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平成 29年度 第１回湖南市行政改革外部評価委員会 会議録 

 

日時：平成 29年（2017年）８月 23日（水） 

午後２時 00分から ４時００分 

場所：湖南市共同福祉施設２階 大ホール     

 

出席  委員   新川委員 田中委員 石井委員 北村委員 

    事務局  平林理事 小林課長 野﨑 坂口 

    傍聴者  ３名 

 

 

１．開 会 

  

２．あいさつ     

            

３．委員・事務局の紹介 

 

４．委員会運営について 

１）委員会運営規則について 

 

５．議 題 

 １）委員長及び副委員長の選出について 

   ・委員長あいさつ 

 

 ２）湖南市行政改革外部評価委員会の会議の公開及び会議内容等の公表について 

 

 ３）第三次湖南市行政改革大綱実施計画１年目(平成２８年度)進捗報告について 

 

 

６．その他 
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（事務局） 

本日は、公私ご多用の中ご出席をいただき、厚くお礼申し上げます。定刻になりまし

たので、ただいまから「湖南市行政改革外部評価委員会」を開催いたします。本日の会

議につきましては、お手元の会議次第に基づきまして進めさせていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。 

それでは、開会に先立ちまして谷畑市長から一言ご挨拶を申し上げます。 

 

  

（市長挨拶） 

 

 委員の皆さまにはお忙しい中、お集まり頂きありがとうございます。平素は湖南市の

行政全般に対しまして、色々とご指導を賜わっております。厚くお礼申し上げます。 

 湖南市の行政改革が遅々として進まないというご批判も頂きながら進めさせて頂い

ておりますが、現在、第三次行政改革大綱を策定し進めさせて頂いているところでござ

います。その中でも一番大きな、一次二次も通じて出来ていないものに、公共施設の整

理統合ということがございます。これにつきましては、合併後の社会情勢を見ながら、

政治的に議論していくこともございまして、スピードが進んでいなかった側面がござい

ます。そういった中、公共施設も含め社会インフラもあわせて、長期的人口減少社会の

中で、どう維持していくのかということが、非常に大きな課題となっています。一方で 

東日本大震災、熊本の地震と耐震化という課題も出て来ております。今回、公共施設等

総合管理計画を策定する中で、一番大きな課題であります、庁舎の見直しにつきまして

も、周辺に散在しております、各種機能の集約統合も含めまして、国の役場庁舎等の緊

急耐震の起債も出来たという観点から、市民の皆さまとタウンミーティングをさせて頂

きながら、また、議会にもご意見をお伺いしながら、今後進めていく段取りになってい

くのかなというふうに考えているところでございます。また、それと合わせまして、市

民の皆さまの自主的な活動を支えていくということも、方向性としては、ここ十数年変

わってきておりませんし、財源が限られてくる中で、社会保障の充実も必要となってく

る訳でございますので、そういった中で行政改革については、しっかりと取り組みをさ

せて頂くと考えておりまして、この評価委員会におきましても、厳しくご意見を頂けれ

ばと考えているところでございます。今、サマーレビューをしている最中でございます。 

来年度の予算に計上する事業を選定させて頂いております。第二次総合計画、総合戦略

に基づいて、伸ばすべきところは伸ばしていこうと思いますし、行政改革や公共施設等

総合管理計画によって、抑えていくところは、抑えていって、全体のバランスを取れた

形の市政にして参りたいと思いますので、どうか委員の皆さまの忌憚のないご意見を賜

わればありがたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

（事務局） 

 それでは、委員様のご紹介をさせて頂きます。なお、名簿は本日の資料にありますの

でご覧ください。 

同志社大学大学院 総合政策科学研究科  教授「 新川 達郎 」様 

 

梅山公認会計士事務所 梅山税理士法人 公認会計士・税理士「 田中 正志 」様 
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滋賀大学 社会連携研究センター 教授「 石井 良一 」様 

大阪大学大学院 法学研究科 教授「 北村 亘 」 様 

 

なお、本日龍谷大学 政策学部 教授「 土山 希美枝 」 様については、欠席され

ていますので、ご報告申し上げます。 

 

