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第第第第２２２２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 11 月 28 日（金）午前 10：00～午前 11：45 

開 催 場 所 湖西市役所 2階 市長公室 

委 員 (出席者) 9 人 (欠席者) 1 人 (事務局) 5 人 

内内内内        容容容容    

1 開会 

事務局 企画政策課長があいさつ 

    回数は今回で２回目となるが、これまで頻繁にメール等で意見や質問の交換をし

ながら内容を詰めてきた。委員の皆様には多忙の中時間を割いていただき感謝申し

上げる。本日の出席者は９名、湖西市行財政改革審議会条例第６条第２項の規定に

より、過半数の出席をいただいているので、本会が成立することを報告する。 

（進行役を会長に交代） 

 

2 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： ２回目の審議会で中間答申を出すのはなかなか厳しいかと思っていたが、

皆さんの日ごろ感じていることについて、非常にしっかりしたご意見をいた

だいた。 

      市の対応も比較的データをすぐに提出していただき、非常に良かったと思

っている。 

      これらをベースに取りまとめたものを中間答申ということで報告するもの

を作成したい。データの追加・修正などの意見があれば伺いたい。 

最初の項目、「１．アクションプランの進行管理について」これについて

佐々木委員から意見を伺いたい。 

佐々木委員：３つほどの視点から、日本社会全体に言えること、それから社会環境の変

化を捉えてこれからの地方行政はどうあらなければならないかということ、

湖西市固有の問題をどのように克服していくかということ、そのようなこと

を中心に書いたものであるが、いずれにしても日本全体に関わる問題として

は皆共通の認識だと思う。ことばを変えて言えば高度成長期、要するに成長

社会から成熟社会への移行というのが異常な速さで進んでいるということが

実感だと思う。そのために地方行政は、自らをその変化に対応すべく新たな

組織の体制を作っていかなければならない状況に置かれていることは、幾多

の地方行政における課題である。 
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合併による地方交付税の問題だが、これは湖西市だけではなくて平成の大

合併ということで同じような課題を抱えている自治体は多いと思うが、湖西

市としては平成３２年度には地方交付税もなくなっていくという現実問題が

あるので、行財政改革というものを強烈に進めていかねばならない。 

平成２５年度の取組目標達成率が９０.１％は評価できると書いてあるが、

このことは私も評価に値すると思っている。何をもって評価するということ

になるが、参考までに人口が約８７，０００人で比較的湖西市の数字に近い

袋井市を例に挙げると、平成２４年度の目標達成率は８２％とあった。取組

内容や評価基準も異なるので一概に単純には比較できないとは思うが、他の

自治体の実績も考慮しなければならない。また財政効果額も進行管理の方に

１億３，８００万円とあるが、これに対し袋井市が１億２，２００万円とあ

り、湖西市がその額を上回っているということについても、よく頑張ったの

ではないかと思う。 

ただ財政効果というものを、経費節減というものと財源確保という二つに

分けて考えていかなければならない。地道な努力ではあるが経費節減が一番

時間がかかって困難な部分ではある。財源確保というのも地道な努力が必要

だが、土地売却が非常に大きな影響を及ぼすものである。中身は精査してみ

ないと分からないが、他市の事例では土地売却により、財政効果約６億５，

０００万円のうち約４億５，０００万円が土地売却によるというものもあっ

たので、土地売却を進めるという方向も考えていかねばならないと思う。 

中長期的な視点による行財政改革と市民満足度の両立ということは、行政

の質的変化の進展に関わってくると考えている。少子高齢化の到来により財

源確保は難しくなるのは想定というよりも確実であって、これに対応する行

政組織の体制を作っていくためには、釈迦に説法であるが、地方行政の質的

改革を愚直に粛々と進めるしかないものと考える。高度成長期における画一

的な量的サービスが中心の運営手法から、いろいろなサービスに対する市民

と市民満足度を総合的に考慮して、限られた資源を効果的に活用する経営的

な運営手法に大胆に変えていくしかないと考えている。官から民へとよく言

われるが、それもひとつと考える。 

西堀会長： 細かい表現、言葉遣いとかこうした方がいいというものがあれば意見をい

ただきたいが、私が中間答申案の下から３行目の「市民満足度の高い湖西市

へと転換していくためには」というところの「転換」という表現が、少しき

つ過ぎるように感じているが「湖西市を実現」という表現に変えてみてはど

うか。この審議会ではアクションプランをどの程度執行できているかという

のが一番大事な課題で、最終答申ではもう少し踏み込んでもいいかと思う。
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大きく言えば市民満足度の高い湖西市を実現していくというのが、アクショ

