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第４回滋賀県行政経営改革委員会議事録

１ 日時： 平成２５年６月４日（火） 10:00～11:30

２ 場所： 滋賀県公館ゲストルーム

３ 議題：（１）「滋賀県行財政改革方針」の取組状況について

（２）その他

４ 出席委員：浅野委員、伊藤委員、岸本委員、小中委員、大道委員、田中委員、

辻村委員、德久委員、殿村委員、中井委員、山田委員

５ 資料：1-1 「滋賀県行財政改革方針」の主な取組状況（平成２４年度）

1-2 「滋賀県行財政改革方針実施計画」取組状況一覧表

２ 「外郭団体および公の施設の見直し計画」の取組状況

《参考資料》

１ 財政事情

６ 会議概要

(1) 開会

①副知事あいさつ

おはようございます。副知事の荒川でございます。本日は、大変お忙しいところ、また早朝より

お集まりいただき、ありがとうございます。

こうした滋賀県関係の有識者を代表する方々にお集まりいただきまして、会議を開催させていた

だきますことを大変うれしく思いますし、皆様方に県政に関し、大所高所から議論いただくことは

とても有意義なことと思っております。これからの県政に反映させていただきたいと思いますし、

皆様方にも県に対しましてのご協力をお願いしたいと思います。

さて、平成２５年度が始まったわけでございます。景気の動向としては、市場の方は荒れて

いるようでございまして、県としても注視しているところでございます。

今日の新聞に出ておりましたが、職員給与のカットということで、交付税は大きく減らされ

たところでございまして、景気が回復して税収が増えることを期待するわけでございますけれ

ど、先行きを心配しているところでございます。職員給与を平均で７．５％カットということ

でございまして、地域経済に与える影響も心配しておりまして、県民生活に影響を及ぼすこと

はできないということで、職員組合とも交渉をしてきたということでございます。

これは一つの行政改革なのかもしれないんですけれど、一方で、職員の意識を高めていくこ

とが県民サービス向上につながるわけでございますので、こういった面から、もちろん、本日

ご審議いただく平成 26 年度までの行財政改革はしっかり取り組んでいかなければならないん

ですけれど、職員のモチベーションを上げてきちんと仕事をするということも大事だと思って

おります。

そういったことも含めて、今日は大所高所からの御議論を賜ればありがたいと思っておりま

すので、どうかよろしくお願いいたします。
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②委員長あいさつ

委員長を仰せつかっております大道でございます。どうぞよろしくお願いいたします。開会に当

たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。

委員の皆様には、本日は大変お忙しい中、御出席いただきましてありがとうございます。

早速ですが、最近の経済情勢でございますけれど、今も副知事が述べられましたけれど、国の月

例経済報告、あるいはまた、県が発表されております経済動向等を見ましても、景気の基調判断は、

「緩やかに回復している」と見られております。全体的には景気は持ち直しつつあるということで

ございます。

しかしながら、おかしなことですが、アメリカの景気が良くなったから株価が下がる、それにつ

られて日本の株価が下がるといった、いろんな方面での動きがあって、不透明な状況が続いている

ということでございます。

今ほど申し上げた、景気の基本的な回復と、それに対する期待感、そういったことから、一部高

級品の売れ行きが活発になったりということで、明るい材料も見られますけれども、全般的には経

済のグローバル化が進む中で、価格競争は長期化、熾烈化しておりますし、円安に伴いますエネル

ギーや原材料の仕入れ価格の急騰などの影響により、景気の先行きにまだまだ不安を抱えている状

況かと思います。

それから、先ほど申し上げましたように海外の情勢が、アメリカもいくつかの良い指標が出てお

りますけれど、近日発表される雇用情勢等をみんなが固唾を飲んで見守っているという状況でござ

いまして、まだまだ不透明な状況が続いているということかと思います。

そういった中で、特に、滋賀県では、ご存じのとおり輸出関連企業さんの大手さんの工場が多く

立地しているということもございまして、今後とも、海外の経済状況も含めて、動向を注視してい

かなければならないと考えております。

そのような中で、本日は、計画期間の折り返し地点を経過したということで、滋賀県行財政改革

方針の進捗状況につきまして御報告いただいて、それについて皆様の御意見を伺いたいと考えて

おります。

本委員会におきましては、皆さんの豊富な経験や識見をもとに、広く御意見、御提言をいただ

きまして、今後の実効性のある行財政改革の一助になるよう運営していきたいと考えております。

円滑な進行に御協力をお願いいたしまして、挨拶とさせていただきます。

③会議日程等説明

＜事務局から会議日程等について説明しました。＞

(2) 議題 「滋賀県行財政改革方針」の取組状況について

＜事務局から「『滋賀県行財政改革方針』の主な取組状況（平成 24 年度）（資料１－１）」、「『滋

賀県行財政改革方針実施計画』取組状況一覧表（資料１－２）、「『外郭団体および公の施設見直

し計画』の取組状況（資料２）」により説明をしました。＞

【質疑】

委員長： ただ今、説明いただいた内容につきまして御意見、御質問等をお伺いしたいと存じます。
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Ａ委員： 行財政改革ということで、当然、財政改革とともに行政改革といいますか、少ない財源の

