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第２回滋賀県行政経営改革委員会議事録

１ 日時： 平成２４年６月１４日（木） 15:00～16:50

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）「外郭団体および公の施設見直し計画」の取組状況について

４ 出席委員：浅野委員、伊藤委員、北村委員、岸本委員、小中委員、大道委員、田中委員、

辻村委員、殿村委員、山田委員

５ 資料： １．「滋賀県行財政改革方針実施計画」の取組状況

２．「外郭団体および公の施設見直し計画」の取組状況

＜参考資料＞

１．「県と市町の施策・事業のあり方についての見直し」平成 23年度取りまとめ

２．財政事情

３．定数管理と給与削減の主な取組

６ 会議概要

(1) 開会

①知事あいさつ

改めまして、皆様、こんにちは。本日は真夏のような中、こうしてお集まりいただきありが

とうございます。

行政経営改革委員会ということで、今期２回目になりますけれど、振り返ってみますと、こ

れまで数次にわたりまして行政改革大綱および財政構造改革指針など、本県としては取り組ん

で参りました。組織のスリム化、職員数の大幅な削減、また、事務事業の抜本的な見直しなど

図って参りました。併せて、県の関わる外郭団体および公の施設の見直し等の提言をいただき、

取組を進めているところでございます。

そういう中で、今日は２つのことを申し上げたいと思います。確かに、現在の県の財政は非

常に厳しいところがあるんですけれど、やはり取組を進めた効果は出ているということでござ

います。後ほど具体的な数字は挙げさせていただきますが、就任させてもらってから丸６年に

なります。県債残高が１兆円を超えたというような言い方があるんですが、実はこの中には県

が国の身代わりで借金をしている臨時財政対策債、身代わり借金がございまして、実質的な県

債残高は６００億円ほど、ここ６年で減らしております。そのあたりは、少しリスクが減って

いるということは見ていただきたいと思います。

また、もう１点ですが、こうやって自治体は随分と努力をしております。出先機関において

も、どんどん本庁に引き上げる中で職員も２割減らしていますし、職員の給与も１０年連続で

カットさせていただいている、それだけ身を削っているわけですけれども、一方で国の方はな

かなか行革が進みません。

実は関西広域連合で出先機関改革の最先端に立って、ここ２年間頑張ってきたんですけれど、

どうも今日の日経新聞の社説にもありましたように、下手をすればこのままお蔵入りになるか

もしれないというような状態でございます。国家公務員３０万人のうち２０万人は出先機関な

んです。このあたりで言いますと、近畿地方整備局であるとか農政局であるとか、その出先機

関については、なかなか伝わってきません。どういう予算の使われ方をしているのかとか、ど
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ういう仕事をしているのか透明度が低いわけです。それで、広域連合をつくって、府県を越え

