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第２回平戸市行政改革推進委員会 会議録（要点筆記） 

 

日時：平成 27 年８月 24 日(月) 9:40～11:50 

                              場所：平戸市役所４階 第２委員会室  

【出席者】 

委員：吉居 秀樹、松永いづみ、井元 宏三、吉永 享助、黒﨑 洋介、岩井 誠、 

田中 範子、松口 茂生、福田 詮、早田 博子 

事務局：岡 総務部長、（行革推進課）：平松課長、村田班長、長嶋主事 

 

【次第】 

１．委員長あいさつ 

 ２．議事 

(1) 平戸市公共施設適性化基本方針について 

(2) 平戸市行政改革推進計画（平成 26 年度実績）について 

 ３．その他 

 

【内容】 

 ― 開会（9:40～） ― 

 ○平松課長 

＜開会の進行＞ 

 

 ― 委員長あいさつ ― 

○吉居会長 

  前回、１回目の会議で資料の説明を受け、取り組む内容が大変ということを感

じました。今後、しっかり取り組みたいと思います。今日から実質的な審議に入

りますので、委員の皆様方にはよろしくお願いします。 

 

 ― 議 事 ― 

 ○会長 

  先ず、（1）「平戸市公共施設適性化基本方針について」ですが、これは前回、報

告事項だけで終わっています。事務局から配付された委員会のスケジュールでは、

予め協議する機会が設けられていますが、前回報告を受けたことについて各委員

の皆様からご意見を受けて、進めていきたいと思います。事務局から簡単に平戸

市公共施設適性化基本方針について説明をお願いします。 

 ○事務局（平松課長） 

平戸市は今年で合併して 10 年が経過しようとしています。市の財政運営上、重 

 要な収入源である普通交付税について合併算定替にあたる 11 億円が平成 28 年度

から平成 32 年度にかけて段階的に削減されることになっています。このことに対

応するためソフト面での行革の推進と、ハード面の整理を行なうことが必要にな

ります。公共施設いわゆるハコモノについても現在、旧市町村で設置したフルセ

ットの施設を維持管理している状況ですが、今後、人口減少が予測される中、人

口が多い時に建設した施設を維持管理していくことは困難ですので、その方向性

を定める計画です。 
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 ○会長 

  公共施設の問題については、行政改革の一部にあたる問題だと思われますが、 

市としては、行政改革の取り組みとは別途に、この委員会に諮問されている 

ことから分けて考えていきたいと思います。現段階で、委員の皆様方から、お気 

付きの点や質問等をお聞きしたいと思います。 

○委員 

公共施設を有効に使うにはどうしたらよいかという点について、生月町は合併

した時に地域協議会が設置され、その会議の折々に基金の取扱い以外で、生月町

開発センターホールと建物について、４年間程度議論を重ねてきました。しかし、

メニューはできるが、具体的に実行に移す話になると途切れて方向性が出ない状

況になりました。現在、生月支所に図書館が入っているだけで、他の施設を持っ

てこられないかという議論になりましたが、住民の公共に資するものにするのか、

ということになればお金は度外視になり、施設を有効に使えればよいという議論

になりました。美術館など見学する施設を造ることも、お金は度外視になります。

行政改革なので、施設を維持することで、どのくらい行政負担がかかるかという

ことを常に考えなければいけないと思います。保育園でも小学校も児童の数が減

っているので、教室等が空いてくると思います。その時に住民サービスの有効活

用という視点だけでなく、財政的にどうするかとか、何かに使おうとした時のメ

ンテナンス費用はどうなのか、逆に、公共施設を売却するか、移管して施設にか

かる家賃を取っていくのか、などを網羅して議論するのであれば問題ないと思い

ます。行政改革から言うと常に財政負担を考えなければいけないので、何でも有

効活用しましょうという発言は控えていきたいと思います。 

○会長 

今の意見は総点になるところの発言であります。これまで公の施設として設置

され、今の問題となっていない時期に政策として、合併前にそれぞれの地域に１

セットで造られていったと思います。これは全国どこの自治体でも同じだと思い

ますが、今、ご指摘があったように合併後、更に人口減少が進み、その中で財政

上の状況も各自治体で厳しくなってきている中で、今まで通りの形で維持するこ

とは、数字の上では不可能となるだろうと思っています。平戸市も例外ではなく、

検討されなければいけないと思いますが、市側から直接、数字上の問題として、

市民に示すことは問題があるということで、私の理解ですが、どこかで市民の方

にお謀りして、その段階でどうしたら良いだろうという提案だろうと理解してい

ます。したがって、この委員会でどの程度できるかは分かりませんが、住民サー

ビスのために拠点が要るという議論と、財政上の負担がどうなるかということを

含めて、一度は議論されなければいけないので、委員の皆様方にはそういう意味

で提案されていると理解をお願いします。 

○委員 

特に平戸の地理上の問題が一番大きいと思います。平戸は南北に長い上に、合

併によって生月や田平、大島が増えているので、例えば小学校や中学校も人口に

対して、施設の数が多く珍しいと思います。公民館とかハコモノもたくさんある

と思います。ただし、そこには住民の方々がいて利用されているところがありま

す。そこを考えると難しい問題ですが、合併して 10 年が経つし、今後人口減少も

考えられ、どこかで住民の方々にご理解をいただいて、議論をしていかなければ
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いけないと思います。ある程度は市の提案により進めなければいけないですが、

