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第５回 丹波市行政改革大綱策定委員会  

 

 

１ 開催日時  平成２２年 １０月 ８日（金）午前９時３０～１１時３５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  竹村 安彦  村上 康充  足立 昌彦  藤本 幹雄 

  尾松 勝實  荻野 洋子  赤井 俊子  谷水 ゆかり 太田 一誠 

  小谷 邦彦  吉見 安弘 （植木 和也）（足立 俊行）（田中 延重） 

 

（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 財務部長 久下 拓朗 

総務部長 竹安 收三 環境部長 足立 保男 

生活部長 福田  宏 健康部長 目賀多 茂 

福祉部長 大森 友子 建設部長 大隅 保夫 

産業経済部長 

会計管理者 

議会事務局長 

教育委員会社会教育部長 

近藤 俊幸 

梅田 秀光 

拝野  茂 

畑  幸宏 

消防長 

教育委員会学校教育部長 

水道部長   

大石 欣司 

岸田 隆博 

藤本 利一 

 

（３）事務局 

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。委員の皆様におかれましては、ご多忙の中、第

５回策定委員会にご出席いただきましてありがとうございます。また、本日急

遽日程の変更等させていただきまして、皆様方、ご都合があったかと思います

が、ご理解とご協力をいただきまして今回開催できますことを厚くお礼申し上

げます。 

 本日は、ご出席いただいております委員さん方の他に欠席者もあるわけでご

ざいますけども、過半数に達しておりますので、条例６条第１項によります本

会が成立いたしておりますことをご報告申し上げます。 

 なお、本日欠席されております委員さんですが、公共的団体の委員の足立俊

行委員さん、それから同じく植木委員さん、それから公募委員であります田中

委員さん、それから吉見委員さんでございますけども、間もなく見えるという

ふうに伺っております。それから、部長等につきましては全員出席いたしてお

ります。 

 それから、手前のことになるんですけど、事務局の行革推進課長の上本でご

ざいますけども、体調不良で休ませていただいておりますので、今回につきま

しては出席ができないということで、その点もご理解いただきたいというふう

に思っております。 

 それでは資料の確認でございますけども、事前に送付をさせていただいてお

ります。会議次第の裏面の一番上段の枠線の中に書いております、第５回－１

から５回－８までの資料が、皆様のお手元に届いておると思います。もう一度

ご確認をいただきたいというふうに思っております。 

 それから、毎回でございますけども、本会は公開の場といたしております。

記者席、傍聴席を設けまして会議を進めさせていただきたいと思います。 

 それでは、永井副市長のほうから皆様方にごあいさつを申し上げますので、

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。本当に暑かった夏も終わりまして、秋らしくな

ってきました。先日の日曜日には、丹波市産業交流市ということで、森公苑で

ＧＯ！ＧＯ！フェスタ２０１０が開催され、たくさんの方に来ていただきまして、

本当によかったというふうに思います。ただ、昼前からちょっと雨が降りまし

て、非常にたくさん店舗が出ておりましたが、急にパタパタと片づけて、そう

いうこともありましたけど。 

 また、この３連休におきましては、各地域で秋祭り、そしてまたウォーク、

そして黒枝豆の収穫祭とか、たくさんのイベントがございます。委員の皆さん

におかれましては、各地域、あるいはそれぞれの立場で本当にご尽力、またご

協力いただいておりますこと、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。 

 この策定委員会も今日で５回ということで、あと１回を残すのみになりまし

た。本日は、議事次第にございますように、非常にたくさんの議題がございま
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す。最終答申に向けて本当に今日は重要な１回というふうに考えておりまして、

非常に限られた時間ではありますが、慎重かつ十分なご意見をいただきまして、

答申案につきまして、いいものができますようにお願いいたしまして、簡単で

ありますがあいさつに代えさせていただきます。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、その後は委員長の進

行によりまして、会議を進めていただきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

  ○石原俊彦委員長 

    皆様方、おはようございます。今朝の朝刊などを見ていただきましたら、第

２次の菅内閣になりますが、昨日、初めての会合ですが、地域主権戦略会議が

開催されました。その中で、前の１次内閣のときに原口総務大臣がまとめられ

ました地域主権戦略大綱というのがあるんですが、そこにうたわれております

国の出先機関の廃止であるとか、あるいは法令とか、あるいは通知、通達等を

通じて霞が関の各省庁が地方公共団体に対してさまざまな義務づけ、枠づけを

しているわけですが、それを解いていこうと、そういう閣議決定が行われて、

すべての大臣がサインしてたんですが、ほとんど進んでいないということで、

首相もだいぶ怒っておられましたし、蓮舫大臣はもうぼろかすに言うてはると。

そういうふうな状況で、ちょっとゆっくり目でありましたけれども、また改め

て政府のほうでも地域主権、地方分権というのが始まりそうであります。 

 そんな中で、丹波市もその流れを意識しながら、きちんとした行政改革をと

いう時期でございますので、皆さんどうぞよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、次第に沿って進めさせていただきたいと思います。３番の報告事

項の１番になりますが、前回第４回の策定委員会の会議報告について、事務局

のほうからお願いします。 

○事務局  

それでは失礼いたします。報告事項の１番目、第４回策定委員会の会議報告

についてご報告をさせていただきます。 

 お手元に第５回－１ということで、資料を事前に送付をさせていただいてお

ります。この協議の申し合わせによりまして、詳細の説明は省略をさせていた

だきたいというふうに思います。８月３０日に開催の会議録について、事前に

ご覧をいただいているということで、ご報告をさせていただきます。 

 以上でございます。 

  ○石原俊彦委員長 

 よろしいでしょうか。また中身をご確認いただければと思っております。 

 それでは、続きまして２番目、パブリックコメントの実施結果について、８

月１日から３１日。これも事務局のほうからお願いします。 

  ○事務局 

 失礼をいたします。第５回－２の資料をご覧ください。このパブリックコメ

ントにつきましても、前回の資料で１番から１４番までの、１、２ページ分に
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つきましては前回８月２３日のとりまとめということでご報告をさせていただ

きました。 

 ８月３１日までのパブリックコメントということで期間を設けておりました

ので、その後１点、３／３というページにつけさせていただいておりますが、

お一人の方からご意見をいただいております。ご意見、ご提言ということで詳

細にいただいております。この件につきましては、現在、行政改革大綱策定委

員会、この会で協議をしておりますということで、回答させていただきたいと

思っております。 

 この件につきまして、すべてこの会でご了解いただけましたら、パブリック

コメントの実施要綱に基づきまして、ホームページ等で公開をしていきたいと

考えております。 

 以上でございます。 

  ○石原俊彦委員長 

 いかがでございましょうか。パブリックコメントの３／３ページのところ、

少し長い箇所でありますけども、右側回答について、ちょっと目を通していた

だきたいと思います。 

 よろしいですか。ここでご了解いただければ、この内容で市のホームページ

に公開という段取りでございます。一応確認してきていただいてるという前提

で進めさせていただきますので、いま念のためご確認いただきましたけれども、

特段ご意見がなければ、これをホームページに上げさせていただきたいと思い

ます。 

 それでは報告事項の３番でありますが、第２回市民満足度調査結果について、

これも事務局のほうからお願いします。 

  ○事務局 

 それでは、３番目の第２回市民満足調査結果ということでご報告をさせてい

ただきます。事前にこの資料につきましてもお送りをさせていただいておりま

したが、その後今日の資料をお配りさせていただいておりますので、差しかえ

をお願いいたします。大変失礼をいたしました。文言の言い回しを少し修正し

ましたが、数字等、調査結果等に修正はございませんので、その点ご了解いた

だいて、今日の資料をご覧いただきたいと思っております。 

 それでは、５回－３の資料で少しだけ説明をさせていただきます。この市民

満足度調査につきましては、２回目になります。丹波市が発足しましてから、

５年、６年が経過しており、色んなアンケート調査ということで実施してきて

おりますけれども、市民と職員・行政が直接に関わってお聞き取りをするとい

う機会が少なかったものですので、簡単なアンケートではございますが、直接

職員が出向いてアンケート調査をさせていただき、結果をとりまとめさせてい

ただいております。 

 市内の１９カ所で今回実施をいたしております。庁舎６カ所、それから市内

の商店、また公共施設等で実施をした結果でございます。 

 もう１つの目的といたしましては、できるだけ若手の職員に関わりを持たせ
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るということで、市民の方が生活の中でどういうふうに感じているのかという

ことも踏まえて、肌で感じるという機会にもしたいということで、そういう関

わりが少なかった職員に多くの機会を持たせるという形で実施をいたしており

ます。若手といいますか、新任等の職員が２１人出向いて、この調査を行い、

結果をまとめたというところでございます。 

 詳細はご覧いただいているということで省かせていただきますけれども、市

内外の方１，１３１人にご協力いただいて、こういう結果にまとまっていると

いうことでご報告をさせていただきます。それぞれの部署のほうでこの結果を

踏まえて、行政評価、事務事業の参考にしていくということで、役立てていき

たいと考えております。またこの行政改革大綱の策定委員会の中でもご提案を

させていただいて、この協議の中に加えてご活用をしていただきたいという思

いで、今回ご報告をさせていただきました。 

 以上でございます。 

  ○石原俊彦委員長 

 まとめについて何か皆さん方ご質問等ございませんでしょうか。よろしいで

しょうか。 

 それでは、引き続き次第によって進めさせていただきます。４つ目、普通財

産処分実績及び丹波市等収納率の状況についてということで、こちらも事務局

のほうからお願いいたします。 

  ○事務局 

 報告事項の４点目で、普通財産処分の実績及び丹波市等の収納率の状況とい

うことで、５―４の資料について事前に送付させていただいております。これ

につきましては、前回の会議の中で収納率につきましては植木委員さんのほう

から、また財産につきましては村上副委員長のほうから、こういった資料がな

いかというご指摘の中で回答をさせていただいております。詳細につきまして

は省略をさせていただきますけれども、書類の添付をさせていただき、ご報告

とさせていただきます。 

 また、非常に申しわけなかったんですが、学校給食費の収納率の状況につき

ましては、本日お手元のほうにお配りをさせていただいておりますので、それ

もあわせて確認をいただいて、何かご意見がありましたら、いただければとい

うふうに考えております。 

 以上でございます。 

  ○石原俊彦委員長 

 本日配付の学校給食のほうの資料もありますけども、５回－４の資料です。

何かご質問等ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは報告事項の５番ですが、その他ということで挙げさせていただいて

おりますけれども、本日予定はいたしておりません。 

 それでは、協議のほうに入らせていただきたいと思います。１番で第二次丹

波市行政改革大綱（案）についてでありますけども、１つ目は①「お金」に関

する議論の整理というのがございまして、これにつきましては第４回の委員会
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で皆さん方にご協議をいただきました。これに沿いまして、オブザーバーの世

