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第３回 湖西市行財政改革審議会 会議録 

開 催 日 時 平成 27 年 12 月 11 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) ４人 

内  容 

 

西堀会長よりあいさつ 

 

  本日は 終答申の原案の検討と、公共施設の 適化についての検討ということであ

ります。地方自治や地方財政に関しては、今政府が予算編成をしており、法人減税や

生鮮食料品の減税など国民にとってはある程度の減税は喜ばしいことではあるが、自

治体の財政という点では、収入が減るということになるというところが非常に舵取り

の難しいところとなるのではないか。 

それから世界的にはなかなか経済的には厳しいということなので、石油価格は下が

っていいわけだが、政府の掲げている物価上昇率はどうやら達成できないということ

でＧＤＰもなかなか伸びないという状況であるので、経済状況は全体としては今年よ

り来年は良くなるのかわからないという状況であるのではないか。そのような中で、

粛々と行財政改革をしていかなければならない。これまで議論を重ねてきたので、そ

の点を踏まえて活発な議論をお願いしたい。 

 

      

西堀会長 ：それでは審議事項アクションプランの進行管理について、昨年中間答申を

出したが、これまで皆さんから審議会でいただいた意見を集約して、 終答

申の原案を作ってきたところである。この原案をまとめていきたいので、議

論を進めていきたい。 初に「１-１アクションプランの進行管理について」

総論的なところであるが、ここに関して意見があったらお願いしたい。 

 

      これまでどのようなことをやってきたかについて書いてあるが、ここは原

案のままでよろしいか。何か意見があったら改めていただきたい。 

 

      では次に「１-２アクションプランの進行管理（個別）」について、まず一

つ目は「市民協働の積極的な推進」について、これについてはこれまでの意

見がしっかりまとめられているので、よろしいかと思う。 
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      次に「職員の意識改革についてと人材（人財）の育成について」のところ

ではどうか。 

 

      「①職員の意識改革（職員の接客態度の向上）」について、私自身が言うの

もなんだが、「地域間競争」という表現がややきついかなというように感じる。

「今後より一層厳しくなることが予想される地域間競争を生き抜いていく」

というのが、目がつり上がっているような印象を受ける。 

 

佐々木委員：言わんとしていることはわからないでもないが、言葉づかい的にどうかと

いうところか。 

 

西堀会長 ：地域間競争という表現でもいいのだが、総合計画などで見てみると、湖西

市らしさという魅力を高めていくということだが、例えば人口対策などでい

うと、総合戦略というものを作っているのだが、人口が日本全体で減少して

いくのだけれども、どこかが成功するとどこかが敗れるという、地域間競争

はそういうことである。なので、競争という表現でいいか、湖西市の魅力を

高めていくような趣旨なのだろうと思うので、もう少しここの表現は検討さ

せていただきたい。地域間競争というのは日本中の自治体と競争するという

ことだが、当然近隣とも競争することになるので、趣旨はわかるがもう少し

考えさせていただきたい。 

      あとは「地方分権の進展や多様化する市民ニーズへの対応など、業務量が

増加傾向にある中で、やみくもに人員削減を進め市民サービスの低下を招か

ないよう全国的に比べても も効率的な市役所を目指した取り組みを期待す

る。」とあるが、これも微妙なところであるが、効率的で市民の暮らしが良く

なるというか、効率だけではなくて満足度を高めていくと、こういうことも

必要ではないかと少し迷っているところではある。総合計画ではそういう趣

旨である。「市民サービスの低下を招かないように」とは書いてはあるのでい

いかという気もしている。削ればいいのではないかという雰囲気には取られ

ないように、市民の満足度を高めるのだというところに目的はあるはずなの

で、そのあたりをもう少しいい表現がないかと思っているがどうか。趣旨と

してはそのような方向でまとめさせていただきたいと思う。 

 

      では「（３）市民満足度を上げる事業の選択と集中について」についてはど

うか。 
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白井聖委員：事務事業評価のところで、非常によく目に見える形で外部に対して示すこ

