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第４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 ８月 ３０日（月）午前９時～１０時５５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１２名（欠席３名） 

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

 

（２）行政改革推進本部 出席１７名 

副市長 永井 隆夫 教育長 小田 繁雄 

企画部長 中川 泰一 総務部長 竹安 收三 

財務部長 久下 拓朗 生活部長 福田  宏 

環境部長 足立 保男 福祉部長 大森 友子 

健康部長 目賀多 茂 産業経済部長 近藤 俊幸 

建設部長 

議会事務局長 

水道部長 

大隅 保夫 

拝野  茂 

藤本 利一 

会計管理者 

消防長 

教育委員会学校教育部長 

梅田 秀光 

大石 欣司 

岸田 隆博 

教育委員会社会教育部長 畑  幸宏   

 

（３）事務局 

行革推進課長 上本 善一 財政課長 大垣 至康 

行革推進係長 足立 良二 行革推進係主査 平岡 英人 

行革推進係主事 石川 亜希   

 

（４）オブザーバー 有限責任監査法人トーマツ 世羅 徹 

 

４ 傍聴者・新聞社 

  なし 

 

５ 会議  ２ページより記載 
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（１）開会 

  ○久下拓朗財務部長 

 皆さんおはようございます。定刻より若干時間が早いですが、ただいまから始め

させていただきます。委員の皆方におかれましては、公私ご多忙の中、本日、ご出

席いただきましてありがとうございます。本日、委員さん方でございますけども、

識見を有する方で、竹村安彦様が欠席になっております。それから、公的団体等の

代表でお願いしております丹波ひかみ農協の足立昌彦様が欠席になっております。

その次に、丹波市工業会の足立俊行様も欠席となっておりますのでお知らせいたし

ます。 

 ３人欠席になっておりますが、本日の会議でございますけども、過半数に達して

おりますので、丹波市の行政改革大綱の設置の条例の第６条２項におきまして、本

会が成立していることを報告させていただきたいと思います。 

 次に、資料につきまして、その裏面につけております。ご確認ください。配付資

料としまして、４回－１第３回丹波市行政改革大綱策定委員会の会議録、これは前

回の分でございます。それから、４回－２というので、丹波市の行政改革大綱（案）、

「モノ」についてでございます。その次に、第４回－３、行政改革大綱策定に係る

質疑・回答、「お金」に関する質疑でございます。その次に、４回－４、「時間」「情

報」に関する説明資料でございます。その次に、４回－５でパブリックコメントの

一覧表でございます。１名の方からご意見がございましたので、皆様方のお手元に

配布させていただいております。ご確認いただきまして、もし無い資料がございま

したら、こちらのほうへお知らせ願いたいわけですけど、皆さん、お手元に行って

おりますね。 

 それから、前回と同様に本会につきましては公開とさせていただいております。

記者席、それから傍聴者席を設けておりますので、そのような予定で進めさせてい

ただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、副市長より皆様方にごあいさつを申し上げます。よろしくお願いいた

します。 

  ○永井隆夫副市長 

皆さんおはようございます。本日９時からという本当に早朝の中、石原委員長は

じめ、皆さんのご出席をいただきましてありがとうございます。今年の夏は本当に

暑いといいますか、全国的にも平均気温、また最低気温、そして最高気温は記録的

な夏になってございますが、今週もまた残暑は本当に厳しいところが予想されてご

ざいます。地域の皆さんにおかれましては、本当に健康に留意されまして、丹波市

の行政のご指導、またご尽力、また今後ともお願いしたいというふうに思います。 

 本日は、部長のほうから申しましたように、特に「お金」に関する改革について

議論、またまとめをいただく予定でございます。また、あわせて「時間」「情報」

に関してのご説明をさせていただきまして、今後また色々ご意見等をいただきたい

というふうに思っています。特に、「時間」におきましては、当然色んな政策をや

っていく上でスピードというものが非常に重要になってくると思っています。また、

丹波市も合併いたしまして、１０年間合併特例債という期限つきの非常に有効なお
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金の使い方も、非常に懸案になってくるところでございますので、この辺も皆さん

のご提案、あるいはご審議の中で、色々ご意見等をいただければというふうに思っ

ています。 

 以上、簡単ではございますが、開会にあたってのごあいさつにさせていただきま

す。それでは、皆さんよろしくお願いいたします。 

  ○久下拓朗財務部長 

それでは、石原委員長にごあいさつをいただきまして、以降、委員長の進行によ

りまして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、どうもお集まりいただきましてありがとうございます。第４回

の行政改革大綱策定委員会、始めさせていただきたいと思います。前回はどうも失

礼いたしました。副委員長、どうもありがとうございました。 

（３）報告事項 

  ○石原俊彦委員長 

    それでは、報告事項に入らせていただきたいと思いますが、１つ目、第３回策定

委員会の会議報告についてということで、これは資料４回－１です。事務局のほう

からお願いしてよろしいでしょうか。 

  ○事務局 

おはようございます。行革推進課長の上本でございます。ただいま報告事項とい

たしまして、前回第３回の行革大綱策定委員会の会議録の調製ができておりますの

で、委員の皆様方に事前に配付させていただきました。内容等の説明につきまして

は省略させていただきますが、また内容等で違うというところがございましたら、

こちらのほうへご指摘・ご報告いただきたいと思います。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

  ○石原俊彦委員長 

    それでは、この会議報告のほうについて、また中身を精査いただきたいというこ

とでございます。 

  ○石原俊彦委員長 

    じゃ、２つ目その他ですが、事務局のほう、これは今日は無いということでよろ

しいでしょうか。 

 それでは、事務局のほうから無いということですが、よろしいでしょうか。 

  ○谷水ゆかり委員 

    すみません、１つだけ。ＰＴＡの谷水ゆかりと申します。４回－２の資料の中で、

大綱の検討内容の中で、１番の中で私が発言したことをまとめていただいているよ

うなんですけれども、最後の文章で例えば「子どもたちのことを考えると、小・中

学校は早期に大規模化すべきという意見があった」という文言なんですけれども、

大規模化という言葉にはちょっと語弊があります。話の流れがわからない方が、た

だこの文章を読むと、単に大規模にすればいいというように受けとめられかねない

と思いますので、適正規模とかいう表現に変えていただきたい、お願いします。 
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（４）協議事項 

  ○石原俊彦委員長 

    そうしたら、その関連もありますので、４番協議事項に入りたいと思います。（１）

の第２次丹波市行政改革大綱（案）についての、今①のところで、今ご指摘いただ

いた点がありまして、委員の皆さん方４回－２を開けていただきたいと思います。

これにつきましては、事前にトーマツの会計士の世羅先生のほうからちょっとご説

明ということでよろしいでしょうか。お願いしたいと思います。 

○有限責任監査法人トーマツ世羅徹氏 

    すみません、私のほうから説明させていただきます。前回の議論の内容を４回－

２という資料にまとめています。意見としまして、大きく３つにまとめています。

１番目が早急な公共施設の統廃合、２番が公共施設の有効活用、３番目が必要最低

限の「モノ」の調達ということで、書かせていただいております。 

 その中で、先ほど意見がございましたように、若干修正すべき箇所がありますけ

れども、それ以降そのほかの内容でもし修正するところありましたら、またおっし

ゃっていただきたいと思います。 

 あと、備考に書いていますけれども、受益者負担の見直しとか減免の見直し、減

免団体の公開、使用料、手数料の見直し、統一化という意見もありましたけども、

これに対しましては「お金」の中で検討を行うということになりましたので、ご理

解いただきたいというふうに思っております。 

 以上、簡単ですが終わります。 

  ○石原俊彦委員長 

    これどうしましょう、大規模化の表現ですけど、別の言葉ですと、どういう言葉

で。 

  ○谷水ゆかり委員 

    「適正規模」という言葉に変えていただきたいと思います。 

  ○石原俊彦委員長 

    どうでしょうか、皆さん。 

  ○小谷邦彦委員 

    小谷でございます。今の、統廃合のことについてですが、市は健康と教育という

ものを標榜とされて取り組まれてきておるわけですから、これは非常に大きなメイ

ンの課題じゃないかと、私はこういうふうにとらえております。こういった意味か

ら、文言としては、「例えば」じゃなく「中でも」を使って、「中でも小・中学校の

統廃合は計画的に推進すべきである」とか。他にもたくさん意見があるわけですか

ら、この委員会として、もっと計画的に子どものことを考えたら、強力に進めるべ

きでないかと、こういう私の意見でございます。 

  ○小田繁雄教育長 

    教育長の小田でございます。教育委員会におきましても、昨年度から適正規模・

適正配置等の検討委員会を開催しておりまして、適正規模のおおよその数も出てお

ります。 

 一方、今年度から複式学級の学校も出てきておるというようなこともありまして、
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教育委員会としましても、適正規模・適正配置につきましては早急に取り組んでい

く課題だと認識しておりますので、こういう意見があったということは、記載して

いただいて構わないんです。ただ、誤解を招かないようにしないといけないと思う

のは、早急な公共施設の統廃合の前文で、「維持管理費や設備工事費などを勘案し

ながら」とあり、いわゆる経費面を重視して統廃合をということです。学校の適正

規模化も経費面を重視しているというような誤解を招かないような、そういった配

慮が必要かなということは思っております。 

 したがって、「例えば」といいますと確かに少しこの経費面での適正数というこ

ととつながってきますので、「例えば」という文言はかえって誤解を招くかなとい

うような思いをしながら聞いておりました。 

 以上でございます。 

  ○石原俊彦委員長 

    これ財務部長、いかがですか。事務局。 

  ○事務局 

    行革推進課長の上本です。ただいまの谷水委員さん、小谷委員さんからご指摘い

ただいた部分につきまして、前回の大綱における検討内容ということで、事務局側

からまとめさせていただいたものでございます。例えば、今教育長のほうからござ

いましたように、この小・中学校の統廃合等につきましては、「モノ」というより

は、やはりそこで学んでいる、あるいは保育を受けている子どもを中心に考えてい

くべきであろうということで、「人」、「モノ」、「お金」の中の１番の「人」のとこ

ろで、大綱の中では整理をさせていただいております。この前回の内容のまとめを、

今後大綱等へ反映させていく上では、ただいま教育長が申しました部分で、「モノ」

の視点からではなくて、「人」の視点からということで、委員さんよりご指摘いた

だいた部分を参考に、修正なり対応のほうを考えていきたいというような思いで事

務局のほうはおりますので、ご了解いただきたいと思います。 

  ○石原俊彦委員長 

    いかがですか。 

  ○小谷邦彦委員 

    小谷でございます。私も理科の指導員ということで、２年間小さな小学校にかか

わったんです。 

 今、統廃合の問題、教育長から「お金」の問題ということは 2 次的じゃないかと

ありましたが、私もそう思います。やっぱり、子どもを第１に考えて、その成果が、

共通の子どもに何がいいかという観点だと思います。 

 しかし、今の学校の状況を見ていますと、私たちのころと比較して何ですけれど

も、６学級あって１００人もない学校に、教職員といわれる方が１２、３人おられ

るわけですよ。これはもう、効率とかいうのは教育にはそぐわぬ言葉だと僕は思い

ますけれども、非常に無駄です。３０人でも１人で済むのに、７、８人で１人要る

わけですよ。だから、そういう面もやっぱり教育の面から、大きな課題としてとら

えていただきたいと思います。 

  ○石原俊彦委員長 
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    教育長、先生の数はいまおっしゃった多いというのは。 

