
様式第様式第様式第様式第３３３３号号号号 会 議 録会 議 録会 議 録会 議 録

審議会等名 平成審議会等名 平成審議会等名 平成審議会等名 平成２２２２２２２２年度第年度第年度第年度第１１１１回 川西市行財政改革審議会回 川西市行財政改革審議会回 川西市行財政改革審議会回 川西市行財政改革審議会

事 務 局 企画財政部 政策推進室 行財政改革課事 務 局 企画財政部 政策推進室 行財政改革課事 務 局 企画財政部 政策推進室 行財政改革課事 務 局 企画財政部 政策推進室 行財政改革課
((((担 当 課担 当 課担 当 課担 当 課）））） 内線内線内線内線（（（（２１１２２１１２２１１２２１１２））））

開催日時 平成開催日時 平成開催日時 平成開催日時 平成２２２２２２２２年年年年 ４４４４月月月月２８２８２８２８日日日日（（（（金金金金））））１７１７１７１７時時時時００００００００分分分分～～～～１９１９１９１９時時時時００００００００分分分分

開催場所 川西市役所開催場所 川西市役所開催場所 川西市役所開催場所 川西市役所４４４４階 庁議室階 庁議室階 庁議室階 庁議室

出 新川 達郎 市村 和雄 大久保 裕晴出 新川 達郎 市村 和雄 大久保 裕晴出 新川 達郎 市村 和雄 大久保 裕晴出 新川 達郎 市村 和雄 大久保 裕晴

委 員 四谷 勲 武者 加苗委 員 四谷 勲 武者 加苗委 員 四谷 勲 武者 加苗委 員 四谷 勲 武者 加苗

席 山口 俊比古 別所 則英席 山口 俊比古 別所 則英席 山口 俊比古 別所 則英席 山口 俊比古 別所 則英

者 事務局 副市長 企画財政部長者 事務局 副市長 企画財政部長者 事務局 副市長 企画財政部長者 事務局 副市長 企画財政部長、、、、行財政改革課長行財政改革課長行財政改革課長行財政改革課長、、、、行財政改革課主幹 行財政改行財政改革課主幹 行財政改行財政改革課主幹 行財政改行財政改革課主幹 行財政改

革課主査革課主査革課主査革課主査

傍聴傍聴傍聴傍聴のののの可否 可可否 可可否 可可否 可・・・・不可不可不可不可・・・・一部不可 傍聴者数一部不可 傍聴者数一部不可 傍聴者数一部不可 傍聴者数 １１１１人人人人

傍聴不可傍聴不可傍聴不可傍聴不可・・・・一部一部一部一部

不可不可不可不可のののの場合場合場合場合はははは、、、、

そのそのそのその理由理由理由理由

((((1111)))) 平成平成平成平成２２２２２２２２年度行財政改革年度行財政改革年度行財政改革年度行財政改革についてについてについてについて

会議次第会議次第会議次第会議次第 ((((2222)))) 平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度「「「「川西市公開事業川西市公開事業川西市公開事業川西市公開事業レビューレビューレビューレビュー」」」」についてについてについてについて

((((3333)))) そのそのそのその他他他他

開会開会開会開会 １７１７１７１７時時時時０４０４０４０４分分分分

((((1111)))) 平成平成平成平成２２２２２２２２年度行財政改革年度行財政改革年度行財政改革年度行財政改革についてについてについてについて

会議結果 配付資料会議結果 配付資料会議結果 配付資料会議結果 配付資料にににに沿沿沿沿ってってってって２２２２２２２２年度年度年度年度にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ主主主主なななな項目項目項目項目とそのとそのとそのとその効果額効果額効果額効果額につにつにつにつ

いていていていて説明説明説明説明したしたしたした。。。。

((((2222)))) 平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度「「「「川西市公開事業川西市公開事業川西市公開事業川西市公開事業レビューレビューレビューレビュー」」」」についてについてについてについて

配付資料配付資料配付資料配付資料にににに沿沿沿沿ってってってって８８８８月月月月ごろにごろにごろにごろに実施予定実施予定実施予定実施予定のののの「「「「川西市公開事業川西市公開事業川西市公開事業川西市公開事業レビュレビュレビュレビュ

ーーーー」」」」のののの概要概要概要概要についてについてについてについて説明説明説明説明したしたしたした。。。。

((((3333)))) そのそのそのその他他他他

次回開催時期次回開催時期次回開催時期次回開催時期をををを１０１０１０１０月月月月ごろにごろにごろにごろに予定予定予定予定

閉会閉会閉会閉会 １９１９１９１９時時時時０３０３０３０３分分分分



審 議 経 過審 議 経 過審 議 経 過審 議 経 過

発 言 者 発 言 内 容発 言 者 発 言 内 容発 言 者 発 言 内 容発 言 者 発 言 内 容

事務局事務局事務局事務局 それではそれではそれではそれでは、、、、定刻定刻定刻定刻をををを過過過過ぎておりますがぎておりますがぎておりますがぎておりますが、、、、あらかじめあらかじめあらかじめあらかじめ欠席欠席欠席欠席のののの連絡連絡連絡連絡をされているをされているをされているをされている

方方方方がががが４４４４人聞人聞人聞人聞いておりますいておりますいておりますいております。。。。 日程調整日程調整日程調整日程調整のののの段階段階段階段階でででで １１１１名名名名だけだったんですがだけだったんですがだけだったんですがだけだったんですが、、、、急急急急

