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第３回滋賀県行政経営改革委員会議事録

１ 日時： 平成２４年１１月２９日（木） 15:00～17:10
２ 場所： 滋賀県公館ゲストルーム

３ 議題： 「滋賀県行財政改革方針」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、中井委員、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＜平成 24 年度上期分＞

（２）「外郭団体および公の施設の見直し計画」平成 24 年度上期までの取組状況

（３）県、市町の施策・事業のあり方についての見直しについて

（４）財政健全化に向けた取組について

（５）新しい公共支援事業について

６ 会議概要

(1) 開会

①副知事あいさつ

副知事の荒川でございます。本日は、何かとお忙しいところお集まりいただき、貴重な時間を

頂戴いたします。ありがとうございます。

また、日頃は、県政に格別の御指導をいただいておりますことを改めてお礼申しあげます。

さて、今日の第 3 回行政経営改革委員会でございますけれど、実施計画の平成 24 年度上期の取

組状況について、特に 3点について詳しく説明をさせていただきまして、忌憚のない御意見を賜り

たいと思っております。

一つ目が、地域主権改革についてでございます。国の方では「地域主権戦略大綱」に基づく取組

を踏まえまして、「地域主権推進大綱」の策定が進められてきたわけでございますが、本県も、こ

うしたことも踏まえながら取組を進めていくべきであると考えているわけでございます。地域のこ

とは地域で決めるという大きな流れは、今後も変わりようがないと考えておりますので、そのよ

うな取組について御議論いただきたいというのが 1 点目でございます。

二つ目は協働型社会づくりということでございまして、滋賀県は、よく言われる「三方よし」と

いう理念を、どう協働という形に実現していくのかという点でございます。

三つ目は、これは一番大変なんですけれども、財政の健全化ということでございます。本県は、

行財政改革方針を作りまして、人件費の抑制、事業の重点化・効率化、財政の健全化に努め、ま

じめに取り組んでいるところでございまして、基金残高や県債残高などで改善が見られてきてい

るところでございまして、改革の効果が一定現れてきているものと考えているところではござい

ますけれど、まだまだ先行きが不透明な状況ということでございまして、これからもこの方針を

進めていかなければならないということでございますので、毎年度の収支の均衡、それから後年

度における財政負担の低減という中々難しい注文になるんですけれど、こういう点について今日、

詳しく御説明させていただきたいと考えております。

皆様方の御意見を、今後の県の行政経営改革にしっかり反映させて参りたいと思っております
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ので、忌憚のない御意見を賜りますようよろしくお願い申し上げまして、簡単ではございますけ

れどあいさつに替えさせていただきます。本日は誠にありがとうございます。

②委員長あいさつ

本委員会の委員長を仰せつかっております大道です。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、委員会に御出席いただき、誠にありがとうございま

す。 
早速ですが、最近の経済状況でございますが、御承知のとおり厳しい状況が続いております。

国の月例経済報告では、景気の基調判断を「このところ弱い動きとなっている」と表しております

し、４ヶ月連続で下方修正が続いております。県の商工観光労働部から発表されている県経済の

動向を見ましても、「持ち直しの動きが弱まっている」というような表現がされております。

特に、滋賀県では輸出関連企業の進出企業さんが多く立地しているということがございまして、

その関係の中小企業さん、特に製造業におきまして大変厳しい状況になっております。

外需関連業種と言いますか、輸出関連で中国向けの生産が縮小している、あるいは、円高の長

期化、それからまたヨーロッパ経済の停滞等々によりまして、輸出関連の減産により、全体的に

は下降局面が続いているということになっております。今後も、景気の動向ならびに雇用関連指

標等を注視していく必要があろうと考えているところであります。

余談になりますが、今ほど副知事からもお話がございましたけれども、昨日、嘉田知事さんと

県の商工会議所、７つございますが、その連合会、商工会議所が全部集まって意見交換をする場

がございました。

そこで、このような現状を申し上げる中で、特にエネルギー問題、電力の供給あるいはまた、

電気代の値上げというのが予定されておりまして、その辺のところに意見が集中いたしまして、

知事のおっしゃっておられる「卒原発」という方向には反対される方はほとんどおられない、皆が

同じ方向で考えておられているとは思いますけれど、そこは、あまり拙速に急激にされますと、

エネルギーの制約、あるいは電気代値上げによるコストの増加等々によりまして、環境破壊より

まず、その前に経済破壊が起こってしまう、多くの事業所ならびにそこに勤務されておる従業員の

皆さんの生活が破綻してしまう、そのような状況になりかねないということで、各商工会議所か

ら意見が相次ぎまして、知事は皆さんの御意見は承りますということでお答えをいただいたんで

すが、大変そのような深刻な状況となっておりますし、また、これからも更にということが予測

されておるということを、余談でございますがあえて申し上げたいと思います。

このような景気動向から、県におかれましても、法人二税などを中心に収入も減少する可能性

が懸念されておりまして、今後もそういう中で行政運営をしていかなければならないというよう

なことが予想されるわけでございます。

そのような中で、本委員会におきましても、皆さんの経験と英知をもとに、御意見と御提言を

いただきまして、今後の行財政改革の一助となるように運営して参りたいと考えております。

本日、お忙しい中で 2時間の会議となりますが、よろしくお願い申し上げまして、冒頭のごあい

さつとさせていただきます。
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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実施計画』の取組状況＜平成 24 年度上期分＞（資料１）」、