  ○小田繁雄教育長 

    教員の定数法でも規定されておりまして、いわゆる４０人学級、４０人以下だっ

たら１人で配置するということで、今おっしゃったように確かに１０人ぐらいの学

級でも１人、４０人の学級でも１人ですので、効率という面では、確かに悪いとい

うことになるわけですが、しかしこの教員の給与につきましては、いわゆる国が３

分の１、都道府県が３分の２ということで、実質市の負担はありませんので、人の

お金だから好きなように使っていいということではないんですけども、ここではそ

のことについては、論議から少し外していただきたいなというふうに私は考えてお

ります。 

 

  ○赤井俊子委員 

    今は教員の話でしたけど、全体の教育のものも、費用便益分析ということで、本

当に小規模が子どもたちの利益になるのか、それをまず考えるべきではないかと思

います。あらゆる費用便益分析で、あらゆるものをコストに換算した場合に、子ど

もたちが大勢のある程度の仲間の中で育つのと、少人数で育つのと、どちらが将来

子どもたちにとっていいのかという、そのほうの視点から考えて、規模を検討すべ

きではないかというふうに思っています。 

  ○谷水ゆかり委員 

    私がこの意見を申し上げたのは、最初に戻りますとどうしても経費節減していか

なければいけないという中で、子どもたちの気持ちになって考えると、大きな学校

である程度お友達もたくさんいたほうが楽しいという意見を、子どもさんや親御さ

んのからよく聞かせてもらっているというところからです。適正規模に統廃合して

いただくということで、ＰＴＡというか、子どもの発想から話を持っていってもら

ったら、早いのではないかというような意見を言わせてもらったんですが。 

 なので、教育の問題を深くここで掘り下げて話し合いをするというような意味で

言わせてもらったのではないので、そういう意味で大規模化という言葉は、ただ大

きくすればいいというイメージに受けとめられるとちょっと困ると思ったもので、

適正規模とかいう表現に変えていただきたいという、そういう意見を言わせてもら

ったようなことなんです。 

  ○石原俊彦委員長 

    いかがですか。皆さんのご意見をちょっとまとめますと、これは「モノ」につい

ての検討内容で、こういう議論があったというメモでありますので、これが最終的

に大綱の修正に入るかどうかというのは、まだちょっと結論のところで議論したい

と思いますが、とりあえずこの点については、例えばですが４回－２をちょっとご

覧いただきたいと思いますが、例えばこういう修正でいかがでしょうか。前のほう

はそのままです。「合併を行ったことにより、旧町ごとに同種施設があることから、

市全体として施設の重複感があることは否めない。各地域に必要な施設か否か十分

に検討を行い」――経費の点についてはちょっとご指摘もありましたけども、ここ

は「モノ」でありますので――「十分に検討を行い、早急に公共施設を適切数とす
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る必要がある。」 

 この「例えば」については、ご指摘がありましたように、「例えば、とりわけ子

どもたちのことを考えると、小学校は早急に適正規模化すべきという意見があっ

た。」ということでどうでしょうか。 

 ただ、この「とりわけ」については、ちょっと全体で最終議論しましたときに、

当たり前のことですが、財源が限られていますので、小学校を重点的にやると、あ

とは言葉は悪いですが割り振って減らさざるを得ないので、それは皆さん方ご了解

いただいたという前提にもちろんなります。「例えば」でなければ。それはそうい

うことです。なので、ちょっとご意見をいただきたいと思います。 

 お金があればいいんですけど、ないので、取り合いの議論になるので。僕はやっ

ぱり、先生ですから、教育重視はうれしいですが、ただ色んな方、立場がもちろん

おられますので、それを入れるというのは少し意思を出してるということにはなる

と思います。教育長は、にまっと笑われた。 

 いかがでしょうか。フランクでいいと思いますので、どうでしょうか。いいと思

います、メリハリをつけてやるというのはね、まだそれで最終案には入りませんけ

ど。 

  ○太田一誠委員 

    太田なんですけど、この会議全体で思ってることは、もう全部ずうーっとそっち

の方向で行ってしまうと、人っていうのは支えるから支えてもらおうというのがあ

ると思うので、遠阪小学校でも９人になっても９人がいいという子もおるし、いや

いや僕は違う小学校に行きたいという子もおるので、選択性というか、そんなもの

は子どもに残しといてやって、親がそれを決めるような仕組みみたいなものがなか

ったら、９人が９人とも遠阪におりたくないわけじゃないと思うので。そういった

ものは大きい話かもしれんけども、ＮＰＯにして、ＮＰＯ小学校とか、そういうふ

うなものがあって、そこで学校の先生の資格持っとる人間が、学校するという話に

なったら、私はもうこの学校で義務教育を受けてもいいわ、みたいな村になっても、

その村は発展すると思うので。選択性みたいなものを残しといてやらへんだら、も

う全部そっちでやったほうが楽しいねんみたいな話になると、さっき根本から、「時

間」はスピードであるということ、早くしなさいということなんやけど、新幹線か

ら見たらすごく変化というか、やっぱり鈍行もあったほうがいいん違うかなと思っ

たり。僕には感覚しかわからへんから、法律等そんなんは全然わからへんのやけど

も、感性というか、そんなものが最終的には丹波に残された知的財産というか、そ

ういうものだと思うので、それを温かくみんなが支えられるような仕組みみたいな

ものを大綱でつくっていかへんだらあかんの違うかなと思うんですけど。ここでい

けるかどうかわからへんけども、ごめんなさい。 

  ○石原俊彦委員長 

    ちょっとＮＰＯ立の小学校は、教育長さんばっかり伺ったらあれなんで、教育部

長さん、おられますか。 

  ○岸田隆博学校教育部長 

    学校教育部長の岸田です。現実的にはちょっと非常に難しい話かと思います。丹



8 

 

波の場合は公立で、今さっき出ていましたようにどれだけの規模がこれから将来子

どもたちにとっていいのかという議論を今もしているところなんですが、小規模校

は小規模校なりの良さはもちろんあります。手が届くと。ただ、一方少ないと切磋

琢磨するということもなくなります。そういったことを勘案しながら、今後、丹波

市の子どもたちが、丹波市で育ってよかったと思える子どもに育っていくための環

境整備ということで、今後検討を重ねてまいりたいと。そういう中では、やっぱり

ちょっとＮＰＯ立というのは、ちょっと議論がないと非常に難しいかなと思ってお

ります。 

 以上です。 

  ○石原俊彦委員長 

    ちょっと市民の皆さんで勉強していただいて、経済特区の申請の方法もあります

から、そういう提案を国に投げかけることは、全く１００％無理ではないかもわか

りませんので。 

 そしたらこの大綱４回－２、いかがでしょうか。いま申し上げた１のところは、

経費のところをカットして、「例えば」のところと「とりわけ」ということで、あ

と大規模化ではなく適正規模化、あと２、３、４。これにつきましては結構大事な

テーマになりますので、ご意見等があれば。 

  ○小谷邦彦委員 

    小谷です。３番ですけど、些細なことですけど、「トヨタのカンバン方式のように、

必要なものを必要なときに必要なだけ買う」というふうにされたほうが、より近い

んじゃないかなと、トヨタの考え方からすれば、提案させてください。 

  ○石原俊彦委員長 

    それは皆さんよろしいですね。事務局、よろしいですね。じゃ、「必要なものを必

要なときに必要なだけ」ということで、「必要なとき」というのを入れたいと思い

ます。いかがでしょうか。 

  ○藤本幹雄委員 

    藤本ですけど、公共施設の統廃合という、次の有効性の関係ですけど、文言どう

のこうの言いませんが、上の統廃合の中で今も教育の面で、子どもの面も尊重した

いということで、色んな面が出ているんですが、やはり地域住民の、子どもから高

齢者までの立場上の条件を考えるときに、必要な施設か否か十分検討を行う、これ

は大事なことだと思うんです。それで、その検討を一方的に行政サイドでされない

ことが必要ではないかなという思いはしています。 

 だから、２番目の最後に、市民の利便性を向上するという面から考えたときに、

文言をどうのこうの変えてくれとは言いませんけど、十分な検討を行うというのは、

どこでするのかなという場合があるんですけども、その辺はこのあたりですよと。

策定委員会でこういう内容で決まったから、行政のほうの判断でこうしました。と

いう判断だけには至らないようにお願いしたいなという思いはしております。 

  ○石原俊彦委員長 

    どうしましょう、事務局のほう、文言。これは委員会の皆さん方のご意見をまと

めるメモですので、例えばですが、３行目、今の時代にあうかどうか、ちょっとま
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たあれば後で修正していただければと思いますが、「よって」の後ろにちょっと役

