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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 29 年７月 27 日（木）午前 10：00～午前 11：40 

開 催 場 所 湖西市役所２階 市長公室 

委 員 
（出席者） ８人  (事務局) ５人  

（公共施設マネジメント推進室） ３人 

内内内内        容容容容    

1 開会 

事務局 企画政策課長 

2 副市長あいさつ 

副市長： 皆様、こんにちは。湖西市副市長の田中と申します。どうぞよろしくお願いい

たします。今年の４月から副市長を拝命いたしまして、まだ３か月少しというこ

とで、湖西市の行政について一生懸命勉強している最中でありまして、早くいろ

いろなご提言に対応できるようにしていきたいなと思っておます。 

     最近の話題としましては、各市町村の交付税の状況が、昨日の朝刊にも掲載さ

れておりましたが、湖西市は不交付団体でありますが、合併の特例の交付税があ

ります。ただ、この交付税につきましても年々少なくなっておりまして、合併の

特例の恩恵も国からの補助の面では減ってきているところであります。ついては、

湖西市の財政状況も一般会計で 210 億円少しという中、毎年数億円ずつ減ってい

くことで、かなり厳しい状況にあります。不交付団体というと聞こえはいいんで

すが、実情はかなり厳しくなっております。 

     このような中、市内の施設についても、かなり老朽化が進んでいるのですが、

全てを同様に建て替えることは現実的には難しくなっております。そこで、公共

施設の再配置計画を策定しまして、現在、市内５か所において地元の方に説明会

を開いております。地元の方にとっては、市の財政状況のお話をさせていただい

て、施設を縮小していくことには、総論として賛成していだたいてはおりますが、

各論となると自分の地区から施設が無くなるのは賛成できないという意見をいた

だいております。市全体として、どんな施設が必要で、どんな統合ができるのか

といったことを、いろいろとお話しを聞きながら、今後調整をさせていただいて

いくところでございます。 

     今後市の歳入が減っていくと冒頭にもお伝えしましたが、市の歳入の大半を占

める市民税についても、全国的に人口減少ということで、湖西市においても 20 年

後、30 年後にはかなり人口が減って、減収が想定されます。そういう意味でも、

少し長い目をもって早め早めに手を打っていかないと、小さな地方都市は、やっ
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ていけなくなってしまいます。皆様方のお知恵を借りながら、節約、合理化でき

るところは節約していく、一方で節約していくだけでは、市としての魅力も減っ

ていきますので、お金をかけなくても費用対効果で効果があるような手法がどん

なものがあるか市長以下、全職員で知恵を出し合っているところでありまして、

市の行政の中だけではなく、皆様のお知恵を拝借して、取り組んでいければと思

っております。 

     今日は、西堀先生を始めとする委員の皆様方の有益な意見を頂戴することがで

きると思います。お暑い中、お世話をかけますが、どうか、よろしくお願いいた

します。 

3 諮問 

  諮問書を副市長から会長へ提出 

   諮問事項 

   ⑴ 公共施設の適正化について 

   ⑵ 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 

 

   【諮問書を提出後、副市長は退席】 

4 議事 

西堀会長：昨年度に引き続き会長を務めさせていただきます西堀です。よろしくお願いい

たします。 

     先ほど、諮問書をいただきましたが、本年度はアクションプランの進行管理、

公共施設の適正化の２本となります。 

     アクションプランの進行管理につきましては、昨年度審議しました後期アクシ

ョンプラン、この期間は平成 28～32 年度となりますが、今年度は最初の評価の年

となります。アクションプランの進行管理をとおして、市の行財政改革の後押し

ができればと思います。 

     公共施設の適正化につきましては、昨年度審議しました公共施設再配置基本計

画をより具体化した個別計画について審議していくことになります。先ほど副市

長のあいさつでもありましたとおり、総論賛成・各論反対ということで現地の事

情等もありますので、皆さんの忌憚のない意見をお願いしたいと思います。 

      

     それでは、議事に入っていきたいと思います。 

     まず、行財政改革アクションプランの進行管理について審議していきたいと思

います。 

     最初に事務局から説明をお願いしたいと思います。 
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事務局 ：資料の説明 

     目標等の変更について説明 

     評価の内容について説明 

西堀会長：事前に、資料について確認いただいてると思いますので、取組内容ごとに審議

を深めていきたいと思います。大分類の順に進めてまいります。 

 

「事業№１ ウェブサイト等を活用した情報提供の推進」 

近藤委員：ウェブサイトのアクセス件数が平成 28 年度目標に達成しなかったということ

で、今後の対応策を示していただいておりますが、その内容が「ＳＮＳを活用し

て、ウェブサイトのアクセスを増やしていく」とありました。 

     ＳＮＳ、主にスマートフォンで情報を得ていく人にとっては有効かもしれませ

んが、そもそもウェブサイトにアクセスできる環境にない人、不得意としている

人たちに対して方策や情報提供が不十分でないかということで、意見をあげさせ

てもらいました。 

 