地域審議会でも公共施設に関する意見が出ているようなので、並行して議論して

いくことになると思います。 

 ○会長 

  どこまでこの委員会でやれるかは難しいですが、少なくとも行政側から市民に

対して、検討の場として設定され議題が出ましたので、私たちとしましては、一

度は取り組む課題だろうと考えます。私が研究している分野から申し上げますと、

住民の方にもう一度ご意見を聞いてみることも、提案したいくらいですが、市民

の皆様の方からこの場でどうしたらよいかということを整理した方が良いと思い

ます。公共施設の適性化は、行政改革推進計画と関連もしますが、分けて整理し

ていきたいと思います。２年間で最終的な結論を出すこととします。  

○委員 

ここで議論するのは、どの様な使い方があるのかなど具体的なことではなくて、

建物をどう扱っていくか、どう処理していくかという、一つ上の視点にたって考

えるということですね。大島や生月は地域の事情があって使い方は変わってくる

と思います。よって、使い方ではなく、扱い方について結論を得ていくという形

ですよね。 

○会長 

使い方については、使われている地域の方々が決めない限り、ここで決めても

実効性がないものになってしまいます。無駄な議論になるだけと思います。 

○委員 

  財政適性化で減額することは理想ですが、これから高齢化社会になり、社会的

弱者が増えることで行動範囲も限られてきます。合理化して遠方まで出かけるこ

とになれば、家におりなさいという指導になってしまのではないでしょうか。そ

れに見合った何かを、ここはこうなるとか、住民サービスの成果にならない方法

を探し出していく。身近に小学校もあるし、児童も少なくなって空き教室も目だ

っています。空き教室を有効利用し、器具を置いて誰でも利用でき、寝たきりに

ならないよう医療費削減になる取り組みもあると思います。11 億円が削減される

としたお金のことばかり言っていますが、住民は納得できないと思います。 

○会長 

私も同じ意見です。施設をどう使うかを、ここでは決めません。ただし、そこ

をほっといて、建物のハードの部分だけを議論しても、基もこうもなくなること

を前提においてほしい。そこの段階で一番大切なことは２年間の間に、それぞれ

の地域にどのように分けていくかも含めて、この委員会の中で、意見を求めるか、

どうするのかを投げかけがないと、形だけの行革のプランを議論しただけとなり

兼ねない。そこの整理から始まると思います。 

○委員 

私も委員の言われたことと同感です。大島は県立高校が廃校となって３年以上

なりますが、未だに誰も買い手がなく、使い手がなく、空き屋状態で風化するば

かりです。そこを中央公民館にできないかと地域協議会で意見を出しましたが、

地理的にお年寄りはそこまで上れないということで、じゃあバスを出してほしい

と要望を出しましたが、財政的に無理という回答でした。その状態が今も続いて

いて、空き屋状態で傷むばかりです。大島に関しては小学校、中学校が何年先に
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は併設することは目に見えていることから、片方の校舎が空きます。公民館が各

