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総 務 建 設 常 任 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  令和３年３月１７日（水） 午前９時５８分 開会 

               午後２時 ５分 閉会   

１．場所 

  ３０１会議室 
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委  員 松 本 暁 彦 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  市長 森 山 一 正  副市長 奥 村 良 夫 

  市長公室長兼同室次長 大 橋 徹 之  同室参事 亀 谷 政 晃 

  同室参事 西 川  聡  秘書課長 妹 尾 智 行  広報課長 古 賀 順 也 

政策推進課長 大 西 健 一  同課参事 湯 原 正 治 

人事課長 浅尾耕一郎  人権女性政策課長 由 井 秀 子 

総務部長 山 口  猛  同部理事 辰 巳 裕 志 

同部参事兼資産活用課長 池 上  彰  同部参事兼情報政策課長 槙 納  縁 

総務課長 川 本 勝 也  会計管理者 岩見賢一郎  会計室長 井 口 久 和 

選挙管理委員会・監査委員・公平・固定資産評価審査委員会事務局長 橋本英樹 

同局次長 菰 原 知 宏 

消防長 明 原  修  消防本部次長兼消防署長 橋 本 雅 昭 

同部参事兼総務課長 松 田 俊 也  予防課長 納 家 浩 二 

警備課長 木 下 正 雄  同課参事 日 野 啓 二 

警防第１課参事 大 坪 孝 志 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 牛 渡 長 子 同局主幹兼総括主査 香 山 叔 彦 

 

１．審査案件（審査順） 

  議案第 １号 令和２年度摂津市一般会計予算所管分 

議案第 ９号 令和元年度摂津市一般会計補正予算（第１１号）所管分 
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議案第 ５号 令和３年度摂津市財産区財産特別会計予算 

議案第１５号 摂津市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例制定の件 

  議案第１７号 摂津市附属機関に関する条例の一部を改正する条例制定の件所管分 

  議案第１９号 摂津市会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例の一部を改正す 

る条例制定の件 

  議案第２０号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一 

部を改正する条例制定の件 

  議案第２１号 摂津市実費弁償条例の一部を改正する条例制定の件 

  議案第２２号 特別職の職員の給与に関する条例及び特別職の職員の退職手当に関 

する条例の一部を改正する条例制定の件 

  議案第２３号 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制 

定の件 

  議案第２４号 摂津市職員旅費条例の一部を改正する条例制定の件 

議案第２５号 摂津市消防団条例の一部を改正する条例制定の件 
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（午前９時５８分 開会） 

○野口博委員長 ただいまから、総務建設

常任委員会を開会します。 

 本日の委員会署名委員は南野委員を指

名します。 

 昨日に引き続き、議案第１部所管部及び

議案第９号所管部の審査を行います。 

 それでは質疑をお願いします。 

 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 それでは、まず１番目。

働き方改革についてでございます。 

 昨日もいろいろ質問がありまして、令和

３年度での職員体制についてありました

けど、改めて正職員や会計年度任用職員に

ついて、どういうふうになるかということ

について、また定員管理計画というのがあ

るということですけども、それと合わせて

令和３年度どうなるのかということと、教

えていただきたいと思います。 

 それから、窓口等の外部委託が大分進ん

でいます。昨日も総務事務センターのこと

の話がありましたけれども、それ以外にも

いろいろと進んできていると思うんです

が、一度ここでその全体の委託されている

内容を教えていただきたい。 

 それから、令和３年度以降についても、

さらに検討されている項目があるのであ

れば教えていただきたいと思います。 

 そして、あとＲＰＡ等の導入によって、

随分作業時間が短縮できているというこ

ともありました。 

 これは、情報政策課の担当になるかもし

れませんけれども、人事課としてその辺を

どう把握されているか、作業量が減少した

ことについて、併せて答弁をお願いしたい

と思います。これ、１点目です。 

 それから２点目。人事評価システムです。

予算概要の１０ページに人事管理事業の

中の、人事評価システムの委託料が載って

るんですけれども、その中身について、概

略をお示しいただきたいと思います。 

 ３番目、人材育成実施計画、これは昨日

も随分質問がありました。これは本当は令

和３年度から改訂してスタートというこ

とをいろいろありまして、令和３年度に１

年延ばして改訂するということになりま

した。 

 去年の予算審査に係る委員会のときに

は、改訂に当たって現状把握の意味から、

職員の意識調査を行うとか、どの程度この

計画が活用されているか、調査をするとい

うことをおっしゃっていましたので、何ら

かの途中段階まで進んでいると私は思っ

てますが、その辺のことを、途中状況につ

いてご答弁いただきたいと思います。 

 ４番目、広報事務事業です。予算概要の

１６ページです。広報板管理業務委託料、

５３万９，０００円について、最初に委託

内容についてお願いします。 

 ５番目、シティプロモーション推進事業

です。これも昨日、随分いろいろ議論があ

りました。予算概要では１６ページに載っ

てますが、シティプロモーション推進事業

については、令和２年度から行われている

ＳＯＳ避難メソッドとか、人生１００年ド

ライブというものは継続して実施をして

いくとか、今回の令和３年度では、わいわ

いガヤガヤ祭などの支援をしていくと。ま

た、インスタグラムでの情報発信などが答

弁されていましたけれども、文化ホールで

３月２１日に斎藤裕史氏のオンライン講

座という、これは摂津市写真セミナー、楽

しく撮った写真はいい写真というのが開

催されますけれども、タイミングがよ過ぎ

ると、何か裏で申し合わされてるんだろう

と思ったりするんですけれども、そんなん
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もありましたけれども、決算審査に係る委

員会のときにも提案をしましたけれども、

ちょうどＪＲ沿線沿いのとこに、人間基礎

教育の看板がありますけれども、これをぜ

ひ有効に使って、シティプロモーションに

使うべきであるということの提案をさせ

ていただきました。 

 それに、例えばＪＲ千里丘駅西口の再開

発事業などのＰＲをすれば、随分インパク

トのある取り組みになるだろうと思うん

ですけども、どうも一度検討された経過が

あるようですけれども、その辺の中身につ

いて一度教えてください。 

 それから、インスタグラムの発信を始め

られるということですけれども、これは市

民と共に楽しく発信できる仕組みを築い

ていただきたいというふうにこれは重ね

て要望しておきたいと思います。 

 また一方で、市民のほうからまた協働と

いう中での観点から、ＬＩＮＥとか、この

インスタグラムもうそうですけれども、ど

んどんアイデアを募集をされるというふ

うなこととか、また協働人口を増加させて

いくという意味からも、市民団体以外に、

例えば企業とか、事業所なども巻き込んだ

シティプロモーションの推進協議会とい

ったものを立ち上げる等、いろいろと知恵

を絞っていただいて、いろんな仕組みをつ

くっていただきたいと思うんですけども、

そういうことについての一度お考えも聞

いておきたいと思います。５番目です。 

 ６番目、男女共同参画推進事業について、

予算概要は２２ページ。これも昨日も議論

がありまして、答弁があったわけですけれ

ども、現行のウィズプランの、これは第３

期計画最終年ということで、計画達成を目

指して取り組んでいかれるというお話で

ございました。 

 令和３年度は最終年ということで推進

をされると思いますけれども、私のほうか

らいつも気になっています三つの観点で、

ちょっとご答弁いただきたいと思うんで

すけれども、一つは審議会への女性の参画

の推進で、昨日は３７％くらい、しかし偏

りがある、全然進んでいないところもあり

ますという話で答弁がありましたけれど

も、これは計画書の中では、担当する所属

の部長がしっかりと推進をしていくとい

うふうにすると、こうなってるわけで、こ

の辺の実情を担当課のほうから、この委員

会とこの委員会が進んでませんというこ

とを担当部長に要請をされていっていか

れているのかということを合わせて、現状

についてご答弁お願いしたいと思います。 

 それから２番目の防災に関する政策、方

針決定過程への女性の参画拡大というこ

とで、これも前から随分申し上げてきてる

んですけれども、令和３年度は地域防災計

画の改訂作業に入るということになりま

すけれども、ここには３名の女性の委員が

実は入っていると。昔は一人しか入ってい

らっしゃらなかったんですけれども、最近

は３名入ってらっしゃるということです

けれども、どんなふうにこの方たちを通じ

て、女性の意見とか、そういうものを入れ

ていくことになるのか。これは令和３年度

の取り組みについてお願いします。 

 それから、３番目、若年女性などの貧困

対策ということで、特にひとり親家庭の対

策についてですけれども、令和３年度の取

り組みについてお答えいただきたいんで

すけれども、昨日の夕刊に女性の自殺が非

常にふえていると、１５．４％増と、これ

は全国的な数字ですけれども、特に若手、

若年の女性の自殺なんかがふえていると

いうことで、このコロナの影響で、先行き
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が不透明であるというふうなこととか、ス

トレスが原因ではないかという見方をさ

れていますけれども、事実としてこういう

状況になっているということですので、こ

ういうことも踏まえて、どんなふうなこと

を考えているかということについてお願

いします。 

 それから、７番目、第４次の摂津市の特

定事業主行動計画の推進です。 

 これも昨日ありましたけれども、令和２

年度から第４次の計画がスタートしてる

ということで、最初にこの第３期計画の総

括を入れていただきまして、新計画はちょ

っと目標値が引き上げになってますが、そ

の辺も踏まえてご説明いただきたいと思

います。 

 それから、８番目、選挙事務です。予算

概要の３６ページ。これも昨日ありました

が、市会議員選挙、一般事務、選挙事務に

おいて、投票率向上を目指す取り組みとい

うのは非常に大事だと思いますけれども、

令和３年度におけるこの市議会議員一般

選挙ですね。投票率の目標はどんなふうに

考えておられるのか、１回目お願いします。 

 ９番目、消防水利事業です。 

 予算概要の１００ページです。 

 消防水利事業ということで、現在策定中

の摂津市の強靭化地域計画の中には、消防

水利の確保対策として、大規模自然災害発

生時に使用可能な耐水性貯水槽等を確保

するとされていますね。 

 摂津市もこの耐震化を進めてこられて

いましたけれども、途中で財政難でしばら

くストップしてると思うんですけれども、

その辺の状況について課題と合わせてお

答えいただきたいと思います。 

 最後、１０番目、ＳＤＧｓの推進につい

てです。 

 これも何度も本会議等でも質問してま

いりまして、今ちょうど市役所１階のロビ

ーのところで、ＳＤＧｓパネル展がされて

いますし、また合わせて今回の行政経営戦

略をデジタルサイネージで、パブリックコ

メントもしていただいておりまして、これ

は高く評価したいと思います。 

 これからのパブリックコメントはこれ

やなと、デジタルサイネージを使って、デ

ジタルパブリックコメントということに

アピールすることも非常に、シティプロモ

ーションの面でもプラスやなというふう

に感じました。これはぜひほかの課もまね

をしていただきたいと思うところですけ

れども、しかしまだまだこのＳＤＧｓの理

解というのは始まったばかり、最近でもテ

レビとかラジオとか、いろんなところにＰ

Ｒがされていますけれども、まだまだ理解

をしてもらわないといけないという段階

だと思います。 

 そういう意味で、これからオール摂津で

いろんな取り組みを進めていかれると思

うんですけど、まず、広報せっつの特集を

組むとか、またこれからいろんなイベント

等のチラシが出てくると思いますけど、市

民に周知を図っていくというふうな戦略

的な取り組みが必要だと思いますけど、ま

ずそのことについてどのようなお考えが

あるか、ご答弁をお願いしたいと思います。 

以上です。 

○野口博委員長 浅尾課長。 

○浅野人事課長 そうしましたら、１番目

から３番目の質問に答弁をさせていただ

きます。 

 まず、働き方改革の観点の部分でござい

ますけれども、正職員と会計年度任用職員

の定員管理と、目標数と合わせてというこ

とでございました。 
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 次年度における予算上の職員数につき

ましては、全ての会計を合わせますと正職

員、それから任期付き、それからフルタイ

ムの方ということで２名減員ということ

になってございます。これは技能労務職の

退職の部分というのが要因としてはござ

います。 

 定員管理計画といいますのが、平成２８

年からの計画ということでもっておりま

して、技能労務職の退職不補充、それから

保育所等の民営化、これらによって人員が

削減されるという、そういう計画になって

ございまして、令和３年度につきましては、

数値的には６０９人ということになって

ございますけれども、予算上として６２０

人ほどになるかなと考えております。 

 それから、会計年度任用職員については

昨日、答弁させていただきましたけれども、

予算上の比較で３０名ほどの増員という

ことで、これは学校関係でコロナ対策の事

務に当たる方、それから選挙事務に当たる

方、これらの要因でやや増員という形にな

ってございます。 

 それから、委託の内容、検討しているの

かというお問いでございましたけれども、

これまで市民課の証明発行窓口、それから

介護保険の認定審査会業務等、１月から市

民税の課税関係業務の一部ということで

委託を行ってきておりますけれども、令和

３年度において委託の拡大や、新規導入と

いう議論は現状においてはない状況にご

ざいます。 

 それから、ＲＰＡの導入にかかります減

少の部分でございますけれども、ご質問に

もありましたとおり、既に導入してる課と

いうのが幾つかございまして、国保年金課

であったり、市民税課など、８業務の業務

において、ＲＰＡの導入ということを行っ

ており、５００時間程度の削減効果が見ら

れるということで、所管課からは聞いてご

ざいます。 

 これらも踏まえて、少し職員の時間外に

かかる勤務の時間数においても、削減が見

込まれるということで、人件費査定の中で

査定を行いながら実施をしているという

状況にございます。 

 それから、二つ目のご質問で、人事評価

のシステムの関係のご質問がございまし

た。システム保守委託料としましては、全

職員を対象に、半年ごとに実施をしており

ます人事評価、これを実施する際に使用し

ているシステムに係る保守業務というこ

とで委託をしているものでございます。シ

ステムの使用方法に関する問い合わせへ

の対応、また予期せぬイレギュラー、トラ

ブルが発生した場合の対応等に係る費用

ということになってございます。 

 それから、３番目のご質問で、人材育成

実施計画の改訂のご質問がございました。 

 ご質問にございましたとおり、令和２年

度において改訂作業を行い、令和３年度か

ら次期計画とする予定としておりました

けれども、現行においては現在開催されて

おります第三者委員会の答申を踏まえた

ものとするべく、計画期間を１年延長して

おります。 

 これに伴いまして、昨年の本委員会で答

弁をさせていただきました意識調査等は、

これも延期をさせていただいておりまし

て、そのほか、活用実施の状況につきまし

ては、これは毎年度進捗の状況というのを

確認をしながら、これまで進めてきており

ますので、その部分の課題、それから意識

調査の課題、第三者委員会の答申を踏まえ

る、これらを含めて、令和３年度の改訂作

業を行ってまいりたいと考えているとこ
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ろでございます。以上でございます。 

