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第３回 湖西市行財政改革審議会 会議録（要旨） 

開 催 日 時 平成 28 年 12 月 9 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  (事務局) ５人  

（公共施設マネジメント推進室） ３人 

内  容 

1 事務局のあいさつ 

事務局 企画政策課長があいさつ 

2 市長あいさつ 

みなさん、おはようございます。 

12 月６日付けで市長に就任いたしました、影山剛士と申します。本日が、就任後４

日目ですので、不慣れな点がありますがよろしくお願いします。選挙活動も含め、

これまで多くの湖西市の方と触れ合う中、これまでも含めて、現在の市政に対する

厳しいご指摘をいただく一方で、それを上回る激励と 今後の市政に対する期待の

お言葉をいただき、これから自身のモットーでもある全力投球ということばととも

に、皆様と共に住みやすい、働きやすい、将来に子どもたちに誇れるようなまちづ

くりを行っていきたいと考えています。 

本日は、平成 28 年度 第３回目の湖西市行財政改革審議会ということで、お忙しい

中お集まりいただきまして、ありがとうございます。 

また日頃から 湖西市政のためご協力をいただいていると伺っています。今後とも

よろしくお願いします。 

私自身も個人的には、これまでの国の役所の生活の中で、数年間、民主党政権のと

きになりますが、行政刷新会議という、蓮舫大臣のときになりますが、事務局とし

て出向していて、中には厳しい折衝で、コストダウンとか、いろいろな国の行政組

織を変えたり、身を削っていくという仕事もやってきました。何のためにやってい

るのか、それは国民生活の向上、そのために行政組織の改変があってしかるべき、

というような議論を展開してきましたので、やはり皆様も湖西市のため、湖西市民

のためにということで議論を行っていただいていると思います。湖西市といたしま

しても湖西市民の生活の向上ということを常に念頭において、業務を行っていきた

いと考えているので、ぜひ委員の皆様におかれましても、改めて今後ともそれぞれ

のお立場から専門的な知見をお借りして、忌憚のないご意見とご協力をお願いいた

します。 

【あいさつ終了後、市長は退席】 
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3 審議事項 

会長あいさつ 

西堀会長：それでは議事に沿って進めていく。 

新しい若々しい市長が就任されて、新しい湖西市をまた作っていこうというこ

とになるのだが、これまでの審議を踏まえて、答申を作っていきたい。湖西市

にとっては新しい市長が誕生したが、世界ではトランプ氏がアメリカの大統領

になり、世界中に大きな影響を与えている。日本の企業とか経済界も注視して

いるところだと思う。大手の企業がある湖西市も少なからず影響を受けるとは

思うので、そのような状況の中での行財政改革というものを改めて考えながら、

進めていく必要があると考えている。行財政改革の審議と、公共施設の審議と

いう非常に難しい問題にこれから突き進んでいくことになるが、ぜひしっかり

審議をしていきたいのでよろしくお願いしたい。 

     それでは次第に沿っていく。本日の議題は、 

(1)Ｈ28.1.13 付け 行財政改革審議会答申への対応について（報告） 

(2)湖西市行財政改革の推進（答申）案について      

(3)公共施設の適正化について 

である。 

 

(1) Ｈ28.1.13 付け 行財政改革審議会答申への対応について 

西堀会長：昨年度の審議会で２年間の審議をしてきたが、委員のみなさまからいただい

た意見をもとにまとめ、答申書を三上前市長に提出した。 

     提出した答申に対する当局の考え方と、今年度の取り組みについて、まず事

務局から説明をいただく。 

事 務 局：行財政改革審議会より、外部からの意見として、平成 28 年 1 月 13 日付けで

答申をいただいた。 

答申書受領後、平成 28 年 1 月 18 日で各部長に報告、その後、庁内ネットワ

ークの掲示板に掲示することなどにより職員へ周知し、アクションプランへの

反映や、行財政改革への取り組みの推進を呼びかけてきた。 

     

【事務局より「行財政改革審議会答申への対応」について説明】 

 

終的には、この内容でウェブサイトに公開する予定。 

 

 

 

 



 - 3 -

(2) 湖西市行財政改革の推進について（答申）案について  

西堀会長：私の方で、これまでの審議会の中で皆様からいただいた意見を集約し、事務

局と議論をしながら、案として整理した。この答申案のまとめについて、審議

と検討をお願いしたい。これに対して修正とか忌憚なき意見を出していただき

たい。では「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」の

冒頭のところのこれまでの３ヵ年の成果などについて、総括的に記載したとこ

ろであるが、ここについて意見はあるか。いわゆる総論である。 

 

 

 

 

 

 

      【意見なし】 

 

西堀会長：意見がないようであるので、次の「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」の個別の部分に移る。(1)はウェブサイト等を活用した情

報提供の推進に関する記載である。これまでに白井知委員と朝倉委員から意見

をいただいたところであるので、内容について意見があれば伺いたい。 

 

 

 

 

 

 

 

