第２回滋賀県行政経営改革委員会会議録

１ 日時： 平成 21 年４月 30 日（木） 10:00〜12:00
２ 場所： 滋賀県公館
３ 議題： (1) 「新しい行政改革の方針」実施計画の取組状況について
(2) 外郭団体見直し計画等策定部会の検討状況について
４ 出席委員： 岩根委員、小川委員、北村委員、小久保委員、柴﨑委員、大道委員、
中井委員、新川委員、西尾委員、野村委員、別符委員、松元委員、森野委員
５ 資料： (1) 「新しい行政改革の方針実施計画」取組状況（平成 20 年度末）
(2) 平成 21 年度当初予算の概要
(3) 外郭団体見直し計画等策定部会検討状況報告
６ 会議概要
(1) 開会
① 知事あいさつ
皆さんおはようございます。
委員の皆様には、何かとご多用のところ、お集まりいただきありがとうございます。また、平素は
県の行政運営の取り組みにご支援をいただきましてありがとうございます。
第２回の行政経営改革委員会の開催にあたりまして一言ご挨拶を申し上げます。
滋賀県の社会情勢ですが、つい先日も人口変化の状況が発表されました。全国的に見ましても数少
ない人口増加県でありまして、近畿圏では唯一滋賀県だけが人口増加県となっています。県民所得も
全国で第 4 位と、大変高く、また、立地特性を活かした企業誘致も進め、これまでは税収にも恵まれ
てまいりました。
しかし、このところ、大きく 2 つの課題の影響を受けております。
一つは、三位一体の改革の影響による地方交付税の大幅な削減、また、造林公社の巨額の債務など、
ある意味で、これまでの県政のツケがまわってきています。
２つ目は、去年の秋以降の経済不況であります。100 年に１度と言われる不況でございますけれど、
税収の見通し、法人二税から見てみますと、50％近くの減収になるのではないかと懸念されておりま
す。滋賀県の経済構造を考えてみますと、昭和 30 年代以降、特に名神高速道路の開通以降、内陸工業
県として輸出依存型の産業拠点となってまいりました。このこと自身はもちろん大変重要な経済基盤
であったわけでございますけれども、まさに今回のようなグローバルな経済不況では、アメリカがく
しゃみをしたら日本が風邪を引き、滋賀県は肺炎になるというような状況ではないかと考えておりま
す。その証拠に滋賀県のここ数か月の有効求人倍率、近畿圏でも最も低くなっています。外国人の雇
い止めも含めて、こういうところにこれまでの輸出依存型製造業、滋賀県としての弱みが現れてしま
っているのではないかとも考えております。ですから、今回は 100 年に一度というよりは、ある意味
で、産業革命以降の大変大きな社会変革の時にあるのではないかと思っております。そういう中で平
成 21 年度においては、県民の命を守り、社会で子育てを支え、琵琶湖の保全と脱温暖化、また滋賀の
特性を活かした産業育成という 4 つの重点テーマを掲げまして、戦略的に施策を推進しています。特

に目の前の雇用、あるいは医療、福祉などの不安を安心に変えるということと合わせて、未来の安心
づくりということで、未来に対する対策も、逆にこういう、変革の時代だからこそ可能ではないかと
一方では、期待をしているところでございます。
そのような中で、未来に対する投資、一部には、滋賀ニューディール政策というような言葉も使わ
せていただいておりますが、このニューディール政策、どのような社会変革が必要か、皆さん、これ
からの具体の中身について、ご意見をいただきたいと思っております。
こうした背景の中で、滋賀県行政経営改革委員会は、昨年の１１月に設置をさせていただいたわけ
でありますけれども、大変タイムリーな、まさに変革の時代における重要な委員会でございます。分
権型社会における地域経営を担うことのできる行政体制の確立、また適宜適切な行政運営の実現、ど
うしていったらいいのか、具体のところから、また大きな理念の、両方から審議をしていただけたら
と思っております。
本日は、特に本県の厳しい財政状況を踏まえながら昨年３月に策定いたしました「新しい行政改革
の方針」実施計画の初年度の取り組み状況についてご報告をさせていただきますとともに、現在、専
門部会で集中的にご審議いただいております外郭団体と公の施設の見直し検討状況等について、報告
していただくこととなっております。
お集まりの委員の皆さんは、それぞれ豊富な知識、ご経験をお持ちでございます。県民目線で、現
在進めております行政改革の取り組み、部会で取り組んでいただいております外郭団体、公の施設の
見直し検討状況等について、忌憚のないご意見、ご提言を頂きまして、県としての意見も踏まえなが
ら、今後、一層の行政改革に取り組んでまいり、滋賀県基本構想の実現、さらにはこの大きな変革の
時代の羅針盤ともなるべき構想についての内実を詰めさせていただきたいと思っております。
少し長くなりましたけれども、この委員会の活発なご議論をお願い申し上げまして開会の挨拶とさ
せていただきます。本日は、どうぞよろしくお願いいたします。
② 委員長挨拶
ただ今から第２回の委員会を始めさせていただきます。委員会の開会にあたりまして一言ご挨拶を
申し上げます。委員の皆様には、大変お忙しい中、ご参集いただきまして、誠にありがとうございま
す。
さて、昨今の経済情勢でございますが、ご承知のとおり非常に厳しいものとなっておりまして、県
内におきましても、製造業をはじめとした企業さんが生産調整であるとか、人員の削減に踏み切って
おられるところでございます。県内の有効求人倍率につきましても、昨年の 10 月時点で全国平均 0.8
を上回る 0.9 であったものが、今回の不況の影響で急激に悪化いたしまして、今年２月のデータでは、
全国平均 0.59 を 0.1 ポイント下回る 0.49 で、近畿府県では滋賀はもっとも落ち込みが大きい県とい
うことになっています。
一方で「派遣切り」という言葉が注目されておりますように、県民のみなさんの間に、生活、雇用