所と市民というか、官と民が連携してというか、そういうための文言をちょっと入

れれば、決して行政だけではやらないということになると思うんですがね。文言ど

うしますか。「市民と行政」にしましょうか。じゃ、皆さんもしよろしければ、「よ

って」の後に補足で「市民と行政が」を入れたいと思います。 

 よろしいですか。なんで俺やねんと言われるかもわかりませんが、教育長、よろ

しいですか。いや、今日は一遍そこで当ててこいうかなと思っていたんですが。 

  ○小田繁雄教育長 

    基本的には、石原委員長おっしゃったように、すべて合議の中でのガイドライン

とか、望ましいという考え方は、これはよろしいと思います。 

  ○石原俊彦委員長 

    それでは、皆さんいかがでしょうか。時間の関係もありますので、もしよろしけ

ればこの程度ということでよろしいですかね。ちょっと文言も、てにをはとか、文

章で主語がないとか言い出すと切りがありませんし、中身の意図は十分に反映でき

ているのではないのかなと思います。いかがでしょうか。 

  ○吉見安弘委員 

    ちょっと基本的、初歩的な質問で申しわけないんですけれども、今作りつつある

大綱というのは、例えば「モノ」についてであったらこの１ページ、「お金」につ

いてであったら大体１ページと、大綱という性格上その程度のものになるのか、あ

るいはもう少し具体的な提案みたいなものも入ってきた場合には、２ページずつぐ

らいになるのか、その辺ちょっとお聞きしたいんですけど。 

  ○石原俊彦委員長 

    これは事務局のほうからいただいてもいいんですが、皆さん方にお配りした資料

の１回－４で、第２次の丹波市行革大綱が実は案としてはありまして、これをこの

会議で色々議論いただいた内容を踏まえて修正していくという、そういうスタンス

です。ですから、今のところ、この本文だけを言えば、諸々の用語解説も入ってい

ますが、１２ページですね。ですから今おっしゃった様に、１ページ、２ページ、

もちろん大綱ですので細部に入るというわけではもちろんありません。 

 ただ、今ここでありましたが、公の施設のあり方について、市民と行政の皆さん

が連携して判断していくとか、それはほかの自治体と比べてもそんなにされている

ことじゃないと思いますし、それから小学校についても、子供たちの希望なんかを

踏まえながら、どういうふうに進めていくかということで、なかなか踏み込んで書

いていますし、こういうのは非常に丹波特有の中身だと思います。そういったもの

をこの大綱案１回－４ですか、これに入れていく、そんなスタンスですね。入れ方

については、ちょっとここでは議論しないということで、「人」、「モノ」、「金」、「情

報」、「時間」が終わったところでメモが出来上がって、大綱の中にどう入れるかと

いう議論になろうかと思います。 

 それでは、次第のほうに戻っていただきたいと思いますが、ここで４（１）の①

が終わりました。 

 次、「お金」のほうでありますが、次第でいくと②ですが、「お金」に関する事前
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質疑事項ということで、委員さん方からいただいた内容について、質疑回答書を作

成させていただいております。これについて、事務局の方からでよろしいでしょう

か、ご説明いただくのは。じゃ、お願いします。資料４回－３をご覧ください。 

  ○事務局 

    行革推進課長の上本です。事前に質疑をいただきました件につきまして、それぞ

れ回答書を作成させていただいております。前回から事前に配付した中で、お目通

しをいただいているということで、個々の説明は省略するということにさせていた

だいておりますので、お目通しをいただいた中でのあと質問等で、それぞれさらに

という部分がございましたら、対応させていただきたいということでよろしくお願

いしたいと思います。 

  ○石原俊彦委員長 

    いかがでしょうか、皆さん方。かなりたくさんいただいておりまして、税、補助

金、それからコンサルタントの費用、財源確保、行政評価なんていうのもあります

し、それから合併特例債の問題、予算の問題、事業の問題等々、あまねく皆さん方

からご質問をいただいているところでございます。所管の行革推進課長も財政課長

もおられますので、財政課長、今日まだ発言の機会がありません。もしよかったら

いかがでしょうか。 

    これは、それぞれ皆さん方にご質問いただいた内容への個別のご回答という趣旨

もありますので、特にご質問いただいた委員の皆さん、精査をいただきたいと思い

ます。 

 それから、ここにあります内容で、もしご不明な点とか、さらに追加質問等がな

ければ、「お金」に関する議論、次第の③に入りたいと思いますが、②に関して、

この回答書について何かご質問等がありましたら。 

  ○小谷邦彦委員 

    委員の小谷です。コンサルタント等のことについて、色々審議会とか、基本自治

法について大学の先生、講師をお呼びして、非常に高い知識を得ながら進めていく

と。これは、当然のことかなと。国においても審議会とかですね、昔は個人の何か

諮問委員会があったように思いますけど、それが一番良い方法なのか、私わかりま

せんけども、規模にかかわらず何かを決めるときに、そういう審議会とかそういう

会議を開いて、その一流の方というか、その市でない専門家と称される方を招聘し

てするというのは、ある程度、人口７万もあったら非常に色々の経験をお持ちの方、

色々あると思うんですよ。ですから、もうすぐに大学の先生を呼んでくるというこ

とじゃなしに、やっぱり自立して自分たちで意見を求めて、自分たちの方向を探っ

ていくんだということが、僕は本筋だと思うんです。ですから、わからんところは

聞いたらいいんですけども、だから私も少ない経験から申し上げますと、色々外部

コンサルタントを得て、改善案を出してもらってもなかなか実行は進みません。他

人の案、ですから立派な案もやっぱり市が主体となって、市民とともにつくり上げ

ていくということでないと、本当に実行はなかなか進まないと、こういうふうに思

います。 

 だから、そういうふうに何もかもが大学の先生を呼んでくるんじゃなしに、物事
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によってもっと市内でできる人材もいるんではないかと。自立の精神をもっと行革

ですから進めていくべきじゃないかと、こういうふうに私は思います。今のやり方

については、私、若干疑問に思います。 

 以上です。 

  ○石原俊彦委員長 

    これどうでしょうか。 

  ○永井隆夫副市長 

    各市の委員会の中で、できれば市民に色んな方がおられるので、そういう方を公

正に選んでいって、基本的には市ができることについては、なるべく市民と一緒に

やっていってはどうかなというご意見だと思います。 

 今回のこの手元の回答書の中で、９つの委員会に大学の先生等に入っていただい

てございます。９つの中で教育委員会の文化財の審議会とか、美術館の運営委員会、

あるいは三ツ塚の廃寺跡の整備委員会とか、教育関係が６入っておりまして、あと

３つが一般行政の中で、新エネルギーの分野とか、あるいは情報公開の分野とか、

個人情報のこと、いわゆる法律に関連する専門的な分野とかですね、新エネルギー

に関することということで、丹波市は住民の代表とか色んな各種団体の長に入って

いただいた審議会は結構あるんですが、小谷委員おっしゃるように、全部が全部そ

ういう大学の先生に入っていただいているということではございません。この辺は、

数を見ていただければ、結構市民主体でやっていただいておりますので、その辺ご

理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

  ○小谷邦彦委員 

    もう一言お話させてもらいますと、色々なご経験や見識をお持ちの方にアドバイ

スしていただくのはいい。委員長になるというのは、僕は若干疑問です。自分たち

でやって、委員の先生のほうからこうしたらいいんじゃないかと、アドバイスをい

ただくのはいいんです。そうでないと、他人が来て自分の家の中のことを委員長で

決めるというのは、ちょっと疑問を感じております。 

    この会だけじゃないですが、初めから決まっているようで。そういうのは行革で

やっぱり変えていくと、市民に変えていくという行政側に意向はないんでしょうか。 

  ○永井隆夫副市長 

    委員会も、色々目的と審議内容の中で、当然どういう方に委員長になっていただ

くのが一番適任かという中で、小谷委員がおっしゃるように、いわゆる大学の先生、

あるいは役員の長がなっている可能性も、非常に強いというふうに思っています。 

 その中で、色々専門性が当然重視される委員会等につきましては、やはり皆さん

色んな方に入っていただいている、例えば１０人とか１５人とか、非常にたくさん

の方に入っていただいてございます。その中で、極端な話をすれば、強い声の委員

の方に引っ張られてしまうということも、非常に会全体の目的からすれば問題があ

る場合も出てくるというようには感じておりまして、その辺はやっぱり内部がいい

のか、外部から来ていただいたいわゆる専門家の方がいいのか、非常に難しいとこ

ろではありますが、その委員会の中で全体的な委員会の雰囲気も把握しながら、一
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般的なご意見もいただいて、最後の取りまとめを公平な立場でやっていただく、こ

れが非常に重要かなと思っていまして、小谷委員がおっしゃるように、市民できち

んとやって、できるようなメンバーがたくさんいるから、それでいいじゃないかと

いうご意見ももっともなんですが、その委員会自体の目的とか、そういうことも勘

案する中で、また今日のご意見につきましては参考にさせていただきたいというふ

うに思います。 

 以上です。 

  ○石原俊彦委員長 

    ちょっと先に手を上げておられますので、どうぞ。 

  ○田中延重委員 

    田中です。小谷さんの言われるのはよくわかるんですけど、私はある意味で専門

知識と、多方面での色んな情報をお持ちの方に委員さんになってもらうというのが

いいかなと思ってます。 

 石原先生がこうして選ばれたというのは、丹波市のほうで石原先生に直接にお願

いしたということの経緯はよく知りませんけれど、個人的には非常にいい方になっ

ていただいたなとは思っております。 

 どういう方を委員になってもらえばいいかという、事前の段階で何かそういう意

見を求められるようなことがあれば、市民として意見が出せるようなこともあった

かもしれませんけど、もう決定されたことなので、それほど違和感はなかったです。 

 それと、行政改革はやっぱり難しいと思うんですね。私自身もかなり勉強はして

いたつもりなんですけど、まだまだなかなか至らないというところがありますし、

それをサゼッションしていただくようなことは、その場に来ることで勉強になると

いうこともありますので、ちょっと思いました。 

 以上です。 

  ○石原俊彦委員長 

    それじゃ、ちょっと色々ありますが、本論に入らせてください。③の「お金」に

関する討議ということで、今ご質問いただいた内容もありますし、これは配らせい

ただきました資料がございます。そういったところ、特に大綱案は第１回－４であ

りますが、それと前回の３回－４、「お金」の改革説明資料というのをお配りして、

ご検討もいただきました。それは伺いまして、大綱案のほうに４点、事業直し、自

主財源、それから受益者負担、補助金、この４つのテーマでまとめておりますので、

この４つについてご意見をいただければと思います。どうぞよろしくお願いします。 

  ○谷水ゆかり委員 

    谷水ゆかりと申します。ちょっと個別のお名前を出して申しわけないんですけれ

ども、社会福祉協議会の立場というか、お話なんですけれども。 

  ○石原俊彦委員長 

    資料は特になしですか。 

  ○谷水ゆかり委員 

    どこの段階で話をしたらいいのかわからずに発言させていただいているんです。

例えば、子育て支援とか、医療関係のお話になりますと、安易に社会福祉協議会さ
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んに業務委託するとか、業務委託して補助金が出るとか、そういったことに。社会