白井知委員：これまでの審議会における私の意見が十分に網羅されているので、この内容

で問題ない。 

朝倉委員：内容については、これで問題ない。 

西堀会長：他に意見のある委員はいないか。 

白井聖委員：４行目から５行目にかけて、「市民に十分行き届いていないように感じられ

る。」とあるが、その具体的な理由について記載した方がよい。 

西堀会長：例示をした方がよいということか。市民に見てもらうような工夫ということ。

広報紙やウェブサイトにより、提供・周知はされてはいるのだが、市民に十分行

き届いていないと。発信はしているが届いてないというギャップか。市民に見て

もらえるような工夫などという、そのような内容で表現を改めて検討する。 

【答申案】 

平成２５年５月に湖西市行財政改革大綱及びアクションプランを策定し、前期計画期間の最終

年度の平成２７年度までの３ヶ年取り組まれた結果、平成２７年度における取組目標達成率が９

７．７％、累積の財政効果額は約３億３千万円と着実に成果を上げ、審議会の意見等を踏まえて

概ね適切に推進されており、当審議会としても評価するものである。 

なお、平成２８年度からは、昨年度策定した後期アクションプランの取り組みを遂行されてい

るが、以下のとおり意見を付するので、十分検討され実効性のある行財政改革を推進するように

要望する。 

【答申案1-(1)】 

市の内外に向け、本市が持つ魅力を積極的に発信できるよう、ＳＮＳ等を有効に活用し、市の

知名度の向上と来訪者の増加に努めていただきたい。 

なお、市が取り組まれている事務事業やイベント、その他の行政情報については、広報紙やホ

ームページなどにより提供・周知されているものの、市民に十分行き届いていないように感じら

れる。 

市民と行政が協働してまちづくりに取り組むための情報の共有化につながる情報を発信できる

よう、また、その内容が十分に伝わるよう、若い世代だけではなく、高齢者にも情報がいきわた

るよう、工夫をされたい。 
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西堀会長：(2)は企業等と市民活動団体を繋ぐ仕組みの確立に関する記載である。  

 

 

 

白井聖委員：このとおりで問題ない。 

朝倉委員：私もこの内容で問題ない。 

西堀会長：他に意見のある委員はいないか。 

     【その他意見 なし】 

 

西堀会長：(3)は職員の接遇能力の向上に関する記載である。 

 

 

 

白井知委員：窓口アンケートのことが記載されているので、実際に窓口アンケートを実施

して、それが市役所の中でどのように活用されていくのか、ということに対し

てもう一歩踏み込んでもよいのではと思う。 

西堀会長：活用方法に関してか。 

白井知委員：ペーパーとしてきたものに対して、もらいっぱなしでは意味がないので、職

員間で情報共有ができたりすれば、よりよいのではないか、ということ。 

西堀会長：実施をしてその結果が市民に見えるようにする。 

白井知委員：市民に見えた方がいいのか、市に対して出てきた意見を、一部の職員しか知

らないというのであれば、あまりアンケートをする意味がないと思う。全職員

で情報を共有できるとよりよい接遇の向上につながると考える。 

西堀会長：つまり市役所内の各職員で情報共有できるような仕組みを考えて欲しいとい

うことでよいか。 

白井聖委員：私はこれまで、「原因の分析」に関することについて意見を言ってきたので、

その点を含んでいただけているので、問題ない。 

西堀会長：他に意見のある委員はいないか。 

【その他意見 なし】 

 

西堀会長：(4)はひとり１改善提案運動の推進に関する記載である。 

 

 

 

 

藤田委員：この内容で問題ない。 

【答申案1-(2)】 

行政と市民、ＮＰＯ、地域団体などが公共的目的を共有し、相互に連携・分担する仕組みの整

備を進めるとともに、行政と共に地域協働を支える市民、地域コミュニティ組織、市民団体やＮ

ＰＯなどの積極的な市民協働を実現するための仕組みづくりに取り組まれたい。 

【答申案1-(3)】 

「職員の接遇能力の向上」について、市民意識調査の回答率を目標値とし、結果として未達成と

いう状況となっている。改善につなげるためには、原因の分析が必要であり、定期的な「窓口アン

ケート」の実施など客観的な第三者目線での評価を改善につなげる仕組みを検討されたい。 

【答申案1-(4)】 

ひとり１改善運動において、職員の取り組みにより財政効果を生み出しており、評価する。 

また、その成果だけでなく、市職員の意識改革や意欲の向上にも大きな効果があるため、継続し

て進めていくことが重要であるが、件数に捉われることなく、より効果的な改善・提案を引き出せ

るような仕組みを検討されたい。 
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白井知委員：私も同じく問題ない。 

西堀会長：他に意見のある委員はいないか。 

     【その他意見 なし】 

 

西堀会長：(5)は組織・機構の改善に関する記載である。 

 

 

 

 

 

篠原委員：内容はこれでよいが、組織の改革というのはすごくエネルギーが必要となる

部分があるので、それだけはしっかり覚悟を持ってやっていただきたい。通常

の感覚ではできないと思う。 

金原委員：表現上の問題であるが「・」は問題ないのか。「及び」や「並びに」という

標記もできるが。 

西堀会長：「・」はワンセットという意味なので、この場合は問題ないと思う。その他

に意見がある委員はいるか。 

     篠原委員の意見にあった、「覚悟を持って」というのはどこかに記載した方

がいいか。 

篠原委員：本気で改革しようとするのであれば、覚悟はあると思うので、記載までする

必要ないと思う。私自身の経験からではあるが、改革を進めようとすると、ま

わりからの反発はかなりあるので、それを押さえて改革を進めるというのはか

なりのエネルギーが必要である。 

西堀会長：「既成概念に捉われずに、柔軟な発想で行動していくことが必要である。」

というところを修正するか。 

白井聖委員： 後の「おわりに」のところで全体に対して記載しているので、あえてひと

つひとつに記載をしていく必要もないのではないか。 

篠原委員：「おわりに」のところがいちばん大事なところである。 

 

西堀会長：(6)は人事評価の充実に関する記載である。 

 

 

 

 

 

 