（事務局） 

 続きまして、本評価委員会の事務局職員の紹介をさせて頂きます。 

 

（事務局各自自己紹介） 

 

（事務局） 

それでは、次に会議次第４の「湖南市行政改革外部評価委員会の運営について」をご

説明させていただきます。なお、評価委員会の委員長が決まりますまでの間、「新川達

郎様」に仮議長になっていただき、進行をお願いしたいと思います。それでは、「新川

様」よろしくお願いします。 

 

 

（新川委員） 

 前回の委員会からということで、引き続きということで、仮議長をさせて頂きます。

よろしくお願いします。 

それでは、お手元次第の委員・事務局の紹介まで終わりました。ここからは、会議次

第の会議次第４の１「湖南市行政改革外部評価委員会運営規則について」を事務局より

説明を頂き、そののち各議題進めて行きたいと思います。それでは、事務局説明をお願

いします。 

 

（事務局） 

それでは「湖南市行政改革外部評価委員会運営規則」につきましてご説明いたします。 

 会議資料の運営規則をご覧いただきたいと思います。 

 

（運営規則の読み上げ） 

 

（新川委員） 

 どうもありがとうございました。 

これについて、委員の皆さまから何かあれば、もう既にご存知かとは思いますが。 

特にございませんようでしたら、議題の方に進めさせて頂きたいと思います。 

 その前に、この会議の定数がございますので、事務局の方から、当委員会の成立につ 

いてご報告をお願い致します。 

 

（事務局） 

本日の「平成 29 年度第１回湖南市行政改革外部評価委員会」につきまして、委員５名

に対し、出席委員は４名であります。 
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1／2以上の出席でありますことから、 

「行政改革外部評価委員会運営規則の第５条第２項」に基づきまして、会議が成立して

いることをご報告いたします。 

 

（新川委員） 

 はい、ありがとうございました。報告にありました通り、運営規則にしたがいこの委 

員会が成立している報告を頂きました。それでは、議題の方を進めたいと思います。 

 本日の議題は、委員長及び副委員長の選出で、先ほど当委員会の運営規則で説明がご 

ざいましたが、委員の互選によって委員長、副委員長を選出することとなっております。 

これについて、事務局からご説明をお願いします。 

 

（事務局） 

 今、ご説明がございましたとおり、「委員長及び副委員長の選出について」運営規則

をご覧いただきたいと思います。「行政改革外部評価委員会運営規則第４条」では、「委

員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める」となっておりますので、よろしく

お願いいたします。 

 

（新川委員） 

 「委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める」となっております。皆さま 

方にお諮りしたいと思います。ご推薦があれば、お願いしたいと思います。 

 

（新川委員） 

 なければ、事務局案でいきましょうか。皆さまよろしいでしょうか。 

 

（事務局） 

 前回の委員から委員構成の変更もございませんので、事務局としましては、委員長に 

新川委員、副委員長に田中委員をお願いしたいと考えております。よろしくお願いしま 

す。 

 

（新川委員） 

 というご提案がありましたが、皆さまいかがでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

（新川委員） 

 それでは、そのようにさせて頂きたいと思います。それでは、仮議長でした私が、今 

からは委員長、田中委員には副委員長ということでよろしくお願いします。 

 

(事務局) 

ありがとうございました。ただ今委員長が決定いたしましたので、委員会の規則に、「委 

員長は委員会の議長となる」となっておりますので、新川委員長により議事を進めて頂 

きたいと思います。それでは、新川委員長、議長席はそのままで、一言お願い致します。 
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（委員長） 

 あらためまして、よろしくお願い致します。最初に市長さんの挨拶がございましたが、 

湖南市を取り巻いている状況は、順風満帆とはいかない状況でございます。一方では、 

市民の皆さまの期待も一定高いわけですし、市民サービスをもきちんと提供しないとい 

けません。財政状況や、本市の人口構成も含めた課題も非常に高いものがございます。 

国の制度も問題も大きいですので、知恵を絞って、それぞれの地域が、地域の住民の皆

さまの住民福祉をどこまで実現できるか、その知恵と腕の見せ所になってきているとこ

ろだろうと思います。私ども外部評価委員会としましては、こうした湖南市の努力をど

のようにサポート出来るのか、知恵を絞っていきたいというふうに思っております。な

かなか、うまく進まないので、これまで関わって頂いた委員の皆さまは、それぞれに鬱

憤がたまっているかとは思いますが、今度こそはというつもりで、しっかり頑張って一

緒にやっていきたいと思っております。よろしくお願い致します。 

 