羅公認会計士さんのほうから、資料を５回－５に沿って意見集約をいただいた

内容等をご確認いただきまして、目標の整理を進めたいと思います。世羅さん

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公認会計士 

    ５回－５の資料といたしまして、簡単に説明させていただきます。前回意見

をいただいた中で、まず一番としまして、補完性の原則に基づいた役割分担を

明確にする、ということでまとめさせていただいております。 

 ２番目が、補助金のさらなる見直しの推進、ということで、評価視点を含め

まして意見が出ましたので、その内容を集約しております。 

 ３番目が、費用対効果を考えた事業の見直し、ということで、丹波市さんは

行政評価制度を導入されておりますので、その話を中心にまとめさせていただ

いております。 

 ４番目が、受益者負担の見直し、ということで、これは前回特に意見がなか

ったんですけれども、その前に第３回の意見がありましたので、ここで出して

おります。 

 以上です。 

  ○石原俊彦委員長 

 一枚ものの資料でございますけども、大綱案の「お金」についての論点整理

でございます。これが集約されていってる部分でございますので、中身につい

てご質問をいただきまして、協議させていただきたいと思います。いかがでご

ざいましょうか。 

  ○藤本幹雄委員 

 補完性の原則のところですが、前回の議論の中で委員長からもご意見をいた

だいて、総論としてはそれでいこうかという話があったと思うんですが、やは

り自ら行えることは、市民で行うと。そして、その次にＮＰＯ、企業という話

があって、社会福祉協議会の議論もその中へ出まして、手前味噌の話になるか

もしれませんが、やはり社会福祉協議会が従来果たしてきた地域の関わりとい

うことについては、やはり順序として市民であれ、ＮＰＯであれ、企業であれ、

その次、社協らを含む社会福祉法人、そして市、国、県という公共という順番

が前回のときに整理がされたと私は理解しているんですが、その辺がこの補完

の原則にもとづいた役割分担について、記入がされていないのではないかなと。 

 これは後のまとめにも関わってくることですので、この場で一遍ちょっと考

慮はしていただいたらどうかなと思うんですけども。 

  ○石原俊彦委員長 

 いまご意見をいただきましたけども、いかかでしょうか。さっき言いました

政府の地域主権戦略大綱も、全くこの補完性の原則というのが軸になっていま

して、役所にも届いたのではないかなと思いますが、全国市長会で『市政』と

いう雑誌を出しているんですが、ちょうど昨日出たやつに、私も補完性の原則

のこと少し書かせていただきましたけど、明確に、例えば公共サービスの値上
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げがどういう順番になってくるかというのは、なかなか難しいところでありま

して、精神として例えば高度経済成長の時代に右肩上がりで、行政の方ですぐ

やる課というのがありましたが、何でもかんでも行政がするのではなく、やは

り市民と行政の役割をきちんと意識しながらという、そういう趣旨で補完性の

原則というのが入って、最近重視されてきているのではないのかなということ

です。 

 そんな中で、社会福祉協議会の位置づけですよね、そこらあたり個別具体的

にまで踏み込んで入って書くか、あるいはこの案で留めておくか、そういうと

ころを中心にちょっとご意見をいただければと思いますが。 

 これ例えば、社会福祉協議会のことを書くとしたら、数行文章を例えば入れ

るとしたらどんな感じの文章をイメージすればよろしいですかね。ちょっとご

指摘いただくほうがありがたいんですけども｡ 

  ○藤本幹雄委員 

 やはり市民とは色んな関わり方があると思うので、一つ一つ細かく書くとい

うことやなく、自らできることは市民でしようと、もうこれでいいと思うんで

す。それでも行えないことはＮＰＯ。でも、ＮＰＯはそれぞれの関わり方を持

っておられるわけで、それを具体的にどうのこうのと言っとるわけではここで

はないので、ＮＰＯであれ、また企業は企業のボランティアの形でできること

を、ということで企業と書いてあるわけですから、やはりその中に、社会福祉

協議会という書き方だけでとどめてほしいということやなしに、社会福祉協議

会を含む社会福祉法人、そして市・公共ではないかなと。その端的な名前の挿

入だけでもいいのかなと。 

  ○石原俊彦委員長 

 いかがですか。今、いただいたご意見では、本文の２行目ですが、ＮＰＯや

企業、のところで、例えば社会福祉協議会等社会法人、という文言を入れよう

ということでありますが、いかがでしょうか。 

 これは役割分担の議論でありますし、むしろ書かないことで意図的に社協を

外そうという、そういう意図では全然ありませんので、委員の皆さん方が特段、

反対の意見がなければ、今ありましたようにＮＰＯや企業、社会福祉協議会等

社会団体という形でよろしいですか。難しいですよね、言い方。社協さんとい

うのは、平たく言うと何法人と言うんですか。 

  ○藤本幹雄委員 

 社会福祉法人です。 

  ○石原俊彦委員長 

 例えばＮＰＯや企業、社会福祉法人、そして市ということでいがかですかね。

私は一応案として出させていただいてますが。よろしいですか。それで特定の

ところを排除するということではないので、よろしいでしょうか。事務局、今

一応ここで了解とれましたので、そういうふうなことで修正させていただきた

いと思います。 

 他にこの５回のほうの「お金」の案について、何かご質問等ございませんで
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しょうか。 

  ○小谷邦彦委員 

 小谷でございます。補助金についてのアウトプットとかアウトカムとか、私

ここで初めて勉強させていただいたんですけれども、このアウトプットってい

うのは、行政にしろ、何かやったらその結果の評価というものをもっと重視し

ないといけないと。これは非常にいい考えだと思うんですよ。ここで業界のそ

ういう専門用語として決まっているのかとは思いますけれども、アウトプット

という意味からすれば、活動という言葉よりも実績というほうが一般の人には

わかりやすい。 

 何をやったかということ。例えば、フォーラムを開いた、あるいは人を何百

人集めたとか、そういう実績主義のような面も一部あるという判定じゃないか

と思うのでね。何をやったか、だけではいけないということじゃないかという

意味で。これはささいな問題ですけども、私は実績という表現のほうが適切か

なと。一般の人にもわかりやすいかなという気がしますので、ちょっと提案さ

せてもらいます。 

  ○石原俊彦委員長 

 字句の問題ということでよろしいでしょうか。言葉の問題、学問的には活動

結果という訳が定訳なんですけども、市民の方にはわかりにくいというご指摘

です。いかがでしょうか。事務局のほう。 

  ○事務局 

 議論の中で、活動よりも実績という言葉がわかりやすいということなんです

が、１点注意していきたいのが、実績の中にはアウトカムというところも含ま

れています、いわゆる効果も実績というところに。かえって中間的な表現にな

らないかなという心配はありますけども、その方がわかりやすいということで

あれば、いいかなというふうに思いますが、その点だけ注意をしたいというふ

うに感じております。 

  ○赤井俊子委員 

 私も、今の事務局のお答えと同様で、まだ実践だったらわかるんですけども、

実績というのはやっぱり効果的な意味を含んでる。積というのはそういう意味

があると思うので、ちょっとまぎらわしくなるのではないかというふうに思う

んですけれども。 

 実践は、とにかくやったということで、効果はどうであるかということでは

ないので。実績っというのはやってこれだけ積み上げられたんだというような、

その意味があるじゃないかなというふうに思うんですけども。言葉の問題です

けども。 

  ○小谷邦彦委員 

 わかりました。そのとおりだと思います。そしたら、こんなことで余り時間

をかけたらまずいんですけれども、実施ということで。何を実施したか、何を

やったか。砕けた言葉ではそういう表現をされるので、そういう言葉でもいい

かなと思いますけども。 
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○石原俊彦委員長 

そしたら、色んなご意見出てますが、行革大綱は骨子を書く部分であります

ので、今、小谷さんからご指摘があったところ、注で説明するということにし

てはどうでしょうかね。皆さんよろしいでしょうか。文面については、事務局

のほうにご一任いただければと思います。 

 それでは、その他の――どうぞ。 

○吉見安弘委員 

吉見です。同じく言葉に関することになりますが、２番の補助金のさらなる

見通しの推進のところの５行目ですが、最後、市民参加の評価の仕組みを検討

すべきとあります。検討すべきよりも、もう１つ進んだ段階の「早急にする必

要がある」とか、検討段階ではなくて、「つくる覚悟がある」とか、そういうよ

うに前向きな言葉に直していただきたいと思います。意見ですが。 

 先ほどもパブリックコメントの話がありまして、そのパブリックコメントを

見させていただきますと、こういう補助金とか、そうしたことの見直しについ

ては、やっぱり市民にも痛みが伴うことであるというようなことが書いてあり

ますし、もちろん、市民が痛みを分かち合うべきだということは、もう一般論

として言われております。そういったことを含めてどこまで見直しをやるのか、

それだけのやる気ですね、そういったことを行政側も出してほしいと思います。

そういう意味で、検討すべき段階よりももう一歩進んだ表現にしてほしいと思

います。 

 それから、同じく３番ですが、費用対効果を考えた事業の見直しにつきまし

ても、この評価について市民がしっかり参画できていくような、そういった行

政側の指導や支援、そういったものがやっぱり要るのではないかと。 

 政策評価、事業評価について、昨年度、公募委員の募集もありました。私も

ちょっと参加させていただきましたが、やっぱりまだまだ、私ももちろん不勉

強ですし、まだ専門家の方の評価が主だったように感じております。そういう

ことをもう一歩進めていただいて、市民が施策なり事業評価をやりやすいよう

に、もっと優しい入門編あたりから入っていただけるような、そういう体制も

考えてほしいと思います。よくモットーとして市民が主役で、行政は補助者で

あるというような、そんな言葉が言われますが、そういったこともだんだんと

実質的に進んでいくようにお願いしたいと思います。 

  ○石原俊彦委員長 

 今のご指摘について、今、政府の委員会なんかでもやっているのは、例えば

名古屋市の河村市長さんとか、阿久根市の市長さん、基本的に二元代表制で両

方あるときに、他方が他方を例えばリコールするとかいうのは、本当に憲法９

３条の趣旨に合うのかという、これモノすごく大きな議論でやっております。 

 そのときに、例えばこの３番の費用対効果もそうですが、これ少しもう一度

立ち止まって議論をしようというところになっていまして。一応市民の代表と

して議会がおられますので、例えば市民側の仕組みをつくることは非常に重要

でありますが、それについてやっぱり議会の皆さん方がどういうふうな認識を
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されるかというのは、モノすごく重要であります。一つ貴重なご意見としてい

ただきつつ、しかし今の補助金の所にも書いてありますが、例えば一番下にあ

ります議会の理解ですね。 

 本来は、議会がまずチェックでありますから、議会が関わっていく領域では

ないかと考える人は非常に多いです。その中で、日本は事業仕分けがそうであ

りますが、市民の方、あるいは代表の方がいろいろ入ってきて、一体だれが何

をするのかというのは、非常に混沌としております。そういうのをやっぱりち

ょっとイメージしていきながら、今いただいたご意見を添えつつ、他方には議

会の理解というものもどこかに記すというような感じで。ちょっと２番、３番

と同じような重なった書き方になりますけども、それでまとめてはどうかとい

うこと。 

 それから、最初にご示唆いただきました補助金のほうですが、本文の５行目

で「検討すべき」、これも当然でありますが、議会の皆さんの理解というか、議

会のお考えなんかも当然斟酌していきながら、３番のところの本文の一番下に

書いてますが、推進すべきという文言がありますので、ご指摘のように検討す

べきではなく、推進すべきであると、そういう文言にしてはどうかなと思うん

ですが、皆さんいかがでしょうか。よろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  ○石原俊彦委員長 