【答申案1-(5)】 

効果的かつ効率的な行政運営を進めていくうえで、市民の信頼に応えていくためには、職員一

人ひとりが常に高い目的意識を持ち既成概念にとらわれずに、柔軟な発想で行動していくことが

必要である。 

そのために、職員が自己啓発に取り組みやすい環境づくりや職員研修などを実施することで、

職員の政策形成・実施能力の向上を図り、職員のコスト意識並びに経営感覚の醸成、そして組織

としての総合力を高められたい。 

【答申案1-(6)】 

人事評価制度については、評価によって差をつけることが目的ではなく、人財（材）育成に寄与

するもので「職員の行動を変える」ことである。 

運用において最も重要なことは、評価者のレベルが統一されていることであり、評価が一定でな

いと、その格差が現れ、成功は難しい。評価者の育成に検討を重ね、その制度が効果的に運用され、

職員の資質向上につながるよう努められたい。 
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山口委員：審議会の中で、私が発言した内容がそのまましっかり記載されていてありが

たいとは思うが、改めて読んだときに、「評価者のレベルが統一されている」

ということになると、評価者にレベルの優劣があるかのように読めるが、そう

いうこととは違うので、「評価の水準が統一されている」とかに修正した方が

よいのではと思う。 

白井聖委員：ここでは「評価者」のことではなくて、「評価」のレベルのことについてふ

れたいということではないか。 

山口委員：そのとおりである。確かに過去の自分の発言ではこう発言していたとは思う。

評価の水準というか、評価の仕方が一定でないと、ということ。 

西堀会長：評価基準といったところか。もう少し検討してみる。 

篠原委員：私はこの内容で問題ない。 

西堀会長：他に意見のある委員はいるか。 

     【その他意見 なし】 

 

西堀会長：(7)は補助金の見直しに関する記載である。 

 

 

 

 

白井聖委員：前回の答申に引き続き「ゼロベース」ということを記載していただいて、あ

りがたい。１回きりではなくて引き続き継続して取り組んでいただきたい。内

容については特に問題はない。 

藤田委員： この内容で問題ない。 

西堀会長：他に意見のある委員はいるか。 

     【その他意見 なし】 

 

西堀会長：(8)は湖西市観光基本計画に基づいた新たな振興施策の展開に関する項目であ

る。 

  

 

 

 

白井知委員：この内容で特に問題はない。 

近藤委員：私もこの内容で問題ない。  

西堀会長：他に意見のある委員はいるか。 

 

【答申案1-(7)】 

厳しい財政状況の中で支出している補助金等については、市民の生活や地域を活性化するうえ

で欠かせないものであるが、補助の目的や公益性や必要性、補助効果等の観点から精査し、今有

りきではなく、どうしてもやれない部分のみ残すといったゼロベースを含む見直しや、終期の設

定を検討するなど、必要な見直しを図られたい。 

【答申案1-(8)】 

観光施策の推進においては、より多くの人に湖西市を訪れてもらえるよう効果的なＰＲを展開

するために、市内に存在する観光資源の立地と、その活用方法を研究・実施することで、来訪者

が湖西市を深く知り、湖西市を好きになり、ひいては湖西市に住みたいと思われる施策を推進さ

れたい。 
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藤田委員：「湖西市を好きになり、ひいては湖西市に住みたいと思われる施策を推進さ

れたい。」となっているが、文章としては問題ないが、まず市民が行きたくな

る場所づくりこそが第一の観光資源ではないのかと思う。具体的にこれが、と

いうものはないが、やはり来訪者が好きになるというよりは、自分たちが行き

たくなる場所づくりというのも市の職員には考えていただきたい。文章は全く

問題ない。 

西堀会長：文章の中にそのような部分を含んでいるようには思うが、つまり湖西市に住

みたいということは、街をウォッチングしてみたいとか、あるいは街を歩いて

みたいとか、孫を連れて行ってみたいとか、今で言うアメニティの高い都市と

いうこと、そういうイメージであると思う。「湖西市を好きになり」というの

は、ある種のリピーターをイメージしていると、なので当然リピーターの観光

客が増えるということは、外向けというだけではなくて、今の観光で言うと、

「学習型観光」というのが非常に進んできているわけなので、自分たちの街の

魅力を再発見するということは、リピーターにとってもまた来たくなると、そ

ういう意味合いであると思う。そのような観光政策を進めていってほしいとい

うことでよいか。趣旨は了解した。「アメニティ」という言葉が、現代的な表

現では、快適さとか。「アメニティを重視し、ひいては湖西市に住みたいと思

えるような施策を推進されたい。」という表現を例えば入れていくということ

も考えていきたい。 

 

西堀会長：(9)は湖西市ふるさと納税の促進に関する記載である。 

 

 

 

 

白井聖委員：このとおり年々、報道からも少し過熱しすぎではないかということになって

いるので、あまり歳入ばかりではなくて、しっかりＰＲするというところに重

点を置いて進めていただきたい。 

松竹委員：文章は特に問題はないが、地域の名水などを品目に加えるという提案はでき

ないのか。 

西堀会長：個別の品に関する提案は、ここでは難しいとは思うが、どちらかというと(8)

の観光のところの話に近いような感じがする。「地域資源の発掘」という意味

での話しになってくるのではないか。「地域の資源の再評価」とか。 

松竹委員：ふるさと納税に関してはこの文章でよい。 

西堀会長：他に意見のある委員はいるか。 

     【その他意見 なし】 

【答申案1-(9)】 

ふるさと納税について、近年、地方自治体による過剰な返礼品競争など、本来の趣旨とかけ離れ

てきていることが指摘されているが、歳入確保策として重要であるため、今後もふるさと納税本来

の趣旨を大切にしつつ、湖西ブランドをＰＲできる大きなチャンスとして、他自治体の先行事例を

参考にしつつ取り組まれたい。 



 - 8 -

西堀会長：(10)は収納率の向上に関する記載である。 

 

