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第２７回豊川市行政経営改革審議会 会議録要旨 

 

日時：平成２９年７月１９日（水） 午後１時３０分～午後３時２０分 

場所：豊川市役所 議会協議会室 

出席者： 

愛知大学教授 阿部 聖委員 

豊川商工会議所専務理事 松下 紀人委員 

豊川青年会議所直前理事長 白井 正和委員 

東海税理士会豊橋支部 佐竹 宏仁委員 

豊川信用金庫執行役員経営支援部長 平松 俊浩委員 

豊川市市民協働推進委員会委員 仲野 雅俊委員 

豊川市文化のまちづくり委員会委員 石黒 貴也委員 

豊川市社会教育審議会委員 伊奈 克美委員 

公募 中村 信彦委員 

事務局： 

総務部長、総務部次長、行政課長始め行政課員４名 

説明者： 

 企画部次長(兼)人事課長始め人事課員３名 

 企画部企画政策課長始め企画政策課員３名 

欠席者： 

豊橋創造大学准教授 花岡 幹明委員 

連合愛知三河東地域協議会事務局長 瀬野 弘志委員 

ひまわり農業協同組合理事 早川 久代委員 

公募 麻生 佳子委員 

 

◎行政経営改革アクションプラン取組状況の評価について（資料４） 

○将来像３「財政・資産」の重点取組の評価（資料４ Ｐ．１４～Ｐ．１８） 

（事務局 説明） 

・重点１２ とよかわ応援寄附金の確保 

   各種施策を講じることで、ふるさと納税制度による本市への寄附金の増額を目指すものです

が、返礼品について、バラのアレンジフラワーや文化会館公演ペアチケットを新たに加え寄附

金の確保に努めるとともに、返礼品の拡充に関して、手続き、PR方法等の整理ができ、平成２

９年度の取組実施に向けた検討を行うことができたため、自己評価では、進捗度を２点として

います。 

・重点１３ 債務の削減 

   毎年の市債借入額は、元金償還額を上限とするとともに、高利債を中心に繰上償還を実施し、

将来負担の軽減と財政の健全化をその効果とするものですが、市債借入額を元金償還額以内と

することができたため、自己評価では、進捗度及び効果達成度ともに２点としています。 

・重点１４ 施設の見直し及び処分 

   豊川市公共施設適正配置計画などに基づき既存施設の見直しや処分を実施し、経費の削減を

その効果とするものですが、外部委員による審議とともに、地域住民の一定の理解を得ながら

小坂井地区公共施設再編整備基本計画を策定し、劣化調査を通じて、各課の要望に捉われず、

優先度の高い施設から修繕・改修工事の予算編成を行ったため、自己評価では、進捗度及び効

果達成度ともに２点としています。 

・重点１５ 市有地や市施設の空きスペースの有効活用と処分 
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   将来的に利用見込みのない市有地の売却を進めるとともに、施設の空きスペースを民間など

へ貸付け、自主財源の確保をその効果とするものですが、所管課により隣接土地所有者へ売却

の打診を行う運用により、１件の普通財産売却に至り、収入増加額の実績が収入増加額の予定

を大きく上回ったため、自己評価では、進捗度を２点、効果達成度を３点としています。 

以上が、将来像３財政・資産の重点取組の概要となります。 

 