とができているとは思うが、その結果が具体的に市民サービスにどう直結し

ているということを市民に分かりやすく公表していくということを加えては

どうか。現在のウェブサイトではずらずらと並べられている状況で、かなり

専門的な内容でわかりにくいので、もっとわかりやすい言葉で表現をうまく

公表していただきたいと思う。 

 

西堀会長 ：事務事業の成果をわかりやすく市民に公表することを表明したらどうかと

いうことでよいか。 

他にご意見がないようなので「（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」についてはどうか。 

 

白井聖委員：「①公共施設の適正管理」のところで、「公共施設等総合管理計画の策定」

というところの前に、「施設の適正配置や財政負担の軽減・平準化を目的とす

る」と具体的に書いているのだが、この中で求められているのは施設の削減

目標、維持管理費の削減というのが当然含まれてくると思うので、それらに

対して目標を定めて、総合管理計画を実施していくということを加えてみて

はどうか。 

      もう一つは文章が長いところがあるので、「既存の施設については～検討す

べきである。」として区切り、以後「また～」とつなげていく。 

さらにもう一つ「劣化の進む既存施設」という表現が気になっていて、劣

化が進んでいるということはその施設は廃止の対象となるべき施設になって

こようと思うので、「劣化が懸念される既存施設」という表現の方がいいので

はないか。 

また「適切な維持管理や改修」の前に「行程表を作成の上」、具体的に今後

の維持管理や改修をどう進めていくかを示すための「行程表の作成」を表現

に加えたらどうか。 

 

小出委員 ：表現についてであるが、「市民協働」だとか「市民目線で」とういう流れで

読み進めてくる中で、「意見を吸い上げ～」という表現がかなり上から目線で

きたなという印象を受けた。「丁寧な説明と協議を重ね～」などの表現の方が

いいのではないか。 
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藤田委員 ：「公共施設の適正管理」の中で、「公共施設の維持管理には、税金が投入さ

れており、利用する人と利用しない人の負担のあり方について公平性の確保

等～」ということだが、施設の利用率の向上ということも必要かと考えるの

で、「利用促進と共に」ということを加えてはいかがか。 

 

西堀会長 ：ここは負担のあり方ということになる。税金が投入されているのは公共施

設であるなら当たり前であるので「税金が投入されており」という表記はな

くてもよいか。行政サイド的にはここは強く強調したいというところではあ

ると思うが。利用する人と利用しない人の負担のあり方、もう一つは利用率

の向上、利用促進ということも行っておいたほうが良いということか。今あ

る施設をより有効に市民に使っていただくか、でもやはりその場合財政的な

面で負担公平もしっかり考えていこうと、こういうことでよいか。 

 

「②補助金の見直し」のところではどうか。 

 

白井聖委員：「定期的に見直す仕組み」のところで、一定の基準でどう見直していくのか

というところだが、「ゼロベースで」見直すという、そのくらいの気持ちで取

り組んでいただきたいという意味で、この表現を加えてみてはどうか。 

 

金原委員 ：その表現は少し厳しいのではないか。 

 

白井聖委員：実はこれは浜松市の行革審ではこういう言葉で表現している。 

 

西堀会長 ：浜松市でこういう表現というのはなんとなく理解ができる。非常に企業的

なところでそのような点が反映されている。これは各種団体への補助金であ

るから、ゼロベースと言ってしまうのはいかがかとかなり悩むところではあ

る。 

 

白井聖委員：ここでは、どう見直し作業を進めていくのかということ。 

 

西堀会長 ：「ゼロベース」と限定的に表現してしまうのはどうなのかと思う。毎年その

作業をやるというのは、その作業だけでもかなりの負担になる。 

 

白井聖委員：終期を設ければよいと考える。５年とか。毎年全てを見直すというのは無

いと思う。事業ごとにローテーションを組めば負担も減ると考える。 
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西堀会長 ：「ゼロベースなども含め、一定の基準を設ける」とこういうことでどうか。