 では、文面については、事務局と正・副委員長にお任せいただきたいと思い

ます。 

 その他にいかがでございましょう。 

 それでは、「お金」に関しましては今かなりご指摘いただきましたので、それ

を踏まえて確認させていただいたような内容で、文言の方も修正させていただ

きたいと思います。 

 それでは、次に協議事項②番に入ります。「お金」の問題から今度は、「時間」

「情報」に関する問題でありますが、「時間」「情報」に関する事前質疑事項（質

疑回答書のとおり）というところでございます。これにつきまして、事務局の

ほうからご説明いただきたい。資料５回－６であります。 

  ○事務局 

 それでは失礼いたします。５回－６、Ａ３の用紙をご覧ください。今回５人

の方から、ご覧のように１０問の質問をいただいております。これにつきまし

ても事前に送付させていただき、語句の確認をいただいているということで、

回答内容の説明につきましては省略をさせていただきます。 

 以上でございます。 

  ○石原俊彦委員長 

 ご質問いただきました委員の皆さん方、右のように回答内容ということでご

指摘いただいておるところでございます。そういったものも少し含めまして、

協議事項の③に入って行こうと思いますが、「時間」「情報」に関する討論とい

うことで進めさせていただきたいと思います。 
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 これについては、事務局からご説明いただくとことでよろしいでしょうかね。

３番「時間」、「情報」に関する項の事務局説明は。 

  ○事務局 

 前回の資料で説明をさせていただいたというところと、本日の各委員さんの

ご質問をいただいてる協議の中で膨らませていただいて、ご協議をいただけれ

ばというふうに感じております。 

  ○石原俊彦委員長 

 今確認させていただきましたように、お手元５回－６ということで、委員の

皆さん方の事前質問に対する回答を準備していただいております。 

 それから、前回第４回のところで、資料を用いて４回－４等でありますけれ

ども、ご説明をさせていただきました。そういったものを含めまして、トータ

ルとして今「お金」のほうの議論の整理を行ったわけでありますが、同様に「時

間」「情報」についての整理を進めさせていただきたいと思います。 

 それに関連して、様々な討議ということで、委員の皆さんにお願いしたいと

思います。 

 まず、どうでしょうかこの事前に質疑いただいた各委員の皆さん方、市のほ

うからの回答があるわけですが、こういったものについてご意見でありますと

か、追加の質問でありますとか、そちらのほうを先にいただければと思います。

どうぞ。小谷さんから。 

  ○小谷邦彦委員 

 はい、小谷です。私、いろいろ改善活動なんかに携わってまいりましたので、

もうちょっと陳腐化しておるんですけれども、ここも３年連続して改善活動さ

れておって、こういう公共団体でされているというのは、非常に前向きな姿勢

だったんじゃないかと。しかし、前回、ちょっと中止してると、こういうお話

だったように覚えております。 

 やはり、全庁的に改善活動、あるいはこういう行政改革ですよ。改革という

言葉の重みを考えたら、何かやっているということも必要です。個々の部署に

合ったテーマであるというのは、もちろん基本的なやり方だと思いますけども、

全庁的に何か統一的なもので盛り上げていくというのが、非常にいい方法だと

私の古い経験からは思っております。 

 ですから、この改善活動をいままでやられたのは、任意だというふうに伺っ

ておりますので、任意であるというのは、やってやってると。先ほどのアウト

カムとか、そういうことになりかねません。公的に位置づけてやるならば、事

務局をオフィシャルに決めて、やっぱりちゃんと組織的にも固めてやるべきだ

というように私は思います。 

 その中で、産業界ではもう常識で、今日見えてる方もご存じだと思いますけ

れども、改善の一番初めに５Ｓとか４Ｓとかあるんですね。だから、そういう

ことは、だれでもみんな取り扱われるわけです。整理整頓、清掃とか、清潔、

あるいはしつけとか言われるまで延長する場合もあるんですけど。私もいつも

通ってきている下の事務所なんかは、そういう目で見ると非常にまだ幼稚な職
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場です。失礼な言い方ですけど。だから、そういうことすれば仕事の能率が上

がるんです。 

 だから、そういう面で取り扱うなりして、やる気があれば、これはやっぱり

そのトップがやっぱりやる気がないとだめです。ですからトップと称される者

なり、あるいはその方々がそういうコンサルタントを選んでもよろしいですけ

れども、だれかが真剣になってやらないといけないと。私は、第２次の行政改

革で、何かそういう光るものを、全員に共通なものをやる必要があるんじゃな

いかと感じておりまして、申し上げさせていただきます。 

  ○石原俊彦委員長 

 今ご指摘いただいたこと、事前の質問の１番と２番の関連かと思いますので、

どうでしょうか。財務部、あるいは総務部、下は何でしたか、そこらあたりも

しご意見があれば、どうぞよろしくお願いいたします。 

  ○久下拓朗財務部長 

 財務部の久下でございます。今おっしゃいましたのは全庁的なもので、統一

した考え方というのは大変いいことだと思っております。今まで、先ほども言

われましたとおり、３回連続してこういった形で実施ができております。今後

につきましては、どうするかということを質疑回答に書かせていただいている

んですけども、今までやってきたことでなく、違った形で進めていくというこ

とを考えていきたいということを、今協議しておるところでございます。 

 いままで発表方式でそれぞれの課の中で、自分たちが取り組んだものをやっ

てきておりました。それと、１部署１個は必ず出すとか、そういった方法、ま

た各課に任せて、各課によるテーマを決めて、各課で自分たちで達成をしてい

くといった考え方も、これからしていきたいということを、今協議のところで

ございますので、今言われましたその全庁的な考え方も大変大事だと思います。

それぞれ個々にやっておれば、行改も一部では進み、一部では進まないという

ことがおきてくるかと思います。 

 今、小谷委員さんが言われましたようなことも踏まえまして、検討の課題に

入れていきたいというふうに思います。ありがとうございます。 

  ○石原俊彦委員長 

 他の委員さんはよろしいでしょうか。どうぞ。 

  ○竹安收三総務部長 

 総務部長の竹安です。今、久下部長のほうから申し上げたところでございま

すけども、今回改善活動ということで、３年間実施をしたということで、ちょ

っと説明をさせていただきたいと思います。これをするきっかけとなりました

のは、総務部の職員課のほうで、職員課サイドで研修計画を立てる以外に、職

員同士が実質的にグループをつくって研修するというものについては、その一

部を助成する制度を設けました。各職員に周知をした中で、色んなグループが

出来上がったんですけど、その中の１つとして改善をやっていこうというグル

ープが誕生いたしまして、そのグループを中心に３年間実施をしてきたという

経過がございます。 
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 これ３年間経過をした中で、今後どうしていくかということでございますが、

基本的には組織というものは、インフォーマルな組織とフォーマルな組織がご

ざいまして、業務の中でつながっていく流れと、自主的に、自発的に取り組ん

でいく組織といいますか、グループがあるわけでございますが、できるだけそ

の成果を上げていくということになりますと、自発的なところも重点を置いて

いく必要があります。今後のことについてどうあるかは、また課題ではござい

が、そういう状況でこの改善活動を３年間進めてきて、各部署から提案をいた

だいて、それを職員の前で発表していたというのがこれまでの経過でございま

すので、ちょっと補足的に説明を申し上げます。 

 以上でございます。 

  ○石原俊彦委員長 

 皆さんいかがでしょうか、２つ、両部長からご意見が出ましたが、特に追加

はないですか。 

  ○小谷邦彦委員 

 大した経験じゃないですけど、３年でやめるというのが、本当の腰砕けです。

小集団活動を始めて３年ぐらいというのは、ほんのまだ成長段階ですよ。改善

で３年やってやり尽くしたなんて言われたら、産業界では失笑を買います。そ

んな中途半端なことは、産業界では通りません。事務の改善にしても、職場の

改善にしても、今はコンピューターが進んでおります。本当に１回インプット

したら、もうアウトプットが出てくると、すごい進んでいるわけです。ですか

ら、もっと意識を変えていただきたいなと思いますね。 

 ３年でやることがなくなったなんていったら、ちょっと次元が違うというふ

うに私は思います。失礼しました。 

  ○石原俊彦委員長 

 ありがとうございます。 

  ○吉見安弘委員 

 今のちょっと総務部長さんにお尋ねしますが、３年やってやめるというのは、

何とかダービーとかいう、若い人がやられている、あれのことですか。私も 1

回目は見学させていただきましたけど、やっぱりなぜ続けられないのかなとい

うふうに思います。 

 それから、情報公開については、私２点お尋ねしていたんですが、その回答

を読ませていただきまして、一つは予算ガイドのことが書いてありまして、私

たちの小さい勉強会で、予算書、決算書を図書館に置いてほしいという要求を

数年前にしまして、それを実現していただきました。そして、その頃からこの

予算ガイドも図書館に備わっておりますので、非常に有効なことではないかと

思っております。 

 それから、下の段の新公会計制度の取り組みについて、非常に積極的にたく

さんの自治体団体の中で数少ない基準方式採用自治体に入っておられまして、

大変意欲的で結構かと思います。中身は私はちょっとわかりませんので、また

勉強させていただきたいと思います。 
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 それから、あとの２番目のことですが、添付していただきました情報公開の

回答の添付していただいておる資料ですが、ちょっとお尋ねしますが、１枚目、

２枚目の前のほうは、つまり４ページに当たるほうは２０年度の前半に当たる

んでしょうか。そして５ページのほうは後半になるんでしょうか。同じく２１

年度も６ページと７ページに分けて前後半で書いてあるんでしょうか。ちょっ

と読み取れなかったのでお尋ねいたします。 

  ○石原俊彦委員長 

総務部長のほうから。 

  ○竹安收三総務部長 

 今質問のございました、資料の４ページから７ページのあたりですけど、こ

れはちょっと一番上のほうに２０年、例えば４ページですと２０年４月から２

１年３月末ということで１年間、５ページのほうも１年間でございます。とい

うのは、１枚目の４ページは情報公開の件数、５ページは個人情報の件数とい

うことで、ちょっと内容が異なりますので、ちょっとわかりにくい同じような

表になっておりますけど、別々のものということで１年分の集計でございます。 

 以上でございます。 

  ○石原俊彦委員長 

 ありがとうございます。 

  ○吉見安弘委員 

 よく読み取っておりませんでした。 

  ○石原俊彦委員長 

 よく似てますからね。よろしいですか、ご質問は。はい小谷さん。 

  ○小谷邦彦委員 

 １０番目の質疑事項について、尾松委員のほうから質問されております。提

案制度というのを、私もこれ１０年前の話ですけど、非常に提案が多くて審査

が大変だと。こうしたらいい、ああしたらいいという提案のことだと思うんで

す。もうその当時、そういう提案制度というのは産業界では後退しておったん

です。実際に提案をした者を、サークルなり個人なり、チームが実施をしまし

て、こういう成果を出しましたと報告して評価を得ると。実施提案と我々は呼

んでいましたが、それがもう主流だったんです。ですから、初期の段階ではこ

ういうプロセスもいいのかなと思いますけど、できるかできんかわからんこと

をするというのは、これはもう当たり前です。ですから、それを乗り越えんと

いかんわけです。 

 次のプロセスとして、実際にやったことを提案用紙に書いていただく、実施

提案の段階に進んでいるということをご理解いただいて、また検討いただいた

らどうかなと思います。 

  ○石原俊彦委員長 

 これはあわせて、財務部、既にご検討いただくということで、問題ないでし

ょうか。 

  ○久下拓朗財務部長 
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 財務の久下でございます。そういった形のことに積極的に取り組んでいきた