「『外郭団体および公の施設の見直し計画』平成 24 年度上期までの取組状況（資料２）」、「『県、

市町の施策・事業のあり方についての見直しについて』（資料３）」により説明をしました。＞

【質疑】

委員長： 今、御説明いただいた資料１、２、３につきまして、かなり広い分野でボリュームもござ

いますが、時間の関係上、まとめて御意見を頂戴したいと思います。よろしく願いしま

す。 
Ａ委員： 時間の半分以上をお使いになって権限移譲のお話をされたと思いますが、最初に定員削

減の計画というところの中で、対前年で知事部局で 45 人削減というのは、だいたい何パー

セントくらいの削減になるわけですか。分母がいくつで 45 人の削減なんですか。

委員長： 事務局いかがですか。

事務局： 知事部局の現在の定数は３，１００人でございます。ですから、およそ１／６０になりま

す。これは４年間で１２０人以上削減という計画を作っておりまして、その１カ年分にな

ります。この１年前にも３１人削減しております。

Ａ委員： 権限移譲も基本的には定数削減に効果があると、当然そういうことなんでしょうね。それ

が、１２０／３，１００の削減の一部の効果と考えていいんでしょうね。それが多いと見

るか少ないと見るか、説明に大きく時間を割いておられましたけれど。

委員長： 他に何かございますか。

Ｂ委員： 今の御発言に関連するんですけれど。定数削減の件ですけれど、仕事量は一定ですけれど、

これだけの人数が削減されて、いわゆる従来の仕事は振り分けられるんでしょうか。とい

うのは、育休、男性職員のイクメンについて、知事は力を入れておられますけれど、削減

して、その補充をどういう形でされているのか。それと、仕事をしておられる方、職員さ

んの福利厚生とか、イクメンとかにしわ寄せがいってるんでしょうか。基本的な素朴な質

問ですが、その辺のところを説明いただきたいです。

委員長： 事務局お願いします。

事務局： まず、削減の基本的なやり方でございますけれど、業務量がすごく減るということではご

ざいません。権限移譲等で少し県の業務が減っていくという傾向は確かにございますけれ

ど、やはり県の仕事の仕方そのもの、例えば地方機関の組織をいくつか統合するですとか、

あるいは地方機関で行っていた仕事を本庁で行って、地方機関はその分を閉めるとか、こ

ういうようなことを小さな単位で数多くやりながら、そういう形で人員削減というものを

図ってきております。その結果、一人当たりの相対的な仕事の密度は高くなるだろうと思

います。そういう形で、効率的に仕事がまかなえる形で数を減らしているところございま

す。 
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さらに、その中でイクメンというお話がございまして、滋賀県におきましても、ワーク・

ライフ・バランスという中で、男性職員の育児参加は進めてきております。総務省に聞き

ましたところ、全国的には滋賀県庁は進んでいると、たくさん育児休業をされていると言

われておりますが、目標としては１０％程度は１～２ヶ月の育児休業を取っていただきた

いなということで、そこに向かって取り組んでいるところです。

Ｃ委員： 権限移譲と事務の共同化の件なんですけれど、県と市町で事務作業の軽減をしようとやっ

ておみえになってるんですけれど、結果を見ると、これが権限移譲のメリットだというも

のが私には見えてこないんですけれど。権限移譲とか事務の効率化とかの何が無駄かとい

うことを新入職員の方がチェックするといいと思うんです。

うちの会社でも、会社の中の事務処理の中に不適切なところがないかとか、そういうのを

チェックするときに、慣れてる人がやると、これは今までやっていたから普通だわと思う

んですけど、全く何も知らない人が見ると何でこんな煩雑なことをやってるのっていう、

非常にクリーンな意見が出てくるんです。今までの流れの中でチェックしてても分からな

いのであれば、全然知らない素人が見て、何かこれおかしいという意見を拾い上げていく

と問題点が抽出できるかもしれないので、問題点を抽出するときの視点をがらっとお変え

になった方がいいのではないかと思います。

委員長： 答えにくい問題ですがいかがですか。

副知事： そういう視点は大事だと思います。

事務局： 非常に貴重な御意見をいただいたと思っております。本日の委員会の状況は県の庁議にも

御報告申し上げます。また、市町との推進会議の中でも委員会からこのようなご提案をい

ただいたということをフィードバックする中で、さらに精度を高めつつ、問題点を抽出す

る方法について精度を上げていきたいと考えております。

Ｄ委員： 給与カットが１０年連続で全国最長ということなんですが、滋賀県以外にカットを行って

いるところはたくさんあるんですか。それと、１０年というのは非常に長いと思うんです

が、先の見通しはどうなんですか。これが定着してしまって、１０年というと恒久的にな

ってしまっている。この先の見通しっていうのはどのように考えておられるのかをお願い

します。

事務局： こちらに記載しております給与カットは一般職員に着眼して書いておりますが、一般職員

の給与カットを行っております団体は１２でございます。１０年というのは全国最長でご

ざいまして、それは北海道と滋賀県でございます。

先の見通しでございますが、現在のところ、行財政改革方針によりまして２６年度まで

財政の中期計画を設けておりまして、その中で人件費の対応として３５億円を削減してい

くという形でございます。その一つの方策として、このカットをしておりますので。毎年、

組合と交渉する形になってございますが、そういったものを念頭に置いて、当面は２６年

度までとしております。

Ｄ委員： ２６年度以降は解消されると考えていいんですか。

事務局： それ以降につきましては、今後検討と考えております。

事務局： 公務員の人件費というのは、人事委員会勧告というものがありまして、労働基本権を制約
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されている代償措置ということで憲法上の要請というふうに理解をしております。あまり長

くだらだらと続けるということは、決していいことでないと思っていますので、できるだ

け早く解消に努めたいと考えております。ただ、財政状況を踏まえて、今直ちに解消でき

るという状況ではないことも事実でございますので、できるだけ、公務員の給与原則を踏

まえながら、できるだけ早く解消に向け取り組んでいきたいと思っております。

Ｄ委員： 効果額 17 億円を多いと見るか少ないと見るか。しかも長期に渡って、県独自。独自効果

で 17 億円ですね。この辺のところの働く側からすると、モチベーションも含めて、17 億円

を職員一丸となって、いろんなところで効率化を図るということをやっている時に、10 年も

やってるというのは、ちょっと長いですね。意見として申し上げたいと思います。

委員長： 今の数字は、人員減による人件費の定昇分と給与カットによる減少分というのはきっちり

分けておられるんですか。

事務局： 平成 24 年度では人件費で 42 億円カットに取り組んでおりますが、この中の 17 億円が給

与カットの分でございます。それ以外には人員削減もございます。また、他の手当の抑制と

いうもの、あるいは見直しといったものもございます。そういったものをすべてひっくるめ

て、人件費としてはこういう対応をしている、その中の一つの方策として、この分が入って

いるということでございます。

Ｅ委員： 給与カットのところですけれど、24 年度カット率、これを適用するのは、あと 2 年続ける

んですね。

事務局： 2 年続けると決まってはおりません。

Ｅ委員： 見通しとしてラスパイレスで見るとどのくらいの比率になりますか。今、分からなくても

いいんですが、そういう指標があった方が、ラスパイレスに近づけるかどうかは別として、

議論しやすい感じがします。国の方では７．８％カットですよね。

副知事： ですから、今年度だけでみると地方の方が高くなっていると思います。

Ｅ委員： それは全国的にそうだから滋賀県だけがということではないんですが、一つのベンチマー

クとしてラスパイレス指数がどのように変化するのかというのをある程度見せていただけ

ると、また議論が違うのかなという気がします。

事務局： 今分かっている範囲では、23 年度のものまでしか公表されておりませんが、この段階では

国の方は給与カットされておりません。その段階では、本県は９９．９ということで、全国

的には 22 位という数字でございました。

Ｅ委員： 必ずしも高くないですね。それが、乗ったときの値で、この 24 年度のカット率なり、こ

のステップにどの程度の水準になって、他府県がどういうような取組をしているというのが、

少し数字で見えるような形になると議論が違うのかなという気がします。今日ということじ

ゃなくて、また、そういう数字をそろえていただければと思います。

Ｆ委員： 権限の移譲というのは地域主権改革の重要な柱で、それについてちょっとお伺いしたいん

ですけれど、検証して、権限を移譲した結果、サービスの住民への様々な効果とかですね、

それから、その事務を担うといって市・町の行政推進にあたって、そういった効果性といっ

た点で、顕著なものがあったとしたら、どういうものであったのか少し具体的にお示しいた

だければありがたいというのが一点です。
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それから、二つ目は先ほどＡ委員の指摘にもありましたけれど、同時に権限の移譲という

