
第４回滋賀県行政経営改革委員会 会議録

日時：平成１９年１２月１８日（火） １５：３０～１７：００

場所：滋賀県公館

議題：１．新しい行政改革の方針（原案）について

２．現在の行政改革の取組状況について

３．財政状況について

出席委員：岩根委員、浦委員、大橋委員、沖委員、髙田委員（委員長）、長瀬委

員、仲野委員、成田委員、西村委員、藤田委員、松元委員

資料：【資料１】行財政改革の取組

【資料２】新しい行政改革の方針（原案）

【資料３】県政経営

【資料４】現在の行政改革の取組状況について

【資料５】新しい行政改革の方針（原案）参考資料

【資料６】財政状況および今後の財政収支見通しについて

【参考資料】滋賀県基本構想（案）の概要

開会

（委員長）皆さん、お忙しいところお集まりいただきまして、誠にありがとう

ございます。

一言最近の経済情勢に触れながら若干申し上げますが、ご案内のと

おり、アメリカがサブプライムローン問題で少しガタガタとしており

ますけれども、世界経済全体といたしましては、まれに見る高次好調

の大きな波の中にあって、日本経済も全体として見ますと、生産が増

え、所得が増え、支出もじわじわと増え出すという、いい循環が基本

的に作動している、緩やかな拡大が続いているというのが政府、日銀

の基本的な判断でございます、こうした中にありまして、先般のイン

ドネシアのバリ島で開催されました、環境問題につきましての世界的

な首脳の基本合意により、地球温暖化問題に真剣に取り組まなければ

ならない状況を迎えています。経済が緩やかな拡大傾向にあるとはい

いながら、過去の局面とは決定的に違うわけでありまして、所詮、年

率名目で１％、２％程度の成長でございますから、民間レベルでは回

復の実感がないという声もきかれるところであります。そうした中に

ありまして、財政が傾いている、ピンチを迎えている、といった中で、

地方の時代、それぞれが自立の気概を発揮して自らが新しいビジネス

フロンティアに挑戦するというところが強く求められていると思いま



す。滋賀経済界では、そういった問題に意識を沿い、議論いたしまし

て、このほど県行政当局とまさに意識を共有いたしまして、環境と経

済との両立という前人未踏のテーマに前向きに挑戦するという機運が

盛り上がってまいりました。是非とも、これは嘉田知事の手腕、リー

ダーシップのもとに、経済界、県民合わせて 滋賀県から元気のいい

プロジェクトを具体的に展開していく、それが基本的には県財政の健

全化にもプラスと私は考えております。

さて、県におかれましては、昨年７月に嘉田知事が就任され、現在、

県政を取り巻く新たな状況変化等を真剣に検討され、行政改革をはじ

めとした県政の基本的な方針等が策定されようとしています。そこで、

本日の委員会は、当委員会が所管する県の行政経営改革を中心といた

しまして、現在の県の取組状況、今後の状況について説明をお伺いし

た後、委員の皆様から忌憚のないご意見をお願いしたいと存じますの

でよろしくお願いします。

なお、いつも申し上げておりますが、委員会の円滑な進行と時間内

の終了という点について、皆さんのご協力をお願いいたしまして、あ

いさつとさせていただきます。

それでは、知事にご出席いただいておりますので、一言よろしくお

願いします。

（知事） 皆様こんにちわ。委員の皆さんには、師走の何かとお忙しいところ

お集まりいただきましてありがとうございます。

さて、昨年７月の知事就任以来、直面する県政の課題に真っ向から

立ち向かって参りました。特に、長期的な視点から県の将来を展望し

て、何をあきらめ、何を次の未来に残していくのかということを積極

的に議論して参りました。その最上位計画が「滋賀県基本構想」であ

りまして、この策定を現在進めております。

この基本構想では、３つの力を柱にしております。「人の力」、特

に子ども、若者、女性を含めて未来に育つ子の力、そして、２つめは

「自然の力」、滋賀が持っている本来の琵琶湖から水源を含めた自然

の力、それから、大地と知識の「知と地の力」、滋賀県の交通の便の

良さ、文化や知的資源の集積、大地の力、それを高めて、無い物ねだ

りではなく、あるものを探し、あるものを活かし、次の世代へ残して

いく、そういう流れで基本構想を今準備させていただいております。

その中で、行政改革でございますけれども、一昨年１１月に当委員

