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第２回 丹波市行政改革プラン策定委員会 会議録 

 

 

１ 開催日時 平成２７年９月７日（月） 午後１時３０分～午後３時５０分 

 

２ 会  場 丹波市立氷上住民センター １階 実習室 

 

３ 出席者の氏名 

（１）委員 出席１４名（欠席１名） 

小西 康生    飯嶋 香織    足立 篤夫    中川 泰一 

矢田貝 勲    松浪 裕之    山本 喜美雄   芦田 喜三郎 

藤原 昌和    中道 知代子   足立 映美    能口 秀一 

足立 晶子    荻野 隆太郎  （丹生 裕子） 

 

（２）事務局 

行政経営課長  太田 嘉宏 行政機能検討係長  徳岡 泰 

財政課財政係長 北野 壽彦    行革推進係主査   若狭 光正 

株式会社日本能率協会総合研究所 松永 信雄 

 

４ 傍聴者・新聞社 

なし 

 

５ 会議  ２ページから記載 
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（１）開会 

○事務局 

皆様方には、日中ご多忙の中、第２回丹波市行政改革プラン策定委員会にお

集まりいただきまして、誠にありがとうございます。定刻となりましたので、た

だ今より開会させていただきます。 

本日は、事前に配付させていただいております次第日程により進行させてい

ただきます。日程２の委員長あいさつまで、事務局により進行させていただきま

す。初めに、数点、連絡させていただきたいと思います。 

本日は、前のホワイトボードにございますように、丹生委員より欠席の届け

を受けてございます。また、本日は９月の市議会定例会の開催日となっておりま

して、所管の企画総務部長につきましては、欠席させていただいておりますこと

をお断り申し上げますので、よろしくお願いいたします。あわせまして、財政課

からは財政係長の北野が出席しております。 

○事務局 

本日財政課長が急用のため欠席しております。代理を務めさせていただきま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局 

次に、この会議につきまして、当プランの策定の業務の支援をいいただくと

いうことで、前回もご紹介させていただきました株式会社日本能率協会総合研究

所、政策マネジメント室の松永室長が同席しておりますので、以後よろしくお願

いいたします。 

○日本能率協会総合研究所 松永 

日本能率協会総合研究所の松永でございます。よろしくお願いします。 

○事務局 

最後に、本日の会議までに委員の皆様より質疑報告書によりまして、複数の

ご質問とご意見をお受けしております。このいただきましたご質疑・ご意見に対

する回答などにつきましては、今後、関連する審議の際に説明を予定しておりま

す。本日までにいただいています内容につきましては、次回予定しています審議

の項目に該当する部分が多く、そちらの方で説明を予定させていただいておりま

すので、あらかじめご了承くださいますようお願いします。事前の質疑の提出は

なくとも、本日これから資料説明等をさせていただく中で、委員の皆様より活発

なご意見をいただきますようよろしくお願いします。 

それでは、次第の日程第２、委員長あいさつに移ります。委員長様よりごあ

いさつを頂戴しましてから、以降、委員長様により会議の進行をお願いしたいと

思います。それでは、委員長よろしくお願いいたします。 
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（２）委員長あいさつ 

○委員長 

それでは、簡単にごあいさつをさせていただきます。前回が７月 30日だった

と思いますが、１カ月経過しまして、季節はものすごく進んだようで、大分過ご

しやすくなったのですが、その間皆さんの方にはたくさん資料等も配付させてい

ただいて、頭を悩ましていただいているかなと思います。 

前回お配りした資料①－４をご覧いただくと１から８まで論点が整理されて

います。そのうちの１から３までを今日やる予定で、次回第３回策定委員会で４

から８までやる予定です。 

今日は３の報告のところを 30分くらいかけて行い、それから協議のところに

論点が３つありますので、それぞれ 30分程度かけてトータル２時間くらいで締

めたいと思っていますので、ご協力のほどよろしくお願いします。 

 

（３）報告 

１）国県の行政改革の動向 

○委員長 

それでは、次第に従い進めたいと思います。まず３番の報告のところでござ

いますが、報告は３つしていただく予定にしています。この報告についてのご質

問あるいはご意見等は、３つの報告全てが終わってから一括してお願いしたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

それでは、まず報告をお願いします。 

○事務局 

お手元の資料②－１－１より国における地方行政改革に関する取り組み動向

について、資料②－１－２より兵庫県における行革プランについて、要約のみを

説明させていただきます。 

まず、資料②－１－１、国における地方行政改革に関する取り組み動向です

が、経済財政諮問会議という内閣府に設置された機関が平成 27年６月に、地方

行財政制度について提言をしております。提言内容の全体像のうち、基本的な考

え方を資料の左に①から④にて示しております。またそのねらいについて、資料

の中央のアからエにて示しております。 

まず①ですが、「従来の仕組みを踏襲することへの危機意識を国・地方で共有

し、地方財政の仕組みを変えていく必要がある」とあります。国のねらいとしま

しては、中央のア、これまでと同じような施策や事業をしていては、人口急減・

超高齢化・地域経済の活性化という大きな問題を解消できない。各自治体が危機

感を持ち、行財政改革に取り組むとともに、地方創生に取り組む必要があるとい

うことです。 
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続いて②「地方自治体が自ら行政の無駄をなくし創意工夫するインセンティ

ブを強化する」、③「地方交付税をはじめ、頑張る地方の取組を促す仕組みに重

点シフト、民間の大胆な活用による効率化といった地方財政制度の改革を進める」

とあります。意味合いとしましては、中央のウでもありますように、地方交付税

の単位費用を低コストの自治体に合わせる仕組み、トップランナー方式の導入や、

地域経済の再生と財政健全化に取り組んだ成果の地方交付税への反映の拡充と

いった、頑張った自治体と頑張らなかった自治体に差が出るような仕組みへシフ

トするような内容となっております。 

また、公的部門を産業化し、アウトソーシングをしていくことで、地域経済

の活性化・行政のスリム化を提言しております。 

これらの内容が内閣総理大臣に答申として提出され、経済財政運営と改革の

基本方針 2015が 27年６月 30日に閣議決定されております。 

続きまして、資料②－１－２、兵庫県における行革プランに移ります。この

資料は兵庫県の第３次行革プランの行財政構造改革の基本方針・指針をまとめた

資料です。 

まず背景・考え方についてですが、新たに算定した財政フレームでは、平成

26年度から 30年度までの５年間で 1,655億円の収支不足が見込まれるとありま

す。兵庫県の行革プランの大きな目的は、この 1,655億円の収支不足の削減・解

消にあります。また、背景・考え方に対して、（１）兵庫の未来づくりのための

改革の推進から（４）持続可能な行財政構造の確立までの４本の基本方針があり、

さらに行財政構造改革の視点として、１）時代の変化への的確な対応から 10）

改革の絶えざる検証とフォローアップまでの 10の視点で行革プランが構成され

ています。 

最後に、兵庫県と丹波市の行財政改革のポイントとしては、兵庫県の財政状

況の悪化は、阪神淡路大震災の復旧・復興に係るところが大きく、それからいま

だなお立ち直っていない状況ですが、丹波市の場合は、これまで行政改革を推進

し、比較的安定した財政状況を維持してきております。昨年の豪雨による土砂災

害の復旧・復興にも対応できていると言ってもいい状況であります。 

以上で（１）国県の行政改革の動向についての説明とさせていただきます。 

 

２）他の自治体における行政改革大綱について 

○事務局 

続きまして（２）他の自治体における行政改革大綱について事務局より説明

します。お手元の資料②－２、他自治体における行政改革大綱をご覧ください。 

本資料には、京都府福知山市、青森県五所川原市、大分県宇佐市、岡山県浅

口市の行政改革大綱、宇佐市はビジョンとされていますが、それらを要約して掲
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載しております。この資料の趣旨は、行政改革プランとはどういった内容・構成

で作成されているかという視点で、皆様方のご参考にしていただくための資料で

ございます。なお、これらの自治体を選んだ理由は、京都府福知山市は近隣の自

治体のため、その他の３自治体は、人口や面積、財政力指数、将来負担比率など

が類似しているため選ばせていただきました。 

１ページ目には、各自治体の策定の背景、策定にあたっての視点を記載して

おります。２ページ目には、改革の基本方針、目標や取組項目が載っております。

３ページ以降には、これらの４自治体の行政改革大綱の内容を、前回の策定委員

会でお示しした論点ごとにまとめた資料となっております。今後の協議等の資料

としてご活用いただけたらと考えております。 

以上で（２）他の自治体における行政改革大綱の説明とさせていただきます。 

 

