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第５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１１月６日（金） 午後１時３０分～午後３時 

 

２ 会  場 丹波市立氷上保健センター ２階 ホール 

 

３ 出席者の氏名 

（１）委員 出席１０名（欠席５名） 

小西 康生    足立 篤夫    中川 泰一    松浪 裕之 

丹生 裕子    山本 喜美雄   芦田 喜三郎   能口 秀一 

足立 晶子    荻野 隆太郎  （飯嶋 香織）  （矢田貝 勲） 

（藤原 昌和）  （中道 知代子） （足立 映美） 

 

（２）事務局 

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 

皆さんこんにちは。皆様方には、日中ご多忙の中、第５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。定刻となりま

したので、ただ今より開会します。 

本日は、事前に配付し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。本日は、中道副委員長、飯嶋委

員、矢田貝委員、藤原委員、足立映美委員より欠席の届を、足立晶子委員は遅れ

てご出席いただける旨の連絡を受けております。 

次に、副市長と企画総務部長につきましては、本日、職員の採用試験のため

欠席させていただいておりますことをお断り申し上げます。 

最後に、本日、皆様のお手元に第４回策定委員会の会議録をお配りしており

ます。委員の皆様にご発言いただきました部分につきましてご確認いただきまし

て、修正が必要な箇所がございましたら、週明け月曜日を目途に事務局までご連

絡いただきますようよろしくお願いします。 

 

（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。委員長、

よろしくお願いいたします。 

○委員長 

最初にこの委員会が始まったのが７月 30日でして、それから今日まで時間的

にはそれほど長い期間ではなかったのですが、集中的にご議論いただいて、また

事務局の方も精力的にまとめてくださいました。 

今日、第５回目の行政改革プラン策定委員会ですが、お手元にお届けしてい

ます第３次丹波市行政改革プランの素案は、前回までにいただいたご意見を含め

て修正したものです。 

今日は、これについてさらなるご意見をいただき、確認していただいて、今

日の段階で一応の区切りをつけて次のステップに進みたいと思います。忌憚のな

いご意見をいただきまして進め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）協議 

１）第３次丹波市行政改革プラン（素案）について 
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○委員長 

それでは早速ですが、次第に従いまして、３の協議に入っていきたいと思い

ます。事務局から事前に皆さんに資料が届けられていると思いますが、先ほども

言いましたように、前回の策定委員会でいただきましたご意見、さらに市役所内

部で組織されています行政改革推進本部の会議等において出された意見を含め

て、内容を一部修正したものです。修正いただいた内容をご確認いただくという

ことを主眼においてやりたいと思いますが、それ以外にもまだまだ時間はござい

ますのでご確認いただきまして、分かりにくいところがございましたらご質問を

いただきたいと思います。それでは、第３次丹波市行政改革プラン（素案）につ

いて、事務局から説明をお願いします。 

○事務局 

先ほど委員長のお話にもありましたとおり、前回の策定委員会以降、市役所

内部におきましても行政改革推進本部会議と庁内プロジェクト会議を開催しま

して、行政改革プラン（素案）につきまして協議を行い、ここでも意見を出され

たところです。これらを取りまとめましたものが、本日お配りしております素案

です。 

それでは、前回の策定委員会以降、修正を加えました箇所のうち、字句の修

正以外のところにつきまして順に説明します。 

まず１ページの下から４行目から３行目にかけまして、「新しい公共の担い手

としての「民」が育ちつつあります。」とあります。修正前は「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。」としておりましたが、「県では

「新しい公共」という言葉を用いている」とご意見をいただく中で修正したもの

です。 

次に２ページの上から２行目、「人口減少対策」とあります。修正前は「人口

増加対策」としておりますが、「希望は分かるが現実的にはどうか」とのご意見

をいただく中で修正したものです。 

次に、同じく２ページの下から４行目から３行目にかけまして、「行政と多様

な主体がそれぞれの役割と責任を自覚しながら、より一層の協働の取組みを推進

していきます。」とあります。修正前は「多様な主体との連携等を通して、より

一層の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。」としておりま

したが、「多元的な協働の取組み」というところを分かりやすい表現にするため

に修正したものです。 

１枚めくっていただきまして、３ページの（４）自主財源の確保の本文の２

行目に「市税等未収金回収」とあります。修正前は「市税等債権回収」としてお

りましたが、「債権回収というのは高利貸しのようでイメージがよくない。言葉

を選ぶように。」というご意見をいただく中で修正したものです。 
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次に、同じく３ページの３、計画期間の本文の２行目です。計画の終期が平