会から、その基本的な視点や取り組みの方向性などについて、ご提言

をいただきまして、県といたしまして、平成１８年３月、昨年の３月



に新行革大綱を策定し、行革を進めてきたところでございます。

しかし、その後、さらに一層厳しい状況が差し迫っております。一

つは地方財政に関する動向を踏まえまして、地方交付税が予想以上に

厳しいこと、また、これまで必ずしも明らかにされてなかったいくつ

かの歳入減もございます。そういうものも含めた形で、これから平成

20 年度以降の財源不足を見極め、その中で新行革大綱の策定の時点、

昨年の１８年３月以後のプラスαの取り組みをさせていただかなけれ

ばなりません。

こういう中にありましても、未来に対して私どもはきちんと対応し

なければなりません。これが先ほどの基本構想でございますが、基本

構想が県政の方針、理念と位置づけますと、「新しい行政改革の方針」

は組織のあり方、あるいは、仕事の仕方に関するシステムであります。

そして、３つめは「新しい財政構造改革プログラム」であります。こ

れは具体的な予算、財政の方針になります。この３点で大きな意味で

の行政改革に取り組んでいきたいと思っております。

ギリギリの選択の中で、１１月末に来年度以降の予算の削減の個別

項目を各市町、団体に示させていただきました。大変厳しいお言葉を

頂いております。それほど各市町、各団体の皆さんにとっては、今ま

でにない、あるいはやっていた仕事がなくなるなど大変な状況だと思

ってはおりますが、まず県本体が潰れてしまっては何もなりません。

そこのところを踏まえて、ご理解いただきたいと思っているところで

す。

松下電器の中村邦夫会長さんは、こういう言葉を言っておられます。

「破壊と創造」。２０００年にまさに企業改革に取り組まれた中村会

長さんの破壊すべきは何か。成功体験が実は大きな時代の変わり目の

中で足を引っ張るという言い方をされておりました。私自身も県の行

政の仕事の仕方、これまで確実に積み上げて、県民の皆さんに喜んで

いただいたことがたくさんあります。もしかしたら、その成功体験を

含めて見直さなければならない。その時に、何を創り出していくのか

というのが創造。どういう方向で創造していくのか、今日の委員の皆

さんの忌憚のないご意見をお聞きかせいただきまして、今までのやり

方で良かったこと、悪かったことを含めて、確実な行政改革を進めて

まいりたいと考えております。その全体的な考え方を示す指針が「新

しい行政改革の方針」でありまして、後から説明させていただきます

が、この文字が単なる文章ではなく、この行間、そして背景に具体的

な組織のあり方、人と人の繋がり方、「how」と「why」まで含めて、



皆さんからのご意見をお伺いできればと思っております。

なお、最後になりましたが、誠に残念なことではございますが、委

員の滋賀大学の秋山様が本年急逝されました。秋山様には、本委員会

の委員として、２期６年お引き受けいただき、ご専門の財政学の見地

からご助言をいただいておりました。秋山様のご冥福をお祈りさせて

いただきますとともに、これまでに頂きましたご助言を重く受け止め

させていただき、今後の行政改革に活かさせていただきたいと考えて

おります。

簡単ではございますが、冒頭のごあいさつとさせていただきます。

（事務局）委員の異動、日程について説明

議事

（事務局）資料１～６により説明

（委員長）平成１９年度の最終の入りはいくらになるのか。３２０億円不足す

るのか。

（事務局）予算なので最終的には歳入歳出ゼロになりますが、カッコ書きとい

うのは基金なり、財政改革のための起債、借金をするということで賄

ったものが３２０億円ということです。

（委員長）県税収入の話だが、滋賀県経済全体としての傾向は全国の傾向と連

動して回復イメージがあり、当然それは、基本的に県税収入に自然増

収として反映してくるはずだと理解していたが、この辺の姿はどこを

見ればいいのか。（資料６の）９ページか。これをどう評価しているか。

（事務局）おかげさまで税収は順調に増やさせていただいております。一方で、

先ほど申し上げましたように、私どもの財源の中で地方交付税があり

ます。地方交付税といいますのは、滋賀県に必要な需要額から県税を

差し引いて、残りを地方交付税としていただいています。基本的に県

税が増えれば交付税は減ります。これは制度的な話ですが、残念なが

