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第２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 ６月 ３０日（水）午後１時～３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１５名（欠席０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  荻野 洋子  赤井 俊子 

  谷水 ゆかり 田中 延重  太田 一誠  小谷 邦彦  吉見 安弘     

 

（２）行政改革推進本部 出席１８名 

副市長 永井 隆夫 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 

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 議会事務局長 拝野 茂 

消防長 大石 欣司 教育委員会社会教育部長 畑 幸宏 

学校教育部次長 高見 克彦 企画部企画課長 足立 博 

企画部心の合併室長 山中 直喜 健康部健康課長 金川 方子 

水道部業務課長 林 伸幸 総務部職員課長 岸名 直樹 

 

（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ページより記載 
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（１）開会 

○久下財務部長 

    それでは、みなさんおそろいでございますので、ちょっと定刻より早いです

けど始めさせていただきたいと思います。 

 最初にお断りを申し上げたいというふうに思っております。今回、開催時間

を変更するに当たりまして、大変ご迷惑をおかけしていることをお詫び申し上

げたいと思います。委員さん方のご理解をいただきまして開催できることを感

謝いたしております。 

 ここで前回ご都合によりまして欠席をされておられました委員さんお二方を

紹介させていただきたいというふうに思っております。公的団体等の代表で、

丹波市連合婦人会会長荻野洋子様でございます。 

  ○荻野洋子委員 

    荻野です。どうぞよろしくお願いします。前回は勝手しまして申しわけあり

ません。 

  ○久下財務部長 

    ありがとうございました。次に、丹波市ＰＴＡ連合会会長谷水ゆかり様でご

ざいます。 

○谷水ゆかり委員 

    谷水ゆかりでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○久下財務部長 

    どうもありがとうございました。 

    それから本日会議に臨むにあたりまして、本日欠席いたしております職員の

報告をさせていただきたいというふうに思っております。教育長は所用で欠席

いたしております。教育委員会から高見次長が出席いたしております。 

  ○高見学校教育部次長 

    部長の岸田も、それから教育長も、本日、別の会議を持っておりまして、自

分がその代理をしております。お願いいたします。 

  ○久下財務部長 

    それからですけど、中川企画部長が欠席いたしております。その代理としま

して足立企画課長、それから山中心の合併室長が出席いたしております。 

  ○足立企画課長 

    企画課の足立でございます。出席をさせていだたいております。よろしくお

願いをいたします。 

  ○山中心の合併室長 

    同じく心の合併室長山中でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  ○久下財務部長 

    それから、もう１名でございますけども目賀多健康部長が欠席でございます。

その代理としまして金川健康課長が出席いたしておりますのでよろしくお願い

いたします。 
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  ○金川健康課長 

    健康課長の金川でございます、どうぞよろしくお願いいたします。 

  ○久下財務部長 

    それでは、本日委員さん方は１５人全員出席いただいております。過半数に

達しており、丹波市行政改革大綱策定委員会の条例第６条第２項により、本会

が成立しておりますことを報告申し上げます。 

 次に、資料の確認をさせていただきたいと思います。本日会議の資料につき

ましては、事前に送付をさせていただいております。お手元には、送付できて

いなかった分で、２回―５という分でございます。丹波市が保有する施設につ

いて直面する課題でございます。これと２回－８でございます。市町公会計制

度基準モデルによる財務諸表、それともう一部資料としまして丹波市の財政状

況についてというのを手元にお配りをさせていただいております。 

 それからですけども、前回と同様に本会議は公開ということでさせていただ

いております。記者席６席、それから傍聴席１０席を設けておりまして、その

形で進めさせていただきたいというふうに思っております。 

 以上が会議前についてのご説明でございました。 

 次に、開催にあたりまして永井副市長から一言ごあいさつを申し上げます。

よろしくお願いいたします。 

○永井副市長 

    それでは皆さんご苦労さまでございます。副市長の永井でございます。本日

は第２回の策定委員会を開催いたしましたところ、石原委員長初め、委員の皆

さん大変お忙しい中ご参加をいただきましてありがとうございます。 

 また、前回の後、「人」に関する質問をお願いしておりましたが、多岐にわた

って、また前向きな質問をたくさんいただきましてありがとうございます。本

日は、この「人」に関する質疑、また「モノ」に関する説明ということでお願

いをしておりますが、昨日ワールドカップもあったという中で、睡眠不足の方

もおられるというように思いますが、活発な議論がされまして、市長が最初に

申しました将来にわたって安定した、成熟した丹波市づくりに寄与できますよ

うお願いをいたしまして、簡単ではございますがあいさつにかえせていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

  ○久下財務部長 

    それでは、石原委員長のごあいさつをいただきましてから、委員長に会議を

進行お願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

   

（２）委員長あいさつ 

○石原俊彦委員長 

    それでは、皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。副市長、

私はきのう４時間寝ましたけども、ちょっとだけ眠たいです。 

 それでは、第２回の行革の大綱策定委員会、始めさせていただきたいと思い

ます。１週間ほど前の新聞でありますけども、朝日はじめ日経大手５紙、どこ
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にでもたくさん書いていたのが、６月２２日に地域主権戦略大綱というのが閣

議決定されています。 

 委員の皆さん、あまり普段注意されていない言葉ですが、閣議決定というの

は、中学校のとき勉強しました、日本という国は三権分立で、司法、立法、行

政があるわけですが、その行政の中でさまざまな意思決定をしているわけです。

市役所の意思決定もありますし、県もあれば国もある。国の意思決定の中にも、

例えば各省庁の中の意思決定、大臣の決定等があるわけですが、閣議というの

はその大臣が全部集まった場所でありますし、閣議了解と閣議決定というのが

あるんですが、閣議了解というのは、その大臣の皆さん方が各省庁の取り組み

について、わかりましたよというのが閣議了解でありますが、６月２２日に出

ました地域主権戦略大綱は、閣議決定です。つまり日本のいわゆる三権分立の

中の行政の中で、いわば一番のトップの意思決定が行われたわけであります。 

 その中に、ひも付き補助金、今回のテーマではありませんが、丹波市も民間

の市内の皆さん方にいろんな形で補助金を出しておられますが、逆にこの丹波

市も県なり政府から補助金をいただいております。県あるいは国からいただく

補助金はひも付きなんですね。こういう目的で使ってください。ですから非常

に使い勝手が悪い。 

 そこで役所の皆さん、決して後ろ向きなイメージだけではないですが、巷で

いう預けであるとか流用であるとか、目的外使用をして上手にやってきて、し

かしそれが会計検査の中で最近はものすごく不適正経理という形でバッシング

されているわけであります。 

 そんな中で、この閣議決定の中で、いまひも付きになっている補助金を一括

交付金化ということで、地域主権でありますから、例えば国からこれまで以上

に補助金は出るかわかりませんが、一括交付金ということでお金がぼんとたく

さん丹波に来るかもしれません。そういう閣議決定が行われてます。つまり、

これまた補助金という形でお金が来たわけです。だから、例えば教育委員会で

使ってください、あるいは環境課で使ってください、そういう縛りがあったわ

けですが、これからはそれがなくなってくると。 

 そうすると、それぞれの自治体、目的の明確になっていない、だけど皆さん

が一番使い勝手のいいお金を使ってくださいというように世の中変わってくる

と、これが地域のことは地域が決めましょうと地域主権でありますが、やはり

役所がどうしてこの金をこの目的に使うのかというのを、よりこれまで以上に

きちんと説明できるような、そういうシステムをつくっていかなければいけま

せん。丹波市でこれから取り組まれる行革、あるいはこの大綱の策定委員会な

んかにおきましても、そういうようなことを頭に置いておきながら、行革とい

うのは何か削る削る削るというマイナスのイメージがあるわけですが、新しい

意思決定なり、あるいはカタカナ言葉を使って恐縮ですが、マネジメントの仕

組みをつくっていきましょうと、そういういうふうな世の中が少し近づいてき

たということであります。 

 それから他方で、地方のことは地方で決めましょうということで、国から地
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方に権限委譲されます。併せて、いま申し上げたひも付き補助金の一括交付金

化ということで、お金もたくさんきます。しかし、権限も持ってお金もたくさ

ん持った地方公共団体は、それに応じてこれまで以上の透明性であるとか、こ

れもカタカナでありますが、説明責任、アカウンタビリティを果たさなければ

いけませんし、役所とは全く無関係のところからきちんとした監査を受けまし

ょうというロジックが当然出てまいります。 

 閣議決定された内容の中にも、地方自治体、例えば丹波市で行われている監

査の制度も廃止も含めて、抜本的に改正しましょう、検討しましょうというの

が閣議で決定されております。それから、行革と直結いたしますが、きちんと

した役所の中のマネジメントの仕組みをつくってくださいということで、これ

までは地方自治法にすら載ったことのない内部統制という言葉を検討しようと

いうのが、これも閣議決定されています。 

 来年３月に地方自治法が改正されます。その中に、ひょっとすると内部統制

という言葉が入るかもわかりません。私は入れるべきだと思っていますが、そ

ういうふうな言葉が入ってきたときに、例えば今、私たちがこれからやろうと

している行政改革大綱の中身が、内部統制というものとどういう関係にあるの

か、そういうふうなことも意識しながら、特に私からするとこの右の２列目の

ほうにおられる市のいわゆる幹部の皆さん方、これまでとやはり違う新しい時

代が来たんだと。これまで、例えば自治法の中に全くない言葉ですが、今申し

上げた内部統制であるとか監査基準であるとかこんな言葉まで閣議決定されて

います。 

 そういう激しい変革の時代に役所の皆さん、ついてきていただいて、フォロ

ーして、その結果地域主権が実現されるんだと、そういうこう時代になってき

ております。重要な閣議決定でありますし、いろんな新聞がその内容を記され

ておりますので、ちょっと委員長あいさつということで、非常にしんどい時代

にはなってまいりましたが、自分たちのお金は自分たちできちんと「最少の経

費で最大の効果」、もちろん前提でコンプライアンスを守らなければいけません

が、そういったことを意識しながら、それができる行革のシステムをつくって

いく大綱をみんなで考えていこうということでございます。 

 長々と恐縮でございます。 

 

（３）報告事項 

○石原俊彦委員長 

それでは、次第のほうをごらんいただきたいと思いますが、３番の報告事項

でございますが、１番で次第の後ろを見ていただきますと、第１回策定委員会

の会議報告についてということで、お手元に２回－１とあります資料に第１回

目会議録が上がっております。こちらにつきましては、既に市のホームページ

に上がっております。この会議、公開の会議でございます。今日はたまたまお

られませんが、公開で匿名をしないでやってる会議でございますので、それと

いわゆる歩調をあわすという意味で、発言録でございますので、こういうふう
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な形で会議録、いま一応できるだけ早くという配慮もありまして、市のホーム

ページに上がっております。 

 誤字脱字程度の部分で、皆さん方のほうから、修正のご依頼があれば対応も

していきたいと思いますので、そのレベルでお気づきの点がございましたら事

務局のほうにいただければというふうに考えております。 

 それから、２番のその他は本日準備いたしておりません。 

 

（４）協議事項 

○石原俊彦委員長 

４番の協議事項に入らしていただきたいと思いますが、まず１つ目、「第二次

丹波市行政改革大綱（案）」についてということで、前回第１回、事務局のほう

からたくさんのご説明をしていただきました。その内容につきまして、紙ベー

スで委員の皆さん方から質問を出していただきました。 

 その質問に対する答えが、皆さん方のお手元の資料の中のＡ３の２回ほど折

り曲げた資料として入っております。ページで申しますと、１ページから７ペ

ージということでＡ３の横折れが、２回－３の次のところに、質問、回答とい

うことで準備をされております。 

 既に事務局のほうからこれも皆さん方には、行き渡ってる部分でございます

が、私も若干でありますがこういう会議に出席をさしていただきますが、こん

なにたくさん質問する委員さん初めてでございます。皆さん大活躍でございま

すので、大活躍していただきました分、もとよりでございますが、真摯に市の

ほうで対応いただき、回答内容ということで関係室で準備をしていただきまし

た。 

 この後、より詳細な議論をしてまいりたいと思いますので、一応、市のほう

から作成していただきましたこの質疑回答につきまして、順次説明をしていた

だこうと思います。本日は、このご質問いただいた回答のおおよその並び順に

あわせまして、総務部さん、企画部さん、今日は企画部長は休みですね。だか

ら、部長の代替の方はプレッシャーになりますが、それから社会教育部、産業

経済部、議会事務局、財務部この順番でこの質疑回答について、簡単で結構で

ございます、ご説明をいただきたいと思います。 

 それでは、恐縮ですが総務部のほうからよろしくお願いをいたします。どう

ぞ総務部長。 

  ○竹安收三総務部長 

    それでは失礼いたします。それでは、委員の皆さん、大変お暑い中ご出席を

いただきましてありがとうございました。 

 それでは、ただいま委員長さんから指名がございましたので、質疑をいただ

いている部分につきましての回答を申し上げたいと思います。なお、本日の総

務部職員課関係がほとんどでございますが、たくさんの質問をいただいており

ます。一つ一つについてご回答申し上げると相当な時間を要しますので、今後

の討議の時間を十分にとっていただくことも必要ではないかということで、内
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容等についてはそれぞれ事前に配付をさしていただいておりますので、お目通