○野口博委員長 古賀課長。 

○古賀広報課長 そうしましたら、広報板

の管理業務委託料の内容についてお答え

いたします。 

 現在、市内に設置しております広報板は、

２０４か所ほどありますけども、広報板の

破損等の点検、掲示物の整理、掲示期限切

れの掲示物の撤去、あとは画鋲の回収など

の業務を月に１回行っていただいており

まして、最終的に広報課のほうに報告する

作業を委託しているものでございます。 

 続きまして、シティプロモーションに関

わる内容でございますけれども、千里丘地

域のＪＲ沿線沿いの人間基礎教育の看板

の活用でございますけれども、昨年、決算

に係る委員会において、委員からのご質問

の後、都市計画課など、関係課とその活用

について協議してまいりました。 

 その際、ＪＲ千里丘駅の西口再開発事業

のみならず、健都ですとか、あとシティプ

ロモーションに寄与するような情報発信

ができないかということで、検討をしてま

いりました。 

 そういった多岐にわたる情報を発信す

るとなれば、ラッピングというよりも、時

間ごとに、画面が切り替えられるデジタル

サイネージが効果的だろうということで

検討いたしました。 

 しかしながら、想定以上に多額な費用が

かかることから、予算化にまで至らなかっ

たというところでございます。 

 しかしながら、ご質問にあります看板は、

かなりインパクトがございますので、あま

りコストをかけずに、ＪＲ千里丘駅、西口

再開発事業も含めて、ＰＲできる媒体とし

て何か活用できないか、引き続き関係各課

と協議しながら検討していきたいと考え

ております。 

 それと、シティプロモーションの、推進

協議会を立ち上げて、いろいろとアイデア

を募ってはどうかというところでありま

すけれども、現在、推進協議会といった会

議体を設ける予定というのは考えており

ませんけれども、シティプロモーションに

関して、これまでに商工会であったり、市

内の高校、大学と協議を行ってきておりま

す。 

 その中で、一緒にＰＲ動画を作成しない

かといったような声も上がったり、また星

翔高校とはドローンによる撮影に至った

り、様々な機関とヒアリングしていく中で、

シティプロモーションにつながった企画

も生まれております。 

 シティプロモーションを、検討していく

際には、市民の声を伺いながら、また一緒

に考える機会を設けていくということは

大切であると考えておりますけれども、現

時点では会議体に縛られず、先ほど委員か

らもご提案のありましたＬＩＮＥという

手法だけかもしれませんけれども、公募と

いう形式を取らずに、関係課と関係機関と

ヒアリングを通じて対応していきたいと

考えております。 

 また、市内の企業ですとか、事業所との

連携につきましては、産業振興課と十分連

携を図りながら、シティプロモーションに

つながるように取り組んでいきたいと考

えております。 

○野口博委員長 由井課長。 

○由井人権女性政策課長 それでは、続き

まして、男女共同参画計画推進事業につい

て答弁申し上げます。 

 審議会の女性の率に関しましては、３７．

６％、昨日に答弁したとおりであります。 

 ただ、偏りがあるということも事実とし
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てあります。原因としましては、充て職と

なっているために、団体のほうから選出さ

れる方が男性というケースがあります。 

 このことから、団体から推薦をいただく

際には、充て職ではなく、推薦を女性の方

にしていただくように配慮をしていただ

きたいということを求めていきます。 

 また、公募の委員の選出の際には、本課

で行っております女性人材登録を活用し

ていただくように、各担当課にはご案内さ

せていただいております。 

 ２点目の防災に関してのことですが、避

難所の運営で用意をしておく備蓄品につ

いては、女性への配慮が必要不可欠である

と考えております。 

 防災会議に女性３名の委員が参加して

いただいているのですが、その際、女性の

意見を出していただけるように、人権女性

政策課としては後押しをしてまいります。 

 ３点目の貧困対策についてですが、自殺

者数がふえているということは、人権女性

政策者のほうでも懸念しているところで

はあります。 

 その対策として相談機関の周知という

ことがやはり必要であると考えておりま

す。 

 昨日、答弁をしました相談機関の周知と

して、相談カードもありますが、今回、コ

ロナ禍の影響を踏まえて、子育て世帯に対

して給付金を支給することを、子育て支援

課から案内文書を送付される際に、保護者

の相談案内を同封してはどうかというこ

とで、教育センター、出産育児課、子育て

支援課、家庭児童相談課などとも協議を行

い、パンフレットを作成することといたし

ました。 

 コロナ禍での閉塞感から、また子育ての

ストレス、ＤＶ等での悩み等の相談窓口と

して、一覧のパンフレットを作成して、同

封して発送したところであります。以上で

す。 

○野口博委員長 浅尾課長。 

○浅尾人事課長 それでは、７番目のご質

問に答弁をさせていただきます。 

 特定事業主行動計画の第３次の総括と

いうことでございましたけれども、この計

画の中で女性活躍推進、それから次世代育

成の次世代の観点から、女性職員の割合で

あったり、男性の育児参加の割合というこ

とで、目標の数値を定めてございます。 

 目標値を達成した項目がある年度もご

ざいましたけれども、未達成であった年度

というのがやはり多くございまして、課題

を残した状況であるという、そういう認識

でございます。 

 今般、見直しを令和２年３月に行いまし

て、新たに次の５年間の目標数値というこ

とで、少し上方修正をいたしておりますけ

れども、さらなる取り組みが必要である、

そういう認識の下、国の男女共同参画基本

計画において、地方自治体の成果目標とい

うのが定めてられておりますので、これも

参考に、本市の実態も考慮の上、目標値を

修正したということでございます。 

 さらなる取り組みをということで、人事

課、それから各職場において、計画策定の

趣旨目的の達成に向けて、さらに推進して

いく、こういうことが必要であると認識を

いたしております。以上でございます。 

○野口博委員長 菰原次長。 

○菰原選挙管理委員会・監査委員・公平・

固定資産評価審査委員会事務局次長 そ

れでは、８番目の質問でございます。 

 市議会議員選挙における投票率の目標

についてお答えいたします。 

 市議会議員一般選挙の過去の投票率を
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見ると、前々回、平成２５年９月１５日執

行が４２．６１％と、過去最低の投票率で、

前回、平成２９年９月１７日執行が４３．

７７％と、若干投票率が向上しているとこ

ろでございます。 

 投票率は、選挙の種類、立候補者の数、

選挙の時期、マスコミで取り上げられる争

点、天候などにも左右される部分がござい

まして、具体的な目標数値は立てがたいも

のでございますが、選挙管理委員会事務局

としましては、前回の投票率を上回ること

を念頭に、その積み重ねで徐々に投票率の

向上を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

 投票率を向上させるためにも、コロナ禍

ではございましたが、令和２年の市長選挙

及び市議会議員補欠選挙においては、ＬＩ

ＮＥの利用、ＪＲ千里丘駅での場内アナウ

ンス等、対面ではない新たな啓発手法も取

り入れておりますので、引き続き工夫をし

ながら投票率向上に向け、啓発に取り組ん

でまいりたいと考えております。以上でご

ざいます。 

○野口博委員長 木下課長。 

○木下警備課長 それでは、質問番号９番、

消防本部警備課所管であります予算概要

１００ページ、消防水利事業。本市におけ

る防火水槽の耐震化の現状と課題につい

てお答えいたします。 

 まずは、耐震性防火水槽の現状でござい

ますが、防火水槽は公設と私設の２種類で

ございまして、現在、公設の防火水槽は９

３基ございます。 

 そのうち、耐震性の防火水槽は６３基で、

約６８％となっております。 

 また、私設の防火水槽は２１９基でござ

いまして、そのうち耐震性の防火水槽は１

６７基で、約７６％となっております。 

 また、課題でございますが、耐震性防火

水槽は大地震等大規模災害発生時に大変

有利な消防水利であり、今後も確保する必

要がありますが、委員がご指摘のとおり、

予算の面で耐震性防火水槽を新たに整備

するには、多額の整備費用が必要となり、

整備の進展に苦慮しているのが現状であ

り、課題となっているものでございます。 

 しかしながら、摂津市強靭化地域計画に

記載いたしまして、今後も消防水利の確保

に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。 

○野口博委員長 大西課長。 

○大西政策推進課長 質問番号１０番の

ＳＤＧｓの取り組みについてのご質問に

お答えをさせていただきます。 

 令和３年度につきましては、広報せっつ

５月号に、行政経営戦略の内容を掲載する

予定としており、その際に合わせてＳＤＧ

ｓの啓発基準も掲載していきたいと考え

ております。 

 また、令和３年度に策定いたします、各

分野計画や、各課で実施いたしますイベン

ト等のチラシに、ＳＤＧｓのアイコンを積

極的に表示していくよう、各課に促してま

いりたいと考えております。 

 これらの取り組みを通じまして、ＳＤＧ

ｓを日常で目にする機会をふやし、市民、

職員の啓発活動に取り組んでまいりたい

と考えております。以上でございます。 

○野口博委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 ご答弁ありがとうござ

いました。 

 まず、最初の働き方改革についてであり

ますけれども、職員数の関係ですね。それ

と、窓口の外部委託、職員数の関係はどち

らかというと、職員定数管理、少なくして

いこうというベクトルがありますから、こ
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れは厳しいように働いていくということ

になると思いますし、一方で外部委託をふ

やすということは、その作業量も減ってい

くということで、プラスに働くんだろうと

思うんですけれども、それに合わせて今は

新しい業務がどんどん、特にコロナ禍の中

では、今までなかったような業務が生まれ

てくるということがあって、なかなかそれ

がすなわちイコール働き方改革につなが

っていってないんだろうと思うんですけ

れども、そういうことと、もう一つ人材育

成というのをやられてますから、人材育成

の中では、一人一人のスキルアップをして

いって、仕事の能力を向上するというよう

なこともあります。 

 それから、一方で、今問題になってます

業務ミス、ゆとりがなくなると業務ミスが

生まれるというような問題、メンタルケア

の問題なんかもあると思うんです。 

 ですから、働き方改革の中には、いろん

なことを加味していかないといけないと

いうことになると思うんですけど、一度そ

ういうことも踏まえて、人事課としてはこ

の働き方改革について、今いろんなことを

言いました、いろんなことを言ったことを

踏まえて、どんなふうなまとめというんで

すか、意見を持たれているのかということ

について、２回目に答弁をお願いしたいと

思います。 

 次に、人事評価システムです。 

 人事評価についても、問題になってまし

たね、部下が上司からの評価を勝手に覗い

てしまったということが問題になりまし

たけれども、職員の皆さんにとっては自分

がどんな評価されているのかって非常に

気になるんだろうと思うんですけれども、

先ほど答弁がありました、年２回、そうい

う評価を本人にも公示をしようというや

り方になっていると。 

 能力評価と業績評価と、目標管理の三つ

の評価を行っていると。Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、

Ｄという評価段階があるようですけれど

も、Ｓは全体の大体５％くらい、Ａが全体

の大体１５％くらい。残りが大体Ｂという

ことで、ＣとＤも実際には評価ちょっとあ

るようですけれども、何％という設定はさ

れていないということでございました。 

 この能力評価については、定期昇給に影

響すると。業績評価と目標評価については、

勤勉手当に反映されるというふうになっ

ているそうですね。これは前の答弁であり

ました。 

 影響額は課長級では大体Ｓですと、年間

で１０万円から１５万円くらいになりま

すよ。Ａですと６万円から７万円程度だと

いうことでございましたけども、Ｃ、Ｄの

マイナス評価の割り当てがないというこ

とで、何人かいらっしゃるようですけれど

も、人件費全体としては、プラスの評価ば

っかりになりますから、当然上がると思う

んですね。そこは前から問題やなと私は思

ってるんです、一つは。 

 それからもう一つは、職員が本当に職員

を評価できるのかと。これはマスコミでも

いろいろと言われておりました。みんなあ

るマスコミではもう全部上級評価をして

いるというふうな、もうなれ合いになって

るんじゃないかというようなことが問題

にされていましたけども、こういう公平性

ですね。本当に厳しくきちっと評価ができ

るのかということもちょっと私はまだで

きてるのかなということを思ってるわけ

ですけどね。 

 そういう懸念があるわけですけれども、

その辺、いや、違うんだということであれ

ば、ぜひ人事課のほうから一度ご答弁いた
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だいて、また近隣市なんかもどういう評価

をされてるのかと合わせてご説明いただ

きたいと思います。 

 ３番目、人材育成実施計画です。 

 まだほとんど何もできていないという

状況だろうと答弁で感じましたけれども、

この様々な問題があって、この第三者委員

会の提言を受ける、これが大きな要因にな

ったんだろうと思うんですけど、その中間

報告が１月８日に出されていますけれど

も、これ、さすが外部の専門家が出された

結果やなというふうに私も思いました。初

めてですよね、こういうことで外部委員会

に委託をされたような、恐らく私の記憶上

では初めてだと思うんですけれども、非常

にショッキングだったのは、隠蔽体質とも

言える組織の風土、文化があるというふう

に書かれていますね。それから、事なかれ

主義に陥っているということも書かれて

いました。 

 非常に厳しい表現をなされているけれ

ども、正直言って的を射てるんだろうなと

思いました。 

 私も昔から感じていたことですけれど

も、はっきり記載をされていました。 

 文化というのは、風土、文化というのは、

恐らく今、部長職になっている皆さんも一

職員で入られたときから同じようなこと

を繰り返していく中で、ミスがあってもで

きるだけ隠蔽していくというようなこと

があって表に出ないようにしてきたとい

うことがあったんじゃないかと思います

し、これは文化です。 

 なので、今回発覚しているものは、恐ら

く氷山の一角で、もっともっと多分細かな

ことを言えばあるんだろうと思うんです

ね。表に出てないものがいっぱいあるんだ

ろうと思います。 

 この風土、文化をなくしていかない限り、

ミスが出るということについては改善さ

れていかないんだろうと思うんですね。そ

こを指摘されているように思います。 

 本来なら、こういうミスをしたことにつ

いては、職員で共有をして、よく文面上言

われていましたけれども、共有をして、も

う二度とないようにということでしたけ

ど、本当にそれができていたのかどうか、

やってはいけないということ、前に出すあ

まりに言い出せないというふうなことに

陥っていなかったのかなと思うわけです

ね。 

 そういうことで、ミスについてはできる

だけ明るみに出して、そして全庁で共有す

るようにできない限り、改善はされないだ

ろうと思います。 

 そのことを全ての職員がやっぱり我が

こととして共有することが大事だと思う

んですけれども、担当課としてどういうふ

うな考え方を持たれているのか、一度、ご

答弁いただきたいと思います。 

 ４番目、広報事務事業です。 

 広報板の委託については分かりました。

広報板というのは、高齢者にとっては非常

に情報を提供する大事なものに、今のとこ

ろなってます。高齢化社会なので、これか

らますますそうなります。 

 身近なところの広報板は結構見てはり

ますので、これは私は大変大事なツールや

なと思ってるんですけど、地域にとって非

常に多い地域とまばらな地域とかありま

す。ばらつきがあると思うんですけど、そ

の辺、実態どう捉えておられるのか、是正

することについても合わせて答弁いただ

きたいと思います。 

 ５番目のシティプロモーションです。 

 人間基礎教育の看板の活用については、
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ぜひまたこれからもご検討いただいて、最

