
（仮称）津市行政経営計画（案）に係るパブリックコメント（意見募集）の結果について

1 参考資料
Ｐ６３
市税収納率の向上

税金を納めてみえない方も、納めたくないのではなくて、納
められないのが現状だと思う。
税金の徴収は、１人１人の実情を聞き対応いただきたい。

市税等の各種収納金につきましては、本市のまちづくりや施策の推進に当
たって市民の皆様からお預かりする貴重な財源であり、今後におきまして
も、公平・公正な受益者負担の維持に努めてまいりますのでご理解をいただ
きますようよろしくお願いいたします。（Ｐ47、48参照）

2 参考資料
Ｐ３－６
寿バスカード事業の在り
方の検討

合併後、地域間で異っている制度の平準化が必要である。
寿バスカード事業の再開を望む声が起こりつつある。
市民側（利用者側）に立っての検討が必要であり、市民とし
て協力していきたい。

本市のコミュニティバス事業につきましては、合併前の各市町村が実施して
いた多様なバス事業を再編し、実施しています。
当該計画においては、これらの現状と課題を踏まえつつ主な取組項目の一つ
に「高齢者の外出支援」を位置付けており、当該取組の推進を図る中で、市
民の皆様のご意見等もいただきながら、コミュニティバスの在り方について
も検討してまいります。（Ｐ63参照）

3 参考資料
Ｐ４－１２
新交通システムの導入

平成22年4月から再編後のコミュニティバスの運行が開始され
ている。今後の在り方については、所管部課の検討にとどま
らず利害関係者との連携を図る取組が必要であり、これまで
に、2回、市関係課等との検討を行い、今後も、隔月での開催
を申し合わせている。

上記（NO2）と同様。

4 参考資料
Ｐ１３－６８
公民館の在り方の検討

耐震化が課題であった津市中央公民館及び津市社会福祉セン
ターの移転については、利用者や市民のニーズを問うことな
く、津センターパレスに移転したが、駐車場やホールなどの
課題が残った。
公民館活動に求められる人材育成を図る上からも、津球場近
くへの多目的複合施設の建設（避難ビルを併せ持った中央公
民館）を検討いただきたい。

津市中央公民館等につきましては、津センターパレス内に移転し、耐震化を
図るとともに、まん中こども館、障がい者相談支援センターを併せて配置す
ることにより、中心市街地に新たな賑わいを創出してきました。（Ｐ35参
照）
なお、公民館につきましては、当該計画において「公民館施設の機能充実」
に取り組むこととしており、市民の皆様のご意見等もいただきながら、その
在り方について、検討してまいります。（Ｐ74参照）

5 Ｐ６３
8,9,10

「教育の日」の制定の検討が位置付けられているが、
人材育成等、教育委員会は教育をどう考えているのか。
そうしたことが理解できないと市民は納得し難い。教育委員
会自体が資質を高めていただきたい。

ご意見を踏まえ、当該計画を推進していく中で、検討してまいります。
なお、「教育の日」につきましては、市民に開かれた教育の推進を図るた
め、当該計画を推進する中で、具体的な取組等について、検討してまいりま
すので、ご理解をいただきますようよろしくお願いいたします。

項目・頁 意見の概要 意見に対する考え方等
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項目・頁 意見の概要 意見に対する考え方等

6 Ｐ１４
上から2，3行

幼・保一元化については、建物の区分けや、名称を変えるだ
けではなく、年齢で分ければ発達段階としていいのではない
か。
また、幼稚園と保育所の保護者の差別感をなくしたい。

保育所と幼稚園を一体化して整備する幼保連携型認定こども園については、
津市子ども・子育て支援事業計画に基づき、平成３１年度までに５か所の整
備を目指すこととしており、行政経営計画の主な取組事項においても「認定
こども園の整備」を位置付け、着実な推進を図っていくこととしています。
当該事業の推進により、待機児童の解消、就学前の子どものための教育・保
育の提供環境の改善、子育て支援の充実等を図ってまいりますので、ご理解
をいただきますようよろしくお願いいたします。

7 本計画策定の必要性につ
いて

津市では、既に総合計画が策定され、それを踏まえて部門別
計画等が網羅的に策定されている。取り巻く社会経済情勢や
新たな課題に的確に対応するため、行財政改革大綱も策定さ
れている。これらの計画は、必要に応じて実施計画も策定さ
れ、評価、内容の見直しが行われ、引き続いて次期計画が策
定されることなどにより、継続的にベストな体系が維持され
る仕組みになっている。行政に「経営」の観点を導入するこ
とは異論がないが、これらの計画体系に加えて、今回なぜ行
政経営計画を策定するのか。
必要があるならば、これらの計画を適宜、修正することで、
対応可能であり、役割や位置付けが不明瞭な計画を策定する
ことは、「効率的な経営の考え方」に反している。
本計画案の章立て構成を見ると、第2章で「これまでの行財政
改革の取組と成果」として、「津市行財政改革大綱に基づく
取組」と「津市総合計画の着実な推進」が述べられ、第3章が
「これらからの行政経営の姿」であり、「行財政改革大綱」
及び「行財政改革実施計画」という現行の体系に落とし込む
べきではないか。

