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第第第第 1111 回回回回    湖西市湖西市湖西市湖西市行財政改革審議会行財政改革審議会行財政改革審議会行財政改革審議会    会議録会議録会議録会議録（（（（要旨要旨要旨要旨）））） 

開 催 日 時 平成 26 年 8 月 22 日（金）午前 10：00～午前 11：55 

開 催 場 所 湖西市役所 2階 市長公室 

委 員 (出席者) 10 人 (欠席者) なし (事務局) 5 人 

内内内内        容容容容    

1 事務局のあいさつ 

事務局 企画政策課長があいさつ 

会長が選出されるまで、進行を務める。 

2 委嘱状の交付 

    三上市長から委嘱状を各委員へ交付 

3 市長あいさつ 

行財政改革審議会は、「湖西市行財政改革審議会条例」に基づき、本年 6 月 24

日に設置された市長の諮問機関である。 

これまでは、行財政改革委員会として、市の行財政改革に関して調査、審議を行

い、この間、市に対して、様々な意見書や提言をいただいた。昨年 5月（25年 5月）

に行財政改革大綱及び行財政改革アクションプランを策定し、具体的な行動計画に

基づき改革に取り組んでいる。 

新たな審議会への期待は、湖西市の行財政改革を確実に進捗させるため、1年経

過した、市が取り組んでいるアクションプランの進行管理を見ていただき、行革の

チェックと、叱咤激励、推進のための後押しを期待しているものである。 

委員の皆さまには市の取り組みに対し、市民目線から、市民活動の視点から、企

業における視点など様々なご出身の分野からご意見をいただきたい。 

先行き不透明な経済情勢、人口減少、少子高齢化など地方自治体を取り巻く環境は

大変厳しい状況に置かれている。 

これらに適切に対応しつつ、社会情勢の変化に対応できるスピード感ある行財政

経営の必要性を認識している。 

湖西市では 10 年間の総合計画を、市民協働で創る「市民が誇れる湖西市」とい

う目標を掲げ、行財政改革を推進している最中にある。 

委員の皆さまにおかれては、審議会活動を通じて、後押しをしていただけるよう

ないろいろなご意見、ご提言をいただけるようお願いを申し上げる。 

4 会長、副会長の選出 

委員の推薦により、西堀会長を選任、会長より白井聖記副会長を指名 
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会長あいさつ 

西堀会長：ご存知のように地方行財政は現在、非常に大きな変動期を迎えている。

昨今では人口減少問題の中でどのように地域を維持していくかとか、これか

らのグローバリゼーションという観点から言うと、湖西市の場合、税収の非

常に多くの部分が、これは大変に結構なことであるが市民税に依存している

部分がある。 

その中で企業からの税収が非常に多いわけであるので、これからの産業な

どをにらみながら、これからの行財政改革を考えていかねばならない局面に

ある。 

各界から知恵を出して、日々の暮らしの中での行政に対しての考えであっ

たり、あるいは提案などを十分くみ上げながら、よりよい湖西市、持続して

いく湖西市というものを総合計画の枠を踏まえながら、どのように行政とし

て進めていったらよいかを皆さんと考えていきたい。 

 

5 諮問 

  諮問書を三上市長から西堀会長へ提出 

   諮問事項 

（1）湖西市行財政改革アクションプランの進行管理について 

（2）湖西市の行政経営に関することについて 

 

 【諮問書を提出後、市長は退席】 

 

6  審議事項 

  湖西市行財政改革アクションプランの進行管理について 

 

西堀会長：審議会の役割について、２つの諮問事項が出されている。湖西市行財政改革

アクションプランの進行管理について、どの程度進捗しているのか、そこでの

問題は何かと調査をし、意見を出すということ。もうひとつは湖西市の行政経

営に関することについて、聖域なくあらゆる行財政の問題に関して審議し、意

見をまとめるというものである。 

今日は行財政改革アクションプランの進行管理についてまず議論をしたいと

思う。委員それぞれに意見があるようなので提示をしていただければと思う。

あまり専門にこだわらず今日の議論では市民目線ということが非常に重要であ

る。私たちが日々生活していて感じていることから、あるいは疑問に思ってい

ることを率直に出すということに意味があると思う。それをどういう風に行政

に活かすということが専門家の役割であるので、これは素人くさいとかあまり
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考えずに疑問はどんどん出す、批判もどんどん出す、いい面は褒めるというこ