ンプラン推進の延長線上にあるので、「転換」としてしまうと、何か今が悪

いような印象になるので、むしろ今後も行財政改革をきちんと実施してほし

いという意味では、「実現」という方がよいと考えるがいかがか。現状認識

としてはこの内容でよい。 

      それでは次に「２．総論」について朗読するので、その後意見をいただく。 

    

    （西堀会長が中間答申案「２．総論」を朗読） 

 

西堀会長： 前段では市民に十分説明をして納得いくようにしながら、大胆にやってほ

しい。後の方で大胆に断固やれというものが出てくるが、ここの部分はこの

程度でよいかと思う。 

後段については、これまでに出された意見を受け止め引き続き実施してい

ただきたいというものだがいかがか。コストカット問題、いくつかの数値目

標を見直した方がよいのではないかとか、社会経済情勢の変化の中で引き続

き進行管理を進めていただきたい、というところがポイントである。 

白井聖委員：内容に関しては、これでよいと思う。 

西堀会長： ここは要するに進行管理を着実にやってほしいということ。 

      それではここから「３．各改革項目に係る意見について」の各項目につい

て意見をいただいていくが、ひとつずつやっていく。 

まず「(１)「市民協働」の積極的な推進について」 

 

（西堀会長が中間答申案「(１)「市民協働」の積極的な推進について」を朗読） 

 

西堀会長： ここもこれまでに意見が多く出たところだが、パブリックコメントなどを

適切に使いながら、市民の意見をいかに情報提供しながら吸い上げるかとい

うことである。 

白井幸委員：内容の方はいいと思うが、フェイスブックやスマートフォンへの対応とい

うところで先進事例の研究を進めていただければと思う。 

西堀会長： もし入れるとしたら、新しい情報手段の活用、積極的に活用しながら、と

いう感じで入れるといいかもしれない。新しい情報媒体もコストがかかるの

でそことのバランスも大事になる。出された意見は大体入っていると思うが、

若干あと「新しい情報媒体の積極的活用」を付け加えたらどうかというとこ

ろか。 

では次に｢(２)職員の意識改革と人材（人財）育成について｣ 
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（西堀会長が中間答申案｢(２)職員の意識改革と人材（人財）育成について①「定

員管理計画の推進について」｣を朗読） 

 

西堀会長： 「①「定員管理計画の推進」」に関して、なかなかハードルの高い内容に

なっているが内容に関してはいかがか。 

金原委員： 「１．進行管理」のところにも「２．総論」のところにもあるが、「今後、

政策的な課題は一層多様化し複雑になることが予想される」とこれはもう当

たり前のことであるし、「単にコストカットを目指すものではなく」という

ところとさらに下の「社会経済情勢の変化に的確に対応できる」というとこ

ろで、しっかり対応した上で適正な人的カットができればいいのだが、人員

カットだけ進めるだけ進めてサービスが低下する、要は本末転倒みたいなこ

とになるのは以ての外だと思うので、そこのところを書いていただくところ

もある。また「近隣と比べて最も効率的な」とあるが、「近隣」ではなくて

「全国的」にという湖西方式みたいな誇れるプランにできればよいかと思う。 

西堀会長： 次に「②「人材育成計画の推進」」に関して。 

 

（西堀会長が中間答申案｢(２)職員の意識改革と人材（人財）育成について②「人

材育成計画の推進」｣を朗読） 

 

西堀会長： 少し具体的な提案が入っているが、ここに関してはいかがか。①と②に関

してあわせて意見をいただきたい。 

藤田委員： 職員の定数を削減するということは大変厳しい状況だとは思うが、これを

やっていかなければならないということで、やはり職員個々の能力を最大限

に発揮できるような配置というものが、すごく大事なことであると感じる。

この場の発言にふさわしいのか分からないが、やはり職員が意欲を持って働

いていただくためには、心身ともに健康でないと仕事にも力を発揮できない

と思うので、そういう意味での職場の環境づくりもとても大切ではないかと

思っている。 

白井幸委員：人材育成の方では、２５年度に通信教育が１５件、先進地への視察が４０

件ということで取り組まれている。住民と最初に接点を持つのはファースト

コンタクトであるあいさつからだと思うので、研修等による資質向上という

のも大事ではあるが、やはりあいさつという基本的なことも必要であるのか

と思うので、内容的にはこれでよいと思う。 

西堀会長： 全国的に職員の減少というのは非常にすごいものがあって、市町村合併も
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そういう狙いもあったと思われるし、また国から来るお金も前段の方にあっ