の安心安全を求める声が高まっております。財政状況が大変厳しい中とは言いましても、そういった
声に十分配慮していくことが行政として求められるところではないかと思います。
また申し上げましたように、日本経済、とりわけ県内の経済が厳しい状況にある中で、法人二税を
中心とした県税の収入のさらなる落ち込みも懸念されておりまして、昨年度以上に厳しい財政状況下
での行政運営が予想されるところでございます。先程おっしゃいました昨年 3 月に策定された「新し

い行政改革の方針」は、平成 20 年度以降の財源不足額がさらに拡大すると見込まれるという認識の下
に策定しておられるわけでございまして、これからまた議題の１番で、1 年間の取り組みの進捗状況が
示されるということでございます。
しかしながら、これが策定された段階では、まだ去年の 9 月 15 日のリーマンショック、それに基づ
きます急激な景気の悪化というものがまだ織り込まれていないということでございます。従いまして、
本日の進捗状況等の報告をお聞きいただく中で、そのままでよいのか、特に何を重要テーマとして優
先的にとり上げて、それをどこまで、どのようにやっていくのかということを、いわば振り出しに戻
って、もう一度またご検討いただく必要もあるのではないかというふうに考えているところでござい
ます。
滋賀県では、この基本方針の中で厳しい財政状況を踏まえまして、行政改革に着実かつ徹底して取
り組んでおられるということで、私もざっと中身を拝見しましたけれども、それなりに組織にしても、
あるいは賃金等給与関係にしても大胆な取り組みをされ、中長期的な視点も含めて戦略的に取り組ん
でいただいているということでございます。このような状況だからこそ、行政も民間企業と同様にビ
ジョンを明確にもって取り組んでいただく必要があると思うわけでございます。しかしながら先程も
申し上げたように、環境の変化は、さらにそれを上回るスピードで悪化しております。そのところを
踏まえてご討議をお願いしたいと思います。
本日の委員会は、今申し上げました実施計画の進捗状況、取り組み状況をお聞きいただきまして、
それからまた、本年度の主要テーマである外郭団体の見直しにつきまして、新川先生はじめ、委員の
皆さんに何回もご足労いただき、ご討議いただいたのですが、そちらの検討状況についてもお聞きい
たしまして、各委員からご意見をお伺いしたいと考えております。どうか忌憚のない、かつ県政の発
展に資する貴重なご意見をいただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。最後になり
ましたが、皆さんお忙しい中でございますので、委員会の円滑な進行にご協力をお願いいたしまして、
ごあいさつ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
① 「新しい行政改革の方針」実施計画の取組状況について
〔事務局から『
「新しい行政改革の方針実施計画」取組状況（平成 20 年度末）
（資料 1）
』
『平成 21
年度当初予算の概要（資料２）
』により説明をしました。
〕
【質疑・意見等】
○委員長： この資料を拝見し、また改めて説明をお聞きしまして、大変多岐にわたる項目に具体的
に取り組んでいただいて、よく成果が上がり、進捗していると思いますが、こと金銭関係か
ら見ますと、一番大きなものは、人件費、給与等ですか。
○事務局： 先ほどの資料 2 の６ページの下の円グラフで、ご指摘の人件費でございますが、右の義
務的経費の中の、人件費（教育費）
、人件費（警察費）
、人件費（その他）を合わせまして、
35.9％で、３分の１を超えております。県の人件費は、小中学校の先生方も含めて人件費を

県で計上しておりますので、滋賀県の事務職員だけの人件費だと思われる向きがあるのです
が、実は、６割以上が小中も含めた先生方の人件費であります。それから２つ目の警察官の
人件費も県でみています。その他とありますのが、いわゆる事務系の職員でございます。
この点を端的に棒グラフで表しますと、資料２の 13 ページですが、一番右の 21 年度定数
で、上から警察関係が 2,500 人。県立学校、これは、高校や特別支援学校などですが、これ
が 3,800 人。小中学校が 8,100 人おられます。病院事業庁、これは成人病センターや小児医
療センター、精神保健センターで、企業庁が上水道関係ですが、これを合わせて 1,000 人程、
あと教育委員会事務局と知事部局で、279 人と 3,207 人、合わせて 3,500 人弱、ここだけに
目が行くのですが、小中、県立学校、警察官も含めた人件費で 35．9％と、予算に占めるウ
ェイトが大きなものになるのが実態です。なお、合計は、約 1 万 9 千人です。
○A 委員： 子供が減ってきても小中学校の人件費が増えてくるんですか。知事のマニフェストに小
規模の学級の項目があって、20 人学級や 30 人学級にしたいが、先生の数が足りなくて、そ
れができないから増えていっているのか、それとも何か他の原因があるのですか。単純に子
供さんが減って学級数が減ると、先生が減るんじゃないかと思うのですが、17 年からずっと
増えていますよね。
前回申し上げたと思いますけれども、こういう時代が悪いときに、
「悪いから、悪いから」
と暗くなるのではなしに、明るく元気にやっていくためには、仕事をしている人それぞれが、
「何かやれるな」という気持ちが必要なので、人員削減は必要かもしれないけれども、かな
り給与カットなんかも行われていますけれども、その辺のところは、最低限で、無駄を省い
ていくということが必要だと思います。
最近県庁が暗いんですよ。電気が点いてないということもあるんですけれども、活気がな
いという感じがあります。県庁力とおっしゃっていますけれども、優秀な職員は比較的お行
儀がいいので暗いのかもしれませんが、盛り上がりが非常に少ない。イベントとかそういう
ものが県全体として少ないということもあるとは思うのですが、何かしなければいけない、
