
1 
 

第６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１２月２５日（金） 午後１時 30分～午後３時 

 

２ 会  場 氷上住民センター 実習室 

 

３ 出席者の氏名 

（１）委員 出席９名（欠席６名） 

小西 康生    飯嶋 香織    足立 篤夫    中川 泰一 

矢田貝 勲    山本 喜美雄   足立 映美    能口 秀一 

荻野 隆太郎  （松浪 裕之）  （丹生 裕子）  （芦田 喜三郎） 

（藤原 昌和）  （中道 知代子） （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６回丹波市

行政改革プラン策定委員会にご参集いただきありがとうございました。定刻とな

りましたので、ただ今より開会させていただきます。 

本日は、中道副委員長、丹生委員、芦田委員、藤原委員、足立晶子委員、松

浪委員から急用により欠席の届を受けております。 

 

（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。小西委員長よりごあいさつ

を頂戴しましてから、以降、小西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 

皆さん、こんにちは。７月 30日の第１回目から今回第６回目ですが、年末の

忙しい時期にお集まりいただきありがとうございます。 

今日、皆さんにお示ししてご審議、ご討議いただくのは、これまでに進めて

きました行政改革プランのほぼ集大成といったもので、いつもと同じように忌箪

のないご意見をいただきまして、スムーズに進行させていただきたいと思います

のでご協力のほどよろしくお願いします。 

本日は、副市長に出席いただいております。ここで、副市長よりごあいさつ

をいただきます。 

○副市長 

先ほど委員長よりお話がありましたとおり、12 月の大変お忙しい中、ご出席

賜りありがとうございます。今回６回目ということで、これまで精力的に会議を

開催し、ご議論いただき、ようやく第３次行政改革プランの案がほぼ固まってき

たかなと思っているところであります。この後は、パブリックコメントを行い、

まとめていきたいと考えています。 

ご存知のとおり、丹波市の行政改革は、１次、２次の時と比べ、財政状況は

いくらかよくなってきています。一方で、懸念の材料もたくさんあります。これ

までは合併した後も特例的に６町それぞれの地方交付税がそのまま合計となっ

てきていましたが、今後は１つの市として算定されることになり減ってくる。当

初、これが 34億円くらい減る予定でありましたが、12億円くらいに圧縮されま

した。それでも今までより 12億円くらい減ることになります。 

また、合併自治体に有利な起債であります合併特例債も発行期限が迫ってき

ております。これまで 10 年間、道路整備で 84 億円くらいかかっていますが、
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ほとんどが合併特例債を活用できた。非常に有利な財源で一般財源の持ち出しが

殆どなかった。これがなくなってくると、殆ど一般財源でやっていかなければな

らない。今後 10 年間での道路整備は半分の 40 数億円くらいで実施しようとし

ていますが、それでも一般財源の負担は過去 10 年間よりもはるかに多くかかり

ます。整備量を半分にしても一般財源の持ち出しは多くなるという状況になりま

す。 

さらに、今後、病院統合に合わせまして地域医療総合支援センターができ、

大分お金がかかってきますし、昨年の災害の負担も徐々にきいてくる。このよう

に決して楽観視できる状況にはないので、行革はきっちり進めていかなければな

らないと思っています。 

今日は第３次行政改革プランの最終的な（案）ということですが、よろしく

お願いしたいと思っています。 

 