大の効果を生み出せるような、そういう取

り組みをお願いしたいと思います。これは

要望しておきたいと思います。 

 それから、シティプロモーションの、い

ろんな仕掛けをつくっていくということ

について、少し感覚として、私は庁内の中

でも広報課は一生懸命頑張っていただい

ているけれども、なかなかそれ以外の課ま

で波及し切れてないなという感じはする

んですね。 

 昨日、でっかな野望プロジェクトという

のを推進してきましたという答弁があり

ましたけれども、なかなか、でっかななん

とかかんとかというのはあまり発信され

てなかったと思うんですね。もっともっと

本来なら各課からいろんな発信があって

もよかったんだろうと思いますけれども、

何かシティプロモーションとなると広報

課だというイメージがあるような、全課が

同じシティプロモーションの発信してい

く立場に立たないといけないと思うんで

すけれども、その辺からももっともっと意

識改革を進めていって、それがもっと広が

って、市民にもっと広がっていく、事業所

にも広がっていくという、そういう広がり

があって、オール摂津で、市全体のプロモ

ーションにつながっていくというふうに

しなければいけないと私は思いますけれ

ども、そういうことで、これはぜひ広げて

いっていただきたいということで、要望と

しておきます。 

 それから、６番目の男女共同参画推進計

画についてでありますけれども、昔から比

べますと、随分いろんな面で進んできてい

ると思います。審議会の女性の割合も、昔

は女性懇話会という名前でしたけど、そこ

の委員が全部女性なんで、その方を入れて

３割近くなるというふうになっていまし

たけど、今は大分、それでも３７．６％ま

で上がってきてるということで、徐々にで

はあるけれども前進していってるという

のを実感するところです。 

 これはしっかりとこれからも意識を持

って頑張っていただきたいということで

お願いしておきたいと思います。 

 それから、２番目の防災会議での女性の

参画も、これも少しずつですけれども、非

常に大事なことなので、女性の視点を入れ

ていかないとうまくいかないこといっぱ

いありますから、これは一つの大きなこと

ということを捉えまして、担当課としても

ぜひ執念を持って頑張っていただきたい

と思いますので、これもお願いしておきま

す。 

 ３番目の貧困対策ですね。先ほどもちょ

っと言いましたけども、ショッキングなこ

ととして、女性の自殺がふえているという

ことで、まだまだ潜在的に、表に出ていな

いいろんなストレスとか、悩みとか、貧困

とか、それから昨日ありましたＤＶなんか

も潜在化していってると言えなくなって

きてるということがありました。 

 こういうことに対して、本当に手を打っ

ていくというか、本来なら実態を調査して、

そして手を差し伸べていくことが本当に

大事なんですけれども、できる範囲の中で

やっていくということがやっぱり大事だ

と思いますので、これは担当課で、今、い

ろいろ考えていただいているという話が

ありましたから、できる限りのことを考え

ていただいて、そして実行に移していただ

きたいということをお願いしておきたい

と思います。 

 それから、昨日の夕刊の中で、子育て困

窮世帯にもまた給付金が１人５万円出る
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ということが新聞に載ってました。これは

多分具体化してくるんだろうと思います。

これ、また市の市役所の業務としておりて

きます。 

 こういうときによくミスをするんです

ね。やったことないことをやったときに、

よくミスが出てるなと私は思います。 

 この間も教育委員会で発送してはいけ

ないところに発送してしまったというこ

とがありましたね。新しいこと、ふだんや

ってることでもちょっと出ることあるけ

れども、新しいことをやるときには特に出

やすいということですので、十分この辺、

注意をしていただいて、お願いをしたいと

思います。 

 なので、これは要望としておきます。 

 次、７番目の特定事業主行動計画、これ

もずっとだんだん意識を持って進めてき

ていただいておりまして、進んできている

なと思います。 

 特に管理的地位の女性職員の割合です

ね。最近本当に女性の課長がふえたなと思

います。２０年前はほとんどいらっしゃら

なかったんですけど、そういう意味では意

識的にそういう育成もしていただいてい

て、だんだんはっきりとそういうことが分

かるようになってきました。いいことやな

と思っています。 

 育児休暇とか、その辺のことは先ほどの

働き方改革にも通じますけれども、忙しく

なれば、特に今、コロナ禍でいろんなこと

が、新しい業務が出てきたり、そういう職

場になるとなかなか大変だと思います。働

き改革と連動すると思いますけど。 

 これもそういう意味では岩盤を崩すよ

うな取り組みになると思います。地道に、

着実に進めていっていただきたいなと思

いますので、よろしくお願いします。激励

しておきたいと思います。 

 次に、８番目、選挙事務ですね。いろい

ろ投票率を上げる取り組みをされていま

す。期日前投票所をふやされている意図も、

そういうことになろうかと思います。 

 以前、少しずつこの投票所が統廃合され

て、自宅から投票所への道のりが遠くなっ

てしまった人たちもいます。投票所が遠く

なってしまった人たちにとっては、期日前

投票所が近くにくるというのは非常にプ

ラスになるんだろうと思います。 

 それから、高齢化社会がだんだん進んで

いく中で、自宅で介護をされてる方もいら

っしゃいます。介護度が３とかの方もいら

っしゃいますけれども、なかなかそういう

方は、やっぱり投票所は遠い、足が悪かっ

たりして、なかなか遠い。さらに遠くなる

ということもあったりして、もう今回は選

挙によう行かんわとかいう声、よく聞くん

ですね。 

 一方、郵便投票という制度がありますけ

れども、これ、今のところまだ介護度は５、

身体障害者手帳の１級という、非常にハー

ドルが高いんですけれども、これをもう少

し緩和してくれという議論が随分あるわ

けですけれども、そうすると今、自宅で介

護されてる方も、もう少しこの郵便投票を

使えるということになりますし、投票率に

もつながってくると思うんですけれども、

市としても何か働きかけを行っておられ

るのか、聞いておきたいと思います。 

 ９番目、消防水利事業です。 

 摂津市の強靭化地域計画に、この防火水

槽の耐震のことを掲載いただいて本当に

よかったなと思います。これではっきり表

に課題が出てきましたので、先ほども言わ

れたように、阪神淡路大震災のときも水は

出ないし、水が抜けてしまって消化ができ
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ないということがあって、やっぱり防火水

槽は耐震化しておくんだという話になっ

たと思うんですね。 

 なので、やっぱり非常に重要なものだと

思います。公的な防火水槽はあと３０基残

ってるということですので、今後、またし

っかり計画をつくっていただいて、財政の

こともありますけども、何か車両の更新が

大変で追いつかないというようなこと言

われてましたけれども、それは何とか計画

的にやりくりしていただいて、計画をしっ

かり進めていっていただきたいと思いま

す。これは要望しておきたいと思います。 

 １０番目のＳＤＧｓの推進です。今まで

本当によく頑張っていただいて、これから

またさらにこの取り組みを強化していた

だくということで、しっかりお願いしたい

と思います。これは感謝と要望とで終わり

たいと思います。以上です。 

○野口博委員長 浅尾課長。 

○浅野人事課長 そうしましたら、１番目

から３番目までの質問に答弁をさせてい

ただきます。 

 まず、働き方改革のご質問でございます

けれども、現状としましては、先ほど答弁

させていただきました定員管理計画にお

いて、技能労務職の退職不補充、これがう

たわれておりまして、これの関係による職

員数の減少というのはございますけれど

も、事務、技術的な職場については維持、

または部署によっては増員の対応という

ことが基本となってございます。 

 ご質問にございましたコロナ禍におけ

る様々な施策への対応として、人員配置が

必要となる場合も柔軟に対応してきてお

りまして、次年度においても同様の考え方

で進めてまいりたいと考えております。 

 それから、事務ミス等のお問いもござい

ましたが、これにつきましては今、現状第

三者委員会で調査審議をしていただいて

おりますけれども、業務の本質の理解の部

分であったり、それからリスクマネジメン

ト、体制上の課題も含めて、様々な要素が

答申には含まれてくるものと考えており

ます。 

 この答申を真摯に受け止めまして、人材

育成の観点も含めて、必要な対応を行って

いく必要があるだろうと考えております。 

 働き方改革、時間短縮であったり、職員

のメンタルヘルスの取り組みというのも、

継続的に取り組んでまいりたいと思いま

すし、実態把握にも努めてまいりたいと考

えているところでございます。 

 それから、２点目の人事評価の問いでご

ざいました。 

 制度的には、ご質問の中にも少し触れて

いただきましたけれども、各課において絶

対評価として人事評価、能力評価、業績評

価等行った結果につきまして、一定の割合

といいますか、能力評価については各５％

程度をめどにＳやＡ、上位の方を設けると

いうことにしてございます。 

 財源につきましては、予算の範囲内で実

施するということになってございまして、

このための追加補正は行わないという、そ

ういう前提で現在は進めているところで

ございます。 

 業績評価につきましても、一定の割合と

いうのがございまして、その部分につきま

しては、総額を計算する際に、基礎額の算

出上で、扶養手当の月額を入れる仕組みと

いうことになっておりまして、これを財源

にしまして、上位者への配分というか、分

配を行うということになってございます。 

 これらの制度設計をする上では、国の基

準というか、制度を十分に参考にしながら、
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ほぼ同様の仕組みとしているものでござ

います。 

 近隣市においても、ほぼ全ての団体で昇

給、あるいは勤勉手当への反映ということ

を行っておりまして、その反映の手法につ

きましては、様々各団体で検討された結果

ということになっておりますので、一律で

はございませんけれども、本市の場合は国

を基準に制度設計を行っているというこ

とでございます。 

 それから、公平性の観点に関しましても、

その結果というのを審査委員会において、

全ての件につきまして確認を行いながら

相対化を行っているということでご理解

をいただきたいと思います。 

 それから、人材育成実施計画の問いでご

ざいました。ご質問の中にございました、

組織風土、意識改革といった項目につきま

しては、最終の答申においてもご指摘を受

けるものと考えております。 

 他の自治体におきましては、業務上発生

いたしましたミス等につきまして、大小か

かわらず、軽微なものまで報告を受け、共

有や公表といったことを行っている団体

もございますが、本市にとってどのような

取り組みが効果的であるか、このようなこ

とにつきましては、検討を進めてまいりた

いと考えております。 

 また、取り組むということになりました

際には、きちんとした基準の下に制度化を

行い、その後の業務、ご質問にございまし

た職員の意欲、意識、こういったところに

も効果的に働くような仕組みとする必要

があると考えておりまして、組織風土とし

て根付くまでには一定の時間というのを

要するものとは考えておりますけれども、

来年度にその第一歩を踏み出せるよう、取

り組んでまいりたいと考えているところ

でございます。 

○野口博委員長 古賀課長。 

○古賀広報課長 そうしましたら、広報課

に関わりますご質問にお答えいたします。 

 広報板は、街角や地域の身近なところで、

本市の市政情報ですとか、イベント情報な

ど、お知らせできる媒体であると考えてお

り、特に多くの高齢者の方が利用されてい

るものと思われます。 

 委員がご指摘のとおり、配置につきまし

ては地域によって偏在があることは認識

いたしております。 

 これまで集会所ですとか、またちびっこ

広場、公共施設を基本に設置してまいりま

した、また本市の開発協議基準に基づいて、

５１戸以上の住宅開発の際に広報板設置

の協議をしてまいり、設置してきた経過も

ございまして、数としては現在２０４か所

と充足しているものであると考えており

ます。 

 現在は老朽化したものにつきましては、

建て替え、補修を行っておりまして、建て

替えの際には、現地建て替えに限らず、地

元自治会と協議を行いながら、人通りが多

い場所ですとか、また目につきやすいとこ

ろなど、適切な場所に再配置しているとこ

ろでございます。 

○野口博委員長 菰原次長。 

○菰原選挙管理委員会・監査委員・公平・

固定資産評価審査委員会事務局次長 そ

れでは、選挙に係ります再度のご質問であ

ります。郵便投票の条件緩和に向けた市と

しての働きかけについてお答えいたしま

す。 

 郵便投票は委員がご指摘のとおり、重度

の身体障害者、要介護状態区分が要介護５

の方に限定されております。 

 総務省が開催しました投票環境の向上
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方策等に関する研究会でも、平成２９年６

月の報告におきまして、郵便投票の対象を

寝たきりや、寝たきりに近い方が相当の割

合に及ぶため、要介護３までにその対象範

囲を拡大すべきではないかと提言されて

おります。 

 摂津市といたしましても、このような現

状を踏まえ、全国の市及び特別区の選挙管

理委員会が加盟する、全国市区選挙管理委

員会連合会を通じて、現在も国に要望を行

っております。 

 引き続き他市とも連携して、緩和される

よう働きかけを行ってまいりたいと考え

ております。以上でございます。 

○藤浦雅彦委員 明原消防長。 

○明原消防長 貯水槽につきまして、１回

目の答弁の分の補足ということで、ご答弁

させていただきたいと思います。 

 耐震性貯水槽の問題につきましては、委

員がご指摘のとおり、現在摂津市強靭化地

域計画（案）に載っておりまして、消防水

利の確保の対策として、脆弱性の評価とい

たしましては、震災発生時、地震発生時に

消防水利の確保をする必要があると。その

中に耐震性貯水槽でありますとか、自然水

利ということで書かせていただいており

ます。 

 具体的な取り組みといたしましては、消

火栓に頼ることなく、そういった自然水利

とか、耐震性の貯水槽を今後確保していく

というような中身になってございます。 

 一方、公設での設置計画といたしまして

は、確か平成２４年の当時の総務常任委員

会のときやったと思うんですけれども、中

期財政見通しの中でいろいろご検討、ご指

導いただいた中で、今後、公設の耐震性貯

水槽については、一応計画はやめると。そ

の中で、どういった形で確保していくかと

いえば、市有施設の条件の許す限りの併設、

そして民間の開発における設置促進とい

う、この二本立てでの耐震性貯水槽の設置

促進をやっていくということで、方針を立

てたものでございます。 

 なお、ただいまご要望いただきました内

容につきましては、また新たに研究調査を

していきたいなと考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○野口博委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 消防長が答弁されたの

で、ちょっと混乱してしまいました。それ

ならそれでいいんですけど、だったら摂津

市の強靭化地域計画のところをちょっと

精査して、公的なのはこれでしないという

ことで、３０基はやらないというような方

針を出していただきたいと思います。これ

は要望としておきたいと思います。 

 それでは１番目からですけど、働き方改

革についてです。ご答弁いただきましてあ

りがとうございます。いろいろ難しいです

ね。これは働き方改革と、それから後であ

ります人事評価システムの中でも、ミスを

起こさないというような話とも連動して

いくと思うんですけれども、とにかくしっ

かり取り組んでいただきたいと思います。

これは要望としておきます。 

 二つ目の人事評価システムですけれど

も、それを答弁いただきましたのを是とし

ておきたいと思います。 

 令和３年度からはさらに表記基準等を

強化していくということでございますの

で、今後またしっかり注視をしていきたい

と思っておりますので、これは分かりまし

た。 

 ３番目の人材育成の実施計画について

でございますが、民間の企業だったら、ミ

スをおかすと、それで信頼が損なわれるん
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だけれども、それを下に、さらに信頼を回