遽遽遽遽ごごごご都合都合都合都合がががが悪悪悪悪くなってくなってくなってくなって、、、、本日連絡入本日連絡入本日連絡入本日連絡入ったったったった方方方方がががが３３３３名名名名いらっしゃいますいらっしゃいますいらっしゃいますいらっしゃいます。。。。もうもうもうもう一一一一

人人人人、、、、山口委員山口委員山口委員山口委員のののの方方方方がまだがまだがまだがまだ連絡連絡連絡連絡がありませんががありませんががありませんががありませんが、、、、追追追追っておっておっておってお見見見見えになるとえになるとえになるとえになると思思思思いまいまいまいま

すすすす。。。。現在現在現在現在７７７７人人人人のののの委員委員委員委員がががが出席出席出席出席されておりされておりされておりされており、、、、過半数過半数過半数過半数をををを超超超超えておりますのでえておりますのでえておりますのでえておりますので、、、、本日本日本日本日

のののの審議会審議会審議会審議会はははは成立成立成立成立しておりますしておりますしておりますしております。。。。以上報告以上報告以上報告以上報告させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。

部長部長部長部長 それではそれではそれではそれでは、、、、本日本日本日本日はおはおはおはお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中、、、、おおおお集集集集まりいただきましてありがとうございまりいただきましてありがとうございまりいただきましてありがとうございまりいただきましてありがとうござい

ますますますます。。。。私私私私、、、、企画財政部長企画財政部長企画財政部長企画財政部長のののの本荘本荘本荘本荘でございますでございますでございますでございます。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。

本年度本年度本年度本年度、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度のののの第第第第１１１１回回回回のののの行財政改革審議会行財政改革審議会行財政改革審議会行財政改革審議会にににに先立先立先立先立ちましてちましてちましてちまして、、、、継続継続継続継続

しておしておしておしてお世話世話世話世話になるになるになるになる先生方先生方先生方先生方にににに対対対対しましてはしましてはしましてはしましては、、、、引引引引きききき続続続続きよろしくおきよろしくおきよろしくおきよろしくお願願願願いをいをいをいを申申申申しししし上上上上

げますげますげますげます。。。。またまたまたまた、、、、細井委員様細井委員様細井委員様細井委員様がががが辞退辞退辞退辞退されたことによりましてされたことによりましてされたことによりましてされたことによりまして、、、、新新新新たにたにたにたに委員委員委員委員としとしとしとし

てててて、、、、武者加苗先生武者加苗先生武者加苗先生武者加苗先生をおをおをおをお迎迎迎迎えしておりますえしておりますえしておりますえしております。。。。ここでここでここでここで武者武者武者武者さんからさんからさんからさんから一言一言一言一言おおおお願願願願いいいいいいいい

たしますたしますたしますたします。。。。

。 、。 、。 、。 、委員 武者加苗委員 武者加苗委員 武者加苗委員 武者加苗でございますでございますでございますでございます 関西社会経済研究所関西社会経済研究所関西社会経済研究所関西社会経済研究所でででで 研究員研究員研究員研究員をしておりましてをしておりましてをしておりましてをしておりまして

関西地域関西地域関西地域関西地域のののの自治体自治体自治体自治体のののの財政評価財政評価財政評価財政評価などもなどもなどもなども、、、、以前以前以前以前させていただいたこともありましさせていただいたこともありましさせていただいたこともありましさせていただいたこともありまし

てててて、、、、そのようなそのようなそのようなそのような経験経験経験経験をこのをこのをこのをこの場場場場でででで活活活活かせればとかせればとかせればとかせればと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、これからどうぞこれからどうぞこれからどうぞこれからどうぞ

よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。

部長部長部長部長 どうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。

、 、、 、、 、、 、それではそれではそれではそれでは審議会審議会審議会審議会のののの議事議事議事議事にににに入入入入られていただきますられていただきますられていただきますられていただきます前前前前にににに 会長会長会長会長のののの選任選任選任選任についてについてについてについて

おおおお計計計計りをしたいとりをしたいとりをしたいとりをしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 会長会長会長会長につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、前回前回前回前回にににに引引引引きききき続続続続きききき、、、、新川新川新川新川

委員委員委員委員におにおにおにお願願願願いすることとしてよろしいでしょうかいすることとしてよろしいでしょうかいすることとしてよろしいでしょうかいすることとしてよろしいでしょうか。。。。

あちがとうございますあちがとうございますあちがとうございますあちがとうございます。。。。それではそれではそれではそれでは会長会長会長会長につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、引引引引きききき続続続続きましてきましてきましてきまして新新新新

川委員川委員川委員川委員さんにおさんにおさんにおさんにお願願願願いすることでよろしくおいすることでよろしくおいすることでよろしくおいすることでよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 会長会長会長会長のののの方方方方からそれからそれからそれからそれ

ではではではでは、、、、すみませんがすみませんがすみませんがすみませんが、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。

、 、 。 、、 、 。 、、 、 。 、、 、 。 、会長会長会長会長 それではそれではそれではそれでは 引引引引きききき続続続続きききき会長会長会長会長ということでということでということでということで 努努努努めさせていただきますめさせていただきますめさせていただきますめさせていただきます 前年度前年度前年度前年度

各委員各委員各委員各委員のののの皆様皆様皆様皆様におかれましてはにおかれましてはにおかれましてはにおかれましては、、、、本当本当本当本当にににに熱心熱心熱心熱心にごにごにごにご審議審議審議審議をををを頂頂頂頂きききき、、、、毎年毎年毎年毎年、、、、毎年毎年毎年毎年のののの

行革行革行革行革のののの推進推進推進推進にににに、、、、またまたまたまた、、、、財政改革財政改革財政改革財政改革のののの推進推進推進推進にごにごにごにご協力協力協力協力をいただきをいただきをいただきをいただき、、、、ありがとうござありがとうござありがとうござありがとうござ