（３）報告 

１）前回策定委員会以降の取組状況 

○委員長 

ありがとうございました。それでは、次第に従いまして、３の報告に入って

いきたいと思います。前回策定委員会以降の取組状況について、事務局より説明

をお願いします。 

○事務局 

それでは、11月６日以降の取組状況につきまして、報告させていただきます。 

まず、11 月 24 日に第５回行政改革推進本部庁内プロジェクト会議を開催し、

行政改革アクションプラン（素案）、事務事業評価シートと施策評価シートの素

案につきまして協議しました。 

12 月 1 日に丹波市議会議員総会が開催され、行政改革プラン（素案）につき

まして説明を行い、議会よりご意見・ご質問を伺いました。 

12月 22日に第５回行政改革推進本部会議を開催し、行政改革プラン（素案）、

行政改革アクションプラン等について協議しました。 

同じく 12月 22日に丹波市議会議員総会が開催され、行政改革プラン（素案）

につきまして、改めてご意見・ご質問を伺いました。 

議員総会では、主に財政収支の見通し、職員の定員適正化計画の状況、庁舎

の集約、公共施設のあり方、職員の能力開発や専門性の高い人材の登用、未収金

の回収、アクションプランの内容など、行政改革プラン全般にわたりまして、幅

広くご意見・ご質問をいただいたところです。 

以上、簡単ではございますが報告を終わります。 

○委員長 
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はい、ありがとうございました。今の説明について、ご質問・ご意見はござ

いますか。特になければ、次の４、協議に進みたいと思います。 

（意見・質問なし） 

 

（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 

それでは、４、協議へ移ります。（１）第３次丹波市行政改革プラン（案）に

ついて、事務局より説明願います。 

○事務局 

それでは、第３次丹波市行政改革プラン（案）につきまして、説明させてい

ただきます。お手元の資料⑥－１をご覧ください。 

前回の策定委員会でご意見等を頂戴しましたことや、市内部で協議しました

結果を踏まえまして、少し修正を加えています。修正しました箇所につきまして

は、朱書きで表示しています。 

最初に、２ページ、７行目から８行目をご覧ください。「行財政運営の基盤を

確立し、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を目指します。」

という部分です。修正前は「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。」としていました。 

次に、５ページをご覧ください。「１．持続可能な財政の確立」の１段落目の

最後の行です。「集中させていくことが必要です」という部分です。修正前は「集

中させていきます」としていました。 

次に、同じページの（１）の見出しです。「財政収支」の次に「の」を加え、

「適切な財政収支の見通し及び管理の推進」としました。 

次に、同じページの「（２）財政規律の強化」の「①財政規律の設定」の２行

目の「プライマリーバランスのほか」という部分です。修正前は「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」としていました。 

次に、３行目の「後年度の債務負担」です。修正前は「後年度債務負担額」

としていました。 

次に、６ページの「２．効率的・効果的な行政体制の整備」の１段落目の４

行目から５行目です。「多様化する市民ニーズや社会情勢に柔軟に対応する余裕

がなくなっていること」という部分です。修正前は「職員の疲弊やモチベーショ

ンの低下をもたらすこと」としていました。前回の策定委員会以降、委員さんか

ら書き方として市民の目から見た時に、職員の仕事の仕方について誤解を招くよ

うな捉え方をされるのではないかというご意見をいただきましたので、朱書きの

記載のとおりに修正を加えています。 
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以上のとおり修正を加えまして、この内容でパブリックコメントを実施した

いと考えておりますので、ご確認いただきたいと思います。 

以上で説明を終わります。 

○委員長 

ありがとうございました。前回の委員会までの行政改革プラン（案）を庁内

の会議に諮り修正したものとのことです。 

最後の用語説明について意見がありましたが、それはどのようにされたので

すか。減らしたところ、加えたところがありますか。変わっていませんか。 

○事務局 

用語解説の箇所ですが、前回まで掲載しておりました「公共交通網」の用語

を削除しています。 

○委員長 

それ以外は変更なしということですね。皆さまのお手元の丹波市行政改革プ

ラン（案）について、ご意見・ご質問はございますか。 

（意見・質問なし） 

  ○委員長 

仮にご意見がないとすれば、この案でもってパブリックコメントに進みたい

と思います。今後はパブリックコメントの意見を受けて最終的なものになるわけ

ですが、さらにお気づきの点があれば最終的には意見を反映させる場はあるとい

うことですから、とりあえずパブリックコメント用の案はできたわけですが、だ

からといってこれ以上動かせないかというわけではないと思います。とりあえず

先に進みましょう。 

 