何とか気張らないといけないというか、本当にもう倒産寸前の会社のような雰囲気がします。
実際倒産なんですよね、普通に言えば。企業で言えば、もうとうに倒産している状況だと思
うんですけれども、その暗さを明るくしていただいて、県庁力というものを出していただく
ためには、やはりそれぞれの職員さんの元気、活力というものが必要なので、そこはお金が
なくてもできると思います。何とかその辺のところで、引っ張っていってもらうところが元
気になってもらわないと、なかなかみんなに波及してこないのかなと思います。
それから一点ご質問ですけれども、下水道の経費削減に向けた取組で、達成度が◎になっ
ていますけれども、下水の経費を削減するということで、琵琶湖の水質には影響ないんでし
ょうか。経費節減したから水質が悪くなったということはないと思いますけれども、ちょっ
と気になる数字でしたので。
○事務局： 下水道につきましては、排出基準を設けております。この排出基準につきましては、琵
琶湖を持っている関係で、全国の下水道の排出基準より厳しいものになっております。この
排出基準をクリアするということは当然のことでございますので、その上で、電気などをた
くさん使う職場でございますので、こういったものについては、削減する技術が進んでおり
ます。こういったところで努力をしているということで、決して排出基準を落としていると

いうことではございません。
次に、教員についてのご質問ですが、詳しい資料は手元に持ち合わせておりませんが、全
国的な傾向といたしましては、小中の子供が減っておりまして、それに伴いまして教員の数
が減っております。ただ滋賀県の特性といいますか、流入人口もございますし、比較的若い
世代の方がいらっしゃる関係もありまして、今ちょうど学齢期のお子さんの方がそれ程減ら
ないということで、基本的に学級が減らないと教員が減らないということになりますので、
滋賀県ではこういった傾向にあるということです。
もう１つ、
「元気」については、県庁力最大化ということで、職員アンケート調査なども昨
年実施いたしまして、その中で若い人達が中心になってプロジェトチームを立ち上げてくれ
まして、そもそもなぜ元気がないのだろうということで、いろいろ検討してくれたのですが、
基本の基ができていないということでございました。それはコミュニケーション能力がきち
っとできていないとか、あるいは職員間の事務の配分等についてみんながみんな共有してい
ないがために一部の人が忙しかったりということがあり、３つのプロジェクトチームを立ち
上げてくれまして、それぞれの目標管理がどんな風になっているのかということを中心に話
し合いが進んで、
「ほっとシート」という目標管理をするためのシートをつくって、事務の
流れをスムーズにするということや、あるいは声かけをしようという、本当に基本の基なん
ですけれども、逆に言えばそういうこともできていなかったのかという気もいたしますけれ
ども、まずみんなで声を出してあいさつから始めようとか、整理整頓といいますか、美しく、
無駄をなくすということも大事だということを発表してくれました。改めてそういうことも
できていなかったのかという思いもありますけれども、そういうことも含めて、新年度から、
管理職研修も含め、基本の基をもう一度大事にして、みんながなんとか元気が出るような方
向で、それだけではありませんが、経費を切るだけでなく、もう少しコミュニケーションを
活性化することによってなんとかならないか、というあたりも含めて、取組を始めていると
ころでございます。
○知事： 確かにかつて平成１ケタの頃と比べると、右肩上がりで、何でもプラスで、特に財源を配
分できる時代というのは、職員にとっても大変わかりやすいやりがいがあったと思うのです
が、今、右に行っている電車を左に動かすとか、あるいは動いてきた電車を止めるとか、あ
る意味で整理をしなければだめなものがたくさんあります。こういう時にどうやって元気を
出すのかという構造的な問題がありますので、県庁力最大化ということで頑張ってもらって
いますが、まさに大きな変わり目だから変革することが元気につながると、それをどうやっ
たら内面的な元気にできるのかというのは、構造的なものとそれから個別的なものとの両方
を組み合わせなければと思っております。とにかく「お金がない」は言わないで、お金がな
くったって人がいるじゃないか、これだけ人件費をかけているんです。一人 800 万円かけて
いるんです。50 万、100 万の事業費ではなくて、一人平均 800 万かかっている。そういう意
味でお金がないんじゃない。知恵を出し合って、それぞれが自分のエネルギーに入れること
で元気を出してくださいと、精神論を言っておりますが、その具体のところを今、やっても
らっております。確かに、お昼休みは、電気を暗くしておりますが、元気はどうやったら出
るかということで、是非、みなさんからも応援をしていただけたらと思っております。
○B 委員： この委員会は、行政経営改革委員会ですので、財政改革については、守備範囲を超える

と思いますので、財政の数字を示していただいたことに行革がどう関わっているのかという
ことを教えていただきたいということが質問の趣旨でございます。具体的には、本日資料 1
でご報告いただいた取組状況について、その進捗がうまく進むと、どれぐらい財政に対して
インパクトがあるものになるのか、それが遅れていることによってどこに問題が生じている
のだろうか、行政と財政は、当然リンクしているということで、庁内で頑張っておられると
思いますので、そのあたりの影響度をお伺いしたい。なぜ伺いたいかと申しますと、税収に
上下があるのは、致し方のないことだと思いますので、それを滋賀県の努力でできることと、
できないことは当然のことながらあります。そうすると税収の上下があるなしにかかわらず、
庁内そのものでいかに変わっていく仕組みを持っているのかというところを計るのが、今、