いと思います。ご提言ありがとうございます。 

  ○石原俊彦委員長 

 それではいかがでしょうか。他の委員の皆さんからもぜひご意見をいただけ

ればと思いますので。どうですか。１６代目ですか。 

  ○太田一誠委員 

 ５回－７の資料のところで。 

  ○石原俊彦委員長 

 ５－７で。いかがでしょうか。今のところ事前に１０個ご質問いただいて、

１、２、３、４、１０については何がしかあったというイメージでおりますけ

ども、その他のところで追加、あるいは重ねての質問がありましたら。どうぞ。 

  ○谷水ゆかり委員 

 竹村委員さんとか工業会さんも見えてると思うんですが。ご意見ちょうだい

したいと思うんですが、いかがでしょうか。 

  ○竹村安彦委員 

 前回は欠席しておりまして、ちょっとわからなかった面もあったんですけど

も、ちょうど今意見を言おうかなと思ていたんですが、普通のＰＤＣＡと、こ

うＰｌａｎ・Ｄｏ・Ｃｈｅｃｋ・Ａｃｔｉｏｎと、かっこよく書いてあるんで

すけども、Ｐｌａｎ・Ｄｏは非常によく皆さんできるんです。私の企業でもも

うＰｌａｎは通過します。それをだれがチェックするかの問題なんですね。ど

うなったかという結果が問題なんで、それをどういうように人事に反映するか

というのが非常に大事だと、私は思います。 

 チェックをだれが責任を持ってするかということが、宙ぶらりんになります

と、幾ら良い計画を立てても中途半端になってしまうということが多々ありま

す。これは非常に僕は大事なことじゃないかなと思いまして、各部長さん、非

常に優秀な方ばっかりいらっしゃいますので、その辺が中心になってチェック

をするのか、それともチェック機関をつくるのか、その辺も一つ検討されたら

いかがかなと思います。この計画はどういうように、進行状態はどうなのか、

３カ月に１度とか、半年に１度とか、チェックを副市長さんを中心にされるの

か、市長さんが中心になるのかわかりませんけども、管理職を中心に自分とこ

のプランのチェックをどういうようにやるか、改善ができるのかということを

きちっと一遍チェックをされてはいかがなものかと。 

  ○石原俊彦委員長 

 今、具体的なご提案いただきましたが、皆さんいかがでしょうか。どうぞ。 

  ○尾松勝實委員 

 先ほど小谷委員さんのほうから私の質問について意見がありましたが、私自

身も前段の小谷委員さんと同じような件ですが、まずＰＤＣＡ手法ということ

で、今ご質問を受けたんですけど、私はたまたま勤めた企業の中で、積極的に

取り入れてやっていた分で、それなりの成果が出たということから、今、丹波

市さんのこれまでの姿勢を聞くと、やるところはやるし、やらんところはやら
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んというような消極的な状態やったので、ぜひこれはやっぱり連鎖といいます

か、全庁的に必要だという意味で、こういう質問等をさせてもらいました。ま

ずやっぱり今回我々が提案する中で、人の削減とか、色んな問題を検討する中

で、やっぱり業務改善、これはどの事業にも係わるものであり、財源というの

か、一番先に立って考えることだと私は思っております。 

 そういう意味で、まず積極的な姿勢でそういう改善をするためのツールとい

うのか、組織的に取り組んでもらうことが必要だということが１つと、それと

今質問されましたＰＤＣＡのチェックですが、やはりＰＤ――いわゆる計画と実

行をする中で、当然計画の中で目標というのが、例えば各デスクから目標に対

する成果というのはチェックだと思うんです。 

 ただ、目標の立て方の中に、数字であらわせない目標も中にはあると思うん

ですが、もうその場合はその組織でいわゆるＰ、計画した中身を今度は強化す

る。ある程度の基準というか、評価をこういう形にしましょうという一つの目

安を事前に立てておけば、ある程度チェックというのはしやすいんじゃないか

と思っております。 

 そういう意味で、私質問したんですが、要はこういうのを積極的に取り入れ

てほしいという、私の意見です。 

 以上です。 

  ○石原俊彦委員長 

 今、お二方からご意見いただきましたので、次回に提示させていただきます。

論点整理の分け方の中に、１つＰＤＣＡの充実、特にＣですね、チェック機能

の強化、例えば部長さんの役割もありますし、庁内すべての職員の皆さんがこ

ういう意識をする必要があると。今申し上げたようなところで、一つはワンパ

ラグラフな整理をさせていただこうと思いますが、いかがでございましょうか。

これは非常に重要なことですね。じゃ、これはまとめさせていただき、また次

回に事務局案として皆様方にご審議いただきたいと思います。 

 それでは、今ご検討いただきましたＰＤＣＡ、あるいは業務改善等意外のと

ころで、ご質問があれば討議をしていただければと思います。いかがでござい

ましょうか。 

 ただ、あと追加で言いますと、先ほどご説明がありましたが、例えば情報公

開の中で丹波市は私が見ましても、やっぱりこの新地方公会計に関しましては

かなり積極的に取り組んでおられるし、他市と比べても兵庫県内でもこの点に

関してはかなり先進的だと思うんですね。ですから、先ほどありましたが、予

算書、決算書を図書館に置けという要請が通ったという、何か涙が出そうな要

請なんですけども、情報公開等の一環で役所の財政が厳しいということはやっ

ぱり市民の方に理解していただきたいので、「お金」に関する予算、あるいは決

算情報を情報公開等を通じて充実していくというのも、１項入れてもいいので

はないかなと。 

 それだけのデータを丹波市は少しずつですけども、蓄積していっておられま

すので、もしよろしければ、文言に入れると。副市長、こういういのはやっぱ
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り議事録に載せてもらいますとわかりますが、日経グローカルのランキングは

１００ぐらい上がりますので、それでまた市民の方が元気になって、副市長の

功績にもなろうかと思いますので、それもちょっと書かせていただきます。 

 ということで、一応そっち方向にブロックが固まってまいりましたが、「お金」

のほう４つほどありましたので、ぜひ皆さん、いかがですか市民共同参画とか、

あるいはガバナンスとか、そういう観点で質問も結構出ておりますので、お名

前を指名して恐縮ですが、赤井さんとか。赤井さんは４つの質問をしていただ

きまして、いかがですか。 

  ○赤井俊子委員 

 こんなんでいいのかなと思うことがたくさんあるので、ちょっと控えてたん

ですけれども、今、自治基本条例のことでちょっと書いてありますけどね、ガ

バナンスのところ。他の条例に私が口出すのはいけないことかもわかりません

けども、いまこの自治基本条例の決め方が非常に、それこそ自治基本的でない

という、協働とかそういう意味が余りないというような感じをちょっと受けて

います。 

 うちがＮＰＯの代表が、あんなやり方ではもう不満やというふうなことをち

ょっと聞きまして、それで何とか他の委員さんにお願いして、勉強会を持って

もらったりしたんです。やっぱりその、決めるもとから自分たちでやるのでは

ないやり方、どこかから来てもらうとか、私がこういう石原先生とかそういう

先生は絶対必要やろうと思っているので、それは公平な見方をしてもらうとい

う意味でも、また専門的な意味でも、非常に大事やと思っているんです。けど

も、そういうこととは別個に本当に市民の方が自分たちで基本条例をつくって

いくんだという、そのやり方に非常に疑問を感じたんですが、うまくいくかど

うかちょっとその辺、今、見守っているところなんですけれども。やはり、こ

んなことを言ったらあれですけれども、行政の方の中で本当に自分たちでやる

んだというような姿勢を持ってほしいなというふうに思うので、このことにつ

いてまた何か進展がありましたら教えていただきたいです。 

 済みません、ちょっと他のことを言いまして。 

  ○石原俊彦委員長 

 部長、基本条例はどうですか、何か補足が。 

  ○中川泰一企画部長 

 赤井先生お世話なっております。企画部長の中川でございます。自治基本条

例について、この委員さんの中にも数名大変お世話になっております。ご存じ

のとおり、こういう自治の基本的な決め方は全国でも１８０未満のようでござ

います。これはもうご案内のように市民、行政、議会、すべてが集まるという

んですか、みんなで支えていくまちづくりというんですか、地域をつくってい

こうという基本的な定義のようでございます。 

 我が丹波市も、こういった取り組みは初めてでございますし、旧町からも市

民の皆さんと一緒になってこういった基本的な憲法的な一つのものをつくり上

げていくというのは、恐らくなかったんじゃないかというふうに思っておりま
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す。ご案内のとおり、１９年度から校区の地域づくり事業を、市長が申し上げ

ております心の合併を図っていくということで、まだまだ１０年計画の中で成

熟期には至っておりませんが、ある一定の年数が経過した中で、自治基本条例、

これは前期の基本計画の中にも挙げておりました関係で、取り組んだわけでご

ざいます。 

 今おっしゃるように、この決め方がちょっと納得いかん、おかしいというご

意見もいただいております。これは、一つのものをつくり上げていくプロセス

ではなかろうかなと。そういう議論は片一方では大事であると私は思っており

ます。そこで、初めにケンカをしていって、物事をつくり上げていく、これが

正しく我がまちの決まりなんやということで、今のところ２年計画で思ってお

りますが、自治体によっては４年も５年もかけてやるという、片方では高まっ

ているというか、そういう自治体もあるようでございます。今のところは、今

日も夜７時半から第６回目をお世話なるんですけども、そういった議論の中で

物事をつくり上げていく、こういうことが一番大事なのでなかろうかなと。 

 冒頭に申しましたように、こういったことは初めてのところがございますの

で、皆さん方のお力を借りながら、ご指導いただきながら積み上げております。

その辺はご理解いただきたいというふうに思います。以上でございます。 

  ○赤井俊子委員 

 ありがとうございます。私も、私たち市民がまだまだ勉強不足だということ

はよくわかっておりまして、もうそれはもっともっと、これから民度を上げて

いかなければいけないということは思っているんですけれども、そういう不満

が出たときに、私はそしたら２０回でも３０回でも、短い間で自分たちが出て

できるのか、という質問をしたんです。そういうことも覚悟してやっていかな

いと、やはり今までお膳立てしてもらって、すっと決まっていたことが多かっ

たので、やっぱりそうじゃなくて自分たちでやるということは、やっぱり時間

も必要やし努力も必要やし、勉強も必要ということで、私はそれをもっと市民

がそれをやっていかないといけないということはわかっているので、また少し

ずつそういう指導もしていただきながら、丹波市をみんなでよくしていきたい

なというふうに思いますので、またよろしくお願いいたします。 

  ○石原俊彦委員長 

 はい、ありがとうございました。いかがでございましょうか。どうぞお願い

します。マイクをどうぞ、手元にありますので。 

  ○太田一誠委員 

 失礼します。太田と申します、よろしくお願いします。全然違う話し方にな

るかもしれんのですけど、今「時間」と「情報」というところで、５回－７、

８になるかもしれません。僕は言葉が余り出て来ないのでイメージしかわから

へんのですけど、要するにさっきＰｌａｎ・Ｄｏ・Ｃｈｅｃｋ・Ａｃｔｉｏｎ

が大事や言われたと思うんですよ。大事やと思うんです。 

 その次に、目的に表せないものは、目安みたいなものが大事やないかなとい

うて言われた思うんやけど、一番初め人の問題のところで、僕は谷水さんと一
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緒に「ありがとう」というのを伝えるまちづくり、というのを伝えたつもりや