（５）その他 

１）パブリックコメントの実施について 

○委員長 

それでは、５、その他へ移ります。（１）パブリックコメントの実施について、

事務局より説明願います。 

○事務局 

それでは、パブリックコメントの実施につきまして、説明させていただきま

す。お手元の資料⑥－２、第３次丹波市行政改革プラン（案）に対するパブリッ

クコメント（意見募集）要領をご覧ください。 

丹波市パブリックコメント手続実施要綱の規定に基づきまして、パブリック

コメントを行います。 

３に募集期間を記載しておりますとおり、12月 28日、月曜日から１月 31日、

日曜日までとしております。 
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４に意見を提出できる人として、（１）から（４）まで記載しております。 

５に閲覧場所を記載しております。市ホームページの他、市役所、各支所、

各住民センター等で閲覧することができます。 

６に意見の提出方法として、（１）から（４）まで記載しております。 

７に意見の公表等として、（１）から（３）まで記載しております。 

周知方法としましては、防災行政無線による放送や新聞への掲載を予定して

おります。 

以上で説明を終わります。 

○委員長 

ありがとうございました。ただ今、パブリックコメントの実施について説明

がありました。ご意見・ご質問はございますか。 

○Ａ委員 

「４ 意見を提出できる人」は、市内の人だけですか。（４）のところでは市

外の人も含まれているのでしょうか。 

○事務局 

（４）に「意見を求める事項に関し利害関係を有する者」とあります。市外

の人でも要件を満たせば意見の提出は可能です。この４については、先ほど申し

ました丹波市パブリックコメント手続実施要綱の規定と同じ内容を記載してお

ります。 

○委員長 

年齢等の制約はないのでしょうか。 

○事務局 

年齢の制約は特にありません。 

○委員長 

小学生でもいいわけですね。一応パブリックコメントの要綱は、あらかじめ

定まっているので、それに沿って行われることになるわけです。 

提出の方法ですが、持参するのはその窓口が開いている時間帯だけですよね。

郵送やメールだと時間は関係ないですが。 

○Ｉ委員 

意見の提出にあたって、何か様式のようなものはあるのでしょうか。 

○事務局 

今日は資料として用意しておりませんが、様式はあります。その様式は閲覧

できる場所に置かせていただくようにしております。また、ホームページの方に

は様式を掲載しておりますので、ダウンロードして入力したり、手書きにて提出

することが可能です。 

○副市長 
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もし、行政改革プラン（案）がこれでよいということであれば、今日は時間

があるようですので、この後アクションプランというものを説明させていただき

たいと思います。アクションプランとは、このプランを受けて具体的な取組みを

示したもので、現在事務ベースで作成し始めております。その内容について、こ

んな項目で、このような作業をしているといったことを説明したいと思いますが、

いかがでしょうか。 

まだ作成途中ですが、先日 12 月 22 日に行政改革推進本部会議が開かれて、

そこで初めて出したところです。これから本格的な作業になるわけですが、各部

から事業の優先順位を付けて廃止できる具体的な事業などを出させたり、行政経

営課が各課へヒアリングする中でやめられるのではないかというものなどを具

体に聞いたことを加味しながらアクションプランを作っていこうと。そのあたり

を説明させていただき、何か意見をいただければ参考にさせていただきたいと思

います。 

○委員長 

今、お話があったように、行政改革プラン（案）がよろしければ、副市長か

らお話があったとおり、具体的な取組みであるアクションプランの説明をしても

らいたいと思います。 

では残りの項目を先にやってしまってから、この説明をしてもらいたいと思

います。 

 