しをいただいているという点で省略をさしていただいて、特にこの中で補足的

な説明を申し上げたい部分について、特に申し上げたいと思っております。 

 今回のいろんな職員の定数の問題であるとか、また人材育成、いろんな面で

のご質問いただいておりますけども、特に補足的に申し上げたいのは、特に小

谷さんからもいただいております、その他皆様からもいただいておりますけど

も、１番上の定員適正化計画の進め方といいますか、考え方について補足的な

ご説明を申し上げます。 

 まず、定員適正化計画につきましては合併をいたしました平成１７年に策定

をさせていただいて、いま５年目の段階を経過をいたしました。特に、合併を

いたしました平成１７年は、当時の予算を編成をする中で約２４億円の財源不

足が生じるということで、当初から基金を取り崩して対応しなければならない

という状況にございました。 

また、合併した当時でございますので、類似団体等の比較におきましても、

丹波市の職員は多いという状況、特に普通会計といいますか、企業とか特別会

計を除いた会計の中では約９０名程度多いというような状況でございました。 

 そういった状況でございましたので、今後の職員につきましては平成２２年

４月１日の目標数値を当時から１３５名の減を目標に、７１９名と設定をして

職員の定年３年前の個別勧奨、これは５７歳になります。それと、勤続年数が

２０年以上かつ５０歳以上、一定期間の場合につきまして４５歳以上を対象に

それぞれ退職勧奨を行ってまいりました。 

 それとあわせまして、新規採用職員につきましても、退職者の４分の１以下

の採用ということを原則に取り組んだところでございます。その結果、この２

２年４月１日現在では約１５０名の減ということで、７０４名の職員数となっ

ております。こういう状況におきまして、今後５年間にわたってまたこれの見

直しを行いまして、定員適正化計画を５年分について進めていくわけでござい

ますけども、特にこの適正化計画を策定した第１次の段階で、世界情勢の変化、

いろんな地方分権のさらなる推進、そういったことがあった場合につきまして

は、それに応じて見直すということで定めておりましたので、ただいまあいさ

つの中で委員長さんからございましたように、１週間ほど前に地域主権の戦略

大綱が閣議決定されまして、これからは地域に身近な、住民に身近な、問題に

ついては身近な地方公共団体が担っていくという補完の原則、そういったもの

が示されて、そういう形で進められる状況にございます。 

 また、昨年の人事院の勧告の中で、公務員の定年制の問題が取り上げられま

して、現在６０歳ではございますが、民間においては既に１８年度の法改正に

よって、２５年以降６５歳の定年の整備もできております。そういったことを

踏まえて、職員の公務員の定年につきましても、年金の支給開始年齢等もあわ

せて、段階的に６５歳に延長していくというような人事院の報告が出されてお

ります。 

 そういった情勢で今後定員適正化計画を進めていくにおきましては、そうい
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ういろんな情勢の変化がございますんで、そういったところを加味しながら進

めていくということにはなってまいります。ただ、今現在丹波市のほうで置か

れている財政の将来の見通しについても、十分そういったところを見据えなが

ら対応していかなければならないということで、これまでどおりの早期対象の

勧奨の退職、これは定年年齢の関係があるわけでございますけども、これまで

３年前という形で行っておりましたものを継続して実施をしていきたいという

こと。 

 それから、公務で担う部分と民間にお願いする部分を、やっぱり十分な仕分

けも必要ではないかということで、特に民間でお世話になる部分については、

そういったことでの業務の見直し、そういったことによりまして、職員の減に

対応するために、技能職の職員を事務職への任用替えをしていく、そういうこ

とによっての事務職員の採用の抑制、それから退職者に伴う新規職員の採用に

つきましても、当面はこれまでと同様な４分の１程度の採用を進めていく、こ

ういったことによって、この５年間の適正化計画を進めていくというのが今の

現状でございますので、また細部につきましてはこれから詰めていくことにな

りますけれども、そういう考え方の中で、適正化計画の進め方を考えておると

ころでございます。 

 また、田中さんのほうから追加のほうで同じような質問がございましたけど

も、やはり２０年、３０年、５０年と、５０年も先のことをなかなか見通すこ

とはできませんけども、ご質問がございましたように、ただ数の職員数をどう

するかということでなくて、今後のところにつきましてはそういう先を見据え

た、先ほど申し上げましたような社会情勢の変化、そういったものを見据えな

がら、職員の定員適正化を進めていくというのも必要であるというふうに思っ

ております。 

 これまでは職員が多いとか、また財政上成り立たないことを中心に行ってま

いりましたけども、今回につきましては今現状の職員が、他の類似団体と比べ

てどうなのか、職員の現状の時間外を含めた勤務状態はどうなのか、そういっ

たことを踏まえて、また社会情勢の状況も踏まえて考えていくというふうに思

っております。そういったことで、定員適正化計画につきましては、考えてい

きたいというふうに思っております。 

 それから、この質問の中に、記載がございませんが、追加で質問をいただき

ました件につきまして、口頭ではございますが報告をさせていただきます。ま

ず、質問の中でいま適正化計画以外のことで、職員の能力開発と能力評価のこ

とにつきまして、職員の研修のことについての質問をいただいております。特

に、研修につきましては、職場内で行う研修（ＯＪＴ）と、職場外で行う（Ｏ

ＦＦＪＴ）を行っております。 

 そういった中で、特に職場研修については自己啓発ということで、みずから

進んで、またグループをつくって研修を奨励をしておりますし、またみずから

進んで県等が行われております研修等に参加をさせていただいております。そ

れ以外につきましては、丹波市と篠山市で合同でつくっております公務能率の
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推進協議会の中で、合同で１年間を通じての研修を行っております。また、兵

庫県の塩屋にございます自治研修所においても、それぞれの本部との研修に職

員を派遣をする、そういう状況でございます。 

 それを踏まえまして、この研修につきましては、職員と総務部の方から指名

をして参加をいただく場合もございますし、職員のほうからみずから進んで参

加をいただく。基本的には自分から進んでということになりますけども、それ

でも研修人数の関係で指名をさしていただいてるのが、現状でございます。 

 それから、３点目にいただきました能力評価の関係でございますが、職員の

評価につきましては、現在は行っております。特に、評価の仕方につきまして

は、能率評価については、自己評価、それから第１次評価、第２次評価、職員

の直属の上司、それから次の上司ということで、職員であれば係長、課長、２

人が評価をする、そういうようなことで、最終の評価の決定ということで、ま

た職員もその内容等をフィードバックして、自己申告をしている部分との整合

性をとるようなやり方での評価を行っているのが今の現状でございます。 

 以上が追加でいただいた内容でございまして、口頭でご説明申し上げました。

そのほかいろいろご質問いただいておりますけども、大体のご質問の内容の主

旨については文章で書かせていただいておりますので、お目通しをいただいて

よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 以上でございます。 

  ○石原俊彦委員長 

    はい、じゃありがとうございました。 

 それでは、ちょっと回答だけ先にと思いますので、恐縮ですが企画部のほう

はどちらから。 

  ○山中直喜心の合併室長 

    企画部心の合併室の山中でございます。私のほうには、地域リーダーの件と

いう形で、育成をどのように考えているのかというご質問、それから「新しい

公共」とはどういうふうに考えているんですかという質問、それから「参画と

協働」であったりＮＰＯの活躍はどのように考えておられますかというような

ご質問があったように承っております。 

 これらにつきましては、企画部といたしましては地域づくりというような考

え方の中で、「新しい公共」というのをリーディングプロジェクトの中に構えて

おります。そういった中で、「新しい公共」を先ほど委員長の石原先生のほうか

らもお話がありましたとおり、地域主権というような考え方がどんどん進んで

いく中では、私たちがどうあるべきかということを、私たち市民であったり、

行政であったり、議会であったりが、フィフティ・フィフティの関係の中から、

独自に自主的に進んでいけるような社会を、丹波市をつくっていきたいという

ところから考えております。 

 そのリーダーにつきましても、これまで地域の長老であったり、そこの自主

的なボランティア的な方がリーダーになっておられましたが、だんだん情報化

が進む中で、あたり一辺の教養知識、そういった経験だけではリーダーとして
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周りが認めなくなっていると。リーダーはいらっしゃるんですが、なかなか認

められない、意見も多様化しているという状況下の中では、行政と地域自治会

というような考え方から、そこにＮＰＯの専門性であったり、それぞれの遠く

からの派遣指導者であったり、そういった指導者も必要ではないかというよう

な考え方、あるいはそこへ企業が入ってくる新しい地域リーダーの方法であっ

たりというものを一緒に検討していく必要があるというふうに考えております。 

 また、「新しい公共」、それから「参画と協働」という意味におきましても、

行政と自治協議会、縁故関係的な団体だけでなくて、それぞれの丹波市にある

企業、あるいは兵庫県下にある企業等も連携、あるいはＮＰＯさんとも連携し

ながらの新しいシステムづくりが、今後法改正も含めて必要になってくるので

はないかというふうに思っております。 

 そういった中で、委託関係ができたり、あるいは自治会における交付金の中

で、丹波市のほうにおきましては、地域協議会のほうへ交付金という考え方で、

財源を各地域のほうにお預けさしていただく中で、地域のほうが課題を探られ

まして、その地域課題に取り組んでいただいたり、目標設定していただいて取

り組んでいただいているところですが、それらをより具体化さしていただくと

いうような考え方で、「新しい公共」を進めていこうというふうに考えておりま

す。 

 ＮＰＯさんにおかれましても、これからどんどん活躍していっていただきた

いというようなシステムづくりを一緒につくり上げていきたいと思います。国

のほうでも、その財源確保、給付金というものをＮＰＯさんのほうに、どうい

った形で入れることができるかという点において、法改正なんかが今検討され

ているというふうに聞かしていただいております。 

 こういった中で、新しい方向が出てくると思われますので、一緒になって取

り組んでいけるようなシステムづくりを考えていきたいと考えております。そ

の点につきましては、皆さんも既にご存じのことばかりを書き上げております

が、ごらんいただいて一緒に考えて、今後も皆さんと一緒に考えていきたいと

考えておりますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

  ○石原俊彦委員長 

    どうぞ、企画課長。 

  ○足立博企画課長 

    企画課の足立でございます。私のほうからは、資料の４ページの１５ないし

７ページの２４についてお答えをさせていただきます。足立委員さんからのご

質問から言いますと、私どもが先に答えさせてもらったほうがよかったのかな

ということで、お詫びを申し上げたいと存じます。 

 また、人口増加策の全体のところでございますが、今回、後期基本計画を策

定いたす中で、７つのリーディングプロジェクトを設定いたしております。そ

の中には、企業誘致でございますかとか、定住化、それから子育て支援等のそ

れぞれ施策を掲げておりまして、限られた資源の中でこれは総合的に達成して
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いくということで、住みよい、住みたいというまちづくりを展開していきたい

というふうに思っております。 

 それから、丹波市の特徴でございますが、人や歴史や文化に非常に恵まれた

資源の中で、都市に近い田舎ではなかろうかというふうに思っております。ま

た、市内全体に見渡しますと、合併前の旧６町がそれぞれ個性あるまちづくり

に取り組んできたところではないかと、それもまた一つの魅力ではないかと思

っておりますが、何分５００平方キロという広大な面積の中で、７万人という

人口規模でございます。これからも、人口減少の中でそれぞれの課題について

は個性がそれぞれ出てくるのではなかろうかと。生活課題のほとんどが自治会

や小学校区などのコミュニティ単位での課題がいろいろ鮮明になってくるとい

う中で、広域的な位置づけ的な政策では十分に対応できなくなる可能性が高い

のではなかろうかと考えております。 

 したがって、今後につきましては地域の特性や個性をしっかり把握しながら

広域的な業務と、それから狭域的な業務にすみ分けを行いながら、支所機能の

強化や、先ほど山中のほうから申し上げました地域づくりを推進してまいって、

それぞれ一つ一つの地域課題に対して丹念に対応する必要があろうというふう

に考えておるころでございます。 

 続きまして、７ページに書いております２４の丹波少年自然の家のことにつ

いてのご質問でございます。初めに、丹波少年自然の家につきましては、市の

施設ではございません。これは阪神７市１町と丹波２市で設置をしております

自治法に規定された一部事務組合、丹波少年自然の家事務組合の施設でござい

ます。 

 全体的な費用対効果ということでございますが、丹波市におきましては平成

２１年度においてその９市１町の総額負担金の１億３，９６８万円の負担金の

うち、約７．７％の１，０６９万円を負担しておるところございます。特に中

では、建設関係の負担金については阪神の７市１町ですべてを負担していただ

くということで、ここのリニューアル工事なんかも予定をされておりますが、

そういった経緯については、阪神間のほうでご負担いただくということでござ

います。この市の負担によりまして、現在職員７名、それから臨時の職員の方

１名、管理作業員３名の市民の雇用が図れております。また、負担金という形

で毎年度約１億を超えるお金が丹波市内に入ってきているという点において、

効果があるんではなかろうかというふうに判断をいたしております。 

 それから、丹波市の市内の領域でも４割程度ご利用いただいて、それぞれ阪

神間のほうから丹波のほうへお越しいただいておるということで、そのことに

ついても効果がある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。企画部は以上ですか。それじゃ、社会教育部、よ

ろしくお願いします。 

  ○畑幸宏社会教育部長 
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    失礼します。社会教育部長畑でございます。よろしくお願いします。資料の