る仕事は広域連合で受け、もちろん県の仕事は近接・補完の原理の中で、できるだけ、ニア・

イズ・ベター、住民に近いところに権限を移していくということで、県は市町に、そして国は

県へと、県を越えたところで国の仕事は広域連合へという仕組みを考えてきたわけです。これ

は民主党政権さんのマニフェストにもしっかり入っている、出先機関の原則廃止と。それが、

川端総務大臣も随分がんばっていただいたんですけれど、実は昨日東京で、いろいろお話して

いただきましたが、今回、大変難しいということで。

なかなか大所帯の国の方がスリム化できていない中で、是非ともここは、皆さんのお知恵を

いただいて、スリム化しながらも滋賀の持っている本来の力、「人の力」と、「自然の力」と、

それから大地と知識「地と知の力」、それに「時間の力」を発揮できるような形で、前向きに

お取り組みいただきますようよろしくお願い申し上げまして、私の方からのご挨拶とさせてい

ただきます。

また、大変失礼ながら、今日はここで失礼させていただきますけれど、どうか委員長様をは

じめ皆様方の活発な意見交換を期待しております。本日はありがとうございます。

②委員長あいさつ

委員会の開会に当たりまして、一言ごあいさつを申しあげます。

委員の皆様には、大変お忙しい中ご出席いただきまして、2 回目の委員会ということで、前回の

10 月の委員会からずいぶん時間があきましたが、よろしくお願い申し上げます。

この行政経営改革委員会は県の行政経営改革に対してまして調査審議を行っていく役目を担っ

ております。前期の委員会では、「外郭団体と公の施設の見直し」であるとか、あるいは「行財政

改革の方針」に関しまして提言をさせていただき、県の方で提言に基づきそれぞれ計画を策定され

ておられます。当委員会では、これら２つの計画が着実に実施され、県の行財政改革が進められ

るよう、積極的にサポートし、あるいは意見具申をしていきたいと考えておりますので、よろし

くお願い申し上げます。

さて、経済、景気の動向につきましては、この５月に発表されました国の月例経済報告により

ますと、「景気は、依然として厳しい状況にあるものの、復興需要等を背景として、緩やかに回復

しつつある。」とされておりまして、また、県の商工観光労働部から発表されている本県の経済指

標を見てみましても、「持ち直しの動きがあるものの、一部に弱い動きがみられる。」と、こうい

う表現にはなっておりますが、基本的には持ち直しの動きが続いているという状況でございま

す。

ただ一方で、欧州の債務危機を巡る不確実性が再び高まっているということ、あるいは、電力供

給の制約や原油高、そして長引くデフレ、こういった影響等によりまして、先行きにつきまして

は不安もございまして、今後も、景気の動向を注視していかねばならないと考えているところで

ございます。

県におかれましても、一部の大手企業さんが生産の軸足を海外に移す、そういった動きがある中

で、法人二税などを中心に税収入も減少する可能性が懸念されておりまして、今後も大変厳しい

財政状況の中で行政運営をしていただかねばならないということかと思います。

そのような状況の中で、本委員会におきましても、皆さんの豊富な経験と知識、英知をもとに、

ご意見、ご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参

りたいと考えます。
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このため、あえて委員の皆さんから厳しい意見を述べていただくこともあろうかと思いますが、

県におかれては、真摯に受け止めていただきまして、この厳しい状況を乗りきっていただきたい

と考えております。

最後になりますが、委員の皆様さんは大変お忙しい方ばかりかと思いますので、委員会の円滑な

進行にご協力をお願い申し上げまして、冒頭のご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いしま

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 「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実施計画』の取組状況（資料１）」、「『県と市町の施策・

事業のあり方についての見直し』平成 23 年度取りまとめ（参考資料１）」、「財政事情（参考資

料２）」、「定数管理と給与削減の主な取組（参考資料３）」により説明をしました。＞

【質疑】

委員長： 今の説明に対しまして、ご意見、ご質問等ございましたらよろしく願いします。

A 委員： 資料を見せていただいてきまして、本当によく取り組まれていると思います。削減という

のも非常に重要なことなんですけれど、歳入を少しでも伸ばしていくというような前向きな

取組というものは、県としてお取り組みにはならないんでしょうか。

なぜ気がついたかと申しますと、ホームページとかバナー広告というものを少しやって

おられていて、1,000 万円くらいの収入があったと。そういうふうな形で、例えば遊休地の

駐車場のところで看板を設置して、その看板代をもらうとか、遊休地を駐車場にするとか、

そういった形で歳入を少しでも取り込むような取組は県の中ではできないのでしょうか。

委員長： 事務局いかがですか。

事務局： 取組状況の資料 1 の 3 ページの方にも書かさせていただいておりますけれども、実施計画

の方でも歳入の対策という形で書いてございます。

額としては非常に厳しいという言い方がありますけれど、できるだけ歳入のほうも稼いで

いくんだという姿勢で取り組ませていただいております。特に、税の公平性という観点から、

まずは税収確保対策というものをあげるとともに、先ほどおっしゃっていただきました県有

資産の有効活用という観点で、未利用県有地なり公募可能な自動販売機、あるいは広報収入

等に懸命に取り組んでいるところでございます。また、ネーミングライツという形で実施計

画にも掲げてございますので、そういった方面でも取組みを進めているところでございま

す。

委員長： そういったところでご提案がございましたら、また、おっしゃっていただいたら結構です

ので。

A 委員： 提案としては、県が所有しておられるところは割と立地条件がいいところであると思うん

です。ですから、そういう遊休地をもう少し活用していって。あと、県庁のある大津が非常

に寂しいという感じを皆さん持っておいでなので、もうちょっと街の賑わいとともに歳入を

期待できるような、そういう前向きな取組みというのができていけば、県庁街の賑わいとと

もに歳入が増えるような形になって、住民的にもいいんじゃないかなと思います。
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委員長： そういう方向で具体的に実施できるものがあれば、よろしくお願いします。他にございま