３）丹波市の平成 26年度決算状況について 

○委員長 

それでは、続きまして３番目、丹波市の平成 26年度決算状況について係長か

らお願いします。 

○事務局 

資料の方は、資料②－３、さらに枝番がついておりまして枝番１番と２番、

両面刷りになっています。平成 26年度の決算状況ということなんですけれども、

本日は基金とそれから起債の残高の推移について説明させていただきます。 

まず１枚目の資料の基金残高の推移でございます。基金には特別会計の基金

もございますが、ここでは一般会計分の基金残高を見ていただきたいと思います。

縦軸は基金残高を示しており、１目盛りが 20億円。横軸は平成 16年度から 26

年度までの決算を示しています。右端の平成 26 年度の決算時点では、全体で

139.2億円となっております。内訳は、ご覧のとおり大きく分けて４つの分類で

示しております。上から順に地域振興基金 46.5 億円、特定目的基金 35.4 億円、

減債基金 10.5億円、そして一番下の財政調整基金 46.8億円が 26年度末の決算

状況です。 

それぞれどういった基金かというと、まず一番上段の地域振興基金 46.5億円

は、合併後の市町村が地域住民の連携の強化又は地域振興のために設けた基金で

す。合併した翌年度の 17 年度から 19 年度にかけて、３年間でこの基金を積み

立てております。19年度末にちょうど 40億円になっており、平成 20年度から

地域医療対策に要する経費の財源として、１億ちょっと繰り入れてきております。

平成 22年度から、地域課題の解決に要する事業の財源として約５億円程度毎年

積み立てており、その後は地域医療対策ですとか地域活性化等の事業の財源とし

て取り崩しを行い、大体 40億円台で推移しています。 
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続きまして、２つ目の特定目的基金です。26年度決算より 35.4億円となって

いる部分ですけれども、これは現在ではこの基金の数は 15個の基金からなり、

トータルで 35.4 億円となっております。大型の公共施設の整備、それから特定

の目的を計画的に実施できますが、使いみちが限定される基金です。合併の翌年

度、平成 17年度に 11.3億円から徐々に増えています。行政目的に応じて基金の

数が増え、残高も増加しています。 

続きまして、減債基金。26年度末残高 10.5億円の分ですが、この基金は地方

債の償還、借入金の返済を毎年度行っており、年度を超えて計画的に償還を行う

ために設けられるものです。合併の翌年度、17 年度に 8.5 億円で設置し、各年

度の残高はおおむね 10億円程度の残高で維持しております。 

最後になりますが、財政調整基金。26年度末残高は 46.8億円ですが、この基

金は、一般会計の年度間の財源均衡を調整するために設けられているものです。

合併の平成 16年度決算では 91.4億円ありましたが、19年度まで一般会計の財

源不足が生じていましたので、その対応に取り崩しを行い減少傾向にありました。

19年度決算においては 59.3億円となって、その後 60億円台で推移し、平成 20

年度以降 25年度までは取り崩しを行っておりません。26年度の決算におきまし

ては、前年度と比較して残高が 46.8 億円と大きく減少しておりますが、これは

昨年の豪雨災害で多額の復旧復興に係る事業がかさみましたので、国や県の補助

金など有利な財源を活用して事業を行っておりますけれども、それでも市単独で

行う事業がたくさんあり、その経費を賄うためのその財源として約 20億円を７

年ぶりに取り崩したことにより減少となっております。 

続きまして、起債残高の推移です。起債とは要するに借入金です。縦軸は起

債残高、横軸は平成 16 年度から 26 年度までの決算を示しています。全体の起

債残高が折れ線グラフ、棒グラフは会計別の残高となっています。 

26年度を見ていただきますと、全体の額は 815.6億円です。合併した年の平

成 16年度は 1,061.5億円ありましたので、245.9億円減少しています。内訳は、

棒グラフであり、一般会計、特別会計、企業会計となっており、企業会計は水道

の分を示しております。 

一般会計では、26年度の残高は 365.3億円、16年度の 466.3億円と比較しま

すと 101 億円減少しています。毎年度、定期的に償還しておりますが、新たな

借り入れも毎年増えてきております。事業の進捗に合わせて借り入れを行ってお

り、借り入れと償還との差が大きいので借り入れが増えています。その残高を増

やさないように毎年度繰り上げ償還を実施し、そのため残高は徐々に減少してい

ます。しかしながら、26年度残高は前年度に比べますと 31.1億円増加しており

ます。これは一般廃棄物の処理施設整備事業などの大きな事業の借り入れが 26

年度はあったためです。水準としては、23 年度の 363.4 億円を少々超える額と
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なっています。 

特別会計ですが、26年度末は 334.4億円で、16年度と比較しますと 201億円

減少しています。償還の多くは、合併前に行いました下水道整備事業の大型公共

事業を実施した借入金を毎年償還しているという状況にあります。随分減っては

きていますけれども、まだ大きな額を返しているという状況です。こうやって残

高が減っていくということは、施設の老朽化も逆に言えば進んでいるということ

になります。 

最後に企業会計ですが、26年度末 115.9億円で 16年度末と比較しますと 56.1

億円増加しております。これは水道施設の統合整備事業を合併特例債という合併

団体に特有の有利な起債を使っており、残高が増えてきております。 

○委員長 

どうもありがとうございました。３の３つの報告が終わったわけですが、こ

れらにつきましてご質問・ご意見ございませんでしょうか。 

○Ａ委員 

他自治体における改革大綱構成で面積と人口が載っておりますが、これは計

画にどのような影響を与えるのですか。 

○事務局 

面積の大小や人口密度などの違いが、例えば施設とか下水道などにおいて、

課題などが類似してくるのではないかとみられるので、面積と人口を要素として

選んだ次第です。 

○Ａ委員 

面積が広くて人口は多いということは、もちろん水道工事とかはいいんです

けれども、面積が広くて人口が少ないということは、まだ開発の余地や発展の余

力があるということになるのでしょうか。 

○事務局 

面積が広くて人口が少ないということは、現状余力があるのかということに

ついては、一概には言いにくいところがあります。丹波のように面積のほぼ大部

分を山で占めているところもあれば、平野部として開発に余力があるということ

もあります。 

ただ、そもそもとして資料②－２をつけさせていただいておりますのは、今

回丹波市が行政改革プランというものを策定するにあたりまして、皆様方に行政

改革プランといったらどんなものだろうかということで、他の自治体がどういう

形でプランをつくっているのかをご覧いただきたいということです。行革プラン

というのは同じプランの中でも上位の計画になる部分であって、考え方であった

り、ビジョンや将来の方向性などを定めるものであって、行革プランの中でも実

施計画的なアクションプランと呼ばれるものと混同されることがないようにと
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他自治体の行革プランも見比べていただきながら、大局でご議論をいただきたい

との趣旨で示したものでございます。 

その中で、繰り返しになりますけれども、面積とか人口あるいは財政力指数、

将来負担比率といった点から類似の団体がどういうふうな計画を立てているの

かをご参考にしていただきたい趣旨でお示ししたところでございます。 

○Ａ委員 

分かりました。 

○委員長 

例えば、青森県の五所川原なんていうのは、環境が全く違うわけでしょう。

雪だったりなんかしてね。そんなところを比較してどうするのかという気がしま

すけれどもね。だから、もう少し環境とか、自然環境とかがよく似たようなとこ

ろで比較していただくと分かりやすいのかなという気がしています。どうなので

しょうね。 

○事務局 

先ほどと重複するかもしれませんが、今回の行革プランにつきましては、あ

くまでもどこかのプランを見て、ここにこう書いてあるから我々もこういう格好

でいきましょうか、といった形でご検討をいただくつもりにはしておりません。

あくまでもこれは体系的な部分で、行革プランとしてはこの程度のくくりという

か、言葉の表現を含めて、こういう形でおさまっていますというあたりの参考に

していただきたいということです。委員長さんのご指摘にもございますよう、本

来参考にするという意味においてはもっと適当な、丹波市が参考とするにふさわ

しいプランがあるかも分からないのですが、逆に私たちはそういうものは出す予

定はありませんでした。 

というのは、こういうプランを見ていただくことによって、「よそがこうした

のだからうちもこうしようか」という議論をしていただくのではなくて、少し委

員の皆さんにご負担かも分かりませんが、丹波市の現状の資料を提供させていた

だく中で、あるいはその中で行政としてここに問題がありますよということをあ

らかじめお知らせする中で、委員さんのそれぞれの経験と実績、感覚の中で、市

がこれから進むべき方向として、こういうあたりをポイントとして押さえるべき

ではないか、という生の声をいただきたいという思いがございます。事務局とし

て提出させていただいた資料の意図としてはそういうところでございますので、

お酌み取りをいただければありがたいと思います。 

○委員長 

ありがとうございます。青森県の五所川原市というのを確かめてみても、こ

こでは、そこの自然環境が行革に影響するというようなところが出てないですね。

ですから、行政改革を考えるにあたっては、そういうことを配慮せずに、このよ
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うなアプローチで考えていく際の参考としての例というふうにご理解いただけ

るかなと思います。 

 