７ページでございます。ナンバー２４の赤井委員さんからのご質問でございま

す。植野美術館の稼働率でありますとか財政状況につきまして知らせてくれと

いうご質問でございますが、植野記念美術館でございますけども、平成２０年

度の会館日数でございますが、２４５日でございまして、その入館者数は２万

５，８４５人でございます。開館日のうち入館者ゼロの日は全くございません

ので、稼働率は１００％、このように解釈しております。 

 それから、近年は特別展等の内容によりまして、平成１９年度ですと約４万

人、２１年度では約２万８，０００人ほど入館者数があるわけでございます。 

 それから、財政状況でございますけども、平成２０年度の決算額によります

と、特別展などの収入、また使用料の収入金額が９２５万３，０００円となっ

ております。また一方、展覧会の事業費や施設管理費用、人件費などの支出金

額は合計で４，７８７万７，０００円となっておりまして、入館者数１人当た

りの経費、これが１，８５２円ということでございます。 

 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、産業経済部のほうからお願いします。 

  ○近藤俊幸産業経済部長 

    失礼します。産業経済部の近藤でございます。私のほうからは５ページ、ナ

ンバー１７でございます。地域リーダーの育成、地域格差というところで、集

落営農のリーダー不足といった中で、農業振興、また担い手育成をどのように

展開していくかというご指摘でございます。そういった中で、答えが難しい問

題もございます。高齢化とか農業経営が難しいといった点もございまして、大

変難しい問題もあるわけでございますが、将来におきまして活力のある農業を

進めていくためには、やはり農業の担い手となる集落営農組織や、また認定農

業者の育成が重要であるということは十分認識をしておるところでございます。 

 しかしながら、現在では集落営農組織は５１、認定農業者は１２２となって

おります。これはシンボル指標から申しますと、認定農業者数につきましては

一応クリアしておるわけでございますが、集落営農組織につきましては計画か

ら半分ぐらいといったところでございます。特に、そういった中で集落営農組

織はリーダーの育成により、組織化率を推進していきますとともに、経営の安

定を図るための法人化に向けた、経営規模の拡大、また農業経営の多角的化等

への取り組みを支援していかなければならないと感じておるところでございま

す。 

 そういった中で、集落営農組織の無い集落につきましては現在取り組んでお

ります農地保全環境向上対策事業にからませながら、意識改革や農業機械なん

かの共同利用システムの構築等、指導していきたいと思っております。また、

リーダー育成につきましては、担い手育成総合支援協議会といいまして、そう

いった集落営農会議であったり、また認定農業者会、また若手のそういった農

業者会、そういった会を招集しまして、研修会等を実施して、ステップアップ
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を図っておるところでございます。 

 また、新規就農者につきましても、各育成を図っておりまして、担い手とな

る後継者の育成を今後とも進めてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

  ○石原俊彦委員長 

    それでは、議会事務局のほうからお願いします。 

  ○拝野茂議会事務局長 

    失礼いたします。議会事務局の拝野と申します。よろしくお願いします。尾

松委員さんからお寄せいただいております質問に対しましてご説明申し上げた

いと思います。資料の８ページにリストを添付いたしておりますが、これをご

らんいただきますと県内の最寄り、この隣接の自治体ですとか、丹波市の人口

が７万ちょっといまいったところでございますが、その人口に近い団体をピッ

クアップいたしまして、一覧表にいたしております。 

 説明に入ります前に、表の４行目丹波市のところの一番右の覧を見ていただ

きますと、平成１６年４月、６町の合体となっておりますが、ご承知のように

１６年の１１月ということで訂正をお願いしたいと思います。大変申しわけご

ざいません。 

 これをごらんいただきますと、丹波市の場合は条例定数が２４名、現員も２

４名ということで、他の団体と比較していただいて、多いか少ないか、そうい

う議論になってくるかと思うんですけども、現在のところこういう状況になっ

ておるというところでございます。 

 それとあわせまして、この６月の定例会で議員定数の調査をするための特別

委員会が設置されております。７月１５日に第１回目の委員会を開催いたしま

して、年内をめどに決定の方向でしていくということで、今後この定数につい

ての議論が始まるという状況でございます。 

 丹波市のこの市議会の現在２４名という定数でございますが、合併当時は３

０名で市議会がスタートいたしております。平成１８年に議会のほうで特別委

員会が設置されまして、３０名から６名減の２４名で条例定数を変更するとい

う特別委員会の答申が出されまして、２０年の秋の改選からいまの２４名の定

数で議会が動いていると、そういう状況でございます。 

 以上でございます。 

  ○石原俊彦委員長 

    それじゃ、最後になりますが財務部の部長。 

  ○久下拓郎財務部長 

失礼します。財務部の久下でございます。ご質問をいただいておりますペー

ジを順を追って説明させていただきたいと思います。まず２ページからでござ

います。２ページ、ナンバー７番の職員アンケートの件でございます。ご質問

は部長、課長等役職別のデータ集計はないのかということでございます。アン

ケートをとっておりますが、個々のアンケート、役職ごとといいますと個人が

特定できるということもございまして、回答につきましては９ページ、１０ペ
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ージに表をつくらしていただいております。 

 職員の意識アンケートの中で、前回第１回のときにはパワーポイントの資料

で説明させていただきましたが、職員全体の分でございましたけれども、９ペ

ージ、１０ページには質問がありました役職で管理職、監督職、その他技能労

務職という形で報告をさせていただいておりますので、これをご参考にしてい

ただきたいというように思います。 

 内容等についてのことにつきましては、省略させていただきます。 

 次に、２ページのナンバー８でございます。職員からの業務改善等の提案に

ついては、どのような取り扱いとなっているのかということでございますけど

も、職員提案の改善という制度を平成１７年、１８年には職員提案ということ

でこういった形の取り組みはしとったわけですけども、実際のところ余り効果

が出ていなかったというところもございまして、最近ですけども若手職員のグ

ループによります事業で、自分たちが研究しながら職場改善をしていくという

ことをやっております。 

 といいますのは、どういった内容かといいますのは、この資料の１１ページ

からですけども、若手の職員がグループを組みましてこういったイベントをや

っております。バリ３タービーというのですけども、これはバリ３というのは

携帯電話の信号のことで信号といいますか、アンテナのことでございますけど

も、こういったタイトルをつけまして、若手職員が中心になって、それぞれ各

課での改善の取り組みについてのことを積極的にやっていただくという、こう

いうイベントをつくってしております。１１ページから１８ページですか。こ

こまでこういった形でやっております。過去３年ほど続いておりましたが、こ

としの１月をもちまして、ちょっと今休止状態になっておるわけですけども、

今後につきましては、これに代わる新たな取り組み等を検討、模索していきた

いということを今、思っておるところでございます。 

 それから、次、２ページの９番でございます。全職員を対象としたＰＤＣＡ

指標による業務改善の検討会等はないのかということでございますけども、こ

ちらの答えに書いておりますとおり、ＰＤＣＡによる検討会というものについ

ての組織はございません。しかし、行政評価という中で、事務事業評価という

ものもございまして、やってる事業についてどういった形で成果が出ているか

ということは、常に評価をしておるわけでございます。 

 こういった評価につきましては、事業担当課の中での自己評価という中で収

まってるわけでございますけども、そういったものを毎年繰り返しやっており

ますので、事業効果はそれぞれ各課におきまして成果は上がってきているとい

うように思いますし、またそういった取り組みの状況を、書いておりますとお

り、毎年、事務事業評価シートを１１月にホームページで掲載いたしておりま

すので、それを見ていただければ、それぞれ各課担当しております事業がどう

いったことで成果を上げたか、また取り組みができていないかということが書

かれておりますので、またそちらのほうもご覧いただければ、参考にしていた

だけるかなというふうに思っております。 
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 その次に７ページでございます。２５の問いでございます。各種団体への補

助金、負担金の見直しということでございます。これは、皆さんお手元の資料

の中のファイルがありますけども、その中の参考の資料の４というところでご

ざいますけども、４の中に丹波市行政改革実施計画検証結果というのがござい

ます。そこの１７、１８ページでございますけども、この中で事業補助金の見

直しというところで、検証結果を上げております。 

 そういった中でのことでございますけども、こちらの回答としましては、回

答の中ですけども、単年度で上から４行目ぐらいのところですけども、平成１

６年度と比較しまして、平成２１年度では１億３，５００万円の削減となって

おりますということ書かせていただいております。 

 これも参考資料の４の中の今見ていただいた中ですけども、７ページをごら

んいだけますか。７ページの上から３行目ですか、数字の空いてるところです

ね。補助金等の整備、合理化というところがございます。１７、１８、１９、

２０、２１ということで、ここにありますこの１７から２１の効果額を足しま

すと、１億３，５００万円という削減になっております。 

 こういった各種団体等についての削減効果が十分出てきておりますけども、

補助金全体でいいますと、予算の中にはいろんな補助金がございます。そうい

った中でしていきますと、７ページのところにしかしながらというところ書い

ておりますけども、１７年度には２４億だったけども２１年度には５４億と、

倍以上伸びとるということがございます。これはそれぞれ施策の中で補助金、

団体等に出す補助金ではなくいろんな補助金がございます。ここにもう一つ書

いております。定額給付金も補助金で１１億とかいうような数字が入りますの

で、団体ではなしにすべての補助金等加味しますと、毎年膨らんできていると

いうようなことで、結果その書いております削減効果の把握は実際、行ってな

いという状況でございます。 

 それからその下にちょっと書いておりますけども、各種いろんな団体等がご

ざいますけども、そういったところとかいろんな補助事業を考えてますと、今

後は補助金を続けることで既得権ですね、なくすということ、また透明性の確

保という点から、開かれた公募型の補助金制度として制度設計して、社会情勢

やニーズの変化に対応していくということも必要であるということでございま

す。 

 こういった中で、今後は補助金のあり方もまた考え直していかなくてはなら

ないということで、今のところは考えておるというような状況でございます。 

 それから、大変申しわけございません。今の７ページの一番最後でございま

す。詳細につきましては、「モノ」のテーマというふうに書いておりますが、こ

の「モノ」は「お金」に訂正になります。次回のその次に協議いただくという

ことで、この「お金」のところでまたこういった補助金等についてもご説明申

し上げることなるかと思いますので、そのときにまたお話できるかというふう

に思っています。 

 以上、雑駁な説明でございますけど、終わらせていただきます。 
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  ○石原俊彦委員長 

    ありがとうございました。それでは、委員の皆さんからいただきました質疑

でご回答、それから補助説明ということ終わりましたので、どうぞ今のとりあ

えず回答の内容に関連してご質問いただいた方、あるいはそのほかの方でも結

構でございますので、質問とか。どうぞ。 

  ○小谷邦彦委員 

    委員長、ちょっと提案なんですけども、質問をあらかじめ出していただいて、

その回答を一斉に配っていただいているという中で、これは行革をしていく

我々としては、もう当然読んできているわけですから、それはもう省くべきだ

と僕は思います。それで、その回答についてさらに質問したい方は質問すると、

そういうやりとりをしないともう４０分もかかってるわけですね。そういう会

議というのは、精鋭的な会社ではそういう形で進んでいるわけですから、だか

らそういうふうに委員長進めていただけたら。 

 それともう１点、事務局のほうで非常に立派なこの間の議事録をいただいて

おります。その中を読ましていただきますと、回答をまず委員長されてるんで

すね。やはり、執行部の役所のほうがされて、その後造詣の深い、経験の深い

方が参考意見とかいろいろのご意見を賜るというほうが僕はいいんじゃないか

と、こういうふうに思われますので、その点を考慮いただけたら、こういうふ

うに思います。 

  ○石原俊彦委員長 

    今、小谷委員からそういう提案が出ましたがいかがでございますか。今、例

えばやりました説明の時間を、次回から割愛してするのは全然やぶさかではあ

りませんので。ただ、今回は、前回欠席の方もおられますし、なかなか難しい

問題でありますのでという配慮でやりましたが、カットということであれば、

皆さんがご理解されればカットをさせていただきます。全く問題ありませんの

で。よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

  ○石原俊彦委員長 

    それでは、次回からこの説明時間はなしということで進めさせいただきます

ので、逆に委員の皆さん、きちんとお読みいただきご出席いただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

 それから、しゃべるほうですが、これはもう発言は自由でありますので、そ

こまでご指摘されると基本的な部分に出てくるのではないのかなと思いますが。 

  ○小谷邦彦委員 

    しかし、私の申し上げたいのは、最初に市がどういうようなお考えかと、ま

ず委員長さんがしゃべられるというのは、その後補足されたりするほうが、僕

は妥当だと思います。ほかの委員の方のご意見も聞いてみていただけたらいい

と思います。 

  ○石原俊彦委員長 

    小谷委員がそうおっしゃってますので、よろしいですか。 
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（「はい」の声あり） 

  ○石原俊彦委員長 

    それでは進めましょう。それでは補足説明についてご意見があればどうぞ。 

  ○植木和也委員 

    失礼します。植木といいます。８ページの先ほど言われた兵庫県のいろんな

自治体の人口と面積と、あと議員の定数というのがあるんですけど、例えばこ

の表で、議員の定数プラス例えば職員の数とか、あと自治体の赤字とか、そう

いう状況とか、あと今後の増加する、この辺の兵庫県の自治体で増加する見込

みがあるとか、そういう表とかそういう資料があったらいいかなと。というの

は、判断する材料として僕はまだ３０代なので、これから２０年、３０年とこ

こでやっていこうと思うんですけど、どこか増加傾向があるような自治体とか、

そういうふうな例えば都市部に近い丹波市のような感じで７万人ぐらいで、そ

ういうところがあったら参考にできるかなと思いますので、もし別に兵庫県だ

けじゃなくて全国で、例えば関東のほうとか東北のほうで７万人ぐらいで、こ

のぐらいの人口で、職員数がこれぐらいでやっているところがあるとか、そう

いうふうな何か資料があったら欲しいなと思います。 

 以上です。 

  ○上本善一行革推進課長 

    すみません。行革推進課長の上本と申します。ただいまのご質問でございま

すけれども、今すぐにちょっとご用意というのは、本日ちょっと用意しかねて

おりますので、次回にひとつご提供さしていただきたいと思うんですけども、

改めてつくるとなるとこれまた大変な作業になります。そういった中で、一番

良いのが各自治体は決算カードと言いまして、その市の今おっしゃっていただ

いたような内容の部分が、公表されているカードというものがございますので、

そういったものをひとつ類似団体等を幾つか抜粋さしていただいて、資料とし

て提供をさせていただきたいと思いますけども、それでよろしかったらご提供、

準備のほうをさせていただきます。 

  ○植木和也委員 

    わかりました。ただ、例えば丹波市の職員ですよ、例えばぼくらスーパーで

やってるんですけど、よく似たスーパーとかライバル店とか、必ずそこを参考

にしてぼくらやってるんですわ。例えばイオンとか、そんなもの見てもしょう

がないので、例えば丹波市が東京をモデルにしてもしょうがないと思うんです

わ。皆さんがそれをやっとるうちに、例えば関東のこういうところ目指してい

ると、あかんとこいうたら夕張みたいになりたないというのはあると思うんで

すわ。だから倒産したダイエーのようにはならへんとか、僕らはね。そういう

ふうに、例えば職員の人らが、こういうモデルがあって目指している、別に日

本でなくてもいいし。北欧のそれこそ前にかかわりがあったデンマークとか、

福祉国家とか、そういうところを目指すときには、今ないのかなというのも１

つあるわけです。 

    資料は、別にいいんですけども、職員の方がどういうところ目指している、
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せめてこういうふうなところがあるというのがあったら。 