中で、効率的な運営、効果的な運営というものを民間とともに産官学あわせて行う必要があ

り、そのためには多面的な見方が必要とされると思うんです。

例えば、ネーミングライツの話なんですけれど、ブームだと、財政改革ということであれ

ばこういう発想が出てくると思います。一方で、滋賀県というのは地域ブランド力が低い。

日経リサーチでも 2013 年の地域ブランド順位が出ていると思うんですけれど、今までから

38 位とか 40 位とかそういうようなところです。大津でも、全国の県都の中では地域ブラン

ド力は最低に近いのではないかというような状況です。経済界も含めて、危機感をもって、

いろんな提言であるとかお願いであるとかしているような状況ですね。

そういう状況の中で、これはＢさんの専門であると思うんですが、ネーミングライツとい

うのは、企業がびわ湖ホールを使うことによって企業価値を上げるということにお金を出す

わけですよね。昨日も日本ハムの方が滋賀銀行さんで講演されていましたけど、日本ハムフ

ァイターズに対して２０数億円を広告宣伝費として渡している。これは企業ブランド価値を

高めるために出しているということで、当然、ネーミングライツというのは企業ブランドの

価値と。

そこで、滋賀県としてびわ湖ホールに１０数億円を出して何のためにやっているか。県民

の音楽とともに、やはり滋賀県にはびわ湖ホールがあるということで、さんざん私は聞かせ

ていただいた。びわ湖ホールは、びわ湖、滋賀のブランド価値向上に非常に役に立っておる

と。その「びわ湖」という名前を外して、例えば「○○ホール」にするということによって、

びわ湖ホールの価値を非常に損なうのではないかと考えます。

行政というのは多面的なところから判断していただけると思うんですけれど、こういう県

有資産の利活用という、びわ湖ホールの名前で数千万円取れるだろうということでしょうが、

一方で、これまで滋賀県としての地域の価値を高めるためにびわ湖ホールに対して今までお

金を出してこられたと思うんですが、行政施策を考える上で、どこまでお考えになっておら

れるのかお聞かせいただきたい。

例えば、これ以外にも観光振興の委員をやらせていただいているんですけれど、有識者の

意見をお聞きするということですけれど、本当にマーケティングに基づいての事業としての

観光振興とは、ちょっとかけ離れた部分があったりするんですよね。そういう意味で、皆さ

ん方が行為を果たすということと、結果責任をどこまで負うのかというところの中での、こ

のネーミングライツについての考え方をお聞かせいただければと思います。

委員長： どうぞ。

事務局： びわ湖ホールに関するネーミングライツの御質問をいただきました。

委員御指摘のとおり、びわ湖ホールは一定のネームバリューが全国的に、あるいは世界的

にも名前が徐々に知られていっているという状況でございます。

昨年 12 月から募集を開始しましたが、びわ湖ホールそのものの冠のネーミングライツで

はなくて、今、まさしく委員が御指摘いただきましたような、いわゆる滋賀県＝びわ湖とい

うことでございますので、今回、ネーミングライツの募集の仕方といたしましては、びわ湖

ホールにございます 3 つのホール、大・中・小ホールがございますけれど、このホールに関
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しましてのネーミングライツの導入でございます。それぞれのホールに名前を、別途愛称的