いますいますいますいます。。。。

今年度今年度今年度今年度もももも、、、、ひとつよろしくおひとつよろしくおひとつよろしくおひとつよろしくお願願願願いをしたいといをしたいといをしたいといをしたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、申申申申しししし上上上上げるまでげるまでげるまでげるまで

もなくもなくもなくもなく、、、、このところのこのところのこのところのこのところの地方財政事情地方財政事情地方財政事情地方財政事情、、、、国国国国もももも地方地方地方地方もももも含含含含めてですがめてですがめてですがめてですが、、、、大変大変大変大変なななな状況状況状況状況

にありますにありますにありますにあります。。。。 しかもしかもしかもしかも、、、、景気景気景気景気のののの回復回復回復回復がががが自治体財政自治体財政自治体財政自治体財政のののの場合場合場合場合にはにはにはには、、、、１１１１年遅年遅年遅年遅れてれてれてれて税税税税

収等収等収等収等にににに

跳跳跳跳ねねねね返返返返るということもございましてるということもございましてるということもございましてるということもございまして、、、、ここしばらくはここしばらくはここしばらくはここしばらくは大変大変大変大変なななな時期時期時期時期をををを経験経験経験経験しなしなしなしな

ければならないとければならないとければならないとければならないと、、、、そういうそういうそういうそういう状況状況状況状況にございますにございますにございますにございます。。。。日本社会全体日本社会全体日本社会全体日本社会全体がががが、、、、今急速今急速今急速今急速にににに



停滞社会停滞社会停滞社会停滞社会、、、、衰退社会衰退社会衰退社会衰退社会のののの方向方向方向方向にににに向向向向かおうとしているところでかおうとしているところでかおうとしているところでかおうとしているところで、、、、将来将来将来将来にににに向向向向けてのけてのけてのけての

本市本市本市本市のののの財政財政財政財政、、、、行政行政行政行政のありのありのありのあり方方方方をしっかりをしっかりをしっかりをしっかり考考考考えるえるえるえる、、、、そんなそんなそんなそんな時期時期時期時期にきておりますにきておりますにきておりますにきております。。。。

委員委員委員委員のののの皆様方皆様方皆様方皆様方におかれましてもにおかれましてもにおかれましてもにおかれましても、、、、こうしたこうしたこうしたこうした社会経済社会経済社会経済社会経済のののの変化変化変化変化もももも踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、またまたまたまた、、、、

、 、、 、、 、、 、本市本市本市本市のののの固有固有固有固有のののの事情事情事情事情というのもというのもというのもというのも踏踏踏踏まえて それぞれごまえて それぞれごまえて それぞれごまえて それぞれご審議審議審議審議をしていただければをしていただければをしていただければをしていただければ

とそんなふうにとそんなふうにとそんなふうにとそんなふうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。

部長部長部長部長 ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。引引引引きききき続続続続きよろしくおきよろしくおきよろしくおきよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 なおなおなおなお、、、、副会副会副会副会

長長長長のののの選任選任選任選任につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、細井委員細井委員細井委員細井委員がががが今回辞退今回辞退今回辞退今回辞退をされておりますをされておりますをされておりますをされております。。。。そこでそこでそこでそこで新新新新

たにたにたにたに選任選任選任選任するするするする必要必要必要必要がございますががございますががございますががございますが、、、、当審議会当審議会当審議会当審議会のののの規則規則規則規則のののの規定規定規定規定によりますればによりますればによりますればによりますれば、、、、

「「「「委員委員委員委員のののの互選互選互選互選によってによってによってによって定定定定めるめるめるめる」」」」ということになっておりますがということになっておりますがということになっておりますがということになっておりますが、、、、いかかいたいかかいたいかかいたいかかいた

しましょうかしましょうかしましょうかしましょうか。。。。

委員 事務局一任委員 事務局一任委員 事務局一任委員 事務局一任

部長部長部長部長 それではそれではそれではそれでは、、、、副会長副会長副会長副会長のののの選任選任選任選任につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、申申申申しししし訳訳訳訳ございませんがございませんがございませんがございませんが、、、、会長会長会長会長のののの方方方方

からごからごからごからご指名指名指名指名いただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。

会長会長会長会長 それではそれではそれではそれでは、、、、副会長副会長副会長副会長のののの選任選任選任選任につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、前回前回前回前回のののの審議会審議会審議会審議会もももも含含含含めましてめましてめましてめまして、、、、ごごごご熱熱熱熱

心心心心にごにごにごにご参加参加参加参加をををを頂頂頂頂いておりますいておりますいておりますいております、、、、市村委員市村委員市村委員市村委員におにおにおにお願願願願いできればいできればいできればいできれば、、、、とととと思思思思いますいますいますいます。。。。事事事事

務局務局務局務局のののの方方方方からもからもからもからも、、、、内内内内々々々々におにおにおにお受受受受けいただけるのではないかというおけいただけるのではないかというおけいただけるのではないかというおけいただけるのではないかというお話話話話もございもございもございもござい

、 、 。（ ） 、、 、 。（ ） 、、 、 。（ ） 、、 、 。（ ） 、ましたがましたがましたがましたが 市村委員市村委員市村委員市村委員 よろしゅうございますでしょうかよろしゅうございますでしょうかよろしゅうございますでしょうかよろしゅうございますでしょうか 了解了解了解了解 それではそれではそれではそれでは

委員委員委員委員のののの皆様皆様皆様皆様のごのごのごのご了承了承了承了承をををを得得得得たということでたということでたということでたということで、、、、市村委員市村委員市村委員市村委員、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしいいたしいいたしいいたし

ますますますます。。。。

部長部長部長部長 よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、早速早速早速早速でございますがでございますがでございますがでございますが、、、、市村副会長市村副会長市村副会長市村副会長のののの

方方方方からからからから一言一言一言一言ごごごご挨拶挨拶挨拶挨拶をををを頂頂頂頂きたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。

、 。、 。、 。、 。副会長 兵庫県立大学大学院副会長 兵庫県立大学大学院副会長 兵庫県立大学大学院副会長 兵庫県立大学大学院でででで 会計会計会計会計とととと監査監査監査監査をををを教教教教えておりますえておりますえておりますえております 市村和雄市村和雄市村和雄市村和雄とととと申申申申しますしますしますします

実務科教員実務科教員実務科教員実務科教員ということでということでということでということで、、、、本職本職本職本職はははは公認会計士公認会計士公認会計士公認会計士でででで、、、、民間民間民間民間、、、、営利企業営利企業営利企業営利企業のののの会計監査会計監査会計監査会計監査

をををを長年携長年携長年携長年携わってきておりますわってきておりますわってきておりますわってきております。。。。自治体自治体自治体自治体とはとはとはとは若干違若干違若干違若干違うとうとうとうと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、民間民間民間民間のののの監監監監

、 。 、、 。 、、 。 、、 。 、査査査査のののの経験経験経験経験をををを通通通通じてじてじてじて 少少少少しはしはしはしは貢献貢献貢献貢献できるのではないかとできるのではないかとできるのではないかとできるのではないかと思思思思っております またっております またっております またっております また

今回副会長今回副会長今回副会長今回副会長というというというという大役大役大役大役をおおせつかりましてをおおせつかりましてをおおせつかりましてをおおせつかりまして、、、、まあまあまあまあ、、、、新川先生新川先生新川先生新川先生がががが会長会長会長会長をされをされをされをされ

ているんでているんでているんでているんで、、、、そんなにわたしのそんなにわたしのそんなにわたしのそんなにわたしの方方方方はたいしたことはないんでないかとはたいしたことはないんでないかとはたいしたことはないんでないかとはたいしたことはないんでないかと思思思思いまいまいまいま

、 、 。、、 、 。、、 、 。、、 、 。、すがすがすがすが 少少少少しでもおしでもおしでもおしでもお役役役役にににに立立立立てればとてればとてればとてればと思思思思いますんで よろしくおいますんで よろしくおいますんで よろしくおいますんで よろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします

会長会長会長会長 よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。

部長部長部長部長 ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。それではそれではそれではそれでは本日本日本日本日、、、、出席出席出席出席させていただいておりますさせていただいておりますさせていただいておりますさせていただいております事事事事

務局務局務局務局のののの方方方方をををを紹介紹介紹介紹介させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。 まずまずまずまず、、、、副市長副市長副市長副市長のののの水田水田水田水田でございますでございますでございますでございます。。。。

副市長 水田副市長 水田副市長 水田副市長 水田でございますでございますでございますでございます。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。



事務局 部長以下自己紹介事務局 部長以下自己紹介事務局 部長以下自己紹介事務局 部長以下自己紹介

会長会長会長会長 それではそれではそれではそれでは本日本日本日本日のののの審議会審議会審議会審議会のののの議事議事議事議事にににに入入入入ってってってって今今今今いりたいといりたいといりたいといりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。おおおお手元手元手元手元、、、、今日今日今日今日

のののの次第次第次第次第にございますようににございますようににございますようににございますように、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度のののの行財政改革行財政改革行財政改革行財政改革についてについてについてについて、、、、それからそれからそれからそれから

もうひとつはもうひとつはもうひとつはもうひとつは 「「「「川西市公開事業川西市公開事業川西市公開事業川西市公開事業レビューレビューレビューレビュー」」」」のののの概要概要概要概要についてについてについてについて 、、、、このあたりこのあたりこのあたりこのあたり、、、、

大大大大きなきなきなきな本日本日本日本日のののの議題議題議題議題となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。順番順番順番順番にににに従従従従いましていましていましていまして、、、、それぞれごそれぞれごそれぞれごそれぞれご審議審議審議審議をををを

いただければといただければといただければといただければと思思思思いますいますいますいます。。。。まずはまずはまずはまずは平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度のののの行財政改革行財政改革行財政改革行財政改革についてというについてというについてというについてという

ことでことでことでことで、、、、事務局事務局事務局事務局のののの方方方方からからからから、、、、おおおお手元手元手元手元にににに資料資料資料資料もいただいておりますけれどももいただいておりますけれどももいただいておりますけれどももいただいておりますけれども、、、、ごごごご

説明説明説明説明をををを頂頂頂頂きききき、、、、ごごごご意見意見意見意見をををを伺伺伺伺ってってってって参参参参りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。まずはまずはまずはまずは、、、、事務局事務局事務局事務局よろしくよろしくよろしくよろしく

おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。

事務局事務局事務局事務局 それではそれではそれではそれでは、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度行財政改革年度行財政改革年度行財政改革年度行財政改革のののの取取取取りりりり組組組組みについてごみについてごみについてごみについてご説明説明説明説明いたしますいたしますいたしますいたします。。。。

まずまずまずまず、、、、前回前回前回前回、、、、昨年昨年昨年昨年７７７７月月月月のののの審議会審議会審議会審議会のののの席上席上席上席上でででで、、、、若干宿題若干宿題若干宿題若干宿題をいただいておりましたをいただいておりましたをいただいておりましたをいただいておりました

