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令和３年度第２回君津市経営改革推進懇談会の概要 

 

 

◆開催日時   令和３年１２月２１日（火）午後２時から 

 

◆場  所   議会全員協議会室 

 

◆出 席 者  【 委 員 】 

岡部順一 委員、小関常雄 委員、佐久間宏行 委員、 

榎本光男 委員、松井健太 委員、淡路睦 委員、 

鴨下四十八 委員、大塚成男 委員、原田直美 委員、 

藤川英生 委員 

以上１０名 

（※ 井上美代子 委員、柳澤要 委員、柴田幸一 委員 欠席） 

                                        

【 本部員 】 

        石井市長、荒井総務部長、錦織総務部次長、 

村越総務部次長、髙橋企画政策部次長、草苅財政部次長 

 

       【 事務局 】 

嶋野人事課長、廣橋総務課長、 

古神子総務課経営改革推進室長、鈴木副主査、 

古市主任主事、岸主任主事 

                         

 

◆公開又は非公開の別  公開 ・ 非公開 

 

◆傍 聴 人   ０人 

 

◆議  題（１）君津市経営改革推進懇談会副会長の選出について 

（２）第２次君津市経営改革実施計画の令和３年度上半期取組実績 

について 
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＜開会＞ 

 

＜市長あいさつ＞ 

 

市  長：皆様こんにちは。君津市長の石井でございます。 

君津市経営改革推進懇談会の開催にあたりまして一言ごあいさつを 

申し上げます。 

委員の皆様には年末の大変お忙しい中ご出席をいただきまして、誠 

にありがとうございます。また、日頃から市政各般にわたりまして、 

様々ご支援ご協力いただいておりますこと、この場をお借りいたし 

まして心から感謝申し上げます。ありがとうございます。 

本懇談会につきましては新型コロナウイルス感染症拡大の影響によ 

りまして、第１回目の会議は書面開催で対応とさせていただきまし 

た。第２回目の今回ですけれども、感染状況が落ち着いて参ってお 

りますので、感染対策を行った上で、皆様と対面で開催とさせてい 

ただきました。 

まだまだ、今後新しい変異株などによりまして、感染対策を行って 

いかなければならない状況にあると考えておりますけれども、こう 

して、本日開催できましたこと、ひとまず皆様と顔をあわせて開催 

できますことを、よかったなと思っております。 

今年度は、新たな総合計画の策定とともに、経営改革を着実に進め 

ていく必要がございます。その中でも、事務事業総点検の実施を初 

めといたしまして、デジタルトランスフォーメーション、働き方改 

革、ファシリティマネジメントなどに力を入れて取り組んでいると 

ころでございます。 

折りしも市制施行５０周年を迎えておりますので、新たな総合計画 

を策定しているところでございまして、これらも財政見通しをしっ 

かりと立てながら、楽観できる状況ではございませんので、常に経 

営改革を行いながら、新しいことにチャレンジをしていきたいと考 

えております。 

本日は、令和２年度から５年度までを取組期間といたします第２次 

君津市経営改革実施計画の令和３年度上半期取組実績を議題といた 

します。 

委員の皆様には忌憚のないご意見を賜りますようお願いをいたしま 

す。内容につきましては、担当職員に説明をさせますので、よろし 

くご審議いただきますよう、お願いを申し上げます。どうぞよろし 
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くお願いいたします。 

 

〈会長あいさつ〉 

 

岡部会長：今日は、この年の瀬の公私ともにお忙しい中、委員の皆さん、お集

まりいただきありがとうございます。そして執行部の皆さんにも、

ご出席ありがとうございます。 

今、市長申されましたように、新型コロナの関係でこの懇談会につ 

いては、集合的に開催されるのは２年ぶりということですけれども、 

ただその間に、昨年今年と、書面によりまして、委員の皆様方の、 

質問、ご意見等々について、皆さんにお手数をおかけしましたけど、 

ご協力をいただきましてどうもありがとうございます。 

コロナの関係等々については、今、市長申し上げたとおりで、何と 

か鎮静して欲しいというふうに思っておりますけれども、私たちの 

この懇談会の目的であります君津市の経営といったもの全般にわ 

たって改革を一歩でも二歩でも進めていくための、懇談会というふ 

うに思っておりますので、皆さん方のさらなる質問、ご意見、提案 

等々について、この場で発言していただきたいと思います。 

今日もかなりの量の検討をしていただきますけど、皆さんの協力を 

お願いしまして、簡単ですけども、開会にあたっての挨拶といたし 

ます。 

 