なものを付けて、それを企業さんの方に命名権を持っていただくということでございまして、

兵庫県の方で県立の文化施設において同様の取組がされておりますので、滋賀県におきまし

ても「びわ湖ホール」という名称についてはネーミングライツの対象とはしておりません。

副知事： 観光の方も、どうしても京都の影に隠れてしまうものですから、知事も一生懸命、関西広

域連合なり近畿での会議においても、関西全体で行う観光の計画の中に滋賀県をルートに入

れてもらうということを常に言うようにしておりまして、実際に広域連合で観光ルートを作

った際に、滋賀まで延長してもらったりしております。

ブランドイメージは確かに滋賀県は弱いんですけれど、少しでもということで一生懸命取

り組んでいる最中でございます。

Ａ委員： 一生懸命がんばるということと、効率的、効果的にできるというのは違う。効率的、効果

的というのはマーケティングの専門家を使っていかにやるかということで、有識者のいろん

な意見を聞くということ、また別の問題だということのずれが根本的に大きいです。それが

結果責任と行為責任ということで。

行政というものは、少ないお金を効率的に使うためには、専門家を使っていかに効果的に

発信するかと、そういうところでやっていかなければ、担当者が頑張ってるからいいじゃな

いですかということでは、いくら給料を何％落とそうと、それと効果とはリンクしてこない

と思います。行財政改革ということであれば、マーケティングマインドを含めまして、そう

いう意識をいかに広げていくか。例えば担当者が、私がこんなん出しても上がとても認めて

くれませんというような、我々民間から見れば２～30 年前の企業統治の風土が本当に残って

ないのか、そういうところも含めて行政改革をお考えいただいたらと思います。

委員長： 他の委員さんいかがですか。

Ｂ委員： ふるさと納税に関して、滋賀県さんでは外に出て出世する人が多いということをよく聞い

ているんですけど、そのあたりから、しっかり納税していただける仕組みといいますか。私

は大阪にいるので、外からの客観的な目線なんですけど、滋賀県さんにあるものすごくたく

さんの神仏とか、そういうものをもう少し使ったらどうかと。これは例えばなんですけれど、

外に出て、いつでもふるさとから祈ってもらえるとか、お札
ふだ

がもらえるとか、そういったも

のでもメリットがあるんじゃないかと思います。

ふるさと納税で県産品をもらえるとかいうことはよく聞きますけれど、もっと滋賀県さん

らしい、心のより所になるような、ふるさとに誇りを持つナショナリズムの醸成というか、

そういうようなところに重点を置かれたら、出世した方がたくさんおられるので、ふるさと

納税は結構な額になるんじゃないかという気がするんですが。

委員長： 事務局お願いします。

事務局： 参考資料「財政事情」の 32 ページをご覧いただきますと、下の方に「マザーレイク応援

寄附を活用した事業」という記事があるかと思います。25 年度予算で 8，700 万円余を活用

させていただいております。内容は、琵琶湖に関する事業と、歴史文化的資産の保存・活用

に関する事業の 2 種目で募っておりまして、指定に基づきまして、このような事業に活用さ

せていただいております。
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残念ながら、メリット、特典までは出ないんですが、こういう形でどんどん増えてきてい