（４）協議 

１）論点についての検討【１／２】 

①論点１ 第３次行政改革の目的について 

○委員長 

それでは次の４の協議に入りたいと思います。前回の策定委員会で説明いた

だきました資料をお持ちでしょうか。①－14の論点が８つありますが、その内、

今日は論点１、第３次行政改革の目的について、論点２、持続可能な財政を維持

するための取り組み、論点３、組織改革の取り組みについての３点についてご協

議いただきたい。８つある論点の内の４～８につきましては、次回以降ご議論い

ただく予定をしております。それでは、最初に論点１についての説明からお願い

します。 

○事務局 

お手元の資料の②－４、論点１、第３次行政改革の目的をご覧ください。ま

ず資料の趣旨ですが、ご協議いただく論点ごとに資料を作成しております。委員

の皆様には、論点ごとに方向性案、その方向性案に盛り込まれているキーワード

や検討のポイントについてご協議いただきますようよろしくお願いいたします。 

次に資料の構成ですが、資料の左に現状・課題として、前回の策定委員会で

説明させていただきました資料①－14 に掲載しております丹波市の現状と課題

を要約しております。中央には方向性案として、第３次行政改革プランで丹波市

がどのような方向へ向かうべきかを本日ご協議いただきますようよろしくお願

いいたします。最後に、右の検討のポイント、盛り込むべきキーワード等につい

ては、行政改革プランにおけるポイント等をご協議いただきますようよろしくお

願いします。協議していただきました方向性案、検討のポイント、盛り込むべき

キーワード等については、内容をまとめさせていただき、行政改革プラン（案）

の作成につなげていく流れとなります。 

なお、現在この資料に記載されている方向性案・検討のポイントにつきまし

ては、事務局が例として示しているものでありますので、皆様の自由なお考え、

ご意見等をよろしくお願いいたします。 

論点１、第３次行政改革の目的を説明させていただきます。現状と課題です

が、第１次、第２次行政改革の取り組みにより、市の財政の現状は比較的安定し

た状態を維持し、昨年発生した未曾有の災害、8.16 豪雨災害をも乗り越えるこ

とができました。ただし、これまでの改革がきめ細かな取り組みにより成果を上

げた一方、定員適正化計画に基づく計画的な人員削減の進捗に比べ、財政規模は
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横ばいの状態にあり、職員数と事務事業量のバランスが悪くなっているなど、組

織的に解決しなければならない課題も見えております。最後に、今後、本格的な

少子高齢化・人口減少社会の到来、経済成長の鈍化、市民参加型社会への移行な

ど、本市を取り巻く社会経済情勢が変化する中、多様化・複雑化する地域課題に

適切に対応することが求められています。 

下にある図は、前回の第１回の策定委員会の資料①－15、イメージ図２です。

イメージの現状は、少し右肩上がりの太い実線が事務量を示しており、右肩下が

りの点線が職員数を示しております。結果、負荷範囲となる三角の面積が拡大し

ているのが現状です。これを行政改革によって、中央のイメージ３次でもあるよ

うに余裕域をつくり出し、その余裕域で多様化する市民ニーズ・社会情勢・地域

課題にきめ細かに対応できる体制を整えたいと考えております。委員の皆様には、

方向性案、検討のポイントについてご協議いただきますよう、よろしくお願いい

たします。 

○委員長 

ありがとうございました。最初に私言っておけばよかったのですが、論点１

から順番に、ここから後はそれぞれの論点につきまして事務局から説明をいただ

いた後で、ご意見・ご質問をお伺いしていこうかなと思っています。では、よろ

しくお願いします。 

○Ｂ委員 

他のところにも書いてあるのですが、非常に人員が減った中で事務量が増え

ているとのことで、結局人を増やすという図なのでしょうか。例えば、窓口業務

などは民営化を進めるといった方向性を出すということも１つの行革ですから、

事務量の中身を精査してその中で人員配置すればいいのであって、今の事務量が

あると仕事が回らへんという、そういう安直な中身になっているのではないかと

思いました。 

この中で、③が一番大きな問題でして、今後本格的な少子高齢化、人口減少

社会の到来、そして経済成長の鈍化があるわけですよね。それをいかにクリアす

るかが一番大きな問題なんです。というのは、人口が減るということは、小学生

が非常に減少して、小学校の統合とか出てきていますよね。数年後には中学校に

も確実に顕在化する。老人はある一定は増えますけれども、全体の人口が減りま

す。ということは行政サービスも長期的に見れば減ってくる。だから長期的な視

点も入れて、これからの方向性を見出していかないと、ここの３次だけの数年間

だけの提言だけでは、長期的なビジョンというのは体現できないので、そういう

ことも考慮に入れながらプランを検討していく。 

もう一つ大きいのが、人口が減ってなおかつ経済が疲弊しているので、全て

の税収、法人税、住民税も減ります。県内では丹波市の地価が一番下落しており、
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それだけ経済が活発に動いていないということです。それに対して、どのように

対処するのか。そういうことを、この行革プランの中でもっと積極的にやらない

といけない。人員は減らしたけれども、丹波市の活性化は行われるのか。減った

だけでそのままで推移していたら、結局疲弊した市町村になってしまう。そこを

この第３次では強調したらどうか。経済をいかにこれから活性化するかというこ

とをはっきり打ち出していかないと、それを市民にもはっきり提言する。反対に

要らないところはもうばっさり切っていく。そういう取捨選択というのが、今回

の第３次行革プランでは大きく打ち出していかないと、これから５年、10 年先

がもう見えていかないのではないか。 

○事務局 

ありがとうございました。後段の部分については、皆さんそれぞれ同じよう

な思いでお聞きいただいているのではないかなと思います。その部分については、

特に論点４以降のところで、次回にテーマとして上がってくる内容でございます。 

ただ、前段の部分で、職員のあり方ということで、私どもの説明が不足して

いたところがあるように思いましたので補足させていただきます。資料②－４、

今先ほど説明いただいた資料をご覧いただきたいのですが、この特に下側の図を

見ていただきますと、左側に実線で黒い線の業務量が 17年以降ずっと横ばいも

しくは右肩上がりになってきて、事務事業というのがどんどん増えてきています。

これは言い換えれば、住民サービスという、行政サービスの部分が増えてきてい

ることを示しています。それに対して点線の部分は、職員数ですが、これが当初

850 人ぐらいから現在の 650 人ぐらいまで 200 人ほど減ってございます。本来

その減ることによって、人件費が数億のお金が浮いてきておるのですが、それが

実際に市の決算などを見ると横ばいになっている。ということは、減った人件費

を新しい事業の方に当て込んでいるという状態です。言い換えますと、業務量は

増えるけれども職員は減ってきて、一人一人の職員の負荷は、確かにこれは増え

ていますよということです。 

これに対して、右側の図ですが、同じ線で書いておったので混同されたかも

分かりませんが、実線については、業務量を単純に減らすという意味合いではな

くて、事務事業の見直し、優先順位づけなどをしていくことによって、やらなけ

ればならないことをしっかり取り組みますということです。この中でも、優先順

位が低いものについては、年次を切って取り組むとか、いろんな試行をして事務

量を少し落としていくイメージです。このノウハウ、やり方については、次回の

第３回策定委員会でもテーマに挙げて議論をいただきたいと思います。 

それから、下側のご指摘いただいている点線部分ですが、私ども自身も職員

数を単純に増やすということは考えてございません。これを進めますと、当初と

同じような状態で職員を増やすということは人件費が上がっていくということ
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ですので、ここでは職員数の「適正化」という表現をしております。今、追加で

資料配付をさせていただきます。 

（資料配付） 

○事務局 

お手元は、赤い縦の棒グラフがありますが、これが職員の給料、職員手当、

人数の推移ということで一覧にしたものです。17年度では職員の数が 860人い

ましたが、年次計画的に減らすことによって26年度では655人ということで200

人ほど減りました。当然これにかかる人件費なども減ってきて、数字的に 31億

6,000万というものが 24億 7,000万というところまで減らしています。 

ここで申し上げたいのは、職員数の適正化を図るということで、860 人から

655人になった内容です。現実問題として、例えば消防の分野については、皆さ

んの生命と財産を守るということで、必要な資機材と人員を確保し、少し増える

ぐらいの状態で推移しております。そして病院関係とか医療関係、そういう分野

でもきちんと人を確保しており、あまり減っていません。 

それに対して、その分一般の事務職の方には計画以上の圧縮の力がかかって

いるのではないかなと考えております。こういった点をもう少し確認し、行革の

プランとしては先ほどお寄せいただいたような意見をもとに、あるべき考え方を

示していく必要がございます。その中で、実際に例えば関連する部分であれば、

先ほど申し上げました職員の定員適正化計画という部分について、その行革プラ

ンに示した考え方をもとに、適正な部分には適正に人員が確保できるような計画

にしていくというような流れになるのかなと思っております。 

そしてもう一つは組織力ということで、組織自身が同じ職員数であっても、

もっと各人が力を発揮できるような仕組み、これは人材育成であったり、人事異

動のあり方でもありますが、そういうところを工夫することによって、アップで

きるであろうということも考えてございます。 

こうして職員、あるいは組織による業務量、処理能力を増やしていくことに

よって、図の点線は上向きに上がっていき、業務量については事務事業等の見直

しによってやや抑え気味になっていく。このことによって、逆転をしたエリアを

余裕域というふうにここでは呼ばせていただいておりますけれども、この余裕域

を持つことによって、仕事をしていく。「丹波市の職員さん、余り余裕があるよ

うにないですね、最近の状況としては」というようなことを言われた委員さんも

いらっしゃる中で、そういう余裕を持って仕事をしていくことで、多様化する市

民ニーズ、社会情勢に柔軟に対応できる組織にしていくことが必要ではないかと

考えています。 

○委員長 

ここの現状、課題の３番のところにありますが、少子高齢化とか人口減少だ
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とか、経済成長の鈍化、あるいは市民参加型社会への移行というふうに、いろい

