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第４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１０月１６日（金） 午後１時１０分～午後３時４５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１１名（欠席４名） 

小西 康生    飯嶋 香織    足立 篤夫    中川 泰一 

丹生 裕子    芦田 喜三郎   藤原 昌和    中道 知代子 

足立 映美    能口 秀一    荻野 隆太郎  （矢田貝 勲） 

（松浪 裕之）  （山本 喜美雄） （足立 晶子） 

 

（２）事務局 

副市長  鬼頭 哲也   企画総務部長  足立 博 

行政経営課長  太田 嘉宏  財政課長  西山 茂己 

行革推進係長兼行政機能検討係長  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 

改めまして、皆様こんにちは。皆様方には、日中ご多忙の中、第４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した。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きました次第日程によりまして、日程２の

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、連絡等をさ

せていただきます。まず、本日は、矢田貝委員、松浪委員、足立晶子委員、山本

委員より欠席の届を受けております。次に、第３回策定委員会の会議録につきま

しては、現在、調製中でございます。完成次第、委員の皆様のお手元にお届けす

る予定ですので、よろしくお願いいたします。 

 

（２）あいさつ 

○事務局 

それでは、次第の日程２、あいさつに移ります。委員長よりごあいさつを頂

戴しましてから、以降、委員長により会議の進行をお願いいたします。それでは、

委員長、よろしくお願いいたします。 

○委員長 

前回かなり長い時間、活発にご議論いただきました。その結果、素案がまと

まっておりますので、今日はその素案について、引き続き忌憚のないご意見をい

ただきたいと思います。 

これからどうするかは、一番最後に事務局からご説明があると思います。ボ

リュームは資料としては少ないですが、中身はかなりあると思います。 

本日は、副市長に出席いただいておりますので、副市長からごあいさつをい

ただいて、それから次に進みたいと思います。よろしくお願いします。 

○副市長 

本日は大変お忙しい中、第４回目の行革プラン策定委員会に出席を賜りまし

てありがとうございます。 

また、この間、第２回目、第３回目と、大変短い期間中、ハードなスケジュ

ールの中でご熱心にご審議をいただきまして、改めましてお礼を申し上げたいと

思います。おかげをもちまして、先ほど委員長さんからございましたように、今

日は皆さん方からいただいたご議論を踏まえて、プランというか案をお示しさせ

ていただけるようになりました。そういう中で、今回の第３次行革プランのポイ

ント、私が思っていますことを少しお話しさせていただいて、ごあいさつにかえ

させていただきます。 

１つ目のポイントは、第３次の行革プランをなぜするかという問題です。と
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言いますのは、第１次、第２次で、かなりの行革をしていまして、具体的な施策

の見直しを行ってきて、効果額もかなり出しています。そのおかげもあって、こ

れまでも説明しましたように、昨年の８月 16、17日の豪雨災害で、かなりの財

政出動も行いましたけれども、それでも大きく市の財政状況が悪化するようなこ

とにはなっておりません。それなりの基金もかなり蓄えてきたので、その基金の

取り崩しなどをして進めています。それもやはり第１次、第２次の行革の成果か

なと思っているところです。 

そういう中で、今後 10年の財政状況の見通しにつきましても、そうひどく悪

化するような見通しでもない。また、１次、２次の時に６町合併による合併特例

債、それから地方交付税の一本算定は当初 34 億円ぐらい減ると予想されていた

ものが、最終的には 12 億円くらいとかなり当初思っていたより少なくて済む。

そういう状況の中で、なぜ行革をこの時期にやっていくのかということが１つポ

イントだろうと思っております。 

今回の行革プランの中にも、そのことは書いてありますが、その辺が十分な

のかどうかというのはまたご議論いただければと思っております。 

私なりに考えておりますのは、１次、２次の時よりも鮮明になってきており

ますのが人口減少の問題です。今、丹波市の人口が平成 22 年の国勢調査で６万

7,000 人ということですが、これを何も手を打たないと 2060 年には３万 5,000

人になるという推計もございます。約半分の人口になってしまう。 

そういう状況の中で、さらに少子高齢化が進む。そうなると、税収はどんど

ん減り、義務的経費はどんどん上がってくる。そういう人口減少、少子高齢化に

耐えうる財政構造を作っていかなといけない、あるいはさらに民が自立して身軽

な行政にしていかないともたない。そういうところが、第３次行革がぜひやって

いかないといけないポイントだろうと思っています。 

２つ目は、１次、２次の行革で非常に切り込んでやってきたわけですが、そ

れでも切り込めなかったところはございます。補助金でどうしても切れなかった

ところ、見直しできなかったところがございます。そういうような１次、２次で

積み残しになったところをもういっぺん第３次できっちりと見直していくこと

が必要だろうと思っております。 

３つ目は、職員の働き方そのものを変えていかないといけないと思っていま

す。合併当初、職員数が 830 数名おりました。それが今この４月で 659 人だっ

たと思いますけれども、それぐらいまで減っています。この 10 年ほどの間に、

200人弱職員を減らしてきているわけです。当初 600人体制ということで、まだ

まだ減らす予定でしたが、どうも職員を減らすのも限界にきているのかなと。 

ところが、先ほど言いましたように人口減少を何とかしないといけない、少

子高齢化を何とかしなければいけないので、やはり時代のニーズに合った施策も
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一方でやっていかないといけない。ですから、見直すべき施策は見直し、新しく

やらなければいけないところはやっていく。そういう中で、職員数を増やすとい

う状況はなかなか難しい。減らすこともちょっと限界かなとは思っているんです

けれども、一定そうしたら今までのようにどんどん職員数を増やしていけるかと

いうと、なかなかそうもいかない。そうすると、やはり一人ひとりの職員の能力

をきっちりと発揮させる必要があるだろう。 

例えば、優秀な女性職員がたくさん市役所にもいます。ところが、産休、育

休で休んでいる時でも、あるいは復帰をする時でも、働き方があるのかなと。例

えばテレワークみたいなものをもっときっちりと進めていく、あるいは短時間の

勤務、例えば１日４時間でも働けるという柔軟な働き方をする。そうすることに

よって、全部休んでしまわなくても、最大限能力を生かす働き方がもっとできる

のではないかと。あるいは今、正規職員か非常勤かというような両極端な働き方

がありますが、例えば任期付、５年だったら５年の任期を付けて、正職員として

きっちりと給料を出すとか、そういうような働き方ももしかしたらあるのかもし

れませんし、いろいろ多様な働き方によって能力を引き出せる、生かせる柔軟な

働き方をもっと作って、働き方そのものを変えていくことで、職員が減ってきて

いるものを何とかカバーできるのではないか。 

今考えておりますのは、そのような３つぐらいが行革のポイントかなと思っ

ておりまして、今回のプランの中にもそういったことは反映させているところで

ございます。 

ごあいさつが少し長くなりましたけれども、今日は皆さん忌憚のないご意見

をいただければと思っております。よろしくお願いいたします。 

○委員長 

どうもありがとうございました。それでは、次第に沿って会議を進めたいと

思います。 

 

（３）報告 

１）第２次行政改革実施計画に基づく行政改革の効果額について 

○委員長 

まず最初に報告ですが、第２次行政改革実施計画に基づく行政改革の効果額

について、事務局から説明をお願いします。 

○事務局 

それでは、お手元の資料④－１、第２次行政改革実施計画に基づく行政改革

の効果額について説明させていただきます。 

第２次行政改革実施計画に基づく行政改革の効果額の累積額は、右下にある

白字の 71 億 2,680万 2,000 円となっております。これは参考ですが、前回第１
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次の効果額の累積は約83億2,000万円となっております。累積額の算出方法は、

前回の丹波市行政改革実施計画に基づく行政改革の効果額と同じです。具体的な

計算方法につきましては、下記の注１から４に書いております。 

注１は、資料左側、実施項目の真ん中あたり、３、お金の（２）自主財源の

確保の下にあります地方債の繰上償還による効果のところです。注１、繰上償還

の効果額は、繰上償還した結果、支払う必要のなくなった後年度利子額が明らか

なため、効果額として累積せず計上しています。なお、27 年度は効果額が確定

していないため計上していません。 

続いてその下の注２ですが、左から２つ目のところに、22年度とありますが、

22 年度を下へ移っていくと、22 年度行政改革の効果額として、４億 4,837 万

8,000円とあるところに注２とあります。22年度は、人・モノ・お金・時間・情

報の区分により取り組んでいないため分類していませんので、ここで計上させて

いただいております。 

その下、注３につきましては、資料の右上、27 年度のところにあります。注

３、27 年度は第２次行政改革実施計画に準拠し、実施しているため累積の対象

年度としています。本来ならば、第２次行政改革の実施計画の期間は 26 年度ま

でだったのですが、昨年度の豪雨災害により第３次の行政改革の実施計画ができ

ておりませんので、それに準拠し 27 年度行ったため、期間の中に入れておりま

す。 

注４につきましては、資料右上累積額の上の方にあります。注４、累積額（地

方債の繰上償還による効果を除く）は、22年度の効果額×６年、23年度の効果

額×５年、24年度の効果額×４年、25年度の効果額×３年、26年度の効果額×

２年、27 年度の効果額×１年で示しています。そのため、各年度の効果額の合

計（縦計）の累積ではありません。これは地方債の繰上償還による効果額を除く

部分は 22 年度でその効果が終わるものではなく、23 年度、24 年度、各年度に

おいて、その効果額があるため、このような計算方法にしております。 

以上で、資料④－１、第２次行政改革実施計画に基づく行政改革の効果額に

ついての報告を終わらせていただきます。 

○委員長 

どうもありがとうございました。ただ今ご報告いただきました内容につきま

して、ご質問・ご意見がございましたらお願いします。 

行政改革を実施することによって効果が出てくる。その効果は金銭評価でき

ることになっているわけですが、そういうことに全部換算できてしまうのかどう

かあたりが問題ではないかなと思ったりするんですけれども。 

さらに、一番最後の累積のところですが、例えば 22 年度の効果というのは、

ずっとそのまま６年間続くという保証はどこにあるのかと。効果はだんだん下が
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ってくるのではないかなと。どうなんですかね。一律でいいんでしょうか。 