地区にありますが、老朽化する一方で、修繕もできない状態で、皆さんに中央公

民館を使いましょう、と言っても、お年寄りはそこまで行けない実情があります。

当時、各地区で使い方が違うと言われましたが、今、まちづくり協議会が設立中

なので、そこに投げかけて協議したり、地域協議会で協議しながら方向性を見つ

けていけばよいのではないかと思っています。 

○会長 

事務局から今の段階でお答えできますか。  

○事務局（平松課長）  

それぞれの委員さんの貴重なご意見だと思います。ポイントは、どうして

もお金や数字的になってしまいますが、市民の負担が重要です。人口減少に

伴い、一人あたりの負担は昔も、今も今後も、あまり変わらないと思います。

なので、人口減少が進めば、一人あたりの負担を大きくしましょうと言って

も、財源を捻出することができません。住民サービスを低下させないために

は、どうしてもハコモノの一部を整理しなければいけなくなります。拠点と

なる施設は近くにあるかと思います。そこが中心になって複合化等の形にな

るのだろうと思います。ハコモノの整理は、水道等のインフラ施設を含めて、

公共施設等総合管理計画を専門業者に委託している状況です。今の各施設の

利用現状や人口の推移など様々な角度から分析を行って今後の方向性を出

してもらいます。今後、この委員会に随時資料を提示して、委員の皆様方か

らご意見をいただきたいと思います。  

 ○会長  

  公共施設の適性化は、今後大きな問題になっていくと思います。他の自

治体も同様だと思います。平戸市ではどういう形で取り扱っていくかとい

う問題になります。一つ議論すると、他の政策とつながっていくことの問

題をもう一度整理してほしいと思います。他のところにつながっていくの

で、ここだけで決められないと思います。行政改革の諮問事項として公共

施設の問題が出されていますので、何らかの結論は２年間で出さなければ

いけません。どこまで踏み込まれるか、場合によっては、この取り組み方

ではできませんという結論をこの委員会が出すかもしれません。しかし、

「できません」でなくて、「こういう方向で取り組んでいただけないか」

というところまでは言えるかもしれない。もっと踏み込んで、幾つかの地

域の意見を集約するところまでいければ、将来に向けたプランも含めてで

きるかも知れません。今は、バラバラに取り組んでいるようなので、どう

するかということも含めて整理してほしいと思います。事務局には、その

時間をとってください。この委員会で審議する段階の前に整理が必要です。

どういう取り組みがあって、この委員会でどこまでやるのかということを。

既に各地域で議論されていることがあれば、それを踏まえてやらなければ

うまくいかないと思います。  
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 ○委員  

  要望があります。私も地域協議会のメンバーの一人ですが、地域協議会

では結論が出て、こうなりましたということで提示されます。既に決まっ

てしまっているので、内容の審議はできない状況が多々あります。なので、

大いに地域協議会でも議論できる形で提示してもらいたいと思います。  

 ○委員 

  私は地域協議会から代表して行ってほしいと言われましたが、報告とか引継ぎ

は必要ないということでした。生月の会長と一昨日話した時に、宿題をもって帰

ってくるから、地域協議会の議題として取り上げてくださいと、お願いしました。

次回まで、各地域、各代表、有識者の方々に議事に対する意見を必ず持って帰っ

てきてくださいという話の進め方であれば、私も地域協議会から出たという意味

が出てくるのですが。 

 ○会長 

  それを決めてください。私は事務局と打ち合わせをした時に、この委員会が地

域に出て行ってご意見を聞くか、別の方法で集約しない限り、この委員会では決

められないとお伝えしました。先程の意見は違うことなので、ここで議論するこ

とを地域協議会の中で共同でやっていくということをやれるかどうかを次回まで

に回答していただきたいと思います。ちょっと時間はずれていきますが、お互い

やり取りしながら同時に並行してやっていくのが一番良いと思います。 

 ○事務局（平松課長） 

  委員の皆様は、地域や企業の代表者、学校関係者の立場の方ですので、それぞ

れの立場での議論をお願いし、意見を集約したいと思っています。 

 ○会長 

  集約できるかが未定のままで不安定でありますが、ここで考えられるのはそこ

までです。ある意味、地域協議会の方へやり取りをやりながら、この場で議論す

る形になれば自然と議論できることと思います。 

  非常に重要な問題がここに出てきて、腰砕けになる心配があります。平戸市民

でもない私が、司会をやりながら一定の結論に結びつけていくということは、や

るべきではないと思っていますが、諮問事項として出ていますので、そういうわ

けにもいかない状況です。大事な問題なので、是非時間をとらせていただきたい。 

 ○委員 

  公共施設の適性化という点で、最初にこの資料をいただいた時に考えたことは、

項目ごとに各地域の施設を検討していくのかと思いました。全体をまとめてやる

と、話が漠然となり、何を出すのかが分からなくなります。項目の中で、現状を

皆さんで理解して、地域の方々の話を聞いて「どうしてほしい」とか「このよう

に決められたら私たちは困ります」といった意見をしてもらうための集まりかと

思いました。今聞いていると、漠然と全体をひっくるめてやるように聞こえます。 

○会長 

  皆様方は地域の代表者で来られているのですが、必ずしも代表されている訳で

はないと思います。市役所の方で選ばれた方々なので、責任や権限を持ってやっ

ていくという形にはなりえないと思います。ただし、受け方としては、地域から

一人ずつ出ているという形になっていますので、そこの連絡をやってよいという

意見がでたので、そうなるだろうと思います。その時にどこから議論するかを、
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先ず決めてほしいと申し上げています。また、どういう順番でやっていくかも含