のでのでのでので、、、、そのそのそのその宿題宿題宿題宿題にににに対対対対するするするする簡単簡単簡単簡単なななな説明説明説明説明をさせていただきたいとをさせていただきたいとをさせていただきたいとをさせていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。まずまずまずまず

はははは資料番号資料番号資料番号資料番号のののの１１１１、、、、これはこれはこれはこれは行財政改革行財政改革行財政改革行財政改革のののの推進計画推進計画推進計画推進計画のののの○○…○○…○○…○○…のののの部分部分部分部分でございましでございましでございましでございまし

てててて、、、、わたくしどもがわたくしどもがわたくしどもがわたくしどもが推進推進推進推進するするするする行財政改革推進計画行財政改革推進計画行財政改革推進計画行財政改革推進計画のののの数値目標等数値目標等数値目標等数値目標等をををを記載記載記載記載したもしたもしたもしたも

のでございましてのでございましてのでございましてのでございまして、、、、数値数値数値数値のののの目標自体目標自体目標自体目標自体はははは、、、、このこのこのこの表表表表のののの下段下段下段下段のののの行財政改革効果目標行財政改革効果目標行財政改革効果目標行財政改革効果目標

額額額額ＤＤＤＤというというというという欄欄欄欄にそれぞれにそれぞれにそれぞれにそれぞれ各年度各年度各年度各年度ごとのごとのごとのごとの目標値目標値目標値目標値がががが記載記載記載記載されておりましてされておりましてされておりましてされておりまして、、、、最終最終最終最終

ページページページページにににに４５４５４５４５億億億億６６６６，，，，６００６００６００６００万万万万というというというという数字数字数字数字がががが記載記載記載記載されているされているされているされている中身中身中身中身となっておりとなっておりとなっておりとなっており

。 、 。 、。 、 。 、。 、 。 、。 、 。 、ますますますます 昨年昨年昨年昨年のののの 次次次次にににに資料番号資料番号資料番号資料番号のののの２２２２でございますでございますでございますでございます 昨年昨年昨年昨年７７７７月月月月のののの説明説明説明説明のおりにはのおりにはのおりにはのおりには

このこのこのこのＡＡＡＡ３３３３のののの用紙用紙用紙用紙のののの左側左側左側左側のののの説明説明説明説明をさせていただきをさせていただきをさせていただきをさせていただき、、、、具体的具体的具体的具体的なななな内容内容内容内容についてについてについてについて、、、、若若若若

干分干分干分干分かりにくいかりにくいかりにくいかりにくい点点点点があったがあったがあったがあった、、、、そういうことについてはそういうことについてはそういうことについてはそういうことについては、、、、具体的具体的具体的具体的にににに市民市民市民市民もわかもわかもわかもわか

るようにしなければならないんではないかということでるようにしなければならないんではないかということでるようにしなければならないんではないかということでるようにしなければならないんではないかということで、、、、ごごごご意見意見意見意見をいただきをいただきをいただきをいただき

ましてましてましてまして、、、、決算決算決算決算のののの委員会委員会委員会委員会をををを迎迎迎迎えるえるえるえる前前前前にににに決算成果報告書決算成果報告書決算成果報告書決算成果報告書、、、、これはすでにおこれはすでにおこれはすでにおこれはすでにお手元手元手元手元にににに

３３３３月月月月のののの案内段階案内段階案内段階案内段階でででで、、、、資料資料資料資料としておとしておとしておとしてお送送送送りしているりしているりしているりしている中身中身中身中身だったとだったとだったとだったと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、そそそそ

のののの中中中中のののの一部分一部分一部分一部分でございますでございますでございますでございます。。。。左側左側左側左側ののののページページページページについてはについてはについてはについては、、、、７７７７月月月月のののの段階段階段階段階でででで説明説明説明説明ささささ

せていただいておりますのでせていただいておりますのでせていただいておりますのでせていただいておりますので、、、、右側右側右側右側のののの部分部分部分部分についてについてについてについて、、、、若干補足説明若干補足説明若干補足説明若干補足説明をさせてをさせてをさせてをさせて

いたただきますいたただきますいたただきますいたただきます。。。。

まずまずまずまず行革行革行革行革のののの効果額効果額効果額効果額のののの積算積算積算積算についてということなんですがについてということなんですがについてということなんですがについてということなんですが、、、、後後後後ほどほどほどほど、、、、２２２２２２２２年年年年

度度度度のののの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの積算積算積算積算にもにもにもにも若干関係若干関係若干関係若干関係がございますのでがございますのでがございますのでがございますので、、、、改改改改めてめてめてめて、、、、確認確認確認確認のののの意味意味意味意味でででで

説明説明説明説明をさせていただきますをさせていただきますをさせていただきますをさせていただきます。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、箱箱箱箱ごとにごとにごとにごとに具体的具体的具体的具体的なななな計算例計算例計算例計算例をををを紹介紹介紹介紹介しておしておしておしてお

りますりますりますります。。。。仮仮仮仮にににに使用料使用料使用料使用料のののの有料化有料化有料化有料化ということでございますがということでございますがということでございますがということでございますが、、、、平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度にににに使使使使

用料用料用料用料をををを有料化有料化有料化有料化したしたしたした場合場合場合場合にはにはにはには、、、、前年度前年度前年度前年度のののの決算額決算額決算額決算額がががが００００（（（（ゼロゼロゼロゼロ））））のためのためのためのため、、、、平成平成平成平成２０２０２０２０