（６）今後の予定について 

１）第７回策定委員会・答申 

○委員長 

それでは、６、今後の予定についてです。（１）第７回策定委員会・答申を事

務局より説明願います。 

○事務局 

説明の前に、先ほどパブリックコメントの様式のことでご質問がありました

が、これから様式を配付させていただきますので、ご覧いただきたいと思います。 

（資料配付） 

○事務局 

それでは、今後の予定ということで、第７回策定委員会・答申につきまして、

説明させていただきます。先ほどもご説明申し上げましたとおり、12月 28日か

ら１月 31日までの間、パブリックコメントを実施する予定にしております。 

パブリックコメントのご意見を踏まえまして行政改革プラン（案）を修正す

る場合と、パブリックコメントでご意見をいただいたけれども行政改革プラン

（案）の修正には至らないという場合が想定されます。 
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行政改革プラン（案）を大きく修正する必要がある場合には、策定委員会を

開催し、委員の皆様に内容をご確認いただいた上で市長へ答申を行っていただく

ことを考えております。もし、大きく修正することがなければ策定委員会は開催

することなく、委員の皆様には内容をご確認いただいた上で、正副委員長により

市長へ答申を行っていただくことを考えております。 

このあたりの進め方につきまして、委員の皆様のご意見をお伺いしたいと思

いますのでよろしくお願いします。 

以上で説明を終わります。 

○委員長 

ありがとうございました。パブリックコメントの結果、現在の案を大きく変

更することがないと判断したら、委員会を開催することなく答申したいとのこと

ですが、この判断はどこで誰がやるのですか。 

○事務局 

パブリックコメントの意見が全部揃いましたら、その内容を正副委員長さん

にまずはご確認いただく。その中で、大きな修正が必要かどうかを判断いただく

ように考えています。 

○委員長 

パブリックコメントの意見を集約した結果、委員会を開催するかどうかの判

断は、正副委員長と事務局で相談して行うということですが、それでよろしいで

しょうか。 

（異議の声なし） 

○委員長 

ではそれで進めたいと思います。ただ、このような形で答申しますというの

は、事前に皆さんにお知らせします。 

○Ｃ委員 

パブリックコメントの閲覧場所ですが、そこに行って閲覧しないと見れなか

ったり、またパソコンに詳しくない方はあまり見ることができないと思うので、

少し大変とは思いますが、各地域で行政改革プラン（案）の回覧とかはできない

のでしょうか。 

○企画総務部長 

自治会でやられている回覧ですかね。丹波市内に自治会は約 300 あります。

組数になると平均５としても千何百となります。その手法については、他の取組

みにも影響しますので、ご容赦いただきたいと思います。 

○Ｃ委員 

パブリックコメントを募集していますということを、丹波市の広報誌に掲載

はできますよね。 
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○事務局 

先ほど、周知の方法として、防災行政無線や新聞への掲載ということを申し

上げました。広報への掲載につきましては、発行する期日が決まっています。次

の発行は、１月 20 日になりますので、自治会によりましては配布が２月にずれ

込むところがあるかもしれません。期間を過ぎてからお知らせすることは大変失

礼なことになりますので、広報への掲載は予定しておりませんので、ご了解いた

だきたいと思います。 

○Ｃ委員 

  では、新聞等を見て、意識の高い方は丹波市のホームページ等を見るという形

ですね。 

○企画総務部長 