のは行財政改革の効率性ということの関わりも考えられるわけでございまして、当然、権限

移譲に伴って財源の移譲も行って、それが市町から評価されている訳ですよね。すると、具

体的に権限移譲で県の方としては一部財源の移譲をしている訳ですけれども、トータルとし

て効率性の観点といった場合、どの程度効果があったのかという推計をしているのかという

ことが二つ目の問題です。

それから、三つ目の問題としてここにも書いてありますけれども、権限移譲を一律に行う

のではなくて、希望した自治体に権限を移譲して欲しいというのが随分強いですよね。ある

いは、規模によって変えて欲しいというのが強いですよね。こういった自治体の自主性とか

規模を勘案しながら権限の移譲を行えた事務はどの程度、どのようなものがあるのかという

ことについて、少し説明いただければと思います。

事務局： まず一つ目のどのような効果があって、それが顕著なものということでございますが、市

町との意見交換の中で言われておりますのは、事務処理の迅速化によって住民サービスの向

上につながるものがあると。例えば、農地転用の事務とか違反屋外広告物の除却等に関する

事務等が市町に移譲したことによって、迅速に事務処理が行えるようになったとか。あるい

は、市町の個性を生かした地域づくりの推進が可能になったということ。市町の民生委員等

の定数を市町で決めていくという民生委員・児童委員に関する事務とか、都市計画施設の区

域における建築の許可等に関する事務など、市町の事情に合わせて対応していくようになっ

たということで、市町の個性を活かした地域づくりの推進が可能になっているといったよう

な意見が出されています。そういった辺りで効果が現れているのではないかと思っておりま

す。 
二つ目の効率性について具体的な数字としてどのように推計しているのかという御質問で

すが、そちらについては今のところ数字を持ち合わせておりません。

三つ目の市町の要望等を踏まえた権限移譲の方法につきましては、大きく３つの方法がご

ざいまして、市町の規模に応じて県全体で一律に渡す、いわゆる一律方式と言っていますけ

れど、これがだいたい７５％くらいになっております。それから、市町が望むものをお渡し

するメニュー方式と言っていますが、これがだいたい１０数％。それと、特定の分野をまと

めてお渡しするパッケージ方式、これもだいたい１０％程度。このような形で、これまで権

限移譲を進めてきているという状況でございます。

Ａ委員： この会議で何回か前に出たと思うんですけど、効率性の問題で外部評価を導入したらどう

かと。例えば、企業でもいわゆるリストラクチャーをやるときに、当然コンサルとか外部評

価、今も評価していないと、こういうお話が出ましたけど。外部評価を導入していくという

ことも一つの方法ではないかなと。先ほど、新人に聞いてもらうというお話もありましたで

すけど、効率性を追求するということであれば、外部評価を導入するということも一つの重

要な要素ではないかなと。

それと、外部評価の面でもう一つちょっとお願いしたいんですけど、これは私の思いなん

ですけども。いろんな会議に出してもらいますと、いわゆる事務局原案の案が出てくるわけ

ですね。それに対して、我々審議会で出て行って、それで審議会でお話ししていくというこ
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とですよね。それで、ある程度の案というのは、意見は出ますけれど、事務局原案が上がっ

てくると。それでパブリックコメントになって成案と出てくると、こういうことですよね。

そういうことの中で、審議会のメンバーも当然そうでしょうけど、その行政施策の評価がで

すね、割と客観的な評価になってないということ。それでも今回、過去のいろんな行政団体

とか施設の見直しがありましたですけど、当然、経年劣化による時代の任務を終えただろう

ということがあるでしょうけど、当初、やっぱりコンセプトが不明確であって当然失敗する

べくして失敗したという、そういう施策もあると思うんですよね。そういう中で、今回の見

直しの中で、見直し案が出てますよね。いろんな施設の見直しとか。その見直し案をそうい

うふうな、我々で言うとマーケティングに基づくと言いますか、有識者の意見だけではなく

て、本当にそうなのかというところの評価を経ないことには、また同じような審議会があっ

てパブリックコメントがあって事務局原案が通ってやりましたと。そこには結果責任という

ものが全く問われない。結果責任は、何十年後かに審議会で、そのときに何でこんなことや

ったんやと言われますけど。

一つの例を言いますと、今、再生エネルギーの検討をいろいろとされています。基本的に

は我々も聞いたんです。あの中には経済界の人はどなたも入っておられないということです

ね。工場長はおられますけど。基本的には供給側の論理ばかりで進んでるんですよね。それ

に対して、滋賀県が行政施策として、県民のマイナスの話というのは全然出てきてないです

ね。そういう中での行政施策の評価というのは違ったものが出てくるんではないか。良い悪

いの話をしてるんと違うんですよ。やっぱり、行政施策の評価というのは、両面から見てい

く。例えば、再生エネルギーの供給側の問題で、今４２円の買い取り価格からやりましょう、

やりましょう。それで、先ほどの原発もあれやから、やりましょう、やりましょうと言うけ

れど、現実的に、もうすでに滋賀県から工場を他に移したいという方がおられるわけですね。

それは何かというと電気代のアップということですね。関電エリアから九州に行くという方

もおられましたし、もう日本ではできないと、こういう方もおられました。それと、もう一

つは、再生エネルギーでも、今、太陽光パネルが３８円位ですか、１キロ当たりの単価とい

うのは。ＮＥＤＯだと、２０２０年に１４円になると言ってるわけですね。現在、行政施策

として積極的に３３円のもの、限られた土地の中で太陽光パネルを今すぐにやるということ

が、本当に２０年後のことを考えた場合、最適な施策なのか。本来ならば、そこまで評価し

ないといけないことを、今とにかく４２円だから行け行けということですね。ということは、

需用者は４２円の電気を買わないといけないということですね。ところが、ＮＥＤＯは、２

０２０年には多分、太陽光の発電コストは１４円になると言ってるんですね。じゃあ、行政

施策としては、今はとにかく我慢して、１４円になったときに安い電気を滋賀県としては一

挙に供給するという、例えば１０年スパンであれば、そちら方が有効であるということも考

えられますよね。そういうことを行政施策として、いろんな外部評価、いわゆるパブリック

コメントとか有識者の評価も大事でしょうけど、いろんな角度から評価するということも大

事じゃないかなと思います。

それと、ある程度の施策の一つの評価が、内部で評価基準、投資効果の評価基準が内部で

ありますよね。例えば何かの施設を作ったときに、これは何十億の効果がありますよという。
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ところが、我々がやるというのは、マーケティング調査とかいろんなところの中で、これに