すか。

私が聞くのもおかしなことなんですが、先ほどの説明の中で、臨時財政対策債というのを

除くと一般の県債残高は、ご努力により順調に減ってきているんですが、臨時財政対策債は

いつかは交付税という形で返ってくるという理解でいいんですか。

事務局： 国も苦しい、地方も財源が厳しいということがあって、平成 13 年度から発行が始まりま

した。その償還については、後年度、きちっと交付税の基準財政需要額に入れるということ

になっておりますから、将来これがすべて交付税にカウントされて返ってくるという性質の

ものです。

委員長： それは国と県の間できちっと約束として決まっているものですね。

事務局： そうです。

B 委員： 先ほど説明していただいた、横書きの実施項目と達成度の表なんですけれど、評価はどち

らが判断されているんでしょうか。

事務局： それぞれ所管している県庁内の各課でございます。

B 委員： 要するに行政機関が自分のところがこれだけやったからといって「○」「△」を付けたとい

うことですよね。

行財政改革方針にどのように評価するかという評価指針がまったく書かれていないことに

は、これだけやりましたから「◎」だと言われても、多分、民間の方にはいったい誰が評価

したんだという話になってしまう可能性があって、資料の作り方そのもののプロセスが問わ

れてしまうんではないかというのが第 1 点です。なぜかといいますと、例えば、先ほど協働

アドバイザーの設置についてご説明いただいたんですが、おそらく、これは幅広い指導、助

言を得るためにというのは、外からの目で助言をいただくような方を最初は想定されていた

んじゃないかと。あるいは誰に対して指導、助言をしていただく方を想定していたのかとい

うことを考えますと、これが職員の中での推進員ということになったことで、縮小されたん

じゃないかと思われては、せっかく取り組まれていることが無駄になってしまうともったい

ないなと思ってしまって。それで「◎」が付いていると、じゃあどうなんだと言われかねな

いなという気がしまして、できればこれだけがんばっておられるのを、もう少し胸を張って

これだけしたんだという形で付けていただくことはできないのかなと思った次第です。

事務局： 達成度のところですけれど、確かに評価指針という形で明確に定義を入れて評価するとい

う視点が欠けております。ただ今いただきましたご意見をもとに、しっかりと評価をさせて

いただきたいと思います。

なお、ちなみにですけれど、おっしゃっていただきました協働アドバイザーの設置という

部分で、協働アドバイザーを私ども県の職員の中で協働推進員というふうに切り替えました

と先ほど申しましたけれど、県職員の中で協働マインドを植えつけていくということで、実

は、謝金を払って協働アドバイザーの方を雇うということになっていたんですけれど、その

あたりの経費を節減という形の中で、県職員の中でも協働に一生懸命取り組んでいる職員が

おりますので、そういった者を推進員という形で私どもの方で選任させていただき、その者

が先頭に立ってセミナー等を開催する中で対応させていただきました。それで、先ほども少

し触れさせていただきましたが、第 3 回の協働推進セミナーにおいては、基調講演に北村先

生にお願いするとともに、この協働推進員が中心となって、このセミナーを進めさせていた

だいたといったことで、がんばったということで「◎」を付けさせていただいたということ
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でございます。