マスコミにお願いして新聞に掲載させていただくのと、防災行政無線を活用

して適時放送させていただき、市民の皆様には関心を持っていただければと思っ

ていますので、ご理解をいただきたい。 

○Ｃ委員 

  子育て情報サイトのすくすくポケットでも私の視点から載せさせていただこ

うと思っている。そこでお母さん世代も関心のある方は、見ていただけるのでは

ないかと思っている。 

○委員長 

できるだけいろんなルートを通じて知っていただくことは必要です。広報の

タイミングが合わないのであれば、いろんな方法を考えていただく必要があるか

もしれません。 

○事務局 

地域が限定されますが、今の話題性、情報発信ということであれば地域ＦＭ

が始まっています。そちらの方でも今、情報共有がされていて、例えば本日の会

議なども何回も案内していただいています。このように使える手段は使っていこ

うというふうに考えています。 

○委員長 

知らせる方法は限られていますが、いろんな工夫をして、できるだけ多くの

人に知ってもらいたいところです。 

○Ａ委員 

この欄で書ききれない人がいるかもしれないので、別紙添付が可能などの記

載をしたらどうか。 

○事務局 

別紙で添付可能ということも分かるようにしていきたいと思います。 

○Ａ委員 
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この間から新聞等で人口ビジョンの検討がなされていますが、５万人を維持

していくということでしょうか。そのことは、この中に載っていますでしょうか。 

○企画総務部長 

総合戦略については、別途検討しています。同じようなタイミングで意見募

集を行う予定にしています。その分はそちらでご意見をいただければと思います。 

○Ａ委員 

健康関係でもやっていますね。いろんなところで意見を求められていますが

一本化してほしいと思います。 

○副市長 

人口問題は、いろんな分野で関わるものです。例えば、住生活基本計画とい

うものでは、今後 10 年間の住宅施策について計画を作りますが、今後人口がど

うなるか、公営住宅をどれだけ供給するか、住宅政策をどういう方向にやってい

くのか、どこに住んでいただくのか、利便性を考えた上での公共交通網はどうす

るのかなどの検討をする時に、やはり人口問題が関わってくる。人口問題は非常

に重要な要素であり、いろいろな分野と関わってくるのは仕方なくて、一本化す

るというのはなかなか難しいだろうと思う。 

○Ａ委員 

第２次行革の時に、人口減少社会、多様な市民のニーズなど話が出た。我々

にとっては新病院ができて、医療のケアが受けられるというのはありがたいこと

ですが、お医者さんに聞いたところ、昼間の医療関係は県下で丹波が一番いいと

言われた。総合的に踏まえてやってもらうとありがたい。 

○副市長 

今回作る総合戦略が人口問題を正面に取り上げながら、健康の問題、住宅の

問題、雇用なども含めて、人口を維持していくために必要な施策を全て網羅して

いる。そういう意味では、総合戦略が人口を通してのいろいろな施策の一本化と

言えるかと思います。それ以外にもいろんな計画があって、人口というのは非常

に重要な要素になっています。 

○委員長 

よろしいでしょうか。ここでは行革プランについてのご意見をいただくとい

うことで、他のものについては、他の中でご意見をいただく。 

お示しした行政改革プラン（案）については、ここで了解いただいたという

ことでよろしくお願いします。 

 

（追加説明）行政改革アクションプランの概要について 

○委員長 

続いて、アクションプランについて説明をお願いします。 
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（事務局から第５回策定委員会の［資料⑤－２］の体系図を用いながら、第５回行政改