対して需要予測をして経済効果がどうのこうのって、非常に結果責任を問われるものってあ

りますよね。本当に、いわゆるリターンというのが正しいのかどうか。例えば、具体的に言

えば、近代美術館の再生でもそうで、４０億円ほど投下して何億円のリターンがあると、こ

ういうことですけど、見方によっては観光振興にとってどうか、地域振興にとってどうかと

いうことで、投資効果というものは全く変わってくると思うんですね。一つの投資にとって

は、最大の有効な効果を考えるというところの中で、本当にああいう数字の効果だけで、こ

れをやる意味があるんでしょうか。そういうことが、システムそのもののやり方ってあるん

じゃないかということを申し上げたいと思いました。

委員長： 話が、本論から大部大きい話になったと思うんですが、何かコメントがあればお願いした

いと思いますが。

副知事： 外部評価についてですが、我々は施策について、まず計画を作って、パブリックコメント

をやって、方針を決めて予算化して、議会に諮って事業を進めております。美術館を例に出

していただきましたけれど、必ずしも経済効果だけでやるかやらないかを判断するものでは

ないというものも、ご案内のとおり多いものですから、必ずしも全てに対してそうなってい

ないのは確かです。一つひとつ事業の前に、外部評価というのは、具体的にどうするのかな

ど、議会でも随分、御議論いただいておりますし、パブリックコメントでもいろいろな意見

があります。あるいは、こういった審議会で御議論いただいており、かなり客観性は担保し

ながら進めているつもりではございます。知事の思いで一方的に進めていないということは

御理解いただけると思うんですけれど。そこをどうしたものかと、悩ましいなというのが正

直なところでございます。行政の事業にとって、永遠の課題なのかもしれません。

Ｇ委員： 恐らくＡ委員がおっしゃったのは、外部評価を入れることによって、県単体で県の施設と

いうものを縦割り行政の中で、その目的だけに使用するのではなくて、観光とかいろんな視

点を取り入れた、もっと新しい賑わいの方法があるのではないかという御提案なのかなとい

うのが一つ。 
外部評価ということに関して、私も権限移譲の話についてちょっと一言あるんですけれど、

検証の中に悪い評価として県への依存傾向とか、そういったことがあるということがペーパ

ーの中にあるんですけれど、恐らく、市町でそういった問題が出てこなかったので、それに

対応する部署とか専門性を磨くような機会がなかったから県に依存している傾向がまだあ

るんじゃないかなという御判断なのかなと思うんです。外部評価を入れることによって、も

っと市町の単位で、その地域に即した、例えば民生委員であるとか都市計画であるとかの事

務ですね、そういったことに関してより良い方法があるんだよという指針を含めて、外部か

らの提言などをいただいた方が、県にとっても市町にとっても、より効率的というか総合的

なことができるんじゃないかというふうに外部評価という話があったんじゃないかなと思

いまして、私の方の意見と併せてこちらの方で。それも含めた形で、一番最後にありますよ

うな、独自性が発揮できていないというところに、これから対応していただけるんじゃない

かなと思いました。

委員長： 今のお二人の御意見につきましては、他府県等の例も踏まえて、一度事務局で御提案いた
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だいて、御意見に沿ったような部分を考えられるのであれば次回の会議にまたお願いいたし

たいと思います。

それでは、まだ御意見等たくさんあろうかと思いますが、時間の関係上、次へ進めさせて

いただきます。資料４につきまして、事務局から説明をお願いいたします。

＜事務局から「財政健全化に向けた取組について（資料４）」により説明をしました。＞

【質疑】

委員長： 時間をかけて説明いただきましたが、いかがですか。

Ｃ委員： これを見せていただきましたら、貯金を食いつぶして借金をこれからちょっと少なくして

いこうかなというような形のものだと思うんですけど、縮減も大事だとは思うんですけど、

でも、税収入っていうのは法人税というのが多いですよね。税収入、税金を上げるんじゃな

くて、企業がより健全に滋賀県に来て、法人税を払ってもらえるような、そういう健全な税

収の確保の仕方みたいなのを県と企業さんと一緒に考えながら、税収を増やすというような

目標も必要ではないでしょうか。景気に任せたままで、大きな企業さんが海外へ出て行かれ

たらそれでどうしようもありませんわというような形になってしまいますし、かえって住民

税を多くするとか。例えば、住民にたくさん移住してもらうと。老人だけでなく、住民税を

払っていけるような人達を呼び込んでいけるようにするとか。マイナスだけじゃなくプラス

の側面をどういうふうに組み立てていくかということも考えていく必要がこれからあるん

じゃないかと思うんです。大変難しい話だと思うんですけど、そういうことを民間の企業さ

んとか住民さんとか市町さんとかと一緒にやっていけるように、１０年スパンくらいで考え

ていかないといけないんじゃないかなと思います。だけど、そういう考え方を皆さん持って、

県の職員さんも市町の職員さんも、今までの予算を使っていくお金を使うのが自分たちの役

目というんじゃなくて、どこかからお金を持ってこないといけない、そのつなぎ役が自分の

役目だという位の感じの考え方の変換をしていく方がいいんじゃないでしょうか。全くの素

人考えでございますけれど。そういう側面も入れていただきたいと思います。

事務局： ここに示しているのは行革の側面で提案させてもらっている分ですけれど、もちろん滋賀

県では長期構想を持っておりまして、未来戦略プロジェクトを持っております。その中で、

滋賀の未来成長産業に対する施策であるとか、観光に対する施策であるとか載せております

し、具体的に個別には、例えば、企業誘致のための助成金を持っておりますし、逆に外に出

て行かないような施策として、モノづくり企業応援助成金も持っております。今回の１１月

議会でも、中小企業の活性化のための条例案を出しておりますし、いろんな形でやっている

方はやっているということです。今回はたまたま切る方しか見えてきませんけれど、そうい

う取組はさせてもらっておりますので、それを息長くできるような財政基盤の確立を目指す

という話かなと思っております。

Ａ委員： 先ほどの続きで、行政の大きな役割として地域を活性化させるということが行政の大きな

役割だと。いわゆる安全安心もあるでしょうけど。ということで、マーケティングしていく

とことが困難な地域のマーケティングをしていくということで、アメリカを含めていかに行

政が地域を活性化させるかいうマーケティングの問題があるわけですよね。そういう中で、
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先ほど言いました投資効果というのは、いろんな見方がありますけれど、財政で使うお金は

