施設保全積立基金』を平成２７年度当初予算から開始し

ました。 

 【施設機能の最適化】は、『公共施設適正配置審議会』を設置し、適正配置を

検討。メンバーはできるだけ若い方にと、３０代からの６人の有職者（市外の

方）。コミュニティ社会教育の専門家や、地元の大学の先生に協力をしてもらっ

ています。市民は公募で２名。また、『西宮市営住宅・管理計画』に基づき、平

成３３年までに管理戸数を１，０００戸削減。施設整備の優先度の高い学校名を

８校公表し、順次整備計画（事業手法や併設施設の検討含む）を策定。第２庁舎

建設計画と庁舎周辺整備計画の検討を開始。分散機能の集約化、再編を目指して

います。 

 【施設総量の最適化】は、機能再編等により、施設総量の削減を目指すが、『原

則新しいものをつくらない』とは言えず、矛盾を抱えて進む。  

 

 習志野市は「公共施設再生」への取り組みのトップランナーとして全国から注

目されています。習志野市は公共施設マネジメントの推進に当たり、平成２１年

３月に「公共施設マネジメント白書」を作成し、公共施設再生に向けた取組みに

着手しました。その後、平成２２年度に有職者による「公共施設再生計画検討専

門協議会（以下「協議会」という。）」を設置し、様々な角度から公共施設の再生

に向けて研究、検討を行いました。平成２３年３月の東日本大震災の影響を受け

たものの、協議会から「習志野市公共施設再生計画策定に対する提言書」が提出

され、また同年６月議会において、市議会に公共施設調査特別委員会が設置され、

平成２６年１月まで公共施設再生の取組みに関する審議が行われてきたところ

です。平成２４年度組織機構改革により、「資産管理室」が新設され、同年５月

に協議会の提言書をもとに「公共施設再生計画基本方針」を策定されました。平

成２６年３月には、平成５０年度までの２５年の長期にわたる「公共施設再生計

画」を策定し、同年７月には「習志野市公共施設再生計画基本条例」を制定して
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います。条例化のねらいは、長期にわたる公共施設再生の取組理念が変わること

を避けるとともに、条例の議決を通じて、議会においても積極的に関与していく

ことと考えられます。このように習志野市の公共施設マネジメントは、計画・条

例面で総合的な施設推進が強く打ち出されているのが特徴です。 

 

③総評 

 豊川市の公共施設等総合管理計画は、平成２６年４月２２日に総務省が策定

した「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」に基づいて策定してお

り、公共施設等の全体の状況を把握し長期的な視点をもって、更新・統廃合・長

寿命化などを計画的に行うことにより、財政負担を軽減・平準化することや公共

施設等の最適な配置を実現していくことを目的とするものです。道路・水道施設

などのインフラ・プラント系施設についても横断的にとらえた行動計画をまと

めることで、施設の長寿命化や今後のまちづくりにむけた基本的な方針を策定

しているところです。 

 西宮市では、全公共施設に対する市営住宅の割合が４１％と最も高く、いかに

市営住宅を削減するかが課題となっています。阪神大地震の被災者受け入れの

ため、ＵＲや民間から多くの住宅を借り上げたためです。現在、高い家賃の差額

負担が市の財政を圧迫しているため、借り上げ期間２０年を機に老朽化した団

地を新築し、延べ床面積の削減と１０００戸削減を目指しているところですが、

高齢化する市民の生活を支える現在の住宅を削減することは、市民の生きる根

幹を変えることとなり「困難な現状だ」との説明があり、今後は、市役所本庁周

辺の旧村５地区に出先の行政区を独自に作り、市民の暮らしをサポートする計

画をしています。 

 習志野市では、計画策定にあたっては、シンポジウムやアンケート、地域での

説明会、意見交換会の実施など住民との対話を実施し、しっかりと時間をかけて

住民との協働により再生計画を策定されています。さらには、計画のモデル事業

として「大久保地区公共施設再生」における基本構想策定にあたっては、住民と

の合意形成では、住民全体における説明会をはじめ、地域住民説明会の実施、講

演会、ワークショップや市民アンケートの実施等、様々な合意形成によるプロセ

スを経て策定に至ったところは、本市にとっても非常に参考とすべきところで

す。また、住民のみならず、民間事業者との「対話」を通じ、整備手法等につい

て連携を図っているところが大変素晴らしい考え方であり、内容のある視察と

なりました。 

 