 

 

白井聖委員：歳入の方ばかり目が言ってしまうかもしれないが、基本的なところをまずは

しっかり確保するというところが、大前提になる。この文章の内容でよい。 

金原委員：「市民に信頼される公平公正な税制度等を維持するため」というところで、「信

頼」という言葉が出ているが、すごくいい言葉だと思う。普通は「市民に理解

される」という程度だと思うが、「信頼」となるとそれ以上になる言葉であるの

で、すごくよいと思う。 

西堀会長：ここでは市民が、地域のために積極的に納税をするという、そのくらいのレ

ベルにまで、徴収する側と市民と、税金を使って市が行う事業が評価されると

いうことなので、かなり信頼度が高いと言える。他に意見はないか。 

     【その他意見 なし】 

 

西堀会長：「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」の全体に対し

ての意見はないか。 

     【意見なし】 

 

２ 公共施設の適正化について 

西堀会長：「２ 公共施設の適正化ついて」のところで、(1)は情報発信に関する記載で

ある。 

 

 

 

松竹委員：「情報提供が十分とはいえない」というところで、実際私が引っかかっている

ところがあり、新居の温水プールの跡がいったいどうなるのかと思っていて、

実際自分が調べてみても、その情報になかなかたどり着けないので、情報が受

け取れない状況なのか、それとも探し方が悪いのか、気にかかっている。文章

としてはこの内容でよい。 

西堀会長：一定の手順が踏んでいて、そこへのアクセスができるようになっていればい

いということか。 

近藤委員：私も自分の身の回りで起きていることが、わからないことだらけであるので

知りたいというのと、勝手な情報がいろんなところで出回るのが怖いことなの

で、しっかりとした情報を伝える術をしっかりと整備して欲しい。 

 

【答申案1-(10)】 

少子高齢化を伴う人口減少社会における生産年齢人口の減少などの影響により、歳入の根幹とな

る市税等が減少することが見込まれる中、市民に信頼される公平公正な税制度等を維持するため、

さらなる滞納対策の強化及び収納率の向上を目指し、積極的な財源の確保に努められたい。 

【答申案2-(1)】 

アンケート結果から見ても、市民に対する情報提供は十分とはいえないので、公共施設白書・公

共施設等総合管理計画の公表等、正確な情報を広く市民に分かりやすく、今後も引き続き発信され

たい。 



 - 9 -

西堀会長：先ほどのウェブサイトの問題と共通していることだと思うが、的確に伝わる、

正確な情報をということか、文章はこれでよいか。 

近藤委員：文章はこれでよい。 

西堀会長：他に意見のある委員はいるか。 

     【その他意見 なし】 

 

西堀会長：(2)は利用頻度に応じた対応に関する記載である。 

 

 

 

 

山口委員：私はこれまで、このとおり意見を申し上げたが、改めて文章を読んでみると、

自分自身が冷やりとしたところがあって、もう少し婉曲な表現にした方がよい

のではと思った。これではきつすぎる。「活用できない施設は、廃止・売却をも

含めた」というぐらいにしてもよいのではないか。 

西堀会長：公共施設等総合管理計画を踏まえてということでよいのではないか。「英断を

もって」というところがポイントである。 

松竹委員：私も言い方が気になっていたので、修正するのであれば、それでよい。 

西堀会長：他に意見のある委員はいるか。 

     【その他意見 なし】 

 

西堀会長：(3)は予算の使い方に関する記載である。 

 

 

 

 

 

金原委員：下段のところで、もう少し固定観念にとらわれないような、自由な発想で活

用方法を検討して欲しい。ただ単に「あらゆる活用方法」ではなくて、もう少

し「湖西プラン」とか「湖西方式」の自由な発想のようなものが含まれてくる

とよいのではないか。 

西堀会長：「自由な」というのは概念の規定が難しい。なのでむしろ「湖西市らしい活用

方法」の方がよいかもしれない。そういう意味でよいか。 

金原委員：そのような意味でよい。 

西堀会長：「既成概念には捉われずに」ということは言っておいてもいいと思う。 

山口委員：文章についてはこの内容でよい。 

【答申案2-(2)】 

利用頻度が高い施設については、修繕や修理を行うとともに、様々な機能を集約し、特色ある施

設になるよう検討されたい。 

また現時点において、すでに活用できない施設は取り壊すか、売却するなど、英断をもって早急

に対応を図られたい。 

【答申案2-(3)】 

公共施設の統合・廃止により市民へ提供する行政サービスが縮小してしまえば、人口流出を招く

危険性もある。施設の活用が、人口減少を食い止めることにつながるのであれば、経費削減にとら

われず、前向きに予算を投入することも検討されたい。 

また、建築物だけではなく、市が保有している全ての財産について、あらゆる活用方法を検討し、

財源の確保を図ることが必要である。 
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朝倉委員：文章の言い回しであるが、これまでの文章の 後のところは「されたい。」と

なっているので、「図られたい」としたらどうか。 

西堀会長：他に意見のある委員はいるか。 

     【その他意見 なし】 

 

西堀会長：(4)は利用率の向上と使用料の検討に関する記載である。 

 

 

 

 

 

藤田委員：文章の内容はこれでよい。 

近藤委員：私もこの内容でよい。 

西堀会長：他に意見のある委員はいるか。 

     【その他意見 なし】 

 

