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第１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７月３０日（木）午後３時～午後５時２５分 

 

２ 会  場  丹波市立氷上住民センター １階 研修室 

 

３ 出席者の氏名 

（１）委員 出席１３名（欠席２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  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） （芦田 喜三郎） 

 

（２）行政改革推進本部 出席３名 

  丹波市長    辻 重五郎   副市長  鬼頭 哲也 

  企画総務部長  足立 博 

 

（３）事務局 

 財政課長      西山 茂己   行政経営課長   太田 嘉宏 

  行政機能検討係長  徳岡 泰    行革推進係主査  若狭 光正 

 

４ 傍聴者・新聞社 

  丹波新聞社 

 

５ 会議  ２ページから記載 
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（１）開会 

  ○事務局 

    本委員会は、原則公開で開催します。 

会場等の都合を加味しまして、傍聴者用資料並びに傍聴席８席を準備

して進行させていただきます。 

傍聴者及び記者の方には、受付手続きを済ませて頂き、傍聴用資料を

ご覧いただきますが、協議中の資料でもありますので、お持ち帰りは、ご

遠慮頂きますようよろしくお願いします。 

 

（２）委嘱書の交付 

   市長が委嘱書を読み上げ、小西委員より座席順に全委員へ委嘱書交付 

 

（３）市長あいさつ 

    本日は第３次丹波市行政改革プラン策定委員会を開催しましたところ、

それぞれ大変お忙しい中ご出席を賜り、誠にありがとうございます。 

    この度は、第３次丹波市行政改革プランを策定するにあたりまして、

行政改革プラン策定委員会の委員への就任につきましてご快諾を賜りま

したこと、厚く感謝を申し上げます。それぞれのご経験を基に市民の視

点で、また大所高所からのご意見をいただきたいと考えております。 

    さて、丹波市も合併後 11年目に入りましたが、昨年８月には市島地域

を中心とした豪雨災害が発生し、一夜にして中山間地域を破壊に近い、

甚大な被害をもたらしました。この災害への対応としましては、一日も

早い復興が必要ではありますが、旧に復するだけでなく、以前以上のま

ち・地域にしていかなければならない創造的復興を目指して、兵庫県の

ような創造的復興を思い出して、丹波市独特の土砂災害に対するビジョ

ンに基づき５カ年計画を立て、現在１年目を取り組んでいます。 

    ８月 12 日には、被災した八日市橋が竣工し、復興の姿が表れており、

皆さんとお祝いしたいと思っています。皆さんにも心配をかけ、また全

国からもご協力をいただきました。 

    また、本年は地方人口ビジョンと地方版総合戦略の策定要請を国から

受け、丹波市におきましても計画の策定作業を進めているところです。

自治体の知恵比べと称されるほどに、自治体の責任が重要視されており、

若者に魅力ある丹波市をさらに推し進めるため、取り組んでまいりたい

と考えております。 

    このような状況下におきまして、平成 27年度から第２次丹波市総合計

画に基づき丹波市の新しいまちづくりがスタートしました。将来像であ



3 

 

ります「人と人、人と自然の創造的交流都市」の実現に向けまして、参

画と協働、効率的な行財政運営を基本姿勢に据えて市民・事業者・地域

がそれぞれに適切な役割を担いながら様々な施策を着実に展開してまい

ります。 

    財政状況に目を向けますと、第１次及び第２次行政改革の取り組みに

よりまして、現在は比較的安定した状態にあるとも言えます。しかし、

本市の財政状況は地方交付税の動向に左右されるところが大きく、予断

を許さない状況は続いています。引き続き、国の財政健全化計画や地方

行財政改革の動向を十分に注視しながら持続可能な財政運営を行う必要

があり、市としましては総合計画とともに行政改革プランを最も重要な

計画と位置づけています。 

そうした中、行政改革プラン策定委員会の委員に、まず、識見を有す

る方といたしまして、神戸大学名誉教授の小西康生先生と神戸山手大学

准教授の飯嶋香織先生にご就任いただきました。本日は神戸からお越し

いただいております。ありがとうございます。丹波市は合併後 10年を経

過しましたが、合併してよかったと市民の皆様に評価と納得いただける

まちづくりを目指して、引き続き行政改革に取り組んでまいります。専

門的見地からご意見を賜りますようよろしくお願いいたします。 

    また、自治会長会、老人クラブ連合会、商工会、青年会議所をはじめ、

公共的団体を代表してご就任いただきました 10名の皆様には、それぞれ

の団体や企業としての活動を通じて日頃から感じられておりますことに

つきまして、様々な角度からご意見を頂戴できればと考えておりますの

で何卒よろしくお願いいたします。 

    また、公募委員の３名の皆様につきましては、ご応募いただいた方の

中から書類審査の結果、ご就任いただいております。個人としての想い

もお持ちのことと存じますが、丹波市全体の最適化に向けてのご意見を

頂戴したいと考えております。よろしくお願いいたします。 

第２次総合計画の実現を目指すために必要となる持続可能な行財政 

構造の確立に向けた第３次行政改革プランを策定するためにご尽力いた

だくことをご期待いたしておりますので、行政改革プラン策定までの間、

再々の会議となりますが、何卒よろしくお願い申し上げましてごあいさ

つとさせていただきます。 

 

（４）委員紹介 

   自己紹介 

   市職員紹介 
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（５）丹波市行政改革プラン策定委員会の役割 

  ○事務局 

    本委員会の設置と所掌事務につきまして確認をさせていただきます。 

資料①－２、丹波市行政改革プラン策定委員会設置条例をご覧くださ 

い。本委員会の所掌事務を第２条で規定しています。委員会は、市長の

諮問に応じて、丹波市行政改革プランの策定に関し、必要な調査と審議

を行い、答申をいただくことを所掌事務と規定しています。 

第３条には、委員会は、委員 15名以内をもって組織すること、さらに、

第５条には、委員会には委員長及び副委員長各１名を置き、その選出に

ついては互選によると規定しています。 

 