革推進本部会議の［資料⑤－３］に基づきアクションプランの概要を説明） 

○委員長 

ありがとうございました。資料を見ていただきますと、基本方針、大項目、

中項目までが行政改革プランに掲載されています。その先の具体的な実施計画を

アクションプランとしています。行政改革プランの対象期間は９年間ですが、ア

クションプランの見直し期間はどうなっていますか。 

○事務局 

アクションプランは、前期と後期に分けて作成しますので、まずは平成 28年

度から 31年度までを前期、32年後以降は後期として新たに作成することになり

ます。 

○委員長 

必ずしもローリングとして、毎年行うものではないということですか。 

○事務局 

毎年見直していくといったローリングを予定しています。 

○委員長 

具体的なことは３月になってからということで、現在検討中とのことです。 

○事務局 

アクションプランにつきましては、基本的には事務的な作業と位置付けてい

ますが、第１回策定委員会以降、皆様からいただいたご意見にはアクションプラ

ン寄りの意見が多くありました。それらについては、作業していく段階で考慮す

るよう意識して作業してきておりますが、また何かご意見があればよろしくお願

いします。 

○委員長 

今回の委員会での意見の中には、アクションプランの中に入れた方が適切で

あろうとの意見があったので、これらは既にアクションプランの中に反映してい

るが、今後何かあれば意見をもらうということでご協力くださいという認識でよ

ろしいですね。 

○Ｅ委員 

今回の行政改革プランにも自治協議会やＮＰＯに期待される部分がたくさん

出てきていると思います。実際、25 校区で自治協議会が活動していますが、非

常に充実した活動ができているところと、まだまだ今からというところがあると

思います。元気な地域づくり交付金として５年間で 1,050 万円を 25校区に等し

く交付されていますが、元気な地域づくりにつながっているかどうかというとこ

ろのチェックなり、アドバイスが十分でなかったと思う。私の住んでいる地域で

は交付金の半分をハコモノの改修に、残りの半分を地域づくりの活動に使いまし
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たが、本当に元気な地域づくりにつながったのか疑問なところがあります。 

来年度から 10 年間で 800 万円ということで計画されているが、25 校区が力

強く将来につながっていき、残っていく形になるよう指導なりチェックされるべ

きだと思います。ある程度は自由に使える部分も必要と思いますが、狙いから外

れる部分についてはチェックが必要と考えます。 

各地域では推進員１人に事務的なことを任せてやっているが、せめて２人ぐ

らいはほしい状況です。従来の事業をするのに１人、新たな取組みを展開するの

にもう１人ぐらいいるのではないかというのが協議会の状況ではないかと思い

ます。もう１人くらい支援いただければと思っています。将来的にはそうしてい

かないと、協議会にいくら荷をかけられても人手不足はいずこも同じというとこ

ろです。 

○副市長 

自治協議会に対する支援については、元気な地域づくり交付金の５年間で

1,050万円というのが今年度で終わります。今年度中に事業ができないところは

延長もありますが、基本的には今年度で終わります。それに代わるものとして

10 年間で 800 万円の新たな交付金を予算で考えているところです。前回の反省

としてお金がいくから事業をやらなければならないということではなく、地域の

基盤強化につなげていくことが重要です。1,050万円を消化しなくてはならない

というのがあったのかもしれないが、そうではなく 10 年間という長いスパンの

中で基盤強化につなげていくことが次の趣旨です。 

また、人件費も含めて自治協議会の足腰をきっちり鍛えないと自立できない

だろうということで、人件費を含めた補助制度を考えています。額は十分ではな

いかもしれませんが、考え方はそういうところです。 

協議会の活動もきっちりと検証して次につなげていかなければいけないので、

また話を聞かせていただいて、いいところの活動は紹介して次の活動につなげて

いきたいと考えております。今後またご意見をいただきたいと思いますのでよろ

しくお願いします。 

○Ｃ委員 

アウトソーシングの観点から高額と少額の入札の方法について、自分の体験

ですけど、アンケート入力をやってほしいと依頼されたことがありました。その

後、「調べてみると、入力業者が市内には６箇所あるので入札にしなければなら

ない」と言われて、結局「事務手続きを考えると、自分たちでやった方が早いの

で」と断わられたことがありました。事務が大変で本来残業する部分を外に出し

たいのに、入札を行う手間や業者に連絡する手間がかかるのであれば、大きい金

額のものは入札にして、少額の場合はある程度金額を決めて順番に業者に任せれ

ば、業者によってそんなに金額も変わらないと思うので、育成にもつながるし、
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チャンスになるのではないかと思いました。 