  ○上本善一行革推進課長 

    まず、資料のほうなんですけど、職員数の関係につきましては、各自治体と

いうのは例えば丹波市は病院なんかを持っておりませんけれども、自治体によ

っては病院を持っておるところがあったり、いろんな特別会計、公営企業の形

態が違います。したがいまして、一番比較しやすいのが、普通会計といいまし

て、財政等の中で一般会計プラス特別会計等に属さない部分ということで、ま

とめておるものがありますので、そちらのほうをまず一つご参考にいただけれ

ば良いのかなというのが１点でございます。 

 それから、どこを目指してということでございますけれども、第１次の行政

改革の中で定数６００人という部分につきましては、当時の考え方としまして、

健全な自治体における経常収支比率における人件費の割合、そこから割り出し

た標準的な健全な団体の職員数というものが、これぐらいの割合になるという

数字で出してきた経緯がございまして、そういったところが一つの参考として

の目指すべきところとして、第１回の行政改革では取り組んで、目標数値とし

てまいったところです。 

 全体的な財源のある中で、人件費の占める割合ですね。そこから職員等の平

均給与等で逆算していけば、本来これぐらいの見合った人数は一つ出てくると

いう形で、目安としてはそういった見方があるんじゃなかろうかというふうに、

市のほうでは考えておるところでございます。 

  ○石原俊彦委員長 

    よろしいですか。はいどうぞ 

  ○谷水ゆかり委員 

    今の質問は、私も同じように感じているんですけれど、いまのご質問は、モ

デルというかビジョンというか、こういうふうになりたいというようなものは

あらかじめないのかということをお尋ねになっていると思うんです。そういう

ことで、こういう資料があるからこうとかいうことではなくて、こういうふう

に目指しているというようなものが、丹波市のほうではないんですかというこ

とだと思うんですけども。 

  ○石原俊彦委員長 

    どうぞ。 

  ○大垣至康財政課長 

    財政課長の大垣でございます。第１回目の資料で、１回－７①というものを

お配りしていると思いますので、その後ろに「市町村財政比較分析表」という

ものがございます。今説明しましたのは、財政の観点からの一応目標としてお

りますのが、ここで類似団体の数値、または全国市町村の平均、または県の平

均の数値を、財政力とか人件費、物件費との状況とか、全国共通で出しており

ますので、こういったもので数値的な目標というものは定めております。 

 また、まちづくりついては当然総合計画の中で示しているということでご理

解をいただきたいと思います。 
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  ○石原俊彦委員長 

    よろしいですか。じゃほかに、どうぞ。 

  ○赤井俊子委員 

    ご回答いただきましてありがとうございました。最初の「参画と協働」の考

え方という、私が認識の仕方が理解しにくいところがあるのでということで、

教えてくださいと書いて、そして説明ご回答は、ちゃんと本当にご回答をいた

だいてるんですけれども、３５ページ、この大綱策定委員会、最初にいただき

ました３５ページの心の合併室の推進のそのところでどのように取り組むかと

いうようなところとかを見ますと、市民も自発的、かつ自律的な意思に基づい

た「参画と協働」の地域づくりを支援していくと、こう書いてあったので、私

はこの回答とここに書かれていることと、今回回答いただいたものとはちょっ

とニュアンスが違うので、本当に今日、今回回答いただいたのが、そういうふ

うにお考えなら、やっぱりそういうふうに書いてほしい。 

 理想的には、今回のご回答いただいたほうが当たり前のことだと思うんです

けれども、これを見るのは、最初に書いてあるほうは、この資料のほうは市民

の自発、なんか行政が入ってない、行政は支援していくんですよというような

感じなんですよ。でも、パートナーシップっていう意味、どう考えるかという

こともあると思うんですけれども、私がずっと活動していく中で、ぽっと感じ

ているのは、もう少し県の感じはすごくパートナーシップ的なところにも見え

るところがあるんですけれども、何か市とはそういうのが感じられないという

のが、実感としてあるんですね。 

 やっぱり、個人でもいいですし、行政としてでもいいですが、もう少しパー

トナーシップという意味、支援、お金で支援していくということではなくて、

もう少し積極的なパートナーシップを考えていただけたらなというふうに思い

ましたので、誤解を与えるという点で、また３５ページの文章は、ちょっと今

回のご回答のような感じで書いていただいて、また実際でもそういうほうで方

向になっていただいたらうれしいなというふうに思います。 

 それと、その次の２４のご回答いただいた美術館の件ですけれども、その美

術館のご回答の最後のところに、１人当たりの経費は１，８５２円となってい

ますというふうになっています。これが多いか少ないかというような基準は、

これがどういうふうにして考えるのかということを、もう少し、私もよくわか

らないですけれども、果たしてそういう公共のそういうような施設は、これぐ

らいは出してもいいんじゃないかというところもあろうかと思いますし、トッ

プの意見もあろうかと思いますけれども、財政が厳しい中で、１，８５２円が

多い、これはトン、トンでいいんや、ゼロにならないといけない、とか、いろ

いろな考え方があるので、もう少しこういうところから議論して、考えていく

必要があるじゃないかなというふうに思いました。 

 それから、最後の２５の最後のこれも、「モノ」のテーマの際にご説明いただ

くんですけれども、私は、「人」と「モノ」というのは、人の知恵とか人の働き

によって「モノ」に対する費用が少なくて済むというふうに考えておりますの
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で、その辺を関連づけてまた考えていただいたらうれしく思います。 

 以上です。 

  ○石原俊彦委員長 

    じゃ、どうぞ。 

  ○尾松勝貫委員 

    前回もちょっと申し上げたところで、今回の議員の実態計画のところでご回

答いただいとんですけども、実は前回の資料の１６ページのところなんですけ

ども、職員の年齢の構成のグラフを見せていただくんですけど、退職者の原則

４分の１を採用しますよということで、非常にアンバランスな状態になってい

て、これ将来丹波市が持つのかなという感じを持つんですね。 

 これ一つの村と考えますと、これえらいことやと思いますわ。これ２０年し

たらどうなるかということ考えていただいたら、この４分の１だけを採用しと

ったらいいのかなということを考えていただかないと、逆バランスになってし

まってまして、このままでいくとひっくり返ってしまうなということをもろに

感じたんです。この辺も適正な人員配置をしていただいとると思うんですけど

も、もう少し下の若い層ですね、代表して将来の丹波市を担っていただく職員

を採用していただかないと、将来の丹波市の未来がないなという感じを非常に

思ったわけです。 

 この辺も、対応については非常に考慮して、人件費とかいろんな問題がある

と思いますけども、その辺も考慮してもらう必要があるんじゃないかなと思い

ました。この今の現状では非常に不安を感じます。 

    以上です。 

  ○石原俊彦委員長 

    どうでしょうか。どうぞ。 

  ○小谷邦彦委員 

    ２点ほどお聞きしたいと思います。構成員の職員の能力向上といいますか、

ＯＪＴでも取り組んでおられるというふうに、当然のことだと思います。Ｏｎ 

ｔｈｅ Ｊｏｂというのは、一番Ｏｆｆ ｔｈｅ Ｊｏｂに比べて管理者が部下を

教育すると、仕事を通じて能力の形成を図っていくということだと思うんです

けれども、それは組織的に、現状的に何か統一した考えで行われているのかど

うかということをお聞かせ願いたい。 

 それと、私質問しました休日出勤の振替については、そういうものを庁内と

して指導されているのかどうか、そういった２点をお聞かせ願いたいと思いま

す。 

  ○石原俊彦委員長 

    総務部長、いけますか。 

  ○竹安収三総務部長 

    それでは、最初にＯＪＴの関係の質問がございまして、これについては統一

した考え方でやってるかということなんですが、ＯＪＴといいますのは通常、

今改めて下りてきたというよりも、過去から、中には自然的にそういうような
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ことが上司といいますか、上司と部下を一緒にする中でやっているということ

につきましては、従来からそういうようなことが行われているということにつ

いては、あったというふうに思います。 

 今回、丹波市においても特に進めていくということで、一つには数年前から

ＯＪＴの勧めという研修も含めまして、そういったもののペーパーといいます

か、考え方を記したものを職員に配付をして勧めさせていただいとるというの

が現況でございます。そういった中には、特に管理、監督職を中心にこれまで

研修を行ってきたり、また新たに管理監督職になる職員もございますので、そ

ういった職員につきましても、引き続いて継続的にやっていくということでい

ま進めておりますのと、あと職場の中でいろんなことで、ＯＪＴを進めるかと

いうこともいろいろございますけども、それはそれぞれ職場の中で考えていく

一つの研修を通じての場合もございますので、そういったところについては、

これまで職員課のほうでまとめて１つのことをやっていた部分もあるんですけ

ども、ある意味各課長にそれをまかせてやっていくといったようなもので、現

状でございます。 

 それから、休日の出勤でございますが、これにつきましては特に休日の出勤

については原則週末は休みということになっておるわけでございますが、市の

場合においてはいろんな、部署によっては大会とか、またいろんな研修、講演

会、いろんなイベントがございます。そういったものにつきましては、休日出

勤を命じるということで、それの取り組みをさしていただきますが、特に繁忙

期になりますと、どうしても資料の作成、たとえば予算の編成ですと、その時

期には間に合わす必要がございますので、そういった形で出勤にしている部分

がございますけども、これつきましては、極力そういう出勤つきましては、イ

ベント等、どうしてもそういう行事的なことを中心に理解をやっておるという

ところでございます。 

 それから、さきに職員のバランスのことがございまして、確かに今ごらんを

いただいたように、職員については今２０代の後半、３０代前半の職員が非常

に少なくて、逆三角形の状況になってございます。これはちょうど今おります

５０台前半から５０代後半の職員については、４０年代から５０年代に採用さ

れた職員でございまして、当時のいろんな行政としての業務が拡大していった

という時期でございました。 

 今後においては今、定員計画の中で４分の１ということになっておりますけ

ども、これはずっとそのまま将来的に続けていくということではなくて、特に

この５年間をめどに、または平成３２年をめどにこういった形に進めていくと

いうことで、採用につきましてもそういった形で、今は２５歳までの職員の採

用ということで進めますけども、民間の経験者を採用するなど、そういう幅に

ついても今後は検討をしていくということで、そういったことについての解消

を進めていきたいというように考えております。 

 以上でございます。 

  ○小谷邦彦委員 
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    私はお聞きしたのは、非常にご苦労なさって休日に出勤される場合があるの