（６）委員長及び副委員長の選出について 

○事務局 

それでは、ここで条例の規定に基づきまして、委員長及び副委員長の

選出に入らせていただきます。 

先ほど、説明させていただきましたとおり、委員長及び副委員長の選

出につきましては、互選によることとなっております。 

選出につきまして、どのようにさせていただけばよろしいでしょうか。 

○足立篤夫委員 

初対面の方が多い中で、選考委員を選定し、委員長・副委員長を選定

するのは難しいと思うので、事務局案があれば発表したうえで、検討し

たい。 

○事務局 

ただ今、足立委員より事務局案があれば、という提案がありました。  

事務局案を提案させていただくこととしてよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○事務局 

事務局案として、委員長・副委員長を提案し、拍手をもって承認願う

という方法を提案します。 

    この方法に賛成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○事務局 

ありがとうございます。挙手全員であります。 

    それでは事務局案について相談しますので、しばらくお待ちください。 

（事務局相談） 

○事務局 
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お待たせしました。それでは、事務局より委員長には１号委員の小西

康生様、副委員長には、２号委員の中道知代子様にお願いしたいと思い

ます。 

拍手をもってご承認いただきたいと思います。 

（拍手全員） 

○事務局 

ありがとうございます。それでは、委員長には小西康生様、副委員長

には中道知代子様、よろしくお願いします。 

それでは、席の移動をお願いします。 

 

（７）委員長あいさつ 

  ○小西康生委員長 

    私は大学で経営学部にて、公的部門の継続システムをやってきました。

イギリスのサッチャー首相の頃に行財政改革を世界的にするようになり

ました。私がイギリスに行った頃にサッチャーが首相になりました。実

際にいろいろなことをしているのを目の当たりにしました。また、他の

自治体で行財政改革にお手伝いをさせていただきました。かなり昔のこ

とだから、いろいろと変わってきているとは思うが、できるだけ今の状

態・地域にあった状態で、行財政改革を皆さんと取り組んでいきたいの

で、ご協力をお願いします。 

 

（８）諮問 

   丹波市長 辻 重五郎 より 小西 康生 委員長へ諮問 

 

（９）報告事項 

  ○小西康生委員長 

    それでは次に、第９の報告事項の（１）第２次行政改革の取組状況等

についてを行政経営課より説明をお願いします。 

 

  １）第２次行政改革の取組状況等について 

  ○事務局 

それでは、第２次行政改革の取組状況等について、皆様のお手元に配

布いたしております、資料①－４から①－７によりまして説明させてい

ただきます。 

まず、資料①－４、第２次丹波市行政改革大綱をご覧ください。１ペ

ージから２ページの概要を申し上げます。 
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はじめに、第２次の前の第１次行政改革の取組みの結果として、平成

21年度までの５年間に、延べ 585の行政改革の取り組みで、累積で約 83

億円の改革の効果額をあげてきました。また、効果額では示すことがで

きない、職員の意識改革や積極的な情報提供、公平性・透明性の確保等、

行政としてのあるべき姿を追求する項目にも取り組んできました。 

    そして、平成 21 年 12 月時点における丹波市の現実的な将来の財政の

収支見通しでは、平成 27年度から合併特例法上の地方交付税に係る合併

支援措置が逓減され、平成 29年度に歳出が歳入を上回り、初めて赤字と

なります。 

そして、平成 32年度には完全にひとり立ちした丹波市として地方交付

税が算定されることにより、地方交付税が平成 21 年度と比較して 30 億

円減少し、単年度で 10億円を超える赤字になると見込みました。 

しかし、この結果は、第１次行政改革を行った成果であり、取り組ん

でいなければ、財政状況はさらに厳しいものとなっていました。 

そして、「平成 32年度までに地方交付税 30億円の減少に対応できる丹

波市へ」を基本目標として、平成 22 年度から平成 26 年度までの５年間

を計画期間としました第２次の行政改革大綱を定めました。 

その中で、戦略的かつ効率的・効果的に施策展開するために、行政経

営資源であります人、モノ、お金、時間、情報という５つの視点から行

政改革を進めることとしました。 

そして、具体的に行政改革の推進を図るため、庁内組織として丹波市

行政改革推進本部を設置し、改革すべき事案の検討や調整を行うためプ

ロジェクトチームを設け、具体的な実施計画の策定と進行管理を行うこ

ととし、ＰＤＣＡの各過程は行政評価システムにより検証することとし

ました。 

３ページ以降は基本項目について記載しております。人、モノ、お金、

時間、情報の５つの行政経営資源について、さらに 13の基本項目をたて

て、４ページ以降に項目ごとの考え方が詳しく記載されております。 

５つの経営資源の中でも、とりわけ重要な位置付けであり、職員のみ

ならず行政の組織も含めて指す「人」には、①市民にわかりやすい組織・

機構の見直し、②定員管理の適正化、③人材の育成及び確保の３項目が

あります。 

公共施設や市有財産を指す「モノ」には、①公共施設の整理合理化、

②人件費を除く経常経費の削減の２項目があります。 

行政サービスを行ううえで必要不可欠な財源を指す「お金」には、①

費用対効果を考えた事業の見直し、②自主財源の確保、③受益者負担の
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適正化、④補助金等の整理合理化の４項目があります。 