（各委員 質疑応答、意見等） 

 ○重点１２ とよかわ応援寄附金の確保 

・とよかわ応援寄附金の確保についてですが、現実としてどの程度増えていますか。返戻品と

しては、お米だけであったところから、バラのアレンジフラワーなどが増えていますが、そ

の辺りの状況を教えてください。 

⇒（事務局）この制度については、平成２０年度から設定されていて、返戻品を出し始めた

のは平成２６年度からです。その折には、地産米として稲荷の里５ｋｇを返戻品に設定し

ました。寄附件数は２１件、寄附金額は１５３万円でした。平成２７年度は、稲荷の里１

０ｋｇとして、寄附件数６４件、寄附金額は１０８万５千円でした。平成２８年度は、稲

荷の里１０ｋｇに加え、バラのアレンジフラワーと文化会館公演ペアチケットとして、寄

附件数４８件、寄附金額は１２４万８千円でした。 

  ⇒寄附金額に変わりはないですよね。そうすると、豊川市のアピールとして効果があった

のでしょうか。個人的にはそれほど効果がないように感じるのですが、その辺りはどの

ようにお考えですか。また、返戻品の選定の方法についても、どのようにされたのかを

教えてください。 

   ⇒（事務局）資料４の１５ページをご覧いただくと、上の方に改革工程を掲載している

のですが、平成２８年度は検討段階としております。そのため、収入増加額や効果達

成度評価点については、評価をしておりません。平成２９年度から、返戻品の数を増

やして、豊川市のアピールをしていくという形になります。また、返戻品についてで

すが、バラのアレンジフラワーは、ＪＡさんの協力を得て、このようなもので豊川市

のアピールをしてはどうかという提案を受けて、文化会館公演ペアチケットは、他課

からの提案を受けて、試行的に実施しました。その点からも、効果として評価できる

のは、平成２９年度以降であると考えております。 

・（会長）ふるさと納税をする方の市内又は市外などの分布は、どのようになっていますか。 

 ⇒（事務局）平成２８年度は、市内の方が１５件で寄附金額は６６万１千円、市外の方が３

３件で寄附金額は５８万７千円でした。 

・ふるさと納税のあり方について、国でも過大な返戻品はおかしいのではないかという議論が

されており、国の方針に基づいて見直しを行った行政もあれば、国の方針は別にして財源の

確保のために実施している行政もあります。豊川市は、あくまでも返戻品は無償提供という

ことになっていて、他市のものと比べると納税者にとって魅力は劣るように思いますが、行

政としてどのように感じていますか。また、主管課が企画政策課となっていますが、企画政

策課でよいのかという点もいかかでしょうか。 

 ⇒（事務局）本市では、無償提供されたものを返戻品としていますが、返戻の割合について

は、寄附金額に対して３割までのものと言われています。平成２８年度全国では、２，８

４４億円の寄附が、市同士でやりとりされました。豊川市の考えとしては、ふるさと納税

に掲げる意義とその特典の内容が先行する現状に大きな乖離を感じており、特典の充実を

検討する必要があるのではないかと感じつつも、税金を投入してまでやることがどうかと

いうところで、企画政策課でよいのかという点もありますが、制度の主旨とその実状につ

いて検討中です。 
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・パンフレットを見るのは初めてですが、広く宣伝されているのでしょうか。 