福祉協議会さんがしっかりやっていただいているので、そのような流れになってい

るのは、もうそれは感謝しなければならないということではあるんですけれども、

そのことで民間の例えば小さな組織のボランティアの団体が頑張っているところ

に、頭から何でも社会福祉協議会に持っていかれてしまうと、小さい団体が育たな

いということもあります。 

 ですから、例えば質疑回答書の１６番のところに、行政評価の結果というような

ことで、アウトソーシングしたときに、それが効果が出ているのかどうかというと

ころをしっかりチェックしていくのと同時に、色んなところで情報収集して、色ん

な民の団体があるということも、そこを活用するというようなことも大事だと思う

んです。ちょっとそこら辺をうまくまとめていただきたいと思うんですが、いかが

でしょうか。 

  ○石原俊彦委員長 

    ここで藤本さんにしゃべってもらうわけにいきませんので。行革で６月２２日に

政府で閣議決定されています。政府の決定の中で一番重いんですが、そこで地域主

権戦略大綱というのがありまして、この国の将来像が閣議で実は整理されています。

それは、地方・地域でできることは地方・地域でやっていただこう。そのために財

源権限を分権していくわけです。ところが、他方で、皆さん誤解されているんです

が、地方のことは地方でやるというのは、何もかも任せられるんですが、しかしお

金は当然ですが丹波で全部稼げているわけではありませんので、きちんとしたプロ

セス的に説明責任、それから社会責任としての監査を受けていただくという、そう

いうルールでやっていこうと。 

 これが閣議で決まっているんですが、そこで１つは緑の分権改革という考え方が

できます。それから、もう１つは今まさにおっしゃった補完性の原則というのがも

のすごく軸になっていまして、それに基づいて、例えば国の出先機関を廃止しまし

ょうとか、あるいは国直轄事業負担金、これは大阪府の橋下知事なんかがおっしゃ

った、ちょっと問題があるかわかりませんが、ぼったくりバーのあれをやめましょ

うとか、それから国の各省庁の義務づけ・枠づけを廃止して条例制定権を実際に拡

大しようとか、色々あるんですね。 

 そういう考え方の中の軸に、補完性の原則で、公共の第１次的な担い手は市民で

すよというところからスタートして、市民ができないものを例えば企業――企業と

いうのは税金がかかりませんから、そこから若干ですがボランティア、ＮＰＯ、こ

れは若干の財政支援で対応していただける可能性もある。それから、社会福祉協議

会みたいな組織、それから市役所、県庁、国と、そういうような考え方で公共の見

直しを整理しましょう。これ鳩山さんがものすごくおっしゃっていたやつで、政権

が変わりまして若干弱まっていますが、そういう考え方が補完性の原則から、実は

入っていっていますので、地域のことで色々やっていただいていいんですが、日本

全体がどういうふうに流れにいってるかという理解も必要で、そんな中でせっかく

補完性の原則という考え方が出てきておりますので、例えば市民でできることは市

民でやりましょうというふうな文章を、割合強く入れるというのが一つ、これは小
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谷さんなんかがおっしゃったやつと合います。 

 だけど、藤本さんところで、やはり社協で色々やってこられて、それこそ使命感

持ってやってこられている部分もあるので、そこらあたりどう話していくかという

ことですけど、皆さんもし何か意見等あれば。なければパスで結構ですが、いかが

でしょうか。パスもありで、どちらでも。 

  ○藤本幹雄委員 

    パスの前に、行政の考え方を。 

  ○石原俊彦委員長 

    そうですか、じゃあ今のご指摘をいただいた内容に関して、これはどこがいいで

すかね。 

  ○事務局 

    行革推進課長の上本です。ただ今ご指摘された部分なんですけれども、行革大綱

の中での考え方としまして、先日の改正、もう１つ第２回目のところでも石原先生

のほうから、新しい公共というふうに、今まさに先生がお話された部分の話だった

と思うんですけど、時代の流れとしまして、この成熟社会の中で民間の話じゃなく

って、財源が少なくなっていく中で、行政と公共というものを考えていくときに、

やはりこれまでは住民の方はサービスを受ける側だったんですけども、むしろただ

それだけがという話ではなくて、やはり市民の方が実際に公共を担っていくとか、

あるいは企業等もそういう役割を果たしていただく、そういったことがますます重

要になってくるということで、これらの流れの中で、そういった部門を大きく担っ

てきたのが社協さんであったと思うんですけども。 

 こういう中で、時代の変化の中で市民が対応していただけるところ、そういった

ところは行政として公共を担っていただく、そういったことを転換していく時代が

いよいよこれからは必要になってきているんだなという押さえの中で、これらの大

綱の部分を行革の視点としては取り入れて、させていただいているというところで。

回答になるかわからないんですけども、そういった方法であるというのは、間違い

ないというふうに考えております。 

 あと、実際に社協さんと福祉の部分での対応について、福祉部長がいらっしゃい

ますので、そちらのほうでちょっと回答をいただきたいと思います。 

  ○大森友子福祉部長 

    すみません、失礼いたします。今、行革推進課長が申しましたように、そのとお

りで、補足させていただく事といえば、地域福祉計画というものがございます。ま

ず自分たちでできることは何かということを考えていただき、またそれを取り巻く

地域でどういうことができるか、そしてまたそれに色んな社会、協力いただける方、

そういうものをひっくるめて地域と言っているわけなんですが、その方たちででき

ることは何か、そして最後には行政としてどういうことがそれに付随していくかと

いうような形で、やはり今までのように行政が全てということはできなくなってき

ていると思います。 

 そういったときに、行政としての役割、またその中に社協としての役割、これま

で培ってこられた部分がございます。そしてまた、そういうＮＰＯ、また地域でそ
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ういう民間で、高齢者の部分であれば色んな事業者ができております。そういった

方の力をお借りする点、そういうような事を皆含めて、これからどうしていくかと

いう事になりますので、１つの社協さんということではなくて、社会全体一つ一つ

の事について、どのように皆で力を合わせて、丹波市は住んでよかったなと言える

まちに作っていくかという方向へ目指すべきじゃないかと思っております。ちょっ

と具体的な事例ではお答えできないんですが、そういうような行革の部分であるか

と思っております。 

 以上でございます。 

  ○石原俊彦委員長 

    はい。よろしいか。じゃ、藤本さん、同じようにフォローの発言もあったかと。 

  ○谷水ゆかり委員 

    市民の側に力のある団体が少ないということも、これも問題であるこということ

は私もよくわかっているんです。社協さんと同等の働きができる団体がどれだけあ

るのかということを逆に尋ねられると、対外的なこととか、色々考えると難しいと

いうのはよくわかっているんです。 

 ただ、私はこれの前の総合計画のときも委員として入らせてもらっていたんです

けど、その総合計画の中にも一番最初の議論の最初の経過には、社会福祉協議会さ

んと協議してというのがどーんと出ていたりして、それを私が消してといったらお

かしいですけど、社会福祉協議会さんだけではないんですよということを、そこで

もお話したような経緯があるんですけれども、ですから私たち市民の仕事は市民と

して力をつけるということはもう大前提として、事業委託とか行政の側からどなた

かしていただけませんかという段階になったときには、色んな団体があるんだとい

うことをわかっていていただきたいということを、ここではお願いしたいというこ

となんです。 

  ○石原俊彦委員長 

    はい、どうぞ。 

  ○藤本幹雄委員 

    社協の位置づけについての議論をしていただいたらいいように思うんですが、本

来の質問の中にも社協に対する補助金が、ほかの委員さんからどんどん出ているか

なと思って見たら、余り出なかったので、胸をなでおろすというか、一面あるのか

もしれませんけども、やはり今谷水さんが言われるように、例えば谷水さんとこで

やっているファミリーサポート事業についても、社協としてそれを否定しているわ

けでも何でもないわけで。逆に社協が行政から委託を受けてやっているファミリー

サポートと、谷水さんがやっておられるファミリーサポートの協働化というのか、

連合性的なものを考えとるわけでして、ただ社協は地域福祉を一人占めにしようと

か、そういう感覚ではない。 

 社協というのは、従来社会福祉法第１９０条に位置づけられた地域福祉の担い手

であるということは、もう事実でございますので、だから民がやられることはどん

どんやられたらいいと思うんですよ。けれど、民というのは１つの目的、手法がフ

ァミリーサポートだったらファミリーサポートであり、介護だったら介護であり、
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その目的が１つと決まっているんですね。 

 だけど、社協がやろうというのは、その目的だけじゃなしに、それを取り巻く総

合的な判断と支援をやっていくのが社協だという理解をしていますから、だから１

つ１つをとらえて、今事務局が言うように、１つ１つをとらえてしまえば、民があ

るんだから、社協いいやないかという考え方になるかもしれないけれど、社協とい

うのはそういうものの位置づけではない。やはり、総合的に地域福祉を進めていく、

幅広い視野を持って事業を整理、統合していったり、考えたりしていく役割を担う

べきものだと。たまたま一つの事業をとらえてどうのこうのという議論を、私はこ

の場ではして欲しくないという思いはしています。 

  ○石原俊彦委員長 

    これについては色んなご意見がありますでしょうが、そろそろここでまとめとい

うことで、④とも関連いたしますけれども、「お金」に関することは今４つやって

いただいていますが、補助金の関連でもいけるかもわかりませんが、もしよろしけ

れば例えば事業の見直し、それとの関係で例えば補完性の原則に基づいてというよ

うな一言を、次回皆さん方に提示させていただくメモに入れるというようなことで

どうでしょうか。 

 今、藤本さんからもご指摘いただきましたように、ご連携やぶさかではないとい

うご指摘でありますし、それから市民でやろうという思いもありますし、社協とし

ての実績もありますし、そういったものを整理するのに１つの補完的な考え方から、

市民でできるものは市民にやりましょうというのは、やっぱり非常に必要なことだ

と思います。 

 だけど、私の想像ですが、市内のかなりの福祉に対して社協が果たしてきた役割

というのは大きくて、それを全部市民の皆さんが変わるのは無理だと思うので、そ

ういう補完性の原則というような考え方で、やる気を持って取り組まれるよという

市民の皆さん方は、見守りつつですね、それでこれまで実績をお持ちの社協はやは

り引き続きやって、まさに補完の発想でやっていったらどうかなと思うんですが、

皆さんどうでしょう、そういう感じでメモを一言つ作らせていただくというまとめ

をさせていただければと思いますが、いいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

  ○石原俊彦委員長 

    じゃ、これについては、事務局、次回提出の中に一言入れるということで、よろ

しくお願いいたします。 

 では、社会福祉協議会関係については以上ということで、他の論点でご意見いた

だきたいと思います。特に、補助金関係のところですね。それから、税の収納につ

いてもっと収納率を上げられないかとか、それから負担金、ここらあたりは受益者

負担の議論も出てきておりますが、いかがでしょうか。 

  ○植木和也委員 

    税の収納率なんですけど、２１年が９７．９％一般会計で、国民健康保険が９２．

４８％なんですけど、これ高いんですか。例えば、よそに比べて高いのか。僕は高

いなと思ったんですけど。 
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 あと、税金以外で例えばよく給食の未納率とか、あれはどこでもよく出るんです