（３）業務改善運動について 
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 ①本市の現状 

 本市では、行政経営改革の取組みの一環として、市役所カイゼン運動「とよか

わ仕事カイゼングランプリ（Ｔ－１グランプリ）」を平成２５年度から実施して

おり、Ｔ－１グランプリを通じて効率的で質の高い業務を行い、市民に喜ばれる

市役所をつくることを目指し、職員一人ひとりが、カイゼンにより高みを目指す

ことを「グランプリ」に見立て、市役所一丸となって取り組んでいます。推進組

織として、部長級職員で構成する「とよかわ仕事カイゼングランプリ推進本部」

と、若手職員で構成する下部組織「応援団」を設置し、課長級以下の職員全員を

「推進員」と任命しました。 

 Ｔ－１グランプリでは、優秀な仕事カイゼンについて取組内容の共有化を図

り、職員のカイゼン意識の醸成を深めるため、表彰式＆発表会を開催しました。   

平成２７年度の具体的な取組みとして、カイゼンステップアップ週間を実施し、

８月１７日から８月２７日までの期間において、日頃のカイゼンがより効果的

な取組みになるための一助となるように、カイゼンの手法に関する疑問の解決

をするとともに昨年度グランプリを取った取組みの現在の状況や他市の事例を

紹介しています。仕事カイゼン実施結果の報告期限前である１２月１日から１

２月１１日の期間をカイゼン週間と位置づけ、各課等の実情に応じ、カイゼンが

必要な業務課題や、既に手がけている仕事カイゼンに関することなどについて

話す機会を設ける、民間企業における業務改善の取組み事例などを紹介する、な

どの取り組みを実施しました。 

 

 ②先進都市の状況 

 貝塚市業務改善運動は平成２０年度より当初３年間の予定で運動を開始し、

２２年１２月に策定した「新生プラン」において、業務改善運動に引き続き取り

組むことと定め、２６年度から２８年度までの３年間の予定で、現在運動を継続

中です。目的としては、職員自らの意思により、創意工夫による効率化・省力化、

業務の正確性の向上、市民サービスの更なる向上、職場環境の改善、経費の節減

または収入の増加などを職場単位で推し進めることにより、市民満足度と職員

満足度を高めるための取組みです。職員が自らの意識改革を進め、積極的な業務

改善によって、生きがいのある明るい職場づくりと職員の能力向上を図ること

を目的としています。運動の名称は職員からの公募により『ＡＴＴＡＣＫ運動』

とし、「バレーボールのまち貝塚」にちなんだもので、Ａ：明るく、Ｔ：楽しく、

Ｔ：チームワークと、Ａ：遊び心を持った、Ｃ：チャレンジで、Ｋ：改善しよう！

貝塚市 という意味が込められています。 

 ＡＴＴＡＣＫ運動の参加対象者は貝塚市全職員であり、職場・グループ単位で、

自ら提案した改善を実践する「改善実践部門」と、個々の職場だけでは行えない
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ような改善内容について個人・グループで提案を行う「提案部門」を設けていま

す。 

   