○事務局 

１点目、行革の実施により効果が表れる、それは金額的な評価ができるとい

うことに対してですが、第１回目の時にたくさんの資料を配付させていただいた

中で、２次の行革に実行計画を立てて取り組んだ部分、それの毎年の計画の積み

上げとしております。今回お示ししておりますのは、金額的なところで示せばこ

うですよと。それから第１回目の資料をご覧いただけたらと思うのですが、第１

次の行政改革の取組みで、具体的にどういう項目にどう取り組んで達成できた、

あるいは未達成、あるいは今後の課題といったあたりを整理して、お金を伴った

ものを含んで表させていただいております。 

２点目の累積の考え方ですが、先ほど資料④－１で担当の方から説明させて

いただいたとおり、あくまでも予算ベースで、行革のアクションプランに沿って

取り組んだ結果、前年対比いくらの金額が減額しましたというものです。単年度

で終わる性質のものがあるのかも分かりませんが、この期間については、第１次

の行革のまとめと同じ考え方で、数値を示すという意味で、ある程度根拠を立て

た積算をしたところです。以上でございます。 

○委員長 

どうもありがとうございます。いろいろな測り方はあろうと思いますが、あ

る意味、行政の施策、事務事業の施策を、行政改革をやることによってこれだけ

の分が節約できたという考え方に近いのですかね。効果と言ってしまうと、アウ

トプットだとかアウトカムとか言い出したらうっとうしいですから、一般に見て

これが効果だという理解ができる計算をしていただけたのですから、それを皆さ

んに分かっていただけるような形で説明されたらということですけれども、よろ

しいですか。何か疑問はありませんか。 

○副市長 

委員長のおっしゃるとおり、行革の目的、１つは経費をどう抑えるかという

部分はありますが、それと同じぐらい、行政のやり方を変えることで、質をどう

上げていくか、満足度をどう上げていくか、例えば行政が直営でやるよりも、民

間に移した方がより効果が上がり、いい結果が出てくる。例えば、指定管理を民

間にしていただくと経費が安くなって効果額が出てくるわけですが、それだけで

はなく、民間に指定管理をしてもらった方がサービス内容が上がってくる。専門

性の高いところにやってもらうことで満足度が上がってきますが、その辺の満足

度や質の向上というのがなかなか表しにくいところがございます。ただ、これで

全て行革の効果が表れているというふうには思っていないことは、先ほど事務局

からお話しさせていただいたとおりでございます。 

○委員長 
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どうもありがとうございます。効果の測り方はいろいろありますし、今副市

長がおっしゃったようなことですけれども、例えば指定管理というお話が出まし

たけれども、指定管理へ逆に移ることによって、前と同じような満足を皆さんが

されているかどうかは、ちょっと難しいですが、前提としてそういう水準をほぼ

維持していることとして、そしたらこれだけのことが、行政改革の成果・効果と

してあげられるのではないかという捉え方です。とりあえず、どういうふうなこ

とを基準にして測ればいいのという、その基準のところとか、どの側面を見たら

いいのかというのは非常に難しい話ですが、予算面で考えたらこういう形ですと

いうことをご理解いただいたらと思います。 

 

（４）協議 

１）第３次丹波市行政改革プラン（案）について 

○委員長 

次は、４、協議に移りたいと思います。本日の開催にあたりまして、既にお

手元に資料が届いてお目通しいただいていると思いますが、事務局からまず説明

していただいて、それからご意見をいただきたいと思います。最初に事務局から

第３次丹波市行政改革プラン（素案）について説明をお願いします。 

○事務局 

それでは、第３次丹波市行政改革プラン（素案）につきまして説明させてい

ただきます。少し長くなりますが、お許しいただきたいと思います。お手元の資

料④－２、第３次丹波市行政改革プラン（素案）をご覧ください。 

第２回と第３回の策定委員会におきまして、委員の皆様には８つの論点によ

り熱心にご協議いただき、たくさんのご意見を頂戴しました。そのご意見をまと

めましたものが、丹波市行政改革プラン（素案）となっております。 

表紙を１枚めくっていただきますと、目次があります。本プランは大きく分

けまして、Ⅰ、行政改革の取組みについてと、Ⅱ、基本項目の２つにより構成し

ています。 

さらに１枚めくっていただきまして、１ページをご覧ください。最初にⅠ、

行政改革の取組みについてを説明します。ここは、策定委員会におきまして、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、１、

行政改革の必要性から５、検証までの５つにまとめています。 

１、行政改革の必要性をご覧ください。丹波市では、平成 17 年 11 月に丹波

市行政改革大綱を策定し、旧町間の行政サービスや社会資本整備の格差につ

いて改善に努めるとともに、一体的で公平な行政基盤を構築していくことが

緊急の課題とし、徹底した行財政改革に取り組みました。そして、平成 22 年

11 月に第２次丹波市行政改革大綱を策定し、第１次の取り組みがなければ財
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政状況はさらに厳しいものとなっていたと判断し、将来にわたって安定し成

熟した丹波市づくりに向けての基盤、枠組みづくりとして、行財政改革の手

を緩めることなく取り組みました。その結果、第１次では、累積で約 83 億円

の改革の効果額を、続く第２次では、累積で約 71 億円の改革効果をあげるこ

とができました。本市の財政の現状は比較的安定した状態を維持しており、

昨年の豪雨災害により大きな被害を受けたにもかかわらず、財政的には窮地

に陥ることなく、復旧・復興に向けて歩むことができています。 

しかしながら、これまでの取り組みにより成果をあげてきた一方で、人員

削減の進捗に比べ、財政規模は横ばい状態にあり、職員数と事業量のバラン

スが悪くなるといった課題も見えています。他方では、丹波市自治基本条例

が施行され、専門的な知識、経験、ノウハウを有する市民活動団体の活動が

活発に展開されつつあり、行政課題の解決を担うことができる民が育ちつつ

あります。 

今後において、本格的な少子高齢化・人口減少社会の到来や、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、人口増加対策などとともに、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。 

これらのことから、第２次総合計画の実現を目指すために必要な持続可能

な行財政運営の基盤の確立に向けたビジョンとして第３次丹波市行政改革プ

ランを策定し、多様化する市民ニーズや社会情勢に柔軟に対応することがで

きる行財政運営の基盤の実現を目指します。 

２ページの２、基本方針をご覧ください。行政改革プランの基本方針としま

して、（１）持続可能な財政の確立から（４）自主財源の確保までの４つを示し

ています。 

まず（１）持続可能な財政の確立です。国等への依存をできるだけ最小化し、

丹波市自らが創意工夫する中で、社会経済情勢の変化に対して機動的な対応が可

能な持続可能な財政を確立し、人、モノ、お金などの経営資源を必要な分野に集

中させていきます。 

次に（２）効率的・効果的な行政体制の整備です。人口減少の時代を迎え、

限られた職員数による遂行体制が求められている中、市の組織力強化と、職員の

能力を高める仕組み等を通して、多様化する市民ニーズや権限移譲等による事務

量増加等に対応できる体制を確保していきます。また、引き続き不断の改革の取

り組みを進める必要があるものの、これまでと同じような削減効果は期待できな

いことから、職員一人ひとりが持てる能力を十分に発揮できる効率的、効果的で

多様な働き方に変革していきます。 

次に（３）経営資源の有効活用です。「あれもこれも」から「あれかこれか」
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といった選択と集中を重視した行政経営を進めるとともに、より一層行政と民間