とで、これは評価を出していかなければいけない。これはともすれば批判ばか

りやりたくはなるのだが、そうではなくて評価というのが大事、私たちの、市

民から見て行政は確かにここがいいとかこういう評価がとても大事であって、

どちらかというとその面では私たち学者も弱い。まず批判からやってしまう。

できればまず褒めるということからやっていくぐらいの気持ちでやりたいと思

っている。そのことが基本的には後押しになっていくと思っている。 

任期は28年3月末、およそ1年半となりますので、その間に進行管理、それか

らそれ以外の大きな課題についてやっていきたいと思う。 

26年度中に中間報告、答申を出して、27年度に最終答申を出すことを目標に

やっていく。 

前回皆さんと一緒に市の行財政改革とアクションプランについて勉強会をし

た。今日はアクションプランに対しての意見を伺い、中間点検としてやってい

きたいと思う。まずは事務局から補足説明がれば報告をいただきたい。 

事務局： 7月18日に事前の勉強会を行い、行財政改革やアクションプランの概要を説明

し、この審議会までに皆様からいろいろなご意見をいただきました。まずは、

勉強会から修正、改善を加えた点を中心に少し説明します。 

アクションプランの進捗状況一覧と行動計画を、8月18日に市のウェブサイト

にアップしました。財政効果額は、約1億3800万円でありました。 

行動計画（アクションプラン）については、実績報告の作成と見直しを担当

課で実施し、部長の承認を得ます。その後、市長が本部長であり、各部長等で

構成する行財政改革推進本部会議で再度見直しをかけています。ここでの見直

しは、取組結果に対する目標設定や計画のチェック等を行いました。市を行政

経営するという視点を持ちながら、少しずつでもよくするという行財政改革を

進めていきたいと考えています。 

・それから、前回の勉強会で行政用語がわかりにくいという意見をいただきま

したので、行動計画の欄外に用語解説を追加しています。 

西堀会長：行動計画に関してどれだけ進捗しているのかは、事前に委員に資料が渡され

ていると思うが、それに対して委員からの質問、発言をお願いしたいと思う。 

一人ずつ発言すると問題がバラバラになっていくと思うので、テーマごとに

やっていこうと思う。テーマは、大分類ごとに｢市民協働の積極的な推進｣から

「積極的な財源確保策の推進」まである。それからそれらには分類されない、

全体を通してのことになろうかと思う。まず「「市民協働」の積極的な推進」

に関して白井聖記委員から発言をいただきたい。 

白井聖委員：「事業№１ウェブサイト等を活用した情報提供の推進について」 

市民・企業のウェブサイトの利用推進を図ることについて、どこに、何が、
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ウェブサイト上に載っているかがわかりにくいので、利用方法も含めて告知

や情報提供をしていただきたい。その中で特に市民協働の中で市民からの意

見を吸い上げる場が、どこの市町のウェブサイトにもある。湖西市の場合は、

左の柱の一番下のところに「市への意見・提案」というものがある。他市と

比較してみたところ、例えば大阪市の例で行くと右上に大きく「皆さんの声

をお寄せください」というコーナーがあり、常にそこが目に入るようになっ

ている。また、湖西市は、トップ画面の中央に新着情報というコーナーがあ

るが、この新着情報は、１週間もすれば見られなくなってしまう。ところが

パブコメで必要な期間としては、例えば最近の「男女共同参画推進条例」に

ついては９月７日までとなっているが、これもおそらく１週間程度で見られ

なくなってしまう。ということは、提供する市側からすればいろんな意見を

多くいただきたいのはわかるのだが、市民からすれば消えてしまったものを

どこで見ればいいのかとなってしまうので、できれば独立させ、意見・パブ

コメがもらえるようなコーナーを作ってみてはどうかという意見である。 

西堀会長：次は「情報共有のための仕組みづくり」ということで、企業等と市民活動団

体を繋ぐ仕組みづくりという市民協働課に対して、藤田委員と小出委員に発言

をお願いする。 

藤田委員：「事業№２ 企業等と市民活動団体を繋ぐ仕組みの確立」の取組結果のこと

だが、企業と市民の仲介件数が３件ということであるが、実際にどのような具

体的な内容で仲介をしたのかを教えていただきたい。それから市民協働という

ものがどのような形で進められていくのかということが、私自身、理解できて

いない。 

西堀会長：では、小出委員。 

小出委員：同じく事業№２のところで、まず、ヒト・モノ・カネが不足している市民活

動団体というフレーズがあるのだが、その不足しているものの情報収集の方法

であるとか、企業の方は社会貢献をしたいよということで手を上げていると思

うが、そこのすり合わせがどうなっているのかというところが見えない。足ら

ないものが明らかに表立って見えてくれば、企業の方はそれに対してアプロー

チをかけて、「うちがやれるのはこうですよ。」と手を挙げやすいのではない

か。 

西堀会長：今、ひとつ情報共有の仕組みづくりという中で出前講座というのも、市民と

行政とを繋ぐ、あるいは市民協働の重要な要素であるとは思うが、これについ

て白井聖記委員から発言をお願いする。 

白井聖委員：「事業№３ 出前講座の充実」について、他の市町を見てみると、出前講

座のランキング等の他、何をやっているのか公表しているところがいくつかあ

った。例えば札幌市とか船橋市。市民からしてもどの講座が人気があるとか、
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どのようなことが市政に問題となっているのかなど確認ができるうえ、市にと