るという現状でございます。

Ｂ委員： どちらかというと Win-Win の方がいいのかなという話で、寄附してくださいと言ったら、

ふるさとだからっていうのがあるんですけれど、そこに今の時代の不安感とか、ふるさとを

支えるんだと、心を支えるんだというものが、私は、滋賀県さんには山のようにあると思い

ます。そのあたりをうまく連動させていければ、すごくうれしいなと。例えば、私は京都の

宇治出身なんですけど、平等院から毎年、ふるさとから御利益やお札
ふだ

をもらえればすごくう

れしいなと思いますよね。山のようにある、祈りの国とおっしゃるくらいですから、この不

安な時代に外に出られた出世された方に、Win-Win の何かをお考えになって。あまり県産品

を出すお金なんて関係ないところでお考えになられてはどうかという御提案でございます。

委員長： ただ今の御意見については、琵琶湖文化館に所蔵されておられる仏像とか仏画を、去年で

したか、東京で展示をなさって。その前に九州でも展示されたらしいんですけれど。私は東

京へ観に行ったら、滋賀県の方だけじゃなくて、ものすごくたくさんの方がみえていてびっ

くりしたんですけれど。確かにおっしゃるとおり、あそこにしまわれたままというのはもっ

たいないと思うんですが。

近代美術館でしたか、収蔵品を移すと決まったんでしたか。

副知事： 近代美術館で展示する方向で、構想を練っているところです。おっしゃるとおり三井記念

美術館でしたか、で展示いたしましたところ、平日からものすごい数の来館者があったと聞

いております。滋賀県の仏像を積極的に、他県で展示するよう手を打っている最中でござい

ます。

委員長： 確かにすばらしい文化ゾーンなんですけれど、ちょっと一足ありますんで、遠方から来ら

れた観光客さんなんかが、わざわざ行かれるのにはいかがなものかと思いますんで、びわ湖

ホールや湖上遊覧なんかとセットで、浜大津近辺くらいで、あるいはこの県庁近辺でご覧に

なれると大変効果があるんではないかなと思います。

Ａ委員： それは、我々民間からも積極的に行政施策、美の滋賀の時も、文化というのは保存・研究

だけではなくて地域振興に使うべきだというようなお考えもあって、今のところ、もう一度

考えよということですので、委員長がおっしゃったことについて、我々からもっと積極的に

県の皆さんに対して。というのは、8 月 3 日にシンポジウムをしますので、ぜひその時には

よろしくお願いしたいと思います。

委員長： 他の皆さん、いかがでございますか。

Ｃ委員： 資料１－２を見せていただいていまして、ほとんど達成度が「○」になっているんですけ

れど、「△」のところはどこかなと思って見ておりましたら、「新たな権限移譲に向けた考

え方について市町と議論を重ね」という辺りが多いように感じたんですけれど、難しい問題

だとは思うんですが、これについてはどのような形の取組をされているんでしょうか。

事務局： 県から市町への権限移譲に関しましては、一定、これまでの取組で進んできたという認識

はいたしております。「△」とさせていただいておりますのは、昨年度、事務的にこれまで

の権限移譲について、市町の方と検証を進めまして、それを受けまして知事と県内市町の首

長さんとの自治創造会議という会議がございますけれど、そこに検証結果ということで御報



6

告申し上げる予定をしておりました。それを経まして、さらに進めていこうという考えでお

りましたが、昨年度の自治創造会議の場でテーマとして首長さん方にアンケートを採りまし

て、この権限移譲につきましては残念ながら選ばれなかったということで、「△」とさせて

いただいております。

今後につきましては、今年度においてはもう少し具体的な権限移譲、どの事務ということ

で、私どもの方から市町に対しまして御提案申し上げまして、それを市町の方と議論しなが

ら、どれだけうまくいくかは分かりませんけれど、これは全市町というよりは希望する市町

になろうかと思いますけれど、具体的な権限移譲について、今年度、提示をして進捗を図っ

ていきたいと考えております。

副知事： 回りくどい説明になりましたけど、ぶっちゃけた話、渡す渡さない、要ります要りません

という話なんですね。必ずしも理想どおりいっていないというのが、今申し上げたとおりで

ございます。

Ｃ委員： 権限を移譲した方が改革になるんですよね。基本的なところを聞くんですけれど。

副知事： できるだけ身近な行政、身近なところでという観点ではそういうことだろうと思います。

我々県が国に対して地方でやらしてくださいよと言っているものがたくさんあるのと同じ

状況だと思います。

委員長： 権限移譲と予算、人がセットでないと、仕事だけ市町にというのはとても受けられない。

そのあたりが、県と市町との話し合いで難しいところだと聞いております。

他によろしゅうございますか。それでは、だいたい予定の時間ですので、資料 1 につきま

してはこの程度にしまして、次の資料 2 についての説明を事務局からお願いします。

＜事務局から「『外郭団体および公の施設見直し計画』の取組状況（資料２）」により説明をし

ました。＞

【質疑】

委員長： ただ今の説明につきまして、御意見、御質問等ございましたらお願いします。

Ｄ委員： 3 ページで「廃止」という区分があるんですが、まず 1 点は、琵琶湖文化館がですね、検

討委員会において結論が出たということですが、この検討委員会はもう解散されているんで

すか、それともまだ存続されているんですか。

もし検討委員会の方で結論が出ていたら、短い文章でどこまで理解できているか分からな

いんですが、3 ページ 17 番の荒神山自然少年の家のように、例えば美術品等を空にした状

態で大津市に移管するとか、まあ大津市が欲しがっているのか嫌がっているのか分かりませ

んが、そういう使い途があるのかどうかということと、もう一点は、1 番の滋賀会館ですが、

琵琶湖文化館も滋賀会館も、私は 24 年生まれなんですが、小さい時からこれらの施設があ

って、琵琶湖文化館については地下 1 階にプールがありまして、ものすごく寒いプールなん

ですけど、凍え死ぬような寒いプールの記憶があるんですが、滋賀会館について、今現在、

文化施設としては廃止と書かれていますが、入居者っていうのは、どれくらいまだ。という

のは、建物の平米数でいう 3 割入居されているとか。今、確か自民党県連さんが 3 階か 4 階

におられますよね。どれくらいの入居率で将来どうされるのか。耐震性は今の建築基準法か
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らするとダメなんでしょうね。ところが、大変大きな、800 から 1，000 人入れる 2 階建て

の、昔、映画をやっていたホールがありますし、そういうものを将来的にどういう形に持っ

ていくのか。単なる文化施設の廃止ということで整理されているのか、発言できる範囲内で

結構ですので、お聞かせいただければと思います。

事務局： まず、琵琶湖文化館の検討委員会でございますが、琵琶湖文化館の機能を継承する施設と

しては近代美術館がふさわしいとの結論が出ておりますので、委員会としての機能は終了し

ていると考えております。

また、琵琶湖文化館は廃止ということでございますので、大津市への移管というようなこ

とは想定していないと考えております。

滋賀会館の入居の関係でございますが、今手元に資料がございませんので申し上げられま

せんが、22 年 3 月をもって滋賀会館の機能を廃止するとなっておりますので、それと委員

もおっしゃいましたとおり耐震化ができておりませんので、建物としては事実上、利用は困

難であるということであろうかと思います。

副知事： ちょっと補足させていただきます。滋賀会館の方ですけれど、大津は賑わいがないもんで

すから、県庁周辺も賑わいを作らないといけないということで、滋賀会館の後をどうするか

ということで、今、話も動いているんですが、どういうものができますかという、対話型と

言っているんですが、県庁の周辺施設としてふさわしい提案をもらっているところでござい

ます。近々、提案いただいたものをベースに仕様書を作りまして、公募しまして、賑わいを

持った施設を作るという取組がなされておりまして、入居されている方にも御理解をいただ

いており、いずれどちらかに移っていただくことになります。滋賀会館は廃止して、民間の

力で新しい施設を作るということに決まっております。

Ｄ委員： 将来、解体されて更地にして、上屋をどういうものにするか公募する予定であるというこ

とですね。

文化館の話ですが、近代美術館とか他に移転してということで検討委員会さんが結論を出

されたことを受けて、県としては対応される予定ですが、これが終わった時点で全く空き家

になってきますよね。今現在も空き家なんですか。

副知事： 今は美術品が残っています。

Ｄ委員： ということは、今回は別に大津市に移管するという話でもないので、将来的には解体しか

仕方ないですね。

副知事： そういうことになると思います。使えない建物ですので。

事務局： かなり老朽化が進んでおりまして、博物館としての機能が果たせません。もちろん耐震対

応もできておりません。

Ｄ委員： 昭和 30 年くらいの建物だと認識してるんですけど。

Ａ委員： この前、美の滋賀の委員会がありまして、近代美術館を含めて、滋賀県として文化発信を

どうするのかという議論がありました。

近代美術館を含めて、従来は保存・研究が主体だったけれど、文化というのは、広くたく

さんの人に見ていただいて地域交流に使うべきだというところがあったわけですね。琵琶湖

文化館については 5 年ほど前から閉鎖になっていて、大津にしても青年会議所とかそれをふ
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まえてどうするかというシンポジウムをやったりとか。しかし、現実的には完全に三すくみ