ら税と交付税を足した数字が減ってきてまいります。こうなりますと、

県として県民サービスに使える自由な部分がトータルとして減ってき

てまいります。このような状況になっております。

（Ａ委員）それでは県税が増えた分だけ交付税が減って、法人に頑張っていた

だいても減る一方ということになるが、そういうことではないですよ

ね。

（事務局）１点説明不足のところがございましたが、交付税の算定の中で、収

入としてカウントされるのは税収が１００のうち７５で、２５は自由

に使えますので、税が増えることはありがたいのですが、悲しいかな、

税と交付税を足した総額が減ってきています。もう少し前までは足し



た総額が増えていました。これが減ってきていますので、滋賀県だけ

ではありませんが、地方全体としてたいへん厳しい状況になっていま

す。

（Ａ委員）法人二税は滋賀県はいい方ですよね。どうなんでしょう。

（事務局）人口規模で言うと税収、法人税は多いです。その結果、同規模の団

体と比べると交付税が少なくなります。資料６の１０ページをご覧下

さい。滋賀県は税収が多くなっています。一方、長崎県、岩手県は税

収が滋賀県より少ないですが、交付税が非常に多くなっています。人

口一人当たりの税と交付税を足した額は、滋賀県は奈良県の次に少な

い状況になっています。税が多いと言うことはありがたいのですが、

イコール必ずしも裕福とは限らないと言えます。

（知事） 知事になってからこのような背景を知ったのですが、一人当たりで

比較すると、交付税は長崎、岩手、和歌山などより滋賀県は少ないの

です。

滋賀県には琵琶湖があって、この関係で年間６０～８０億の予算が

かかっていますが、交付税の基準財政需要額に入っていません。今ま

では比較的余裕があったので、琵琶湖のことに踏み込むことができま

したが、ギリギリのところになっています。大きなずれがありますが、

そこがなかなか理解してもらえません。単に「もったいない」のスロ

ーガンのために財革をやっているわけではありません。

（Ｂ委員）現実的に、どうすれば収入を増やせるか、プラスの方法はないので

しょうか。そうでないと一生懸命削減した価値が表に現れてこないと

思いますが。

（Ｃ委員）家でも企業でも同じで、苦しいときは我慢しないといけないし、ち

ょっと切り詰めるということもありますが、これは夢があれば夢を実

現するために努力しようと言うことができると思います。今の話では

夢が何もないですよね。状況はよくわかりますが、何か少しでも前向

きなところに予算を使うことが考えられないかという気がします。何

もかもやめていくということではなく、投資するところには、投資す

べきだと思います。いろいろ言われることはあると思いますが、大胆

な改革が必要だと思いますが。

（事務局）歳入については、県の税は２５％の伸びがありますので、企業誘致

には一生懸命取り組んでいきたいと思っています。そういった中で、

可能性のある部分、前向きな部分に、地域の活性化など一生懸命にや

っていかないといけないと思っています。県有資産の有効活用など一

時的な方策もしながら、永続的な歳入確保として、やはり税収の確保



を図っていきたいと思っています。

（Ｄ委員）知事の言われる「もったいない」は、節約とか、財政を切り詰める

ということにプラスして、今あるものを活かしきれていないこと、持

っている力を最大限に活用できていないことが本当にもったいないこ

とだと思います。

主婦の中では、家の中にあるものを「いるもの」と「いらないもの」

に仕分けして、本当に家族がくらしやすくするために、思い切って決

断して捨てていく、消費していく、離れていく、これが将来の夢につ

ながっていくということに取り組んでいます。思い出の品を捨てると

きは、すごく心が痛みますが、そこを思い切って捨てるということが

必要だと思います。

夢がないということについては、具体的なことは出てきませんが、

この改革を緻密にやっていただいていることと、この中の「県庁力」

に、希望と将来の喜びを見出しています。家庭でも、お父さんの給料

が少ないとき、家族が助け合う、家族が楽しいことを見つける。本当

の前向きなことは足下にあると思います。

（事務局）前向きなところがないということについてですが、組織の面での「県

庁力」などは行政改革の方針の中で書いていますが、県の基本構想の