〈君津市経営改革推進懇談会委員及び職員紹介〉 

 

≪市長退席≫ 

 

 

【議題（１）君津市経営改革推進懇談会副会長の選出について】 

 

岡部会長：では、議題１君津市経営改革推進懇談会副会長の選出について、事

務局からの説明を求めます。 

 

事 務 局：本懇談会の副会長としてご尽力いただきました中林様が、一身上の 

都合により、委員を辞任されましたので、君津市経営改革推進懇談 

会設置要綱第４条第１項の規定に基づき、副会長を委員の互選によ 

り、選出していただくものであります。 
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岡部会長：選出方法について、おはかりいたします。どなたか、ご意見ござい

ませんか。 

 

小関委員：皆さん、判断しかねると思われます。事務局からの案がありました

ら、お願いしたいと思います。 

 

岡部会長：ただ今、小関委員から「事務局案ではどうか」とのご意見がありま

したので、事務局の説明を求めます。 

 

事 務 局：副会長については、大塚成男委員にお願いしたいとご提案いたしま

す。 

 

岡部会長：ただ今、事務局より、副会長に、大塚成男委員との提案がありまし

たが、皆さん、いかがでしょうか。 

 

≪異議なしの声≫ 

 

岡部会長：異議なし、とのことですので、副会長を大塚成男委員にお願いする

ことと決定いたします。 

それでは、大塚委員には、副会長の席に移動をお願いいたします。 

 

≪大塚委員移動≫ 

 

岡部会長：それでは、大塚副会長からご挨拶をいただきます。 

 

大塚副会長：副会長を務めることになりました大塚です。よろしくお願いいたし 

ます。 

名簿ですと、熊本学園大学になっておりますが、３月まで、千葉大 

学に勤めておりまして、現在も自宅は千葉市にありますので、そう 

いう点では千葉の方でいろいろ活動をさせていただいております。 

一言ということですので、簡単に現在の私の認識についてお話をし 

ておきたいと思います。 

私の分野は財政会計でありますが、君津市の財政ということに関し 

て言うと、先ほど市長さんからの話もありましたが、正直見まして 

かなり厳しいです。 

君津が豊かな土地であることは確かですけれど、君津が豊かである 
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ことと、君津市の財政に余裕があるというのは全く別です。今年の 

２月に静岡県の裾野市が、財政非常事態宣言を出しました。裾野市 

は、実は財政力指数が君津より上です。不交付団体でしたが、そこ 

が財政非常事態宣言を出す、つまり翌年度の予算が組めないという 

状態に追い込まれました。君津よりも、財政力指数が高いところが 

そういう状態になるわけですから、君津が、確かに財政力指数が高 

いと言っても、決して安心できる状態ではありません。 

そして、さらに今年の１０月に和歌山で水道の橋が落ちました。老 

朽化ということですが、これも他人事ではないわけです。君津市は 

地形的に非常に多くの橋、それからトンネルなどを保有しています。 

これが古くなっているということも、否定できない事実であろうと 

思います。それを架け替えていく負担というのが、今後どんどん増 

えていきます。先ほど市長さんのお話の中で、ファシリティマネジ 

メントというのもありましたが、そこをしっかり見ていかないと、 

今の君津市の財政は成り立ちません。そこをしっかり見ていく上で 

もですね、この懇談会でのいろんな議論というのは非常に重要であ 

るというふうに考えております。 

簡単にまずご挨拶として申し上げさせていただいて、副会長を務め 

させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

岡部会長：ありがとうございました。 

 

 

【議題（２）第２次君津市経営改革実施計画の令和３年度上半期取組実績につ

いて】 

 

岡部会長：続いて議題（２）第２次君津市経営改革実施計画の令和３年度上半

期取組実績について事務局からの説明を求めます。 

 

≪事務局説明≫ 

 

岡部会長：事務局の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

 

淡路委員：庁用パソコンの一斉シャットダウンというのは、大変面白い取り組

みじゃないかなと思いますが、何時に一斉シャットダウンしている

のでしょうか。 
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嶋野人事課長：庁用パソコンの一斉シャットダウンですが、現在実施しております 