た地方交付税の削減も進んでいくので、否応なしに予算も減っていく。それ

だけに職員の力の発揮とその条件整備というのも大事になってくるというこ

とで、この指摘はこれでいいのではないかと思う。効率的な内容というのが、

やはり職員一人ひとりの能力、また心身健康で力が発揮できるような環境づ

くりも非常に重要だということである。 

では次に｢(３)市民満足度を上げる事業の選択と集中について｣ 

 

（西堀会長が中間答申案｢(３)市民満足度を上げる事業の選択と集中について｣

を朗読） 

 

西堀会長： ここも結構大きい仕組みの問題となっているが、どうか。 

白井聖委員：これまで予算との連動性というものが、十分活用されていなくてバラバラ

だったのが、今回見直しによって予算と事務事業評価が統一化してきたとい

うこと。これをさらに推進していくというのがとても重要なことであるし、

そこで優先順位を定めていってもらえればと考える。 

西堀会長： 非常に大事な指摘だったと思う。これがうまくできれば相当なことだと思

う。予算と事業というのが一番難しいことである。 

白井聖委員：予算組みの仕組みも変えていくということになる。一年だけではなかなか

そうできるものではないと思う。繰り返し検証を重ねることによって変わっ

ていくと思う。意識をもって取り組んでいただきたいと思う。 

西堀会長： 他にないようならば、ここのところはこの文案でよいということにさせて

いただく。 

では次に｢(４)限られた財源を効果的に使うためのコスト縮減について｣ 

 

（西堀会長が中間答申案｢(４)限られた財源を効果的に使うためのコスト縮減

について｣を朗読） 

 

西堀会長： ここはかなり踏み込んだ内容となっている。ここの部分についてはいかが

か。 

佐々木委員：自分は昨年まで２年間自治会連合会の理事を務めていたが、その中でも公

式の場ではないが、公共施設の問題は大変な問題であると話題に上っていた。

ということで、アクションプランでは平成２７年度で公共施設再配置計画（素

案）、それから公共施設マネジメント基本指針の作成とある。どこまで調整

がついているのかはわからないが、この統廃合に際してどこが一番強調され



 - 6 - 

るべきかというと、スピード感にあると思っている。従って「スピード感を

持って決断することも、また必要である。」という表現はまだ弱いのではな

いかと思う。「スピード感を持って決断する時期に来ている」ぐらいの強い

表現にした方がよいのではと考える。そのように言い切った方が、危機感が

あっていいのではないか。２年間自治会連合会で得た情報や、皆さんとの話

をした感じでは、私はそのように考える。 

実際に行政の方でほぼ調整がついていて動きが進んでいるということであ

れば、ここの表現はこのままでもよいかとは思う。 

西堀会長： 難しいところではあると思う。他の皆さんはこの意見についていかがか。

率直な意見を出していただいていい。 

近藤委員： 希望というか、こちらがやってほしいということを伝えるには、「また必

要である」の方が結構しっくり来るのかなという印象を受ける。最初の方の

説明だと、まず最初は全体像をつかんで、具体的にはっきりと強く言うのは

その後で、という話で始まった流れからいくと、ここではしっかり言い切っ

た形でも伝わるのかと思う。今後個々に取り上げていく中では、「この面に

ついてはこうだ、ここまでしてほしい」という私たちの意見を汲み取ってほ

しい、感じてほしいという観点からすれば、佐々木委員の言うとおり、「ま

た」があるとないとでは大きく変わってくると思う。 

藤田委員： 教育委員会の関係で委員をしていたときに、いろいろな施設の老朽化で維

持管理費が増大するとか、老朽化のため利用者の安全性に配慮した維持管理

を行うということがものすごく多かった。優先順位をつけて計画的に整備し

ていく必要があるのではないかとそのときすごく感じた。やはり全体的な実

態調査や分析をした中で、このような取り組みをしていくことは大事なこと

であると思う。 

西堀会長： 最後の文のニュアンスは言い回しがうまく書かれていて、要するに極端に

やってはいけないが、しかしスピード感をもってやれと。だから一番大事な

ことは、一番揉めるのは十分納得が得られないままスピードを上げてしまう

と、後ですごいトラブルを招いてしまい、結果的に効率が悪くなってしまう

ということが十分にあり得るということ。十分よく調べて、財政状況も含め

た納得のいくデータを提示して、よく納得したうえで決めてしまったらそこ

からスピードをさらに上げていく、というのが一番いい。そこのプロセス

で・・・ 

白井聖委員：それは逆ではないか。先にスピード感を持って決断することが必要である、

がしかし丁寧な説明も必要であるということで、前後逆なのでは。 

西堀会長： 決断が最初に来てしまうと後が難しくなる。この文章は結局スピード感を
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持って決断しろと言っている。 