の状態ですよね、潰すに潰せないという。

産業交流会館にしたらどうかというような思いつきの話はいろいろ出るんですけど、あん

なとこ産業交流会館にできないし、民間活用もできないという中で、地元、大津の我々です

ね、もう一度、ちょうど大阪市が市立美術館をつぶして、橋下さんが中之島で一本化したら

どうやという提案の中で、地元としてはやはり天王寺に必要だということの中で、東洋系と

して残して、さらに新しく作って 2 館でやると、こういうようなところがあるので、こうい

うことを踏まえて、もう一度県の方にお願いできないかということを地元としてはやってお

るということです。それは、専門家のお力、才能を得て、可能性につきまして、我々では考

えられない可能性を提案したらどうかということで、まだ、こちらには全然御提案してない

んですけれど、地元でそういう提案をしているということです。

それから、もう一つは、簡単にあっちへ持って行けといいますけれど、寄託されている方

がおられるわけですよね。全て県の持ち物ではないわけで、寄託されている方の意思で、後

から他に移すなら返してもらうと、こういうことをたくさんの方が言われていて、県の意思

だけであっち持って行け、こっち持って行けというわけにはいかないということもあります。

琵琶湖文化館の存在価値、今までのままではダメですけど、新しくすることによってどのよ

うな地域交流の可能性があるか、というようなことを県に対して御提案しようかなというこ

とが、我々の間で進められています。遅いかも分かりませんけれど、最後にもう一度やっぱ

り意思を示しておかないことには。あかんから潰せということだけになっている。結果的に

は大津の県都として、非常に寂しいことになるのはまずいかなと思います。

Ｄ委員： Ａ委員に聞いておかしいんですけど、大津市は欲しがってるんですか。

Ａ委員： 全然。もちろん全く欲しがらない。

副知事： 今のままでは全く使えないですから。琵琶湖の上に建ってますし。

Ｄ委員： もったいないなという気はするんですけど。

Ａ委員： 今のままではもったいないというよりみっともないということでございます。現実的には

閉館してから 5 年間ほど放ったらかしでしょ。

副知事： 近代美術館の方で受入がまだできないということもあります。

Ｄ委員： 検討委員会さんでは潰せとか、そこまで踏み込んでなかったんですか。

事務局： 先ほどＡ委員がおっしゃったように、全部で 5,000 点くらいの収蔵品がございまして、そ

のうち約 3,600 点が寄託品でございます。いろんなご協力をいただいている方が過去から

営々とおられるということで、そういう文化財を収蔵しておりますので、近代美術館になる

かもしれませんが、別の展示・保存施設が安定的に確保されるまでの間は、必要な管理はち

ゃんと行わないといけないということですので、すぐ潰すというようなことではございませ

ん。約 5，000 点の管理はしっかりさせていただいているという状況にはございます。

Ａ委員： 今おっしゃった、展示・保管の考え方が色々あるでしょうということで、近代美術館に持

っていってそれでいいのか、大津の市民の方がどう考えるのかということなんでしょうね。

Ｃ委員： 近代美術館さんの方でも、琵琶湖文化館にある仏様や絵画などの受入をしたいと。そして

文化公園は行きにくい、アクセスは本当にしにくい所なので、アクセスのしやすさとか瀬田
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駅からのアプローチとかも考えて、もっと賑わいを持って行けるような形にしていきたいと