成 36年度になっている理由を明記する方が分かりやすいことから、「（平成 36

年度は、総合計画［基本構想］の計画期間最終年度）」という文言を追加しまし

た。 

次に、同じく３ページの５、検証の本文の最後の行に「検証にあたっては、

外部評価を行うなど客観性の確保に努めます。」を追加しました。検証という部

分につきまして、「行政内部だけで検証することのないよう、第三者による検証

を入れるように」、「透明性があり、客観的な検証でなければ」とのご意見をい

ただく中で追加したものです。 

１枚めくっていただきまして、５ページの（２）財政規律の強化の①の本文

の４行目から５行目にかけまして、「また、財政調整基金については、不測の事

態にも対応できるよう一定の額を積み立てます。」を追加しました。大規模災害

等が発生しても、財政悪化に陥ることなく乗り越えるためには一定額の積み立て

は必要との見解から、ここに追加することにしたものです。 

次に、６ページの２、効率的・効果的な行政体制の整備の上から４行目に「職

員の疲弊やモチベーションの低下をもたらすことが懸念され、抜本的な対策が求

められています。」とあります。修正前は「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、抜本的

な対策が求められています。」としておりましたが、「職員の削減が進み、事務

量が増加したことと、不正・不祥事の原因とはイコールではない。この文章では、

不正・不祥事の原因は仕事が忙しいからと読める。別問題である。」、また「こ

こに不祥事のことを書くことで、さらに職員のモチベーションが低下するのでは

ないか」とのご意見をいただく中で修正したものです。 

次に、同じく６ページの（１）組織力の向上の①の本文の７行目に「施設の

維持管理に要する経費の課題」とあります。修正前は「施設の維持管理に要する

経費のムダ」としておりましたが、「職員が読まれた場合、丹波市が発足してか

ら今まで無駄だったのかというニュアンスで受けとめられるのではないか」との

ご意見をいただく中で修正したものです。 

１枚めくっていただきまして、８ページ、３、経営資源の有効活用の本文の

８行目から９行目にかけまして、「行政と多様な主体がそれぞれの役割と責任を

自覚しながら、より一層の協働の取組みを推進していくことが重要です。」とあ

ります。修正前は「多様な主体との連携等を通して、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くことが重要です。」としておりました。先ほ

ど、２ページで説明しましたとおり、「多元的な協働の取組み」というところを

分かりやすい表現にするために修正したものです。 

１枚めくっていただきましして、９ページの（２）公共施設等の総合管理の
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②、見出しを「民間活力等の導入の推進」としております。修正前は「遊休資産

の活用や民間活力等の導入」としておりましたが、本文の修正とあわせまして修

正したものです。 

②の本文の２行目から３行目にかけまして、「指定管理者制度やＰＦＩ、民営

化など運営形態の見直しによって民間活力等の導入を積極的に推進していきま

す。」とあります。修正前は「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（民営化、指定管理者制度、ＰＦＩやＰＰＰ等）

を検討していきます。」としておりました。「民間活力等の導入を検討するのでは

弱いのではないか」とのご意見をいただく中で修正を加えたところです。 

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、見出しを

「繰出基準の設定」としております。修正前は「繰出基準のルール化等の検討」

としておりましたが、本文の修正とあわせまして修正したものです。①の本文の

３行目から４行目にかけまして、「一般会計からの例外的な操出にあたっては、

受益者等の適正な負担を考慮した中で、基準を設定し行います。」としておりま

す。修正前は「一般会計からの例外的な操出を行うにあたっては、上下水道料金

や国民健康保険税等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」としておりました。現在、公営企業会計や特別会

計の操出基準のルール化について内部で協議を進めており、行政改革プランへの

書き方について財政課と調整する中で記載しておりますとおり修正したもので

す。 

次に、同じく 10 ページの４、自主財源の確保のところで、「未収金回収」と

いう言葉が３回出ています。先ほど３ページでご説明しましたとおり、「債権回

収」というところを修正したものです。 

１枚めくっていただきまして、11 ページの一番上の行に「各種使用料」とあ

ります。修正前は「上下水道料金など」としておりました。個別具体の名称を記

載すると、そのものだけに着目されることから個別の名称を削除し、修正したも

のです。 

次に、同じく 11ページの（２）自主財源の発掘の①の本文を全面的に改めま

した。公有財産については、取得時の用途や目的にとらわれることなく、その財

産が市民サービスのために本当に必要なものか判断し、目的が達成されたものや、

遊休状態のものなどで、今後の活用が見込めないものについては、民間への貸付

や売却などについて積極的に取り組むことにより、自主財源の確保に努めるとし

ています。 

次に、同じく 11ページの③の本文の２行目から４行目です。分かりやすくす

るために、元の文章の言葉を並びかえております。 

以上が本文についての説明です。 
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最後に、用語解説につきましては、12 ページ以降に記載しています。説明は