ろな社会経済環境が変わってくることが、かなりの確率でもって予測される。そ

ういう社会であったとしても、今よりも市民の方々の満足といったものが下がら

ないようにしなければいけない。そのためには、社会環境の変化に応じてどのよ

うな行政サービスが要るかというあたりを、細かく把握してトータルとして人数

が何人減ったという話ではなくて、それぞれのサービスを提供する職員はこれだ

け確保するとして、それでもって今度は人件費まで入り込んで、職員の働き方も

含めて検討して、このあたりが人数的にもあるいは人件費の面でもこれ以上あま

り負担にならない、そういう方法を模索する必要があるのではないかという気が

する。だからグロスで人数がどれだけというような考え方はやめて、それぞれの

分野のサービスを確保するのが必要ではないか。そこら辺も、今度の行政改革で

は考える必要があるのかなという気がします。難しいかもしれませんが。 

○副委員長 

私たちは団体の補助金をいただいています。生活安全課というところで事務

局の事務を去年お世話になりました。職員さんを減らされて、仕事量も多いとい

うことで、私たちの団体も事務局の業務をもう市に頼まないこととし、私たちの

組織で事務局を置いて、今運営しております。多分、他の団体もそういうところ

が多いのではないかと思うんですけれども、それでも業務量はこのまま多い状態

でしょうか。 

○委員長 

行政がやっていた事務を、いろいろな組織の方へどれくらい決定権もお願い

しますよという形で渡せるかどうか。 

○副委員長 

だんだん渡っていると思います。私のところの団体みたいに、他の委員会や

何とか委員会など、老人会はちょっと分かりませんけれども、その事務局を本当

に 100％市役所の方にしていただいていたのです。もうそれができないから、自

分たちでやってほしいということで、もう私たちの団体は自分の事務は自分たち

で今全部やっている状況です。だから、自分たちの団体でできるところは、自分

たちでやれば、少しでも市役所の荷がおりるのではないかと思います。みんなそ

ういうのをやっていますよね。 

○Ａ委員 

業務量が多いというのは、市民に対しての業務ですか。県とか国に対する業

務ですか。その辺の比率はどうなっているのですか。というのは、県に１人いて

下に仕事を出している量は莫大なものです。また国が職員を増やして、その仕事

を下に下ろしてきたらすごい人員になる。だから県でも職員数３割減といってい

るが、私は衆議院にしろ参議院にしろ、国の行政を減らしてきたらもっと市の業
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務量は少なくなるのではないかと思う。ここで論ずることではないんですけれど

も。市民ニーズの業務量以外に、上からの仕事量も非常に大きなウエートを占め

るのではないかと思っています。 

Ｂ委員が今言われたように、人口の減少によって一番心配なのは働き手の減

少です。残念ながら、丹波市には大きな会社とか生産性のものがありません。し

かし、私はこの間意見を申し上げておいたのですけれども、市役所などをみて福

知山市から始まって、人員削減、削減とそんなことばかり言っています。働き手

の職員というのはやはり財源の１つなので、無理して私は職員を減らす必要はな

いと思います。むしろ、可能ならば今までどおり確保する。 

例えば病院とか介護施設、尼崎に１つケアハウスができて、そこに 800 人ぐ

らいの人が入っている。そこは値段が高くて一般公務員の上の人でないと入れな

いとのことなので、相当のいわば高給取りが入っているんです。川崎市にもやは

りそういうのができて、丹波にいる私の同級生もそこへ行って、向こうで税金払

っております。そういうケアハウス的なものを建てて、むしろ都会からそういう

税金に寄与してもらうような人を集めるというのも１つの方策ではないかと思

います。 

○委員長 

それは可能性ありますよね。例えば外国の話をすれば、オランダなんかはも

のすごく経済の状況が悪くなった時期があり、そのときにたくさんの公務員を雇

ったわけです。それも短時間の正規公務員です。それが、ワークシェアリングと

いう形でやっているんですけれども、日本でも大分の姫島あたりがやったことが

あります。そういう形で公的な、特に社会福祉的なサービスを公的に提供してと

いうような形で働き手を確保して、そのかわり働いて税金を払っていただくとい

うような形へいくというのも１つの方法かもしれません。オランダは人口が

1,500万人から 1,600万人ぐらいですから、そういうところと一緒にして考えて

よいかという問題はありますが、可能性としては狭い地域でもあり得るのではな

いかなという気がしています。だから新しいタイプの働く場をつくる工夫を提案

するのも１つかもしれません。 

○Ｃ委員 

いろいろな団体さんに仕事自体をおろすということで、私たちは NPOの子育

て支援や女性支援をしています。今、お母さんたちや外で働けない女性たちのた

めの在宅ワーク事業をしていますが、その方たちにお手伝いの声がかかるように

なってきています。パソコンが使えず時間がないため、資料を作ってほしいとか、

この文字だけワープロで入力しておいてほしいとか、そういう仕事が外で働きに

くいお母さんたちの方に声がかかってきています。行政の中でも案件入力とか、

入札になるほどでない一つ一つの案件の相談が、他の市からもこの入力だけやっ
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てもらえないかとか依頼があり、そういうお母さんたちの働く場の創出にもつな

がっています。今、丹波市が抱えている行政の課題とお母さんたちの女性の課題

の連携という方向性も考えられるのではないでしょうか。 

○委員長 

行政や企業からのアウトソーシングがありますし、SOHO とかいったような

ものとドッキングするといった新しい働く形態のようなものを模索するという

のはあり得る話かもしれない。 

○Ｂ委員 

多分民活ですね。市役所の職員は、委託できるような仕事も全部抱え込んで

やってしまう。どうしてもそういう方向性がある。例えば、イベント関係の事務

局だったら、予算を組んで全部一式、どこかの民間業者に全部委託でやることも

十分考えられます。 

例えば、支所でのいろいろな派遣業務、これからコンビニでできるとか言っ

ています。守秘義務とかがあるでしょうが、印鑑証明などの諸証明書発行などは

ある面単純作業です。そういう業務はどこかにきちんとした組織をつくって、外

部委託する。また補助金を絡めたりしつつ、そういう組織に業務移管していくこ

とによって、職員をもっと減らし、市は市の職員でしかできない仕事をやる。こ

ういうことを具体的に示すことが、これから重要になってくる。 

それと、資料の①－13 でいろいろな補助金の一覧表がありますが、例えば平

成 17年と 27年を比べると、新規につくった補助金の方が２倍か３倍ほどある。

補助金業務に職員は関わりますから、自分らで活性化というのは確かに大事だけ

れども、自分らで仕事量を増やしているとも言える。そういうこともやはり精査

してやっていく。忙しい、忙しいと言っているけれども、実際に従来はなかった

仕事で活性化は大事なんですけれども、これだけたくさん補助金が増えると、ど

れだけ活性化しているか事業検証していないですよね。 

実施したいろいろな事業が果たしてどれだけ経済活動に役に立って、どれだ

け売り上げが増えたかを検証しないと、もうこれからは市、県から助成金は出ま

せんよと。やはり事後検証をやって、予算に対してどれだけ効果があるかの検証

をやって、補助金、助成金を取捨選択していくことも大事です。 

○委員長 

そうですね。今、お話しいただいているのは、論点の２とか３のところとも

関係する部分なのですが、国の補助金、全部が全部受け取る必要はないわけでし

て、だから補助金自体の取捨選択を行政の方でやる必要があるということですね。 

○Ｂ委員 

そうですね。 

○委員長 
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それを市民の中から認定していただくというような形が必要でしょうし、職

