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第６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 １０月 ２９日（金）午前９時００～１０時５０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１４名（欠席１名） 

  石原 俊彦  竹村 安彦  村上 康充  藤本 幹雄  植木 和也   

足立 俊行  尾松 勝實  荻野 洋子  赤井 俊子  谷水 ゆかり  

田中 延重  太田 一誠  小谷 邦彦  吉見 安弘 （足立 昌彦）   

 

（２）行政改革推進本部 出席１８名 

市長 辻 重五郎 副市長 永井 隆夫 

教育長 

総務部長 

生活部長 

福祉部長 

産業経済部長 

小田 繁雄 

竹安 收三 

福田 宏 

大森 友子 

近藤 俊幸 

企画部長 

財務部長 

環境部長 

健康部長 

建設部長 

中川 泰一 

久下 拓朗 

足立 保男 

目賀多 茂 

大隅 保夫 

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 

議会事務局長 

水道部長 

教育委員会社会教育部長 

拝野 茂 

藤本 利一 

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 

  毎日新聞社 神戸新聞社 

 

 

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。定刻より若干早いですが、ただいまから始めさせて

いただきます。委員さんにおかれましては、ご多忙の中、本委員会にご出席いただ

きました。また、時間をちょっと早めたりしまして、変更があったこと、大変申し

わけなく思っております。出席、どうもありがとうございます。 

 第６回の行政改革大綱策定委員会を開催をさせていただくわけでございます。本

会は、本日で最後ということになりますので、よろしくお願いいたします。 

 本日、委員さんの出席でございますけれども、足立昌彦委員から欠席の届けをい

ただいております。それから、植木和也委員ですけども、３０分ほど遅れて出席を

するということをお聞きしております。当局におきましては、各部長それぞれ出席

いたしておりますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、資料の確認でございますけれども、会議次第の裏面の破線の中に、本日の

資料一覧を載せておりますのでご確認ください。６回－１から参考資料までつけさ

せていただいております。もし届いていないようでしたら、またお申し出いただき

たいというように思います。 

 さらに、お手元に平成２２年度の財政収支見通しということで、こういったもの

を毎年財政課のほうで出しておりますが、平成２２年１０月分でございます。また、

中のほうをご確認ください。 

 それから、もう一つ資料を当日配付させていただいております。前回ちょっとお

話をしていたわけでございますけども、議会からの意見等があればお受けして、皆

様にお知らせすると言わせていただいていた分でございます。別紙のとおり意見が

出ております。市の考え方等についてもちょっと書いたものをつけさせていただい

ておりますので、また後ほどお話をいただければと思っております。 

 それから、今回も、記者席と傍聴席とを設けさせていただいております。そうい

った中で進めさせていただきたいというように思っております。 

 それでは、永井副市長のほうから最初にごあいさつ申し上げます。よろしくお願

いします。 

  ○永井隆夫副市長  

 皆さんおはようございます。今年の夏の猛暑から一気に冬に向かって季節が進ん

でいるように思います。この寒さで来月から丹波紅葉三山、山開き、また麦まきが

予定されておりますが、一気に紅葉が進み、たくさんの観光客が来るんじゃないか

なという期待をしております。 

 本日は、第６回の丹波市行政改革大綱策定委員会ということで、部長が申しまし

たように今日が最後になります。これまで委員の皆様方におかれましては、生産的

な立場、またそれぞれの立場から貴重な意見、また提言をいただきまして本当にあ

りがとうございます。今日は第６回目ということで、最終的に丹波市行政改革大綱

案について、基本的な整理をいただいた中で答申をいただきたいというふうに思っ

てございます。 

 今日は、部長も申しましたように、平成２２年度の財政収支見通し、これをお配
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りしておりますが、これは先日記者発表させていただきました。既に新聞等の見出

しが、例えば２０２０年で１５億円不足、あるいは２０年度から３カ年で３３億円

の赤字を見込むというふうに、見出しは非常に厳しい表現になっておりますが、今

日皆さんにご審議いただきます大綱に基づいて、やっぱり市民への行政サービスを

きちんとやっていく、そしてまた行財政運営をきちんとやっていく、その指針にな

るようにこの大綱の策定を皆さんにお願いしたいというふうに考えてございます。 

 本日は、最後に市長も出席させていただきまして、皆さん方にごあいさつ等をさ

せていただきたいと思います。以上簡単でございますが、始めるに当たってのあい

さつにかえさせていただきます。それでは、本日も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いただきまして、その後委員長の進行でお願い

したいと思います。どうぞ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 

それじゃ、皆さんどうもおはようございます。早くからどうもありがとうござい

ました。いよいよ最終回に入りましたけれども、早々にきちんと整理をさせていた

だいて、しかも皆さん、明日は台風が来ますので、頑張ってくださいね。私は明後

日からイギリスへ行くんですが、飛行機は飛ぶのかなと思ったんですけど。実はイ

ギリス行くのが、１０月３１日になるんですが、翌日からサマータイムから普通の

時間に戻りまして、イギリスに行ってて突然１時間増えるんです。そういう経験も

しに行きたかったんですが、飛ばなかったら学生が先にロンドンへ行ってますんで、

私が行けなかったら元気にやって帰ってきてくれと言ってるんですけども。そんな

んでございまして、それではちょっと中身に入らせていただきたいと思います。 

 

 

（３）報告事項 

  ○石原俊彦委員長 

次第に沿って、３番の報告事項でありますが、前回第５回の策定委員会の会議報

告について、これにつきましては６回－１ということで、前回の委員会の発言録等々

整理をさせていただいておりますので、ご確認をいただきたいと思います。 

 それから、３番の報告事項の（２）「お金」に関する議論の整理、修正、報告につ

いてということで、これにつきましては６回－２をご覧いただきたいと思います。

これは前回会議の終わりごろにご議論いただきまして、委員の皆さん方からご指摘

いただいた部分を確認いただきますと、１番の補完性の原則に基づいた役割分担を

明確にするというところ、「社会福祉法人等」という文言を追加、それから２番の補

助金のさらなる見通しの推進のところですが、３行目、アウトプットの説明として、

「活動結果」に加えまして、「実施」というものを組み込ませていただきました。 

 それから、同じところでございますけれども、１つ目のパラグラフの下から２行
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目、市民参加の評価の仕組みを推進すべきということで、従前の「検討」を「推進」

に文言変更をさせていただきましたので、これについてはこれで確定ということで

ご確認をいただきたいと思います。前回の議論の最終の部分でございました。 

 

 

（４）協議事項 

  ○石原俊彦委員長 

それでは、本日の協議に入らせていただきたいと思います。１）で、第２次丹波

市行政改革大綱（案）についてということで、ずっと続けてまいりまして、今日は

「時間」「情報」に関する議論の整理ということでございます。こちらにつきまして

は、６回－３ということで、資料を準備させていただいております。事務局のほう

で集約をいただいた文章でございます。１番の継続的なＰＤＣＡサイクルによる庁

内システムの推進をしていこうという点、それから２番業務改善活動のさらなる推

進という点、３番ですが、ゼロベースでの業務見直しの推進という点、そして４番

目以降でございますが、市民協働参画を推進すべきという点、前回ご指摘いただい

た部分等なんかも踏まえながら、こういうふうに文言を一応事務局として準備をい

ただいた分でございます。 

 本日は、この６回－３のこの中身につきまして、委員の皆様からご意見をいただ

き、審議をさせていただきたいと考えております。それでは、早々に恐縮でござい

ますが、この６回－３についてのご意見等、いただければと思います。どうぞよろ

しくお願いいたします。どうぞ、太田さん。 

  ○太田一誠委員  

おはようございます。太田でございます。いろいろありがとうございました。今

日は、もうあいさつを踏まえて。 

 ６回－３の１で継続的なＰＤＣＡサイクルによる庁内システムの推進というとこ

ろなんですけれども、ちょっとあわてて話するので、２分ぐらいで読めるかなと思

うんですけど、４行目、５行目を見ていると、実行後のチェックが難しいという意

見もあって、「よって管理職を中心として、もしくは評価機関をつくることも検討し

ながらＰＤＣＡサイクル庁内システムを継続的に進行すべき」と書いてあるんです

けど、これはちょっと、協働の面からも直してほしいなと思います。 

 例えば、案なんですけども、「管理職を中心として」というところを、「行政人と

して説明責任をより明確化するために、外部監査制度システムの抜本的改革を、地

域主権改革の原点として位置づけることで、市民に対して信頼性が増す制度の再構

築を推進しなければならない」とか、こういった感じで表してもらったほうが、市

民には信頼性がより増して、じゃ市民も一緒に協働しようかなというようなイメー

ジがわいてくると思います。 

また、参考資料の委員長のおっしゃっていることなんですけども、地域主権改革

の責任側面は、自治体マネジメントとして、プロセス責任、透明性の確保と結果責

任、財務決算情報公開の充実、この２つは一応これまで話し合ってきた中で、丹波

市は行われてきているようなんですけども、今後さらに自治体のガバナンスとして、
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社会責任、つまり外部監査制度の再構築が今後の課題と思われます。 