金原委員： 文章だけだったら「決断することが必要である。」でどうか。「も、また」

という表現が引っかかっている。 

西堀会長： それでは強すぎないか。ここで言いたいのはバランスを持ってやりなさい

よと、早く決断しろというと暴走するから、よくバランスをとってうまく早

くやりなさいということである。 

「今後の財政状況を鑑みるとスピード感を持って決断することが必要であ

る。」これでいくということでいいか。あと併せて「慎重に検討することは」

を「慎重に検討しつつ」に変更するということでどうか。 

金原委員： これで「スピード感を持って決断すること」の方に重きを置いた表現にな

る。 

西堀委員： では次に｢(５)積極的な財源創出策の推進について｣ 

 

（西堀会長が中間答申案｢(５)積極的な財源創出策の推進について｣を朗読） 

 

白井優委員：厳しい財政状況の中で財源を発掘することも大事ではあるが、前回に下水

道のことで話をさせていただいたので、今回も少し話をさせていただきたい。

平成 25 年 12 月に静岡県交通基盤部により発行された「静岡県の下水道」と

いう資料によると、平成２３年度の数値になるが、使用料収入が約２億円、

下水道の維持管理費が２億７，０００万円ということで、約７，０００万円

の差となっていてこのときの水洗化率というのが湖西市の場合は少し低くて

７９．８％となっている。 

資料を見た感じでは、他の市町の率を見てみると９０％ぐらいにならない

と採算が取れないため、市民になるべく接続してもらうようにしないといけ

ないと思うので、ＰＲに力を入れていただきたい。ここで言う積極的な財源

創出策の推進とは少しずれているかもしれないが、収入の確保ということで、

前回少し話をさせていただいたので、さらに調べて説明をさせていただいた。 

西堀会長： 今の点は「収入源を自ら発掘する」という点に関わってくるということか。 

白井優委員：赤字を削減するということ。 

朝倉委員： 文章の内容についてはこれでよいと思う。追加というか若干「積極的な財

源創出策の推進について」という意味とは異なるかもしれないが、人口に着

眼を置いて、このご時勢なので増加というのは厳しいかとは思うので、人口

減の抑制という形で取り組みをしていただけると税収の増加にも繋がるので

はないか。 

大企業が多いので、若者が働きに来られて湖西市に住んでもらえて、税金
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を納めていただくことが重要であると思う。 

西堀会長： 今の意見はすごく大事なことかと思うが、総合計画の中で人口増について

触れられているので、そちらの話になってくるかと思う。今回我々は行財政

改革に当たり、総合計画の中に行財政改革はセクションを持っているので、

行財政改革面から総合計画にも提案するということであってもいいと思う。 

これについては、本答申で取り上げてみたらどうか。総合計画に審議会で

この部分はより具体化して欲しいとか、そういう注文はつけてもいいのかと

思う。 

      他市では大手企業が相次いで撤退を表明し、残された工業団地を今後どう

していくのか、という問題になってきている事例もある。そういう意味で言

えば、かなり民間企業もいろいろ動いている時代に入っている。財源確保の

点から見ても神経を尖らせていかなければいけない。あと引き続き自主財源

の確保、これもまた結構難しい問題で、前回はあまり議論にはならなかった

が、ふるさと納税とかをまちづくりに繋げるといったことも自主財源の確保

の中に入るかと考えるので、引き続き検討をしていくということになろうか

と思う。何千人単位で人口を増やすということを考えているが、過疎地に行

くと今年は数人増えたとかそういう成果も示されているので、そのくらいき

め細かい対策も必要かもしれない。 

      では次に｢４．おわりに｣について 

 

（西堀会長が中間答申案｢４．おわりに｣を朗読） 

 

