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第１回 丹波市行政改革大綱策定委員会 会議録 

 

 

１ 開催日時  平成２２年 ５月 ２６日（水）午後３時～５時３０分 

 

 

２ 会  場  丹波市氷上保健センター ２階ホール 

 

 

３ 出席者の氏名 

（１）委員 出席１３名（欠席２名） 

  石原 俊彦  竹村 安彦  村上 康充  足立 昌彦  藤本 幹雄 

  植木 和也  足立 俊行  尾松 勝實  赤井 俊子  田中 延重 

  太田 一誠  小谷 邦彦  吉見 安弘 （荻野 洋子） （谷水 ゆかり） 

 

（２）行政改革推進本部 出席１８名 

丹波市長 辻 重五郎 副市長 永井 隆夫 

教育長 小田 繁雄 企画部長 中川 泰一 

総務部長 竹安 收三 財務部長 久下 拓朗 

生活部長 福田 宏 環境部長 足立 保男 

福祉部長 大森 友子 健康部長 目賀多 茂 

産業経済部長 近藤 俊幸 建設部長 大隅 保夫 

会計管理者 梅田 秀光 議会事務局課長 安田 英樹 

消防長 大石 欣司 水道部業務課長 林 伸幸 

教育委員会学校教育部長 岸田 隆博 教育委員会社会教育部長 畑 幸宏 

 

（３）事務局 

行革推進課長 上本 善一 財政課長 大垣 至康 

行革推進係長 足立 良二 行革推進係主査 平岡 英人 

行革推進係主事 石川 亜希   

 

（４）オブザーバー 

有限責任監査法人トーマツ 世羅 徹 

 

４ 傍聴者・新聞社 

  神戸新聞社  丹波新聞社   

 

 

５ 会議  ２ページから記載 
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（１）開会 

本委員会は原則公開で開催します。傍聴者用資料、傍聴席１０席、記者席６

席を準備し、進行させていただきます。傍聴者及び記者の方は、お手数ですが

受付手続きを行っていただき、傍聴用資料をご覧いただきますが、協議中の資

料でもありますので、お持ち帰りはご遠慮ください。 

 

（２）委嘱書の交付 

   太田委員に代表で委嘱書交付 

 

（３）市長あいさつ 

    皆さんには、所用多い中をご出席いただき、ありがとうございます。 

    このたびは、「第二次丹波市行政改革大綱」を策定するにあたりまして、「行

政改革大綱策定委員会」への就任につきましてご承諾賜り、厚く感謝申し上げ

ます。それぞれのご経験を基に、市民の視点で、また、大所高所からご指導を

お願いいたします。 

    特に、公募委員の４人の皆様にあっては、応募いただいた６人の中から、応

募動機、作文等による審査の結果、ご就任をお願いしようということで、大変

お世話になります。よろしくお願いします。また、今日は、関西学院大学の石

原俊彦先生におかれましては、本当に遠いところお世話になりましてありがと

うございます。先生は、皆さんご存じかと思いますが、国の総務省のほうの行

財政改革検討委員会の会議にも出られておりまして、全国あちこちの市がこう

いった会でご指導いただいとるという先生でございます。このたび、以前から

我々丹波市についてもいろいろとご指導を賜っておりまして、今回この第２次

の行革大綱につきましてもご指導いただくということで、特に地方行政のあり

方といった点で非常に造詣の深い方でございまして、今日遠くからお越しいた

だいております。ありがとうございます。 

さらに、金融機関のほうから専門的立場で来ていただいたり、あるいは各団

体のそれぞれ長の方にもお世話になったりしておりまして、非常に立派な方ば

かりの構成になりまして喜んでおります。 

さて、丹波市も合併して６年目に入りましたけれども、ようやくその総合計

画のほうも前期が終わって後期に入るということで、１０年計画のまちづくり

の折り返し地点を過ぎたところでございます。行革につきましても、第１次行

革の中で、合併いたしましたときに、各６町から持ち寄った借金を背負いなが

らスタートしたわけですが、１，０２５億でしたか、気の遠くなるようなお金

だなというようなことでしたけれども、おかげでそれもどんどん減りましたし、

また一方、毎年の予算・決算の中でも、非常に行革の一面も非常に有効に働き

まして、健全というところまでなかなかいきませんけれども、県下４１市町あ

る中ではまあまあいいところにおるんじゃないかというふうに思います。 
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そういったおかげでそのような状況でございますけれども、考えてみますと

これは国の制度ではございますが、今、国で事業仕分けをやりまして非常に人

気が高うなっておりますが、皆さん方にそれをお世話になるわけじゃないので、

大綱をつくっていただくわけでございますから。ですけれども、やはり厳しい

目で見て、将来これから一本算定に算定がえになりますし、特例やら合併特例

債のようなそういった合併したところでご褒美をやろうというような形のもの

が切れてきますので、２７年からそういった形で、３２年にはそういったもの

がすべてなくなるということでございますから、大変厳しい状況が目の前に来

る、そのことを十分承知をして、今からそれに向かってやはりこの丹波市が健

全な財政の中でいけるように考えていかなきゃならないという大きな命題がご

ざいまして、皆さん方に第２次ということで、折り返し点に当たりまして２次

の計画を立てていただくということになるわけでございます。 

時代の潮流というのか、そういう流れにマッチした丹波市のまちづくりを行

うためは、常に新しい視点に立って、こういう行政改革の視点というものをい

つも尺度に置きながら事業を展開していかないと、うっかりだらだらとやりま

すと他の市町でも新しいものをどんどんつくって、建ててというところについ

ては、非常に危機に面しておるというところでございまして、この間近畿の市

長会に行きましたら、１１１の市がございますが、非常に窮迫しているんだと

いう市が随分ありますね、やっぱり。そういうところでございますから、よほ

どしっかりした計画のもとに具体的な実施をしていかないことには、なかなか

将来を考えますと難しい。 

そこで、我々も３２年に焦点を置いて、今考えていかないといけないという

ふうに思っております。どうか、そういった点で第２次の行革大綱策定をぜひ

すばらしいものを策定いただきたいと、このように思っております。 

後になりましたけれども、大変再々の会議でまたお世話になると思いますが、

どうか皆さん方のご健勝を心からお祈りをし、さらには策定に向かってのいろ

んなご意見を賜りたいと、このように思っておりますので、どうかよろしくお

願いいたします。ありがとうございました。 

 

（４）委員紹介 

   自己紹介 

   市職員紹介（名簿により紹介） 

 

（５）行政改革大綱策定委員会の設置と所掌事務について 

    それでは、次に５の行政改革大綱策定委員会の設置と所掌事務についてを報

告させていただきます。委員会の「設置」と「所掌事務」につきましての確認

でございますけども、皆様に事前にお配りをしております参と書いてあります。

この参考資料という意味ですけども、「参－１」をお開きいただきたいと思いま

す。ここにありますのが、設置条例ということになります。この設置条例で、

第１条で設置ということでつくっております。将来にわたる安定した行財政基
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盤の確立に向けた丹波市行政改革大綱を策定するため、丹波市行政改革大綱策

定委員会を設置するというのが設置でございます。 

    その次に、第２条では所掌事務でございます。委員会は、市長の諮問に応じ

て丹波市行政改革大綱の策定に関し、必要な調査と審議をいただき答申をいた

だくということを所掌事務といたしております。 

    また、３条でございますけども、委員は先ほど申し上げましたけど、１５人

で構成をいたしております。 

    さらに５条でございますけども、委員長及び副委員長各１人の設置を規定し、

その選出の方法を互選によるということで規定いたしております。あと、会議

に庶務等が書いておりますが、また後ほどごらんいただきたいというふうに思

います。 

    それでは、５番の所掌事務につきましては終わらせていただきます。 

 

（６）委員長及び副委員長の選出について 

    ６番の、委員長、副委員長の選出でございます。この６は、先ほども申し上

げました条例の５条に基づくものでございますけども、どういった形でという

ことになるんですけども、互選ということが先ほども読ませていただきました

中にございます。互選という形でございますけども、何か皆様方から提案があ

りましたらお受けいたしますけど。 

    皆様方が初めてお顔を合わさられるということで、互選もし難いかなという

ふうに思いますので、事務局のほうで選出させていただいきたいかなというふ

うに思うわけですけども、ご承認いただけますでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

    ありがとうございます。異議がないというようなことで、それでは委員さん

をこちらの事務局のほうからお選びをさせていただきたいというように思いま

す。委員長に１号委員にお願いしております石原俊彦委員さん、副委員長に２

号委員でお願いしております村上康充委員さんにお願いしたいと思います。そ

れでは、皆さん拍手でご支援いただきたいと思います。 

（拍 手） 

    ありがとうございます。それでは、石原委員長、それから村上副委員長様、

どうぞ前の席のほうへ移動をお願いしたいと思います。着任早々大変失礼では

ございますけれども、委員長様、それから副委員長様のごあいさつをお願いし

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（７）委員長あいさつ 

○石原俊彦委員長 

    それでは、委員の皆さん、ご選任いただきましてどうもありがとうございま

した。改めまして、委員長を務めさせていただくことになりました石原でござ

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

ご紹介で、皆さん方のバックグラウンドとかを聞かせいただきまして、皆さ
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んのそれぞれの思いを持ってこの委員会にご参加ということで、頼もしく感じ

ております。行革は、先ほど市長のお話にもあったかもわかりませんが、一つ

一つの問題を取り上げて、事業仕分けのように進めていくわけでは、個人的に

はないと考えております。 

    そういう意味で、市の皆さん、部長の皆さん並んでおられますが、説明者と

して、こてんぱんにされることはないかと思いますので、ご安心いただいてご

参加いただきたいと思いますが、ただ、行革はやっぱり全体の目線でやってま

いりますので、一つ一つについて皆さん強いご意見を持ちかもしれませんが、

委員長としては最終的には全体の観点から結論、あるいは皆さん方の合意形成

を場合によっては多数決等をとらせていただいて、進めさせていただくことに

なるのかな、そんな感じで思っておりますけれども、できるだけ皆さん明るく

元気に前向きに、特に業務改善のお話なんかも小谷さんから出てまいりました

が、基本的に明るくやるというのがモットーでございますので、お力添えいた

だきたい。特に、若い、すみません、ちょっとお名前、そのうちに覚えますが、

若手、植木さんですか、すみません。ぜひ期待しておりますので、若い観点か

ら。年寄りばかりですから、３０未満を代表するようなイメージでご意見をい

ただければと思います。 

    それから、設置要綱の５条、３条の中に、私が事故に遭うとか、欠けるとい

うような文言があります。事故にはめったに遭わない、ただ、海外にはよく行

ってますので、遭うかもわかりませんが、ただ欠ける、欠席する場合もあるか

もわかりませんので、副委員長、またそのときはどうぞよろしくお願いしたい

と思います。ということで、ちょっと副委員長のほうにもマイクを回させてい

ただきたいと思います。 

○村上康充副委員長 

    商工会の村上ですけれども、石原委員長の冒頭の委員長あいさつの中で、も

う十分皆さんお分かりと思いますけれども、私も１００％依存しておりますの

で、ほとんど事故がないと信じておりますので、本当に補佐というか、横にお

るだけで、勉強させていただきたいと思います。ひとつよろしくお願いします。 

 