「時間」には、①業務改善による事務の効率化、②民間資金・ノウハ

ウの活用の２項目があります。 

「情報」には、①市民と行政のパートナーシップ、②インフォメーシ

ョンからインテリジェンスへの２項目があります。 

次に、資料①－５、第２次丹波市行政改革実施計画をご覧ください。 

    行政改革大綱に基づき、行政改革を進めるうえで、先程申し上げまし

た 13の基本項目をより具体に示す実施項目に管理部署を設置し、全体的

に統制をとりながら担当課が積極的に行政改革に取り組むこととしてお

ります。毎年度、実施項目の進捗状況の確認と見直しを行うとともに、

その取り組みはホームページなどにより市民に公表しております。この

実施項目は 120あり、その詳細が３ページ以降に記載されております。 

次に、資料①－６は実施計画の概要版でございます。 

最後に、資料①－７は平成 27年度の行政改革について記載しておりま

す。 

    本来、第２次行政改革大綱は平成 26年度で計画期間が終了することか

ら、平成 26 年度におきまして平成 27 年度からスタートする第３次行政

改革プランの策定に向けまして準備を進めておりましたが、昨年８月に

発生しました豪雨災害の復旧作業に重点を置くため、第３次丹波市行政

改革プラン等の作業を中断しました。このため、今年度につきましては、

第２次大綱等に準拠して行政改革に取り組んでいるところです。 

以上で、第２次行政改革の取組状況等についての説明を終わります。 

○小西康生委員長 

    ありがとうございました。それでは、ただいまの説明について質疑を

行います。ご質問、ご意見ありましたら挙手されてからお願いします。

すぐに発言するのは難しいですがどうでしょうか。 

今の段階で、特段のご質問がないのであれば、今後継続してご質問い

ただけるように、事務局と話をして、お気づきになった時点で、それぞ

れご質問していただきたい。それでよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○小西康生委員長 

    今の段階では、第２次行政改革の取組状況等についての報告事項はこ

れで終わりとしたい。 

 

（10）協議の進め方 

  １）位置付け、推進体制、策定スケジュール 
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  ○小西康生委員長 

それでは協議の進め方の（１）位置付け、推進体制、策定スケジュー

ルにつきまして、行政経営課より説明をお願いします。 

  ○事務局 

それでは、位置付け、推進体制、策定スケジュールにつきまして、説

明させていただきます。 

資料①－８をご覧ください。 

位置付けとしまして、行政改革プランは総合計画等の実現に向け、将

来にわたる安定した行財政基盤の確立を基本とし策定するものです。総

合計画との関係は資料にお示しするとおり、平成 17年の丹波市総合計画

の策定にあわせて、第１次行政改革大綱を策定し取組み、平成 22 年 11

月に策定した第２次行政改革大綱の計画期間が平成 26年度までであった

ことから、昨年度において第３次の行政改革大綱にあたる第３次行政改

革プランの策定を進めておりました。 

しかしながら、ご存じのとおり昨年８月に発生しました豪雨災害の復 

旧作業に重点を置くため、その作業を中断しましたものを、本年度にお

いて策定するものです。 

次に、推進体制につきまして説明させていただきます。先程の説明と

重複する部分もございますが、ご了承いただきますようよろしくお願い

いたします。 

市では、行政改革プランを策定・実施するために市長を本部長、副市

長を副本部長、教育長・公営企業管理者と部長職にあります職員全員を

本部員としまして丹波市行政改革推進本部を設置しております。そして、

改革すべき事案の検討や調整を行うため、本部員の推薦する職員により

構成するプロジェクトチームを設け、行政改革の推進に向け取り組みま

す。今回は、全員が課長職となっております。 

    そして、丹波市行政改革プラン策定委員会としましては、市長の諮問

を受け、行政改革プラン策定に関し必要な調査と審議を行っていただき、

答申をいただくことになります。策定までにはパブリックコメントを行

い、市民の皆様からもご意見を頂戴し、最終段階では市議会の議決を得

ることが必要になります。市議会の議決を受けました後、第３次行政改

革プランに基づく実施計画により各担当課は目標達成に向けて事業に取

り組み、その状況については毎年度報告書を作成し、公表することとな

ります。 

次に策定スケジュールにつきまして、ご説明申し上げます。裏面をご

覧いただきますと、スケジュール（案）を付けております。 
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行政経営課・コンサルタント、職員の参画、市長・副市長、市議会、

市民の参画という大きく分けて５つのくくりによりまして、４月から来

年３月までの流れを記載しております。 

本策定委員会は８回程度の開催を予定いたしております。11 月には最

終案をご確認いただき、12 月の市議会におきまして最終案についてご意

見を頂戴し、１月にはパブリックコメントを行い、市民の皆様からご意

見を頂戴しまして、内容を確定しました後、２月には答申いただけるよ

うにと考えております。答申を受け第３次行政改革プランを策定し、３

月の市議会に提案し、議決を得るよう進めてまいります。 

職員によります行政改革推進本部と庁内プロジェクトチームによりま

す会議等も並行して開催し、策定作業を進めますとともに、全職員を対

象としました研修も開催し、職員全員が意識を統一して行政改革に取り

組むよう進めてまいります。 

    非常に窮屈なスケジュールで若干遅れ気味ではありますが、３月の議

会提案に向けて委員の皆様にご協力をいただきますようよろしくお願い

します。 

以上で位置付け、推進体制、策定スケジュールについての説明を終わ

ります。 

  ○小西康生委員長 

    ただ今、協議の進め方の位置付け、推進体制、策定スケジュールの説

明がありましたが、ただいまの説明に対して、ご質問ご意見はあります

か。 先ほど説明にもあったが、非常にスケジュールがタイトな中で、

集約的に作業を進めなければならない。大変だが、皆さんからご意見等

をいただいて、それを基に事務局、コンサルティング会社と手分けをし

て作業を進めていきたい。その作業の進む中で、ご意見をいただいて進

んでいくと思いますが、最後の方は予算の関係もあり、３月までには答

申しなければならない。何かお気づきのところがあれば、また発言をい

ただきたい。 

    説明を受けて、びっくりしたが、第２次総合計画が動いている中で、

第３次の行政改革プランを策定しなければならない。２次までの説明を

受けたが、総合計画がどのように動いているのかを聞きながら、やって

いくのがいいのではと思う。 

○事務局 

お手元の資料の中の赤いインデックスのところに、第２次総合計画の

本編と概要版を添付しております。詳細の説明は略させてもらいますが、

概要版を１枚めくると、丹波市の将来像として、人と人、人と自然の創
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造的交流都市というところをイメージしながら、みんなでつなぐ丹の里