C 委員： 先ほど話のあった新しい歳入という点では、実は、前の行革大綱をつくる時にも私は参画

していまして、いくつかネーミングライツとかの問題がありましたが、ベースは税ですから、

超過課税を大胆に提起できるような県政に対する信頼関係を作りながら、新しい施策を進め

るために、県民税にも超過課税を大胆に提起するということがないと抜本的には歳入の問題

は解決できないので。当然、県政に対する県民の信頼感の醸成というものとパラレルの関係

でありますけれど、そういうことを念頭に置きながら歳入の問題に取り組んでもらいたいと

思っております。

それから 2番目の協働の問題ですが、いわゆる協働のマインドというよりは、何か新しい

施策を展開しながら協働の仕組みが出来上がってくるわけであって、これは「新しい公共」

という民主党の分権のひとつの柱と絡んでくるんですけれど、新しい協働の施策によって、

どういう新しい公共の主体が生まれてくるのかというところが、評価のポイントになってく

るんだろうと思うんです。その面で滋賀県政で非常に優れていたと思うのは、もう 15 年く

らい前ですけれど、滋賀県風景条例というのをつくりまして、そこで近隣景観形成協定とい

うのを自治会内に設定すれば、そこに補助金が下りていくんですけれど、これは明らかに景

観という新しい協働事務を基本的に認めて、そこに若干の補助金を出すことで、旧来、活発

でなかった町内会が再活性化して新しい人と人との関係が生まれてくるという、最近ではソ

ーシャルキャピタルとか社会関係資本とか言うんですけれど。協働の結果として新しい社会

関係資本がどう満たされていって、どれだけ新しい公共の担い手になるのかといった視野で

協働の問題を議論することの方が、生産的ではないかと感じが若干しております。

3 つ目は、資料 1 にあります県と市町の施策・事業のあり方の問題についての協議の関係

なんですけれど、これはぜひやってほしいと思うんですけれど、市町が県に対してどれだけ

信頼関係を形成できるのかがポイントで、昨今でも、東日本大震災の問題をめぐって東北の

被災地における県の評判がずいぶん悪うございまして、市町から見ると、いをゆる中央省庁

の出先がまず出てきて県が出てくるのは一番最後だと、そういう不満を被災地の首長さんか

ら聞くわけです。それが、現在、県が持っている資源とか財源とかノウハウから比べればや

むをえない面もあるんですけれど、関西広域連合では地方支分局の全廃を言っているわけで

す。そうすると、国交省や農水省の地方支分局が関西広域連合に全部移った場合、これまで

の国交省や農水省の地方支分局と違ってこういう形で市町村に対して新しさを提供できるの

か、より合理的なサービスが提供できるのか十分示せないと、なかなかうまくいかない気が

しまして。積極的に分権時代における県の役割というものを、市町の信頼を勝ち取りながら

提起されていくことが必要なことじゃないかというふうに思います。

委員長： なかなか難しい問題ですが、C 委員のおっしゃった観点からの検討もよろしくお願いしま

す。

また、先ほど B 委員がおっしゃったように、民間企業ですといろんな経費節減プロジェク

トなどを作りますと、第 3 者の検証機関を入れるわけにはいきませんけれど、同じ目線でそ

れぞれのセクションが努力していただいて、やはりそこは事務局がまとめて、各セクション

が出してきたものをそのまま集めるだけではなくて、事務局の方である程度吟味して、妥当

かどうかというところは再チェックするくらいの部分が必要ではないかと思いました。

それから、この場で直接関係のない話をして恐縮なんですが、今この計画が全部できたら

いいのではなくて、社会資本が、上下水道であるとか、あるいは橋梁であるとか、日本全国
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そういった部分を全面的にやり直していかなければならない時期が迫っておるというので、

非常に危機感を抱いておられる方も多いと思いますが、その中で今日の新聞を見てびっくり

したんですが、社会資本整備総合交付金について、滋賀県は極端に申請に対して交付内示が

少なかった。一方でこのような節約の努力をしていただいて、いろんな辛抱をお願いしてい

る中で、ある程度の多い少ないはやむを得ないと思いますが、極端に少ない場合はどうなっ

ているんだというのが率直な県民の感情としてあると思いますので、本委員会とは関係あり

ませんが、県の方で総合的にご努力をお願いしたいと思います。

D 委員： 財政事情の説明をしていただきまして、概略は理解できたんですけれど、一般会計ベース

での情報提供が中心であるきらいがあるんですが、公営企業、特別会計を含めた形でのプラ

イマリーバランスなどの取組というのは何か考えられているんでしょうか。

事務局： 今おっしゃいましたように一般会計を中心に説明させていただきました。公営企業につい

ても、資料の中の後ろの方に付いていまして、「財政事情」の 38 ページ以降に出てくるんで

すけれど、病院事業会計、あるいは水道会計等がございます。それらをひっくるめたものと

して、例えば 51 ページをご覧いただきますと、健全化判断比率という指標を公表しており

ます。この中で、下の方に表がありまして、「(5) 資金不足比率」というところで、病院事業、

工業用水道事業、上水道供給事業、流域下水道事業について赤字があるかどうかという指標

がここに出て参りまして、もし赤字があればここに比率が入ってくるんですが、現在、滋賀

県では赤字になっていないということで、ここは「－」にしております。もし、ここが赤字

になれば大変なことになってきますので、その時には、しかるべき計画なりを作っていくと

いうことになるかと思いますが、現時点ではそこまで至っていないという状況でございます。

委員長： まだまだご意見はあろうかと思いますが、時間の関係もございまして、次の議題に移らせ

ていただきます。

(3) 議題２ 「外郭団体および公の施設見直し計画」の取組状況について

＜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： それではただいまの説明に対しまして、ご意見ございますでしょうか。

E 委員： 質問的になるんですけど、今の外郭団体・公の施設の見直しの関係で、色々な取組をやっ

ていただいているのは、資料からも拝見できるんですが、具体的に、県からの委託料ですと

か補助金、このあたりがどのくらい、どういうかたちで金額的に削減しているのか、どこの

資料を見たら分かるんでしょうか。我々の関係のところも、この辺の関係のところは随分カ

ットされていますので、非常に努力されているというか、時代に合った不必要なものを見直

されているのはのはわかるんですが、金額的効果みたいなものは、どこでみたらいいんでし

ょうか。

事務局： 現在、金額ベースで申しますと、外郭団体見直し額としては大体 17 億円、公の施設見直

しで、大体 10 億円、併せて約 27 億円ですけれども、それぞれ計画策定前の平成 20 年度の

実績と平成 24 年度予算額を比較すると、大体それくらいの効果額があると。資料につきま

しては、今回お示ししておりません。ですので、委員会終了後、皆様の方に送らせていた

だくということで、よろしくお願いしたいと思います。

E 委員： 資料細かくてあれなんですけど、委託料と補助金の関係の合算の資料は足せば出てくるん
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ですが、全部の県のトータルの約 5 千億の中で、二つ足したものがどれくらいになるのか。