めて決めてほしいと思います。そうしないと漠然となって、本来、市は何をやり

たいのか、住民はどう理解するのか、がちぐはぐになるだろうと思います。1 つ

の整理は直轄で市役所のここがちゃんと面倒みてやらないといけないという問題

と、地域に任せてしまって、今やっているところでするという問題は分けられる

と思います。そこを整理しとかないと、全てが これまで市役所がやってくれる

ので住民の方々も安心だと思っていたことが、ほとんど全部整理し直さなければ

いけなくなります。どうしたらよいかということも意見をぶつけ合ってやるしか

ないと思います。恐らく、この場はそういう形に設定しうるところまで来ている

と思われます。 

 ○委員 

  会長が言われる通りだと思います。この資料をご覧になって、これだけ膨大な

ものをどうやっていくのだろうと皆さん方は思っていることと思います。今日の

段階までは、その様な議論になるだろうと思っていました。というのは、１つず

つやるにはすごい時間がかかると思われますし、先程委員から意見があったよう

に漠然としたものになれば、宙ぶらりんの答申しかできないと思います。やはり

地域審議会と一緒になって進めていかないと、ここで何かやりなさいということ

は非常に難しいことだろうと思います。説明では、「交付税が減る」「人口減る」

「税金が減る」などと２重苦、３重苦となっています。一番良いのは人口が増え

るような施策をやるということも行革の１つだと思います。 

 ○委員 

  そのことは地方創生委員会というのがあって、人口を増やす取り組みなど議論

されています。 

 ○委員 

  他の施策との並行・連携した取り組みが重要となってくると思います。 

 ○会長 

  前回、言ったように他の施策と結びついていかないといけない部分です。 

 ○事務局（平松課長） 

  独立してできるものではなく、人口減少対策と併せてやっていかなければいけ

ません。人口問題研究所が出している平戸市の人口推計値はＨ52 年に 18,959 人

となっていますが、そうならないように施策に取り組み、住民サービスは続けて

いかなければいけない使命があります。そうするためにはハコモノの整理もある

程度しなければいけません。どのような形で進めていくのかということを整理し

たいと思います。 

○会長 

  大変ですが、それを出してもらわないと議論が進まないと思います。 

 ○事務局（岡部長） 

  お配りしています基本方針 20～22 ページに基本的な平戸市の方針をまとめて

います。20 ページには公共施設の更新費用について、現在市民一人当たりの負担

が３万８千円に対し、30 年後には７万円に増えるため、この負担に耐えられるの

だろうかということから施設も検討しなければいけないとしています。また、施

設の方針としても 21 ページから公共施設の総量抑制や複合化、長寿命化、効率的

な管理、適正な進捗管理を行うことを真剣にとらえて考えていきながら整理する
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こととして方針を出しました。８月になって市政懇談会を行っていくようにして