ったんです。その「人」「モノ」「お金」「情報」っていうのを僕は今ちょっとス

ポーツの関係で、スポーツフローという、銀行やったらキャッシュフローとか、

流通関係やったら在物フローとか、フローなものを求める社会というのを一応

学んでいるんですけど、２０世紀の時代はＸ軸とＹ軸で、その表面化されたペ

ーパーに落とし込んだものを理解して、その中に入ったものは正しいものが正

しくて、正しくないものは努力しなさいみたいな話やったんやけど、２１世紀

の時代はそれにＺ軸がついてきて、「時間」「情報」というのがまさしくＺ軸と

いうふうな形になるということなんですって。 

 今この、５回－７の３ページ目に表にしてある落とし込みイメージの中で、

「人」「モノ」「お金」「情報」「時間」というのを一面化した、まあいったらこ

れⅩ軸、Ｙ軸をべしゃっと張って、Ｚ軸も書いてあるけど、人も平面やなく、

もうソニーとかパイオニアなんかでも３Ｄと言ってるんやけど、人も球体であ

らわすほうがいいと思うんですよ。「モノ」も「お金」も球体であらわす、３次

元的な感覚を持つほうが、まちとしてはわかりやすいん違うかなと思うんです。 

 それで、当然何が正しいとか２面性の問題で、例えばこれは何やと言われた

ら、これは紙や言うやつもおるし、四角や言うやつもおるし、陰と言うやつも

おるし、黄色やと言うやつもおる、全部正しいんやけども、その正しいことに

ついて間違いとか正しくないとかいう判断は、もう部長や課長やその主任とか

そういう人らが判断することやない、物事を決めてる選択と集中というのは、

そのことについてどの次元でいいと言ってるのか、それは本物なんかという辺

りを判断する、そういうイメージ図みたいなのをつくって、その中で各部署が

判断をしていくことによって、何かまちづくりができていくというふうなイメ

ージを持ってるんです。 

 もうイメージばっかりで申しわけないけど、何を言うとるかわからへんかも

しれんけど、そういう地方のまちづくりのあり方をされて、お互いが感謝をも

って「ありがとう」という形で、１枚の紙、例えば住民票なら住民票を渡すと、

あっち側も済まなんだなと言ってもらえるような、そういう窓口になると、こ

れは市民でもできるさかいにしようかみたいなことになるん違うかなというふ

うに思っとるんです。 

 もとに戻りますけど、チェック機能とか、目標に表せないそういう目安とい

うものを、そういうイメージ図というか、物の中から何か芸術じゃないですけ

ど、モニュメントみたいなものの中からちょっと表してもらって、机の上にで

も置いといたら、各部長がそれに気がついて、何か困ったときに見はるとかい

うようなものにしたったらどうかなという考え方を、ちょっと言わしてもらい

ました。 

  ○石原俊彦委員長 

 いかがですか、これに関連して、あるいはそれ以外のところでも結構ですの

でご意見等。 

 それでは、今、資料５回－７のほうについてのご発言もございましたので、
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ちょっとまとめます。恐縮ですが、次第に戻っていただきたいと思います。今

４番の協議事項の１)の③、「時間」「情報」に関する討議をしております。２つ

の要望、Ｐｌａｎ・Ｄｏ・Ｃｈｅｃｋでありますが、業務改善について④「時

間」「情報」に関する答申すべき事項で、皆さんに確認をいただいたところにな

ります。③とか④とか、あるいは次の２)、３)これ今もご発言いただきました

ように関連してまいりますので、少し先に４番協議事項の２)、３)とあわせま

して、事務局のほうから若干説明の準備をしておりますので、それをさせてい

ただきまして、トータルまとめて議論をさせていただきたいと思います。それ

では、事務局のほうどうぞよろしくお願いいたします。 

  ○事務局 

 それでは失礼をいたします。協議事項の２)と３)とあわせまして、先ほど委

員長のほうからありましたように、提案説明をさせていただきます。冒頭、副

市長さん、また委員長のほうからもありましたけれども、当初計画をいたして

おりますこの策定委員会、６回の協議を提案させていただきまして、大詰めに

来ております。 

 そのような中で、これまで今日も含めて５回の議論をしていただいたわけで

すけれども、この大綱の策定委員会の議論につきましては、市長の諮問に応じ

て行政改革策定に関し、必要な調査と審議を行い、答申をすることを所掌とす

るということになっております。その答申（案）と、市長が案としてつくった

大綱そのものに対して改訂案をお示しするという形で、一旦この行政改革大綱

策定委員会の事務局としてまとめをさせていただいております。そういった観

点でご覧をいただきたいというふうに思っております。 

 まず、５回－７と５回－８の資料をご覧ください。先に申しわけないんです

けども、５回－８の資料をご説明させていただくほうが、ご了解いただきやす

いと思いますので、そちらのほうから説明をさせていただきます。 

 第２次丹波市行政改革大綱に関する答申（案）ということで、委員長のほう

から市長のほうへ答申をするということで、その体裁を整えさせていただいて

おります。 

 「第１次の行政改革大綱の期間が終了し、これからの行政改革を進めるため、

新たな第２次行革大綱を策定する丹波市行政改革大綱策定委員会を開催しまし

た。厳しい財政状況を踏まえ、将来の縮小する財政規模に対応できる行財政構

図を確立し、将来にわたり安定したまちづくりを行うために、「人」「モノ」「お

金」「時間」「情報」について、当該委員会において検討を行ってきました。そ

の結果、以下に記載のとおり、委員会で出された主な意見の集約と、第２次丹

波市行革大綱（改訂案）を提出いたします。」ということで、議論をしてきた意

見・提案の集約と大綱の改訂案の二つを市長に提案しますというまとめにして

おります。 

 その次のページをお開きいただきますと、１ページ、２ページでは「人」、３

ページでは「モノ」、４ページでは先ほど議論いただきました「お金」の部分に

ついて、これまで議論いただきました、結果を、ここに改めてまとめさせてい
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ただいております。この１個１個の詳細の説明につきましては、議論のまとめ

でご覧をいただいたペーパーをそのまま載せておりますので、今は説明は省略

させていただきます。「人」につきましては６点、「モノ」につきましては３点、

「お金」については先ほど議論がありましたとおり、この４点でまとめをさせ

ていただいております。 

 そして、５ページの「時間」「情報」につきましては先ほど少し議論をいただ

きましたけれども、空白の状況になっております。これにつきましては、先ほ

ど議論をいただきました結果を踏まえて、ここに書き込んでいく。そして、次

回この大綱に対する改訂案と、答申について最終まとめていきたいというふう

に考えております。 

 そしてもう１点、５回－７の資料をご覧ください。それにあわせまして各委

員さんの貴重なご意見、また提案をいただきまして、大綱案の修正もこの委員

会の事務局として、こうすればどうですかということで市長に提案をするとい

うことで、お示しをさせていただいております。これにつきましては少し説明

を加えさせていただきます。 

 表紙をめくっていただきますと目次です。基本項目につきましては、「お金」

のところで議論いただきました表題を変えさせていただいております。答申４

ページの３というところで議論をいただいておるわけですけども、費用対効果

を考えたほうがいいんじゃないかということで、事業の見直しというところで、

表題を変えさせていただいております。行政改革については、１ページは特に

は修正をしておりませんが、２ページ、３ページ目をお開きいただきますと、

新地方公開制度というような表現も正式な名称をということでしたので、この

文の表現を変えております。 

 ３ページでは、相関関係ということで割愛をさせていただいておりましたけ

れども、ここについてはイメージ図というような形で、ここは事務局のほうで

修正をさせていただいております。 

 ４ページ、５ページをお開きいただきますと、「人」のところで十分ご議論い

ただく中で、答申（案）のほうでもお示しをいただいております。先ほど太田

委員のほうからも「人」に関するご意見をいただきましたけれども、そういっ

た意見も踏まえながら、今後も全員参加の改善運動、なお一層の推進を図ると

ともに、市民とのパートナーシップを図りながら、職員が危機感を一丸となっ

て行財政改革を行いますという表現を、答申書の中の１ページの２、２ページ

の５、６という辺りで意見をいただきましたので、集計をさせていただいてお

ります。加筆をさせていただいております。 

 そして、（１）のところでは、学校の関係の適正規模、適正配置というような

議論も前回あったと思っております。これらについても適切な表現に修正をさ

せていただいております。 

 ４ページの一番下で、（３）人材の育成及び確保というところについても、信

頼される公務員像というようなところでご意見がありまして、それについても

加筆をしております。また、４ページの一番下の行から５ページにあたりまし
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て、さらに職員数が減少することによる市民サービスの低下を招かないように

するとともに、成果が処遇に反映されるなど、職員がやりがいを感じて業務を

行える職場づくりに努めますということを表記させていただいております。 

 ５ページの「モノ」のところでは、（１）公共施設の整理合理化というところ

で、市民と行政が施設のあり方を検証し、市民の利便性が向上するような利用

を推進するとともにというような表現を、「モノ」の公共施設の有効活用という

ところで議論いただきましたので、この表現を加えさせていただいております。

また、（２）経常経費の削減というところでは、必要最小限の事務経費や、とい

うところで追記をさせていただいております。これについては、答申書の３ペ

ージの３というところで、必要最小限の物の調達というような議論もいただい

た中で、ここで加えさせていただいております。 

 ６ページ、７ページに入りますと、「お金」のところでございますが、補完性

の原則というところで石原委員長等の発言もありましたけれども、そういった

補完性の原則に基づいた役割分担を明確にしながら、真に行政が行うべき事業

は、というところで追記させていただいております。（１）では費用対効果を考

えたというところで、表題を直し加筆をしていきながら、行政評価などを活用

しながら、費用に比して効果の少ないものやということで、ここでは対してと

いう表現を事務局のほうで修正をさせていただいております。 

 また、行政サービスの提供にあたっては、安定した財政運営、これについて

は受益者負担の適正化から、議論の中でこちらのほうへ移動させていただいて

おります。 

 （３）の受益者負担の適正化というところでは、答申の４ページの４、受益

者負担の見直しという議論の中で、使用料の減免についても適正に運用してい

きますというような表現を追記させていただきます。 

 （４）の補助金等の整理合理化では、答申の４ページの２というところで、

補助金のさらなる見直しの推進というところで、一定の判断基準に基づいて、

補助対象となる事業の効果というような表現にさせていただいております。 

 ７ページの上から４行目では、答申書の４ページの２というところで、補助

金のさらなる事業の見直しというところで、市民団体等の協働に資する補助金

は、市民の視点で評価でき、補助を受ける市民団体等も理解できるような、市

民参加の評価のしくみを検討しますということで、今日の議論にもあったかと

思っております。 

 そして、「時間」「情報」につきましては、今日の議論を踏まえて次回に修正

等加筆ができて、完成。この委員会としての答申をいただけるというように思

っております。会議の回数も限られております。十分な議論をいただきたいと

ころではありますけれども、ここまで中間的な答申案につきましてお示しをさ

せていただいて、次回の最終的な議論につなげていただきたいというように思

っております。 

 ８ページに入りますと、パブリックコメントでいただいた１５件の意見のと

ころから修正を加えております。これはパブリックコメントというような市民
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の方からの意見も踏まえながら、この大綱案を総掛かりで加筆修正をいただい