ご指摘をいただきましたとおり、本市においては、総合計画、各部門別計画
を策定するとともに、行財政改革大綱及び同大綱に基づく実施計画を策定
し、着実かつ継続的な推進に取り組んできたところです。
今回策定いたします津市行政経営計画につきましては、これまでの行財政改
革大綱に基づく取組や総合計画等に基づく施策の推進等を踏まえ、より高み
を目指して、行政に経営の視点を着実に取り入れ、これまで同様に、切れ目
ない努力を継続しつつ、市民の皆様等との協働・共助の下、新たな価値の創
出を図っていくことを目的に策定するものです。
行財政改革大綱及び同大綱に基づく実施計画という現行の体系は終了します
が、当該計画を着実に推進することで、より高みを目指した施策推進を図っ
てまいりますので、ご理解をいただきますようよろしくお願いいたします。
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8 創出による経営とは 「創出による経営」とは、「市民と共に、これまでにない新
たな価値を生み出し続ける行政経営」という意味を込めてい
るが、市民に正しく理解されることは難しい。
この「創出による経営」を支える３つの基本的視点が「新た
な市民サービスの創出」「更なる資産力の創出」「新たな投
資力の創出」としているが、３つの基本的視点に独自性がな
く、62ページ以降に列挙された「具体的な施策推進の内容」
は、既存の施策の寄せ集めで中途半端である。

「創出による経営」については、「施策目的の明瞭化」と「活用資源・組
織・推進施策等の複合化」の考え方により、行政による新たな価値の実現と
市民による付加価値の創出の相乗を図っていくことを目指すものであり、本
計画の着実な推進を通じて、市民の皆様の理解をいただけるよう取り組んで
まいります。
また、「新たな市民サービスの創出」、「更なる資産力の創出」、「新たな
投資力の創出」の３つの基本的視点は、今後の行政経営の基本として位置付
けたものです。なお、「主な取組事項」については、現段階における主な内
容を記述したものであり、記載がない内容についても、必要に応じて着実に
取り組んでいくこととしており、計画期間中であっても随時見直していくこ
ととしていますので、ご理解をいただきますようよろしくお願いいたしま
す。

9 推進体制について 政策会議に加え、新たに市長、副市長及び特に重要な経営判
断にかかわるべき役割を担う部長級職員で構成する「（仮
称）津市経営会議」を新設するとされている。また、「有識
者や市民代表等で構成する（仮称）行政経営アドバイザリー
有識者会議」を新設し、創出による経営の推進に当たっての
総合的な助言・アドバイスを求めるとしているが、既存の
「行財政改革推進委員会」とは重複しないのか。同委員会
は、「市長の諮問に応じて、本市の行財政改革の推進に関す
る重要事項を調査審議する」組織であり、条例に基づいて設
置されている権威あるものである。

既存の政策会議については、政策・施策を実現するための手段等の決定、課
題解決に向けた各部局の連携強化を図るために設置しており、市長、副市
長、付議事項に関係する部長及び部次長等で構成しています。一方、新たに
設置しようとする（仮称）津市経営会議については、課題解決が困難で、総
合的かつ長期的な視点の下での対応が必要となる課題に対して、時機を逃が
すことなく、より的確かつ柔軟に、意思決定していくために設置しようとす
るもので、市長のリーダーシップの下、当該会議において、大局的な政策方
針を判断・決定し、政策会議において、当該政策を実現するための手段を決
定していく等、両会議を効果的に連携・活用していくことを想定していま
す。
また、（仮称）行政経営アドバイザリー有識者会議については、行政経営計
画を絶えず、市民との双方向対話の下、着実に推進するために設置しようと
するものです。現行の津市行財政改革推進委員会については、市長の附属機
関として、非常に重要な機関であると認識しており、当該委員会の役割も踏
まえ、（仮称）行政経営アドバイザリー有識者会議の機能、構成等につい
て、引き続き検討してまいりますので、ご理解をいただきますようよろしく
お願いいたします。
なお、ご意見を踏まえ、政策会議に係る記述について、次のとおり修正しま
す。
「本市においては、市政運営に係る課題等に関し、政策を実現する手段の決
定等を行う機関として、市長、副市長、課題事項に関係する部長、部次長等
で構成する政策会議を設置するとともに、（以下省略）」
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項目・頁 意見の概要 意見に対する考え方等