○企画総務部長 

少額については随意契約もありますが、見積徴収のもと、事務量というより

も、誰が見ても業者決定が公正にされた手続きをさせていただいております。基

本は市民の皆様の税金を使わせていただいておりますので、公正な手続き、公平

な手続きにより事務は進めるべきと思っておりますのでご理解賜りたいと思い

ます。 

○委員長 

直接関係あるかどうか分かりませんが、この前参画共同の会議をしていたの

ですが、各地域でこれまでたくさんの地域づくりをやってきているが、それを行

うための方策が十分に公開されていなかったり、活用されていなかったりしてい

るようです。自治体は限られた財源で地域支援を行っているので、行政は上手く

地域資源を活用する方策を考えてくださいということも出てきている。県でも県

全体、県民局単位でいろんなことをやっているが、どのあたりがネックになって

いて、どうやって克服していったかという記録がある。そこから何らかのヒント

を得て、次に進めるようなやり方を考えてほしい。屋上屋を重ねることがないよ

う有効に資源と財源を使う取組みを期待している。 

○副市長 

昨日、農業関係の部局の者が私のところに来た。農地の地籍図を昭和 50年頃

に作っていて、今と全然合わないんですね。新しい地籍図を作ろうとすると航空

写真から何からで億単位のお金がかかる。ところが税務課は固定資産税の関係で、

地籍図を持っている。他の部局でも目的によって地図は持っているが、その地図

を農業部局で活用できないか交渉しているが、部が違うとなかなか難しい。市役

所の中では、同じようなデータを部署ごとに別の目的で保有しており、上手くか

み合わせて利用し合えば、お金をかけずにいけるものがあるだろうと思う。それ

が何らかの支障があって別利用ができないことになっている場合、それが法律上

決定的に利用できないものなのか、あるいは個人情報があって目的外利用ができ

ないものなのかという中身は考えていく必要がある。役所の中でも上手く連携す

れば、上手く活用できる部分もあると思う。各部署でどのようなデータや資料を

持っているかを整理して、お互いに利用しあえるような体制は必要だろうと思う。

これからも工夫はしていきたい。 

○委員長 

ＡとＢを一緒にしてＣというのを作れば、Ｃの中にＡもＢも入っている。目

的が同じ中で使うから構わないだろうとか。検討の余地はあるんでしょうね。 

その他どうでしょうか。行政改革プランについては、今後３月を目途にとり

まとめを進めていくということですが。 
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○事務局 

今後、ご意見をいただける機会は、会議形式としてはあるかどうか分かりま

せんが、通知等により確認いただく機会はありますので、それまでに何かあれば

意見をいただければと思います。 

  ○Ｉ委員 

    意見を提案するような形で出してもよろしいんですね。 

  ○事務局 

    Ｉ委員さんからはたくさんのご意見をいただきまして、大分入れさせていただ

いているという思いはあります。 

○委員長 

パブリックコメント後は、手続きに沿って進めていきます。場合によっては

皆さんでお集まりいただくのはこれが最終の機会かもしれませんが、まだ終わっ

ていませんので、お気づきのところがあれば今後ともよろしくお願いします。 

○事務局 

１点、ご報告があります。パブリックコメントの状況によっては、２月にお

集まりいただく可能性もありますが、市長の日程もありますので今のところ２月

12 日を仮に押さえております。開催する必要がないと正副委員長がご判断され

れば郵送等でご確認いただくことになるかもしれませんが、もし開催するとなり

ますとこの日程となりますので、ご配慮いただければありがたく思いますのでよ

ろしくお願いします。 

 

（７）閉会 

○委員長 

ありがとうございました。本日は予定していました審議事項等は滞りなく終

了しました。 

前回に引き続き、今回も副委員長さんが欠席されていますので、私の方から

閉会のあいさつをさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。

これまで６回、集中的に、精力的にご議論いただき、第３次丹波市行政改革プラ

ン（案）をとりまとめることができましたのは、皆様方のお蔭と感謝いたしてお

ります。まだこの段階では最終ではありませんので、今後ともご協力をよろしく

お願いします。今日はどうもありがとうございました。よいお年をお迎えくださ

い。 

以上 

 