ものは、１８時３０分、この時間に一斉シャットダウンをしており 

ます。シャットダウンしている日にちは、毎週水曜日のノー残業デ 

ー、あとお給料日、賞与日にシャットダウンしております。 

 

淡路委員：勤務時間は何時から何時までですか。 

 

嶋野人事課長：勤務時間は朝８時半から夕方５時１５分までになります。 

 

淡路委員：勤務時間を少し超えて、６時半でシャットダウンしているというこ

とですね。私たちは、各拠点は早帰りが非常に進んでいるのですが、

本部についてはまだ難しいところがあり、一斉シャットダウンまで

は決心できていませんが、各部長は、６時に帰るようにということ

を推奨というか、ほぼ強制しています。理由は、余計な指示を出し

て部下の仕事を邪魔しないようにということと、知らず知らずのう

ちに、上席者がいることによって帰りづらい雰囲気を醸し出してい

る場合が少なからずあると思うので、その二つの理由から、毎日、

６時まで必ず帰るということをやっていますのでご参考までに。 

そして２点目は、４５ページの、空き公共施設の利活用方針の策定 

推進の中で、その空き公共施設利用の事業者を選定する際に、プレ 

ゼンテーションを行うようにして選定していますということですが、 

その中に、事業の収支の見通しを審査できる審査員の方がいるのか 

どうかということを伺いたいです。理由は、私も過去、ある市で、 

選定された後に、事業のスタートから関わらせていただいた、空き 

公共施設の活用があったのですが、選定の段階で、その収支がどう 

なっているかということをきちんと確認しておらず、その事業者の 

事業の継続性に非常に疑義があり、途中でなかなか前に進まなく 

なった経験がありますので、そういった目が、審査の段階で、働い 

ているのかなということを伺いたいです。 

 

髙橋企画政策部次長：当事業者の選定に際しては、去る１０月２３日及び２４の日に、公 

募をかけて応募してきた事業者について選定作業を行ったところで 

す。ご指摘のとおり、なかなか事業者の経営状況等を判断するのが 

難しいということで、事業者の分析ができる会社の方にお願いをし 

て、プレゼンに入る前に、事前にいただいた資料で、財政状況等を 

推察し、プレゼンに臨みました。 
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また、優先交渉権者についても、事業者の分析ができる会社に依頼 

し、事業者の経営状況について調査をした上で、交渉を進めている 

状況です。 

 

淡路委員：おっしゃるとおり事業者自体の、その会社の存続性というところも

もちろんそうですが、どういう収支になっているのかというところ

にも着目して、今後進めていかれるとよろしいかなと思います。 

最後に３点目ですが、４９ページの若手職員の人材育成研修の推進 

の中で、チューター制度に触れておられますが、説明の中で、メン 

ター制度も考えていらっしゃるということですが、私どももメンタ 

ー制度を入れておりまして、チューターよりももうちょっと目先の 

長い、将来的な、その人のキャリアアップのような部分も触れて、 

仕事上もアドバイスというよりは、どういうふうに働いていくかと 

いうところでアドバイスするということでやっておりまして、部長 

や役員が担当するようなことを行っています。数年前から続けてお 

りまして、非常に機能しているなというふうに感じておりますので 

チューターに加えて、メンターも導入されることが非常によろしい 

かなと思います。 

 

岡部会長：ただいまのご意見ということですけど、執行部の方から見解があれ

ばお願いいたします。 

 

嶋野人事課長：当初は、チューター制度の導入というところで進めておりまして、 

今年度新規採用職員を指導役ということで、職員をあててやってお 

ります。ただ、報告会の中で、仕事上のことは、職場の中でＯＪＴ 

でできますが、その人その人がずっと勤めていく上で、問題などに 

ぶつかった時にはメンター制度の方がいいというお話が、指導員の 

方から出ておりまして、やはり、メンター制の導入というところを 

していかなければと思いました。 

 

大塚副会長：私の方からも伺いたい点があり、先ほど申し上げたように、私が一

番心配しているのは、ファシリティマネジメント、公共施設の面で

す。君津市は非常にそこの負担が今後大きくなる可能性が高いです。

その点に関して、先ほどご説明の中で取り上げていただいたのは個

別施設計画という話ですが、その前の段階で、２８ページの方で、

公共施設再配置方針の策定推進があり、床面積の目標が上がってお
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りますが、私として気になるのは、お金の面、財政です。 