 ⇒（事務局）平成２８年度中に平成２９年度からの宣伝方法を検討しているのですが、例え

ば、Facebook、エフエムとよはし、CC Net、乳幼児に対するチラシなどを活用しています。

もちろん、ホームページや広報にも掲載しています。また、納付する際の手続きが煩雑と

いうことから、それを解消するために、インターネット申込ができるような工夫もしてい

ます。 

⇒（会長）ふるさと納税については、インターネットで納税できるのですか。 

   ⇒（事務局）申込はできますが、振込自体はできない状態です。 

    ⇒（会長）業者がやっているサイトは活用されていますか。 

     ⇒（事務局）ふるさとチョイスを使用しています。 

・ふるさと納税の取組に力は入れていますか。この寄附金に対して、豊川市をもっとアピール

しようとする力の入れ方が伝わってこないのですが。 

 ⇒（事務局）豊川市では、現在、企業さんのご寄附を中心に返戻品を選択しております。豊

川市として、この制度自体が税のあり方として疑問に思っており、多額の返戻品の競争は

やめようということできておりました。ただ、ワンストップで納税ができるということが

ありますので、全く返戻品の種類を増やさないことには問題があります。また、一つの考

え方として、企業さんと一緒にタイアップしますと、地場の産業が活性化するという要素

がありますので、企業さんに声をかけて賛同者を募り、今回の形にさせていただいていま

す。企業さんには、無償でご支援いただいていますが、名前が載ることにより相当な宣伝

効果があると思いますので、その辺りをご理解いただきさらにご協力いただける企業さん

が出てくればと考えております。ただし、高額な返戻品など、この制度自体も揺れ動いて

いるような状況です。ふるさと納税を地域の活性化につなげていくにあたり、これだけの

返戻品の種類でよいかという点では課題であると考えておりますので、もう少し協力の幅

を広げていけたらと思います。 

・寄附される税金の使い道を指定することはできますか。 

 ⇒（事務局）第６次豊川市総合計画の７つの分野の中から、寄附される方の意思で、どのよ

うに税金を使ってほしいかということを選んでいただく形になります。 

  ⇒その形で寄附をすると、寄附金額分だけ税金から控除になるということですか。 

   ⇒（事務局）２千円以上が、個人住民税などから控除となります。 

    ⇒自分が納めるべき税金の一部分の金額を、自分が使ってほしい分野に納税するとい

う形ですね。なぜ、そのようなことを言ったかというと、本来は、自分が税の使い

道を選択できるシステムの一環としてできあがってきたと記憶していますが、だん

だん主旨がずれてきて返戻品の競争みたいになってきているように思います。その

ため、返戻品の選定にあたって、寄附した方の意思に沿うような品があるとよいと

思います。例えば、教育関係に使ってほしいと寄附した方に対しては、教育関係の

報告書が返ってくるなど、自分が納めた税がどういう形で使われることになったか

を報告する費用に納税された金額をあてるということも、考え方によってはよいの

ではないでしょうか。税収を豊かにしようとすると、納税者が欲しがるような返戻

品を出したほうが効果はあるかもしれませんが、もともとの理念を忘れてしまうと

ぶれてしまう危険性はあるように感じます。 

・本来、豊川市に入るべき市民税が、ふるさと納税によってどれだけ入らなくなってしまって

いるのでしょうか。 

 ⇒（事務局）平成２８年度は、マイナス約７７００万円、平成２７年度は、マイナス約３０

００万円でした。豊川市に在住の方が他市にふるさと納税をしたことによる税金の控除額

と、他市に在住の方が豊川市にふるさと納税をした金額の差になります。 
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  ⇒豊川市に在住の方が、他市にふるさと納税をすると、豊川市に納められる税金が減ると

いうことですよね。ということは、豊川市に在住の方から寄附を求めるよりは、他市に

在住の方から寄附を求めた方がいいということですね。ちなみに、この制度は、宣伝の

チラシを作成するなどの国庫補助が出るものですか。 

   ⇒（事務局）目減り分については、地方交付税という形で７５％算入されています。そ

のため、実際の影響額は２５％ということになります。 

 

○将来像４「組織・仕組」の重点取組の評価（資料４ Ｐ．１９～Ｐ．２２） 

（事務局 説明） 

・重点１７ 組織と定員の適正化 

組織と人員配置（定員管理）のあり方を検討して実施体制の最適化を図り、実施体制の強化

をその効果とするものですが、管理職との人事異動ヒアリングにより組織体制の需要を明確化

し、限られた人的資源の中、概ね要望にあった人事異動を行うことができ、組織体制の強化を

図ることができたため、自己評価では、進捗度及び効果達成度ともに２点としています。 

・重点１８ 総合計画実施計画策定方法の充実 

   総合計画実施計画策定において、事前評価の結果をより有効に活用できる手法を検討し充実

させ、より実効性の高い事業展開をその効果とするものですが、事前評価（庁内評価）の結果

をより有効に活用する方法を検討する中で、事業間の連携等をテーマとして事前評価を行い、

各課で連携を意識した事業展開の意識づけができ、工程計画よりも前倒して実施できたため、

自己評価では、進捗度及び効果達成度ともに３点としています。 

・重点１９ 施策の成果の見直し 

主要施策の成果報告書に成果指標や事後評価等を加える見直しを行い、評価過程の明確化を

その効果とするものですが、平成２７年度決算に係る主要施策の成果報告書において、自己評

価結果の掲載及び統計資料の見直しを実施し評価過程の明確化が図られたため、自己評価では、

進捗度及び効果達成度ともに２点としています。 

以上が、将来像４組織・仕組の重点取組の概要となります。 

 