それぐらいなら言ってもよいのでは。ゼロベース方式というか、そのような

ものも含めるということ。見直しにはいろいろな方法があると思う。一定期

間でその団体が補助金に対してどのような成果を出したか、ということをし

っかりオープンにするとか、補助金の申請をしてもらってそこでどういう成

果を上げるかという提案をし、それに対して審査を受けるというような手法

もある。 近はコミュニティ活動に関するところではプレゼンテーションを

行ったりして、補助金を決めましょうというようなものもある。ゼロベース

の他にもそのような手法も含めて新しい仕組みを考えてもらうと、そのよう

なところでどうか。 

 

では「（５）積極的な財源創出策の推進について」のところではいかがか。

 

佐々木委員：些細なことだが、「今後接続可能な～」を「今後持続可能な～」にした方が

一般的ではないか。 

 

西堀会長 ：ここは字句の訂正か。では「２湖西市の行政経営に関することについて」

のところではどうか。 

 

小出委員 ：言わんとしているところはわかるつもりではあるが、ひとつの文章が非常

に長いということと、「一般的に考えられてきた行財政改革の視点」というと

ころと「 適な経費による 大効果」というところで、誰もがここに向けて

考えているのだとは思うが、果たしてそのようなものがあるのかというとこ

ろと、あいまいな表現だなというところがあって、この文章の中でこの２つ

の表現は無くても意味は十分通じるのではないかという思いがある。 

 

西堀会長 ：確かに長い文章ではある。「一般的に考えられてきた行財政改革の視点」と

いうのは、単に削ることだけを目指したような改革ではなくて、いわゆる積

極的な行政経営をやってほしいということか。「ただ単に削ることを目指した

改革にとどまらず、柔軟な発想と確かな行動力を持って～」とつなげればよ

いか。「 適な経費による 大効果」というのは一般的には「 小の経費で

大の効果」というのだが、これは積極的にやりなさいということか。答申案

の「職員の意識改革」のところとダブっているような。ここはもう少し適切

な表現を考えたい。要するに言おうとしているのは、効率的で効果的な、と

いうことである。 
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      全体としての趣旨はこれまでの議論を踏まえているとは思う。 

      では、２８年度からの後期アクションプランについて、事務局より説明を

いただく。  

 

【事務局より「後期アクションプラン」について説明】 

 

西堀会長 ： 終答申についてであるが、これは私の意見で、少し皆さんから意見をい

ただきたいのだが、私達が今やっている審議会は湖西市の行財政全体の改革

についてであるが、地方自治というのは、市長部局と議会という二元代表制

で行われているわけであり、私達審議会は行政に関してだけ議論をしている

のではなくて、行財政改革というのは市民全体で考えなければいけないと考

えている。となると市長部局だけを対象としていくわけにはいけないのでは

と思うところで、やはり議会も積極的に行財政改革に取り組んでいかないと

言う必要もあるのではないかと考えている。そのような意味で議会において

もやはり市民の代表として議会の改革や効率化、あるいは市民参加といった

ことも含めて、両輪として取り組んで欲しいと思っている。そのあたりを

終的には、なお書きでという形になるのかは別として、市議を挙げて湖西市

の改革を行っていくのだと、行政というのはひとつの大事なところではある

のだが、議会もやはり市民代表として改革をしていって欲しいというような

ことを盛り込んだ方がいいのではと、広い視野を持ってやっていこうではな

いかと付け加えたらどうかとかねてから考えていたが、いかがか。審議会で

あるからそのような提言をしたいと考えた。 

 

白井聖委員：そうすると答申のあて先が違うのでは。湖西市長に提言というのは違うと

思う。議長宛でないと整合が取れないのではないか。連名でやるというのな

らわかるが。 

 

西堀会長 ：市長から諮問を受けて答申を出してくださいという流れの中では、確かに

そのような話にはなってくるかと思う。だが、行財政の予算に関しては市長

が提案するものになる。だから市長が議会に手を入れるというわけにはいけ

ないが、議会に対して提案はしてもよいのではと考える。これから公共施設

の問題などいろいろ出てくるので、両輪として議会に提案を促すのは問題が

ないと思う。「議会自身もやはり市政の担い手として行政とともに歩んで欲し

い」と、そのような趣旨である。 
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      終答申は本日出された意見も踏まえて、また表現やニュアンスも踏まえ