結局、公共施設の維持管理にお金がかかるようになることが、君津 

市の財政を圧迫して、他の分野にお金が使えなくなる。そこが問題 

だと考えています。以前に作られた公共施設等総合管理計画の中で、 

将来かかるであろうお金の推定はされていると思いますが、推定は 

非常にざっくりとしたものだったと思います。今、見直しを進めら 

れているところですので、まだ厳密には出ていないと思いますが、 

今の段階で、君津市においては、将来の公共施設やインフラの整備 

の負担にあたって、どれぐらいお金が必要なると見込んでいるのか、 

見込まれているのかのところで、推定がされているのであれば教え 

ていただきたいです。 

 

髙橋企画政策部次長：公共施設総合管理計画につきましては策定から年次が経っていると 

いうことと、委員がおっしゃるようにかなり大まかな推計でして、 

実際の事業費については、具体的に事業の計画を策定していく中で 

明らかになっていくと思っております。 

現時点で、学校再編の推進や個別施設計画を作ることにより、新た 

に複合化をしたり、統合したりして、更新費用の負担を当初に出し 

たものよりも、さらに軽減を図っていくような形になっております。 

当初よりは精査をして、額は少し絞られてきていますが、現時点で 

いかほどというようなことについては申し上げる事はできません。 

さらなる費用の削減について、より精査をしていきたいというふう 

に考えているところでございます。また、工事費用等についても、 

民間活力、ＰＰＰですとかＰＦＩを活用いたしまして、効率的な財 

政運用等に努めていきたいというふうに考えているところでござい 

ます。 

 

草苅財政部次長：公共施設につきましては、個別施設計画策定時におきまして、令和 

２８年度までの、今後２６年間の平均で、約２５．５億円の更新費 

用が必要であると考えているところでございます。この金額という 

のは、かなり大きな金額で、このまま市がこの金額で進めていくこ 

とは難しいと考えておりますので、今後、集約化、複合化を図ると 

ともに、財源確保にも努めていかなければと考えているところでご 

ざいます。 

 

大塚副会長：２５．５億ということですが、現在、投入できているお金はどれく 
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らいですか。普通建設事業費でいいです。 

 

草苅財政部次長：令和２年度の決算になりますが、普通建設事業費、あと災害復旧費 

も含めた投資的経費ですが、６４億３,０００万円ぐらいかかってお 

ります。 

 

大塚副会長：その金額を見ると２５億円は少なく見えますが、ただ実際には、今 

後あと３０年ぐらいはこれが続くということですね。先ほどの話だ 

と何年までの見込みで２５．５億円でしょうか。 

 

草苅財政部次長：個別施設計画策定時から、令和２８年度までの２６年間の平均で 

２５．５億円という試算を出しているとこでございますが、これを 

続けていくのは、君津市としては厳しい状況であると考えておりま 

す。 

 

大塚副会長：今の点で非常に財政的に厳しいという部分があるので、そこはしっ 

かり考えていただく必要があると思います。特に今お話を伺い、令 

和２年度に６４億円というのは、台風の問題などの部分があった金 

額であって、かなり臨時的な金額であるので、それは正直にいうと 

参考にはならないのかなと思います。その点に関して意見として申 

し上げておくと、やはり関係してくるのは、ご説明のあった４１ペ 

ージの公共工事のコスト適正化だと思います。先ほどの説明では、 

いわゆる入札方法の見直しということでしたが、資料の現状と課題 

で書いてあるように、安易なコストカットが工事品質の低下を招く 

ということもあり、単純に安いところに頼むというわけにはいかな 

い。だから総合評価落札方式などの導入としていると思いますが、 

その前の段階、設計の段階で、考えていかなければならないと思い 

ます。つまり、仕様がまずあってから入札をするわけなので、仕様 

の段階で、お金のかかるような仕様を作ってしまうと、どうしても 

お金がかかってしまいます。そのため、先ほどのファシリティマネ 

ジメントの観点を、今あるものの管理ではなく、これからやってい 

くものについても考える必要があり、まず設計の段階で、しっかり 

考えていく必要があると思います。 

君津市はかなりたくさんの橋の架け替えが必要になってくると思い 

ます。新たな橋をどうかけるかというのは、かなり大きな問題にな 

ってきますし、その設計の段階で、しっかりと負担のことを考えて 
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設計をしないと、結局、いかに入札方法を改善したところで、お金 