示していただいた各取組の進捗状況のところだと思います。一番懸念していることは、決ま
ったことの取組を数値を上げることだけに、もしかしたら庁内の方も担当職員の方も、血道
をあげるということになっておられるのではないか。本来、取組状況のパーセントが少なか
ったとしても、ここでは非常に庁内の新しい取組につながるとか、一番困っている税収のと
ころにインパクトが非常に大きなものがあったとか、そのあたりについて、今回ここにあが
ってないところで特筆すべきことがあればお伺いしたい、これは事務局の方に伺いたい。
それから二点目、職員の方は県庁力の最大化と言われて、たいへん気の毒だなと思います。
職員の方に予算権限はないわけですよね。議会と首長が決められるというい仕組みで回って
いますので、職員の方があれをしたいこれをしたいと言っても多分そういう権限をお持ちで
ない。逆にそういうふうに行政がなっていくと具合が悪い、職員の誰が配属になるかによっ
て庁内の動き方が変わるというのは、非常に具合が悪いことだと思います。だとすれば、資
源の最適化をお決めになるのは、私どもが一票を投じた知事に権限があって、それをチェッ
クされるのが議会だと思いますが、最適化の配分に関して、どのように知事がお考えになっ
て、具体的にご指示を出しておられるのか、行革の進捗の数字のパーセントだけではなくて、
ここまでできたことを知事がどう評価されて、それがどう今後のつながりになると思ってお
られるのか、その二点をお聞かせいただければと思いますので、よろしくお願いします。
○事務局： 前段の話でございますが、行革でございますので、改革をすれば削減をされる数字とい
うものがあると思います。あるいは数字で出ないものも当然あると思いますが、全てが数字
で計算をしておりませんのでお伝えをすることはできません。
一番大事なものは、私どもが職員に伝えようとしている、何のためにやるのかということ
で、それが全ての職員に伝わらないといけないだろうと思っています。この数字を上げるこ
とが目標ではなくて、この数字を上げることによって何ができるのかというところについて、
職員が理解をしてもらうというのは、当然、管理職の責任であると思っておりまして、そう
いった形での伝え方をした上で、成果を上げてきてもらっています。ただ、今も申したとお
り、全て金額で計算できるものではありませんので、○×△をつけているのですが、これに
ついても、非常に主観の部分が多くございます。このあたりは、それぞれの所属の方で責任
を持って評価をするということで出しているものでございます。
金額の話を申しますと、×がついているのは土地の売却だけですが、４８億円に対して４
億５千万ですから、25％にいかないということで×がついているのですが、しかしここのプ
ロセスにつきましては、先程も説明いたしましたとおり、今まで県資産を切り売りするとい

う考え方はなく、将来的に有効活用をしていくというものに切り替えて、将来を考えても、
いろんなものは今のうちに売ってしまおう、身軽になろうと発想の転換をしたというところ
は、大事なところだと思います。そのために入札まではしっかりとこぎ着けたということを
見れば十分に対応したものだろうと思っております。しかし、結果としては×になってしま
うということで、こういったことが全ての項目についていかされてこないとだめだと思って
おります。今回の取組の報告について、分析をした上で改めてまた、それぞれの部局に返し
ていきたいというふうに思います。
それと、今回の行革ですけれども、一つは財革プログラムと、行政改革の方針と、基本構
想の策定、この 3 つが合わさって私どもの方向性というものを一昨年定めた訳です。こうい
う時代の中で何をやるのかというのを定めたのが基本構想でありますし、それを実現してい
くために財政的にどうしていくかというのが財革プログラムでありましたし、職員の意識も
含めて、地方としてどうしていくのかを定めたものがこの行革ですので、この３つをセット
でこれからも進めていくものであると思っております。
○知事： 二点目のご質問ですけれども、資源の最適化を図るのは県民が選んだ知事であり、職員一
人一人の県庁力最大化というのは職員に気の毒ではないか、たいへん本質的な質問だと思っ
ております。まず私はご質問の半分についてお答えします。もう半分はその質問自体が実は
違うのではないかと思っております。
資源の最適化、確かに人と予算は、知事がやるべきと、そして私も研究者でしたので、そ
れができると思って知事になりました。しかしできない部分がたくさんあるということを発
見いたしました。まず一つは、国との関係でございます。様々なビジョンにおいて、県が最
適な資源配分ができるかというと必ずしもそういう仕組みになっておりません。今、直轄負
担金問題について国に申し上げているのはそのほんの一端で、百分の一ぐらい、わかりやす
いので、橋本さんなり山田さんと吠えているんですけれども、具体的には、例えば先程の予
算資料の５ページの歳出構成で、土木交通費が 541 億円ですが、この 541 億円をどう配分す
るかという時に、国の直轄負担金が 110 億円でございます。直轄負担金というのは、維持管
理費の半分、建設費の３割を県が負担をしていますが、法令で負担が義務付けられておりま
して、それこそ 110 億円に、たった２ページの請求書でございます。たとえば国道８号だっ
たら 10 億円とか、161 号だったら 40 億円とか。１年目、私は、本当に直轄負担金というの
を知らなかったんです。それは不勉強なんですが。２年目に見せられた時に、これでいいの
かと。３年目でございますが、これでは納得できないでしょう。県民の皆さんに説明がつか
ない、それから議会に説明がつかないということで内容を確実に出してくださいと申し入れ
をしておりますが、まだ出てきておりません。全国知事会では、昭和 34 年以降、直轄負担
金の問題について廃止をしてほしいと言っておりますが、ほとんど過去 50 年変わらなかっ