10 Ｐ１
１　計画の策定に当たっ
て

6～7行目で「本市においても････人口減少が続いています」
と記述しているが、この前後は、あくまで全国的な傾向や問
題とそれを踏まえた課題を論じており、その中に津市の事情
に関する記述が挿入されているのは、文意が混乱し誤解を招
くので、削除すべきである。
「日本創生会議・人口問題検討分科会」の発表が紹介されて
いるが、この組織は民間の任意のものである。世間の注目を
集めたことは事実だが、政府の見解や公式データでもなく、
津市の計画において引用することは適切ではなく、削除すべ
きである。

ご指摘をいただきました人口減少の状況につきましては、本市においても全
国的な傾向と同様に、人口減少社会が到来している事実を述べたものです。
また、ご指摘のとおり「日本創生会議・人口問題検討分科会」発表につきま
しては、民間の有識者で構成する会議からの発表ではあるものの、当該発表
や、発表に対する国民・自治体の反応等、国の動きもそういった全国的な反
応をきっかけとしているものと考えております。また、国が示す「まち・ひ
と・しごと創生長期ビジョン」等においても、当該発表について記述してお
り、ご理解をいただきますようよろしくお願いいたします。

11 Ｐ２ このページだけで4回、その後も、p.38、p.48など何度も
「（市民の）思いや願い」という表現が出てくる。間違いで
も不適切でもないが、行政計画においてこのような情緒的な
表現を多用することは相応しくない。分かりやすい表現は重
要だが、何を指しているのか曖昧な用語、捉えどころのない
表現の使用は、むしろ回避、抑制すべきではないか。
「寄り添う」、「心持ち」という表現も何回も使われている
が、論理的であるべき行政計画には基本的に馴染みにくい表
現だと思う。

津市役所の最大かつ唯一の目的は、津市民の皆様の思いや願いを一歩ずつ着
実に形にしていくこと、津市民の皆様のご期待にしっかりとお応えし続けて
いくことであると考えています。
その果たすべき役割や決意を分かりやすく市民の皆様にお伝えしてくため、
これまでの行政計画の表現に捉われず、このような表現としておりますの
で、ご理解をいただきますようよろしくお願いいたします。

12 Ｐ３２
Ｐ３９～Ｐ４４
Ｐ５５
Ｐ５７
Ｐ６１
Ｐ８１～Ｐ８４

パワーポイントで作成するような図が用いられている。図表
が適度に挿入された資料の方が分かりやすく親しみが持てる
のは事実だが、これらの図には、相当量の情報が盛り込まれ
ており、すみずみまで読んで、文章と併せて理解しなければ
ならず、このような表現スタイルは、計画の体裁として不適
切だと思う。
これらの図は、説明会などで、スクリーンに映し出して説明
するような機会に活用するのが適当だと思う。

ご指摘のとおり、各種図表につきましては、当該計画の内容をより分かりや
すく、ご理解を深めていただくために挿入しているものですので、ご理解を
いただきますようよろしくお願いいたします。

13 Ｐ５０ 12～14行目の文章は、「平成28年度中に公共施設等総合管理
計画を策定し、保有する公共施設等に係る現状把握や今後の
利活用方針の取りまとめを行います」に改めた方が文意が明
解になる。それに続く行も「今後においては、公共施設等総
合管理計画に基づき、」の方がベターだと思う。

ご意見を踏まえ、次のとおり修正します。

「本市においては、これら国の動向を踏まえ、平成２８年度中に公共施設等
総合管理計画を策定し、保有する公共施設等に係る現状把握や今後の利活用
方針の取りまとめを行います。」「今後においては、公共施設等総合管理計
画に基づき、（以下省略）」
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項目・頁 意見の概要 意見に対する考え方等

14 Ｐ５１ 10～12行目の文章は、「～機能等の最大化を図ります。」で
終わるべきであり、「市民の皆様の安全・安心な暮らしを守
り続けるための着実な価値の創出を図ります」は、抽象的か
つ曖昧で、削除した方がいいと思う。

ご意見を踏まえ、次のとおり修正します。

「今後においても、（省略）既存インフラの機能等の最大化を図ります。」

15 Ｐ５５ 「イ　新たな潮流への対応」の文章は、「これら新たな時代
の潮流に対して、的確に対応していく」＋「このことから」
＋「人口の確保を図ります」という構成になっているが、論
旨がつながらず、再考すべきだと思う。

