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桑名市行政改革推進委員会 会議概要（抜粋） 
 

日時・場所 

 

令和３年３月２６日(金) １０：００ ～ １２：３０ 

オンライン会議（Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｔｅａｍｓ） 

※傍聴は市役所３階第２会議室前にて 

 

出 席 者 

 

委 員： ８名 

市 ： ８名 

 

会 議 次 第 

 

１ 副市長あいさつ 

２ 議案 

（１）ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進について 

（２）桑名市ゼロカーボンシティについて 

３ 報告 

 （１）公民連携の取り組みについて 

 （２）公共施設マネジメントの取り組みについて 

（３）変革を促す独自の予算編成の仕組みについて 

４ その他 
 

概 要 

（主な意見） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 副市長あいさつ 
 本市では、これまで新型コロナウイルス感染症への対応として、迅速かつ機動

的に対策を講じてきた。その中でもワクチン接種について、最優先で取り組みを

進めており、桑名医師会のご協力のもと、かかりつけ医による個別接種を行う独

自の「桑名市モデル」により、速やかに市民の皆さまにワクチン接種できるよう

準備を進めている。 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、想像を超えたスピードで社会全体に

様々な変化をもたらした。行政においては、市民の暮らしや企業の経済活動、地

域社会のあり方の変化にも、対応をしていく必要がある。そのためには、今まで

にない新たな発想や技術を積極的に取り入れていく必要があると強く感じている。 

 本日は、各議案に対して忌憚のないご意見をいただきたい。 

 

※新たに委員として委嘱された岩野秀樹委員の紹介・挨拶 

 

２ 議案 

（１）ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進について 

 
・全体業務のデジタル化は、技術革新のスピードがものすごく速く、手法等がど

んどん変化していくため、個別業務のアクションプランの作成について、目先だ

けではなく１０年先くらいまで考えていく必要があると思うが、どう考えている

のか。また資料内に、「観光」について記載がなかったが、「観光」についても

デジタル化において重要な部門であると思う。また、日常のルーティン業務に対

して、新しい技術をどのように導入していくかを検討する部署をあらかじめ決め

ておく必要があると思う。 

◆アクションプランについては、国から令和３年の夏ごろ、指針が出る予定なの

で、それを参考に検討していきたいと考えている。観光に関しては、どのような

ことができるのか今後検討していく。長期的な視点で、国・県と連携しながら、
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慎重に進めていくことを考えている。 

 

 

・今年度のテレワークの導入状況や、実施にあたっての課題、それに対する改善

点等を教えてほしい。またテレワークに関する予算の状況はどうか。 

 テレワークについて地方創生臨時交付金が活用できる部分であったと思うが、

活用した事例など簡単に教えてほしい。 

◆テレワークの導入状況については 2021 年 2 月から実施しており、１日あたり

平均５・６名程度利用していた。緊急事態宣言発令前後と比べて、今は年度末と

いうこともあり、実施職員は減っている印象であるが、利用自体はコンスタント

にある。実施職員にアンケートを行ったところ、「テレワークをもっと利用して

いきたい」と感じている職員が多くいた。 

課題としては、電子決裁を導入できていないため、テレワークを終えて出勤した

際に、場合によってはデスクの上にたくさんの決裁文書があるということや、窓

口業務がある課では、出勤している職員に負担が偏る可能性があること、職場と

のコミュニケーションがとりづらいということがあがった。 

・実施時期は 2021年 2月というだが、早い市町は 2020年 6月に導入している。

この時期になった理由は何か。 

◆システム導入自体が、2020年 12月であり、２回目の緊急事態宣言の発出後に

運用したためである。 

・他の自治体の課題としても、「テレワーク実施後職場に戻った時に、テレワー

ク期間中にできなかった仕事分を行う必要があり、仕事量が増えた」という事例

も聞いたので、徐々に慣れていき、改善を行いながら、実施していただきたい。 

 

 

・ＡＩ・ＲＰＡの導入にあたって、自分の仕事がとってかわられて、なくなって

しまうのではないかという不安を抱える職員に対する精神的なフォローについて

はどう考えているのか。 

◆現在は、部分的に最新技術を活用しているにとどまっているので、そういった

ことを不安視するまでには至っていない現状である。今後の検討課題にしていき

たい。 

 