の多元的な協働の取組みを強化していきます。また、改革の余地が残った課題等

については、聖域なき改革を進めていきます。 

次は（４）自主財源の確保です。少子高齢化の進展や人口減少時代を迎え、

収入の増加が望めない中で、債権回収の強化や受益者負担の適正化、自主財源の

発掘や各種収入増加策などに取り組んでいきます。 

次に、３、計画期間をご覧ください。改革の計画期間は、平成 28年度から平

成 36年度までの９年間とします。 

次に、４、推進体制をご覧ください。本市の行政全体を点検し、具体的な改

革の推進を図っていくための庁内推進組織として丹波市行政改革推進本部を

設置します。また、改革すべき事案の検討や調整を行うため、本部にプロジェク

トチームを設け、このプランに基づくアクションプランの策定と進行管理を行い

ます。 

次に、５、検証をご覧ください。このプランに基づき、具体的な改革に取り

組んでいくためにアクションプランを策定し、ＰＤＣＡサイクルに基づく行政評

価システムにより検証します。 

４ページのⅡ、基本項目をご覧ください。ここでは、第３次行政改革プラン

の体系を示しています。先ほど説明しましたとおり、（１）持続可能な財政の確

立から（４）自主財源の確保までの４つの基本方針の下に９つの基本項目を設け

ています。さらに、基本項目の下に 19の実施項目を設けています。 

策定委員会におきまして、論点２、持続可能な財政を維持するための取組み

についてご協議いただきましたことを中心に、１の持続可能な財政の確立として

まとめています。 

（１）適切な財政収支見通し及び管理の推進です。職員は、将来の財政運営

の方向性を導く指針となる財政収支見通しの内容を理解した上で、個々の事務事

業の計画策定及び遂行に努めます。また、分かりやすい表現や指標を使用するこ

とで、市民の共通理解を得やすくする工夫に努めるとともに、毎年度の財政収支

見通しをもとに財政状況を確認し、原因分析等を含めた管理を徹底していきます。 

次に、（２）財政規律の強化の①財政規律の設定です。持続可能な財政の確立

に向けて、財政的視点から基準を明確にするため、財政規律の考え方を明確にし

ます。プライマリーバランスを踏まえた財政規模枠の設定のほか、基金残高や地

方債残高、後年度債務負担額の考え方の整理、予算編成の基本的な考え方や補助

金基準などを検討し、明示します。 

次に、②各種指標による管理の徹底です。毎年度の財政収支見通しとともに、

引き続き、各種財政指標をもとに財政状況を確認し、原因分析等を含めた管理を

徹底していきます。そのことによって、早い段階からの対応を重視し、深刻な財
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政状況に陥ることを未然に防止します。 

６ページをご覧ください。策定委員会におきまして、論点３、組織改革の取

組みについてご協議いただきましたことを中心に、２の効率的・効果的な行政体

制の整備としてまとめています。 

（１）組織力の向上の①本庁機能と支所機能のあり方の検討です。庁舎分散

の欠点として、行政の課題が組織内を横断するものが増加する中、それに対応す

る連携が図りにくい状態であることや、庁内決裁等に相当の時間を要することな

どがあります。また、支所については、各支所の業務内容が異なるといった課題

があり、組織効率は必ずしも高いとは言えません。また、庁舎が分散しているこ

とにより、市民の利用の視点からの不便性や、施設の維持管理に要する経費のム

ダなどもあげられます。こうした庁舎分散の欠点などを早期に解消するため、市

民サービスの視点を踏まえつつ、本庁機能と支所機能のあり方の改善を目指すと

ともに、庁舎の集約と公共交通網の整備を一体的に取り組むまちづくりの実現に

向けて検討を加速させ、この行政改革の計画期間の早い段階に結論を出すことと

します。 

次に、②地域課題等に的確に対応できる組織体制の整備です。市民ニーズや

新たな行政課題に迅速に対応できる組織体制を構築するため、総合計画や行政改

革プランの方針や目標を意識した組織の使命を明確にするとともに、横断的な体

制を整備します。また、組織のスリム化や簡素化を積極的に進めるとともに、特

定部署への過度な業務の集中を是正し、組織の機能が最大限に発揮でき、あわせ

て災害時においても行政機能が確保できる体制とします。 

７ページ、（２）職員力の向上の①個々の職員のパフォーマンスを最大化する

人事管理の推進です。個々の職員の業務遂行力やパフォーマンスを最大化するこ

とは極めて重要であり、ワークライフバランスを考慮した、職員が働きやすい環

境を整えるとともに、行政課題に応じた適材適所を意識した人事政策に努めます。

また、適正規模の事務量を踏まえた上で、定員管理の適正化を進め、職種別の定

員枠や災害等の緊急時体制のあり方も検討していきます。 

次に、②職員の能力を伸ばす人材育成の推進です。限られた職員数による遂

行体制の実現に向けて、職員の能力を高め、伸ばしていくことが重要であり、人

材育成のあり方を再検討する中で、新しい人事評価制度の構築を進め、職員のモ

チベーション及び能力の向上を図ります。また、職員が自律的に職務に取り組む

仕組みを構築し、さらに能力開発に向けた効果的な研修、外部との人事交流等を

通して、キャリア形成を推進していきます。 

次に、③多様な人材の活用による柔軟な業務遂行体制の確保です。事務量が

増加する一方、行政の人的資源は限られています。硬直的な人材配置を排し、多

様な人材を活用するとともに、柔軟な業務遂行体制を確保し、業務の質を高めて
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いきます。例えば任期付職員の採用や再任用制度の導入、専門性の高い人材の登

用等を検討し、また女性の管理・監督職への積極的な登用を推進するとともに、

テレワークなどの導入も検討するなど、限りある人的資源の中で一人ひとりの能

力を十分に発揮できる取組みを進めます。 

次に、８ページをご覧ください。策定委員会におきまして、論点４、事務事

業のあり方、多様な主体が公共を担う仕組みづくり、論点５、補助金等のあり方、

論点６、公共施設等のあり方、論点７、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したことを中心に、３の経営資源の有効活用としてまとめて

います。 

（１）行政事業最適化の推進の①行政経営システムとの連携による事業改革

です。行政経営システムや行政評価システムの取組みと連動した事業改革を進め

ます。事務事業の優先順位の検討を行う仕組みを導入し、事務事業のあり方にお

いては、必要性の観点、有効性の観点、効率性の観点等から見直しを行います。

また、補助金等や新規事業においても、類似事業の統廃合や終期設定といった評

価のルール化を構築します。行政経営システムのあり方を検討し、事務事業等の

見直しにつながっているかを常にチェックするとともに、ＰＤＣＡマネジメント

サイクルを徹底することで、事務事業等の改善や予算編成に反映していく仕組み

を強化します。 

１ページめくっていただきまして、９ページ、②多様な主体の育成・活用及

び連携です。従来の公共サービスは専ら行政が提供してきました。公共サービス

が提供される領域を公共領域と呼ぶとすると、行政領域と公共領域はほぼ一致し

ていました。しかし近年、地域課題の複雑化等に伴い、公共サービスを求められ

る範囲が拡大し、その全てを行政が担うことは困難となり、行政領域と公共領域

にズレも生じています。このズレた領域を新たに民間が担う取組みを推進したり、

行政と民間の多元的な連携や協働による公共サービスの提供により公共領域を

豊かにすることができます。そこで、民間にできることは可能な限り民間に任せ

ることを主眼とし、行政事務のアウトソーシングを推進していきます。また、受

け手となる市民や団体に対しては、人材や地域リーダーの育成を図ります。 

市内の企業やＮＰＯ法人などの協働を進めることで活力ある地域づくりにつ

ながり、市民との協働により、地域に必要とされるサービスを行政も効率よく提

供することを目指します。 

次、（２）公共施設等の総合管理の①公共施設等マネジメントの確立及び充実

です。平成 26 年に総務省から各自治体へ公共施設等総合管理計画に関する指針

が出されました。本市においても公共施設やインフラの老朽化対策が喫緊の課題

となっており、公共施設を「新しく造る」から「賢く使う」ため、公共施設マネ

ジメントの確立及び充実を進めます。これにより、公共施設等の最適化に向け、
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長期的な視点から更新、統廃合、長寿命化などの取組みを計画的に進めるととも