で、振替の代休として普通の日に休みを勧めていますかという質問でございま

す。 

 あとの１点は、組織的なＯＪＴをされているかと。例えば、目標管理をされ

てるかと伺ってるわけです。そしたら、目標管理シートに従って、毎月進行状

況を上司が指導するとか、いろいろ組織的なやり方あると思うんです。そうい

ったことを私は期待しておるんです。 

  ○石原俊彦委員長 

    そしたら、この後のちょっと進め方ですが、すみません、今、「人」に関する

討論ということで、次の議事に進みたいわけであります。２番のところで、今

事務局のほうから説明さしていただいた①の「人」に関する事前質疑事項、こ

れに波及して今皆さん方にご質問いただいてるわけですが、少し進行の時間の

制約もありますので、２番と３番、「人」に関する討論、ここで言ってた結論を、

行革大綱の柱に入れていきたいわけであります。それにかかわる２に関する討

論と、３番は２のまとめでありますが、それをセットで、大変恐縮であります

が１番、２番、３番をセットにいたしまして皆さん方からご質問いただきたい

と思いますので、お力添えをよろしくお願いいたします。いかがでございます

か。 

  ○田中延重委員 

    今、人口が減少しているということで、私もちょっと２０年後、３０年後、

どういうように人口動態が推移していくのかということ。どういう算出方法と

言うか、根拠をちょっと教えてほしいなと思います。 

 それと、竹安さんのほうからもありましたように、若い人が非常に職員の中

に少ないと。能力のある人を採用するにはどうすればいいのかというのを、ち

ょっと真剣に考えていかなければいけないなというような気もします。そのあ

たりを少し石原先生のご意見もぜひお聞きしたいなと思っております。丹波市

だけじゃなしに、近隣の市だけじゃなしに、先生の本を読ませていただくと全

国の、また海外のいろんな事例をよくご存知だと思いますので、私は先生に結

構期待はしております。よろしくお願いします。 

 人口減少ね、このもとの１０ページですけど、人口減少と建て替えコストの

グラフがありますけど、この数値はどういう形で出されたんですか。 

  ○石原俊彦委員長 

    行革のほうからそしたら、いけますか。おっしゃってる資料のページを、今

のグラフの。第２回。行革課長さんから。 

  ○上本善一行革推進課長 

    行革課長の上本です。第１回にお示ししました資料ですけども、こちらの日

本の市区町村別将来推計人口、平成２０年１２月推計、物のところですね――に

上げております兵庫県の市区町村別男女対象階級別データというのがホームペ

ージ等で公表されとるんですけども、そちらのほうを今回は採用さしていただ

いております。 
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  ○田中延重委員 

    兵庫県はどういうように出しているんでしょうか。 

  ○上本善一行革推進課長 

    兵庫県のほうは、こちら国立社会保障・人口問題研究所調べ、平成１７年の

国勢調査結果を踏まえ、平成２０年１２月に国立社会保障・人口問題研究所が

推計したもの、これを兵庫県がまた独自に調整して、推計値をアップしたもの

でございます。 

  ○田中延重委員 

    いわゆる合計特殊出生率から出生数を算出するということ、毎年何人亡くな

っていくのかという人数で大体推計を出すんですけどね、ただ、例えば丹波市

の場合だったら、丹波市で生まれてすべての人が丹波市で生まれて死んでいく

わけではないので、流出入いうのがあるわけで、そのあたりはどういうように

見ておられるのかということと、それが５年、１０年じゃなくて、２０年、３

０年後そういうことを踏まえた上で、今意思決定しなければいけないというよ

うなことがあると思うんですね。 

  ○事務局 

    失礼いたします。事務的なところですので、担当のほうからお答えさしてい

ただきます。人口推計、先ほど「モノ」の説明のところ人口推計が減少してい

る状況につきましては、課長が申し上げました国立社会問題研究所が推計した

ものを使わせていただいております。 

 その推計方法といたしましては、当然にコーホート要因法で一致をしており

ます。その中でコーホート要因法で使います合計特殊出生率については、１．

５３のときでございます。そして、委員さんご存じのように合計特殊出生率を

判定するときに、低位、中位、高位、それぞれの推計の使い方によって推計値

が変わってくるということもご存じだと思うんですけども、その中では中位を

とっているということは記載はあるんですけど、その細かな積み上げというの

はちょっと丹波市のほうでやってないというところで、わからないということ

で、ご理解いただきたいなと思います。 

 それと社会増減ですね、転入転出の社会増減、また自然増減、生まれる数字

とお亡くなりになった数字については、それぞれ年数の丹波市の各年のデータ

いわゆる、住基上のデータが生きておりますので、それらを加味していきなが

ら推計をしたというところで、推計につきましてはそういう形でこの数字が出

ているということで、ご承知いただきたいと思っております。 

  ○石原俊彦委員長 

    いかがですか。できれば、「人」に関する議論というところで、もう人 ・モ

ノ・金という順番に行きますが、「人」に関しては今日一つの結論出さなければ

いけないんです。ご質問等も結構でありますが、こういう方向で丹波市、特に

「人」に関する行革を進めてはどうかというような視点でご意見をいただけれ

ばと思いますがいかがでしょうか。 

  ○太田一誠委員 
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    僕、余り好きじゃないんですけど、一番初めに応募をしたときのを、ちょっ

と読み上げようかなと思ってるんですけども、長いんですよ。 

構造そのものについて、参画共同による多面的な捉え方進め方が、重要だと

感じます。例えば、総合的現状認識を共有確認できたとしても、選択と集中の

環境づくりがなお必要でないかと思います。そのためには、知識以外の面も鑑

みた、人格創りや、人材の育成管理システムの再構築を考案します。今後、丹

波地域における人口減少に伴う自治のあり方は、全市民参加型の独創的丹波自

立型行政改革が急務であります。昨今、格差社会と叫ばれる中、機会の均等が

少し偏って見えるのは、私個人だけが危惧しているところなのでしょうか。施

す側も施される側も、お互いがみずからの力で再構築する必要があります。丹

波市の行政改革推進といった大きなことは私もわかりませんが、行政改革を推

進するためには、私は、人生の終末は他の街からうらやましがられるようなま

ちづくりを行い、人としてはかわいいおじいさんになりたいと思います。 

ということです。だから、何かをやる場合に、やってもいいか、ええで、と

考えるんですけど、そのときに何が必要かといったら、やっぱり信用してもら

えるさかいにやるというのと、おまえ頼むでといって信頼してもらうのが必要

だと思うので、その辺を市が真剣にお考えいただいたら、まちの中でやる人間

も、やっぱりやっちゃろうかなみたいな子らも出てくると思うので、その子ら

を支えられるような仕組みを取り入れてもろたらいいと思います。 

 今やっとってんことは、きっちりやってもろとるし、データからも若い主幹

や係長の連中らが、やっぱり一生懸命やっとってやというのも読み取れます。

だから、対立するんじゃなしに連携して、その今の丹波でこれから何ができる

かということをできるようなパワーをつくれる人間、人格をつくれるように、

人づくり、モノというのをしてほしいと思います。 

  ○石原俊彦委員長 

    いかがですか、はいどうぞ。 

  ○村上康充副委員長 

    委員長、先ほど言われましたとおり、本日これまとめんなんのですね。まず

「人」の問題でまとめんなんのですけれども、こうやって意見が出てるんです

けれども、例えば職員の人数目標というものが、ここに平成２７年度７０人減

の１０％減と、当初に植木委員さんのほうからも出てましたけど、数値目標等、

どれがベストであるかというようなことで、これ多分１０％減が今日のこの決

定していく上で妥当か妥当でないかということを決めていくんですか。そうじ

ゃないですね。 

  ○石原俊彦委員長 

    いえ、大綱ですから、もっともっと大枠の、副委員長この意見をされたあと

私のほうで整理しようと思ってたんですが、大綱ですので例えばいま太田さん

がおっしゃいましたように、例えば今、行革大綱の中に、まず「人」に関して

いえば、信頼される丹波市職員を目指しますとか、何かそういうふうな文言を

入れて、あととりあえず人材育成でありますとか、いろんなものを入れていく
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とか、そういう程度の整理で、定数の問題はほかのモノの問題とかお金の問題

と関連してきますので、もっと大きなところで。 

  ○村上康充副委員長 

    数値的問題を決定するということじゃないんですね。 

  ○石原俊彦委員長 

    大綱のしかも策定の委員会ですから、まだまだそこまでは。 

  ○村上康充副委員長 

    それで一つだけちょっと聞きたいんですけれども、先ほど言いましたその職

員の数値的問題ですけれども、その前に職員が減少してもサービスを低下させ

ないためにという、要するに現状以上のものを職員が減っても、よい方向に持

っていくというのが目標だと思うんですけれども、その中で一つお伺いしたい

のが、１番のところでも適正化計画の中で、現在７１９名で、その、非職員で

すか、かなりおられますね。両方足して１，０００人、だからこの部分の人件

費を総枠で考えておられるのか、人よりこれ金銭的なものは後になると思うん

ですけども、この「人」の問題として優秀な職員を減らして、あと補佐的に同

じように総枠で１，０００人を求められとるのか、どっちの方向、全体を全部

下げていく方向でこのサービスを低下させない方法を考えられとるのか。 

 全体の総枠の人数を８００人にして、職員の数を６３０人ほどにして、同じ

サービスをしようと考えられとるのか、どっちの方向なんでしょうか。ちょっ

とお伺いしたいんですけども。 

  ○竹安総務部長 

    ただいまの副委員長さんからご質問でございましたが、職員の人数の関係と

はどういう考え方かということでございますが、まず合併をしました平成１７

年度、そういったときの段階においては、当然合併を旧町から職員を引き継い

でおりますので、当然職員の全体数を、この時点では６００を目標に職員の採

用、ちょっと削る作業等によりまして、それを抑えていくという方向で、この

５年間は進んできました。 

 後の５年間につきましても、ただ財政上のことにおいては厳しい財政を持っ

ているということで、同じ考え方でいくということにつきましては、今ござい

ましたようにいろいろな面での支障も出てこようかと思っております。前回の

前５年間につきましては職員の総枠をどうするかということでございましたの

で、実際職員には事務職もあり、専門職もあり、いろいろな職場でいろんな職

種がございます 

 そういった中で、今後の５年間については、今の大体の類似団体等を見てみ

ますと、今の職員数、例えば事務職員についてはほぼ類似団体に近い数字でご

ざいますし、職員の残業というか、時間外手当とか日報、月報の状況見ますと、

これ以上の職員の事務職職員については、余り削減していくことについては、

望ましい方向ではないということで、全体としては削減の方向でございますけ

ども、やはりこれから地方の分権といいますか、先ほどございましたように地

域主権の大綱もできておりますので、本来行政として担う部分と、行政以外の
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民間の活力を活用して今までやっとった業務を継続していくという、いろんな

ことがあると思いますので、そういったところを十分に見極めて、やはりサー

ビスの低下ということについては、いろんな方法があると思いますので、そう

いったことにはならないという方向が非常に大事でございますが、ただ、そう

いったことにつきましては、市民の皆さんのいろんな面でご協力いただく分も

あるかとは思うんですけども、そういう方向で結局は進めていくということで。 

 これまでの５年間と今後５年間についての考え方は、きちっと整理しなけれ

ばならないというふうに思っておりますけど、今までは今申しましたように全

体で、今回はいろんな職種を見てその職員をどうしていくか、どういうような

業務改善をしていくか、そういったことについては十分に考慮して持っていき

たいということで、ちょっと回答になってないかもわかりませんけれども、以

上でございます。 

  ○石原俊彦委員長 

    ちょっと名札が見えないので名前言えないんですが、部長の説明であったん

ですが、「新しい公共」ってわかりましたか。要は、昔は水戸黄門といったら言

い過ぎですが、「新しい公共」というのは公共というのは役所やったんですよ。

全部役所が公共やったんですが、いまは役所のことは公共と言わないで「官」

と言うんですね。私たちは「民」なんですね。官と民が力を合わせましょうと

いうのを、協働とかパートナーシップというんですね。 

 そうしていくと、例えば丹波市内のちょっとした清掃も役所がやって、ある

いは直営の職員の方が掃除をする、あるいは委託された業者さんが片づける。

税金がかかるわけですね。だけど、市民が自分のご近所だったらやりましょう、

あるいは高齢者の方が自分の健康もあるし、朝早く起きてやりましょうという

方が多いですね。そうすると、１つはお金がかからないできれいになる。 

 それから、役所というのは遠くから掃除の場所を見てますが、ご近所の方が

やられると、近くで見てるわけですから、恐らく役所より良いサービスが提供

できるだろう。そういうふうに、仮にですが企業とか、市民とか、ＮＰＯとか

ボランティアとかが、今まで役所がやっておられた仕事に、何がしたくてお貸

ししましょう。それはただの場合もあるし、例えばＮＰＯみたいにそこそこ取

る場合もあるし、あるかもわかりませんが、それがうまいことできていると、

職員の数というのは減っていっていいんですね。だから、職員の数だけ考える

と非常に難しくて、丹波市でどれだけの仕事するんだ、だから職員は何人要る

んだ、決めれそうですが、まず小谷さんなんかが専門だったと思いますが、業

務多能していまして、市役所で一番の仕事というのはどれぐらいという計算を

多分やった自治体って、日本中にないんですね。これが企業と違う現状です。 

 それから、二つ目は役所の仕事がこれだけだからといってますが、「新しい公

共」でやっていきましょうという流れができてますので、どんどんどんどんそ

れが小さくなっていくだろうということで、だから総量で何人ぐらいという発

想は、まず、よその団体と見てどれぐらいかということで、やらざるを得ない

ということで、これまでは数だけでやってきたわけですが、今度は職種を見て
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やっていこうというところまでは来てるんですね。 

 来てますが、中身の議論は非常に難しいし、それから「新しい公共」の概念

が出てきたときに、人を何人にするかというのはほかの問題も絡んでくるので、

そんなことを皆さん方、頭にインプットしていただいて、行政改革、新しい仕

組みをつくるときに、役所の職員に「人」はどうあるべきかといったときに、

皆さんがぜひこれは残してほしいというキーワードをいただければありがたい

ですね。そうすれば太田さんがおっしゃった信頼というのは非常に重要なんで

すね。 

 私が思いますが、最小の最強軍団っていうのをやったらどうかなというのを

今一瞬思ったんですが、最小というのも難しいですね。そんなところでちょっ

とそれは僕は無理かなと思ったりしているんですが、小谷さんこれぐらいのし

ゃべりでよろしいか。では皆さん、ご意見どうぞ、行きましょう。はいどうぞ。 

  ○小谷邦彦委員 

    職員は、高給取りが勧奨退職でやめられて、若い人が入ってこられる。当然、

職務の対応や、切り捨てた仕事をまたやり方を変えたり、仕事なくしたりとし

ない限りは、労働強化といったらえらい労働組合みたいですけどね、非常に密

度が高くなるわけですね。ですから、そこをやっぱり考えないと、そのために

は僕は改善意欲だと思うんです。 

 いろいろ頑張っておられると思うんです。行政改革の第１次では、これ２０

０ぐらいのテーマに展開されてるんですかね。されております。ですから、そ

ういうテーマについて、あるいは今取り込まれておるこの目標管理というのは

どの程度されているかわかりませんけども、非常にいい管理方法だと、昔は私

の勤めてるところは考えておられました。だからそういうもので、やはり頑張

った人はそれなりの処遇がされると。今人事考課制度で全然処遇、賃金とリン

クされないということですね。遅々として進まない。改善も、何か３年間やら

れたけど、ちょっと止まったというようなことですね。 

 この改革をやっていくということで、私のささやかな経験ですけど、これ３

年もしたらマンネリになるんです。人間だれでもです。ですから、何かこう策

を考えないと、人というのは続きません。それはやめるかやめんかね、その瀬

戸際まで落ちたらだれでも頑張りますよ。普通の仕事ではマンネリになります。

これをもらうたびに、その結果から僕は読み取れるんじゃないかとこういうふ

うに見ております。ですから、そこにやはり処遇とリンクされた方法でやる気

を出してもらうと。そしたら、いいんじゃないかというのが、それを早く勧め

たら、どんな形でもよろしいですから、それをやっぱり進めて、改善の火を消

さないという形にしていただけたらなというのが私の提案でございます。 

 以上です。 

  ○石原俊彦委員長 

    今日は２番のところでまとめなければいけないんですが、細かな文言等につ

いては次回以降提案さしていただこうと思いますので、私のほうからちょっと

時間の関係もありますので、整理をさしていただきますが、まず皆さん方から
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出たご意見で１点目、職員はやはり信頼されなければいけない、そのための何