（各委員 質疑応答、意見等） 

 ○重点１７ 組織と定員の適正化 

・取組に対する自己評価の表現に、「概ね要望にあった人事異動を行うことができ」とあります

が、この要望については、一般職員の要望であるのか、それとも管理職の要望であるのか教

えていただきたいです。 

 ⇒（事務局）管理職との人事異動ヒアリングの中で、必要な人材や人数を確認し、概ね要望

にあった人事異動を行うことができたというものです。 

  ⇒ということは、管理職からの要望を踏まえてということですか。 

   ⇒（事務局）その通りです。管理職からの要望に対して、概ね要望に合った人事異動が

できたというものです。 

    ⇒管理職の方は、一般職員からどういうことに挑戦したいとか、どういう業務に携わ

りたいなどの要望について、ヒアリングはされていますか。 

     ⇒（事務局）そのヒアリングも行っています。 

・この票に記載されているものは、正規職員に対する取組ですよね。現実には、非正規職員も

いると思うのですが、正規職員と非正規職員の割合はどうなっていますか。 

⇒（事務局）平成２９年４月１日現在で、正規職員が１，８３０人、非正規職員が１，０８

３人であるため、割合については、正規職員が５５％、非正規職員が４５％です。なお、

非正規職員については、管理職のヒアリングの中には出てこないものになります。 
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 ⇒非正規職員がいるということは、仕事が大変になってくると、非正規職員がほしいとい

う要望がでてくると思うのですが、その際にはどのような対応をされているか、分かる

範囲で教えてください。 

  ⇒（事務局）人事課が関係各課にヒアリングを行うのですが、その中で業務の量などか

ら勘案して人数の要望等をした後、評価をして予算の査定等で人数に係る費用を計上

していくこととなります。 

・（会長）市の職員の数をこれだけにするというものではなく、職員を適切に配置するという

取組ということですよね。 

 ⇒（事務局）削減ではなく、定員の適正化を図るものになります。条例で、職員の数が決ま

っておりますので、その中で職員を配置するのですが、方向性としては、定員適正化計画

の中で位置づけております。 

 