ってもさらに充実させることに繋がると考える。 

西堀会長：では藤田委員。 

藤田委員：同じく事業№３について、ウェブサイトを見させていただいて、本年度は湖

西病院の出前講座も増えていたかと思うが、一般の方たちにどのように周知し

ているのか。興味があって見ればわかりやすいかと思うのだが、例えば地域で

集まる施設でポスターなどを掲示するのも一つの方法かと思う。 

西堀会長：もうひとつは市民協働という枠組みで言うと、市民と行政の距離をいかに縮

めるかということで、藤田委員からの男女共同参画条例制定についての意見が

あるようなので発言をお願いする。 

藤田委員：「事業№５ 男女共同参画条例制定と運用」について、勉強不足で知らない

だけではないかとは思うのだが、湖新楽交流会の加入団体数がなかなか増えな

いということだが加入団体数は何団体か、また実際に交流会の活動内容がどの

ようなものなのかを教えていただきたい。 

西堀会長：市民協働というのはここ10年ぐらいで言われるようになってきたテーマであ

る。それぞれの自治体で試行錯誤しているかと思うが、昔は市民参加といって

ちょっと概念や形が変わってきている。これについて今のような模索もあると

思うが、行政側としてはどういう対応なのか、答えられる範囲で答えてほしい。 

事務局 ：いくつかの質問に関して答えたいと思いますが、大分類の単位ではなくて、

質問の数がたくさんあったので、小分類の単位で質問に答えていくという形で

いったらどうでしょうか。 

西堀会長：行動計画ひとつひとつをやっても意味があまり無い。今のところは現状に対

する我々の意見なので、まずは我々委員の意見等をどんどん出し合っていきた

い。それで市民協働について、他に気づいたり意見があったら出していただき

たい。（意見等なし）ではまた最後に改めて聞かせていただく。では次の「職

員の意識改革」の面で結構多くの意見があるようで、ＰＤＣＡについて、まず

は金原委員から発言をお願いする。 

金原委員：「事業№７ ひとり１改善提案運動の推進」について不思議に思ったのが、

実績が前年度比でいきなり倍増しているが、これは何か特別な取り組みがあっ

たのか、報奨金とかを出したりしたのか、何かをやったのか聞かせてほしい。 

西堀会長：では白井聖記委員。 

白井聖委員：「事業№６ 事務事業評価制度の充実」のことだが、ＰＤＣＡを何度も何

度も繰り返すことによってその事業が評価をされて、改善をして次の予算や事

業に繋がる、というのが目的だが、現状と課題にあるように予算編成との連携

が確立されていないとあるのだが、今の４つのサイクルの中で何が問題である

から予算との連携を確立されないのか、当然改善することが出てれば予算に反
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映されるべきではあるが、改善されていないのであれば何か問題があるのかと

いうのが、ひとつ目の質問。 

もうひとつは、ひとり１改善提案運動の現状の課題のところで、意思決定は

各所属で行っているということだが、当然所属部署というのが事業の内容をい

ちばんよく把握をしているわけだが、採用を決めることに消極姿勢でないにし

ても、採用しなかったということは外から見れば、消極姿勢に見えるというこ

とになる。公平中立な立場の者が採用の可否の決定をすることができないのか、

担当部署で決定をするということは、どうしても事業が増えることに対して消

極的になりがちになるのは致し方ないとは思う。 

西堀会長：では、白井幸倫委員。 

白井幸委員：「事業№７ ひとり１改善提案運動の推進」のところで、25年度について

は削減金額が3000万円以上で、金額としては非常に大きいと思うのだが、平成

26年度以降の取組目標とされている2000万円というのは、平成25年度の3000万

円からさらに削減するという認識でいいのか。それを前提として聞くが、削減

金額の実績を踏まえて次年度予算を編成すると思うので、目標が年々さらに厳

しいものとなっていくのではないか。取組件数についても前年と同じ取り組み

についても取組件数にカウントするのか。 

２・３年継続していく中では取り組みに対するモチベーションを維持してい

くのは難しいことになると思うので、取り組みを維持していくような仕組みを

考えているようならば教えてほしい。 

西堀会長：これは非常に難しい問題だと思う。つまり目標を達成してオーバーし、次の

年はどうするのかということ。その場合、積み上げるのか、前倒しと見て報奨

するのか、そういうような非常に難しい問題。これは面白いというより大変な

問題だと、その先どうするのか答申書を出してみたい。 

それではＰＤＣＡはこの辺でよろしいか。つぎは政策目的達成のための組織

の見直しについて。近藤委員のご意見をお願いする。 

近藤委員：組織というよりも市民サービスということで、仕事をしていると平日の８時

３０分から５時１５分に市役所へ住民票を取りに行きたいとかいうことがあっ

ても、昼休み来庁するとか、仕事を早退するとか、その時間を工面してかなけ

ればいけない。そのときたまたま自分が、西部公民館に家が近いのでよく利用

するのだが、月曜日が休館日であるが、館内は真っ暗で休館日という札があっ

ても市民サービスコーナーはやっていた。幸いにして私は用を済ませることが

できたわけだが、真っ暗な中恐る恐る、本当に大丈夫なのかと不安に思いなが

ら中に入っていった。無理して平日にサービスを動かさなければいけないのか

はわからないが、もしそういうことのためなら、わざわざ月曜日に開けなくて

も、市役所のやっていない日にサービスコーナーを開いてもらえたら、平日に
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普通に仕事に行っている方も助かるのではないか。業者が仕事とかで必要だと