「事業№４ 職員の意識改革（職員の接客能力の向上）」 

山口委員：市民意識調査で接客がよくないとの回答が 19.4％、約２割ということで今回は

Ｃ評価となっておりますが、個人的にはそこまで悪くはないのかなと思っており

ます。その調査については、単に採点のみでなく、具体的にどこが悪いのか記入

しているのか、もちろん、勘違いや個人攻撃はあってはならないと思いますが、

市の方で、原因を分析して対処されているのか確認したいと思います。 

篠原委員：私もこの 20 年間で全体として、良くなってきていると思います。ただ、市民ひ

とりひとりの受け止め方もそれぞれあると思いますし、職員の中でも何人かは対

応が良くない人がいるのかもしれない。 

     どんな対応が悪かったのか、どこをどう改善していくのかということが、数値

目標にすることで見えなくなってしまっているので、具体的な取組内容や改善方

法を確認したいと思います。 

藤田委員：市民の意識調査だけでは、すべての原因を把握できないと思います。やはり、

窓口でアンケート調査を実施したりして、原因を把握し、分析をしっかり行う必

要はあると感じております。 

西堀会長：市民意識調査がどういったもので、それでどこまで接客態度について分析がで

きるのかがわからないことから、改善に向けての取組内容がどう結果と結びつい

ていくのか漠然としている印象があります。確かに昔に比べると接客態度は大幅

に改善されていると思いますが、さらに高めていくことがこの目標となっており

ます。 

 



 - 4 - 

事務局 ：原因の把握としましては、同じ市民意識調査の中の自由意見欄で具体的に回答

いただいている方もいます。その中で、特に多いのが「上から目線の対応」「身だ

しなみが悪い」が多く、総務課も原因として認識しております。この情報につい

ては、各所属長と共有して、改善を図っていくようにしております。現在のとこ

ろ窓口に来られた市民を対象にアンケートを実施することは考えておりません。 

篠原委員：全員が同じレベルまで高めることは確かに難しいと思いますが、改善していく

には、トップや上司の意識の高さが重要で、その点が今欠けていると感じます。

市民をお客様ととらえて対応できる根底の意識を変える必要があります。 

西堀会長：職員を初期の段階から研修などを通じて教育し、長期間かけて意識を根付かせ

ることが重要となると思います。 

 

「事業№７ ひとり１改善提案運動の推進」 

山口委員：平成29年度からは件数の目標を取りやめるということでしたが、平成28年度の

取組結果として1,500件、6,375万円もの財政効果を出したことは素晴らしいと思

います。削減時間から削減金額を算出すると、財政効果の中においては、割合が

少なく感じます。財政効果に貢献した取組について紹介してもらいたいと思いま

す。 

藤田委員：この取組については、取組件数、削減金額、削減時間いずれも目標値を超え、

大変評価できると思います。市のウェブサイトから、取組についての表彰の内容

も見させていただき、消防車の国庫補助など、皆さんいろいろと工夫していると

感じました。こういった意識を持って、今後も取り組んでいただきたいと思いま

した。 

白井委員：課題として、提案の採用については提案先の部署に任せられているということ

で、それぞれの部署の裁量で採用・不採用としているとあります。それを一元的

に判断できる部署があれば、もっとよくなると思います。 

     もう一点、削減金額約6,000万円とありますが、かなり大きな金額ですので、ど

ういった取組内容があったのか、紹介いただければと思います。 

事務局 ：財政効果については、改善提案での削減金額6,121万円に、削減時間1,260時間

に時間当たり2,012円をかけた256万円を加え、6,375万円という算定となっていま

す。 

     提案の採用につきましては、本年度から職員個人から担当部署に提案するスタ

イルから、提案しようとする職員が所属する所属長が内容を確認したうえで、担

当部署に提案する方法に変更しております。この変更により、提案内容の質の向

上、提案元と提案先との直接やりとりすることが可能となりました。 

     具体的な取組内容につきましては、市のウェブサイトにおいても紹介しており

ます。 



 - 5 - 

 