た。国立病院、国立大学は、地元負担をしておりません。何故、国土交通省の事業だけが地
元負担があるのかというようなことも、今後、かなり国と地方の役割分担の中でやっていく
ことになると考えております。今まで説明されてきたのは 7 割補助がつくので、3 割負担で
済むのだったら、できるだけ国におんぶにだっこが楽ではないかと言っておりましたし、私
もそのような説明を受けていました。そういう部分もない訳ではないのですが、実は今、直
轄負担金が過去 110 億円ほどで一連変わらないのに比較して、県の土木の事業費は、4 分の

１とか３分の１とかにならざるを得ない。県の事業はどちらかというと身近なものです。道
路であれば、歩道整備や交差点改良とか、河川であれば維持管理であるとか。それに比較し
て国は大きなものになる。もちろんそれが県民の皆さんのニーズであるならば、そちらに配
分しなくてはいけないが、今、色々調べると、ちょっと大きな事業を我慢してでも身近なと
ころをやってほしいというニーズがたいへん高い。しかしそちらに配分できないというのが、
直轄負担金の問題でございます。
それからもう一つ、知事が最適な配分者であるかどうかの課題は、議会との関係でござい
ます。特に昨年は福祉医療費の削減ということで議会から予算の修正をいただきました。こ
れは県民のチェックが働いているので、それはそれで望ましいことですが、個人の福祉医療
費、たとえば子供の診療費は通院で 1 万 1 千円がかかっております。今 500 円負担してもら
っておりますが、それを千円にしていただけませんかと。１つは、大変な財源問題と併せて
医療従事者も悲鳴を上げ始めている。もちろんそれぞれ必要な医療を患者さんは選んでいた
だいていると思いますが、やはり無料になるとそれだけ楽にお医者さんにかかれます。特に
小児科医療の方も悲鳴を上げておりますので、同じ予算を使うなら、子供さんの医療に対し
ては、電話相談とか、家庭内でのかかりつけ医とか、いろいろな代替案を出したのですが、
結果的には、最もお金のかかる直接補助というところで議会の議決をいただきました。これ
は、年間２０億円から、場合によっては、２５億円の負担となります。
残念ながら知事が資源の最適化を必ずしもできるわけではない、がんじがらめの現状にあ
るのが今の状況でございます。それゆえ先ほどのご意見に対して半分、つまり後半の部分は
知事としてできないから国に対して、あるいは様々な社会に対してアプローチしていかなけ
ればなりません。それと併せて、職員はそんなに主体性がないのだろうか。職員がこれをし
たいということで手を挙げないんだろうかということですが、それは職員一人一人が現場に
一番近いところにいて、ここはこういう工夫をしたらいいと出していただかないと、知事一
人では全てできないんです。そういう意味で、半分の部分、職員の主体性が発揮されること、
それが県庁力最大化のメッセージでございます。職員は無力ではありませんし、特に現場を
預かっている職員は、先程の土木の話でも、いろいろ要望があっても「できない、できない、
お金がない」だけでなく、どうにか一緒に工夫しようかというふうになると、県民の意欲も
変わる、それが住民協働のところだと思います。資源の最適化という中で、現場で接触する
職員一人一人がどう工夫をして知恵をしぼるかによって全く県庁力の発揮の仕方が変わっ
てくると思います。一人ずつの主体性は大いに尊重したいということでございます。少し長
くなりましたが、大変大事なご意見をいただきましてありがとうございました。
○C 委員： 一人一人の方の戦力、一人二役三役ということで、当然職員の方もされていると思いま
すが、
（資料１の）６ページの定員管理計画で、最終的に知事部局の 3 千数百人を何人くら
いにもっていかれるのか。とりあえず 20 年から 22 年における 300 人以上の定数削減の実現
は、定年の方と新規補充の差でされるのか。民間でしたらいわゆる希望退職という手法もあ
るが、多分、公務員はないと思いますので、基本的には退職補充だと思いますが、それが一
点。
もう一点は、外郭団体の議論の中で、我々も企業グループのリストラを当然しますが、最
低限の条件として、潰した会社のプロパーの社員、その雇用は責任を持つというのは、当然、

企業としては当たり前の話なんです。外郭団体の議論をしている中で、私はそのあたりを非
常に不安に思っている。いわゆる出向されている方は、定員管理計画の中でどう調整される
のか分かりませんが、プロパーの方を、いわゆる整理した場合のその後をどのように考えて
いるのか、どういう風にしようとされているのか。その辺は外郭団体の整理の中で必ず出て
くると思いますので、その辺をお聞かせいただきたい。今回の議論をしている中でそのあた
りが私は非常に不安で、お聞きしたい。
○事務局： 定員管理計画のお話ですが、財政構造改革プログラムの３年間ということで、300 人以
上という定員削減を進めています。今、２年経ちましたが 235 名の定員削減となっており、
この計画については、着実に推進していくということを目標に、取組を進めているところで
すが、本県の一般行政部門の職員数を見ますと、たとえば人口類似県、17 県と比べますと、
下から２つ目ということで、大変少ない人員で対応しているという状況もございます。ただ
昨今の環境の大きな変化もございますし、平成２３年度以降もそうした状況を踏まえながら
今後も検討していかなくてはいけないと考えております。
どうしていくかですが、今、ちょうど一般行政部門であれば団塊の世代が退職していって
いる時期ですので、採用人員とのバランスを見ながら、当然、将来に向けて急激に採用を止
めるということをしますと組織的な大きな問題が出てきますので、そのあたりのバランスも
考えながら、また、将来に向けて退職者の大きな山が、特に教員の場合ですと、あと 10 年
もすれば大きな山が来ますので、それを平準化していくという意味では、早期希望の勧奨退