がしかの仕組みを考えてくれと。太田さんがおっしゃった信頼される職員とい

うキーワードは使ってよろしいですかね。 

 それから、いまのところ２つ目で小谷さんがおっしゃいましたが、やはり目

立たない、だけどこつこつやってる、そういう仕事があるからやっぱり丹波市

役所が続いているんだというようなことで、やはりこつこつときちんとまじめ

に改善意欲を持って仕事している職員が、やはり意欲を失わないで頑張ってい

ける仕組み、そういう仕組みをつくっていくということでよろしいですか。そ

れも入れようということでよろしいでしょうか。そんな感じでどうでしょうか。

あと数決めるわけではなく３つぐらいあったら１つの柱になりますので、ぜひ

皆さん方、お気持ちあると思います。ご発言いただければと思います。いかが

でしょう。どうぞ 

  ○谷水ゆかり委員 

    私も、小さなＮＰＯを主催してますけれど、私たちも土日によく会合とかし

ますと、全く私服でプライベートでいろんな会合に出てきてくださる市の職員

の方たくさんおられるんです。それは本当にありがとう、来てくれたんだねと

声をかけたら、本当に勉強に来さしてもらいましたと言ってくださって、そう

いう市の職員の方々がたくさん出ていただけることを強く望んでいます。 

 そういう方々と、それから例えば窓口とかそういうところに行っても、その

担当の方々の姿勢というか、モノの言い方というか、接する態度とか、そうい

ったことでものすごく市民というか、窓口に行った者が救われるとか、相談事

がうまくいくとか、そういったことが多々あります。これは市民レベルで細か

い話かもわかりませんけれども、市民の気持ちをくむというか、市民の喜ぶこ

とを責任を持ってやっていただいているという気持ちを大事にしていただいて、

それをそのうれしかった市民のほう側が、こういうことでうれしかったという

ことを表現する機会も与えていただけると、例えばわざわざ評価してもらおう

と思ってやられたことではないかもしれないけれど、市民の方から感謝の気持

ちが伝えられるという仕組みがあれば、またその頑張っていただいた職員の

方々もやる気を出して、さらに頑張っていただけるというようなことがあるん

ではないかと思います。 

 本当にテーマのとおり「人」。「人」の何物ではなく、人それぞれが、よい組

織なり、よい丹波市なり、私は小さい会社ですけれど、会社なりをつくるとい

うところで、こちらの市民の側も評価するというか、感謝を伝えられて、また

それによってモチベーションが上がるというような仕組みをつくって、文言化

していただけたらうれしいと思います。 

  ○石原俊彦委員長 

    今、ご指摘のでいくと、例えば昔三重県で北川正恭という方が知事をされて

たときは、コアタイム制にしたんですね。皆さん９時から５時だけじゃなくて、

コアタイムを設けましょうと。例えば、昼間連絡調整がありますから１時～３

時はみんな出てこよう。だけど、１時から例えば１０時まで働く人がいてても
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いい。その人は夕方になったらＮＰＯのところに行け。ＮＰＯのところに行っ

たときの制服はカッターでもないしスーツでもないし、Ｇパンだと。だから、

職員、どうぞ研修にＧパンで来てくれと。ＮＰＯと交わってくれというような

ことで、本当は実際職員の方がボランタリーの精神で土曜、日曜、ＮＰＯさん

なんかがあれば、市民活動ができれば一番いいんですが、その一方手前でそう

いうふうな施策なんかもした方がいままでおられました。 

 だから、今そういうところで、ぜひというようなことがありましたので、赤

井さんもおっしゃいましたが、「新しい公共」というところとＮＰＯと職員の皆

さん方の連携というのは、私からすると非常に近いので、そういうところで１

センテンスですね。例えば、信頼性とかやりがいみたいにいい言葉がちょっと

ぱっと出てこないんですが、仮にＮＰＯという言葉を置いて、谷水さんと赤井

さんがおっしゃったようなやつを大綱の中に入れるということで、お２人いか

がですか、あるいは皆さん方いかがですか。どうぞ。 

  ○太田一誠委員 

    キーワードの言葉、「ありがとう」。いつも言われるんですけども、信頼と意

欲の潤滑油に感謝でありがとうという。 

  ○石原俊彦委員長 

    じゃ今のところ信頼性とやりがいとありがとうですが、どうぞ。 

  ○植木和也委員 

    大綱なんで、そういうふうな抽象的な言葉に行くと思うんですけど。信頼な

んていうのは当たり前違うかなと思うんですけどね。わざわざ大綱とかでやる

以前に。例えば商売で信頼をもらおうかというのは、そんなん大前提なんで、

例えば今回の大綱でも、その前の１７年の大綱を僕は見てへんかったんですわ。

余り興味がなかったんかもしれんし、今回行くようになって、青年会議所のメ

ンバーに見ようと言っても余り見やへんのですわ。それで、ネットでいろいろ

調べて、例えば豊岡とかいろんなところも、こういう行政から大綱をつくっと

んですけど、余り見ようと思わへんのですわ。もう同じような感じなんです。

例えば、さっきの総合計画、あれも例えば丹波市じゃなくても通用しそうな計

画のようにも思うんですわ。篠山でもいいし。 

 信頼とか、せっかく前半ごっつい細かな話言いよったのに、まとめるところ

も大綱なんでそれはそれでいいんですけど、例えば僕らがぱっと目を引くよう

な、例えばサッカーなんかきのうやっとったから、もうほんまに追い込まれた

状況なんか絶対に負けられない戦いがあるとか、例えばギラギラした職員が頑

張るとか、そういうふうなことのほうが見るん違うかなと。信頼、ものすごく

きれいでいいんですけど、よくある落としどころのような気がして、せっかく

５年後には赤字になる、人口が減る、職員も２０以下、２０代が少ない、そう

いうこれだけで見てもものすごい危機的な状況の中で、大綱やからこそ方向性

を決める上で、もっと何かおおっというのを入れといたほうがいいんかなと思

います。 

 以上です。 
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  ○太田一誠委員 

    ありがとう、そういうことなんですよ。でもいろいろ考えて、毎週火曜日、

晩１２時までとか１時、２時までとか考えて、ゴールのない延々な議論を毎週

毎週何百時間とやっとんやけど、だけど僕らちょっと個人的なことなんやけど、

医療のほうでやりよるんやけども、医者がいま危なくなっている、それは何で

やいうたら、お医者さん本来の仕事ができへん。お医者さんは患者さんを治し

たいけど、お医者さんはメスを入れるよりも今紙に書く時間の方が長い。それ

で、下手したら何万分の１のやったかな、何万分の１の確率で失敗したら、も

う無茶苦茶訴えられる。丹波市も一緒や思うんです。 

 これ結構皆がスペシャリストで、前も言うたかもしれへんけど、家督をつぐ

長男、もしくは次男でも自分が家を継がなあかんやつがもう残っとるだけなん

や。７万人いうたって４万になる言うとってんは、まあ言うたら３万軒か４万

軒の家があるということ。 

 それで、その人はもう必死でやりよるん、それはそれで必死なんや。そやけ

ど、片一方で帳面を書かなあかん、書く人がおらへんから訴えられるとか、良

いようにとらへんとかがあるわけで、だからそれを守ってやるのがだれかいう

たら市民なわけで、その市民と行政が連携して信頼をしてへんかったら、どん

なに大きい市でも、どんなに小さい市でも成り立たへんのや。ずっと何か、一

生懸命話するねんけど、言葉が難しいのや。それで、しょうもない昔の考えた

った人の、一期一会とか、だからもう何か「人」という字はとかなってしもう

て、そこへ行ってしまうわけです。 

 何かこれでいいんやみたいな、魂みたいなんがあるやんとか。でも、何か考

えとったら温故知新やないんやけども、故(ふる)きを温(たず)ねて新しきを知

るというか、ほんまに信頼いう言葉がみんなに通じれば、ありがとういう言葉

が出てくるし、何かしようかと。ほんならもうしとんやったらわしもしたるわ、

そんならおまえやること信用するわ、みたいな話になるわけですな。そこに年

齢差で、もうあんなおっさんが言うとること要らんわとか、あいつが言うとる

ことは年が下やからあかんわいうて、いうような、そういう信頼を失うような

関係をつくるような社会にしてしまう仕組みをつくると、さっき言うてた地域

主権の中で地域戦略がおかしなるわけです。 

 小さいけども、司法、行政、立法やったかな、それがうまいこといくような

信頼というか、信用というものはどんなもんやということは、やっぱりそれぞ

れの部署で研究してもろて、それを僕らがレクチャー受けて、またその信頼と

いう意味も、ほかは考えていかなあかん時期が来ると思うわ。それをほんまに

わかったまちだけが生き残れると。 

 それで、さっき言うとった最小で最大というものは、そういうところにある

ん違うかなと思うんです。神戸市は１７０万人で、みんな連携していうたって

絶対無理や思いますわね。もう３人とか５人で連携するほうが絶対連携しやす

いんやけど、３人や５人に丹波市がなるわけないんやけど、どうかね。 

  ○植木和也委員 
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    おっしゃるとおりで、せっかくそれを伝える方法として今回の大綱で、信頼

とありがとうで、丹波市の大綱をつくるのはもったいないと。ものすごくそれ

をいうたら、商売しとってもそうやし、プレゼンするというのが大事やし、や

っぱり市民に知ってもらわなあかんし。そのとおり信頼がなかったら、もう何

もできへんし、それも大前提。そっから切り口にしていろいろ考えるのは大事

やと思うんですけど、それを大綱としてどういうふうなまとめ方をされるのか

ですけど、信頼をキーワードにやっていきましょうというたときに、例えば僕

はここへ入ってへんだら、ああ、またよくあるような大綱ができとるなと。そ

れで見やへんと思うんですわ。 

 そこで、どうしたらみんなに見てもらえるかというのを考える。もうおっし

ゃるとおりで、そのとおりやと思うんですけど、そのあとは最後に伝える材料

が、大綱をつくっていく策定作業なんで、その手段として、キーワードとして、

キーワードというか、そういうふうに信頼、書くだけやったら、せっかくみん

なの思いが伝わらへん。 

  ○太田一誠委員 

    はい、すいません。これ何ページやったかな。赤井さんのページの前のとこ

ろの僕のところに。ありましたわ。市が本気で市民に任せることで、連携と行

革ができないかと書いてあるけど、本気というのはどうですかね。本気。 

  ○石原俊彦委員長 

    一つ信頼という言葉は一定の人に支持されてますから、とりあえず残してお

きたいと思いますけど、いま先ほど、ギラギラという言い方をされましたが、

ちょっとそれは別に、もうちょっと置きかえるとどうですか、今ちょっとおっ

しゃいましたけど。何か帰るときに１個聞きますので、その言葉をちょっと皆

さんに諮らせていただくということで、ちょっと考えながら議事進行というこ

とでお力添えを。 

 あと皆さんいかがでしょうか、これとは違う何か、「人」という今のところ信

頼、やりがい、ありがとう、それから情熱とギラギラが出てきてますが、甘い

と言われるかわかりませんが、私らは行革の基本というのは、やっぱり組織風

土改革なんですね。これは大綱ですから市民の方にも見ていただきますが、や

はり職員の方に第１に見ていただくときに、専門家ぶってちょっと恐縮ですが、

役所の職員が仕上げる文面になっちゃうと、市民もしらけてるし、役所もしら

けてるでは最悪ですので、せめて役所の職員がやったろうかと思うような言葉

に。で、やりがいとかありがとうという言葉は今までないんですね。だから、

そういうイメージでもう１つキーワードを３時ごろいただくとして、もう１個

ぐらいいかがでしょうか。企業経営とかちょっとがちがちの何か民間センスの

ところでも結構ですので、何かコスト意識とかいうのが昔ありましたが、どう

でしょう。どうぞ。 

  ○足立昌彦委員 

    信頼とかそういうのは今肝心だと思うんですけど、やっぱり１０年先にも３

０億の赤字になるということなので、やっぱり一番肝心なのは地域の住民も肝
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心なんですけど、職員の人、ものすごく責任が何かものすごく重たくなってき