おりますが、その中でも、この方針について、考えていくことを市民の皆様に投

げかけをしています。また、この行革推進委員会ですが、様々な分野から委員の

皆様が選出され、「地域の中で施設をどうするか」とか「他の施設の均衡」など地

域の考えを持ってここに出てきていただいております。しかし、対極的にみたら

様々な問題があります。よって地域と全体的なバランスを考えたところで方向性

についてご意見をいただきたいし、地域でもご説明していただきたいと思います。

先程から宿題をいただいておりますが、現時点では地域の問題と市の問題とどの

様にしたら整合性が図られるかという点を整理しながら参加していただきたいと

思います。 

 ○会長 

  それは分かった上で、数字の上からいくという形でいくと、行政改革の推進委

員会ですから連動していると思います。しかし、市から提示されたのは議題と諮

問事項に分けて議論してくださいと言われているので、そうであれば独立した議

論としては、これを踏まえたうえで、どうするかということをやらざるをえない

と思います。そこはよろしいですか。 

○事務局（岡部長） 

 結構です。課長も言いましたが、それに併せてコンサルを入れて総合管理計画

を作るとして、いろいろ調査も行っていますので、それらの資料も出しながら協

議もできるだろうと思っています。 

 ○会長 

  今日の議論はここで止めさせていただきたいと思って、先生方のご意見を１回

目で聞いて、次の段階から実質的に議論ができるように準備していただきたいと

思って申し上げました。それで、一つは対極的に見ることは、市がやらなければ

いけないということと、地域にお任せして、地域の方々に考えていただきたいと

いうことはある程度分けられるのではないかと思います。漠然と人口が減って、

こうなりますので、この施設ができません、というだけでは地域の方は議論にな

らない。ここは市の方針として、きちんと守るということか、そこは提示されて、

その上で、もう一度席に戻していくべきこともあると思います。 

 ○委員 

  市は基本方針とか基本計画をつくるけど２重行政の面があります。このように

委員の皆様方に集まって意見を聞く手法をとる一方で、コンサル業者に頼んで全

部作ってしまうこともします。その後で、こういった会議で議論して、修正を指

摘しても修正できない場合があります。立派なものを作るためにはコンサルが必

要だと否定はしませんが、柔軟性が全然無くて、基になる計画が５年間延長にな

った時に基本計画はどう変わるか、と聞いたら「変わらない」という回答だった

が、「作りかえることができない」と言えないのです。私たちはコンサルに頼んで

いるので、今は修正できませんと。４ヵ月後くらいに５年間延長した部分だけ差

し替えがありました。気をつけないといけないのは、ここで出された意見とか、

答申とかがどれ位反映していくかということを約束をとってから進めていかない

と、「一方では調査をかけております」「コンサルに頼んで進めています」と言い

ながら、それが出来上がるまでに、こちらの答申がでるまでストップして、作ら

ないで待っとくことはありません。そこに何度も歯がゆい思いをしました。基本
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方針とか市町村はつくらなければいけないものですが、いつも言っていますが、

「私たちの能力ではこんな立派なものは作れませんと、調査をかけてコンサルに

頼まざるをえません」というのが答えです。仕方がないと思っていますが、少な

くとも、このような計画とか、方針を作るにあたっては、こちらの答申を入れた

形でコンサルがつくるものと合体しやっていただきたいと思います。 

 ○事務局（岡部長） 

  施設に関しては白書や基本方針を作ったのは職員です。今回、総合管理計画策

定ではコンサルを入れていますが、あくまでもコンサルは行政の手助けをしてい

ただくものです。この委員会のご意見を聞きながら作りあげると約束しています。

よってここであった意見等については、反映させることを、約束させていただき

ます。できない時は、できないと伝えます。 

 ○会長 

  部長が言われた形でないといけないと思います。実質、作業の部分を委託会社

に調査をさせますが、出てきたものは自分たちで整理するという形が求められて

いる順序だろうと思いますし、反映させるにしてもそこをどうするかだと思いま

す。もっと重要なことは、コンサルタントが集めた基本データを市が全部取り上

げ、自分のものとして整理をして、蓄積していくことをやらないと、同じことを

繰り返しやっていくことになります。そういう委託契約を結び、この委員会にコ

ンサルタントに来ていただいて、この委員会の考え方を聞いていただかないとい

けなくなります。一番大事なことは、業者が出してきたデータは集めて市が持つ

こと。それをベースにこちらが考えていくということをしないと、この先心配さ

れたことが起こると思います。 

 ○事務局（岡部長） 

  会長が言われたような契約になっていますので、この会議に呼べば出てきて説

明もしますし、今言われた形で作っていけると思います。 

 ○委員 

  大きな建物を残したらそこに行かないと利用ができません。移動距離が長くな

ることが予想されます。都会では無料バスがありますが、生月は公共交通機関に

乗るためにお金がかかります。ふれあいバスなどが無いので、舘浦へ行くにもお

金がかかるし、図書館へ行くにもお金がかかります。重要なことは施設のことを

議論するのですが、サイド的な部分でバスの運行とか各団体の有効活用とか同時

に検討しなければいけないと思います。 

 ○会長 

  この委員会が全てのことに口出しをして、「こうしましょう」と言えるかを含め

て、先程から議論の必要があると提案を申し上げました。 

 ○委員 

  他の施策と連動して、動ける体制をつくってほしいということです。 

 ○会長 

  そういう事になると思います。 

○委員 

  いろいろ創生とか、まちづくりとかあると思いますが、そこらへんとのマッチ

を取ってほしいと思います。ここではできないから、創生でカバーするとか、ま

ちづくりで見ましょうとか、情報交換されて進めてほしいと思います。 
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 ○委員 

  行政の方へ要望ですが、この答申が出るまで人を替えないでほしいと思います。

人を替えれば途切れてしまいます。 

 ○会長 

  継続性はこの委員会だけです。職員が変わられた場合には、委員会側から、担

当者の方に繰り返し言うしかないと思います。 

  これだけ活発な意見を出していただくということは、大変すばらしいことだと

思っています。事務局には次回までに、もう少し整理していただき、「議論の方法」

を提示してほしいと思います。もう一つは、別の委員会で議論されていることや、

コンサルタントの業者に必要な場合にはこの委員会へ入っていただくことも検討

してほしいと思います。それと、地域との関係も宜しくお願いします。 

 