がかかることは変わらないわけですから、そういう意味で、もう少 

しさかのぼった形でのコストの適正化を考えていただいた方がいい 

のではないかと考えています。これは、意見として申し上げておき 

ます。 

それから、先に言えばよかったのですが、公共施設の再配置計画の 

ところの目標が床面積ですが、ここが心配な点であり、床面積ばか 

り取り上げられると、単に市の施設を他に譲渡するとか、移管する 

という方向だけになってしまう危険性があります。典型的には、例 

えば集会所みたいなものを自治会に譲渡する。これで市の施設は減 

るので床面積が減ります。ただ先ほど言ったように財政という観点 

からいうと、結局自治会に譲渡としても自治会には財源がありませ 

んから、市が維持管理の補助をしていくことになるので、表面上、 

床面積が減っても、財政的な負担は減らないわけです。そういうや 

り方に陥らないようにしていただく必要がある。そういう点で、目 

標として床面積のみを上げているというのは少し心配な点で、この 

進行管理に関して、最終的には財政負担の軽減だということで進め 

ていただく必要があるだろうと、これも意見として申し上げておき 

たいと思います。 

あともう１点、これは全体の話ということでお願いをしておきたい 

のは、前回の書面開催で行われた資料の評価に関してコメントを出 

させていただいて、その回答もいただきましたが、その点について 

やや不満に思っている点があります。私が出したコメントで、検討 

したということで進捗したとされているものが多い。検討して何が 

出たのかをはっきりさせて欲しいという質問を出させていただいた 

のですが、それに対する回答は、方向性が明確になったので進捗し 

たとしましたというものでした。ただ、どういう方向性が明確に 

なったのかが書かれていないものが非常に多くありました。この考 

え方は、今後、次のこの評価をするにあたっては、改めていただく 

必要があり、検討して、方向性が明らかになったその検討の結果、 

方向性が示されてない限り、検討して方向性が出たということだけ 

で進捗したとみなすのはやめていただきたいです。極端な話、机の 

上でちょっと考えれば進捗したことになってしまいます。ですから、 

最終的にはこの実施計画の評価が年度末に行われると思いますが、 

その際に、各部署から上がってきた時に、検討しました、従って進 

捗しましたという回答だけで良しとするのはやめていただきたい。 
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少なくとも検討してこれが明確になったので進捗しました。或いは、 

こういう方向性が決まったので進捗しました。という回答である必 

要があって、そういう回答を出してもらうという方向で、これも早 

めに言っておかないとそういうふうに動きませんので、今年はそう 

いう方向で評価しますというところを、各部署に徹底させていただ 

ければと思っていますので、これはお願いとして申し上げます。 

 

岡部会長：ただいまのお願いということですけども、執行部の方で見解あれば

お願いしたいと思います。 

 

荒井総務部長：大塚委員のおっしゃるとおりですね、各部署、検討はしていると思 

いますが、実際方向性をしっかり示しているかどうかについては、 

こちらとしてはまだ、正確に確認してないようなところもございま 

す。 

ちょっと話がずれますけれど、今、普通の事務事業にプラスしてコ 

ロナ関連があったり、災害があったり、業務が増えている段階で、 

職員が目の前の業務をこなすのに精一杯な状況になっています。た 

だ、持続的な行財政運営をしていかなければならないので、様々な 

方法を考えて経営改革を進めていきたいと思っておりますので、大 

塚委員のご意見も十分考慮して、やっていきたいと思います。 

 

大塚副会長：最後に１点だけ、市職員の方々が頑張っているのはその通りであり、 

それを否定するつもりはありません。ただ、頑張ってもできないこ 

とはあるのが当然あると思うので、できなかったことをしっかり洗 

い出して欲しいです。今までのやり方だと、多少できていなくても 

検討しましたから進捗しましたで済んでしまう場合があります。で 

きなかったことを責めるつもりはありません。一生懸命やってもで 

きないことは当然ある。でも、できていないことはできてないとし 

て明確にしないと次に何をやるべきか、はっきりしません。決して 

進捗していなくても怒るわけではないし、指摘するわけではないの 

ですが、できていないことはできてないこととして明確にするとい 

う方針で、最終的な評価をしていただかないといけないと思います 

ので、お願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

小関委員：３点あります。まず、２５ページのＲＰＡ・ＡＩの導入の件ですが、

これは弊社もいろいろやっておりますが、こういうことは専門家の
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方がいないとなかなか進まない。課題にも、スキル習得が課題であ

