
 - 1 -

第１回 湖西市行財政改革審議会 会議録 

開 催 日 時 平成 27 年７月６日（月）午前 10：00～午前 11：50 

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) ４人 

内  容 

１ 開会 

事務局：  新居町商工会推薦の白井優委員の後任として、山口淳洋委員が就任する。

      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】 

  

会長あいさつ 

 

西堀会長： 昨年度の中間答申に基づいて引き続き審議をし、今年度末には本答申を出

すということが今年度の活動となる。 

      また、公共施設のあり方について、昨年度は施設の現地見学をするなど若

干の議論も行ってきたが、今年度は公共施設白書に基づいて議論をしていき

たい。 

今年度は「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に関する有識者会議が湖西

市でも設置され、人口減少に対し、まちづくりを通して維持可能な地域をど

う作っていくかという議論が始まっている。 

人口が減少する中でどのように効率的な市役所を作っていくか、住民の福

祉を維持、増大をさせて、その結果まちの発展につながるかということを、

本審議会は行財政の面から考えていかなければいけないということになって

くる。 

日本の歴史の中で、人口が減ってくるというのはおそらく初めてではない

かと思うので、今までの想像力とは違う思考をしていかなければならない。 

そういう意味では試行錯誤をしながら、現時点で出せる最善の答申を出し

ていきたいと考えている。 
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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： 行財政改革アクションプランの進行管理について、審議を行う。 

      審議は大分類の順に意見を出していただくという形で進めていく。 

 

      【事務局より資料について説明】 

 

西堀会長： それでは「大分類１「市民協働」の積極的な推進」ところで、「1-1-1 市

民に伝わる広報活動」について。 

 

白井幸委員：「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 

26年度までの利用実績から取り組みに対する評価は高いと思われる。 

次は、湖西市という地域のブランド力を高めるシティプロモーション活動

として、ＳＮＳを活用していく事を27年度以降の目標に加えてみてはどうか

と思う。 

ホームページとの併用は人員が必要となるなど困難な部分があるが、各自

治体や市民団体などはフェイスブックなどを積極的に取り入れ、情報の発信

もそれぞれオリジナリティが感じられるところがあった。 

人員の確保策として、今活躍されている「広報こさい」の市民記者をさら

に増加させてＳＮＳの記者としても活用していくのはどうか。広報こさいの

記者は高価な一眼レフカメラを持っておられるかと思うが、スマートフォン

も普及しており、高機能なカメラを搭載している機種もあるので、それらを

活用できれば高度なカメラを買うなどの自己負担も少なく、市の活動に協力

的に参加していただけるのではないか。 

このようなものを活用できれば、若い世代への積極的にＰＲする機会を得

られる上、ウェブサイトだとどれだけのひとが見ているか追跡できないのに

対し、ＳＮＳは登録者を見ていけば若い世代がどれだけ見ているかを確認す

ることもできるので、さらなるウェブサイトを活用した情報提供の推進に繋

がると考える。 

 

佐々木委員：「事業№2 企業等と市民活動団体を繋ぐ仕組みの確立」について 

企業と市民活動団体の連携において、仲介件数が25年度より増えたのは 

大いに評価できる。 

昨年の審議会でも質問が出たが、企業と市民活動団体の情報提供・情報収

集の仕方において、市民団体側に不足している部分に企業が協力出来るよう

な仕組みづくりを提起され、その仕組みを作っていきたいという回答であっ
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た。 

それがその後どのようになっているのか伺いたい。 

 

西堀会長： 具体的にどのような対応をとってきたかということか。 

それでは「1-2 市民と行政の距離感の短縮」について。 

 

小出委員： 「事業№4 ＯＪＴ等内部研修にて職員の意識改革」について 

 取組目標が、「市民意識調査で市職員の接客態度・姿勢が良くない、あまり

良くない」に関して、25年度の意識調査で13％以下、26年度には10％以下と

いうことで達成ができず「Ｄ」判定というのは分かるが、26年度の前年比が

-2.1％ということで改善がみられ、評価はできる。 

今後も継続して取り組みを続けていただきたい。 

昨年の自分自身の体験だが、13時の数分前に窓口に伺ったところ「13時ま

で待ってください」と言われたことがあった。 

「待ってください」と言うぐらいなら、「どんなご用件ですか」という声を

かけてくれれば、13時までの時間つなぎになるし、印象も変わるのにと感じ

た。 

そういう市民の声を聞く体制も必要になってくるのでは。 

 