（委員長） 

 それでは、委員長に選ばれましたので、議長として進めさせて頂きます。引き続き、 

本日の会議次第５議題の２の「湖南市行政改革外部評価委員会の会議の公開及び会議内 

容等の公表について」に移らせていただきます。事務局より説明願います。 

 

（事務局） 

 会議次第５議題の２につきましてご説明をさせていただきます。本市の会議等は、透

明性の向上と公正の確保を図るとともに市民の市政への参画を目的に公開を原則とし 

ています。この会議においても、議事録を作成し、議事録での発言内容については、 

個別の委員の名前は伏せた形で市のホームページ等で公表させていただきたいと考え

ております。 

 また、審議会等の基本情報として、設置目的及び委員の氏名等も名簿として公表させ

ていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 また、会議の傍聴に関してですが、「湖南市行政改革外部評価委員会運営規則」にお

きましても会議の公開については明記しておりませんが、本日も３名ほどロビーでお待

ちですが、原則公開の方向でお諮りさせていただきます。 

 

（委員長） 

 ただ今事務局からご説明がございましたが、湖南市としては、会議の原則公開という 

ことで進められているということでございます。当委員会におきましても、この原則に 

従って公開をしたいと思いますが、皆さま方それでよろしゅうございますでしょうか。 

特段の影響がありましたら、別にお諮り申し上げるとしまして、今の時点としては、原 

則公開ですすめさせて頂きたいと思います。公開の方法と致しましては、議事録の公開、 

委員名簿の公開、この会議そのものの傍聴ということで進めさせて頂きます。 

 それでは、傍聴の方にお入り頂くということで、よろしくお願いします。 

 

（傍聴者入場） 

 

（事務局） 
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 ここで、市長は失礼させて頂きます。 

 

（市長退席） 

 

（委員長） 

 それでは、つづきまして、議題の３『第三次湖南市行政改革大綱実施計画 1年目の進 

捗報告について』事務局から説明を頂き、各委員からご意見を賜わりたいと思いますの 

でよろしくお願いします。 

 

（事務局） 

はい、それでは、議題の前に資料の確認をお願いします。 

 

（会議資料の確認） 

 

それでは、第三次湖南市行政改革大綱実施計画平成 28年度進捗報告について資料の 

順番に読み上げさせて頂きます。 

 

 

（資料の読み上げ  １４時１９分から１５時２８分） 

 

 

（委員長） 

 どうも、ありがとうございました。それでは、各委員からご説明頂きました内容につ 

いて、ご質問、ご意見を頂きたいと思います。たくさんありますので、どこからでもけ 

っこうです。よろしくお願いします。 

 

（委員） 

 この第三次湖南市行政改革大綱実施計画の大きな目的として、歳入の増加と、歳出を

抑制するということであると思います。1年実施されてそれについての成果がどうだっ

たのかが分かるような形で取りまとめ頂くと市民の方の理解も深まるのではないかと

思います。達成状況がまだまだなのかなとか、５年間計画の中で初年度がどうだったの

かがわかるのではないかと思います。 

 

（事務局） 

 はい、各項目のところの備考欄の所に数値で示しているものもありますが、記載がな

いところもありますので、まとめますと幾らなのかというご指摘かと思います。特に数

字ベースでは記載をしておりませんので、そのあたり解りやすい形でお示しをさせて頂

きたいと思います。今ここで数値をお示しできません。申し訳ありません。 

 

（委員） 

 この判定は誰が行ったのでしょうか。 
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（事務局） 

 判定につきましては、各項目所管課で判断し、事務局である行政改革推進室で再度見

直しを行い、提出させて頂いています。 

 