ると書かれていますが、弊社でしたら、システム関係の人間が部門

で一部門あったり、グループ企業にＮＳソリューションズという会

社があったりして、詳しい人間がレクチャーしてくれて導入してい

く、こういうふうにしていますが、市役所の場合はこのＤＸ推進課

がそれを担うということですか。そうした場合、新規採用とか、こ

れは長い時間かかることだと思うので、新規採用の条件とかで何か

工夫されていることがあるのかなと気になったのが１つ目です。 

２つ目は、２７ページ、ワークライフバランスの推進という件につ 

いて、非常に重要だと思っていて、弊社も２年前に製鉄所の大くく 

り化という組織再編をして、ちょうどコロナになって、効率化を図 

りましょうということでやらざるを得ない状態で進んできたという 

２年間でした。十分にできているかどうかありますけど、弊社が打 

ち出したのは、基本的に残業ゼロで業務ができるように業務設計を 

見直そうということをやりました。過去にはもう戻らないというこ 

とでやってきたというこの２年間でした。そういう設定が必要なん 

じゃないかなと思います。１８時半でシャットダウンする日も数日 

決めていると、先ほど委員からも、毎日やることも考えたらという 

こともありましたけど、弊社は基本的にも残業ゼロ。それでどんな 

業務をやる必要があって、できないものは何かと出して、それを 

切っていくなり効率化するということを考えたということも参考に 

して欲しいと思いました。 

それと、３９ページ、漁業資料館のあり方の見直しについてですけ 

ど、こちらは、私は日本製鉄という会社に属していまして、弊社が 

進出するにあたり非常に縁深い施設だと思っております。今回書か 

れておりますが、地域住民との意見交換が、状況が状況だったもの 

でなかなかできなかったということですけど、今後進めていくにあ 

たって、私のお願いとしても、地域住民の方と丁寧にお話いただい 

て、十分意見を吸い上げていただきたいと思っております。これは 

お願いです。以上３点でした。 

 

村越総務部次長：ＲＰＡ・ＡＩの関係ですけど、こちらを進めていくに当たりまして 

私ども４月に組織されました。やはり成功している自治体というの 

は、職員がＲＰＡを積極的に進めているところで、これを進めたら 

どうかということを業務委託で考えると、１業務について数百万と 

いうお金ですから、これも内製で進めていくしかないですね。 
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今現在、ＤＸ推進課には、組めるものが大体３名ぐらい、専門の教 

育を受けてきた者、あとはシステムエンジニアとしてやっていた者、 

あと、内部で、私も電子計算課というところで１０年ほど、市のプ 

ログラムを見ておりましたので、この辺はできるだろうということ 

でやっております。 

また、社会人デジタル枠ということで、この４月に３名ほど採用し 

た職員のうち１名、ＤＸ推進課に配属されました。そのような形で 

採用ですとか、人事異動の件でなるべく内製で進めていく。それで 

どうにもならなくなった時には、今協定を結んでいる会社ですとか、 

専門的なアドバイスをいただける方が何名かいらっしゃいますので、 

外部人材をうまく活用させていただいて進めていきたいと考えてい 

ます。 

 

嶋野人事課長：私の方からワークライフバランスの件で、確かに最終的な目標は、 

やはり残業ゼロ。こちらは最終的な目標だと思います。ただそれに 

は行政としてやらなければならない仕事がありますので、そこの精 

査が必要と考えております。パソコンの一斉シャットダウンですが、 

現在は週の何日という形で日にちを限定しておりますけれど、毎日 

シャットダウンというのは、そこは目標にしたいと考えております。 

ただ、一気に、例えば６時半とかそういう時間でやってしまうと、 

業務にも各部署で差異がありますので、ハレーションが起こるとい 

けませんので、段階的にやっていきたいと考えております。 

ですので、来年の１月に、まずは深夜業務の時間帯が夜の１０時で 

変わるというところを意識付けしていただきたいというところもあ 

りまして、まずは夜の１０時に一斉シャットダウンというのを、試 

行的に１月にやってみたいと思っております。そして、職員からの 

アンケートを受けて、その効果を見極めて、来年度、導入できるよ 

うであれば、導入して、時間についても、最初は１０時のスタート 

かもしれませんけれど少しずつ早くして、シャットダウンの時間を 

早くする。それとともに、業務の精査。何時まで仕事がかかるかと 

いうようなその業務の内容についても職員一人一人が考える時間を 

とっていきたいと考えております。 

 