（８）諮問 

   丹波市長 辻 重五郎 より 石原 俊彦 委員長へ諮問 

 

（９）報告事項 

○石原俊彦委員長 

    それでは、中身に入らせていただきたいと思いますが、皆さん次第をごらん

いただきたいと思います。８番のいま市長さんから諮問をいただきました。そ

の次の９番でありますが報告事項ということで、今日はこれまでの丹波市の行

革全般に対する取り組み、それから現行の財政、将来の見通しと、こういった

お話いただきたいと思っております。 

    少し時間的に詰まってきておりますが、（１）番の第一次行政改革の取り組み
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状況等についてということで、こちらは行革推進課長のほうからご説明いただ

きたいと思いますのでよろしいでしょうか。お願いします。 

 

１）第一次行政改革の取り組み状況等について 

○行革推進課長 

    失礼いたします。それでは、報告事項の（１）第１次行政改革の取り組み状

況等につきましてご説明をさせていただきます。説明のために予定しておりま

す時間の関係上、要点を絞らせていただきますので、あらかじめご了承くださ

いますようお願い申し上げます。 

既に、先に配付させていただきましたこちらの綴じファイルをお開きいただ

きましてご参考いただきたいと思います。その中の「参－２」、「参－３」と書

いてある、開けていただきますと資料２、資料３というふうに打ってあると思

うんですけど、こちらのほうからまず説明をさせていただきたいと思います。

こちら資料２につきましては、前回の丹波市行政改革大綱、資料３につきまし

ては丹波市行政改革実施計画でございます。資料３のこの実施計画は、大綱に

基づき毎年度その進捗状況と新たな取り組み項目を追加するなど、毎年度見直

しを行い、これを公表しております。 

続きまして、「参－４」資料４のほうをごらんいただきたいと思います。こち

らは、丹波市行政改革実施計画の検証結果でございまして、昨年度に行い、議

会報告後こちらも公表を行っておるものでございます。検証結果を含めまして、

第一次行政改革の取り組み等をこの資料４のほうで説明をさせていただきます。 

２ページをお開きいただきたいと思います。「はじめに」のところからでござ

いますけれども、第１次行革大綱の目標とするところも含んでおりますので、

内容のほうを一部朗読させていただきます。「本市では」から始まるところでご

ざいます。 

（途中）合併によるスケールメリットを最大限に活かし、限られた財源で大

きな効果を生み出していくため、現状の事務事業、行政機能を見直すとともに

新たな施策の展開に向け、徹底した行政改革に取り組んできたものです。 

「行革大綱」に示すとおり、行政改革は単にコストの縮減や削減だけを行う

ものではない。行政と市民の役割分担を明らかにし、パートナーシップによる

まちづくりを推進するとともに、コスト意識、成果意識、競争原理など民間の

発想を生かした行財政経営への転換を進め、市民ニーズに応じた、より良質な

サービスを迅速かつ効率的に提供していく新しい行政のシステム構築を基本目

標として取り組んでまいりました。 

そして、後段のほうでございますが、検証の目的としまして過去４年間の行

政改革の実績を振り返るとともに、新たな課題を整理し、第２次行政改革大綱

及び実施計画の策定に向けた検証結果をここに示すとしております。 

主な内容をご説明申し上げます。３ページをごらんください。対象は、行政

行革実施計画に示しました１０１の実施項目で、平成１８年度から２１年度の

４カ年で、平成１７年度は計画策定以前の取り組みのため除外をいたしており
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ます。 

検証方法につきましては、担当者評価で実施計画に示す個別の内容、述べ５

８５の各取り組みの達成状況について、担当者とのヒアリングより実施してい

ます。この担当者の自己評価結果をもとに、４ページから５ページにあります

実施項目１０１の達成状況を検証し、事業の進捗率だけでなく、表にございま

すように５つの段階に区分いたしまして達成度評価を行っております。 

資料では、６ページに行革効果額を、８ページから各実施項目の検証結果を

載せておりますが、一例としまして８ページの大きい１番、事務事業の見直し、

（１）事務事業の整理・合理化、①番事務事業の改善では、全体としまして一

部未実施。【主な達成項目】では、達成した主な事務事業等の内容を挙げ、最後

に検証としてヒアリング等で明らかとなった成果や課題について簡潔にまとめ

させていただいております。 

続きまして、「参－５」資料５をごらんいただきたいと思います。こちらは、

概要版でございます。こちらも市のホームページに掲載したものでございます。

表紙の右側に５年間の行政改革効果額約８３億２，０００万円、これは注意書

きにもありますように、主に累積額として示させていただいております。全体

の効果額の中で最も多いのが定期管理の適正化や職員給与や手当てなどの給与

の適正化で、これが６３％、次いで経費の節減・合理化等財政の健全化で２０％

でございます。 

裏面をごらんください。実施計画では、１０１の実施項目を示して取り組ん

でまいりましたが、１００％できたかといいますと実際のところはそうはいか

ず、やはり計画期間内に目標まで届かなかった取り組みもございました。達成

できなかった主な内容、達成できた主な内容について整理をいたしております。 

また、施設の見直しつきましても民間に管理運営を任せる指定管理制度、地

元自治会などに譲渡をしてまいりました施設、あるいは廃止となった１９施設

を挙げております。 

下段の表は職員数、人件費の推移と繰り上げ償還をグラフ化したものです。

職員数は、合併により仕事が集約されるというスケールメリットが働く部分で

ございまして、市は勧奨退職制度や新規採用職員の抑制などによりまして、平

成１７年度から平成２１年度末にかけて１４．９％を減少させてまいりました。 

第一次実施計画では、平成２７年度４月１日時点で６００人を目標に計画的

に進めておりますが、２１年度末段階では目標を上回っている状況でございま

す。関連する人件費についても９％の減少をすることができております。 

続いて、繰り上げ償還は行革で生み出しましたお金を、過去の借金を繰り上

げて支払うことで、後の世代の借金返済を軽減しまして、あわせて本来支払う

はずでありました毎年度の利子を払わなくてよいようにする方法でございまし

て、これまで約６０億円の繰り上げ償還を行い、６億円以上の利子を浮かすこ

とができております。 

以上が検証結果でございますが、行革の効果は行革に取り組んだことにより

まして、当初の大幅な財政悪化を回避し、これまで各年度において実質的な黒
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字の決算状況を生み、また平成１７年当時は発生していなかった地域医療問題

に代表されるように、新たな行政課題に対しても取り込むことができる財源を

生み出してきたものとなっており、達成できなかった項目もございますが、一

定の成果があったものと評価をいたしております。 

市では、こうした評価結果から５カ年の第１次行政改革大綱の期間終了後も

引き続き行政改革が必要としまして、新たな行政改革大綱等が出来上がるまで

は、前大綱と計画を継承して進めるとして整理したものが、続きます資料６の

平成２２年度の取り組み内容でございます。１ページをごらんください。これ

までの取り組みを踏まえた概要を挙げております。４ページをお開きいただき

ますと、２２年度の効果額の目標額として約５億６，８００万円を予定いたし

ております。個別の内容の説明は時間の都合上省略させていただきます。 

次に、「参－８」資料８と、「参－９」資料９でございますが、こちらは市の

総合計画後期基本計画とその概要でございます。説明は、「参－９」資料９でさ

せていただきたいと存じます。まず、１ページをごらんいただきたいと存じま

す。初めに、総合計画の構成等につきまして触れさせていただきます。丹波市

の総合計画は、１０年間の基本構想と前後５年間の基本計画により構成をいた

しております。基本構想は、恒例の規定に基づき市町村の長期的、総合的な展

望に立って、将来の目指すべき方向性を示したものとなっております。 

また、基本計画につきましては基本構想部分の基本的な考え方や施策の対抗

を継承したものとなっておりまして、このたび前期基本計画の終了を迎えるこ

とから、後期５年間の基本計画策定されたものでございます。その基本構想で

ございますが、１ページ下段に記載いたしておりますとおり、丹波市の目指す

姿といたしまして、将来像は人と自然の交流文化都市、丹波市都市圏の形成を

目指し、将来目標人口を７万人、平成２７年３月末時点と挙げております。基

本理念として、３つの基幹となる考え方をとらえております。さらに、２ペー

ジをごらんいただきますと、上段でございますが、基本理念を踏まえた具体的

目標として、６つの基本方針を定めております。 

続きまして、２ページの後期基本計画の策定に当たってでございますが、市

では市民アンケートを実施し、大きく変化してきた社会動向や丹波市の置かれ

ている現状を改めてとらえ直し、本市が抱える新しいまちづくりに向けた課題

を２ページの下段に挙げております７つに集約をいたしました。 

続きまして、３ページから４ページでは総合計画の体系図でございます。 

続いて５ページをごらんください。リーディングプロジェクトでございます。

リーディングプロジェクトとは、限られた資源の中で選択と集中の視点に立ち、

今後５年間で先導的な役割を果たすもの、合併の効果を最大限に発揮すること

が期待できるもの、実行することによってさまざまな分野に波及し相乗効果を

もたらすものとして位置づけたものでございます。 

５ページから８ページにおきまして、プロジェクトの目指すところと具体的

な取り組み内容をお示しいたしております。後ほど本文をごらんいただきたい

と存じます。ここに挙げております７つのリーディングプロジェクトすべてを
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なし得てこそ、丹波市の将来像が実現するものと考えており、すべてのリーデ

ィングプロジェクトは関連し合うものであり、一つも欠けることなく推進して

いかなければならないと認識いたしておるところでございます。 

次に８ページをごらんいただきたいと存じます。ここからは、基本方針に基

づく施策の大綱を示しております。６つの基本方針を柱としまして、３４の施

策についてその内容を記載いたしております。本文におきましては３４政策ご

とに現状と課題、政策の目指すもの、シンボル指標として記載しております。

特に、今回の後期基本計画では１１ページの７で記載のとおり、組織体制と財

政運営の二つの政策について、新たに後期基本計画を効率的に推進するために

という章を設けておるところでございます。 

以上が後期基本計画の概要でございます。今後５年間、この基本計画に基づ

き、各施策を着実に展開し、市長が所信表明で申し上げておりましたとおり、

だれもが住み続けたいまちの実現に向けて取り組みを進めようとするものでご

ざいます。 

ここで、総合計画と行政改革の関係について補足説明をさせていただきます

と、市では総合計画がまちづくり偏であるのに対しまして、これを実現させる

ために必要な財源を生み出す取り組み、これが行政改革であると位置づけて考

えておるところでございます。 

最後に、「参－１１」資料１１でございます。こちらは昨年職員が街角で直接

市民の皆さんに聞き取りを行ったアンケート結果の概要版と調査結果報告書で

ございます。市民の皆さんが、行政の取り組みに対してどのぐらい満足してい

るか、また今後の取り組みで重要と思っておられるのは何かなど、行政評価の

成果指標としても活用していくために行ったものでございます。直接の聞き取

りのため、回答数も多くはできなかった面もございますが、内容については非

常に参考となるものでございました。中身の説明は省略させていただきます。

後ほどごゆっくり内容ご確認いただきたいと存じます。 

以上で、第一時行革等の説明とさせていただきます。詳細内容につきまして

は、本文をまたご覧いただきたいと存じます。失礼いたしました。 

○石原俊彦委員長 

    ありがとうございました。それでは、４時をちょっと回りまして、足立委員、

中座されるとのことで、もし何か一言あれば。たくさん過ぎてよわからんなと

かいうことで帰っていただくことになるかもわかりませんが、残された委員さ

ん、もっとたくさんありますので。よろしいですか、一言。 

    はい、それじゃご都合に合わせて中座いただいて結構でございます。 

    それでは、事務局のほう、細かいところはまた追って説明をしていくという

発想もあろうかと思いますので、委員の皆さん方に少々市のあるいは取り組み

等をご理解いただければという、そういう視点ではしょってやっていただいて

もいいのかなと思います。 

    それでは、続きまして、次第報告事項２つ目でありますが、財政収支見通し

についてということで、これは財政課長さんのほうからお願いしたいと思いま
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す。 