◎行政経営改革アクションプラン取組状況の重点評価について（資料８～１０） 

○民間委託の活用 

（企画政策課）取組内容・取組状況について説明 

・資料８の２ページでは金額を記載しているのに対して、３ページでは市の所有する施設数を記載

しているのはどうしてですか。 

⇒（担当課）事業委託のメリットとしては、事業費を抑えることができることと、民間のノウハ

ウを活用することでより専門性の高いサービスが可能になるという２つの側面があります。そ

れを見える化をする中で、金額的な数字と指定管理制度を導入した施設の割合を示すことで、

分かりやすくお示しをしたところです。 

 ・少し気になる点として、３ページ中に記載のある児童発達支援施設のひまわり園のことですが、

指定管理制度を導入してからどのぐらい期間が経ちますか。 

  ⇒（事務局）ひまわり園自体は以前からありますが、指定管理制度を導入してからは約１０年経

っています。 

   ⇒ひまわり園に対して、市の児童発達支援の考え方はどの程度反映されているのですか。私が

聞いたところによると、保健センターで２歳児健診等を行い、発達に疑問点が出たお子さん

に関してはみなさんひまわり園に行ってもらって、ひまわり園の方でどのようにしていくか

を決めていくという形でやっているみたいです。市としては、児童発達支援事業に対する考

え方とか、専門性がないように見受けられるのですが、その辺りはどのようにされているの

でしょうか。 

    ⇒（事務局）今回の議題が民間委託の活用に関することなのですが。 

     ⇒それでは、施設ができた当初と比べ、利用者の数は増加していると思うのですが、利用

者数の推移はどのようになっていますか。 

      ⇒（事務局）平成２４年度には、１１０名が利用されていて、平成２８年度には、１６

０名が利用されています。 

       ⇒それは、施設のキャパシティに合っているのでしょうか。なぜ、そのような話をす

るかというと、発達の気になる方たちに対して早いうちから療育を行うことで、そ

のような方たちが高齢者になった時の状態も変わってくるように感じるのですが、

その辺りを考えることは市がやる必要があると思うからです。駅の駐車場や体育館

の管理をしてもらうこととは業務の質が違うと思うので、単純に民間を活用すれば

よいわけはなく、その辺りのご検討をお願いいたします。 

        ⇒（事務局）ご意見として承ります。 

・指定管理制度についてお尋ねしますが、指定管理とした場合に管理の契約期間は２から３年程度

になると思うのですが、入札しても経営が成り立たない状況があるということを聞いておりまし



6 

て、そうすると指定管理を受ける業者が固定化し、適正な競争の原則から言うと思わしくないと

ころがあると感じるのですが、市としてはどのような対応をされていますか。 

⇒（事務局）平成１８年に指定管理導入指針を策定しており、その中で期間については原則３年

から５年ということで規定しています。ただ、指針を策定してから１０年近く経過しており、

公募の指定についても任意の指定についても、制度の適用の仕方について、検討している状況

にあります。 

・資料８の中の文化会館を市の直営化にしたことについて、ホールの特徴を生かした企画を市の直

営にしたらできるようになったとのことですが、具体的には民間の時にはどのようなところが足

りておらず、市に変わってから具体的にどのような取り組みをしているのか教えてください。 

 ⇒（担当課）細かい検証の内容を担当課からは聞いておらず承知できていない部分もあるのです

が、文化振興課が文化施設を所管する中で、職員が分散して情報の共有ができないという課題

があり、それが直営化したことにより情報の共有ができていると聞いております。 

  ⇒（事務局）豊川市文化会館は指定管理を行っていたのですが、残りの３つの文化ホールなど

については市の直営で運営していました。ただし、貸し館事業が主であり、事業としてはあ

まり行っていませんでした。また、指定管理を行っている民間事業者と、直営で運営してい

る３施設とでバラバラになって企画を考えるような状況でした。それが、職員の集約や全施

設を直営化することで、それぞれのホールに合ったさまざまな企画ができるようになったと

担当課から聞いております。 

   ⇒豊川市の文化会館のみが指定管理を行っていて、残りの３施設は直営であったということ

ですね。今後、文化会館を新しく建て替えるわけですよね。既存の施設については、なく

なるということですか。 

    ⇒（事務局）公共施設の適正配置計画や総合管理計画というものを作っておりまして、将

来的な方向性では、新しい施設ができたと同時に４つの施設を廃止する方向で計画では

位置づけられています。４つの施設の機能を、新しくできる施設に集約する方針です。 

     ⇒文化事業の職員を集約することで、企画力の強化を図ったという一面はあるかと思い

ますが、文化事業を行おうとするとそれなりのノウハウやネットワークが必要になり

ます。そうすると、市の職員で、それだけの能力のある職員がいるのでしょうか。個

人的には、市が直営で行うことはふさわしくないと感じていますので、新しい文化会

館ができるまでにご検討いただけたらと思うのですが。 

      ⇒（担当課）文化施策を推進するにあたって、プロフェッショナルの方の力を借りる

ということは、民間活力の活用になりますので、新しい文化会館を作るのにあたっ

て、施設を作るだけではなく、どんな事業を行っていくかを併せて検討していくこ

とが必要になると考えております。そのため、民間のノウハウをどのように活用し

ていくのかということを所管課に検討を促したいと思います。 

       ⇒豊川市では、文化振興プランというものを作っていて、豊川市の文化施策はこう

あるべきだという計画に沿って施策を行っているというのが現状です。その計画

がうまく進むようにということで、全ての施設が直営になりました。当然のこと

ながら、新しく文化施設ができるということを念頭に入れながらプランを進めて

います。民間にノウハウはもちろんありますが、新しく施設を作る際に民間のプ

ロフェッショナルに丸投げすると、都市の方で作るような文化施設ができあがる

可能性があるといった弊害があったり、その後の運営をやる方がいないという形

になったりということが想定されるため、地元の方と一緒に作るという形で進め

るということを聞いています。 

        ⇒（会長）施設を作ることもそうですが、施設ができた後の運営も大事で、市民

の代表の方などを巻き込んでいくことがいい方向性であると思います。 
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・民間活用の効果の達成度をどのようにするかということがありますが、効果として経費の削減が