いうことで、美術館さんの方もお考えになっておられることなんです。

文化館さんの方では、中のものをどこかに移した後、建物が使えるかというと危険なよう

で、モニュメントのようなノスタルジー的な部分を残すような形にして、安全を考えた方が

いいのではないかという話があったように記憶しております。

皆さん、文化館に対する思い入れが深いらしくて、幼少の頃の思い出を残して欲しいとい

うようなお声はよく聞くんですけれど、私も中に入ったんですけれど、かなり老朽化してま

して、直すのにはすごくお金がかかると聞きました。ですから、もう一度、新生美術館って

いうものを建てていって、そこの中で滋賀県の文化と祈り、そういったものを全面に打ち出

せるような仕掛けというものを考えていただく方がいいんじゃないかというのが、私の認識

でした。

委員長： 他の委員さんいかがですか。

Ｅ委員： 資料１－２の関係でよろしいでしょうか。3 ページに「県と市町の事務の共同化について

の検討」と書かれています。実は、私どもはＮＰＯ法人で介護保険事業を実施しております。

そういった中で、最近、県の指定の事業所と市の指定の事業所が、100m も距離がないとこ

ろに県の指定の事業所ができました。

私どもは、ささやかなネットワークを作りながら事業を守っているんですが、えっーって

いう感じで、なぜ県指定の事業所ができるのかと。地域の事情が分からないから、書類だけ

で指定をする。こういう事態が起こっております。

それと、事務の共同化についてもですけど、権限移譲に関係することでもありますので、

速やかに県と市とが分担という形で、きっちり早期に対応していただきたいと思います。県

は地域の事情は分からない。たった 100ｍしか離れていなくて、同じような介護事業所が。

介護事業は事業によって認可が違うんです。ＮＰＯ法人は非常に零細な財源でやっており

ますから、死活問題。こういう事態が起こっておりますので、実態によって扱いは違うと思

いますけれど、市の行政でなぜこういうことが起こるのかと、早期に解決して欲しいと再三

申し入れしましたけれど。結局は、県の指定は最近ですけれど、指定された事業所は閉鎖に

なりました。県に直接関係することでございますので、県の役割、市の役割ということを明

確に県民に分かるように扱っていただきたいと思います。

事務局： 介護保険事業についてということでございましょうか。

Ｅ委員： 介護保険事業の事業別に認可が違うということです。これは県の指定の事業、認知症のデ

イサービスは県の指定であるとか、種類が非常に煩雑です。事業者自身もあれっていうくら

いに介護保険法も変わってきますので、熱い思いで事業をしている者は翻弄されております。

このような事情がありますので、もし何でしたら、市にきっちり調査していただきたいと思

います。

委員長： 県と市町との連携という点では委員会にも大いに関係するかと思いますが、個別の話にな

りましたら、また御担当の方とお話をしていただければと思います。

事務局： 担当部局へ話をさせていただきたいと思います。

委員長： Ｅ委員さんへは、具体的に、この場ではなくて御連絡していただくようにお願いします。
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その他に、資料２に関連して何かございますでしょうか。