省略させていただきます。 

以上で、説明を終わります。 

○委員長 

はい、どうもありがとうございました。それでは、ご質問・ご意見等をお聞

きしますが、前回と同じように項目を分けて、ポイントを絞ってご意見をいただ

きたいと思っております。 

まず最初に、１の行政改革の取組みについて、１ページから３ページまでで

ご意見・ご質問をいただけませんでしょうか。 

１ページの下から４行目のところですが、「新しい公共」となっていますが、

県や国では「新しい公」を使っていませんか。「共」がいるのか、いらないのか

という言葉の問題ですけれども。確認して合わせてもらった方がよいと思います。 

あと、２ページの行政改革の必要性のところの、一番最後のあたりの表現は

これでよいのかなと思うところがあります。行政改革は、何も行財政運営の基盤

を実現するが目的ではなくて、市民に対するサービスを確保するのが目的で、そ

の１つの方法として行財政運営の基盤を実現させるのではないかと思います。こ

れだと目的が行財政運営の基盤の実現のように書いてありますが、これは１つの

手段ではないかという気がするのでどうかと思うのですが。 

他にございませんか。 

（意見・質問なし） 

  ○委員長 

それでは、次の基本項目に移ります。４ページの第３次行政改革プラン体系

です。４ページは変わってないですよね。 

○事務局 

イラストを入れていたのですけれども、少し分かりにくいということで外さ

せていただきました。 

○委員長 

内容自体は変わってないということですね。 

○事務局 

変わりございません。 

○Ｇ委員  

４ページの基本方針の２、効率的・効果的な行政体制の整備の基本項目に「（１）

組織力の向上、（２）職員力の向上」とありますが、まず職員力が向上して、そ

のことによって組織が向上していくことから言うと、１番を「職員力の向上」に

して、２番を「組織力の向上」にされてもよいかと感じました。 

○事務局 
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ただ今いただきましたご意見につきましては、今後の取組みの手順を考えた

時に、配置として逆の方が説明しやすい、分かりやすいというようなご意見だっ

たと受けとめさせていただきます。今後、内部でも検討する機会がございますの

で再度検討させていただきたいと思いますが、本日ご出席いただいております他

の委員の皆さん方のご意見も、できればお聞かせいただけたらありがたいと思い

ます。 

○Ｉ委員 

私は、この体系の方がよいような感じがします。組織があってこそ、その中

で人づくりをやっていくという感じですので。両輪なんですけれども、流れから

すると、その方がよいのかなと思います。 

○委員長 

他にご意見、いかがでしょうか。今までのところ両方のご意見をいただきま

したので、事務局等で再度検討ということにさせていただいたらどうでしょう。

他はよろしいでしょうか。 

（意見・質問なし） 

○委員長 

それでは次に移りたいと思いますが、４ページの体系図で申しますと、基本

方針ごとのご意見・ご質問をお聞きしたいと思います。 

まず、４項目それぞれに分けて、最初は５ページから６ページまでの持続可

能な財政の確立につきましてご意見・ご質問いただけませんでしょうか。 

○Ｇ委員 

５ページの上から２行目の「ムダ」という記述は、第三者が読んだ時にムダ

な行政をしていたのかと捉える方がおられるかもしれない。また、わざわざ片仮

名になっています。 

それから５ページに記載されている「職員は本見通しの内容を理解した上で」

は非常によい書き方と思います。全職員がこの見通しの内容を十分理解するよう

な周知徹底を是非お願いし、この点については全員が熟読していただくというこ

とでお願いしたいと思います。 

○事務局 

１点目の「ムダ」の表記ですが、前回も「ムダ」という言葉は漢字の方がよ

いのではとの意見がありましたが、この表現は、国が示すような資料の中に使わ

れている言葉で、それをここでは現状説明として使用しています。また決して丹

波市の現状を捉えて「ムダ」と言っているのではございません。後に出てくると

ころについては丹波市の現状を捉えての「ムダ」という記述でしたので、ご指摘

を受け修正させていただきましたが、ここは修正しておりません。 

２点目につきましては、ご意見ということで受け止めさせていただきます。
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おっしゃるとおり、見通しについてこれは職員一人一人が十分に理解をした上で