年度決算額年度決算額年度決算額年度決算額をををを効果額効果額効果額効果額としますということでとしますということでとしますということでとしますということで、、、、平成平成平成平成２０２０２０２０年度決算額年度決算額年度決算額年度決算額をををを仮仮仮仮にににに１１１１，，，，

００００００００００００万万万万としますととしますととしますととしますと、、、、平成平成平成平成１９１９１９１９年度決算年度決算年度決算年度決算ががががゼロゼロゼロゼロですのでですのでですのでですので、、、、このこのこのこの場合場合場合場合はははは１１１１，，，，００００

００００００００万円万円万円万円でででで集計集計集計集計しますというしますというしますというしますという 取取取取りりりり組組組組みをさせていただいていますみをさせていただいていますみをさせていただいていますみをさせていただいています。。。。

～～～～以下以下以下以下「「「「効果額効果額効果額効果額のののの説明説明説明説明」～」～」～」～

以上以上以上以上がががが、、、、とおしてとおしてとおしてとおして、、、、急急急急ぎのぎのぎのぎの言葉言葉言葉言葉になっているようなんですがになっているようなんですがになっているようなんですがになっているようなんですが、、、、またまたまたまた、、、、不明不明不明不明なななな



点等点等点等点等ございましたらおございましたらおございましたらおございましたらお尋尋尋尋ねいただけたらとねいただけたらとねいただけたらとねいただけたらと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいいいいいいい

たしますたしますたしますたします。。。。

会長会長会長会長 どうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、ただただただただ今今今今ごごごご紹介紹介紹介紹介ございましたございましたございましたございました、、、、２２２２

２２２２年度年度年度年度のののの行財政改革行財政改革行財政改革行財政改革のののの成果成果成果成果、、、、今今今今のところはのところはのところはのところは効果効果効果効果のののの見込見込見込見込みということですがみということですがみということですがみということですが、、、、

これにつきましてこれにつきましてこれにつきましてこれにつきまして、、、、ごごごご意見意見意見意見をををを賜賜賜賜ってまいりたいとってまいりたいとってまいりたいとってまいりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、併併併併せてせてせてせて前前前前

年度年度年度年度のののの当審議会当審議会当審議会当審議会でごでごでごでご意見意見意見意見をいただきましたをいただきましたをいただきましたをいただきました、、、、各種行革各種行革各種行革各種行革のののの成果成果成果成果についてについてについてについて、、、、行財行財行財行財

政改革政改革政改革政改革のののの成果成果成果成果についてのわかりにくさについてのわかりにくさについてのわかりにくさについてのわかりにくさ、、、、どういうふうにどういうふうにどういうふうにどういうふうに効果額効果額効果額効果額をををを見積見積見積見積もってもってもってもって

いるのかいるのかいるのかいるのか、、、、そのあたりのそのあたりのそのあたりのそのあたりの詳詳詳詳しいごしいごしいごしいご説明説明説明説明、、、、そのそのそのその新新新新しいしいしいしい説明説明説明説明のしかたをいただきのしかたをいただきのしかたをいただきのしかたをいただき

ましたましたましたました。。。。加加加加えてえてえてえて、、、、市民市民市民市民のののの皆様方皆様方皆様方皆様方にににに、、、、どういうふうにこのどういうふうにこのどういうふうにこのどういうふうにこの行革行革行革行革のののの中身中身中身中身、、、、あるいあるいあるいあるい

はははは財政事情財政事情財政事情財政事情をそのをそのをそのをその中中中中でででで、、、、なぜなぜなぜなぜ改革改革改革改革をしないといけないのかといったようなこをしないといけないのかといったようなこをしないといけないのかといったようなこをしないといけないのかといったようなこ

、 、 、、 、 、、 、 、、 、 、とについて わかりやすくおとについて わかりやすくおとについて わかりやすくおとについて わかりやすくお知知知知らせをする そのためのらせをする そのためのらせをする そのためのらせをする そのための試試試試みのひとつとしてみのひとつとしてみのひとつとしてみのひとつとして

広報広報広報広報のののの中中中中にににに「「「「台所事情台所事情台所事情台所事情」」」」というようなというようなというようなというような言言言言いいいい方方方方でごでごでごでご紹介紹介紹介紹介をいただいたをいただいたをいただいたをいただいた 、、、、これこれこれこれ

につきましてもにつきましてもにつきましてもにつきましても、、、、ごごごご報告報告報告報告をいただきましたをいただきましたをいただきましたをいただきました。。。。あれこれいろんなあれこれいろんなあれこれいろんなあれこれいろんな論点論点論点論点があろうがあろうがあろうがあろう

かとはかとはかとはかとは思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、委員委員委員委員のののの皆様皆様皆様皆様からどうぞごからどうぞごからどうぞごからどうぞご自由自由自由自由にににに、、、、ごごごご質問質問質問質問あるいはごあるいはごあるいはごあるいはご意見意見意見意見

をををを賜賜賜賜ってってってって参参参参りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、前年度前年度前年度前年度のののの委員委員委員委員のののの皆様皆様皆様皆様にはにはにはには、、、、昨年議論昨年議論昨年議論昨年議論しししし

たたたた中身中身中身中身がちゃんとがちゃんとがちゃんとがちゃんと反映反映反映反映されているかどうかされているかどうかされているかどうかされているかどうか、、、、といったようなといったようなといったようなといったような点点点点でもごでもごでもごでもご意見意見意見意見をををを

いただいていければいただいていければいただいていければいただいていければ、、、、とととと思思思思いますいますいますいます。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いをいたしますいをいたしますいをいたしますいをいたします。。。。

委員委員委員委員 これこれこれこれ、、、、順番順番順番順番でなくてもよろしいんですかでなくてもよろしいんですかでなくてもよろしいんですかでなくてもよろしいんですか。。。。