けど、その税金は僕は高いと思うんですけど、それ以外の、例えば給食費の未納率

とか、それはどのぐらいかと。 

  ○石原俊彦委員長 

    それは、どなたか。はいどうぞ 

  ○久下拓朗財務部長 

    財務部長の久下でございます。税の収納率が高いのかというのでございます。税

の市民税とか、固定、軽自動車税なんかにつきましては、高いといいますか、県内

でしたら適正な率を示しているというように思っております。 

 それと、一般の税とそれから国民健康保険税とありまして、国民健康保険税のほ

うにつきましては、全国的にも非常に徴収率が悪いんですが、丹波市におきまして

は若干平均よりいいかなという数字が出ているというように思います。ですので、

これパーセントがあるわけですが、どこの点をとらまえていいか悪いかというとこ

ろは非常に難しいわけでございます。平均値でいけば若干上であると、そういった

形の表現しかできないかなというように思っております。税に関しては以上でござ

います。 

 給食のほうはよろしいか。 

  ○石原俊彦委員長 

    学校教育部長さん。 

  ○岸田隆博学校教育部長  

    学校教育部長です。ちょっと今手元に収納率の関係を持っていないので、わから

ないんですが、滞納者につきましては臨戸徴収ということで回らせいただいて、収

納率の高い年と若干低い年とありまして、正確な数字は持ち合わせておりませんの

で、また次回パーセントはお知らせしたいと思います。 

  ○石原俊彦委員長。 

    よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

  ○石原俊彦委員長 

    どうでしょう皆さん。補助金なんかはなかなかご意見が出づらいところかもわか

りませんが、やりたいことやりたかったら補助金も削らあかんので、バランスよく

ご意見いただければと思います。小谷さんどうですか、補助金、お願いします。 

  ○小谷邦彦委員 

    補助金というのは非常に長い経過があって、表現は悪いんですけども、もたれ合

いみたいな関係もある場合があるんじゃないかなと思います。だから、補助金の判

断基準を、どれだけ市の行政を補完していくか、あるいは市民のために役立ってい

るかという観点だと思うんですけれども、もう一歩同じような貢献度でしたら、や

っぱり財政の状況から考えて、毎年その５％ぐらい減らすんだというような、そう

いう方針も必要なんだと。理屈的に、あんたのところどれだけやから、どれだけで

いいで、というのはなかなか出すのは難しいと思うんですよ。だから、やっぱり、

同じようなグループは一律的に減らすんだというような考えで進めてもいいんじ
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ゃないかと、私は内容わかりませんけど、進め方についてはそういうふうに思いま

す。 

  ○石原俊彦委員長 

   どうですか、今ちょっと補助金、負担金ですが、皆さん前回３回－５で補助金、負

担金等の見直しの判断基準、これがこのかなり緻密な資料で出来上がっていると思

うんですけど。事務局から補足説明いただきたいんですが、これは２２年１月に何

らかの効果を出したという判断でいいですかね、これ補助金、見直したということ

でいいんですかね。 

  ○事務局 

    行革推進課の上本です。こちらの前回示させていただきました丹波市の補助金、

負担金見直しの判断基準につきましては、今年の１月に、第１次行革を検証してい

く中で、ただ今の小谷さんからご指摘がありました件、いわゆるシーリング方式な

んですけども、こういったところは第１次行革の中でも、過去の行政が行ってきて

おります。また、旧町時代にそれぞれ行革の取り組みの中で行っていた方式という

のが、１つシーリング方式であったわけです。 

 それが、行政としても努力をしていた経緯があるんですが、その中で逆に考えま

したのが、そういう方式が本当にいいのかなということで、実際に補助金というも

のがどういうものかということで、一度全部洗い出しをして整理してみようと作業

を行い、この１月に最終的に出来上がったものです。その中で、この性質別に見た

ときに、それぞれ考えていかなければいけない視点をひとつ判断基準にしていこう

ではないかと。 

 しかし、これ自体を特に効果、留保性という部分での判断で基準を作っていくと

いうのは、個々の客観的な固定観念の部分に入ってまいりますので、投資的なもの

を作っていくというのは非常に難しい部分があると考えております。 

 ただ、見直せる補助金の範囲というのは、こういった整理をしていくことによっ

て、同じ補助金であっても、ただ単に事務局補助であったり、事業補助であったり、

そういう部分があります。そういった視点をきちんと入れて、これを今後の行革の

中では使って、それぞれ方向性を実施計画等の中で考えて行きたいという狙いで作

ったものでして、現時点ではまだ、これに基づいて整理したものであって、実際に

２２年度予算に関係するものではあるんですけども、手をつけておるということで

はございませんので、ひとつご理解いただきたいと思います。 

  ○石原俊彦委員長 

    この辺り、田中さんとか何かご質問はないですか。 

  ○田中延重委員 

    田中です。この前の質問のところでも書かせてもらったんですけども、評価が大

半の質問の中にもあったんですけども、効果を測定すると、評価測定をこうすると

いうことで、「モノ」のところで施設に対するアウトカム評価はされますか、される

予定はありますかという質問をして、する考えはありませんという答えだったんで

すけど、施設というのは基本的には「お金」ですので、今回の補助金のことに関し

ても、やっぱりどれだけの評価が、それもアウトプット評価ではなくて、アウトカ
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ム評価の考え方を入れていくという形で評価をしないと、従来こうだからこうだと

いう積み重ねの中でしか出てこないように思うんです。考え方をもっと根本的な考

えに変えていくような形で、私はアウトカム評価を入れていただければなというふ

うに思った次第です。 

  ○事務局 

    ただいまの田中委員さんのご質問ですけども、事前質疑の中でも出していただい

た内容だと思います。このように考えています。こちらが評価をするという部分と、

補助金というのは対価を求めない、公共性があるという部分について補助をするこ

とができるということで、その団体に対して公益的な知見を求めているわけなんで

す。今後やはり団体の方がこれらの事業展開、あるいは自分たちの団体の目的など

を、行政も行政評価というのを導入したりしているんですけども、例えば目標を持

っていただいたりして、その目標に向かって自分たちがこれだけの活動をしただけ

ではなくて、活動から得た、つまりまさにアウトカムだろうと思うんですけど、そ

ういったところ、自分たちの評価をしていただく、そういったことがあって初めて

行政としても事業に対して、あるいは固持することに対して、よりお互い対等の立

場の中で、評価をしていくことができるのではないかなと考えるわけなんです。 

 そういった意味合いを持ちまして、こちらのほうから一方的な評価ではなくて、

そういった立場で今後行政としては対応させていただくことがいいのではないか

なということで回答させていただいたとご理解いただきたいと思います。 

  ○赤井俊子委員 

    私も色々評価を書いて取り組みの皆さん方に触れて回っているんですけども、今、

団体自身が評価するということじゃないが、私たちはいつもずっと評価して、そし

て色んな大学の先生たちも評価に来て、その結果をどう効果があったかというよう

なことも、他部署からも評価してもらったりしているんですけども、一般にこれま

での従来の団体さんはそれがなかったし、突然あなた方がしてくださいといっても、

やっぱりできないと思うんですね。そういう点は行政がある程度アドバイスしたり、

何か評価表を作ったりして、育てて、それでも育てても育たないというのはもう切

るとか、その辺を考えていかないと、ただ、今してくださいと言って、すぐできる

ものではないと思います。 

 私、前に補助金のことについて、行政が何も一律補助金をこれまでと同じように

出さなくても、企業とか色んなところで補助金を出しているところがあるんですよ

ね。そこで申請すれば、それなりの効果がある団体なら出してくれます。 

 そういうときに、書き方が難しいから申請が出せないという団体もあると思うん

ですけども、その辺を行政が支援したり、補助していって、お金を補助するんじゃ

なくて、技術とか書き方とか、そういう方向へ行くのがいいんじゃないかなという

ふうに思っております。 

  ○石原俊彦委員長 

    どうでございましょう。 

    １回－４で、第２次の行政大綱案が出ていますが、そこの７ページの（４）で補

助金の整理合理化というところ、文章が６行ほどあります。皆さん方のご議論を聞
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いておりますと、例えば２行目、補助対象となる事業の効果・実績ですが、ここで