をサブタイトルにして、進めていくことになります。項目立てとしては

次の３、４ページを開いていただくと、右側４ページのまちづくりの目

標に①みんなで支え、育む生涯健康のまちから⑥丹波力を活かした創意

ある元気なまちまでを目標とし、それぞれの目標には５ページ以降、施

策目標として複数の目標を掲げて、取り組んでいくという計画となって

います。詳細については、時間の都合もありますので、概略の説明のみ

とさせていただきます。 

○小西康生委員長 

分かっていただきましたでしょうか。これまで、第２次総合計画まで

が策定されており、それに沿って進めています。これも検討していただ

けないといけない。例えば、施策があって、下に事務事業があるが、ど

のレベルで皆さんに議論をしていただくのか、こういった組み立てがい

いのかまで、含めてお話ししていただいたらいいのかなと思いますけど。

どこまでしか聞けませんよというような制約はないと思います。どんな

ところでも、何なりとご意見・ご質問をしていただいて、ここで分から

なければ、一般の人に伝えるのも難しいと思いますので、我々の中でも

十分理解して、一般の人にも伝えていけるようにと思います。自制せず

に何なりとご意見・ご質問をいただいて、思うところをできるだけクリ

アにして、プランを策定していきたいと思います。 

    今日の段階では、協議の進め方について、位置付け、推進体制、策定

スケジュール等々もよろしいでしょうか。また、後でご意見・ご質問が

あれば、言っていただけますか。 

（意見・質問なし） 

  ○小西康生委員長 

    そういったご意見・ご質問のいただき方について、時間の制約もある

中で進めていかなければならない。委員の皆さんにも積極的にかかわっ

ていただくようお願いする中で、進めていきたいと思います。 

 

  ２）質疑の事前報告制、会議傍聴について 

  ○小西康生委員長 

続きまして、（２）質疑の事前報告制、会議傍聴についてを行政経営課

より説明をお願いします。 

○事務局 

それでは、質疑の事前報告制、会議傍聴につきまして、説明させてい

ただきます。 
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資料①－９をご覧ください。 

質疑報告書の様式（案）でございます。委員会におきまして十分に協

議を行っていただけるよう、次回の委員会からは委員の皆様のお手元に

会議資料を事前に配付させていただきたいと考えております。そして、

あらかじめ質疑報告書により質問事項を頂戴し、会議の準備を進めてま

いりたいと考えております。もちろん、事前の報告がなければ委員会に

おいて質疑できないというように、決して発言を制約するものではござ

いません。委員会におきまして説明させていただく中で疑問が生じたり、

また、他の委員の方々のご意見やご質問の中からも様々な疑問が生じる

と思います。そういった場合には自由に質疑をしていただければと思い

ますし、私どもの都合により資料の事前配付ができないこともあるかも

しれません。委員会におきまして十分に協議を行っていただくための一

つの方法としまして、質疑報告書につきましてご意見を頂戴したいと思

いますのでよろしくお願いいたします。 

次に、資料①－10、丹波市行政改革プラン策定委員会傍聴要領（案）

でございます。本策定委員会につきましては、原則、公開により開催す

ることとなります。会議の傍聴につきまして、あらかじめ一定のルール

を作っておくことも必要と考え、案を作成したところです。 

第２条には定員につきまして規定しております。会議の開催場所、会

場の広さによりまして人数を制限することにしております。 

第４条には傍聴することができない者としまして、具体的に例示して 

おります。 

第５条には傍聴者の守るべき事項としまして、具体的に例示しており 

ます。 

以上、傍聴要領（案）につきまして、ご意見を頂戴したいと思います

のでよろしくお願いいたします。以上でございます。 

○小西康生委員長 

資料の①－９について、あらかじめ分かっていることであれば、これ

にて報告してほしい。これを出された後、質問・意見したい場合は、会

議の中でお話ししてもらっても構わないということです。 

    傍聴については一般に、このような会議はできるだけオープンにしま

しょうとなっていますので、よほどのことがない限り、オープンになっ

ています。オープンにするにあたっては、このようなルールを定めて、

進行に支障のないようにやりたいということです。傍聴者に対しても、

希望者がたくさんいれば、対応できないところもあるので、このような

ルールは必要となってきます。 
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    これでよいでしょうか。ご質問があればいただきたいと思います。い

ろいろなことを聞いて、すぐにご質問・ご意見と聞かれても、なかなか

出ないと思いますので、後程でもよいのでください。とりあえず、今の

段階ではこれでよろしいですか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○小西康生委員長 

それでは、事前報告制、会議傍聴について、これで終了したいと思

います。 

 