 ○会長 

  続いて、議事（2）平戸市行政改革推進計画（平成 26 年度実績）について事務

局から説明をお願いします。 

 ○事務局（村田） 

この資料は、前回配付いたしました「平戸市行政改革推進計画」に基づく、取

り組み実績について、所管課からヒアリングした内容を整理しています。  

市の予算を編成するにあたり、普通交付税が平成 28 年度から 32 年度までの５

年間で約 11 億円が段階的に削減されることになっていることから、その対応策と

して、事業の見直しや職員数の削減など一般財源の支出を抑えることや、歳入（収

入）を増額することを実施し、その取り組みを数値で効果額として算出し、計画

期間のＨ25 からＨ35 の 11 年間で達成する計画です。予めお断りいたしますが、

資料の説明内容や効果額としている数値につきましては今後多少変更が生じます。

９月中に、資料の内容を所管課や財政部局に確認していただき最終版を作成いた

します。次回の委員会には修正版をお示しできると思います。そして、12 月市議

会へ報告することといたしております。  

   ＜別添資料「平戸市行政改革推進計画進捗状況表  

平成 26 年度実績（暫定版）」の説明＞ 

 ○会長 

  前回は平成 25 年度の説明があって、今回 26 年度ということで、どの様な順序

で議論をしていったらよいのでしょうか。 

 ○事務局（平松課長） 

  取り組み内容に関するご意見や提案等をお願いしたいと思います。計画は 11 年

間の計画とし、前期、中期、後期計画を定めていますが、まだ前期計画の段階で

す。中期、後期に向けての取り組み内容の提案や意見を賜りたいと思います。 

 ○会長 

  委員の皆様からご意見をお願いします。 

 ○委員 

  給食費とか収納率向上のための外部委託についてですが、市職員が督促とか行

っていると思いますが、その業務を外部委託する考えはないのでしょうか。また、

２つ目にこれだけのものを行革していくのは大変だと思いますが、対外的なもの

は数字が出やすいし、割と取り組みやすいと思いますが、全体を見て感じたのは、
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内部の行革、つまり人事評価とか時間外勤務の縮減とかありますが、いろいろな

壁があって順調に進まないのはよく分かります。でも行革を進める上で１番大切

なことは、内部の職員の「意識の改革」が先ず持って大切だと思います。本庁だ

けではなく、大島、生月まで末端の全ての職員に対して、同じ意識のレベルに上

げることが必要です。いくら時間外の短縮やノー残業デーと呼びかけても、遅く

まで残っているところがあると思います。特に冬季に関しては、職場にいた方が

暖房もあるし、家に帰っても寒いし、残っている者もいるように感じます。先ず

は職員の意識改革に取り組まなければ難しいのではないかと感じます。 

 ○事務局（岡部長） 

  収納の外部委託につきましては、税務課が主導で法的措置を取って行っていま

して、実績が上がっている状況なので今のところ外部委託よりも現行で行ってい

こうと考えております。内部改革につきましては、数値的には、前回、行革推進

計画を策定して、だいぶ絞ってきました。それを今回絞っております。計画は前

期、中期、後期としておりますが、前期は内部管理軽費の削減として取り組んで

います。また、「職員の意識改革」については、確かに支所等の職員は本庁部局に

比べて意識が低いかもしれませんが、職員研修等を実施し、同じモチベーション

を持つように取り組みたいと考えています。 

 ○委員 

  行政改革の事項は「実際見通しがついたもの」「検討着手したもの」以外にある

のですか。27 年度とかある程度はっきりした年度の取り組みは示されているよう

であるが。 

 ○事務局（岡部長） 

  前期計画は、「内部軽費の削減」としている。各担当課をヒアリングし、ある程

度できる取り組みを計上して、数字を充て込んでいったものです。 

 ○委員 

  このような取り組みを市が行っているということを私達もこの場にいて初めて

分かったことです。行革の答申を出すうえでも、市民の皆さんのご理解をいただ

かないといけません。そのために市が実際行っている取り組み情報を前もってホ

ームページ等に出すことも必要だと思います。最終的には市民の皆様にご理解を

いただかなければいけないので、情報開示や手法なども検討してほしいと思いま

す。 

 ○事務局（平松課長） 

  ご意見の点については、言われる通りです。十分に市民の皆様方へ周知を図っ

てまいりたいと思います。あくまでも行政サービスの低下を招かないということ

が大前提であります。そのためには、内部管理軽費の削減やハコモノの整理を含

め実施していかなければ行けません。周知徹底を図りたいと思います。 

 ○委員 

  生月町の御崎地区で下水事業において、毎年２千万円程度、市が持ち出してい

るということを言われているが、行革の対象事業とならないのですか。 

 ○事務局（平松課長） 

  御崎地区の農業集落排水事業特別会計についての指摘であります。この事業で

毎年２千万円程度の赤字が出ている状況です。約 80 戸数に対し、半数程度しか加

入していないため赤字が出ていると聞いています。行革推進計画の取り組み項目
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にはあがっていませんが、担当部署の農林課が並行して加入促進を図っています。 