たというようなことと、していきたいというふうに考えております。 

 以上、提案説明とさせていただきます。 

  ○石原俊彦委員長 

 今、次第４番の協議事項の２）番と３）番に関連する説明をいただきました

けれども、この委員会は最終的には５回－８にありますような答申を渡させて

いただきます。５回－８の後ろにあるような意見の集約、これは本日、最終確

認していただきました「お金」の部分、これを修正したものが入ります。 

 それから、次の４番の「時間」と５番の「情報」のところにつきましては、

今２つほど語句を確認しましたが、そういったことを入れまして、これは次回

の委員会でもご検討いただく予定でございます。 

 それから、資料５回－７がこの委員会の出す行革大綱の改訂案でございます。

これまでのご審議を踏まえまして、「情報」「時間」のところは、まだこれから

未着手でありますけれども、それ以外のところについては「お金」で今日ご確

認をいただきましたところ以外については、パブリックコメントなんかも踏ま

えて反映したという、事務局のご説明をいただいたわけでございます。 

 これからあと３０分間ほどの間に何をしたいかと申しますと、５回－８の答

申の後ろにつきます、ページでいうと５ページ以下になります、「時間」「情報」、

ここにどういうふうなものを記していくかというご議論をいただきたいと思い

ます。 

 それから、もう一つは大綱の改訂案というのが出てきておりますけれども、

７ページの上、４番の「時間」というところの上までにつきましては、これも

実質的な議論が終わりました。できれば次回は「時間」と「情報」についての

いわゆる委員会としての意見、それから大綱の改訂案を中心に議論をさせてい

ただきたいと思いますので、大綱の改訂案につきましては７ページの上、５行

目あたりまでご審議いただき、ご意見いただいたものを踏まえ、もう一度次回

確定をさせていただきたいと。 

そういうような段取りで進めさせていただきたいと思いますので、恐縮でご

ざいますが大綱案、それから答申につきまして意見集約の特に「情報」「時間」

に関するさらに追加的なコメント等を中心に、こんがらがって恐縮かもしれま

せんが、トータルでご意見いただければと思います。ひとつよろしくお願いし

ます。どうぞ。 

  ○太田一誠委員 

 失礼します。それなら、５回－８のページ１で、「人」のところについて、信

頼される公務員の実現ということころで、事業名なんですけども。 

  ○石原俊彦委員長 

 これはもう皆さん了解いただいているので。 

  ○太田一誠委員 

 済みません、前もって言ったらよかったんですけど、決まったんかもしれへ

んけど、関連というか、相対的にこういうことになるんかなという疑問なんで、
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受けてほしいんです。もう言葉はこのままでもいいんですけど、ちょっと考え

てほしいんです。だめですか。 

  ○石原俊彦委員長 

 どうぞ。 

  ○太田一誠委員 

 僕が言うたのは、信頼関係というのはキャッチボールというか、お願いしま

すと言ったら、よっしゃわかったやりますわ、という表現をしてほしかったん

やけども、５回－８の１ページ目２行目に、職員が地域活動、行事に参加する

ことによって、職員に対する信頼や感謝が生まれると書いてあるんですけど、

参加しても信頼や感謝は生まれにくいと思うんですよ。だから、そういうとこ

ら辺に落ちるのがすごい怖いんです。わかってもらえたらうれしいんですけど。 

 参画と協働いうたら、それでもういいんかもしれませんけども、その言葉だ

けではちょっとさっきも言われたように、数字や結果ではわからないとこら辺

は、この辺やないかなと思うんです。よく考えて表現してほしいなと思います。 

  ○石原俊彦委員長 

 これはどうしますか。もちろん事実として、信頼とか感謝されるというのを

書いているんじゃなくて、書かれた事務局の意図としては、信頼感、あるいは

感謝の念を持ってもらえるような職員になってくれよということで書いた文章

なので、ただ、今ご指摘いただいたようにちょっと反対の解釈になるかもわか

らないので、文言を触りますか。委員の皆さん方にそういう趣旨で、参加した

から信頼感とか感謝が生まれるというのはちょっと違う、単にそういうことで

はないよということをちょっと踏まえて、文言を直してるということで。委員

の皆さん、次回までに修正案を出させていただくということで、ここはいかが

でしょうか。 

 ここはもうこだわりで入れさせていただければと思います。よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

  ○石原俊彦委員長 

 じゃ、これはそういうことで。その他にいかがでしょうか。 

 私の進行上から申しますと、今日の「情報」「時間」の個別意見の集約という

ところで、さっきも申し上げましたが、業務改善でありますとかＰＤＣＡが出

てきてるんですが、それで赤井さんからもありましたように、こっちのガバナ

ンスの市民協働参画でありますとか、何かちょっと一つ入れたいなという気が

いたしますけれども、何かもしよろしければそういうことを中心にご議論いた

だけるとありがたいなという気もいたします。いかがでございましょうか。 

  ○小谷邦彦委員 

 小谷でございます。「時間」に関してですけれども、６００人程ですか、職員

さんがおられて、そしてまたそれに相応する非正規の方もおられるということ

で、そのそういう構成員の負荷を平等にする、あるいは公平にするというのは、

どこの企業でも非常に難しいことなんですね。ですから、そういったことをど

うすればいいのかと。 
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 工場なんかの生産活動では、仕掛かりを極端に減らしたら問題点が浮き彫り

に上がってくると。問題点がわかるわけです。そしたら、そこを改善すればま

た先が見えてくるというようなやり方があるんですね。一般のこういった事務

関係を主体としたり、あるいはいろいろ開発したり、計画したりする、非常に

頭を使う仕事が多いかと思いますけれども、いま残業時間に実際にサービス残

業されてるのかわかりませんけれども、春日なんかでも遅くまで電気がついて

ます。 

 私は経験から、やっぱり６時にはもう家に帰ってると、私が前に勤めた、大

きな組織ではないんですけど責任者だったところでは、もう６時には工場は全

部閉めておりました。それでもって、親会社よりも生産性はずっと上でした。

昨日もテレビを見てたら、大和ホールディングですか、大和証券ですね、７時

までにみんな帰るとかで、電気を消しましたわ。そしたら、業績も上がったと

いうようなテレビの報道をされてました。私もそのとおりやと思うんですよ。 

 ですから、今も毎週残業デーとか定められてるのかわかりませんけれども、

やっぱり時間を決めて、強制的にでも終わると。そしたら、本当に忙しく努力

している部門、あるいは人が足りない部門というのは見えてくるわけです。何

かそういうことでもして、やっぱり公平性を保っていく手法というんですかね。

何かゴムが伸びてると――悪い表現ですか、どこの組織でもそうなんです。ゴム

が伸びているんですよ。戻したら５時間で終わるところを７時間に伸びてるん

です。だから、そういうところがどんな業界、あるいは組織でも多いんです。 

 あるいは、帰れない雰囲気っていうもあります。私もこの場所は知りません

けど、どこどこの学校は昔から遅いとかいうのを聞きます。そういう悪い習慣

を打破して、本当にみんなが家庭に戻れると。そうでないと民力とか何とかい

っても、私も地域でちょっと組長をしてましたけど、普通の日は集まれんので

す。皆帰りが９時、１０時なんですね。ここの企業に勤めてる方も役所に勤め

てる方も遅いと。ですから、その辺に革新的な行動を起こして、忙しいところ

は人を配付するとか、今のところは減らしていくとか、何かそういう手だてを

していくということが、私は必要じゃないかと思いますので、参考にしていた

だければと思います。 

  ○石原俊彦委員長 

 どうですか、どうぞ。 

  ○竹安收三総務部長 

 提案をいただきましたが、確かに職員については原則８時３０分から５時１

５分という勤務の中で業務を終えていくというのが原則でございますが、それ

ぞれの職員には、それぞれの仕事の分担と任務がございます。それを計画的に

進めていくということでそれぞれ取り組んでおりますけども、やはり横との連

絡とか市民との対話でどうしても思わぬ時間を使うとか、ただ処理の策定、色

んなものを求められるという、突発的なことがございます。それらに対応する

ためには、どうしても５時の通常の時間内では完結できないものもございます

し、それを先送りするということは市民に対してのサービスが低下するとか、
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何か問題を起こさせるということでもございますので、１人の職員については

それらを解決していきたいと取り組んでいます。 

 その結果が時間外という形で表れているものがございますし、緊急非難的な

ものもございますので、なかなか言われることは確かにそういう部分がござい

ますが、実際はそういうところがあるということもご理解をしていただきたい

のと、部署によってはその１つ１つの業務で完結をするところと、ずっと一つ

の契約性、連続性を持ってやっていかないといけない業務もいろいろとござい

ます。そういった面から部署によっては取り組んでるということで、なかなか

十分ではございませんが、それぞれ状況を把握しながら職員の配置についても

毎年度４月１日が大きな異動でございますので、職員の減という状況もある中

で、職員の配置定数、全体の定数の中で配置を考えているのが今の現状です。 

 確かに、今言われるように、長く伸びたゴムといいますか、だらだらすると

いうことについては、改めなければならないところがございますけれども、そ

その日の最初に思ったことが実際はなかなかその日に解決しないということが

たくさんございます。それは１人の公務員としての市民に対するサービスとか

対応とか、そういったものがたくさんございますので、その辺もちょっとご理

解を賜りたいというように思います。 

 以上です。 

  ○石原俊彦委員長 

 ある種、真っ向から違う意見が出るんですが、これについてはどうでしょう

か。行政にはやっぱり行政特有の問題があります。 

 私、ちょっと話が違いますが、例えば京都府で交番に警察官の方がいるんじ

ゃなくて、こんなご時世ですから外を見回ってくださいという要望があって、

そのために交番にＯＢの方を置いたり、それから悩みの相談ですね、これを行

うために京都府下の色んな警察署に警官ＯＢを置いたりするわけですが、皆さ

んおっしゃるのは、人を相手にするお仕事というのは、物づくりと違って時間

がどこまでかかるかわかりませんし、５時１５分ですからさよならって言えな

い、ここがもう苦しいところなんですね。 

 だから、行政にはやはり行政特有の事情はあります。それを前提にしつつ、

しかしながら今丹波市でついている電気が全部それの電気かどうかはやっぱり

検証しなければいけないので、業務改善とやや関連するかもわかりませんが、

業務の負担の本質的なことをきちんとやってみると。あるいは仕事の中にはひ

ょっとしたら、やらなくていい仕事があるかもわかりませんし、だから何百人

も人がいたらやっぱり不公平が出ますね。私の一般的なイメージでは、真面目

でよくできる人ほどたくさん仕事をして、それでおまえ何で残業やってるんだ

と怒られるわけですが。これはもう本当に棚上ですけども、要領よく手を抜い

て５時１５分に帰る人もおられるかもわからないし。そういうところはきちん

ともう一回ゼロベースで見直そうということで、行政のお立場を十二分に斟酌

しつつですが、小谷さんがおっしゃったようなところをちょっとやってみると

いうのも、何かちょっとブロックで入れたらどうかなと思いますが、どうでし
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ょう。 

 そういうことで、せこい話で言えば残業代は多少減るかわかりませんし、職

員の皆さん方の不公平感というか、それも変わっていくのかなと思いますんで、

そしたら職員の皆さんもまた元気になるかもしれませんしね。どうでしょう。 

 もちろん総務部長がおっしゃった点は十二分にわかっていますので、それを

踏まえていうことであります。どうでしょうか。いいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  ○石原俊彦委員長 