 ガバナンスというのは、組織や社会に関するメンバーが主体的に関与を行う意思

決定、合意の形成のシステムにあると思います。ここが「時間」「情報」軸であって、

信頼性の尺度になる、バランスになると思います。 

 ちょっと長いですけど、もう少しお願いします。 

 丹波市は、現在３００億円もの財政を管理する地域としては、必ず大企業並の外

部監査制度の再構築が求められ、ここが地域主権の基本、改革の基本となるような

感じがするんです。何度も言いますけども、市民と行政側の信頼感というものが大

切になってくると思います。相互で自主、自立していく上でも、自立地域性といっ

た丹波力をつけるためにも、利害関係がなく、継続性のない外部監査制度の再構築

を期待します。 

 このことは、単に行政側にとっても社会的責任をより明確にして動かれて、結果

的に各部署の担当が「時間」軸をさかのぼって説明するロスタイムを減少して、引

いてはやりがいを持ってこの聖職の職責に専念できるシステムベクトルになると確

信します。これが、また前回意見した「時間」軸、「情報」軸であらわすようなサー

ビスフロー、見えない空間のサービスというところの軸になると思います。 

 長くなりましたけども、以上こういうことなんです。簡単に言いますと、会計監

査を利害関係のない空間で公表することで、「ありがとう」「おおきに」というまち

になるんやないかということです。すみません、失礼しました。 

  ○石原俊彦委員長 

ありがとうございました。今のご指摘は、一番のＰｌａｎ・Ｄｏ・Ｃｈｅｃｋ・

Ａｃｔｉｏｎ、これはマネジメントのサイクルでありますけれども、それに加えて

ガバナンスの視点から外部監査の強化とか、そういった文言を追加してはどうかと

いうご提案であります。これについて、ちょっと皆さん方のご意見をいただきたい

と思います。市のほうからでも結構でございます。いかがでございましょうか。 

今日は、市のほうは監査の局長さんはいてないですね。ご意見なければ書きます

がよろしいですか。いかがですか。まあまあ悪い言葉じゃないから、１行ぐらいで、

例えばバランスド・マネジメントとガバナンスというんですが、１行目で庁内行政

経営と書いてますので、マネジメントというのは経営といいますので、ガバナンス

というのはちょっと言葉がきついんですが、監視という言い方を普通してますので、

もしよろしければこの５行目、「継続的に推進すべき」の後、なおもうちょっと何か

あれですが、「行政監視の観点から外部監査の強化についても検討すべきである」と

か、そんな文言というところですかね。大体ご趣旨は。 

  ○太田一誠委員  

楽になってほしいための保障をしてほしいということなんですけども。 

  ○石原俊彦委員長 

そうですよね、保障してもらってね。はい、わかりました。ということで一回皆

様方にご提案させていただこうと思いますが、文言はちょっとお任せください。今

ちょっと事務局の世羅さんがどこか渋滞に巻き込まれて、まだお越しになってませ

んので、今事務局の皆さん、フルパワーで回転しておられますけども、ちょっとそ
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ういう一言は加えさせていただくということで、お諮りさせていただきたいと思い

ますが、よろしいでしょうか、市のほうも。総務部長、副市長、よろしいか。 

じゃ、太田さん、今のは入ります。ありがとうございます。でき上がったときに

は、この１行はおれのやと、必ず言えるのはうれしいもんですよね。 

 いかがでしょうか、皆さん方、今日の審議事項はこれのみでございますので、ど

うぞご意見いただければありがたいんですが、いかがでございますでしょうか。 

  ○谷水ゆかり委員 

ＰＴＡの谷水です。お世話になります。どこに入れていただいたらいいのかちょ

っとわからなくて発言させていただいてるんですが、特に私が今保護者として学校

現場にかかわる中で、教育ということについては安易に経費節減とか、それから費

用対効果とか、そういったことはやりにくい部分であるというふうに思っています。

何か聖域というものは作ってはいけないということは重々承知はしているんですが、

教育とか子育てとかいうことについては、慎重に考えていただくというような文言

をどこかに入れていただきたいということで、お願いしたいと思います。 

  ○石原俊彦委員長 

今ご示唆いただいたのは、ちょっと今のこのテーマと直接関係しないので、次の

答申すべき事項というところに回させていただいてよろしいですか。ちょっと「お

金」には、やっぱり「お金」とかの問題のほうが強いと思いますのでね。ちょっと

進めたいと思います。ありがとうございました。 

 いかがでしょうか。こんなん言うたらあれですが、常連の皆さんが今日は手を上

げられませんので、どうぞ１回ずつぐらいしゃべっていただければ。まだお三方が

残っておられますので、別に譲り合うのも美しいですが、どうぞ。こう言われると

言いにくいなという雰囲気があるかもですが、すみません。今日はもうほんとこれ

だけですので、どうぞお願いします。 

  ○田中延重委員 

田中です。前回欠席させてもらって失礼しました。前回のときもちょっと発言し

たかった「情報」のことで、かなり情報公開ということで進んでおると思っており

ますし、そういう認識でおります。その情報を、間違ってはいないんですけれど正

確にというのか、どこまで情報を出していくのかというか、財政のところもそうで

すし、あらゆる団体での情報の公開もそうですけど、情報公開を促進するような言

葉みたいなものがあったらいいかなと思います。的確な言葉が思い浮かばないです

けど、情報というのも非常に大事なんだと思いますので、その情報というのを正確

にというか、そんなことを思っておるんです。うまく言えないんですけどね。 

  ○石原俊彦委員長 

今のご指摘いただいた分ですが、例えば４番のところ、市民協働参画を推進すべ

きというところで、３行目の始めですね、「求められる」というところがあります。

その後で、例えばですが「その際市民に役立つ積極的な情報公開を行う必要がある、

また」というような形で進めていったらどうかなと。だから、今ご示唆いただいた

生活とか、役に立つとか、先ほど太田さんが申し上げられましたが、信頼できると

かいうのを一つの言葉で集約して、市民に役に立つ、「その際市民に役立つ積極的な
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情報公開を行う必要がある。また」という形で続けていければ。正直今ご示唆のよ

うに、協働参画のところで情報の文言が正面切ってぽーんと出てきてませんので、

非常にありがたいので、今の申し上げたようなところで、「また」の前に「その際」

ということで、ワンセンテンス加えるということでお諮りさせていただきたいと思

いますが、いかがでございましょうか。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

  ○石原俊彦委員長 

それでは、まだＢＩＧ２も残ってますので、もう余り言うのもあれですが、ほか

の皆さんいかがですか。どうぞ。 

「お金」のところとか、あるいは人材育成のところと比べると、少し難しいとこ

ろなのかもわかりませんが、今２件いただきましたガバナンス監査の観点、それか

ら引き締まったと思います情報公開というのをきちっと入れることができまして、

かなりうまく進められるようになったのかな。それから、業務改善については市民

の皆さんから積極的な答申をいただくような形になって、これは若い職員の皆さん、

きっとお喜びになられるのではないかと個人的に思いますし、なかなかうまくまと

まってきていると思います。いかがでございましょうか。 

 そうしましたら、決して議事を急ぐわけではございませんが、６回－３について

は、以上の点を後ほど修正させていただいて、皆様にお諮りをさせていただくとい

うことで、先ほど１件教育の問題が出てまいりましたので、その関連で協議事項と

しては次、２）番のほう、それから３）番のほうをあわせまして、答申すべき事項

について、それから大綱案に加筆及び修正すべき事項についてということで、皆さ

ん方恐縮でございますが、お手元の資料の６回－４、こちらが意見集約させていた

だいた分で、５ページのところはこれから修正に入ります。それから６回－５、冒

頭ございました行政改革大綱に皆さん方からいただいたご意見を集約したものを踏

まえまして、改訂案ということで準備をさせていただいております。これらをざっ

と拝見、ご確認をいただくという作業に入らせていただきたいんですが、加えてそ

の前に、ファイルされてる資料ではないですが、６回当日配付資料ということで、

お手元にこういうＡ３の資料を準備させていただきました。 

 これにつきましては、前回この委員会でもご説明をさせていただきましたが、丹

波市議会のほうで今回私どもが関わらせていただいております第２次丹波市行政改

革大綱についての様々な意見集約等について、ご示唆というか、ご意見が出ており

ます。もちろん私ども委員会へという形ではなく、議長さんから市長さんへという

ことでございますので、この件についての最終のご回答は市長さんから議長さんの

ほうにされるものと思います。 

 しかし、私たちのこの委員会に関連する内容でございますので、議会からいただ

きましたご意見、ここには３点上がっております。それについて、右のほうに市の

お考えが記されています。これについてもここでご説明、ご紹介をさせていただき、

これについて云々というわけでは全くございませんが、しかし意見集約であります

とか、大綱の改訂案を総合的にこれから見ていくに際して、頭の中にインプットし

ていただければ、なおいいのではないかなと考えております。 
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 それでは、事務局のほうから、この６回当日配付資料についてご説明いただきた