 

２）財政収支見通しについて 

○財政課長 

    失礼をいたします。この回につきましては、当然財政の課題の議論というも

のが必須かと思います。正式なメンバーではないんですけれども、担当させて

いただくこととなりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

私のほうから、財政収支見通しのまず概要と、なぜ行政改革が必要であるか

といいました点について簡単に説明を申し上げたいと思います。おおむね１５

分程度で終わりたいと思っておりますのでよろしくお願いします。 

最初に、配付資料につきまして説明をさせていただきます。既に事前配付し

ております「参－７」資料７のところには３種類の資料を配付しております。

なお、本日の説明につきましては、本日配付しました資料１回－７①という資

料がございます。これを中心に説明をさせていただきまして、事前配付の分に

ついては時間ございましたら補足の説明をさせていただく程度で、それよりま

た目を通していただきましてご質問等がございましたら改めてお聞きしていき

たいと思いますのでよろしくお願いをいたします。 

では、まず本日配付しました資料のちょっと後ろからになるんですけども、

３ページをお願いしたいと思います。「財政収支見通しと課題」と題しておりま

す資料でございます。この資料は、平成２２年度予算ガイドにも掲載しており

ます資料で、財政収支見通しと課題をまとめたものでございます。収支見通し

につきましては、平成２１年度から普通交付税の合併特例措置がなくなる平成

３２年度までを一般財源ベースで毎年等決算の確定後に作成をしていていくも

のでございます。本年度につきましても、平成２１年度の決算が固まり次第、

９月を目標に作成をする予定となっておりますので、今回の資料につきまして

は、昨年度策定の資料での説明とさせていただきます点、よろしくお願いしま

す。 

なお、先ほど言いました一般財源ベースの意味なんですけども、これにつき

ましては歳入の中に国庫補助金とか県補助金、建設なんかに係ります地方債、

分担金とか負担金など、こういったものは特定の目的に使用する財源になって

おります。こういったものを控除して金額を集計したものであるというご理解

をお願いしたいと思います。つまり市税とか地方交付税など、自治体が自由に

使える一般財源というものがございます。そういった視点で、人件費や扶助費

などに、そういったいろいろな経費にどれぐらい一般財源が必要であるかとい

った視点から、歳入歳出の推計の推移を見るものでございます。 

例えば、昨年、一昨年としては、国の臨時的な補助金で例えば定額給付金と

いったものが出た場合には、当然総額が膨らむこともございますので、そうい

った変動する要因を除いたもので集計しているというご理解でお願いしたいと

思います。 

それでは、最初にこの中段のグラフをごらんいただきたいと思います。これ
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は、平成７年度から平成３２年度までの普通交付税の推移をあらわしたもので

ございます。この中には、市が借金をしまして資金手当をする臨時財政対策債

というものを含んだ数字であるということでご理解いただきたいと思います。 

普通交付税の交付額なんですけども、平成２０年度から平成２７年までは、

おおむね１２０億円台で推移する見通しでございますが、平成２７年度から５

年間では段階的に減額となります。結果的には平成３２年度以降は約３０億円

以上の減収となりまして、９０億円台まで減少する見通しとなっております。

なお、グラフの濃い部分、ここにつきましては合併特例債や臨時財政対策債な

どの元利償還額、返済額ですね。返済額に対しまして交付税で加算される部分

となっております。また、薄い部分、これが本来の行政サービスに使用する部

分がございまして、その行政サービスに対する部分から３０億円以上が減額と

なるということのご理解をお願いしたいと思います。 

結果としまして、下のグラフのとおり平成２９年度から収支不足、つまり赤

字となる見通しとなっております。平成３２年度にはその額が１０億７，４０

０万と見込んでいるところでございます。これは、定員適正化計画の実行に伴

います人件費の削減の見込みや、繰り上げ償還によります公債費の抑制、社会

資本整備などの投資的経費の抑制を見込んだ内容となっておりまして、そうい

った取り組みを行ってもさらに財源不足が生じることを表しております。 

また、この財政運営の課題としまして説明をしておりますが、この収支見通

しにつきましては健全性を維持するために、毎年度軌道修正を加えながら、今

後の財政運営の指針としまして、先ほども言いましたように見直しを行ってい

るところです。また、しかしながら各算定がございます年度の国の予算措置と

か、経済情勢の変動によりまして、前提条件というものの変更を伴います算定

数字につきましては、毎年度変動する点もございますので、ご理解をお願いし

たいと思います。 

次に、後ろのページの４ページをごらんいただきたいと思います。丹波市財

政収支見通しのポイントとしまして、要点をまとめたものでございます。ダブ

る面もございますが、まず最も大きな課題でございます普通交付税の減額、こ

れにつきましては平成２７年度から始まります。まず、平成２７年度に３０億

円の１０％である約３億円がマイナスとなります。順次、平成２８年度が３０％

の９億、２９年度が５０％の約１５億、３０年度７０％の２１億、３１年度９

０％の２７億、結果的に平成３２年度から完全な一本算定となりまして、３０

億円以上の減収となる見込みであるというところでございます。 

次に、収支不足の見通しにつきましては、①②にも書いておりますけれども、

２９年度から赤字となるというところと、３２年にはそういった取り組み、人

件費や投資的経費の大幅な抑制をしても、１０億円の収支不足を生じるという

ところがポイントとなります。また、③で書いておりますとおり、平成２１年

度以降の行革の取り組みとしまして、職員数の削減とか繰り上げ償還を行わな

い場合の影響額を一応試算しております。その場合には、さらに平成３２年度

の不足が約２９億円まで大幅に拡大するという見通しも立てております。 
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次に、市債の残高や基金の残額につきましては、①から③のとおりでござい

ますけども、同じく行革に取り組まない場合には平成３２年度において市債の

残高では、３１４億と見込んでいるのが３３５億までふえるということと、基

金残高では９８億が４０億まで減少するという見込みになっております。 

次に、行政改革の必要性につきまして説明をいたします。まず、今後の課題

としまして何点か挙げております。まず①には収支不足の解消、収支の均衡を

図るために具体的な取り組みの早期の検討が必要であるというところです。ま

た、②、③としましては、基金の取り崩しにも限界があるということ、また経

済情勢の変動等によりまして、収支は悪化することも予想されるということで

す。それと、④に書いておりますように人口の減少というものがございます。

市税とか交付税の減収としての影響が出てくる心配もございます。また、⑤、

⑥、先ほども減債基金ということでのお話がありましたけども、国の財政状況

が非常に厳しい中、中長期的に安定した地方財政予算について継続して確保し

ていくということが非常に困難であると思われるところでございます。 

以上のことから、財政運営を大型船の操縦に例えますと、早い段階からの舵

取りというものが必要といえます。直前での方向転換というものは非常に困難

でございます。先送りをすることなく、早い段階での方向性の確認と実行が重

要と考えております。 

次に、丹波市の行政改革の今後の取り組みの方向性についてということで説

明を申し上げます。４点挙げております。まず１つ目、①としましては人件費

の抑制でございます。これは、定員適正化計画に基づきまして、継続して取り

組む項目と考えております。 

次に２つ目、②公債費の抑制です。これも繰り上げ償還の計画的な実施と投

資的経費の抑制に努めながら、継続して取り組んでいく必要があると考えてお

ります。特に合併特例債の発行可能期限５の事業計画等につきましては、施設

のあり方等が大きく影響するものと考えております。そういった意味での早い

段階での方向性の決定というものが必要であると言えます。 

以上の２項目が従来の５年間の取り組みを基礎に、減少の見直しを行いなが

ら取り組んでいく項目と考えております。 

次に３つ目、③としましては事務事業の見直しによる一般財源の効果的、効

率的な活用についてのそういう方向性の検討が、特に今回議論していただく中

での最も重要な項目の１つといえます。事務事業の優先順位を明確にしまして、

廃止や縮小も含めた議論というものが必要かと考えます。 

次に４つ目、④ですが、旧町でそれぞれ整備を行ってきました施設の見直し

というものが大きな課題といえます。集約化、統廃合等に向けました具体的な

検証、検討が必要でありますともに、維持管理経費の削減とか施設更新経費の

抑制などの中長期的な観点からの方向性の確認、決定が必要であると考えてお

ります。 

最後に、１ページのほうに戻っていただきたいと思います。ここにあります

ように、ここでの丹波市において行政改革が必要な理由としまして、再度具体
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的な項目、課題についての説明等をさせていただきます。まず、上段に記載の