職もはさむなど、そういったことも組み合わせながら取り組んでまいりたいと考えています。
二点目でございますが、県が主体的に関与して設置した団体が数多くございます。そうい
ったものに対して、いわゆる設置者責任のようなものがあるのではないかと考えています。
そういったものについて、仮に解散というような話になったときにどの程度まで県が関与し
て対応していくのかといったことについては、今の段階ではまだオーソライズしたものはご
ざいません。しかし、今、部会でしていただいている議論の進捗に合わせて、あるいはそれ
よりも早く一定こちらとしても対応策を、当然考えておくべきものであると考えています。
○C 委員： 定員管理計画は、当然我々も管理部門の縮小というのは、企業存続のため、たとえば部
次長制度、次長制度を廃止するとか、定員というのは会社運営のビジョンの中で機構そのも
のを見直すものである。だいたい 3000 人位減らすということで作られたのか。それとも生
き生きとした県庁運営のためにはこれくらいの体制が必要だと、それぞれの部局には、どれ
くらいの体制、部長、課長などをつくってと、やはり、ある程度ビジョンをもって運営でき
る管理体制の中で、人員は、3,200 人が適当なのか、2,500 人が適当なのかということを考
えるのも一つの方策ではないかと思う。今の話を聞いていると、大体 300 人位とりあえず減
らします、というニュアンスに受け取ったのですが、違うでしょうか。
○事務局： 最終のビジョンを示しながら定員削減を進めるべきというご意見で、やり方としては、
ご意見のようなことを考えていかないとだめだと思います。ただ行政の場合は民間と違って
教育や福祉などの人員構成があります。行政だけに絞りましても、福祉分野や環境分野など、
目に見えない形での職員の配置というのがございます。どうしても他府県との行政のレベル
の比較、人員の比較をやりながら、今後も人員削減を一定進めていかなくてはいけないと思
っておりますが、最終のビジョンというものが描けている段階ではございません。

ただ、類似の 17 県、人口規模でいう 110 万人から 190 万人の間に入る府県別に見ますと、
県民１人当たりの職員数で言いますと、下から二番目です。おそらく今年は一番になり、一
番少なくなります。滋賀県の職員は、今は多少元気がないのかもしれませんが、素材として
は、それなりに優秀な人材が入ってきてくれています。ですから、少ない人材で現にやって
くれていますし、これからもその人材の能力をいかに発揮するかと、そこにかかっているの
ではないかと考えており、人員削減についても一定限界が来つつあるのではないか、いかに
職員個々の能力を引き出すかということに今後さらに力を入れていかなくてはいけないと
いうことを感じております。
○知事： 国との関係で仕事量と言うことを申し上げましたが、今、全国の財源を見ますと、国が６、
地方は４、しかし、仕事は地方が６、国が４、つまりこの２割の差は、補助金など様々な国
庫支出なんですが、その補助金をどれ位の人の人件費を掛けて得ているのかと総務部長に宿
題を出したのですが、無理ですと言われております。
この間もテレビの取材を受けた時に、直轄負担金が 110 億円は、たった２枚です。県がた
とえば国から 30 億円の道路の補助金をもらうのにどれだけの書類を作ったのかと出しても
らったら机一杯になりました。この机一杯の道路一つの書類、これ全部国の基準の中でまじ
めにやらないといけないんです。知事になって初めて見えたのですが、道路１つで、これく
らいの書類でハンコ押すんです。何でここまで必要なのかと言うと、こうこうこの基準があ
りますからと。このあたりに一つの突破口がないだろうかと。補助金制度など６割と４割と
なっているものをせめて５割にして、財源を県にくださいと、県の方は現場の事情がわかっ
ているからそんなに協議、書類ばかりでなく、もっと合理的な事務ができないかということ
を申し上げています。これは戦後 60 年の地方自治の権限、財源の根っこのところになりま
すので、かなり壁が高いのですが、緻密なところをびしっと積み上げてやらなければいけな
いような仕組み、そこにメスを入れないと事務の簡略化や合理化というのは難しいのではな
いかという大きな問題なのです。
○D 委員： 一つは人件費の件ですが、最も職員が少ない県として懸命に努力をしていただいている
職員の方々、教員の方々、警察の方々が、決してラスパイレス指数が高いわけでもない。そ
れだけ努力をしているにもかかわらず人件費を削らないといけない滋賀県の状況が本当に
正しいのかどうか、という判断をどこかでしていかないといけないと思っています。職員の
モチベーションをどう上げるのかということが非常に大事になってきますが、その中の一つ
に職員の賃金がどうあるべきかというのは、大きなかけ声として入ってくると思いますから、
単に人件費を抑制するということだけではなく、いかに県庁のあるべき姿を求めていくのか
という論議を是非していただきたいと思います。
さらに教員の件でいいますと、先行投資ですよね。子供たちのためにいかに投資をしてい
くのかという分野ですから、その部分が非常にウェイトを占めており、滋賀県として圧迫し
ていますということだけでは論じられないと思っております。ですから特に教員は、滋賀の
場合、先生になりたいという方々が非常に少なくて、全国でも下から一番か二番なんです、
倍率が。そういう県になぜなったのか、それも踏まえて原因究明をしていくことが必要だと
思いますし、さらに言いますと、この資料を拝見しましても、これをやったから○ですとか、
背景が全然見えてこないんです。このいろんな項目を挙げられた中に論議がいっぱいあって、

恐らくこれをやれば基本構想であったり、見直し計画に合致をしていくであろうという課題
整理がされているが、そこに至るまでにいろんな論議がされて、そういう課題をクリアする
ために施策をとると負の面も当然出てくるであろうと、いうものもあったと思います。そこ