員数も適正化という中身になってくると、行政の役割というか機能自体が今まで

やっていた機能と違ってくる。例えば、モニタリングをするのが行政であって、

実際の作業をするのは行政じゃないよというような、そんな形も提案して、それ

を市民の皆さんに納得していただくといったようなことが必要かと思う。 

○Ｂ委員 

それと、啓発活動は非常に大事です。毎月の広報の中で、今回ごみの収集が

大幅に変わりました。当初かなり文句も出たけれども、大分落ち着いてきている。

要は市として市民にこれからは予算がない、自分らでできることは自分らでやっ

てくださいという啓発活動を今まで以上に常に発して、市民にもう市にはお金が

ないという意識を植えつけないとだめなんです。でないと、市民はタダでもらえ

るといったら語弊があるんですけれども、声を大きくして補助金くれと言って簡

単にくれるのであれば、市の予算も大変だし職員も大変。できることは自分らで

やってもらうという、そういう啓発活動をこれからは出して市民に自覚してもら

う。 

○委員長 

お金がないよ、財源がないよということよりも、そういう言い方でいいのか

どうか。あるいは行政の透明化を図る、透明度を高めるといった言い方で、中身

としては財源がこんな状況なんですよとあわせて伝えることなのだろうと思い

ます。とりあえず次に移りたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

○Ｄ委員 

もう一つだけ。職員数と事務事業量のバランスがあると思います。同じ職員

でも年齢層があります。高年齢の人が多いのか、それとも年のいった人が多くて、

たくさんお給料を払われている人が多くて、若い人が少ないのか。バランスが悪

い職員数の配置になっているのかもしれないし、ちゃんと均等の職員配置になっ

ているかもしれない。将来の丹波市を担ってもらうのだったら、今いる若い職員

を減らしたらいいというわけではないと思います。将来をしっかり担ってもらお

うと思ったら、若い職員もちゃんと配置として構成の中に入れていかないといけ

ないし、その辺のバランスも大事かなと思います。 

○委員長 

ありがとうございます。論点２は持続可能な財政となっていまして、論点３

が組織改革の取り組みとなっています。持続可能な財政、持続可能な組織という

ことから言いますと、今、ご指摘があったような年齢構成ということは必要でし

ょう。それから論点３の①のところにありますが、職員数と事務事業のバランス

という話があります。そこを踏まえて、今日皆さんに追加的にお渡ししました資

料は、とりあえず一時的なものですが、人数だけでなくて、職種や年齢がどうだ
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とかいったもう少し細かい情報を含めて、長期的にどういうふうな方向に動いて

いくのかといったところは、検討して資料として出していただく必要があろうか

と思います。 

年齢というのは、毎年１歳ずつ年とっていくわけですから、コーホートとい

うやり方でやると、５年先にはどうなるのだとか 10年先にどうなるのだと、か

なり予測可能なわけで、そうすると学校のような施設とか、そういったものは大

体もうはっきりつかめるわけです。今、ご指摘のところは２とか３のところに関

係がありますので、またあわせて事務局から、市からお答えいただけるかもしれ

ません。 

 

②論点２ 持続可能な財政を維持するための取組み 

○事務局 

お手元の資料②－５をご覧ください。論点２、持続可能な財政を維持するため

の取組みについて説明いたします。まず現状と課題ですが、「①現在の市の財政

状況は、これまで強力な行財政改革を推進し、特に繰上償還による借金の削減に

取り組んだことにより、総じて比較的安定した状態にあると言えます。」。 

下の左側の表、財政指標をご覧ください。赤い折れ線グラフが財政の構造の弾

力性を表す経常収支比率ですが、平成 22年度以降は 80台前半で安定しておりま

す。また、公債費の負担を表す緑の棒グラフの起債制限比率、紫の棒グラフの公

債費比率ともに、これまでの行政改革により、右肩下がりで推移しております。

続いて、その表の右側の健全化判断比率をご覧ください。小さな表で申し訳ない

んですけれども、赤い折れ線の将来負担比率、青い棒グラフの実質公債費率とも

に、平成 20 年度をピークにおおよそ右肩下がりとなっています。これらから、

現在の丹波市の財政状況は総じて比較的安定した状況としております。 

続いて現況課題の②に移ります。「今後は、現在の財政状況を継続的に着実に

維持していくことが重要であり、そのためには効率的で成果志向の行政経営を推

進していくことが求められています。」としております。 

続いて③では、「現在本市においては 8.16豪雨災害からの１日も早い復旧・復

興が急務の課題となっていますが、その取り組みにあたっても将来の財政状況を

見据えた取り組みを行うことが必要となります。」としております。 

以上で論点２、持続可能な財政を維持するための取組みについての説明とさせ

ていただきます。 

○委員長 

この点につきましてご意見・ご質問ございませんでしょうか。毎年毎年の財

政状況というのは非常に重要なのですが、「8.16の豪雨災害時において、復興の

ために基金から繰り出したわけですね」というようなことを考えますと、ある程
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度ゆとりを持ってこの基金を造成しておくことが必要です。阪神淡路大震災のと

きは、露骨に言えば手形貸付のような形で復興基金を手に入れました。そういっ

たやり方ができたのは、島原と阪神淡路の２回だけです。手形貸付の形で復興基

金というのは借り入れたわけです。 

という一方で、少しは基金を要請する必要があろうかと思われます。そうで

なければ、バッファといいますか、何かあった時に対応できる形。そこで、持続

可能な財政を維持するということを書いてありますが、どうでしょうか。 

○Ｅ委員 

お尋ねしたいのですけれども、先ほどの話の続きのような話ですが、以前に

印鑑証明とか住民票とかをコンビニでとれるように、関係設備を各コンビニに置

くといった話が何年か前にありましたが、今どうなっていますか。 

それからどんどん地元が減収しており、いわゆる市民一人一人の経済力とい

いますか、例えば我々年金暮らしの年代になってきて、今までの時代は割と年金

もよかった。ところがこれからどんどん年金支給を受けられる年代の方は、だん

だん年金そのものも目減りをしていくというような状況があります。また参画と

協働というようなことを自治基本条例の中にも謳い上げて、そして市民の協力を

仰いでいくといったこともあるんですけれども、私も 67になるんですけれども、

同級生ぐらいの者がまだまだ企業にいる。企業の方が新規採用を控えて、我々の

ような年代の者、技術を持っておる者を引きとめている。以前だったら、もう

60 になるまでにシルバーに登録しなかったら職がないという、リストラに遭っ

たというような時代から、今は我々の年代の者でもそういう状況。先ほどありま

したように今まで市役所でやっていた事務的な業務が地域の方に回ってくる。と

ころが、地域のところでもそういう人材がそういう状況で生活をしているという

非常にちぐはぐした状況が地域の中にもある。 

そういうことを考えると、行政の効率化は非常に必要ではないかなと思いま

すし、高齢化がどんどん進む中で、コンビニという話が前にあったときに、コン

ビニではなく郵便局。小さな郵便局であれば、今 25校区の中でほぼ小学校区に

郵便局１つぐらいは、郵便局と名のつくようなものがあるわけです。そうすると、

郵便局だとお年寄りでも利用しやすいのではないかという話を以前にさせてい

ただいたことがあります。そういう利用する側の市民が利用しやすい形をつくり

上げた上での、支所とかそういったところの合理化を考えていかなければいけな

いと常々思っています。 

今、企業でもなかなか正社員にしていかないというのは、固定した人件費と

かそういうものを抱えてしまうと固定費が上がり、最終的に競争力のところに影

響が出てくるので、企業はなかなか正社員化を進めていけないという状況がある

と思う。行政も、５年先、10年先、15年先が全く見えない中で、早目のそうし
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た対応は必要ではないかなと感じております。 

最近私も１時半からの会議にここによく来るんですけれども、会議に来るた

びに、研修会が開催されている。研修会が１時半とか、私はそういう会議の時間

に来るんですけれども、いわゆる窓口業務とか、例えば病院とか企業のライン生

産とかいうようなところであれば、その時間に従業員あるいは職員が集まって研

修をする機会をつくるというのはなかなか難しいと思います。それはやはり今ま

で不正とか隠蔽とか、新聞紙上をにぎわすような話題の提供があったからですけ

れども、それはやはりいろいろな管理システムなどがきちんとできていないので

はないかと思います。 

最近、水道関係企業のそれなりのポストにおられた方が、水道部のところに

来て、何々を見せてくださいと言った時に、水道部の方で管理システムのような

ものが構築されている状況が見えてこないというようなことがあったと聞きま

した。民間出身の方から見たらそういうところが非常に怠慢ではないかという感

じ方もされておると思いますので、例えばシステム構築などを積極的に取り組む

必要があるのではないかと思います。そういうことで結局は日常的な業務の効率

化が図れていく。どこにどういう問題があるかということも分かっていく。何も

ない中でやられておっても、問題があるというのがなかなか分からないだろうと

思います。 

人員の問題がありますけれども、これは一般人から見た感覚と、一般市民か

ら見た感覚と、市役所の中で働いておられる人の感覚との間に若干ずれがあると

感じておられる市民もいるのではないかと思います。 

○事務局 

今のご質問の中で、まず印鑑証明等のコンビニ交付の問題ですが、昔からこ

ういうような話題が出たり消えたりとしています。今現在でも、将来の行政の本

庁と支所のあり方を含めた検討の中では、そういうあたりも視野には入っており

ます。 

ただ、最近ではマイナンバー制度というのが導入される中で、こちらの取り

扱いがどうなるのかをもう少し見極める必要があるとの意見があります。という

のは、マイナンバー制度自身が、本来印鑑証明や住民票などが省略されるところ

につながるように聞いておりますので、その動きによってはコンビニ交付という

方法が本当に引き続き必要なのかどうかと関わってきますので、見極める必要が

あるのではないかということです。いただきました意見を踏まえて、今後の検討

とさせていただきたいと思います。 

後段の部分で、職員あるいは組織としての機能ですが、不正・不祥事があっ

た中で、職員研修というのが最近頻繁に開催されております。この前の新聞にも

やっと一巡をして終わりましたという紹介があったところですが、この中でも再
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度徹底的に洗い直す中で、しっかりと押さえていくということが押さえられてい

