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第３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２８日（月） 午後１時３０分～午後４時２６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    丹生 裕子    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  （松浪 裕之） 

 

（２）事務局 

行政経営課長  太田 嘉宏    財政課長  西山 茂己 

行政機能検討係長  徳岡 泰   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 

皆さん、こんにちは。日中ご多忙の中、第３回丹波市行政改革プラン策定委

員会にご参集いただきましてありがとうございます。定刻となりましたので、開

会させていただきます。 

本日は、事前に配付しました次第日程により、日程２の委員長あいさつまで

事務局にて進行させていただきます。初めに、数点連絡等をさせていただきます。 

まず、第１回及び第２回の策定委員会を欠席されました丹生裕子委員をここ

で紹介させていただきます。 

○丹生裕子委員 

皆様、こんにちは。過去２回の委員会を所用により欠席し、大変失礼いたし

ました。各回とも委員会後に、担当の職員さんに自宅まで来ていただき、会議内

容を聞かせていただいております。 

申し遅れました。私、丹波市いずみ会の会長としてこの委員会に関わらせて

いただいております丹生裕子と申します。いずみ会は、「食」を通じた健康づく

りということで、主に料理教室をあらゆる世代向けに地区ごとに開催しながら、

皆さんの健康づくりのお手伝いをボランティア活動で行っております。 

また、それとは別に、私個人として母親及び住民の立場から地域の医療を守

っていこうということで、「県立柏原病院の小児科を守る会」の代表も務めてい

ます。また、足立映美さんとご一緒させていただいていますＴプラスファミリー

サポートの協力会員としても登録させていただいております。 

そのような立場から、この委員会に少しでも意見などを述べていきたいと思

っております。皆様より理解は不足しているかと思いますが、これから頑張りま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局 

本日は、松浪委員より欠席の届を、足立晶子委員は少し遅れてご出席いただ

ける旨の連絡を受けております。また、本日は９月市議会の決算特別委員会開催

日のため、企画総務部長は欠席しております。 

次に、皆様のお手元に本日の会議資料とあわせて、第２回策定委員会の会議

録をお届けしました。ご確認いただき、修正が必要な箇所がございましたら、一

両日中に事務局までご連絡いただきますようお願いいたします。 

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ご質問やご意見

をお受けしております。このご質問・ご意見に対する回答などにつきまして、今

後、関連する審議の際に説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 
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（２）委員長あいさつ 

○事務局 

それでは、次第の日程２、委員長あいさつに移ります。委員長よりごあいさ

つを頂戴してから、以降、委員長より会議の進行をお願いいたします。 

○委員長 

前回からあまり日が経っていない間に、たくさんの資料を集めていただきま

した。できるだけスムーズに、２時間ぐらいを目途に進めていきたいと思います

ので、ご協力のほどよろしくお願いします。 

 

（３）報告 

○委員長 

それでは、次第日程によりまして会議を進めたいと思います。３の報告に移

りたいと思います。 

○事務局 

（１）の平成 27 年度収支見通しについてを説明する前に、少しお時間を頂戴

しまして、皆様のお手元に本日追加配布させていただいた、参考２から参考４の

資料の説明をさせていただきます。 

まず、参考２は、今年の６月に内閣府より出されました通知文です。市町村

の適切な管理のもと、市町村の判断に基づき民間事業者の取り扱いが可能な窓口

業務について記載されております。市町村の窓口業務のアウトソーシングの参考

として配布しました。 

参考３は、前回の策定委員会で提出を求められました職種別の丹波市職員数

の推移の資料でございます。 

平成 16年 11月１日の合併時から平成 27年４月１日までの各年度当初の職員

数を、一般行政職、消防士、保育士等の職種ごとに区分し、その推移を記載して

います。平成 16 年度当時、822 人の職員が在職していましたが、平成 27 年度時

点では 659 人となり、163 人の減となりました。 

最も減少していますのは一般行政職で、125 人の減となっていますが、もとも

と保育士や幼稚園教諭であった職員を一般行政職へと職種を変更し、増やした結

果をもってしましても、125 人の減という状況です。 

逆に消防士につきましては、職員数が年々増加している状況や、今年度から

看護専門学校が県から市へ移管されたことに伴いまして、職員が配置されたこと

が確認できます。 

参考３のところで２カ所訂正をお願いしたい箇所があります。参考３の表の

一番右端、増減率と書かれた欄ですが、一番下の行、それから下から２行目が、

32.9、19.8 となっております。頭にマイナスを付けてください。 
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最後に、参考４は、前回の策定委員会で提出を求められました男女別年齢別

の職員数を記載した資料です。上段が平成 27 年４月１日、下段が平成 32 年４

月１日の内訳となっています。下段は、上段の数字に単純に５歳を加算したもの

で、定年退職以外の増減は加味していません。 

平成 27 年のグラフをご覧いただきますと、全職員 659 人のうち、男性が 443

人、女性が 216 人となっています。67％が男性、33％が女性という状況です。

年齢別の状況を見ますと、40 歳代の職員が多く、20 歳代の職員が極端に少ない

状況が確認できます。 

以上で、本日追加配布させていただきました資料の説明を終わります。 

○委員長 

    どうもありがとうございました。追加資料の内、参考２、参考３、参考４につ

いて説明をしていただきましたが、これらにつきましてご質問・ご意見はござい

ますか。 

○Ｂ委員 

職種別職員数で、消防士が 23 人増えています。私たちの町内でも、消防団員

は分団を統合して定員を減らしています。それにもかかわらず、消防士を増やし

ているのは救急車のためですか。それとも、消防本来の業務に携わる方、または、

その両方携わっておられる方なのでしょうか。 

○事務局 

ただ今のご質問ですが、消防職のところで資料、参考３のところをご覧くだ

さい。55 名から 78 名まで増加している内訳は、主に救急です。これは合併以前

広域消防という形で整備していたものから丹波市が合併し、さらに周辺部分の救

急隊の到着時刻を少しでも改善していくという観点で、例えば山東や山南、青垣

の方に駐在を置き、段階的に強化していきました。これを計画的に整備していっ

た部分が直接の増加の影響です。 

○委員長 

よろしいですか。他にございませんか。 

○Ｅ委員 

同じ表の中で、数字上、保育士ではなく幼稚園教諭が非常に減少しています

が、幼稚園がこども園に統合されたとか、法人化されたとか、実態はどうなって

いるのですか。 

○事務局 

幼稚園教諭が合併時点では 49 人。それが今現在は 10 人になっております。

ご存知のとおり、認定こども園が地域ごとに今建設されて、運営されております

が、それに伴い各小学校等に併設されていた幼稚園が閉園されまして、幼稚園の

先生が一般職員、行政職として市役所の中で勤務されている状況がどんどん増え
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ております。当然、定年退職等された方もいらっしゃいますが、多くは職種を変

更したことに伴い、幼稚園の教諭は現在では 10 人が幼稚園に勤務されています。

大きな減少の理由はそういうことです。 

○Ｅ委員 

人数はそれで分かりますが、園そのものの実態はどう変わっていったのです

か。保育園、幼稚園、それからこども園、法人化というふうにいろいろあると思

いますが、実態としては変わっていますか。 

○事務局 

直接のお尋ねと回答がずれるかもしれませんが、市内にはそもそも社会福祉

法人の保育園と、公立の保育園がありました。幼稚園は、それぞれ小学校に併設

されていました。これが現状最終の部分ですと、氷上のエリアで東小学校と南小

学校の校区においてまだこども園の整理には至っていない計画区域が１つある

こと、それから柏原の校区については、幼稚園、保育園ともに公立で設置されて

いるところからのこども園への移行がまだ進んでいない状況です。言い換えます

と、それ以外のエリアについては計画以後段階を経て、計画的に移行しています。 

○Ｈ委員 

この職員数というのは、正職員ということでよろしいですか。雇用形態が違

う、例えばパートなどの方は全然入っていないということですね。 

○事務局 

正職員の数のみを記載しています。これ以外に臨時職員、非常勤職員が在籍

しております。 

○委員長 

よろしいですか。この整理ですと、職種名によってどういったことになって

いるかはある程度分かるのですが、一般行政職の中身はどうなっているか、また

サービスがどのように分割されているかは、ここでは分かりません。そういうこ

とも含めて、将来的にどういったサービスが必要になるか、これから計画してい

ただく必要があろうかと思います。 

 