復するくらいの取り組みをしようという

のが大体の考え方だと思うんですね。 

 なので、人間だからミスすることは仕方

ないですけれども、それをやっぱりピンチ

をチャンスに捉えるようなくらいに、それ

をてこに、さらに信頼を回復できるような、

そういう体質に変えていっていただきた

いなと思いますので、これは引き続きよろ

しくお願いしたいと思います。要望してお

きたいと思います。 

 次に、広報事務事業ですね。広報板の話

でございます。 

 老朽化したものを取り替えるときに、適

正な位置なんかに検討していくというよ

うなお話でございました。これ、ぜひお願

いしておきたいと思います。 

 特にＳＮＳができない高齢者の人たち

にとっては、一つは広報誌、もう一つは広

報板というのが非常に貴重な情報源にも

なります。災害のときなんかも、ある意味

ではいろんな情報入りだしたりすること

ができるわけです。 

 そういう意味では、当面は大事にしてい

ただきながら、管理業務を、委託されてい

るのは後片づけ、日にちが過ぎているやつ

を片づけて押しピンを整理するというの

を委託されているようですけれども、今度

貼り出すことについても、同じようにシル

バーに委託をして、大事な、重要な情報に

ついてはお願いするということも一度ご

検討いただいたらどうかなと思います。 

 それから、前にも指摘しましたけれども、

貼ったものがごみになると。雨が降って風

が吹いたら飛んでいくということがあっ

て、そういう対策を、貼るそれぞれの団体

に指導してもらうようにということでお

願いしておきました。これはされていると

いうことでございますけれども、まだまだ

やってないところもありますし、それから

名指しで言ったら申し訳ないですけれど

も、文化ホールがですね、何の対策もせん

とですね、これは決まっているからという

ことやそうですけどね、形と大きさが決ま

ってるんやと。だからＡ２サイズやったり

ですね、Ｂ３サイズって言って、大きなや

つを持ってきて、貼るんですけどね、大概

は雨や風によりまして、ごみになってしま

うんです。こういうところもしっかり指導

してですね、そういう雨風対策をするよう

にですね、お願いしておきたいと思います。

これは要望です。 

 その次に、選挙事務についてでございま

すが、国のほうにも要望していっていただ

いてるということでございます。 

 各市いろんなね、工夫を凝らしていまし

てね、期日前投票所はうちも追加してると

いうような取り組みもありますけども、数

年前から吹田市なんかはですね、イズミヤ

の中に投票所を設けましてね、投票済証を

見せると、買い物が５％引きというような

ことをやったりしています。その結果は聞

いてないですけど。いろいろそういう他市

の取り組みもですね、参考にしていただい

て、本市でも、よりこの効果のある取り組

みをね、ぜひ今後も考えていただきますよ

うお願いしておきます。これも要望です。 

 以上ですね。 

○野口博委員長 続いて、南野副委員長。 

○南野直司委員 それでは、４点だけなん

です。質問をさせていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いします。 

 １点目、予算概要１０ページの人事課に

関係いたします、一つは、人事管理事業、

それからもう一つは、各能力開発事業の中

身について、お聞かせいただきたいと思い
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ます。 

 人材こそが組織の根幹であり、各施策、

事業の効果を最大限発揮するには、その人

材が目的や意図を理解し、それを具現化す

るため、行動に移さなければなりません。 

 新年度におきましては、摂津市事務執行

適正化第三者委員会の答申を踏まえて、摂

津市人材育成実施計画を改定し、業務を、

職務を的確に遂行できる人材を育成して

まいりますと、市長は施政方針で述べられ

ました。 

 この改訂されます摂津市人材育成基本

方針及び摂津市人材育成実施計画におき

ましての、一つは、職員提案制度や自主研

究グループの取り組み、推進などがどのよ

うに反映していくのか。大事なことだと思

って、質問させていただいているんですけ

ども、この職員提案制度、あるいは自主研

究グループの在り方、考え方についてです

ね、１回目お聞かせいただきたいと思いま

す。 

 ２点目、１６ページです。 

 シティプロモーション推進事業、新年度

は市公式インスタグラムを開設し、魅力あ

るスポット等を発信してまいりますとい

うことであります。多くの質問が出ており

ますけども、改めてお聞き、確認だけさせ

ていただきたいと思います。 

 現在、市の公式ＬＩＮＥを使いまして、

イベント情報やコロナ禍の情報などを

様々発信していただいておりますけども、

今度インスタグラムにおきましては、いわ

ゆる魅力あるスポットを写真を全面に出

しながら発信していくという、このすみ分

けって言いますかね、このインスタグラム

とＬＩＮＥの使い分け、考えについてです

ね、教えていただきたいなと思います。よ

ろしくお願いします。 

 それから、３点目です。２８ページ、平

和施策推進事業についてであります。 

 新年度の主な取り組みといたしまして

は、戦争の悲惨さと平和への願いを受け継

いでいく資料展を開催、また市内小・中学

校や企業等で、平和黙禱の実施、そして平

和首長会議など、様々な機会で戦争の悲惨

さや平和の尊さについて訴えてまいりま

すということでありますけども、新年度の

このですね、例えば市内小・中学校、そし

て企業等での平和黙禱の具体的な取り組

みですね、それと併せてですね、戦争の悲

惨さを風化させないよう、例えばビデオメ

ッセージ等をですね、活用した、そういう

啓発活動を考えておられると思うんです

けども、それも含めてですね、１回目にお

答え、ご答弁いただきたいと思います。 

 それから、４点目です。１０２ページで

す。 

 消防団活動管理事業ということで、全消

防団員に新年度は防じんマスクを貸与す

るとともに、報酬を引き上げていただくと

いうことであります。 

 今、消防団の課題といたしましては、消

防団も高齢化が進んでまいりまして、若手

消防団員の確保という部分が非常に大き

な課題であるということでありまして、ち

ょうどこの１月、本年に入りまして、１月

から消防本部のホームページで消防団員

を募集していただいております。本当にあ

りがたいと思っておるんですけども、もう

１月からですからね、２か月ほどたちまし

たし、実績、そして新年度のね、そういっ

た消防団員の募集の取り組みについてで

すね、お聞かせいただきたいと思います。 

 １回目、以上です。 

○野口博委員長 そしたら、浅尾課長。 

○浅尾人事課長 それでは、１点目のご質
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問に答弁をさせていただきます。 

 ご質問にございました職員提案制度、そ

れから自主研究グループにつきましては

ですね、毎年度、人材育成、それから市民

サービスの向上、効率化等の観点から、実

施をしているものでございまして、毎年採

択、採用される提案というのがございます。 

 提案を行う際にはですね、各課へのヒア

リング、それからプレゼンに関する助言等

ですね、これを人事課のほうでもサポート

しておりまして、結果として、業務上生か

せる経験や能力を培うことができる貴重

な機会ということで、人材育成の観点を持

って、取り組んでいるものでございます。 

 ご質問にございました計画の見直しと

の関係性につきましてもですね、職員の向

上意欲、それから成長をサポートする人事

制度の１つとしてですね、位置づけを行う

方向で検討してまいりたいと考えている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 古賀課長。 

○古賀広報課長 それでは、ＬＩＮＥとイ

ンスタグラムの運用の使い分けについて

でございますけれども、現在ですね、市公

式ＬＩＮＥにつきましては、先ほど委員か

らもご紹介ありましたように、イベント情

報ですとか、各課の重要なお知らせを中心

に担当課と調整しながら週に１回配信い

たしておるところでございます。 

 また、防災情報ですとか、新型コロナウ

イルス感染症の対応の緊急情報につきま

しては、防災危機管理課から適宜配信いた

しております。 

 行政からの情報発信が中心ですけれど

も、昨年１０月から道路の破損情報を市民

などから、受け付けも行っております。 

 一方、市公式インスタグラムの運用です

けれども、基本的に、先ほど委員からもあ

りましたように、市の魅力あるスポットで

すとか、出来事を画像による情報をメイン

に、こちらも週１回程度の情報発信の予定

といたしております。 

 この配信につきましては、広報課職員だ

けでなく可能であれば学生にも働きかけ

をしてですね、若者ならではの視点で情報

発信もしていくような仕組みも構築でき

ればと考えております。 

 また、それに加えて、市民からの市の魅

力あるスポットなどの投稿もですね、可能

にするなど、市民参加による運用も予定し

ているところでございます。 

 整合性の部分につきましては、いずれの

ＳＮＳにつきましても、市民から情報を得

るということで言いますと、ある意味、市

と市民とのコミュニケーションツールに

もなり得るものであると考えております。 

○野口博委員長 由井課長 

○由井人権女性政策課長 続きまして、平

和施策についてのご質問にご答弁させて

いただきます。 

 長い月日が経過して、戦争体験そのもの

が風化しつつある中、戦争の悲惨さや命の

尊さ、平和の大切さを次世代に語り継ぐこ

との必要性は感じているところです。 

 教育委員会の部門と連携をして、若年層

への啓発として、従来から実施しておりま

す公民館、図書館での平和映画会などは、

継続して実施していく予定であります。 

 また、若年層への啓発として、国立広島

原爆死没者の追悼平和祈念館にも依頼を

しまして、被爆二世であり２０１３年には

国連総会で核廃絶を訴えられた方をお招

きして、語り部も実施する予定にしており

ます。 

 また、コロナ禍で事業が中止するような
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ことがあっても、施設がクローズになって

いない限りは、掲示としての啓発は可能で

あるという考えから、今、委員のほうから

もお話がありましたように、戦争の悲惨さ

と平和の大切さを伝えるための実物資料、

これが目で訴える分で大切なものである

との考えから、平和資料展のほうを開催す

る予定であります。 

 今ご指摘いただいたように、ビデオ啓発

に関しましては、今後検討を進めていきた

いと思っております。 

 以上です。 

○野口博委員長 松田参事。 

○松田消防本部参事 ４番目の質問でご

ざいます。 

 消防団員の確保についての質問にお答

えいたします。 

 近年、高齢化社会また社会情勢の変化に

よりまして、全国的に消防団員数が減少す

る中、本市におきましても、例外ではなく、

団員の確保が重要な課題となっておりま

す。 

 令和３年４月時点での本市消防団員数

は、基本団員、機能別団員、全て合わせま

すと、合計３８２名となる予定でございま

す。令和２年度当初と比較いたしましたら、

１１名のマイナスとなり、これまでは地元

の皆さんのご努力によりまして、何とか団

員を確保していただいておりましたけれ

ども、減少傾向になってきております。 

 かねてより、消防団事務局からは、消防

団確保のため、公募の提案を行っておりま

したが、分団によりましては、様々な入団

条件があるため、実施には至っていない状

況でございました。 

 そんな中、鶴野分団において管轄の自治

会と協力し、消防団員の公募を行ったとこ

ろ、令和２年４月に３名が入団されました。 

 公募により、入団希望者を掘り出せたこ

とによりまして、まずは昨年１２月に、公

募による受け入れが可能かどうかのアン

ケートを全分団に実施いたしました。 

 その結果を踏まえまして、令和３年１月

に、消防団員の公募制度をスタートさせ、

ホームページに記載させていただきまし

た。 

 それと同時に、２月ですけれども、摂津

市防火安全協会の防火だよりが発行され

る時期でもありまして、協会の役員に了解

をいただいた上で、消防団員の公募の記事

を掲載させていただきました。 

 防火だよりは、全自治会に配布されてお

りまして、それをご覧いただいた方からの

入団の申込みがございました。直ちに、地

区の副団長に報告し、分団長が面接を行い、

諸条件が整い、味舌上第２分団へ入団いた

だきました。 

 今後におきましても、ジェイコムでの紹

介、広報せっつ、ホームページ等を活用し、

地元の皆様方と協力して、団員の確保に努

めてまいります。 

 以上です。 

○野口博委員長 南野副委員長。 

○南野直司委員 ありがとうございます。 

 それでは、１点目ですね、新年度改訂さ

れます摂津市人材育成基本計画、人材育成

実施計画におけるですね、職員提案制度や

自主研究グループを課長からご答弁いた

だきまして、盛り込んでいただけるという

ことでご答弁いただきました。非常に大事

なことだと思いますので、どうかよろしく

お願いをします。 

 改めてお聞きしたいんですけども、この

新年度にですね、この職員提案制度、そし

て自主研究グループの取り組みについて、

お聞かせいただきたいと思います。 
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 今まで、職員提案制度におきましては、

様々提案されております。食堂に健康志向

メニューの設置、あるいはＬＩＮＥスタン

プなどですね、そして自主研究グループで

は、住民自治や地域の現状と今後、そして

自治体における婚活支援や自治体におけ

るＡＩ導入をテーマに、自主研究を実施さ

れました。非常に大事なことだと思います。

新年度の取り組みについて、お聞かせをい

ただきたいと思います。 

 それから、２点目のインスタグラムとＬ

ＩＮＥの使い分け等々について、今、課長

からご答弁をいただきました。 

 一つは、学生の視点を盛り込めるよう、

コラボしながら発信していくということ

で、ご答弁にあったと思いますけども、イ

ンスタグラムのほうですけどね。若い視点

での発信ってすばらしいことだと思うん

ですけども、例えば子育て世代のグループ

の方と連携を図りながら携わっていただ

いて、そういう目線でインスタグラムを発

信していくことも大事なことだなと思う

んですけども、考え方をお聞かせいただき

たいと思います。 

 ３点目の平和施策について、今、課長か

ら様々、具体的にご答弁をいただきました。 

 摂津市第４次総合計画、そしてまち・ひ

と・しごと創生総合戦略の総括にですね、

この戦争の悲惨さを風化させないよう、動

画を活用した啓発等、新たな取り組みを検

討してまいりますということでね、検討し

ていただいてるかなと思ってお聞きした

んですけども、これからはまた改めて実施

されるということで、よろしくお願いをし

たいと思います。 

 先日、第四中学校区で、平和とは違うん

ですけども、人権教育啓発作品展ですかね、

が第四中学校区のほうで開催されてまし

て、別府コミュニティセンターと味生公民

館、見に行ってまいりましたら、例年より

もすごく多く作品が展示されてたという

ことで、そこへ保護者の方も自分のね、子

どもさんの作品を見に来て、写真なんか撮

ったりして、すばらしいことだなと思った

わけです。子どもたちが平和について、平

和の学習とか、人権についてとか、国際理

解について、子どもたちも意識を持ってい

てくれてるんだなと感じました。 

 今後におきましても、新年度も含めて、

教育委員会と連携を図りながら、小・中学

校での平和、あるいは平和学習、あるいは

国際理解教育にですね、さらに取り組んで

いただきますよう、要望としておきますの

で、よろしくお願いをいたします。 

 それから、４点目の消防団の団員の募集

ということで、具体的な取り組み、ご答弁

をいただきました。本当にありがたく思っ

ております。本当に消防団というのは、地

域の要でありますので、本部といたしまし

ても、消防本部といたしましても、引き続

きですね、団員の確保にご協力いただきま

すよう、よろしくお願いしまして、要望と

しておきます。 

 ２回目、終わります。 

○野口博委員長 そしたら、浅尾課長。 

○浅尾人事課長 それでは、１番目の質問

の２回目の質問に答弁をさせていただき

ます。 

 新年度における職員提案制度、自主研究

グループの取り組みということでござい

ましたけれども、例年ですね、６月から７

月にかけてですね、説明会であったり、相

談を受けながら、提案の内容であったり、

それから研究について、対象となる職員、

内容というのを決めていってるという状

況でございまして、具体的な内容というの
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はこれからということになってございま