西堀会長：(5)は市民などへの説明、進め方に関する記載である。 

 

 

 

金原委員：市民には企業も含むのか、また、中段のところで「議会」がいきなり現れる

が、このあたりがどうなのかと思う。 

西堀会長：企業は「市民」に含まれるものだと思われるが、議会は組織なので、市民と

いう括りはできない。「市民」と言っておけば、あらゆる人に対応する。例えば、

外国人居住者とかも入ってくるわけで、「市民」とか「企業」とか言ってしまう

と、「外国人居住者」は、「観光客」は、ということになってくるので、ここは

市民という大括りにして、「議会の理解を得る努力」というところが、微妙なと

ころになってくる。文章については少し考えさせていただきたい。 

藤田委員：内容についてはこの内容でよい。 

西堀会長：他に意見のある委員はいるか。 

     【その他意見 なし】 

 

西堀会長：(6)は全庁的な対応に関する記載である。 

 

 

 

【答申案2-(4)】 

今後の老朽化等を見据えた中で、機能の集約化、空きスペースの有効活用及び利用対象者の拡大

を含む利用率の向上など、施設の効率的な運営及び維持管理に努められたい。 

また、使用料等の適正化については、コストを的確に把握し、特定の行政サービスに対する受益者

負担と公費負担のあり方が公平であるかを検証されたい。 

また、建築物だけではなく、市が保有している全ての財産について、あらゆる活用方法を検討し、

財源の確保を図ることが必要である。 

【答申案2-(5)】 

市民への説明に際しては、施設の見直しが必要な背景の丁寧な説明や、十分な情報提供と対話、

対応策の提示など「市民や議会の理解」を得る努力を重ね、「総論賛成・各論反対」からの脱却を

図られたい。 

【答申案2-(6)】 

公共施設の適正化の成否は、当市の行財政改革の重要な柱であると考えられるため、市民協働に

より市民との対話を前提にしつつ、市長の強力なリーダーシップの下、全職員が問題意識を共有し、

適正配置の実現に向け全庁を挙げ協力して取り組まれたい。 
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白井聖委員：まさしくこのとおりである。この内容でよい。 

山口委員：私もこの内容でよいと思う。 

西堀会長：他に意見のある委員はいるか。 

     【その他意見 なし】 

 

西堀会長：「２ 公共施設の適正化について」の全体を通して意見はないか。言い残した

ことや、心配な点などがあれば、いろいろあると思うが率直な意見をお願いし

たい。 

白井聖委員：答申案 2-(3)の「予算の使い方」に関するところについて、行財政改革の中で

コストダウン、更新費用を削減していくという中で、削減に捉われず予算を投

入していく、というところで、結局更新費用がかかってしまうのではないかと

いうバランスを、どう考えるか。幸福度を高めようとすると支出はたくさんあ

った方がいいだろうが、限られた予算しかない中で、選択と集中を進めていく

のか。 

西堀会長：全体で言うバランスを考えて、進めようということである。 

白井聖委員：必要なところには投入するということ。 

西堀会長：「前向きに予算を投入することも」ということで、「も」となっているので、

そのようなことも考慮をせよという趣旨にはなっている。なので基本的には合

理的に「削減しなさい」というトーンで、再配置計画はきちんとやりなさいと、

しかしそのときに、経営理論だけで行ってはいけないと 。その重要な要素と

して人口増加、あるいは住みよさなどの効果性も考慮に入れること「も」必要

であるということである、という意味での「も」である。 

 

３ その他行財政改革に関することについて 

西堀会長：「３ その他行財政改革に関することについて」のところで、(1) は地籍調

査に関する記載である。 

 

 

 

白井聖委員：なかなかみなさんが関心のないところではないかと思うが、非常に重要なこ

とではある。静岡県でも県全体で率が非常に低いと認識している。災害の可能

性の高い地域であるので、取り組んでいただきたい。文章についてはこれで問

題ない。できれば次の少子化対策とどちらが優先順位が高いかというと、少子

化対策の方であると思うので、そちらの方の順番を先に上げていただきたい。

朝倉委員：津波被害の復旧の関係でもメディアで取り上げられているので、対応をして

いただきたい。また表現の話になってしまうが、「されたい」ということばが、

【答申案3-(1)】 

行財政改革アクションプランには記載されていないが、「地籍調査の実施」を今後の取組として

検討されたい。地籍調査の成果として、土地境界の明確化により固定資産税の公平性の確保、災害

復旧の迅速化、開発コストの縮減などが図られる。 
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文章の途中に出てくるので、少し考えていただきたい。 

白井聖委員：市では、取り組みというか計画はされているということなどで、「早期の」と

いう言葉を加えていただきたい。「早期の地籍調査の実施」とか。たしか、時期

がいつになるのかはわからないということであったと思うので。 

西堀会長：「地籍調査の早期の実施」でどうか。文章の構成については改めて考える。

他に意見のある委員はいるか。 

白井知委員：質問だが、地籍調査というのは境界の明確化を求めているということである

と認識しているが、どのくらい明確になっていないのか、数字的にわかってい

れば教えていただきたい。 

白井聖委員：湖西市での実施率は３０か４０％ぐらいではなかったか。 

事 務 局：実際、どの範囲をとらえるかであるが、市全体を捉えるというの 

であれば、そこまではない。市街化区域の中でも低い。 

西堀会長：日本中見れば低いのか。 

事 務 局：日本中見れば低い。２０～３０％の間ぐらいではないか。 

白井聖委員：やってきたのが、結局、農地政策の中で地籍調査を行っているので、市街地、

いちばん困るような市街地がほとんど進んでいない。 

事 務 局：委員がおっしゃるように、国では津波浸水区域を重点的にやりなさいよとい

う方策を出しているので、そちらの方を早期に実施しなければいけないという

方向は出している。 

 