１）平成 27 年度収支見通し 

○委員長 

それでは続きまして、報告（１）の平成 27 年度収支見通しについて、財政課

長よりご説明をお願いします。 

○事務局 

お手元に資料③－１－１という数字ばかりあがった内容がございますので、

それをご覧ください。 

第１回の時に、前年度の財政収支見通しを提出させていただきましたが、そ



6 
 

れに若干の事点修正を加えて作成したものです。 

先に２ページ目をご覧いただくと、どういう条件で推計したかというところ

がございます。一番の要点は人口減の状況で、地方税等は下落していく傾向にあ

ります。それから土地等の固定資産も３年に一度見直しされますが、地価等はま

だ下げ止まりではないということで、固定資産税も減少する傾向にあると見込み

を立てております。また、地方交付税、これは税収が少ないところに国税を配分

するものですが、これも人口による配分等が非常に大きいので、人口が減ってい

くとこのあたりも下がってきます。 

歳出については、人件費等は定員計画に基づいて若干職員数を減らしていく

という考え方になっております。 

扶助費、これは福祉目的で高齢者、障害者、生活保護といった方への支出で

す。公債費、これは借金の返還ですが、人件費、扶助費、公債費は行政改革によ

ってほとんど手をつけることができない義務的な経費と言われています。 

その上で再度１ページ目の数字をご覧いただきたいのですが、上段が歳入で、

中段以降に歳出をあげております。下から４行目の歳入歳出差し引きＡという欄

をご覧いただきたいのですが、これが単年度の収支の状況です。ずっと見ていき

ますと、平成 32 年度まではプラスですが、33 年以降についてはマイナスとなっ

ています。単年度の収支バランスがとれなくなるような見込みを 33 年以降に迎

えるのではないかというのが、この表の一番大事なところです。その際にどうす

るのかというと、その次の欄のＢのところに基金取崩額というのがありますが、

一般の家庭で言うと、貯金を取り崩して不足に充てるもの。33 年以降は、そう

いう形の財政の運営になっていくだろうと思われます。ただ基金は今比較的十分

持っていますので、平成 36 年度ぐらいまでは赤字が出ても何とかやっていける

かと思います。ただ将来的に見れば、当然行政改革等を進めて、赤字がもう少し

減る、または赤字になる期間をもう少し遅らせることが望ましいです。 

以上、簡単ですが、現時点での財政収支見通しの概要を説明させていただき

ました。 

○委員長 

どうもありがとうございました。ただ今説明していただいた点について、ご

質問あるいはご意見等ございますか。 

○Ａ委員 

１つだけ。今、人口減と言われましたが、この表からすれば平成 34 年度まで

に５万 8,000 人くらいに減るということが書かれてありますが、この見込みは甘

くはないですか。というのは、市からもらった資料で平成 21 年から 26 年まで

に生まれてくる人は 3,050 人、亡くなる人は 5,373 人ということで、平均約 350

人くらいは減ってきています。おそらく丹波はこれから人口が増えるということ
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はないと思うのです。この前、私は高齢施設などを作って介護などを呼び込んで

もらったらということを発言しましたが、私の考えも不足しておりまして、医療

費などもかかってくる。果たして私の発言が正しかったのかどうか悔やんでおり

ますし、人口比については、５万 8,000 人と言われましても、相当減るのではな

いか、それによって収益も減るのではないかと危惧しております。 

○Ｂ委員 

それに関連して、例えば地方交付税にしても、人口や人件費にしても、その

基準になるものがかなり恣意的と言ったらお叱りを受けるかもしれませんが、１

つの例であって、どこの人口動態予測も３種類ほどのデータを基に推計されてい

ますよね。やはり一番厳しい予測データを用いた財源予測、平均値、楽観的なも

の、そういうものを出して判断していかないと、より客観的な判断ができないと

思う。 

○委員長 

人口予測は、今お話があったように中位推計や上位と書いてありますが、ど

れをベースにされているのですか。 

○事務局 

資料にもあげておりますように、第２次の総合計画で現在対応している人口

推計です。これは中位推計、ちょうど厳しくもなく甘くもない、真ん中の推計で

す。財政の見通しは確かにおっしゃるとおり３つ作ればいいのですが、なかなか

大変なので、今のところは中位の推計に基づいた形で出しています。 

○委員長 

中位推計というと、ある意味、下位の推計と比べたらちょっと緩いというこ

とにならざるを得ないのですが、普通はそういう形でやって、一番きついところ

と一番緩いところとの幅で、将来の財源や数字がよく出されるところです。たま

たま 10 月１日が国勢調査ですから、それでまた修正されるかもしれません。 

ただ私がここでちょっと知りたい、皆さんからまだご意見いただいていない

基金の問題ですが、例えば去年、災害がありましたが、あの時の必要経費は基金

の有無が大きいわけです。ですから基金をどうやって造成していくかということ

も、市民の皆さんの同意を得てやる必要があるのではないかと思います。ただむ

やみに特別会計に一般財源から持ってくるとか、基金を取り崩すといったことが

行われると大変なことになりますので、基金についても目標としてはこういうふ

うなルールで造成していくといったことをどこかで書いておく方がいいのでは

ないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○事務局 

平成 26年度末で、一般会計に関する基金を全て集めますと 130億円ほどです。

今ご指摘いただいた災害に関してですが、これは約 20 億円を繰入れています。
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災害の時は、財源を調整する目的で持っている財政調整基金というものを取り崩

したのですが、66 億円ほどあったものが 20 億円減って、今のところ 45 から 46

億円残っているというのが現状です。これが一番財源の調整で用いる基金で、そ

の他にはいろいろな特定目的、例えば交通安全や消防の設備整備などのために積

み立てているものが 130 億円あります。 

基金をいくら積み立てたらいいかといった基準は特にはっきりしたものはな

いのですが、他市との比較では、丹波市は幸いなことに比較的基金を確保してい

る方です。逆に借金も多いのですが、災害に対しても単独の補助制度を作れたの

は既に基金があったからという言い方もできますので、今後もそのあたりについ

ては留意しながら進んでいくというふうに考えております。 

○委員長 

ありがとうございました。いくらぐらいの額を基金として貯めたらいいかと

いうことについては定説がないのですが、同じような財政規模、人口規模の行政

体、自治体も参考にしながら、市民の皆さんの生活に対する社会保険的な機能を

図るものとして基金というのは重要であるという認識から、少しずつでも余裕が

あれば貯めて造成していくということに配慮する必要があると思います。 

 

（４）協議 

○委員長 

それでは協議４の（１）論点についての検討に入ります。前回まで協議の１

から３まで説明していただいてご議論いただき、ご意見をいただいたわけですが、

今日の予定では論点の４から８までとりあえず済ませたいと考えております。そ

れではまず、論点４の１）の事務事業のあり方について、事務局から説明をお願

いします。 

○事務局 

論点に入る前に、本日机上に配布させていただいた参考１、Ａ４横向きの資

料をご覧ください。策定委員の皆様からいただいた質疑報告書を皆さんに協議い

ただいている論点に合わせて、１ページには（１）組織改革の取組み、２ページ

からは（２）事務事業のあり方、４ページからは（３）多様な主体（住民・企業

など）が公共を担う仕組みづくり、８ページからは（４）公共施設等のあり方、

11 ページからは（５）受益者負担のあり方・自主財源の確保にまとめておりま

す。 

また、参考１の構成ですが、左から項目、内容については皆様からいただい

た質疑報告書より転記しております。中央の行革プランへの反映、アクションプ

ランへの反映には、行政改革プラン、またその実施計画のアクションプランにい

ただいたご意見をどのように反映させるのかという視点からキーワードを記載
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しております。 

本日、事務局からそれぞれの論点を説明する前に、参考１に基づいて論点に

関する質疑に対する報告をさせていただきます。なお、本来は全ての質疑に対し

て報告させていただくべきですが、時間の都合もありますので質疑を抜粋し、提

案についても省略し、報告させていただきます。 

まず、前回の策定委員会でご協議いただいた論点３、組織改革の取り組みに

関する質疑に対する報告です。参考１の１ページ、（１）組織改革の取組みの一

番下、③を読ませていただきます。 

③行政・介護・農業関係の人員を確保。行政、介護、農業関係の人員につい

て、丹波市の人口は減少を続けており、その一番は若手の生活基盤の確保困難が

原因という内容になっております。 

行革プランへの反映については、人事管理というところで反映をさせていた

だきたいと思います。アクションプランへの反映については、多様な雇用方法、

働き方の検討という形で反映をさせていただきたいと思います。 

一番右側、担当課の取り組みや考え方については、参考４をご覧ください。

先ほど説明させていただいた縦向けのＡ４の参考の４をご覧ください。 

職員の年齢構成は中間層、40 代後半から 30 代後半が多く、若年層は少ない

状況になっております。ご指摘のとおり、丹波市職員としても若年層が少ない形

になっております。多様な雇用方法、働き方を検討し、必要な機能部署に人的資

源を充実させる一方、再構築が必要な機能部署では見直しを行うなど、短時間勤

務制度、テレワーク勤務制度、期限付職員任用制度の導入を含め、機能的な組織

体制を検討する必要があると考えております。 

以上で（１）組織改革の取組みの質疑に対する報告を終わらせていただきま

す。 

 

１）論点についての検討【２／２】 

①論点４ １）事務事業のあり方 

○事務局 

続きまして、４、協議、（１）論点についての検討で、先に事務事業のあり方

に関する質疑に対する報告をさせていただきます。参考１の２ページ、①を読ま

せていただきます。一番上のところです。 

項目としては住民センター管理経費の削減です。質疑の内容としては住民セ

ンター管理経費の削減についてご提案をいただいておりました。真ん中、行革プ

ランへの反映については、経常経費削減の工夫ということになります。 

アクションプランへの反映については、事務事業ベースでの改善という形に

させていただきたいと思っております。担当課の取り組み方や考え方については、
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住民センターはそれぞれの施設の建築年度や施設の形態も異なることから、各支

所ごとに複数者への入札により、経費削減のため複数年契約に努め、施設補修点

検業務契約を行っていきたいということです。 

続いてお手元の資料③－２に移りたいと思います。③－２をご覧ください。

資料の趣旨、構成については、前回と同様となっております。 

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むべきキーワード

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、左に現状・課題として、第１回目の策定委員会で説

明させていただいた資料①－14 に掲載している丹波市の現状・課題を要約して

おります。また中央の方向性案では、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。また右の検討のポイント、盛り込むべきキーワード等では、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いたします。協議

していただいた方向性案や検討のポイント、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、記載されている方向性案、検討のポイントについては、事務局

が例として示していますので、皆様の自由なお考え、ご意見等をよろしくお願い

します。 

それでは、論点４、１）事務事業のあり方について説明させていただきます。 

資料の左側、現状と課題についてです。一番上①ですが、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、多様化・複雑化する地域課題

