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第３回 丹波市行政改革大綱策定委員会  

 

 

１ 開催日時  平成２２年 ７月 ２８日（水）午後３時～５時０４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） 

  竹村 安彦  村上 康充  足立 昌彦  藤本 幹雄  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 （石原 俊彦）（植木 和也）  

 

（２）行政改革推進本部 出席１６名 

副市長 永井 隆夫 教育長 小田 繁雄 

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 

議会事務局長 拝野  茂 消防長 大石 欣司 

水道部長 

教育委員会社会教育部長    

藤本 利一 

畑  幸宏 

教育委員会学校教育部長 

企画部企画課長 

岸田 隆博 

足立  博 

 

（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 

  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 

 皆さん、大変お忙しい中、本日の会議にお集まりいただきましてありがとうござ

います。本日の出席委員でございますけども、植木委員さんが欠席ということにな

っております。それ以外の委員さん方につきましては出席いただいております。 

 それから、市長部局でございますけども、会計管理者が欠席いたしております。

その他部長のかわりに代理出席している者もございますので、その報告をさしてい

ただきます。 

 それでは、本日の出席の人数でいきますと、過半数に達しておりますので、丹波

市の行政改革大綱策定委員会設置条例第６条の２項により、本会は成立しているこ

とを報告さしていただきます。なお、今回は前回にも報告があったかとは思います

が、石原委員長が欠席となっております。村上副委員長様により進行願いすること

となっておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それともう１点でございますが、資料の確認でございますけども、本日の会議次

第の裏面に配付資料というので、第３回の分をつけております。３回の１から３回

の８までの資料を既に事前に送付さしていただいておりますので、再度ご確認をし

ていただきますようお願いしたいというふうに思います。 

 それから、前回と同様に本会を公開といたしまして、記者席を６席、それから傍

聴席を１０席等設けまして進めさしていただきたいというふうに思っております

ので、それもあらかじめご了解をいただきたいというふうに思います。 

 それでは、始まる前に副市長より皆様方にちょっとごあいさつを申し上げます。 

（２）副市長あいさつ 

  ○永井副市長 

    それでは皆さんごはご苦労さまでございます。梅雨明け１０日という言葉がある

そうでございますが、きょうはもう梅雨明け１７日からちょっと１０日たちまして

２８日ということで、ちょっと曇っておりますが、今年は本当に梅雨明け以降暑い

日が続きまして、委員の皆さんもどうかなと思っておりましたが、きょう本当に皆

さん元気でご出席いただきましてありがとうございます。 

 きょうは第３回の行革の大綱の策定委員会ということで、委員長はちょっと欠席

でございますが、村上副委員長に進行をよろしくお願いいたしたいと思います。 

 その中で、前回お話させていただきました「モノ」を中心にご議論いただくこと

になりますが、そのあとお金に関する、税とか使用料とか、あるいは補助金の問題

と、特に市民の方に関心のある内容でございますので、この説明につきましてもお

願いしたいというふうに思います。 

 限られた時間の中で十分の議論は難しいというふうに思いますが、前回の「人」

に関する議論の整理等もございまして、速やかな議事進行をお願いして、簡単でご

ざいますがあいさつにかえさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

  ○久下財務部長 

    それでは、村上副委員長さんのごあいさつをいただきましてから、会議の進行を

よろしくお願いしたいというふうに思っておりますので、すみませんけどお世話に
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なります。 

○村上康充副委員長 

    皆さんこんにちは。座ってですけれども、まずは前回のときに委員長が欠席する

ということで、私、副委員長の村上ですけれども、全く石原委員長のようなスムー

ズな進行ができかねないかもわかりません。その点ひとつ皆さんよろしくお願いし

ます。 

 それと、前回の委員会で討議の時間を多くするというようなご意見もありまして、

必要最小限の説明で終わりたいところは終わらしていただいて、省くところは省か

していただいて、事前配付がしてあるものについてはほとんど省かしていただいて、

討議の時間にというようなことですけれども、その討議の中も本当に少ない時間で

申しわけないんですけれども、私１人ではちょっとまとめにくいということで、皆

さんにひとつお願いしたいんですけれども、トーマツの世羅さんがお見えになって

ますので、進行は私がしますけれども、まとめ役とサポートをお願いしてもよろし

いでしょうか。よろしいですね。 

 すみませんけど世羅さん、こちらのほうに来ていただいて、私はうまくまとめら

れないかもしれんので、時間の制約もございますので、よろしくお願いします。 

 そういうことで、早速少ない時間の中でございますので進めさせていただきたい

と思います。 

（３）報告事項 

  ○村上康充副委員長 

    まず、３番の報告事項ということで、第２回の策定委員会の会議報告ということ

で、事務局のほうからお願いしたいと思います。 

○事務局 

    失礼いたします。行革推進課長の上本でございます。報告事項につきましては、

事前配付させていただきました。まず、前回の会議録のほうを調製いたしておりま

すので、そちらのほうを本日提出さしていただいておるものでございます。その他

につきましては、お手元に事前配付さしていただきました３回－８というところで、

前回、委員会の中で、他団体の状況等の整理資料ということで、決算カードのお話

をさせていただきました。 

 その中から必要な情報ということで、３回－８によりまして類似団体の状況とい

うことで、丹波市が置かれております区分、Ⅱ－０というんですけれども、注意書

きの下のほうに人口が５万人から１０万人以下の団体で、産業構造が、２次・３次

産業が９５％未満、かつ３次産業が５５％未満のまちに丹波市が該当いたしており

まして、こちらに該当いたします全国の中から抜粋をさしていただきまして、資料

のほうをそろえさしていただいております。審議資料等のご参考にいただければと

いうことで、こちらのほうをご用意させていただきましたのでご報告させていきま

す。 

 以上でございます。 

  ○村上康充副委員長 

    はい、ありがとうございました。これは前回の質問に対する資料提案ということ
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で、この資料提案についてのご質問等がありましたら、ご意見を伺いたいと思うん

ですけれども。よろしいでしょうか。 

 質問がないようでございますので、最後のほうでまた総括して時間があれば質問

を受けたいと思いますので、この報告事項の件につきましては、以上で前へ進めさ

していただきたいと思います。 

（４）協議事項 

  ○村上康充副委員長 

    それでは、４番の協議事項のほうへ入っていきたいと思います。①の「人」に関

する議論の整理ということで、世羅さんのほうで資料の３－２、これについて集約

をしていただいておりますので、その内容の説明ですね。ひとつよろしくお願いし

ます 

○有限責任監査法人トーマツ世羅徹公認会計士 

    失礼します。事前配付していますので、詳しい説明はしないつもりでありますけ

れども、行革大綱の案では、３つの項目があるという状況で、この中に入っていな

いと思われるものについて、前回の委員会の中で皆さんからいろいろ意見いただき

まして、１番は委員会の意見の要約という箇所で、キーワードと思われるものは一

応括弧書きをしております。まとめれば、市民の方に信頼される、もしくは感謝さ

れる職員とか、あるいはＮＰＯ関係が中心かと思いますけれども、パートナーシッ

プという話があったというところで、あとは内部の話だったと思いますけれども、

職員の方がやりがいとか、達成感を感じるようなものにしていきたいという話があ

りましたので、今後これらのキーワードをどのように配分ですね、盛り込んでいく

かということも検討事項かと思いますけれども、とりあえず前回のまとめというこ

とで、１枚提案をさせていただいております。 

 ちょっと簡単ですけれども、このぐらいで終わりたいと思います。 

  ○村上康充副委員長 

    以上、簡単ではございますけれども、３回－２の内容の説明がありましたけれど

も、皆さんこれでよろしいか。また、この内容についてもう少し必要な文言等、盛

り込むべき内容があるようでしたら、ご意見を伺っておきたいと思うんですけれど

も。これは決してこれで決まりということではないので、そういったことでご意見

がありましたらどなたさんでも結構でございます。 

○吉見安弘委員 

    初めは、この文章が決まりましたというか、最終決定ではないと今おっしゃいま

したけれども、こういったもの決まったらこれはどこに載るんですか。あるいは、

正式な文章として採択される場所というのはあるんですか。それが１点です。 

○事務局  

    １回目に配らしていただいてます第２次丹波市行革大綱という案がありまして、

この中の５ページが「人」の話がありますから、ここで案としては１、２、３とい

うことで３項目載ってるんですけども、これが行政サイドの方向になってますので、

これに皆さん委員さんの意見を踏まえながら、ここに肉づけしていくような、そん

なイメージなので、先ほど申し上げたような信頼感とか感謝とかという言葉がこの



5 

 

どこかに入ってくるのかなと、そういうイメージであります。 

  ○吉見安弘委員 

    続いてお願いしたいと思うんですが、例えば今言われました第２次行政改革大綱

の案の「人」のところですね。その「人」のところの２、定員管理の適正化という

ところに関係するかと思いますが、３回－２の案の、３やりがいを感じる職場への

転換のところに、職員数のことが書いてあります。例えば、国・県からの権限移譲

により市の業務が膨大する中で、職員数がさらに削減されると、職員１人当たりの

業務量が増大していくことが予想されると。そのことを受けて、あるいは前回の会

議の記録集の２４ページ、２５ページとかを読んだりしていたんですが、私が言い

たいのは、この職員数の目標、行革の目標が最終的には６００を目指すというよう

なことがありましたけれども、そのことがややぼやけてきつつあると、そういうよ

うに思います。それは６００が適切かどうかわかりませんが、私は６００という数

字もやや甘い数字ではないかと、個人的には思ってます。 

 しかも、今の原案といいますか、市の業務が膨大する中で職員数がさらに削減さ

れる云々というようなことについて、見直していくというか、以前の目標が弱くな

りつつあるというか、変更されつつあるのではないかと、そういうような疑問を私

は持ちました。私の考えとしては、職員数が少なくなるなら、精鋭に育つべきであ

ると、精鋭の人たちによって少なくとも市民サービスは維持されていくべきではな

いか、あるいは維持する方向ではないかと、そういうように私は願いたいし、そう

いうように考えます。 

 だから、結局何が言いたいかというと、その職員数の定員管理の考え方がやや変

化しつつあるんではないかと。しかもそれは甘いというか、緩やかな方向に変化さ

れつつあるのかなということについて、ちょっと疑問を感じるということです。 

  ○村上康充副委員長 

    この問題は、市のどこの担当になりますか。職員数の問題です。 

○竹安総務部長  

今ございました職員数は、今回第２次の定員適正化計画ということで、前回第１

次とは言っておりませんでしたけども、前回を第１次と言わせていただいて、前回、

この５年間の定員適正化計画で６００人を目指すということにしておりました。こ

れは、前回のときには報告をさせていただきましたように、平成１７年当時、これ

からの財政の当時の状況から見て、どれぐらいの人件費が充てられるかというとこ

ろから算出したところが６００人と言われました。 

 そのときはまだ合併の当時でございますので、これからの見通しというのは事務

事業とか業務の内容がどう変わるかということについては、わからない部分があり

ましたけれども、やはり財政を立て直すという意味で人件費に充てられる一般財源

の額を算出して、それを職員の大体の給料等で割りますと、６００という数字が出

てくるというところでスタートしておりますが、それが５年間がたってそれぞれの

形で実際に実施をしてまいったのが事実でございます。 

 そういう結果がいま現在あらわれておりますけれども、今後の５年間においては

確かにその方向で進んでいくということなんですけれども、言われましたようにこ
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れからのいろんな国・県のいろんな地域主権とか言われておりますので、どういう