事に当たることが必要だと認識しておりますので、それを周知徹底し、つなげて

いきたいと思っております。 

○委員長 

最近は、長期的な計画とか、総合計画と言わなくなりましたね。５年とか、

７年とかいう長い計画に数字を使うのをやめて、県でも「総合計画」という言葉

はやめて、「ビジョン」という言葉にして、見通しで考えましょうと。具体的な

ものが出てきた段階で、意思決定はその状況に応じて早くできる方がよいのでは

ないか。とりあえずここでは「総合計画」という言葉でいきますが、そういう言

葉は将来的にはなくなるかもしれません。 

それでは、次に移りたいと思います。６ページから８ページの途中までの、

２の効率的・効果的な行政体制の整備というところですが、これについてご質

問・ご意見いただきたいと思います。 

事務局にお聞きしますが、効果的と効率的とはどこがどう違うのだというの

を説明してくださいと言われたら、どう説明されますか。 

○事務局 

その事に当たったことによって成果があらわれる、効果があらわれるという

部分と、効率というのは手法なので、手法に対しての効率的な部分という使い分

けをさせていただいております。 

○委員長 

どういうことをやっても、効率も効果も測れるわけです。ただ、目指すとこ

ろが、効率が高いだとか、効果が高いというように程度のことを言っているわけ

です。事務局の方は、ちゃんと説明できるような用意をしておく必要があると思

います。 

○Ｋ委員 

７ページ目の②の「職員の能力を伸ばす人材育成の推進」の「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。」というところで、単純にお聞きしたいのですけ

れども、私は民間企業にいますので、単純に売り上げが上がるとか、そういうと

ころで社員のモチベーションが上がるのですけれども、市の職員さんでモチベー

ションを上げるというのは実際どういうことをされているのでしょうか。 

○事務局 

職員のモチベーションを上げるというところですが、私たちは平素市民の皆

さん方の満足度を高めていくことを１つの目標としていろいろなことをやって

おります。同様に、満足した仕事をやっていくことが自分たちのモチベーション

の維持向上につながっていくことはあると考えております。 
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この部分についてのこれまでの取組みは、少し弱かった部分があると思いま

すが、これからは具体的には人材育成の基本計画を見直していき、その中で職員

のモチベーションをどのようにして上げていくかを検討していきます。 

○Ｋ委員 

アンケートみたいなものはやられているのですか。実際に来庁された方が満

足したかは、外からでないと自分たちのやっていることは分からないと思います

ので、そういう対外的に評価されるようなものが、あるのでしょうか。 

○事務局 

１つには市民満足度調査というのを過去からやっておりますが、ただそれは

主に総合計画の達成状況等を判断する調査です。そういう意味では、市民の皆さ

んが現在の行政に対してどういうふうにお考えであるかの拾い上げは十分では

ないかもしれませんが、具体的には、例えば市役所の１階の窓口にお越しいただ

いた皆さんが、市役所の職員の接し方とか対応に対してどのように感じられてい

るかというようなアンケートを、不定期ですがやっています。そういったもので

自分たちの取組みを変えていく、あるいは自分たちのモチベーションを上げてい

くことにつなげています。 

○委員長 

人事考課といったものを見直して、職員の働きが市民サービスに直結するよ

うな、そういう評価の仕方をやっていったらどうか。一般の企業では多能工とか

いうのがありますが、職員も１つの職だけでなくて、一般職の人が他のところも

できるような能力を身につけるとか、そういうことを評価していったらどうかな

と思います。 

○Ｊ委員 

今言われたところの同じ行のところで、「職員が精度の高い目標」という言葉

がありますが、これは具体的にはどういうふうなことなのかご説明をお願いでき

ますでしょうか。 

○事務局 

我々が一つ一つの仕事をしていく中で、どうしても自分に直結した部分は、

よく見えているんですけれども、もう少し大きな広がりの中、例えば一個人から

見れば係全体の考え方や目標、係から見れば課、それを超えた部、市全体といっ

たように、全体を見据えて計画を立てないと、部分的なところでよい目標を立て

ても、全体の最適にはつながらないので、全体最適につながるような精度ある目

標を立てるというような意味合いも考えられます。 

○委員長 

精度が高いとは、誰が見ても分かり、職員にとってもターゲットがはっきり

明示されている、曖昧なところがないようなものではないですかね。 
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他にないようでしたら次にいきます。８ページから 10ページの中ごろまでの