いうのであれば、市役所に行けばいいのである。 

会 長 ：２４時間オープンにということではないか。 

近藤委員：２４時間ということではない。日曜日に西部公民館自体は開館しているので、

何も閉館日の月曜日にわざわざサービスコーナーだけを立ち上げているより

は、平日であれば市役所もやっているし、日曜日はどこもやっていないので、

そういう時間帯にやってもらえれば利用価値も上がるのではないかと思う。実

際に西部公民館が、月曜日にどれだけの利用があるのかは把握してはいないが。 

会 長 ：では白井聖記委員。 

白井聖委員：「事業№８ 組織・機構の改善」について、市民が利用しやすくわかりや

すい組織機構という中で、効率的・効果的な行政組織の見直し、組織と定員の

最適化、という内部的な事情ととりえる取り組みが採用されているのだが、市

民が利用しやすくわかりやすい組織機構というのが、どういう視点でこれを取

り組んでいるのかということ、またはどこの部署が何をしているのかまだわか

りづらいし、ひとつの届出をするのが、関連して多部署にわたることがあるの

だが、そこの連携等々が見えにくい。 

西堀会長：では次「大分類３ 市民満足度を上げる事業の選択と集中」ということで、

まず市民意識調査を実施しているのですが、市民意識調査について小出委員、

発言をお願いします。 

小出委員：「事業№１２ 市民意識調査の実施」について、無作為抽出をして回答を得

るという方法をとっているが、それで回収率が約半分くらいと、私的には回収

率が低いのかなと。これを無作為抽出ではなくて、いろいろな利用窓口の方で、

アンケートを配る等すれば、回収率は上がっていくであろう考える。例えば図

書館を利用した方は、図書館でアンケートを配布して図書館の満足度を主に調

査をする。他のところでは他の施設を調査する。そのアンケートの中に、その

他、市に対する意見とかというものが拾えるアンケート用紙にすれば、声も拾

いやすいかと思う。私は湖西病院を利用していないので、湖西病院はどうです

かと聞かれても、なかなか答えようがないというところがある。実際に使って

いる所でアンケートをやれば、書きやすいし解答しやすいし、市としても回収

しやすいと思う。あと内容が、市政に関してということでかなり範囲が広いと

いう印象がある。個別の施設に関する意見をまとめていけば、市としては全体

的に満足度が上がる方向に行くのではないかと思う。 

西堀会長：アンケートは学術的に市民の正確な意識をどういうふうに把握するか、方法

上の問題があると思う。目的と設計がある。回収率が高いのか低いのかは非常

に難しい問題ではあると思いう。ちょっと低いかなと、市が行うアンケートで

は６割ぐらいいってもいいのかなと思う。では「大分類４ 限られた財源を効
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果的に使うためのコスト縮減」これはまた非常に難しい問題だが、健全な財政

運営への対応というところで、小出委員、発言をお願いする。 

小出委員：「事業№１８ 総合計画の実施計画の見直し」のところで、行動計画の大中

小分類のところの、財源を効果的に使うためのコストであるとか、財政計画、

健全な財政計画への対応とかあるのだが、取組目標の数値目標の中で市民意識

調査「住みやすい」「住み続けたい」という割合と、分類との整合性があまり

感じられない。「移住・定住に向けた魅力の発信」の方で、人口の増加策の方

で「住みやすい」「住み続けたい」というものを使っていけばいいと思いって、

この２つを共同で行ってもいいかと感じた。 

西堀会長：枠組みの問題である。健全な財政運営への対応と総合計画の実施計画の見直

しというところで「住みやすさ」「住み続けたい」を指標とするのは、それが

いいのかということですね。確かにそれは感じます。では病院について、藤田

委員。 

藤田委員：「事業№１９ 病院事業会計の適正管理」について、病院の経営は大変で医

師不足ということもあるので、なかなか大変かと思うが、これまでの取組実績

の病床利用率があまりにも低くてびっくりしてしまったという実感があった。 

西堀会長：何でかというところですね。「公共施設の効率的な管理・運用」のところで、

まず佐々木委員から発言をお願いします。 

佐々木委員：「事業№２０ 公共施設の適正管理」について、この取り組みだけがとい

う訳ではないが、数値目標の設定に関して、８割方はほとんど数値目標が設定

されているが、一部にないものもある。取組目標が検討だけとかとなってしま

う、すなわち数値目標がないようなものについては、組織の指標と目標、取組

状況の内部評価の結果が反映されてしまうということで、基本的に第三者委員

である我々審議会にはなかなか分からない。何でもかんでも数値目標にしろと

いう訳ではなくて、要は定性評価・定量評価というもののバランスの問題では

あるが、確かに数値目標は評価が楽だからそれだけに余計に難しいということ。 

西堀会長：では朝倉委員。 

朝倉委員：引き続き「事業№２０」について、以前住んでいた横浜市では、公共施設の

設計にも携わっていたが、その際に公共施設を100年維持させるという考え方

で、当初から設計にそういった面を考慮していたことから、ライフサイクルコ

ストを踏まえたうえで、建築物の長寿命化を図っていったらどうかと提案する。

それと関連して、アクションプランの４２項目の行動計画内で公共施設の適正

管理の部分が、予算が一番高く、行財政の中では難しいかとは思うが、建物の

維持保全等を一括して取り仕切る課を設置してはどうかと思う。横浜市の場合

は全く別機関の公社でそういったことを全部取り仕切ってやっていたので、そ

ういった取り組みはどうか。 
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西堀会長：建物の維持保全の公社というのは、どんな仕事をしているのか。 