白井聖委員：「事業№5 男女共同参画条例制定と運用」について 

      「行動計画」の「取組目標」の欄にある「委員会・審議会」について、女

性参画について推進されているのは分かるが、その他にも男女共同参画推進

条例では市民団体、いわゆる自治会、町内会、等々にも多様な意見をいただ

くために参画を推進すべきと定められている。 

取組目標の「委員会・審議会等」の「等」という部分にそのような団体も

含まれているのか、含まれていないのなら実態はどの程度なのか教えていた

だきたい。 

 

西堀会長： 「大分類２ 職員の意識改革と人財（人材）育成」について、まず「2-1政

策目的達成を目指す組織と仕組み」のところで「2-1-1 ＰＤＣＡを回すマ

ネジメントの確立」について。 

 

白井聖委員：「事業№6・13 事務事業評価制度の充実」について 

      25年度までは「外部評価を実施する」という項目が入っていたが、26年度

からは記載が削除され外部評価は実施していない。 

やはり今は内部的な視点だけではなく、外部からの視点も重要だと考える

が、なぜ外部評価がここの取り組みから削除されたのか伺いたい。 
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西堀会長： 「2-1-3 将来を見据えた定員管理と職員採用」について 

 

金原委員： 「事業№9 定員管理計画の推進」について 

「現状の課題」のところに「再任用制度により新規採用職員計画に不確定

要素が出てくる」とあるが不確定要素とは具体的にどのようなことなのか。

再任用で以前在籍していた職員を雇うから新規採用は取らないというこ

とか。 

ひとを育てていくということに投資をしないと、今後若い職員が育ってこ

ない。それはかえって湖西市にとってはマイナスになると考えるので、伺い

たい。 

 

西堀会長： 「2-2 職員のやる気・能力を引き出す仕組みの構築」のところで、「2-2-2

職員を育てる人財（人材）研修」について。 

 

白井聖委員：「事業№11 人材育成計画の推進」について 

「現状の課題」において「自主研修に参加する人が固定化している」とい

うことで、市役所だけでなく一般の企業においても、自分から積極的に自主

研修に参加するひとは限られてくるという現状が見受けられる。 

研修に参加するということで、事業№10の人事評価に繋げるということは

どうかと提案したい。 

 

西堀会長： これは現在どうなっているのか、今後どうするのかといったところか。 

次に「大分類３ 市民満足度を上げる事業の選択と集中」について。 

 

藤田委員： 「事業№12 市民意識調査の実施」について 

回収率が昨年より向上したということで、評価できると思う。市民意識調

査の問題点について、「行動計画」の「取組内容」のところで問題点を各課で

検討とあるが、問題点の具体例について、各課ではどのくらい改善されたの

か伺いたい。 

 

西堀会長： 回収率がなぜ上がったのかというのが気になる。この点について事務局の

方で何かあれば、説明をしていただきたい。 

 

事務局：  実施時期を見直しした。正月をまたいで実施していたものを、1月上旬から

下旬にかけて実施することとしたほか、他部署で実施するアンケート調査時

期との調整を図った。 

また、ウェブサイトで周知をした。 
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設問の内容についても毎年一部を見直ししている。市民意識調査の結果は、

自由意見も含めすべて全課に配布しており、問題点を改善できるかどうかを

各課で検討するとともに、ひとり１改善運動や事務事業評価において改善の

取り組みを行うよう指示している。 

個々の取り組みについては各課で改善、見直しを行っているがフォローア

ップまではしていない。どのくらい改善されたのかについては、市民意識調

査の「市民満足度」や各設問の結果により改善の成果を確認している。 

市民意識調査の結果は、公表しており時系列で推移を確認できるようにな

っている。 

 

西堀会長： それでは「3-2 集中投資による事業の計画的実施」のところで、「3-2-1 思

い切った予算の重点化」について。 

 