（11）協議 

１）財政状況の現状と見通し 

○小西康生委員長 

次に 11番の協議に入りたいと思います。 

    まず、１番目は財政状況の現状と見通しについて、財政課長から説明

願います。 

  ○財政課長 

本来なら財政収支見通しにて説明するのですが、毎年 12月ぐらいに作

成します。現在は今年度の収支見通しを作成中なので、次回の会議まで

には、おおよその概要を作成し、報告したいと考えています。 

    本日は、前段として、状況が変わった点、丹波市の特性を資料にて説

明します。 

まず１点目、合併算定替終了後の新たな財政支援措置についてです。

合併市町村は、合併後 10年間、旧町ごとに算定した交付税額が保障され、

その後５年間を調整期間として単一市町村としての算定に置き換えられ

ることになっており、丹波市では約 34 億円の減額となる見込みでした。

交付税とは、国税を市町村ごとに財政力に応じて割り振られる交付金で

す。この減額がこれまでの行革を進める大きな課題でした。しかし、平

成の合併により、市町村の面積が拡大する等市町村の姿が大きく変化し

たことから、合併後の市町村の実情を把握したうえで、合併時点では想

定されていなかった財政需要を平成 26年度から５年間で交付税算定に反

映されることとなり、減額幅は大きく緩和される見込みです。約半分以

上、約十数億円まで減る見込みであり、第１次、２次の方針から大きく

変わります。減額額は来年度にならないと確定しませんが、おおよその

見込みが見えてきたので、次回の収支見込みには反映させていきます。

これが、大きく変わった１つ目の点です。 

２つ目の視点に、性質別の決算額から見た平成 17年度と 26年度の比
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較についてです。行政改革や繰上償還の実施により、経常的経費の人件

費、公債費、補助費等は 6.5％から 20％以上減ってきています。一方で、

特別会計の繰出金が 87％増えてきています。これは下水道事業が合併後

増えてきているので、繰出金が増えている。国保会計等への繰出す必要

が増えているためです。また、維持補修費、扶助費とか、行革によって

あまり減らすことができない義務的な経費も増えてきています。 

２ページは類似団体との比較です。各市の状況は違ってきているので、

全部の平均を比較するとかなり差が出るので、類似団体との決算と比較

したものです。近隣の類似団体は、兵庫県だと芦屋市、豊岡市、三木市、

京都ですと福知山市がありますが、大都市近郊の衛星都市が含まれるた

め、中央値を見ると人口は同じぐらいですが、面積はかなり違います。

このように状況は違いますが、比較をしてみたいと思います。なお、比

較数値は該当団体の平均値であり、それが望ましい数値であるのかの判

断、また原因が丹波市の特性によるものとして必要な支出であるかの判

断は注意する必要があります。 

性質別に歳出を比較した場合、人件費は経年的には減少していますが、

類似団体との比較では 10.0％、4.6億円が過大になっています。物件費・

維持補修費は賃金や施設管理のための需用費や維持補修費が過大となっ

ています。公債費についても、丹波市は 21億円の繰上償還を行っていま

すが、それを除いても約 12億円過大となっており、類似団体との比較で

は地方債残高がまだ多額であることを示しています。 

次に②は目的別歳出の比較をしたものです。各市の置かれている状況 

により差が大きく出ており、農林水産業費は突出する状況にあります。

また、老人福祉費、児童福祉費が過大で、生活保護費が過小となってい

ます。 

次に物件費の比較ですが、教育費の賃金、需用費、備品購入費等で著

しく過大となっています。これは広い面積に点在する学校が多く影響し

ています。また賃金も多くなっています。 

    次に５ページを飛ばして、６ページに移ります。単独の補助費につい

ては、類似団体の倍近くになっています。土木費、教育費を除く各費目

で過大になっています。地域医療対策事業を積極的に行ったことも要因

です。 

    こういったことも含めて、次回の収支見通しで説明したいと思います。 

○小西康生委員長 

財政状況の現状と見通しについて、何かご意見・ご質問ありますでし

ょうか。10 分休憩を取った方がよろしいでしょうか。このまま続けた方
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がよろしいでしょうか。 

〔休憩を求める声あり〕 

○小西康生委員長 

では、10分休憩し、４時 30分から再開します。 

（休 憩） 

  ２）第３次行政改革プラン策定の考え方について 

  ○小西康生委員長 

次は、11の（２）第３次行政改革プラン策定の考え方についてを行政 

経営課長より説明をお願いします。 

○行政経営課長 

初めに、ただいまから説明させていただく内容につきましては、本日

の委員会開催に先立ち、先ほどご説明申し上げました第３次行政改革プ

ラン策定の推進体制により、本日までに２回の本部会議と庁内プロジェ

クトを１回開催し、協議を経て至っております。 

それでは①第２次行革取組み等の状況からみる現状（課題）と改善（案）

について説明させていただきます。 

なお、用語の説明や添付資料の照会などを含めて説明させていただき 

ますので、少し長くなりますがご了承ください。 

では、資料①－12をご覧ください。 

１）第２次行革取組みの状況ですが、これは、第２次行政改革実施計

画の取組みとしまして、行政改革取組説明書により取り組んだ内容につ

きまして、各課に照会をかけ、達成・未達成の状況や、取り組みの分析・

検証として、未達成の原因や課題などを確認しました。お手元には、調

査結果の概要になりますがＡ４判タテ２枚ものにまとめております。こ

れに加えまして、５月下旬から６月上旬にかけて各課ヒアリングを行い、

各課の現状や課題などについて確認しております。 

この２点の個々の詳細の説明は略させていただきますが、これらの結 

果を受け３）現状（課題）と改善（案）にまとめておりますので、その

資料で説明させていただきます。 

資料①－13をご覧ください。 

現状の課題としましては沢山ございますが、ここでは行革プランに位

置付けることが相応しいと思われる 11の項目に整理しております。 

まず、１財政状況としましては、先ほど財政課より報告のありました

とおり、１次、２次の行革の取組みにより現状の財政状況は比較的安定

した状態にありますが、予断を許さない状況であることに変わりはない

こと。特に、国の地方交付税制度改革の動向に左右されるところが大き
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いことから、改善案としまして国の財政健全化計画や地方行財政改革の