（委員） 

 事務局は、所管課の判定に対して見直しをしたのですか。結果的には所管課を尊重し

たということでしょうか。 

 

（事務局） 

 見直しをさせて頂いた項目もございます。 

 

（委員） 

 計画自体に定性的なコメントが多いので、それについて結果がＡかＢかＣという判断

するのは難しいとは思いますが、非常に「あまいな」というふうに思います。何故かと

言いますと、タウンミーティングＰ１６に歳入状況が掲載されていますが、安倍政権の

下で国として２０１３年から予算を作っていったと思うのですが、それに合わせて市の

予算規模が２０１３年度から大きく膨らんでいますね。地方税収入はほとんど一定で国

庫支出金、都道府県支出金が増えているのですが、結局、地方創生など様々な国の支援

があってですね、それを湖南市は上手に利用したということもあるでしょうが、そうい

う意味で歳入が１８０億円規模から２１０億円規模になっている。歳出をみると、増え

た分が何に使われたかというと、普通建設事業費が２０１３年度に２倍になっていて、

おそらく色々なハコモノの整備も進めたと思うのですが、少し中長期的に見ると、それ

以前２０１２年までは湖南市も厳しい行財政改革の認識をお持ちだったと思います。あ

る意味国からお金が降ってくるということもあって、仕事もやらなくてはならないし、

所管課では、仕事を増やしていく形で、少ない職員で多くの仕事をしていっている状況

があると思うのです。 

ただ、上積みが増えていっているだけで、そもそも湖南市の基本的な行財政の環境が

決して好転している訳ではないと思います。税金が増えなくて、歳出が増えている。そ

ういう意味で、行革の担当課としては、ここを厳しく管理して行かないといけないのか

なと思う時に、所管課が頑張ってやってＡまたはＢと所管課が判定しているけど、いや

全然ダメだよＣだよＤだよとコントロールして、総枠として幾ら削減させるということ

に対してコントロールしていくことが問われますが、今委員からご指摘があるように、

全体としていくら削減したのか把握されてませんし、総合的なマネージメントが出来て

ないのではという印象を私は感じました。計画の初年度なのでこの後４年ある訳ですが、

本当に将来に向けてきちんと健全財政を維持していっているのか、市長も色々とたくさ

ん使いたいという思いもあるとは思うんですけど、それも含めてですね、嫌な役かもし

れませんが、財政課、行革室の担当がもっと締め付けた形で計画の評価をして欲しいと

思います。 

 

（委員長） 

 ありがとうございました。 

 

（委員） 
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 あまいという厳しいご意見の中で、それでもＣやＤの判定もあるますよね。拝見して

いて三つあったと思います。庁舎整備に関するもの、税財政に関するもの、資産管理に

関するもの、この三項目にＣ、Ｄがついていたと思います。庁舎整備が半分くらいです

ね。そう思うと、庁舎問題を早く決着させないと、ずるずると悪い状態を先伸ばしで評

価が悪くなるとまず１点思いました。タウンミーティング等もやっておられ頑張ってお

れますので、せかすという訳ではありませんが、他の委員からも出ていた意見ですが、

やはり、取組み内容と目標ですね、目標に合致した形なのか、検証がしづらいですね。

いきなり、定量的に数値化してくださいとは、今申し上げません。そうはいいましても、

この目標は達成できているだろうか、どうやって検証するのか、誰が見ても、最初は定

性的文章でいいと思いますので、この点とこの点を見ていけばわかりますよということ

で、備考欄でもいいですので、書いておいて頂くと非常にわかりやすいのではないかと

思います。その上で、トータルでどれだけ減っているのか、損をしているのか、国の 

影響があるから仕方がないのか、など色分けが出来ていくと思いますので、そのあたり

は来年度以降にやられる場合はご検討を頂きたいと思います。でないと進捗管理がしづ

らい状況になってきていると思うんです、初年度は小さく生んで大きく育てるというこ

とでこれでも良いと思います。ご検討ください。 

 