いわゆる少し専門用語になっちゃいますが、アウトプットだけではなくアウトカム

も考えていこうというところ、それから前のほうですね。行政として対応すべき必

要性というところなんかに、赤井さんでしたでしょうかご質問いただきました。 

 時代に対応した課題解決に取り組み、またその姿勢が明確である、こういった新

しい判断基準を入れてはどうかということと、それから私は同じ県内で丹波市ぐら

いの規模でいうと豊岡市の行革の委員長をしていますが、そこでちょっとしんどか

ったのが補助金の見直しです。これがあまり進まない、非常に細かいんです。３，

０００円とか５，０００円とか、それをどうするという議論をするんで、すごい疲

弊感があるんですが、それでもかなりの件数ありますし、見直していかなければい

けない。 

 そこで、行革のほうで非常によくできていると私は思いますが、見直しの基準を

作って、これをやっていきたいということをおっしゃっておられます。しかし、先

ほどありましたが、市民の目が入れば、なおさらいいと思います。ただ、それは非

常にしんどいと思うんですよね。関わっていただくのは非常に大変なことになると

思いますし、これも極めて一般論でありますが、補助金の見直しに市民の方がかか

わって、またその後色々、皆さん色んなことを考えておられますから、１人の意見

が全体の意見では決してありませんので、そういう中で私のこれまでの経験ですと、

例えばこうしたらどうだということで、ここに書いてあるようなやり方で、例えば、

アウトプット、アウトカムを入れる、それから時代の云々を入れる、それから市民

の目が入りやすいような形で補助金の整理・合理化を行うということで、各補助金

の所管に評価のシートを書いてもらうことになっていますが、これを情報公開をち

ゃんとするとか、それを市民の方に読んでいただくという想定で、できるだけわか

りやすく書いていただくとか、そういうふうな文言を、大綱でありますので、入れ

たらどうかなと思うんですが、いかがでしょうか、皆さん。あくまでメモを作ると

ころでありますので、そんなに恐縮していただかなくても結構だと思いますので。 

  ○小谷邦彦委員 

    よろしいですか、小谷です。非常に深い、きれいというか細かく評点を作られ

たんですね、分類されてその状態にある。ですから、それを進める推進方法とし

て、その担当課がやるというふうに回答を得ているわけですけれども、そのプロ

ジェクトチームでチェック表をつくったような、横断したチームで公平に評価し

たほうが、非常に望ましいんじゃないかなという気がするんですけれども、意見

です。 

  ○石原俊彦委員長 

    課長、どうですか。 

  ○事務局 

    行革推進課長上本です。先ほどの小谷委員さんのご質問ですけども、恐らく

この質疑、質問の内容、そういう意味合いに理解させていただきました。しかし

ながら、ある一定のところまでの作業はできるんですけども、それぞれ補助金と

いうのは条例にもさまざまにある要綱等に基づいて、それぞれに担当部署として
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つくり上げてきた経緯がございます。 

 また、大体の中身のこと、また目的とする部分を一番わかっているのが担当部

署ということであって、あくまで内部の段階で一旦こういう評価シートによって

評価はいたしますけれども、実際に細部のアウトカムというところをきちっと団

体と十分に話し合いをしないと、最終的には補助金の見直しというのは、統一的

にはできないという部分だろうという判断で、今のところはいるというところで、

今後は手段に係る部分だと思いますので、十分に検討を進めてまいりたいという

ふうに考えております。 

  ○石原俊彦委員長 

    補助金につきましては色々意見が出ましたので、おおよそ皆さん方ご発言さ

れた内容を次回提出資料でまとめますので、そこでご意見をいただくということ

で、整理をするということでいかがでしょうか。どうぞ。 

  ○赤井俊子委員 

    名前いつも言わなかったので、今回は言わせてもらいます。ＮＰＯ法人の丹

波まちづくりプロジェクトの赤井です。すみません。 

 先生にちょっと質問をしたいんですけども、私こういう会でよく評価とか補助

金のときに提案はするんですけど、ベルギーで１％の税金を市民の投票によって、

その補助金の額を決めるというふうなことをやっているんですね。そのことを以

前、ケント・オーバンが来られたときに、ちょうど市長さんが来られていて、そ

ういう評価がありますけどあなたのＮＰＯでは、あなたのとこではどうされてい

ますかと聞くと、自分たちは色んな市民から色んな人たちの委員会をつくって、

それでこの団体がこのぐらいというふうな感じで、あらゆる立場の人たちと相談

して、それを決めているというふうなことを言われていました。色々やっぱりヨ

ーロッパのほうが進んでいるなと思ったんですけれども、そういうことを入れる

ということはまだ丹波市では早急ですか。 

  ○石原俊彦委員長 

    海外の事例を見るとき、例えば今、私、地方行財政検討会議で総務省へ行く

んですが、そこでも議論しているんですけど、ヨーロッパの多くは、例えばイギ

リスなんかそうです。一元代表制なんですね、だから、市長さんと議会は、まあ

いったら与党が一緒なんですね。日本は二元代表制で憲法９３条にありますよう

に、例えば阿久根市とか名古屋市とか色々出てきますが、あれ全部憲法の二元代

表制にどうだというところから議論が来るわけですね。 

 例えば、今の１％市民の皆さんに自由に使っていただけるようにという仕組み

を作ろうとすると、これは議会も絡んでくるんですね。議会がそういう予算を認

めてくださらないと日本では無理で、例えば名古屋なんかですと河村たかし市長

が地域委員会というのをつくって、そこに何千万、何百万のお金を持っていくわ

けですが、どうして議会があるのにまた地域委員会で金の使い方を決めるのかと

か、そういう制約はありますね。 

 だけど、議会で１回包括的に承認していただいた予算があれば、もちろんその

１％の財源はすごいですから、それだけ分どこか削らないといけないので、そこ
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もクリアできればできないことではないと思います。だから、そこは行政と議会

の連携したリーダーシップがあれば可能だと。あと市民は１％分我慢していただ

かないとだめですけど、他のどこかをね。それはそれでできるのではないかと思

うし、名古屋の河村たかし市長なんかはチャレンジされています。だけど、また

新聞報道レベルですけど、地域委員会の中でまたもめるんですね。みんな意見違

うので、わりと何百万とか一千何万のお金を、例えば１０人、１５人の市民が決

めちゃうわけです、使い方を。 

 それで選挙でも選ばれてないあなたがどうしてそんな権限があるんですかと、

逆に議会から来るわけですね。これ正論なんですよ。難しいですけどね。だけど、

いいことだと思いますね。だから、チャレンジして小さい金額で一遍やってみる

とか、そんなのはいいと思いますけどね。ちょっと補助金の見直しと掠るかもわ

からないんで、書けたら、事務局書きましょうか。せっかくの意見やし。 

 ごめんなさいね、ここのメモが残って大綱に入らんかわからんけど、ここに入

るだけでもね。大綱まできついと思いますけどね、ごめんなさい。どうぞ。 

  ○荻野洋子委員 

    すみません、連合婦人会の荻野といいます。補助金の問題で、色々議論が出

ているんですが、団体の持つ役割というのも、もうちょっとしっかりしていただ

きたいなというのがあるんです。というのは、行政との相互関係があるんですね。

補助金をもらっているかわりに、これ出なさい、あれ出なさいという感じで出さ

せてもらっています。みんな同じ。やっぱり今団体がつぶれかかるというのは、

役員のなり手がない。それはなぜかというと、こういう時間帯に出てこないとい

けない。そしたら、婦人会なんかは、ほとんど女の人も働いてはりますので、出

てこられないんですよ。 

 でも、やっぱりそれでも出てきてくれへんがとかいうことで出たら、やっぱり

よかったと、そういうふうな評価もあるんです。だから、補助金を削る削るとい

うふうに言われますけども、行政改革なんですから仕方がない部分はあるんです

けども、だけどもっと見直してもらわないといけない部分が私はあると思うんで

す。 

 例えば、この間夏の消防の大会があったんです。婦人会も出てくださいという

ことで、私前日に足に怪我をしていて、病院にかかっていて、やめようかなと思

ったんですけど、いやいや行かないと、と思って行ったんですけど、すごい数の

来賓なんですよ。こんなにたくさん来賓がいるなら、別に出ないといけないこと

ないやんと思いながら、本当にそんなに来賓が要るんですかね。 

 消防団のやっている役割というのは、私よくわかるんです。火事になったとき

なんかね、色々お世話になります。お手伝いに、そういうときに行かしてもらう

のは当たり前というのはわかるんですけど、余りにたくさんの来賓の数を見たと

きに、本当にもっともっと見直してもらわないといけないと思いました。 

 それで、免除団体の関係もそうなんですけど、免除団体は、婦人会なんかは会

場にさせてもらっているんですけども、もう使用料取られたら本当に困るなって、

みんなで話しているんです。やっぱり色々役員の方と密にするというのは、会議
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だと思うんです。その会議にお金がかかったら、困るねとみんなで話しているん

ですけどね、ほかの団体はどうなんですかね。そういうところ、ちょっと聞かし

ていただきたいと思います。 

  ○石原俊彦委員長 

    ちょっと今ご意見出たんで、自分だろうなと多分予想されていると思います

が、消防長。 

    こういう行革の場で、消防長がお話になるのは、なかなか日本ではないです

ね。 

  ○大石欣司消防長 

    今おっしゃっておりました大会ですが、お忙しいところご出席いただきいた

だきましてありがとうございます。まず最初にお礼だけさせていただきます。消

防団につきましては、平成１６年に市という形で一つになっておりまして、まだ

合併から５年を迎えたぐらいで、市としてのあり方については今検討して方向性

を示して、その方向で進んでいこうというような形で考えております。ですから、

もう少し時間をいただきまして、市の事業、市の消防団としてはあり方というこ

とがある程度決まりましたら、そういったところも色々整理していけるのではな

いかなというふうに考えております。 

 なお、やはり出席でご案内させていただきましたのは、消防団としまして日ご

ろご理解とご協力をいただいている方々に、そういった自分たちの事業といいま

すか、活動を見ていただいて、さらなる支援をいただきたいという思いがあって、

ご案内をさせていただいたということが趣旨ではないかというふうに考えてお

ります。今いただきました、意見につきましては、十分持ち帰って今後の方向性

を決める上で参考にさせていただきたいと思います。 

  ○石原俊彦委員長 

    ありがとうございました。荻野さん、行革は基本的に無駄はとにかくゼロに

しようというのは、これは皆さん賛同されると思うんですね。それから、おつき

合いですね。ちょっと変な言い方ですが、会計で言うと費用というイメージある

んですが、ゼロにはできない、だから要るものなんですが、だけど直接例えば行

政サービスに直結しないものは極小化というんですけど、できるだけ小さくしま

しょうねと。だけど、本当に要るコストは使っていいと思うんですね。 

 行政で、例えば行革をするときに、一つこれは行政の皆さんのほうの若干課題

かもわかりませんが、行革をやりましょう、例えばコスト意識を持ちましょうと

いうと、何でもかんでもカットカットカットになってくるんですが、削っちゃい

けないカットはあるんで、ですから行革というのはもちろんですがコスト意識と

いうものを前面に出したいと思いますが、そのコスト意識というのは当然ですが

費用対効果だと思うので、これは例えば今おっしゃたような、例えば会議の費用

でこれちょっと細部存じあげませんが、本当に必要なものであれば、それはやは

り残していくのはあるべき行革だと思うし、ちょっとそういうニュアンスで、も

しよろしければコスト意識ですね、いわゆる削減削減といったら、費用対効果い

いと思いますね。補助金の見直しについて、は費用対効果を厳密に精査するとか、
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そういう一言入れるということで、今おっしゃられた事、僕もちょっと吸収させ