 ○事務局（岡部長） 

  補足しますと、市議会産業建設委員会でこのことについて、見直すかどうかを

検討した経過があります。その中で、市がそのまま実施するのか、廃止して浄化

槽に替えるとか、軽費の面まで含めて検討した結果、赤字を減らし継続するとい

う方向性を出したということです。そのため行革計画には載せていない状況です。 

 ○委員 

  検討して見通しがついたものは計画にあがっているが、それ以外に隠れたもの

があるのではないかということです。検討しても無理な事業などについても、記

載して明らかにしとく方がよいのではないでしょうか。この計画に載っている取

り組みで全てと言えないし、洗いざらいに実態を示すことも必要です。地域に帰

れば、あれはどの様になっているのかと意見も出てきます。  

 ○事務局（岡部長） 

  行革推進計画は前期、中期、後期に分けて設定しており、前期は内部管理軽費

の削減を先ず行うこととしており、市民に関わる部分につきましては中期以降に

計画を立てるものであり、本計画も見直すことを前提に計画を作っています。今、

ご意見があった点については、内部で検討して中期計画に取り込んでいきたいと

思います。 

 ○会長 

  先程の発言は、大事な問題を含んでいると思います。この推進計画そのものが

市の中でたてられた計画基準に対して成果をあげているという制限がかかってい

ます。そもそも今のご指摘は、載っていないものが出た時はどうするのかという

ご指摘であります。それをここではどう考えたらよいのでしょうか。 

 ○事務局（岡部長） 

  計画を作った時に、「これだけしかしません」という計画ではありませんでした。

まだやれる部分はあるかもしれませんが、市民に関わる部分は市民に説明しない

といけないし、時間の制約もありました。先ずは内部軽費の削減を行うこととし

て、職員間の意思統一でやれるものを前期計画の４年間の中で行い、中期計画に

ついても並行して検討していくとして作った経過があります。 

 ○会長 

  これ自体の制度そのものに異論がでてくれば私達も意見が言えるということで

すね。 

 ○事務局（岡部長） 

  その通りでございます。 

 ○委員 

  人事評価制度の導入という項目がありますが、外部に対するコンサルにもかな

りお金を払わなければいけませんが、その金額が入っていないということと、評

価制度を導入するにあたってのシステムとかお金はかかるうえに、効果は全然無

いと思っています。個人的な意見ですが、人事評価は国の要請で自治体が横並び

でやっていますが、一様にやる必要はないと思っています。それよりも職員研修

とかにお金をかけて、どんどんやった方が良いと思います。人事評価は評価者が

仕事の内容や人物を理解しておかないと正しい評価はできません。 
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○事務局（岡部長） 