（事務局） 

 今回庁舎整備は C 判定といたしました。計画では平成 28 年度中に基本計画を策定す

ることで進めておりましたが、公共事業ですから基本的に財源を確保しなければなりま

せん。平成 29 年の 1 月に国から市町村役場機能緊急保全事業という新たな起債措置で、

建て替えにも対応するということでございましたので、この財源について検討しなおそ

うということで、平成 29 年度に繰り越しをさせていただきまして、現在策定をしてい

るところでございます。先日庁舎整備検討委員会を開催させていただき、そこで基本計

画の素案について提言をいただきましたので、この後パブリックコメントなどで市民の

ご意見を伺いながら取りまとめていく予定をしておりますが、遅れていることに変わり

ませんので、C 判定といたしました。 

 

（委員） 

 ただ、もちろん遅れて出来ない部分と、頭の体操で出来る部分、例えばＰ５９のワン

ストップサービス、これは誰にとってワンストップなのか少し考えて頂きたいと思いま

す。日本の自治体は、外国と違い、けっこうワンストップ、ワンフロアで出来ているこ

とが多いのです。住民票もそこで取れるし、非課税証明書もとれる、ほとんど１階に集

まっているんですね。で考えますと、あえて、ワンストップ、ワンフロアという時に、

企業の方が来られた時のワンストップとか、福祉の受給の方でしたら２階のフロアにま

わって頂くとか、幾つかパターンがありますので、そのあたりを予測し、誰にとってと

いう観点で考えるのがけっこう重要なのかなと思います。建物をドーンと建てるとかじ

ゃなくて、使う人にとって何がワンストップワンフロアなのかを考えたり、出来ること

があったと思いますので、検討頂くのが良いと思います。 

 

（委員） 

 当初の大綱実施計画で、５年間で何億の削減とされておりますが、１年経過されまし

て、これは行けそうだという感覚をお持ちか、そのあたりの感触を教えて頂けますでし
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ょうか。 

 

（事務局） 

 個々の項目で出来ているところもございますが、補助金ですと現存の補助金に対して

の一定数字が出ておりますが、新たな負担金や補助金が発生する場合がございます。ト

ータル削減と増加でプラマイゼロというようなことも考えられます。新しい政策でそこ

が見えないところもあります。補助団体について、トータルの額での目標額でありまし

て、個々の団体でこの団体はこの金額の削減という積み上げではありませんので、乖離

が出てくるかもしれないと思っております。 

 

（委員） 

 色んな要因があって、なかなか進まないということはわかるのですが。 

 

（事務局） 

 そう言って、最初から出来ないだろうとしてしまうと、必ず出来ないことになってし

まいますので、目標は原則変えないつもりで進めて行きたいとは思っております。 

 

（委員） 

 当初の大綱実施計画の各予算に対してそれぞれの実績がわかるものはありますか。 

 

(事務局) 

 それについても、平成２８年度決算が出ておりますので、集計しまして、改めたいと

思います。差額のわかるように作成したいと思います。 

 

（委員） 

 この項目の中にも広域行政のことが入っていますが、旧甲賀郡として甲賀市と湖南市

で広域行政を組んでいますよね。甲賀市は大規模合併をして、当時は甲賀郡で７つ町が

あって、なんとなく広域行政もバランスが取れていたのですが、結局２市になってしま

いましたので、そういう意味で、向こうの方の規模が大きくて、この内容を見てみると、

少しギクシャクしている所が見受けられます。このクラウドもそうですけど、最近湖南

市は『湖南４市』の方と色々な形で、業務の連携なども検討されているようなことも見

受けられます。 

その中で、次の広域行政ということで考えた時に、湖南の広域行政と、甲賀の広域行政

も含めた広域行政というようなことも検討しても良いのかなと思います。し尿関係もい

ずれ終わっていくだろうし、消防、後何がありましたか、 

 

（事務局） 

 おおきくは、ゴミ、し尿、消防、病院です。 

 

（委員） 

 ゴミの問題は場所の問題もあるんですけど、いつか老朽化して今の物もいいかどうか

ということになるし、本当にこのまま甲賀市との広域行政で続けていくのかどうか、少

し検討していった方がいいのかと思います。 
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（委員長） 

 ありがとうございました。その他いかがでしょうか。 

 