 

・テレワークについて、市役所の中でしかできないことは何か、外にいてもどち

らでもできることは何か、また外にいるからできることは何かという、行政業務

における整理が重要ではないかと考える。もちろん実施しながら考えていくとい

うことでも問題ないが、市内事業者が積極的に導入できない理由として、テレワー

クできるのかわからない、業務の整理ができていないことがよく挙げられるので、

そのあたりの整理をどのように考えているのか。 

また、テレワーク中の情報共有については、何かデジタルツールを使っている

のか、会議やメールのみの共有なのか、もしくは個人で仕事を持ち帰ってテレワー

クを行っているのかについてお聞きしたい。 

◆各部局にテレワークシステムを利用できるライセンスを付与しているが、窓口

が多い部局については、実施率が低く、管理部門については高く、部局の業務内

容に応じて差はあるが、業務毎としての整理はまだ実施できていない状況。情報

共有については、統一したツールを使用しているわけではなく、個人や課の方針

で行っている状況であるが、安全で便利なツールも増えてきているので、今後予

算の問題も含めて検討していきたいと考えている。 

・市役所全体としてというより、タスクフォースレベルで、予算がなくても試せ

るくらいの小さな規模でトライアンドエラーすることが大事だと思ので、引き続

き検討をお願いしたい。 
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・資料１・Ｐ３内に「マイナンバーカードの普及促進」とあるが、現在の交付率

はどれくらいか。 

 また、広報に行政のオンライン化（スマホでの住民票請求）に際して、アンド

ロイド社提供アプリ「Ｇｒａｆｆｅｒ ｉｄｅｎｔｉｔｙ」の紹介があったが、

そのアプリを選んだ理由と、それらのオンライン化を進めるにあたって、住民 

に周知を進めるための目標設定や広報戦略などあれば教えてほしい。 

 あわせて「スマホなんでも相談・教室」は、とても画期的な取り組みだと思う

が、利用状況や相談内容等、教えてほしい。 

◆マイナンバーカードの交付率は、2021年２月末時点で 26.4%。住民票のオンラ

イン申請に関して、グラファー社のアプリを選んだ理由としては、大きな理由と

しては利便性。また、アイフォンからも取得可能。目標設定に関しては、明確に

数値設定を出来ていない段階のため、今後の課題として取り組んでいく。集団検

診の申し込みについてもオンライン化を行っているが、現在までに 500件ほどの

オンライン申請があり、全体の２～３割程度と予想以上に進んでいる手続きもあ

る。広報戦略についても今後の課題と認識している。 

また「スマホなんでも相談・教室」について、開設した令和３年３月１日から

３月 18 日までの相談利用人数は 155 名、内容はいつでも自由に相談できるコー

ナーと、予約して利用料金や操作方法について 45 分間教室として自由に相談で

きるコーナーに分けて実施しており、いずれも利用者は高齢者が多い。 

 

 

・桑名市においては、バーコードを利用したスマホアプリからの納税・納付対象

税目の拡大が進んでおり、市民の利便性は格段に向上していると感じる。また総

務省からは地方税のＱＲコードを活用した納付を 2023 年までに導入するという

方向性がでている。こうした動きを受けて、桑名市が積極的にこれらを推進して

いくには、職員自らの意識改革を行い、職員自らがサービスを積極的に活用して

市民に周知していくことが重要であると考える。また、市が発行するプレミアム

商品券等のデジタル化を行うことで、自治体や商工会議所の管理コストを減らす

ことができると思う。「誰ひとり取り残さない」というスローガンのとおり、デ

ジタル化に対応できない高齢者等に対しても、来年度以降もしっかりとしたフォ

ローが必要であることも忘れてはいけないと感じる。 

◆デジタルファースト宣言に基づき、職員一人一人がデジタル化への意識をもっ

て業務に取り組むことが重要であると考える。ご紹介いただいた納税のキャッシュ

レス化以外でも、一部窓口でのキャッシュレス決済導入等を行っている。高齢者

などデジタル弱者に関するフォローについても、今年度は「スマホなんでも相談・ 

教室」の実施を行って、民間企業の協力により無償にて教室を開催してもらって

いるが、来年度以降も引き続き対策を講じていくことが必要だと感じている。 

 