なかったというところが、不正・不祥事につながった要因でもあることははっき

りしていますので、その仕組みづくりに向けて現在取り組んでいるところです。 

要は、市民の皆さん方と行政の感覚のずれが皆さん方の感覚の中でもおあり

になるということで、今後そういうことを踏まえてプランづくりを進めていきた

いと思います。 

○Ｃ委員 

地域経済のつながりですが、地域にあるものを外部に向けて活用することも

大事かなと思います。例えば今、丹波市で大きなイベントが開催されている１つ

の例として三ッ塚マラソン大会がありますが、話を聞いていると午前中で終わる

とのこと。参加された方は、大体福知山に泊まるか、そのまま帰ってしまうかと

いう話を聞いて、すごくもったいないなと思いました。行政の方が参加される方

を把握され、そういう方に参加する前にお知らせなどを連絡していると思います

が、例えばその時に地元の食事どころのチラシが入っているとか、宿泊施設の名

前があるとか、宿泊してマラソン大会に参加するのであればこういうプランがあ

りますとか、見学しに来るんだったらこういうお店がお勧めですとか、そういう

宣伝はできると思います。 

丹波市はＩＴ化が遅れているということをよく聞くんですけれども、ＩＴ化

が遅れているのであれば、例えばそういう方法で工夫することも可能だと思いま

すし、それをしようと思えば行政が中間に立って、商工会とか地元のよいものを

つくっていらっしゃるようなお店に声をかけるとか、工夫はできるのではないか

と思います。イベントはたくさんありますので、丹波市のよいところを外部の方

に知っていただく工夫が必要ではないかと思います。 

○Ｆ委員 

ここであげている方向性のオのところですが、国の改革とか方向性について

注視していく必要があるとの部分ですが、国の方はトップランナー方式でいくと

いうことも出ています。行財政改革では、依存というよりは自立しようというこ

とが書いてある一方で「国の方式に沿いながら」とありますが、沿いながらとい

うのは先ほどのトップランナーで頑張るところに出しますよと言っているので、

特徴のあるものを出して、どんどんそういうものをとっていくようなことが必要

なのかなと思います。環境省などには、全国のそういうトップランナーに対して、

誘導のためのいろいろな補助金とかそういう制度がある。そういう事業をとって

いるトップランナーを視察に行ったことがありますが、戦略的にその自治体の担

当者とか議員の方も含めて、そういう制度を利活用しながら国の財源をとってい

く専門的なチームをつくって戦略的に進めている。 

「国の方式に沿いながら」というのが、そういうイメージで考えていいので
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あれば、こういった方針を今後どのように進めていくのか、現在はそういう方針

でどれぐらい進めているのか、具体的に何かそういうものをどんどんねらってい

く方向なのかをお聞きしたい。 

○事務局 

この点につきましては、１つには総合戦略の関係で、既に別の方で議論され

ていて、市としてどういうふうに動いていくかということを、まさに議論してい

るところです。 

そういった中で、こちらの行革のプランにつきましては、私の方で具体的な

ところを今お示しすることはできないんですけれども、そういう考え方について、

丹波市としてもそうあるべきだという考えの中で共有していただくことができ

るのであれば、２回先の委員会のあたりで行革のプランをお示しする際に、そう

いったあたりのご意見を盛り込んだ形で提案をさせていただきたいと考えてお

ります。 

○委員長 

今日初めて論点の１から始まったわけですから、まだこれから先少し詰めて

ご意見をいただいて、それからまたつくって、パブリックコメントにかけてご意

見もいただいて、それから最終的な案をつくっていくというプロセスの中で、今、

ご指摘いただいたようなことはできるだけ入れていきたいと思います。 

 

③論点３ 組織改革の取組み 

○委員長 

それでは、最後の論点３、組織改革の取組みについて事務局より説明をお願

いします。 

○事務局 

お手元の資料の②－６をご覧ください。論点３、組織改革の取組みについて

説明させていただきます。まず現状と課題ですが、「①これまでの強力な行財政

改革の取り組みにより、市の財政状況は比較的安定していますが、職員数と事務

事業量とのバランスが悪くなっています。」。続いて「②第２次総合計画の実現、

持続可能な行財政構造のバランスを踏まえながら、職員配置・組織体制の構築に

取り組まなければなりません。」。③としましては、「効率的な組織運営のため、

庁舎・支所機能を検討していく必要があります。」。最後に④として、「今後とも

新たな行政ニーズを踏まえた、適切な組織体制の見直しを継続的に行っていくこ

とが重要です。」。 

以上で、論点３、組織改革の取組みについての説明とさせていただきます。 

○委員長 

例えば論点２のところは持続可能な財政となっています。ここでは持続可能
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な行財政構造です。「持続可能な」という形容詞はいろいろなところについてい

ます。何が持続可能なのかという話は、またあわせて総括的に説明していただけ

るかと思いますが、３につきまして、先ほどご指摘いただいた職員数と事務事業

とのバランスなども最初のところに出ていますし、それから市役所がやらなけれ

ばいけない仕事については、どういうふうに考えていったらいいか、もう一度見

直す必要があるのではないかといったところが出ているのですが、ご質問・ご意

見をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○Ｇ委員 

論点１のところでもいろいろなご議論があり、いわゆる今の業務量と職員数

がだんだん乖離をしていきますよということかと思うのですが、論点の３の中で、

現状課題を、今説明では職員数と事務事業のバランスが悪いと書かれています。

これは読んだらそのとおりなのですが、どう悪いとか分からないということと、

真ん中の方向性案に、「第３次適正化云々計画に基づき適正な定員管理を推進し

ます」ということで、言い換えたら人数を増やしますよ、あまり削減しませんよ

というふうに見える。 

それからイのところの方向性を見ますと、第２行目ですが、「再構築が必要な

機能、部署では見直しを行うなど、機能的な組織体制を目指す」ということは、

よりベターなものにして、少ない人数でも対応するといった方向性だと思います。

そういう議論の中で、連携であるとか民間委託であるとか自助・共助であるとか、

いろんなご意見が出たんですけれども、そういう新たな見直し、職員数と事務事

業のバランスがどう悪いのかがちょっと見えてこない。 

○事務局 

第 1回でお配りしております青いインデックスで資料①－13と書いてあると

ころをご覧ください。①－13 を３枚めくっていただきますと、資料２というこ

とで、一般会計・特別会計決算額と職員数の推移の表がございます。この図表を

見ていただきますと、職員数というのが、先ほどお配りした数字の中で、これは

25年度のものしかございませんが、835人からここでは 25年度は 641人まで人

は確実に減っています。それに対しまして、業務量は、お金で見ておりますが、

平成 17 年度に比べまして一旦減って 20 年度あたりで落ち着いていますけれど

も、そこからはやや横ばい、トータル的には横ばいです。これも先ほど申し上げ

ましたように、職員数が減った分、当然人件費としてはマイナスですが、その部

分が事業の方に回っているというところが伺えます。このことから、業務量と職

員数のバランスという言葉を使って表現をさせていただきました。 

ただ、これもＢ委員のご質問にお答えさせていただきましたように、この部

分は適正化ということで、人を増やしていこうかというふうに単純に考えていな

いことは先ほど申し上げたところございます。あと、論点３のところで、組織改
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革の取組みということで、機能的な組織体系をつくることによって、その分を補