（委員） 

 補助金負担金の見直しで、広域行政（病院）で３，４００万円削減とありますが、こ

れは、甲賀病院負担金とは別でしょうか。 

 

（事務局） 

 甲賀病院の負担金のことでございます。この金額は、甲賀市との交渉での比率改正で

の削減ではなくて、両市とも下がった、総額が下がったことの金額でございます。内部

留保的な資金が多いので、下げさせて頂きました。 

 

（委員） 

 広域行政についての関与の程度、湖南市としての「こうしてください」「ああしてく

ださい」といった裁量権は、病院に対してかなりあるのでしょうか。 

 

（事務局） 

 病院ですと、管理者が現在、湖南市の市長がやっております。ある程度の裁量権はご

ざいます。湖南市議会議員の中にも、病院の議会の議員もやって頂いております。現在、

独立行政法人化を進めておりますので、そうなると、議会の関与は薄くなります。基本

的には２市の負担金によって運営しておりますので、２市の意見は病院としては尊重し

て頂いているとは思います。 

 

（委員） 

 Ｐ１３ですが、少し各論に入ります。教育施設管理計画で、公共施設等総合管理計画

はここ行革室を通して策定していって、当然、学校施設も対象に入る訳で、個別計画は 

すぐに作ってですね、今後教育施設をどうしていくのかの議論を全庁的に進めて行くと

いう環境になっていたのかなと思うのですが、ここがもたもたしているようでは、教育

委員会が少し遅れているのは一体どういう理由なのか、それで、２０１９年度以降管理

計画を作って、動いていけるのかどうか、その状況を教えてください。 

 

（事務局） 

 平成２８年度の状態でございますが、中間の段階で遅れておりましたので、状況把握

も行い、指示させて頂きました。しかし、結果として出来ておりませんでした。担当課

としては、様々理由があると申しておりましたが、結果が変わる訳でもございせん。今

年度２９年度につきましては、６月の検討会を行い、９月に内部の検討会議を経て、外

部委員会については、教育委員さんになると思われますが、その外部の委員にお諮りを

して進めていくと聞いております。平成２９年度末には策定予定と聞いています。もと

もと１１か月遅れているのに、２年かける計画が１年で本当に出来るのか、こちらとし

ては、着実に期限厳守でやってくださいと申しておりますが、数か月遅れても完全なも

のを上げて欲しいと思っております。教育施設の中でも、既に行革の実施計画で既に抽

出して項目を挙げているものもありますし、青少年道場等はこちらで進捗管理を致しま

すが、それ以外の大多数の施設、学校を含めて施設面積が湖南市の施設の大部分を占め
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ていますので、この計画を策定しないと全体として進まないことになります。昨年より

は取り組んでおりますが、現在の状況は今申し上げたとおりでございます。 

 

（委員）  

 以前、市長部局の人間が、教育委員会総務課に行ったじゃないですか。今はそういう

人事はしてないんですか。 

 

（事務局） 

 人事に関しましては、市長部局の人間が、教育委員会へ出向することはあります。 

 

(委員) 

 まさにそういうことでもして、ある程度進むようにしていかないと、かなり教育施設

の数も金額も大きいですからね。公共施設等総合管理計画がストップするようなことに

なりますからね。是非、改善して欲しいです。 

 

（委員） 

 今の、教育施設の管理計画について検討して行かれる中で、教育についてだけではな

く、施設や設備についてわかられる方は教育委員会におられるのでしょうか。 

 

（事務局） 

 内部の検討委員は内部の中堅職員以上でやっております。行政の市長部局から出向し

たものが含まれておりますので、経費のことなどは、関わっている職員がおります。た

だし、外部委員に関しては、施設等の整備に精通されている訳ではないと思います。 

 

(委員) 

 そこには、財政課の職員は、そこには入っていますか。 

 

（事務局） 

 入っておりません。 

 

（委員） 

 そこは、共同事務体制といいますか、おそらくそういう事でもしないと、なかなか進

まないし、情報も入ってこないと思うので、総合管理計画は財政課でやった訳ですから、

個別計画についても、ある程度財政課が入って、関与していくべきと思います。 

 

(事務局) 