白井聖委員：「事業№14 中期財政計画の作成」について 

市のウェブサイトで「中期財政計画及び中期財政見通し」を見た。 

この中で32年度までの歳入実績と見通しについて、歳入のうち市税の見通

しについて28年から32年にかけここ５年にも増して増加を見込んでいるが、

この見込みというのに具体性はあるのか。ないとすればどのような算定から

このような見込みが出されたのか伺いたい。 

 

西堀会長： 「大分類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 

 

白井聖委員：「事業№16 人件費の適正化」について 

できるだけ民間でできることは民間へ開放すべきであると前回意見させて

いただいたところ、すでに検討を始めている、進めているということだった

が、それに関しての記載が無いので、具体的にどの分野をいつから始めるぐ

らいの検討を進めているのかということを、明らかにできるのなら伺いたい。

 

西堀会長： 課題にある、「民間業務委託、施設の指定管理、提携業務の非常勤職員への

転換等」も含めてということか。 

 

白井聖委員：そのとおりである。行動計画に具体的な記載がなかったので、記載すべき

かどうなのか分からないが、確認ができればということ。 

 

西堀会長： つぎに「4-1-2 公共施設等の効率的な管理・運用」のところで、「事業№

20 公共施設の適正管理」についてだが、このあと「公共施設白書」に関す

る議論もあるので、そのときに意見等をいただくこととするので、次は「4-2-1
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創意工夫による経費の削減」について伺う。 

 

小出委員： 「事業№26 ごみ処理コストの縮減」について 

      リサイクル率とか、ごみを出す意識付けということで、先日、小学生の息

子が環境センターと浄化センターでゴミの出し方等の説明を受け、ゴミの出

し方がわかったと、家で「これは何になる？」「これはプラだよね」などと言

いながら分別に取り組んでいた。 

そこで「処理された後はどうなるの？」と聞いたところ「わからない」と

いうことであったから、ごみを出した後の活かし方についても子どもたちに

伝えていった方がより良いのではと感じた。 

ＰＴＡの話の中で、小中学校のリサイクル活動への補助金が打ち切りにな

ると聞いた。というのは、ゴミステーションを市が推していることとの兼ね

合いと予想しているが、処理コストを考えた場合、学校としてもリサイクル

活動費を当て込んでいるところもあるので、学校の回収率を上げることでも

市の処理負担を減らせるということを考えられるのでは。 

 

西堀会長： 学校への補助を推進して、ごみ全体を減量していくという発想か。 

      「4-2-2 補助事業効果の把握、分析、検討と見直し」について。 

 

藤田委員： 「事業№29 補助金の見直し」について 

「現状と課題」のところで、「各担当課において、補助金の精査を行った上

で予算要求してくるが、ほとんど削減にはいたっていない。」とあるが、補助

金額の適正化の検証はどのように行われているのか伺いたい。 

 

西堀委員： 次に「大分類５ 積極的な財源創出策の推進」の「5-1-1 人口の増加策」

について。 

 

佐々木委員：「事業№31 区画整理事業及び地区計画制度の導入の支援」 

      可能性の高い2つの地区について制度説明を行い1歩前進したのは評価した

い。 

地区計画制度の運用基準というものは、当然すでにあって、時代に応じて

変えていくことが必要であるのではと考える。 

自分の知人に東北の大震災の被害にあった方がいて、地区計画を新たにや

るということで、運用基準についても状況に応じて見直さなければいけない

ということで、市民からの意見を聞きだすという場を設けたそうだ。 

土地を手放さないという人もいるということだが、時代の流れによって計

画を作ったときとは状況も変わっているので、今の運用基準がいつ作成され、
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湖西市民の声が反映されていたのかどうかという点について伺いたい。 

 

西堀会長： 次に「5-1-2 産業振興のための支援や連携」について  

 

近藤委員： 「事業№32 湖西市観光基本計画に基づく新たな振興施策の展開」につい

て 

昨年、観光振興協議会の委員として参加させていただいている。協議会自

体は以前からあったが、女性委員の参加推進ということで去年の途中から関

わらせていただいている。見ること聞くことが初めてのことばかりであった。

「観光ボランティア育成」とあるが、今年はちょうど「浜名湖おんぱく」

というプロジェクトがあり情報を発信していたが、発信に携わっている方よ

りも、地域の方の知識の方が豊富であると感じた。 

豊富な知識を持っている方の中から情報の発信ができる人を育てること、

また育てられる人を見つけないことには、情報発信につなげていけないと感

じた。 

職員の育成も必要と考えるがいずれにしても、底辺を広げていく必要があ

る。そのためには、市の職員の方も地元の方と交流し、地元の方の話を聞く

などして育成をできる土壌を作っていかないと、「観光ボランティアの育成」

は進んでいかないのでは、と感じた。 

 