への対応により、市の経営資源（人・モノ・お金など）には余裕が少なくなって

いきます。 

続いて②ですが、前回の策定委員会で報告した資料②－１、国における地方

行政改革に関する取り組み動向でもあるように、国の基本的な考えとして、これ

までの施策・事業では人口急減・超高齢化・地域経済の活性化という大きな問題

を解消できません。自治体が危機感を持ち、行政改革に取り組む必要があるとな

っています。この現状・課題については丹波市だけに限定したものではなく、ほ

とんどの自治体での現状・課題として国はあげております。 

最後に、③として「あれもこれも」から「あれかこれか」に考え方を修正し

ます。下の図については第１回目の策定委員会で配付した参考５、平成 26 年度、

前年度の財政収支見通しにある普通交付税及び臨時財政対策債の見通しを添付

しております。平成 26 年度の市の人口、税収等が同じ状況と仮定した場合、合

併による特例措置が完全になくなる平成 35 年には約 23.1 億円、丹波市の歳入が
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依存している普通交付税及び臨時財政対策債が減額となると見込んでおります。 

以上で、資料③－２、論点４、１）事務事業のあり方についての説明を終わ

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申します。 

○委員長 

どうもありがとうございました。論点４の１）事務事業のあり方についてご

質問・ご意見があればいただきたいと思います。資料③－２は、議論の出発点と

して、課題と現状をこういうふうに捉えて方向性、検討のポイントを考えていま

すという例なので、これに捉われることなくご議論いただけたらと思います。 

○Ｊ委員 

限られた資源として経営資源（人・モノ・お金）があるわけですが、人につ

いて参考資料４を見ると、10 年後には多くの方が退職される中、いわゆる 20 代

の方が非常に少ないのですが、その方たちにはどういう教育をされているのでし

ょうか。というのは、次の世代に何を伝えていくのかというのは一般的に非常に

大切なので、団塊世代の大量退職時代を迎えた後はどうなのでしょうか。 

○事務局 

参考資料４の上段、27 年４月１日の男女別、年齢別、常勤職員の数は説明に

もありましたが、40 代あたりで膨らみがあり、これまで上の方でかなり重たい

図になっていたのですが、その部分は合併以降、早期退職などでずっと減ってき

た経緯があります。一方で、その下を見るとかなり少ないので、このあたりを踏

まえ、将来を担う人材の育成をどういう形でというようなご質問かと思っており

ます。 

これについては本日詳細なお答えをするには至りません。１つには、資料提

供させていただいておりますが、計画を立てて職員を育成する人材育成計画に基

づく取組みです。１次、２次では主に財政的なところにしっかり取り組んだので

すが、職員力・組織力への取組みが少し弱かったところもうかがえ、３次ではそ

のあたりに力を入れて取り組んでいきたいと考えております。 

○委員長 

参考の３を見ていただくと、平成 16 年から 27 年の間に一般職員の人が 125

人減っています。保育園が７人、幼稚園が 39 人、技能労働職の方が 23 人減っ

ていますが、その職種名で専門職の方が専門職にずっととどまるわけでなく、一

般行政職の方に移れる、あるいは一般職の人が専門職にも移れるといったような

柔軟な体制が必要かもしれません。一般職の人が専門職に移るにあたっては特別

の資格をとることができ、それは後で評価されるといった仕組みで必要に応じて

人事配置ができるとよいかもしれません。 

○事務局 
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例えば幼稚園と保育園がこども園に編成された中で、そこで勤めていた職員

が一般行政職へ移り変わるということがありました。本来この人たちが持つ能力

を最大限に活用するという観点から言えば、専門の技能を有する方々が最大限の

能力を発揮できる体制を築くことがベストだという考え方もあります。 

また逆に、実際の状況として、職場環境などにより事務で入った職員が、最

大限の力を発揮するために専門職に移り変わったという実績もあります。第３次

の中ではそのあたりを組織力の向上、職員力の向上といったところで十分に検討

し、全体的な向上につながるような組織づくり、機能づくりを検討していきたい

と考えております。 

○委員長 

どうもありがとうございました。他にございませんか。 

○Ｂ委員 

一般職から専門職へ移るのは、これらの職種を見ると難しいというのが現状

のように思います。だから一般職でいかに少ない人数で効率よく仕事してもらう。

参考資料 4 の裏を見ると、あと 15 年したら今のこの多い年代のほとんどが退職

します。例えば年平均５から 15 人を採用するとして、現状でいけばあと 15 年

ほどしたら職員数は 300 人台中頃まで減らすのは可能です。とすればその人数

でいかに回すかを考えるのがいいと思います。人数内で回る範囲の仕事をこなす。

一般職はいろいろな仕事を兼ねるわけです。 

例えば今日、受付の方には失礼なのですが、１人ずっと座っておられます。

これは、あくまで例なので、いけないと言っているのではないのですが、民間企

業なら受付が終わった後は他の違う仕事をしてもらいます。それが僕は当然だと

思うのです。仕事が甘く、人を適切に効率よく動かしていないという一つの例で

す。また、例えば今日５人来ておられますけど、いろいろな課や部の資料を最初

に確認しておけば、３人くらいで済むわけですよ。やはりそういう合理化をやっ

ていくというのがこれから必要になるし、合理化しないとやっていけないですね。

実際、もう人数が減るというのは分かっているので、その中でやっていけるプラ

ンを作る。 

そして、もう一つはこれも非常に大事なのですが、今日例えば検討してプラ

ンを出したとしても、それは一つの結果論でしかない。検証する第三者機関を必

ず設けて、途中経過でこうしなさい、ああしなさいという組織を作らないと、今

回のこの行革プランも身内の判断、結果で終わってしまいます。今、フォルクス

ワーゲンが大きな問題になっていますけれど、監査機関がしっかりチェックせず、

身内でやったものを自分でチェックして果たしてそれで結果が出るのかどうか。

自分が仕事したものを自分が結果として出せば甘いに決まってます。それではだ

めで、やはり客観的に第三者が審査し、チェックする機関、機能を今回の行革プ



13 
 

ランの中にも入れて、そういう組織で１年１年ちゃんとチェックするということ

を盛り込まないと甘いものになってしまうと思います。 

○委員長   

今、お話にあったことは NPO の方が最近よく使っている言葉で中間支援組織

があげられます。それはいろいろなサービスを評価する機関です。もともとアメ

リカで特に福祉や医療の分野で、一般に使う人が評価できないから専門的な見地

から評価しようというのが中間支援組織の始まりです。日本では変わった使われ

方をしていて、中間支援組織が公的な資金をどう分配するかということだけに使

われており、あれは中間支援でなくて仲介支援だと僕は言っているのですが、そ

ういうことも含めて、実は今お話にあったような評価する機関が機能することが

必要だろうと思います。 

ただ、誰がどうするかとなると、人の流れと事務組織や組織体制の二本立て

で考えなければいけないでしょう。それがうまく齟齬がないようにするためには、

毎年できるかどうかは分かりませんが、ずっと続けてチェックしていく機関を設

けることも１つの提案だろうと思います。 

○Ｉ委員 

２点あります。１つは、技能労務職という方がこの表ではだんだん減ってき

ています。細かいことを言うと、学校の用務員さんは行政改革で民間の方にやっ

ていただいてもいいのではないかと。それから自動車の運転手さんも民の方にお

願いしようということになってきています。私は技能労務の方も改革によって

徐々にもう少し減らしていただいたらいいと思います。 

それから、一般行政職の方は今、国から地方へいろいろな事務の委託業務が

増えてきている中で、一般職の方がこれをやっていこうとするとなかなか大変で

はないかと思います。私が見ていても、一般職の人は今の状態で減らすべきとい

う観点も持っているわけです。今、国の職員もほとんど行政改革で減ってきてい

ます。こうなるとどういうことをやるかというと、民間委託なんですね。国も都

道府県も民間から派遣職員さんを入れて業務をやっています。ぱっと見たら、ど

うも技能労務職さんの業務を委託等できるのではないかとも思います。一般職は

国から事務がくる中での対応ですので、それらをあまり減らすのもどうかなと思

います。 

もう１点は、業務のあり方です。最近は事務量がだんだん増えてきておりま

すが、それは市民のニーズがかなり増えているためです。そのようなニーズを全

部取り込んでいくと財政が破綻しますので、住民の方々も少し抑えるというか、

我慢してもらうというところも出てくるのではないかと思っております。 

○委員長 

真ん中の義務的な事業と任意事業のところ、任意事業をどのようにランクづ
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けるかというところですが、いろいろニーズがあっても全部やれるわけではない

ので、やる、やらないの判断、受益をどうしていくか、限られた人数をどういう

ふうに人員配置するかといった課題があると思います。人事どうこうよりも、一

般の工員さんだったら頼むと言うんでしょうけども、事務職員の方たちにも適任

になっていただき、柔軟に人事配置ができるようにする必要があるでしょう。そ

のためには、ある意味資格の認定のようなことを人事課でやればいいのですが、

その一環として一般職から専門職へという形も試みてはどうか。 

 

