
第 3次会津若松市行政システム改革プラン（案）に関するパブリックコメントの結果

１　募集期間

　　平成 25年 2月 20日（水）～平成 25年 3月 21日（木）

２　周知方法

　　市政だより、市ホームページでの広報

　　市政情報コーナー、各市民センター、各支所での閲覧

３　提出方法

　　持参・郵送・ファックス・電子メール

４　意見提出者数

　　14名

５　意見提出件数

　　48件（類似のものを統合）

【意見の要旨と市の考え方】

№

プラン

冊子

ページ
項目 案に対する意見 意見に対する市の考え方

1 P１ 第2次会津若

松市行政シス

テム改革プラ

ンの総括

平成23年度末の取組状

況が78.9%になっているが、

内部的、一面的な評価で

あり、市民満足度につな

がっていない。

（全 3件）

　プランの評価は、会津若松市行政シス

テム改革懇談会で協議いただくとともに、

行政運営の革新度合いにかかる全国的

な調査で日本経済新聞社が行っている

「経営革新度調査」の結果も参考に行っ

たものです。

　なお、第3次プランの進捗状況の公表

にあたっては、市民の皆様にわかりやす

いよう検討していきます。

2 P2 現状認識

「東日本大震

災からの復

興・再生」

福島第1原発の事故により

甚大な風評被害をもたら

したとあるが、現実的に放

射性物質が検出されるな

ど、実際に被害を被って

いることから、「風評」の文

言は削除すべきである。

　また、将来に向けて風化

させない取組も必要であ

る。

（全5件）

　「風評被害」にとどまらず、広い意味で

「被害」を受けたことから、「本市の観光

及び観光関連産業、農業等に様々な被

害をもたらしました。」に修正します。

　また、地域防災計画の見直しなど、東

日本大震災をふまえた取組を進めてい

きます。



№

プラン

冊子

ページ
項目 案に対する意見 意見に対する市の考え方

3 P2 現状認識

「新しい公共

の担い手との

協働」

市の勝手な都合が優先さ

れ、行政サービスを肩代

わりさせられる関係では困

る。地域のことは地域で決

めるといった住民自治の

考え方に基づく地域づくり

と関係づくりを進めるべき

である。（全2件）

　地域からの要望の把握と進行管理に

も取り組んでいるところであり、多様化・

複雑化する地域の課題を解決するため

には、行政だけでなく、多様な主体が互

いの立場を尊重し、協働しながら取り組

む必要があると考えております。

4 P3 改革の基本

目標

「組織風土の改革」とは具

体的に何をさしているのか。

「お役所仕事」とか「たらい

まわし」とかなのか。若松

市をどんな市にしたいの

か、そのためにどんな組

織改革が必要なのか具体

的に示してほしい。

　P15「(2)職員のスキルアップと組織風

土改革」において記載している「人材育

成基本方針」において、組織づくりにつ

いて、「市民本位・市民主体意識の徹

底」「学習的職場風土づくり」「目標管理

型の組織運営」「他部門間交流の促進」

を掲げ、ポジティブな組織への変革に向

け、取り組んでいくこととしています。

5 P4 改革の基本

的視点

持続可能な運営体制の構

築とあるが、「幼児教育」に

ついては、効率や歳出削

減、施設管理からだけの

視点ではなく、将来の有り

様と市の責任、各地域の

均衡ある発展の視点から

検討すべきである。

　市が行う事務事業の実施においては、

住民の福祉の増進を図ることを基本とし

ており、その事務事業の推進にあたって

は、市民起点の視点から効率性や地域

性なども含め、総合的に検討していく必

要があると考えます。

6 P5～6 市政の透明

性の確保

各種委員会や計画策定

に際して、公募枠（幅広い

年代、女性）を拡大すべき

である。（全3件）

　P6において取組項目として「附属機関

の適切な運営」を掲げており、ご意見の

とおり、公募委員や女性委員の拡大に

取り組んでいくこととしております。

7 P5～6 市政の透明

性の確保

合併による弊害として支所

には権限と財政の裏づけ

がなくなっている。支所機

能の強化を図るべきであ

る。（全3件）

　それぞれの地域の振興については、

全市的な対応が必要と考えており、長期

総合計画における地域別将来展望に基

づき各所管の取組を進める必要がある

と考えております。

8 Ｐ6～7 参加と協働に

よるまちづくり

の推進

情報発信にあたっては、

高齢者など情報弱者に配

慮するとあるが具体的にど

のようにして周知するのか

。　（全2件）

　市政だよりや新聞への折込チラシ、テ

レビやラジオ、市政情報コーナー等での

閲覧など多様な手段により情報発信を

行ってきたところであり、今後もできるだ

け多くの方にご覧いただけるよう、より効

果的な手段を検討し、インターネットを利

用しない方への配慮も継続して検討して

いきます。



№

プラン

冊子

ページ
