
働き方改革ロードマップに対する各部からの意見等および各意見等に対する対応

№ 分野 部 事項 意　見　等 意見等に対する対応

1

　働き方改革を実現するためには、まずは既存の事業・業務の抜本的な見
直し・削減を行うことが最も重要である。
　その点を疎かにしたまま、新たな手法により業務の効率化を進めたとして
も、そこで生み出した時間が新たな事業や業務に振り向けられることとなり、
根本的な働き方改革（時間外勤務の削減）につながるとは思えない。
　業務効率化の手法の検討以前に、既存事業・業務に対する職員の意識改
革を図ることが先決であると考える。

　働き方改革＝時間外勤務の削減ではありませんが、働き方改革のポイン
トは、生産性の向上であり、その結果として時間外勤務が縮減されるものと
考えていますが、業務の効率化等を進めていくためには、既存の事務事業
を見直していくことは言うまでもありません。
　BPRの視点が重要だと考えています。

　　（※BPR：既存の業務の構造を抜本的に見直し、特にサービスを受ける
側から見て不必要なプロセスを省いて業務の流れを再構築し、最適化する
こと。）

2
職員が自ら働き方を
見直し、変える環境
づくり

　具体的にどのような環境を指すのかイメージしにくい。 　PLAN1の目指す姿に掲げているものをイメージしています。

3 目標と具体的施策

　目指すべき姿である「政策の質や行政サービス向上」や「職員の成長（達
成感と成長可能性）」、「優秀な人材の確保」といった目標に対し、今回ＰＬＡ
Ｎ１～３の具体的な施策では、直接対応するものがないように思われるがど
うか。

　掲げている目標と目指す姿は、PLAN1からPLAN3のメニューの成果が出
ることにより達成されるものと考えています。
　例えば、優秀な人材の確保では、このまま旧態依然とした働き方を続けて
いけば、より改革が進む民間への人の流れが加速することも予想され、公
務部門における人材確保への影響が懸念されることから、優秀な人的資源
の確保という面からも取組が必要であると考えています。

4
ＰＬＡＮ１～ＰＬＡＮ３
全体

　働き方改革の意義を明確にし、庁内が一丸となって取り組んでいくため
に、下記①～③の事項をロードマップ内（または別途）に整理すべき。

①働き方改革による業務効率化等を通じて、最終的に市民福祉の向上を図
ろうとしている点を職員間で共有するため、解決しようとしている課題を該当
施策に対応するかたちで整理する。

②リーダーの率先した姿勢を内外に示すためにも、理事者や経営層ができ
る働き方改革についても、アクションプラン等に具体的に記載し、取り組む
べき。

③ロードマップの内容は、素案を基本としながらも、ＰＤＣＡサイクルを機能さ
せ、随時見直しを加えながら推進してほしい。
そのなかでは、列挙された施策全部を同時並行することに固執せず、施策
優先度を随時点検し、優先度の高いものから集中的に改革・実現するなど
して、職員や市民の目に見える成果を着実に上げていけるよう進めてほし
い。

　①および②については、今後別途整理を行います。

　③については、ロードマップのメニューは、予算が伴うものもあり、現時点
では一部を除いて検討段階ですが、常に業務の見直しやアウトソーシング
等を検討しながら、可能なものからすぐに実行していくというスタンスで、少
しずつ成功事例を積み上げていく必要があり、まずは挑戦し、改善点があれ
ば随時見直していくという「トライ＆エラー」を繰り返しながら進めていくこと
が重要であると考えています。

総務部
都市計画部
建設部

全般

【報１－２】
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5

　働き方改革は、組織のトップをはじめとする管理職の意識改革、事業廃止
の不断の実行によって実現されるものであると考える。原案では、実務担当
者の業務効率化、スキルの上達によってのみ実現されるような表現に読み
取れ、実務担当者の業務改善のみ求められている印象を受けてしまう。

　PLAN1では「職員の意識改革と多様で柔軟な働き方の実現」を目標として
います。これにはトップをはじめとする管理職の意識改革が何よりも重要で
あると考えています。
　それを前提として、PLAN2、PLAN3による業務効率化等により職員の負担
軽減等を図ることとしています。