動向を見据えた取組みを進めることでありますとか、計画期間、平成 28

年度から平成 36年度における財政安定化の方針を設定することが必要と

考えております。 

財政安定化の方針といたしましては、従来の主要指標、これはお手元、

資料①－４、第２次丹波市行政改革大綱２ページをご覧ください。 

中段（２）目標数値の表に記載の実質公債費比率、将来負担比率など

基本的な指標のことですが、従来の主要指標設定に加え、財政調整基金、

財政調整基金とは市の決算において財源に余裕がある年に積み立て、不

足する年に取り崩すことで財源を調整し、計画的な財政運営を行うため

の貯金にあたるもので、他に地方債の返済を計画的に行うための減債基

金、大規模施設の整備などのために積み立てる、その他特定目的基金が

あります。昨年発生しました災害への対応もこの基金の活用により財政

的には有効に機能したところです。その積み立ての基準、果たしてどれ

だけ積み立てるのが適切なのかなどを設定する。 

また、水道事業など公営企業会計でありますとか、国民健康保険や介

護保険などの特別会計、特別会計とは一般会計とは異なる特別の目的を

持つ会計で、一般会計から独立したもので、通常はこれらの会計に対し、

総務省が示した繰出基準に基づく繰出し、いわゆる一般会計からの負担

を行っていますが、近年、特別会計の経営も厳しくなり、基準に基づく

繰出しだけでは採算がとれないところもあり、公益性の観点から基準外

の繰出しが必要な会計が出始めております。 

よって、その繰出しのルール化を図ることが必要であること、そして、

今まで以上に市民の皆様に分かりやすい言葉や指標を用いることの検討

などが必要と考えております。 

次に、２定員としましては、お手元の資料を３枚めくっていただき、

資料２をご覧ください。 

一般会計・特別会計の決算額と職員数の推移の表で、中央の積み重ね

グラフが各年度の決算額、折れ線グラフが職員数の推移を示しておりま

す。ご覧いただきますとおり、決算規模は平成 17 年度は、平成 16 年度

発生の災害対応の影響も受けておりますが、一般会計ベースで、330億円

から 350 億円のあたりで推移しております。一方の職員数は、定員適正

化計画に基づく職員の削減により平成 17年度の 835人から平成 25年度

では 641人に減少しております。 

先ほどの箇所、資料①－13にお戻りください。 

各課のヒアリングにおきまして、多くの課で現状の事務事業量に対し、
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人員が不足していると感じているところが多く、実際に休日や時間外勤

務も多く見受けられ、業務量と職員数のバランスが崩れていると言える

ものと考えております。加えて、災害発生時など非常事態時にはさらな

る負担が生じる状態となっております。 

このことから、資料３、丹波市不正防止処理に関する第三者委員会の

最終報告を添付しております。この報告書は市の不正事務処理事案につ

いて、客観的かつ公正な立場からの検証と再発防止策の提言を受けまし

たもので、この報告にも指摘のある職員数の減に対する抜本的な取組み

が必要であり、主に財政的負担を軽減するために第１次より行政改革の

一つとして、定員適正化計画を定め、取り組んでまいりましたが、その

計画自体を見直すことが必要であると考えております。 

次に、３人事としましては、各課ヒアリングにより人事異動と人材育

成 のあり方について、例えば、技術職など専門職の適正配置や、経験

を要する職員の育成と計画的な異動などの課題が見えますが、このこと

は第三者委員会の報告でも指摘されております。 

これに対しましては、現在策定している職員人事異動方針、新しい勤

務評定の手引き、人材育成基本方針の見直しが必要で、それらの見直し

にあたっては、先ほどの定員適正化計画を含め各計画の整合を図りなが

ら進める必要があると考えております。 

次に、４組織としましては庁舎機能、支所機能、地域医療総合支援セ

ンター（仮称）、設計・発注・検査体制、内部事務、災害対応などについ

て現状の課題が見えております。 

２つ目の支所機能のあり方につきましては、既に昨年来協議を進めて

おりますが原課との関わり、原課とは、例えば、支所が住民票や戸籍の

業務をする際の本庁・市民環境課を指します。支所と原課の関わりにつ

いての改善課題事項を継続協議することが必要です。 

また、地域医療総合支援センター（仮称）につきましては、 平成 30

年度に開設することが計画として定まっておりますので、その開設にあ

わせ、組織を再編することが有効と考えられ、丹波市組織機構再編方針

を見直す必要があります。その再編に関連し、庁舎機能のあり方を検討

することが必要と考えております。 

また、事務的には、現状、内部事務に要する時間が増加しているとい

う声が多く、事務処理ルールが複雑になっていることや、内部の検討委

員会が多いことなどがあげられています。お手元の資料５をご覧くださ

い。これは、平成 26年度末現在の主に内部が中心の会議の設置に関する

要綱等を抜粋したもので、網かけのもので庁外の委員が混在する会議も
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含んでいますが、実に多いということはご理解いただけるものと考えま