最大限の投資効果ということで、先ほど持って回った言い方をしましたけれど、県の方々が

お考えになってそれを審議会に出してパブリックコメントで原案承認ということでは、なか

なか今の世の中の動きで 100%合っているとはなかなか言い難いこういうふうに思いますの

で、やはり行政施策をする上でも審議会は当然あるんでしょうけど、やはりいろんな側面か

らバランスよく見ていくような行政施策をお考えいただくような方策がいるんではないか

なと。それが基本的な行政のマーケティングだと、私は常にこういうことを言っているんで

すけど。その不足している部分がこの実感として非常にあるという意味で、先ほど持って回

った言い方をしましたけど。したがって、外部評価というのは、そういう意味で客観的なマ

ーケティング的な要素が必要ではないかと。これが将来的な行財政改革につながるのではな

いかなと思います。よろしくお願いします。

Ｂ委員： 極論ですけれど、県のお仕事の大半というのは国の委任事務っていうふうに理解をしてき

たように思います。私は近江八幡市民ですけれど、市民として日頃の活動の中からそういう

ふうな意識で、県の仕事は委任事務であると。ですから、先ほどおっしゃったことと関連を

するんですけれど、全体が大きく変革しなければ、先ほど議論がありました権限委譲という

形で大胆な改革をしていく。その前に外部評価というものをきっちりしていかないと、そう

いうような外部評価をしている県があるか分かりませんけれど、大胆な考え方で改革をして

いかないと、やがては県のあり方っていうのも大きく変わるんではないかと。自治体の仕事

をさせて貰ってきましたからということで、意見というか極端な議論ですけれど、やはり外

部評価というのはすごく大切だと思います。

私は細やかな介護保険の事業に取り組んでおりますけども、誠に厳しい外部評価をお金を

出して。介護保険の事業しんどいんです。経費を出すのもしんどいんですけど、外部評価を

受けて、ちゃんと成績を明確に公表という形で、県のあり方も競争原理を取り入れて、それ

にそぐわないものというのはこれからの議論だと思うんです。根本的なあり方というのは変

えていく時期ではないかと思います。その財源をよそからというのは、かなりどことも日本

の経済がかなり厳しい財政の中ですから、先ほどおっしゃってるように外部評価をきっちり

して、除くところは切っていってというふうな結論です。私は常々そういう考えで、今日も

そういう考えで出席させていただいております。具体的にどのような形で外部評価を取り入

れて支援していくかということについては、各方面からの議論だろうと思いますけれど。

Ｅ委員： 丁寧にご説明いただきましてありがとうございます。フローの面でもストックの面でも全

国平均で見たら、正直見ていてもそんなに厳しくない。優等生とは言えないかもしれないけ

れど、突出として悪いとは思わないです。

少し気になったんですけど、いくつか、清算というか解散の予定がある団体がありますよ

ね、下水道公社とか住宅供給公社とか。こういったものが、この計画の中に反映させた内々

の数字というのは出しておられるんでしょうか。つまり、多くの審議会に出たときに、その

数字を乗せた途端、悲惨な状況になる自治体が結構多いので、それは何か配慮があってまだ

入れていらっしゃらないのか、あるいは、この数字の中にすでに反映させていらっしゃるの

かということをお聞きしたいのが 1 点。 
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それからもう 1 点なんですけれども、この委員会で検討するのがいいのかどうか分からな

いですけれど、特に自治体にひっかかってくるのが土地開発公社でして、3 セク債の発行が

確かに２5 年度までで期限切れだということで、割と大急ぎで取り組んでいるところもある

んですが、滋賀の場合はそのあたりでは、何か早急に手を打たないといけないというような

ことがあるのかないのか教えていただきたいと思います

委員長： ただ今のご意見に対しましてお願いいたします。

事務局： 土地開発公社の関係はですね、滋賀県の場合は、比較的優良な財政運営を行ってきており

ますので、３セク債の活用とかいうふうなことはございませんし、内部留保もございますの

で。あと隠れ債務みたいなもんですね、3 セクの。それは、さほど指標の方には影響ござい

ません。ただ、実質公債費比率の方で造林公社の債務が 3 年平均でありますので、3 年間全

部造林公社の負担の方が把握されましたんで、少し悪化しているというのがございます。そ

れは、数字に反映させております。今回、下水道公社等の解散については、さほど大きな影

響はございません。

事務局： 道路公社ですとか土地開発公社、これは債務がありませんので、ここに入ってますがゼロ

です。例えば、環境事業公社であるとか食肉公社、これは一定、県が関わっておりますので、

その債務等はここに入っております。入った比率がこれであるということです。３セク債と

いう話がありましたが、今のような話ですから、そんなに無茶苦茶悪いところはありません

から、今そこは考えておりません。

Ｅ委員： ということは発行しなくてもやっていけるということですか。 
事務局： そうです。

委員長： その前におっしゃっていただきました、前向きな投資等については別途計画があるという

お話でしたけれども、そういったものは今のこの中には含まれているんですか。予算措置は。 
事務局： これは過去の分析をしておりますけれど、今、予算編成の最中でありますけれど、ソフト

事業なんかでは先ほど話があった基本構想の中で８つの重点テーマ、防災とか安全・安心と

か福祉とかまちづくり、こういった重点テーマ、そういったものには重点的に投資していく

ということで特別枠を設けて、その分は別に予算をしっかり確保しようということで現在や

っております。これは、主にソフト事業ですけれど、それに加えて将来的に、先ほどたまた

ま美術館の話が出ましたけれど、これは将来的に大きな課題となっておりますけれど、その

辺も全体の事業量とかあるいはどういった構成でやっていくのかという全体のスケジュー

ルあるいはボリュームですね、そういったものは他にもいろいろあるわけですけれど、全体

をにらみながら、今後予算編成の中でつけるものはつけていくというような、メリハリのあ

る財政運営をやっていくというつもりでございます。

委員長： 自分の意見を申し上げて申し訳ないんですが、今、説明いただいた資料だけを拝見してお

りますと、どう評価したらいいのか分からんというのが実感でございまして。例えば、企業

の場合ですと、2 ページのこの表にしても、こういう委員会でご説明いただくのはこれが限

界かなという気もするんですけれど、各費目について、細かい数字を当初計画とそれから決

算と比べてそれがプラスになったマイナスになったという要因を全部横に書き出してです

ね。例えば、水道代が去年より 300 万円増えました、それがどこの部署でどういう理由で増
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えたのか、紙の使用はどうなんですか、何がどうなんですかとすべての項目についてチェッ

クしているわけです。もちろん県もなさっておられると思うんですが、その辺が分からない

と、本当にこれがどこまで努力をいただいたのかというのが分からないという、それが1点。 
2 点目は、冒頭に説明いただいたこの改革の取組が、その中にどういう風に入っていると

いうのが、これがもう一つ。こちらの方に、個々の項目で、これだけ減りましたとかいうこ

とは示されておりますけれど、もし改革をやらなかったらこうなってましたよと。しかし改

革のためにこうなったという形でも結構ですから、それとの関連性をこの中に持ってきても

らえないと分からない。

それから３つ目は、これからの最後のページで説明いただいた部分も、やっぱり向こう 5
年くらいはですね、ほとんど確実な数字が予測できると思うんです、入りも払いも。だから、