6
【審1-参考1】働き方
改革の取組

　参考資料１の働き方改革の取組みＰ４の総括で、『「働き方改革」の必要性
について「何とかして改革しなければ」という積極性が乏しい。』という課題が
浮き彫りになりましたが、この課題に対する根本的な解決方法や方向性が
具体的メニュー等で示されない限りは、マインドの醸成が上手くいかないよう
な気がします。

　職員の意識改革が必要であることは上記にも記載のとおりですが、これま
での取組のなかで、そこに委ねるだけではおのずと限界があることも課題と
して考えられることから、今年度の働き方改革プランの中で「MIND & SKILL」
を掲げているように、ロードマップのなかでPLAN2、PLAN3に取組み、具体
的に目に見える成果を積み上げていくことにより、さらにマインドの醸成を図
ろうとしているものです。

7
PLAN1、PLAN2、
PLAN3の同時実施

　働き方改革において、組織の能率向上の手段として、組織での情報共有
等を進めることとされ、各所属に働き方改革リーダーを配置し取り組んでい
る中、PLAN１の各職員の多様な働き方（フレックスやテレワーク等）を同時
に進めることは、各所属での情報共有を困難にしながら、共有を進めるとい
うことであり矛盾している。
　働き方改革の実施手順は、PLAN2（PLAN3）がベースであり、BPR等の意
識改革、業務効率の向上に先ずは取り組み、その結果生じる余裕分を多様
な働き方の実現に振り分けるなど、同時実施ではなく、一段ずつ階段を踏
み、検証し、次に取り組むべき。
　よって、PLAN１は平成32年度以降（平成31年度の評価を持って導入を検
討）とすべき。

　情報の共有は、あらゆる場面において職務遂行の大前提であると考えま
す。

　働き方改革を進め、ワーク・ライフ・バランスの実現（多様な価値観、生き
方、ライフスタイルを容認できる職場づくり）を図るためには、職員の意識改
革が必要であり、これまでに取り組んできた項目も含まれるPLAN1も並行し
て進めることとしています。

8
利便性のあるスマー
トな市民サービスの
実現

　表現が観念的でゴールが見えない。ワンストップサービスをもって「スマー
ト」なのか、そこより先を見据えているのかよくわからない。

　「スマート」の意味するところは、AI・RPA等の技術が処理できるものはすべ
てそれらの自動処理に任せ、職員は企画立案業務や市民への直接的な
サービス提供など職員でなければできない業務に注力することで、職員の
負担軽減や市民満足度向上につながる付加価値の高いサービスの提供と
いう意味等を含めて使っており、ワンストップサービスだけを指すものではあ
りません。

9
総合窓口の導入とア
ウトソーシングの一
体的推進

　窓口の集約化・バックヤード業務等のアウトソーシングの実施に当たって
は、市民サービスの向上や職員の働き方改革の側面はあるが、多額の財
政負担を伴うものであり、十分な費用対効果の検証を行った上で、職員の
削減や雇用計画の見直し等とセットで、慎重に議論すべきである。

　PLAN3の具体的施策の名称を「総合窓口化とアウトソーシングの一体的
推進の検討」と改め、財政的な観点も踏まえたなかで、今後も議論を進めま
す。

総務部
都市計画部
建設部

総務部
都市計画部

全般

市民サービ
ス、アウト
ソーシング
等
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10 具体的施策について

ＰＬＡＮ１~３の各項目の相互の関連性が見えにくい。
（ex.「コミュニケーションを活性化」することで「シェアリングエコノミー」が広が
る。「業務プロセスの簡素化」をすることで「バックヤード」や「電子申請」での
処理が可能になる。etc… ）
　項目ごとにすぐに対応できるもの、特定の所属でのみできるもの、全庁的
に考える必要があるものなど、実施に向けて難易度が異なるものが混在し
ており、一律のペースで進めるのではなく、すぐやるもの、時間をかけて丁
寧に進めるものなどの分類も必要であると考える。
　できることから着実に、また段階を踏んで進めていくプロセスを踏むことが
必要で、多様な業務・人材がある中で、一足飛びの実施は困難と考える。い
つ何をどのように変えていくのか、十分に議論し、丁寧に進めるべきである
と考える。

