令和３（2021）年２月 18 日（木） 午前８時 40 分～午前 11 時 00 分 ５階全員協議会室（調整会議）
令和３（2021）年２月 22 日（月） 午前９時 30 分～正午
５階全員協議会室（政策会議）

令和２（2020）年度

第 23 回政策会議・調整会議

＜報告＞
令和３年度健康マイレージ事業（新規）の実施について（保健センター）
<概要>
令和３年度から、20 歳以上で多治見市在住・在勤者を対象に、健康意識の向上と健康づくり
の定着を目的とした健康マイレージ事業を実施する。
政策会議
了承
調整会議
了承
【政策会議での主な意見】
① 取り組み期間の間ずっと実施しなければならないか。
→健康づくりメニューは４週間チャレンジとしているため、特定の４週間のみがポイントの対象とな
る。参加メニューは、健康づくりメニューの期間とは関係無く、取り組み期間に実施した事業に対し
ポイントを付与する。
② 市職員も積極的に参加すること。
【調整会議での主な意見】
① 在住だけでなく、在勤も対象としたのはなぜか。
→若い世代の取組を増やすこと、積極的な参加と周知を、連携協定を締結している企業にお願いする
ため、在勤者も対象とした。
② 「健康づくりメニュー」について、目標の達成状況はどのように把握するのか。
→参加者自身が、「チャレンジシート」に目標を記入し、達成状況を４週間記録する。
③ 20 歳以上が対象となっているが、若い世代に取り組んでもらうため、18 歳以上としてはどうか。
→健康診断の対象年齢が 20 歳以上となっているため、それに合わせて 20 歳以上とする。
④ 今まで参加者の固定化が課題となっていたとの説明だったが、これにより広く展開出来るか。
→連携協定を締結している企業への呼びかけや、充実させた特典によって、拡大を見込む。
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第３弾 ありがとうキャンペーン等の実施について
（産業観光課・高齢福祉課・福祉課・保健センター）

<概要>
ＴＡＪＩＭＥＡＬＧＯ 第３弾企画として、以下のキャンペーン等を行う。
（１） ありがとうキャンペーン 多治見市の医療、介護、障がい者施設の従事者対象に、Ｔ
ＡＪＩＭＥＡＬＧＯの食事券を贈呈
（２） テイクアウト １食 200 円オフ
（３） スイーツ＋ 200 円オフ
政策会議
了承
調整会議
了承
【政策会議での主な意見】－
【調整会議での主な意見】
① 終了予定は、いつ頃か。
→『スイーツ＋』はホワイトデー前、『テイクアウト』は４月中旬頃を想定している。
② 介護事業所や障がい者施設に対して、どのように食事券を配布するか。
→各施設の担当課（福祉課・高齢福祉課）の窓口で受け取ってもらう。

２
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第３回たじみビジネスプランコンテスト最終審査会の結果について（産業観光課）
<概要>
第３回たじみビジネスプランコンテスト最終審査会（無観客・ＷＥＢ生配信）において、ファ
イナリスト６組の中から、まちなかグランプリ及び創業グランプリ受賞者を決定したため報告
する。
政策会議
了承
調整会議
了承
【政策会議での主な意見】
① コロナ禍における財政支援の状況はどのようか。
→20 件が開業しており、19 件から申請が出ている。現時点では、出展した店舗の中でコロナによる閉
店はない。
【調整会議での主な意見】－

３

多治見で働こフェス（Ｗｅｂ合同説明会）の開催について（産業観光課）
<概要>
３月 20 日（土）10 時から 16 時まで、オンラインにて多治見で働こフェス（Ｗeb 合同説明会）
を開催する。
政策会議
了承
調整会議
了承
【政策会議での主な意見】
① 多治見で働こプロジェクトを通して 33 名の採用が予定されているが、支援金は 30 人となっている。
予算は足りているか。
→先着順での対応としている。また、１社につき２名分までとしているが、３名以上採用している会
社もあるため、現行の予算の範囲内で対応する。
【調整会議での主な意見】－

４

持続可能な地域創造ネットワーク災害支援協定について（企画防災課・環境課）
<概要>
「環境自治体会議」及び「環境首都創造ネットワーク」が統合して設立された「持続可能な地
域創造ネットワーク」による災害協定を締結する。
政策会議
了承
調整会議
了承
【政策会議での主な意見】
① 支援の種類が多くあるが、今までに実績はあるか。
→派遣の要請や協定にある支援において、現時点で実績はない。
【調整会議での主な意見】－

５

令和２年度リサイクルステーション職員立ち番研修の結果について（環境課・人事課）
<概要>
令和２年度リサイクルステーション職員立ち番研修の結果を報告する。来年度もリサイクルス
テーション職員立ち番研修を実施する。
政策会議
了承
調整会議
了承
【政策会議での主な意見】
① 資源の出し方がおおむね良好という状態であるが、今後の研修についてどのように考えているか。
→排出方法については定着してきているが、１人の職員が単独で市民の方に対応する経験の機会はあ
まりないため、職員の研修という面でも実施していく。
【調整会議での主な意見】