とおり今回の第２次行政改革大綱につきましては、平成３２年度までに「地方

交付税３０億円の減少に対応できる丹波市へ」を基本目標としております。こ

のままでは人口が減少し、かつ国からの交付税も減少し、財政的にますます厳

しい状況になることが予想されます。よって、持続可能で将来の世代に夢をつ

なげていけるような市政運営が求められているというところでございます。 

しかし、現実的な課題としまして、左上の表のように人口の減少が挙げられ

ます。兵庫県が公表しております将来推計人口では、グラフのとおり平成１７

年度の国勢調査人口７万８１０人から平成３２年度には約６万３，０００人ま

で減少をする予測となっております。これは先ほども言いましたが、将来の市

税の収入であるとか、地方交付税の算定にも大きく影響がある数値としまして、

ご認識をお願いしたいと思います。 

次に、平成２０年度決算に基づく丹波市財政分析表というものをごらんくだ

さい。左の下の表でございます。レーダーチャートと言われるものでございま

す。これは、現在丹波市の財政状況を類似団体の平均都市と比較としまして、

現状を客観的に分析するものでございます。結果的には、合併後の行政改革の

効果としまして、人件費とか公債費は類似団体の平均とほぼ同程度の水準にあ

ると分析ができます。詳細については次の後ろのページ、Ａ３版の折り込みの

ほうをつけております。これで、基本的には太線の指数、太線のほうが指数１

００の枠の外にある場合、これが健全度が高いということが判断できるグラフ

となっております。１件１件お話したらいいんですけども、また後ほど見てい

ただいて確認をお願いしたいと思います。 

次に、もう一遍繰り返しになりますけども、地方交付税の減少ということで

す。この収支見通しの中では、平成２６年度の見込み額と比較しまして、ここ

では３４億円が減額となるということが出ております。経済情勢とか人口の変

動によりまして、減額の幅についても変動がありますので、今後も毎年度見直

しを行いまして、検証を行ってまいりたいと考えております。 

最後に右下の表をごらんください。表題がちょっと抜けておりますが、これ

は普通会計の収支見通しのうちの歳出の性質別の推移をあらわしたものでござ

います。特に太枠で囲んでおります経費で、その中での福祉関係の扶助費、施

設管理経費や委託費などの物件費、各団体や市民への扶助費など、そういった

項目を中心に特に今回の委員会の中で方向性の議論をお願いしたいと思ってお

ります。 

したがって、人件費、扶助費、設備投資、物件費、補助費等の考え方を書い

ておりますのでまたご一読願いたいと思います。 

以上が私からの説明でございます。不明な点とかわかりにくい点も多々ある

かと思いますけども、また改めましてご質問をいただきながら、不足しており

ます点の説明をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたし

ます。 

以上です。 
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○石原俊彦委員長 

    ありがとうございました。委員の皆さん、今、財政課長さんから説明ありま

したように、合併を皆さんされたわけでありますが、よく合併して何もよくな

らなかっとおっしゃるんですが、合併したから何も悪くならなかったというふ

うに理解していただいたほうがいいんです。皆さんの自治体だったらこの２７

年から入りまして３２年からものすごく交付税、難しい言葉ですが、紐つきじ

ゃない何に使ってもいい補助金が政府からもらえるわけです。この交付税が３

２年、これから１０年後にはここにありますように約３０億減るんです。これ

が１０年なり１５年の間減らされないで続いたのが合併の効果なんです。だか

ら合併したからいいことがあるというのは、やっぱりちょっときつく言うと甘

い発想でありまして、合併したから何も特段悪くならなかったと。しかし、合

併しても１０年、１５年経ったら３０億減るんです。 

企業の方たくさんおられますが、平成３２年になると、このままでいくと３

０億毎年赤字です。そのときの貯金は１００億しかないです。ということは３

年、多く見積もって４年で貯金はなくなります。次の年からは完全に赤字だし、

その赤字を埋める貯金はないです。 

きょう、説明ありませんでしたが、地方財政健全化法というのがありまして、

私の想像ですが、赤字の金額から３０億も出ちゃうとここは即夕張になります。

夕張になっちゃうと悲惨になるというのは、皆さん方、新聞報道でご存じだと

思います。そうならないように、行革をしていかなければならないんです。収

入はふやしたいんですが、課長からご説明がありましたように人が減ります。

高額所得者が入ってきて、たくさんお金がやってくればいいんですが、それは

なかなか難しいだろうと。だから、収入をふやすというのは、企業とは違いま

して役所の場合は非常に厳しいです。そうすると、経費、コスト、無駄な出費

を減らすしかありません。だけどもうかなりやってます。借金の繰り上げ償還

もかなりやってます。 

企業経営だったら、金利が下がってきたら借金返済したらいいじゃないかと

おっしゃいますが、地方自治体の場合は縁故債、地方債というくくりになって

ますので、ひどく言うと役所が借金を返したいと言っても、いえ契約どおり払

ってもらわな困りますという世界なんです。もし繰り上げ償還したかったら相

当のペナルティなんです。そういう交渉を財政担当の方のご尽力で６億、７億

減らすのはこれすごいことなんですよね。そういうことをやってきてます。し

かしやってますが結果として３２年になると、このままでいけば４年、５年で

もうアウトというデータが出てます。 

だから皆さん力を合わしていただいて行革しなければいけない。というか、

行革というのは、行政サービスの水準は下げなければいけないですけども、市

民サービスの水準は維持していきたいわけですね。そうすると、赤井委員さん

とこみたいにＮＰＯですね、行政の下請けというのではなくて、例えば福祉と

か介護とか、社協もおられますが、そういう世界は場合によったら役所の皆さ

ん方がされるより、ＮＰＯとか社協の皆さんのほうがプロかもわからない。プ
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ロが安くしてくださるんだったら言うことないですよね。そういうふうなとこ

ろを見いだしていこう。 

それから、合併している間は合併特例債といって、事業充当率９５％、交付

税７０％というんですが、１０億の箱ものを５，０００万円の身銭があったら

建てれるんです。だけど、９億５，０００万借金してますね。将来返さなあき

ません。だけど７億は国が面倒見てくれるんです。これが合併の飴です。しか

し、これに乗ってやっちゃうと、御市だって３２年になるとあと何もない。施

設をつくっちゃうと維持経費がかかります。施設をつくっちゃうと人の人件費

がかかります。それで失敗するからひどい目に遭うわけです。そういうのを丹

波はやっておられない。 

だけど、それをしてなくてもこういう状況になってきているので、皆さんの

お知恵を拝借し、ともに痛みを分かち合いつつ、だけどＮＰＯとか社協とかそ

ういう方たちが新しい公共を創出する。そういう仕組みを皆さんで考える行革

の大綱ができないかというのが、委員長としての一つの進め方でございます。

後から、皆さんにご質問いただく時間をぜひとりたいと思いますので。 

    それでは、次に１０番協議の進め方ということで、これは事務局のほうから

お願いいたします。 

 

（１０）協議の進め方 

○事務局 

    それでは失礼いたします。本日のお配りしております次第の６ページ、７ペ

ージ、８ページをごらんいただきたいと思います。協議の進め方ということで、

事務局のほうから提案をさせていただきます。６ページに策定までのスケジュ

ールということで記載をさせていただいております。本日、５月２６日第１回

の委員会を開催いただいております。６月に第２回目、７月に第３回目、８月

に第４回目、９月に第５回、１０月に第６回ということで、おおむね６回の会

議の開催の中で、効果的なご審議を賜ればありがたいなというふうに事務局と

しては考えております。その進め方といたしまして、後に大綱案について説明

をさせていただくわけですけども、今回の大綱につきましては、人、モノ、お

金、時間、情報という５つの行政経営資源ごとに改革のテーマをまとめており

ます。 

例えば、本日ですと５月２６日に大綱案全体の説明と、人の部分についての

ご提案をさせていただく。次回に、本日聞いていただいて次回にいろいろと人

の部分についてご審議をいただくと、そしてその６月にはその次のモノについ

て提案をさせていただいて、次回７月にモノについてのご審議をいただければ

というふうに考えております。その間、こちらから説明をさせていただいて、

次回１５日締めにそれぞれ一改革、今回でしたら人改革についての質疑につい

て、委員さんのほうから事前にご質問をお受けしておければ、詳細に回答もで

きるのかなというふうに考えております。 

また、その回答に当たりましては、本日も各部長出席をしておりますが、推
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進本部会議を開催し、内部で十分議論をしていきながら、その回答についても

検討していきたいというふうに考えております。 

その下、パブリックコメントと書かせていただいておりますが、委員さんの

ご審議のほか、市民の皆さんからもご意見をいただくということで、８月ごろ

にはパブリックコメントも考えております。そして、ご審議とあわせまして、

市内部では実施計画の策定、また取り組み内容の説明ということで、大綱をさ

らに具体的に進めていくために実施計画を策定する、また各年度の取り組みに

ついての審議も各課長、また担当の係長等を交えて、それらの作業も進めてい

きたいというふうに考えております。 

そして、一番下に議会と書かせていただいておりますが、できましたら９月

の定例に議会へ一旦審議の状況を報告させていただき、１２月に議会のほうへ

提案をさせていただければなというふうに考えております。 

７ページのほうでは、各会議のそれぞれ委員会での会議の流れを書かせてい

ただいてます。おおむね２時間の会議の中で進めていただければというふうに

考えております。本日、少し時間も押してきておりますけれども、午後５時を

めどに、会議が進行できればなというふうに考えております。 

そして、６月３０日には先ほど申し上げましたとおり、人についての事前の

質疑の議論をいただいて、人についての自由議論、そしてモノ改革についての

提案を次回さしていただくという形で進めさせていただければというふうに考

えております。 

そして、８ページに質疑報告書ということでつけさせていただいております。

お手元のほうにも５枚ばらで本日つけさせいただいておりますけれども、ご質

問がありましたらこのペーパーで事務局のほうへ事前にご提示いただければ、

次回に回答させていただくという形にさせていただければというふうに考えて

おります。 

以上でございます。 

○石原俊彦委員長 

    ありがとうございました。 

    それでは、今、この委員会の進め方について、事務局のほうからご説明があ

りました。この後、人ということでご説明をさせていただきますが、今回ご説

明させいただきました内容について、次回いろいろとここで議論さしていただ

きたいという工夫です。普通はここで説明さしていただいて、さあご意見をと

いったってそれは無理なものですし、先ほどご意見ありましたように、それは

もう市民をかかわらした形だけだろうと言われても仕方がありませんので、そ

うではなくここで１回説明さしていただいて、質問票の出し方なんかもいまご

説明がありました。お手元に紙も配らせていただいてますので、じっくりやっ

ていただきまして１回目に勉強して、そのときに議論をするという進め方が公

式でございます。 

    ですから、皆さんすみません、きょうは余りお話していただく機会がないん

ですが、次回からたっぷりと時間をとりたいと思いますのでご了解いただきた
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いと思います。それでは、１１番いよいよ協議事項でございますが、１）で、

２次になりました。丹波市行政改革大綱（案）についてということの①ですが、

大綱案の説明を事務局のほうからいただきたいと思います。どうぞよろしくお

願いします。 

 

（１１）協議事項 

  １）第２次丹波市行政改革大綱（案）について 

○行革推進課長 

    失礼いたします。それでは、大綱案につきましてただいまからご説明を申し

上げたいと思います。時間が予定では５時までということでございますので、

ちょっとスケジュールが若干ずれてきております。できるだけ要点を要約して

説明のほうを急がさせていただきたいと思います。 

第二次丹波市行政改革大綱（案）につきまして、提案のご説明をただいまか

ら申し上げます。まず、１ページをごらんいただきたいと思います。こちらは

ホームページでございます。まず、全体のこちらの第二次行政改革大綱（案）

です。こちらをごらんください。１ページをごらんいただきますと、目次でご

ざいます。全体の構成としまして、行政改革の取り組みに向けてという題にい

たしております。１で行政改革の必要性、２番基本目標、３番計画期間、４番

推進体制、５番検証とさせていただいております。 

続いて、基本項目としまして、１．人、２．モノ、３．お金、４．時間、５．

情報の５つの基本項目を挙げ、最後に行政改革大綱体系と用語解説を差し挟ん

でおります。 

２ページをごらんください。行政改革の必要性でございますが、これまでの

第１次改革から検証結果、またただいま財政課長のほうから収支見通し等の中

で、概要等につきましてご説明をさせていただきました内容が、この２ページ

のほぼ全体の中で述べられております。後ほどお目通しいただきたいと思いま

す。 

そして、ちょうど下から８行目あたりのところで、先ほど申し上げました基

本構想等のところを実現させるためにということで、「時代の潮流をしっかりと

見据えながら」というところを朗読させていただきたいと思います。 

「時代の潮流をしっかりと見据えながら、地域活力の創造や生活の豊かさの

実現、交流人口の拡大、家庭と地域の再構築、安全・安心の確保など、少子高

齢、人口減社会におけるさまざまな地域課題の解決や、地域の個性と特性を活

かした地域づくりに、合併による支援措置がある特例期間において全力を挙げ

て取り組み、将来にわたって安定した成熟した丹波市づくりに向けて取り組む

必要があります。行財政改革への取り組みは、まさにその基盤枠組みづくりで

あり、この行政改革の手を緩めることなく実行し、将来にわたりだれもが安心

して暮らすことのできる丹波市の実現を目指すものです」というふうに、行政

改革の必要性をうたっております。 

続いて３ページをごらんください。２の基本目標でございます。基本目標は、
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「平成３２年度までに地方交付税３０億円の減少に対応できる丹波市へ」とし