西堀会長： 人づくりということか。近藤委員は観光とも関わりがあるということで、

この審議会と連動して改革につなげられるとよい。 

      「5-1-3 歳入の確保に向けた工夫」について。  

 

小出委員： 「事業№35 ネーミングライツ・公告収入の実施」について 

ウェブサイトのバナーやモニター公告の実績がほぼ横ばいなのに対して、

広報こさいの広告収入が、前年比大幅減となっている。 

25年度が特別多かったと受け取ればよいのか、26年度が落ち込んでいると

みればよいのか。落ち込んでいるようであるならば、収入が継続できなかっ

た理由は何であるのか伺いたい。 

 

白井幸委員：昨年の審議会で提案させていただいた、ボートレースの命名権についての

進捗状況の報告だが、その後競艇企業団の内部で検討をした後、市と調整を

し実施する運びとなった。8月の「湖西市長杯争奪戦」で、市民や市内の企業・

商店を対象として募集をかけて、1レースあたり1万円という既存の企画では

あるが、その販売者となっていただき、協賛金は全て湖西市の収入とすると

いう企画となっている。 
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全部のレースが埋まれば約72万円が湖西市の収入となり、これまでの取組

実績と比較しても最上位の収入源となりえる。参加者を集めなければ成り立

たないのが課題ではあるが、今後の財源確保策のひとつとして確立していけ

るのではと考える。 

また、ネーミングライツ事業とは異なるが、新たな財源確保策として取り

組まれている、「特典付のふるさと納税」の進捗状況を教えていただきたい。

競艇企業団としても特別観戦のチケットで取り組みに加わっているが、これ

まで3件の応募があり、東京、埼玉、神奈川と他県から納税されて商品を求め

られたという状況で、全体としてはどのような状況にあるのかを確認したい。

 

西堀会長： ふるさと納税は、アクションプランのどこの取り組みに入ってくるのか。

 

事務局：  現在のアクションプランには掲載されていない。今年度に後期のアクショ

ンプランを見直す中で新しい取り組みとして追加になると考えている。 

      大まかではあるが、26年度の実績を報告すると、59件 221万6000円、27年

度が6月30日現在で、7,477件 1億2694万4000円という実績。 

 

西堀会長： それはすごいことだが、それはお礼の品をつけたことによる増加であるの

か。 

 

事務局：  インターネットの日本最大のふるさと納税を専門に扱っているサイトを活

用しているため、その影響が大きいと考えられる。湖西市の特産品としてう

なぎなどお礼の品も豊富にそろえている。 

 

西堀会長： 実際に市への収入はどの程度になるのか。 

 

事務局：  お礼の品や手数料などを除くと、約4割程度が市の収入となってくる。今年

度ここまでの実績としては、約5,000万円程度が市の収入となる。 

 

藤田委員： 湖西の方から外へ出て行く金額というのはどのくらいになるのか。 

 

事務局：  今のところ把握はしていない。 

 

西堀会長： それも大事なことである。学生が卒論でふるさと納税を取り上げたが、ど

のくらい減ったのかというデータは十分にはなく、入ってきた分の集計しか

ない。愛知県で最も集めているのは名古屋市。何かをやることに対する寄付

という集め方をしている。積極的な自治体もあるし、そうでない自治体もあ
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る。プラスマイナスゼロになる可能性もある。 

都会から農村に税金を移していくというのが本来の趣旨ではあるのだが。

      次に「5-2 既存財源の確保策」というところで「5-2-1 収納率の向上」

について。  

 