す。 

資料①－13、先ほどの箇所にお戻りください。 

このことから、内部検討委員会のあり方の整理や内部事務に関する独 

自基準の見直しなど、内部事務の基本ルールを見直す、或いは設定する

ことが必要と考えております。 

また、災害発生時の対応としては、昨年既に実践された事務事業の優

先順位付けによる災害規模に応じた中断・延期・中止の取り扱いを、あ

らかじめ設定するなどの対策が必要と考えております。 

次に、５事務事業につきましては、改善ができたところとできていな

いところがあるという抽象的な記述としておりますが、概要につきまし

ては、先ほどご確認いただきました資料①－12及び資料①－７、平成 27

年度の行政改革に記載の状況にあります。このことに対しましては、改

善ができたところについてもその水準を維持しなければならないもので

ありますとか、さらに見直しを要するものもありますでしょうし、でき

ていないところについては、引き続き改善に向けての検討や実行が必要

なものがございます。 

ただし、行革プランでは、個々具体の事務事業についての方向付けを

するものではなく、事務事業の取組み全体に対する基本的なルールを設

定する、プランというよりもむしろビジョンを示すことと考えておりま

す。そこでは、事務事業の目的を明確にし、常にベストの事業を選択し

展開することを前提とすることで、そのことが選択と集中につなげてい

けるものと考えております。 

具体的なルールとしましては、上位計画との整合、重要課題ヒアリン 

グや予算編成時などに協議を確実に実施する体制や、性質別取り扱い、

優先順位づけなどの基本的な取り組みのルールの設定を考えております。 

また事務量過多につきましては、全体的に事務事業の量が増加してい 

ること、逆に人員は削減されていることより生じております。これは、

本来、事務事業の取組みは選択と集中、スクラップ＆ビルドを基本の考

え方としていますが、実際は新たな事務事業の取組みはできているもの

の、これまでの事務事業を整理しきれていない、スクラップしきれてい

ないところがあり、事務量過多に陥っているところもあるということを

各課ヒアリングにより感じるところがございます。言い換えますと、現

状のあれもこれもから、あれかこれかに考え方を修正することも必要と

考えているものでございます。 

次に、６補助金等につきましては、こちらも改善ができたところとで
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きていないところがあるという抽象的な記述としておりますが、概要に

つきましては、先ほどご確認いただきました資料①－12及び資料①－７、

平成 27年度の行政改革に記載の状況にあります。 

以下、７使用料手数料、８税及び税外未収金、９公共施設等、10．公

営企業会計・特別会計につきましては、行革プランに位置付けることが

相応しいと思われる項目として整理しておりますが、後の論点でも説明

させていただくものがございますので、ここでの説明は略させていただ

きます。 

おしまいの 11市民サービスの向上につきましては、第３次の行政改革

プランが、総合計画の達成を目指すとともに、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づくりを目指すために、財政的・行政

的ともに弾力性を持たすことが必要と考えているもので、この考え方の

詳細につきましては、後の項目で説明させていただきます。 

以上で①第２次行革取組みと各課ヒアリングの状況についての説明と

させていただきます。 

引き続いて説明をさせていただきます。 

②第３次行政改革プランの策定にあたっての基本方向についてご説明

申し上げます。 

初めに、１）論点整理としまして、先ほどご説明申し上げました２）

現状（課題）と改善（案）の内容をもとに、今後行革プランの具体的な

検討を進めるにあたり、この委員会での議論を効果的に進めるために論

点という形で整理しております。 

資料①－14をご覧ください。 

各論点に対しましては、今後の詳細協議の中で、段階的にご議論をい

ただくこととなりますが、本日は、その内容について共通のご理解をい

ただくためにお時間をいただき、記載の内容を朗読させていただきます

のでお聞き取りください。 

（資料①－14 １）論点整理を朗読） 

  ○行政経営課長 

以上、８つの論点により、一部２項目にわたっていますが、その考え

方に対し今後この委員会で幅広い視点、また市民の視点などからご意見

をいただき議論を深め、具体のプランづくりに反映させていただきたい

と考えております。 

次に、２）必要性としまして資料①－15をご覧ください。 

    現状や課題、そして整理した論点をもとに、第３次行革プランの必要

性をどのように考えるのかということで、現時点での考え方をお示しし
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ております。 

大きくは２点、財政的と行政的の課題への対応としまして、まず財政

的な課題としましては、先ほど財政課より説明のありました財政の現状

と今後の見通しより、予断を許さない財政収支見通しへの対応と国の地

方交付税制度改革の考え方への対応が必要と考え、行政的な課題としま

しては、定員や人事・組織機構などの組織的課題への対応と、事務事業

や公共施設、特別会計など施策等遂行課題への対応が必要と考えており

ます。 

イメージ図は、３）基本目標で説明します。 

次に、３）基本目標としまして、同じ資料①－15、下部をご覧ください。 

第３次丹波市行政改革プランの基本目標としまして、第２次総合計画 

や本プランを上位計画として、個別計画と総合的に運営する行政経営シ

ステムを確立させる。併せて、持続可能な行財政構造の確立に向けて、

基本的な考え方、組織としての方向付け、判断基準、優先順位などを設

定し行財政運営の基盤強化を図る。そのことによって、財政的・行政的

ともに弾力性を持たすことで、多様化する市民ニーズ、社会情勢に柔軟

に対応できる体制を目指す。このように考えております。 

前後しましたが、イメージ図で説明させていただきます。 

次ページ、イメージ図１、組織改革・事務事業等の取組みをご覧くだ

さい。 

このイメージ図は、先ほどの論点３、組織改革の取組みの考え方に相

当するもので、繰り返しの説明になりますので省略させていただきます

が、イメージの上段では、左枠内の行政経営の方針・目標となる第２次

総合計画、第３次行政改革プランなどを市の上位計画として、右枠内の

個別計画を、それぞれの部や課、係、職員の方針・目標として、双方が

整合のとれたもので、その内容を共有するという考え方でございます。 

イメージの下段では、これまでの行政経営や行政評価システムの基本 

的な考え方、ＰＤＣＡサイクルで回すこと、ＰＤＣＡサイクルとは、事

業活動における管理業務を円滑に進める手法の一つで、Plan 計画、Do

実行、 Check評価、 Action改善の ４段階を繰り返すことによって、業

務を継続的に改善するというものでございます。このＰＤＣＡサイクル

で回すことを継承し、施策の評価・見直しと予算要求・査定へ反映する

という政策協議について、効果的なシステムの構築を目指すという行政

経営システムを確立するというものでございます。 

次ページ、イメージ図２、財政的・行政的に柔軟な対応をご覧ください。 

このイメージ図は、先ほどの論点１、第３次行政改革の目的の考え方、
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また、その前段でご説明申し上げました２）現状（課題）と改善（案）