②論点４ ２）多様な主体（住民・企業など）が公共を担う仕組みづくり 

○委員長 

論点４の２）多様な主体についてご説明ください。 

○事務局 

論点４、２）多様な主体（住民・企業など）が公共を担う仕組みづくりに関

する質疑に対する報告をさせていただきます。参考１の７ページ、（３）多様な

主体（住民・企業など）が公共を担う仕組みづくり、⑩を読ませていただきます。 

人件費削減による事務作業の負担増の課題についてです。内容としては、行

政の仕事を在宅ワークを希望する市民へ外部委託するようなことをあげていた

だいております。例としては、アンケート結果の入力を育児中の女性にアウトソ

ーシングするなどをあげていただいております。真ん中、行革プランへの反映に

つきましては、多様な主体の参画や協働。アクションプランへの反映につきまし

ては、アウトソーシングの検討。担当課の取り組みや考え方としては、アウトソ

ーシング、外部委託など多様な主体の参画や協働の推進について検討が必要と考

えているということをご報告させていただきます。 

続いて、お手元の資料③－３をご覧ください。論点４、２）多様な主体（住

民・企業など）が公共を担う仕組みづくりについて説明をさせていただきます。 

資料の左、現状と課題ですが、まず①ですが、従来の公共サービスは専ら行

政が提供するという考え方で行政と公共の領域はほぼ一致していました。しかし

近年、少子高齢化の進展や住民ニーズの多様化に伴う公共サービスへの新たな期

待として公共の範囲が拡大しています。 

続いて②ですが、経営資源の制約、職員数削減や限られた財源などによる行

政の守備範囲の縮小があり、行政と公共の領域にズレも生じています。 

また③ですが、民間（住民・企業など）は独自の専門的な技術や知識、優れ

た事業運営能力、多様なノウハウを保有しており、これまで行政が行ってきたサ

ービスであっても民間の方がより効率的・効果的に行えるものがあります。最後

に④ですが、国の地方行政改革の方針として民間の大胆な活用による効率化、公

的部門の産業化（アウトソーシング）の文言が盛り込まれています。 
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以上で資料③－３、論点４、２）多様な主体（住民・企業など）が公共を担

う仕組みづくりについての説明を終わります。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 

それでは、論点４の２の多様な主体が公共を担う仕組みづくりについてご意

見・ご質問をいただきたいと思います。 

○Ｄ委員 

論点４の１の事務事業のあり方にも関連するのですが、民間企業に事業を移

す場合、今の丹波市では丸投げになっていて、補助金の活用のされ方や細部にわ

たってのモニタリングが全くできていない現状にあると思っています。補助金は

与えるけれども、有効活用ができているかというモニタリングができていないの

で、経営する側にとってはお金をもらうことが一番大事なことになってくる。内

容が分からないのに請求されるまま補助金を交付してしまうということもある

のではないかと思います。 

それと、例えば 20 代の若い方はパソコンなどの技能を持っているし視力もい

いし、40 代ぐらいの人の倍以上の仕事をこなされるのではないかと思います。

逆に上の世代には民間企業、委託した業者とのコミュニケーションや、アイデア

や問題点の交換といったところで活躍していただくことで、人的資源が有効活用

できるのではないかと思います。 

○委員長 

行政が外部にアウトソーシングするといっても、アウトソーシングしたらそ

れでいいということではなく、モニタリングするのが行政の仕事というふうに、

行政の役割が変わってくるべき。渡してしまったらそれで終わりではまずいので、

外部の人たちを含めてさらにチェックする機関が必要でしょう。 

○Ｂ委員 

例えば、民間や一般市民に仕事を分担してもらう。その市の例が１つあがっ

てますが、具体的にもう少し５、10個ほど具体例を出される方がよいのではな

いかと思います。方向性自体は分かりますけど、こういう場合は具体的に示さな

いといけない。市の職員ではないので詳しい仕事の中身までは分からないですが、

例えばイベントなどはもう少し外部に委託して、職員はある程度予算と方向性だ

け示して、後はお願いするというのはどうでしょう。そういうものに３、４人も

関わったのでは意味がない。そこまではまだ進んでないのですか。 

○事務局 

参考資料の２で、国としても民間に協力をいただきながら行うことが大切だ

ということで、委託可能な業務を明確に示しております。丹波市も民間や多様な

主体との協働という視点で、アウトソーシングに積極的に取り組んでいるところ
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ですが、一部の業務はまだやはりどうしても行政でないとという意見があり、今

後本当にそうなのかを再度見直し、アウトソーシングできるものは行っていくこ

とが必要と思います。今回の行革プランの中にも、皆さんがおっしゃっている点

を踏まえて、何らかの文言で示していけたらと感じております。 

○Ｂ委員 

参考資料の別紙の１、市長の適切な判断に基づく民間事業者の関わり。これ

などは一例ですね。担当省は総務省や法務省、文部科学省などいろいろあります

が、これらは現時点では公務としてあげられるわけですよね。 

○委員長 

皆さん、よくお聞きになっている言葉で協働というのがありますね。私は誰

がどういうふうに言ったのか探してみたところ、美濃部元東京都知事、黒田元大

阪府知事など、行政の文化化や文化の行政化というようなことを考えた人々が、

「当時文化のようなものは生活のスタイルであって行政がコントロールするも

のではない」、「行政と住民が一緒になって考えたいテーマだ」という視点から、

協働の分野を作ったというのです。 

協働の英語訳は、今はコラボレーションと言いますが、昔はコーポレーショ

ンやコプロダクションを使っていた。このように協働は行政が市民の生活スタイ

ルを何もかも決められるものではないという認識のもと、それでは行政と一緒に

やりましょうという分野です。 

例えば軍隊、警察のようなところと、全くの個人的な生活文化の間の部分を

できるだけ広くして、その部分を公と私とが一緒にやりませんかと。それを私た

ちは、新しい公と名付けて、そういう分野をずっと広げてきたのです。一つはそ

の分野が広がってきた、もう一つは財源が逼迫してきたために、行政が何もかも

できなくなってきて仕事を外へ出し始めた。 

その両方が一緒になって、新しい公という部分が広がっていき、それを活用

して年配の人や今までずっと家庭にいらした人や、若い人が一緒になって、生活

を向上させるために何か活動ができませんか、そうしたら公のお金を使わなくて

もできるのでは、ということを考えているわけです。一緒になってやりませんか

というのはそういう意図です。できるだけそういう分野を広げてくださいという

ことですね。 

阪神淡路大震災が起こった 20 年前はボランティア元年と言われ、ボランティ

ア活動をしたいという人がたくさん出てきました。でも、何をやったらいいのか

分からなかった。その頃は公園や道端に花を植えるのはだめだと言われた。とこ

ろが今だったら、公園や道端に花を植える作業もできるだけボランティアでやっ

てくださいという形になってきた。いろいろなことをやりたいという人が出てき

て、その具体的な流れとしてこういう形になってきた。 
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どんな業務の部分だったらできるのかという点を行政に問いかけて、他の自

治体がやっているのを前例として、さらに他自治体はやっていないけれど丹波市

ではこういうことをやりたい、といったことを一つ一つ具体化していけばよいで

しょう。そういうふうに工夫したり、また工夫できる素地やルールを作ってほし

いと提言したらどうでしょうか。 

○Ｆ委員 

事務的なことでアウトソーシングできるものは比較的明確に切り分けができ

るのですが、丹波市でこれから必要になる新しい価値観に基づいたいろいろな施

策については、それを受ける側も見当たらないと言えます。新しく育てていく仕

組みが必要で、先ほどのお話にも出た評価をしていく仕組みを作らなければいけ

ないと思います。今後、委託先も含めてそのあたりのレベルを上げていく仕組み

にしないと、目指すもの以上の成果が出てこないと思います。既にいろいろな委

託事業があると思うのですが、もっと創造的なことができるような組織がどのよ

うにすれば作れるか。それを支援するようなことから始めないと、前に進まない

と思います。 

例えば、いろいろな国の制度がありますが、予算が余っているからやるとい

うのではなく、その根本のところを組み立てるような制度設計に関わることをし

ていかないといけないと思います。 

○委員長 

後にも出てくると思いますが、補助金に飛びつくのではなく、私たちはこの

補助金を使いたいけれども、こんなものは要らないよということをはっきり言え

るような行政をつくる必要があるでしょう。 

○Ｆ委員 

行政側でも、今まで前例のないものについては手法が分からないと思います。

今までと違って前例ばかり追いかける体制から脱却し、いろいろな部署間との共

同評価、総合的な評価も必要になってくる。先ほどの評価システムのようなもの

は、複雑になりすぎて事務手間が増えて、それによってまた人員が必要になった

ら困ります。そのあたりのバランスについては配慮がいると思います。 

○委員長 

丹波市としての物差しをどう作るかが、基本的かつ一番重要な課題だと思い

ます。それを使って国あるいは県の補助金や交付金といったものも評価しながら、

自分たちの生活をどうするか、自分たちが考える方向に持っていくために、行政

改革がどう使えるか。それを前と同じような形で進めていたら変わりがないので、

意識を変えて何かをやるのが重要。 

○Ｇ委員 

今、委員長がおっしゃった最後の言葉、意識の変革というのでしょうか。福
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祉の部門で言うと改正介護保険制度で、今、要支援、支援を要するランクが１、