朝倉委員：調査から維持管理・発注まですべて行っている。 

西堀会長：それでは近藤委員。 

近藤委員：公共施設に関連して、市民会館は現在ホールが使えないのだが、私たちは文

化協会へ加入していて、発表会や演奏会などで出入りをしている。今大ホール

が使えないということで、新居の地域センターでまかなえるイベントはやって

いるが、隣にあった旧新居役場が耐震の問題で解体されて、その隣にあって同

時期に建てられたと思われる地域センターはいつまで使えるのかと。 

また、地域センターだと９３ｋｇで径が1メートルほどある和太鼓の上げ下げ

ができず、それを持ち込んでの演奏ができない状況にあります。この会場を使

うにしても高齢の民謡や踊りなどをされている方は、着物を着て舞台裏へ上が

るのも階段しか使えないことや、大きな舞台装置を搬入する搬入口が３階で階

段であることなど非常に不便である。市民会館がいつどのような形で整備され

るのか、耐震補強で４０億円、建替えたらもっと費用がかかるので取り掛かる

こともできないなどと噂しか耳には入ってこない。この先文化的事業をするに

あたっても、拠点となる場所が見えてこないので、市民会館への取り組みはど

うなっているのか、また新居地域センターの寿命はいつまであるのかが知りた

い。 

西堀会長：次に「中分類２ 歳出削減の方策」で、アクションプランで創意工夫による

経費の削減となっていて、経費節減については全庁的な問題、それから課税デ

ータの電子化、民間活力の活用、オープンオフィスソフトの活用、情報のソフ

ト、ごみ処理コストの削減、環境マネジメントの充実、都市計画道路の再検証

結果の活用、補助金事業の見直しの項目があるが、白井幸倫委員、発言をお願

いする。 

白井幸委員：「事業№２４ 民間活力の活用（指定管理と委託）」のところで民間活力

の活用について、提案になるのだが、佐賀県の武雄市でテレビとかで取り上げ

られている、スターバックスが入っている図書館ということで全国的に知名度

のある図書館がある。図書館を民間委託することで、従来の行政が運営する図

書館とは違って開館時間がまず９時から２１時までやっていて年中無休、これ

については本離れに対する対策で利便性の向上を図ってカフェの充実、ＤＶＤ

レンタルとか、本も借りられると、そういうものを同じ中で競争させている。  

その結果図書館の利用者の内訳なのですが、市内が３割、市外が３割、残り

が県外からということで、市民だけではなくて、それ以外からも利用者を集め

ている。財政効果は、今までの維持管理の経費を委託に代えたことによって 

１億円ぐらいの経費の削減をしている。あとは図書館を貸している賃料という

ことで６００万の収入があるということなので、歳出の削減になるし、歳入の
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確保にもなるうえ、市外からの利用者も増えて図書館としての魅力も増すと。 

そうしたときに新居にも一つ図書館があるわけだが、本当に魅力的なものが

一つできるならば、一元化してもいいのかなと、そうした場合に車が無くて遠

くから来るのが大変な場合にコーちゃんバスという便利なものができたので、

活用していけばバスの利用も増えるし、全体的に効果が示していけるのではな

いかと思う。 

西堀会長：新しい町おこしの手段ということで、豊橋市も中央図書館は市の中心部から

離れていて、中心市街地の活性化として新しい図書館づくりを競争入札でやっ

ているのだが、街中図書館と言って今までとは考え方の全く違う図書館で、図

書館というよりは街中活性化の手段として図書館をつかう、そういう事例のひ

とつが武雄市、隣の市はまったく違う図書館をつくっていて、こちらも今全国

の最先端を走っているらしい。 

今、図書館が町おこしの手段である。だから今までは本を読みやすくする場

所の図書館というのと少し変わっていて、人が来なければ図書館としてダメだ

と、そういう話。全国で今そういう格好になっていますので、湖西市の図書館

もそういう新しい考え方を取り入れたらどうかということか。 

それでは「大分類５ 積極的な財源創出策の推進」というのが最後になるが、

これは財政の問題で私もいろいろやっているが、「中分類１ 新たな財源確保

策」という項目があって、そのための人口増加策、産業振興と歳入確保に向け

た工夫ということになっているが、まずは人口増加、これについて金原委員発

言をお願いする。 

金原委員：「事業№３０ 移住・定住に向けた魅力の発信」についての現状の課題に記

載されている、情報発信をしているため、他の地域との差別化を図っていく必

要があると提示をしているのだが、実際どういった差別化を図っていくのかと

いうところが、行動計画に分かりやすく載っていないので、教えていただきた

い。 

西堀会長：人口増加策を財源問題で取り上げるのか、そもそも枠組みの問題があると思

うのだが、湖西市は人口増加をすると総合計画になっているのですね。だから

これは達成するにはかなり努力が要る、ということで財源問題としてだけでと

らえるのか、むしろ財政政策つまりは歳出を含めた問題としてやっていかない

と、非常に難しい問題ではないかと思う。現状、静岡県全体で減っている、そ

の中で増える。増える人口というのはどういう人口を増やすのかがすごく大事

な問題である。６０歳代の人口を増やすのか、それとも３０歳代の人口を増や

すのかというようなこと、それから日本人を増やすのか外国人を増やすのか、

ということが湖西市にはある。そこでここは、それをどのような人が増えるの

かとそういうことが関わってくる。時間の軸が出てくるので、例えば今若い人
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が来たら税収はないけれども、その人たちが健康で働いていただけたら、将来