事務局 ：6,000万円の内訳としましては、一番大きいものは先ほど藤田委員もおっしゃっ

ていたはしご車の購入についてです。当初は県の補助金を活用する予定であった

ものを国庫補助、国の補助金を活用する方が有利であるということがありました。

予算編成時は国庫補助の対象にはならないとの見通しであったのですが、県と調

整を繰り返し国庫補助の対象にすることができたことで約3,900万円財源が確保

できたという取組となります。 

     他には、ごみ処理施設の委託費の削減があります。作業用テント倉庫建設に伴

い、作業スペースや保管場所のレイアウトを大幅に改善し、作業量の減少が実現

し、委託金額の削減につながったということで約1,200万円削減することができた

という取組がありました。 

     また、工事で発生する残土処理の活用などがあります。 

     ウェブサイトに掲載しておりますので、またご確認お願いしたいと思います。 

西堀会長：良い事例を紹介して、職員を啓発していくことが大事なことだと思いますし、

仕組みも改良して、これからも取り組んでもらえればなと思います。 

 

「事業№31 補助金の見直し」 

篠原委員：この項目については、毎回、補助事業の把握・分析・見直しという言葉が並ん

でおりますが、特に分析・見直しの部分でどんな基準になっているのか、わから

ないことがあります。全ての補助金が一律カットなら理解できるが、一部の補助

金だけ一律カットなどとなると十分な説明が足りないと感じます。 

     予算執行についても、年度内に不必要なものにまで執行していることがないの

か心配です。 

西堀会長：予算執行については、公的機関は民間と違い単年度主義なので、十分な見積も

りの上、計画的に執行しているわけなんですが、確かにこの制度によって補助金

についても制約がかかっているという事実もあります。 

白井委員：今後は補助金についてゼロベースで終期の設定、公益性、必要性、補助金の効

果から検証・精査するとのことですが、具体的にどう取り組むのか、補助金見直

しガイドラインを作成してどう実行性を持たせていくのか、確認したいと思いま

す。 

事務局 ：補助金については、毎年、各担当部署で評価・見直しを行い、予算編成時に財

政当局とのヒアリングで査定を行っております。 

平成２７年度から「補助金等の見直しガイドライン」に基づき、評価・見直し

を行っております。この中で見直しの重点項目を４つ設定しております。 

一つ目は事業費補助への移行となります。補助金は、本来事業費を対象に補助

すべきであり、事業目的達成に向けて、行政が資金的な支援を行うことが必要で
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あると判断された場合に補助金を交付するものです。 

     二つ目は団体運営費補助は原則、補助の対象となる経費の範囲を定めたうえで、

終期を定め段階的に減額していくとするものです。 

     三つ目は終期の設定です。補助の長期化による既得権化の弊害をなくすため、

終期を設定するとするものです。 

     四つ目は補助対象団体の決算表を確認し、多額の繰越金や剰余金がある場合、

原則廃止とするものです。 

     これらの考えのもと、公益性、公平性、必要性、効果等の観点から分析、評価

を行っております。 

     また、本年度は例年より早く５月末に来年度に向けた予算編成の説明会を実施

しました。例年より早く補助金の評価を実施し、じっくりと取り組む予定となっ

ております。 

あわせて、近隣自治体との比較から、湖西市独自で行っている事業の評価・見

直しも進めております。 

     そのひとつとして、子育て支援手当・就園助成金について見直しを行っており

ます。この手当・助成金は、手当扱いとなるため補助金として今回のアクション

プランの数値に反映されておりませんが、同じ性質の歳出として同じ観点で見直

しを行っております。 

     歳出の金額として、年間約１億４千万円となり、大きなものとなりますので、

ここで紹介させていただきます。 

     助成の内容としては、子育て支援手当は、３歳に達するまでの第２子・第３子

に対する一律の手当となります。第２子が月5,000円、第３子が月10,000円となっ

ております。 

     就園助成金は、保育料の４分の１を支給するもので、いずれも湖西市独自の制

度となっております。 

     この制度は、子育て世代としてはありがたいものでありますが、「国の児童手当

の実質上乗せ制度であること。」「近隣市町で実施していないこと。」「制度による

成果が評価できないこと。」「事業費補助への移行の観点から、一律助成の見直し

を図っていること。」「他の子育て支援制度の充実を優先すること。」などの理由に

より、現在廃止の方向で見直し、調整を行っております。 
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事務局 ：子育て支援手当につきましては、アクションプランの数値に入ってこない部分

ではありますが、委員のみなさんの意見をいただきたいと思います。 

     先ほど他の子育て支援制度の充実を優先すると説明しましたが、例えばこの４

月から小・中学生医療費無料化や一時預かりの充実など始まりましたが、より現

実的な施策へシフトしていく方針でおります。 

 

西堀会長：政策効果がはっきりしないということで、効果がみえる施策へシフトしていく

ということだと思いますが、委員の皆さんの忌憚のない意見を聴きたいと思いま

す。 

 