２とあり、介護度が１、２、３、４、５と合計７つあるのですが、軽度の方は地

域で看ていこうというのが一般的です。医療も介護も障がい者も地域移行という

ことで、丹波市も高齢化、認知症、単身世帯の増加、老年の夫婦世帯の増加が現

実ですし、それを支える介護人材も不足しています。日本全国、慢性的に疲弊し

ています。今からは多様な主体が担う時代にならなければいけない。 

基本的に行政改革は市民側にとっても厳しいと言われるのですが、中には市

民サービスの向上とありますので、そちらも知恵を出して、住んでよかったとい

う土台を作り上げていかないといけないと思います。 

要は、すべての部分に対して関心度を高めていただく。それによって高齢者

に対する意識も変わってくるし、敬う、感謝するという気持ちも出てくると思い

ます。 

○委員長 

何もかも全部民間に任せればいいというわけではなく、プライバシーなど押

さえる点はしっかり押さえる必要があります。首長が制度的に４年に１度チェッ

クされるように、経常的にチェックできる機能が必要でしょう。 

○Ｅ委員 

私がいろいろな市で組織の長などをさせていただく際に、事務局から印鑑がい

るので家に伺ってよろしいかと言われることがよくあります。私はできるだけ

「私がそちらへ出向くときに寄らせてもらいます」という話をして、事務局の方

の訪問を控えてもらうよう心がけています。というのは市の職員の方はたいてい

２人でお見えになるんです。もう一方の方は来なくてもよかったということが

往々にしてあります。 

そういうところは職員自身が将来に対する財政の危機感を持って自己の行動

をもっと厳しくチェックし、現場から新たな提案があがってくるようにしなけれ

ばならないと思います。例えば、支所の窓口へ行くとカウンターの向こうに席が

あって、５人ほどずらっと並んでいるけれど、あまり仕事もなさそうだし来客も

いないということがあります。と思えば、何人も来客がある時にカウンターに１

人、奥のほうにも２～３人しかいないというようなことがあります。製造業など

であれば生産計画の中で人の配置が考えられるのですが、行政はそういう対応が

難しいのだろうとは思いますが、市民の協力も含めてどうすれば人員削減につな

がるかを、現場からの声が出てこないとダメではないかと思います。 

○委員長 

ありがとうございました。ある意味、慣例や規則でそうなっている面もある

のでしょうが、行政は基本的にサービス業なので、ピークをならすような方法、

例えば予約制なども取り入れながら人員配置を考える必要があるでしょう。民間
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のいろいろなサービス、作業の状況も参考にすれば、ピークをならす工夫をもっ

とできるかもしれません。 

 

③論点５ 補助金等のあり方 

○委員長 

それでは次に、論点５、補助金等のあり方です。 

○事務局 

お手元の資料の③－４をご覧ください。論点５、補助金等のあり方について

ご説明させていただきます。 

資料の左、現状と課題ですが、まず①、市が実施する補助・助成・交付など

の事業は、それぞれの施策に応じた目的により、目指す成果を達成するために実

施するものです。続いて②ですが、これからの事業の取組みにあたって、今まで

以上に、それぞれの取り組みの目的を明確にし、展開する必要があります。左下

のグラフについては、平成 17 年度からの補助費等の総額の内、市が単独で行っ

ている単独補助費等の決算額の推移を億円単位で示しております。このグラフの

右向きの五角形には、大きく増額した年度の主な増額要因を記載しております。 

以上で資料③－４、論点５、補助金等のあり方についての説明を終わります。

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

ろしくお願いします。 

○委員長 

ご意見・ご質問、いかがでしょうか。自分たちが実際にいるものをきちんと

主張して手に入れることが必要だと思います。国の、永田町の基準ではなく、丹

波の基準でどうなのかというのを評価する必要があるだろうと思いますが、どう

でしょうか。 

ここは、ここに出ているような点でご検討いただくとして、次にいきましょ

う。 

 

④論点６ 公共施設等のあり方 

○委員長 

次の論点６、公共施設等のあり方について、事務局からご説明ください。 

○事務局 

論点６、公共施設等のあり方に関する質疑に対する報告を行います。参考１

の９ページ、（４）公共施設等のあり方、一番下側の③を読ませていただきます。 

③市役所本庁舎のあり方について。参考１、今日、配布した資料です。平成

21 年、市長の要請を受け、丹波市庁舎検討委員会が発足し、５回にわたり審議・

検討されて提言がされていますが、その後６年が経過しています。この件に関し
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て、現況はどうなっているのか、お聞かせ願いたいという内容です。 

中央、行革プランの反映については、公共施設等の最適な配置。アクション

プランへの反映については、公共施設の利活用・統廃合となります。担当課の考

え方、取り組みについては、平成 23 年 11 月に丹波市庁舎等整理統合基本計画

を策定しました。その中で既存施設を最大限に活用した機能集約を行い、分庁舎

方式及び支所機能を維持するという結論ですが、近年、新病院の建設計画等、本

市を取り巻く状況も大きく変化しています。現在、市では公共施設等総合管理計

画の策定に向けて作業を進めています。計画の策定にあたり、公共施設やインフ

ラの将来のあり方について検討しており、その中で庁舎機能のあり方についても

検討することとしております。 

以上で報告を終わらせていただきます。 

続いて、お手元の資料③－５をご覧ください。資料③－５、論点６、公共施

設等のあり方について説明させていただきます。 

資料の左、現状と課題ですが、①公共施設等を総合的に管理する必要があり

ます。続いて②ですが、市の公共施設やインフラ（道路・上下水道など）につい

ては、老朽化対策が喫緊の課題であるとともに、今後、人口減少や少子高齢化等

により公共施設等の利用需要等が大きく変化していくことが予想されます。 

また③ですが、丹波市では、所有する全ての公共施設等の現況を調査・把握

するとともに、人口推移や今後の財政状況を踏まえ、総合的かつ長期的な視点か

らの施設の長寿命化や転用・集約化など、本市の公共施設等のあり方の計画、丹

波市公共施設等総合管理計画を平成 28 年度末までに策定する予定です。財政負

担を軽減・平準化するとともに、公共施設等の最適な配置や、安全で強靭なイン

フラを維持・確保するためのシステム構築の実現に向けて取り組みます。 

左下のグラフは、平成 26 年度新地方公会計制度基準モデルによる財務書類か

ら引用しております。 

今後、全ての公共施設やインフラを建てた時と同じように更新するとなると、

莫大な更新費用が必要になることを示しております。また、中央の方向性案のと

ころで、下側は公共施設等総合管理計画のイメージ図を抜粋しております。公共

施設等総合管理計画は、個別の施設について計画するのではなく、公共施設等の

全体を把握し、長期的な視点を持って更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行

うことにより、財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設等の最適な配置

を実現することを目的としております。 

以上で資料③－５、論点６、公共施設等のあり方についての説明を終わりま

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

うよろしくお願いします。 

○委員長 
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論点６の公共施設等のあり方について、ご意見あるいはご質問があればお願

いします。 

○Ｈ委員 

丹波市には春日の文化ホールや山南町のやまなみ、いちじま大ホールなどが

ある一方、県の施設で丹波の森公苑という立派なホールがあります。市がそれだ

けのホールを抱えてどれだけの稼働があるのかよく分からないのですが、県と市

とのダブる部分については、例えば県に集約してその施設を利用するとかが必要

ではないでしょうか。利用状況は私たちもほとんど行ったことがないので分から

ないのですが、莫大な費用がかかるという点では見直す必要があるのではないか

と思います。 

○委員長 

施設や建物をバリアフリーにするとか、機能をよくしたら利用度がどうなる

といった話を以前はよくしていました。しかし、建物をスポット的にバリアフリ

ー化しても、アクセスを改善するなどネットワークも含めてバリアフリー化しな

ければ、利用度の向上につながらないと思います。公共施設のあり方はどちらか

と言えば建物に傾いた議論になりがちですが、どうしたら利用しやすくなるかも

含めて検討する必要があると思います。 

○Ｆ委員 

今ある行政サービスの機能と別に、市民と協働し、市民が活用できる場所を

設定する。維持管理に高額な金がかかるとしても、拠点となる施設が長期的に活

用できるものであれば市民の活動に振り分けていく。先ほどのＮＰＯの話でも活

動するにも事務所などが必要ですし、また各ＮＰＯが連携できるようなセンター

のようなものも都市部ではできていますので、丹波市版を作るとしたら庁舎の活

用といったことも１つの案としてあるのではないか。 

また庁舎が利活用されるようシャトルバス的なもので結んで、その周囲は全

て自転車で回れる生活圏を形成する。地形がフラットなところが多いので、徒歩

圏でどれぐらい生活できるかというのは、今後、少子高齢化していく中での課題

解決とも多分一致してくるだろうと思います。 

○Ｌ委員 

集約化するとなるとどこをつぶすかということが当然前提にされると思いま

す。ある地域の人が非常に不便になるのは困るので、そうならないよう病院など

の施設がまとまってあり、１回来れば用事が全部済むようなまちづくりの方が、

今後の公共施設のあり方として望ましいと思います。それとＮＰＯだけでなく、

丹波にＩＴ企業を呼ぶといった施設の利用の仕方ができれば、すばらしいことに

なると思います。 

○副委員長 
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丹波の森などは、お金は必要ですがほとんど毎日利用されています。一番よ

く利用するのは子どもたちです。一番よく空いているのがライフピアいちじまや、

春日文化ホールです。利用しているのは多分地域の方だけだと思います。他地域

にはわざわざ出向かないので、地域の住民のために、そういう施設を作ってもら

ってもいいかなと思います。 

○Ｃ委員 

私は丹波の森公苑をＮＰＯでよく利用しています。使いやすさとして５点あ

ります。輪転機が無料で使える、登録制なので一度登録したら自由に使える、登

録した団体は半額になる、３カ月前から予約できて部屋も選びやすい、調理室も

あるので便利なことです。あのホールは災害の避難所として宿泊などもされるの

で、舞台やミュージカルの練習をしている方の合宿所として使えるといった活用

の仕方もまた面白いのかなと思います。 

ただ、将来的に市の庁舎も１つになるとかコンパクトシティに向かうのであ

れば、そういう施設も集約する方向性を考えないといけないのかもしれません。 

○委員長 

最近の一番の課題は、耐震化が満たされていることです。それ以外は、せっ

かくあるのだから何か転用できないかと考えてみたらどうでしょう。印刷ができ

るのが丹波の森のよさだとよく聞くのですが、他の施設でもできればいいという

気がします。 

古くなって今使われていないものも利活用できないかというのもあります。

今は学校だって別の使い方ができるのではないでしょうか。建設した当初の目的

と違った転用の方法もある程度認められるようですから、そういったものを考え

てみませんかというのを皆さんで提案し、住民の人たちがこういうことに使った

らどうか、こういうことに使いたいといった意見を出されるとよいと思います。 

○Ｂ委員 

公共施設のあり方で、民間に売却するといったことはどうなのですか。 

○委員長 

あり得ると思います。 

○Ｂ委員 

というのは、今の丹波市は必要な施設が全て旧町にそのままあります。青垣

などでも実際に使われてない施設があり、例えば老人ホームとか、施設によって

転用できるかどうかは別にして、建物も維持管理が必要です。つぶすにしても大

きい建物なら何千万円とかお金がかかります。維持管理にはエアコンや暖房の費

用が大きいです。施設を使わなくても電話は引いておかなければいけないし、エ

アコンなど最低の維持管理費がかかる。そういうムダを集約し、いらない施設は

売却なり入札して買い取る。古くなるほど利用価値が下がってきます。 
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ここにも民間、売却などと書かれてあるので、そういう施設は使うか使わな