３、経営資源の有効活用につきまして、ご質問・ご意見をいただきたいと思いま

す。 

ここでは参画と協働、それから財源の確保、特に基金のことが掲載されてい

ます。ちゃんと基金で積立てていた結果として、自然災害に対応できたという経

験を踏まえて、こういったところをはっきりさせましょうと。しかしながら、む

やみやたらに繰出したらいいというわけではなく、取り崩したらいいという話で

はないわけで、取り崩しにあたってははっきりとした基準を設定する必要がある

といったことです。 

だんだん行政がやらなければいけない部分は減ってくるのでしょうが、その

ためできるだけ行政以外の新しい公とかに移していくようにし、行政は今までと

違って実際にやっていくのではなくて、モニタリングをするようなことが必要か

と思われます。そういう行政の役割自体が変わってきているといったことが記載

されています。 

特になければ、10 ページから 11 ページの４、自主財源の確保につきまして、

ご質問・ご意見をいただきたいと思います。 

今検討している行政改革プランは基本方針でして、実際にどういう形でやる

かは、後でお話があると思いますが、アクションプランという形で示されること

になります。特に意見がなければ次に移りたいと思います。 

12 ページから 14 ページの用語解説ですが、いかがでしょうか。皆さんが用

語説明を読まれて、不要と思われるところがあれば教えていただきたいと思いま

す。 

○Ｍ委員 

強いて言うなら、16 番の「モチベーション」ですかね。皆さんいかがでしょ

うか。 

○委員長 

17番（公共交通網）はどうですか。 

○Ｍ委員 

17番も分かると思います。 

○Ｉ委員 

私の勉強不足かもしれませんが、最後の方の「ネーミングライツ」、「クラウ

ドファンディング」。本文としてこういう書き方がよいのかなと。そのあたりが

一番気になります。 

○委員長 

「ネーミングライツ」とか「クラウドファンディング」とかは、それ自体が

言葉になっていますよね、今。 
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○Ｉ委員 

もっとやさしい言い方というか、分かりやすい言い方の方がよいような気が

します。 

○委員長 

片仮名の言葉はそのあたりが難しくて、外国語を日本語に翻訳した場合、ま

だ言葉が確立してないものを日本語にしている場合があり、そういう場合は後で

また変わる可能性があり、本来の意味と違うという可能性があります。「ネーミ

ングライツ」だとか「クラウドファンディング」とかは、普通使われているので、

いいのかなという感じがするのですが。いちいち日本語で説明しようとしても、

かっちり短い言葉で説明するのは難しい。 

○Ｉ委員 

この言い方しかないのかなと思いながら。難しいです。 

○委員長 

中国の場合、英語を中国語に直す時に、そういうのを決めるところがあるら

しいですね。中国語ではこういうふうに書くと公に決めるらしいです。日本の場

合は、そういったのはほとんどないみたいです。だから、丁寧な人は日本語に直

して、その横に片仮名で書いています。ある程度できているものはこのまま使っ

てもいいかなと思うのですけれども、そこの判断するところが非常に難しいです

ね。我々が分かる、分からないという話ではなくて、読んだ方がちゃんと理解し

ていただく必要がありますから。 

○Ｂ委員 

雑誌などを見れば、用語解説は最後のページにまとめるのではなく、そのペ

ージの下に解説してある。より分かりやすいので、そういう方法もあるのではな

いですか。一般市民、いろいろな方が見られるということを前提に考えると、後

ろではなくできるだけ下で解説してもらう方がより分かりやすい。一般の市民が

あまり見なれてない文章、横文字とかローマ字に関しては、近くで解説するとい

うのがより丁寧だと思います。 

○事務局 

私どもも、意外とこの 12 ページから 14 ページには神経を使って作業したと

ころです。例えば今、Ｂ委員さんがおっしゃった意見は、前にもいただいた意見

でして、今回もう少し用語の数を絞りきれれば、そういう表示の仕方はベストか

なと思うのですが、これだけたくさんありますと、本文と解説の割合というのが

崩れてしまいます。また一般にページ下に解説がある場合は、かなり小さなポイ

ントで書いてありますので文字が読みづらいという問題にも行き当たりまして、

苦肉の策としまして後ろに回したままにしております。 

また、もう一つの横文字をできるだけ日本語に直していくことについては、
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今までの議論を踏まえ、いくつかの言葉は日本語に直したりしております。今残