まして、その考え方を、「本大綱に示す基本項目は平成２７年度から地方交付税

が逓減され、平成３２年度には市の一般会計が３０億円減るという、厳しい財

政状況を乗り越えるために必要な取り組みを体系化し、計画的に取り組みます。

その中で特に重要と考えるのは、戦略的な施策展開と効果的な行政経営資源、

人、モノ、お金、時間、情報の配分です。行政が行う事業において評価を行い、

トップマネジメントによる成果を重視した仕組みを確立します。」といたしてお

ります。 

また、健全財政を確保していくため、その目安となる財政指標を設定し、計

画的な財政運営を行うとともに、公会計制度に新たな指標を用いた分析結果や、

行政評価の結果等を予算編成に反映し、質の高い財政運営を行いますことを基

本目標とします。 

（２）番の目標数値でございます。地方財政の重要なフロー指標と言われる

実質公債比率と、ストック指標と言われます将来負担比率、そして人件費の割

合、自由に使える予算の収支比率の４つの指標につきまして、２０年度の実績

数値を推計させ、２６年度に現状からさらに好転させることを目標といたして

おります。 

指標の正しい説明につきましては、１１ページ、１２ページの用語解説をご

らんいただきたいと思います。 

目標数値の下の参考でございますけれども、市の予算規模を３０億円の地方

交付税が減少した場合の想定予算規模を載せております。算定方法は、合併し

ていない、または影響の少なかった他市の団体を抽出いたしまして、1 人当たり

の平均的な行政経費を算出し、本市の将来予想人口を掛け合わせたものでござ

いまして、これぐらいの予算規模にならなければ、以後の財政運営は非常に厳

しいものになるということが見込まれるというふうに考えて出させていただい

たものでございます。これはあくまで総額の予算でありますことから、必ずこ

の額になるというものではございませんので、参考といたしております。 

３の計画期間でございますが、２６年度までの５年としております。 

４の推進体制は、具体的な大枠の推進を図っていくために、庁内に丹波市行

政改革推進本部の設置とプロジェクトチームを設けて、この大綱に基づく実施

計画の策定と進行管理を行っていくことといたしております。 

５の検証でございますが、具体的な改革に取り組んでいくため、実施計画を

策定いたしまして、第１次行革で構築いたしました計画、実行、検証、活動の

ＰＤＣＡサイクルを取り入れた行政法評価システムをもって検証してまいりま

す。 

４ページの基本項目は、限られた行政経営資源の配分をと、事業の整理、合

理化へと題しまして、厳しい財政事情の中で事業の必要性や緊急性等の観点か

ら、取捨選択を行い、総合計画が目指す将来像の実現ために優先すべきものは

何なのかを明確にする必要があるとしまして、行政評価において総点検を行い、

コスト意識や費用対効果を常に考慮し、行政の責任と市民の果たすべき役割を
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明らかにした上で、最も効率的で効果的に事業を展開し、行政経営資源である

人、モノ、お金、時間、情報という５つの視点から改革を進め、地方分権の動

向を踏まえ、丹波市としての地方自治を行いますといたしております。 

ここで、第１次行革大綱では実際に取り組む項目から、基本項目を置きまし

て、実施計画をつくる作業を行ってきてまいりました。従来から国や県も同様

の指標で一般的な自治体の行政改革の進め方でございましたが、本市の第２次

行政改革の大綱では、経営資源という取り組むべき視点を設定して、その中で

の問題点と課題に取り組むことといたしております。 

経営資源につきましては、民間企業では当たり前のマネジメントであります

が、行政ではこうした経営視点は民間に比べれば、意識が薄い部分であったと

いえると思います。ある意味で、コスト意識面が薄いということでございまし

た。第１次行革を通じ、また行政評価の導入によりまして、こうした視点を意

識し自覚するようになってきた状況を踏まえまして、本市は第２次行革大綱の

視点としてこれを取り入れたものでございます。 

組織は人であり、モノは総活動拠点として活用し、そしてこれを動かすお金、

資金を必要とします。民間の経営では当たり前のことでありますが、さらにこ

れを取り巻く時間と情報の発信でありますとか、情報の入手、こういった情報

の大切さを加え、これを経営５原則としまして、これらの視点に立った行政改

革を進めようとするものでございます。 

イメージ図として、まず人、モノ、お金の３資源が双方に関連して交わると

ころと、これを時間と情報が取り巻くものとなっています。時間、情報は、人、

モノお金の３資源にすべて影響を与えるものになります。ここに地方分権とい

う大きな時代の変化を受け、これに対応していく自治体を目指していこうとす

る意味合いを持っております。 

続いて、５ページ以降の基本項目の具体的な進めでございますが、各資源の

改革への提案は、この委員会の資源ごとに会議の中で今後それぞれ説明させて

いただきますので、ここでは概要の説明を行います。 

５ページの人でございますが、人は職員のみならず行政の組織を含めて指し、

５つの経営資源の中でもとりわけ重要であるとしています。なぜなら、モノを

使うのも人、お金を使うのも人、時間、情報を使うのも人であり、人がいなけ

ればそのままでは価値を生み出さないからでございます、として位置づけてお

ります。その具体的なものとして、（１）市民にわかりやすい組織、機構の見直

し、（２）定員管理の適正化、（３）で人材の育成及び確保の３点を挙げており

ます。 

６ページの２．モノでございます。モノは公共施設や市有財産を指し、老朽

化するという特性がございます。効果的に利用されることでその価値を発揮し

ますが、一方で行政におけるモノは老朽化に伴い負の資源となる可能性があり

ます。モノに対する基本項目としまして、（１）番から公共施設の整理・合理化、

（２）番（人件費を除く）経常経費の削減を挙げております。 

６ページ、７ページに係ります３.お金では、お金はすべての行政サービスを
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行う上での必要不可欠な財源を指し、この財源を確保するため、地域行政が行

うべき事業は何かを改めて再点検を行う必要があるとしております。基本項目

としまして、（１）番事業の見直し、続いて自主財源の確保、受益者負担の適正

化、補助金等の整理・合理化の４点を挙げております。 

８ページの４.時間では、時間は限られた資源であることを認識しなければな

りません。行政のスピードはますます求められるようになり、事務の効率化は

もちろんのこと、民間のノウハウを活用しながら効率的に行政サービスを行う

必要がありますといたしております。基本項目としまして、（１）番業務改善に

よる事務の効率化、２番目に民間資金、ノウハウの活用を挙げております。 

５番目の情報では、情報は単体で価値があるものではありません。情報を見

える形に加工し、適切なタイミングで市民と共有することによって「丹波力」

を向上することにつながりますとしております。丹波力とは、丹波市民と行政

がともに丹波市全体をよりよくしていこうと、変えていく力とし、両者がパー

トナーとして課題に取り組み、丹波市をよくしていきたいといたしております。

基本項目として、市民と行政のパートナーシップ、２番目にインフォメーショ

ンからインテリジェンスへと、この２点を挙げております。 

最後１０ページでございます。行政改革体系図でございます。ただいまご説

明申し上げました全体の流れやイメージを図式化したものですが、毎年度平均

２億円程度の行政効果額（一般財源）が必要というのは、上段の３０億円の減

少を単純に１５年で割って出した一般財源ベースでの部分の説明でございます。

これを、総額予算ベースで見ますと、２０年度、２６年度は３２年度と比較し

ますと、それぞれ７４億７，０００万円、６７億３，０００万円の差が生じる

ことになっております。この差を２６年度以降急激に行うのではなく、これま

での努力と、今後も継続し行革に取り組むことで徐々に３２年度の予算ベース

にソフトランディングさせることが必要で、そのためには事業の整理、合理化

が必要であると考えているものでございます。 

５つの資源を、市民の皆さんに直接関係するもの、これを客観的な視点をと

しまして、主に行政内部の意思決定による判断の大きいとするものの利得にそ

れぞれ整備して、ただいまご説明いたしました各基本項目をここに整備させて

おるものでございます。 

以上が、第二次の丹波市行政改革大綱案の内容でございます。非常にはしょ

った形で十分な説明ではございませんが、この会議の中で一番もとになる大綱

案でございますので、あと補足等につきましては各項目の説明の中で、十分に

ご質問等の中でも対応させていただきたいと存じます。 

以上で終わらせていただきます。 

○石原俊彦委員長 

    ありがとうございました。それでは委員の皆さん、あと１点のご報告がござ

います。これで終わりでございますのでおつき合いいただきたいと思いますが、

いまご説明いただいた人、モノ、金、情報、時間の中で、次回以降、次回です

が人についてご議論いただこうと思っております。そのいわゆる関連で、②人
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に関する説明をさせていただきたいと、これも事務局のほうからどうぞよろし

くお願いします。 

○事務局 

    それでは失礼いたします。人の部分について、人改革についての説明をさせ

ていただきます。大綱については、先ほどの「１回－４」の５ページに記載を

させていただいております。そしてもう１点、「１回－７②」の資料、「人、そ

の価値を生み出すために」という表題でつけさせていただいております資料を

ごらんいただきたいというふうに思います。人につきましての、ご議論いただ

くための現状について説明をさせていただきます。 

先ほどもありますが、行政経営資源であります人を含めて、モノ、お金、時

間、情報を生かし、その価値を生み出すのには人がなくてはならないものでご

ざいます。その現状ということで、１ページの下段をごらんください。人の基

本的な考え方ということで、組織、職員、市民、人、価値を生み出していく仕

組みへということで掲載させていただいております。ここでの人とは、職員と

市民のことを指し、またこれをつなぐ組織をも含めて意味しております。トー

タルでその価値、いわゆる丹波力を生み出していく仕組みをつくり出していこ

うというものでございます。 

職員といたしましても、地方分権時代に対応する専門的な知識や技能を有す

ることが求められておりますし、そのような職員の育成と確保が必要でありま

す。また、その価値を最大限に引き出すためには、市民の皆さんの理解や協力

をいただきながら、地域自治に参加をいただく中で、使いやすい、わかりやす

い組織にしていく必要があるということで、１ページの下段のイメージ図をつ

けさせていただいております。 

    ２ページ、３ページをごらんください。そして、人の改革の視点の現状を説

明させていただくに当たりまして、テーマ１、テーマ２、「職員」そのものと「市

民サービスの窓口」ということで、大きく２つの視点でまとめさせていただい

ております。２ページの下段では「職員」について、３ページのテーマ１、さ

らに「職員」について、①職員数、②給与、③人材、その３つの視点で現状を

まとめさせていただいております。この資料につきましては、スライド用の資

料にさせていただいておりますので、ごく簡単な説明資料になっております。 

    ４ページをご覧ください。４ページの上段で、平成１７年度８５４人と書か

せていただいております。平成１７年当初では８５４人の職員数でございまし

た。ご承知のとおり、平成１６年１１月に丹波市が発足したときは、氷上郡６

町、また広域行政事務組合、一部衛生事務組合、また南桃苑などの事務職員を

すべて継承してきて、この８５４人という職員数で、平成１６年１１月ではご

ざいますが、１７年当初スタートしております。 

    そして、その職員数の推移ということで、４ページの下段に示させていただ

いております。合併後すぐに一時の行革大綱を策定し、定員適正化計画に基づ

いて職員数の減員に取り組んできております。そして、ごらんのように最終、

平成２１年、２２年の状況では、計画以上の減数になってきている状況でござ
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います。平成２２年度には７１９人の計画職員数が、現在７０４人という状況