　ご指摘のとおり、ロードマップにおいては3か年でそれぞれどのように進め
ていくかを示しており、すぐにできるものや既に取組を始めているものについ
ては、検証をしつつ見直しや拡大を行い、新たに取り組むものについては十
分に議論しながら進めていく予定です。

11

ＰＬＡＮ２
ＰＰＰ・アウトソーシン
グの推進

　これまでから公民連携やアウトソーシングについて庁内検討を進めてきた
が未だ本格導入に至っていない背景には、財政面、制度面、技術面等多岐
にわたる課題があるものと考える。引き続き、現状に即した検討を行い、実
現に向けた取組を着実に進めてほしい。

　引き続き、実現に向けた取組を進めます。

12
在宅勤務・テレワー
クの普及

　テレワークについては、試行運用の成果（検証結果）がどうだったのかの
説明が必要では。課題等を含めて、運用を拡大していくべきなのか、制度設
計を再考すべきなのかの議論が必要ではないか。

　H30年2月～3月の試行実施について検証を行い、事前準備やコミュニケー
ション等における運用上の課題があることから、本格導入後においてさらに
多くの事例を重ね、制度の見直し等を行っていきます。

13
フリーアドレスオフィ
スの導入

　民間企業での取組や運用方法をそのまま行政に導入するのはハードルが
高いのでは。コミュニケーションの活性化が期待できる反面、窓口サービス
の低下や職員の集中力の低下など、マイナス面も考えられるため、実施に
必要な経費や労力に見合うだけの効果があるのか十分に検証が必要であ
る。

　民間企業だけでの取組ではありませんが、国や先進市の取組を参考に検
討を行います。

14

　多様性のある働き方を容認していくことは大事であるが、制度利用者以外
の職員にかかる負担が増える場合も考えられることから、職員間で不満や
不公平感が生じないようにするためにも、適正な評価方法を別途定めていく
必要がある。

　職員それぞれが多様な働き方を尊重する職場風土の醸成が今以上に必
要だと考えますが、ロードマップの進捗については、PDCAサイクルを回して
検証していく予定です。

ＰＬＡＮ１
職員の意識改革と多
様で柔軟な働き方の
実現

総務部
都市計画部
上下水道部

総務部
都市計画部

市民サービ
ス、アウト
ソーシング
等

オフィス改
革等
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15

　在宅勤務やテレワーク等の新しい働き方が導入済みであることが職員間
に浸透しておらず、また所属員が制度活用することによって業務に生じる影
響が不明確であることから、制度活用に積極的になれない所属や職員がい
ると思われる。
　新しい働き方が事実上特定の部局・所属だけの制度とならないよう、随時
制度周知を行うとともに、今後、各所属の業務内容に照らして、新しい働き
方の導入に支障となっている課題を整理・解決し、将来的には、なるべく多く
の所属で幅広い種類の働き方が可能となるよう検討を進めてほしい。

　導入済みのものについては、その周知および検証が必要です。

　例えば業務の効率化等によって生み出された時間やマンパワーを、他の
業務に充てることも考えられることから、ご指摘のように課題を整理しなが
ら、組織として多様な価値観、生き方、ライフスタイルを容認できる職場づく
りに取り組むことが必要だと考えています。

16 在宅・テレワーク

　導入済であり、利用の拡大、利用の定着とあるが、利用の拡大とは人数の
拡大なのか、利用対象者の拡大なのか、対象業務の拡大なのかわかりにく
い。
　拡大、定着を進めるためには、事例研究、課題等の検証や研修、周知が
必要と思われる。また、各所属での取組みには限界があり、テレワークに特
化した部署の設置や柔軟な人事異動も必要と思われる。

　PLAN1の目指す姿に掲げている「時間制約」があることを前提としたマネジ
メントや働き方の実現等のための手段であり、それぞれ拡大していくことも
重要ですが、これがかえって長時間労働を招いては本末転倒であり、労働
時間管理の整理等の制度検証を今後も進めます。