っている部分は、これらを日本語に置き換えるのは、かえって本来の意味から変

わってしまうという懸念から残しております。そして、横文字で残した以上は、

先ほどＭ委員さんからモチベーションというのは一般的との指摘がありました

が、確かに私もそう思うのですが、年齢幅というものもあり全ての方にそれが本

当にご理解いただけるかどうかというところもございますので、基本的には横文

字は全て用語解説に入れさせていただいたというのが事務局の考え方です。 

日本語で解説しているものは、行政に関わっていただいている皆さん方であ

れば何度か目にしていただいた言葉かもしれませんが、全く関わりのないという

方にしてみれば、分からないのではないかとの疑問がありますので、「これはい

らない」と言われれば、削除することもできますが、こちらで判断するのはこれ

が限界かと思っています。ただ「分庁舎方式」という言葉は、合併して 10 年た

っているので、一般的に氷上庁舎、春日庁舎と認知いただいていると考え、解説

から削除させていただいています。かなり議論はしてきていますが、さらに具体

的なご意見をいただければありがたいと思っております。 

○委員長 

お気づきのところがあったらまた教えていただきたいと思いますが、５番目

に「第２次丹波市総合計画」とありますが、こういうものですとは説明している

が、何年から何年を対象にしているとか、こういうあたりがやはりいるかなと思

います。 

しかし難しいですね。「これはいらない」といっても、勘違いしているものも

あるかもしれませんから。例えば 29 番の「長寿命化」、このまま使うとしたら、

「施設等の機能をより長期にわたって使う」。今以上にねとか、そういうふうに

少しずつ変えた方がよいところがあるかもしれません。長期というのは、寿命を

長くするという意味ですから。 

今日いただいたご意見を踏まえての検討は引き続き行うことになりますが、

用語も含めてお気づきのところがあれば、後で言います期間内ぐらいに、事務局

の方にご連絡いただけたらなと思いますが、いかがでしょうか。 

それでは次にいきましょう。 

○事務局 

恐らく用語のあたりになってくるとは思っていますが、ただ個人的に意見を

いただきますと、個人の感覚がありますので、私どもも困ってしまうところがあ

りますので、できれば本来はこの場で結論をいただけたらありがたいなと思って

います。 

今後のスケジュールの中で、少なくとも 12 月 25 日に予定している委員会の

時に、最終の確認をしていただく機会があります。ただ、これは根本的に違うよ。
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あるいはこういう理由で間違っています、なくす方がよろしいよ、これは解説が

必要ですよというのがあれば、ここ１週間以内ぐらいに事務局までご意見をお寄

せいただければ検討させていただきたいと思っております。 

○委員長 

委員の皆さんにとっては、分かりやすい、慣れておられる言葉かもしれませ

んが、あまりこういうことになじみがない一般の皆さんが読まれたらどうかとい

うところで、機会があれば、そういった方に尋ねていただいて、広くこれで理解

していただけるかどうかというあたりを可能な限りチェックしていきたいと思

います。 

 

（４）その他 

１）第３次丹波市行政改革アクションプランについて 

○委員長 

それでは４番目ですが、次第の４のその他、第３次丹波市行政改革アクショ

ンプランについての説明をお願いします。 

○事務局 

次の説明に移らせていただきますが、ただ今の協議のところで、今後の取り

扱いにつきまして少し説明させていただきたいと思います。 

この素案につきましては、本日の協議をもちまして、この策定委員会としま

しては第３次丹波市行政改革プランとしてほぼ適当であるということをご確認

いただけたものとしまして、今後の手続は進めさせていただきたいと考えており

ます。 

なお、以降の素案の修正作業につきましては、事務局により進めさせていた

だくことになると思うのですが、ただ、策定委員会での議論からずれるというよ

うなことがあってはいけませんので、正副委員長とご相談させていただきながら

進めさせていただきたいと考えております。 

今後の流れとしましては、本日いただきましたご意見と、それから庁内の組

織である本部会議での意見を踏まえて、必要な修正を行い、11月下旬から 12月

の上旬の開催を予定している丹波市議会の議員総会に提出し、議会の意見を伺う

予定にしております。そして、その意見を踏まえ最終の修正を行って、第３次丹

波市行政改革プラン案という形で取りまとめようと思っております。そして、次

回 12 月 25 日開催の第６回策定委員会では、ただ今ご説明申し上げました流れ

で作成した第３次行革プラン案をご確認いただいて、確定の方向に進めさせてい

ただく。その後、パブリックコメントを経て案を確定し、３月の議会に上程する

予定です。 

以上のような予定でございますので、委員の皆様には引き続きご協力賜りま
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すようよろしくお願い申し上げます。それでは、アクションプランの方の説明を