に、廃止等施設の有効活用を進めます。 

次に、②遊休資産の活用や民間活力等の導入です。少子高齢化、人口減少時

代の到来を踏まえ、地域の実情にあった公共施設等のあり方を明確にし、遊休資

産については、民間活力やノウハウを活用することで、運営形態の見直しを検討

していきます。なお、既に取り組んでいる指定管理制度導入施設については、運

営の妥当性の検証及び評価を行い、適正な管理運営に努めます。 

次に、10 ページの（３）公営企業会計・特別会計の健全経営の①繰出基準の

ルール化等の検討です。各会計において、国等が示す繰出基準に基づき経営計画、

健全化計画を策定するとともに、一般会計からの例外的な繰出を行うにあたって

は、受益者の適正な負担を考慮した中で基準を設け、一定のルール化を図ってい

くことにより、各会計の健全経営を目指します。 

次に②経営モニタリングの実施です。一般会計からの基準外繰出がみられる

会計においては、経営計画などにより経営の妥当性の検証及び評価を行い、過大

な繰出とならないようモニタリングを実施します。 

次に、策定委員会におきまして、論点８、使用料等の受益者負担のあり方に

ついてご協議いただきましたことを中心に、４の自主財源の確保としてまとめて

います。 

（１）収納率の向上及び受益者負担適正化の推進の①滞納発生の抑制及び債

権回収の強化推進です。公平性の観点から、税及び税外未収金の回収機能を強化

する必要があります。納付しやすく、滞納を抑制する環境整備を進めるとともに、

適切な滞納処分等を推進していくなど、債権回収の強化を推進していきます。ま

た関係機関との連携を進め、さらなる収納率向上を進めていきます。 

次に、②手数料・使用料の適正化、受益者負担の見直し推進です。手数料・

使用料については、応益負担の考えを基本としつつ、他自治体の水準等を参考に

した上で、継続的に適正化に取り組んでいきます。施設における有料化や料金の

検討、公有財産の無償使用や減免の見直し、上下水道料金などの適正な負担等の

検討を通して、受益と負担の観点から再度妥当性の検討を行っていく中で受益と

負担の適正化を確保します。 

１枚めくっていただきまして、11ページ、（２）自主財源の発掘の①公有財産

の有効活用等です。市有財産については、可能な限り有効活用を進めていくとと

もに、貸付、売却などを含めて積極的かつ計画的な有効活用を進めていくことと

します。有効活用の優先度については、公共での活用を最優先とし、次いで地域

での活用可能性、最終的に民間への貸与や売却を基本とします。 

次に、②国等の交付金・補助金の発掘及び戦略的な活用です。国においては、

財政健全化に取り組んだ成果を地方交付税へ反映させる仕組みを拡充させ、地方
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が自ら創意工夫するインセンティブを強化する方向にシフトしつつあります。ま

た地方の積極的・自主的な取組みを促す補助制度も見受けられます。本市におい

ても、本市にふさわしい制度を見極める中で、積極的かつ戦略的に活用し、財源

の確保を図ります。 

次に、③各種増収策の推進です。広告収入、ネーミングライツ、ふるさと納

税などの各種増収策の検討・推進を図っていきます。また、イベントの開催、施

設等の誘致、スポーツや文化といった地域おこしの観点からの取組みの検討・推

進や、丹波市ファンの形成をもとにした寄附やクラウドファンディングといった

資金調達方策の活用も検討していきます。 

以上が、行政改革プランの本文です。策定委員会におきまして、委員の皆様

からたくさんのご意見を頂戴しておりますが、行政改革プランは本市の行政改革

の大きな方向性を示すものであります。従いまして、ご覧いただきましたとおり、

皆様のご意見がそのまま文言になっているところが少なく、大きなくくりの中に

包括されておりますことをご了解いただきたいと思います。今後、作業を進めて

まいりますアクションプランの方には、さらに具体的に記載してまいります。そ

ちらでは、皆様のご意見をご確認いただけると思いますのでよろしくお願いいた

します。 

最後に、12 ページからは用語解説としています。この部分につきましては、

本日の策定委員会におきまして、委員の皆様に解説が必要と思われる用語につい

てご意見を頂戴し、決定したいと考えていますので、現段階では参考としてリス

トアップしているところです。個々の説明につきましては省略させていただきま

すが、ここに掲載している用語の中で、掲載しなくてもよいもの、逆に追加掲載

が必要な用語についてのご意見や、掲載している用語の解説に誤りがあれば、ご

指摘いただきたいと思いますのでよろしくお願いします。以上、長くなりました

が説明を終わります。 

○委員長 

どうもありがとうございました。ここで、委員の皆さんのご意見あるいはご

質問をいただくわけですが、その前に、本日欠席されている矢田貝さんからご意

見をいただいているということでございますので、事務局からまずそちらの方を

報告していただけますか。 

○事務局 

本日欠席されております矢田貝委員より、次の３点につきましてご意見を頂

戴しておりますので報告させていただきます。 

１点目、全般を見た時に用語解説が多過ぎる。また、横文字は適切な日本語

に変える。２点目、５ページの１、持続可能な財政の確立の５行目、持続可能な

財政を確立するためにも、今年の政府実施の改革に適応する地方交付税のより高
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額を取得する方策の実施。３点目、７ページの２、効率的・効果的な行政体制の

整備、（２）職員力の向上では、職員一人一人がやる気を出す体制、仕組みを。

また、委員長から発言があったオランダ方式の人材活用。以上です。 

なお、２点目と３点目は、事務局としては行革改革プランではなく、今後、

作業を進めてまいりますアクションプランの方で参考にさせていただく項目と

考えております。以上で報告を終わります。 

○委員長 

ありがとうございました。それでは、早速ご意見・ご質問をお聞きしたいと

思います。全部にわたって行政改革プランの素案について説明していただきまし

たが、量的にも範囲もかなり広いと思いますので、絞ってご意見とご質問をいた

だこうかと思います。 

まず最初、行政改革の取組みについてというところですが、１ページから３

ページまでについてのご質問・ご意見をいただきたいと思います。 

まず簡単なところで言いますと、１ページの一番最後の「他方では」という

段落がありますね。ここが、後ろのところへも出てくるんですけれども、「行政

課題の解決を担うことができる「民」が育ちつつあります」でもいいのでしょう

が、兵庫県では「新しい公」というのをずっと使っていて、イメージが湧く言葉

を使った方がいいのではないかなと思うんです。公と民だけではなくて、その真

ん中のところ、参画とか協働とかいったようないろんなものを通じて「新しい公」

とか呼ぶわけですが、そういう書き方の方が分かりやすいのではないかという気

がしますが、いかがでしょうか。こういう言葉を全然、今まで使っていないから

とかではなくて、いろいろなところで使われていますからね。関わっていらっし

ゃる方はお分かりだと思いますが、新聞とか何かにも出てきていると思うのです

が、どうでしょうか。私が特別に思い込みなのかもしれません。まずいですか。

どうでしょうかというだけの話ですが。 

○副市長 

ありがとうございます。全然まずくはございません。ここのところは、どち

らかというと、官と民という主体の話で書いています。委員長がおっしゃるのは

恐らく領域の話で、官が担う領域、民が担う領域、その間に公の領域。その公の

領域が、新しい公という意味で、従来の公よりも新しい公が徐々に広がりつつあ

って、民が新しい公を担う部分が出てきた、あるいは公と民が一緒になって新し

い公を担う部分が出てきた、そういうことだろうと思うので、ここを主体ではな

く、もう少しそういう新しい公という領域論で書いていくということは、あろう

かと思いますので、皆さん方がそういう方向で書いた方がいいということになれ

ば、書き直したいと思います。 

○委員長 
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副市長さんのおっしゃるような内容は、９ページの上のあたりがどちらかと

言えばそういうふうなことだろうと思うのです。ですが、ここで公と民という主

体の話になると、公と民が協働でするとか、何か別々じゃないよといったあたり

を出したらどうかなと。 

どうでしょうかね。最初の行政改革の必要性というところについてはござい

ませんか。例えば上の方でも 83 億円とか 71 億円とか、数字をあげるのがいい

のかどうかという気がしますが。お金だけで測れないところがあるやないかと言

われたら困るしね。かなりの成果をあげましたとか言っていいのかなと思うので

すが。お気づきのところがなければ、後でまた戻ってもいい。 

○Ｂ委員 

３ページ、５番の検証の欄のところですが、２行ちょっとで本当に簡単に触

れているだけですが、これは行政評価システムで表現されるのですが、行政評価

システムといっても、具体的に今どんな組織で何をするのかと。ここを、例えば

民間の人を入れてちゃんと毎年検証しますとか、ある程度、この中でちゃんとも

う少しはっきり評価しますということを謳わないと、結局は自分たちの評価で終

わってしまう。客観的な評価というのはまた別物ですから。要は客観的な評価を

しましょうとここで謳っておかないといけなのではないか。 

○委員長 

文言では、検証とか、評価というのが幾つも出てきます。でも、それをどう

いうふうにするのかについては、この段階ではまだ具体的なことは出ていません。

出ていませんけれども、今ご指摘があったように、関係者を入れてとか、あるい

は内部的に検証・評価するだけに終らないような何かがあった方がいいのかとい

う気がします。余り縛りにならないような形で、透明性を高めるために検証とか

評価が継続的に必要であることを入れていく必要があるのではないかという気

がしますが、いかがでしょうか。 

○事務局 

ありがとうございます。行政評価システムのところであまり詳しくは書いて

おりません。これは、会の初めにも説明させていただきましたが、まず今回は行

政改革プランの最上位の計画を審議していただいており、その下に実行計画であ

るアクションプランがございます。そのプランの実施状況や総合計画の実行にあ

たる実施計画をトータルに評価していくシステムを構築する作業を並行して進

めている中で、具体に示せる材料を今の時点では持ち合わせておらず、こういっ

た表現で現在のところ提案はさせていただいておりますが、皆様方のご意見をい

ただく中で、具体的なところまでは踏み込めなくても、第三者や外部の視点が必

要というご意見であれば、修正を検討させていただけたらと思っております。 

○Ｈ委員 
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３ページ、４番の推進体制ですが、ここに「全職員に本プランの目的と内容