 

・ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進の目的は、デジタル化の推

進というより、デジタル社会をどのように組み立てていくのかということだと感

じる。デジタル化に伴い、新しい文化や産業が生まれる。教育部門に関しても、

授業の形態も変わっていく。しかし先生によって、デジタル化への適応具合に差

があると感じることもあり、デジタル化に関して専門の方のフォローが必要であ

ると感じる。デジタル化の推進に伴って、そういった社会整備の取り組みも同時

に必要であると感じる。 

◆指摘の通り、ツールを活用する人材の能力の向上も課題としてあるので、それ

についても今後検討していきたい。 
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（２）桑名市ゼロカーボンシティについて 

 
・10 年前、オーストラリアに在住していた時、スーパーの野菜売り場で売られ

ていた地元で作られた野菜に、この商品を購入するとどのくらいカーボンオフに

貢献できるかということがイラストも入れてわかりやすく表示されていた。地産

地消に貢献することで、地球環境に与える影響がどのように変化するのかが、イ

メージしやすかった。桑名で作られたものを購入することが、脱炭素社会へつな

がることを、イメージしやすい形で分かりやすく伝えることも重要であるし、ま

た桑名の農業に関して若者に興味付けすることにもつながるのではないかと感じ

る。 

◆農作物の地産地消がどのくらい二酸化炭素削減につながるのか、という指標は

身近で分かりやすい数字になると思う。今後の立案に際して、参考にさせていた

だく。 

 

 

・三重県も国に先駆けて 2019 年 12 月「ミッションゼロ 2050 みえ」を発表して、

脱炭素社会を目指して取り組んでいる中、桑名市が独自で「ゼロカーボンシティ 

宣言」行い、脱炭素社会を目指すことは非常に重要なことであると感じている。

最終目標 2050 年と、今から 30 年近く先なので、まだまだ先のことだと感じや

すいが、少しでも前倒しで達成できるよう、短期・中期・中長期の目標をしっか

り固めて、進捗の報告をしてほしい。金融の立場から発言すると、グリーンエネ

ルギ―の導入に伴う資金調達や、導入コストを少しでも抑えるＰＰＡスキームに

ついて、事業者の紹介などの面でサポートできると考えている。 

弊社では、環境に配慮してトヨタの水素自動車「ＭＩＲＡＩ」を社用車として使

用しているが、補助があっても車両金額が大きいことや、燃料を入れる水素ステー

ションが三重県には２か所しかないことなど、普及の課題は多いように感じる。 

これらを踏まえた補助制度の整備等の検討が必要であると感じる。 

◆短期・中期・中長期の目標をたてて、社会状況を捉えながら、進捗管理をして

いきたい。またコスト面について、脱炭素社会を目指す事業は、高コストになる

ことは明らかであるため、その分好循環を生み出すような取組ではないと持続可

能ではないと認識しており、それらを注視した事業の取り組みが重要であると考

えている。 

 

 

・「エシカル」「エコ」「ジェンダーフリー」「ＳＤＧｓ」などを当たり前のこ

ととしてとらえている若者が増えていると感じている。 

桑名市が率先して、脱炭素社会の実現等の環境問題に取り組むことは、地域への 

重要なメッセージになると感じる。一方で全国的にこういった動きはあるので、

その中で桑名市としてリーダーシップをどのように発揮していくのかということ

も重要であると感じる。一旦ゼロカーボンになれば長期的に継続しやすくなるた

め、予算の使い方を検討すると良いのではないか。 

若者たちに向けた、ブランドづくりにつながる可能性を模索するのか、導入でき

るメリットを提示することで企業が感じる桑名の魅力につながる可能性を模索す

るのか、脱炭素だけの目的ではない視点での取り組みを検討してほしい。 

◆多世代が共生できるよう、また桑名市のブランディングにもつながるように、

様々な視点で施策を検討していきたい。 

 

 