大きくは補助金と委託料が県から行っているお金やと思うんですけど、いま 27 億とおっし

ゃったけれども、分母はどれくらいになるのか、削減率でどのくらいになるのか、出来たら

そのことも教えていただきたい。

事務局： 資料につきましては、追って送らせていただきますけれども、ざくっと合計の金額で申し

ますと、外郭団体合計で 30団体ございますけれども、平成 20年度、いわゆる計画策定前で、

県からの財政支出の合計、一般財源ベースで申しますと、約 83 億円ございました。それが、

平成 24 年度の当初予算で言いますと、約 66 億というかたちで、先程申しましたとおり 17

億円ほど落ちてきておりますし、公の施設の方ですけれども、一般財源ベースで申します

と、平成 20年度の時点で約 61億円、それが、平成 24年度の当初予算では、約 51億円とい

うことで、約 10 億円の削減となっているとこのように申し上げたところでございます。な

お、詳細な資料については、送らせていただきますので、よろしくお願いします。

委員長： ということでよろしゅうございますか。これはまだ進行中の施設なり、団体さんもあると

思うんですけれど、民間企業のようにこれで何％削減できましたという調子で公表すると、

いろんなところから、構わないんですかね。そこはまた、皆さんにお知らせいただけるわ

けですか。

事務局： 個々具体のことについては、また委員長さんとご相談させていただきながら、対応させて

いただきたいと思います。

委員長： 一般的な公表というのは、例えば、この計画が終了した段階で、全部締まった段階でとか

いうので、途中のモニタリングというのか、途中経過みたいなものは、当初から公表なさ

る計画は、あったのか、なかったのか。

事務局： そのことにつきましては、現在この委員会でお示しさせてもらっております、公開にさせ

てもらっておりますので、このこと自体は、オープンにさせてもらっておると理解してお

ります。先程も進捗管理のところで申しましたとおり、毎年度、進捗管理等について県民

にお知らせすると書いてございますので、私ども、この委員会を通じて情報提供させても

らっていると理解しております。

委員長： 可能な限り透明でということでお願いします。

事務局： ちょっと補足させていただきますと、取組状況そのものをストレートに出すことで、かえ

って色々なところで問題が生じるというものについては、十分踏まえる中で、また委員長

とご相談した中で対応させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いしま

す。

委員長： ほか、いかがでございますか。

F 委員： すいません、外郭団体ではなくて、全体のことについてなんですけれども、よろしいでし

ょうか。ちょっと最近聞いた事例で、鳥取県さんが、ソフトバンクさんを誘致されて新しい

発電を支援されたことで、ソフトバンクがそのお礼として、羽合温泉を白い犬のＣＭに出し

て、観光誘致を支援して盛り上がったという話を聞きました。その勢いで今度はマンガ博を

開催されるそうです。このように良い連鎖を起こすことができる事例を目の当たりにすると、

滋賀県はものすごく良い素材をお持ちだと思うんです。

以前、琵琶湖をもう少し活用したらと言ったら、ちょっと怒られましたけども、琵琶湖

もそうですし、バイオ大学というものをお持ちですから、そういったオンリーワンの魅力

を、もっと外部へアピールして新しいビジネスを起こせないかと思います。税でないと歳入



8

にならないとさっき C 委員から教えていただきましたから。企業誘致はされてると思うんで

すが、もっと計画的な企業誘致に力を入れられた方が全体が盛り上がっていくんではない

かと思います。私、何も専門的なことはわかりませんけれども、削減、削減ばかりでは、

意気消沈してしまうんではないかと思いまして、発言させていただきました。

E 委員： 関連ですけどね、滋賀県は工業県ですから、どうしても昨今のリーマン以降、モノづくり

がずいぶん大手中心に海外へ移転して空洞化して、法人税等、あるいは、働いている人た

ちが、どんどん非正規に変わっていって、我々から言いますと、ワーキングプアとずいぶ

ん様変わりして、社会に対する税も納められない、そして自らの権利もままならない。こ

れからの滋賀県は工業県やからそこの直撃しているウエイトが高いと思うんですね。だか

ら今仰ったような、滋賀県のいろんな問題も含めてですね、一方でモノづくりというのは

大事なんですけれども、一方でそれを補完していくような産業というものを考えていかな

いと、税収はどんどん下がっていって、それにバランスさせるために、どんどん歳出を抑

えていく、それで公共サービスが成り立つんかなと、そんな気がしますね。

C 委員： 先ほどの説明で、滋賀県環境事業公社がかなり黒字化・経営改善しているというお話でし

たけれども、これは危ないと思って抜本的な経営改善ということに分類して、ひょっとする

と不良債権化するんじゃないかという懸念をもったわけですけれども、その経営改善してい

るというのは、どういう点に原因があるのかということと、それは継続するものなのかどう

かという点について、２点お伺いしたいんですけれど。

事務局： 委員おっしゃるとおり、計画を策定しましたおりには、計画に盛り込んでいる文言以上に

深刻な状況であったかと記憶しております。特に、もとになっています廃棄物の搬入量が、

詳しい理由までは今記憶にないんですけれども、激増しているという言い方はちょっと語

弊がありますが、非常に増えたということから、債務超過は、昨年度末の決算で解消でき

ると、そんな見込みだったということです。ただ、持続可能なものかどうかということも含

めて、十分に確認していかなければならないということですが、甲賀の現地では、ヤードを

拡張するような事業が着手されているというふうに聞いております。

委員長： ちょっと時間延長になりますけれども、よろしゅうございますか。せっかくの機会ですの

で、先ほど、F 委員さん、D 委員さんからおっしゃっていただいたこと、特に施設の見直し

でですね、当初は、廃止とか縮小とか色々ご検討いただく中で、例えば、運営のやり方を

変えて、引き続き残していただくというか、有効に活用できるということで、良い方へ変

わっていったものはございますか。施設の面では、特にそういうものはないですか。

事務局： 資料の２の３ページ・４ページのところで、例えばですけれども、区分の移管・売却とい

うところで、本来、地元市へ持っていくというふうに計画しているもので、例えば、１８

番の栗東体育館とか、あるいは２０番の伊吹運動場などは、それぞれ地元市へ移管という

かたちになっておりましたけれども、ただ、プラスになっているのか、マイナスになって

いるのかは、まだ協議中ですので、はっきりしたことは申し上げられませんけれども、こ

のあたりにつきましては、当初の計画どおり必ずしもいっているというわけではなくて、

立ち止まりつつ地元とも十分協議をしているというところはございます。

委員長： 当初からご意見も出てましたけれども、そこは十分に地元と言いますか、各市なり関係団

体や利用者の意向も聞きながら、よろしくお願いしたいと思います。

G 委員： 提案させていただきたいんですが、公の施設見直しにかかる取組状況を御説明いただいて

いる中で、廃止、移管・売却などに区分けされていると思うんですが、この中で、施設の立
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地している市町があると思うんですが、そういったところと話し合いをする中で、県の施設