放って置けばこうなりますよという中で、これもなさっておられると思うんです。その辺の

ところを見せていただけると、より委員会としてもいろんな角度からの意見が出せるんじゃ

ないかと思いますんで。

事務局： 委員長がおっしゃった前段の費目ごとの計数、それについては決算書の中で人件費がどう

とか物件費がどうとか補助金がどうとかいうふうなことを時系列あるいは昨年度比較でや

っておりますので。それを今日持ってきたらよかったんですけれど。

また、県の財政事情というものも作りかけておりますので、財政事情という冊子ができま

すので、また委員の皆様に送らせていただきます。それだと現場の取り組みの中身ですね、

例えば基金とか起債にしても当初計画を作った段階よりは多少良くなっているということ

は申し上げましたが、その要因でありますとか、その辺の分析等も併せて書いてございます

のでご一読いただければと思います。それから、企業ですと 5 年の中期計画ですとか、そう

いうようなものを作られるところが多いと思うんですが、行政の場合は、とりあえず今、26
年度までの 4 年間の計画を作っておるわけです。その先の内々のバックデータというものは

作っているわけですけども、なかなか不確定な要素もございますし、特に制度改正や消費税

等の関係もございまして、まだまだ公表というようなところまで至っていないということで

ございますけれど、ただ当然、次期計画を作る必要がございますので、それに向けてですね、

タイミングを見ながら説明させていただきたいと思います。

Ｆ委員： 1 点だけ、技術的な問題なんですけど、10 ページのグラフ 12 です。ストック分析を重視

して財政計画を考えていくということについては賛成なんですけれど、御説明の時にですね、

平成 15 年と 23 年、近年では 2 回、基金の上積みができたという御説明で、これが行財政改

革の成果だということだったんですけど、行財政改革の成果だというのは、基金残高を増や

して 150 億くらい積んでおこうという方針を持って行ったということなのか、別の意味があ

るのか御説明いただきたいと思います。

事務局： 説明がまずかったかもしれません。20 年間で、この 2 回だけが戻ったときです。もちろん

税収が回復した時期ではあるんですが、こういうのは非常にまれな時期、タイミングなんで

す。冒頭、22，23 年に改善があったと申し上げましたが、税の回復によるものが結構大き

いです。それに併せて、行革方針を進めて参りましたから、その影響も入っているというこ

とで、22-23 は結構よくなったんですが、ただ、こういう時期はあまり続かないので、今後
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とも 24 年度以降も基金残高を確保することは非常に重要ですから、行革を進めていきまし

て、150 億円程度は維持していきたいということで申し上げました。

委員長： それでは、まだ御意見もあろうかと思いますが、次の資料 5 につきまして、できるだけ短

くお願いします。

＜事務局から「新しい公共支援事業について（資料５）」により説明をしました。＞

【質疑】

委員長： 今、御説明いただきました資料５と、時間が少なくなりましたので今までを通してと、両

方併せて御意見をお聞きしたいと思いますが、何かございますか。

Ｃ委員： この新しい公共の取組のところのイベントについてなんですけれど、私は高く評価してい

ます。この秋、滋賀県内で土日のイベントがものすごくたくさんあったんです。イベントに

参加する人がいろんな地域、湖北に来てくださったり東近江に来てくださったりしていて、

他府県の人が滋賀県に入ってくださる大きなきっかけになったと思うんです。住民の方々が

すごく一生懸命やっておられますし、県や市町の職員さんなんかも一緒になってやっていた

だいているので、住民が主体となってやるというのは、すごくいいことだと思うんです。こ

の秋、思ったんですが、永源寺とか西明寺とか大津とか紅葉がすごく美しくて、他府県から

ものすごくたくさん来てくださってて、長浜の北の方でも駐車場を拡大するくらいの行楽客

の増加が、ここ数年続いているということなんです。ですから、季節ごとの行楽客が来ると

いうふうな状況にもなっておりますし、イベントをやることによって、ここの季節はきれい

やなといって他府県の方がまた来てくださるということもあるので、こういうことは、住民

さんをうまく巻き込んでどんどんやっていくと、ひょっとしたら何かにつながるんかなと思

っています。ただ、行楽客は来るけども、お金を落とさないと皆言っているので、お金を落

とすようなやり方とか仕組みを考えていかないといけないのかなと思います。寺社仏閣なん

て入場料 500 円なんですけど、京都だと 2 千円ほど取ってますよね。せめて千円くらい取っ

たらいいのにね、500 円は地域に落ちるくらいの。滋賀県はすごくリーズナブルだから来は

るんやけど、来はる人に対してうまくお金を落としてもらえる仕掛けがないんですね。お金

を落としてもらえる取組を住民の人と一緒に考えるっていうのは、すごく素敵なことだと思

います。

Ｆ委員： 新しい公共支援事業で一番大事なのは、いわゆる新しい公共の場づくりのためのモデル事

業で、個々にどういう事業が行われたとか、どのようなＮＰＯ、団体が育成されたかという

ことではなくて、新しい事業を行うために公共とＮＰＯと他団体との連携というのか、プラ

ットフォームをどういうふうに作れたかなんですね。それは恐らく次の新しい公共というの

は、実際に地域のサービスを提供できるかどうかにかかっているので。その面では、一番最

後に言われた、東近江のパブリックアクセス推進協議会、これは、緑の分権改革に非常に長

いストックがあった上に新しく作るんで。こういうＮＰＯで、どう企画し、その地域でネッ

トワークができたのかというところをしっかり評価されて、それを次につなげていくような。

これで、恐らくこれに関連する補助金は最後の結果ですけど、続かないと思うんで。市や県

が単独でも結構ですから。全てがうまくいったからじゃなくて、評価あると思いますから、
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非常にうまくいっている東近江のこういったものは、育てていく形で、今後、いろんな支援