の税収源となる。いくつかの中間ステップというのが出てくると思うが、そう

いった問題だと思う。 

それから財源確保策の収納率の向上のところで、白井優委員。 

白井優委員：「事業№３８ 下水道受益者負担金の収納率の維持・向上」についてだが、

今下水道の埋設工事が毎年進んでいると思う。その中で供用開始、使用開始区

域内の、宅内排水の工事を確か条例で６ヶ月以内に施工しなければいけないこ

とになっていたと思うが、その中で設置率がたぶん低いと思われるが、この設

置率が低いと維持管理費の方でお金がかかっていく。設置率を上げていかない

と借金が増えるのではないかと思っているので、設置率を上げていくような方

法、ＰＲとかを建設業者と一緒に進めていって、設置率の増加につなげていっ

たらと思う。 

西堀会長：設置率というのはどういう意味か。 

白井優委員：市で布設した本管に個人の宅内の方を繋いでいただいて、それにより初め

て使用料が発生するというもの。ここの取組タイトルにある受益者負担金とは

また別の話にはなるのだが。 

西堀会長：設置する、繋ぐ分の費用を払ってあげれば早く設置率も上がるということか。 

白井優委員：以前、合併する前の新居町では、なるべく早くやってほしいということで、

市の職員と業者が協力して宣伝していた。 

西堀会長：それから「事業№４１ 市営住宅家賃等の収納率の向上」について、藤田委

員。 

藤田委員：現状の課題というところで、６ヶ月以上の長期滞納者がいるということ、連

帯保証人に滞納家賃の督促をしても支払いがされないということだが、このよ

うな場合は猶予期限とか強制退去とかあるのかどうか伺いたい。 

西堀会長：この市営住宅家賃の回収率が高いのか低いのかよく分からない。ともかく、

市がやっているのだから、１００％が前提となるので、その場合に連帯保証人

を活用して収納率を上げるべきではないか、どうなっているのかということか。

それでは「事業№４２ 使用料・手数料の適正化」のところで、白井幸倫委員。 

白井幸委員：適正な価格における考え方、体育館など公共施設の使用料の考え方の方向

性として、低価格でそれに見合ったサービスを提供して利用者数の増やしてい

くのか、また多少の高価格設定でもそれに見合ったサービスを提供して収入を

確保して、維持管理もできるような金額を設定していくのかということを伺い

たい。 

西堀会長：行動計画について委員の意見をいただいたが、全体としてのことについて、

佐々木委員。 

佐々木委員：取組タイトル数が４２、そのうち財政改革関連が２７、行政改革関連が１
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５ということで、行財政改革に詳しくはないのだが、いくつかの市町村のもの