形で市のほうに県の事務が移譲をされるか、どういう形になるかということについ

て、まだ十分把握もできておりません。また、それについても現在では把握できな

い状況もございます。 

 それと、もう 1 点は前にも申し上げましたように、今、公務員の定年というもの

が国のほうで昨年の人事院勧告が出されておりまして、６０でございますけれども、

そういったことは民間のほうについてはある程度法整備ができておりますので、そ

ういったところとあわせて、またそういう検討がなされておりますので、全体的な

公務員の定年年齢も段階的に引き上げられるというのが今の現状、これからの現状

になってまいります。そういったことを踏まえて、今現在これからの定員適正化計

画はつくっていきたいということでございます。 

 確かに６００人ということで上げておりました平成２７年度当初の目標につい

ては、そういったところでいきますと現在の数字では６３４という数字を出してお

りますけども、そういうふうになっていくと。ただ、それ以後についてはどうして

いくかということについては、まずこれは２７年度を見据えるということと、もう

１点は３２年度を見据えるという２つの視点がございますので、まずはこの５年間

ですけども、そういった状況、またそういう事務量の増減、そういったものをあわ

せまして検討していきたいと。 

 当然、この行政改革大綱を受けまして作ります実施計画の中では、そういう業務

の見直しとか職員でできることの範囲、または民間にお願いすることの範囲も行い

ながら、定員適正化計画を定めていくということになります。確かに数字的には前

回とはちょっと変わっておりますけれども、第１次のときに組みました状況等につ

いても、今経済情勢の変化がございますので、そういったところについても加味を

させていただきたいというのが、今の考え方でございます。 

 以上でございます。 

  ○村上康充副委員長 

    はい、ありがとうございました。意見として聞かせていただいておきますので、

またそういった内容の盛り込み等というようなことで。小谷さん。 

  ○小谷邦彦委員 

    失礼いたします。３点ほど申し上げさせてください。まず１点は、やりがいを感

じる職場への転換の項目ですけれども、やはり「やりがい感を持って業務を行うよ

うな職場」と、こういう表現をされておりますけれども、もう少し突っ込んで「成

果が処遇に反映される仕組みづくり」と、こういうことで、実際に組織として動い

ていくと、仕組みをつくるという方向へお願いできたらというのが１点。 

 ２点目は、同じくやりがいのある仕事ということで、今まで任意にその小集団活

動ですか、そういうものをされてきたけれども、今はもうとまっておると前回伺っ

ております。ぜひそういう任意じゃなしに、市全体として改善活動、小集団活動、

いろいろサークル活動と名前はありますけれども、そういうものの改善活動という

のは、全員参加というのは原則です。何もほかには原則はございません。ですから、

やりたい者だけやっておると、そういう組織は長続きしません。活性化しません。
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ですから、全員参加でぜひ制度化していただきたい。その２点と。 

 それと、もう一つ、３点目は、定員適正化は今まで退職勧奨とか新しい方の採用

を抑えるとか、非常に身を切ってこられたわけですね。やはり、それから改善とい

うことで、いろいろ進める余地はあるんじゃないかと。きょうはその委員長さん見

えておりませんけれども、ちょっとおっしゃられて僕はびっくりしたんですよ。行

政で職務分析なんかで改善したところはないと、確かに僕は聞いてびっくりしたん

ですね。そんな世界ってあるのかなと。幾らでも計算の多いところだったら計算の

ほう重ねるとか、入力は１回しかしないとか、いろいろ原則あるわけですよ。窓口

はどうしたらいいと、多能化して、同じ窓口だったらみんな多能化してだれでも対

応できるとか、そういう面で私見ますので、そういう点ではまだまだあるような気

がいたします。 

 ３点、以上です。 

  ○村上康充副委員長 

    はいありがとうございます。ほかにご意見ありませんか。 

  ○田中延重委員 

    私は思うんですけど、行政改革を推進していこうということで、先ほどの職員の

方々の意識の問題でもありましたけれど、丹波市の現状というものを正確にかつシ

ビアにどう認識されているのかということと、そこから出てくる危機感みたいなも

のの共有化を、図ってはるのかなというのがちょっと疑問だったんです。 

 前回配付されました資料で、財政の問題で、トーマツさんのほうから資料が出さ

れてまして、あれを見る限りでも５年、１０年、もっと先を考えると、極めて厳し

い状況であるなと私なんかも思うんですよね。それを職員の方々に、また市全体と

して共通認識されているのかなということを強く思いました。 

 私も質問でいろいろさしてもらって、答えていただいておるんですけれど、「人」

の問題だったら職員課ですか、各セクションの担当の方が答えていただいてはおる

んですけれど、基本的に行政改革というのは、私の考えですけど行財政改革だと思

うんですね。その財政の視点で、「人」の問題、今度「モノ」の問題、またお金の

問題というものをやはり本当に考えていかなければ、一番最初に言いましたように

国からの仕送りと借金で生活しているようなものですから、これがいつまでも続く

とは到底思われない。その危機感がやっぱり共有されていないと、いろんな試みと

か努力なんかがどこに向かっていくのかというような、見えなくなってきて、なか

なかやりがいを持ってといってもなかなかやりがいが出てこないというようなこ

とをちょっと思います。それを民間で、倒産寸前というまでいかなくても、そのあ

る企業の１０年先、２０年先、また５０年先を考えた場合に、この日本のマーケッ

トでビジネスしていこうと思ったら、人口減少ということにもなりますから、何か

変化をもたらしていかないと、企業が創出しないという危機感が前提になって、い

ろんな改革をしてきたところもありますよね。 

 その改革のベクトルをやっぱりいい方向に向かっていけばいいなと。微力ながら

そういうことのお手伝といったらおこがましいですけど、何か力を発揮できるよう

なことがないかなと思って、この３回は出席をさしてもらっておるんですけど、ち
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ょっと危機感の共有化ということを、少し文言に１点入れていただいたらいいかな

と思うんですけど。 

  ○村上康充副委員長 

    意見としてで結構ですか。ほかに、はい赤井さん。 

  ○赤井俊子委員 

    今の田中さんと同じように、危機感というのは本当にないのではないかなという

ふうに思うんです。行財政を基本にした一つのものを考えるときに、やっぱりもう

少し現実味を持ってほしいというふうに思うんですけども、今日の神戸新聞に私た

ちのゼミの先生の長峰先生が書いておられたんですけども、自治体は例えば人口の

問題にしたら、目標人口と推計人口の２つを持っているのではないかというふうに

書いてあった。なるほどというふうに思ったんです。どんな人口が減るということ

は、この辺の立派な幹部職員の方々がわかってるはずなんですよね。でも、ご存じ

のはずなのに夢物語で総合計画なんかいったら、すごくかなり夢のようなことが書

いてある、なぜだろうというふうに思ってたんです。全然わかっいてないというこ

とはあり得ないというふうに思っているので、それならなぜそういうダブルスタン

ダードができるのかということを考えた場合に、何かやっぱりそういう行政の方々

にとってやりにくいものが別に存在するのではないかというふうにちょっと思っ

たわけです。 

 例えば、国だったら仕分けなんかをしていますけども、そういうことも行政の方

がするのはちょっとやりにくいだろうと思うし、誰がするんだと考えた場合に、シ

ステムとか組織とかのあり方が、やっぱりまだそういうことをできるような状態に

なっていないのではないかというふうに感じるわけです。 

 もし、その人口の目標人口とか推計人口、ダブルスタンダードがあるとして、あ

るとしか考えられないんですけども、そうしたやりにくいこと、皆さんがおっしゃ

ったようにカットしにくいことは、どこかにあるんではないかと。もしあるなら、

実はこういうことやりにくいんだというようなこと言ってもらったら、市民がもっ

と協力してできるんじゃないかというふうに思うんですけれども、あれば教えてく

ださい。 

  ○村上康充副委員長 

    これはどこの部署に入るのかな。どうです、今日新聞に出ておりましたね、目標

人口と推定人口ですか。何かほとんどのところが目標人口を省いて、市の計画をや

っていくところが出てきたと。副市長のほうから。 

  ○永井副市長 

    この新聞、私も見まして、実態的には赤井さんがおっしゃったように、市は例え

ば総合計画で７万人、ただ具体の個別の中では、例えば水道は今２５年で６万５，

０００とかいう、具体の数字で推計してやってございます。それはやっぱり従前み

たいに右肩上がりの人口がふえていく時代ではなくて、やっぱり過大投資を避けた

いということがありますので、だから現実的な推計の人口のもとで、例えば下水に

しろ、水道にしろ、あるいはごみの焼却施設にしろ、それでやっているのが実態で

ございます。 
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 ただ、現実的に今７万の人口が将来６万５，０００としてというときに、市の計