になっております。当初から言いますと、約１５０人の減員という状況になっ

ております。 

    その減員に取り組みますこれまで職員数に伴います改革ということで、５ペ

ージの上段にまとめております。３つの視点でまとめております。まず、退職

勧奨制度の実施ということで、５０歳以上、平成１７年から１９年については、

４５歳以上かつ２０年以上の職員に対して勧奨退職を行ってきております。２

のところでは、定年年齢３年前、５７歳の個別勧奨ということを書かしていた

だいておりますが、丹波市職員の定年等に関する条例によりますと、退職年齢

は６０歳と定めておりますが、その定年年齢の３年前に、５７歳で個別に勧奨

退職を行ってきているところでございます。 

   （２）では、その退職者に対して総数を抑制するということから、新規採用職

員の職員数を、退職者の原則４分の１の採用でとどめてきております。また、

（３）では技能労務職の任用がえということで、技能労務職員の方の一般事務

職への任用がえということも進めてきております。 

    ５ページの下段で、そういう結果一般事務職員の人数がどうなったかという

ことで示めさせていただいております。一般事務職員については、平成１７年

に５８４人いたものが現在４７５人、当初から１０９人、比率にいたしまして

１８．７％の減という見方をしていただけたらと思います。 

    同じように６ページをお開きください。技能労務職、教諭、保育師の人数と

いうことでまとめさせていただいております。技能労務職といいますのは、ク

リーンセンター、下水の職員、学校給食センターの調理員、公務員等を指して

おります。これらの職員については２８人の減、教員については現在まで２６

人の減という状況を示させていただいております。 

    ６ページの下段では、専門職員、消防署の人数等ということでまとめさせて

いただいております。専門職といいますのは、保健士、看護士、介護支援専門

員、レントゲン技師、理学療法士等の職員をいっております。消防署の職員の

状況も示させていただいております。消防署の職員につきましては、救急体制

の充実ということを図るという課題もある中で、消防署の職員につきましては

増数を図ってきている状況でございます。 

    ７ページには、その職員に対する給与ということで現状をまとめさせていた

だいております。給与総額の推移ということで、平成１７年度に５１．４億円

の給与総額があったものが、２２年度の予算ベースでは９．１億円の減、１７．

７％の減という状況にとどめている状況でございます。 

    ８ページをごらんください。そして、職員給のそのものの給与改革について

の状況を６点でまとめさせていただいております。市長、助役の給与の見直し

５％の削減、平成１７年度に行ってます。（２）助役１人、収入役、公営企業管

理者を廃止、１９年度に行ってます。（３）給与表の見直し、平均給与の４．８％

の削減、平成１８年度に行ってます。４番目に調整手当ての廃止、５％の削減

を平成１８年度に、（５）期末勤勉手当の引き下げ、それぞれ上下するわけです
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けれども、現在まで０．２５カ月の減額を行なってきております。（６）その他

手当の見直しということでは、寒冷地手当、住居手当の持ち家分の廃止などを

行ってきております。そして、そのような結果を８ページの下段で、他の自治

体との比較ということで、ラスパイレス指数ということで、他の自治体と比較

をいたしております。 

    ご承知のとおり、ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与を１００として、

地方公務員の給与水準を示した指数ということです。ざっくり言いますとそう

いう形の指数でございますが、棒グラフを見て、折れ線グラフを見ていただき

ますと、平成２１年度に丹波市は９６．２という状況でございます。他の近隣

市を見ていきますと、三田市が９９．４が上位を締めて、その後西脇、丹波市、

豊岡市、養父市が同程度の指数という状況になっております。 

    ９ページをごらんください。そして、最後に人材ということでまとめており

ます。ここでは職員の人材育成、能力向上、意欲を高めると。さらにその人材

の確保を図る方策についての現状でございます。丹波市においては、管理職、

係長昇任については試験制度を設けております。その状況を示させていただい

ております。管理職試験につきましては、例えば平成２１年度ですと、対象者

が８１人ありまして、受験者が２９人、合格者が９人という状況をグラフで表

しております。 

    １０ページをごらんいただきますと、同じように係長の昇任試験、モチベー

ションを高めるという観点からそういう受験試験制度をとっております。それ

らの職員が受験をし、昇任をしてきているという状況を示しております。 

    また、職員の意識というところで、平成１８年からとらせていただいており

ます。その状況について１０ページの下段からまとめさせていただいておりま

す。仕事に達成感を感じている割合という状況ですと、平成１８年から徐々に

上がってきて６０％、平成２０年度には６２％の者が仕事に対する達成感を感

じているというふうにしております。 

    １１ページで職員のアンケートでは、職員の意識では、職責に見合った業務

だと感じているでは、６０％から少し５８％へ下がってきているのが、少し気

になる状況であります。能率を上げる意識があるかっていう部分では、平成１

８年度、２０年度に８２％、２１年度に８０．６で、８０％を超える状況にな

ってきております。 

    １２ページ、１３ページをお開きください。同じように行革の必要性を感じ

る職員、また、行革に取り組んでいっているかっていう状況を示しております。

約８割程度の者が取り組んでいるということを言っておりますが、少し２１年

度に数値が落ちてきているのが気になるところでございます。 

    １３ページには、先ほど行革の課長からも申し上げましたが、市民満足度調

査ということで、市民の方の意向を把握する、市民の方と一体感を持つことは

非常に大切だということから、市民の満足度調査を取っております。とてもよ

い、よい、普通という形で、職員の印象ということを聞いております。約、普

通も合わせますと８８％の方がそういっておっしゃっていただいておりますが、
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それがよいかどうかは別といたしまして、市民の意識を常に把握をしていきな

がら、市民サービスがどの位置にあるのか、どういうものが求められているか

ということは把握をしていくということを、市民満足度調査で把握をさせてい

ただいております。 

    そして、次に１３ページの下段で、サービスの窓口、もう一つの切り口とい

たしまして、組織、機構という部分では、サービスの窓口ということで現状を

あらわしております。支所でできることということで、支所の条例施行規則を

１８ページ、１９ページに添付をさせていただいておりますが、支所で現在行

っておりますのは、庶務係と市民福祉係、２係におきまして、多くの業務、す

べての業務の調整、また申請、届出、受付などごらんいただく業務についての

業務を支所で行っております。 

    １４ページの下段では、庁舎の機能ということで、氷上庁舎には総務、企画、

財務、生活、環境、健康、議会、会計、監査事務局の機能を備えております。

春日分庁舎では、福祉、産業経済、建設、農業委員会、山南支所では教育委員

会、柏原支所では水道部ということで、丹波市の場合分庁舎方式によって行政

運営をとり行っているという状況でございます。 

    そして、１５ページの上段には庁舎１日あたりの利用者ということでまとめ

ております。これは２０年の４月から５月にかけまして、来庁者に対する調査

をした結果でございます。その１日平均ということで記載をさせていただいて

おります。１日平均、官庁舎ですと２４４人ということでごらんをいただきた

いというふうに思っております。どの庁舎をとりましても、約人口比で表しま

すと１％程度という状況になりますけれども、春日庁舎だけが２％程度、少し

高い数値になってきております。これは、市民生活にかかわる窓口業務が多く

あるということからだろうというふうに思っております。 

    １５ページの下段に人改革の課題ということで、これらの現状を踏まえて、

今後行政改革大綱の中でご議論いただく、またいろいろと課題があるという部

分についてはまとめております。職員がこのような財政状況厳しい中で、職員

が減少しても、サービスの、いわゆる質を低下させない、市民サービスの質を

低下させない取り組みが必要であるということを考えております。 

    最後に１６ページですね。職員数の目標と、職員数の年齢構成ということで

まとめさせていただいております。職員数の目標では、平成１７年度に８５４

人の人数が現在１５０人の減、１７．６％の減、２７年度にさらに今後も定員

適正化計画の中で１０％の減、約７０人の減員を見込んでおります。これらの

状況の中で、サービスの質を低下させないことが求められます。職員の能力向

上はもちろんではございますが、本来行政が行わなければならないような、民

間のノウハウを活用するもの、市民との協働によってできるもの、新しい役割

分担についても考えていかなければ、このことが対応できないのではないかな

というところを考えております。 

    また、もう一方１６ページの下段でございますが、職員数ということでまと

めております。年齢構成順にまとめさせていただいております。２０歳から２
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５歳のところをごらんいただきたいというふうに思います。先ほど定年者に対

する４分の１の採用を行った結果、２０歳から２５歳の職員数がかなり極端に

低い、少ない状況があります。また、一方では５７歳以降、定年齢の退職者に

よって、その部分についても少なくなってきているという状況があります。上

段では長年培ってこられた経緯、経験とかノウハウを生かした行政運用も少な

い人数で行なう中においては、必要ではないかなというふうに考えております。 

    国の人事院のほうでは、公務員の高齢期の雇用問題についてということで、

平成２１年の７月に報告がなされておりますが、その中では平成２５年から段

階的に年金支給開始年度の引き上げとあわせて、６５歳まで働く仕組みを整備

し、雇用と年金の連携を図ることは、我が国の重要課題であることとまとめて

います。また、国が法律で既に民間企業に対しましては６５歳まで雇用の確保

を義務づけているというような、このような動向も見据えて、これらの課題に

対応することも必要であるというふうに考えております。 

    そして、それらの状況から大綱案の５ページをお開きください。先ほど行革

推進課長のほうから人の分についてもご報告をさせていただきましたけども、

（１）市民にわかりやすい組織、機構の見直し、（２）定員管理の適正化、（３）

人材育成及び確保ということで、３つの視点でまとめております。市民にわか

りやすい組織、機構では、一言読み上げを省略させていただきますけれども、

新たな行政課題を対応するために、組織の統廃合を進めます。市民の視点にた

った、わかりやすく利用しやすい組織となる見直しを図ります。少ない人数で

あっても、市民サービスの質を低下させない。また、学校の適正規模、適正配

置についても配慮していきますということを、組織の見直しの中で採用させて

いただいております。 

    （２）の定員管理の適正化では、丹波市の定員適正化計画に基づきまして、

引き続き定年退職、勧奨退職制度だとか、新規採用職員の抑制の削減を図って

いきたい。また、平成２３年度にはそれらの更新する定員適正化計画を策定す

るということを記載しております。（３）では、人材育成の確保では、同様に職

場研修の充実を図っていく、また地域の特性に合った施策を遂行するために必

要とされる職員の質を高めるといったことについて、大綱内に記載をさせてい

ただいております。これらについてごらんいただいて、ご質問いただければと

いうふうに思っております。 

    以上でございます。 

 