す。 

 ただ、若手職員のですね、向上意欲を後

押しすると言いますか、具体的な行動につ

ながるようなアプローチの仕方と言うか、

こういうことにつきまして、今年度も独自

の取り組みをしてますけれども、シティプ

ロモーションの関係で、広報課が取り組ん

でいたりもしますので、人事課と広報課の

でも、少し連携をしながら、手法を変えら

れるかどうかということは、検討していき

たいと思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 古賀課長。 

○古賀広報課長 それでは、インスタグラ

ムのご質問にお答えいたします。 

 インスタグラムにつきましては、特に若

者ですとか、子育て世帯が中心にされてい

るかと思いますし、そういう世代をターゲ

ットに、市の魅力を発信していくことは重

要であると考えております。 

 先ほど委員のご質問にありましたよう

に、今後、地域の子育て広場等にも、出向

いて、子育て世帯にもいろいろとご意見伺

いながら、また子育て世帯の方にも参加を

働きかけながら、運用を展開していければ

と考えております。 

○野口博委員長 南野副委員長。 

○南野直司委員 そしたら、１点目の新年

度における職員提案制度、あるいは自主研

究グループの取り組みにつきまして、課長

からご答弁をいただきました。 

 最後にもう１点お聞きしますが、職員の

皆さんのモチベーションを向上させ、そし

てチャレンジ精神や成長意欲を駆り立て

る新たな取り組みについて、今、検討して

いただいてると思うんですけども、一つは、

インナーブランディングの取り組み等々

があると思うんですけども、その取り組み

の中身についてですね、ご答弁いただきた

いと思います。 

 それから、２点目のインスタグラムの発

信について、どうか学生、併せて子育て世

代の皆さんとのコラボしていただいてで

すね、そういう目線で、魅力あるスポット

の発信をしていただきたいと思いますの

で、どうかよろしくお願いします。 

 そして、通常はそういった魅力発信であ

りますけども、有事のときは、例えば災害

が起こったときは、やはり災害情報をです

ね、市民の皆さんへしっかりと発信してい

く一つのツールとしても活用を、どうか防

災危機管理課と連携を図りながら、展開し

ていただきたいなと思いますし、それとも

う一つは、やはり摂津市独自のね、例えば

取り組みといたしまして、人生１００年ド

ライブであったり、そして三世代ファミリ

ー住まいるサポート制度であったり、どん

と写真を載せながらですね、摂津市でこん

な制度があるんだなということを、どうか

全国に発信していただきたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○野口博委員長 じゃあ、浅尾課長。 

○浅尾人事課長 それでは、１番目の質問

の３回目のご質問に答弁をさせていただ

きます。 

 ご質問の中にございましたインナーブ

ランディングへの取り組みということで

ございますけれども、これは令和元年度に

取り組んだものということでございまし

て、亀谷参事がですね、摂津市のほうに来

ていただくことになりまして、職員に、若

手職員を中心にですね、シティプロモーシ

ョンの観点で、様々なアイデアであったり

ですね、企業との連携も含めて、いろんな



- 23 - 

 

体験をしてもらう。研修の立てつけと言い

ますか、そういった機会を令和元年度に約

半年間かけて設けたという取り組みでご

ざいました。 

 これに引き続いてですね、今年度は研修

ということではございませんけれども、広

報課を中心にですね、各部のほうで予算化

に向けたアイデアを出し合うようなプロ

ジェクトであったり、シティプロモーショ

ンサイトの構築に関するプロジェクトな

ども、これに附随してですね、若手職員を

中心に、様々な経験をしていただいており

まして、新たな視点であったり、ご質問に

ございました成長意欲、そういったものに

もよい影響があったと思いますし、知識の

獲得にもつながったものであると考えて

おります。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 南野副委員長。 

○南野直司委員 ありがとうございます。 

 このインナーブランディングの取り組

みを初め、職員提案制度、あるいは自主研

究グループの取り組みといったことをさ

らに新年度からも充実した取り組みにし

ていただきたいと思います。 

 摂津市の職員の皆さん、一人一人が能力

を持ったすばらしい職員の皆さんだと思

っています。日頃から、そういった業務改

善、あるいは市民サービスの向上の観点か

ら、意識を持っていただいて、いつでもど

こでもこう提案ができる、そういう職場環

境をつくっていただきたいと思います。そ

ういう活気ある職場では、ミスというのは

起こらないと思いますし、たとえ起こった

としても、すぐに解決できる職場が構築で

きると私自身思ってますので、どうかさら

なる充実に向けて取り組んでいただきま

すよう期待をし、要望といたします。 

 以上で、質問を終わります。 

○野口博委員長 以上で、質疑を終わりま

す。 

 暫時休憩いたします。 

（午前１１時２５分 休憩） 

（午前１１時２８分 再開） 

○野口博委員長 再開します。 

 議案第５号の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 質問ある方。ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○野口博委員長 質疑なしと認め、質疑を

終わります。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時２９分 休憩） 

（午前１１時３０分 再開） 

○野口博委員長 再開します。 

 続いて、議案第１５号の審査を行います。 

 本件について、補足説明を求めます。 

 山口総務部長。 

○山口総務部長 それでは、議案第１５号、

摂津市情報通信技術を活用した行政の推

進に関する条例制定の件につきまして、補

足説明をさせていただきます。 

 本件は、国の情報通信技術を活用した行

政の推進等に関する法律、いわゆるデジタ

ル行政推進法におきまして、地方公共団体

の条例等に基づく手続について、同法の手

続等に準じて、必要な施策を講ずる努力義

務が定められているほか、情報システムの

整備や情報通信技術の利用のための格差

の是正についても、国が講ずる施策に準じ

て、必要な施策を講ずる努力義務が定めら

れていることから、これらに対応するため、

同法の規定に倣い、新たに本条例を制定す

るものでございます。 

 それでは、各条文につきまして、ご説明
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いたします。 

 第１条は、本条例の目的に関する規定で

ございまして、情報通信技術を活用した行

政の通信について、情報システムの整備、

情報通信技術の活用のための格差の是正、

その他の情報通信技術を利用する方法に

より、手続等を行うために必要となる事項

を定めることにより、手続等に係る関係者

の利便性の向上、並びに行政運営の簡素化

及び効率化を図ることを目的としており

ます。 

 第２条は、用語の定義に関する規定でご

ざいまして、条例等、市の機関、書面等、

署名等、電磁的記録、申請等、処分通知等、

縦覧等、作成等及び手続等について、それ

ぞれ定義をしております。 

 第３条は、情報システムの整備に関する

規定でございまして、市の機関は、情報通

信技術を利用して行われる手続等に係る

情報システムを計画的に整備することを

規定しているほか、情報システムの整備に

当たっては、当該情報システムの安全性及

び信頼性を確保するために必要な措置を

講ずることを規定しております。 

 第４条は、電子情報処理組織による申請

等に関する規定でございまして、申請等の

うち、他の条例等において、書面等により

行うこと等が規定されているものについ

ては、電子情報処理組織を使用する方法に

より行うことができることを規定してい

るほか、当該電子情報処理組織を使用する

方法により行われた申請等については、当

該申請等に関する他の条例等に規定する

方法により、行われたものとみなして、当

該申請等に関する条例等を適用すること

を規定しております。 

 第５条は、電子情報処理組織による処分

通知等に関する規定でございまして、処分

通知等のうち、他の条例等において、書面

等により行うこと等が規定されているも

のについては、電子情報処理組織を使用す

る方法により行うことができることを規

定しているほか、当該電子情報組織を使用

する方法により、行われた処分通知等につ

いては、当該処分通知等に関する他の条例

等に規定する方法により、行われたものと

みなして、当該処分通知等に関する条例等

を適用することを規定しております。 

 第６条は、電磁的記録による縦覧等に関

する規定でございます。 

 縦覧等のうち、他の条例等において、書

面等により行うことが規定されているも

のについては、当該書面等に係る電磁的記

録に記録されている事項等により行うこ

とができることを規定しているほか、当該

電磁的記録に記録されている事項等によ

り行われた縦覧等については、当該縦覧等

に関する他の条例等により、書面等により、

行われたものとみなして、当該縦覧等に関

する条例等を適用することを規定してお

ります。 

 第７条は、電磁的記録による作成等に関

する規定でございまして、作成等のうち、

他の条例等において、書面等により行うこ

とが規定されているものについては、当該

書面等に係る電磁的記録により行うこと

ができることを規定しているほか、当該電

磁的記録により行われた作成等について

は、当該作成等に関する他の条例等により、

書面等により行われたものとみなして、当

該作成等に関する条例等を適用すること

を規定しております。 

 第８条は、適用除外に関する規定でござ

います。 

 手続等のうち、申請等に関する事項に虚

偽がないかどうかを対面により確認する
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必要があること等により、当該手続等を情

報通信技術を利用する方法により行うこ

とが適当でないもの、及び当該手続等に関

する他の条例等において、情報通信技術を

利用する方法により行うことが規定され

ているものについては、第４条から第７条

までの規定は適用しないことを規定して

おります。 

 第９条は、添付書面等の省略に関する規

定でございます。 

 他の条例等において、申請等に際し、添

付することが規定されている書面等につ

いては、市の機関が電子情報処理組織を使

用した個人番号カードの利用等により、当

該書面等により確認すべき事項に係る情

報を入手し、または参照することができる

場合には、添付することを要しないことを

規定しております。 

 第１０条は、情報通信技術の利用のため

の努力等における格差の是正に関する規

定でございます。 

 市は、情報通信技術の利用のための能力

または知識経験が十分でない者が身近に

相談、助言、その他の援助を求めることが

できるようにするための施策、その他の情

報通信技術の利用のための能力、または利

用の機会における格差の是正を図るため

に必要な施策を講ずるよう努めることを

規定しております。 

 第１１条は、情報通信技術を活用した行

政の推進に関する状況の公表に関する規

定でございます。 

 市長は、少なくとも毎年度１回、情報通

信技術を活用した行政の推進に関する状

況を取りまとめ、インターネット等により、

その概要を公表することを規定しており

ます。 

 第１２条は、委任に関する規定でござい

ます。本条例の施行に関しての必要な事項

は規則等で定めることとしております。 

 次に、附則でございますが、附則第１項

は、本条例の施行期日でございます。 

 本条例は、令和３年４月１日から施行す

ることとしております。 

 附則第２項及び第３項は、摂津市行政手

続条例及び摂津市固定資産評価審査委員

会条例の一部改正でございます。 

 摂津市情報通信技術を活用した行政の

推進に関する条例の制定に伴い、それぞれ

の条例において、所要の規定の整備を行っ

ております。 

 以上、議案第１５号、摂津市情報通信技

術を活用した行政の推進に関する条例制

定の件の補足説明とさせていただきます。 

○野口博委員長 説明が終わり、質疑に入

ります。 

 松本委員。 

○松本暁彦委員 そしたら、説明はいただ

きましたけれども、確認の上でお聞きしま

す。 

 もう少し具体的な事例を踏まえて、教え

ていただきたいなと。具体的に、これを踏

まえて、国の施策に準じるものということ

ですけども、行政への影響並びに、市民へ

の影響、それがこの条例によってどのよう

になっていくのか。その点お答えできる範

囲で、概要で結構ですので、教えていただ

ければと思います。 

○野口博委員長 槙納部参事。 

○槙納総務部参事 それでは、松本委員の

ご質問にお答えいたします。 

 先日来、委員会でも議論をいただいてお

りますとおり、国はデジタルガバメント計

画等を策定し、デジタル化を加速して進め

ようとしております。 

 また、今回この条例は、情報通信技術を
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活用した行政の推進に関する法律、いわゆ

るデジタル行政推進法、こちらに基づいて、

自治体に対しても、努力義務を課しており

ます。 

 また、新型コロナウイルス感染症の流行

を受けて、市役所の窓口の混雑を避けるた

めにも、手続のオンライン化は求められて

いるところでございます。 

 これらの流れを受けて、この条例では、

本市において、行政手続のオンライン化を

推進するに当たり、他の条例において、書

面で行うことと規定されている手続につ

きましても、オンラインで行うことを認め

ること等、制度として整備をさせていただ

くものでございます。 

 委員会のほうでも申し上げたとおり、令

和３年度に汎用電子システムを導入して、

行政手続のオンライン化を取り組む計画

をしております。 

 そういったことにおきましても、従来の

書面の手続に加えて、情報通信技術等を活

用したオンライン手続、申請等におきまし

て、できるように今回、条例を制定し、法

制度の整備を行うものでございます。 

 市民の方のメリットにつきましては、や

はり市役所に足を運ぶことなく、手続が完

結すること、それと行政にとりましては、

デジタル手続によりまして、電子化による

データの取り込みができること、また先ほ

ど申し上げましたとおり、窓口と手続のオ

ンライン化によって、受付の事務と言いま

すか、そういったものが分散されるってい

うような効果があろうかと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 ご説明ありがとうござ

います。 

 手続のオンライン化を進めるために、条

例を制定しておく必要があるんだという

ところ、そしてこの条例を踏まえて、その

他の手続について、書面から電子化を進め

ていく、そのための法整備、根拠をつくる

というところを認識いたしました。 

 この中身を踏まえて、対面は、対面で必

要がある場合については、それをしっかり

とやると。 

 また、格差の是正も行っていくというと

ころをも、しっかりと書いていると認識い

たしました。 

 １点、それを踏まえて、もう少しイメー

ジがつくりたいなと思うんですけども、こ

れを踏まえて、この条例を制定することに

よって、一つ何か具体的に、書面化、従来

の書面からオンライン手続が実施をする

ことに当たるという中で、具体例が一つ何

かあれば、教えていただきたいなと。 

○野口博委員長 槙納部参事。 

○槙納総務部参事 松本委員の２回目の

ご質問にお答えいたします。 

 先だってから委員会等で答弁させてい

ただいていますとおり、保育所の入所シス

テムですね、こちらのほうがこれまで郵送

であったり、基本的には市役所のほうに足

を運んでいただいて、窓口で手続をいただ

いたかと思うんですが、そちらにつきまし

て、オンライン手続が可能になるっていっ

たところが想定されております。 

 それ以外につきましては、総務課におけ

る開示請求であったり、職員採用における

申込み、そういったものもオンライン手続

でできるように令和３年度において、取り

組みたいと考えております。 

○野口博委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 委員会で当時お聞きし

ました、いわゆる保育の関係ですね、その
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申請がオンライン化するために、オンライ