ですので、県と市町で、官官同士の話し合いはされていると思うんですが、私、構想日本等

で色々事業仕分けにまわらせていただいている中で、こういった施設についての仕分けの手

法を用いて、地元の人たちにも入っていただいて、その施設をどうするというのではなくて、

その場で、住民の方を含めて考えるという場を設ける、そういったことについても、今後検

討するうえで、取り入れていったらどうかと思うんですが。以前、数年前に、滋賀県さんの

方で、事業仕分けをしようということで予算もあげられていたと思うんですけど、そのあた

りは、どのようにお考えでしょうか。

事務局： ただいまのご質問ですけれども、それぞれ所管部局においてですけれども、関係市町だ

けでなく、関係団体、さらには県民・住民の方々の意見も聞いていると、必要に応じてです

けれども、それぞれ検討会・意見交換会・説明会などを開催して、その中で幅広に意見を収

集する中で、対応をとって行っているという状況です。ですから、計画ありきで進めている

というものではなくて、右往左往しながら、一番良い方法で決着していこうという中で取り

組ませてもらっております。よろしくお願いします。

G 委員： そうしますと、施設仕分け等の手法は用いられないということですか。

事務局： 私も理解しておりますのは、この行政経営改革委員会の方で、まずは分科会を作られて

色々精査される中で、こういった施設ごとの個別シートを分析される中で、それがある意味

仕分け的な機能をされて、提言をいただいたと、その提言に基づいて、県として、今度は施

設所有者としての目から見て、この見直し計画を作っていると理解しております。この計画

自体を、仕分けしていくというようなことではなくて、まずはその計画に従って、関係の

方々と意見交換を進めていると、このようにご理解いただきたいと思います。

C 委員： この問題に少し関わってくる例として申し上げますと、事業仕分けそのものは、國松さん

の一番最後の年に問題提起がされて、嘉田知事になって１年目に全事業について仕分け作業

を行っています。それを踏まえて、いくつか行革委員会として、次の段階として、外郭団体

と施設の検討、これはこの委員会の中に、それぞれ専門の部会を設けて検討して提言をした

という状況でございました。

G 委員： 県の方で以前、全事業についてされたというのは、関係市町と県、内容的には、一応一般

公開というようなスタンスだったと思うんですけど。

C 委員： ええ公開していました。専門家と市町の代表の方と市民の代表の方が入って、全事業につ

いてやらせていただいた。私もその一つの作業を担いましたけれども。

G 委員： 先の説明の中で、財政事情の９ページのところに、最終決算額のグラフを載せていただい

ているんですけど、義務的経費の中で、首長部局の職員の決算額だけが、人が削減されて

減らされていってる。２割以上減ってるなあというのがよくわかるんですが、あと人件費

でいうと、学校関係・警察関係っていうのは、逆にわずかに増えているんではないかと思

うんですが、そちらの方の人件費については、どういったことになっているんですか。

事務局： 学校関係・警察関係なんですが、まず警察関係につきましては、定数が国の方から示され

ますが、本県は警察官の数そのものが少ないという事情がございまして、年々増えてきて

おるような状況にございます。それから、教員につきましても、子どもの数が滋賀県非常

に増えておるという状況がございまして、約１０年くらいで申し上げますと、小中学校の

先生では約２５０人、高校の先生はほぼ横ばいという形でございますが、やはり子どもの

数、あるいは学校の数によりまして、国の方で基準が定められておりますから、これによ
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って左右されますので、なかなか県の裁量ではという部分がございます。