を理解させ、全庁的な取組みとする」とあるのですが、なかなかこういった思い

が末端まで浸透しにくいのが、組織が大きくなればなるほど難しいのではないか

と。第１次、第２次となっていますので、職員さんの中にもある程度意識はもう

統一されていると思いますが、「人は減って、あれもこれもできるわけないやろ」

という声もあるのではないかと思いますので、丹波市の職員さんは、末端まで行

革プランの必要性を認識していただいて、今後策定されるこの計画に沿って努力

をいただきたいという要望を加えていただけたらと思います。 

○事務局 

その点につきましては、重々承らせていただきたいと思います。この推進体

制につきましては、まさに「全職員に本プランの目的と内容を理解させ、全庁的

な取組みとする」は、これまでの計画の中には書いていなかった文言で、そのあ

たりは非常に分かっているけれども、できていなという思いがあり、大事な点と

して入れさせていただいたところでございます。 

○委員長 

関連ですが、職員の方がこういう行政改革プランとかに、どのような認識を

持っていらっしゃるかというのは調べたことがあるのですか。どれぐらい周知さ

れているのかは分かっているのですか。 

○事務局 

ただ今、ご質問にありました調査は、直接的にはやっていないと思います。

ただ全般的なところでは、職員の意識調査として、現在は手法の再検討でとまっ

ていますが、実施しているところです。 

あと、それぞれの職員が自分の事務事業、所管の部門を遂行する分において

は、常に上位計画というのを意識して取り組もうというのは、常日頃から内部で

は啓発はしておりますが、それを確実なものにしていく必要があると感じていま

す。 

○委員長 

どうもありがとうございました。お題目ではなくて実質的に知っていただけ

るように、何かやる必要があろうかと思います。他にいかがでしょうか。 

○Ｉ委員 

２ページの上から２行目の「人口増加対策などとともに、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」で、この「人口増加対策」

とは希望であると思うんですね。ちょっとこの文言が気になったんですけれども。

例えば「人口増加」ではなくて、「活力的な人口を求める」とかいうふうな文言

の方が現実に合っているような気がする。希望はよく分かるのですが、現実的に

どうかなと。人口が減少していくことはもう分かっていますので。 
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○企画総務部長 

貴重なご指摘ありがとうございました。ご存知のとおり、国の方で、まち・

ひと・しごと創生本部ということで、総合戦略というものが作られまして、市の

方でもそれを受けて、また第２次総合計画も受けながら、丹波市版の総合戦略と

いうのを立てているところです。今、Ｉ委員さんが言われましたように、柱とし

ては増加という言葉は使ってございません。ご指摘のとおり、いかに人口減少を

緩やかに食い止めて、なおかつ活力社会、活躍するような人をどう増やしていく

かという計画を今定めているところですので、ご指摘の部分については修正させ

ていただきたいと思います。 

○委員長 

人口を増やすというのは難しい。ウィークエンドファーマーという言葉はあ

るのですが、ウィークエンドシチズンみたいなのがあって、そこにずっと住んで

いるのではなくて、かなり頻繁に来て活動してくれる人たちをまず呼び込んで、

その人たちが気に入ったら住みついてもらうとか、そういう形がいるのでしょう。

有名になっている徳島とかを見に行きましたけれども、実際に働いている人は必

ずしもそこにいない。第一歩としては、こういう形で関心を持ってもらうという

あたりから進めて、うまくいけばそこに居着いてもらったらいいというような、

そんな形の広がりを考える必要があるでしょう。 

○Ｇ委員 

２ページの経営資源の有効活用の中の、下から３行目ですけれども、「より一

層の行政と民間の多元的な協働の取組みを強化」で「多元的な協働の取組み」と

は具体的にどういうことなのか教えていただきたいと思います。 

それから３ページの自主財源の確保の３行目、「自主財源の発掘や各種収入増

加策」と、一番後ろの 11 ページの自主財源の発掘というところはどう捉えるの

か。 

○事務局 

今、２点いただきました質問で、先に第２点目の方なんですけれども、それ

はお見込みいただいているとおり、３ページで示す基本的な考え方を 11 ページ

で少し具体的に示しております。 

それから１点目の「行政と民間の多元的な協働の取組み」、これについては、

先ほど委員長さんと副市長の方でやりとりがあったところにも共通しますが、主

体としての公と民のところ、それから領域としての公と民というあたりの中で、

そういうものがある中での行政と民間というものが相互に協力の組み合わせと

していろいろな取り組みがありますよというイメージです。 

○Ｇ委員 

ありがとうございました。もう少し分かりやすいように記載をいただく方が
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よいと感じました。 

それから、３ページの自主財源の発掘や各種収入増加策ですが、公有財産の

有効活用で、まず公共での活用を最優先としますよね。次いで地域の活用可能性

を優先して、最終は民間となるのですが、それによって自主財源を確保ができる

かどうかです。こう書いておるということは、今後計画される中で、そういう見

通しがあるのでしょうか。それから市有財産で遊休地というのがどの程度あるの

かなと。 

○事務局 

まず２点目の遊休地につきましては、担当の方に確認しまして、会議が終了

するまでにお答えができるのではないかと思います。 

１点目の公有財産の有効活用における優先順位で、まずは公共、それから次

にいって民間というところを示しております。これは共通のご理解をいただける

と思うのですが、公共施設につきましては、「新しく造る」から「賢く使う」と

いう考えで利用していくべきものです。そういった中で、まずは本来の目的を終

えたものについて、他の目的であっても公共として有効に活用できることはある

のかないのかを第一義で考えると。そして優先順位で言うなら、次はそれまでと

もに育てていただいた地域、そして最終的には民間という順位を明確にしたとい

うところです。 

ただ、その進め方につきましては、このプランには書いてございませんが、

今実際あるセクションの協議会などにおいて、これを一つ一つ順序立ててしてい

くと非常に時間がかかるので、同時並行にやっていきます。その中で、３番目の

優先順位の民間が有効に活用できるような施策があれば、それもテーブルの上に

のせて、民間のよいアイデアの先出しをしてもらうことも含めて、今議論は進ん

でおります。 

○Ｂ委員 

いかに自主財源を今以上に増やすかということでは、積極的に自主財源を増

やすという意思を表していないと思うんですよ。従来どおりですから。やはりも

う少し、民間の活力を引き出すような何かを入れたらどうか。その手順は当然、

今言われた手順でいいのですが、それでないといつまでたっても同じ公共として

も、自主財源ができませんから。 

今、何も使ってないということは、不要なものですよね。そういうのはもう

積極的に入札して、民間に売却して、お金に換えて、それを違うもので運用する。

そういう前向きでいったらいいと思います。実際は遊んでいるものがたくさんあ

るわけですから。書き方にもよりますが、それはそれで別にどうのこうのと言わ

れないと思います。従来の姿勢から一歩も前向きになっておらず、従来どおりの

文章に見えます。 
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○委員長 

ありがとうございました。この改革プランというのは、これを最終的に全部

このとおりやってもらわなきゃいかんということではなくて、こういう方向でや

ってくださいという申し出ですね。それをどうされるかは、議員さんだとか首長

さんなどがお考えになるということですね。 

ただ、私たちとしては、こういうふうな改革プランというのを示すものだか

ら、中だけでやらずに外からも入れて透明性を高めてやってもらった方がいいの

ではないですかとは言ってもいいかと思います。 

それでは、Ⅱの４ページですが、第３次行政改革プラン体系についてご意見・

ご質問いただきたいと思います。 

（意見・質問なし） 

  ○委員長 

次は５ページの持続可能な財政の確立についてご意見をいただきたいと思い

ます。 

前回までに話題になった基金の創設はどうなんですか。それがあったからこ

そ災害に対処できたわけで、何か考えなければいけないかなと思いますね。いく

らがいいかというのは一概に、簡単に言えないと思うのですが。 

○事務局 

ただ今の件ですが、私どももこのプランの策定にあたりまして、財政的な数

値目標を設定していくことを検討したのですが、数値をあげるとその数値にとら

われ過ぎるというところも出てくるのかなという中で、今おっしゃっていただい

たところは、５ページの中央下の（２）の財政規律の強化で財政規律を設定する。

あるいは、各種指標による管理の徹底という中で、適正な規模というのが例えば

基金であればどの程度が適当なのかというあたりを、別途アクションプランで数

値化した形で示していく必要があると考えています。 

○委員長 

ありがとうございます。基金についても書いておられますが、どちらかと言

えば短期的なので、長期的な見通しも必要だと思います。 

○副市長 

事務局が少し申し上げたのですが、本当を言えばここの持続可能な財政の確

立のところで、財政上の数値目標を本当はお示ししたかったところでございます。

要するに 10 年後の財政をどうするのか。例えば 10 年後に実質公債費比率をい

くらにします。それから基金の残高をいくらにしますとか、借金をいくらに減ら

しますとか。要するに 10 年後の財政の目標をきっちり示して、その目標を達成

するためにどんな行革をしていくかが示せれば、それが一番いい。そのために人

員や人件費をどうしていくか。 
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１つは、そういう目標を示して、その目標達成のためにどれだけを確保して