 ③総評 

 貝塚市のＡＴＴＡＣＫ運動は、開始当初の平成２０年度は、改善実践部門の２

０件に対し、提案部門は６件でした。その後、改善実践部門は、年度が進むにつ

れ減少傾向となりました。また、提案部門については、毎年度１件（実施決定）

のみという結果でした。原因として、モチベーションの低下や職員の満足度が満

たされなかったことが考えられます。運動期間を１ターム３年とし、３年目の終

わりに、そのタームの成果を見て次のターム運動の進め方を決めるという方針

です。それゆえ、第２取組み期間においては、各課１改善エントリーを必須とし

ました。その結果、この期間の改善実践部門は毎年５０件前後のエントリーとな

りました。しかし、提案部門については、低迷した状況です。ここで、なぜ、第

２期間で運動の方針を各課１改善エントリー必須としたのか考察してみると、

それは神輿にぶら下がる職員の社会的手抜き防止策ではないでしょうか。「自分

がやらなくても、誰かがやるだろう」「やってもやらなくても給料は変わらない」

など、様々な要因が考えられるため、実行委員会は第２タームで各課１改善とす

ることにより、自分たちの課の仕事、自分たちの職場の改善であるという意識を

高め、実効性の高いエントリーが増えるのではないかと考えたと思われます。集

団凝集生を高めることにより成果を導き出そうとしたのでしょう。 

 市民からややもすると、「お役所仕事」と、サービスや効率の悪いことの代名

詞のように言われている自治体の業務において、ＡＴＴＡＣＫ運動を通して、現

場の創意工夫により、市民サービスの向上や業務の効率化などに取り組むこと

が大切であると考えたと推察されます。また、小規模（課単位）な集団凝集性を

高めることにより、協働による成果が主体性を育みやすくなり、活動を通じた達

成感や職場での連帯感は、職員の満足感やモチべーションを高めることにもつ

ながったようです。そして、発表会での表彰や市長による肯定的評価・講評、さ

らに、一昨年にプロモーションビデオを作成し、そのビデオへの参加により全職

員参加型の運動とすることで、多角的に運動を盛り上げています。このように、

行政の現状に危機感を抱き、何のきっかけでも良いので意欲的にＡＴＴＡＣＫ

運動に取り組むことのできる環境づくりが大切だと感じました。また、職員の一

部にはネガティブな考えやマイナス思考を持った者もいることでしょう。そう

いった職員の意識を少しでも変え、市の財政危機をはじめ、市民サービスなど

様々な業務に積極的に取組む組織にしていかなければなりません。また、職員個

人においては収集不可能な情報や知識の獲得もできたと言われていましたが、

その集積した情報や知識を今後の運動に反映・発展させたり発信したりするこ
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とで、よりバージョンアップした改善運動ができる様になると思われます。 

 

（４）防災センターについて 

  

 ①本市の現状 

 豊川市においては、「理論上最大想定モデル」にも対応した耐震機能、災害対

策本部機能を維持することができるライフライン機能を確保でき、情報収集能

力を強化して、災害発生時に多くの機関が一堂に会しての災害対策本部施設が

ありません。 

 

 ②先進都市の状況 

 東京臨海防災公園は、首都直下地震等の大規模災害発生時に、現地における被

災情報のとりまとめや災害応急対策の調整を行う「災害現地対策本部」等が置か

れる首都圏広域防災のヘッドクォーター及び広域支援部隊等のベースキャンプ、

災害医療の支援基地とした防災拠点施設です。事業にあたっては、平常時の活用

も考慮して、都市公園事業により国土交通省と東京都が役割分担を行い整備す

ることとされ、 

（ⅰ）平常時には関係機関が連携して防災に関する情報交換や各種シミュレー

ション・訓練など、発災時に備えた活動を行う場 

（ⅱ）広く国民がさまざまな体験・学習・訓練を通じて、防災への関心を高め、

実際に災害に対応できる知識や知恵、技術、自助・共助の心を習得する場 

（ⅲ）臨海副都心の都市集積・集客性を生かした魅力ある空間 

とするものとして整備を行っています。 

 東京消防庁消防防災資料センター（消防博物館）は、江戸時代から現代までの

消防の歴史を、消防自動車・はしご車・救急車等、消防資機材に触れながら、防

火・防災を学べる１０階建ての消防博物館である。 

 