  地方公務員法が改正され平成 28 年４月から人事評価制度を取り入れなければ

いけなくなりました。このことを踏まえて、平成 25 年度から取り組んできました。 

 ○会長 

  地公法が改正により、法定受託事務になるのですか。 

○事務局（岡部長） 

  法的に人事評価制度に取り組みなさいと定められています。 

 ○会長 

  そうであれば、内容を自分たち独自で考えるという方法もあると思います。 

 ○事務局（岡部長） 

  コンサルにシステムを作っていただき、評価の状況をシステムに入れて、デー

タ蓄積も必要であります。そういうことから初期投資も必要となります。効果額

が現れない点は、人事評価によって給与を減らすばかりに定められておらず、効

果額が出ないため、斜線を引いています。 

 ○委員 

  ランニングコストはかかるのですか。 

 ○事務局（岡部長） 

  はい。 

 ○事務局（平松課長） 

  制度を通じて職員個々のスキルがアップすることも目的です。ただ勤勉手当を

減らすだけという目的だけではありません。市民サービスが向上する環境を整え

ることもあります。一概にモノサシで計れない状況です。 

 ○委員 

  職員の資質を向上させるために、人事評価するということでなくて、もっと平

戸市そのものが職員の資質を上げるために、交流や研修等をやったりして上げて

くださいという意味です。 

 ○会長 

  今のご指摘は、この委員会でどこまでこの点について、言えるかということを

含むべきです。人事評価制度が職員の資質を向上するというデータはありません。

基本的に問題になりつつあります。本来、これは企業のやり方の効率性を導入す

るために公務員機構が動いていないというところで、それを可視化するために出

てきているだけの問題です。税金の徴収は平戸独自で取り組んでおり、良いかど

うかは別として納税は憲法でも国民の義務なので、自分たちで取り組んだ方がよ

いということで、以前の行革委員会でも話がありました。同じ主旨だと思います。

だとしたら中期計画まで踏み込んで、ここで議論して言えるならば、「こうですよ」

と決め付けないで、委員会で意見を言わせていただくことも含め考えてほしいと

思います。少なくとも市民側から見た時に、行政組織内部で機能しているかどう

か、という話になるので、そこを示してほしいと思います。  

 ○会長 

  ６ページの「基幹業務システム」は、情報システムを含めているのですか。人

事評価や様々な事務情報の流れと、機械の設定の仕方と、かかる費用と連動して

くると思いますが。 
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 ○事務局（岡部長） 

  住民情報や税務などの一般的な業務のシステムのことです。 

 ○会長 

  一般的に言われる情報機器類やネットワークを使ってやるという検討は行われ

たのですか。 

 ○会長 

  10 月から行われるマイナンバー制度は、全く違ったシステムなのに、すごくお

金がかかるようです。そういうのはこれと連動しないのですか。 

 ○事務局（岡部長） 

  情報系システムとは切り離していますが、番号制度は連動するように進めてい

ます。市の基幹系システムは１つでありません。複数あるシステムを名寄せみた

いな統合するシステムを入れて、使えるように進めています。 

 ○会長 

  コンピュータシステムを作っときながら、日常的な仕事をそれに併せるという

やり方は、非常に非効率です。通常の業務が先にあって、その効率化のために機

械を使う発想に移っていかないと基幹毎に業者が変わっていって、軽費削減はそ

こには起こらない結果になる恐れがある。このことについて、検討はあったので

すか。 

 ○事務局（岡部長） 

  基幹系システムは５年毎に切り替えが発生します。その際に住民サービスの向

上を目指すのか、軽費の削減を目指すのかを考えながら入札してシステムを選ん

でいるというのが現状です。自分たちにやり易いようにするためにお金をかける

のか、辛抱しながら金額を落とすのかは検討していきたいと思います。 

 ○委員 

  マイナンバー制度の準備室はあるのですか。 

 ○事務局（岡部長） 

  ございません。 

 ○委員 

  住基カードを使って、他市では戸籍とか取れるが、平戸では取れません。よっ

て手紙で請求するしかありません。平戸市はマイナンバー制度を入れてもあれは

出来ない、これは出来ないと言い出すのではないかと思っています。 

 ○会長 

  今の初期段階では国が要求する法定受託事務しかマイナンバーで使っていくと

いうことしか出来ないようになっています。しかし、いずれかは民間企業も使わ

れると設定しましたので、役所の中のシステムもどういう風に連動させるかを今

から考えとかないと非常に危険です。自分たちのものが全部無くなってしまって、

端末だけしか残らないということになりかねない。次回以降、もう少し詳しく取

り組みを教えていただきたいと思います。 

 ○委員 

  １ページで財ベースとありますが、どういうことですか。 

 ○事務局（平松課長） 

  一般財源ベースの略語です。国・県からの特定財源を除いた自主財源のことで

す。 
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 ○会長 

  次回以降はどんな議論になっていくのでしょうか。 

 ○事務局（平松課長） 

  公共施設適性化の関係や、行政改革推進計画につきまして、行革推進委員会で

議論していく論点について整理して、次回提示したいと思っています。 

 ○会長 

  本日、委員会で出た意見としては、１つ目に行政組織内部についての改革につ

いての問題点、２つ目に行革の取り組みについての広報についてどうなっている

か、３つ目に企業会計について項目に載っていない取り組みをどのような取扱い

となるのか、についてでした。この点について整理をお願いします。 

 ○事務局（平松課長） 

  次回以降の委員会がスムーズに進むべき方向性に進んでいくためには、どのよ

うなご意見をいただくかを整理して、提示したいと考えます。 

 ○委員 

  基本方針に沿ったところでの点から進めた方がスムーズにいくのではないでし

ょうか。基本方針に付随して、詳細な部分の意見をもらいながら進めてみてはど

うでしょうか。 

 ○委員 

  次回には答申の骨格に併せたところでの議論が必要ではないかと思う。今回は

問題点だけだったので、具体的な内容で進めてみてはどうかと思います。 

 ○会長 

  ２年間をかけて答申を出すということから、公共施設の適性化と、行政改革推

進計画進捗管理について、時間をかけて審議したいと思います。 

 ○事務局（平松課長） 

  公共施設適性化基本方針の総論については、８月上旬から市民の皆様に再度周

知を図る観点から市内を 13 地区に分けて市政懇談会を開催し、その中で説明する

こととしております。現在、度島、北部地区が終了し、本日は田平地区、明日が

中野地区を予定しております。内容については、人口問題等併せて、市長が説明

を行っている状況です。田平の委員さんにおかれましては、ご出席いただきます

ようお願いいたします。 

○会長 

それでは、事務局には本日ご意見をいただいたところの整理と総点整理をして

いただき、次回の委員会を進めたいと思います。また、次回は 10 月の中下旬頃に

予定ということなので委員の皆様方は宜しくお願いいたします。 

以上で、推進委員会を終了いたします。 

 

 ― 閉会（11:50） ― 