いと思います。 

  ○事務局  

それでは失礼いたします。当日配付資料、質疑への考え方、議会からの意見につ

いてということで、資料のほうを説明させていただきます。当日配付になりました

ので、少しお時間いただいて丁寧に説明させていただきたいというふうに思います。 

この資料を配付させていただきました経過につきましては、前回部長が申し上げ

ましたとおり、また委員長のほうから今ありましたとおりでございます。そういっ

たところで、市の考え方ということで経過をまとめさせていただいております。左

半分が議会から出てまいりました質疑ということで、原文そのままでございます。

また、右半分につきましてはその質疑に対する市の考え方として整理をさせていた

だいております。 

 初めにということで、前段記載をされております１次の検証結果を踏まえて、か

なり厳しい行革に取り組んできた中で、市民に対して厳しい状況だけを伝えてきた

んじゃないかと、また赤字になるということを伝えてきたんじゃないかというよう

な表現のことを、初めにということで表現されております。 

 そんな中で３点だろうと思います。こういう考え方でということで、下段のほう

に基本目標、目標数値、基本項目についてご意見が来ております。１点目の基本目

標につきましては、（１）考え方、「地方交付税３０億円減少に対応できる」でなく、

「市民の福祉と生活の向上で財政危機を乗り切る」ための改革を進めること、危機

感だけを煽り、施策の後退、削減だけのイメージが強く、これでは市民力を引き出

せず、丹波市の魅力も活力も生まれない。国の情勢は展開が早く、５年ではなく３

年程度の見直しをしていくべきではないかというのが１点目でございます。 

 これにつきまして、右半分に市の考え方を提示させていただいております。この

委員会の中でも議論いただきましたとおり、地方交付税の算定替えの特例は、「市町

村の合併特例に関する法律」に規定されるものでして、合併後１０年間は合併前の

６町が存在するものとして、普通交付税の額を保障する。また、その後５年間で段

階的に縮減されるという制度のものです。この増額措置が切れることによる地方交

付税の減少が３０億円というもので、氷上郡６町が丹波市になることによって、こ

ういう制度になっているというものでございます。 

 この事実は、市民の皆さんに正確に伝える必要があると、市の努力云々にかかわ

らない制度上の問題であるということにつきましては、市民に正確に伝える必要が

あります。また、その上で将来の地方交付税の減少に的確に対応し、必要な市民サ

ービスの推進に努める必要があると考えています。 

 また、３年程度で見直しを図っていくというご意見につきましては、この行政改

革大綱も２６年度までの５年間ということで協議をさせていただいております。こ

れにつきましては、総合計画の後期の基本計画と合わさせていただいているという

中で、厳しい財政状況を踏まえながら、総合計画を具体化していくための財源確保

を図る、またそのよりよいサービス向上のために、改革改善を推進していくという

意味で、市の考え方を提示させていただいております。 
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 ２点目の目標数値というところで、目標数値は極端に上げる必要はないというこ

とが１点と、普通会計予算規模のところで３２年度段階で２５０億円という事につ

きましては、全く根拠がない、「失望感」だけしか残らないので、希望も展望も持て

なくなる数字であり、削除すべきであるという表現でございます。 

 この目標数値につきましては、紹介させていただいておりますが、２６年度の「実

質公債費率」、「将来負担比率」、「普通会計の経常経費に占める人件費の割合」につ

いては、総合計画の後期基本計画と合わさせていただいて、その目標を定めている

というところです。経常収支比率につきましては、最新の財政収支見通しの比率と

させていただいております。 

 また、「普通会計の予算規模」につきましては、この２５０億円は少しわかりにく

いかもわかりませんけれども、丹波市の財政収支見通し上の問題ではなくて、全国

の丹波市の類似団体の歳出の１人当たりの平均値に丹波市の３２年度時点の将来推

計人口６万２，８９９人、兵庫県が推定をした数値を掛け合わした数値が２５０億

円であります。したがいまして、丹波市の３２年時点の推計人口で、かつ産業構造

が類似している地方公共団体が、同じような規模の団体が、現在はその２５０億円

程度で財政運営を行っているという状況であります。 

 そして、地方公共団体の収入は企業等とは違って、地方税や国からの地方交付税、

国・県補助金等の使用料などで、自治体の収入は大きな違いがないということから、

この規模で財政運営をやっていかなければいけない、またやっていく必要がある数

値ということでまとめさせていただいております。 

 ３点目、基本項目でございます。「コスト意識」とか「費用対効果」などで、行政

経営と称して地方自治法に基づく地方行政運営を民間手法で置きかえるのは全くの

方向違いの問題である。国や地方行政は、憲法２５条の実現と住民福祉の増進に寄

与すべきである。 

 また、「人」「モノ」「お金」「情報」など単純化しているが、行政施策というもの

はそれぞれ総合的なものであれば、分野別、集中的、臨時的、緊急的な施策もあり、

それぞれ絡め合いながら展開され、短期、中長期的な視野で評価し、その成果が生

まれるものであることの基本が理解されていない、わかりやすければいいというも

のではないということにつきましても、右半分で考え方を提示させていただいてお

ります。 

 この問題につきましても、当然地方自治法の中に地方公共団体は住民福祉の増進

を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を

広く担うものとすると規定されております。住民福祉の向上を担うために努めるこ

とは認識をさせていただいております。 

 さらに、その中で自主的というものにつきましては、みずから判断と責任に基づ

き決定を行うという意味が込められております。限られた財源を有効的、効果的に

活用するために、事業に必要性や緊急性等の観点から、事業選択を行うために事業

に対するコスト意識、費用対効果を考慮し、行政の責任と市民の果たすべき役割を

明らかにした上で、最も効率的、効果的な事業展開をする必要があります。 

 また、自治法の中にもその事務を処理するに当たっては、住民福祉の増進に努め
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るとともに、最小の経費で最大の効果を上げるようにしなければならないと規定さ

れておりまして、行政における経営的な資源である「人」「モノ」「お金」「時間」「情

報」、５つの視点で今回まとめさせていただいているというところでございます。ま

た、改革に当たっては大綱案の中で示させていただいております行政経営の資源の

相関関係は、相関イメージ図のとおりとさせていただいてるということで、市の考

え方を提示させていただいております。少し長くなりましたが、以上でございます。 

  ○石原俊彦委員長 

こういう質疑と市のお考えをご紹介させていただきました。委員の皆さん方に、

今のこういう配付資料の件なんかも頭に置いていただきまして、６回－４をご確認

いただきたいと思います。こちらのほうが一応の現在の答申（案）ということで、

準備をさせていただいたものでございます。 

 下のほうの２行でありますが、「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次丹波市行政改革大綱（改訂案）を提出いたします。」と