６
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① 駐車する場所が無いところもあり、職員が路上駐車していることを課題として認識しているか。
→駐車場所の確保が難しいステーションについては、該当職員から相談があった場合、環境課も可能
な範囲で選定について協力しているのでご理解願いたい。
② 市民対応能力については、通常業務の中で十分育成されていると思うが、特に立ち番研修において期
待する効果は何か。
→担当業務の枠を超え、環境行政や広く市政全般について市民の率直な意見を聴く機会は有益だと認
識している。
③ 新入職員は 1 年目から立ち番研修をすることとなっているか。
→新入職員は、1 年目はごみ処理場で研修を行い、2 年目から立ち番研修に参加している。

多治見市生活排水処理基本計画の見直しについて（環境課・工事課・施設課）
<概要>
平成 23 年１月に策定した「多治見市生活排水処理基本計画」について、計画策定から見直し
時期である 10 年が経過したため、見直しをする。
政策会議
了承
調整会議
了承
【政策会議での主な意見】－
【調整会議での主な意見】－

７

水道部における分掌事務の一部変更について（上下水道課・工事課）
<概要>
令和３年４月１日からの株式会社多治見水道技術センターへの窓口業務の委託化に併せて、水
道部における分掌事務の一部を変更する。
政策会議
了承
調整会議
了承
【政策会議での主な意見】－
【調整会議での主な意見】
① 受託業者の準備は順調か。
→実際に 4 月から勤務する職員が研修として来庁している。

８

令和２年度ストレスチェックの実施結果について（人事課）
<概要>
令和２年度ストレスチェック実施結果を報告する。
政策会議
了承
調整会議
了承
【政策会議での主な意見】
① コロナウイルスの影響でストレスが増えたり、今までストレス発散していた方法がコロナによって制
限され、ストレスが溜まっているということは考えられないか。
→原因としては考えられるため、ケアをしていくことが必要。今回の結果からは、部署によりストレ
ス者に偏りが見られたことから、働きやすい職場形成がどの部署でもされるよう、研修を通してフォ
ローしている。
【調整会議での主な意見】
① どのような職員が、高ストレス者の中で専門医の面接を受けたか。
→人事課から高ストレス者に勧奨のメールを送付し、希望者（人事課からの声がけを含む）が面接を
受けた。
② マークシートに回答漏れがあった受験者に対し、フォローは行うか。
→Web 回答で対応出来るよう再調整している。
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③ 若い世代での悪化がみられるが、今後どのように対応していくか。
→悪化した原因が、職場環境にあるのか、家庭環境にあるのか等も含め分析する必要がある。 30 代前
後職員を対象としたメンタルヘルスケア研修の実施を検討する。

令和２年度におけるカイゼン報告及び職員提案の取組状況について（企画防災課）
<概要>
令和２年度におけるカイゼン報告及び職員提案の取組状況を報告する。
政策会議
了承
調整会議
了承
【政策会議での主な意見】－
【調整会議での主な意見】－
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喫茶室の貸付料減額について（文化スポーツ課）
<概要>
緊急事態宣言発令を受け、文化スポーツ課所管施設の更なる利用者の減少が見込まれることか
ら、各喫茶室の令和３年１月分から令和３年３月分の貸付料について減額する。
ただし、国から家賃支援給付について追加の支援策が打ち出された場合は、国の給付金の受給
を優先し貸付料の減額は行わない。
政策会議
了承
調整会議
了承
【政策会議での主な意見】
① 6 月～12 月の 7 か月間の内、国の制度は 6 か月分の補助となっているが、1 か月分の空白については、
理解いただいているか。
→賃借人とも協議を行い、理解いただいている。
【調整会議での主な意見】
① 貸付料を減額できる根拠はあるか。補助金としての対応ではなくてよいか。
→貸付料は契約条項であり、協議によって変更可能である。
② 減額率の上限を 60％とした理由は何か
→国の支援制度の割合が 3 分の 2 となっていることを考慮した。
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＜周知＞
東京 2020 オリンピック聖火リレーに伴う職員動員について（文化スポーツ課）
<概要>
東京 2020 オリンピック聖火リレーが多治見市で開催されるため、聖火リレー及びミニセレブ
レーションの職員の協力をお願いする。
政策会議
了承
調整会議
了承
【政策会議での主な意見】
① 聖火リレー全体のイベントとして、事前申込制となっているか。
→ミニセレブレーションについては制限があるが、事後プログラムについては、申し込みが無くても
参加することが出来る。
【調整会議での主な意見】－
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TV アニメ「やくならマグカップも」ラッピング公用車の製作について（産業観光課）
<概要>
令和３年４月から、多治見市を舞台にしたテレビアニメ「やくならマグカップも」が全国放送
されるにあたり、アニメ及び多治見市を市内外に広く周知するため、「やくも」のデザインを
ラッピングした公用車を製作したため周知する。
政策会議
了承
調整会議
了承
【政策会議での主な意見】－
【調整会議での主な意見】
① ラッピングは、どこに依頼したか。
→以前から「やくならマグカップも」のスポンサーとなっている企業に発注しており、地元企業の協
力により、通常より安価に実施できた。
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ＬＩＮＥを活用した業務の職員研修会の開催について（くらし人権課・情報課）
<概要>
ＬＩＮＥを活用した業務等についての研修会を開催するので、積極的な出席をお願いする。
政策会議
了承
調整会議
了承
【政策会議での主な意見】－
【調整会議での主な意見】－
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