がどうなったのかが見えてこないのと、さらには予想していなかった負の面も一方で出てき
ましたということも庁内で十分な論議をされて、この中に盛り込んでいってもらわないと、
これは○なのか△なのかという判断が非常につきにくい。そういうものがつきにくくなると、
職員がいかに気持ちよく仕事をし、自分の能力プラスアルファのものを発揮していくという
ことが出てこないんじゃないかなと思います。財政もそうですけれど、これにまつわるその
他の部分についても検証できるシステムを作り込んでいってもらいたいというふうに思い
ます。
○事務局： 私どももこれが終わりであるという話ではないと思っております。うまく戻してよりよ
いものにというふうに考えておりますので、今後また、手法については検討していきたいと
思います。
② 外郭団体見直し計画等策定部会の検討状況について
〔部会長から「外郭団体見直し計画等策定部会検討状況報告」
（資料３）により説明がありました。
〕
【質疑・意見等】
○委員長： ７月に部会としての提言案を出していただくということですが、今、ここでお示しいた
だいたような方向性、提言といった感じになるのか、もうちょっと突っ込んだ具体的な固有
名詞をあげて、ここは廃止するとか、市町に移管するとか、具体的なものが入ってくるので
すか。
○部会長： 現時点では、私どもとしては、30 ほどの団体、70 ほどの施設について、各個別の団体、
施設について部会としての考え方というものを、廃止、縮小、あるいは市町移管、民間委託
等を含めてできるだけ具体的に出していくというふうには思っておりますが、どこまで出す
ことをお許しいただけるか、事務局とのご相談ということもあるかと思っております。
○委員長： それから、７月の最終提言を受けて、それは部会としての完成品として終わるのか、そ
れとももう一度全員の中で論議するのか、それはどうなっていますか。
○事務局： 部会長の方と打ち合わせしているわけではありませんが、おそらく部会としてお出しい
ただいたものを委員会に諮るということになろうかと思います。
○委員長： そこでもう一度皆さんのご意見を受けて最終決定していくということですね。それでは
各委員さんから、今のご報告につきましてご意見をお聞きしたいと思います。
○E 委員： 次に、具体的な施設の名前があがってきたときは、少し時間に余裕を持ってとっていた
だけたらと思います。２時間だけでは、施設の廃止など重要な決断をするのに言いたいこと
もなかなか言えずに終わってしまう場合もあるかと思いますし、ちょっと判断をするには時
間が足りないと思いますのでお願いいたします。
○委員長： 次回の時にも今回のように事前に委員さんに資料をお渡しいただいて、ある程度準備、
ご検討いただいてからご出席いただくということになるのですね。よろしくお願いします。
中身等について、いかがですか。

○E 委員： ヒアリングをされているようですけれど、現地の見学は行かれていますか。
○部会長： 基本的には資料をいただいてから、ご担当の方からお話を聞くというレベルで、今のと
ころやっております。各委員、よくご承知の団体や施設が多ございますので、そこまで必要
はないかなと思っております。
○F 委員： 私も専門部会と小委員会と両方参加させていただいておりますが、私が気付いた点をい
くつか申し上げますと、一つは、これまで県の施策ごとにハードもソフトも整備されてきた
のだけれども、ハードとソフトを分けて、ハード面で統合できるものはハード面で統合して、
ソフトは実施するという方向は、十分にあり得る。これはいくつか委員会で議論してきた段
階で明らかになりました。
もう一つは、民間への移管ではなく、これまでは、公が整備してこなければならなかった
けれども、ある程度完結した段階で、民と公との今後の関係を考えなければいけないという
ことが非常に出てきていますので、単に官民の役割分担というのではなくて、供給不足の段
階における公の役割と、供給が一定整備されて需要が多様化してくるレベルにおける公の役
割は違うということ、その問題は、今回インタビューしていて非常に感じました。
３つ目は、公益法人の新制度は、非常にチャンスですので、県が関わっている公益法人の
見直しの際には、このチャンスに整理をする、廃止をする、存続をするにしても公益法人に
ふさわしい運営にどう変えていくのかということについて、とりわけ県が責任を持っている
主要な出資団体については考えないといけないということ。
４つ目は、行革の問題、先程知事もおっしゃいましたが、国と地方の関係も大きいんです
けれども、県と市町村との関係も地方公共団体のポイントでして、そこで統合整理すべき課
題がものすごく多いだろう、ただ、市町村の場合は、これまでは、とりわけ町村部ですが、
県が代行していた機能があって、それが市町村合併で規模が大きくなりましたが、依然とし
て市町がやるべき機能を県が担っていることがいくつかありまして、本来は基礎自治体が責
任を持つべき方向で我々としても議論してきたんですが、先程の資料１の１ページ目にも書
いてありましたけれども、機能の分担や施設の役割の問題も含めて原則は基本的に基礎自治
体移管なんですけれど、そのためには、いくつかの県のサポートみたいなものをつけないと
うまくいかないというのが多くあって、それは個別のケースだけでなく、少し県としても統
一的な基準を決めて対応していくことが重要だろう、というのがこれまでのインタビューの
過程で感じたことであります。
○B 委員： 短時間に 30 の団体や 90 の施設を見ていただくということは非常に困難だろうと思いま
す。しかもその責任を担うと言われたら一委員としては、あまりにも重すぎるので、私ども
の委員会としてどういう流れをこの団体や施設の見直しのために必要な方向性があるのか
ということを、施設を見ながら、みなさんからご意見をいただく方が、ビジョンの提示に対
して委員会として大きなインパクトにつながるのではないかと思います。個別の施設の最適