・守備範囲が非常に広い施策、取り組みだと感じているが、どういったグループ

で何人くらいの体制で行う予定なのか。 



 

5 

 

◆今年度は政策創造課にて施策立案を行っているが、来年度からは大きな事業で

あるため新設されるグリーン資産創造課にて、１１人体制で取り組んでいく。 

環境問題やＩｏＴを扱うことになり、全庁的な協力が必要であるため、庁内で連

携をはかりながら進めていく予定。 

 

 

・例えば水道事業に関して、節水機器の普及等により一人当たりの水道使用量は

減少傾向にある。節水・節電は家計に直接つながる話であるため、自分事として

とらえやすいと思う。一方カーボン削減に対する取組については、どれだけ排出

しているのか、削減することで自分にどう返ってくるのかがイメージしづらいと

感じるので、上手に「見える化」して自分事に感じさせることが必要であると感

じる。また資料内に産官学のサークルの図式があったが、社会がうまく回るよう

にすることが重要で、そのために介入のリスクを考慮しつつ政府介入を伴う市場

化・産業化へつなげることを意識しながら、ゼロカーボンシティに向けて社会を

循環させることが必要であると感じる。 

◆行政の視点だけではなかなか完結できない取組であるため、指摘のあった市場

性も十分意識しながら取組を進めていきたい。 

 

 

・太陽光のソーラーパネルに関して機器のリサイクルや景観についてどのように

考えているか。 

民間の企業にＩоＴに意識をもってもらうことの難しさを感じているところであ

るが、その点、連携企業等はどのように受け止めているのか。 

企業誘致に関して、積極的にアプローチしている業種・企業等あれば教えてほし

しい。 

三重県の中でも脱炭素社会を積極的に取り組む自治体は少ない印象であるが、そ

んな中、桑名市が率先して取り組むにあたって広報戦略等はあるのか。 

◆ソーラーパネルの耐用年数経過後、廃棄に係る費用が大きいことが課題となっ

ている。普及・推進だけではなく景観以外のこういった課題についても同時に検

討していく必要があると感じている。 

また企業誘致に関する具体的な話はこれからであるが、環境に配慮したモノづく

りに取り組む企業と連携していくことを検討している。 

ＩоＴに関しては、立案がまだ浅い段階であるため、環境問題への意識としては

まだまだ厳しい状況であると感じているが、そのような中で行政から取り組み始

めていくことは重要であると感じながらも、いつまでも行政が補助を行えるわけ

ではないので今後の検討課題であると認識している。 

地域の事業者と連携していく中で、桑名に合った形を模索していけたらと考える。 

・キャッチコピー等があるとわかりやすく、市民にも広まりやすいのではないか

と思う。 

 

 

・桑名市としてゼロカーボンシティを目指す際に、例えば、電気自動車等の環境

に配慮している車両以外の車をもつタクシー会社に罰則を設けるのか、大規模商

業施設を閉鎖して、各地域に小さな商業施設を整備して、家から歩いて買い物で

きるようにしていくのか、30 年という短い期間の中でゼロカーボンを目指すの

であればそういったことも含めた議論が必要である。 

市の行政理念としてセロカーボンを訴えた以上、市の施策一つ一つがこの理念に

基づいているというところを見せていく覚悟が必要であると感じる。そしてその

ような自治体があることを私の方からどんどん広めていきたい。 

◆「ゼロカーボンシティ」を推進していく上で行財政改革をすすめるためのキー

ワードでもあるが、一歩ずつ着実にできることをすすめていく、その地道な取り

組みをし続けていくということを通して市民の理解を得て、より魅力的なまちづ

くりにつなげていきたい。 
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３ 報告 

 （１）公民連携の取り組みについて 
 

・先日、三重県と百五銀行が協働で主催した「みえ公民連携共創プラットフォー

ム」のパネルディスカッションにて対談した自治体から桑名市のコラボラボ（公

民連携）を、今後参考にしたいという意見がでるほど、高い関心を持たれる施策

として注目を浴びている。今後も先進的に幅広く公民連携に取り組む市として、

ＰＦＩ事業も積極的に活用いただきたい。 

 

 