 ６月の検討委員会は終わりましたので、９月については、日程調整をさせて頂いて、 

行革の者か財政の者が入り、公共施設等総合管理計画に沿ったものになるようにさせて

頂きます。 

 

（委員） 

 教育施設は難しいと思うんです。国の方で一律で決めていますので、文部科学省に技

監を雇っていますからね、学校施設ばかり扱う。彼らは上乗せするのはウェルカムです
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が、ちょっとでも天井の高さが数センチ違うだけでも怒りますからね。そういう中でど

ういうふうに管理していくか難しいと思うんです。それでもやって頂いた方が良い。私、

気になるのが教育施設もそうですが、遊休資産の話Ｐ３９ですが、これは、どこまで遊

休資産というのか、土地、建物なのか、公共施設も後でボディーブローのようになるの

は、知られてきていますが、土地もそうだと言われています。今は、九州くらいの土地

が余ってきていて、人口減少時代の土地問題で、先月出た本でも出ていましたが、どの

ように遊休資産を売却していくのか、情報をお持ちだと思います。管理表とありますの

で、どうやって処理していくか、貸付公売とありますが、その手続きとかをハッキリさ

せて、公共施設の管理計画並みにしっかりとやっていかないといけない気がします。是

非とも今後平成２９年度に、利活用計画の策定等書いてありますが、慎重にされる方が

いいのかなと思います。けっこう山の中の土地などは利活用と言っても無理ですし、僕

が他の自治体で聞いた話では、この土地だけだと猫の額で活用できないからと言って、

横の土地を買って、合算して、民間の土地を買って合わせて売ると高く売れたという話

もあるので、これからは深刻な話になると思います。土地が余ってきますので、少しこ

のあたりは、次年度（２９年度）は、作る場合はご留意を頂きたいと思います。 

 多分、このあたりは余っていくと思いますし、足りないのは京都市内だけだと思いま

す。お考え頂ければと思います。 

 

（事務局） 

 利活用に関する指針は出来ていますが、公売に関してのガイドラインマニュアルがあ

りません。湖南市では公営住宅等の売却はしておりますが、それに関しては、売却先も

決まっての売却となっておりますので、俗に不動産業の方が行われる売却をした部署が

実際ございません。担当部署に売却しないさいと言っても指示をしても、多分「出来な

い」「わからない」という事になるかと思います。つまり、事務マニュアル的なものを

こちらで作成してから、投げかけないと進まないと感じております。 

教育委員会等がもっている土地がざっと１０００㎡で各２００㎡前後ですので、戸建で

売却できそうな面積です。ただし、土木部門が管理しております、道路残地であります

と面積も小さくてまず売却は難しいと思われます。お隣の方に売却して引き取って頂け

れば、最低草刈り等の経費は削減できます。ただし、行政が売却となると猫の額であっ

ても公売しなければならないとなれば、やはりマニュアル等の作成は必要と思われます。 

 

（委員） 

 それでも、利益が上がるというか、ちゃんと売れるのであれば、公売は大切ですが、

売れるのであれば、こだわらないで売れるのであれば、でないと、どうしようもなくな

ってしまってからでは、ごみ捨て場になってしまっているところが実際ありますので、 

豊中市のあたりですと、空港の関連で整備をして、猫の額のような土地がたくさんあり、

かなり負担となっています。もらって欲しいと頑張っているんですが、もらってくれな

い。タダでもいらないことになっていますので、固定資産税がかかりますので、ですか

ら、草刈り代が浮くのと、少しだけ固定資産税が入ります。そういうことも含めて考え

ていかないといけない。これは、計画的に慎重にやらないといけない、どうしようもな

くなってからでは遅いので、少し考えて頂けたらと思います。 
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（委員長） 

 その他いかがでしょうか。予定の時間がきておりますが、議論としてはまだまだした

いところではあると思いますが、この点だけはということがあればお願いします。 

 