西堀会長：(2)は少子化対策に関する記載である。 

 

 

 

 

白井聖委員：まさにここが重点であると思う。この問題については 上位にもって行きた

いぐらいの思いはある。「その他」の中での記載にはなってはいるが。 

西堀会長：アクションプランに関する答申であるので、「その他」のところでの記載に

なっている。 

白井聖委員：もうひとつできるなら、私が懸念しているのは市の中でも地域間格差という

ことで、市街化区域の中は発展してひとが多く集まってきて、市内でも人の流

動というのが市街化区域の方に移っているように見える。市街化調整区域の中

の人はどうしても置き去りになっていくというイメージがあるので、地域間格

差を解消するということも考慮していただきたいと思う。 

西堀会長：地区間ということか。要するに市街化区域と市街化調整区域の格差というこ

と。湖西市の地域内格差ということでもある。 

【答申案3-(2)】 

近年の急速な少子高齢化を伴う人口減少社会において、本市の魅力を高めていくためには、生産

年齢人口の確保、次世代を担う子どもや若者の育成に全力を注がなければならない。 

そのためには、豊かな地域資源を活かしたブランド化や財政基盤の強化により、保育・子育て環

境を充実させる施策に積極的かつ重点的に行政経営資源（ヒト・モノ・カネ・情報・時間）を配分

していく必要がある。 
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白井知委員：すごく大事で大きな問題であると思う。具体的なことに特化して盛り込むの

は不適切かもしれないが、例えば少子化対策というものが言われる中で、新し

く家族ができて、子どもをもうけたいと考えると、家も欲しくなってくること

になるのだが、市内を見渡したときに市街化区域なり都市計画区域で新規に土

地を求めて家を建てられるところがどれだけあるのか、なかなか今、湖西市を

見渡しても非常に限定される。しいて言えば、新居の方で言うと津波が心配で

あるということで、土地の新規購入も意欲的でない現状があるので、もう少し

湖西市全体を見たときに、都市計画の区割りをもう少し柔軟に見直して、もう

少し人が新しく土地を求めてこられるような仕組みづくりということに対し

て、注力できるといいと考える。 

西堀会長：この答申で取り上げるには難しい内容である。課題の指摘である。市の価値

観をどこに置くかと、戦略目標というものを。そういうことについて行財政改

革審議会としてこのぐらいは言うよと。基本的には総合計画や総合戦略でその

ような事業が具体的に展開されると思うので、ここでは行政の在り方として提

案をしているので、それをしっかりと踏まえた行財政の運営をしてくださいと、

このようになるので、全部を言うのは難しいと考える。影山市長も子育て支援

というのはかなり重点施策と言っていて、具体的にはどのようなことかと尋ね

たら、安心して子どもを産めて、そして育てられるような種々の取り組みとい

うことをおっしゃっていたので、ここにかかっているのではないかと思う。他

に意見のある委員はいるか。 

     【その他意見 なし】 

 

おわりに 

西堀会長：「おわりに」として行財政改革の推進に関する記載としてまとめている。 

 

 

 

 

 

 

篠原委員：私は全体の中でここの部分が一番重要であると思っている。何をするにも、

エネルギーが必要であるので、エネルギーをしっかり活用して、そして「市民

ファースト」というか、市民の意見を取り入れてどんどんやるよということと、

行政は先行き成り立たなくなってくるということが出てきたので、今のトラン

プ氏のポピュリズムというか、感情的な部分で政策を進めていくと、そのうち

ダメになってしまうという部分があるので、行政は行政として、これはきちっ

【答申案「おわりに」】 

行財政改革の推進にあたっては、さらなる選択と集中による経営資源の重点投入や推進体制の構

築等により、総合的・横断的に新たな課題への対応も含め、スピード感を持って、かつ柔軟・着実

に取り組まれたい。 

また、次世代につけを回さず、持続可能な行政経営を行っていくためには、職員はもとより、市

議会及び市民が一丸となってこの難局を乗り越えなければならない。 

そのためにも市長には、経営改革の先頭に立ち、リーダーシップを発揮していただくことを強く

期待するものである。 
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とやっていかなければいけないというリーダーシップをとっていただきたいと

いうことを非常に思っているので、 後のところはこれでよい。 

白井知委員：内容については特に問題ない。 

西堀会長：つまり行政の持続性・安定性というのは、行財政改革の非常に重要な部分で

ある。それは市民の、今やってほしいということについて遅れる可能性がある、

そこで必要なのは、市長の政治家としてのリーダーシップである。という構成

になっている。 

篠原委員：私は前段を除いてここだけでもいいぐらいに思っている。 

西堀会長：そのとおりではあるが、具体的な指摘は必要である。他に意見のある委員は

いるか。 

     【その他意見 なし】 

 

(3) 公共施設の適正化について 

西堀会長：前回の審議会で「公共施設の適正化」について、みなさんからご意見をいた

だいた。今回は大きく３項目である。 

１．施設評価の実施方針 

     ２．一次評価、二次評価について 

     ３．今後の施設の方向性について 

    事務局から説明をいただく。 

 

【公共施設マネジメント推進室（以下「推進室」）より公共施設の適正化について説明】

 