をいろいろ調査をしてみたところ、財政改革関連のテーマに偏りすぎでないか。 

行動計画の中に効果予測ということで取組タイトルに対してどのような効果

が予測されるかが書いてあるが、取り組みに対する政策評価を考慮していただ

きたい。結果としてどういうふうに変わったのか、という記述の仕方というの

をちょっと考えてもらわないと。１０回会議をやることを目標として何回やっ

たから評価はどうだ、ではなくてそのことによって何がどう変わったのかが知

りたい。この中でどこを見ればそれが分かるのか、ということを工夫していた

だけたらと思う。 

西堀会長：ある意味で数値化してやってきた結果、その前と比べてどのように市民生活

がよくなったのか、あるいは勤労意欲が高まったとか、そのようなことが数値

で出るのか非常に難しい。でもそのような実感できるような、何か説明という

か記述の仕方ができればということか。 

以上のような提案・意見が委員から出されましたが、これまでの発言を聞い

て何か意見等あったら、発言をお願いしたい、今回は１回目なのでなるべく自

由に意見を出してもらえたらと思う。自分の考えは少し違うとか。財政の多く

は比較を数値で現せるというところがあるが、人件費とかは人員とかあるので、

これが一番難しい、そういったものに取り組んでいこうというそういう表れだ

ろうと思う。 

湖西市の財政力指数が１０年前は１を少し越えていたのだが、２５年度は 

０．９７である。ということは、財政力指数というのは湖西市の基本的な行政

を税収でどの程度まかなえるか、こういう指標なので１．０というのは、国か

ら地方交付税という基本的な行政をするための支援がいらない。１．０を越え

ると国から地方交付税が来ない、これが０．９代になったとき、リーマンショ

ックかなと思ったのだが、その後も減ってはいないので、今年度は景気回復も

あるのでこれでどうなっていくかはあるのだが、そこをどう考えるかという問

題もある。 

経常収支比率というものがあるが、これは財政の硬直度を測る数値で、自由

に使えるお金のうち、絶対これは出さなければいけないというのが９３％（減

収補てん債等除く）なのだが、これが高いと見るか低いと見るか、ぜひ委員に

も考えいただいたらと思う。１００を越えると、新しい投資的事業ができない。

９３ということは、もちろん何もできないというわけではなくて、自分のまち

で使える財源が、７を新規事業に投資できるけども、９３は出所が決まってし

まっているというもの。借金返済や生活保護とか。この経常収支比率が高いの

か低いのかということもよく考えなければいけない。 

それからもう一つ注目したのは税収である。税収が非常に高い。高いのはい
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いのだが、その税収の中身について、決算カードというのがあって、それを見

ると全体の収入の５０％が税収、その中の９６％が普通税というものだが、そ

のうちの５５％は固定資産税。固定資産税ということは土地・家屋と償却資産

ということ。おそらく工場の用地と工場の建物、それから償却資産であるから、

工場の設備に係る税が入ってくる。だからそういう意味で言うと、ここは今の

ところ優良企業があって、工場を開拓している、こういう話である。しかしこ

れが海外で生産して、工場の設備投資をやらなくなったと仮定するとこれは大

変なことになる。つまり償却が終わってしまうと税収が入らないから、絶えず

機械が更新されてくれないといけない。そう意味で言うと、湖西市は工場が来

てくれるとありがたいが、工場が出て行くことについては自分たちでは意思決

定できないわけだから、ある意味では外国に影響されるということ。その中で

財政運営をやっていく、そして工場が外に出て行かないようにするにはどうし

たらいいのか、そういうのが行政や財政の大きなテーマである。 

そんなことも考えなければいけないということ。そこは、この行財政改革審

議会で工場が出て行かないようにすることを考えるのは、ここの課題ではない

のだが、その影響は非常に受けるということ。そのとき行政はどうするのだと

いうところがあると思う。そのようなことが気になっている。 

担当課でないと答えられないことも多々あるかと思うが、事務局で答えられ

る範囲で何かあればお願いしたい。 

事務局： アクションプランについて貴重な意見をいただきありがとうございます。い

ただいた意見は整理し、次回まとめていけたらと考えています。 

委員の皆さまのご意見の中で取り入れていけそうなものもいくつかありまし

た。例えばウェブサイトなどは、検討したうえで、できるところからやってい

きたいと考えます。ご意見いただいた中で、市民団体の活動や、市民協働の取

り組みなどについては担当課から資料をいただいているものもありますので、

後日、情報提供させていただきます。 

アクションプランのNo.6、事務事業評価については企画政策課が所管課とな

って取り組んでいるのでお答えします。白井聖記委員から、予算と事務事業が

連動していないのはなぜか、というものがありましたが、今までの事務事業は、

必ずしも予算とイコールになっておらず、評価をする大きさがバラバラでした。

予算と事務事業の評価する単位、財布の大きさを揃えることで、評価した事務

事業が予算に繋がる、連動できるように見直しをしました。予算編成する財政

課においても、これまでは担当課が事務事業評価した資料が十分に活かされて

いなかったので、改善し見直しをしたところです。事務事業評価については8月

中にウェブサイトに公表するので、ご覧ください。 

また、アクションプランの目標設定などを見直した方がいいのではいうもの
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が、いくつかあったと思います。「事業№１８の総合計画の実施計画の見直し」