（委員長） 

それでは、平成２８年度の進捗につきましては、つっこみどころが満載で、色々とご指

摘がありました。全体的に申しますと、進捗状況の報告になっていないのではないかと

いうこと、当初の行政改革大綱の初年度達成目標がどこまで、客観的に見て達成された

かわからない、そういう状況では困るという意見が各委員からありました。このあたり

は、資料について、改めて金額の提示を含めて訂正頂き、当初計画の中で節約効果があ

ったのか、増収効果があったのか、そのあたりの整理をお願いしたいと思います。 

 大きな二つ目としては、ABCD 評価をして頂いておりますが、特に定性的な評価基準

が出されているところは、この ABCD評価では５０％なのか８０%なのか、全く根拠が無

い訳であります。ですから、何故 ABCD の判定になったのか、より客観的に記載するよ

うな説明が必要ではないかということのご意見を頂きました。定性的な評価であれ、文

言であれ「○○を達成する」と言われている以上は、それが出来たか出来無かったとい

う判断くらいは出来るでしょうから、そういう客観的な項目の明示をして頂いて、「こ

こまで出来たので、今回は A 評価です。」という説明の仕方が必要ではないかと思いま

す。 

 それから、大きな三つ目としては、特に施設の問題として色々ご意見を頂きました。 

施設の計画が遅いなど、また、それを推進する体制があるのかどうか、意見を頂きまし 

た。これについては、積極的に行革のご担当も、各公共施設総合管理計画、教育施設の 

計画も含め、それぞれ担当課と一緒に関与して、この行革を進めていくことなどの意見 

を頂きました。なお、施設、資産に関連してはご説明にもありましたが、遊休資産の洗 

い直し、処分方法についての検討、このあたりをしっかりとやって頂かないと、今後と 

も大きな禍根を残すのではないかということでご指摘を頂いております。 

 それから大きな四つ目としては、広域行政について、現状なかなか、特に甲賀市との 

関係からといえば、一部事務組合というのは非常に動きにくい、変えにくい仕組みであ 

りますから、これ自体をしっかりと見直して頂いて、個別にはそれぞれの合理化効率化、 

は必要でございますが、この枠組みを含めて今後検討していく必要があるのではないか 

というのが、初年度の改革成果を見ての当委員会の意見と踏まえて頂けたらと思ってお 

ります。なお、その他様々各委員からご意見を頂いておりますので、そうした点もふま 

えて、平成 29年度の更なる行革実施計画の着実なる実施について検討頂けたらと思い 

ます。およそ、そのあたりのところで各委員よろしいでしょうか。 

それでは、会議次第５議題の３進捗報告につきましては、以上にさせて頂きます。 

６その他について、事務局で何かありますでしょうか。 

 

（事務局） 

はい、この外部評価委員会では、行政改革実施計画の進捗管理をして頂いておりますが、

以前ですと、年度末の評価をして頂いておりましたが、もう既に終わっていることの評

価だけとなりましたので、現在、年 2回中間のところでも評価を頂くこととさせて頂い

ております。29 年度は９月で半期が終わりますので、各項目を所管課から報告させま

すので、昨年度は 2月と遅かったのですが、今年度は 12月上旬頃にと考えております。 
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各委員の方は非常にお忙しいとは存じますが、12 月上旬で日程調整をさせて頂いてよ

ろしいでしょうか。もちろん、調整はさせて頂きます。 

 

(委員長) 

各委員よろしいでしょうか。日時については、あらためて事務局から調整を頂くとい

うことで、９月までの行革進捗を踏まえて 12 月上旬ぐらいに行いご意見を頂くという

ことで進めて参ります。 

 それでは、以上本日予定しておりました議題はすべて終了致しました。ありがとうご

ざいました。予定時間をオーバー致しましたが、熱心に厳しいご意見をたくさん頂きま

した。事務局におかれまして、意見を踏まえまして、本年度しっかりと取り組んで頂き

たいと思います。以上を持ちまして本日の会議を終了させて頂きます。どうもありがと

うございました。 

 

（事務局） 

 新川委員長、また各委員の皆さま貴重なご意見を頂きまして、誠にありがとうござい

ます。今日頂きましたご意見を参考にさせて頂き、修正すべきところは修正させて頂き

まして、行革を進めて参りたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願い致しま

す。本日はありがとうございました。 

 

（１６：１０終了） 

 

 

 

 

 

 

 