画をつくるときにやっぱりそれで本当にいいんですかという、一般的な市民の声、

あるいは行政の中でもやっぱり新しいことをやって、やっぱり市を活性化したい、

元気にしたいという、それと施策とがなかなかリンクしませんので、ちょっとその

辺は齟齬が出てきてるというのが実態じゃないかなと思います。 

 だから、正直６万５，０００の人口をやりますよと言うたら、もう農地は全然宅

地に転換しなくて、保全していくというぐらいしかないですね。それも非常に新し

いまちづくりをやっていく中では、やっぱり企業誘致もやっていきたい、そのため

に人口もふやしていきたいとかいう思いがありますので、ちょっとその辺は総合計

画的な分野と、実務のいわゆる施設のインフラ整備のところでは、やっぱり違って

くるんじゃないかということで、この辺ちょっとなかなか難しいところがあります

が、やっぱり現実を見据えて、夢はちょっとまた別のところで掲げて、それに向か

っていく、この二本立てはここに書いてございますように、やっぱり悩むところは

あるんですが、実態としてはそういう方向に行くんじゃないかなと。 

 市もこれからそういう方向で実態的にやってますので、その辺はご理解いただき

たいかというふうに思います。 

  ○村上康充副委員長 

    はいありがとうございます。 

 この「人」の問題ばっかりやっておられませんので、この問題は一応この辺で置

かしていただいて、またこれ最終的に大綱案ができたときにまた最終協議いただく

ということで、この「人」の問題はこの辺で置きたいと思います。 

 それでは、次に「モノ」に関する事前質疑事項ですね、これについての若干の説

明をいただきたいと思います。 

    これは、前回小谷さんのほうから、もう読んでおられるからよろしいでしょうと

いうことでしたので、ご質問がこれ以上なければ、このまま済ませたいと思います。

よろしいですね、ご意見ありませんね。 

    それでは、今回４人の方で２０問の質問をいただいておりますけれども、市側か

らの回答についてのさらなるご意見があったらお伺いします。はい小谷さん。 

  ○小谷邦彦委員 

    意見だけちょっと簡単に述べさせていただきます。公用車の台数については、い

ろいろ調査方法はあると思いますけれども、ちょっと気がついたので簡単なワーク

サンプリング法を使えば、既に車庫に何台とまっているというのがわかりますから、

それをぜひ１回調べていただければ、足りるのか足りないのかという現状がわかる

と思って、書かせていただきました。 

 次に、小学校の統廃合ですけれども、これについては非常に地域的にも深い問題

だと思います。しかし、それだけに大体１０年でやるのか２０年でやるのか、期限

がないというのはどういうことなのかということで疑問に思います。やはり、こう

いう大きなことだけに、特にお金のかかることですし、市民のコンセンサスを地域

の得る必要がありますから、期限というのは避けて通れないと思います。ぜひお考

えいただきたいと。 
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 以上です。 

  ○村上康充副委員長 

    はいわかりました。期限設定は行っていませんと書いてありますので、その辺は

意見を参考にしていただきたいと思います。 

 ほかの方、はい。 

○田中延重委員 

    私の質問で、将来の資料は何で作成されますかということに対して、将来の財務

状況を分析するための予想財務書類は作成してませんが、直近の決裁に基づき３２

年まで、１０年後ですね、「財政収支見通し」は毎年作成してますということなん

ですけれど、例えば来年の今年度決算でもいいですけども、それをもとにしてじゃ

向こう１０年ということでいくと３３年になりますよね。そういう形で見通しとい

うのを立てられているんでしょうか。 

  ○大垣財政課長 

    財政課長の大垣でございます。ただいまのご質問なんですけども、まず収支見通

しを作成しましたのは、最初当然一本算定ということを控えてのことですので、合

併から最初は１５年間の３２年と、完全に一本算定になる年までということでして

きております。 

 そこで、順次３２年までを毎年度続けてきているわけなんですけども、基本的に

は５年とか１０年というのが一つの長期計画のスパンと考えておりますので、今後

についても１０年というものは維持して見ていきたいとは思っております。ただ、

特に条件としては、さっき言いました大きな課題である一本算定というものを十分

に踏まえる中での年度設定を行ってきているということでご理解をいただきたい

と思います。 

  ○田中延重委員 

    ということは、一本算定になったときに、地方交付金がどれだけ減額になるかと

いうのは大体わかりますね。そうなったとき以降にどういう財政見通しが立てられ

るのかということが、物すごく大事ではないかなと思うんです。 

  ○大垣財政課長 

    今のお話なんですけども、特に変動する要因といいますのは、投資的な経費とい

うものがどういったものを計画するかによって大きく変動をします。そのほかの人

件費、物件費等につきましては、ある一定の伸び率といいますか、条件をもとに伸

ばしておりますので、それ自体を現在の策定している収支見通しもそうなんですけ

ども、例えば大幅に伸びるとか減るとかいうことは安易にできないところでもあり

ますので、特にそれについては固定しているような状況でいっておるところが、基

本的には算定の考え方です。 

 ただ、さっき言いましたような、そういう投資的な経費をどう見込むかというこ

とが、実施計画等を立てていく中で、具体的なものは上げていくということで見て

おりまして、今算定しております３２年までの分については、ある程度見込まれる

大きな事業というものを入れているんですけども、特に合併特例債が発行できます

２６年度までは、ある程度の大きな事業を見ておりますが、２７年度以降について
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は投資的な経費というものは、もう非常に財源が厳しくなるので抑えざるを得ない

と。そこには具体的な事業計画というものはまだ見えてないものがありますので、

ある一定の規模で置いているこというのが実状でございます。それ以降、１０年間

毎年見る中で、特に２７年度以降の事業計画をどう見るかというのは、一つの課題

と考えております。 

○田中延重委員 

    よくわかります。その課題ということを踏まえた上で、要するにそういう財政見

通しを数値化して公表されるというようなことはできないんですか。 

  ○大垣財政課長 

    今、基本的には、毎年度１０年間の将来的な収支見通し等を作成しまして、公表

は続けていきたいと考えております。 

○田中延重委員 

  １０年間ですから、５年後にはまた５年後ということですね。 

  ○大垣財政課長 

    もう３２年で切ってしまうということではなしに、１０年間は今の形で続けてい 

   きます。 

○田中延重委員  

    わかりました。ありがとうございます。 

  ○村上康充副委員長 

    ありがとうございました。発言される前に、申しわけないですけど名前を言って

もらってから皆さん発言してください。記録の関係上。 

  ○大垣財政課長 

    ちょっと補足で。１回目に配付いたしました資料、普通会計の一般財源ベースで

の財政収支見通しというものにつきましては、毎年度公表しておりまして、今でも

ホームページ上から見ていただけますので、ご理解いただきたいと思います。 

  ○村上康充副委員長 

    はいありがとうございます。ほかにございませんか。 

 それでは、この「モノ」に関する質疑の内容につきまして、この辺で置きたいと

思います。 

 それでは３番の「モノ」に関する討議ということで、先ほど言いましたとおり１

回－４ですね。大綱の内容とか、「モノ」改革という２回－４等の資料に基づいて、

その内容について「モノ」のことが書いてありますので、その中で公共施設の整備、

合理化、それともう１点、経常経費の削減等についてという、この２点についての

議論をお願いしたいんですけども、そのほかにあればですけれども、こうった面に

ついてご意見等をお伺いしたいと思います。 

  ○谷水ゆかり委員 

    谷水ゆかりと申します。ＰＴＡとして発言さしていただきます。 

 小学校、中学校の統廃合の件なんですけども、この間からもＰＴＡの会長会なん

かでこの統廃合の話が出るんですけれども、子どもの気持ちになって考えると、早

く統廃合をしていただきたいという意見が多く出ています。というのは、小さい学
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校で、１人か２人でしかできなかったことが、統合して大きな学校で大勢のお友達

と遊べて楽しいとか、結構そういう意見があるんですね。 

 だから、小学校を統廃合するということは、コミュニティ自治の問題、自治会の

問題で大人とか高齢者が大変反対する場面がたくさんありますけれど、子供の立場

になって考えると、やっぱりそこそこ大きな音楽会とか運動会とか、そういったも

のをやっぱりしたいんですね。なので、進めようによっては、この小学校の統廃合

なんかのほうが早く進むような気がしていますので、またＰＴＡとかをとっかかり

に、どうしてもしなければならないものなんであれば、うまく話を進めていていた

だけたらなという感じがしていますので、ご報告しておきます。 

  ○村上康充副委員長 

    はい、ありがとうございます。ほかの方、はい赤井さん。 

  ○赤井俊子委員 

    質問ですけど、どこで答えてもらってもいいんですけども、指定管理の場合に市

から幾らか出る場合とか出ない場合とか、いろいろあると思うんで、額もそれぞれ

に違うんですけれども、そういうのはどういうふうにして決まるんですか。ちょっ

とお伺いします。 

  ○村上康充副委員長 

    これは何課になりますかね。 

  ○事務局 

    行革推進課長の上本です。指定管理に係る指定管理料の設定上の考え方のお話で

あろうかと思います。指定管理につきましては、いろんな施設がございます。一つ

は指定管理の主旨というのは、それまでは管理委託といいまして、業務の中の一部

の管理を委託しますよというやり方できておったんですけれども、指定管理制度を

取り入れることによって、市長が持っておる権限、これも一部を移すことができる

と。 

 その権限の一番大きなものが、例えば貸し館施設等であれば、使用料をその指定

管理者が収入する、ということは「使用の許可の権限」、これを与えることができ

るというのが、１つ大きな改正の目的でございます。それをすべての施設に当ては

めていった場合に、従来から市が補助金等を活用して建ててきて、地域づくりのた

めに使ってきましたコミセンとか、そういったものにもすべて同じような当てはま

り方がするんですけども、従来から地元管理でお願いしておったような施設は、一

部特例として、その施設を管理している限られた地域の方々にお願いするのがいい

のではないかということで、公募ではなくて従来の管理体制をそのまま維持するよ

うな形でお願いする。基本的には、その場合指定管理料というものが発生しないと

いうような形で整理をさせていただいております。 

 次に、施設の中でも事業を行っていて一定の収益がある施設は、基本的には公募

を原則といたしまして、複数の手を挙げた方々に提案等をいただいて指定をするわ

けなんですけども、必ず収益が上がって黒字経営ができているという施設ばかりで

はございません。といいますのは、市が直営でやっていた段階でどういった経営、

収入と支出の配分になっておったかというところがございますので、そういったと
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ころを最終的には審査会等を設けていく中で、相手方の提案等とのバランス、提案