いう文言でございます。 

 １ページが、これまで皆さん方に整理等、ご示唆等をいただいて、修正してまい

りました部分の説明でございますが、まず１ページ「人」についてというところで

ございます。右側に線が出てきた吹き出し部分のところに、従前ありましたこの会

議にかけさせていただいた際のご意見に基づいて入れました修正内容を記しており

ます。ちょっと長文でありますから目で追っていただければと思いますが、上のほ

うは文言削除、下のほうは逆に挿入と、こういう変化が従前ございました。 

それから、３ページに行っていただきまして、「モノ」、これはございません。 

 それから、４ページの「お金」のところ、これは本日今確認をさせていただいた

分でございます。 

 ５ページの「情報」「時間」、これは後ほど改訂しましたものを皆さん方にお諮り

をさせていただきたいと思います。 

 こういうふうにいただきましたご意見に基づいて、従前の大綱の案を改訂案とい

うことで再整理いたしましたのが６回－５であります。改訂案としてのいわゆる修

正部分でございますが、表紙の裏の目次のところ、３番の「お金」のところの（１）

で、「費用対効果を考えた事業の見直し」というものを従前の案に加えております。 

 それから、１ページで、下のほうでございますけれども、「男女共同参画社会のさ

らなる推進」という文言が加わりました。 

 ２ページに入っていただきまして、やや専門的でございますが真ん中あたり、新

地方公会計制度というような文言、これは実は昨日、総務省でも研究会がございま

したが、そういうのを上げました。 

 それから、数値目標のところ、これは若干事務局のほうで修正をしておられます。 

 それから、今議会のほうから出ました質問、３つ目のほうで「人」「モノ」「お金」

「情報」「時間」、単純化に対する懸念でございますが、それは実は私どものこの大

綱のほうでは３ページでございますが、改訂案のほうで行政経営資源の関係という

ところを、より５つの要素が関連する状況がわかりやすいように、相関のイメージ

というようなことで整理をした分でございます。 
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 それから、４ページに入りまして、上のほう「人」のところでありますが、４行

目ですね。「今後も全員参加の改善活動のなお一層の推進」、ここらあたり非常に案

と違いましてかなり充実した記述になっております。市民とのパートナーシップを

図り、全職員が危機感をもってということ。 

 それから、今ＰＴＡの関係でご質問いただいてるところ、実は改訂案のほうには

入っておりまして、ここはちょっとご審議いただきたいと思いますが、（１）の市民

にわかりやすい組織・機構の見直しというところのパラグラフ３つ目でありますが、

「とりわけ」ということで、聖域論の発言もございましたが、そういったものも含

みつつ、しかしこういった学校の適正規模・適正配置、幼稚園、保育園の一体化等

を行うことにより、子供の問題がメインでありますけれども、こういったものにつ

いてはやや聖域論というものもいかがなものかというのもありますが、将来を踏ま

えてこういう文言はもう明らかにと。「とりわけ」ということで一番強い言葉で入っ

ておりまして、これでいかがでしょうかというご提案を。どんなものでしょうか。 

 他に書いてませんので、これだけはというのは明らかに。逆に、何でそれだけや

と言われると、またもめますので、そこら辺はと思うんですが、いかがでございま

しょう。学校教育とか、やっぱりいわゆる少子化対策のほうはこの文言が入ってる

ということで、力を入れてくれという私たちの意見がこの改訂案に入ったという認

識はしておりますので、よろしいでしょうか。 

  ○谷水ゆかり委員 

    ありがとうございます。 

  ○石原俊彦委員長 

それでは、先ほどご質問いただいた内容については、この「とりわけ」というこ

とでカバーをさせていただきたいと思います。 

 あとは若干、「ため」でありますとか、事務局追加というところは語句修正でござ

います。 

 それから、４ページの下のほうで、これも改善のほうとかかわってまいりますが、

「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、職員の皆さんがやりがいを感じて業務を行

う職場づくりに努めます。」と、そんなことが入っております。 

 それから、「モノ」の部分につきましては、この委員会で皆様方にご審議をいただ

いたような内容を、やや専門的な文言もございますが、例えば（１）の公共施設の

整理合理化のところでは、「市民と行政が施設のあり方を検証して、市民の利便性が

向上するような利用を推進」とか、あるいは（３）の経常経費の削減、「必要最低限

の」というような文言を組み込ましていただいております。 

 それから、今度「お金」のところに入りまして、これ地域主権戦略大綱の関係で

やや専門的な新しい用語、「補完性の原則」というのが入りました。 

 それから、１枚めくっていただきまして６ページ、これは前回かなりご審議いた

だいたところでございますが、費用対効果を考えたという新しい見出しが出てまい

りまして、行政評価の話でありますとか、それから２つ目のパラグラフは、従前受

益者負担の適正化というところに記されていた文言でございますが、費用対効果と
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いう観点でこちらに上げようということで、ここの（１）はかなり文章を大きくい

じった箇所でございます。 

 それから、（３）の受益者負担の適正化につきましては、もとよりでございますが、

今議会からご質問をいただいたような部分とも若干関係するかもわかりませんが、

一番最後の２行ではありますけども、使用料の減免について適切に運用、財政が非

常に厳しいということで、行財政改革を推し進めるわけでありますが、一方で当然

のことでありますが、福祉でありますとか弱者に対する配慮でありますとか、そう

いったところ、適正な公共料金には改革していくわけでありますが、その一方で福

祉的な配慮は忘れないようにという、そういう文言であります。 

 それから、補助金については、これは委員の皆さん方からかなりご意見が出てい

た部分でございます。そういったのを見直しの判断基準に基づいてということで、

きちんとやっていきましょうという、大綱でございますので、具体はまだできてお

りませんが、そういう文言であります。 

 それから、７ページに入りまして、こちらのほうは協働、参画とも若干関連いた

しますので、ちょうど位置的にはいいところかもわかりませんが、３行目さらにと

いうことで、市民団体等の協働に対する補助金、これは市民の視点で評価、補助を

受ける市民団体にも理解できるような市民参加の評価の仕組み、何でもかんでも補

助金を外部評価するというのではなく、特に市民の皆さんが活動される団体、こう

いったところに対する補助金に若干焦点を絞って、そこにはやはり市民の目を十分

に入れようという、ここは今回の大綱の中でかなり他市とは違う、しかしよく考え

たなとご示唆をいただけるような部分ではないかと考えております。そういう修正

でございます。 

 それから、「時間」のところにつきましては、前回ご確認をいただいて、今日ご議

論いただいてる部分でありますが、そういった部分も含めまして業務改善の部分で

あります。かなり文章充実いたしました。事業実施の過程で業務の電子化、事務担

当者による小さな事務改善を重ねていこうと。また業務改善活動を行うことによっ

て、専門家の指導を受けながら改善運動などを引き続き推進して、今後も継続的な

業務改善活動を行おうと。それから職員の配置、それから業務量のバランスを検証

するなど、ゼロベースで業務を見直していきましょうということで、ここらあたり

非常に具体的な内容で重みが増したと、そういう修正でございます。 

 それから、「情報」のほうでありますが、今回の意見の中にありました行政経営シ

ステムという言葉を若干組み込ましていただきました。 

 それから、８ページにまいりましてパブリックコメントからいただいた部分でご

ざいますが、市民と行政のパートナーシップということで、まちづくりを進めてい

くときの具体的なパートナーシップの中身を、そこにあります自治会、自治協議会、

市民、市民団体、ＮＰＯ、企業の皆さん、それから行政というふうな形で明記をさ

せていただいた分でございます。 

 あと、９ページにつきましては大綱のスケルトンと申しますか、フレームワーク

図、それから１０ページにつきましては言葉の説明、以上でございます。これらを

総じてもう既に確認をいただいている部分が大半でございますけれども、一応６回



13 

 

－４、それから６回－５、これをあわせまして確定の作業に入らせていただきたい

と思いますので、本日この後若干、もう一回ご審議をいただく「情報」と「時間」

の部分については、ペンディングとさせていただきたいですが、そのほかの部分に

ついては改めてというわけではないですが、既にご了解いただいた部分ばかりでご

ざいますが、念のため皆様方にご意見、あるいはご確認等を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。 