いくかというやり方と、それを目標とせずに、こんな行革をずっとやっていき、

結果として 10 年後にこういうような財政フレームになっていきますよというよ

うなやり方があると思います。兵庫県の行革のプランを見ますと、どちらかとい

うと最初に 10 年後の財政フレームを先に設定して、そのための具体的な取組み

のやり方を示しています。 

ただ、いかんせん今の状況では、個々に補助金をどれだけ削減し、あるいは

定員適正化計画の中で 10 年後の職員数をここまで持っていく、あるいは繰り上

げ返済をいくらにして最終的に借金を 10 年後にどのくらいにするといったこと

を、アクションプランを作っていないときっちり目標は出てこないので、今回考

え方だけをお示しして、具体の目標にするのか、あるいは結果としての 10 年後

の財政フレームを見せるのかというのは、アクションプランの方に先送りしたい

と思っています。いずれにしても、具体的な何らかの数字は必要と思っています

が、現段階では示しにくい。 

あと、先ほど委員長がおっしゃったように、基金を持っていたから災害を乗

りきれた。一定の基金を持っていることが重要だという考え方を、この財政規律

の中に書き込んでもよいのかなと思っています。何かの時に対応できるだけの一

定の基金を持っておくということは、考え方の中には示していないので、書き込

んでもいいのかなと思っています。 

○委員長 

どうもありがとうございます。今、副市長さんがおっしゃったように、これ

は今の段階では具体的なところではなくて、具体的なところはアクションプラン

になると思いますが、だからといって自由にアクションプランができるわけじゃ

なく、こういったようなことを配慮してアクションプランを作ってくださいとい

うご理解をしていただいたと思います。 

それでは、次に６ページから８ページの途中までの効率的・効果的な行政体

制の整備につきましてご意見・ご質問をいただきたいと思います。 

○Ｇ委員 

６ページの３行目ですが、「事務量の削減以上に職員の削減が進み、職員一人

ひとりの事務量は大きくなり、その結果、職員の疲弊やモチベーションの低下を

もたらし、さらにはそれらが相次ぐ不正・不祥事の原因とも指摘され」以下云々

ですが、確かに職員さんの事務量は大きく増えていると思いますが、職員の多く

はセクションごとで事務事業の見直しをされているところもたくさんあろうか

と思います。その結果、職員の疲弊、モチベーションの低下を招くのではないか

と思いますが、それを乗り越えるために職員は一生懸命やっておられますので、

あえてここでまたこれを記載しなくてもよいのではないか。ここを読んだ職員が
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どう思うか、やる気がなくなるのではないか。 

それから、組織力の向上の本庁機能と支所機能のあり方の検討の２行目に「行

政の課題が組織内を横断するものが増加する中、それに対応する連携が図りにく

い状態であることや」以下云々とあるのですが、今現在連携が図りにくくても、

それを克服してやっていただいている現実があると思います。 

それから将来的には庁舎の問題云々も出ておりますけれども、そのずっと一

番最後のくだりで「ムダ」と片仮名でありますけれども、これは漢字が妥当かな

と思うんですけれども、無駄があげられますと言ったら、これまで丹波市が発足

してずっと今まで無駄だったのかなとのニュアンスで受けとめられるので、ここ

は外していただくのがいいのではないかと。職員が読まれた場合を鑑みての発言

です。 

○委員長 

ありがとうございます。人事考課みたいなものは入れないのでしょうか。人

事考課というか、それ自体を何かはっきりした形にするようなのがあったら、客

観的に評価できたらもっとインセンティブになると思います。 

○事務局 

委員長さんのご指摘については、２番目の大項目の小項目（２）の職員力の

向上の中に、そういった評価制度の話を人材育成とか評価の部分を盛り込んでは

ございます。 

それからＧ委員さんのご意見ですが、我々職員にとっては本当にありがたい

お言葉です。ただ、ある委員さんからも同じような目線でご指摘を受けたところ

もありまして、特に６ページの上から４行目、５行目あたりの非常に厳しい表現

につきましては、第１回の策定委員会にお示しさせていただいた不正・不祥事に

係る第三者委員会という組織の報告の中にきっちりと、こういうあたりの文言が

使われており、「不正・不祥事の原因とも指摘をされ、対策が求められています」

という表現は、むしろそちらの意見をここに表示したというところで、紛れもな

い事実ではあります。 

ただ、こういった表現を使うことによって職員自身のやる気がそがれると逆

効果になりますので、その辺は皆さん方のご意見をいただく中で再度検討させて

いただく必要もあると考えております。 

あと連携の件でも同じような視点でおっしゃっていただいておりますし、無

駄については、事実としてお金を客観的に抑えるという意味で明文化はさせてい

ただいておりますが、そのあたりについては少し再考させていただけないかなと

思ってございます。 

○Ｂ委員 

今のＧ委員さんと関連しますが、この文章を読むと不正・不祥事の原因は事
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務量が多いことだとなりますが、それはちょっとおかしいですね。これはやはり

全然別のことで、余裕がないと不正のない仕事ができないということになってく

るので、この文章の書き方ですね。確かに忙しくて、例えば過労を招いたとか、

うつ病が増えたとか、忙しいことによって身体的にいろいろな病気が起こってき

たというのは理解できますけれども、不正とは別問題ですから、この文章はちゃ

んと直さないと。結局、自分たちのやったことを忙しさに転移しているわけです

から。 

それと、この本庁機能と支所機能も、どちらにするか、どういうシステムに

するかといろいろ意見がある。これを読みますと、支所は廃止して本庁機能一本

にしないと統一できない、そういう読み方に見える。いろんな意見があるわけで、

それぞれの長所欠点があります。その中で解決していく必要がある。正直に読め

ば本庁一本を望みますというように読めます。文章を変えないと、いろいろとま

た問題が起こってくるのではないかと思いますが。 

○委員長 

本庁と支所との関係といったことも関係する市民も入れて、一緒になって結

論を出したらどうかということにしておいて、まだ「こうだ」と言わない方がい

いのかもしれませんね。今おっしゃっているのは、これでもって誘導するような

ことがあってはいけないということですね。方向性、基本方針は示すべきだけれ

ども、誘導はできるだけ避けましょうという意図ですよね。 

○企画総務部長 

１点目の２番のところのもう一つの件でございます。Ｂ委員さんから大意の

捉え方で厳しいご意見をいただいていますので、検討させていただきたいと思い

ます。 

あと庁舎の関係ですが、庁舎につきましては、23年の 11月時点で将来の方向

性は決定させてはいただいております。ただ、大きく市民を巻き込んだ議論かと

いうところはありますが、いろいろ段階を経て、ただ氷上庁舎なり春日庁舎の耐

用年数等々の問題がある中で、どこかでは建て替えをしなければならない時期が

くるという前提でこういった方向性を出しております。昨年度災害等があったり、

いろいろ新しい課題ができていく中で、庁舎間の連絡云々についても、Ｇ委員さ

んからも無駄というところも検討したらどうかとのご意見はいただいています

が、それを踏まえた上で、庁舎の建て替えについて、この 10 年間の中で早い時

期に一定の方向性を出したいということで書かせていただいています。 

○Ｅ委員 

どこでお話をさせていただいたらよいのか、よく分からないのですが、効率

的・効果的な行政体制の整備について、私が現場で感じていることを申し上げて、

どこかで検討いただければと思います。実は地元では小学校統合の話が進んでお
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り、大体先が見えてきていますが、こうした大きな事業の中で、それぞれ縦割り