ご意見を踏まえ、次のとおり修正します。

「地方創生の推進や、（省略）的確に対応していくことが必要です。これら
の課題に的確に対応し、本市の持続的な成長・発展を図るため、津市総合計
画後期基本計画の着実な推進はもとより、津市まち・ひと・しごと創生人口
ビジョン・総合戦略に位置付ける各種施策の着実な推進を図ります。」

16 Ｐ５６ 津市も中核市に移行する要件を満たすこととなったものの
「中核市移行」に対する津市のスタンス、考え方が定まって
いないことを書く必要はなく、中核市に関する記述全部を削
除した方がよい。

中核市への移行については、本市の現状を踏まえつつ、今後の社会経済情勢
等の変化を見極め、市民の皆様のご期待にお応えするに当たり、必要と判断
した際に、速やかに移行できるよう検討を進めている現状や現時点での考え
方を記述したものです。このため、主な取組項目においても「中核市移行の
検討」を位置付け、今後５年間を目途に方針を決定しようとするものですの
で、ご理解をいただきますようよろしくお願いいたします。

17 Ｐ６０ ウの(ｱ)の文章は、「有利な財源の確実な獲得」→「今、求め
られる事業を明確化」→「新たな投資力の創出に取り組む」
という文意になっていますが、考え方が逆であり、やるべ
き・やりたい事業を明確化し、それを実現するための財源を
見つけて獲得することが次に来るべきである。

ご意見を踏まえ、次のとおり修正します。

「（省略）思いや願いを着実に形にするため、今、求められる事業を明確化
し、合併特例事業債等の有利な財源の効果的活用や、社会資本整備総合交付
金、地方創生に係る交付金等の有利な財源の確実な獲得により、集中的な投
資を可能とする新たな投資力の創出に取り組みます。」

18 Ｐ６６ №59「公契約条例制定の検討」が計画期間の５年間、「準
備、推進」となっているが、計画の体をなしておらず、書か
ない方がいい。

「公契約条例制定の検討」については、国や他自治体の動向を見据え、現時
点においては、計画期間を通じて、条例制定の検討を行っていこうとするも
のです。また、当該条例の制定は、適正な賃金確保を目的に検討を行うもの
であり、適正な賃金の確保については、継続的な対応が必要であると考えて
おり、ご理解をいただきますようよろしくお願いいたします。

5/7
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19 Ｐ６６ №60と№61は、継続的に実施すべき施策内容だと思われる
が、H28単年度に「実施」するだけになっている。

ご意見を踏まえ、次のとおり修正します。

NO60　獣害対策の推進（獣害から農地を守るプロジェクトの創設等）

NO61　農業の多面的機能を支える地域共同活動の取組支援

20 Ｐ６７ №74「中核市移行の検討」は、書かない方がいい。 上記（NO16）と同様。

21 Ｐ６８ №82「公共施設の維持管理体制の見直し」は、次のp.69から
の「公的施設の在り方」で記述すべきではないか。

「公共施設の維持管理体制の見直し」については、当該取組により、人的資
源、財源の効果的活用を図ろうとすることから、組織力・職員力及び投資力
に係る主な取組項目に位置付けているものです。なお、公共施設について
は、資産力に係る主な取組項目においても、「公共施設の機能集約、多機能
化」及び「公共施設及び公有地の有効利用の推進」を位置付けていますの
で、ご理解をいただきますようよろしくお願いいたします。

22 Ｐ７１ №109「安濃ダムに係る小水力発電の推進」がH28「実施」、
H29｢検証｣となっているが、継続的に取り組むものではないの
か。

ご意見を踏まえ、次のとおり修正します。

H28 H29 H30 H31 H32
◎

（売電
開始）

○ ○ ○ ○

H28 H29 H30 H31 H32
◎

（プロジェ
クトチー
ム設置）

○ ○ ○ ○

H28 H29 H30 H31 H32
◎

（関係機
関との意
見交換
等）

○ ○ ○ ○
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項目・頁 意見の概要 意見に対する考え方等

23 Ｐ８２
Ｐ８３

「（仮称）津市経営会議」と「（仮称）行政経営アドバイザ
リー有識者会議」は、市が設置するもので、本計画がその根
拠となることから「（仮称）」をつけているのはおかしいと
思う。ただし、本計画自体が、まだ「（仮称）」をつけてお
り、「（案）」を取っても「（仮称）」が残るようなら、必
ずしもおかしくはない。

（仮称）津市経営会議及び（仮称）津市行政経営アドバイザリー有識者会議
については、その具体的な構成や役割について、今後、検討していくことと
しており、役割等に応じて、よりふさわしい名称にしていく必要があるた
め、当該計画においては、（仮称）としておりますので、ご理解をいただき
ますようよろしくお願いいたします。
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