西堀会長：具体的にどのように計画を進めていくのかを検討するための評価基準である。

この基準を決めた後、またさらにいくつかの手続が出てくる。どのようにする

という方針を作る手続きを決めるための手順についての問題として、ここに計

画が示されているが、これについて皆様のご意見をいただきたい。ひとつひと

つご自由にご意見をいただきたい。 

篠原委員：今この場ではすぐには意見は出てこないので、改めて意見させていただきた

い。 

山口委員：総合管理計画では、延べ床面積の削減目標を２０％としていたが、今この案

を出していただいている中で、どのくらいの進捗状況になるのか、だいたいの

試算できているのか。 

推 進 室 ：今作っているこの表の中では、確実な２０％という数字は出ない。 

山口委員：あと、勤労青少年ホームは更新しないとなっているが、つい 近「わ～くん

浜松」がそこを出るからということで、廃止することが進んでいるようなので、

このポートフォリオで見てもいちばん悪いところにある施設が、これに基づい
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て廃止へ進んでいるということは、いいことであるなと思う。あと「その他の

施設」の豊田会館というのがあるが、そちらはどういう状況なのか。 

推 進 室 ：そちらの方も、検討は進めている。結果は次回の審議会で、パブリックコメ

ント実施前段階の計画案をお示しする。 

藤田委員：評価の手順などが、非常に具体的に現れてきて、いいのではないかと思う。

ただ、実際にそれを実施するという場合には、やはり市民のみなさまにはしっ

かり説明をして、市民の声を十分に聞いていただいたうえで実施をしていただ

きたい。 

西堀会長：そのことについては、前期の答申書で「公共施設については市民の意見をよ

く聞きなさい」というふうには書いてあるので、それを念押しするということ

か。 

白井聖委員：専門過ぎてなかなか難しいが、分類するというのはわかるが、市民文化系施

設のところで、いったい期間内にどれだけの費用がかかって、この計画を実行

することによって、どのくらいの更新費用が削減できるのか、現時点で試算で

きるのではないか。それが何％かということにつながるので、ぜひやっていた

だきたい。あと、あくまでこの評価が、今の市民の生活状況での評価にすぎな

い。ただこれは長期間のプラン、まちづくりのプランで３０年間のプランなの

で、その３０年後の姿がどこに反映されるのかというのが、よくわからない。

市街化区域と市街化調整区域の差、人口流動というのが、おそらく今後激しく

なっていくと思うが、こういった点がどのように反映されていくのか、という

のがよく見えてこない。あくまで今の基準にとどまっているという感じである。

それから市民会館について、市長が公約の中で、「複合施設として建築します」

ということをおっしゃっていた。その点についてはどうすると考えているのか。

これを建てるとなると、一気に更新費用が増加してしまう。 

西堀会長：建て替えると言ったのか。 

白井聖委員：複合施設として建て替えるといっていた。計画との整合性について伺いたい。

金原委員：基本的な考え方、更新時の方向性で、「周辺の公共施設と複合化を検討しま

す」という点について、先ほども少し述べたが、既存の考え方ではなく、公共

施設と複合化するのではなくて、別に民営の施設と複合化してもいいのではな

いか。市長のおっしゃっていた市民会館もそうだと思うが、新居町駅にしても

鷲津駅にしても浜松～豊橋間の中で古い方の駅舎になってきている。ＪＲと共

同して駅に複合施設を作るとか、他では考えないような考え方をしてもいいの

ではないか。 

近藤委員：意味がわからないことばも見受けられる。ポートフォリオとか。あと、前回

のアンケート結果に対する意見の際にも発言させていただいたが、市民会館の

利用の状況の分析について、平成２４年～２６年ということで、ホールが使用
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禁止になっている時期も含んでの分析ではないかと思ったのだが、その点につ