て適切な表現に近づけたいと思うので、 終の答申の作成を私に一任してい

ただきたい。 

      今国の予算編成が行われていて１２月末にはほぼ決まると思われる。湖西

市の予算は３月末に決まると思われるが、その前の予算編成への影響もある

ので１月中旬までに 終答申を作成して、市長に提出したいと考えている。

      では次に「公共施設のあり方」について、これは検討事項になるので、決

定ということではないが、これまで皆さんの意見を聞いてきたし、議論も重

ねてきた。 終答申の中でも取り上げているものになり、「公共施設の基本方

針」というものが作られているので、事務局からの説明を聞いて検討してい

ただきたい。  

        

【事務局より「公共施設マネジメント基本方針（案）」、「用途別の管理に関わる

基本方針（案）」について説明】 

 

白井聖委員：前回いただいた資料の話になってしまうが、公共施設白書の概要版の中で

「公共施設の将来の更新費用の予測」では、今後４０年間の合計で約９７３．

９億円の事業費が必要であると予測されている。平成２５年度までの過去３

年間の公共事業の投資的経費の年平均１４．５億円から年平均１０億円の予

算不足が予測されている。特に２０３０年以降には多額な更新費用が毎年必

要となる。これに対し、今後３０年間（平成５６年度）で２０％縮減目標を

立てているが、これは管理運営費用を毎年平均して削減し、ストックした場

合のシミュレーションとなる。 

      「公共施設の将来の更新費用の予測」は４０年である中、基本方針に掲げる

削減目標の期間が３０年ということで、３０年間分の予測の基での目標設定

となっているが、更新費用を算定するためには同じ４０年でシミュレーショ

ンすべきかと考える。 

 

事務局  ：「公共施設の将来の更新費用の予測」の４０年については、財団法人自治総

合センターが作成したソフトで試算した結果のグラフで４０年間分の予測が

表示されている。一方縮減目標の３０年という期間は、建物更新のピークを

見据えて設定した期間になる。今後はさらに再編計画、個別計画と進めてい

く中で、さらに短いスパンで精度の高い分析を進めていく予定だが、委員の

ご指摘のとおり削減目標のシミュレーションの４０年間バージョンもお示し

した方がよりわかりやすい比較となる。 
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近藤委員 ：自分自身の活動として、太鼓の演奏をするのにホールを使用したり、スポ

ーツ推進委員として体育施設も使用している。使用をする中で実情を知る者

としては、利用の状況は意外とどこも埋まりきっている状況にあるという実

感があるので、正直なところは無くさないでほしいというのが本音であるが、

それが厳しいとなると、なかなかそのようなことは言いにくいというところ。

 

朝倉委員 ：全般的な話になってしまうが、優先度の設定については、とにかくスピー

ド感をもって行っていただきたいと切に願う。様々な方の意見を聞くのも重

要かと思うが、意見を聞きすぎて、政治判断の時期を誤るケースもあると思

われる。市民に対して具体的な方針を示し、理解していただく事が『行政』

の役割かと思う。市民一人一人の境遇によって様々な意見があると思うが、

是非スピードを重視して行っていただきたい。 

また、以前にも意見させていただいたが、各々の課で管理している公共施

設情報の一元化をし、湖西市が保有する公共建物の営繕、維持管理等の業務

や公共施設マネジメントの総括などを一括して行う部署を設けたらよいので

はと考える。 

 

藤田委員 ：方針のいちばん 後にある「施設によっては地元に移譲することを検討し

ます。」とあるがどの施設を想定しているのか。管理・活用をしていく地元の

受け入れ態勢がしっかりしていないとなかなか難しいのでは。 

 

事務局  ：具体的にこの施設、というところまで話は進んでいないが、小松楼とか浜

名湖れんが館にそのイメージが当てはまるのではないか。 

 