の体制がございます。駐車場の問題はどこどこの管理ですとか、道路の問題は建

設課の方だとか。学校統合の場合、第一に考えることは、子どもが安全な形で学

校に通うことができる、そしてそれが保護者の安心につながっていくというよう

なところが最低限の必要条件ではないかと思うんです。 

こうしたことを考えた時に、大きな事業をするには総合的にプロデュースす

るような立場を置くことも必要ではないか。そうでないと、例えば道路の問題は

教育委員会の方ではなかなか分からない。私ども直接要望書をあげまして、国、

県の議員さんへの要望という形であげたものが、建設課の方からまたあがったこ

とによって、その内容について話が進んできた。行政の中に総合的にプロデュー

スするような立場の人を置けば、事前にそういった問題についての返答ができて、

話も早く進めることができ、労力の軽減につながってくるのではないかと感じて

おります。以前にも財産管理の問題で、それぞれ縦割りで管理するのでなく、総

合的にそれを管理して、どのようにしていくかということを常に検討していくよ

うな体制が必要ではないかとの話も出ていたと思うのですが、それぞれのところ

で総合的な管理ができるようにお願いできればと思っております。 

○副市長 

おっしゃるとおりだと思います。この（１）の①の中にもありますように、

庁舎分散の欠点として、行政課題が組織内を横断するものかどうかという中で、

それに対応する連携が図りにくい状態があげられます。庁舎が分かれているだけ

が問題ではないんですけれども、今おっしゃるように一つ一つの問題が単独の課

で解決するような問題ではなくなっています。 

例えば分かりやすい例を出すと、今度病院統合が行われて、氷上に新しい県

立病院と日赤の病院が統合されて、その中に市の総合診療所や看護学校も設置す

る予定です。そうなった時に、いろいろな問題が出てきます。単に病院の統合だ

けではなく、新しく市の総合診療支援センターの中には、健康部門だけではなく

て地域包括支援ケアシステムという考え方で、医療と福祉を連携させないといけ

ない。そうすると、その中に健康分野のものと福祉分野のものを入れなければな

らず、それぞれどういうふうに連携をさせるかというと、もう健康部だけ、福祉

部だけで話ができる問題ではない。あるいは、あそこに病院なりそういう施設を

建てると、アクセスをどうするか、新しく道路をどういうふうにしていくかとい

う道路部局が当然必要になってきます。そういう道路部局だけではなくて、今度

公共交通機関をきっちりとつないでいかないといけないとなると都市交通の部

局も関わってくる。 

それから新しく県立病院が今度建つと、残された県立病院の跡地をどうする

か。これは県の問題でありますけれども、市としてもきっちり物を申していかな
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いといけない。あるいは、日赤の跡地をどうするかという跡地活用もあわせて連

動させていかないといけない。 

そういうふうなことで、単独でいかないものが、例えばあの病院の問題でも

たくさんあります。今どうしているかというと、関係部長を全部集めて、それら

を一括して議論するような推進会議というのを設けています。その推進会議の座

長には、今のところ私がなって、全部局を横断で取りまとめるというような、そ

の中にまた部会を設けているというような形をしています。 

本庁舎の話とも関係するのですが、今そういうようないろんな部局が関わる

ような問題が、庁舎が分かれているとすぐ集まって議論ができずに、あるいは担

当者同士もそう簡単に情報交換できない。担当者にとっても情報共有ができず、

庁舎が分かれていることは非常に大きな弊害になっていることは事実であって、

それが先ほど部長が申しました 23 年 11 月に一定の方向性の中にもそういう弊

害や短所が書かれています。23 年の時の結論では、まだそれぞれの庁舎の耐用

年数があるので、その耐用年数を考えながらやっていくということだったのです

が、もう少し早めた方がいいのではないかという議論の中で、どこまでここに書

き込めるか。決して誘導するつもりはないのですが、こういうような短所がいろ

いろ指摘をされている。そういう意味で、その議論はやはり加速させないといけ

ないというような書き方をしているわけなんですが、これが誘導ということにな

ると、もう少し議論を収めないと、弱めないといけないかもしれない。 

いろいろお話ししましたけれども、そういうような部局横断の課題は本当に

たくさんあります。それはきっちりと総合調整していくような形にしないといけ

ないというのは、十分認識させていただいています。 

○委員長 

ありがとうございます。１つの事業がいろんなところと相互依存関係である

といったところをどこかで触れておいて、それでそういったものを調整する、あ

るいは総合することが必要であるというのは、どこかに入れる必要があるのでし

ょうね。 

それでは、次の３の経営資源の有効活用、８ページから 10 ページまでです。

ここについて矢田貝さんのご指摘がありましたが、片仮名が多い。やはりできる

だけ避けた方がいいのでしょうかね。業務遂行能力やパフォーマンス、いろいろ

なところがありますが、いかがでしょうか。８ページの（１）の①の行政経営シ

ステムとの連携による事業改革のところの、「行政経営システム」とか「行政評

価システム」というのは、皆さんよく馴染んでいらっしゃいますか。後ろに解説

はあることはあるのですが、それで足りるかどうか。 

このあたりになってくると、「評価」だとか「チェック」だとか「検証」だと

かという言葉がやたらと出てきます。誰がするのだというあたりはあまりはっき
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りしてなくて、透明性、客観的にというようなことぐらいまで書いてもらったら、

内部の人だけではないのかなというニュアンスが出てくる気がします。 

「ＮＰＯ」とありますが、「ＮＰＯなど」「市民団体など」でもいいのかなと。

ＮＰＯも認証と認定とあったりします。誤解がないような形になっているかどう

かですね。 

これはどなたが読むか、読んでいただくかということですが、一般の市民の

皆さんにも読んでいただきたいと思っていると、慣れていらっしゃらないような

言葉が出てきたら、ちょっと大変かなという気もしないではないですね。 

このあたりで、今はやりの言葉で入ってないのが、経営資源と関係あるのか

なと思いますが、ＢＣＰというのがないんですよね。何かがあった時でも継続し

て事業できるというのが、民間企業だけじゃなくて公的なところだって、そうい

うのが今話題になっていて、そういう準備をしておきましょうと。特に公共、自

治体はデータはたくさん持っていらっしゃるから、そういうものはどこかに置く

というのも含めて、何かトラブった時にそれの影響をできるだけ短期間におさめ

て、これまでどおり事業や運営を進めていけるというのがＢＣＰです。そのＢＣ

Ｐ（Business Continuity Plan）がいろんなところで検討されているので、行政

でもそこは無視できない状況なので、そのあたりを入れたらどうか。 

例えば、「更新費用や管理費用の平準化」とありますが、これの説明が 14 ペ

ージにあるんですよね。そういうものは大和言葉の方が分かりやすいのではない

かなという気もします。 

○Ｅ委員 

ちょっと気になったので、どうということもないんですけれども、９ページ

の上 10 行目ぐらいに「民間に任せることを主眼とし」と書いてあるんですけれ

ども、「任せる」というところがちょっと上から目線で、「移行」とかそういう言

葉に直せないかなと思いました。 

○委員長 

「委ねる」ですかね。まあ、ちょっと検討してみてください。 

○Ｉ委員 

９ページの（２）公共施設等の総合管理のところですが、他のところを見て

いましたら、公共施設の効果というものがあります。まちづくりがあるというこ

とです。何か新しく造るという言葉が使われているかもれませんが、その辺がち

ょっとほしいなということです。必要なところは造っていくが、必要でないもの

は廃止していくことと思いますが、その辺のまちづくりというのが他のところに

もちょこちょこ出ていますので。それともう一つは地域の安全性ということが含

まれているのだろうなと思います。 

それともう一つは、②の方ですね。民間活力の導入となっているのですが、
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文章を見たら、私の解釈が悪いのかも分かりませんけれども、運営形態の見直し