うパワー、マンパワーの部分を補うというあたりを考えてございます。 

資料は、同じところの①－15 というところをご覧ください。こちらに、２）

の第３次丹波市行政改革プランの必要性と、その中段のところの３）の第３次行

革プランの基本目標というところで、これも第１回目のところで課題とか論点の

お話をした中で、最終的に第３次のプランについては、このあたりが論点となっ

て、本当に概略なんですけれども、こういうあたりで考えていくべきではないで

すかという提案をさせていただいております。 

この中で下側に（１）と（２）がございまして、１つには行財政改革という

ことで、（１）では持続可能な財政方針を示していくということで、財政収支の

見通しというのは、これは例年うたっておりますが、これをさらに継続してしっ

かりと見通しを立てていくことと、それから、この見通しの中で、専門的なとこ

ろで見ていけば分かるんですけれども、市民の皆さんが普通に見ていただいて分

かりやすいという点で何か工夫ができないかなと考えています。 

持続可能な財政の確立、これも丹波市の状況としましては、合併以降、第１

次、第２次の行政改革に取り組んできた中で、財政的には、余裕ということを言

うと勘違いをされては困るんですけれども、悪くはないという意味です。よいと

いうのではなくて、悪くはないということで、しっかりと自信を持ってまとめて

おりますので、今ことさらに、本当にぎりぎりと行政改革をやっていかないと明

日も越せないというような状況ではない。これは、言い換えれば１次、２次でし

っかりと取り組んできた成果であると言えます。ですから、逆に言えば将来にわ

たっても、行政改革ということでみんな死にもの狂いで頑張っていくような対策

をするようなことがないような財政構造の基礎をつくりましょうということで

す。そういうことが言える状況にありますので、そういうことをこのプランの中

でうたっていきます。結局は、端的に言えば赤字になってしまったらだめですよ、

あるいは来年度の予算も組めませんというようなことにならないようにという

ことでございます。 

（２）の持続可能な行政方針、こちらにつきましては、①と②がございまし

て、②については主にこれは内向きの話になろうかと思いますが、組織的な課題

に対応するため、今既に検討に入っており、財政的にはしっかりとやっていく。

ただし、これまでこの部分の取り組みが弱かったのではないかという反省の中で、

組織力あるいは職員力の部分に少し力を入れていく。組織として力を発揮してい

くという中においては、関連計画として人材育成計画や適正化計画、細かいとこ

ろでは人事評価とかも絡み合わせて、しっかりとした組織体系を確立する。これ

を何とかこのプランの中にお示しできるようにしたい。今日、課題やご意見もい

ただいておりますので、そういう形を表現していけたらなと思っております。 
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もう一つの行政的な持続可能といった部分におきましては、施策等の遂行か

ら対応するためということで、これは次回の議論に予定しております。事務事業

執行のルール化になりますが、これをしっかりとやっていく。特に我々の中でも

意見が出ておりますスクラップアンドビルド、選択と集中ということは言ってい

くのですが、新しいことには何とか頑張って取り組むんですけれども、現在やっ

ている部分を見直してスクラップするということはなかなかやらないところが

あり、そちらの方が新しいことをするよりもむしろ体力が要るので、なかなか手

をつけきれていないところも一部にありますので、その辺はしっかりとやってい

くことを考えています。今日いただいたご意見なども踏まえて考えていきたい。 

あと、公共施設の取り扱い、あるいは公営企業特別会計の見直し。どれだけ

一般会計が頑張っても特別会計が倒れて共倒れになるのは困りますので、こうい

ったあたりをしっかりと設ける。このことによって、持続可能なという部分を目

指していくというところです。 

○委員長 

どうもありがとうございます。他にございますか。 

○Ｈ委員 

ただいまの論点３の③のところで、「効率的な組織運営のため、庁舎・支所機

能を検討していく必要があります」ということですが、前回いただきました資料

の①－５の中で、21 年度に丹波市の庁舎の検討委員会が立ち上げられまして、

５回ほど会合を持たれたようでございます。私も行革といったら、率直に組織の

効率化を図って経費を削減していくということになるから、端的に言うと人を減

らしていくということに目が向かうのですが、現に兵庫県で、阪神淡路大震災で

１兆円を超える県債を発行され、財政が悪化して県も出ていますけれども、賃金

の３割削減とか県民力の再編とか組織を再編していかなければ、人を減らすとい

うのはなかなか難しいのではないかと思われます。前回の答申を見ていますと、

本庁の機能集約というのは、１つは分庁舎方式で現状維持していくという方向性、

次に増築で本庁機能を集約するという方向性、最後は新庁舎を建てるという方向

性があります。そして支所機能は維持という中で、増築して本庁機能を集約して

支所機能は維持というのが大半の意見ということで出ましたけれども、この支所

機能を維持していくというと、なかなか人を減らすのも難しいかなと思います。 

先ほどからずっと出ていますとおり、１つは本庁に機能を集中することが必

要かなと思われます。支所としては、機能をある程度縮小して、先ほどから出て

いますとおり、アウトソーシングできる分とかコンビニ等で取得できる分とか、

そういったことを見直していかないと、なかなか人の削減も難しいです。民間に

委ねるべきところは民間に委ねたりしながら、市の行政は非常にたくさんの業務

がありますので、私どもこれを見てもなかなか分からないのが正直なところなん
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ですけれども、やはりそういったことも精査しながら進めていっていただきたい

という意見です。 

○委員長 

ありがとうございます。他にはどうですか。 

○Ｉ委員 

論点１、２、３とひっくるめてなんですけれども、行政改革を進めていくと

いったら、要するに職員さんを減らすということになってきますが、実際問題、

職員さんと事業量とも絡めながらやっていく話やと思うんですね。職員さんをあ

まり減らすのではなくて、私は専門性が必要ではないかと思います。例えば、国

とか県などは専門で入っている職員さんが多いです。丹波市は６町が合併してで

きましたが、こういう言い方は語弊があるかも分からないけど、専門性がまだ低

いのではないかと思われます。社会人採用とか、そういうような専門性を持った

方が入っていくことも非常に大事だと思います。例えば、業務を委託するにおい

ても、それを見る人間がいなければだめですね。人の質とそういうものを絡めな

がらやっていく必要があるのではないか。 

それと、一番大きな問題点は、丹波市には遊休地があるんですけれども、そ

れを担当課がばらばらでやっているような感じがする。１つの機能集中型という

か、そういう部署をつくって、普通財産をどういうふうに処分していくか。そう

いう対策にも十分活用できるのではないかと思っています。とにかくコスト縮減

のためにはどのようなことを検討しながらお金を生み出していくかということ

が重要です。 

少子高齢化は財源を確保するのが難しいんですけれども、例えば綾部市は観

光立市ということで、朝ドラをもってこようとか、そういうことで活性化してい

くといったことが大事だと思っています。そういうところをこの中に入れていた

だけたらなと思っております。 

○Ｂ委員 

仕事量が増えているのはよく分かります。参考資料①－７に時間内勤務手当

の推移が出ていますが、残業していれば、ある一定制限はありますが、残業代が

出るということで、皆さん遅くまで仕事しているということが分かる。日曜日も

出ているとのこと。これを見れば、17 年度より人が減っているのに時間外手当

は増えているということは、確かに残業が増えているということ。それは事実な

のですが、仕事の中身そのものを精査して、仕事のシステムをつくりかえて、増

やさずに今の人数で対応していくというのが大事です。 

第２次行革、１次も見て、その中身というのはどこそこの部署の人を減らし

ました、統合しましたがほとんど。それからこういう事業をなくしましたとか減

らしましたとか、予算を減らしましたとか。今まではそれでよかったんですけれ



 

26 

 

ども、３次というのは歳入をいかに増やすかという施策をやっていかないといつ

までたっても交付税の恩恵をあてにしないと、市の財政を回せない状態です。今

回たまたま、いわゆる交付税の算定基準が変わって増えるとありますが、それは

それでいいのですが、老人福祉、医療などでこれから１兆円は増えていくわけで、

これからいつまでもあり得ないですから絶対減らされてきます。その中で、いか

に丹波市の財政を自立化させるかということを今のうちからやっておく必要が

ある。 

丹波市は、さっき言いましたけれども、県下で中心市街地の近くの土地が一

番安い。和田山より安い。福知山と比べものになりません。１桁違います。今の

丹波市の取引地価はびっくりするような値段で動いています。ということは、丹

波市には都市計画はありますけれども、中心の本当の市街地はないんです。福知

山は駅があって、市役所が近くにあって、ビルがあってマンションがあります。

和田山も結構そうなっているんです。丹波市にそれがないのは、６町合併してい

ますから、それぞれに町が中心市街地をもっていて、それが寄せ集まっています

から、中心というものがない。今、横田に一部、商業的には施設が集まっていま

すけれども、中心とは言えない。だから、丹波市は中心をもつ都市計画をつくら

なければだめですよ。 

こんなこと言ったら叱られるかもしれませんが、地価を上げることも考えら

れる。地価を上げるということは、その地域を活性化させる。だから農振も外す。

例えば、稲継の中心に北近畿でも一番大きい商業施設がある。それで家電が３つ

あるし、入っている北近畿では４件、中部、北部、あそこが一番ごつい商業地な

んですよ。それにもかかわらず、地価が値崩れしやすい。いろいろと語弊や批判

はありますが、中心市街地を一つつくったら地価は自然に上がります。というこ

とは、固定資産税も自然にたくさん入ってきます。土地を売るにしても、高い値

で売れるということは、当然取引税、全て税収として収入が入るので確実に増え

てきます。そういうことも含んだ取組みをやらないと、いつまでたっても国のお

金をあてにしないとやっていけない。国や県の施策に常に振り回されます。そう

いうことで、３次計画では、いかに自己財源を増やしていくかを表に出していか

ないと、いつまでたっても自立の度合いというのは進まないことになる。今まで

は収入が少ないから切り詰めて、切り詰めてやっているんです。 

それと、丹波市は、1人あたり県民所得が、近畿４県で一番低いです。そこら

辺は、３次計画では、そういうプランニングというか、マイナスになっていくの

ではなくて、言われましたけれども、もっと前向きなところも出していかないと

だめだと思います。 

○委員長 

どうもありがとうございました。大体予定していた時間がきました。今日は
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市の方から、できたら途中で休憩をしてというようなお話があったのですが、も