  ○事務局  

事務局から１点だけ追加で説明をさせていただきます。今、委員長からまとめて

いただきましたとおりでございますが、６回－５改訂案の２ページをお開きいただ

きたいと思います。基本目標の目標数値というところでございます。 

 先ほど、議会からの意見にも若干触れさせていただきましたけれども、２１年度

の決算がまとまりまして、この数値を前回の資料から最新の状態に置きかえさせて

いただいております。前回までは「２０年度実績」と表現をさせていただいており

ましたけれども、「２１年度実績」にすべて置き直させていただいております。 

 また、今日お手元のほうに収支見通しをお配りしておりますけれども、この新し

い収支見通しができたということから、この大綱につきましてもこの数字につきま

しては事務的に最新の状態に置きかえさせていただいたということでございます。

最新の状態といいますのは、２１年度の決算、また２２年度の予算の状況から推計

をした数値ということでございます。 

 先ほど申し上げましたけれども、実質公債費率、将来負担比率、人件費の割合に

つきましては２１年度の実績、目標数値については前回と変わりなく総合計画の数

値、それから経常収支比率につきましては２１年度の実績と、現在お配りをしてお

ります収支見通し表の数字に置き直させていただいております。 

 また、参考数値で普通会計の予算規模につきましても２１年度の実績、またそこ

から２２年度の収支見通しから見た２６年度の数値、また３２年度で２段書きにさ

せていただいております、２７０億円と括弧書きで２５０億円ということで併記を

させていただいておりますが、上段の２７０億円につきましては２２年度の財政収

支見通しから、現在の丹波市が行っております財政運営から見たすべての数値につ

いて見込んだときに、２７０億円程度になるということでございます。 

 １点注意をいただきたいのは、２７０億円と表記させていただいておりますが、

歳出額を推計していきますと約２８５億円程度になります。先ほど副市長からもあ

りましたけれども、その時点で推計すると赤字で約１４億円から１５億円の赤字が

出るため、その数値に対応した場合に２７０億円。いわゆる歳出を推計していきま

すと２８４億円なり５億円になるけども、それでは赤字になるという状況から、そ

の１４億円程度を引くと２７０億円程度で歳出を見込まなければいけないという推

計ということで２７０億円を置かしていただいております。 

 下段の２５０億円につきましては、先ほども説明させいただきましたが、類似団

体の数字ということで、丹波市と同程度の産業構造、また人口については将来の６

万２，８９９人という推計でいきますと、２５０億円程度で現在他の類似団体は行

っている数字ということで、２段書きにさせていただいております。この点につき
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ましては事務局で修正をさせていただきましたので、報告を申し上げました。 

 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。この財政収支見通しがちょうど今日配られまし

て、一番最後のページですね。Ａ３の横長でありますが、そこで平成２２年もあり

ますが、平成２１年度の財政収支見通しということで、平成１７年の決算から３２

年の見通しまで上がっています。 

 これは一般財源ベースですから、特定財源、補助金とかいった部分は除かれてま

すけども、合併につきましては、合併してもいいことがなかったという、こういう

ご指摘、いろんな団体でお伺いするわけですが、合併したことによって１０年間、

ストレートに申しますと悪くなるのを延期できたというのが、合併の効果です。 

 例えば、上から２つ目、地方税の下に地方交付税というのがあります。例えば今

年でしたら平成２１、２２のあたり、ここらですと地方交付税と呼ばれるものが１

２０数億円あるわけです。これが合併が終わって大体１０年後ぐらいになりますと

１００億を切り、ずうっと平成３２年なんかになりますと人口の関係なんかもある

んでしょうか、もう９０億ということで、ここでもう３０億減っちゃってるわけで、

これが合併の効果です。合併しなかったら１０年早くこの９０億のレベルで落ちて

きたことを、合併することによって若干引き延ばすことができた。 

 非常に平たい、ざっぱくな説明でありますが、だからこの１０年間の間に、しん

どいことではありますけれども、行政改革をやって、お金のボリュームとしては小

さくなりますが、市民の協働参画でありますとか、職員のやる気でありますとか、

そういうのを引き出しつつ、高齢者でありますとか、教育であるとか、そういうと

ころに何とかツケが向かわないようにやっていこうじゃないかと、そういうスタン

スで大綱が出来上がってると認識しておりますが。すみません、ご質問、どうぞ。 

  ○小谷邦彦委員 

小谷でございます。いろいろ申し上げたことが反映されておるので、非常に嬉し

い次第でございます。あと、ただ 1 点、できたら何らかの形で加えていただけたら

というのは、大変耳障りな話なんですけども、職員の給与のことについて。私も最

初のとき申し上げたと思いますけれども、この最近の広報によりますと、２１年度

は６０８万円というのが職員１人当たりの年収ですね、載っておりました。 

 最近、社会保険労務士の方から資料をちょっといただきまして、これは２０年度

の国内の共済組合、健保組合、協会健保と、こういう三つの共済組合があるそうで

すけれども、これらの標準報酬総額というものを示されまして。２０年度で参考に

述べますと、共済組合――皆さんが加盟されている団体が、年収が６８１万円、健

保組合――大手の企業だと思いますけど５５４万円、協会健保――政府管掌のです

ね、これが３８５万円なんです。ですから、共済組合を１とした場合には、健保組

合が０．８１、協会健保が０．５６というような給与実績になってるわけですね。 

 これを、その６０８万円に置けば、その協会健保が３４０万ぐらいなるんですよ。

ですから、地域と非常にかけ離れた高い処遇になっているということで。 

やっぱり今後地域主権とか、あるいは補完性の原則とか、いろいろ住民が中心に
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なるという考えで進めていった場合には、やはり地域の賃金水準というものにも考

慮していく方向性というのを打ち出さないと。今までは横にらみということで、ラ

スパイレス指数というんですか、国家公務員と比較してどうかと。確かに、丹波市

は前にも示していただきましたように、兵庫県では非常にシビアに削減されており

ます。しかしそれだけでいいのかなと。やっぱり、信頼性を得るとか、協働の精神

ということになれば、あれらは潰れへんし、たくさんもらってるというので、本当

に胸襟を開くのかなという懸念は私持っております。 

 ですから、この厳しい財政で、非常に当局がこういう行政改革を、財政計画をし

ていくと、これは議会なんか僕はちょっと不自然かなと見るんですけれども、こう

いうことを進めていく上で、今、国会でもよく議論されておりますけれども、いろ

いろ考え方がございます。しかし、自分たちがまず衿を正せというのが一つの大き

な自然的な流れじゃないかというふうに思いますから、そういうふうに地域水準に

も考慮した考え方、同業者ばっかり見ていると、横並びばっかりというよりも、地

域に根差したということから、そういう観点も必要だというものをぜひ文言に入れ

ていただけたらというのが私の意見でございます。 

  ○石原俊彦委員長 

いかがでしょうか市のほう。 

  ○竹安收三総務部長 

総務部長の竹安でございます。ただいま、職員の給与のことについてご意見がご

ざいまして、全体的に共済組合とかいろんな健保、協会健保、それぞれの平均的な

年収等の紹介もございました。最終的には、職員の給与については地域水準という

ことで、この地域というのが、丹波市の地域なのか、どのあたりの地域とかいうこ

とは、ちょっとわからない点もございますが、まず公務員の給与そのものにつきま

しては、本来ですと給与というのは労使の交渉で決定をしてまいりますけども、公

務員にはそういう争議権等がございませんので、国においてはその代争の措置とし

ての人事院が置かれて、そこで一つの勧告がなされるという状況でございます。 

 そういった中で、特に人事院の中でも民間の給与等の調査を、５０人以上の従業

員の企業から抽出されて、毎年調査されて勧告が出されております。 

 そういった中では、民間の給余水準に合わせた状況ということで、これは国のレ

ベルでございますけども、そういうことが長年続いております。それは今言われる

ように、国家公務員、また地方公務員つきましてもそれぞれの国、東京とか、その

他北海道、九州それぞれ全国にわたっての水準でございますが、これが今までは同

じ水準で給与の勧告がなされておりましたが、１７年度の給与構造改革がございま

して、それぞれの地域に合った、ブロック制ではございますが、地域に合った給与

水準ということで全体的な見直しが、大きな改革がなされております。 

 特に、この兵庫県内といいますか、近畿地方の中では、そういった中で非常に民

間等の給与については、東京都と比べると本来はもっと低いじゃないかということ

で、平均的な４．８％の給与の見直しが行われたところでございまして、今のとこ

ろにつきましては全国的なレベルではなくて、地域、この近畿圏内、兵庫県内の状

況を踏まえた勧告が出されているというのが今の現状でございます。 
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 そういったことを踏まえて、給与の構造改革がなされておりますので、一方では