金原委員：医療費や一時預かりについては、利用しない人にとっては恩恵を受けることが

ないので、一律手当の子育て支援手当の代わりの制度として位置付けると、平等

性が失われると感じます。 

 

白井委員：人口減少の中で、少子化対策については、ひとつひとつの事業でなく総合的に

考えていかなければなりません。湖西の施策の柱ともなる大きな話なので、子育

て支援については、補助制度だけでなく、もっと広い範囲で検討していく必要が

あると思います。 

 

朝倉委員：現在、浜松市に住んでおり、この制度のことは知らなかったのですが、施策を

シフトしていく説明がありましたが、新しい施策についても、もっと周知・ＰＲ

して、市内の方はもちろん、市外の方にも湖西市に住みたくなるように展開して

いければと良いと思います。 

 

西堀会長：地域創生のひとつとして総合戦略を各市町が策定し、人口施策に取り組んでい

る状況の中で、子育て支援手当がどれだけ効果があるのかが明確に出せないと、

政策評価ができないという問題がまずあると思います。この手当はいわいる底上

げ政策で、他市との差別化を図る政策でもあるわけですが、周知がどうだったの

か、この制度によりどれだけ移住が促進でき、出生率に影響があったのか測定す

るのは非常に難しいと思います。補助金については、公的資金を投入するわけで

すから、目に見える効果や成果や公平性が求められますので、制度を廃止して新

しい政策を展開していくときには、いい意味でアップグレードしていくように検

討していただければと思います。 
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「事業№34 湖西市観光基本計画に基づいた新たな進行施策の展開」 

山口委員：取組結果に浜名湖サイクリングロードのルート決定とサイン計画の策定が記載

されていますが、実際にはいつ実現しそうでしょうか？サイクリング人口も多く

なっていますので、先ほどＳＮＳの活用という話もありましたが、情報発信など

も積極的に行い、湖西市にとっても、サイクリングする方にとっても良いものに

なればと思います。 

藤田委員：湖西市の観光ウェブサイトについて、項目ごとにまとめられ、わかりやすく整

理されたと感じます。 

事務局 ：サイクリングロードについては、市内では国道301号をメインルートとしており

ます。本年度から順次、路面表示（道路上に自転車の通り道を示す青いサイン）

を施工していく予定となっております。 

 

「事業№40 ネーミングライツ・広告収入の実施」 

白井委員：現在、湖西市では、ウェブサイトや広報誌でも広告を掲載しておりますが、浜

松市では、窓口の待合ソファーの背面に広告を掲載しておりました。手軽に、視

覚的にも目に入りやすい広告ですし、市も安価に準備ができれば、お互いにメリ

ットがある手法ではないかと考えます。 

     また、庁舎の壁を使って業者広告の入った案内図を掲示するなど、他にも庁舎

を使った広告の方法もあるのかと思います。 

 

 

西堀会長：続いて次の「公共施設の適正化（個別計画）」に移ります。まずは、説明をお願

いします。 

 

公共施設マネジメント推進室（以下「推進室」という。）： 

     資料の説明（個別計画の策定内容・項目、策定スケジュール） 

 

西堀会長：今の説明に対し、意見や質問がありましたらどうぞ。 

 

山口委員：地域説明会を進めているとのことでしたが、どんな意見が挙がったのか伺いた

いです。 

  

推進室 ：地域ごとに行っているため、地域ごとの施設がどうなるのかという意見が多か

ったです。 

     新居中学校区では わんぱくランドや消防署について、鷲津中学校区では市民会
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館について、湖西中学校区では学校の統合について意見がありました。学校につ

いては個別に説明会を実施してほしいとの意見もありました。 

     どうしても総論は賛成だが、各論については反対があるので、再配置計画の背

景をしっかり説明して、市民の皆様に理解いただいて、意見を聴きながら、市全

体としてあるべき姿に進んでいきたいと考えております。 

 

山口委員：地域の事情や意見を聴く意味から、地域ごとに説明会をやった意味があると思

います。 

 

金原委員：実際私も説明会に参加したのですが、確かに各論については意見がありました。

市からも厳しい財政事情について説明がありましたが、それについてはあまり浸

透していなかったように感じたので、そこを根本・前提として縮小について考え

ていくようにならないと各論に留まってしまうように思います。 

 

西堀会長：あと２回、地域説明会があるので、できたら委員の皆さんも様子を見ていただ

きたいと思います。 

 

推進室 ：参考に住民周知については、チラシを自治会で回覧した他、幼稚園、小・中学

校に配布しております。 

 

西堀会長：市民の声をよく聴いていけば、合意が得られると思いますので、そこはしっか

りとお願いしたいと思います。 

     本日の議事は以上となります。 

 

 

5 その他  

   事務局から事務連絡 

6 閉 会 

 