髙橋企画政策部次長：それでは漁業資料館の見直しということでご意見をいただきました。 

ありがとうございます。当該施設に限らず施設の見直しですとか、 

或いは市民に密着した事業の見直しをする際には、地域の対象とな 
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る住民への丁寧な説明というのを心がけていきたいと思っています。 

 

淡路委員：今のご質問の中に、ＲＰＡの導入で専門家が必要ではないかという

ご意見で、職員でやっておられるということですが、私どももＤＸ

の推進ということを掲げていて、それを自前主義と言ってやってい

ます。それはなぜかというと一部の専門的な技術は中途採用の方を

採用して補完しますが、結局、銀行がもともとやらなくてはいけな

い業務がよく分かってないと、何をどうやって、何をどこに導入し

ていいのかというのが、最終的にはしっくりこないというのがあり

まして、少し時間はかかるかもしれないですけど、外注しないで、

自前主義ということでやっています。 

それで、自治体で結構見られるのは、とにかく業者を選定して委託 

してやってもらって、その選定のときは関わるけれど、委託したか 

ら、その分委託費を払っているのだから、市役所の職員の人件費を 

使ってはいけないみたいな考え方で、とにかくやってもらうという 

のも聞いたことがありますけど、そう言うとなかなか、定着しませ 

んし職員のノウハウとして全く残らない。何か起こったときに危機 

管理ができないというところもあり、自前でやっていらっしゃると 

いう方針は、とてもいいと思います。私たちも歯を食いしばって 

やっているので、大変賛同しました。 

 

小関委員：私が質問した専門家が必要ではないかと言ったのは、弊社は専門家

が内部にいますが、市役所はどうなのかということをお聞きしたの

であって、熱意があって技術がある人が引っ張らないとできないこ

とだというのは分かっているので、外部に頼むより自分たちでやる

という、これは私も賛同して、大丈夫ですかという趣旨でお聞きし

ました。 

 

村越総務部次長：私どもやはり業務を進めるにあたってですね、ＤＸ推進課のデジタ 

ル部門は、庁内コンサルタントだと思っております。経営改革を実 

施するのも、業務改革、改善をするには、やはりおっしゃったとお 

り内部の事務が分かっていないと、ただ委託しても、本当に既製品 

を持ってくるだけですので、その辺を丁寧にやっていかなければい 

けないなと思います。 

そしてもう１つは、ＲＰＡの専門家という話がありましたが、ある 

程度職員で作れるようなものでないと、あまり難しいし、分からな 
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いブラックボックスのシステムを持ってきても結局それは使われな 

くなったり、高止まりして終わってしまいますので、その辺は、Ｒ 

ＰＡの中でも、割合、他の自治体が使って、使いやすいと言われて 

いるものを導入しておりますので、そこら辺を考えていきたいと思 

います。このＲＰＡというのは、はっきり言うと、過渡期の技術で、 

この先１０年も２０年も使っていくものではないというふうに私は 

考えております。今の業務改善が進んで例えばオンライン申請につ 

いて進んでいけば、将来的にはそれはなくなっていくものだと思っ 

ておりますので、なるべく自前でやっていきたいと考えております。 

 

岡部会長：たくさんの質問、意見をいただきました。それではこれで質疑につ

いては終了したいと思いますけど、よろしいですか。 

それからまだ気がついた点等々あれば、個別でも結構ですので、そ 

れぞれの執行部の皆さん方に思いを伝えていただきたいなと思いま 

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

以上で、懇談会についての議長の任を解かさせていただきますが、 

暮れもあと１０日足らずで新しい年を迎えるわけですが、まず健康 

が大事ですので、委員の皆様方、それから執行部の皆さんは十分健 

康に注意していただきながら、この君津市含めて、新しい年が輝か 

しい年になりますように、お祈りをしまして、この会の議長を降ろ 

させていただきたいと思います。どうもご協力ありがとうございま 

した。 

 

事 務 局：委員の皆様におかれましては、様々なご意見ありがとうございまし

た。以上をもちまして、令和３年度第２回君津市経営改革推進懇談

会を閉会します。 

お忘れ物等ないよう、お気をつけてお帰りください。ありがとうご 

ざいました。 

 

１５：０６ 議事終了 