民間の水準に照らし合わせた内容での給与表の改正がなされたということで理解を

いたしております。それを丹波市の状況に合わせてということでございますが、本

来そういったところについては公的な機関であります人事院がそういった調査をし

て勧告をしますが、丹波市という１０万以下の都市については人事院を置いており

ませんので、そういう県であるとか、また国の状況を踏まえて給与の決定を行って

おる、そういう給与表も参考、準用して準拠してやっているということで、これは

法律上にもそういった国庫準拠の制度がございますので、そういう状況になります

ことをまずご理解も賜りたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

  ○小谷邦彦委員 

今、説明いただいたのは、もう従来からの考え方でございます。それはもう役人

の方々としては、当然の主張だと思います。しかし、今後地域主権、地域は地域の

ことでやっていくと、財源も任されるという中で、よそのものを比較していても何

の意味もないじゃないですか。そして、労働三権で制約があることは私も知ってま

す。しかし、今日本で労働争議なんかしているところがありますか。もう有名無実

ですよ。私はそういうふうにとらえております、労働三権の制約というても。 

 ですから、よそに決めてもらう、それはいままでの流れです。しかし、自分たち

で住民が納得する給与かどうかと。住民の税金ですので、よそと比較して決めるの

は不自然だと極端な論ですけれども僕は言います。１００％がラスパイレス指数、

公務員という１００％が正しいんだとか、その地域というのは確かに考え方がござ

います。これはいろいろ検討したらいいんですが、そういう考えを持つかどうかな

んですよ。そういうことをぜひ申し上げさせていただきたいと思います。 

  ○石原俊彦委員長 

いかがでしょうか。はい、太田さんどうぞ。 

  ○太田一誠委員  

これもやっぱり「時間」「情報」軸のガバナンスのつり合いといったところで、僕

は観点を見てるんですけど、平面で見ないで相関図で見てほしい。将来像、ここに

議論されたんじゃないかなというふうに思います。僕の観点からしたら、高校のと

き、就職するときにすごい勉強して、今何十年も勉強した人が管理職になって、当

然のように僕らができへんことをやってくれとってんやさかいに、高い給料でもい

いん違うかないうのは僕の考え方で、いやいやそんなんあかんで、景気悪いさかい

に、もっと下げなあかんわというのか、そういう考え方、妬みとか嫉みとかいうの

もあるかもしれんし。僕は別に今の給料でいいん違うかなと思うんですわ。 

 ただ、市民が信頼を置くというのは、効果とか透明性とかいったものがタイムリ

ーに、あんた思とってやことはこうなんやでと、ぽんと返ってくるようなまちにし

ないとあかんと思うんで、そこら辺がガバナンスという言葉で言うたら、組織や社

会に関するメンバーが主体的に関与を行う意思決定、合意の形成のシステムという

のが足らないのでこういう議論を時間かけてせなあかんの違うかなと思います。 

  ○石原俊彦委員長 
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    皆さんいかがでしょうか。 

  ○吉見安弘委員  

吉見です。今の議論にちょっと横へ外れるかもわかりませんが、まあしかし関連

したこととして、私はこの６回－５の行政改革大綱（案）の４ページにあります「人」

のところで、これはもう確定したことではあるんですが、そこの定員管理の適正化

について、もう一度お尋ねしたいと思います。 

 以前に地域主権等の方向性が強くなったら職員業務も増えるのではないかという

予想のもとに、将来的な目標としての６００人体制というのは、後期に入って再検

討するというような話があったと思いますし、私のこういった質問に対しての総務

部長竹安さんの回答も、この議事録からもう一回読ませてもらいました。 

 それを踏まえて言うんですけれども、これはあくまでも仄聞したところの話です

けれども、今までの早期勧奨退職５７歳が５８歳に引き上げられるのではないかと

いうようなことを聞いたんですけれども、そうすると５８歳の方々になると、これ

は大勢の方が部長級になられると。先ほどの小谷さんの話とも関連するかと思いま

すが、部長級の年収になれば、正確には私はわかりませんけれども、恐らく１，０

００万前後にはなっているでしょう。 

 そして、その勧奨退職年齢が引き上げられた場合に、何人ぐらいの方が該当する

か、これもわかりませんけれども、この行革の最大の目玉として減額されてきたも

のが大幅にこれ変わっていくのではないか。 

 １年間で、例えば、５人か７人ぐらいの部長さんが従来平均してやめられてきた

と。それは５，０００万とか７，０００万とかになった場合、今後５年間で数億に

なると、この数億の減額ができなくなる可能性は十分あるん違うかと。それはどの

ように見直していくのかそこら辺を疑問に思うわけです。大きな削減の項目であっ

た人件費が、少なくなってるのではないかということです。退職勧奨年齢が変わる

のか、あるいは６００人体制が大きく見直されるのかということについて、もう一

回だけお聞きしたいと思います。 

  ○石原俊彦委員長 

    竹安收三総務部長。 

  ○竹安收三総務部長 

ただいまの吉見委員さんからございました定員の適正化の見直しにつきましては、

この委員会の中でも申し上げたところでございまして、これについては従前当初合

併をしました段階で、一番多いときで８５４名がございます。この人数でございま

したけれども、現在約７００名というところに職員数になってございます。 

 職員数の今後の推移をどうしていくかということで、当初は財政状況等も踏まえ

て６００人体制ということで計画をさせていただいておりました。その目標につい

ては、大きく変わりはございませんが、やはり今ございましたようにこれまでの職

員の退職につきましては、通常６０歳定年を３年前の段階で、特に個別勧奨を行っ

て、５７歳を基本に退職の勧奨を行ってきたというのがこの５年間でございました。 

 今後にもそういった形での計画という方向もあったわけでございますけども、前

段でも申し上げましたように、今公務員のというよりも、民間も含めての勤労の定
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年の延長というのが全国、民間も含めて取り組んでおられるところで、特に民間に

おいては平成１８年だったと思いますが、雇用の促進、高齢者雇用促進法の改正も

ございまして、６５歳までの継続ということが、法制度で制定されました。 

それを受けて、国のほうにおいても人事院でも昨年、そして今年の報告において

も、公務員の６５歳定年に向けての制度設計をしていくということは適当であると

いうことで、そういう準備が今後進められているという状況でございます。 

 そういったことを踏まえますと、地方公務員におきましても６５歳、これは民間

を含めての６５際の定年の制度設計がなされている状況もございますので、今まで

５７歳としておりました勧奨年齢を２５年度から３年間に１歳ずつ引き上げるとい

うことがございますので、それと３年前の勧奨は継続をいたしますけれども、５８、

５９ということで、定年制の動向に合わせて勧奨年齢を見直すということで、今回

５年間の適正化計画についてはそういうことを法で定めております。 

 そういったことにつきましては、確かに地方主権ということで、いろいろとこれ

からそういった法がなってくるわけでが、あくまでもやっぱり行政経験を持った職

員を確保していくということも、一方必要ではございます。それに伴って人件費は

増額ということになる部分があるんですが、ただ６５歳に延ばすことにだけで人件

費がどんどん上がっていくということじゃなくて、やはり定年とは別の役職の定年

というのをあわせて導入をすることも必要であろうというのを思っております。 

 具体的には、どの段階でどの役職をするかということについては、今後の検討課

題になるわけでございますが、やはり定員計画につきましても先ほどの話ではござ

いませんが、やはり全国的な社会情勢の変化もある意味対応することも必要である

という考え方のもとに、そういったところで勧奨年齢については段階的な引き上げ

を行っていくということで、それの人件費につきましては確かに今までのようなペ

ースでの人件費の削減効果は変わってくる部分はございますが、ただ本来ですと６

０歳、６１歳になっている役職定年年齢を、丹波市においてはもう３年前からとい

うことで、早くから取り組んでおりますので、そういった取り組みについては継続

をしていくということですので、ご理解を賜りたいというふうに思います。 

  ○石原俊彦委員長 

まあ、人件費、お給料の問題はいろいろあります。私１２月に三田で、宝塚と三

田と丹波と、ここと比べてどうですかという関西学院のセミナーをやるんですが、

応募した途端、一瞬で超満員になって、もうスタートする３カ月前から、もう満員

札どめになったんですけど、お金を取ったらよかったとは言ってませんけども、そ

こで例えば今の勧奨の、５７というのは他市と比べると実は早かったんですよね。 

 ですから、その意味ではかなり頑張っておられるし、だからそれを実数が落ちて

きたので戻すとか、あるいはここで皆さん方が議論されてるように、そういう意味

ではやっぱり一生懸命やってる職員の方は、それなりにお給料をもらってもいいん

じゃないかということに異論を唱える方は多分少ないと思いますし、だけどみんな

が頑張ってるわけなのかというのもあると思いますので、どうでしょうか。 

 例えばですが、地域主権時代の給与というお話が出ましたので、それをちょっと

組み込ましていただくということで、あくまで大綱でありますので具体にはなって
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おりませんが、６回－４の真裏１ページのところに、該当個所はここかなと思うん