白井聖委員：「事業№36～41 収納率の向上」全般について 

      税なので公平に負担していただくという観点からの提案だが、収納ができ

ない方がどうしても出てくる中で、その取り組みとして大阪市の例だが、納

税推進のためのオペレーター、要するに電話での督促を職員が行うのではな

くて、外部委託して定期的に声をかけていくというもの。 

ただ書面でのみ督促するのではなくて、今もやっているとは思うが、市の

職員が忙しい中で、電話を継続的に行うというのは難しいものであると思う

ので、外部委託で対応し、職員は別の業務に集中していただくことも必要で

あると思う。 

あと、滞納繰越分も集中整理期間を設けて訪問等して回収したり、対策チ

ームを設置するなど、収納率がほぼ横ばいの現状をみると、改めてこのよう

な取り組みも必要ではないかと考える。 

「事業№41 市営住宅家賃等の収納率の向上」について 

      長期間にわたる市営住宅家賃滞納者が存在するというのも事実であると思

うが、このような方に対して単に請求していくだけではなかなか難しい。 

実際に家計を聞いていくと、家賃だけではなく他にも滞納が残念ながらあ

るという状態の方が多くいる。そういうところに「払ってください」だけで

はなく、家計の管理というところから取り組んでいく。 

特に今年の4月から「生活困窮者自立支援法」という法律ができて、いわゆ

る生活保護に一歩手前の方に対して、今、社会福祉協議会の委託事業になっ

ているとは思うが、そういうところにさらに踏み込んで家計の管理をする。

根気のいる仕事ではあるが、公平の観点からもそのような市民の困窮を直

していくということから、ぜひそういう取り組みもしていただければと考え

る。 

 

西堀会長： 約98.53％という数字が高いのか低いのかよくわからないのだが。 

単に徴収するだけではなくて、トータル的に考えて福祉的、自立的な側面

に取り組んではどうかということか。 

公共料金の収納率の向上は大きな問題であると考える。 

 

事務局：  ここまでいただいた意見等の中で、事務局である企画政策課が直接担当し

ている部分もいくつかあったので説明をさせていただく。 
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      「事業№6・13 事務事業評価制度の充実」のところで、白井聖委員からの

質問の中で、なぜ外部評価の実施をせず、取り組みから削除したかというこ

とについてだが、本市の事務事業評価は、平成15年から取り組んでいたが公

表まではしておらず、24年度から評価方法を見直して公表をしている。 

24年度が181事業、25年度が419事業、26年度が460事業と現在は全ての事業

を評価できる体制を構築した。事務事業評価は、予算編成と連動させ活用し

たいということから事務事業と予算の単位を統一するなど見直しを行ってき

た。 

外部評価は、23年度から25年度までの3年間試行的に実施したが、外部評価

委員会を設置し1日かけて5事業程度に絞って評価した。 

事業の外部評価を行うまでには勉強会を3・4回程度開催するなどし、それ

に伴う委員や担当者の負担など費用対効果の面からも検討した結果、外部評

価の実施よりも、内部の事務事業評価の内容を充実させて公表し、市民や行

財政改革審議会などいろいろな方面からご意見をいただける環境を整える方

が、最終的に広く充実した外部からの評価に繋がると考えた。 

このことから、内部と外部に分けるという考え方ではなく「事務事業評価」

を充実させるということで、記載を削除した。 

 

西堀会長： 要するに外部評価委員の説明をする時間が相当に必要だと、外部評価委員

が評価をできる状況に持っていくのに時間が相当に必要であるということ

で、外部評価というものを、内部評価の充実に含めたという理解でよいか。 

 そして市民のウェブからの評価とか、このような審議会などさまざまな市

民の参加しているところから意見を吸収するということか。 

市でいうと外部という意味では監査というものがあるが、ここでかなり専

門的なチェックが行われていて、事務事業評価制度と組み合わせで事業のチ

ェックになると考える。 

 

白井聖委員：内容は理解できた。湖西市以外の他市での状況はどうか。 

 

事務局：  他市では一時期多くの自治体で外部評価を実施していたが、今は外部評価

という位置づけでは実施しておらず、行革審等で必要に応じ審議し意見をい

ただくという流れになっている。 

静岡県は外部評価を実施しているが、県内の市・町レベルではやめている

傾向にある。 

 

西堀会長： 事務事業評価は行政改革のひとつの手法で、三重県が一番早くて北川知事

のときに実施したのだが、要するに行政内部の評価ができないから、数値化
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とか、見える化して翌年度の予算に反映させていくというところから徐々に