山口委員 ：地元としてはもらっても困る施設も中にはあるのではないだろうか。地元

では有効に活かしきれない場合も考えられる。 

 

金原委員 ：小松楼はＮＰＯ法人「新居まちネット」で管理していて地元の情報発信な

ど観光の面で有効に活用されていると思う。 

 

白井聖委員：地元ではなく、有効活用を企画できる民間に移譲するのも一つの手段では

ないか。 

 

事務局  ：小松楼は指定管理者制度により運営されている。 
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西堀会長 ：いわゆる民間による運営ということ、しかしながら施設の運営は問題ない

としても、施設の維持や管理も含めてということになると、なかなか移譲は

簡単な話ではないのでは。 

 

山口委員 ：ホールに関する記載があるが、新居地域センターとセットという考え方で

問題ないと思う。しかしながら今の新居地域センターでまかなうということ

ではなく、新居地域センターの建替えも含めて検討すべきことと思う。 

 

藤田委員 ：ホールの統合は避けては通れないとは思うが、今、重要課題となっている

市民会館建設の問題とも密接に関わってくる問題になる。 

 

西堀会長 ：では社会教育施設についてはどうか。 

 

佐々木委員：２つの図書館を１つにまとめるというのはなかなか難しいかとは思うが、

他用途施設との複合化や統合は十分に可能と思うので、積極的に推進するべ

きと考える。 

 

藤田委員 ：確かに複合化や統合など施設整備の観点からの取り組みも必要であるのは

わかるが、利用者を増やすための方策を検討していくことも必要ではないか。

 

山口委員 ：新居の関所の史料館は確かに古い。関所前の整備が進んでいるのでそれを

活かした整備を進めていってほしい。史料館と紀伊国屋がなくなってしまっ

ては、本当に何もなくなってしまう。この場で言うのは適切でないかもしれ

ないが、せっかくなので観光施設の整備を進めていただいて、観光の活性化

を進めていただきたい。 

 

小出委員 ：公共施設の 適化の中で、今後湖西市が人口やそれによる税収の範囲に限

らず、教育、スポーツ、観光などの中で、何を主体としていくのかの方向性

を明確にする必要がある。先日、浜松市在住の友人と話したときに地元の偉

人である豊田佐吉のことを知らなかった。また湖西は良い資源に恵まれてい

るが、情報発信がうまくないとも言っていた。そこに改善の余地があるので

はと思う。 

 

西堀会長 ：ではスポーツ・レクリエーション系施設についてはどうか。 
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藤田委員 ：体育館が重複しているということであるが、比較対象をどうするかという

ところを慎重に考えていかなければならない。 

 

白井幸委員：体育館を１つ減らすということは、当然そこを使えなくなる人が出るわけ

なので、そのような人たちに対し、代わりとなる場所を考慮した上で再編の

検討を進めていただきたい。 

 

藤田委員 ：施設の 適化とは直接関係はないが、アメニティプラザの利用状況で、市

民の利用者と市外の利用者の状況というのを把握はしているのか。利用料金

が市内と市外との区分けが無いと思う。他の自治体でも同じ状況なのか。 

 

事務局  ：利用状況については今手持ちのデータはないが、所管課に確認する。 

 

近藤委員 ：先ほどの発言と重なってしまうが、体育施設は利用者の間で調整会という

ものを行って予約を調整している。空きがあるという印象は持っていない。

スポーツ推進委員のイベントで新居体育館もアメニティプラザも利用してい

るが、やはり参加者は会場の地元の人が中心となっている。昨年、新居小学

校の体育館が工事で使用できなくなっていたが、利用者が行き場に困ってい

たようだ。単純に例えば知波田小の体育館が空いているかといって、新居の

方がそこを使うという話にはならないと思う。また、1１月の第３日曜日にス

ポーツ推進委員が主体となって「コーちゃんフェスティバル」というイベン

トを開催しているのだが、来年は選挙の可能性があるということで使えない

という状況が想定されており、前後の日曜日にずらそうにも、すでに定期的

に行われている行事等で埋まっていて、これでは来年の開催はできなくなっ

てしまうと心配している。それぐらい空きがない状況で、平日なら空いてい

ると言われても、平日に行えるものではない。 

 