項目 案に対する意見 意見に対する市の考え方

9 Ｐ6～7

全体

参加と協働に

よるまちづくり

の推進

横文字が多く理解できな

いので、工夫が必要であ

る。（全3件）

ご意見をふまえ、わかりにくい語句につ

いては、説明を加えることとします。

10 Ｐ9 アウトソーシ

ングの推進

アウトソーシングの推進に

より、市民の負担の増大と

市民サービスの低下につ

ながるので、再検討すべ

きである。（全4件）

　アウトソーシングが必ずしも市民の負

担感や市民サービスの低下につながる

ものではなく、また、これまでのアウト

ソーシングの実績でも民間の創意工夫

による行政サービスの向上や経費の削

減などの効果をあげています。

　なお、具体的な取組にあたっては個別

事案ごとに、メリット・デメリットを検証し

ながら、最終的な対応を決定してまいり

ます。

11 Ｐ9 公共施設の

適正な運営

管理

幼稚園や保育所のあり方

について、民設民営では

なく、今後も公立を維持す

べきである。（全11件）

　本市における幼児教育・保育につきま

しては、長年に渡り、学校法人、社会福

祉法人等により熱意のある質の高い取

組がなされております。北会津地区統合

幼稚園・統合保育所については、こうし

た点を踏まえ、実績のある法人による事

業実施を視野に入れ、検討しているとこ

ろです。

12 Ｐ10

～P１１

市有財産の

積極的な活

用

4月よりNTTフロアを借用

するとのことであるが、支

出を抑えるため、北会津・

河東支所を活用すべきで

ある。

これまで北会津支所には消防本部を、

河東支所には監査事務局や埋蔵文化

財センター河東分室等を移転し有効活

用してきたところであり、引き続き活用に

ついて検討してまいります。

13 P10

～P11

使用料・手数

料の適正化

安い料金で利用し健康維

持・増進を図ることで結果

的に医療費削減につなが

るので、今後も利用しやす

い施設・料金を提供すべ

きである。

　使用料・手数料については、受益者負

担の観点をふまえ、他市の状況や各種

審議会等での議論に基づき、個別に検

討してまいります。

14 P11 安定的な財

政基盤の構

築

総人件費の抑制のため、

正職員を臨時職員にする

とあるが、臨時職員では対

応できないことがあり、効

果的とは思えない。

　一律に臨時職員等で対応するもので

はなく、一時的や時限的な業務や、補助

的業務についてはそれぞれ、任期付職

員や臨時職員など効果的な活用を検討

してまいります。



№

プラン

冊子

ページ
項目 素案に対する意見 意見に対する市の考え方

15 Ｐ13 行政組織の

見直しによる

効果的な業

務の推進

環境生活課を「くらしの安

全課」に改編し、諸問題の

受付窓口とし、現在の環

境生活課は環境問題の専

門部署とすべきである。

　ご意見の内容につきましては、組織機

構の点検・見直しの中で検討してまいり

ます。

16 全体 パブリックコメントの広報及

び周知について、2月20

日から3月21日の1ヶ月間

であったが、市政だよりは

3月1日号であった。ホー

ムページに記載したといっ

ても、情報弱者に配慮し、

十分な周知期間がとれる

よう改善すべきである。

（全3件）

　プラン（案）の決定時期との関係から、

3月1日号の市だよりに掲載したものであ

りますが、十分な周知期間の確保の点

について、今後改善してまいります。

　なお、ホームページを利用しない方に

も配慮して市政情報コーナーや支所・市

民センター等においてもプラン（案）を閲

覧できるようにしたところです。

17 その他 屋外の広告物は、大小に

係わらず届出してもらう。

仕事が煩雑になるかもし

れませんが規制する必要

があります。

屋外広告物については、「福島県屋外

広告物条例」に基づき制限されたり、市

町村への届出が義務づけられており、

今後も条例に基づき事務を進めてまいり

ます。

18 その他 男女共同参画については、

既に女性の方が強くなっ

ている部分があり、社会進

出も行われ、十分である。

　男女共同参画については、本市におい

てもすべての面で進んでいるとは言えな

い状況にあります。そのため、男女共同

参画社会の実現に向けて、女性のエン

パワーメント（能力の引き出し）として、講

座の開催等を行い、多くの方に参加いた

だいているところです。　講座を受講され

た方の中には、市の審議会委員として

参加いただくなど活躍されている方もお

られ、取組は引き続き必要と考えており

ます。

19 その他 市政だより3月1日号に

サービス向上運動の件が

掲載されていましたが、と

てもよいことなので、実行

して明るく住みよい会津若

松になるようがんばりましょ

う。

　サービス向上運動については、継続的

な取組として定着していることから、プラ

ンの取組項目としては記載しておりませ

んが、引き続き取り組んでまいります。