中に県の施策として前向きなものを伝えていきたいということがあり

ます。先ほど三本柱のことをお話ししましたが、県政経営の中での組

織としての行政のあり方について、行政改革の方針で書いています。

（事務局）（参考資料に基づき基本構想の概要について説明）

（Ｅ委員）厳しい言い方になるかもしれませんが、この行政改革の方針を読ま

せていただいて、数字以外は、滋賀県でなくてもどこでも同じことが

書いてある。未来が全く見えない。単なる行政がこれだけ努力してま

すよというだけの広告でしかない。

資料が縦であったり、横であったり、また、右いったり、うしろい

ったり、あちこち見ないといけなくなっているなど、これが県民サー

ビスを担う行政改革委員会の資料かと感じますね。これで県民の方に

見ていただけますかね。どこまで職員の方は知事のおっしゃっている

ことが定着しているんですかね。今朝の記事のクリーン施設の関係で

も、あんなことは何年も前からとっくにわかっていたことを、何故、

今頃、赤字がいくらだとか発表するのか。こんなことが堂々と言える

こと自体がダメだ。知事の考えが全く伝わってないように思いますが、

私だけでしょうか。

（Ｆ委員）お話をお聞かせ頂きまして、聖域を設けないということに一番心が



動きました。聖域をもう少し分析し、皆さんの意見を聞いていかない

といけないことだとは思いますが、先ほどの未来が見えないというこ

とについて、住民の立場に立ちますと、こういう苦しい中でも自分の

思い、自分がやれる、自分が参加できる、実現するということが１つ

の喜びだと思います。ところが、県民の活動、ＮＰＯの活動などを見

ていきますと、今までの既得権みたいなものがあって、なかなかやり

きれない。例えば補助金とか、システムとか、新しくやろうとしても、

イノベーションを起こそうとしてもできない状況です。聖域との絡み

もあって、どの辺まで見直していくか、気持ちを切り替えて斬新的に

やっていただきたいと思います。

（Ｇ委員）皆さんが言われていることと同じですが、財源を増やす方法を考え

ることが一番大事だと思います。企業誘致の話がありましたが、例え

ば九州だとか、三重だとか、一部大手企業がきています。現状からし

て、先行している県があります中で、滋賀県に何か問題点があるのか、

これに、どういう対策を講じようとしているのか、あればお聞かせい

ただきたいと思います。

（事務局）企業立地については、かつては、工場団地を造成しても売れないと

いうことがあったが、今は団地が無くなって、新たな企業誘致のため

の土地の手当をしていかなければなりました。こういう企業なら、こ

ういう土地を確保するということを見極めながらやっていかないとい

けません。また、新名神が開通しますが、そういったもののインパク

トもうまく活用していかないといけないと思っています。それと、労

働力ということがあって、商工観光労働部から聞いていますと、労働

力をどれほど確保できるかということがポイントになってきます。そ

ういった中で土地と労働力の確保、そして、利便性を効果的に活用し

ていきたいと思っています。そういった中で、今の計画の中でも、名

神にスマートインターをつくっていこうかという検討もしています。

それと、南北の問題、もっと北の方に誘致できないかということもあ

って、全体を見ながら、インセンティブを与えてやっているところで

す。

（Ｈ委員）労働力という観点で言いますと、滋賀県に住んで他府県に勤めてい

る人の割合が非常に高い。良い意味でベッドタウンになっていて、住

みやすい環境にあるんですが、裏返しますと、働きにくい環境にある

ということであります。全国的に見ますと、滋賀県に住んで滋賀県で

勤めている人の割合は全国で４４位で、ほとんどが京都、大阪へ勤め

ているということで、１つの要因としては、京都、大阪に良質な職場、



労働条件のいい職場が多いという実態があって、幸い通勤しやすいと

いう利便性がありますから、企業誘致や起業家の育成の戦略を今の時

期にしっかりとしておかないと、今出来高の高い県は相当な金額を投

入して優遇しようとします。企業はイン・アウトの単純計算をしてい

きますから、そういう戦略を立てる必要があります。それと、この滋

賀県だからできる企業の育成の仕方があると思います。無い物ねだり

をしていても仕方がないので、琵琶湖を有していることや自然がたく