ですが、４番で成果が処遇に反映される仕組みづくりというのが実はあります。 

 ここの冒頭に、事務局ちょっとメモってほしいんですが、「地域主権時代における

職員給与のあり方を検討すべきである。その際」、以下本文につながります。「目標

管理などの人事評価制度を導入し」、以下一緒です。その評価結果云々ということで。 

 ですから、地域主権時代という言葉で今ご示唆いただいたように、横並びだけと

いう発想からは脱却したほうがいいのではないか。しかし、真面目にきちんとやっ

てる人のことについても、やっぱり当然配慮すべきである、ここらあたり太田さん

言っていただいたとおりですが、そういうことで後ろのほうの大綱案にまでちょっ

と組み込むのは、定数のほうは大綱案には書いてて、給与のことは入っておりませ

んが、我々大綱のほうの委員でありますので、解釈としては今のような解釈である

ということで、今申し上げた一言を入れるということで、人件費の問題、皆さん方

ご示唆いただきましたけど、整理をすることができればと思うんですがいかがでし

ょうか。私がしゃべったことは、議事録に載ってますから。 

 地域主権時代というのは、横並びじゃないというのを報じますので、いかがでし

ょうか。よろしいか。 

（「よろしいです」の声あり） 

  ○石原俊彦委員長 

それでは、ちょっとだけ急いでいきたいと思うんですが、確認をさせていただき

ます。人件費の問題は、今の箇所を直させていただくという点、それから戻ります

が６回－３につきましては、事務局メモお願いします、１点目、継続的なＰＤＣＡ

サイクル云々のところ、これは先ほど太田さんからご示唆がありましたが、それを

踏まえて、「なお行政監視の観点から、外部監査の強化についても検討すべき」とい

う文言を入れる。 

 それから、４番の協働参画の箇所、３行目「また」の手前に「その際、市民に役

立つ積極的な情報公開を行う必要がある」とあり、「また」いうことで続けると。こ

の３カ所を修正させていただき、この後皆さんに最終確認をさせていただいて、市

長への提出という段取りができればと思うんですが、しかしあえてもう一回という

方、もしおられればいかがでございましょうか。お力添えいただけますか。ありが

とうございます。 

 それでは、今から１０分ほど休憩をとらせていただきまして、今申し上げた修正

を再度確認させていただき、ご確認いただければ市長にお越しいただき、答申をお

渡しする、そういう段取りで。 

 で、これは議事に関係ないですが、後ろのほうでカメラを撮っておられますので、

市長と一緒にみんなで写真を撮りましょうか。最後は仲直りということで、総務部

長真ん中に入っていただいて。 

 じゃ１０分ほど、休憩させていただきます。 

 

（休憩） 

 



20 

 

  ○石原俊彦委員長 

再開をさせていただきたいと思います。お手元に今確認をさせていただきました

修正部分、１ページ下のほう４行目ですが、「地域主権時代における職員給与のあり

方を検討すべきである。その際」という部分、それから一番裏５ページをご覧いた

だきたいと思いますが、「継続的に推進すべきである。なお、行政監視」、ガバナン

スのことですが、「行政監視の観点から外部監査の強化についても検証が必要であ

る」。それから下から４行目、「その際、市民に役立つ積極的な情報公開を」、情報公

開だけじゃなくて、あくまでも市民に役立つというところ、ここを強調した情報公

開を行う必要がある。以上３点、組み込ませていただきました。誤りはないでしょ

うか、ご確認いただきたいと思います。 

 それでは、皆さん方にお力添えいただきました「第２次丹波市行政改革大綱に関

する答申」ということで、この資料が完成いたしました。 

 先ほど、私のほうで署名と印鑑を押させていただきましたので、このいわゆる答

申表紙、それから意見並びに改訂案、これを今から市長さんにお渡しするセレモニ

ーに入らせていただきたいと思います。市長、お渡ししました後、ちょっと５分ほ

ど皆様方と懇談をさせていただいて、最後に冗談ですが仲直りの写真をみんなで撮

ろうと思っております。どうぞよろしくお願いしたいと思います。それでは、皆さ

んを代表して、答申を市長に渡させていただきたいと思います。 

 

 

（５）答  申 

  ○石原俊彦委員長 

それでは、第２次丹波市行政改革大綱に関する答申が完成いたしましたので、お

渡ししたいと思います。平成２２年１０月２９日、丹波市長殿、丹波市行政改革大

綱策定委員会委員長石原でございます。 

第１次行政改革大綱の改革期間が終了し、これからの行政改革を進めるため、新

たな第２次行政改革大綱を策定する丹波市行政改革策定委員会を開会いたしました。 

 厳しい財政状況を踏まえまして、将来の縮小する財政規模に対応できる行財政構

造を確立し、将来にわたり安定したまちづくりを行うため、「人」「モノ」「お金」「情

報」「時間」について、当該委員会において検討を行ってまいりました。その結果、

以下に記載のとおり、委員会で出されました主な意見の集約と、第２次丹波市行政

改革大綱改訂案を提出させていただきます。 

 市長さん、どうぞよろしくお願いいたします。 

  ○辻重五郎市長 

ありがとうございます。 

  ○石原俊彦委員長 

委員の皆さん、今お渡しさせていただきました。どうもありがとうございました。

今回お世話になりました。 

 

（意見交換） 
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  ○石原俊彦委員長 

それでは、若干の時間でございますけど、市長さんと懇談をさせていただきたい

と思いますので、何なりとどうぞ。もうお渡ししてしまいましたので、私の立場か

らするともう修正はないのでありがたいのですが、この際、好きなことを何でも結

構でございます。どうぞ、田中さん。 

  ○田中延重委員 

石原先生、ご苦労さまでした。どうもありがとうございました。何か感想めいた

ことをちょっと言いたかったんですけど、非常に充実してて、私自身も非常に勉強

になったなと思っております。一つ一つ細かなことに関しては、いろいろ言いたい

こともあるんですけれど、先に質問を投げかけて答えていただいて、また議事録も

丁寧に配付していただきまして、非常にそれはよかったなと思っております。 

 １つ私の質問のすべては、基本的に財政の問題として答えていただきたかった。

例えば、「モノ」に関しての、今ちょっと問題なってますクリーンセンターの問題に

ついても、環境のほうで答えてもらうのではなくて、財政の問題として答えていた

だきたい。合併特例債のこともそのときに私の質問では触れてはおりましたけれど、

そことの絡みも含めて議論できたらよかったかなというふうに思ってました。 

 それと、余り言いたくなかったんですけど、議会のほうからの意見が出てました

けれど、期間の問題で５年先、１０年先ということで、私が一番最初感じたのは、

人口動態の問題についても、やっぱり５０年先ぐらいの将来ビジョンというか、未

来ビジョンの上でやっぱり物事を考えていかなければいけないなというのは思って

ましたし、今でもそういうふうに思っております。 

 そういったときの人口動態をどう変遷していくのか、それと財政シミュレーショ

ンをリンクさせながら、毎年度シミュレーションを立てていただければ。そういう

ふうな思いを持っておりましたので、それが日本の人口の動態ではなくて、兵庫県

の問題ではなくて、丹波市の中で丹波市の人口がどういうふうに変遷していくのか

というのを、まだどなたもやっておられなかったら、行政のほうでやっていただけ

れば。また何か少しお手伝いできるようなことがあるかもしれません。 

 私、仕事の上で、ここの商圏人口がどういうふうに変遷するのかという商圏調査

とかをやっておるんですけど、それは合計特殊出生率の問題と死亡数の問題だけで

はなしに、社会的な要因もありますので、それを考慮したようなものを、地域情報

として明らかにしていただければ。最後の「情報」というところにも、そういった

意味も実は持っておりまして、丹波市の地域性、地域に根差した「情報」というの

をちょっと考えていければなというふうに思いました。すみません。 

  ○石原俊彦委員長 

ありがとうございます。どうですか、この大綱でも出てまいりましたが、女性の

声ということで、どなたかお三方を代表して。せっかくですから。 

  ○赤井俊子委員 

長い間石原先生、どうもありがとうございました。 

  ○石原俊彦委員長 
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またどこかでお会いしたらよろしくお願いします。 