私から聞いて申し訳ないんですが、去年も聞いたかと思うんですが、外郭団体と公の施設

を見直されて 3 年間でどれだけのコストが削減できたかという、数字的な資料はお作りにな

っておられますか。

事務局： 外郭団体の見直しにつきましては、計画前と 25 年度の予算を比較しました場合、約 17 億

円、公の施設につきましては、約 10 億円の見直しとなっております。コスト面につきまし

ては、そのような状況でございます。

委員長： 具体的に、それだけの節約といいますか、削減が図れているということですか。

事務局： そういうことでございます。

Ｆ委員： 確認させていただきたいことがございます。この委員会の主たる任務は，作られた計画の

取組状況を確認し、それについて問題があれば指摘するという立場でよろしいんでしょうか。

なぜそのようなことを伺ったかと申しますと、当初計画とその変更，変更に対する施策の評

価の関係がよくわからないからです。

例えば、先ほどのケースにあったように、当初方針で「廃止」と決められていたものが、

廃止ではなくて別形態に見直しとなった場合に、我々はそれをどのように評価すればいいの

でしょうか。つまり、この委員会の前身が作成した初期計画はどの程度の拘束力を持ってい

るのかが、よく分からないので、その点について簡単に説明いただけますか。

事務局： この計画につきましては、この委員会で御提言という形でいただきまして、それに基づき

まして県の方で計画を定めたというものでございます。もちろん外郭団体等につきましては、

一義的には、運営自体はその団体の責任でやっていただいております。ただ、県等が出資い

たしておりますので、出資者として経営等に関しまして、できるだけ県の関与を少なくして

いくこともございますし、お金の面からもそうでございますけれど、そういう観点から、団

体に対しまして所管部局から、意見を申し上げているところでございます。

ほとんどが計画に沿って進めていただいているところでございますけれど、外郭団体で一

つ、公の施設で一つ、それぞれ当初の廃止の方針から存続ということになってございます。

それは、それぞれの所管部局の方で団体等の御意見を聞いていただくとか、あるいはその団

体を取り巻く状況が計画策定時と大きく変わってきた、あるいは県民サービスの観点からど

うかと、様々な観点から検討いただいて当初の方針から変更されたということでございます。

私どもの観点から申し上げますと、当初計画策定時の考えと、現時点、変更時点での状況

がそれなりの、一定の理由の説明がつけば、必ずしも当初計画どおりの方針でないからダメ

だとはならないと考えておりまして、あくまでその説明責任といいますか、結果が伴えば、

県民サービスからの観点も含めまして、そういうこともあろうかと考えております。

Ｆ委員： なぜそのようなことを伺ったのかといえば、廃止・削減・維持・負担の関係を明確にする

必要があると思ったからです。昨今の行革はといえば、スクラップに傾注しがちであるとい

えます。しかし、事業の廃止には、さまざまな感情が伴います。皆さんの御議論は端的な例

で、県民の方には思い入れというが勿論ありまして、とりわけそれは年配の方に強いように

思います。彼・彼女らにとって、公共施設は幼少期の経験を彷彿させることもあり、施設は

存続して欲しいという議論に行くという流れはよく分かる。しかしながら、残す場合に誰が



11

どの程度負担するのかという議論が大概出てこないんですね。負担の話になると、行政何と

かしてよという話になってしまって、建設的な議論に至りにくく、財政的には不健全な状況

を招きやすいと個人的には思います。

実際、箱物は作るよりも維持管理の方が大変でして、老朽化は免れません。公共施設は、

県や市の顔でもあるので、ぼろいものはみすぼらしいので建て替えた方がいいんじゃないか

という議論に至りやすい。新設するとなると、次に旧来型施設をどうするんだという話にな

る。数の論理でいけば潰しても問題ないという結論に至るはずですが、いやこれまであった

のだからつぶされては困るという方向に、とりわけ利害関係者の間で話は流れやすい。ない

よりあった方がいいという気持ちはわかるのですが、それが許される財政状況かどうかを検

討しなければ、持続可能な県政は難しい。言い方は悪いんですが、滋賀県の財政は、数字上

はそんなに悪くなかったとしても、決して余裕のある状況ではございません。将来的なこと

を考えると、廃止を予定した公共施設の存続を求める場合、誰がどの程度のコストを担うの

かという点をもう少し明らかにしていただかないと、こちらも評価のしようがない。それが

率直な感想です。

持続可能な県政という観点から、公共施設の維持管理を考えるのであれば、今後、県の側

も対応を工夫する必要があるのではないでしょうか。施設の廃止や統合を議論すれば、住民

の方からさまざまな意見が示されると思います。その時に、廃止でなく存続という選択肢は、

この程度のご負担をいただければ可能ですとか、この程度まで利用状況を改善できればでき

ます、このような負担を踏まえた上で、皆さんはどうしますかという議論をしていただく方

向に転換していく。そうしなければ県の財政は持たず、将来世代に過剰な負担を強いる。そ

の点を率直に述べた上で、住民の皆さんと施設管理のあり方を考える。そういった点をもう

少し前向きに検討されてもいいんじゃないかと思っております。

副知事： おっしゃるとおりでございまして、残すということになった場合には、そのあたりの将来

の財政見通しを厳密にやっていかないといけないと思っておりますし、そうしては来てるん

ですけれど。ありがたいお言葉をいただきましたので、徹底していきたいと思います。

Ａ委員： 多分、琵琶湖文化館の話を想定しておっしゃったんだと思いますが、これは、残す残さな

いという話ではなくて、文化館の状況がどうですかと報告をしただけで、当然、行財政改革

の中で残す残さないの話でなくて、進捗管理の話だと思います。じゃあ琵琶湖文化館を残す

というのであれば、行政施策には多面的な見方が必要ということで、もう少し多面的な見方

の中で評価するという方向でやっていますというだけの話で、私は琵琶湖文化館には思い入

れは全くありません。地元の人間でもありませんから。それは地域の活性化とか、地域およ

び行政施策の観点の中でどうしたらどうかということを多くの方がやってますけど。

したがって、この場では行財政改革の進捗を管理する、そういう意味では、前から言って

おりますびわ湖子どもの国というのは注目しておるんですけど。抜本的な見直しの中で、あ

り方検討委員会というものがありながら、そのままの状況で存続している。このようなとこ

ろを、いかに進捗管理をしていくか、問題点はどうなのか、本来であればこの場でもう少し

細かくしていかないとダメだと。これは、行政経営改革委員会で抜本的な見直しということ

で、社会福祉の所管部局が担当だったけれど、こういう施設は、教育委員会および観光も含
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めて行政の横断的な管理が必要ではないかということで、抜本的な見直しで、あり方検討委

員会まで、我々、行財政改革でやらせていただいたということですよね。ところが、横断的

な検討でなくて、ただ単に指定管理料の減額だけで存続しているということ、こういうとこ

ろで行財政改革の進捗としていかがなものかということは、私としては今後も注目していき

たいと思います。

Ｄ委員： 私も高齢者の部類に入りつつあるんですが、滋賀会館と文化館の話については、最終的に、

一部の声が大きい人の意見を聞く行政であってはならないということで、決して潰すことを

反対しているんじゃなしに、次の代またその次の代がうまく運営、利用しやすいような社会

づくり、公共ルールをきちっと守れる人間を育てる形での方法がいいので。潰せとも残せと

も言う感覚は全くないので、誤解のないようにお願いしたいと思います。思い入れは確かに

ありますけれど、思い入れと残せとは別の世界のことですから。

副知事： この委員会で御議論いただいて、我々が受け止めさせていただいて、最終的に知事が判断

するということでございますので、様々な御意見を頂戴したいと思っております。

Ｇ委員： 個別の団体の財政に与えるインパクトというのは、普通会計ベースだけでは出ないんじゃ

ないかという気がするんですけど、そのあたりはどうなんですか。

例えば、財政事情の冊子の 25 ページにプライマリーバランスの議論がありまして、臨時

財政対策債を除くと黒字を確保できるというのは、あくまで普通会計ベースの話ですよね。

他の自治体なんかも最近は国の財政健全化法の流れを受けて、連結ベースで財政事情につい

て把握するという流れですが、滋賀県さんの場合はどういった取組、あるいは今後どういっ

た取組をされる予定なんでしょうか。つまり、個別の団体等の財政事情を、個々細やかにこ

の委員会で検討するのは中々難しいと思うんで、まずは、先ほどどなたか委員から御指摘が

あったようにマクロの財政事情について、さらに踏み込んだ検討があって、その上で本当に

ない袖が振れない状態になっているのかどうか、まず情報提供レベルであっていいのかなと。

そのあたり、関連した指標というのを今後導入されるご予定とか、あるいはすでにやられて

いて、ここには出ていない状況なのか、あるいは、プライマリーバランスの指標で事足りる

とお考えなのか、そのあたりいかがですか。

事務局： プライマリーバランスは、その年度のフローの状況をお示ししているということで、臨時

財政対策債を入れるかどうかという議論はありますが、単年度ではこういう状況ですよとい

う話です。まず、一番最初に我々が計画を作るときに、収支見通しというのを大事にしたい

と思っておりまして、収支見通しに基づきまして何年か先を見通した上で、これだけ足らな

いから行革方針を作るという形になっています。

先ほど説明がありましたように、平成 25 年度当初で 247 億円足らないという状況が起こ

っていたと。これは、当初見通し試算したときよりも悪くなっているという状況であったの

で、追加した取組をしたということであります。

今、連結というお話がありましたが、例えば、この財政事情でいきますと、70 ページ以降

に、公社や３セクを含めた状況ということで、一定のバランスシートという形で、５月号に

はこれだけしか載っておりませんけれど、１１月号でさらに、そのあたりを含めた健全化指

標等を作っておりまして、それを中々活かしきれていないというのがありますけれど、こう
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いう形で、指標としては持ちつつ、財政運営しているというところでございます。