  ２）その他 

  ＜質疑＞ 

○石原俊彦委員長 

    ただいまのところ、たくさん今日はご説明で聞いていただきましてありがと

うございました。いまから少し、何でも結構でございますんで、ただ、この会

議の議論も少しどんなことでやっていくのかなということで、ちょっと自由に

ご発言いただければと思います。いかがでございましょうか。きょうは遠慮し
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てると、会が終わっちゃいますんで、どうぞいこかっていう人はぱっと。別に

後ろの座ってる人は残業させても大丈夫ですから、残業代かかりませんから。

はいどうぞ。 

○植木和也委員 

    きょうはたくさん説明聞いて頭が混乱してきたんですけど、まず考え方とし

て、先ほど収入っていうのはもうほとんど期待できないんだと。僕ら例えば会

社で予算つくるときは、上から考えるか下から考えるかと言われるんですけど、

例えば売り上げがもう上がらへんと。それなら、それに対して利益を出すため

に下を経費削減しようかと。下から考えるときは、もう下、経費でも削減して

まうとこれ以上できへんと。そしたらこの経費で、どれだけ売り上げをつくる

かっていう考え方するんですけど、この場合のスタンスとしての上は、収入は

入らないもの。あと下をいかに削減していくかっていうスタンスでよろしいん

ですね。 

○石原俊彦委員長 

    これはまだ皆さんとご議論すればいいところですが、役所のいわゆる売り上

げっていうのは税以外に、公共料金があるんですね。ですから、きょうここに

も環境とか、それから水道とか、消防はタダですが、救急もタダですが、そう

いうふうにサービスを提供していることで、一部受益者負担をとってる部分が

ありますんで、もちろんそこについての高いか安いかという議論はありますか

ら、そこをふやすという議論は当然可能だと思います。 

    ただ、恐らく皆さんがイメージしている市の収入をふやすっていうのは、何

か産業を活性化させて税をふやすという、そういうイメージが中心、企業の方

も多いですからそういうイメージかもわかりませんが、本音を言えば役所の収

入をふやそうと思ったら、皆さん方に公共料金を一定負担していただくという、

そういう議論にもなりますので、ここはちょっと微妙な、正直ところですね。

踏み込むことは可能でありますが、受益者負担、結果として市民にとったら痛

みになると思いますんで、そこら踏まえて議論ができればと思っております。 

    いかがでございましょう。はい、どうぞ。 

○太田一誠委員 

    ちょっと２つ質問していいですか。ＮＰＯの考え、僕も１０何年前にＮＰＯ

しようと思ってやったんやけど、今はもうＮＰＯがたがたですよね。それで、

先行きをちょっと教えてほしいのと、それからあとほんまに行革やる中で、僕

は経営改善計画とか経営計画とかって、いろいろ経営者になったとたんにやら

なあかん、こんなことせなあかんのかな、いうのを、今の年でおそいかもしれ

ないんですけどやってまして、その中で、この中で災害いうんかね、その計画

を立てとってんやけど、僕は平成１６年やったか１７年、ごっつい災害におう

てね、それで結局自分とこも売り上げぐらいの災害に遭うてしもたために、借

金せなあかんようになって、借金したために、借金が返されへんと売り上げ減

ってみたいな話なんやけど、そういうことは考えんでもいいんですか、市のほ

うはということです。 
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○石原俊彦委員長  

   どうですか、私まだ答えてもいいですか。もしなければ私のほうでやります

が。後でおっしゃった後者のほうは、ちょっと意味が私、ぴんと来ないんです

けども。 

○太田一誠委員  

人、モノ、金で何とかいうて、情報とかいうていうことだけ考えといたらい

いのか、それにプラスして、災害に対しての保険みたいなものを考えとかんと、

収入が一生懸命やっとってやのにえらいことならへんかいなという民間の考え

方なんやけども、その辺はもう国に頼ったらよろしいんですか。 

○石原俊彦委員長 

    今すみません、それは１つは、役所では、例えば今おっしゃったようなこと

を、例えば防災というような形で、一つの政策に置いてるんですね。それは県

下の意味でやったり、守る的に市がやったりということになりますので、広い

意味でそれは政策なんですね。だから産業振興とか、福祉と同じような政策の

１つにいわゆる防災等があると。それを行うために、人、モノ、金、情報は当

然必要なので、今ご理解いただいたように、もう防災というのを頭に置いて、

人の問題を、あるいはモノの問題を考えていくというスタンスでやっていただ

ければと。 

○太田一誠委員 

    質問の意味がちょっと違うかもしれへんねんけど、ちょっとしつこいので申

しわけないけど、すみません。いまの口蹄疫とかやってるやないですか。ああ

いうものがぼんと出た場合、それはもう想定せんでいいもんなんか、想定しと

くべきなんかいうことで、その経営的には売り上げから費用を引いたら利益が

出ます。そこから借金も返済して、減価償却ができたらできてますみたいな話

ねんけど、そやけど、こんなことよりももっと、いきなり後ろから頭をばーん

と殴られることが世の中１０年経ったらあると思うんで、そういうことは考え

んでいいんですか。 

○石原俊彦委員長 

    これまた資料で将来出していければいいと思うんですが、国と県と市でそれ

ぞれ役割分担してるんですね。例えば、口蹄疫の問題ですと市は関係ない。被

害を被ってるのは市ですが、行政として関与するのは県の農業の畜産のところ

と、それから農林水産の農水省ですよね。それが一時的に行政としてやるわけ

です。その後、いわゆる損害を負ってますね。例えば川南町はもう破綻だと言

ってます。それはまた少しおくれて、もちろん皆さん満足されないでしょうが、

個別の補償とか、いわゆる市の復興のためのお金は来ると思います。そういう

意味で、ここで行革でやるのは、そういう意味では、それは除いとっていただ

かないとできないということですね。 

    それから、２つ目のＮＰＯは、どうぞ先におっしゃいますか。 

○赤井俊子委員 

    確かに一時ＮＰＯがあって、できて、国や県なんかがすごくＮＰＯに対して
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補助金なんかもあったわけですね、目的に応じて。だからそういうのはもうあ

る程度収入が悪くなって、補助金がなくなった段階で、補助金をあてにして立

ててたＮＰＯなんかはかなりダメージ。うちの場合は、初めから自立いうこと

を目標にしていたので、同じようにやっています。だからそのスタンスだと思

うんですね。兵庫県なんかも特に認定をいたしましたね。そういうことやない

かと思います。先生に後は全体的なものを、先生、よろしく。 

○石原俊彦委員長 

    私きのう、実は京都ＮＰＯセンターに行って、京都と茨城と沖縄、兵庫県は

実はあかんのですが、４７都道府県の３県が公益法人で、例えば京都の場合、

京都地域創造基金と言いますが、ＮＰＯに融資するＮＰＯができてるんです。

公益法人ですが、そういうふうな活動をものすごく積極的にやってて、かつそ

れが行政が応援しているところと、そうじゃないところと結構あるわけですね。

特に応援してない後者っていうのはいま、赤井さんおっしゃったように、補助

金だけ出すんです。お金だけ出す。だけど補助金っていうのは、市民の皆さん

ご存じかもわかりません。途中でなくなるんですね。必ずなくなる。お金がな

くなると赤井さんおっしゃったようにもうおしまいと。 

    そういうふうな、言葉悪いですがあかんたれのＮＰＯにならないように、や

っぱりＮＰＯも、例えばきちんと経理をして、企業ほどもうけを、ごめんなさ

い、あくどくもうけるわけではないですが、それでも赤字は出さんように、そ

ういうマネジメントが必要ですね。だから、そういうふうな能力を、あるいは

そういうような知見を、ＮＰＯの皆さんに持っていただく、それを支える組織

がなくてね、イギリスなんかにいくと、それアキーゴと言うんですがあるんで

す。今度それにＪをつけたらジャキーゴという、地方の、例えばＮＰＯを経営

している経営者協会みたいなのが、日本でやっと出来上がった。だけど、兵庫

県、だけど丹波となったときに、必ずしもそれは、本音で言いますが、そんな

に活発にやっておられるわけじゃない。だから、そういったところをもっとも

っと活性化することによって、人の問題で先ほど説明がありましたが、丹波力

の中の半分、あるいは半分以上は市民の方でありますから、そういった方たち

の力とか、知見を生かすような仕組みづくりをもっと積極的にこの大綱の中に

放り込んでくれと。そういうふうなご示唆は次回どんどんいただければと思う

んですけどね、すみません。 

    いかがです。あと、どっちか言うたらこっちの企業グループ。どうですか。

企業の方、がんじがらめに、皆さんの得意領域のあれを全部引き取っていくよう

な感じになりますが。 

○竹村安彦委員 

    地方交付税の税収入はどのようになっていますか。 

○石原俊彦委員長 

    ひどいです。 

○竹村安彦委員 

    ひどいですね。この、もし私が金融機関の立場だったら、この企業には融資
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はしませんわ。はっきり言うて。これつぶれますわ、このまま行ったら。右肩

下がりの企業なんて最悪ですわ。これどうして助けるの、いうて。もう後は１

つは、もう経費をやるしかない、これ１つですわ。これ最悪でも動かしていか

んと、先ないですよね。やはりこういった場合は、もう金融機関の立場から言

うと最悪やと思いますわ。右肩下がり、これはもうどうしようもないなと。 

    もう１つ、人件費の問題なんですけども、人を減らした、減らしたとおっし

ゃいましたけど、僕は人を減らすのが目的じゃなくって、給料をいかにするか

ということが問題じゃないかと思うんですよ。普通、例えば年次契約をしてい

ったら、給与をこんだけの採用と、その間で職員はもう４００人は絶対必要や

し確保しようと。そのかわり、みんな何％かカットして我慢してね。生活給だ

けは保証するけど、それだけはしゃあないやないかと。そのかわり、最低人数

だけは確保しようということは問題であって、４００人とか、５００人とか、

６００人とか、最低人数要るんやったら、それはもう絶対こうしようと。その

かわり総支給額はこんだけでも大分オーバーする、もうそれ以上だめや、とい

うような考え方も１つの発想やないかなと思うんですよ。総支給額を一定基準

は絶対確保しようと。そのかわり、人数は確保しようということも１つの方法

やないかなと。頭を減らすんが、頭減らして、給料減らすんじゃなくって、一

定の人数を確保しようということはやっぱり支給額は一定水準でとめようとい

うことも１つの方法じゃないかなと思いますけどね。 

○石原俊彦委員長 

    どうですか市のほう、総務部長おられますか、総務部長。すみません、私適

当に進行しよるんで、いつ飛んでいくかわかりませんから。 

○総務部長 

    今ございましたように、丹波市の場合は、いま言われましたように、総人件

費を抑える方法として、職員数の減ということで採用していったこの５年間、

方法としてはいろいろ言われるように、職員数は必要な確保をしていって、そ

の総額を減らしていくという２つの方法があると思うんですけど、その辺が５

年前の行革のその大綱をつくったときの考え方としては、やはりその合併した

当時でございましたので、これは職員数のその後の旧町合併したときの旧町か

らの職員がそのまま丹波市に移管になっております。やっぱりそういう人件費

の削減の方法としては、まずはその人数の減というのは、やっぱり第一の課題

かなということで取り組んでおります。 

    この後においては、そういった形で１５０人の人数が減っておるのですけど

も、なかなかいま言われるように、総人件費を抑える方法として、全体のその

水準をどうするかというのは、１つの大きな課題であるというのもあるし、ま

た先ほど説明をいたしましたように、公務員の定年が延びることによっての、

その総人件費ふえるということは別の要素もございますんで、そういった中で

今回の今後の給与のあり方については、十分な検討が必要であると思いますけ

ども、また何か水準ということにつきましては、やはり全体の全国的にはその

１つのルールとしての人事院勧告に向けての給与水準がございますんで、一朝
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取り組むことについては、非常に厳しい面があるというのは、現実的に問題が