いかを明確にすればいい。１室だけ借りているとか、施設があるから入ってもら

っているとかは中途半端で、それこそ本当のムダ。はっきり取捨選択する方がよ

いと思います。 

○委員長 

新築にも大変なコストがかかるのですが、維持管理にもコストがかかる。当

然廃棄するのにもコストがかかります。そういうことも含めて、重複した施設は

整理統合しながら、統合した施設は広く市民が利活用できるように、例えばデマ

ンドバスやコミュニティバスが町を越えて行けるようにするなどの工夫が必要

でしょう。統合して使い勝手が悪くなったということにならないよう、サービス

の内容も検討しながら利用してもらうことがよいと思います。 

○事務局 

公共施設等総合管理計画を立てる上において、原則は公共施設といういわゆ

るハコモノの世界と、等に入っているインフラの部分。道路や下水の配管、水道

管という部分が総合的に管理する対象であって、単なる土地は今回の計画の中に

は入っていません。公園、グラウンドなどは一応の集約はしますが。 

それに関連して、本来、公の施設として使っていたものが役目を終えて行政

の普通財産になったものがあります。それを有効に活用するための順序について

は、第一に行政が広域的に他で使えることがないかというような観点で考えてい

かなければならない。第二に地域の中で役割を担ってきたものの行政では既に使

い道がなく、地域が使いたいということであれば地域で使っていただく。第三に

行政も、地域もいらないということになると民間ですね。そして最後の最後、誰

もいらない、不要となれば先ほどから出ている売却という選択肢も出てくる。そ

のような順序立てが必要と考えております。 

それから検討のポイントというところで、Ａの新しく造るから賢く使う、こ

れは国が統一的に使っている言葉で、丹波市においてもそういう考え方を持って

おります。ただ、先ほど指摘があったように庁舎の問題もあり、どこかのタイミ

ングでコンパクトシティ（効率のよいまちづくり）という考え方も含めて施設を

集約し、使えるものは使い、また公共施設間を公共の交通網できっちりネットワ

ークすることによって、皆さんがおっしゃるように必要最小限の公共施設を経済

的に管理しつつ、市民が平等に使える環境を作るということも必要だと考えてお

ります。 

○Ｈ委員 

今、コンパクトシティの話が出ましたが、私が思うのに氷上町の工業団地跡

地に商業施設もあり、病院もできて、パチンコは入らなかったようですが、そこ

に市役所の本庁舎を建てて全ての機能を集約し、そこに行けば全てのことができ
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るようなものを１つ設けて、できるだけコンパクトに住民サービスに必要なもの

だけをやるように縮小していくと、究極の行革プランになると思います。おそら

く水の問題も解消されて、住宅ももっと建つと思います。そういうところに集中

させるというのも１つの考えではないかと思います。 

○Ｅ委員 

今、病院の立地の話も出ましたが、私も懇話会のメンバーをしていた時に了

解したのは、あそこに市役所を持っていけばよいという考えがあったからです。

買い物から行政の手続きから何もかもできるという。できれば氷上の隣接の支所

は廃止して、遠いところの３支所ぐらいを残して合理化し、春日、柏原、氷上の

建物は支所として廃止したらどうかということも考えながら、あそこを同意しま

した。 

それと学校統合について。私のいる青垣も３小学校が 29 年度には閉校されて

空き校舎になるのですが、それに追随して山南でも２つの中学校が廃校になると

いうことで、これから学校の跡地がどんどん出てくる。それこそ地域としても使

えないような大きな土地をどうするのかということが、市として非常に大きな課

題になってくるのではないかと思う。 

前回も意見が出ましたが、そうした財産の一元管理をきちんとやらないと、

例えば今でも青垣に医師住宅が３戸あり、１つは自治協が丹波布の関係の活動拠

点に４月から借りたのですが、まだ２戸の医師住宅が空き家です。これは支所も

診療所の事務担当者も、どうこうという話はできないということなんです。施設

の管理が一元化されてないということは、つまりどこにどんな施設がどのくらい

あるのかということが一目瞭然で分かる仕組みになっていないということです。

それは非常にまずい状態だと思います。 

○Ｉ委員 

実は私も提案させていただいたのですが、今言われたとおり、一元化につい

てでした。それともう一つは、小中学校の廃校後の土地をどうするかという問題。

丹波市にはないと思いますが、宅地造成利用という会計を特別会計として作って、

例えば 20 年なら 20 年というある程度の期間、きちんと計画を立ててやる必要

があり、昔の開発公社みたいなことをやっていると赤字になります。このために

は事業を管理できる一元化した組織があればいいと思います。 

空き家対策などもそうですが、例えば３軒あって真ん中が空いてしまい、こ

の家はもう絶対に帰ってくることがないし、当人も売却したいという場合。例え

ば市が買いとる、あるいは３棟分まとめて買うという選択肢もあるかもしれませ

ん。あくまでも手段ですが、そういうことも臨機応変に事業にできるので、丹波

市独自のそういうやり方もあってもいいと思います。宅地造成事業を自治体の特

別会計とし、年度を定めた事業としてやっていくことも検討してよいと思います。 
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⑤論点７ 特別会計、公営企業会計のあり方 

○委員長 

説明をお願いします。 

○事務局 

それでは、お手元の資料③－６をご覧ください。論点７、特別会計、公営企

業会計のあり方について説明させていただきます。 

まず資料の左側は現状と課題の①ですが、丹波市には以下の 10 の特別会計及

び２つの公営企業会計があります。 

引き続いて真ん中、②ですが、特別会計の意義は、１）事業の内容や性格に

よっては受益と負担の関係や事業ごとの収支をより明確にすることができます。

２）適正な受益者負担、事業収入の確保や歳出削減努力を促すことができます。

３）予算総則における弾力条項や特例的規定の設置等により、弾力的・効率的な

運営が可能になります。 

最後に③ですが、一般会計からの繰入れや借入れの存在等により、事業収支

における受益と負担の関係が不明確になる面があり、適正な受益者の負担、事業

収入の確保や歳出削減努力が必要といった点があげられます。 

以上で、資料③－６、論点７、特別会計、公営企業会計のあり方についての

説明を終わります。委員の皆様には、特別会計、公営企業会計のあり方について

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 

ポイントとしては、特別会計に一般会計から補填しますが、補填して結果的

にこれで健全ですよという話をされたら困る。どうして補填をするのかとの説明

が、市民の皆さんにはっきり届いているのかなというのが、ちょっと疑問です。

副委員長、いかがですか。 

○副委員長 

見ていたのですけれども。 

○委員長 

健全と言いますけれども、それは足らなかったら一般会計から移して健全に

なっている。 

○副委員長 

そうですね。 

○Ｂ委員 

国民健康保険とか介護保険、こういうのはやはりいわゆる社会保障関係だか

ら繰出し、特に国民健康保険なんかは赤字というのは地方自治体の必然的な宿命

ではありますが、例えば中央卸売市場とか駐車場とか市が今までは関わりがあっ
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たけれど、メインでないという会計も多々残っています。そういうのはやはりち

ゃんと見直し、たくさん繰出金を出していることであったら、ストップして民間

にやってもらうというようなこともやっていかないと、もう役目が終わっている

会計もあるような感じがします。そこらあたりの資料はないのですか。 

○事務局 

決算の資料がありますので、お伝えすることはできます。今ここに１番から

12 番まで、国民健康保険特別会計から下水道事業会計までお示ししておりまし

て、その中で役割が終わっているという会計はないとは思っております。７番の

中央卸売市場特別会計も、この卸売市場が担っている部分はあります。 

ただ、国のしっかりとした基準がある中で、一般会計から繰入れしている特

別会計もあります。そういった特別会計であっても、その基準の繰入れだけでは

賄いきれない時代が来ています。賄えないが、そんなもの知らないといってつぶ

すわけにもいかない中では、繰入れをしなければならない。 

でも、ルールもなしにただやみくもに繰入れていくということになりますと、

一般会計の方に負担がかかってきますので、そのあたりを財政課長が言われる方

がよいかもしれませんが、今ある程度のルールを作って、まずは特別会計なり企

業会計が健全な経営を目指した計画を立ててもらいます。その計画の中で、ある

一定の期間、経営改善するまでの間、一般会計が負担する際に何か基準を作って

いくことが双方のメリットではないかと考えています。 

○Ｂ委員 

17 年度から 26 年度まで８億円ほど、いわゆる繰出しが増えていますよね。

１番から 12 番で増えている特別会計はどれですか。 

○事務局 

１つは介護保険です。介護保険は全体の規模がだんだん膨らんでいます。介

護保険の一定割合を繰入れる基準がありますので、全体が膨らんでくると繰入額

も増えてきます。 

○Ｉ委員 

合併の時に、水道・下水が一本化されましたよね。細かいことを言いますと、

水道と言えば上水道と簡易水道、要するに町の水道と田舎の水道。町の水道の会

計は大体トントンです。田舎の簡易水道は大体赤字です。下水を見ると、公共下

水は何とかトントンだが、農業集落排水事業なんかだと、やはりどうしても赤字

になっているという感じです。そのルール分けというのは、私も正確に分かりま

せんが、上水・公共下水はそこまで繰出さなくてよい、ある程度人が少ないとこ

ろ、簡易水道とか農集はある程度補填しなければならない、そういった考えはど

うしてもやはり必要です。介護保険と同じように、やはり農村部においては、ど

うしても一定の生活を守っていかなければいけない。ちょっとしたルール化した
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ような説明をしていただいたら、市民の方も分かりやすいのではないかなと思い