Ｇ委員： それは資料としていただくというのは可能なのでしょうか。

事務局： この資料にはないかと思うんですが、過去の財政事情、２年くらい前の財政事情には１０

年間の収支見通しを出しております。それはホームページにも載せておりますので、見るこ

とは可能です。

Ｇ委員： 連結ベースでの財政状況は見られるわけですね。

事務局： 収支見通しはあくまで一般会計を中心に行っております。外郭団体などを含めたもバラン

スシートにつきましても、ホームページでご覧になることは可能です。

Ｇ委員： そのあたりも含めて、参考資料という形で整理いただけると、多分、外郭団体の議論と財

政事情をリンクして、より議論しやすいのかなという気がします。

委員長： 先ほどのＦ委員さんの御意見との関連ですけれど、僕も途中から外郭団体と公の施設の見

直しのテーマで入らせていただいて、方向付けするに際しては、委員会でワーキングチーム

を作っていただいて、大変な労力をかけて一つひとつの施設を委員全員ではありませんが、

特定の委員さんがずっと分担して見て回って、結論として、この委員会で方向性を決めて、

提言を申し上げ、その提言に基づいて、最終、廃止とか、市町へ移譲とかいうのを決定なさ

ったというふうに理解しております。途中、交代いただいた委員さんについては、当初の決

定した理由であるとか、変更になった場合、なぜ変更になったのか分かりにくいし、我々関

与した人間も分かりにくい面がある。途中で交代されてお辞めになられた委員さんからは、

あの時言っていたのになぜこんなことになってるのということもあると思いますので、まと

めに入られる際には当初委員会でこういう提言をして、その根拠はこうであったけれど、結

果としてその通りになったとか、ならなかった場合には、なぜ、どこがどのように変わって、

しかし効果なり住民の満足度とか、そういう部分ではこのように役に立っているからこのよ

うになったんですよというようなことが、みんなが理解できるような資料を作っていただけ

ると非常にありがたいと思います。

時間が随分経過しましたので、まだ御意見はあろうかと思いますが、この件についてはこ

の辺で打ち切らせていただきまして、次にその他報告事項につきまして事務局から説明をお

願いしたいと思います。

事務局： それでは、「その他」といたしまして、資料はございませんけれど、附属機関の見直しにつ

いて御説明申し上げます。

県では、県政運営の公正の確保と透明性の向上を図るため、県行政に対します県民の意

見および専門的な知見の反映を目的といたしまして、法律・条例に基づく「附属機関」、あ

るいは要綱等に基づく「附属機関に準ずる機関」および「その他懇話会等」を設置してきて

いるところでございます。

今般、これらの機関につきまして、県庁全体で見直しが行われまして「附属機関」と「そ

の他の懇話会」の２種類に整理されることとなりました。

当行政経営改革委員会につきましては、これまで要綱を設置根拠とする「附属機関に準ず

る機関」として位置づけて参りましたが、今回の見直しによりまして、今後は、条例を設置
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根拠とする「附属機関」との位置づけに変更する予定といたしております。

設置根拠が条例に変更となった後も、委員会の名称、委員構成、現委員の任期等はその

まま引き継がれまして、委員の皆様にとって実質的に変更になることはございません。

なお、この条例案につきましては、６月６日に開会されます６月県議会に提案される予

定となってございます。このため、大変失礼ながら、本日は口頭のみの説明とさせていた

だきます。何卒、よろしくお願いいたします。

委員長： 「附属機関に準ずる機関」から「附属機関」ということで、位置づけがランクアップする

ということですか。

副知事： 裁判がありまして、位置づけが曖昧じゃないかということがあったもんですから、県の方

で見直しを行いまして、条例で法的に根拠を持つように整備したということでございます。

委員長： そろそろ予定の時間が近づいて参りました。事務局におかれましては、特に資料１、２で

いろいろ御意見を頂戴いたしましたので、それについて、今後の取組に活かしていただきた

いと思います。

それでは、最後に事務局から何かございますか。

事務局： 次回の第５回の委員会でございますが、大体夏頃、８月頃に予定しておりまして、行革方

針のこれまでの取組状況を踏まえた次期計画の策定についてを考えております。日程につい

ては改めて調整をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

委員長： それでは、閉会にあたりまして荒川副知事さんから一言お願い申し上げます。

(3) 閉会

①副知事あいさつ

本日は、ありがとうございました。お話ありましたように、いよいよ次回からは次期計画に向け

ての御議論をということでございますので、何卒、引き続き貴重な御意見を賜りたいと思っており

ます。引き続きよろしくお願い申し上げます。

本日はどうもありがとうございました。