17
ペーパーレス化の促
進

　ペーパーレス化は、会議における職員の論点整理能力、理解力、説明力
など相応の能力を持って初めて実現可能であり、安易な導入促進は、会議
の非効率化や説明者の負担増を招くことになりかねないので、慎重に進め
るべき。職員の能力の育成が先決である。
　また、安易にやり方を強制するのでなく、ＴＰＯに応じてどのようなやり方が
効率的なのか（紙媒体資料を作るのか、パワポを使うか、口頭で説明する
のか）を考えた上で、実践していくべきであると考える。

18
ペーパーレス化の推
進

　部長協議・理事者協議等のたびに同じ資料を複数部、何度も印刷・調製す
るのは時間的にも資源的にも無駄が多いと考えます。
　また、「念のため」に求められる資料が多い現状、このような資料に対し優
先的にペーパーレス化を推進することは業務の効率化の手段として有効だ
と考えます。紙であることの利点も理解しつつも、段階的なペーパーレス化
を行っていけばよいのではないでしょうか。

19
ペーパーレス化の促
進

　定例的な会議や協議など、ルールを決めやすいものから積極的に資料の
電子化を取り入れていくことがペーパーレス化の促進に繋がるのではない
でしょうか。

20

時間の制約がある
職員も含めて全職員
がその能力を最大限
発揮

　時間の制約があることと、能力を発揮することは別の話である。「時間をか
けることが成果につながる」ことを前提にした表現ではないか。

　「時間をかけることが成果につながる」ことを前提にはしていませんが、「時
間の制約」があることを前提としたマネジメントや働き方の実現（3ページ）を
目指しています。

ＰＬＡＮ１
職員の意識改革と多
様で柔軟な働き方の
実現

総務部
都市計画部
上下水道部

　ペーパーレス化は、例えば会議等における準備にかかる手間を削減する
だけでなく、会議のあり方も変えて、説明よりも議論に時間を費やせるメリッ
トがあることなどが考えられます。
　こうしたメリットや効率的なやり方を職員が意識しながら取り組むことが重
要であり、現在のLAN環境下でも工夫次第で十分に可能なことから、会議等
の目的や内容に応じた手法など、制度や運用面で絶えず見直しを行ってい
くことが必要と考えています。

総務部
子ども家庭部

総務部
子ども家庭部
建設部
教育委員会

職員配置等

オフィス改
革等

ペーパーレ
ス化
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21
働き方改革プランの
目指すべき姿

　素案には「職員が、健幸でやりがいをもって働き、成長できる」「時間の制
約がある職員も含めて全職員がその能力を最大限発揮」と記載がありま
す。
　所属間の残業時間の差が大きいと思いますが、職員の意識改革や事務
事業の効率化だけではその差は埋められないのではないでしょうか。
　余裕のある課から年間通じて繁忙である所属へ、優秀な人材を異動させ
ていただきたく、ご配意をお願いします。

　業務に応じた適正な人員配置については常に考慮する必要があり、これ
を前提としながら、ロードマップの取組を進めていくことが必要だと考えてい
ます。

22 職員の意識改革
　限られた職員数で業務にあたっていることから、全庁的に残業がなくなる
ことはないと思いますが、原課側の意識改革や業務効率化だけでなく、人事
側も残業時間の平準化について考慮いただきたいと考えます。

　業務に応じた適正な人員配置と、人手をかけない業務体制への転換（業
務改革）を進めていくことが必要だと考えています。

23

【審1-参考1】働き方
改革の取組

成果
適正な職員配置

　今後、市役所全体の業務が減る見通しがない中、時間外削減のためだけ
に職員を増員すると、職員のスキルや業務効率化への取り組みが鈍化する
とともに、将来の財源負担となる可能性がある。超過勤務時間の平均値を
下げるためだけの安易な職員の増員ではなく、ワークライフバランスを実現
し、重病者等を出さない為の職員配置は必要であると考える。