あるというのは思っております。 

○石原俊彦委員長 

    どうぞ、はい。 

○小谷邦彦委員 

    いま人件費についてお話が進められているんですけれども、給与水準でござ

いますね。これで、国家公務員との比較もこれスパイラル指数っていうんです

か。これは、丹波市我慢されて、今９６．２、篠山はもう財政破綻しておるん

ですかね。９４％。この問題をどうとらえるかということで、これはやっぱり

今部長さんがおっしゃられたように、何かこう制約というような公務員やって

どこまで減らせるんかと。例えば、やっぱり横にらみでしていくんかね、そう

いう制約条件があるんか。 

    私は考えとしては、やっぱり丹波市で、僕はトップクラスである必要はある

と思うんですよ。しかし、今後その視点がうちに移る、独立してやっていくと

いうときに考えた場合には、その地域での地域間の給与水準っていうのは、大

きなファクターだと思うんですよ。地域に立脚するわけですから。そういった

考え、非常に難しい考えですけれども、横にらみでいくんか、地域に密着する

んか。そういった面からも僕は検討すべきじゃないかなというふうに思います。 

    あと１点は、この資源、人、モノ、金、そして情報、これ私たちが考えてき

たものと、非常にわかりやすい切り口だと思うんです。ただ、時間というのは、

僕同じだと思うんですけど、我々はメソッド、方法っていうてるですよ。いか

に効率をあげるかねっていうことで、今まで取り組んできたところで、人件費

以上に大きな成果上げられたんですけれども、実際に体質が強くなったのかど

うか。ただ、人がやめて、後の人がその後もう残業までして、家へ持ち帰って

まで、残業というか、おそくまでみんな電灯がついてるんですよ。ですから、

体質は本当に強くなってるのかなという気がします。いろいろ使って、その仕

事を早くできるように、あるいは迅速にできるように、そういう方法論ってい

うのはとられたのかどうかという視点が、僕は疑問に思います。 

    以上です。 

○石原俊彦委員長 

    何かこれに関して市のほうからご説明とかはいかがですか。いいですか。人

件費の問題はどうしても類似団体というんですか、同じような人口規模、同じ

ような産業構造のところと、まずは比べてみようということです。常務からも

ありましたが、役所っていうのは、公務員っていうのは、身分的に例えば労働

三権ですか、それがないかわりに保障されてます。なので、いわゆる民間企業

のようにありがとうっていう言い方できないんで、追われるわけです。ですの

で、例えば今回合併したところについては、１０年なり１５年ほど、まあいっ

たら今までどおりお金くれるわけですから、その間に丹波の場合は７５％実質

対象者の分は補充せずに、４分の１ずつで大分下がってきたわけですね。なの

で、まずそれが第一施行だったわけですが、次はやはり、この残った人たち、
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あるいはいま働いておられる皆さんがたに、これは民間の目から見ると、もう

明らかにそうです。多分恐らくですが、データとるまでもなく、丹波市役所に

お勤めの皆さんのお給料っていうのは、丹波の他の民間起業者の給与平均、ど

んなデータでとっても、おそらく丹波市役所が一番高いと思います。それは認

めなければいけないと思います。 

    しかし、そういう人たちを、さっきも言いましたが、制度なのでありがとう

って言えないわけですよ。したがって重要なところは、例えば給与を１．２倍

もらってますが、１．５倍は働いてる人がもしいるとしたら、普通は文句は言

えませんので、まさにいまご指摘のあったように、時間の使い方であるとか、

あるいは意識をどう高めていくとかというところでして、丹波の場合は、こち

ら割とベテランの皆さんはずっとそういう世界、応援してくださる方も多いで

すが、若い職員がバリ３ダービーって言いまして、まさにＱＣもやっておられ

るわけなんですよね。そういうのも、またぜひ次回以降もご説明なんかさせて

いただいて、ぜひぜひ厳しいご意見をいただきながら、他方でやっぱりやって

るのも、ちょっとかもわかりませんが、もうちょっと多いかわかりませんがお

られますんで、それがいいとか、そういうふうな後押しと、厳しいご意見両方

いただければと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。 

    じゃ、皆様方おられますが、最後です。はい。 

○田中延重委員 

    人件費のことに関して、ちょっと思うんですけど、私民間の小さな会社やっ

とるんですけど、もう１つ社会福祉法人の理事をしておりまして、先日理事会

があったんですけど、職員の給料を少し上げたんですよね。それは加算という

形で少し給与を上げるようにという指示がありますので上げたわけですけれど、

そのことと民間企業で給与を決定するときに、やっぱり総人件費が幾らという

形の中で、給与の水準とか、人数であるとかということを大体決定していくわ

けですよね。 

    経営者の間で話をしてると、そういうことになるんですけど、研究者、学者

の人たちと少し話をすると、終身雇用と年功序列型賃金というのは、基本的に

日本の雇用関係において、非常に特殊な状況を生み出していると。これに規定

されたものがほとんど公務員の場合は特にそうなんですね。それをやめてしま

えというのはなかなか難しいところがあるんですけれど、研究者の間ではほと

んどそういう声は解体していこうという方向というか、そういう意見が多いで

すよね。 

    この前ね、韓国の企業の顧問をしてる日本人なんですが、向こうの場合は終

身雇用がほとんど解体したというようなことをおっしゃってましたね。それは

何かということとはちょっと別にしまして、その人件費はそういうことも少し

踏まえた上で、ちょっと議論をしたほうがおもしろいというか、失礼ですけど、

必要なんじゃないかなという気がします。 

    もう１つ、ここで１０年、１７年の丹波市の人口の減少という形で表が出て

ますけど、この減少というのは、これは３２年で６万２,８９９人ですか。これ
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どういう形で出された数字なのかなというのがひとつ教えていただければなと

思いますのと、地方交付税という、普通交付税が減額になるということと、人

口減少で税収が減少していくということで、３２年までの予想も含めて考えら

れてると思うんですけれど、もう１つ５０年先とかというようなことも踏まえ

た考え方みたいなもの。これが民間企業ではあるんですよね。 

    この前私がちょっとかかわってる会社なんかで、未来プロジェクトいうのを

つくりまして、５０年後の自分とこの企業はどうあるべきかというのをやって

たんですね。売り上げがこうだという、売り上げを規定するのは、やっぱりし

っかりマーケティングをしたりとかいろんなことをしましたよね。やっぱりそ

の先、未来というか、自分の会社は今これをつくってるけど、５０年後にはこ

れを全然つくってないかもわからないというぐらいのことを考える必要がある

んじゃないかなというのを少し思いました。そうですね。機会があれば発言し

ていきたいと思うんですけど、明日事故に遭うかもわかりませんので、今質問

をやりました。 

○石原俊彦委員長 

    どうですか、市のほうから何か説明ありますか。人口のほうは、はい、どう

ぞ。 

○事務局  

    人口推計のご質問が出ましたので、今回人口推計につきましては、兵庫県が

ホームページ上で、兵庫県の将来推定人口というものを公表いたしております。

そちらの昨年の２０年か、平成１７年度の国勢調査ですね。これをもとに県の

ほうで人口減少社会の展望研究プロジェクトチームがまず推計を行いまして、

これに国勢調査結果でありますとか、国の国立社会保障人口問題研究所という

ところがあるんですけど、こちらも人口推計を行っております。それをもとに

県が推計をし直ししたものが、２０年の５月に出されておりまして、こちらの

ほうは、こちらのこの中では提示させていただいております。いろんな方法が

あるんですけど、減少傾向にあるということについての現実的な視点というか

たちで捉えさせていただいております。 

○石原俊彦委員長 

    それから、５０年の問題は、一応役所は１０年なんですが、例えば大阪市の

前の総合計画だって５０年なんですね。だからやってるとこもありますんで、そ

ういう議論もやっていいと思いますんで、そこらあたりはどうぞご遠慮なさらず

ご発言いただければと。制度的に無理なやつは、制度的に無理だけど、だけどこ

ういう意見があるということでやっていけばいいと思いますんで、はい、と思い

ます。 

    それでは、今日はご発言いただけない先生も、委員の方もおられますけれど

も、次回以降、充電をしていただきまして、思いっきり爆発ということで、し

かし次回以降これで一体何するんやという思いの方もおられるかもわかりませ

ん。過去の説明が中心でありましたので、そんな中で、ご質問用紙等を配らせ

ていただいておりますので、初回でもありますし、説明不足も多々あったので
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はないのかなと思いますので、何でも結構でありますし、投げかけていただけ

れば、それを土台に次回も進めさせていただければと思っております。 

    どうぞ。 

○田中延重委員 

    すみません。質問はＦＡＸでも。 

○事務局 

   失礼いたします。質問用紙につきましては、ＦＡＸでも結構でございます。

メールでも結構です。 

○石原俊彦委員長 

    ファイルもしあれやったらね。 

○事務局  

    そうですね。メールアドレスをお聞かせいただけるんであれば、そちらのほ

うに投げさせていただきますので、はい、様式を送らせていただきたいと思っ

てます。１５日締めということでよろしくお願いしたいというふうに思ってま

す。 

 

１２ 第２回策定委員会開催日程 

○石原俊彦委員長 

    それでは、遅くまでありがとうございました。次会は６月月末、３０日の水

曜日の３時ということで予定させていただいております。それでは閉会という

ことですが、ごあいさつすみません、副委員長のほうから、どうぞ。 

 

１３ 閉  会 

○村上康充副委員長 

    それでは皆さん、５時半ということで、一応３０分超過しましたけれども、

大変少ない時間の中で、貴重な意見が出たと思っております。 

    そんな中、スケジュール表見てもらったらわかるとおり、毎回２時間しかな

いんで、あと残り５回の中で、この大綱をつくり上げていかんなんということ

で、大変厳しい時間じゃなかろうかなと私も見とるんですけれども、そんな中、

質問用紙もありますので、１回１回に決めていくようなスケジュールになって

おりますので、ぜひご協力願いまして、今後５カ月の間でこの大綱をつくり上

げていきたいということで、もう委員長も歯切れのよいスピーディな進行をさ

れますので、ぜひ皆さんにもついてきていただきまして、頑張っていきたいと

思います。ひとつよろしくお願いします。本日はどうもご苦労さんでございま

した。 

 

 

以上。 