されたサービスの内容等によりまして、必要な管理委託料といったものを設定いた

しまして、お渡ししていくというような形で、その中でサービスが向上していく、

片方で幾らかの管理経営の削減が望めるというような相乗効果を目指しておると

いうのが、指定管理料の設定の考え方になっております。 

 大体、それでおわかりいただけますでしょうか。 

  ○村上康充副委員長 

    ほかにご意見ございませんか。１回－４、第２次行政改革大綱という資料を皆さ

ん見ていただいてると思うんですけども、この内容が大綱案となります。そこで「モ

ノ」の６ページですね、６ページに「モノは」という文言から始まっております。

（１）の公共施設の整理・合理化、それから（２）の経常経費の削減（人件費を除

く）という、この「モノ」の項目に関しての今回の討議となっておりますので、こ

れについてこのままこの２項目でいいのか、もしくは「モノ」に関してもっと他の

文言を入れるのかということです。 

 このままオーケーだということであれば、この中身について先ほどご意見をもら

ったものも含めてまとめていきたいと思うんですけれども。 

  ○竹村安彦委員 

    竹村ですけど、僕は昔からよく職場に入りますと、始末をせよということをよく

言われた経験があるんです。それで、始末せよということはどういう考えで皆さん

は始末せよと言われとるか、だれかもし見解があったらお聞かせいただきたい。私

は私なりの考えがありますので、始末をするということがどういうことかというこ

とをお聞きしたいんですけど。 

  ○村上康充副委員長 

    今、竹村さんのほうから始末をせよという、昔からよく言われる言葉なんですけ

ども、何かその文言についてご意見等がありましたら。どうです。 

  ○竹村安彦委員 

    ないようですので、私のほうから少しもしよかったら、話してみたいと思うんで

すけど。ある本に書いてあるんですけど、始末せよということは、無駄をなくすと

いうことですね。例えば、１００円のものを８個、必要なものだけ買ったら８個で

終わる。ただし、それは１００円ですから８００円で支払いは終わりますね。 

 そやけども、１０個買うから１００円まけてなということで、９０円で実際に１

０個買ってしまって１個余った。実際支払いは９００円ですね。ということは１０

０円の無駄が起きたということです。実際に値切る必要は何もなかった。ですから、

必要な分だけを必要な分だけ買うということが大事じゃないかなと思うんです。 

 確かに、金銭では安いかもわからないけども、必要な分だけをその時点で買った

らいいやないかなと。無駄な分は絶対に排除する、これが大事なことやないかなと

思うんです。 

 先ほど、小谷委員さんのほうから車の件で質問があったんでけど、私もちょっと

それはそうかなと思とんですけども、公用車は一度リースを考えられたらどうかな

と、一度検討されたことがあるのかなと、それも聞きたいんです。 
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 地元の業者がありますので、それは難しい面があるかもしれません。しかし、公

用車をリースにかえるというのも一つの大きな経費の削減になると思います。車検

費用は一切要りませんので、あとは燃料費だけを自分で継ぎ足していったらいいと

いうことですので、車の台数が必要な分だけはリースということも一つの方法じゃ

ないかなという考えを持っております。 

 そういったことで、無駄を排除するということが、やはり始末をせよということ

やないかなと思うんです。 

  ○小谷邦彦委員 

    小谷です。いま、竹村委員から貴重なお話を伺って、それに関連してなんですが。

私も質問に学校の安全確保のための自動車について質問を書かせていただいたん

です。これを見たらかなりの稼働率で、学校別で１７日も動いてると、びっくりし

たんです。私、余り動いたのを見てないので。そのぐらいだったらいいんですけれ

ども、余り稼働率がないところは、企業では個人の自動車を借り上げて使うと、こ

ういうこともしておるんですね。そういう考えが普通の一般社会では普通だと。必

要だったら１台そろえるんだと、それが行政の無駄じゃないかと僕は思うんですよ。 

 何もそろえなくても、そのガソリン代だけ払ったら、１キロ幾らで払ったらいい

じゃないかと。そんな１００キロも走らんような自動車ね。だからそういう考えも

今後導入していかないと、何でもみんな配布するというようなことはどうかなとい

うことで、意見として申し上げさしていただきます。 

  ○村上康充副委員長 

    この車の管理の関係の部署はどちらですかね。それまでに、吉見さん。 

  ○吉見安弘委員 

    吉見です。ちょっと具体的なことも出ておりますので、ちょっと私も非常に具体

的な車に関することですけど、予算書を念入りに見ますと、スノータイヤの交換と

か、それも予算に上がっておりますね。そういうようなとこまで何万円と上がっと

るんですけども、そんなんは職員のほうでできるん違うかなと思ったことがあるん

ですが、非常に小さなことですけども、そういうような予算案上げるときに、そこ

まで入れる必要があるかどうかというようなこともちょっと、今思いました。 

  ○村上康充副委員長 

    先ほどから車の件に、リースの件だとか出ておりますので、それについて財務か

ら。 

  ○大垣至康財政課長 

    財政課長の大垣でございます。まず、リースの導入についてのご質問なんですけ

ども、過去、普通建設事業といいますか、補助事業なんかをよく実施してきたとき

に、その事務費の対象になっていることで、リースを導入して借り入れてきた経過

もございます。若干、リース車両というのも今残っておりまして、リースを全く入

れてなかったというわけではございません。 

 ただ、現在のところは、まずコストを見たときには、買い取りをして維持してい

くほうが安いということと、財源として、今でしたら消防車両とか、車両によって

は当然起債の対象になりまして、そういう補助的なものが入れられるとかそういっ
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た場合もありまして、大半が今買い取りを行っているという状況でございます。 

 今さっき言われたように、当然保険とかそういった経費が一切合切入るんですけ

ども、やはり比較の中では当然リース料というのはリース料率、上乗せされてなっ

ておりますので、そういったものが余分にかかってきているという判断を今してお

るところでございます。 

 それともう 1 点、吉見委員さんのご質問の、スノータイヤの件なんですけども、

車両によりましてはやはり特殊車両、大型の車両等で、技術的にやはり素人では変

えられないものもあると思います。上がっているものは主にそういったものじゃな

いかと考えておりまして、通常の一般車両について職員で対応できるものは内部で

対応しています。一部事情等がありまして、交換しているものがあるかもしれませ

んが、原則そういったことで考えております。 

 以上でございます。 

  ○村上康充副委員長 

    ほかにご意見はありませんか。 

○足立昌彦委員 

    足立といいます。「モノ」のところでよろしいですね。公共施設の合理化のことが

既にここには書かれているんですけども、余っているというか、有効利用ができな

いというようなことで、将来的に廃止するというのは、やはりそういう人口が減っ

ているところ、利用数が少ないところを減らすという考え方なのか。 

 もう 1 点は、共用なんですけども、共用という考え方がどういうふうに考えられ

ているかという。例えば、先ほども学校の統廃合もありましたけれども、統廃合を

してプールなんかも青垣にありますけれども、そういうプールは教育共用できない

かとか、それから認定保育園なんかも新しく建てられておりますけども、既存の学

校を使うとか、そういう共用とかいうような考え方はどういうふうに考えておられ

るのか、ちょっとお尋ねをいたします。 

  ○村上康充副委員長 

    担当部署、どこになります。 

  ○事務局 

    行革推進課長の上本です。公共施設の整備統合に関する大綱の案、足立さんのご

質問ですけども、１点目は１つ利用が少ない地域のまず施設を優先的に減らしてい

くのかというご質問の内容と、あと共用等、効果的な使い方に関するご質問の２点

ではないかと思います。 

 基本的にどの地域も、人口減少というのは丹波市全体の中でまずとらえておる内

容であるというふうに認識をいたしております。その中で、各旧町時代にそれぞれ

の自治体によりまして整備してきたもので、多く類似しておる、あるいは同類の施

設がたくさんある中で、今後はこれらを効率的に運営していくためにも、どうして

も整備をしていかなければならないということで、一概に現存しておる施設を少な

いところから減らしていくという考え方は成立していないというふうに考えてお

ります。 

 ２点目のご質問の件なんですけども、ただいま現在「モノ」に関する質疑で、赤
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井委員さんからご質問いただいておりました最初のご質問のところで、考え方とし

て解説をさしていただいておるんですけども、施設のこちらのほうですね。５分の

４のところで答えさしていただいておるんですが、実はこれまでの施設というのは、

いろんな目的を持って、行政にはそれぞれ施設をつくる目的がございまして、例え

ば学校、今もお話がありました学校の教育施設、社会教育施設、福祉施設と、それ

ぞれ目的を設けて、これに関しまして自由にいろんな使い方ができるということで

はなくて、あくまで目的を持った中で使うということが条例で定められております。 

 その前段になります考え方の中には、国から補助金等を受けまして、この補助金

につきましても適正化法という法律がございまして、その目的と違った形に使えば、

これは違法性があるというような考え方がこれまでの一般的な考え方の中で運営

がされてきて、その点融通が利きにくいというようなこともございました。 

 ところが、平成２０年にいろんな自治体が合併しまして、当然今ご指摘がありま

したように、少子化の中で学校等の統合問題等が出てくる中で、空き施設等の活用

について柔軟な対応が必要ということで、おおむね１０年経過のこういった国庫補

助等を受けた施設につきましても、目的外の転用、目的外利用、これを認める方向

が打ち出されました。これによりまして、非常に柔軟な対応が可能になったという

のが、これからの施設のあり方の考え方になります。 

 この考え方は、前回の第１次の行政改革のときにはなかった考え方でございまし

て、こういった考え方で以ていきますと、市としましては第１、今後の方向としま

して第 1 ステップとしてはまず類似施設の整理、これは長期的な視点も含めてでき

ないかということを考えます。 

 続いて、第２ステップでは先ほどありましたその機能をというものを多様化、あ

るいは集約、こういったことも含めてできないかという中で、有効利用を図ってい

きたいというふうに考えております。何よりもいろんな施設等が施設そのものに、

利用率の低い施設にたくさんのお金を使って維持管理していくという考え方もこ

れまではあったわけですけども、今後につきましてはこういった整理の中で、より

利用者に有効にサービスを維持していくためにも、施設の中の設備ですね、こうい

ったものにも重点化していかなければならない時代になってきておりますので、そ

ういった意味で集約の方向を総合的に考えていきたいと考えておるところでござ

います。 

  ○村上康充副委員長 

    以上のような説明でよろしいでしょうか。 

○足立昌彦委員 

    共用というか、横のつながりといったものも次期の計画の中には含んで計画され

るということなんですか。 

  ○事務局 

    はい、ただいまご説明申し上げましたように、現時点でどの部分とどの部分とい

うところというのは、これから内部で十分に議論していく中で、実施計画の中に一

つの方向性等を定めて、その中に沿って今後の施設のあり方というものを行政とし

て考えて、それを順次今後の中で進めていきたいという計画のほうを、今策定中で
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ございます。 