化を全員で討議しても、３日経っても４日経っても、時間だけがたってしまいます。そのた
めに、御専門に近しい分野については、ご存じかと思いますが、事務局にお願いしたいのは、
新公益法人制度というのがどのような改革の方向になっているのかとか、指定管理者制度な
んかも、ＮＰＯの方はご存じですが、そうでない方にもどんな制度なのか。それから財政健
全化法ですが、これが施行されますと連結決算など恐ろしいことになる、ということもご存

じない方には、全くわからないので、こういうものがどういうバックグラウンドのものであ
るのかということを、まず先に各委員さんに送っていただくと、非常に理解がスムーズにな
るのではないかと思いますので、そのあたりを事務局の方にお願いしたいと思います。
○A 委員： 協働提案事業というのが、新たに来年度から実施されるんですが、それと外郭団体の見
直しというのは一緒に考えられないでしょうか。この間、説明会にお伺いしてきましたが、
何とか補助金をいただくというのは、民間人にとって役所の事務作業というのは非常に大変
です。そのために出す方も大変なんですが、職員の方もそれをチェックされるということで
かなりの労力を使っていただいている。その辺のところは、そういった作業なしに同じお金
がスムーズに動いて成果を上げるという方向が考えられないでしょうか。
外郭団体は必要だからできたもので、今、時代に合わないからといっても、ある種どこか
で必要性がある部分があるかもしれない。次のステップアップのためにこういうこともまた
必要かもしれない。潰すのは簡単ですけれど、その存続していく方法ということで協働とい
うことと何かリンクできる方法があっていいんではないか。それが先ほどのご意見にありま
したプロパーの方なんですね。そういうような方がいったん退職されるとその団体が成り立
っていかないということもあるんですね。財団法人などが新しい組織になるとよく聞いてお
りますので、見直しのいいチャンスだと思いますけれども、今までやってきた 80 何団体で
すか、以前リストを見せていただきましたが、なくなったら困るというものも結構ありまし
た。ただ、その時の運営費だとか、そうした運営上の問題だけで閉鎖してしまうのではなし
に、同じお金ですから、何かその辺できないかなという気がいたします。ご検討いただけれ
ばと思います。
○事務局： 先日も協働提案制度の説明会で、私どもの方から公募型の提案は 19 年度にさせていただ
きましたが、その他に創造型ということでフリーハンドで御提言いただく内容のものもござ
いまして、そのような提案もしたいと言っている方もございますので、良い提案がありまし
たら、審査会の審査にはなりますが、その道がないことはございません。
(3)閉会
○委員長： それではまだまだご意見もあろうかと思いますが、時間がまいったようでございます。こ
ういった課題ですし、もっと言いたいといったご意見も感じるんですが、本日はいったんここ
で区切らしていただきたいと思います。次回の会議等、進めやすいよう、できるだけ資料の方
をご準備いただくということと、本日出ました委員さんのご意見に対して、十分説明をいただ
けなかった部分で、この資料を見ていただいたら、その辺の背景がわかりますよというところ
もございましたら、
合わせて各委員さんにお送りいただきますと、
おっしゃっておられたのは、
こういうプロセスだったのだとわかると思いますので、よろしくお願いいたします。
それから当初は、専門部会の答申がまとまる７月下旬ぐらいに次回の会議を想定いただいて
いたそうなんですが、現在の法人税の落ち込みの状況であるとか、政府の緊急経済対策などを
受けて、県としてどういう対応をしていくのかというところを６月議会等に県としても考えを
まとめてお諮りになると思います。それに際しましてこの行革委員会の方ももう一度開催をさ
せていただいて状況を知り、我々として申し上げることがあれば申し上げたいというふうに考
えますので、次回の開催を６月の下旬ぐらいにお願いをいたしまして、そのときに合わせて専

門部会の検討進捗状況の方ももう一度お聞きして、そういうようなことで進めさせていただき
たいのですが、いかがでしょうか。よろしゅうございますか。事務局もよろしいでしょうか。
がんばって皆さんお集まりいただきたいと思います。それでは事務局に日程等は調整をお願い
いたしますのでよろしくお願いいたします。お疲れ様でございました。
○知事： 委員の皆さんには、大変熱心にご議論をいただきましてありがとうございました。今日は２
つの大きな課題をいただいたと思っております。元気の出る県庁ということですが、幸い理事
が両方の協働を含めて役割を担ってもらっておりますのでぜひ具体的に進めてもらいたいと
思っております。それから二つ目は、資源の最適配分というご指摘です。これは国、県、市町
村、
まさにこの国の形をどう作り上げていくのかという、
大変根っこの問題でございますので、
行革の今後の問題として、私たちも真剣に取り組んでまいりますし、是非それぞれの皆さんの
現場でのお声などを汲み上げていただいて、それぞれの分野からのご指摘をいただきたいと思
っております。
今日、残念ながら全員の皆さんのご意見をお伺いすることが出来ませんでしたけれども、是
非ともメールでも結構ですし、電話でも結構ですので、あの時はこう思ったと、追加的にとい
うことでご指摘をいただきたいと思います。
この後の日程は、先ほど委員長がご指摘くださいましたけれども、６月に次回委員会を開催
させていただき、また、専門部会の外郭団体、公の施設の見直しについては、７月の提言に向
けて一層ご尽力をいただきますようお願いを申し上げます。
まさに時代の変わり目ゆえ、皆さんの委員会の役割は、ますます高くなっております。私ど
もも日々真剣にやりがいを持って県職員一同取り組んでいきたいと思いますので、どうか今後
ともよろしくご指導をお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。