させていただきます。 

○事務局 

資料⑤－２をご覧ください。第３次行政改革プラン・アクションプラン体系

図【概要】（案）となっております。行政改革プランがビジョン的なものに対し

まして、アクションプランというものは、実際に市がプランを受けて計画を行っ

ていく実施計画的なものでございます。その行政改革プランに対して、アクショ

ンプランがどのような体系になっているのかを簡単に説明させていただきたい

と思います。 

資料の左の方にプランの項目と小さい字であるんですけれども、プランの項

目を右へ追っていきますと、黒い箱に白字で基本方針。真ん中の方に灰色の箱で

白字の基本項目。さらにもう一個右へ移りますと、黒字で実施項目とあります。

こちらの体系につきましては、プランの素案にあります４ページの体系を移して

いるような形でございます。そのまま右へ移っていただきますと、資料⑤－２の

下の方に「アクションプランへの反映」という言葉があるんですけれども、こち

らが実際にアクションプランへ移していく時の視点となっております。上のとこ

ろで言いますと「適切な財政収支見通し及び管理の推進」であれば、「重要指標

並びに収支の状況により、毎年度の財政収支見通しの適正化を確保」するという、

そこの段を下へいくと。下に書いてあるのが「アクションプランへの反映」とな

ります。 

なお、このアクションプランへの反映を参考にアクションプランを作ってい

くんですけれども、第２次行政改革実施計画において達成できていない計画につ

いても足し込みましてアクションプランを作成していきたいと思っております。 

以上で、説明を終わらせていただきます。 

○委員長 

今日、お手元に資料⑤－２が、第３次行政改革プラン・アクションプラン体

系図というのを今説明していただいたところです。前半のところは、改革プラン

素案の４ページのところです。基本項目、実施項目となっていますが、実施項目

までが４ページにあり、それを具体的にするところが小項目という形で、アクシ

ョンプランという形になっています。具体的にはどういう形でやるかがここに出

てくるわけですが、基本的な方針に基づき、それに沿った形で具体的な取り組み

をやっていただく形になっています。 

○事務局 

今、委員長より補足いただいたところなのですが、本日、次第にもあります

ように、この行革プランの策定委員会の本来の目的である皆さん方にご審議をい

ただく内容は、行革プランのところが対象でございます。ただ、第２回目以降活
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発にご議論をいただく中で、どうしてもアクションプランにつながるような具体

の思いをたくさんいただきましたので、私どもとしましては、皆さん方のご意見

をアクションプランの今後の作業の中で反映させていただく思いでございます。

現にアクションプランへの反映の頭出しにつきましても、皆さん方からお寄せい

ただいたご意見なども参考にさせていただいております。 

せっかくの機会ですので、今後我々が具体的に事務を進めていく中で、市の

職員に対して、あるいはこのアクションプランに対して何かお考えがあれば、ご

意見をお聞かせいただければ、できる限り反映させていただきたいと思っており

ますので、その他という形で項目をとっていただいた次第でございます。 

○委員長 

行政改革プランの３ページの検証の最後のところに、「検証にあたっては、外

部評価を行うなど客観性の確保に努めます。」と明記されていますので、アクシ

ョンプランが本来の基本方針等に沿っているかどうかについては、外部からも評

価されます。 

「地域協働の推進」というのが中ほどにありますが、これは何でしょうか、

今まで余り出てきてないですよね。 

○事務局 

この部分は、やはり新しい公共というあたりになりますが、これまでは行政

があれもこれもという形で手がけてきた部分を、行政でなければできないことに

対して取り組んでいくべきであって、逆に言えば行政でなくても内容的には民の

方がしっかりと充実したことができるものもあるでしょうし、経費的にも行政よ

りも効果的にやってもらえるという視点でのアウトソーシング、また地域協働に

ついては、特にいろんな団体がございますので、担っていただける部分を協働す

るというところです。 

○委員長 

あえて言いますと「産学共同」とかいう言葉はありますが、「地域協働」とい

う言葉は必ずしも確立されていないですよ。だから、説明をしていただかないと

分からないかもしれませんよ。 

 