○足立昌彦委員 

    共用して行けるということですね。従来なら目的外使用でできなかったものをほ

かの用途でも利用できる。空き教室だとかそういうようなものもいろんな分野でで

きるということですね。 

  ○事務局 

    はい、民間に例えば貸し出すことも可能になってまいりましたということで、い

ろんな選択肢が出てまいったということでございます。 

  ○村上康充副委員長 

    よろしいか。ほかにご意見のある方ありませんか。はい小谷さん。 

  ○小谷邦彦委員 

    小谷でございます。このトーマツさんの莫大な資料をちょっと見せていただいた

んですけれども、ここにも指摘されてますように、公共施設の使用料、あるいは免

除団体、こういったものを検討して、統一的な価格が必要だとこの資料には書かれ

ておるんです。それで、この市の原案にはそういうことを全然触れられていないん

ですね。ぜひこれは入れていただいたほうがいいんじゃないかと。減免とか、それ

といま説明がありました使用外にも使われると。人権センターを毎日使う人が、人

権の研究していたかというと、僕はちょっとどうかと。ですから、みんな何か会合

のために使っていたんじゃないかなと私は類推するんですよ。 

 ですから、今おっしゃられたように、もうどの施設でもみんな使えるというのが

非常に望ましく、トーマツさんのこの資料では、その施設にどれだけ投資してるか

によって、その使用料も変わってくるのかもわかりませんけど、使う側としてはも

うみんな同じだと。部屋の大きさとか、そういうものによって統一化したほうがい

いんじゃないかと思います。どれだけ費用がかかったか知りませんけど、使う側と

しては一緒やないですか。そういう観点でしていただいたほうがよろしいですし、

減免もできるだけやむを得ない団体に統一して、ここの団体は無料、あるいは半額

だと市民に公開して。そうすべきだと思います。 

 そして、非常に部屋が借りにくい状況も一部にあるようです。ですから、非常に

今おっしゃられたように、いろいろな施設を使えるようにしていくということと、

やはり使う側もそれなりのお金を払うということも、法外な使用料は無理ですけど

ね、ある程度やっぱり線も僕は出していくべきだと、こういうように思います。 

 以上です。 

  ○村上康充副委員長 

    これについては質問じゃないのでよろしいね。ほかにありませんか。 

 ないようでしたらまとめに入りたいんですけれども、よろしいでしょうか。 

 ご意見もないようですので、「モノ」に関する分につきまして、最終的にこの冒

頭にも言いましたとおり、公共施設の整理・合理化という見だしに対する中身です

ね、それと（２）の経常経費の削減（人件費除く）というこの２項目の内容で、文

言を先ほどから意見をいただいた内容も含めてということで、この２項目でよろし

いでしょうか。また、追加、必要なものがあれば、お伺いしたいんですけれども。 
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  ○吉見安弘委員 

    吉見ですけれども、先ほどちらっと出ました指定管理者制度についてですけども、

指定管理者制度の計画は順調なんでしょうか、あるいはちょっと滞っているんでし

ょうか。私の質問では、ちょっと効果が上がったような回答もいただいております

が、薬草薬樹公園、それから春日町の総合運動公園、あそこらはちょっと１回上が

りましたけれども、頓挫していると。そういうようなことがあって、いろいろ問題

点が出てきたりして、この制度の推進上ちょっと遅くなっている部分ではないかと

思ったりしているんですけれども、その辺のことの問題があるんでしょうか。 

 それと、今委員長さん言われましたように、指定管理者制度の推進とかいうよう

な、そういうような言葉は、ここの６ページに入ってもいいんではないかと思った

りするんですけども、それはいかがでしょうか。 

  ○村上康充副委員長 

    文言につきましては、最後に検討ということで、その指定管理者の薬草薬樹公園

と春日町の総合運動公園ですね、その分の進捗状況といいますか。もう既に薬草薬

樹公園は指定管理者になっていますので、教育委員会のほうから。 

  ○畑幸宏社会教育部長 

    失礼します。社会教育部長畑です。 

 ただいまご質問のありました春日運動公園の指定管理の件でございますけれど

も、吉見委員さんがおっしゃったように、昨年６月に指定管理制度導入ということ

で、６月議会に青垣の運動公園ともども上程をさせていただいたところです。いろ

いろ事情がございまして、議案につきましては取り下げをしたところでございます

けれども、やはり地元の理解を得られなかったということがございまして、その後

ちょっとそのままになっておるわけでございますけども、指定管理について方針は

変わっておりませんので、引き続き地元の理解をいただきながらと考えております

ので、よろしくお願いします。 

  ○村上康充副委員長 

    はい。それでは薬草薬樹公園のほうは、もう指定管理になっておりますので、そ

ういうことでご理解を願いたいと思います。 

 文言についてはトーマツさんのほうでまとめていただきますので。 

 それではほかにありませんか。 

○事務局  

    ただいま、吉見委員さんのこの考え方のところですけども、実はこの指定管理等

の考え方につきましては、（２）経常経費の削減というところで、基本的には全体

的な実施計画を策定する際には、考えてまいりたいというように考えておるところ

でございます。 

 それから、指定管理の考え方につきましては、事前にご質問いただきました質疑

回答の中でお答えもさしていただいているんですけれども、今後の取り組みの考え

方ですが、国の総務省におきましても、この指定管理制度等について平成１５年か

ら動き出しまして、１８年から本格稼働したということで、検証作業等が行われて

います。そういった全国の実態から見ましても、指定管理者制度に移行したものが、
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全て確実に経費節減等が図れるかというと、必ずしもそうではないという結果も出

てきておったり、サービスの向上を図れるかという点に関しましても、すべての施

設にわたってそれができたというような検証結果には現在至っていないというよ

うな報告書が出ております。 

 実際、丹波市におきましても、いろんな施設がある中で、画一的な指定管理の考

え方というのは、先ほども申しましたように地域づくり等で建ててきた施設と、い

ろんな目的を持つ観光等の集客施設、これらを一概に同じレベルで判断できないと

いうところもあるかと思います。 

 そういった意味で、施設そのものの状況等を考えて十分に調査検討等をして、完

全に民営化していくもの、あるいは閉鎖していくもの、譲渡していくもの、廃止す

るもの、そして指定管理等で扱っていくべきと考えるもの、こういった整理をこの

「モノ」のところでは考えていきたいと考えておりまして、そのような趣旨をもっ

てこの回答をさせていただいたということをご理解いただきたいと思います。 

  ○村上康充副委員長 

    ほかにありませんか。赤井さん 

  ○赤井俊子委員 

    どこで聞いたらいいかわからないので質問するんですけども、受益者負担のこと

について、公共施設についての利用はそれぞれまた今後受益者負担ということも考

えてもらったらいいと思うんですけれども、救急車ですね。救急というこういうこ

とはいいにくいのかもわかりませんけれども、やはりそれも受益者負担という考え

もあってもいいのではないかなと思うんです。ますます増加するんではないかと思

いますので、この辺で例えば、全部を受益者負担というのが難しかったら、税の支

払いによって区切りをつけられるとか、何かそういう方法で受益者負担ということ、

救急車の場合も考えられるのではないかなというふうに思うんですけれども、その

辺の当局のほうのご意見をお願いしたいんです。 

  ○村上康充副委員長 

    担当は、消防署。はいどうぞ。 

  ○大石消防長 

    消防本部大石でございます。先ほどの赤井委員さんのお話、救急車の有料化とい

う形でまとめさせていただいたらと思うんですけれども、これにつきましては過去

国のほうで、救急業務といいますか、救急車の適正利用ということも踏まえまして

といいますか、本当に必要な方のときに使えないこともあるというようなことで、

今現在は大幅な伸びを示しておったこの経緯もありまして、そういったことも検討

は成されております。 

 これにつきましては、「本当に」という部分についての判断が一番難しいところ

もありまして、これをどのような形で制度化といいますか、基準をつくっていくの

かがなかなか難しいということで、過去ずっと検討されている経緯はございます。 

 これにつきましては、その市町単位で、各自治体単位でなかなか一本立ちで持っ

ていくのは難しいと思いますので、当本部におきましても国の制度化とか、そうい

った考え方を参考にしながら対応していきたいと考えております。 
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 雑駁な答え方で申しわけなかったんですけれども、今現在こういう形で流れてい

るのが現状というふうに考えております。 

 以上でございます 

  ○村上康充副委員長 

    よろしいですか。 

  ○赤井俊子委員 

    発生段階では本当にわからないんやけども、終了段階では本当にわかるんやない

かなというふうに思う。ちょっと厳しいかもわかりませんけれども、そういうこと

も一つあるんではないかなと思います。 

  ○村上康充副委員長 

    意見という形で、お聞かせいただきまして、それぐらいでよろしいでしょうか。

ほかにご意見ございませんか。 

 ないようでございますので、本日、ご討議いただきました内容を世羅さんにまと

めていただきまして、次の段階に行きたいと思います。 

○有限責任監査法人トーマツ世羅徹公認会計士 

    失礼します。トーマツの世羅です。 

 ちょっといろんな意見でましたので、まとまるかどうかわからないんですけども、

意見の集約ということで申し上げます。「人」のテーマもかなり意見が出ましたの

で、「人」と「モノ」をあわせて今から申し上げたいと思います。 

 まずは「人」の件ですけれども、吉見委員の意見で、定員管理の話がありました

が、これはこの中に盛り込むかどうかというのは別に検討しまして、そのようなこ

とですね、意見があるということでまとめたいと思います。 

 ちょっと情報ですけれども、全体の資料の中にこういう市町村財政過去分析表と

いうのがありまして、１回－７の資料です。この資料は数年前から国のほうが各市

町村で統一的な数字をもって、見やすくしようということでつくられている資料で

ございまして、この右下に定員管理の状況というのがあります。丹波市さんが２０

年度で８．８７になってますけれども、普通会計ですので、例えば市によって保育

所の民営化が進んでいる市では職員数がちょっと少ないとか、もしくは清掃のごみ

収集の方の委託が進んでいるところは少ないとかいう現状もあるんですけれども、

私の経験で申し上げれば、合併団体は大体この数字が１２越えるのが普通だなとい

う認識を持ってまして、そう考えますと丹波市さんはちょっと若干少ないかなとい

う感じは受けてます。ですので、ひとつそれで見られる中での情報になるかなと思

いましたので、情勢ということで申し上げます。 

 あと、次の小谷委員からのお話で、３点話があった中で、成果が処遇に反映され

るという話と、改善活動の中の全員参加が原則という話がありまして、その２つを

入れるということでよろしいですかね。わかりました。 

 成果が処遇というのは、給料も含めた処遇というような意味合いということです

ね。はいわかりました。 

 あと、改善活動も、前回石原委員長からも話があったかと思いますけれども、丹

波市さんも結構先進的に改善運動というのを取り組まれておりますし、あれは恐ら
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く職員全員参加でされているものだというふうに認識してまして、市町村の中では