の 11市民サービスの向上に相当するもので、多様化する市民ニーズ、社

会情勢に柔軟に対応できる体制づくりのために、財政的・行政的ともに

弾力性を持たすことをイメージしたものでございます。 

左側上段枠内には、現状としまして職員の数は減り、事業量は横ばい

若しくは増加の傾向にある、イコール、職員への負担が大幅に増加して

いる。その結果、事務事業等の取組みに余裕がない。課題としまして、

事務事業の達成が目標となり、全体目標の達成や柔軟な取組みにつなが

っていないところがあるというもので、そのことを図でイメージしたも

のが下の図でございます。点線の職員数が右下がりで推移していること

に対し、実線の業務量、予算・決算額が横ばい或いは増加している。点

線と実践が交差し、逆転した以降のエリアが、職員に負荷がかかり、取

り組みに余裕がないという現状・課題の現れの域で、仮に負荷域と呼ん

でみました。 

この現状を変える。どのように変えるのか。 

右側上段枠内に、３次の行革プランの取組みとしまして、持続可能な

行財政構造の確立に向けて、組織としての方向付けや、判断基準、優先

順位など、基本的な考え方を設定する。組織的課題の解決や、事務処理

や事業システムなどをシンプルにするなど施策等遂行課題を解決するこ

とで、財政的・行政的ともに弾力性を持たす。その結果、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を目指すというもので、そ

のことを図でイメージしたものが下の図でございます。点線が職員数の

適正化、職員数を増やすということではありません。組織力・職員力の

向上により上向きになる。これに対し、実線が事務事業の見直しや優先

順位付けなど、施策等遂行課題を解決することで、右下がりになる。点

線と実践が交差し、逆転した以降のエリアが、人的・組織的、そして財

政的に少しでも余裕を持つことができる領域。この余裕域の創出により、

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を目指すとい

うものでございます。 

先ほどの資料①－15にお戻りください。 

基本目標の具体項目につきましては、（１）持続可能な財政方針としま

して、①財政収支の見通し、②持続可能な財政を確立するための基本方

針 を示す。（２）持続可能な行政方針としまして、①組織的課題に対応

するために、組織力向上のための方針、職員力向上のための方針を示す。

②施策等遂行課題に対応するために、事務事業執行ルール、新規・継続・

統合・廃止の設定、公共施設等総合管理計画、個別計画に基づく適正管
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理、公営企業、特別会計への繰出し基準を設定など、このような内容を

示すことを考えております。 

以上、大変長くなりましたが、②第３次行政改革プランの策定にあた

っての基本方向についての説明とさせていただきます。 

○小西康生委員長 

第３次行政改革プラン策定の考え方について、ご意見・ご質問ありま

す でしょうか。 

（意見・質問なし） 

  ○小西康生委員長 

これから以降、ご意見・ご質問、お気づきのところがありましたら、

いつもでもそれを表明していただいて、それについて事務局からの説明、

我々の間で話し合う方法にしたいと思います。 

 

（３）意見交換 

○小西康生委員長 

行革をするときは、贅肉と筋肉を分けて、贅肉を落として筋肉を強化

しないと、大変なことになります。 

    このあと、意見交換ですが行いますか。 

次回以降にさせてもらいます。 

 

（12）第２回策定委員会開催日程 

○小西康生委員長 

第２回策定委員会開催日程に移りたいと思います。 

○行政経営課長 

質疑通告書という制度でこれからいかせていただきますが、それとは 

別に本日これだけ説明をさせていただいてますから、次回の開催までに

何かご不明な点がありましたら、お電話をいただいても結構ですし、日

程が合えば直接お出会いして説明させていただく等、できるだけの対応

をさせていただきたいと思います。 

次回、第２回策定委員会の開催日程につきましては、来週にプランの

策定業務を支援いただくコンサルタントと今後のスケジュールについて

打ち合わせをしますので、スケジュールを見直しさせていただき、次回

は８月中の開催は難しいかもしれませんが、できるだけ早い段階で開催

したいと思います。 

    具体的な日程については、正副委員長とご相談し、決めさせていただ

きますが、私どもの都合になりますが、飯嶋先生の講義の関係があり、
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金曜日の午後を基本に日程設定をさせていただきたいと思っています。

何か金曜日の午後に予定が入っておられる委員さんがおられるならば、

教えていただきたいのですが。もしよろしければ、今後、金曜日の午後

は日程をご配慮いただきたいと思います。 

    以上でございます。 

  ○小西康生委員長 

ありがとうございます。飯嶋先生、講義は９月はありますか。 

○飯嶋香織委員 

８、９月はないです。あと２月もないです。 

○小西康生委員長 

飯嶋先生の講義がない時期は金曜日にとらわれず、できるだけ多くの

方が出席できるような日程を組んで進めていきたいと事務局の方にお願

いしたい。 

他によろしいですか。 

（意見・質問なし） 

○小西康生委員長 

    それでは事務局にマイクを返しましょう。 

 

（13）閉会 

○事務局 

それでは、閉会のあいさつを中道副委員長よりお願いいたします。 

○中道知代子副委員長 

皆様、長時間にわたってご苦労様でした。静かなところで資料を読み、

次回の会議までに質問があれば考えていただきたい。 

それでは、これで閉会します。 

 

 

以上 

 