発展していったものだと思う。 

いずれにしても市民への的確な情報や数値が示されているということが十

分にできていると外部から確認できるが、それができていなくてやれとなる

とかなり難しい。 

       

今回皆さんから出された意見は、各課から回答をしていただくということ

で、とりまとめを事務局にお願いする。 

      

 それでは次に公共施設白書についての話に移る。 

 

事務局：  いろいろな質問等をいただいたので、それに対する各課の回答を取りまと

めて2回目の審議会の前には回答をさせていただく。 

2回目の審議会ではさらに議論を深めていただきたいと考えている。 

 

【公共施設白書について事務局から説明】  

 

      27年度には、ハコモノのほかに道路、橋りょう、水道、下水道等のインフ

ラも含めた、公共施設等総合管理計画を策定するとともに、公共施設マネジ

メント基本方針（案）をもとに公共施設マネジメント基本方針を策定するた

め、審議会の皆さんからも、基本方針（案）や用途別の公共施設の方向性に

ついて、ご意見いただきたい。 

 

西堀会長： アクションプランの「4 限られた財源を効果的に使うためのコスト縮減」

というところで「事業№20 公共施設等の効率的な管理・運用」の取り組み

と関わってくるところである。 

 

白井聖委員：説明によって分かった部分もあったが、どこまで今年度具体的なところま

で踏み込むのかを確認したかった。 

先ほどの説明の中で、今年度は全体的な方針を策定するということが確認

できた。 

 

藤田委員： 基本方針（案）の量の適正化のところで、30年間で延床面積20％の縮減目

標とあるが、どのような施設をイメージしているのか伺いたい。 

 

西堀会長： 今はまだ分からないということか。 
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朝倉委員： 白書内の住民1人当たりの面積比較が掲載されているので、他の市町村と比

較する際、分かりやすいと思った。子育て支援施設や病院施設等、用途分類

によっては、民間の施設も周辺にあるので、その点も鑑みて、全体を考慮す

ることができればさらに良いと思う。 

 

金原委員： 施設を縮減することは賛成するが、市民にとってなのか、市役所にとって

必要なのか必要ではないのか、市民ニーズを把握するためのアンケートも26

年10月に実施しているが、選挙制度も18歳以上になるということで、市内在

住だけではなくて在勤の方も含めて、この場所に何が必要なのか、どのよう

にして物差しを決めるのか。 

市民にとって必要とすれば、近くにあった方がいいとか、ここにあった方

が便利だという話になるのだが、お金のことを考えると近くでなくても遠く

でもいいとか、いろいろなものさしがあると思う。 

そこをどのように調整して判断していくかということが問題にもなるだろ

うし、どのように順番付けをしていくかということもあると思うので、その

点についてどう考えているのか伺いたい。 

 

西堀会長： 金原委員の意見はかなり基本的な問題である。私も公共施設白書を読ませ

ていただいて、こういう時代が来たのかと。 

人口問題と同じで、今まではこれから子どもが増えていくから公共施設が

もっと必要だということで対応してきた。 

しかしこれからは人口が減っていくとともに財政も厳しくなる。人口は2割

減るのだから、施設も2割減らすぞと読める。 

国レベルで大きな方針があって対応しているわけだが、金原委員が言って

いたように、それが湖西市ではどうなのか、というところがある。 

確かに公共施設というのは、まちの骨格みたいなものであるからインフラ

も含めてどう考えていくのかということは重要な問題である。 

この白書を読んで、私なりに感じたことは、まち・ひと・しごと総合戦略

の方では人口を減らすなという政策なのだが、白書の方は財政的にも減って

いくとあるので、そのあたりをリアルにどのあたりで計画で考えていくこと

が大変大事なことではないかという印象を持っている。 

基本的に学校の統廃合というところが想定してしまうということになるの

で、結構難しいテーマになるのではないか。 

この辺はどう考えていけばよいのか問題がありそうなところではある。 

このような資料は初めて見るものなので、よくできた資料だなという印象

を持っている。 

公共施設の場合、建物の方と、道路や下水道、上水道というのもがあるが、
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実は公共施設の場合、道路と下水道が結構大きなところであるので、これら