いては、使用していない時期は含んでいない旨の記載がされているので、了解

した。 

朝倉委員：客観的な分析で資料が作られているのはいいと思った。二次評価まで終わっ

ているということだったが、その段階で、ここで述べられた意見が反映される

のかと素朴に感じた。市長が代わられたということで、それによって方針が大

きく変わったりして、この資料の中身ががらりと変わるようなことはないのか、

と素朴に思った。そのあたりはどういう考えなのか。 

推 進 室 ：一次、二次評価は、客観的な判断とされるので、それに関しては変わること

はないと考えていただいてよい。 終評価については、市長が言われたことは

方針として決定したことではないので、話し合いをして協議をしながら進めて

いきたいと考えている。 

西堀会長：これ以上踏み込んだ話はよいが、行政内のやり取りはすでに行われていると

いうこと。 

白井知委員：一次、二次、 終評価という段階を踏まえて、すごく客観的な手法であるな

と感じている。確かに内容は難しいことが書かれているが、一市民の目線から

言うと、「なぜこの施設を高評価したのか」ということに対して明確な理由が

あると、このような意味では大変わかりやすいと思う。二次評価に関して、「可・

否」に関しても、なぜ「ＹＥＳなのか？」「ＮＯなのか？」ここは主観による

ものが多いので、もう少しわかりやすく市民に対して説明できる方がよいので

はと感じた。 終評価に関しては、市長や市の職員のそれぞれの行政としての

立場からのスタンスもあるので、ここについては、なかなか説明しにくい部分

もあるのではないかと思ったのだが、トップダウンで、市民会館のところもあ

るが、「こうだ」ということで、話が１８０度変わるということはないとは思

うが、そのようなことに関しても、透明性が高い理由付けとして市民に情報が

発信できれば、よりいいのかと感じた。今までみなさんの意見を聞いて思った

のが、結局この公共施設の適正化を行うことで、何を目的としているかという

と、やはり歳出が増えていることに対して、何とかしなければということで取

り組まれていると思うので、この適正化を行うことで、どのような効果が得ら

れるか、それが数字で現れるとより市民にも伝わりやすく、市の頑張りも伝わ

ると思うので、そのような形で結論付けられるとよりよいのではと考える。 

西堀会長：効果ということか。 

松竹委員：いちばん懸念していたのが新居地域センターで、今使っているので、いつ手

が入れられるのか建て替えられるのか、と思っていたが、検討時期は建築年度

の関係からまだまだ先のようである。建て替えというとなると、全部壊してし

まって新たに建て直すということになるのか。 



 - 17 -

推 進 室 ：建て替えと言っても、全く同じ建物をそのまま建て直すということではない

ということでご理解いただきたいと思う。実際には他の施設との複合化や建て

る場所などの検討をしていかなければならない。本日お示しした資料は、まだ

策定途中のものであるので、正式なものではない。あくまでご参考としてご理

解いただきたい。 

西堀会長：イメージとしてこの資料を受け止めればよいということ。いろいろな意見が

出たが、 終的には市長のトップ判断というのはあると思う。議会の意見とい

うのもある。利用者たちの率直な声というのも、恐らく 終的には議論される

ことになると思われる。パブリックコメントも行うので、市民は、恐らく自分

が利用している施設はどうなるのかということに関心を持っていただいて、利

用者がその施設をどのように考えているのか、自分たちが今までどのように使

ってきていたのか、廃止の対象となるほどのレベルの高くない使われ方だった

のかと、これはやはり市民の主体的な検討によるものである。そのようなこと

をぜひ進めて、「どうなるか心配」だけではなくて、自分たちが市民の財産と

して活用しているわけなので、自分たちがそれをどうしていくのかという、市

民側のアクションがとても大事だというところが前回の審議会でも議論となっ

たところである。なので、両方が相まってこの計画もまた説得力が増すのであ

ると思う。 

私も多少意見があって、具体的に言うと評価における施設区分の「Ⅰ 義務

的な公共サービスを行う施設・特定の目的のための施設」と「Ⅱ 学校、子育

て支援を行う施設」と「Ⅲ 市民に幅広く利用される施設」とあるが、これを

言うと公共性の高い施設というのはどちらかというと「Ⅰ」に分類される。「Ⅱ」

というのは、言わば必需的ではないけれども公共性が高い施設。「Ⅲ」に関し

ていうと民営化というのがありえるという議論につながるところである。純粋

公共財というのが「Ⅰ」に分類される、例えば消防とか。「Ⅲ」というのは準

公共財という言い方になるが、公的にあった方が市民にとっていいと、民間に

もあると、このような施設である。それを踏まえて見ていくと、例えば新居温

水プールや豊田会館、このあたりは、いわゆる純粋な公共施設と言えるのか。

つまり「Ⅲ」と「Ⅰ」の関係の中で、これをどう考えるのか、という問題が政

策的にはあるのではないか。逆に、「Ⅲ」の老人福祉センターと子育て支援セ

ンターなど、これは「Ⅰ」ではなくて「Ⅲ」に分類されているのだが、むしろ

「Ⅰ」の方の特定の目的のための施設になりうると思うので、そのあたりをど

ちらに分類するのかという実は大事な問題があるのではないか。なぜそう言う

かというと、「Ⅰ」に分類されると、利用者が評価項目上関係なくなる。「Ⅲ」

は、利用者が「多い・少ない」とか評価対象になってくるわけである。「Ⅰ」

の方は、その施設が絶対に必要だからといって、利用までは考慮に入れていな
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い。その重要な評価ポイントに関わることなので、そのあたりをどのように考

えていくかは研究を進めていく必要があるのではないか。つまり先ほど出てい

たような、それぞれの評価をするための評価基準の分類、どの評価基準に該当

させて分類するかというのを、みなさんで研究していただきたいと思う。公営

住宅というのが「Ⅰ」の義務的な公共サービスを行う施設に分類されているが、

「住宅」として考えると、民営も公営もどちらもあるので「Ⅰ」にあるのが適

切かどうかということも考える必要がある。住宅をさらに建て増ししていくか、

やめていくのか、非常に重要な市の人口戦略も絡んで大事な問題である。なの

で、そういう意味での分類の位置づけと考え方というのが、当然後々のポイン

トに関わってくるので、そのあたりをパブリックコメントで出てきてもいいよ

うに、検討を進めておいていただきたい。非常に大事な問題である。先ほど、

新しい市長との関係でいろいろ質問が出たが、推進室で補足的に説明があるよ

うならお願いしたい。 

推 進 室 ：会長が今おっしゃった分類の関係だが、新居温水プールなどは本来「Ⅲ」に

分類されるべき施設であるとは思うが、現在、利用されていなくただ建ってい

るだけということもあって、「Ⅰ」に分類しているという事情もある。廃止す

る予定である。 

西堀会長：ではこれは本来「Ⅲ」に分類して廃止とした方がわかりやすいのでは、と私

は思う。どっちみち廃止が決まっているのだというのであれば、問題ないので

はないだろうが、筋道としてそちらの方が適切ではないか。 

それ以外全体をとおして意見はないか。無いようであれば、審議はこれまで

とする。 

【その他補足・意見等 なし】 

 

今後のスケジュール等について、事務局から何かあればお願いする。 

 

事務局： 今後のスケジュールについて、事前調整の結果、1月 20 日とする。 

閉 会： １１時５５分 

 