挙がっています。そうすると、効果があったかどうかの指標が経費の削減のみとなる危険性があ

ります。お金が安ければいいというわけではないですし、民間委託をするにしても市の方針をも

って委託する、責任は市で持って、やることは委託先にということが理想だと思うので、効果の

項目に経費の削減だけではない項目が必要だと感じます。もう１点ですが、委託先は地元の方が

理想だと思いますので、その辺りも含めた評価が必要だと思います。 

 

○企画調整会議の推進 

（企画政策課）取組内容・取組状況について説明 

・資料を見ると、平成２５年度は熱心にやられているように見受けられますが、平成２６年度以降

は回数が減っています。回数の減っている理由が、よく分からないのですが。また、市民病院の

移設、新文化会館の設置、イオンモールの進出といったものについては、議題にはあがらないの

ですか。 

⇒（担当課）平成２５年度は案件が多かったため、回数が１１回となっています。数字的には減

っているのですが、案件次第では増えていく可能性はあります。また、八幡エリアの話につい

てですが、平成２８年度の防災センター建設基本計画等についてなどの会議の中で話をしてお

ります。文化会館の整備方針が所管課の方で細かい話が煮詰まっていないので、全体的な方向

性としては、企画調整会議の中で八幡エリアの話として出ていますが、今後細かい話が出てく

る中で、企画調整会議にあがってくることになります。なお、今年度は、既に地区市民館の整

備の関係で企画調整会議を開催しており、案件が出てくればその都度開催する形になっていま

す。 

 ⇒イオンモールについては、今後議題にあがってくるのですか。 

  ⇒（担当課）全市的に大きな課題になるため、議題にあがってくる内容です。 

・付議する事項については明記されているので、こういう案件については会議にあがってくるとい

うことが明確化されましたが、どの程度の段階で会議にあがってくるのでしょうか。ほぼ決まっ

ている内容を連絡調整するようなレベルなのか、方針決定をするようなレベルなのか、案件によ

って異なるとは思いますが。 

⇒（担当課）スタンスとしては、方針決定の場と捉えています。市長や副市長を含め、この方

向で行くということを決定する場と位置づけしています。 

 

○職員研修の充実化 

（人事課）取組内容・取組状況について説明 

・職員の方は、資料に掲載されている研修を全て無料で受講できるのでしょうか。 

⇒（担当課）人事課で実施する研修については、職員の負担はありません。 

 ⇒民間企業の方たちは、自分のキャリアをアップするためには、お金を払って外部の研修に参

加し、職に就いている状況です。また、無料で研修を受講すると、同じ研修でも身につかな

い人がいる一方で、少しでもお金を払って自分で受けたいと思って研修を受けると、それに

相応する分を学んでこようと思い、学びになると感じたことがあります。例えば、研修に参

加するための金額のうち、半額は市が負担をし、残りの半額は研修の参加者が負担をすると

か、魅力的な講座があるので、外部の方も費用を負担して参加できるようにするなど、その

ようなお考えはありますか。 

  ⇒（担当課）職員の自学として、スペシャリスト養成推進費補助という、自分のキャリアア

ップのために資格を取りたい職員に対し、資格を取得するために要した費用の２分の１を

補助するという制度があります。 
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   ⇒その回答は、今の質問の主旨からずれがあります。例えば、研修の中で介護に関する項