 じゃ、幸いにこれでブロックができましたので、さあ最後、何かちょっと考

えて、期待してますので。 

  ○赤井俊子委員 

 ちょっとまた、どうなんですかということで、「時間」ですけれども。質疑事

項の６番の「命の見守り配信メール」ということで、ちょっとお伺いさせても

らって、いろいろたくさん書いてもらってるんですけど。１人の人が、自分が

大変高齢者で、心臓も悪いし、いつ倒れるか心配なので、毎日、大丈夫ですか

と聞いてほしいということで、直接福祉課へ聞かれたんですが、そういう取り

組みがないということなんですね。 

 多分その方は本当に心配で、行政に頼られたと思うんですけども、こういっ

たことを時間をかけずにできないのかなと。ＮＰＯではそれを早速実施させて

もらったんですけれども、とりあえず何かをすぐやるということは無理なんで

すかね。その辺がちょっと気になるんです。行政の決まりの部分の中で、この

ことは緊急にやってもいいというような部分があれば、そういうことがすぐ、

とりあえず何かからやるということができるんじゃないかなというふうに思う

んです。 

 それと、防災についてですけども、保育園でもよく山崩れがあったら心配と

いう声が出ますので、確かに心配だろうと。この回答は、認定保育園で認定子

ども園化に向けて推進しているという形で回答をいただいてるんですけれども、

緊急、時間ということについて、すぐに何かをやる部分と、充実させてずっと

大きなシステムとしてやる部分の両方が必要ではないかなとかいうふうに思う

んですけれども、すぐに対応しないと取り返しのつかないことになるというこ

とはよくあると思うんです。 

 篠山市で女の子が亡くなってでしたけれども、図書館で遊んでてね。なにか

あってからでは遅いということなので、緊急にとりあえずそこだけちょっとや

っとく、それから充実したきちんとしたシステムをつくるという、２通りぐら

いのことが必要ではないかなと思うんですけども、その辺で「時間」について、

とりあえず市民が何か緊急のことを言った場合にこうするというようなシステ

ムが必要じゃないからと思うんです。 

 例えばマズローの５段階のあれがありますよね。満足度というのが。一番底

辺の部分は、これは行政の義務だと思うんです。それで、２段階、３段階にな

ったらＮＰＯとか色んなことが、協力、協働でやっていけると思うんですけれ
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ども、その辺のことについてもう少し緊急に何かやっていただいきたいなと。

その「時間」について、そのことについての何かいい方法があればというふう

に皆さんに頼るんですけど。 

  ○石原俊彦委員長 

 ありがとうございました。「お金」に関する事業の優先順位の意見ですから財

政か、中身自体はもとより福祉でありますが、どうでしょうか。「時間」の問題

で、一定の時間を有効に活用するという問題もありますが、行政の場合、時間

がタイムというよりタイミングのほうがやっぱり多いので、いつの時期でやる

かというのはとても大きい時間の問題ですね。 

 そして、この質疑事項の６番ですね、命の見守り配信メール。これは一例で

すが、対象は市民の一部にしても重要性が高いこういう事業に対する市として

の対応ですね。そういうのは何か答申で大綱にまとめることができればなと思

いますけども、ちょっと難しいですか。どこか市側から何がしがございません

でしょうか。予算編成、現場をやってる立場から、財政課長。もし何かあれば

いかがですか。 

 これはちょっと非常に難しい問題なので、市のほうからはすぐには出ません

けれども、事務局にちょっとお任せいただいて、これに関して一つ次回までに

何か書かせていただくという方向性を確認したいと思います。 

どうぞ。 

  ○藤本幹雄委員 

 今、赤井さんが言われたこと、市民にとっては重要なことだと思うんです。

言われた話は、私もよくわかるんです。行政というのは予算があって、まあ言

ったら制度、法律があって、規則があって、条例があって、いろいろ縛りがあ

って、それで動いているわけですから、その突発性というのか先駆性的なもの

というのはなかなかできないんですね。そういう現実もあるということやし、

だからここの４回－６に書いてあるような回答の中にも、配食サービスであれ、

見守りとかそういうことであれば、社協ということやなしに、他のことも含め

て民間が昔ボランティアで配食サービスをやっていて、それで見守りながら、

それがいつの間にか介護予防という制度の中で、制度化されてきたわけですね。 

 だから、そういうものをやっぱり緊急性というようなものについては、ある

程度民の力、ＮＰＯも含め、社協も含め、そういう民の力で動かないと、先駆

性を発揮して、それが将来制度化になるかどうかは別にしても、そういうもの

を行政と一体的に協力する体系というものをつくらないと、市民の即効薬には

ならないのではという思いがあります。 

 だから、その予算をどうとるのかというのは、財源的に処理の問題があるけ

ど、それがすぐに予算がついて回らなくても、できる可能性というのは、十分

組織の中にはあると思うので、その辺の文言がうたわれたらいいのではないか

なと思うんですけどね。 

  ○石原俊彦委員長 

 いかがでしょうか。そしたら、ちょっとこの問題は次回までに素案をつくっ
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て、２つ貴重なご意見をいただきましたから、それは別に事務局案として出す

ということで、示させていただこうと思います。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  ○石原俊彦委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、一応これで業務改善、それからＰｌａｎ・Ｄｏ・Ｃｈｅｃｋ・Ａ

ａｃｔｉｏｎ、それから残業の問題、今ありましたように緊急性の問題。これ

なんかは補完性とは若干関係するかわかりませんが、ということでおおよそ出

てまいりましたけれども、「時間」と「情報」については、あるいはもう一つぐ

らいもしあれば。どうぞ。 

  ○荻野洋子委員 

 済みません、ちょっと「情報」のところの関連なんですけどね、５回－７改

訂案の８ページ、市民と行政のパートナーシップというところなんです。「自治

会、自治協議会を初め、市民団体、ＮＰＯ、企業と行政がそれぞれ役割の役割

を分担し」というところなんですけど、ここのところで女性の意見をやっぱり

聞いていただきたい、女性も参加させてもらいたい。というのは、自治会は男

の人だけで回ってる部分がかなりあるんですね。そういう点でやっぱり女の人

の意見も十分聞いていただきたいんです。女の人もすごく能力を持ってます、

今は。会計面なんかは、女の人のほうがはるかに早いし、はるかに上手だとい

うのがあるんです。お願いします。 

  ○石原俊彦委員長 

 これはどうしますか。８番で男女共同参画である市民参画の議論をここでや

っているので、ただ、今ご指摘のようなところもあって、苦慮するところです

か、何かご意見あれば。ここで男、女まで書くと、それがちょっとまた難しい

ので苦慮してるんですが、いかがでしょうか。 

  ○吉見安弘委員 

 関連して、今、荻野さんもおっしゃったようなことはどうですか、この文章

としては市民団体の中に入ってると解釈したらいいんですかね。どうなんでし

ょうか。 

  ○石原俊彦委員長 

 ありがとうございました。そしたら、例えばこの市民団体の中に、荻野さん

ところの団体１個だけ載せるとまた変なんで、２つ、３つ並べましょうか。そ

の中に女性の団体も、女性というのか、福祉の団体も明らかに１個か２個かわ

かりませんが書いとくということで、ご示唆のように決して男性だけではない

という、そういうニュアンスをにじましたらどうかなと思うんですけど、どう

ですか。市民団体（例えばＡ、Ｂなど）とかいう書き方で、そこに例えば１つ

ですが、今の婦人会を入れるとか。 

  ○荻野洋子委員 

 それは不公平ですね。そんな婦人会とか書くのはね。やっぱり男女共同参画

ぐらいですね、書いてもらうんだったら。 
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  ○石原俊彦委員長 