改善運動というのは進んでるほうかなというのは認識してます。恐らく資料もたく

さんあるかと思いますので、またご覧になったら参考になると思ってます。 

 あと、田中委員と赤井委員から言われたのが、危機感の共有ですね。キーワード

は危機感の共有かなと思っておりますので、その言葉を入れるようなまとめをした

いというように思ってます。よろしいでしょうか。 

 「人」の話では、以上ですが、漏れがもしございましたらまた指摘していただけ

たらというふうに思います。 

 あと、「モノ」に関する討論の中で、具体的な話もかなり出ていましたので、大

綱の中でどこまで謳うかという話はあるかと思いますけれども、恐らくこの大綱を

受けまして実施計画を立てられると思いますので、その中で謳うべきものはあるか

はと思いますが、一応意見としてまとめたものを申し上げます。 

 まず一つは、谷水委員から言われました小・中学校の統廃合ですね。これはでき

るだけ早期に、子どものことを考えると早期にやるという意見が多いということで

すね。ですので、小・中学校という言葉を明記するかどうかは別にしまして、統廃

合を進めていくべきだというようなお話かなと思ってます。 

 あと、竹村委員から出されたのが、必要なものを必要なだけ買っていくというこ

とかなと思っています。 

 あと、足立委員から出された意見の中で、従来国からの補助金を受けて建てる施

設に関しましては、なかなか目的を変えるというのはなかなかできにくかったとい

う現状があったんですが、２０年度からそれが変わりまして、いろんな目的に使用

できるようになったということがありますので、それらを踏まえて統廃合を今後で

きるような環境が整ったという話かと思いますので、そのような意見としてまとめ

ていきたいと思っています。 

 あと、小谷委員から出されました使用料の減免ですね、これは見直すべきだとい

うような話がありましたので、それは積極的にやるべきというところですね。 

 あと減免団体を公開するとか、もしくは部屋を借りるにしても、統一した方針と

か料金でやるべきだというところですね。これもある程度料金については統一され

ているかなと思いますけれども、そういうところで見直しをかけるということかな

と思っています。 

 あと、最後の赤井委員が出されました救急車の受益者負担の話は、「モノ」の話

になりますので、どこに入れるかという話になるでしょうけれども、意見というこ

とでまとめておきたいと思います。私の経験で恐縮なんですけれども、救急車の時

間内の発動コストを計算した団体さんがありまして、これは中核市だったので結構

大きな団体ですけども、１回当たり５万円という計算結果が出てました。５万円の

うち、９割が人件費で、かつその９割の人件費の中の９割が、出待ち時間と。もち

ろん活動のために待機してますので、待機の時間がありますので、それも計算して

いるところがありましたので、面白い数字かなというふうには思っています。参考

までということで。 

 以上ですが、もし漏れがありましたらまたご意見いただきたいと思いますが。 
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  ○村上康充副委員長 

    討論の内容は、以上まとめていただきましたけども、私の意見が抜けているとか、

最後にもう１つこれだけとかいうご意見がありましたら、よろしいでしょうか。 

 ご意見が無いようでございますので、「モノ」に関する討論のまとめということ

で。 

  ○畑幸宏社会教育部長 

    失礼します。社会教育部長の畑です。 

 先ほど、吉見委員さんからのご質問にお答えさせていただきましたが、若干、説

明の訂正をさせていただきたいと思います。９月議会において議案の取り下げをさ

せていただいたんですけれども、その理由として、「地元のご理解が得られなかっ

た」という表現で申し上げ、「また今後も地元のご理解を得ていく」とご説明を申

し上げたところでございます。そこのところを、「地元に十分な説明ができていな

かったために、取り下げをせざるを得なかった」ということと、「今後も十分に地

元説明をして、指定管理に向けてやっていきたい」というように、ご訂正をお願い

したいと思います。 

  ○村上康充副委員長 

    理解が得られなかったんではなくて、説明がまだ不十分であったという理解でよ

ろしくお願いいたします。 

  ○事務局 

    失礼します。行革推進課長の上本です。まとめの「モノ」の中で、小谷委員さん

や赤井委員さんからございました受益者負担等の、それから減免等の考え方につい

てなんですけども、こちらのほうはこの次のテーマであります「お金」ところで、

まさにそういったところのお話のご提案をさしていただく予定にいたしておる内

容でございまして、できればそちらのほうのところで扱う形で、もう一度ただいま

からまたこれが終わりましたら次の回の部分の説明をさしていただきますので、そ

ちらとあわせて一緒にご検討いただけたらなということで、よろしくお願いしたい

と思います。 

  ○村上康充副委員長 

    ということで、「モノ」ではなくて「お金」のほうで先ほどの内容を再討議したい

ということで、以上でよろしいですね。 

 それでは、⑤番の次回討議いただく「お金」の改革に関する事前説明ということ

で、事務局のほうからお話をいただきます。事務局、よろしくお願いします。 

  ○事務局 

    それでは失礼いたします。行革推進課の担当しております足立です。よろしくお

願いします。いま委員長のほかありました⑤の「お金」改革に関する事前説明とい

うことで、レジュメのほうに掲げていただいております項目について説明をさせて

いただきます。しばらくお時間をいただいて説明させていただきます。 

 質問の報告につきましては、大変申しわけないんですけども８月１３日までに行

革推進課のほうまでご提出をいただくということで、ご協力のほどよろしくお願い

いたします。 



23 

 

 説明をさせていただきますのは、先ほどからご議論いただいております１回－４

の資料、行革大綱ですね。第１回の会議でお配りをさせていただいました１回－４

の６ページです。下段に「お金」の６ページから７ページにわたりまして、「お金」

についての説明をさせていただいております。また、今回配らせていただきました

３回－４の資料、それから３回－５の資料、３回の６の資料もあわせて説明をさせ

ていただきます。 

 それと、大変多くて申しわけないんですけども、きょうテーブルに置かしていた

だきました行政評価システムの目的と役割という部分についても少し触れさして

いただきたいというふうに思います。 

 そうしましたら、３回－４という資料をごらんいただきたいというふうに思いま

す。「お金」ということで、スライド用の資料で、大きく「お金、事業の再点検」

ということで、書き上げをさせていただいております資料でごらんいただきたいと

思います。 

 まず、「お金」につきまして、すべての「お金」に関する事業の再点検を行いま

す、ということでまとめております。１ページの下段をごらんください。「お金は」

ということで書いております。すべての行政サービスを行う上で必要不可欠な財源

を出します。この財源を確保するため、真に行うべき事業は何かを改めて再点検を

行う必要がありますということで、行革大綱の中でも前段に掲げさしていただいて

いる事項でございます。 

 ここでその真に行政が行う事業ということで、少し定義が掲げてあります。それ

は、地方自治法第２条の２項にありまして、「普通地方共団体は、地域における事

務及びその他の事務で法律またはこれに基づく政令により処理することとされる

ものを処理する」ということで掲げております。その中で、その地域における事務

というものが、その大きな自治事務と言われているものでありまして、自治体ごと

の独自性に合わせて、条例や規則に定めて行われる事業ということで、自治体ごと

にこの真に行政が行われるべき事業を考えて、条例または要綱の中で考えるという

ものでございます。 

 ２ページをお開きください。そして、「お金」改革に関するテーマということで

まとめさしていただいております。その事業を考えるという部分では、行革大綱の

ほうでは、一番大切な事業の見直しというものを１番目に掲げておりますが、ここ

での説明は前段に自主財源の確保、受益者負担の適正化、補助金等の整理・合理化、

事業の見直しと、順番を変えて説明をさせていただきたいというように思います。 

 自主財源の確保、受益者負担につきましては、財源の確保を図るという観点でご

ざいます。いわゆる自治体から言いますと収入を得るという観点でございます。 

 また、テーマ３、４の事業の見直しについては、自治体側から支出をするという

考え方の中で、「お金」という部分をとらえております。 

 ２ページの下段をごらんください。その中で新たな収入を得る手法ということで、

２点書いております。新たな収入と収納率の向上ということでまとめております。

新たな収入という部分では、行政改革大綱のほうでも健全な財政構造を目指し、財

産の売却など、新たな財源確保を目指しますという記載をさせていただいておりま
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す。 

 また、収納率の向上では、市税、国民健康保険税、保育料、市営住宅使用料につ

いて、口座振り替えの推進、滞納対策の強化に取り組み、効率的な収納の向上を図

りますという掲げ方をさせていただいております。 

 まず、新たな収入の現状ということで 3 ページに少し紹介をさせていただいてお

ります。これも２１年度の実績でございますが、ホームページで広告を掲載させて

いただいて、５７万６，０００円の収入を得ておりますということで、新たな収入

の例を記載をさせていただいております。わずかな金額ではございますが、丹波市

のホームページに掲載することによりまして、企業側には自治体のホームページに

掲載するということで企業の信頼感が得られる、また市といたしましても積極的な

営業活動を助けていくという、企業の応援をしていくというメリットということで、

お互いにメリットがあるということで、紹介をさしていただいております。ちなみ

に、丹波市のホームページ、１カ月当たり４５万カウントあります。１日平均で

15,000 人の方がページを見られているという状況でございます。 

 ３ページの下段でございます。窓口封筒、新たな収入ということで、広告入り窓

口封筒の設置ということで紹介をさせていただいております。６９万円、１７年度

の例でございますが、窓口で配布をします、住民基本台帳なんかをとられたときに

入れる封筒を、０円で納入をしていただいたという実績でございます。いわゆる、

広告主を募りましてこの封筒ができているということでございます。市の予算を通

らずに執行できた例でございます。 

 たまたまディナモさん、太田委員さんのところも掲載をいただいてますし、ＪＡ

丹波ひかみさんなんかもご協力いただきながらこういう封筒ができてきて、お金に

しますと６０万９，０００円の印刷費が無料でできているという紹介でございます。 

 ４ページをごらんください。自主財源の確保ということで、次のテーマで収納率

の向上ということで記載をさせていただいております。口座引き落としの推進、イ

ンターネット公売、電話による市税納付の勧奨、新たな納付方法の検討を、コンビ

ニ収納でありますとか、クレジット収納の検討を現在行ってきているということで、

実績を掲げております。 

 それでは下段でございます。４ページの下段に、収納率の向上をどのように図っ

たかということで、実績を掲げておりますので、少し紹介をさしていただいており

ます。ここでは、税、一般会計のいわゆる課税の状況、市のほうでは調定額という

わけですけども、課税をしてきた状況ということで、ここでは簡略をして説明をし

ますが、グラフのとおりでございます。１７年度で７７億３，０００万円から８０

億円程度の地方税の収入状況でございます。ちなみに、１８年から１９年に８億円

程度上がってきておりますが、これにつきましては国の税源移譲の関係で、取得税

分の一部が住民税に振りかわったために、地方税が伸びてきているという状況でご

ざいます。 

 そういう状況ではございますが、一番下に滞納の額ということで約１億２，００

０万円、１億７，０００万円という状況で、滞納が現在発生してきているという状

況をここでは示させていただいております。 
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 ５ページの上段をごらんください。それを、収納率ということであらわしており