さんあるという環境を重視した企業を如何に呼び込んでくるかという

戦略を立ててＰＲしていっていただきたいと思います。

（知事） 滋賀県における将来の産業振興をどうするかにつきまして、ちょう

ど今パブリックコメントを実施しておりますので、是非ご覧いただき

たいのですが、基本は頭、研究集積、マザーファクトリーのようなと

ころでイノベーションが出て行く、そういうところに具体的な助成を

していきたいと考えております。大事なところは環境ビジネス。これ

からの世界的な戦略を見ていきますと、同じ生産する場合でも、エネ

ルギーをどこまで節約できるのか、どれだけＣＯ２を抑えられるか、単

にものを作るだけでなく、ものを作る頭脳を集積することが大事なこ

とだと思っています。以前、３０年ほど前は滋賀県は大学の立地が遅

れていると言われていましたが、現在は、人口当たりの整備率は全国

４番目になりました。東京、大阪、京都について滋賀なんですね。

（Ｉ委員）こういう状況になっているのは、国の制度、システムによるところ

が大きいと思うんですが、かといって努力しなければ他の県と同様沈

んでしまうわけですから、滋賀県だけが生き残るんだという気概を持

ってやっていただきたい。そのためには何をやるべきか、県を上げて

必死で考えないといけないと思います。平成１５年から１９年にかけ

て全体的に４００億円削減していますが、今後、さらに４００億円の

収支不足が見込まれます。まずは、これをどう潰していくか、基金は

もうございませんから、どうしていくかということを必死で考えない

といけません。こういう機会を県にとってプラスになるように活かし

ていただきたい。つまり、県の職員の意識改革、あるいは、県全体が

元気になるような計画を前向きに作っていただきたいと思っておりま

す。

私は、なぜこの行革委員会が、ほぼ丸二年、開催されなかったのか、

非常に不思議に思ったんですね。こういう時代だからこそ、この委員

の皆さんの意見を率直に聞いて県政に活かしていくことが必要ではな

いかと思っています。



それと一つ、小さな話なのですが、ずっと思っておりますことは、

県の公用車の駐車場にはガードマンもいて、人件費もかかっているか

と思うのですが、例えば、これをコインパーキングにして、少しでも

県の収入を増やすようなことは考えられないのか、結構公的な場所で

もコインパーキングにしているところが多いので、一度検討されては

いかがと思います。

（知事） Ｉ委員からなぜもっと早くこの委員会を開かなかったのかというこ

とをご指摘いただきましたが、非常にバタバタとしておりまして、こ

の案の最初の頃からお話をお伺いしたかったのですが、ただ、遅れて

いるとはいえ、まだこれから、このいわば作文のところにどうやって

魂を入れていくのか、実行力のある仕組みにしていくのかというとこ

ろで、是非とも、言い方はきついですが、尻をたたいていただくとい

うことでお願いしたいと思います。

今までの県の仕事のやり方とかなり違うことを言っています。これ

を、どうすればみんなが自信を持って、そして幸せにできるか。県の

職員にいつも言っておりますのは「No because」ではなく、「Yes then」。

今まではできない理由を考えておりましたのを、試してみよう、やっ

てみようという前向きな気持ちを育てるために、先ほど県庁力と申し

上げましたが、人の持っている本来の力をうまく発揮してもらうかに

ついて検討しています。今一番の財産は事業費ではなく、県庁職員の

力です。うしろには給与というコストがありますが。職員が、それぞ

れの仕事のミッションと併せて、人間としての生き甲斐、それがワー

クライフバランスだと思います。そして、人と人がつながっていく支

え合い。「生き甲斐、はり合い、支え合い」、そういう意味での県庁力

を高めていってほしいと思っています。

改めて、本日、決意を申し上げさせていただいて、是非とも、これ

からも、この委員会からのご意見をお聞かせいただきたいと思います。

本日はどうもありがとうございました。

（委員長）全国都道府県の中でも滋賀県はまだ恵まれているほうだと思います

し、知事の誠意、決意のもとに前向きに実行していただきたいと思い

ます。そのためには、我々も意見を申し上げたいと思います。本日は

これで終わらせていただきたいと思います。

以上

（文責：滋賀県行政経営改革室）