西堀会長 ：基本方針としてはこれで問題はないか。では学校教育系施設についてはど

うか。 

 

小出委員 ：教育関係施設については、生徒数の減少は見られるが地域コミュニティづ

くりにおいて重要な役割を果たしていると考えており、可能な限りの残存を

望む。学校を減らしていくのではなくて、前回の審議会でも安全性の問題と

いう話もでたが、空いた教室等を有効活用することにより学校を無くさない

方向での検討を進めてほしい。 
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藤田委員 ：少子高齢化と人口減少という流れの中で、学校の統合を検討することは必

然的なことではないかと考える。また各学校の給食施設についての言及があ

るが、給食員も減少傾向にあり、臨時給食員を多く採用している状況の中で、

施設の老朽化を迎えるにあたり給食センター化や民間委託化を検討すること

は当然のことであると考える。 

 

金原委員 ：施設単位で統合を考えるのではなくて、地域内での施設の統合ということ

に視点をおいてみてはどうか。管轄が文部科学省と厚生労働省で実現が難し

いかもしれないが、保育園・幼稚園・小学校・中学校を１つに統合するとい

った案はどうか。地区をまたいで小学校を統合するとなると、地元の理解は

なかなか得られにくいと用意に想定ができるが、地域単位で考えれば理解は

得られやすいのではないか。難しい話かもしれないが、行政で関係する省と

調整はできないものか。 

 

西堀会長 ：今の提案はすごく斬新でユニークな発想であると思う。 

 

白井幸委員：子育て支援施設は重要な施設に位置づけられると思うので、再編はなかな

か難しいのではないか。 

 

朝倉委員 ：今自分がまさに子育て支援施設の利用者なので、非常に重要度の高い施設

にはなってくる。しかし３０年後、４０年後となると重要度も変わってくる

と思うが、その頃がどのようになっているのかの想定のもとに検討を進めて

いかなければならない。 

 

白井聖委員：地域の子どもの数がどうなっていくのかを考えていかなければならない。

統合をするのならば、親が送り迎えのできる範囲で検討を進めたほうがよい。

 

西堀会長 ：子どもの数もそうだが、地方創生の観点からも検討を進めなければならな

い問題でもある。では、「その他施設」の中で斎場についてはどうか。 
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金原委員 ：統廃合というより、入出を廃止して新居に一本化というところではないか。

統合というとどこかへ新しい施設を作ってそこにまとめるという印象があ

る。自分自身が職業上斎場とは深い関わりがあるが、湖西の場合は斎場に関

しては不便だという印象は持っていない。民営の葬儀場もあるがフル稼働は

しておらず、むしろ新居のやすらぎ苑を勧めているという話。確かに葬儀か

ら火葬まで１箇所で済むし料金も安いので、便利なのは事実ではある。 

 

山口委員 ：一本化を進めるには、入出と新居のそれぞれの地元の理解も必要になって

くるのではないか。 

 

西堀会長 ：では公共施設の基本方針は、内容的にこれで問題はないか。 終答申は先

ほど私に一任とのことで了解をいただいたが、 終答申の目玉はどこになる

のかも皆さんに考えていただきたい。 

 

白井聖委員：やはり公共施設に関してではないか。ここまで多くの時間を割いて議論を

重ねてきたし、話題としても非常に盛り上がっている。 

 

西堀会長 ：それでは今後のスケジュールについて事務局から。 

 

事務局  ：１月１３日に行財政改革審議会を開催し、市長へ 終答申を渡す。当日は

答申についての議論は行わないので、本日の議論を踏まえて意見があれば、

事務局まで提出いただきたい。意見を踏まえ、会長と内容の調整・整理をし

て 終答申を作成する。次回の審議会では公共施設の 適化について議論い

ただきたい。 

 

 

 

閉会 11時55分 

 