たというのか、アイデアをものすごく出さないかんとか、やっぱりパートナー

シップという部分に言われてましたけども、リーダーシップでもあると思うん

です。このリーダーシップがやっぱり行政側にかなりないと、この地域のほう

へなかなか下りていかないとか、地域の中で活性化しないとかいうようなこと

があるので、そういう面がやっぱり見て、職員の人がよし頑張るぞっというこ

とが出てこないと絵に書いた餅になってしまうんじゃないかなと思うんですけ

ど。 

  ○石原俊彦委員長 

    リーダーシップという言葉を例えば行革のところへ持ってくると、例えばＮ

ＰＯとか活動されてる方は、いやいや行革じゃなくてという、そういうのが必

ずあると思うんですね。だから、何か別の言葉ないですかね、コーディネータ

ーとか、ちょっとカタカナを余り使うのはあれですが、要は市民の皆さん決し

て悪い意味ではありませんが、いろんな方向を向いてるわけですね。それを全

部のバラバラの方向をベクトルをやっていくと、その場にもって何の変化もな

いということになるので、だれか皆さんこっちに行きましょうというふうに引

っ張っていける、何かこう企画力というか、人間味があるというか、そういう

ふうな職員の方にお一人お一人がなっていただきたいというのが、市民の皆さ

んの一つの希望ではないのかなと思うんですけどもね。まさに足立さんもご指

摘なったような感じで、そういうのを一つないですか何か。市民だってやって

るのに、役所の人、ごめんなさいね、８時半～５時半で帰って田んぼはないや

ろと、それもごめんなさいね、それを何かないですか。 

  ○谷水ゆかり委員 

    余り言いたくないことなんですけど、今日はＰＴＡで来てますけど、ＮＰＯ

の立場でいうとそのＮＰＯに任せるというか、市民の活力をという言葉は、実

は市民レベルとかＮＰＯにとってはものすごく何か迷惑な言われ方で、経費節

減のために、コスト削減のために綺麗な言葉でＮＰＯとか市民とか言われてい

るような気がして、実は余りうれしくないんです。 

 赤井先生が、「新しい公共」とかパートナーシップと言ってるのは、そういう

とこら辺の意味で、本当にフェアな気持ちでお互いにできることやりましょう

と言ってるのか、ただコスト削減のためにＮＰＯさんにやらしといたらいいわ

みたいなイメージなのかという、そこが本当にハートの部分のところをお聞き

したいなと思うシーンが時々あるんです。だから、本当の意味のパートナーシ

ップという、自分たちのできるところは自分たちでする。行政マンでなければ

ならないところ行政マンで担保するという、そういう意識をお互いに持つとい

うことです。 

 私たちがＮＰＯでよく言うのは、だれもみんなが幸せになるためにやること

で、やりがいというか達成感とか、そういったもので、自分は人のためにこん

なことができたという思いが一番大事で、それでお金をもらえたらまたもう一

つうれしいことではあるんですけれど、そこら辺の思いは何か言葉にまとめて
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いただけたらうれしいと思います。 

  ○石原俊彦委員長 

    それでは、今足立委員とそれから谷水委員、いろいろご指摘いただいた部分

は、次回以降になりますけど、少し整理をさしてください。事務局のほうで検

討さしていただいて、皆さんにまた、提示さしていただきたいと思います。 

 本当の意味でのパートナーシップという言葉はやっぱりちょっとずきっとき

ますね。学者ですから、外のことを調べるのが仕事ですから、イギリスなんか

でアキーバというのがあって、いわゆるＮＰＯの社長さんの協会、日本のＮＰＯ

の社長さんの業界にこんなんってまだないですが、ＮＰＯの社長さんの協会っ

て何をやってるかと言ったら、フルコスト・リカバリーという考え方で、きち

んとしたコスト原価計算をＮＰＯがやりましょうとやってるんですね。 

 ＮＰＯの皆さんというのは、役所から指定管理にしても委託にしても、発注

があったら受ける。きっちりしたコスト管理できてません。だからつぶれるの

悪循環があって、だから、いまおっしゃったように安いからＮＰＯではなく、

同じ値段でも質の高いものを提供してくださるからＮＰＯ、きちんとした必要

なコストを払っていこう、だから役所だって行革で費用が少ないに越したこと

ないですが、しかしそれはやはりパートナーシップを組む以上は、適正な原価

であるべきだという考え方、入札の考え方ですね。そういう考え方でもつなが

ってくると思うので、ちょっとお金とかモノの議論を少しした後、この「人」

のところにもう一回再後集約するような形で持ってこれればと思いますので、

私、ちょっと皆さん、足立さんのご意見、よくわかってますので、リーダーシ

ップ非常に重要だと思いますので、また少しそこらあたりはまとめさせていた

だきたい。 

 次の議事がありますが、もう一方だけ何か、どうぞ。 

  ○小谷邦彦委員 

    原案には、市民に分かりやすいサービスをするとか組織とか書かれておりま

して、それに対して、市民サイドとして市民エゴとか、すぐ市長を出せとか、

何かルールを守るというようなことを、市民サイドとしても協力を、自覚を持

ってしていってほしいと、こういう文言が出たらどうなるかなという、私は気

がしております。 

  ○石原俊彦委員長 

    ありがとうございます。私もそれは非常に重要だと思います。よろしいでし

ょうか。じゃ、それもちょっと加味して、作り直していただきます。 

 そしたらすみません、皆さん３時以降の予定をお持ちの方もおられるかわか

りませんが、もう１件、次回の「モノ」に関しまして事務局説明を１つさして

いただきたいと思います。今日ちょっと事務局の皆さん、予定より圧縮して進

めていただければと。次は、議事の４になりますけれども、「モノ」のところの

改革に関する事前説明というところで、トータルでできれば１５分から２０分

でお願いしたいと思います。 

  ○事務局 
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    それでは失礼いたします。「モノ」改革について、次回ご質問いただくに当た

りまして再度ご説明をさせていただきます。要点のみになりますがご了解いた

だきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

 また、質問につきまして、前回のときには７月１５日、１５という数字を言

わせていただいたんですが、次回２８日の開催に向けて、こちらで十分な準備

させていただきたいということで、ご協力いただき、７月１３日までにまず質

問についてはご提出いただくということでご協力お願いしたいと思います。 

 それでは、「モノ」について説明をさせていただきます。説明に当たりまして、

前回お配りしました１回－４、「第二次丹波市行政改革大綱（案）」の６ページ、

「モノ」のところまとめております。そのページが、「モノ」対策についての大

綱という部分になります。前回の資料ですので、ちょっとわかりにくいかもわ

かりませんが、その６ページと今回お渡ししました２回－４、「モノ」丹波市と

しての必要なものという部分で、パワーポイントのスライド用の資料で作らせ

ていただいてる資料で、ごらんをいただきたいというように思います。 

 それと、参考記事、少し後ろのほうに参考記事、「平成の大合併 篠山市の失

敗というような形の記事ですね――と、３点をつけていただいておりますが、そ

れにも少しだけ触れたいと思います。 

 まず、その２回－４、「モノ」という部分を見ていただきたいと思います。当

然「モノ」とは、ご承知いただきますとおり、公共施設のことでございます。

下半分見てていただきまして、公共施設や市財産を指します。老朽化するとい

う特性があるということで、当然建物、インフラは、時とともに老朽していき

ます。効率的には、利用するということによって、その価値が出てきますけれ

ども、その価値を発揮せずに負の資源となるということもあるということでご

ざいます。負の資源となるということであるとは、民間であれば建物を資産と

して考えておりますが、公ではその建物を流動的に売却したり、当然用途変更

するということがすぐにできないという意味を示しております。また、市公会

計では建設したときにお金をすぐに全額を支払って、いわゆる減価償却費とい

う考え方もないということから、少し建物に対するコスト意識というものが民

間と比べて少しないというところをここで示しております。 

 ページをめくっていただいて、そしてその合併のスケールメリットはという

ことで、書かせていただいております。丹波市が合併してから５年間の中で、

スケールメリットとして言われておりました。規模が大きくなることによって、

得られる利益のことをスケールメリットということで、２ページの下です。６

点、サービスの多様化、高度化が期待できる。合併によって、住民の利便性の

向上が図れる、優先的な投資による基盤整備が図れる、広域的観点によるまち

づくりができる、行財政の効率化が図れる、地域のイメージアップにつながる

ということが言われております。 

 そんな中で、そういった公共施設がそういう合併のメリットを生かせるよう

な配置になるように、この「モノ」改革のところでは、行政改革大綱の中で公

共施設の整備、合理化、テーマ１と、テーマ２、経常経費の削減ということで
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まとめさしていただいております。 

 ３ページ、４ページをお開きください。公共施設の現状を少しまとめており

ます。詳細を説明さしていただいたらいいんですが、公共施設、建物がすべて

建替コスト、建築費と解体費を合わせますと、８４８億円になります。すべて

丹波市の公共施設を建てかえると仮定をすると、この８４０億円になると。８

４８億円の内訳を見ていただきますと、４ページの下段のような様子になると

いうことを示しております。小・中学校の建設、建てかえコストが高い、また

庁舎等が突出しているという状況を示しております。 

 ５ページを見ていただきますと、先ほど教育費の施設が５２％、５１．９％

が教育施設が占めているという状況を示しております。その５ページの下の表

をごらんください。そして、その建てかえ８４８億円が建てかえがいつごろに

やってくるのかということを示しております。２０２５年から２０３０年、２

０３５年あたりの５年ごとの建てかえの経費が、非常に高くなっているという

状況を示さしていただいております。 

 次のページをお開きください。６ページです。公共施設とは主にということ

で、先ほど説明させていただきました建物は、４７３施設丹波市にあります。

棟数にしますと１，１０７棟あるという状況でございます。その建物以外に、

公共施設にはインフラ資産というものがあります。道路、橋梁、水道施設、下

水道施設等でございます。特に道路については、１，０００キロを超える市道

があるということを示さしていただいております。それを公共施設、建物を平

均の耐用年数で３５年と仮定をしますと、先ほどの８４８億円を３５年で割り

ますと、２４億円の建てかえ経費が毎年必要になると、平均で必要になるとい

うことを示しております。 

 また、インフラを見てきますと、これは建て替えコストではないんですが、

残存価格、いわゆる簿価で示しております。この分については１，０８０億円

あると、それを同じように耐用年数５０年で割りますと２２億円が必要である

ということを８ページの下段に書いております。先ほどの２４億と２２億を足

しますと４６億円の建てかえコストが毎年必要になるということをここで示し

ております。 

 ９ページの下段で、将来３２年の投資的経費との比較ということで、前回収

支見通しを示さしていただきました。３２年段階では１０億円程度が不足する

と、いわゆる交付税が３０億円減ることによって、３２年の段階ではまだ１０

億円が不足するということを示さしていただいておりましたが、この４６億円

を加味したものでは当然ございません。９ページの左側、不足額が１７億円が

投資的経費を見込んでおりますので、４６引く１７ということで、２９億円が

不足する。そして、その当時から見込めれている１０億円が不足するというこ

とで、それを合わせまして４０億円程度の赤字が見込まれるということを、こ

こで視覚的にあらわさしていただいております。 

 １０ページを見ていただきますと、先ほど田中委員さんのほうからも少しあ

って、人口の減少の状況については、人口の推計方法については詳細おつなぎ
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たいんですけども、ここでは一定の方法で、コーホート要因法で推計をしたと

いうことでご理解いただきたいと思いますが、こういう将来推計になります。

施設の建てかえコストと反比例をして、人口が減るにあわせて建てかえコスト

がかさんでくるという状況でございます。 

 １０ページの下段では、地域別の施設をあらわしております。当然、人口の

多い、またところについて、氷上地域が１０７施設あるという状況です。 

 １１ページの上段で、地域ごとの建てかえコスト、地域別に先ほどの８４８

億円を地域別に表した表でございます。 

 １２ページをお開きください。そして、地域ごとの１施設当たりの建てかえ

金額ということで、先ほど氷上地域が非常に多いということでしたが、１施設

当たりの建てかえコストを見ていきますと、青垣地域、春日地域が２億円を超

す建てかえコストになっているということで、これは例えばグレードが高い、

また特殊な施設があるということで、ごらんいただけるのではないかと思いま

す。１２ページの下段、地域ごとに１人当たりの建てかえ費用ということで、

１人当たりに割っております。青垣地域、市島地域、春日地域が高いという状

況でございます。 

 そういった中で、現状を踏まえて「モノ」改革、公共施設の整備、合理化と

いうことで、大綱の中でまとめさせていただいております。公共施設の整備、

合理化の考え方ということでまとめておりますが、まずはっきりと書いており

ます１、２、３、廃止、統合、長寿命化ということで、施設機能の重複を避け

る、また過剰な投資は避けていくということで、目的が希薄化したものについ

ては廃止をしますよと。 

 そして、２番目には人口ニーズの変化によって、既存施設については統廃合

していきます。また、残す施設にあってもできるだけ大切に使っていくと、長

寿命化を図りますよということを文章表現で、大綱の中では記載をさしていた

だいてますので、後に確認をいただけたらと思います。 

 もう１点、１４ページ経常経費の削減ということで、大綱の中でもう１点テ

ーマをまとめております。公共施設であっても、当然大切に使っていくという

観点で、１４ページの下段で経常経費の削減、省エネの取り組みということで

まとめております。１５ページには、丹波市役所そのものが温室効果ガス輩出

の抑制にも図っていくという状況を示さしていただいております。 

 そして、あと参考記事ということでは、篠山市の状況が多くの公共施設が建

設をしてきた状況、また公共施設という財政破綻の時限爆弾ということで、こ

れは、公共施設がたくさんあるという状況は、丹波市だけの問題じゃなくて、

全国の自治体が同じ状況にあるということを例えて時限爆弾と表現しておりま

す。それを時間の長い短いを導火線ということで、時限爆弾がいつ爆発するか

という部分については導火線という表現をしている記事を掲載させていただい

ております。もう本当に早口でしたけれども、説明させていただきました。 

  ○石原俊彦委員長 

    はい、ありがとうございます。今、ご説明したパワーポイントの資料、ペー
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ジ数は多いですが、大きな数字を皆さん方にご理解いただこうということで整