の場を継続していってもらいたいと思います。

Ａ委員： これは 2 年間ですか。

事務局： 2 年間です。

Ａ委員： 私も同じで、例えば、教育の方では中学校単位で地域との結びつきをやっていこうという

ところがありますね。中学校区での地域との連携とか、そういうようなシステム作りなんか

も、もう明確なビジョンの中で、例えばそういうふうなある程度意図を持つとか。ここにも

書いていますが、地域問題解決のためということで、一つは市町では、行政で教育問題と地

域との繋がりを作るために、中学校単位でいろんな仕組みを作っていこうとか、例えばそん

なものがありますよね。そういうことも含め、ただ単に上がってきたやつを認めていくとい

うことではなく、そういう検討をしていただければと思います。

それと、この中で基盤整備事業がいくつかありますね。それで、しがＮＰＯセンターさん

とか、淡海さんとか割と基本的な、いわゆるＮＰＯに対しての基本的な活動と言いますか、

経理の指導とか何とか指導とかということで、2 年間で 6 千万円くらいですかね、あるんで

すけど、今のモデル事業というのは分かりやすいんですけど、本来の基本的なところで既存

のＮＰＯに対する基盤整備事業で 3 千万、3 千万と。これはもう 2 年で終了なのか。モデル

事業と基盤整備事業はちょっと違うような部分があるんですけど。これは2年で終了ですか。

事務局： 2 年で終わりです。この間に、色々と個別のＮＰＯの指導であるとか体制強化に入ってい

ますので、それを踏まえ、それぞれのＮＰＯにはやっていただくことになります。もちろん、

このような中間支援団体は、本来的にこういう仕事を役割として持っておりますので、引き

続き取組を進めていってもらうことにはなります。

Ａ委員： 金額的に 500 万円というと割と大きな、こういうような基盤整備、運営基盤の脆弱性を補

完するという。私もＮＰＯをやっていますけれど、こういうような御支援を受けたことがな

かったもので。

委員長： 先ほど、多様な主体の話が出ましたけれど、今、国体検討委員会で最終提言をまとめてい

るところなんですが、その中に絶対入れたいと思っていますのが、平成 36 年に 2 巡目の国

体をやるときに、かなりの施設を抜本的に改築、もしくは新築しなければならないと。その

時に、本来なら県立体育館とか市立体育館とか、そういう形で施設を作られるということな

んですが、後の利用等を考えますと、これはもうそういうことじゃなくて、運営主体を別に

構えて土地だけを、例えば県からお借りして、その上に施設を建てて、そこが総合的な目的

で稼働率が上がるような運営の仕方をしていくのが最も妥当ではないかなというふうに思

うんですが。例えば体育館とかグラウンド、そういったものに対する支援等も、いわゆる新

しい公共の担い手として御支援をなさるおつもりがあるかどうか、今、お考えをお聞かせい

ただくことはできますか。

事務局： 新しい公共という視点では、今のところは、なかなか、そこまで考えが及んでいないとこ

ろもございます。今後、どうするかという全体の中で検討されるんだろうと思います。

委員長： 公益財団法人ならまだ認められるかなと思うんですが、ここでは収益を上げるようなこと

は難しいと思うので、一般社団法人とかですね。
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副知事： ＮＰＯが施設を作るという意味ですか。

委員長： ＮＰＯとは限りません。例えば、体育館なりグラウンドを県の体育協会が建てて、いろん

な利用者の方に貸し出していくということができないか。そういう風に考えますと、例えば、

今、ビッグレイクを守山がされてますけど、あれは守山市の管理ということになってますけ

ど、国体をするとなると、ああいう施設があちこちの市町にたくさんいりますので、そこに

こういう考え方を入れていけないかなと思うんですけど。

国体の時は、国体の競技場として使いますけれど、後の活用をできないと、その時だけの

箱物や施設を作ってもお金ばかりかかってという話が一方でありますので。したがって、後

を市民、町民、県民が有効に活用していける、健康づくりであるとか、地域のふれあい等に

使えるような場にもっていくためにということで。はじめからそういう意図、将来の使い方

を考えて作っていったらどうかと思いますと、こういう考え方がはまらないかと思うんです

が。 
Ｃ委員： そういう住民の方がおられたら、仲間を作っておやりになれるんじゃないでしょうか。

委員長： そちらの方は検討委員会で提言を出させていただきます。他にございますか。全体を通じ

てでも結構ですが。

Ｅ委員： 新しい公共の考え方には私も賛同します。先ほども話にありましたように、プラットフォ

ームづくりが非常に重要だと思うんですが、その事業の効果を測っていくためのアウトカム

っていうのはどこで議論されるんでしょうか。ここで議論するのでしょうか。つまり、新し

い公共をやる中で、どういう地域を目指すのかとか、そのような視点は必要ないんですか。

個別の事業の必要性については、恐らくやっている方がおっしゃると思うんですけど、例え

ば、緑の分権改革の自給力や創富力というのは、運営委員会等で議論されるんでしょうか。

事務局： 個別の事業につきましては、運営委員会の方で、当初の目的なり、それをきちっと実現で

きているか、足りないものは何なのか、今後どうしていったらいいのかなどについて検討し

て、今後につなげていくようなアドバイスもさせていただくというようなことになろうかと

思いますけど、県全体でどういう地域づくりを目指すのかというところまでは、ちょっと運

営委員会では荷が重すぎますので。

Ｅ委員： ここの委員会で議論する話ではないですよね。例えば、新しい公共事業について、どうい

うようなアウトカムを目標にしていくのかとか、そういうようなことを検討する場というも

のはあるんでしょうか。個別の事業の採択については、事業の善し悪しを評価されるんでし

ょうか。

事務局： 個別の事業についてはさせていただきますけれど、それが施策とどう結びついて、また地

域のニーズと言いますか、もっと幅広いニーズとどうリンクさせていくのか。それぞれやっ

ておられる事業というのは、ほんの一部分のニーズを満たしているだけであって、もっとニ

ーズというのは事業とリンクして幅広くたくさんあって複雑なんだろうと思うんですけど。

そのあたり全体を把握した上で、事業がどこまでの位置づけになっているかまでを考えてサ

ジェスチョンするということは、今のところは残念ながらないです。これをやろうと思うと、

市町のいろんな団体全てをひっくるめたネットワークの中での検討会というものを作って

いかないとなかなか難しいのかなという気がします。
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Ａ委員： 基本的に事業に対する評価ということだと思うんです。多分、何件の応募があって何件採