ます。 

○委員長 

特別会計のところの３）に弾力条項とか、特例的規定の設置等とありますね。

具体にどんなことをするのですか。 

○事務局 

通常予算は歳出計画の予算で議決されていますので、一定以上出すことがで

きませんが、水道のようにたくさん使ってもらって収入がたくさん入る場合には、

歳出を上回っても収入が入りますから、その分で賄ってもいいという規定があり、

それを弾力条項と言います。こういう収益事業では、たまに予算額よりたくさん

歳入がある場合があります。例えば、患者さんが来て医療費がかさむが、その分

診療費が入ってくるといった場合で、歳出の限度額を超えることができる、弾力

的に対応できるというのがこういう特別会計の特徴です。 

○委員長 

こういったのは、やはり単年度ですか。 

○事務局 

そうですね。 

○委員長 

複数年にわたることはできないのですか。 

○事務局 

普通は単年度ですね。当然、当初予算や補正予算も組みますが、もし補正に

間に合わないという場合でも、特別会計の場合は、今のような対応ができる。 

○委員長 

いずれにしても、会計上の説明は議会できちんとなされているということで

すか。 

○事務局 

そうです。 

○委員長 

それを皆さんが一般に理解されているかどうかですね。 

○Ｂ委員 

国民健康保険を見ても、いわゆる全国、地域によってかなり保険料にばらつ

きがあります。ということは、26 年度には 50 億円の赤字を出しているわけです

が、国保がどれだけ赤字なのかは分からないのですが、医療保険の中で特別突出

して高いということであれば、やはりもう少し負担をしていただくという努力を

することで、繰出金を減らすということは可能ですよね。 

○委員長 
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可能です。例えば岩手県の沢内村、あるいは長野県の諏訪などはそういう取

組みをしているようです。 

○Ｂ委員 

だけど、今もう既に介護とかそういう病院へ行っている方に、今から一生懸

命運動してと言っても、もう病気になっている人はある程度無理ですから、これ

からの若い人を 10 年後、20 年後、30 年後に健康であってもらうようにという

のは、それはまた別の施策でこれから費用を減らすというのですか。 

○委員長 

必ずしも若い人だけではなくて、年配の人でも何か運動されると実際の医療

費が少なくなっているというところの報告があるようです。 

○Ｂ委員 

それはそれでどんどんやっていくことは大事なんですけれども、現時点でこ

れだけ赤字が増えているということは、この部門でもやはりある程度費用負担は

必要ではないかと。兵庫県内の平均値を比べながら、特に丹波市は、人が広い地

域に点在しているわけですから、その特殊性も考えて、費用負担をお願いすると

ころはお願いすることもせざるを得ないと思います。 

○Ｅ委員 

健康寿命日本一を掲げて、市も頑張っていただいていると思うのですが、も

っと積極的に市民の中へ入って、いろいろな取組みをしてもらいたい。手をあげ

たところには保健師さんが行って指導しますが、手があがらなかったら行きませ

んという感じです。将来の市の一般財源を圧迫する可能性は非常に高いので、そ

ういうことは結構大事じゃないかなと思います。 

例えば 12 の特別会計の内、６番までが健康寿命日本一に該当し、マイナスに

なっていますが、要介護認定の方の今までの暮らし方がどういう暮らし方であっ

たのかというデータを見せるとか。私はいつも言うのですが、農業を専門にやっ

ている人で認知症になったという話はあまり聞かないと。農業というのは、今日

のことも明日のことも、来年はどうしようかということも考えなければいけない。

作ったものはどのように換金していくのかとかも考えたりして、労働者でありな

がら経営者にもならないといけない。だから農業を真剣にやっている人は認知症

にならないと思っています。そういうところを、何かで見せていただけたらもっ

と市民も理解が深まると思います。 

○委員長 

ずっと社会的なことをされている人はお元気なようですね。 

○Ｍ委員 

いずみ会としても、今、健康寿命日本一というのを合言葉に、私たちができる

ことを自分たちで活動しておりますので、いろいろ啓発物なども用いて、市民の
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皆さんに伝えているところです。 

○委員長 

いろいろなところで見ていたら、そういうことを書いておられます。働き方

とか社会的な活動の仕方、あるいは普段の運動とか、食事とか。 

とにかく一般会計からの繰出しとなりますと、それは一般的な人たちが負担

しますから、便益と負担者の間の公平性が問題になると思いますので、きちんと

説明していく必要がある。 

○副委員長 

駐車場というのは石生駅の駐車場のことですか。 

○事務局 

複数ございます。駅前のところにあるものです。 

○副委員長 

柏原とか駅前のところですか。 

卸売市場というのは、子どもの給食で地域の食材を入れていらっしゃるとこ

ろですか。 

○事務局 

そうです。氷上の工業団地のところにある市場です。 

 

⑥論点８ 使用料等の受益者負担のあり方 

○委員長 

それでは、論点８、使用料等の受益者負担のあり方について説明してくださ

い。 

○事務局 

先に論点８、使用料等の受益者負担のあり方・自主財源の確保に関する質疑

に対する報告を行います。参考１の 13 ページをご覧ください。 

参考１の 13 ページ、（５）受益者負担のあり方・自主財源の確保の③を読ま

せていただきます。 

③ごみ袋及び市封筒等の有料広告。内容については、市は地元市民に対して

機会あるごとに情報発信を行っているが、よい広告となる機会を見逃しています。

真ん中、行革プランへの反映に移ります。自主財源の確保。アクションプランへ

の反映については、担当課の取り組みや考え方がたくさんありますので、内容を

細かくは言いません。上から丹波市指定ごみ袋の考え方、その下には市の窓口の

封筒についての考え方、取り組み方を書いております。続いて、市税や国民健康

保険税の納税通知書送付用封筒についての取り組み、その下には、丹波市暮らし

のガイド知（ち－）－丹（たん）の取り組み、その下には庁舎案内表示板、公用

車に広告を掲載する取り組みを書いております。一番下のところには、施設等の
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ネーミングライツなどを改めて検討です。 

お手元の資料の③－７をご覧ください。論点８、使用料等の受益者負担のあ

り方について説明いたします。 

まず資料の左、現状と課題の①ですが、使用料等では、統一的に見直したと

ころと、見直しできていないところがあります。その下②ですが、受益者負担と

は、市が提供する公共施設（体育館・住民センターなど）の利用、住民票や納税

証明書の発行などのサービスに必要な費用の全てを市税などで賄うと、利用する

方と利用しない方との負担が公平ではなくなることから、利用する方に一定の費

用負担を求めているものです。また③では、税及び税外未収金の滞納整理や不能

欠損への対応が必要としています。 

最後に※印で、自主財源の確保についてですが、第２次行政改革大綱では、

健全な財政構造を目指し、財産の売却等新たな財源の確保を目指し、また市税を

はじめ、国民健康保険税、保育料、市営住宅使用料等の口座振替の推進や滞納対

策の強化に取り組み、効率的な収納率の向上を図ってきたことを加えております。 

以上で、資料③－７、論点８、使用料等の受益者負担のあり方についての説

明を終わります。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 

これについていかがでしょうか。 

○Ｉ委員 

収納率ですが、どこの自治体も未納の方が多いと思います。ご存知と思いま

すが、隣の京都府には地方税を集める機関ができて、各市町村と一緒に取り組ん

でいます。そういうことは多分兵庫県にはないと思いますので兵庫県に呼びかけ

るというのもまず必要ではないかと思います。やはり県税も市町村税も一括して、

一体となった機関がやることでできるだけ収納率を上げるということが必要な

のではないか。上下水道で今、フジ地中さんがこういう滞納整理までを多分やっ

ておられますが、実際具体的に回収をされていることはないようです。そういう

業者さんがいれば、職員の方で、委託するなら委託するというところにもっと積

極的にしていただいて、やはり飲んだら飲み得ではなく、市民から見た公平性を

確保していただきたい。 

ある地方では、管理職の方が１年に１回は必ず２組で家を訪問して収納した

り、自分たち行政以外の方にお願いして収納している。滞納も５年以上になった

らやはりなかなか収納しにくい。債務を少しでも解消していくということの努力

をお願いしたい。 

○副委員長 

こういう施設の使用料についてお伺いいたします。この４月からある団体は
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補助があり、65 歳以上の方の施設使用料は無料になっています。60 歳の方の団