ン化できると。そのための条例制定という

ところで、認識をいたしました。 

 以上です。 

○野口博委員長 ほかにございませんか。 

 安藤委員。 

○安藤薫委員 それでは、先の一般会計予

算でも情報通信等のですね、デジタル化に

ついても質問させていただいたんですが、

国の行政、自治体行政推進法の改正に伴っ

て、それの自治体版というような位置づけ

の条例でもありますので、幾つか、条文に

沿って、お聞きしていきたいなと思ってお

ります。 

 まず、第１点ですが、この条例が、摂津

市が行っている行政手続全般にわたって、

オンライン化ができるようにするという

意味合いで言えば、個々の条例ではなく、

全体の行政手続に対して、網をかける通則

法だということであります。 

 ですから、個々の業務ですね、先般もご

説明をいただきましたけども、当面の保育

の入所の問題、入所手続などといったもの

から、様々なものが想定されていくんだと

思うんですけれども、３１ほどの業務も想

定されていると、国のほうの行政推進法に

は今後そういったものがオンライン化と

して進めていかれるということでありま

すので、通則法として、網をかけてしまう

ことによって、それぞれの業務の手続で、

個別の事由がそれぞれあるんではないか

なと思うんですね。 

 その点は、どうなのか。ちょっとばくっ

としたことなんですけども、お答えいただ

きたいと思います。 

 それから、この条例がですね、法律もそ

うなんですけども、行政手続と言っても、

いろんな段階がありますので、この条例で

は、申請等、処分通知等、それから縦覧、

作成と。主に四つの手続において、それぞ

れ規定をしております。 

 非常に基本的なことなんですけども、そ

れぞれ申請、処分通知、縦覧、作成、それ

ぞれの業務、具体的に言うと、例えばで例

を出していただけたら分かりやすくなる

ので、それぞれどんな業務で、それがデジ

タル化されることによってこうなります

よというようなことをちょっと教えてい

ただきたいのが２点目です。 

 それから、３点目に、第８条に規定され

ている適用除外についてお聞きしたい。 

 部長からもご説明がありましたように、

書面で、虚偽がないかどうかを対面で確認

する必要があることなどですね、一定のこ

う要件がここ、条例の条文の中に書かれて

いるわけですけども、それが規則で定める

という、定められている規則によると。こ

れは第８条の第１項に書かれているんで

すね。 

 この規則というのは、どういう形でつく

られていくのか。通則法での規則というの

は、今回、事務資料のほうにも記されてい

るんですけども、個々の、例えば保育所の

入所手続等での保育所の条例であるとか、

その他のそれぞれの業務ごとの条例ごと

に対して、業務ごとに対しての規則をつく

っていくのか。その点の考えをお聞かせい

ただきたい。 

 それから、四つ目に、第１０条にありま

す。これは国会でも議論されているかと思

うんですが、デジタルに非常に苦手として

いる、またはそういった技術に対して、慣

れていない方々に対する対応だとかです

ね、デジタルデバイドとかと言うんでしょ

うか、格差の是正というふうに書かれてい

ます。この格差の是正というのが、非常に
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やはり重要なことだったと思いますので、

格差の是正については、どういうような措

置を想定してらっしゃるのか。お聞きをさ

せていただきたい。 

 最後にですけども、今も、課長からもお

話ありましたように、汎用システムをこれ

から整備していって、オンライン化を進め

ていくということでありますので、やはり

個人情報の保護という観点が非常に重要

になってくると思うんですね。 

 この条例の中には、個人情報云々という

ことについては、一切明記されておりませ

んが、個人情報保護については、どういう

ような措置をされる。もしくはこの条例の

中に、そういった個人情報云々というよう

なものが盛り込まれるべきではないかな

と思うんですけども、その点の条例上の構

成上の問題なのか、その辺についてお聞か

せいただけたらと思います。 

○野口博委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時４９分 休憩） 

（午後 ０時５８分 再開） 

○野口博委員長 再開します。 

 答弁を求めます。 

 川本課長。 

○川本総務課長 それでは、私のほうから

は、１番から３番目までのご質問にお答え

申し上げます。 

 まず、なぜ行政全般に網をかける通則条

例を制定するのか、個別で、その都度、改

正できないのかというお問いだったかと

思います。 

 まず、その最大の理由が、やはり国のほ

うで、それぞれの法律を改正することなく、

通則法を制定しているということが最大

の理由で、全国の市町村でも、通則条例を

制定するのが主となっております。 

 そして、もう一つは、経済性と効率性で

ございます。 

 それぞれの条例や規則を、改正していく

には、改正作業の事務負担等や、例規集の

内容の更新のコスト等々がございます。 

 これらの経済性、効率性を考えれば、通

則条例のほうがベストということと、あと、

これはあってはならないことなんですけ

れども、それぞれ個別の条例、規則等を改

正していくには、それなりの事務負担がご

ざいます。ある程度、ハードルがあります

ので、あってはいけないんですけれども、

積極的なオンライン化の推進が停滞して

はいけないということで、市の条例、規則

等の全てを対象にした通則条例を制定す

るのがベストと考えて、この形で制定して

おります。 

 続きまして、四つの手続それぞれ、具体

的にどんな業務なのかというお問いでご

ざいます。 

 書かれている四つの手続、まず申請等で

ございますが、基本的には様々な行政手続、

紙ベースで申請書なり届出書を提出する

ということになっておりますが、この通則

条例によりまして、オンラインで申請する

ことができるというふうになります。 

 それから、処分通知等でございますが、

今まででしたら、決定する際は、市長の公

印をついて、決定通知書を交付するように

なっておりますが、オンラインでその通知

が行くということになります。 

 続きまして、縦覧等でございますけれど

も、現在では、台帳などを窓口で縦覧とか

閲覧ができるような規定になっておりま

すけれども、この条例によりまして、イン

ターネット等で閲覧できるとなってまい

ります。 

 作成等でございますけれども、現行の規

定では、紙ベースで保存するというような
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規定になっておりますけれども、データで

の保存も可能ということになってまいり

ます。 

 ３番目のご質問でございますけれども、

第８条の適用除外で、規則となっておりま

す。 

 第８条第１号で、その他の情報通信技術

を利用する方法により行うことが適当で

ないものとして規則で定めるものと規定

しておりますが、これにつきましては、議

案参考資料に施行規則の案を掲載させて

いただいております。 

 これの第１６条に、条例第８条第１号に

規定する規則で定める手続等ということ

で、挙げさせていただいております。まず

一つ目は、申請等に係る事項について対面

により確認をする必要があると市の機関

が認める場合。それから、申請等に係る書

面等のうちにその原本を確認する必要が

あるものと市の機関が認める場合。処分通

知等に係る書面等を事業所に備え付ける

必要がある場合。処分通知等に係る書面等

を携帯し、または提示する必要がある場合。

５番目はその他なんですけれども、これら

に該当する場合は、オンライン手続を適用

しないという規定になっております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 槙納部参事。 

○槙納総務部参事 それでは、４番目、５

番目のご質問につきまして、私のほうから

ご答弁をさせていただきます。 

 まず、４番目の格差の是正についてのご

質問でございますが、今後デジタル化が進

み、行政手続がパソコン等からオンライン

で行えると、便利になる一方で、情報機器

等を使えない方が取り残されるのではな

いかという懸念がございます。 

 これに対しまして、本条例では、誰もが

ＩＣＴの恩恵を受けられるよう、格差の是

正に対する努力義務を規定しております。 

 例えば、パソコン等の機器の操作が苦手

な、特に高齢者の方に対して、公民館や集

会所、老人福祉センター等での説明会、ま

たは相談会等を開催することを検討して

おります。 

 また、情報機器を持たない方に対しまし

ては、市役所の窓口に配備するタブレット

端末、こちらを活用いただき、マイナポー

タルを通じたオンライン手続ができるよ

う、対応を行ってまいりたいと考えており

ます。 

 ５番目のご質問の汎用電子申請システ

ムの整備に係る個人情報保護等のご質問

であったかと思います。 

 今回、汎用電子申請システムを導入し、

オンライン手続を進める予定でございま

す。これは市民がホームページ等から申請

フォームに入力し、手続を行っていただく

ものとなります。 

 このシステムにおきましては、ＬＧＷＡ

Ｎ－ＡＳＰ方式を採用しており、職員から

の申請等を受理、集計する際には、インタ

ーネットから分離された行政専用ネット

ワークであるＬＧＷＡＮを通じて、情報に

アクセスできることから、サイバー攻撃や

誤操作による情報流出のリスクは低減さ

れるものと考えております。 

 また、システム導入時におきましては、

職員に対し、操作研修の実施を考えており

ます。その際には、個人情報や情報セキュ

リティについても、併せて研修を行ってま

いりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 ありがとうございます。 

 最初は、なぜ個別ではなくて、通則法で
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やるんかということでのご説明をいただ

きました。 

 おっしゃることは分かります。効率性、

経済性、全部一遍にやるということで、今

すぐできるもの、できないものも含めてで

すね、この方向で行政が一つ同じ方向に向

かってデジタル化を進めていくという方

法が一番効率的だということだと思うん

ですが、同時に、やはり個人の情報を扱っ

ていくものであったり、または後にまた質

問しますが、情報格差の問題や適用除外等、

プライバシーの問題等に関わる問題であ

りますので、このオンライン化やデジタル

化の利便性はよう分かってるんですけど

も、でもそこに潜んでいるいろいろな問題

点っていうのを、それぞれオンライン申請

とかオンラインの周知、処分通知を送ると

かという、実際に行う業務、行うところが

どのぐらい重要性を把握しているのかと

いうことも、きちんと議論をした上で、慎

重に進めていく必要があるんではないか

なと思います。 

 そういう点で言いますと、国のほうは通

則で、法律でやっておられますけども、自

治体のオンライン化については、とりあえ

ず、当面、原則、努力義務ということであ

りますので、そういう点では、自治体の取

り組み方もまちまちだと思うんですけど

もね、この通則法がつくられているところ

は、まだ大阪府内の市町村や近隣市でも、

そんなに多数ではないと聞いているんで

すが、他市の状況はどういう形になってい

るのかですね、お聞かせいただきたいなと

思います。 

 それから、行政手続等の中で、特にこの

条例に提起されている四つの申請、処分通

知、縦覧、データ保存、作成ですね、につ

いては、ご説明をいただきました。 

 一番、申請や処分通知については、今ま

で窓口に来て、申請をして、その後、交付

決定されれば、郵送で送られてくると、紙

ベースでやっていたものが、全て自宅にい

ながらにしてですね、時間と場所を問わず、

申請もできるし、それから処分決定通知に

ついてもですね、取りに行ったり、郵送待

ちでなくて、いち早く決定がされれば、直

ちに送られてくると。手元でそれが得られ

るということでありますので、これは大変

便利に、利便性も向上するものだと思いま

す。 

 ただ、この中にあるのは、個人の署名が

必要であるとか、個人の特定するための証

明等々で、やはりマイナンバーカード等が

ですね、使われるというようなことで言う

と、その辺で言うと、非常に、いまだにマ

イナンバーカードの普及率そのものもそ

んなに高くはない中で、もしくはマイナン

バーカードに様々な情報が今後ひもづけ

されていくという点で言うと、マイナンバ

ーカードそのものは持たないよというよ

うな方々も、たくさんいらっしゃる中でで

すね、この点についても、やはり個人情報

保護のことと、それからマイナンバーカー

ドを持たない方々をこうした申請等から

除外せざるを得ない。もちろん紙ベースが

残るんだと思うんですけども、その点のお

考えをお聞かせいただきたいと思います。 

 それから、縦覧と作成については、これ

については、もうちょっとお聞きしたいん

ですけども、申請処分通知というのは、主

に住民の方、市民の方が利益を受ける、供

すると。縦覧とか作成については、これは

主に主体者は誰になるんでしょうか。縦覧

というのは、住民の方が情報を得るために、

今まで紙ベースのものを閲覧してたもの

を自宅にいながらにしてネットで縦覧で
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きるという、市民にとっての縦覧というこ

となのか。作成についても、データの保存

というふうになる、どこがどんなものをど

ういうふうにそういったデータを作成し

て、保存をするのか。どこか市の管轄する

部署があるのか。もしくはそれぞれの所管

課がやるのか。 

 また、そのデータについては、いわゆる

クラウドであるとか、国との機関との間の

国がいつでも閲覧できるような、他の機関

が閲覧できるような場所に保管されるの

かですね、その点どんな技術的に、システ

ム的になっているのか、教えていただけな

いかなと思います。 

 それから、除外規定については、規則の

ほうで書かれています。 

 除外規定があるということは、要はオン

ラインはあくまで行政手続の中の今まで

やっていた紙ベースの申請に加えた追加

の措置だということだと思うんですけど

も、ただ、この行政デジタル推進法で見る

と、やはりデジタル化を推進していくんだ

ということでうたわれていますし、この条

例でも、推進を図っていて、いずれはそう

いった紙ベースをどんどん縮小させてい

こうというような流れもあるんではない

かというようなことも危惧していて、そう

いう場合に、この第１０条にありますね、

格差是正ということから考えると、格差是

正の措置というのが非常に重要になって

くるのではないかなと改めて思っていま

す。そこで、格差是正についてお聞きした

いんですけれども、主に説明会とか、それ

から通信機器、デバイスを持っていない

方々に対しては窓口のタブレットでやれ

るようにするということでありますが、そ

れはオンラインをどうしてもやりたいと

いう方だと思うんですけど、オンラインで

はない、オンラインは必要ないよという方

にとって、情報が伝わらないようなことは

ないのか、といいますのはオンライン申請

をやる方にとってはいろいろな行政手続

の情報は行くけれども、オンライン手続を

やらない、紙ベースで今までどおりやりま

すよという方々については、こういった行

政手続等の情報が届かなくなるというこ

とで一層その情報格差っていうのが生ま

れてくることが危惧されるんじゃないか

なと思うんですけども、その点お考えをお

聞かせいただきたい。同時にデジタル格差

というのは、やはり経済的な理由で端末を

持てないというようなことになってきま

す。関連しますけども、窓口に来てタブロ

イドやるんであれば、紙ベースでやればい

い話なんですよね。印鑑を持ってきて。そ

うでない方々がどうなるのか、同じように

私はオンライン申請をやりたいんだけど

も、持ってないよという方についての対応

はどのように考えておられるのお聞かせ

をいただきたいなと思います。 

 それからデータ保存にも関わることで

すけども、マイナンバーカードがどうして

も手続をやる上では非常に持ってないと

難しいものだと思います。そうすると、個

人情報をどうやって保護していくのか、ど

う扱っていくのかというのが問われてく

ると思いますんで、きちんとした意識づけ

であるとか、システムをつくっていかない

といけないなというように思います。今回、

条例が新たに追加で出てくるんでしょう

が、個人情報保護審議会等も出てくると思

うので、そこでもいろいろ議論されるかと

思いますけども、その点もうその個人情報

保護について、この条例の中に一定リスク

ヘッジという点で書き込んでいく、もしく

は注意を促すということにも何かその担
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保できるようなものというのはないのか、