 ③総評 

 国営東京臨海広域防災公園に伺ってみて、発災時の拠点となるべく作られた、

平成１３年度から平成２３年度にかけて整備された施設であり、阪神大震災以

後に考えて、臨海部の避難拠点として液状化問題も検討されて作られた施設の

ように思われます。 

 施設内は、改装中のところがあり、視察しづらい面もありましたが、防災体験

学習施設ではＩＴシステム導入で、担当者がいなくても、クイズ形式で体験学習

ができ、子供から大人まで楽しんで学べる施設となっていました。この体験学習

施設は豊川市も導入して欲しいところです。 
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新宿区四谷の東京消防庁消防博物館では、江戸時代の延焼を防ぐために 家

を壊す町火消しの風景を大変精巧なジオラマで再現されていて興味深く視察で

き、５階から地下１階まで映像・シミュレーション体験・消防ヘリコプター乗車

体験等々、子供から大人まで一日中楽しみながら体験できる施設となっていま

した。今後、豊川市でもセンターを作る際にはこの内の一つでも採用されればと

思います。 

 

４ 総務委員会からの提言 

 

（１）消防団の活性化について 

 豊川市消防団は、今までも松山市を見習って色々と取組んで頂いています

が、女性消防団員をもっと増やす工夫をして頂いて、やはり、女性・子供・地域

住民の理解を深めるためにも、消防本部・消防団が一体となって松山市消防団の

ように様々な団員確保策を取り入れながら、近々来るであろう南海トラフ大地

震に対処できる体制を整えて頂きたいと思います。 

 

（２）ファシリティマネジメントについて 

西宮市の取り組み、習志野市の取り組みを伺って行く中で、やはり、地域住民

との対話を多くもって、様々な合意形成によるプロセスを経て、どちらの市にお

いても市民の暮らしを応援する「まちづくり」を地域住民・民間事業者との『対

話』を通じて、整備手法等連携を図っていました。 

また、本市においても今後、ファシリティマネジメントの推進にあたり、議会、

行政及び住民の共通の認識のもと、条例の制定に向けて検討していく必要があ

るものと考えます。 

 

（３）業務改善運動について 

貝塚市業務改善運動を視察していく中で、全職員の皆さんが切磋琢磨してお

り、一番は市民サービスの向上や業務の効率化であり、人口減少化時代に対応す

べく、自治体の業務改善運動は必須であるため、本市のＴ－１グランプリにも大

いに期待したいと思います。 

 

（４）防災センターについて 

平成 28年 2月に豊川市防災センター建設基本方針が発表されましたが、災害

時の対策本部設営想定は災害の種類によって異なる状況に対応するための機能

を考慮しなければなりません。 
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別紙 

 

＜調査経過＞ 

平成２７年５月２６日（火） 

打ち合わせ会（調査項目について） 

・消防団の活性化 

・ファシリティマネジメント 

・業務改善運動         に決定 

 

平成２７年６月２３日（火） 

打ち合わせ会（視察日程について） 

日程：７月１４日（火）～７月１６日（木） 

・消防団の活性化・・・・・・・・愛媛県松山市 

・ファシリティマネジメント・・・兵庫県西宮市 

・業務改善運動・・・・・・・・・大阪府貝塚市      に決定 

 

平成２７年７月１３日（月） 

勉強会・・・豊川市の公共施設マネジメントについて（現状と課題） 

 

平成２７年７月１４日（火）～７月１６日（木） 

視察の実施 

１４日 愛媛県松山市「消防団の活性化について」 

１５日 兵庫県西宮市「公共施設マネジメントの取り組みについて」 

１６日 大阪府貝塚市「業務改善運動（ＡＴＴＡＣＫ運動）について」 

 

平成２８年１月１９日（火） 

勉強会・・・習志野市の公共施設マネジメントについて 

 

平成２８年１月２８日（木）～１月２９日（金） 

視察の実施 

２８日 千葉県習志野市「習志野市公共施設再生計画について」 

２９日 東京都内防災施設の視察 ・東京臨海広域防災公園 

                ・東京消防庁消防博物館 

 