体は満額使用料を出し、バスも借りられません。これはどういうところで決めら

れているのでしょうか。説明会に行きましたが、どういうところでどう決められ

たのか分かりません。そこの説明をお願いします。 

○Ａ委員 

どういう経緯かと言われても、老人会の方でも急にこう決まりましたという

ことです。その説明だけです。議員さんも「えっ」というような。 

○副委員長 

全然分からないまま、ある日突然お金がいりますと。 

○委員長 

通知だけなのですね。 

○副委員長 

市のために頑張ってくださいと言われながら、お金を払うのは矛盾している

と思います。バスは仕方ないとしても、施設ぐらいは今までどおりにしてほしい

と思います。財政難と聞いていますので、きつくは言えないのですが、統一して

ほしいです。 

○委員長 

説明をちゃんとしてほしいということですね。それは当たり前の話ですよね。

一方的にこうだというような通知ではなく。根拠等をちゃんと説明すると。 

○副委員長 

通知だけで、そのまま仕方なく従っていますけれども。 

○委員長 

ここでは、自主財源をできるだけ確保しましょうということですが、確保す

る方向だったとしたら、例えばふるさと納税であったり、ネーミングライツであ

ったり、いろいろな方法が考えられていますが、よそに対して売るものがあるか

どうかです。自主財源を確保すること、それから自由裁量ができる比率を高める

こと、財源が増えたとしても使途が決まっていて縛られているものだったら、あ

まり意味がないので。その時、新しい公平性というのを考える必要がある。今ま

で公的な財源を使っていたのを、それはやらなくていいので別の使い方をやった

らどうかという形になる。 

丹波のファンクラブのようなものを作って、それをアピールするのも１つの

手だと思います。皆さんには叱られるかもしれませんが、丹波といったら篠山と

思うような人がいるし、京都かと思う人もいる。例えば織田家とか、丹波市には

全国にアピールできるような地域の資産がたくさんあると思うので、そういうも

のを外にアピールしていく。篠山よりこちらの方が黒豆は中心ですよとか、いろ

いろあるだろうと思うんです。 



32 
 

○副委員長 

大納言ですかね。 

○委員長 

分水嶺ですか。 

○Ｅ委員 

私は以前に豊岡市の中貝市長にお願いして、コウノトリを商品のネーミング

に使わせてもらったことがあります。それは１つ売れれば１円ずつ豊岡市の方へ

納めるという契約でしたが、今それを続けてくれているか分かりませんが、例え

ば丹波市であれば「ちーたん」、あのデザインを製品なり何なりに使っていただ

ければ、例えば１つ何十銭か、あるいは何十円かというようなものをいただくと

いう考え方もできるかと思います。 

私もコウノトリを使わせてもらったのはもう大方 20 年も前、15 年ほど前で

す。中貝さんにお願いして、それを製品に使わせていただいた。安心なところに

それを売っていた。 

○委員長 

コウノトリは留鳥ではなく渡り鳥ですね。例えばヨーロッパのコウノトリは、

ハンガリーからエジプトぐらいまで飛ぶ。本来は、コウノトリというのは渡り鳥

ですから、アジア系のコウノトリってみんな一緒なのでしょう。いろんなところ

へ行きますから。 

○Ｅ委員 

日本でもコウノトリは 40 地点ほど飛来している。 

○委員長 

コウノトリと言ったら、城崎とか豊岡とかと皆さんに認識してもらっていま

すけども、丹波竜っていうのは丹波市ですよとか、そんなあたりを何かアピール

して、皆さんに知っていただき、何か訴えかけるとかいったことを皆さんで一度

考えたらどうでしょうか。年配の人だけじゃなくて、若い人も一緒になって、半

分遊びぐらいでやって、そんなのが楽しいのではないでしょうか。 

○Ａ委員 

ふるさと納税ですが、今、市はどれぐらいそれで収益を上げておるのですか。

県によってはものすごい収益を上げているところがあるんですね。 

○委員長 

あれを一番初めにやったのは福井県の西川知事だと思います。福井県が一番

多いかどうか分かりませんが、お土産を進呈することになっていますから、それ

用予算も大変みたいで、差額が大きいのか小さいのかは、いろいろと問題がある

ようですが、一旦あそこへ納税すればこんなに何かあるよということで知名度が

上がったのでしょう。 
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○Ａ委員 

ひとつ目玉を作っていただいて、納税で資金を稼いでもらいたいと思います。 

 

２）第３次丹波市行政改革プランの構成（案） 

○委員長 

一番最後、皆さんのお手元にいっているかと思うのですが、資料③－８とい

うのをご覧いただけますか。第３次丹波市行政改革プランの構成の（案）です。

今のところ、③－８のような形で目次が作られています。これについて事務局か

ら説明していただくのですが、この目次に沿って実は 10 月 16 日までに皆さん

読んでいただいて、10 月 16 日にご議論いただけるような形で用意をするという

ことを思っております。 

○事務局 

それでは、お手元の資料③－８につきまして説明します。 

先ほど委員長の方からもありましたように、行政改革プランの目次をイメー

ジしていただければと思います。 

まず、行政改革プランは、行政改革の取り組みについてと基本項目の２つの

構成を考えております。このうち、行政改革の取り組みにつきましては、論点１、

第３次行政改革の目的についてご協議いただきましたことを中心に行政改革の

決意、決意としておりますけれども、ここのあたりは修正させていただくかもし

れません。それから基本目標、計画期間、推進体制、検証の５つの項目について

まとめていきたいと考えています。 

そして、基本項目につきましては、財政改革のビジョンと行政改革のビジョ

ンと２つの視点からまとめたいと考えています。 

財政改革のビジョンにつきましては、論点２、持続可能な財政を維持するた

めの取り組みについてご協議いただきましたことを中心に、財政収支見通し、歳

入動向、歳出動向、持続可能な財政の確立の４つの項目についてまとめたいと考

えています。 

行政改革のビジョンにつきましては、論点３から論点８でご協議いただきま

したことを中心に組織、施策等、自主財源の確保の３つの大きな柱を立て、その

下に７つの項目を設けたいと考えています。 

１の組織につきましては、体制整備、人事管理、人材育成の３つの項目で、

２の施策等につきましては、事務事業、公共施設、公営企業・特別会計、その他

の４つの項目についてまとめたいと考えています。 

以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。 

○委員長 

ありがとうございました。この第３次丹波市行政改革プランの構成といいま
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すか目次（案）、これについてご質問あるいはご意見ございませんでしょうか。 

予定では、10 月 16 日にこれに基づいてご議論いただくこととします。それ

でその結果、修正があれば修正をして、パブリックコメントに出すというような

スケジュールで進めたいということです。10 月 16 日にご議論いただくので、10

月 10 日までぐらいに皆さんのお手元に届きます。 

それから、先ほど説明いただいたように、論点のところは、基本項目のとこ

ろに割り振って意見をまとめたいということですが、どうでしょうか。10 日く

らいの間に何かお気づきのところがあったら、事務局の方にご連絡いただき、取

りまとめの時に考慮させていただくということになります。 

他、何かありませんか。２時間という予定をしていたのですが、３時間にな

ってしまいつつあるのですけれども、最初の方が特にご熱心にご議論いただいた

結果でこうなりました。とりあえずなければ、今日のところのご議論はここまで

にしましょうか。 

 

（５）今後の予定について 

○委員長 

５の今後の予定についてお願いします。 

○事務局 

それでは、本日の次第にもありますように、次回第４回目の策定委員会につ

きましては、10 月 16 日、金曜日、午後１時 30 分からこの会場で開催する予定

としております。今日お見えの委員さんの中で、この日、都合が悪いという方、

分かっているという方はいらっしゃいますでしょうか。2 人ですね。 

分かりました。改めまして、また文書によりまして会議の日程はお知らせし

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長 

多分、今の予定では、10 月 16 日に開催されるということで、逆算すると 10

日頃には資料が来ることに。 

○事務局 

今、委員長さんから大きなプレッシャーを与えられまして、迷っておるので

すけれども、プランの案づくりを本日、確認していただいた中で、具体的に作業

を進めていくわけなのですが、16 日の会議の開催に向けて１週間前の整理とい

うことになりますとかなり厳しいです。厳しいので、状況によっては１週間後、

23 日というあたりで会議を遅らせてもらうということも可能なのでしょうか。

皆様方のご予定は、今の段階でいかがでしょうか。 

○Ｂ委員 

別に１週間前でなくても、今回みたいに金曜日に来て土日だったら、実際出
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せないものではないですよね。１週間前ではなくても、２日ほどか、３日余裕あ

ればいけます。 

○委員長 

１週間ということでなくても、２～３日あればよいということなのでしょう

けれども、あまり甘い顔をしたらいけませんよ。それは楽な方へいきますからね。

できるだけ努力していただいくということで、必ずしも１週間前でなくてもいい

というようなことをいただいたので、それに合わせていただけたらと思います。

できるだけ多くの方がご出席いただけるような日程で組んでいただく。よろしく

お願いします。事務局も大変でしょうけれども、委員の皆さんの方も大変だと思

いますが、よろしくお願いします。 

 

（６）その他 

○委員長 

６のその他はどうですか。特段ありませんか。 

 

（７）閉会 

○委員長 

では、前回と同じように閉会のあいさつを副委員長にお願いします。 

○副委員長 

長時間、本当にお疲れのところすみませんでした。事務局も大変ですが、今

日は本当によい意見が出たと思います。また、そこを事務局にうまくまとめてい

ただいて、次につなげていきたいと思います。そして、丹波市が住みよく、お金

もマイナスだなと思わんでもよい、ちょっといい状況で生活できたらいいと思い

ます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。 

では、これで終わります。 

○事務局 

先ほど話が出たふるさと納税についてですが、26 年度の状況の資料と今年度

９月 28 日現在、8,390 万円寄付いただいております。１口 5,000 万円という大

きなものがありまして、その分でかなり大きくなっております。ふるさと納税の

担当の方は非常勤の職員が一人ほぼかかりっきりで、今後も増える傾向なので、

直営でやっているのが限界に近いような状態で、来年度以降その業務自身を委託

する話が出ています。以上でございます。 

○委員長 

どうもありがとうございました。 

 

以 上 