ます。課税した額に対して収納してきた額が、ほぼ９８％程度ではございますが、

若干微減の状況ということをグラフで示させていただいております。 

 ５ページの下段をごらんください。次に、税じゃなくて国民健康保険税の課税額

と滞納額ということで、同じように紹介をさせていただいております。１７年度に

２１億９，８００万円の状況から、現在は１６億１，２００万円程度の状況という

ことで、同じようにここでは１９年から２０年に課税額が差が大きく下がってきて

おります。これにつきましては、７５歳以上の後期高齢者の制度が今できまして、

対象者がこちらのほうに移ったということろから、その課税額が減ってきていると

いうところでございます。 

 その下段に、同じように滞納額を記載をさせていただいておりますが、大きく１

９年から２０年度に課税額が減ったにもかかわらず、滞納額が減ってきていないと

いう状況が見て取れるかと思います。これにつきましては、そもそも７５歳以上の

後期高齢者の方が滞納はされてなかったということで、滞納額には影響がなかった

ということでこちらとしては考えております。 

 ６ページをごらんください。同じように収納率ということであらわさしていただ

いております。９４％程度から現在は９２％程度になってきております。逆に収納

率という部分で見ますと、先ほど後期高齢者の関係で収納率が２％程度下がってき

ているという状況でございます。 

 ６ページの下段をごらんください。それでは、一般会計、先ほどの税と国保税を

合わせた滞納額、前年度から繰り越ししてきた滞納額と、それを徴収した額という

ことで示しております。例えば、２１年度ですと８億１，６００万円の前年度から

繰り越しをしてきた滞納額があります。それに対して、１億１，９００万円を収納

努力によって収納してきたという状況でございます。 

 ７ページの上段をごらんください。それを、比率にさせていただいております。

滞納繰り越し分の収納率というところでは、１７年度に１９％、１８年度に２０％、

２１年度には１４％ということで状況を示させていただいております。 

 次に大きなテーマということで、受益者負担の適正化ということでまとめさせて

いただいています。次の２つのテーマとしては、受益者負担の適正化ということで、

ここでは受益者負担の考え方が大きく２つです。施設の受益者負担、施設利用者の

負担、サービス利用の負担、いわゆる役務の負担ということで、大きく分けており

ます。 

 大綱の中では、サービスの提供には人件費や建設費、維持管理費等の経費がかか

って、その多くは市民全体の税金で賄われています。その結果、サービスの受け手

である受益者とサービスに要する経費の負担者が異なることが多く、受益と負担の

開きが大きいと公平性が損なわれます。市が提供する行政サービスの質や量、それ

に要するさまざまなコストを明確にした上で、サービスの特性に応じた適正な負担

を求めるという形で提起をさしていただいております。 

 先ほど、１点目の施設利用者の負担という部分につきましては、先ほどもありま

したけれども、例えば体育館、プール、テニスコートなどの社会体育施設であった
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りとか、会議室等の社会教育施設などの公共用財産の使用について、施設の利用者

の負担ということで、ここではそのことを使用料と言います。 

 ２番目には、サービス利用者の負担というものは、戸籍、住民票等の書面を作成

するといった役務に対するサービス利用者の負担ということで、これも手数料、い

ずれも使用料、また手数料についてもそれぞれ自治法の中で規定をされておりまし

て、その料金を徴収することができるとされております。その額については、自治

体の条例ではっきりと明記しなければならないという規定をされております。 

 ８ページ、次のページをごらんください。それでは、まず施設使用料の状況とい

うことで、先ほど減免ということで小谷委員さんのほうからもありましたけれども、

状況を示さしていただいております。円グラフで示しておりますけれども、円グラ

フの左半分ですね、施設に係ります施設使用料を徴収した額が３，１７１万円の状

況でございます。一方、グラフ右側が３，８２６万７，０００円の状況ということ

で、施設を使うときに減免、免除をして使った利用が３，８００万円程度あるとい

う状況でございます。当然、この免除をした額については市の収入に入ってきませ

んので、単位の決算、また予算にはあらわれてこないという部分になります。 

 それでは、その施設分ごとの減免率ということであらわしておりますので、その

８ページの下段をごらんください。人権施設については人権センターでございます。

福祉施設については福祉センターの施設、産業施設については市島の農環センター、

先ほどの薬草ホールなんかも産業施設に入れています。保健センターは青垣保健セ

ンター、氷上保健センターのことです。社会教育施設については、市内の２３の体

育施設、１０の社会教育施設、３つのホール、水分れ公園、これらの多くの施設を

一つに、この社会教育施設の中に入れさせていただいて、集計をとっております。 

 見ていただきますとおり、すべてがでこぼこありますけれども、すべて５０％を

超して、この施設が減免されているという状況になっております。選択性の高い施

設は、他と比較して減免率は低いと書いておりますが、いわゆる利用の目的を持っ

ていかれる場合がありますので、趣味とかそういう場合についてはお金をもらって

おりますので、減免率は低いということを、ここでは表記をさしていただいており

ます。 

 ９ページの上段で、施設群ごとの徴収額ということで、徴収額を記載をさしてい

ただいています。同じように、人権センター、福祉施設、産業施設、保健施設、社

会教育施設ということで、見ていただきますとおり、社会教育施設は３，０８５万

８，０００円の状況で、多くが社会教育施設を使われたときの徴収分になってきて

いるということでございます。ほとんどがその趣味的、またはグループ、地域での

会議等に使われておられて、そのお金をいただいているという状況でございます。 

 ９ページの下段をごらんください。一方で、減免額も社会体育施設が圧倒的に多

いという状況でございます。これは、生涯学習の位置づけによって減免ということ

を取り扱いさせていただいているという状況の中で、減免が非常に大きくなってき

ているということでございます。当然、適正な負担を考えるとき、施設建設費、維

持費に合った負担、また減免をする場合の公平性を十分に考えていく必要があると

いうふうには考えているところでございます。 
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 次のページ、１０ページをごらんください。そこで、施設使用に関する考え方と

いうことでまとめております。減免の考え方を少し先ほども議論がありましたけれ

ども、１番目には時間単位の統一、２０年度達成、２番目には減免基準の見直し、

３番目には料金改定を行いますよということで、時系列でくくっております。２０

年度達成した事項につきましては、これは第１の行革大綱の中で達成をしておりま

す。これは合併前からあった施設でありました。それぞれ施設ごとに、料金体系が

半日単位であったりとか、単価というものがまちまちであったために、１時間当た

りの単位を統一を図ったというのが、２０年度もう既に行ってきております。それ

をさらに減免基準の見直しを次に図っていこうということを考えております。市の

要綱に基づいて、減免団体として一定の要件を満たす団体が、申請に基づいて登録

すれば免除できるということを規定をしておりますが、さらにこの規定、基準につ

いて公平性を考慮していきながら、見直しを図っていきたいというふうに考えてい

るところでございます。 

 ３番目に、その次に減免基準の統一を図った上で、それぞれの料金改定を行って

いく、施設の建設費であったりとか維持費に見合った料金をいただいていくという

ことを、順序立てて考えていきたいということでここでは示しております。また、

同様にサービス業者の負担、手数料についてはこの説明の中では省かしていただい

ておりますけれども、適正化に向けて、費用に見合ったサービス、手数料というも

のについても検討していきたいと考えています。 

 次に、１０ページの下段で、補助金等の整備、合理化ということで３つ目のテー

マを掲げております。補助金とはということで掲げておりますが、行政の目的、効

果を達成するために、公共団体、経済団体、企業、私人に対して、何ら反対給付を

受けることなく、一方的に支出する現金給付のことと書いております。負担金とは、

行政が行う特定の事業に対して特別の利害関係を有する者に、その事業に要する経

費の全部、または一部を負担させるために、国・地方公共団体が、一方的に課する

金銭のことということで、掲げております。 

 ここでは、通常お金を支出する場合、どんな場合でもですが、例えばこの物を買

う、物品購入して納品をして確認してからお金を支払う、また工事だとか業務委託

の場合でしたら、その鑑定検査とか経過を確認してからお金を支払います。当然、

後払いの原則ということで、実際の場合会計運営をしておりますけれども、この補

助金とか負担金については、先ほど説明しますように、反対給付を必ず必要としな

い支出であります。だからこそ、何でもいいというわけではなくて、この支出は厳

選されたものでなければならないというふうに、市としても考えております。 

 この規定も、地方自治法２３２条の中に「その公益上必要がある場合においては」

ということで、公益上必要がなければ、補助してはいけないということが逆に書い

てあるというふうに、私は理解をしております。すべてそういった補助金にはなっ

ているはずですけども、そういったことも再度点検をしていくということを考えて

おります。 

 １１ページの上段をごらんください。それでは、丹波市の負担金、補助金の現在

の状況ということでまとめております。これも役所で全国の自治体が支払うお金、
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会計運用をするに当たって、負担金補助及び交付金という支出の科目があります。

これは全国統一して規定がされておりますので、同じ科目から支出をしなければな

らないということになっておりますが、その負担金補助及び交付金というところか

ら支出している額が、１６４億６，２０７万円という状況でございます。項数にし

たら６８８の補助金とか負担金があるという状況でございます。実に、全会計総額

金額の３２％が補助金、負担金が占めているという状況でございます。 

 １１ページの下段をごらんください。それの年度ごとの全会計、また一般会計の

総額をここでは示さしていただいております。全会計が上段にありまして、下、白

い棒グラフのところが一般会計で示しております。例えば、２２年度の予算ですと

３６億７，１００万円が一般会計で支出をしています負担金補助、交付金というこ

とでごらんください。 

 １２ページをお開きください。そして、補助金の整理合理化をするに当たって、

補助金のあるべき姿ということでまとめております。その補助金の整理合理化を図

るための基準として、３回－５ですね、詳細を説明をさしていただいきたいところ

でございますが、補助金・負担金等の見直し判断基準というものを定義しておりま

す。これはすぐに削減をするというための基準というものではなくて、まず市とし

て先ほどの６８８項の補助金を統一した考え方であったりとか、適正化を図ってい

くための横並びをして、同じ基準で見ていくための判断基準ということで作成をし

たものでございます。これも市の職員が多くかかわって、こういう判断基準を作成

したところでございます。 

 その中で、３ページでは負担金、補助金の現状から見た問題点ということで、こ

こでまとめております。その項目が、ここの１２ページの上段に掲げさしていただ

いております１番から６番、補助対象団体、補助対象者の適正化、既得権益化の排

除、団体の自立化、補助金額の適正化を図る、補助基準の適正・統一を図る、補助

根拠の整備を図るといった、こういう観点で補助金のあるべき姿ということを見直

しを図っていこう、さらに精度を高めていこうということを、補助金については考

えております。 

 １２ページの下段、次に負担金ということについても定義をさせていただいてお

ります。その団体に加入をするための効果とか、負担のバランスを考える。また、

団体との協力関係の必要性、その団体と協力関係を、本来持っておく必要があるの

かどうかというところの問題点、またその団体の運営状況の把握をしていくという

ことをここでは定義をするということを掲げております。 

 そして、１３ページの上段をごらんください。フローチャートによる現状を分類

化したということで、資料３回－５、１２ページ資料１をここで掲げさせていただ

いておりますので、もしお手元にあるようでしたら、少しそのページだけ紹介させ

ていただきたいというふうに思います。 

 １２ページをお開きください。少し小さなフローチャートで見にくいかと思いま

すけれども、丹波市の補助金をスタートから一般財源を伴うものであるというとこ

ろから、債務負担か利子補給かというようなことで、このフローチャートをたどっ

ていくと、どの補助金がどのグループに含まれる補助金かということで、機械的に
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分類するというフローチャートでございます。 