（５）今後の予定について 

１）第６回策定委員会開催日程 

○委員長 

それでは、今後の予定につきまして説明をお願いします。 

○事務局 

まず、今後の予定としまして、第６回の策定委員会を 12 月 25 日、金曜日、

午後１時 30分から氷上住民センター実習室で開催することにしております。 
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あわせまして、本日机の上に追加資料としまして、工程表を１枚配付させて

いただいております。ご覧いただきますと、本日の第５回策定委員会から来年３

月の市議会までのスケジュールについて記載してあります。前回の策定委員会の

際にもお配りしたわけですけれども、追加した項目が途中にあります。今日の会

議を経た後、市議会に行政改革プランの素案を報告させていただく。その後、先

ほど申しました第６回目の策定委員会を 12 月 25 日、さらに１月の上旬から１

ヵ月間パブリックコメントを行いまして、その次、２月上旬から中旬の間で、第

７回丹波市行政改革プラン策定委員会というものを追加させていただきました。

行革プランの方の答申のタイミングというところで、前回の会議まで 12 月 25

日の答申ということで予定をしておったわけですけれども、この部分について現

在、再度調整を行っているというところでご了解を賜りたいと思います。市議会

への報告、またパブリックコメント等を経まして、大きな修正等がもしあるよう

であれば、第７回目の委員会も開催していくことになりますので、そのあたりを

お含みいただければ非常にありがたいというところで、スケジュールの上に記載

しているところです。従いまして、そのあたりの大きな修正があるか、ないかと

いったあたりで今後の日程を最終的に確定していきたいと考えております。 

○委員長 

ありがとうございました。この工程表について何かご質問等ございますか。 

２番目の議会への報告というのは、今のところこういう案でまとめつつある

というあたりを報告するということですよね。議会に提出するわけではありませ

んよね。それで議会の方からどんなご意見があるかをいただいて、それで 12 月

25 日にはその議会のご意見も踏まえて、行政改革プラン策定委員会でファイナ

ルの形で作ってしまいたいと。議会のご意見を踏まえて。ここでは議会に最終的

に提出して、そこで審議された結果という意味ではありませんで、議会に「こう

いう形でまとめようとしている」という説明に対して、議会がどういうふうなご

意見を持っておられるか、それをいただいた結果として、内部の本部の意見も含

めて、一応の案をここで設定するのが 12 月 25 日でして、そこで最終的と言う

のはおかしいのですが、詰めた案を市民の皆さんにお出しして、パブリックコメ

ントをいただいた後で市民の皆さんのご意見を勘案・斟酌して、それで最終的な

案を作成するということです。 

必要であれば、第７回というような形で委員会をもたなければいけないかも

しれません。市民の皆さんからいただいた意見で、こういう形に取りまとめまし

たということで済むようであれば、必ずしもお集まりいただかなくて、皆さんに

もご連絡をして了解していただく形もあります。 

それでは、最後の今日の追加資料についてのご意見・ご質問等がないようで

あれば、今日のところはこれでよろしいですか。どうもありがとうございました。 
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（６）閉会 

○委員長 

最後のごあいさつはいつも副委員長にお願いしているのですが、副委員長が

今日はいらっしゃらないので、私がします。委員の皆様には、事前にお送りしま

したその会議資料等をお目通しいただきまして、いろいろご熱心に検討、ご意見

をいただきましてありがとうございました。非常に短い期間でありましたけれど

も、一応第３次の行政改革プランの内容がこういう形で固まりました。今後は、

事務局から説明がありましたスケジュールに沿った形で必要な事務を進めてい

きたいと思います。 

最後の追加資料で見ていただいたように、12 月 25 日に、それまでに議会の

意見を受けて修正したものを出して、方針の原案を決めて、パブリックコメント

を実施し、その後答申となります。それから後は情勢によって少々スケジュール

が変わるかもしれませんが、今日お渡ししました追加資料に沿ったような形でこ

れから進めていきたいと思っています。まだもう少し委員の皆さんにはご協力を

お願いしなければいけないので、お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしく

お願いしたいと思います。 

それでは、今日は予定よりもかなり早いですが、これをもちまして閉会した

いと思います。１週間ぐらいでご意見いただけたらと思います。どうもありがと

うございました。 

以上 

 

 