う皆さん熱心にお話ししていただいたので、休憩をせずに２時間ぶっ通しでやり

ました。 

いろいろご意見いただきましたが、論点として８つ整理されていて、その内

の１、２、３が今日出たわけですが、特に１、２、３というのが中心的な論点に

なるだろうというような意図でまとめられているのかなという気もしますが、今

後やり方としましては、最終的に何をしたいのかということをまずあげて、それ

ぞれ行政に関わるいろいろな要素をよくしながら、最終的なトータルとしてのタ

ーゲットといいますか、目標値を上げるような方向に取り決めるかどうかという

のを考える必要がある。 

よく我々いろいろなところを見ていて失敗しているなと思うのは、企業の例

が多いですけれども、合成の誤謬といいますか、それぞれ部分的には前よりも状

況がよくなっているが最終的には前よりも悪くなるといったようなことがある

わけですね。それぞれの要素としてはよくなるけれども、トータルとしては悪く

なると、そういう可能性はできるだけ排除していくような形でいろいろ計画して

いかなければいけない。 

それで、行政との関わりがある人を考えてみますと、内部的に関わっている

人もいらっしゃるし、あるいは外部的な関わりもある。両方の立場でいろいろ考

える必要があるし、内部と外部とが、お互いにどういうふうな相互関連があるの

かというあたりも考えてやる必要がある。そういうふうな具体性をもう少し入れ

て、今日のお話では言葉としては美しいけれども、まだ分かりにくい言葉がある

かのように思います。 

そういったところを、この行政改革プランというのですか、それを見られた

人が、読まれた人がスムーズに分かっていただけるような、そういうふうな表現

の仕方というのも工夫して論点をまとめて、行革プランというのを提案して取り

まとめていきたいと思いますのでご協力いただきたいと思います。今日せっかく

お越しいただいていて、ご意見いただいてない方がおられますので何か一言。 

○Ｊ委員 

教育についてですが、子どもが帰ってこないのはなぜかということです。一

生懸命に学力つけて、ある大学に行かせる。そうすると帰ってこないんです。ど

うしてなのかなと、いつも考えているんです。 

もう一つ言えるのは、学校というところは、職員数は子どものクラスという

ことで決まるんです。だから１クラス減ると人数が減るんです。では仕事量が減

るかというと減らず、一緒です。そういうところを考えるとどうなのかなという

面もあります。 

○委員長 
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都会から離れたところだったら、帰ってこないというのもまだ問題になるか

もしれないけれども、例えば阪神間だったら、ここは日帰りしようと思ったらで

きるようなところでしょう。帰ってこないといけないのでしょうか。疑問に思っ

ているんですけれどもね。 

○Ｊ委員 

ただ、住所がここにないということなんです。 

○委員長 

住所はどっちにあってもいいわけですよね。 

○Ｊ委員 

いや、１月１日に住所がないと困ると思うんです。 

○委員長 

こちらの方に移していいわけでしょう、逆に。他は。 

○Ｋ委員 

職員数と事業のバランスがとれてないという話なんですけれども、実際どう

なんでしょうか。僕は、職員が何をされているかというのは分からないですが、

例えば週１回でも会議をして業務効率を上げましょうという話などをされてい

るのか。私は不動産業者なんですけれども、毎週１回やっていて、実際その業務

に直面しているのは僕らなので、僕らがこういうふうに変えようとしないと変わ

らないんです。職員数を減らして生産性を上げるといったら、業務効率を上げる

しかないのではないかなと思います。４人でやったことが３人でできれば、残り

の１人が削減できるのか、違うことに能力として使えるということになると思う

のですが、行政改革と違うかもしれないんですけれども、職員さんの中でそうい

うような取り組みをされたら、生産性はもっと上がるとは思います。 

○事務局 

今いただいたご意見につきましては、先ほど長々とお話しさせていただいた

中でも少し触れましたが、しっかりと終礼会というあたりで提起をやっていると

ころは少ないかも分からないんですが、月例の会議でやったり、年度当初の会だ

ったり、途中の見直しであったりというところの作業は、それはそれぞれのとこ

ろではやっています。しかし、そのような中でもう少し機能する形で、ＰＤＣＡ

というサイクルの中で再び解決の方に結びつけていく取組みをしっかりやる必

要がある。自分たちが努力をしていかなければいけない部分があるなというのは、

皆共通の理解としていきたいと思います。 

○Ｋ委員 

決して、市の職員が仕事をしていないという言い方ではありませんので。 

○委員長 

例えば、適正とか言っても、どういう視点から適正かというのは幾つも適正
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というのはあります。どこかの基準から見てここが適正だという、そういうのを

はっきりせずに、適正化を推進しますと言っても、どちらを見ているのというの

はありますよね。そこら辺も、できたらクリアにして、こういったような視点か

らの改革というのを考えたいというようなことを言った方が本当はよいと思う

んですけれども。 

○Ｌ委員 

いろいろな委員さんから、市の仕事が多いので、外部委託したらどうかとい

うことが出てくると、もちろん最終的に問題になるのは、どうやってその事業を

見直していくかということだと思いますが、何を基準にスクラップアンドビルド

をするのかという、そこの基準がすごく問題なのではないかと思います。そうな

れば市の職員さんの仕事の専門性とか責任というのは何だろうかということを、

もう一度本当に問われ直さなければいけないと本当に強く思いました。 

あとアウトソーシングすると人件費が安くなるということになると、そのこ

とが直接結びつかないまでも、やはり市の経済がよくなることに多くの方が仕事

をするということには結びついても、市全体の一人一人の所得が上がっていくこ

とに結びつかないということになってしまうとか、１つを解決すると１つ解決し

ないという問題とかを、計画の中でどういうふうにトータルとして考えていった

らいいのかなというのは強く感じましたし、そういうことも少しずつ考えていき

たいなと思いました。 

〇委員長 

最初に予定したより長くなってしまったのですが、副委員長さんには一番最

後のところでまたお話をお伺いするというので、これで皆さんに一応一言はご発

言いただけたのかなと思います。 

 

（５）今後の予定について 

○委員長 

とりあえずこういう形で今日の協議は終了したいと思いますが、これから今

後の予定について、事務局からお願いします。 

○事務局 

本日の次第にありますように、次回、第３回目の策定委員会につきましては、

９月 25 日、金曜日、午後１時 30 分からこの建物の北側にあります氷上保健セ

ンターの２階のホールで開催いたします。また、４回目以降につきましては、記

載しておりますとおりの日程を予定いたしております。なお、開催日時・場所が

確定しましたら、改めまして委員の皆様に文書によりお知らせいたしますので、

よろしくお願いいたします。以上です。 
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（６）その他 

○委員長 

それでは６にいきますが、何かありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

 

（７）閉会 

○委員長 

それでは閉会のご挨拶を副委員長にお願いするのですが、あわせて今日のご

感想・ご意見をいただけたらと思います。よろしくお願いします。 

○副委員長 

２時間超になりました。大変貴重なご意見をいろいろなところからいただき

まして、本当に有意義な会議になったと思います。 

考えますに、今、委員の先生がおっしゃったように、これをすればこれがや

れなくなる、そういうことをいろいろ考えますと、課題はたくさんあると思いま

す。職員さんの仕事も本当にコンビニみたいなんですよ。団体が、職員が仕事さ

れている途中にぽっと行って質問したりすることが多々ありまして、本当に迷惑

をかけていることは重々に承知しております。みんな市民もそういうことに気を

つけたいと思いますので、それもあわせていろいろご検討していただきたいと思

います。 

私は合コンをコウノトリと思っていますので、毎年、何とか子どもさんにた

くさん戻ってほしいと思って協力しておりますが、カップルができましてもなか

なか成婚までには至らないですけれども、年に１回大体 15 人から 20 人の方、

各 20 人ずつとか 15 人ずつとかで合コンをしております。人口をなるべく増や

して、そしてこっちに都会の方の企業ができて、もっと若者にとって楽しい地域

になるような、ここにいたらこんなお金たくさんもらえて、こんなうれしいこと

があるという興味を引くようなことをして、一回都会に出た学生を戻したいとい

う気持ちと、この近くに大学のキャンパスができたらいいなと、そういうのも思

っております。 

また今後ともお世話になりますけれども、どうぞ忌憚なく、本日のように活

発な意見を述べていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、ご苦労さまでございました。お気をつけになってお帰りください。 

 

 

以上 