 １番の下を見ていただきますと、団体補助型、団体補助見直し型、３番目の施設

管理型とか、４番の施設自主運営型、６番の事業ハード型ということで、補助金に

ついては１０のグループに分けるようにしております。そうして見ていきながら、

見直しが行われやすいグループなのか、そうでないのかということで、一定の補助

金を１０のグループに分けるという作業をここではしております。また、同じよう

に負担金については右側半分なんですが、１１番から１４番まで団体負担型、団体

負担見直し型、負担ハード型、負担ソフト型ということで、４つの分類に分けると

いう作業をしております。そうして、丹波市のすべての補助金、負担金を分類して

いって、どういう状況かということで現在まとめております。 

 １３ページの下段をごらんください。補助金等の整理・合理化ということで、見

直しにくいものと見直せるものということでまとめております。見直しにくいもの

とは、①で法令とか条例、いわゆる国の法令、それから県の条例、いわゆる上位の

定めによって規定されているものが、非常に見直しがしにくいものということで、

これが団体補助型、事業補助型というものでございます。 

 また、２番目の負担金で加入しておらないと事業が実施できないものということ

で、その加入団体に入っておかないとその事業が実施できない。共同に実施をして

いる、例えば２市で実施している、多くの県下と共同して事業を実施している場合

に、その団体に加入しておかないとその事業はできないものなどは、１１番の団体

負担型ということで、見直ししにくいものということでまとめております。 

 また、９３、９４、９５対象外ということで書いておりますが、先ほどのフロー

チャートの中で一般財源を全く伴わないもの、いわゆる市の税金とかは、伴わない

ものは見直しを省く、また債務負担で既にもう支出が決まっているものは省く、法

的な制度のものなんかはもう省いていく、また法的な制度によって実施されている

負担金、いわゆる国保の医療費であったりとか、介護給付の関係のものも、ここで

は含まれてきておりますので、それらについては対象外にするということで規定を

しております。 

 次に、１４ページをお開きください。こうして見ていただきますと、先ほど約１

６４億円ありますよということで説明をさせていただいたわけですけれども、１４

のグループと見直し対象外ということで、ここではまとめております。 

 １４ページの下段を見ていただきますと、見直しにくいものを除きますと、見直

しができるもの、逆に言いますと１６４億円のうち２４億８，０００万円が見直し

ができるものになっております。この２４億８，０００万円について、この行政改

革大綱の中で、しっかりと補助金または負担金について整理・合理化を図っていく、

ルールを図っていきながら、市民の皆さんと協働でこの作業が当然に必要になるで

あろうというふうに考えております。 

 その資料の３回－６というデータがございます。ここにも紹介は省かしていただ

きますけれども、先ほど見直し型ということでいろいろと分類をさせていただきま

したが、説明名称、その名称をすべてここに書き上げさしていただいておりますの

で、また大変お忙しいと思いますが、この名称なんかもどこに分類されてるかなと
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いうことでご覧いただいて、またご発言いただけたらというふうに感じております。

これについては、補助金の整理・合理化という部分でございます。 

 そういった観点で、自主財源の確保を図る、補助金の部分について整理・合理化

を図る、そして大きなテーマということで事業の見直しということで、最後のペー

ジでございます。そもそもその事業が必要か。行政がする必要があるのか、コスト

に見合う効果が上がっているのか、いつまで続けるのかということを、事業の見直

しの視点ということで定義をしております。当然に毎年予算に計上されて、事業が

執行されていくわけですけれども、当たり前のように毎年の事業が次の年にも行わ

れることではないというふうに考えています。それらのことを、行政評価による再

点検ということで書いております。 

 その行政評価とは何かということで、今日お配りをしました１枚、行政評価シス

テムの目的と役割ということで、少し紹介をさせていただきます。これらを検証し

ていく仕組み、予算執行に当たりまして事業を見直しといいますか、事業をその成

果が上がっているかどうかという部分について、仕組みということで掲げておりま

す。一番左が政策体系、政策、施策、事務事業ということで、いわゆる総合計画に

基づきます基本理念、６つの基本方針というものを一番上位に来ます考え方が政策

に当たろうかと思います。また、市長さんのトップの姿勢というものが政策に当た

ろうかと思います。 

 それらを具体的に実行していくための手段として施策があります。施策について

は、総合計画の中で真ん中の段になりますけども、行政評価システムの目的という

ところで、丹波市の総合計画では３４の施策を位置づけております。３４の施策が

ありますけれども、その施策間の優先づけでありますとか、施策内の事務事業の優

先づけでありますとか、市民ニーズの把握をしていくということが施策では必要で、

政策を実現するために、どの施策を優先するかということが非常に大事な視点でご

ざいます。 

 その施策の下にありますのが事務事業ということで、一番底辺、ここでは底辺に

なっておりますが、丹波市の場合２３０の事務事業があります。これらについて、

民間と同じように業務の棚卸をし、また費用の把握、ここでは予算・決算上の直接

の事業費だけじゃなくて、我々の人件費なんかも含めてこの事業にかかった経費と

いうものも、ここでは判定をしていくと、そういうような把握ということで、ここ

では書いております。事業費は１万円、２万円というような経費であったとしても、

そこには何百万円の人件費がかかってますよというような意識を持ちながら、この

事業を執行していく、また管理をしていくという考え方でございます。 

 そして、その成果、効率性の重視ということで、成果指標ということで、ただ単

に何かの事業をして、参加者が多かった、○○教室の回数が多かったという、いわ

ゆる活動指標といいますか、その事業をやった回数だけを求めるんじゃなくて、そ

もそもその事業が市民の皆さんに役立っているのかというようなことで、成果を求

めていくというようなことで、成果指標を立てながらその事業の判定をしていく、

事務事業を判定していきながらその施策の実効性も見ていくという形で、上からい

わゆるトップダウンで見ていく姿勢、また下から積み上げていく姿勢、両者をあわ
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せていきながら、この行政評価システムの構築を図っていきたいということを、簡

単な図ではございますが示させていただいております。 

 当然、これらについてＰＤＣＡのマネジメントサイクルといわれることに置きか

えて、計画をして実施をする、点検評価をして改善をしていくという考え方を十分

に取り入れていきながら、行政の事務事業についても見直しを図っていくという考

え方をこの大綱の中で掲げさしていただいているというところでございます。 

 早口ですし、わかりにくい説明でしたが、「お金」という部分についての説明は

以上とさしていただきます。 

  ○村上康充副委員長 

    はい、ありがとうございました。以上で、「お金」改革に関する事前説明というこ

とで、今事務局のほうから説明していただきました。そこにも書いてありますよう

に、質問報告は８月１３日までということで、行革推進課まで従来のとおり提出し

ていただきたいと思います。この件については、次回のときに論議していきたいと

思います。 

 それでは、スケジュールについてということで、これからのスケジュールについ

て、３回－７という表をご覧ください。今回で３回目ですけれども、このシステム

の流れとして、大綱案の「人」の部分を一応まとめさせていただきました。「モノ」

についても一応まとめさせていただいて、また次回４回目にもう一度再確認という、

こういう流れになっておりますので、この点を説明していただきたいと思います。 

 事務局のほうよろしくお願いします。 

  ○事務局 

    失礼いたします。行革課長の上本です。ただいま副委員長からご説明がございま

したように、３回－７ということで、今後の行政改革大綱策定の流れの説明をさし

ていただきたいと思います。お手元のこの表のとおりでございますが、当初の計画

から会議は６回と予定をさせていただいております。行政改革大綱策定の流れとし

まして、今後のスケジュールの流れをここに図式にしております。 

 委員会は、この後８月に「お金」の改革の議論をいただく予定でございます。た

だいまご提案させていただいた内容について、本日と同様のスタイルで「お金」の

改革の議論をいただきたいと考えております。 

 そして、９月には「時間」と「情報」の議論をお願いいたしますとともに、あわ

せてこの表の右側に示しておりますが、８月１日から８月３１日まで行いますこの

大綱のパブリックコメントにつきましても、意見のまとめを行い、さらに全体を通

して答申書の内容でございます。大綱案に対する修正が必要と思われた「人」の議

論を最終的にお願いしたいと考えておるところでございます。 

 かなり９月の協議事項のボリュームが大きくなるものと考えておるところでご

ざいます。その上で、事務局サイドといたしまして、その協議内容や意見を踏まえ

た上で、答申書案及び大綱案の修正案を作成いたしまして、事前に配付させていた

だき、各委員さんのご意見等を事前に把握をさせていただく中で、１１月の第６回

の委員会をできるだけスムーズに進行いただけるように、調整をさせていただきた

いと思っておるところでございます。 
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 なお、６回目でさらに大切な修正の協議になった場合も、その６回目の中で最終

修正にご同意をいただくような形で、答申書として完成させ、市長のほうへ答申と

して確定させていただくスケジュールにさせていただきたいというのが、スケジュ

ールの流れでございます。 

 以上でございます。 

  ○村上康充副委員長 

    はい、ありがとうございました。以上のような流れで、大変強行的なスケジュー

ルではございますけれども、事前配付により内容を把握していただきまして、当日

に臨んでいただければ幸いかと思いますので、次回からもご協力のほどをよろしく

お願いいたしたいと思います。 

 それでは、その他はありますか。その他の部分。 

  ○事務局  

    特にございません。 

  ○村上康充副委員長 

    はい。それでは、最後の５番の第４回策定委員会開催日程、時間変更になってい

ますということで、これ事務局のほうは説明よろしいか。 

  ○事務局 

    申しわけございません。第４回の策定委員会の開催日程でございますが、委員長

等との調整の中で、８月３０日、本来ですと午後３時からということなんですが、

次回につきましては午前９時から１１時の予定で時間を変更させていただきたい

と考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 

  ○村上康充副委員長 

    はい、ありがとうございます。そのようなことでございますので、８月３０日、

時間のお間違えのないようによろしくお願いします。 

 ５時４分、予定どおりといいますか、５分ほど超過しましたけど、本当に皆さん

ご協力のもと、時間どおりに終われたこと、感謝申し上げたいと思います。また、

トーマツの世羅さんによって、まとめのほうはお任せしておりましたので、大変う

まくまとめていただきましてありがとうございました。 

 本当に本日はありがとうございました。これで本日の策定委員会を閉会したいと

思います。どうもご苦労さんでした。 

 

 

 

 

    