もう一回お聞かせいただけないでしょう

か。以上です。 

○野口博委員長 川本課長。 

○川本総務課長 それでは、オンライン化

条例の他市の状況というお問いでござい

ました。これにつきましては、大阪府の数

字は分からないんですけれども、全国の数

字としましては１年前に総務省から公表

されたものがございます。オンライン化通

則条例ですね。全国の８２６団体、率にし

まして４７．４％、約半数ぐらいの市町村

で行政手続のオンライン化条例が制定さ

れておる状況でございます。１年前の数字

ですので、このコロナ禍の状況でこれから

さらにふえているのかなと思っておりま

す。 

○野口博委員長 槙納部参事。 

○槙納総務部参事 それでは２番目のご

質問になるかと思います。 

 情報の保管場所というんですか、そちら

につきましては、今、国が計画しておりま

す２０２５年をめどに情報、自治体情報シ

ステム等、ガブクラウドに搭載するってい

うことを進めております。ですので、委員

がご指摘のとおりそういったクラウドの

環境において、データが保管され、縦覧に

供されることになると考えております。 

 それから、マイナンバーカードにこれか

ら様々な情報が付与されることになる、そ

のことによって持たない人への配慮とい

うことのご質問でございます。今回、こう

いう通則条例を制定させていただく第一

の目的は今書面で行われていることにつ

きまして、オンライン手続でできるように

するっていうようなところが第一の目的

であります。今後、当然業務が拡大するこ

とが想定されますが、当然その持たない方

に対しても情報が届かない、そういったこ

とがないようには配慮はしていく必要が

あると考えております。 

 続きまして、格差の是正のところのご質

問であったかと思います。オンラインが必

要でない、紙ベースで行う人との情報格差

が一層広がるのではないかというご質問

であったかと思います。こちらにつきまし

ても同様になろうかと思いますが、やはり

そういった様々な情報格差そういったも

のにつきましては、きめ細かく情報等を発

信しながら高齢者等情報機器を扱わない、

扱えない方に対しても十分配慮した上で

情報が行き届くようなそういった仕組み

というか、今後やっぱり検討してまいる必

要があるかと考えております。 

 最後に個人情報のところになりますが、

先ほどの答弁の繰り返しになりますが、今

回のオンラインでの行政手続におきまし

ては、市民がインターネットを通じて個人

情報を送信することになりますので、電子

申請につきましては、強固なセキュリティ

対策が取られているということは要件と

なると考えております。そのため先ほど申

し上げましたようにセキュリティに対し

ましては、安全性を確保した上で対応して

いくという考えでございます。以上でござ

います。 

○野口博委員長 総務部長。 

○山口総務部長 少し補足と言いますか、

全般的なことになりますけれども、１回目

のお問いも含めてお答えさせていただき

たいと思います。通則条例をつくるわけで

すけれども、これでもって全ての個別の申

請とか、作成とか、決定通知とかがオンラ

インに全て移行するという、自動的に移行

するようなものでは全然ございませんの

で、先ほど川本課長からもございました、
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適用除外の項目に当たるかどうかとか、こ

れがオンラインの申請、決定通知、処分等

に適正、合致するかどうかということは、

やはりこれは個別に判断していく必要が

あると思っております。ただ、同じような

事務でＡ課とＢ課で、同じような形の事務

をやってるのにＡ課ではオンラインでや

ります。Ｂ課では紙でやりますということ

でばらばらになったら余計市民の皆さん

の混乱を招きますので、そのあたりを一定

の整理は必要かと考えております。それか

ら、結局この条例というのは努力義務に基

づいた条例ということで、努力義務であっ

てもやはり市民の皆さんの利便性であり

ますとか、行政の効率化、これを図るため

にやはり推進していくものと考えており

ますけども、先ほどマイナンバーカードを

持たない人はこの利便性の恩恵にあずか

れないんじゃないかということもござい

ましたけれども、紙ベースの申請がなくな

るわけではございませんので、できたらマ

イナポータルを使って、庁舎に来ていただ

いた方につきましては、職員がアドバイス

をしながら端末でマイナポータルサイト

にアクセスをしていただいて、手続をして

いくのがいいのかなと思いますけれども、

だからといってそれも嫌だという方に対

して無理強いをするわけではありません

ので、紙ベースの分については将来、何十

年か先どうなってるかいうの分かりませ

んけれども、この紙ベースの分については、

これは残るものと思っております。 

 それから格差是正ということですけれ

ども、この格差是正につきましては、例え

ば今でもホームページを見ない人はたく

さんいるんですね。やはり広報誌を見て情

報を入手されるという方はいらっしゃい

ますので、広報誌でもしっかりとその情報

の提供はしていきたいと思っております。 

 それからあと個人情報の保護の話が最

後にありましたけれども、その部分の規定

をここに書き込めばどうかということだ

ったんですけれども、これにつきましては、

この条例での作成した電子情報も含めて

個人情報は全て個人情報保護条例の中で

規定しておりますので、そちらの範疇、守

備範囲というたらちょっと機械的なんで

すけれども、そちらのほうでしっかりと規

定をしておりますので、この中に入れずに、

やはり独立した個人情報保護条例が全て

の個人情報に対して保護されるべきであ

るというふうな、そういう義務、守秘義務

等も規定しておりますので、そちらでの規

定ということになってございますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○野口博委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 オンライン申請であった

り、行政のデジタル化そのものについては、

今の科学技術の促進で言うたら行政手続

もそれから住民のサービスにとってもプ

ラスにすると、それによりほかのところに

時間をさくようなこともできるようにな

るという点でいえば大事なことだと思う

んですけども、同時にそのデジタルで個人

の情報を管理していくということになり

ますと、非常に危険性っていうのは伴って

いるものですので、より慎重な議論が必要

だと私は思っています。そんな意味では、

通則法なのか、個々の条例でやるのかって

いうことにおいては、やはり条例でやるべ

きものなんだろうなとは思うんですけど

も、それならば、なおさら庁内全体で行政

のデジタル手続についてのメリットとそ

れから非常に心配される個人情報、憲法上

にあらわれる、憲法で保障されている個人

の尊厳等にも関わってくる重要なデータ
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を扱っていくということですから、全庁的

にもいろんな議論をし、自分の職場ではど

んな問題があるのかっていう議論を行っ

た上、同時に個人情報保護の仕組みきちん

と論立てができている状況の下で通則法

というのは出されるべきではないかなと

思います。デジタル化をしますと、今回の

オンライン申請ではそんなに複雑な業務

はないのかもしれないですけども、オンラ

イン化することによって、その業務の中身

がいうたらＲＰＡであるとか、ＡＩである

とか、中身が見えなくなっていきますよね。

で、打ち間違えて出てきたものは、過程が

分からなければチェックすることができ

ないまま間違ったミスにつながってくる。

これは税の先般のミスにも相通ずるもの

があるんではないかなと思いました。かつ

ては職員が一つ一つ手作業で行うことに

よって、数字を見ればこれちょっとおかし

いなということが分かるものが、それがだ

んだんできなくなってくる可能性があり

ます。今回このオンライン申請であるとか、

データの作成であるとか、いろいろな業務

がデジタル化されていく中で、職員が自分

が行っている業務の中身を十分に把握で

きないような状況のままで仕事が進めら

れていくことになってしまえば、何も問題

がなければ非常に効率的ですし、その分時

間があいた分をもっと相談窓口対応に使

うとこないだも代表質問で答弁してらっ

しゃいましたけども、そういうふうに人を

有効に活用することは可能だと思うんで

すけども、間違いをきちんとチェックする

機能であるとか、職員がその自分が行って

る仕事そのものはどういう論立てで行わ

れているかということがきちんと理解で

きないまま業務が行われていて、その中で

個人情報が洩れてしまうというような可

能性が十分想定できるのかなと思います。

そういう点でいうと、今もちろんその国の

ほうが、自治体デジタルトランスメーショ

ン計画であるとか、デジタルガバメントと

か、非常にいろいろな方策、政策を自治体

のほうにもやるようにということでの指

示が飛んできていますから、追われている

のは分からないんでもないんですが、しか

し扱ったり業務を行うのは自治体であり、

職員でありますし、例えば格差是正におい

ても国のほうでは費用は国のほうが出し

てくれるかもしれませんけど、対応するの

は自治体の職員であり、地域で説明会をや

るのも自治体が責任を持ってなきゃでき

ないので、そういう点ではそういった理解

をもっと深めるようなことが必要だと私

は思います。そういった点についてのお考

えを総括的にお聞かせいただきたいのと、

それからもう一つ、少し今触れましたけど

も、デジタル化によって業務が効率化が図

られるということです。この自治体のデジ

タル化推進法でもありますし、ここの条例

の目的にも書かれていますが、関係者の利

便性の向上並びに行政運営の簡素化及び

効率化を図ると書かれています。効率化に

よって、例えば職員の数を合理化していく

ことによって、さらに人を減らしていくい

うようなことにつながらないのかどうな

のか、減らすことが目的なればこれはまた

違った問題も出てくるように思いますの

で、その点のお考えも２点お聞かせいただ

きたいと思います。 

○野口博委員長 総務部長。 

○山口総務部長 個人情報保護について、

もう一度ちゃんとしっかりと見直すべき

ではないかと。確かに近頃は個人情報の関

係であったりとか、いろんな不祥事の問題

出てきております。これに起因しておりま
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すのは、やはり今安藤委員もおっしゃった

とおり、自分の仕事が一体何に基づいて何

のためにやってるのかと、大きなこの流れ

の中で自分はこのスパンだけを担当して

るので、全体の図面が見えていない。自分

の担当しているとこだけを見ているとい

う傾向が出てきているのかなと、そのあた

りについて昔は手作業で事務をしておっ

た職員からしましたら、昭和の時代の職員

からしましたら、今の若い職員にこれは何

のためにしてるのと聞いたら、ずっとこう

やってますという答えが返ってきて、いや

そうではなくてこれはなぜそうするんで

すかっていうと、返答に詰まるというとこ

ろが少なからずございます。ですから、そ

このところの理解というのはやはり担当

課長、また係長がＯＪＴなんかでしっかり

と教えるということは必要ですし、やはり

市役所の中で教える文化ということは養

わないとやっぱりいけないと思っており

ます。効率化の話ですけれども、確かに私

は代表質問の答弁でこういうデジタル化

の推進に伴って余ったというたらおかし

いですね。あいた時間、その手間暇が省け

た時間については、やはり丁寧な市民対応

ができるんではないかというご答弁申し

上げました。やはりそれはその面も、もち

ろん大きいと思います。今までできてない

ことも多々ございますので、やはりもちろ

んコンピューターが出した数値等につい

て何がどうなってるか分からない、例えば

丸の玉を入れたら三角が出てきました、こ

れは三角ですという、こういうことで三角

が間違いなのかどうなのか分からない、本

当は答えは四角かもしれない。今まで手作

業でやってきた職員にとっては丸を入れ

たら四角が出てくるはずだというふうに

思うんですけれども、そこのところは今ち

ょっと中がブラックボックス的になって

しまって、出てきた答えをうのみにしてし

まうというところでの間違い、これは出て

きているのかなと思いますので、やはり先

ほども申し上げましたとおり、仕事の理屈

をしっかりと教え込むということが必要

ですし、それから個人情報の保護について

の考え方については、また人事課等とも相

談しまして、もう一度再確認するような研

修なんかをできないかどうか、見当してい

きたいなと思っております。 

○野口博委員長 安藤議員。 

○安藤薫委員 行政手続のオンライン化

を進めるためのものだということで、やは

りこの国のほうが今進めているデジタル

化の流れの中には国のほうが大きな権限

を持って、地方自治体にもデジタル化を迫

って、そこで得られた膨大な個人データを

官民で利活用しやすいようにしていくと

いうことは、個人情報をビックデータとし

て、利活用していくというのは物すごい問

題をはらんでいるものだと思うんですね。

そういった個人情報の問題であるとか、地

方自治の問題等々しっかりとした議論が

ないまま進んでいることを今国会でこの

推進法に続く関連三法か四法か議論をさ

れていますけども非常に危惧を覚えてい

ます。だからこそ、やはり末端で住民と相

対してそういった申請を受け付けたり、周

知等や処分決定通知を送ったり業務をや

ってる自治体で慎重に論議をすると、個人

の情報をどう扱うのか、自分らの業務はど

うなのかっていうことを議論した上でや

るべきだなという思いをしております。そ

の点は、私の見解として申し上げておきた

いと思います。いろいろありますけども、

意見として申し上げて終わります。 

○野口博委員長 以上で、質疑を終わりま
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す。 

 暫時休憩いたします。 

（午後１時３２分 休憩） 

（午後１時３３分 再開） 

○野口博委員長 再開します。 

 続いて、議案第１７号所管分の審査を行

います。本件については、補足説明を省略

し、質疑に入ります。 

 質問のある方。 

 安藤委員。 

○安藤薫委員 今回の附属機関に関する

条例改正条例ですけども、鳥飼まちづくり

グランドデザイン策定委員会の議案で、策

定委員会については、基本的にどういうメ

ンバーでいつどのぐらいのペースで会議

を行っていくのか、それから構成メンバー

について、お聞かせいただきたいなと思い

ます。 

○野口博委員長 湯原参事。 

○湯原政策推進課参事 それでは、鳥飼ま

ちづくりグランドデザイン策定委員会に

関するご質問にご答弁申し上げます。まず、

この策定委員会の構成でございますけど

も、現在の想定では地域政策等に係る有識

者、あと地域コミュニティ活動、地域福祉、

商工関係そういった各分野に加えまして、

公募市民というような構成を考えており

ます。また、回数でございますけども、１

年間で４回から５回を想定しております。

それと、人数ですが、合計で７名もしくは

８名程度を想定しております。以上でござ

います。 

○野口博委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 構成やどんなメンバーか

という答弁を頂きました。まちづくりの専

門的な方が入っていただく、これは当然必

要なことだと思います。同時に鳥飼地域の

まちの将来図を決めるということで言え

ば、今住んでおられる方、様々な層の方々

にも策定委員会に参加していただくのか、

もしくは策定委員会の中でさらに細分化

する専門部会等をつくるとかいうことで

の対応も必要なのではないのかなと思う

んですけども、先般たくさんの審議をやっ

ている中で男女共同参画の議論、地域のそ

の策定委員会の中に女性をどのように入

れていかれるのか、または年齢ですね。年

齢層についても一定配分をする必要があ

るのではないか、公募市民についてもやは

り一定割合を取らないと一人、二人ですと、

専門家を前にしてなかなかものがいいに

くいとか、発言がしづらいような雰囲気の

中で粛々と会議が進んでいくということ

になりはしないかなどという心配をして

おりますが、その点、その各種各層、それ

から性別、年齢別、それから各階層ですね。

いろんな分野の公募市民に入ってもらう

ということが重要だと思うんだけども、そ

の点についてのお考えを聞かせてくださ

い。 

○野口博委員長 湯原参事。 

○湯原政策推進課参事 まず、策定委員会

への女性委員への登用につきましてです

が、こちらにつきましては審議会等への女

性委員の登用指針に基づきまして、参画い

ただく団体、または関係機関に委員の推薦

を依頼する際には女性の推薦についても

協力を求めてまいりたいと考えておりま

す。あと、幅広い年齢層についてどのよう

に考えているかということでございます

が、これまで令和２年度の取りとみといた

しまして、子育て世代の方であったりとか、

子育て支援活動をされている方の意見聴

取にも努めてまいりました。そういった意

見を基に現在素案の策定に向けて取り組

んでおります。一定そういった世代の方へ
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の意見というのは、こちらもお伺いしてお