　ご指摘のとおりですが、ワーク・ライフ・バランスの実現を図るためにもロー
ドマップの取組が必要であると考えています。

24
【審1-参考2】具体メ
ニュー案

　組織として生産性向上を促進するための新たなメニューの創設（ビルド）が
中心となっていますが、全体的な職員の基礎能力を底上げしていくようなメ
ニューを加えても良いと考えます。
　また、各メニューを主に所管する職員課、行政経営課、情報政策課の負担
が増える割に、これらのメニューを実際に職員がどれくらい求めていて、ど
れくらい活用されるのかという成果が見えにくいと感じます。

　職員の能力向上については、研修やOJTにより、これまで以上に強化して
いきます。
　PLAN2、PLAN3を中心に組織としての生産性向上に取組み、職員の負担
軽減を図ることがこのロードマップのひとつの目的であり、新たな技術の活
用等を含む業務プロセスの見直しを通じた、人手をかけない業務体制への
転換（業務改革）を進めていくことは、今後の人口減少、超高齢社会を乗り
切っていくためにも必須であると考えます。

25 人員配置について

　業務の効率化・ライフワークバランスとサービス向上をバランスよく保つに
は、最低限の人員確保が必要。各所属の業務内容によっては、ロードマップ
に当てはまらない所属もある。特に人員不足の課では、効率化とサービス
向上をバランスよく行えるよう改善が求められる。
　また、各所属の特性、職員の能力や適性も考えた機構・人事配置がない
と、「働き方改革」以前の問題が解決できない。

　前述のように、業務に応じた適正な人員配置は必要なことと考えていま
す。

26
【審1-参考2】具体メ
ニュー案

　ビルド＆ビルドで職員は疲弊しています。真に市民にとって公平・平等に
必要なサービスに特化していくべきであると思います。

　職員の負担軽減と市民満足度向上につながる付加価値の高いサービス
の提供がこのロードマップのひとつの目的です。制度移行時に一時的に負
担増になる場合も考えられますが、中・長期的にみて負担軽減となるよう取
組を進めます。

総務部
子ども家庭部
建設部
教育委員会

職員配置等
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№ 分野 部 事項 意　見　等 意見等に対する対応

27 ＰＬＡＮ１

　勤務時間と窓口開庁時間とを区別する。窓口所管課は、窓口開閉準備の
ため、８時３０分前と１７時１５分後の時間外勤務が発生する。具体例とし
て、フレックスタイム制度の検討とあるが、それとは別に、窓口時間を前後１
５分程度ずつ勤務時間から短縮された時間であれば、時間外が発生しない
勤務が可能であるので、窓口開庁時間の検討をされたい。

　今後の検討課題のひとつであり、時差勤務制度等の導入状況を見ながら
検討していきます。

28
ＰＬＡＮ３
マイナンバーカード
の普及促進

　「マイナンバーの普及」は「マイナンバーカードの普及」とされたい。ここで
は、マイナンバー制度についての理解が浸透することではなく、カードそのも
のの普及を目指すものである。
　また、具体メニューとしては、全職員にマイナンバーカードの所持を義務付
けるなど、職員自ら普及促進する姿を市民に示すことを検討してはどうか。

　ご指摘のとおり「マイナンバーカードの普及」とします。
　職員も含めた普及・拡大の取組を継続すべきだと考えます。

29
「KusatsuSmart
Project」取組のス
テップ

コアメンバー等が何か（誰か）イメージができない。
説明が必要ではないか。

　まずは職員課、行政経営課、情報政策課が中心となり、具体的なメ
ニュー、年次計画等の詳細な検討を行っていくなかで、RPA等の取組の関
係課がコアメンバーになると考えています。

30
カタカナ表記につい
て

　総括副部長会議での意見にもあったように、カタカナ表記が非常に多い。
注釈をつけても件数、注釈記載が多く、何を言いたいか分かりにくい。極力
カタカナ表記を少なくし、より分かり易い日本語表記にかえるべきである。

　カタカナ表記や英文字表記で定着しているものもありますが、できる限り平
易な表現に努めています。

まちづくり協働
部
建設部
教育委員会

その他
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