のところで、市民満足度を取組目標とするのはどうか、「住みやすい」「住み

続けたい」の目標設定が、財政に関する中分類・小分類と整合が取れていない

のではということで、「事業№３０の移住・定住へ向けた魅力の発信」の内容

と照らし合わせ、取組目標を見直ししてみたらどうかという意見もありました。

意見は参考にさせていただいて、できるだけ市民の方に分かりやすい表現の仕

方と、できるところは取り組みの見直しをしたいと考えています。 

それから、公共施設の適正管理について、多く意見がありましたので、この

ことについてお手元の資料で説明させていただきます。これからの少子高齢化

社会の時代に公共施設はどうあるべきか、また、施設の老朽化等が問題となっ

ており課題があるとの意見もありました。昨年度に公共施設白書を作り、現況

と課題編として市のウェブサイトへ掲載しています。概要を申し上げると、市

の公共施設全体のうち５０㎡以上のもの１２４施設を調査したもので、延床面

積合計は、約２３８，０００㎡あります。用途と築年別に分類すると、学校施

設が３５％を超え、次に市営住宅、スポーツ施設と続いています。下のグラフ

は、昭和５６年に耐震基準が改正され、延床面積からみると昭和５７年以降に

建てられた新基準の建物が約６０％、旧耐震基準の建物が４０％弱まだ残って

おり、今後それらの建替え時期が迫っていることがわかります。多くの公共施

設を建てた時期は高度経済成長期でありましたので、現在は老朽化が進み、ま

た少子高齢化の時代に施設はいるのか、いらないのか、公共施設のあり方を考

えていく必要があります。白書では、償却資産の法定耐用年数を参考に、向こ

う５０年間の更新費用がいくらかかるのかということで算出し、約９２０億円

かかるといる試算結果となりました。これは耐震補強等の大規模修繕をせずに、

そのまま法定耐用年数を迎えたときに新たに建て直すといった場合の試算で

す。グラフで突出して見える部分がありますが、平成３４年のところの少し大

きな山は環境センターの更新費用。それから平成３８年に突出して９０億円程

度かかるというのが、湖西病院。平成５９年はアメニティプラザにかかる更新

費用です。この更新費用を１０年ごとに平準化した場合に、年間７億円から 

２５億円程度の費用が必要になる。現在、市の普通建設事業費は１６億円程度

しかハード面に使える予算はないということから、このまま保有し続けるとい

う大変厳しい状況にあるということがわかります。本年度は只今「施設カルテ」

を作成中であり、個々の施設の利用状況や維持管理の費用、稼働率などを調査

しています。今後どのように公共施設を持つべきなのか、在り方を検討してい

かなければならない重要な課題と考えています。この公共施設の適正管理につ

いても、委員の皆さまの意見をいただきたいため、今回資料として提示させて

いただきましたので、ご検討いただければと考えております。 
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本日いただいた意見に対する回答は、後日、報告させていただきます。 

７月の勉強会の後にも意見書を提出いただいたように、今回も委員のみなさ

まと意見書等で意見交換させていただきながら、まとめていただければと考え

ています。 

西堀会長：今日の課題は進行管理状況について、管理がうまくいっているのかどうか、

ちゃんとやられているかどうかがひとつと、その内容について適切かどうか、

みなさんからご意見をいただいた。 

いま事務局からもあったように、それらを踏まえて次回には、もうちょっと

突っ込んでアクションプランそのものについて、全体としてどう評価するか、

どう改善していけばいいかということについて、審議したいと思っている。 

今日の委員のご意見を聞いていて、相当みなさんも勉強されているなと感心

したが、湖西市で行われている公共事業の、例えば公共施設の耐用年数調査、

これは非常に重要な課題で、悪い財政上の課題で、そのような取り組みだとか、

あるいは行財政改革は具体的にどのようにやっているのかとか、公共施設の使

用料はどうなっているのかとか、問題はいろいろあるのだが、この問題につい

てもう少し審議会で、担当課に来ていただいてきっちり話を聞くとか、ごみ問

題であれば焼却施設を見て、耐用年数は大丈夫なのかとか、そのようにして私

たちの知見も深めながら、答申を作っていくことが必要なことではないのかな

という気もする。もしみなさんがこの問題についてみんなで勉強会をやってみ

ようということであれば、あるいは施設を見学をしてみようということであれ

ば、意見をお寄せいただいて事務局に尽力いただきたいと思っている。 

私もまだ湖西市というものがよくわかっていなくて、ある部分にだけ機能的

にやっていくと、それはまた問題が起きると思うので、できるだけ湖西市全体

が発展していく中で、それぞれがバランスよく仕事がなされていく、そのこと

がすごく重要かと思う。今日自分の感じでは市民会館とは実際に見ないといけ

ないかなと、そんな気がしたのだが、みなさんの方で、例えばこれについてと

いうのがありましたら、ぜひ事務局の方に要望を出していただいて、私どもも

いっしょに検討をしてみたい、そう思っている。 

それから市長の話では、行財政改革ということでアクションプランの検討も

ひとつあるのだが、行財政ということになると全体を抱えるので、市議会、こ

れは行政は全然ノータッチなのだが、どこまで答申で出していくかということ

がひとつあるので、みなさんにお考えいただきたい。 

それからもうひとつは、行動計画には職員の問題がかなり出ているのですけ

ど、職員の人件費含める、人員を含める、そして施設の耐用年数の問題を迎え

るとなると、今日図書館に関する意見もあったが、これだとＰＦＩとか外部に

委託するというのも出てくる。現在の進行管理ではここの問題ではないが、次
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の答申の時にはこれは考えなければいけないテーマなのかなと考えるので、そ

の辺みなさんご意見をいただければと思う。 

今日は第１回目なので総合的な意見を交換した、それからこれについて全体

的な１次的な意見をいただいた、ということにしておきたい。 

それでは事務局の方からスケジュール等について、お願いする。 

事務局： ありがとうございました。審議会の内容は会議録としてまとめ公表させてい

ただきます。 

今後の方向ですが、勉強会や本日いただいた意見、また意見書での意見等を

まとめ、整理したものを第２回の審議会でお示ししたいと考えています。西堀

会長とも相談しながら各分野ごとにまとめていきたいと考えています。 

西堀会長：現在のアクションプランの進行管理について、今回は中間答申をまとめてい 

きたいので、その枠内でやって行きたいと思う。 

事務局：２回目の開催予定について、新年度予算に反映できるようなタイミングで、 

11月末を考えているが、いかがでしょうか。 

西堀会長：11月28日の午前中に行う予定。以上を持ちまして審議会を終了する。 

閉 会：１１時５５分 

 