りますので、そういった意見も踏まえまし

て、附属機関の策定委員会でグランドデザ

イン策定に向けて議論をしていただきた

いと考えております。 

○野口博委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 委員会の性格と進め方、進

行にもよるかとは思うんですけれども、や

っぱりどんなまちにしていくのか、住み続

けたいとか、それから鳥飼地域に住んでみ

たいというようなまちづくりをつくって

いこうというものでありますから、できる

だけ策定委員会の中で発言ができるとい

う体制をつくっていきながら、広い層の人

が参画してもらうということは重要だと

思うんですね。それは策定委員会なのか、

下部の分科会をつくるなりとか、湯原参事

もおっしゃったアンケートとか聞き取り

をやってきたけども、圧倒的に今までの状

況ですと、まだまだ私は少ないと思ってお

りますので、そういう点で新たにそういっ

た対応を行っていくとかいうようなこと

が私は必要ではないかなと思うんです。い

ろんな形態はあるかと思うんですけども、

その点もう一度ご答弁いただきたいのと、

審議会等に女性が参加しづらいとか若い

人が参加しづらいっていうのは、この審議

会に限ったことではありませんけども、そ

の理由の一つに開催が平日の昼間だとい

うことなんですね。住んでる人たちのまち

づくりの将来を決めるのに、住んでる人た

ちが仕事している時間帯に審議会をやっ

て、参加できる方だけで物事を決められて

いくと。実際に働いてる方、それから将来

の地域を担っていく若い人たちはそこに

関心も持つ機会がもうない中で、将来像の

計画がぼんとぶち上げられるというのは

せっかくこういう時間をかけて、人手もか

けてつくっていくものとしては非常にも

ったいないと思うんですけども、その審議

会の開催日程とか、もちろんいろんな事情

あるのは重々承知しておりますけども、し

かしそういった工夫を行っていくという、

工夫や改善を図っていかないと従来型の

出来上がりをまたこれが決まりましたと

いっておりてくるだけで、住んでる人たち

はそれに対してあまり関心がないままと

いうことになってしまいかねないと思う

んですけど、そういう点についてはどうな

んでしょうか。お聞かせください。 

○野口博委員長 湯原参事。 

○湯原政策推進課参事 会議開催に当た

りましては、そういった視点も踏まえまし

て、平日の昼間なのか、それとも夜間なの

か、また委員の構成が決まりましたら、い

かに参加していただけるかという視点も

踏まえまして開催日時を決定していきた

いと思っております。以上でございます。 

○野口博委員長 西川参事。 

○西川市長公室参事 少し補足をさせて

いただきますと、これまで地元懇談会を通

じましたり、アンケート調査、それから各

種団体のヒアリングを通じていろんな意

見をお聞きしております。それから、２月

の総務建設常任委員協議会のほうで素案

の案を少しご説明させていただきました

が、次の段階で策定委員会にかけていくと

いうふうになります。ただ、今まで地元懇

談会を通じましていろんなご意見をお聞

きしていますので、どこかでそういう情報

共有は図っていく場というのは必要かな

と考えております。手法につきましては、

今後検討してまいりますけど、そういう情

報共有を図っていくべきかなと考えてお

ります。以上です。 

○野口博委員長 安藤委員。 
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○安藤薫委員 策定委員会、まずはつくら

れて会議の進め方等も議論されてくかと

思いますが、ぜひより広い層が参加できる

仕組みとそれから開催の日程、それからこ

れは何度もご質問してご答弁いただいて

おりますが、会議の公開とそれから情報、

行われた中身についての公開については、

極力タイムリーな形で情報も公開してい

ただくということをお願いしておきたい

と思います。以上です。 

○野口博委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○野口博委員長 以上で質疑を終わりま

す。 

 暫時休憩いたします。 

（午後１時４３分 休憩） 

（午後１時４４分 再開） 

○野口博委員長 再開します。 

 議案第１９号の審査を行います。本件に

ついては、補足説明を省略し、質疑に入り

ます。 

 質問はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○野口博委員長 質疑なしと認め、質疑を

終わります。 

 次に、議案第２０号の審査を行います。

本件については、補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

 松本委員。 

○松本暁彦委員 １点だけ、確認のようで、

今回については地方改正等によって金額

を各種の報酬額の比較を踏まえて均衡を

欠くというところで改正をされたという

認識ですけども、改めてその概要と経緯と

か教えていただきたいなと思います。以上

です。 

○野口博委員長 浅尾課長。 

○浅尾人事課長 そうしましたら、ただい

まのご質問にお答えをいたします。特別職

非常勤の報酬額に関しましては、本市では

平成６年に改定をして以降、現在に至るま

で改定がされていない職というのが多数

ございました。地方公務員法改正等がござ

いまして、その制度が開始になった今年度

８月から９月にかけて改めて他市を調査

をいたしまして、均衡を欠くといいますか、

差が大きいものについて今回改正をさせ

ていただくということでございます。以上

でございます。 

○野口博委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 結構です。 

○野口博委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○野口博委員長 以上で質疑を終わりま

す。 

 次に、議案第２１号の審査を行います。

本件については、補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○野口博委員長 質疑なしと認め、質疑を

終わります。 

 次に、議案第２２号の審査を行います。

本件については、補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

 松本委員。 

○松本暁彦委員 この条例というのは、そ

の国家公務員の方が副市長になった場合

に規定整備を行うということで、これまで

そういった事例がなかったというところ

でこの条例をつくられたという認識であ

りますけども、それと確認の上でその経緯

と概要について、お聞かせいただきたいな

と思います。以上です。 

○野口博委員長 浅尾課長。 

○浅尾人事課長 それでは、ただいまのご

質問に答弁をさせていただきます。ご質問
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にもございましたとおり、本市におきまし

ては特別職の職員に国家公務員等から来

ていただくということがこれまでなかっ

た関係もございまして、所要の規定という

のがございませんでした。今般の条例改正

において、引き続いて国家公務員等から引

き続いて副市長になった場合の期末手当

における在職期間の継続云々ですね。この

規定と、それから退職手当については、国

で退職手当の支給を受けずに引き続いて

副市長となった場合に在職期間を副市長

の期間として通算し、また本市の副市長か

ら国家公務員に戻られたときに退職手当

を支給しない、そのような規定を改めて設

けるものでございます。以上でございます。 

○野口博委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○野口博委員長 以上で質疑を終わりま

す。 

 次に、議案第２３号の審査を行います。

本件については、補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○野口博委員長 質疑なしと認め、質疑を

終わります。 

 次に、議案第２４号の審査を行います。

本件については、補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○野口博委員長 質疑なしと認め、質疑を

終わります。 

 暫時休憩いたします。 

（午後１時４８分 休憩） 

（午後１時５０分 再開） 

○野口博委員長 再開します。 

 議案第２９号の審査を行います。本件に

ついて、補足説明を求めます。 

 明原消防長。 

○明原消防長 議案第２９号、摂津市消防

団条例の一部を改正する条例制定の件に

つきまして、提案内容の補足説明を申し上

げます。 

 議案参考資料条例関係７９ページから

８２ページの新旧対照表で説明をいたし

ますので、ご参照をお願いいたします。 

 今回の改正は大きく五つの内容がござ

います。一つ目が、消防団員報酬の額の改

定。二つ目が、社会環境の変化等に伴う退

団等への対応として消防団員の休団制度

を導入すること。三つ目が、活動実績のな

い消防団員への対策等として分限処分の

要件として勤務成績がよくない場合を追

加すること。四つ目が、消防団員の懲戒停

職期間中の職務と給与の明確化。五つ目が

費用弁償の支払い時期を変更すること。お

おむね五つの要点でございます。各項目に

ついて、ご説明をいたします。 

 一つ目の報酬の額の改定でございます

が、議案参考資料条例関係の８１ページを

ご覧ください。 

 金額は、改正条例第１２条第２項でお示

しいたしますとおりで、金額の根拠は地方

交付税の参入単価を採用いたしておりま

す。また、８２ページ、同条第３項、第４

項及び第５項では、支払い方法を明確化い

たすものでございます。特に第４項は今回

新たに設ける休団の期間に係る支給対象

期間を明示いたすものでございます。二つ

目の休団制度でございますが、ページ戻り

まして７９ページで、今回、第５条の２と

して条を追加いたし、同条第１項から第４

項に記載のとおり規定いたすもので、特に

第３項では休団中は報酬を支給しないこ

と及び８１ページの第１１条の２第２項

で休団中の服務についての不適用を明確

化いたすものでございます。三つ目の分限
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につきましては、８０ページ第６条は分限

の規定でございますが、同条第１項第１号

として、勤務成績がよくない場合を追加い

たすものでございます。四つ目が８０ペー

ジ第７条でございますが、懲戒停職期間中

は消防団員としての身分を保有いたしま

すが、職務に従事しない旨、また停職者は

停職の期間中、給与を支給されない旨、そ

れぞれ明記いたすものでございます。五つ

目が８２ページ、費用弁償の支払い時期の

変更でございまして、現行条例では年２回、

４月と１０月に前月までの分を支給する

こととしているものを年１回４月に前年

度分を支給することと改正いたすもので

ございます。附則といたしまして、この条

例は令和３年４月１日から施行いたすも

のでございます。以上、議案第２９号、摂

津市消防団条例の一部を改正する条例制

定の件につきましての補足説明とさせて

いただきます。 

○野口博委員長 説明が終わり、質疑に入

ります。 

 松本委員。 

○松本暁彦委員 そしたら質問いたしま

す。まず先ほどのご説明によって報酬額の

根拠、地方交付税の参入額を根拠としてと

いうことで採用しているということを認

識いたしました。そこで、改めて改正の内

容、経緯とまたその休団制度、新しく消防

団でも休団制度を取り入れるということ

で、具体的にどのような内容なのか改めて

その点、具体例もあれば踏まえて説明して

いただきたいなと思います。以上です。 

○野口博委員長 松田参事。 

○松田消防本部参事 それでは、質問にお

答えさせていただきます。先ほどの委員会

でも申し上げましたけれども、全国的に消

防団員の数が減ってきております。本市に

おきましても、同様の傾向が見られており

ます。こうした状況の中で、総務省の消防

庁から「消防団員の確保等に向けた取組に

ついて」の通知がございました。その中で

近年災害が多発化、そして激甚化する中、

消防団員を確保するためには、さらなる処

遇改善が必要であるとの内容でございま

した。今回の改正の内容といたしましては、

主に、消防団員の処遇改善といたしまして、

年報酬の額の改定と、社会環境の変化等に

伴います退団等への対応といたしまして、

休団制度の導入、分限処分の要件として

「勤務成績がよくない場合」を追加し、活

動実績のない消防団員への対応をいたす

ものでございます。 

 次に、休団制度についてでございますけ

れども、休団制度は社会環境の変化等に伴

う退団等への対応といたしまして、導入す

るもので、任命権者、これは消防団長です

けれども、消防団長の承認により団員の身

分を有したまま、その活動従事を一定期間、

３年を超えない範囲ですけれども、休止で

きるものでございます。メリットにつきま

しては、例えば一時的な転居、あるいは転

勤等によりまして消防団活動に従事する

ことができない団員や、また、介護、育児

等の行いやすい環境をつくることで消防

団員をやめることなく継続して入団して

いただけることで、人員の確保が期待でき

ます。以上でございます。 

○野口博委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 ありがとうございます。

今のご説明を踏まえますと、報酬を上げる

と同時に勤務実態としてしっかりと従事

してるものに対して支払うと。しかしなが

ら勤務がなかなかできない場合について

は休団制度もうまいこと利用してくれと

いうところでその消防団員の確保をしっ
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かりと図っていくんだというところを認

識いたしました。やはり他市の状況も踏ま

えますと摂津市の消防団というのは人の

減り方もやっぱりそこまで他市に比べた

らましだということも認識をしておりま

す。その消防団というのは摂津市のやはり

強みかなと思っておりますので、その点こ

のような形で待遇改善、そして取り組みを

されることは評価するものかなと考えて

おります。以上です。 

○野口博委員長 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○野口博委員長 質疑なしと認め、質疑を

終わります。 

 暫時休憩いたします。 

（午後１時５８分 休憩） 

（午後２時    再開） 

○野口博委員長 再開します。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○野口博委員長 討論なしと認め、採決し

ます。 

 議案第１号所管分について、可決するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○野口博委員長 賛成多数。よって、本件

は可決すべきものと決定いたしました。 

 議案第５号について、可決することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○野口博委員長 全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定いたしました。 

 議案第９号所管分について、可決するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○野口博委員長 全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定いたしました。 

 議案第１５号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○野口博委員長 賛成多数。よって、本件

は可決すべきものと決定いたしました。 

 議案第１７号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○野口博委員長 全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定いたしました。 

 議案第１９号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○野口博委員長 全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定いたしました。 

 議案第２０号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○野口博委員長 全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定いたしました。 

 議案第２１号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○野口博委員長 全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定いたしました。 

 議案第２２号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○野口博委員長 全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定いたしました。 

 議案第２３号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○野口博委員長 全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定いたしました。 

 議案第２４号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○野口博委員長 全員賛成。よって、本件
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は可決すべきものと決定いたしました。 

 議案第２９号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○野口博委員長 全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定いたしました。 

 暫時休憩いたします。 

（午後２時２分 休憩） 

（午後２時３分 再開） 

○野口博委員長 本委員会の所管事項に

関する事務調査について、協議させていた

だきます。 

 委員会行政視察につきましては、新型コ

ロナウイルス感染症の感染拡大によりま

して、令和２年度は実施しないことを決定

いたしましたが、現在においても収束の兆

しが見えない状況の中、令和３年度の行政

視察につきまして、例年どおり５月に実施

することは困難であると考えております。

つきましては、５月の実施を見送りさせて

いただき、５月から６月の状況に応じて７

月もしくは８月に実施できるかを判断し

たいと思いますが、皆さんいかがでしょう

か。よろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○野口博委員長 異議なしと認め、そのよ

うに決定いたします。 

 本会議最終日において、常任委員会の所

管事項に関する事務調査について、閉会中

に調査することが諮られます。本委員会所

管事項については、行財政運営について、

防災行政について、人権行政について、消

防行政について、都市計画行政について、

土木行政についてを令和３年９月２９日

まで、閉会中に調査することにいたしたい

と思いますが、異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○野口博委員長 異議なしと認め、そのよ

うに決定いたします。 

 これで本委員会を閉会いたします。 

（午後２時５分 閉会） 
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