委員長： 先ほどC委員からお話がありましたが、県の財政を踏まえたうえで、前の行革委員会の皆

さんで苦渋の決断というと大層ですけど、苦しい決断をして提言を申し上げたわけですか

ら、そういう中で、県の方でいろいろお考えいただいて、交渉いただいて、２７億の予算

が削減できているということについては、大変頑張っていただいている、ご苦労さんと、

申し上げないかんのかなと思う中で、また一方でという話がどうしても出てくるのは申し

訳ないんですけれども、やむを得ないということで、そこは十分状況を御勘案いただきな

がら、引き続きやっていただきたいと思います。時間が大体来てしまいましたが、なにか、

どうしてもこれだけは言っておきたいということはございませんか。

A 委員： 行革とは少し違うかもしれないんですけど、３年後とか５年後とかの例えば県の人口を何

人くらい増やしていこうとか、どういう企業を誘致していこうとか、人の少ない地域に人

をどう入れていこうだとか、そうやって滋賀県の財政のバランスをとっていこうとか、そ

ういったことの計画とかっていうのはお持ちなんでしょうか。

事務局： お集まりいただいているのが行政経営改革委員会ということで、大きな県政経営の中から、

どちらかといいますと効率性・効果性というパートを受け持っていただいているというこ

とがございます。片方でですね、もう一方で、裏腹というと言葉はおかしいですけれども、

滋賀県の基本構想がございまして、内容的には、不易流行の不易の部分、滋賀県は本来ど

ういう県なんだということも十分おさえたうえでの取組も含めまして、しっかり推進して

いく、そういう審議会も設けさせていただいておりまして、２本柱で大きな県政経営をさ

せていただいていると、そういう枠組みで取り組ませていただいています。また、基本構想

につきましても、機会を捉えてご紹介なりさせていただけたらと思っております。

A 委員： その基準がわからなかったんですよ。本当にもっと削減しなければ本当にいけない、でも

いつかは、削減しなくてももうちょっと拡大するとか、なんか削減してたらそれでいいの

かなあと、自分の発言の立ち位置がちょっと分からなくなってきそうで、それで質問をさ

せていただきました。

事務局： 私どもも取り組んでおりまして、すぐ下を向いてしまうことが多うございます。お話のよ

うに、どこまで削減をするのかという収支改善のみに取り組んでおりますと、もちろんそれ

は、赤字を出してはいけないという絶対的な命題がございますが、それを踏まえたうえで、

先ほど財政課長も申しあげましたけれども、例えば何か新たなストックの指標を設けて、

それをベースに置きながら行財政改革の進め方を検討していくという手法も考えなければ

ならないのではないかなというふうに思っておりまして、ぜひまた原案のようなものがで

きましたら、ご議論いただきたいというふうに考えておるところでございます。

D 委員： 現状は何がベンチマークなんですか。ストックベースの指標をと先ほど言われていました

が、いまは何をベースにしておられるんですか。

事務局： お手元の行財政改革方針の本編２４ページあたりだと思うんですが、現状は、今申しまし

た収支改善目標いわゆるフロー的な指標で、一般財源の不足額がこの４年間こういう状況

ですから、これに対する対応をこのように取り組みましょうということで、財政の健全化

に向けた取組を書いておりますが、私の言葉づかいで恐縮ですけれども、ある意味で、もう

少し骨太の財政の健全化のための考え方があってもいいのではないかというようなことも

含めて検討してはどうか、そのためには２３年度の決算の情報も必要でしょうし、いま社

会保障と税の一体改革の検討もなされておりますが、国の中期財政フレームなど様々なイ
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ンパクトも考え合わさないといけないのではないかと考えております。