・各自治体へ随意契約制度の提案を進めているが、スピード感をもって事業に取

り組める等のメリットがあり、民間企業のやる気につながるため、桑名市でもコ

ラボラボの中で活用していく方針で検討するのはどうか。 

◆市の財政負担が伴わない契約（歳入確保）については、スピード感をもって進

められるよう随意契約は手法の一つとして取り入れているが、財政負担を伴うも

のは、公金の使い方として、慎重に検討していく必要があると考えており、今後

ご指導いただきたい。 

 

 

（２）公共施設マネジメントの取り組みについて 

 
・アクションプランの中で、公共施設の床面積の削減ではなく、施設の維持管理

コストの削減をＫＰＩにすべきだと考える。面積を削減せずに、維持管理コスト

を下げる工夫があってよいと考える。また、住民が必要と考える公共施設につい

て、維持管理費用を税金で賄おうとするのではなく、自分たちで負担・運営しよ

うしていく意識を持たないと、なかなかコストを下げる動きは出てこないと思う。

広域連携については、進んできている部分ではあるが、ごみ処理場、葬儀場、給

食センター、図書館等は、地域の規模・人口に合わせて適正配置がさらに必要に

なってくると考える。市街化調整区域について、マスタープラン等でのまちづく

りの計画の方向性と合っていない部分がある。まちの実態に合わせて公共的な用

途以外の施設を建設できるよう、自治体に権限移譲してもらうよう国に提言して

いくことも重要だと考える。 

◆公共施設等総合管理計画の成り立ちは、公共施設の維持管理経費が将来にわ

たって負担できないため、施設を複合化等で機能を維持しながら床面積の削減を

はかるというところであり、あくまで維持管理の問題が大きい。指摘いただいた

床面積以外の部分での指標も、しっかりと意識しながら計画をすすめていきたい

と考えている。調整区域についても、制度上民間企業による利活用の検討が難し

い状態であるため、桑名市に権限移譲されるような働きかけを担当課とともにし

ていきたい。 

 

 

・今までは、資産といえば、公共施設であったが、デジタル化が進む中、今後シ

ステム自体もより重要な資産となっていく。そのことを踏まえて、床面積の削減

に伴い軽減された公共施設の維持管理コストを、どのようにシステム関係の予算

に投資していくのかを合わせて検討していただくとより良い政策・計画になるの

ではないかと感じている。 

◆職員自身が、「ハコモノ自体が存在するだけで、サービスを提供している」と

いう概念を改めること、また経費削減された予算は、ＩоＴや脱炭素社会に向け

た取組などの財源として確保していきたいと考えている。 
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 （３）変革を促す独自の予算編成の仕組みについて 

 
・予算編成作業の前倒しに関して、時期が変更したことによりどのようにスキー

ムが変わったのか。また、みんなで“変わる”“変える”予算の取り組みの説明

の中で、資料５（３ページ）にて、視点⑧執行残額との比較とあるが、市として

予算が残ることを認めているということか。 

◆予算編成の案内を行ったのが例年から３ヶ月前倒しした７月で、良かった点は、

議会へ決算の報告を行っている９月ごろにちょうど予算編成の中身を確認できた

ので、決算額と比較しながら、組み立てることができた点。また執行残について

は、決算時入札差金などで予算が残ることは悪いことではないが、予算の段階か

らできるだけ執行残がでないように精査して編成していく、という意味で視点の

一つとして組み込んだ。 

 

 

・変革を促す独自の予算編成の仕組みについて、外部に広く公開しても問題ない

か。また、公民連携の取り組みにも関わるが、予算は原則単年度予算であると思

うが、公民連携の中でも長期にまたがる施策などに取り組みやすいように、長期

債務負担行為に重点を置いた年度間にまたがる予算編成を意識してほしい。 

◆今回資料に記入してある取組内容について、広く公開・共有していただいて構

わない。時事通信社にてすでに取材された内容が、iJAMPの記事として公開され

ている。 

また、施設の管理運営や、他の事業に関しても単年度だけで完結する事業ばかり

ではないので、債務負担行為の活用、場合によっては繰越などで対応しながら、

予算編成の段階でも研究を行いながら、取り組んでいきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