も含めて対象として将来のコストを考えていくことは結構大きな問題だと考

える。それもこの白書のように出してもらえると非常にいいのではないかと

思う。下水道というのは恐らくこれからも費用がかかってくると思うので、

そこを人口が減ったときに、例えば下水道を充実させるのは難しいし、水道

の維持管理をどのようにやっていくのか、道路もかなり利用率の低い道路を

どうするのかとか、こういう大きな問題が出てくると思う。 

過疎地の方では、もう道路も補修しないという意見も出てくる。 

白書の基本方針（案）について、公共施設マネジメントという表現がある。

「今後の公共施設マネジメントの方向性」というものと、第４章の「公共

施設マネジメントの基本方針（案）」で必要性を訴えて、取り組むべき課題を

4点ほど挙げている。 

「今後の方向性」のところで、例えば「市民との合意形成」や「市民協働

の推進」ということが出てくるのだが、見直しのところでも市民の合意とい

うのはかなり重要な問題であると考える。というのは、公共施設はいわば地

域の生活基盤、おそらくその施設を作るときに、皆さんが自分達の地域の結

束を高めたり、地域を良くしていくためのものとして要望したものだと考え

られ、それに応える形で行政が施策を展開してきたと。 

それを無くすといった場合、市が作ったのだから、それを市のコストの都

合によって無くすというのは、地域の大事な資産となっているものを無くす

ということになるので、住民の意見に対しデータを示して納得を得るという

ことは非常に重要なこととなる。 

手間はかかるがこれは30年計画であるのでそれぐらいの手間をかけてもい

いのでは。そこらへんをどう位置づけるかが大事である。 

時間軸でいうと30年なので、未来の子どもたちに対する責任ということを

ちゃんと視点の中に入れないといけない。そういう意味で言うと将来をどう

考えるか。われわれの「今」の段階の意識だけでは測れない。そうすると恐

らくこれで今年度議論して、審議会の意見も取り入れながら、ある程度の方

向を出す。  

30年先というのはとても予測ができないので、途中で精査するというか見

直しをどこかで入れておいた方が公共施設においては重要なのではないかと

考える。 

これまでどうしてうまくいかなかったかというと、一度計画を決めたら見

直さないという形が行政のルールだったということがある。同じ考えで、一

度公共施設を減らすと決めてしまうと、また見直すこともなく進めていって

しまうので、どこかで見直しの視点というものを必ず入れていくというのが

必要になると感じている。 
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事務局：  さきほど会長からも話があったが、下水道や道路や水道、橋りょうなどと

いったインフラについても重要であると考えていて、今年度策定する総合管

理計画の中にインフラも含めて考えていく。道路とか橋りょうはそれぞれ個

別の計画を持っていて、それらも含めて総合管理計画を考えていく。 

藤田委員の質問にあった、どのような施設をイメージしているかというこ

とについては、これから検討を進めていくことになる。第三者的な、客観的

な視点から用途別の基本方針（案）の中で若干まとめてはあるが、先ほどの

会長の話のようにまだ地域としてどうなのか、必要なのか、利用率はどうか、

老朽化の具合はどうか、などという議論を重ねていない状況であるので、こ

れから議論を深めていきたいと考えている。 

朝倉委員からいただいた意見については、これから民間の活用を考えてい

くなど、できるところから皆さんの意見も伺いながら方針の策定を進めてい

きたいと考えている。 

 

西堀会長： 施設の管理経費の中には人件費も含まれているのか。 

 

事務局：  人件費も含まれている。 

 

西堀会長： 大事だと思ったのはこの中で、地元が要望していて、地元で運営した方が

うまくいくという施設もあるのではないかと思う。コミュニティの施設とか。

そういうものも、いい意味で、地元に返していくというようなことがあって

もいいのではないかと思う。結構個別にあるのではないかという印象を受け

た。 

      この公共施設の問題は、総論賛成、各論反対の典型的なものになるので、

あまり個別に捉われないで市全体としてどう計画していくかという視点が大

事だと思う。 

 

事務局：  2回目の審議会については9月の下旬から10月の上旬にかけて開催するよう

調整を行う。 

      その頃には総合管理計画もある程度まとまってくるとは思うので、可能で

あれば資料としてお示しして審議をしていただきたい。 

 

 

閉会 11時50分 

 