 勉強のレベルでいうと、済みません学者なんで、男女共同参画はもう当たり

前で、次が市民と共生の市民協働参画なので、市民の協働参画と言ってるとい

うのはもう前提で、失礼な言い方ですが、男女共同参画って当たり前なんです

が、もしそうじゃないとしたら、やっぱりちょっと何か聞かなあかんですね。

男が言うても説得力が、もっとかちっとしたらいいんですが。 

  ○太田一誠委員 

 兵庫県の男女共同参画推進委員なんですけど、市民参画は、参画の中の参加

だから、共通用語で認識してもらえる関係上、女性の方々からも男女共同参画

がどういうことなんやということを少し勉強していただいたらと思うんですけ

どね。済みませんね、僕６期やっとるんですわ。男女共同参画。 

  ○石原俊彦委員長 

 どこが違うんですか。 

  ○太田一誠委員 

 丹波市の男女共同参画のプランを、今パンフレットになってると思うんです

けど、それに４０代で僕は入りました。その後、男女共同を受けて県の推進員

をさせてもらって、今６年目なんですけど、全部入ってますわ、ほんまに。だ

からそこら辺は、各会派の会の人がもうちょっと勉強してもろたらわかりやす

いん違うかなと思うんですけど。ちょっとそれを勉強しろというのも酷なんや

けどね。そやけど、それはもう何とも言えんねんけど。この市民参画の中にま

た入れるいうたら、何か組織が反対向きになってしまうさかいに、そこら辺、

ちょっとご理解をお願いします。 

  ○荻野洋子委員 

 済みません、女性の意見を入れていただきたいということを私は言いたいん

です。というのは、やっぱり自治会とか自治協議会なんかには女性が入ってお

らないところが多いんですよ、現実ね。そやから、そういうので女性の意見も

聞いていただきたいと、私はそう思うんです。 

  ○石原俊彦委員長 

 基本的に、できるだけ大綱には皆さん方の率直なご意見を、もちろん行政の

事情も斟酌して入れさせていただこうとは思っておりまして、パブコメで自治

会や自治協議会で上がってきておりますけれども、ここはこの委員会でありま

すので、委員の中からやはりそういうご発言も出ておりますので、私は市民団

体（Ａ、Ｂ）という表現をさせていただきましたが、そういう意味であれば、

自治会、自治協議会、あるいは婦人会を初めとか、そういう書き方でどうです

か。 

 別にこの自治会とか自治協議会を入れることに対して、パブコメでは大意は

ないと思います。だから、同じようなイメージで婦人会、丹波の者同士で決め

てもらえると私はうれしいですけど、どうですか。これはもう言葉の問題だし、

荻野さん、どういうふうにすればいいですか、案は。 

  ○荻野洋子委員 
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 どう言ったらいいのか。 

  ○石原俊彦委員長 

 私は具体的に提案してるんですけど、それがだめだとおっしゃってるので、

出していただかないと進められないんで、言ってください。 

  ○赤井俊子委員 

 荻野さんの意見を否定してるかどうかわかりませんけれども、言葉はやっぱ

りこの婦人会と入れるのは何か後退しているような感じにもなるし、このまま

余り変えないで自治会とか自治協議会で。でも結局現実に女性が入ってないと

いうことは確かなことなので、今、心の合併室でいろいろやってもらってます

けれども、これからもっと内容的に男女共同参画を進めてもらうと、自治会や

自治協議会、特にこの２つの中へ入れるように勧めてもらうというふうな形を

今確認してもらって、言葉はもうこのままでいいんではないんですかね。 

  ○谷水ゆかり委員 

 谷水です。この協働の男女共同参画とか、私がずっと勉強してるところなん

ですが、例えば女性のことに限っていいますと、例えば区長さんとか自治振興

会長さんとか、なり手がないんです。そして、こういった委員も女性を３％と

か５％とかいうんですけど、それも行政の方が幾らお願いに行ってもなかなか

受ける人がないということがあって、女性にも問題があり、市民の側にも問題

があるというか、進んで出ていこうという気持ちを持っている人がまだまだ少

ないというところらへんに問題があります。 

 ですから、私が最近一番どうしたらいいかと苦慮しているところは、市民と

言われる市民、女性と言われる女性がもっとレベルアップする、行政に頼らな

くても自分たちでやっていけるレベルに上がるまで、全体的に持ち上げていく、

それをだれがやるのか。市長さんがするのか、私たちのだれか代表がするのか、

議員さんがしていただけるのか、行政の方々が仕掛けをつくっていただけるの

か、そこのところが今日の議論ではないとは思うんですけれども、市民が市民

らしく力をつけるところが大変難しいことだと思っています。 

  ○石原俊彦委員長 

 ここで、例えば今議論いただいている８ページの(１)のところで入れる入れ

ないは、やっぱり何があるのかもわかりませんので、もしよろしければ、これ

もちょっと事務局にお任せいただければと思いますが。一番最初１ページ目の

ところで、行政改革の必要性というところで、いろいろ長い文章が書いてあり

ます。例えば１ページ下のほうですけれども３分の１あたり、「丹波市総合計画

では……」と、こう云々書いてるので、この一連のブロックの文章に男女の共

同参画であるとか、市民共同参画であるとか、そういう文言を前のほうに入れ

ときましょうか。 

 この議論の中で流れで行きますと、やっぱり女性の問題が出されましたし、

入れておきたいと思いますけども、いろいろご意見ありますので、こういうこ

とでどうですかという折衷案でありますが、１ページの行政改革の必要性の下

のほうに、言葉として男女共同参画というのを、変な言い方ですけどそれとな
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く入れますので、そういうことで皆さんいかがでしょうか。いいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

  ○石原俊彦委員長 

 はい、じゃこの件については、そうさせていただきたいと思います。 

 あと数分でございますが、全体を通じて、次回はできれば「時間」と「情報」

のところを一緒にやって、最終ご議論をいただきましてと思っておりますので、

それ以外のところを中心に念のためご確認を、あるいはご指摘いただければと

思いますが、いかがでございましょう。どうぞ。 

  ○吉見安弘委員 

 大分終わり近づいてますので、財務部長さんにお尋ねしますが、この大綱を

つくるにつきましては、行政のほうとして部長さん単位か、あるいは課長さん

も入ってかどうかわかりませんが、とにかく行政側の会議を持っておられると

思うんですけども、そういう後期の大綱をつくるのに何回、どういう会議があ

って、何回ぐらい会議を持たれているのかということをちょっとお聞かせ願い

たいと思います。 

 それから、２点目は副市長さんにお尋ねするんですが、先ほどから市民とか

市民力とかいうようなことも出てきますが、行政側としては市民の声を聞くと

いうた場合に、自治会やとか自治協議会を頼りにされているのか、あるいはほ

んまの市民が対象なのか、あるいは市民団体あたりが対象なのか。その辺、ほ

んまの本音はどこの声なんでしょうか。ちょっとその２つについお尋ねします。 

  ○久下拓朗財務部長 

 財務部長でございます。今、質問のありました件でございます。会議でござ

いますけども、これは毎月という形になります。特に、この委員会がある前に

は必ずやっております。ですので、部長会でもこういった会議の内容は認識し

た中で、行革に取り組むようやっております。 

 この会議につきましては、部長における本部会議というのがあるんですけど

も、通算で３９回、途切れることなくやっておりますし、これができました後

につきましても、それぞれ部長のもと、それぞれの課にまで浸透させるという

ことをいたしますので、十分この大綱につきましては、市内には浸透する、周

知するということでできるというように思っております。 

 以上でございます。 

  ○永井隆夫副市長 

 色んな計画をつくったり、事業実施の中で、いわゆる市民の声を聞くという

中で、本音は市民のどういったところかという厳しいご質問でございますが、

いろいろ市民代表で委員長もおっしゃったように、議会とかあります。それか

ら、もう一つは色んな委員会の中で、やっぱりおっしゃるように自治会の代表

の方に入っていただいたり、あるいは市は基本的に公慕ということも非常に最

近力を入れてまして、やっぱり手を挙げていただいて積極的に発言をいただけ

る、そういう方も市民というふうにちょっと考えてます。 

 また、いわゆる計画の案の段階では、パブリックコメントということで、一
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般の市民の声を広く聞いていくとか、あるいは今日出ましたように満足度調査、

これは市民のアンケートの中で、市政についていろいろ疑問点、あるいは意見、

感じられてること、こういうことも聞いておるんですね。 

 だから、市民は非常に範囲が広いんですが、基本的には本音はどこかと言わ

れても、やっぱりそれぞれ自治会の団体、それはそれぞれの役割がありまして、

それは一つのやっぱり市民の声というふうに思っております。また、一般の広

く全市民を対象にして色んなことをやっていますので、それもやっぱり当然市

民というふうに考えておりまして、色んな見方があるという話も最初にちょっ

といろいろ議論の中で出ましたが、やっぱり切り口によって市民が違ってくる

というふうにも考えておりますので、基本的には色んな事柄の中でそれぞれに

おいて、特定をされる場合もあるし全市民という言い方で市民を考えてゆく場

合がありますので、その変ちょっと本音と言われても、基本的にはやっぱり７

万市民が市民ということでご理解いただきたいと思います。 

  ○石原俊彦委員長 

 じゃ、小谷さん、最後ということでお願いします。 

  ○小谷邦彦委員 

 小谷です。今説明いただきましたように、本市はいろいろ広くパブリックコ

メントなんかも進んでおるんじゃないかなというふうに思って、私も興味があ

る事項にはそういうことで意見を述べさせもらったりしておるんですけども、

パブリックコメントをこういうふうに回答されますね。できたらパブリックコ

メントというのは非常に重要な案件だと思うので、意見を出された人を少しの

時間でも集めて議論するという場をぜひ持っていただいたらありがたいなと思

うんです。 

 私も教育関係でされまして、こうですこうですと言われて、消化不良なんで

すよ。だから、ぜひパブリックコメントは時間的に非常に厳しいと思いますけ

れども、集合して議論をするというような場を持っていただいたらありがたい

なと。ただ、文章でこうですこうですということも一つのやり方かもわかりま

せんけれども、そういうふうに感じております。 

  ○石原俊彦委員長 

 副市長、ぜひ大綱云々ということじゃなく、パブコメの進め方としてご研究

をいただきたいと思います。 

 それでは少し確認の意味で、まとめさせていただきたいと思いますが、本日

主たる議論をしていただきました「時間」と「情報」の部分につきまして、先

ほど確認いたしました４点について個別意見を次回提出させていただきたいと

思います。 

 それから、大綱の改訂案のほうでございますが、これつきましても今ご審議

をいただきましたので、次回主としてご検討いただく部分は、「情報」と「時間」

の部分に集約して、ご議論をさせていただきたいと思います。つきましては、

次回は補足的な事務局からの説明等も余りございませんので、最終準備させて

いただいております答申案、それから大綱の改訂案、これを皆さん方に最終お
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示しさせていただきまして、ご議論をいただきたいと思います。「時間」と「情

報」を中心に議論いただき、その場でご議論いただきました内容を修正をさせ

ていただきまして、会議の終わるタイミングで市長に、委員の皆さん方がおら

れるところのほうがいいと思いますので、答申をお渡しさせていただきたいと、

そういうふうに考えております。 

 ただ、もし当日非常にたくさんの修正等が出ましたら、それはここの場で市

長にお渡しすることちょっとかないませんので、正副委員長預かりということ

にさせていただき、修正して市長にお渡しするわけですが、できれば皆さんの

おる場で提示させていただきたいと思いますので、今日もし発言できなかった

というようなところ等ございましたら、事務局に直接お願いし、当日の進行に

はぜひお力添えをいただければと思っております。 

 副委員長、済みません、今日はちょっと何もご発言いただけませんでした。

何かおまとめの一言をいただきますね。 

  ○村上康充副委員長 

 皆さんどうもご苦労さんでございました。大変多くの意見が出て、本当にこ

の大綱も終盤に入り、若干後戻りするところもあったりしたんですけれども、

これ本当に最終的に皆さんの思いをここに集約するということで、小さい文言

でもやっぱり修正も必要かと思います。 

 先ほど委員長のほうから出ましたとおり、次回が最終回ということで、事前

にやはりそういった文言の修正も踏まえまして、少ない期間で本当に思いが伝

わらない部分もあろうかと思うんですけど、若干目をつぶっていただいて、次

回にぜひ提出できたらいいなと思っております。本当に皆さんの熱いご意見あ

りましたので、それが集約できたことを大変喜んでおります。本当に皆さんど

うもご苦労さんでございました。また次回よろしくお願いいたしたいと思いま

す。 

  ○石原俊彦委員長 

 一応、以上で委員会としては終わりですけども、事務局のほうから、諸般ご

連絡ということでお願いします。どうぞ。 

  ○久下拓朗財務部長 

 失礼いたします。最後のほうになってから、１点だけちょっと報告という形

なるんですけども、この策定委員会をずっとお世話になってるわけでございま

す。そういった中で、委員さん方のお手元にお渡ししております資料につきま

しては、市会、いわゆる丹波市の議会なんですけども、議会のほうへも提供い

たしております。それはこの委員会でされてることでどうこう言うわけではご

ざいません。こういった内容で、こういうことをしてますよという資料の提供

だけでございます。そういうことをさせていただいております。 

 そういった中で、今回最終段階に参っております、行政改革大綱と改訂案で

すね、それから答申等、あるいは答申の案でございますけども、今ここまで来

ております。これも議会にお示しをするわけでございます。そういった中で、

議会のほうで議会としてこの答申とか大綱の案の中で、我々はこう思いますよ
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というようなご意見があれば、その意見を伺うと。それで、伺った中で私ども

で事務局等も含めて中身を検討させていただいて、委員さん方にお示しをする

かもしれません。議会からそういう意見が出て来れば受けて、それは皆さんが

たにお示しをしたいと。それ以降の取り扱いにつきましては、委員長さんにお

任せする形になるんですけども、今回そういう事務があるということで、今度

最終回の場で出てくれば、提示させていただきますので、それをお含みいただ

きたいということの報告だけでございます。 

 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 

 今財務部長からありましたように、ここの議論、それから今日皆さん方にお

配りさせいただきました改訂案、５回－７ですね、ご議論いただいてるものを

修正し、これも答申いただくまでの間に議会等で情報としてお渡しするわけで

ございますので、それを踏まえて次回の会議を開催させていただきたいと思っ

ております。 

 それでは、最終連絡を事務局のほうからお願いします。 

  ○事務局 

 それでは、事務局のほうから次回の会議の開催日程についてご連絡をさせて

いただきます。５番目に、第６回の策定委員会の開催日程ということで、１０

月２９日金曜日、申しわけございません９時と書いてございますが９時３０分

の開会でお願いをいたします。この会議に当たりまして何度も会議の日程等変

更させていただきましたが、非常に申し訳ございませんでした。１０月２９日

は９時３０分に次第のほうを修正いただいて、繰り合わせご出席いただきたい

というふうに思います。以上でございます。 

  ○石原俊彦委員長 

 それでは、今日はどうもありがとうございました。 

 

 