委員長： いろいろなご意見が出ましたので、本日のところはこの辺で、申し訳ございませんが、議

論を打ち切りたいと思います。いろんなご意見が出ましたので、事務局におかれましては、

ご意見・ご質問に関連するデータとか、資料がございましたら、次回委員会の時には、お

示しいただきますと、また理解が進むものと思います、よろしくお願いいたします。それ

では最後に事務局から。

事務局： C 委員に触れていただいた中で、今年度、私どもの取組として県への信頼感という意味で、

今回の主な取組の中にも書かせていただいておりますけれども、税収確保対策等の充実強

化ということで、税収をはじめ、税収だけではなくて税外の未収金、県の貸付金などの徴

収強化にも特に力を入れてしっかり取り組んでいこうと。なお一層しっかりそういうことに

取り組んでいくことが、税の上では、委員のおっしゃる県への信頼感につながっていくので

はないか、そのように思っております。

次回は第３回ということで考えさせていただいておるんですけれども、秋頃、１１月頃

にお願いいたしたいというふうに思っております。今年度上半期の取組状況でありますと

か、今ほど申し上げました行財政改革の進め方などについても、ご議論いただければと、

今の段階では思っております。日程につきましては、改めて委員の皆さん方に調整させて

いただきますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。

委員長： それでは閉会にあたりまして、総務部長から一言お願い申し上げます。

(3) 閉会

①総務部長あいさつ

今日は大変長時間、熱心にご審議賜りまして大変ありがとうございました。非常に幅広にご意見

を頂戴しまして、先ほども申しあげましたが、まずは歳入の確保、歳出も結構だけれども、まずは

しっかりと歳入の確保をしろということで、それについては、基本は税ということになりますので、

税源移譲があってから、少し個人住民税を中心に滞納額が増えておりますので、今年は１億２千万

円以上滞納額を縮減するということを目標に頑張りたいと思っております。当然、税外収入の確保

についても頑張って参りたいと考えております。

それから評価の問題、取組の評価の問題は、これはやはり自画自賛ということになってはいけま

せんので、できるだけ客観性といいますか、客観的な基準といいますか、そういったものをどうす

ればいいのかということも、研究・検討して参りたいと思います。

それから、地域主権と言いますか、知事からもありましたが、国と県のあり方、あるいは、県と

市町のあり方、非常に流動的と言ったらあれですけども、現在合併で、５０市町村から１９市町に

なってから、権限委譲というものが議論されたことがございません。いまの権限移譲は、従前の５

０市町村を前提にやってきたものでございますので、やはり、１９市町になって、県と市町との役

割分担をどう考えるのかとか、広域連合と県の関係とか、道州制、あるいは国と県とのあり方、い

ろんなテーマがありましてですね、きりがないわけですけれども、非常に様々な議論がありまして、

その中で、県の立ち位置をしっかりもっていく必要があると思っております。

今日は、行革ということで、あまり行革、行革といいますと、縮こまるというイメージもあるん

ですけども、縮こまるばかりでなくて、やはり色々と積極的にですね現実の戦略を見せていくべき

という議論もいただきまして、これについては基本構想の方で、さっき話が出ましたけれども、住

み心地日本一の滋賀を目指そうということで、色々と県上げて頑張っているところです。また、県
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のいいところを発信していこうということで、ブランドの取組なんかも頑張ってやっているところ

でございます。滋賀県の潜在的なパワーというのは、もっともっとありますので、その辺もしっか

りと発信していきたいと思います。

それから、併せて、滋賀県は工業県でございますので、今年から企業誘致の補助金というものを

復活していただきました。立地条件が非常に良いということでございます。反面、雇用問題もござ

いますので、トータルで、しっかりと滋賀県の製造業の強みというものを発揮できるような施策を

打っていきたいというふうに思っております。

最後に、委員長からもお話がありましたけれども、やはり地方財政、臨時財政対策債の話がござ

いましたけれども、制度的には、財政課長が答えたとおりでございます。ただ、マクロ、国全体で

みますと、臨時財政対策債は赤字地方債でございますので、建設地方債でないということを考えま

すと、交付税の持続可能性ということにはどうなのかなあと、これはオールジャパンでみた場合、

どうなるのかなあということはあると思いますので、我々も国に対してはですね、交付税の持続可

能性を担保していただくために、法定５税、所得税とか、法人税とか、酒税、消費税など、こらら

が交付税の原資でございますので、原資の繰入率をですね、もう少し交付税の方に繰り入れてもら

えるような要望もやっておりますが、しかし国の方も金が余っているわけではありませんので、歳

入全体をどうしていくかという非常に厳しい議論を国の方でやっていただいております。

様々な観点からご議論いただきましたので、今日のご意見・ご議論をしっかりと次の秋にはあげ

させていただいて、またこういったことを踏まえて、県として一番重要なのは、しっかりとした公

共サービスを提供し続けていくということでございますので、今後とも委員の皆さん方のご意見・

ご議論をいただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。