  ○赤井俊子委員 

ありがとうございます。非常にこの先生のご指導と、それとまた私はいろいろな

市民委員会に出させていただいて、この会は非常にきっちりフォローなどをやって

いただいたと思っております。毎回、質問に対する回答、中には丁寧な回答の中に

はちょっとあいまいかなと思うような回答もありましたけれども、それでもこれだ

けきちんと回答していただいて、そして議事録もきちんと書いていただいたという

ことは、非常に委員としてもやりがいがある会議であったと思っております。 

 全体的には、やっぱり長期的な視野を常に持って仕事もしていただきたいし、長

期的な視野の中で短期的にどうするかということを常に両方考え合わせて、仕事も

すべきだろうし、市民もそういうこと常に考えて提案したり、それが一番重要なこ

とであろうと思います。この議会の意見を見せていただいて、ちょっとこう甘いん

やないかなというふうに思ったんですけれども、もう少しそういう意味で、職員の

方は、それを超えてでもしっかりと厳しい目でやっていただきたいなというふうに

思いました。これから実行あるのみ、いかにこれらをどう生かしていくか、それが

一番重要な課題であると思います。よろしくお願いします。 

  ○石原俊彦委員長 

じゃ最後、市長さんのほうから何か一言、二言、三言、四言、お願いします。 

  ○辻重五郎市長 

ただいま、答申をいただいて、後ほどお礼のごあいさつを申し上げようと思いま

すが、その前に今日は第６回の会議という事で、再々、お忙しい方もおられますが、

このようにお集まりいただいてご議論いただいたと。その協議の中身が今のお二人

の発言から、盛り上がっとったんじゃないかと思います。確かに、いいご議論をい

ただいたなと。大変大切な行革大綱でございますので、そういった皆さん方の真剣

なご討議の様子をうかがえます。 

 田中さんからおっしゃっていただいたような、将来の財政シミュレーションなん

かやっぱり人口問題を基本にして、あらゆる人口がどう減るか、まあ増えることを

考えないかんのですけど、減っていく状況の中で、３年ではどのぐらいになったら

どれぐらいの財政上この程度のシミュレーションができているというようなことは、

本当に大事なことだと思いますし、また赤井先生がおっしゃったような、非常に厳

しいお言葉もありましたけども、これから我々も今まで以上にこういった第２次の

行革大綱に基づいて、本当にこう、国も不安定だし、県も不安定だし、市も不安定

だというのが財政なんですよ。 

 今、一括交付金なんかも、余談になりますけども、提案されて市長会でも議論す

るんですが、国のほうはちょっと考えてる視点が、地域で十分お金を使って権限を

移譲しましょうというようなところで、紐つきとかああいうのはみんな無くして、

補助金のほうも無くして、一括で市町にお金をやるから自由に有効なお金の使い方

ができると。今の７割で、十分今のことができるぐらい効果があるというようなこ

とを言われるんですが、本当の真髄は、埋蔵金じゃないですけども、３割ぐらいカ

ットして、各地方にお金を吸い上げて与える方法として言っているという辺のとこ
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ろが大きなネックでして、今いただいとる交付金、うちでいうたら３１．１％しか

自己資本がないわけで、あとは国のお金でやってるわけですから、そのお金が減る

と。これは全然うちも欲しくなってきますので、その辺のところを今よく見定めて、

国のほうにもいろんな要求をしているわけですけれども、そのように先々一本算定

を迎える中で厳しいことがわかっているので、そういった縮小財政規模というもの

がどうしても要求されますので、それに向かってどのように、しかも３２年以降の

財政ももっとやっぱり長きにわたって、きちっとした計画がないと。今の天候のよ

うに、暑かったと思ったら急に寒うなったりするような、一ぺん寒くなったら冷え

て元通りに返らないという、一度足を突っ込むと抜けません。もう他の自治体みん

なそうです。そんな、ちょっと始末したぐらいでは返れない、また潰れる道に行っ

てしまうというようなことですから。いよいよ夕張の姿なんかも常に状況を見ても、

非常に厳しい中ですから、そういうことを頭に置いて、しかも効果的な施策を講じ

ないと、同じ金を使っても効果がない使い方をすると。いかに効果の高い、いい施

策を講じていくかということも大きな課題だなというふうなことも思いました。 

今日いただいたようなご意見も、十分生かしていきたいと思いますけども、委員

長さんには特にお礼を申し上げます。 

  ○石原俊彦委員長 

ありがとうございます。 

じゃ、皆さんちょっと写真を撮って、そのあとフランクに三々五々とさせていた

だきたいと思いますので。じゃ事務局さん、写真を撮っていただけますか。市長さ

んを囲みまして、ずうっと。女性の方前に座っていただいて、おじさんたち後ろに

立って、一番の宿敵は総務部長ですが、総務部長入りませんか。じゃちょっと委員

だけで撮らしていただきますんで、一応会としてはここで終了ということでよろし

いでしょうか。お待ちいただくのも恐縮ですので。 

 

 

（６）閉  会 

  ○辻重五郎市長 

改めましてお礼を申し上げたいと思います。ただいまは、石原委員長さんから皆

さん方で議論いただいた行革大綱の答申を受領いたしまして、大変ありがとうござ

いました。１５名の委員の皆さん、それぞれほんとに忙しい方ばかりですのに、再々

こうやってお寄りいただいて、いろいろとご意見を賜ったこと、ありがたく思って

おります。 

 今日この中には行革の答申と、それから第２次大綱の改訂案ですが、いずれにし

ても先ほど申しましたように、一本算定という縮小する将来財政への備えというよ

うなこと、さらに我々総合計画というようなものを立てておりますが、これも後期

に入っておりますけども、それぞれ施策の効果的な実現に向けて、この委員会でい

ただいたご意見を踏まえながら、これから市政の推進に努めてまいりたいと思って

おります。 

 どうか、今後とも皆様方のご指導、ご支援をよろしくお願いいたしますとともに、
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各委員のご活躍、またご健勝をお祈り申し上げまして、簡単ですけどもお礼の言葉

とさせていただきます。本当にありがとうございました。 

  ○石原俊彦委員長 

それではすみません、会として一番最後のごあいさつを、副委員長のほうからお

願いして、終わりにしていただきたいと思います。 

  ○村上康充副委員長 

それでは、皆さん大変お疲れさんでした。最後に一言ごあいさつということで、

本当に石原委員長、つたない副委員長で大変申しわけなかったんですけれども、何

とか結果が出せたんじゃないかと思ってます。 

 一つ、当初からこの委員会の１回の時間が２時間しかないということで、大変短

い時間の中でこういった重要な案件を審議していただく中において、小谷委員さん

だったと思うんですけれども、議事録とか必要のないものは削除して、本当に審議

せんなんことだけを、その日集中してやっていくというような提案もありましたし、

私はもっと意見を言わしてくれというようなことで、大変委員の皆さんの意見が多

かった中で、それぞれの委員さんの思いが文言に入ったかと思っております。 

 そんな中で、特に私もいろいろと勉強させていただいたんですけれども、先ほど

委員長のほうから聞かしていただいた、地方分権というのが自民党時代の言葉で、

今、地方主権ということで、民主党になってからそういうふうな、中身としては同

じような問題なんですけども、特にここへ来てそういった地方主権、この問題につ

いては政権が変わろうがどうしようが、この流れはどんどん進んでいくということ

で。確かにそこでやはり今回示したような「人」の問題とか、「金」の問題、そうい

った問題で職員の質の問題、給与が高い安いじゃなしに、できる職員をいかに地方

が抱えるかということで提案できるか、そこにまたもう一つ補完性の原則ですか、

そういったことで民間能力が絶えずそこに入ってくると。 

そして、その地方自治体がやはり少ない金で、先ほど市長が３割カットしたもの

が来るという。３割カットでもいかに自由に使えるかという、本当に対費用効果の

ものができるかということが、これから問われているんじゃないかと。 

 この中に職員削減やとか、地方交付税が減っていくという中において、いかに補

完性の原則が試され、実施されるかによって、その地方の自治体の将来にかかって

くるんじゃないかと私は思っております。ぜひこの大綱に沿って、行政の方も３２

年の３０億減ですか、これに耐え得る行政改革を行っていただきたいと思います。 

 本当に委員の皆さん、６回で大変少ない時間で申しわけなかったんですけれども、

私も勉強させていただきました。どうもご苦労さんでございました。 

  ○石原俊彦委員長 

    ありがとうございました。 

（「ありがとうございました」の声あり） 

 

 

了 