目もありますが、そういった研修を実際に介護の現場で働いている民間の方が受けて、

スキルアップを図るべきだと考えます。また、研修が無料であると身につかないことも

あり、お金を出すとどうにか何かを会得しようと感じる部分もあると思います。もちろ

ん、お金を負担することになったら、職員が受講しないような異質な研修もあるかもし

れません。まとめると、民間の視点で考えると、無料で研修を受けて身になるのかとい

うところで、本当に今の研修の実施の形がいいのかということと、実施されている職員

研修の中で魅力的なものがあるため、一般の方も受けられるようにしたらどうですかと

いう質問です。 

    ⇒（担当課）研修の中には、公募で受講させる研修もありますが、職員は勤務時間中に

受講をするため、その間は給料をもらいつつ研修を受講しているという意識を持たせ

るようにしております。研修の受講後は、研修の効果測定ということで、出張する研

修であれば復命書であったり、庁内の研修であれば感想文を提出させたりしています。

また、広く一般の方にも研修を公開するかどうかについては、広い会場を用意して職

員がそこに出向く必要があるなど、現時点では整理する課題が多いと考えます。 

     ⇒会場を変えることについては可能なことだと思いますし、外部の方と一緒に研修を

受けることで刺激にもなりよいことだと思います。よいことの方を選んでいくとい

うことで、ぜひご検討ください。 

      ⇒（会長）市民の方に還元する考え方を取り入れられないかということですね。 

・効果ばかりを狙うと、費用負担が膨らむばかりですよね。研修を減らすことや、精査することも

必要だと思います。内容を見ると、研修を受けなくても、上司が部下に教えるような内容もある

ように感じます。一般の会社だと、研修を受けるよう促すのではなくて、先輩の職員が付いて教

えるということがあるので、その辺りも考えたほうがよいのではないでしょうか。 

 ⇒研修を有料化して、一般の方が研修を受講できるようになると、収入の増加にもつながると思

います。 

  ⇒そうですね。研修を広く公開することで、収入を増やすということも一つですし、研修メニ

ューを精査して支出を減らすことも一つですので、合わせ技で考えてもいいと思います。 

   ⇒今は、OJTが実施しにくい状況にあります。上司が忙しすぎて、部下に対する指導の時間

が取れないということが民間の現場で起きており、それに代わる形で、OFFJT ということ

で、集合研修を実施してフォローをしている形です。そのような研修を実施しないことに

よって、お客様に対するサービス品質を保つことができないということが発生してきてし

まいます。その辺りが、人事課のジレンマだろうと、同じ組織人として感じます。また、

自学という方法もありますが、上司が思っているようには育っていかないという部分もあ

ります。そうすると、研修という場を与えないと、サービスの品質が保てなくなるという

のが、今と昔の違いであると思います。 

・（会長）研修の受講について、正規職員と非正規職員では差がありますか。 

⇒（担当課）職場外の研修については、非正規職員が受講できる機会はかなり限られてきます。

昨年、一昨年には、非正規職員のみを対象とした研修を企画し、研修を受講する機会をもって

もらえるような工夫をしています。 

・女性職員の講話の研修については、同じことを今年度も実施する予定ですか。研修の内容を見る

と、女性職員の研修としてそれがよいのかと思ったのですが、アンケートの結果はよかったです

か。 

⇒（担当課）管理職である女性職員から、今までどのような業務をどんな気持ちでやってきたか

とか、周囲の男性職員との関係だとかを聞く機会がなかったということがあったので、今回そ

の話を聞いて、今後のキャリアプランに役立ったという意見がたくさんありました。昨年度初
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めて実施しましたが、講演をする職員は別の方にお願いすることになると思いますが、今年度

も実施しようと考えています。 

 ⇒女性の働き方と、雇用された若い人に向けてのことを、研修を考えるときに入れていく必要

があるのかなと感じました。 

  ⇒（会長）このようなご意見があったということを、何か検討される際に活かしていただけ

るとよいと思います。 

 

◎次回の審議会（８月１８日）について 

○重点取組（将来像５）の評価を実施 

○重点取組以外の具体的取組の評価を実施 

 

 以 上 