を検討していきますということですね。民間活力の導入は未来形ですが、文章で

は検討していきますとなっていますので、ちょっと弱いのではないかと思います。 

それと「廃止等施設の有効活用を進めます」とは、意味的には売却も含んで

いる、普通財産として売却していくということではないかと捉えました。 

それともう一つは、11 ページの公有財産の有効活用。これも同じように具体

的になっていくところだと思いますが、やはり貸付とか売却とかありますので、

普通財産をうまく活用していくということだと思います。でも公共施設等のマネ

ジメントは行政改革が入っているのかなと、そういう使い分けをされているのか

なと思っていますが。 

○事務局 

ありがとうございます。まず１点目の、（２）の①の公共施設等マネジメント

の確立及び充実のところですが、この中で具体的なまちづくりに関する方向性で

あったり、地域の安全性であったりというところの表現があったらどうかという

ようなご意見だったと思っております。丹波市は合併をした町でございますので、

そういった中で旧町では、それぞれに必要な施設であっても、合併したことによ

ってそれが本当に必要なのかどうかということと、どういったものが本当に必要

とされているのか。総合管理計画では、１つの町の中で人口に対して必要面積と

いうのが算出される中でそれがどうなのかという、そういうところを少し整理し

ていって、どうあるべきかの総論を明確にしていこうという部分での書き上げで

ございます。少しご意見・ご要望としていただいているところの突っ込みができ

ていないところはございます。 

それから、同じ（２）の②のところで、前段の部分の「運営形態の見直しを

検討していきます」というところで、弱いのではないかということについてはご

意見として伺った中で、再考させていただきたいと思ってございます。 

あと、その前の足立篤夫委員さんからあった言葉の使い方につきましても、

少し検討させていただきたいと思ってございます。 

○委員長 

はい、どうもありがとうございました。それでは４の自主財源の確保、10 ペ

ージから 11ページですが、この箇所についていかがでしょうか。 

○Ｍ委員 

これまでの皆さんの意見に私も賛同しまして、大きくうなずいて皆様のお話

を聞かせてもらいました。 

今からの検討の部分で、私の意見は本当に語句の些細なことなんですけれど

も、10ページ、（１）の①の上から２行目、「収納チャンネル」ということで 35

番として用語説明されていますけれども、片仮名言葉が多いというご指摘もあっ



27 
 

たとおり、ここは単に「収納方法」という語句で十分ではないかなと思います。

「チャンネル」というふうにありましたので、わざわざ何か特別な意味があるの

かなと思って読んでいましたら、さほどそうでもなかったのかなと思いまして、

指摘させていただきました。 

○事務局 

私どもも、とにかく作成にあたって片仮名言葉はできるだけ少なくするとい

うことで、これでもかなり削ってきたところですが、その「収納チャンネル」に

ついては、税務の方では既に一般的であったため採用しましたけれども、やはり

委員会でご議論いただくと、それはこちらの考え方であって一般的ではないとい

うようなご意見ですので、修正させていただきたいと思います。 

○Ｂ委員 

「債権回収」という言葉ですが、「債権回収」というと大体高利貸しが差し押

さえするとか、はっきり言って、市民にとってはあまりいいイメージではないん

ですよね。滞納するということは、お金を持っていて滞納される人もいますが、

大体はお金に困って、いろんな事情があって、それで市に支払う税金とか、いろ

んなそういうもろもろのものも払えないという状況が一般的だと思います。それ

を払ってくださいと言うのですから、法的には何ら問題はないですが、もう少し

言葉を慎重に選ばないと強権的に映ります。そういう人には、生活保護とかもっ

と違う方法をいろいろとサポートしている中のことなので、そこら辺は慎重に、

こういう文章は選んでやっていただかないと。慎重になってほしいと思います。

滞納を回収すると。「債権」という言葉は使わなくても。 

○委員長 

この行政改革プランは、我々一般的に分かっている者が出しますが、内部で

何かする時には、それ用に形を変えていただいたらいいわけで、だからこの段階

ではもっと皆さん、一般的に分かりやすい言葉にという２段階でやっていただく

方がいいのではないでしょうか。 

それでは一番最後のところ、12ページから 15ページまでの用語解説ですが、

多過ぎるなどのご指摘があったようですが、どうでしょうか。読んでいただいて、

本文のところでこの言葉が分からないというのがまだ他にもあるのか、お気づき

のところがあれば。あるいは用語解説で、このあたりこんなのいらないよという

のがあるのか、あるいは用語解説をされているけれども、これはちょっと違うの

ではないのというのがあるとか、ご質問はありませんか。 

○Ｂ委員 

私なんかもＰＤＣＡという言葉はずっと耳にするのですが、その都度何だっ

たか、どんな中身だったかなということをずっと目にしている者でも、やはり解

説をいちいち見なければならない。もう少し分かりやすい日本語で、特にローマ
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字表記に関しては、そうしてもらう方がいいのではないかと思います。どうして

も表現が、この単語でなければ言い表せないというものに関しては、しようがな

いと思いますが。 

○委員長 

用語解説のところに載ってないけれども、これは何というのはございますか。 

○Ｃ委員 

分かりにくい表現はできるだけ避けた方がいいと思います。用語解説の中の

特定非営利活動法人なんですけれども、「サービスを提供する営利を目的としな

い民間団体で」とありますが、実はＮＰＯ法人は営利活動をしてもいいパターン

もありますので、表現方法をもしかすると変えた方がいいのかなと思い、ご指摘

させていただきました。 

○委員長 

営利活動はしていいんですよ。それを配当したらいけないわけで、中で使う

のはいいんです。ですから営利活動自体はいいのですが、それを普通の一般企業

と同じように配当というか、外に配分したらいけないわけですね。組織の中で増

強するとか、組織の中で使うんだったらいいということです。それがこれだった

ら誤解を受ける可能性があるかなというご指摘です。 

○副市長 

ＮＰＯについては、営利活動は多分ダメだと思うんです。収益活動はよいで

すが。あくまでも営利を目的としない団体ですので、営利はダメで、ただし収益

活動は構わない。その上がった収益を内部分配してはいけない。あくまでも次の

事業に使うという意味であったというふうに思いますので、ここの表現は多分い

いんだろうと思います。 

○委員長 

私の方が勘違いしていました。プロフィットはあげてもいいんだけれども、

それを外に出したらいかんということですね。 

ということで、とりあえず素案についてはよろしいでしょうか。今日は４時

以降、ご退席されるご予定の方が何人かいらっしゃいますので、もう皆さんはお

話していただけたでしょうか。 

 

（５）今後の予定について 

１）第５回策定委員会開催日程（予定） 

２）今後のスケジュールについて 

○委員長 

それでは、今後の予定について、あるいはスケジュールについて、事務局よ

りお願いします。 
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○事務局 

今後の予定について、（１）第５回策定委員会の開催についてですが、11月６

日、金曜日、午後１時 30 分から、場所は氷上保健センターということで、保健

センターの２階のホールで開催したいと思っております。 

続いて、（２）今後のスケジュールについて説明させていただきます。本日机

上に配付いたしました資料④－３をご覧ください。この資料④－３により変更の

スケジュールを説明させていただきます。 

左上の方に丸で番号を振っているんですけれども、本日①の第４回丹波市行

政改革プラン策定委員会にて行政改革プラン素案をご協議いただきました。続い

て②、先ほど言いました 11 月６日、金曜日の第５回丹波市行政改革プラン策定

委員会にて、市議会で協議いただく行政改革プラン素案をご確認いただきたいと

思っております。その後、③の市議会にて協議いただいた後、市議会から回答を

いただきます。 

次に、当初お示ししたスケジュールではパブリックコメントを行った後、策

定委員会による答申をいただく予定でしたが、策定委員会から答申をいただいた

後の案をもってパブリックコメントを実施した方が市民の理解もいただきやす

いのではとの考えにより、議会の意見を反映したものを最終案として、④第６回

丹波市行政改革プラン策定委員会を 12月 25日、金曜日に開催予定としまして、

そこで最終案をお諮りしたいと思っております。この委員会でご協議いただき、

答申をいただきたいと考えております。 

その後、⑤のパブリックコメントを約１ヵ月間実施し、パブリックコメント

で得た意見を反映した後、⑥市議会へ提出という流れの予定でございます。 

なお、パブリックコメント等の結果を受け、大きな修正が必要となった場合

は、改めて策定委員会を開催し、報告させていただくことも想定しておりますの

でご了承いただきますようよろしくお願いいたします。 

○委員長 

どうもありがとうございました。今日いただきましたご意見を踏まえて、今

日が素案ということですが、それを改訂して、次回 11 月６日にとりあえず我々

委員会の方としては行政改革プランを確定したいという予定でいきたいという

ことですね。 

それが終わってから、議会の協議をいただき、策定委員会を 12 月 25 日に開

催し、それが終わってからパブリックコメントという予定になっています。それ

でもまだ大きな修正が必要であろうという時には、さらにまた皆さんにお集まり

いただいてご意見をいただくことにしております。 

それでは、今日は皆さんからたくさんご意見をいただきまして、ご欠席の方

からも意見をいただいていたのですが、それを合わせまして行政改革プラン（案）
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を作り、次回に先ほど申しましたように確定していただくということで進めたい

のでお願いしたいと思います。 

今後のことについて何かご質問、あるいはご意見ございませんでしょうか。

よろしいですか。 

 

（６）その他 

○事務局 

事務局の方から２点ございます。先ほどＧ委員さんからご質問がございまし

た。「遊休地がどれぐらいあるのか」との質問でございます。それに対しまして、

少しデータが古いかもしれませんが、25 年の４月１日現在なんですけれども、

全体面積が 100 ㎡に満たない狭小地については調査対象から外してございます

が、40 ヵ所で 120,000 ㎡の遊休地を有しております。トータルでそういった数

字をつかんでございます。 

それからもう一点なんですが、先ほど日程で今回のスケジュールの変更の中

で、12月 25日ということで市長、副市長の日程を押さえているんですが、委員

の皆さん方で、先の話なんですけれども、ちょっとこの日は具合が悪い、予定が

立たないというようなところがあれば、お聞かせいただければと思います。もし

現在なければ、何とかこの日程を確保していただくことでご協力をいただければ

ありがたいと思っております。 

以上、２点でございます。 

（日程変更要望なし） 

 

（７）閉会 

○委員長 

それではこれで終わりたいと思いますので、閉会のごあいさつを副委員長に

お願いします。 

○副委員長 

本日はお忙しい中、ご参集いただきましてありがとうございました。今回の

第４回の行政改革プランの素案につきましてご質問・ご意見をたくさんいただき

ました。それをまたまとめていただきまして、今度第５回に提示していただき、

また皆さんにいろいろお知らせして、その中でまた意見を出していただければと

思います。よろしくお願いいたします。 

長時間ご苦労さまでございました。これで閉会とさせていただきます。お車

にお気をつけになってお帰りください。どうもご苦労さまでございました。 

以上 