用されたかということにも関係すると思うんですけど。例えば県事業と市町事業の割合とか

ですね、モデル事業と活動基盤整備事業の割合とか、これは別に法律で決まっているもので

はないと思うんです。県の内部の方がお決めになったと思うんです。市町と県の割合ですと

かモデル事業と基盤整備の割合で、この新しい公共がどういう性格を持たせるのか、これは

非常に重要なところだと思うんですよね。その辺の重要なところを議論する場があるのかど

うかという田中さんのお話、僕はそういうように理解しておるんですが。

Ｅ委員： 新しい公共支援事業全体の事業なのか施策なのか分からないですけれど、個々の事業の適

否を議論することプラス、滋賀県とかもう少し小さい単位で、こういう方向に地域をもって

いくために事業を活用しますというような評価軸ですね、それをすぐにでなくてもいいんで

しょうけど、議論をした方がより、特に１の事業、新しい公共の場づくりのためのモデル事

業の場合には、個別の事業の善し悪しもさることながら、こういうネットワークを構築すれ

ば今までの行政指導型の関わりとは違うんですよということが出せると思うので。じゃあ、

今までと違うネットワークというのはどういうものかというイメージがあった方がいいし、

それは少し、どこかで議論した方がいい。もちろんされているんだと思うんですが、それも

検討されてやられた方が、より効果的なのかなと思います。

事務局： 新しい公共の場づくりのためのモデル事業は、そもそも特定のＮＰＯだけがやるというん

じゃなくて、この図にもございますけども、協議体という実際にやるコアになる部分と、さ

らにそれを支援する会議体になる様々な団体が入った中で事業をやる。もちろんこの中には

行政もあれば企業もあれば、いろんな学校であるとか事業者であるとか全部入ってきて、関

係する人がみんな関わり合いを持ってやっていくというようなことをコンセプトにして事

業をやっていくことがベースになっていますので、ある程度はそのエリアの中の関係者が集

まってやるような仕組みを目指してきたつもりです。

Ｇ委員： 先ほどプラットフォームの話をいただいたんで、それについて一つあるんですが、改めて

拝見すると、滋賀県の持っている資源というのは、それぞれのＮＰＯさんとか団体さんでか

なり認識が一致している部分なんかがありまして、グリーンツーリズムという事業で今回採

択いただいているんですけれども、他のところと連携すればもっと効果的にできるんじゃな

いかなって思う部分も確かにあって、プラットフォームっていう御指摘のものは、あったら

いいなと思います。一方ではプラットフォームのためのプラットフォームと言いますか、ネ

ットワークのためのネットワークって続かない、事業者からすると。何か続けていくための

事業があってこそのプラットフォームだというところもありますので、難しいとは思うんで

すけれど、ネットワークを作りましょうというのは最初はいいんですけれど、やることがな

くなってくると中身だけなくなってしまうところがありまして。事業者さん、この中でも琵

琶湖汽船さんとかいろいろ入っていただきましたし、県の方でも農村振興課だけではなくて

観光の方にも入っていただいたり、本当に来年度からも取り組んでいきたいなという思いは

あるんですが、じゃあ、来年度はどうやって続けていくのかというビジョンがないと、誰も、

民間事業者さんは特に忙しいので、集まっていただけない。そういうビジョンを示してこそ

のプラットフォームというものがあるので、県さんの方でそういうプラットフォームを作っ
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ていただけるんでしたら、その辺をもうちょっと反映していただけるとＮＰＯとしてはあり

がたいということと、それから、2 年間で、恐らくどの事業者さんもＮＰＯさんもがんばっ

てこられたんだと思うんですけど、2 年間でできることとできないこと、最初の段階として

私たちもちゃんとしますけども、息の長い効果的な事業に仕上げていくためには、またいろ

んな形で御支援いただきたいなと思います。

委員長： 時間が迫ってきたんですが、御発言いただいておりません委員さん、もし何かございまし

たら。

Ｈ委員： 新しい公共支援事業について、私は各地方の自治体に行って事業仕分けに参加したりして

いるんですけど、あくまで行革の視点での事業仕分けということで、よく出されてくる事業

を最終判定する時に、この事業は地域のＮＰＯにやってもらった方がいいとか、民間にやっ

てもらった方がいいとかっていう判定を出す時があるんですけれど、都市部にある自治体な

んかでは、そういうＮＰＯが実際にある場合もあるんですけれど、受け皿として、そのよう

な NPO がない自治体でそのような結果を出す場合もあります。つまり、ＮＰＯが受け皿と

して地域に存在しないのにＮＰＯに移管したらどうですかという判定を出す場合があった

りするんですけれど、例えば、滋賀県で執行されている事務事業の中で、この事業にはこう

いうＮＰＯが受け皿に必要だという前提で、県の事業を受け取ってもらうことを前提とした

ＮＰＯを育てるというような取組はされてらっしゃらないのでしょうか。

事務局： 県の事業を育てるＮＰＯづくりという視点ではやっていません。あくまでもＮＰＯは、民

間の活力、民間のニーズ、地域のニーズというものをベースにしてできあがってくる団体だ

ろうと思っていますので、当然それが、行政と関わっている部分であるかもしれないですけ

ど、間接的に行政で欠けてる部分でＮＰＯができて、それに対して行政が支援するとかいう

形がないことはないと思いますけれども、行政が主導ではＮＰＯづくりとかは一切やってお

りません。

Ｈ委員： もう一点、7月から再生可能エネルギーのＦＩＴ（固定価格買取制度）が施行されているん

ですけれど、再生可能エネルギー関係の事業系のＮＰＯ、あるいは滋賀県さんが主になって、

小水力ですとか太陽光なりメガソーラーなどの自然エネルギー事業を興して儲けていこうと

いうような取組はされてらっしゃらないんでしょうか。例えば、小水力に関しましては、流

況調査などのような基礎的データを収集・公開するような取組については。

委員長： 一部、事業者さんがされております。行政はなされておられないです。

Ｈ委員： そういった河川の流況調査への支援とかは。

副知事： 県が独自にっていうことは考えていないです。こうやればうまくいくんじゃないかってい

うようなアドバイスと言いますか、事業モデルみたいなことはできると思うんですが。

Ｈ委員： 個人や市民団体なんかで流況調査するにはコストもかかりますし、採算が取れるかどうか

分からないけれど、とりあえずやる方向に向けてみんなで頑張ろうといって、結局儲からな

かったら事業が継続していけないことになる。事前に滋賀県さんのような公共団体が、川の

水量なり落差なり、河川管理者として所管されているデータで県民に示していただけるもの

があれば、ＦＩＴを活用した起業を考えている地域の人にとってはとても助かるんじゃない

かと思います。
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Ｉ委員： お願いなんですけれど、随分昔は、行政というのは要求なきところに施策なしと、昔は一

般的によく言われた経過がありますけれど、今現在の、国とか県とか市町も含めて、陳情と

いう名のもとで、どうしても事業にしても、業界の陳情という名のもとで、それがどうして

も大きく写る部分がある。日本の社会全体が、正直とか公平というものが後ろに下がってい

る部分があるように見えるので、ぜひ、県の事業も含めて、今後、そういう公平性を持って、

また、正直な方に陽のあたる場所に出られるような施策をやっていただけたらなという思い

です。

委員長： 先ほど何人かの委員さんからございましたように、単に出てきたものをＹｅｓ、Ｎｏ言う

だけでなしに、これからのあり方というのを、今度の選挙の結果、もうなくなってしまうか

もしれませんが、なくなったとしても必要性は皆さんおっしゃっていただいているとおりで

すので、県独自で、やはりこれ位の規模の助成はやっていっていただく必要があるんじゃな

いかなと思いますし、そのためには、プラットフォームの検討をする場が必要かなと思いま

すので、御検討をよろしくお願いしたいと思います。

まだ、いろいろあったと思いますが、申し訳ないんですが、予定の時間になりましたので、

事務局におかれましては、本日たくさんの意見をいただきましたけれど、今後の行政改革な

らびに委員会の運営等につきましても活かしていただきたいなと思います。よろしくお願い

します。最後に事務局からお願いします。

事務局： ありがとうございました。早速、次回の話で恐縮なんですけれども、御指摘いただきまし

た課題も含めましてということでございますが、次は第 4 回の委員会でございますけれど、

来春、おおむね 5 月頃に開催させていただきたいと考えております。

今回、御説明させていただきました 4 年間の計画の折り返し地点ということで、2 年度が

終了するということになるわけでございます。その状況を踏まえて、その折りの状況や、そ

れらを踏まえた課題などにつきまして御説明させていただき、御意見を賜りたいと考えてお

ります。日程につきましては、改めて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。

委員長： それでは、最後に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。外部評価の観点でありますとか、権限移譲とか、将来に向け

て大きく取り組むべきであるとか、いろんな御意見をいただき、私も大変、勉強になりました。今

後のいろんな施策に取り入れていきたいと思っておりますので、引き続きよろしく御指導いただき

ますようお願い申し上げます。どうもありがとうございました。