ていただくということでどうでしょうか。いいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

    じゃ、すいません、ちょっと急ぎますが、補助金はこんな感じでちょっと次

回まとめたものを出させていただきます。それから、あと税収とか収納対策のと

ころは、１点だけ質問が出たんですが、皆さんいかがですか。 

  ○村上康充副委員長 

    この自主財源の確保のところで、これは財政課になるのかわかりませんけれ

ども、財産の売却等、新たな財源の確保を目指しますとここに掲げてあるんです

けれども、財産の売却いうのは、丹波市の土地が、多分市所有の土地がかなり余

っとると思うんです。余っとるというのか、放置の土地になっとる部分があると

思うんですけども、こういったものを現在までに売却された実績があるのか。今

後もそういった売却の土地等を確認されて、この文言を上げておられるのか、ど

の程度あるのか、そこら辺をちょっと聞かしていただきたいんですけど。ここに

掲げてある以上、やはり多くの土地が、私も何件か知っとるところがあるんです

けども、全く使われていない土地が多分かなりあると思うんです。建物も含めて

だと思うんですけども、そういったところがありましたらちょっと聞かせていた

だきたいんですけど。 

  ○大垣至康財政課長 

    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、ご質問の

内容の通り当然今公表しております、合併しまして有しております土地でありま

すとか、建物なんかについても一部若干伴って今後の活用は検討されるような物

件も出てきております。 

 土地につきましては、合併以後、何件か公売等もしまして、売却を進めてきた

経緯がございます。数字についてはちょっと手元に持っておりませんので、また

改めてお示しをしたいと思っておりますが。 

 それと、まだ当然整理の途中で、今後明確にして、この使途が特にないものに

ついては売却を進めていきたいというところで、こういった表現で書かせていた

だいているところでございます。当然、ただ単に保有するだけでは、当然草が生

えます。特に最近多いんですけども。そういった管理経費だけでもかなりかかっ

ているということもございます。 

 また、地域の方の自治体の活用の計画があったり、そういったところも当然意

見を聞きながら、全く売却してもいいというものについては、早急にそういった

ことで順次取り組んでいきたいということでございますので、ご理解をお願いし

たいと思います。 

  ○石原俊彦委員長 

    ありがとうございました。それでは、自主財源のところは、今いただきまし

た意見を踏まえて、次回文言を提出させていただきたいと思います。 

 あと、受益者負担金というか、いかがでしょうかね。これは市民の皆さんのお

立場からすると、正味跳ね返ってくる部分でありますが、特段ご意見、ご質問等
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がありませんでしたので、もしなければ一応大綱ですからこれですべてその先も

細部に渡ってという部分でもありませんので、こういう考え方で一応大綱を出そ

うということでありますので、大綱についてこのような内容でいいということで

いいでしょうかね、皆さん方。てにをはは恐縮ですが、ちょっとご勘弁をいただ

きまして、第１回からさせていただきました大綱の部分、ちょっと見ていただけ

ればと思います。 

 かなり長い文言ですが、要は受益者負担というのは一般的に申しますと、公共

料金であります。丹波市公会計はかなり充実して、他団体に比べると導入できて

おりまして、コスト計算なんかも緻密にできていきますと、かかったフルコスト

の一部を一定の考え方に基づいて、受益者の方に負担していただこうということ

で、それが会議室でありますとか、駐車場、もちろん市営住宅でありますとか保

育所、保育園、そういったものでいただくお金、これは公共料金といいます。 

 これはできれば、もちろんですが受益者の立場からすると低ければ低いほうが

いいわけでありますが、そうしますと税金が全部そこに入ってしまうということ

で、一定の考え方に基づいてもちろん経費は削減いたします。それは、人件費で

ありますとか、建設費の償還、もちろんメンテナンス費用、こういったものは極

小化しつつ、しかし一定割合は市民の皆さん、受益者の皆さんに一定の考え方に

基づいて負担をしていただきましょうと。 

 例えば、消防とか、救急とか、生活保護とか、こういったものについては当然

受益者負担はゼロでありますが、例えば公共性がやや落ちたり、例えば便益を受

けるのが特定の個人ということで、例えばプールであるとか、そういったことに

ついては一定の負担をいただこう。そういうふうな考え方で、この７ページには

書かれていると思います。 

 原則は、行政コストを徹底的に見直し削減、利用率をできるだけ高めていただ

く、その上で一定の考え方、この一定の考え方はまだこの大綱には出ておりませ

んが、一定の考え方・基準に基づいて受益者負担、公共料金の負担をいただくと

いうか、そういう考え方を明記されているのが７ページでございます。学校の教

育でいいますと、極めてスタンダードな活用でありますので、これ自体はそれほ

ど丹波市独自という部分ではありませんが、もしこれでよろしければ、これはこ

れでということで、お認めといったら変ですけども、特にコメントなしというこ

とにさせていただければと思います。よろしいでしょうか。 

 それでは、ちょっとここで時間の関係で恐縮ですが、本日議論いただきました

ことについては、自主財源のところ、補助金のところ、事業の見直しの部分につ

いて、３点は皆さん方から貴重なご意見をいただきましたので、踏まえてメモを

まとめ、次回ご検討いただくということに進めさせていただきたいと思います。 

 それでは、次第の次⑤であります。「時間」、それから「情報」改革に関する事

前説明ということで、今日お配りをさせていただきました資料の中に、パワーポ

イントの資料がございます。こちらを用いて、４回－４でありますが、事務局の

ほうからご説明を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。行革推進課の足立です。先ほど委員長のほうから

ありましたように、協議資料の⑤「時間」と「情報」改革に関する事前説明とい

うことで、説明をさせていただきます。ご質問につきましては９月１３日の月曜

日までにご報告いただくように、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 それでは、お手元の資料４回－４という資料と、１回－４大綱案のほうで説明

をさせていただきます。１回－４大綱案につきましては、８ページ、９ページ、

１０ページにまとめております。これまで提案、また議論をいただきました「人」、

「モノ」、「お金」の行政経営資源に加えまして、「時間」、「情報」を合わせて５つ

の行政経営資源でこの大綱をまとめております。提案説明としましては最後にな

ります。これまでの「人」、「モノ」、「お金」のようにそれぞれ１つの単体で効果

をあらわすというものではございませんが、「時間」、「情報」ともにそれぞれし

ていくことによって効果をあらわすものでございます。 

 まず、「時間」の説明に入らせていただきます。大綱案は８ページでございま

す。４回－４の資料では、１ページから４ページまででまとめております。「時

間」につきましては期限を意識するということで、冒頭副市長のほうからもあり

ましたけども、スピード等も意識していくということになります。 

 当然、内部意思決定を図っていくことによって、期限を意識していく、また適

切なとき、「時間」を意識する、またスピードを意識するということで、大綱案

では１ページの下段ですけども、限られた資源であることを認識しなければなら

ない。行政のスピードがますます求められ、事務の効率化はもちろんのこと、民

間のノウハウを活用しながら効率的に行政サービスを行う必要がありますとい

うことで、大綱の冒頭にもこういう記載をさせていただいております。 

 ２ページ目をお開きください。大綱案では、（１）業務改善による事務の効率

化と、（２）民間資金・ノウハウの活用ということで、２つの視点でまとめてお

ります。まず、１点目の行政改革による事務の効率化につきましては、大綱案の

ほうでは事業の実施の過程で、業務の電算化や事務担当者による小さな事務改善

を重ねることで、効率を上げるという記載をさせていただいております。 

 ２点目の民間資金・ノウハウの活用につきましては、限られた時間の中で業務

を効率的に推進していくために、民間の専門的な等な知識、手法等を活用してい

くということで、この必要性について記載をさせていただいております。 

 ここでは、それぞれこれまでの取り組みについて何点か紹介をさせていただき

ます。２ページの下段からご覧ください。業務改善による事務の効率化の例でご

ざいます。総合窓口システムの検討ということで、ここでは写真は福島県の白河

市というところの紹介をさせていただいておりますが、丹波市におきましても総

合窓口システムという部分につきましての検討を１次の行政改革大綱から進め

ているところでございますが、ここでは窓口サービスの一元化、ワンストップサ

ービスというところを紹介をさせていただいております。丹波市におきましても、

独自のシステムというところで、支所体系がありますけれども、こういったとこ

ろに取り組んでいるところでございます。 

 ３ページの上段をご覧ください。電子入札の導入ということで、これまで入札
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につきましては業者の方に市役所のほうへお越しいただいて、手続を行ってきた

ところでございますが、現在は電子入札を多く取り入れております。そういった

ところで、入札者、いわゆる業者側の負担軽減にもつながっておりますし、また

市の事務につきましても効率化を図られている、また市民の側から見てもインタ

ーネットで公開を行うことによりまして、透明性が確保されている。また、受注

機会の拡大、競争性の向上が図られているという状況でございます。こういった

情報を発信することによって、こういう高まりがあるということでございます。 

 また、３ページの下段をご覧ください。春日自動車教習所の民営化について、

民間資金・ノウハウの活用ということで、ここでは紹介をさせていただいており

ます。これまで、春日自動車教習所につきましては、行政が担ってきたわけです

けれども、よりよいサービスを提供するという観点、また効率化を図るという観

点の中で、春日自動車教習所の民営化を、２０年１０月から行ってきております。

これによりまして、利用者の側にとっても学生割引ですとか、友達割引というよ

うな新たな手法、民間のノウハウによりまして、経営がさらによりよい形で行わ

れているという状況でございます。 

 ４ページをお開きください。４ページの上段でございます。先ほどもありまし

たが、期限を意識するということが、「時間」の中ではあるということでござい

ます。どうしても合併特例という期間がございます。そんな中で、合併特例債が

活用できます２６年度までに実施をしていかなければならないといったことか

ら、どうしても今やらなければならないことと、時間的に今やる必要があるとこ

ろということで、判断に迫られているようなこの大綱の期間であるということで、

させていただいておりますか。「時間」については、こういった意識が必要であ

るということでございます。 

 次に「情報」という部分で進めさせていただきます。適切なタイミングでわか

りやすく共有するということで、８ページの下段で大綱のでは記載をさせていた

だいております。「情報」につきましては、単体では価値はない、情報を見える

形に加工して適切なタイミングで市民と共有することによって、丹波力を向上さ

せることが必要である、つながっていくということで、丹波力ということで表現

をさせていただいております。ここでは、市民と行政が正しく違わないようにお

互いの思いや情報を共有して、やるべき方向性をあわせていけば、丹波市の持つ

力が１つになって、力強いものになっていくということで、丹波力ということで、

一言で表現をさせていただいております。 

 大綱案では、市民と行政のパートナーシップと、インフォメーションからイン

テリジェンスへということで、２つの視点でまとめております。何点か紹介をさ

せていただいております。５ページの下段を見ていただきますと、予算ガイドの

紹介をさせていただいております。情報公開という分で、これまで削った予算に

つきましては、議会で審議をする形になりますけども、多くがあまり市民の方に

見える形になってなかったというところで、予算ガイドの１ページ目をパワーポ

イントで示させていただいておりますが、こういう形で５０ページ程度にまとめ

て、市民、また議会、行政が同じ資料で審議をしていくという形にしております。
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予算ガイドの中で市長が施政方針を述べ、また、各部長が各部の方針を述べると