理をしております。それから、後ろのほうで文芸春秋の記事ですね。葉上太郎

先生という方ですが、これは文芸春秋の記事でありますから、皆さんご一読い

ただければということであります。 

 それから、もう一つ参考記事の２で、南という先生がこれは地方財務という

雑誌に書かれまして、非常に専門的なあれでございますので、幾ばくかでもご

参考になればという程度でお手元に配らせていただきました。 

 それから、この後の進行ですが、今事務局のほうから説明していただきまし

た市の分析に加えまして、事務局をセコンドしていただいてます監査法人トー

マツの公認会計士の世羅さんのほうから、２回－５というのを使いまして、市

とは少し違う外部からの分析で説明をしていただこうと思っております。世羅

さん、２回のこの説明を５分ぐらいで。 

 それから、世羅さんがここにスタンバイしていただくまでの間にちょっとご

説明ですが、実は２回－８で、平成２０年度の新地方公会計制度基準モデルに

よる財務書類とあります。これは民間事業の貸借対照表、あるいは損益計算書

をご解読できてる方であれば読めるんですが、非常に専門的でありますので、

すみませんが今日はパスさしてください。そのかわり、後ろに、ページでいう

と１３ページというのが終わった次の１ページで、丹波市の財政状況にという

ことで、会計士が分析した、世羅さんではありませんが、会計士が分析した紙

がついてます。これはやさしく書かれておりますので、こちらをお読みいただ

くと前のほうの公会計の基準モデルというものを読んだのと同じような効果が

あるだろうというふうに、ちょっと資料を勧めさせていただきたいと思います。 

 それでは、世羅さんパワーポイントのほうの説明、どうぞよろしくお願いい

たします。 

  ○有限責任監査法人トーマツ世羅 徹 

    失礼します。トーマツの世羅です。では、私のほうから、今日配布してもら

ってるパワーポイントの資料と、事前に配付してます２回－２というかなり分

厚い資料があったと思いますけれども、市有施設分析報告書、これを若干その

中で説明したいというふうに思ってます。時間もあまりありませんので、まず

パワーポイント方の要点だけ知らせたいと思います。 

 まず最初、１ページ目ですけれども、今回、資料の数がかなり多いので、か

なり凝縮していこうと思いまして、いろんな論点が混じってるんですけれども、

ここで見ていただきたいのが、左上の部分で、資産の保有状況というのがあり

ます。これは先ほど先生のほうから話がありましたように、地方自治法の中で

は貸借対照表という諸表は作成しなくていいというふうになってるんですけれ

ども、最近地方自治体の中で民間なみにバランスシートを、貸借対照表をつく

ろうということがありまして、それを各自治体が作っているという状況で、そ

の資料からとってます。 

 資産額はですね、各市の資産額を人口で割ったもので比較しているものであ

りまして、若干それの年度が違ったので年度の違いはあるんですけれども、丹
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波市さんはこれ平成２１年度の数字をとってます。２１年度の丹波市さんの総

資産額を人口で割っているという数字で、大体１人当たり２３４万９，０００

円という数字が出るという結果になっています。 

 この金額で比べまして、まず意外に丹波市さんが少なかったんですけれども、

これ実はつくり方に若干問題がありまして、詳しい説明は省きますけども、要

は丹波市さん、資産のデータ整理をかなりしてまして、その分金額が高くなっ

てるという。おかしな現象なんですけれども、要は丹波市さん以外の市に関し

ましては、若干精度が荒い方法でつくっておりまして、例えば資産も受託、売

却をしているものも資産の分に入ってるとか、そういうものが問題にありまし

て、若干高くなってるというふうに思ってます。 

 ですので、若干丹波市は低く見えますけど、恐らくそんなに変わらないとい

うふうに思ってますし、あと合併団体に関しましても、合併団体は資産が多く

なる傾向がありますので、同じぐらいかなというふうには思ってます。 

 私が過去に分析さしてもらった中でも、大阪市でありましたら、ハードサー

ビスが非常に多い市でありますけども、そこで大体１人当たり３００万であり

ますので、大阪市と朝来市さんが同じぐらいの費用になってるという状況には

なってます。それで、朝来市さんは非常に多いじゃないかなという数字はここ

で見れるという状況です。 

 ２ページをめくっていただきまして、単価予測金額というのがありまして、

これ先ほどパワーポイントの話でもありましたけれども、今後、建物を建て替

え更新しないといけないということで、５年ごとの金額を出してます。 

 さっき話はあまり出なかったんですけども、私が注目したいのはここにレジ

ュメの上のグラフの一番左側で、既に耐用年数が到来してる施設が三十四、五

あるという部分ですね。要するに、ここは要は耐用年数でありますので、ある

一定の決まりですね、その施設を使う目安が決まっておりますので、この施設

をついで、まだ使ってる施設があるというものが三十四、五あるということな

ので、これも早急に検討すべき事項じゃないかなというふうに考えています。

それは強調したい部分であります。 

 あと、また違う話でありますけども、この下、左下に書いてありますのが、

これは丹波市が非常に施設が多いなと思いながら、先ほど分析の報告書を出し

てもらったんですけども、その中でも貸し館施設を例にとってます。これは、

分析書の中で会議室等々の施設を貸してるというものが結構ありまして、この

表でありますように丹波市さん全体で１０５施設あります。各地域の平均をし

ますと１８．５という平均の数字があるという状況で、相当な施設数があると。

ただ、やはり貸し館でありますから、貸し館料をとられますから、なかなか利

用数も少ないという状況が結構ありまして、このように関しましては統合の可

能性があるんじゃないかなというふうに感じるということで提示させてもらっ

てます。 

 ３ページをめくっていただきまして、次、報告書の見方と書かせてもらって

ます。報告書は、この百何十ページというかなり分厚い報告書になってますけ
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ども、この報告書の中で１ページ開けていただきますと、１ページの下のとこ

ろで、施設づくりということで表をつくってます。要は、ここの１番から２３

番という施設群ごとですね、同じ同種施設群を丹波市の施設群も集めまして同

施設ごとに分析しているという報告書がありますけれども、それごとにコスト

と成果という観点で各施設群を分析をしてます。こういう施設が４７３施設あ

りますけれども、そのうち１６３施設を選びまして、分析しているということ

を書かせてもらってます。 

 見方ですけれども、パワーポイントの資料を見ていただきまして、この社会

教育施設の利用度とコスト効率というふうに書いてますけども、要はこのグラ

フ作りまして横の軸がコスト効率でありますんで、コストは高いか低いかとい

う観点になります。建物のほうは、利用度がありますから、利用度が高いか低

いかという観点になりますので、このグラフですね、４つの象限に上げまして、

右上の象限部分ですね。特に市島の三ツ塚ふれあいセンターとか入ってる象限

がありますけれども、この象限の部分がコスト効率もよくて利用度も高いとい

うような感じになります。 

 逆に、左下のこの象限がコスト効率が悪くて利用率が低いというような象限

になっているとこういう形になります。ですので、先ほど申し上げましたよう

に２３の施設群に関しまして、同じようにこういう分析しておりますので、こ

の施設群の中で各施設がどういうポジションにあるのかというのが、このグラ

フでわかるということになっています。 

 この中で、丹波市特有の問題かなというふうに思っているものがありまして、

それがパワーポイントの３ページの右上部分に書いてますけども、丹波市は施

設を利用するために使用料とってますけれども、その使用料ですね、免除使用

の割合が非常に高いということを非常に感じてます。これは他市でも同じよう

な分析をさしてもらってるんですけれども、それよりも高くなっていると思っ

てまして、例えば、こういうふうにありますように、三ツ塚ふれあいセンター

でありましたら、利用件数が９２６という中で免除件数７１０件ということで、

７０．７％の免除があるということなので、要はこのふれあいセンターを使う

方の８割近くの方が利用料を払ってないという状況になってきているというこ

となので、利用料を上げましょうという議論も他市ではあるんですけれども、

まず丹波市の場合、まずはその免除をどうするかということを考えるべきじゃ

ないかなというふうには思っています。 

 あともう一ついいですか。非常にミクロの話になりますけれども、資料２－

３で、「人」に関する質疑の中に入っておりました中で、資料の３の７ページに

赤井委員さんからお話ありましたが、美術館のコストの話ですね、これも実は

この報告書の中に載ってまして、報告書の中で言いましたら９０ページになり

ます。若干、コストの集計単位が違っているので、若干これと違う部分もあり

ますけれども９０ページの上の表ですね、細かい数字で恐縮なんですけれども、

この中で美術館の数字が載ってます。行政コストが４，９００万払ってます、

利用者数が２万５，８４５人ありますという中で、１人当たりのコストが１,８
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９８円かかっているという状況です。 

 これに対するものとしまして、ちょっと飛びましてこの裏のページ、９１ペ

ージですが、この中で真ん中の表に受益者負担率というのを出してます。これ

で、１,８９８円というコストの中で、この表の中身は載ってますけれども、受

益者負担率が２１％になっていますから、ですのでざっくりいいますと１,８９

８円のうち２０％分だけが料金をもらってるということになりますので、その

負担でいいのかどうかという話ですね。 

 あと対象になるものにしましては、美術館に入る場合、この美術館に入ると

きに幾ら払うのかという観点で見てもらう。ちょっといまどれだけかわからな

いですけれども、例えば５００円という料金になるとすれば、５００円分は価

値があるかという話を考えてもらうのと、あとは１，８９８円の差額、５００

円分の差額ですね、１，３００円に関しましては、これは市負担になってます

から、その負担が税金でいいのかどうかという話を考えてもらうというのが大

事かなというふうに思ってます。 

  ○石原俊彦委員長 

    そしたら、この程度で。パワーポイントの最初のほうの説明だけをと思いま

したけど、中身の２回－２ですね、市有施設分析報告のほうも、今の施設を例

にとってご説明をいただいております。こちらもちょっと大儀でありますがぜ

ひごらんいただきたいと思います。若干、主論点を集約いたしますと、ぜひ次

回までに丹波市が今保有されている物ですから、施設の量が適当なのか、多い

のか少ないのか、それについてご意見がもしあればまとめていただきたい。 

 ２つ目は、施設は例えば道路とか学校とかでありますとただで使いますが、

公共料金が発生するものがあります。それを受益者負担といいますが、それが

高いか安いか。今、世羅先生がリストアップされたところは１３．何パーセン

トか受益者負担がありますが、ものすごく低いところがあります。だから、も

ちろん無料が好ましいわけでありますが、みんなにまんべんなく、くまなく行

きわたるサービスであればただでもいいかわかりませんが、例えば特定の人だ

けが楽しむものを本当に全額税金でいいか、そこらあたりご検討いただきたい。 

 それから役所というのは公共料金を使っていただくときにお金いただくわけ

ですが、例えばお金持ちからいただくのと、そうじゃない方からいただくのと、

福祉の観点から減免という措置をします。普通の料金は４００円だけど、何が

しかの条件を満たした方は、例えば２割減免いたしましょうとか、それがいま

ご説明がありましたように丹波の場合は非常に多いです。前向きにいえば福祉

が充実しているということなりますが、行き過ぎると財政が赤字になって破綻

するかもしれない、要はバランスが大事であります。そういった３点ないし４

点をぜひ意識しながらまとめてきていただければありがたいと思います。すい

ません、ちょっと強引で。 

 それでは、一応、資産の「モノ」に関する説明は以上ということで、あと次

第のほうをごらんください。私のほうからもご連絡さしていただきたいと思い

ますが、この大綱案に関する市民の皆さんへのパブリックコメントというもの
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を８月からホームページ等を通じて実施されます。それに関する資料を委員の

皆さん方にも配付さしていただいておりますので、またご確認いただき、もし

よろしければお声かけもいただければよりよい大綱になるのではないかと念じ

ております。 

 それから、第２回市民満足度調査、街頭調査というものも近々実施の予定で

ございます。これは本日の議事に関係ございませんが、ご報告をさしていただ

きたいということで、準備をさしていただきました。 

 あと最後の時間をとりましていかがでしょうか、一言、キーワード。みんな

注目してるんで何か。 

  ○植木和也委員 

    いろいろ考えまして、先ほども改善とかそういうふうなことも言われました

ので、やっぱり危機意識を持っていかなあかんなということで、危機感という

のも思ったんですけど、危機感というのを入れたらどうかなとか、でもそれや

ったらちょっとおもしろくないなと。それで危機感、考えていかな、改善とか

そういうふうに、当市もこういう状況なんで、考えよう思ったらやっぱり頭を

使わなあかんと。僕らよくいうんですが頭を使うときに脳から汗をかけと。脳

から汗をかけというのを入れたいんですけど。そんなんやったら、脳から汗を

かくぐらい真剣に考えていかないかないとだめだ、ぐらいの危機感があると。 

  ○石原俊彦委員長 

    まあ、今日それを取り入れると決定する必要はないので、それは一応置いて

おきましょう。消えたらごめんなさいですよ。何ですか、「脳から汗」。まあ、

おもしろおかしくやるというのが非常に大事だと思いますので。 

 それでは、今日はすいません、小谷さん最初にいろいろご指摘いただきまし

てどうもありがとうございました。こんな段取りで、ちょっと今日は十五、六

分おくれてしまいましたが、一応皆さん方のお力添えをいただきまして終わる

ところまでまいりました。 

 次回以降、できるだけ時間を節約してご発言をいただこうと思って。副委員

長、すみません、次回そういうことで私休むんですが、どうぞちょっと短めの

進行でお願いしたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 それでは、今日は以上ということで終わらせていただいてよろしいでしょう

か。じゃどうもすみません、今日は皆さん本当にありがとうございました。 

（「ありがとうございました」の声あり） 