西堀会長： 「市」ということばは、市民・行政・市議会すべてを含む、つまりみんな

がということ。全体を通してはいかがか。「私たちが経験したことのない社

会」について、実は最近読んだある本の中にあったのは、日本の縄文時代か

らいろいろな戦争があったわけだが、人口が減ったという時代はないという

こと。今の時代、人口がこういう状況になったのは初めてだということ。ま

さに「経験したことのない社会」というのはこのことを言うのか。そういう

時代には答えがないといえばそれまでだが、相当な知恵を出したりしながら、

失敗もあるかもしれないが、そこからしっかり学んで次に生かすということ

がすごく大事なところに来ていると思う。 

先程若干字句の修正案が出てきたが、事務局と相談しながら精査していき

たい。今後また意見があるようなら、意見書を提出していただきたい。最終

的な文案としては本日の委員のご意見を承ったので、私に一任させていただ

いて、最終の中間答申をまとめたい。（委員全員同意） 
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1 月上旬までに作成して、市長に提出したい。今後のことだが、先程いちば

ん議論のあった「スピード感」とか、意見を聞いていると施設の統廃合問題

が今日は委員から議論が結構出されていたが、これからいろいろ具体的な問

題が出てくるかと思うので、その辺を答申の中に入れるのかということもあ

るのだが、これも私に一任させていただきたい。（委員全員同意） 

朝倉委員： 以前も話をしたが、勉強会というかたちでいろいろな施設を回ってみては

どうかと思う。今も皆さんが興味を持たれている市民会館の現状を把握する

意味でもいろいろな公共施設を回る中で、ざっくばらんな意見を交換するの

も良いかと思う。 

西堀会長： 私も是非見せていただきたい。やはり自治体の改革というのは現場がすご

く重要なので、施設というとヒビの入っているのも施設だし、相当丁寧に使

っているのも施設であるし、目で見るというのはすごく大事なことだと思う。

そのあたりのことも勉強会ということでやってみたらどうかと考えるがいか

がか。（委員全員同意） 

公共施設については、市が公共施設白書とかいろいろ作っているようなの

で、事務局の方からこの問題について何か話ができることはあるか。 

 

（事務局が資料「公共施設白書 現況と課題編」をもとに説明） 

 

西堀会長： 引き続きこの審議会は最終答申へ向けていくが、１月９日に中間答申を市

長に提出したらどうかということだが、そのときにどこか公共施設、例えば

市民会館とか適切な施設を選んでいただいて、見学してみなさんの問題意識

の共有ができればと思うので、これも予定させていただきたい。 

来年の審議会は４月スタートし４回の開催を予定している。公共施設白書

も４月にできるとのことなので、その中身についても勉強しなくてはいけな

い。 

金原委員： 問題があるような施設を視察してみてはどうか。 

白井聖委員：重複している施設などはどうか。 

西堀会長： 問題がある施設というのはどの施設を指しているのか。 

事務局：  市民会館は現在ホールが使用禁止になっている。また新しい施設となると、

新居体育館がある。 

白井聖委員：旧耐震基準とか新耐震基準とかの該当施設については把握しているのか。 

事務局：  白書のデータとりまとめの際に把握している。 

近藤委員： 市民会館と同種になる新居地域センターはどうか。市民会館の使用禁止に

伴い代替施設として利用されている。図書館とかの統合の話とかもあるが、
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単純に新居にあるから湖西には要らないとか、でも今ある新居の施設をあれ

でよしとしていいのか、ということもあり新居の施設も古い施設であるので、

比べてみるのもよいと思う。 

事務局：  事務局の方でスケジュールも考えながら、コース案を検討する。 

白井聖委員：この問題はただ単純に総量を減らせばいいという問題ではなくて、人口構

成の変化やニーズの変化を考えながら、計画を進めていかなければいけない

問題であると思う。 

西堀会長： 人口の総数と構成も変わってくる。当面は老齢人口が増えていくが、いず

れ減っていくようになる。高齢化していくという今の感覚で対応しなければ

いけないと言うが、実はそれはせいぜい 10 年か 20 年ぐらい先までの問題で

あって、そこから先は若い世代にシフトしておいた方が長期的には安定する。

ここの部分の調整というのが実はかなり難しいところだと思う。 

白井聖委員：さらに言えば市内の各地域によって減少の度合いも違ってくる。そこまで

の推計はしていないのか。 

事務局：  現在作成中の公共施設白書の中では、そこのところも含めて示す予定でい

る。 

西堀会長： まだ意見がある場合は、本日配布した意見票を 12 月 16 日までに提出いた

だいて、それも踏まえて私の方で中間答申をまとめて提出するということで

進めさせていただく。 

以上で審議会を終了するが、今年度の審議会はこれで終了ということとさ

せていただく。 

 

 

閉 会：１１時４５分 

 