いう形で、わかりやすい形で予算をまとめて情報を発信しております。これにつ

いても、ネットでも配信をしているというところです。 

 ６ページをご覧ください。防災マップを紹介させていただいております。これ

につきましても、災害等の危険箇所について口コミ情報等を図示して、可視化―

―見える形にして、情報の公開をしております。これにつきましても、防災マッ

プを市民の方に配布をしているという状況でございます。 

 また、６ページの下段では、事業用ナビということで、これは市民の方という

よりも、市外の方、特に事業者の方に丹波市の事業用地を紹介するということで、

一定の見える形で、丹波市の有効な用地の紹介をさせていただいております。こ

れらのことも積極的に市外に情報の発信をしている例でございます。 

 ７ページの上段をご覧ください。防災メールの配信ということで紹介をさせて

いただいております。これにつきましても、丹波市では携帯電話やパソコンのメ

ール等を利用し、あらかじめ登録された方々に、こういった地震情報、緊急情報

等をいち早く受信ができるという状況をとらせていただいております。また、こ

れらのシステムを活用して、全職員がいち早く緊急呼び出しに対応するというこ

とで対応を行っている例でございます。 

 ７ページの下段をご覧ください。防災行政無線の整備状況ということで説明を

させていただいております。小さな字でわかりにくいんですけれども、兵庫県と

いう真ん中の欄がありますが、全市４１市町のうち３３が防災行政無線を実施し

ているということで、約８０％の市町が取り組んでいる。もちろん丹波市も取り

組んでいる状況です。他県でもほとんどの市が行われている状況の中で、兵庫県

は少し低い状況でありますけれども、丹波市の場合についてはこういったところ

に力を入れているという状況でございます。 

 ８ページをご覧ください。また、テレビ難聴地域の解消事業ということで、紹

介をさせていただいております。ご存じのとおり、アナログ放送が来年７月に廃

止になって、地デジ放送に完全移行するという状況でございます。これにつきま

しても、ただ単にテレビの情報を娯楽と捉えるのではなくて、知的情報の提供媒

体ということで、丹波市におきましては、積極的にこの難聴地域の解消に取り組

んでいるところでございます。積極的にといいますと、２２年度の当初予算では

３億９，０００万円程度を計上させていただいております。県下でも予算額の一

番多い、その次の篠山市でも７，４００万円の状況の中で、情報発信という意味

では積極的に取り組んでいる状況でございます。 

 ８ページの下段で、「安全・安心公共コモンズ」ということで、これも地デジ

放送にあわせてｄボタンという、新たな地デジ放送が発信されたときにｄボタン

というボタンがありますけれども、それらを活用して実際の情報を効果的に活用

するという取り組みを、兵庫県が行われております。兵庫県が実際の情報を集め

て、放送事業者に提供するというものでございますけれども、これについても丹

波市も積極的に加入して取り組んでいる状況でございます。 

 ９ページの上段をご覧ください。文書管理システムの整備ということで、これ
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につきましても合併して５年、６町の貴重なデータが集まって来ている状況であ

ります。これらを完全に情報公開に耐えうる形で整備をするということで、進め

てきております。保存年限、廃棄年限等をデータ化して、今統一した方法で保存

するというシステムを構築しているところでございます。情報管理という部分で

ございます。 

 そして、パートナーシップということでまとめさせていただいております。パ

ートナーシップとはというと、個人、団体等ですね、これまで紹介をさせていた

だきました情報を市民と共有して、丹波力を高めるということが必要であります。

そのために、市民と行政のパートナーシップというものが必要で、さまざまなま

ちづくりの担い手がお互いを認め合い、それぞれの責任を果たしながら役割分担

して、皆で担う市民社会の実現をねらうということで、定義させていただいてお

ります。 

 そして、１０ページをご覧ください。１番の市民と行政のパートナーシップと

いうところでは、地域づくり事業の紹介をさせていただいております。ただ単に

行政側が情報発信するというだけでは、これらの活用という部分では機能しませ

ん。そんな中で、パートナーシップ事業をご存じのとおり丹波市の場合は取り組

んでおります。２５校区ごとに自治協議会を設置いただいて、取り組んでいただ

いているところでございます。１０ページ、１１ページにはそれぞれ、１０ペー

ジには幸世自治振興会の川で遊ぼう、また１１ページには幼児園児と老人との交

流、黒井地区自治協議会、秋の歴史探訪、遠阪自治協議会ということで、それぞ

れ２５校区がそれぞれの独自の取り組みによりまして、地域の活性化を図るとい

う取り組みが行われているという状況でございます。紹介できないほかの校区に

ついても、同じように取り組みをしていただいているところです。 

 １２ページをお開きください。２番目にインフォメーションからインテリジェ

ンスへという部分の説明でございます。情報というものにつきましては、ただ単

に発信するというところでは、何の価値もないところであります。その中で高め

ていくインフォメーションからインテリジェンスへということで、効果的に束ね

ていって、意思決定に図っていくという意味でございます。総合計画等を図表化

していただいておりますけれども、それぞれの評価・分析結果を意思決定に反映

していくことによって、さらに高い情報へと高めていくという部分でございます。 

 １２ページの下段には、情報の一元管理のためにということで、計画情報系と

経営資源情報系ということでまとめておりますけども、これまで、それぞれの部

課で、それぞれの計画によって管理してきておりました情報を、計画情報系とし

て、丹波市総合計画をトップに、財政計画、行政改革等を管理していく、また経

営資源情報系としては、人件費の算出や労務管理を行う日法管理システム、それ

から、行財政の管理を行う公有財産の管理システム、予算、決算を行う財務会計

システムの情報を共有して、事務事業の評価やまた施策の評価を行うシステムの

精度を高めていって、効果的な事業展開に推進していくということで、情報とい

う部分が非常に大切であるということで、まとめさせていただいております。 

 最後に１３ページに外部評価を実施しました記事を記載させていただいてお
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ります。内部意思決定ということを申し上げましたけども、外部の視点、また市

民の側からの視点ということが非常に大事になります。こういった外部評価の取

り組みも行っているということで、情報ということでまとめています。 

 非常に早口でわかりにくい説明で申しわけございません。「時間」と「情報」

の説明でございます。以上です。 

  ○石原俊彦委員長 

    はい、ありがとうございました。それでは皆さん方、恐縮ですが９月の１３

日、これまでと同様、質問事項については行政推進課までご連絡をいただくとい

うことで、９月１３日でよろしくお願いいたします。 

 それじゃ、その他に入らせていただこうと思います。パブリックコメントの実

施で、今日は３０日、もう１日あるんですが、実は２３日時点で、お１人方から

１４の質問が出ました。それを少しでも早く皆さん方にご覧いただければという

ことで、事務局のほうで、４回－５の資料を作成していただいております。これ

につきまして、事務局のほうからちょっとご説明ということですね。お願いしま

す。 

  ○事務局 

    失礼いたします。行革推進課長の上本です。ただいまの委員長さんのほうか

らご説明がございましたように、パブリックコメント一覧表ということで、４回

－５資料で整理をさせていただきました。お１人の方から、合計１４件、行革大

綱案につきまして意見をいただいております。事務局のほうで回答、これも案で

ございますが、回答案を左側に、それぞれ整理をさせていただいております。ま

た、ご指摘の中で、最もだということで提言をそのまま採用させていただきまし

て、こちらでは表記しますと、１２、１３、１４番につきましては、検討します、

あるいは表記いたしますということで、今のところそういう形で考えておるとこ

ろでございます。 

 次回の委員会で、９月３０日に結果を最終的に報告させていただきますが、同

時にパブコメの状況を報告させていただきまして、委員さんの今後の審議の参考

にしていただきたいということで、こちらのほうを提案させていただきます。 

 以上でございます。 

  ○石原俊彦委員長 

    はい、ありがとうございました。これはご報告ということで、ご容赦いただ

きたいと思います。 

 

（５）第５回策定委員会開催日程 

  ○石原俊彦委員長 

それでは、次回の委員会開催ということで、９月３０日３時～５時ごろで、場所

が変わるんですよね。 

  ○事務局 

    行革推進課長上本です。それでは、次回の開催でございますが、９月３０日

木曜日午後３時から５時の予定で、場所が変わります。お間違えのないようによ
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ろしくお願いをいたします。山南庁舎の３階の会議室でさせていただきたいと思

います。次回のみ山南庁舎ということになっておりますので、間違いのないよう

によろしくお願いいたします。 

 

（６）閉会 

  ○石原俊彦委員長 

それでは、皆さんトータルで何かもしあればと思いますが、いかがでございまし 

ょうか。よろしいですか。じゃ今日もかなり活発なご意見をいただきましてありが

とうございました。これを踏まえて、次回のメモ等、また準備をさせていただきた

いと思います。 

それでは、本日はこれで終わります。お疲れさまでした。ありがとうございま

した。 

 

 

 

 

 

 

※第５回行政改革大綱策定委員会の日程及び場所変更について 

  本会議でご説明しました日程から、次のように変更になっております。 

    

   平成２２年９月３０日（水）午後３時～５時 山南庁舎３階 会議室 

     ⇒変更後：平成２２年１０月８日（金）午前９時３０分～１１時３０分 

          氷上保健センター２階 ホール 

 