会長会長会長会長 どこからでもどこからでもどこからでもどこからでも、、、、結構結構結構結構ですですですです。。。。

委員 今委員 今委員 今委員 今、、、、先先先先ほどですねほどですねほどですねほどですね、、、、資料番号資料番号資料番号資料番号３３３３のところでのところでのところでのところで、、、、民間委託等民間委託等民間委託等民間委託等のののの推進推進推進推進というとこというとこというとこというとこ

、 、、 、、 、、 、ろでですねろでですねろでですねろでですね ハピネスハピネスハピネスハピネス川西川西川西川西のののの民間譲渡民間譲渡民間譲渡民間譲渡についてごについてごについてごについてご説明説明説明説明いただいたわけですがいただいたわけですがいただいたわけですがいただいたわけですが

わたしわたしわたしわたし、、、、これこれこれこれ市議会市議会市議会市議会をををを傍聴傍聴傍聴傍聴しておりましてしておりましてしておりましてしておりまして、、、、大変大変大変大変これですねこれですねこれですねこれですね、、、、議員議員議員議員さんにもさんにもさんにもさんにも

、 。、 。、 。、 。理解理解理解理解されていないされていないされていないされていない方方方方がががが多多多多い というい というい というい という問題問題問題問題がががが提起提起提起提起されたことをされたことをされたことをされたことを思思思思いいいい出出出出しましたしましたしましたしました

やはりやはりやはりやはり、、、、市民市民市民市民のののの方方方方々々々々はですねはですねはですねはですね、、、、なぜなぜなぜなぜ民間譲渡民間譲渡民間譲渡民間譲渡をするのかをするのかをするのかをするのか、、、、どんなどんなどんなどんなメリットメリットメリットメリットがががが

あるのかあるのかあるのかあるのか、、、、まだまだまだまだ分分分分かっていないかっていないかっていないかっていない市民市民市民市民がががが多多多多いといといといと思思思思うんですがうんですがうんですがうんですが、、、、このあたりですこのあたりですこのあたりですこのあたりです

ねねねね、、、、どのどのどのどの程度譲渡程度譲渡程度譲渡程度譲渡したことによってしたことによってしたことによってしたことによって、、、、行財政改革行財政改革行財政改革行財政改革ができたかというあたりのができたかというあたりのができたかというあたりのができたかというあたりの

ですねごですねごですねごですねご説明説明説明説明をちょっとをちょっとをちょっとをちょっと言言言言っていただければありがたいですがっていただければありがたいですがっていただければありがたいですがっていただければありがたいですが、、、、いかがでしいかがでしいかがでしいかがでし

ょうかょうかょうかょうか。。。。

会長会長会長会長 それではそれではそれではそれでは事務局事務局事務局事務局おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。

事務局事務局事務局事務局 ２２２２２２２２年度年度年度年度のののの推計額推計額推計額推計額ではではではでは、、、、２２２２，，，，３００３００３００３００万円程度万円程度万円程度万円程度とととと、、、、金額的金額的金額的金額的なななな効果効果効果効果としてはとしてはとしてはとしては、、、、今今今今

までまでまでまで市市市市のののの方方方方にににに入入入入っていたっていたっていたっていた収入収入収入収入、、、、ケアハウスケアハウスケアハウスケアハウスのののの使用料使用料使用料使用料がががが入入入入らなくなりますらなくなりますらなくなりますらなくなります。。。。逆逆逆逆

にににに指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者をおをおをおをお願願願願いするのにいするのにいするのにいするのに、、、、市市市市からからからから出出出出していたしていたしていたしていた障害者福祉施設障害者福祉施設障害者福祉施設障害者福祉施設にににに対対対対するするするする

指定管理料指定管理料指定管理料指定管理料がいらなくなったがいらなくなったがいらなくなったがいらなくなった、、、、出出出出すすすす必要必要必要必要がなくなったがなくなったがなくなったがなくなった。。。。それとそれとそれとそれと併併併併せてせてせてせて今度今度今度今度はははは

土地土地土地土地をををを貸貸貸貸しししし付付付付けるというけるというけるというけるという方法方法方法方法をとっていますのでをとっていますのでをとっていますのでをとっていますので、、、、土地土地土地土地のののの貸付料貸付料貸付料貸付料をををを頂頂頂頂くといくといくといくとい

うことでうことでうことでうことで、、、、そのいろんなそのいろんなそのいろんなそのいろんな数字数字数字数字をををを足足足足したりしたりしたりしたり、、、、加減加減加減加減したしたしたした結果結果結果結果、、、、２２２２，，，，３００３００３００３００万円強万円強万円強万円強



のののの１１１１年年年年ごとのごとのごとのごとの効果額効果額効果額効果額がががが出出出出るであろうとるであろうとるであろうとるであろうと、、、、でででで、、、、将来的将来的将来的将来的にはにはにはには、、、、まずまずまずまず、、、、推計推計推計推計するするするする上上上上

でででで減価償却減価償却減価償却減価償却であるとかさまざまなことをであるとかさまざまなことをであるとかさまざまなことをであるとかさまざまなことを○○○○○○○○してしてしてして、、、、法人法人法人法人サイドサイドサイドサイドにもにもにもにも運営可能運営可能運営可能運営可能

なななな部分部分部分部分があるがあるがあるがある上上上上にににに、、、、集計段階集計段階集計段階集計段階でででで、、、、差差差差しししし引引引引きできできできで、、、、将来的将来的将来的将来的なななな市市市市のののの財政負担財政負担財政負担財政負担、、、、修繕修繕修繕修繕

であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、そういったそういったそういったそういった費用費用費用費用をををを考考考考えるとえるとえるとえると利点利点利点利点があるということでがあるということでがあるということでがあるということで、、、、議会議会議会議会のほのほのほのほ

。 、。 、。 、。 、うにはうにはうにはうには説明説明説明説明しておりますしておりますしておりますしております 併併併併せてせてせてせて法人側法人側法人側法人側でのでのでのでの計画的計画的計画的計画的なななな運営運営運営運営がががが可能可能可能可能になることになることになることになること

それからそれからそれからそれから職種的職種的職種的職種的にににに、、、、法人側法人側法人側法人側からするとからするとからするとからすると、、、、一定一定一定一定３３３３年年年年からからからから５５５５年年年年でででで指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度

がががが更新更新更新更新されていきますのでされていきますのでされていきますのでされていきますので、、、、職員職員職員職員をををを任用任用任用任用していくことについてもしていくことについてもしていくことについてもしていくことについても、、、、それからそれからそれからそれから

人材育成人材育成人材育成人材育成についてもについてもについてもについても、、、、一定一定一定一定のののの期間期間期間期間ごとにごとにごとにごとに断片的断片的断片的断片的にににに切切切切れてしまうこともれてしまうこともれてしまうこともれてしまうことも現実現実現実現実にににに

はあるようでございますはあるようでございますはあるようでございますはあるようでございます。。。。 そういったそういったそういったそういった意味意味意味意味もももも踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて財政的財政的財政的財政的ななななメリットメリットメリットメリット、、、、

デメリットデメリットデメリットデメリットにににに加加加加えてえてえてえて、、、、法人法人法人法人さんがさんがさんがさんが計画的計画的計画的計画的にににに人材育成人材育成人材育成人材育成をしをしをしをし、、、、安心安心安心安心してしてしてして雇用契約雇用契約雇用契約雇用契約

をををを結結結結べるようなべるようなべるようなべるような体制体制体制体制をををを構築構築構築構築するするするする意味意味意味意味でもでもでもでも、、、、価値価値価値価値があるということでがあるということでがあるということでがあるということで、、、、議会議会議会議会にににに

もももも説明説明説明説明をしをしをしをし、、、、担当所管担当所管担当所管担当所管のののの方方方方からはからはからはからは、、、、そういったそういったそういったそういった取取取取りりりり組組組組みのもとでみのもとでみのもとでみのもとで検討検討検討検討をををを行行行行っっっっ

たということでございますたということでございますたということでございますたということでございます。。。。

会長会長会長会長 いかがでしょうかいかがでしょうかいかがでしょうかいかがでしょうか。。。。委員委員委員委員どうぞどうぞどうぞどうぞ。。。。

委員 数字委員 数字委員 数字委員 数字のののの見方見方見方見方をもうをもうをもうをもう一度確認一度確認一度確認一度確認させてもらいたいんですがさせてもらいたいんですがさせてもらいたいんですがさせてもらいたいんですが 。。。。資料資料資料資料３３３３番番番番のののの一番下一番下一番下一番下

。 ， 、 ，。 ， 、 ，。 ， 、 ，。 ， 、 ，ですねですねですねですね 合計合計合計合計１２１２１２１２億億億億９ １００９ １００９ １００９ １００万円万円万円万円 ２２２２２２２２年度新規取年度新規取年度新規取年度新規取りりりり組組組組みみみみ分分分分としてとしてとしてとして２２２２億億億億８８８８

００００００００００００万円万円万円万円、、、、このこのこのこの合計合計合計合計のののの１２１２１２１２億億億億９９９９，，，，１００１００１００１００万円万円万円万円というのがというのがというのがというのが、、、、資料資料資料資料１１１１のののの平成平成平成平成２２２２

２２２２年年年年のののの行政改革効果目標額行政改革効果目標額行政改革効果目標額行政改革効果目標額Ｂ、Ｂ、Ｂ、Ｂ、１０１０１０１０億億億億８８８８，，，，４００４００４００４００万円万円万円万円にににに対応対応対応対応するするするする、、、、ここにここにここにここに対対対対

してしてしてして１２１２１２１２億億億億９９９９，，，，１００１００１００１００万円万円万円万円になっているとになっているとになっているとになっていると、、、、こうこうこうこう考考考考えていいわけですかえていいわけですかえていいわけですかえていいわけですか。。。。

事務局 資料番号事務局 資料番号事務局 資料番号事務局 資料番号１１１１のですねのですねのですねのですね、、、、１１１１．．．．０８４０８４０８４０８４というというというという数字数字数字数字にににに対応対応対応対応するであろうとするであろうとするであろうとするであろうと、、、、ただただただただ、、、、

当初予算段階当初予算段階当初予算段階当初予算段階ですのでですのでですのでですので、、、、このこのこのこの数字数字数字数字におおむねにおおむねにおおむねにおおむね比較比較比較比較できるということがこのできるということがこのできるということがこのできるということがこの１１１１

２２２２億億億億９９９９，，，，１００１００１００１００万円万円万円万円だということでありますだということでありますだということでありますだということであります。。。。

委員委員委員委員 そうするとですねそうするとですねそうするとですねそうするとですね。。。。資料番号資料番号資料番号資料番号のののの２２２２がががが前回前回前回前回７７７７月月月月にごにごにごにご説明説明説明説明いただいたといただいたといただいたといただいたと思思思思うんでうんでうんでうんで

すがすがすがすが、、、、これはこれはこれはこれは２０２０２０２０年度年度年度年度のののの実績実績実績実績ということですねということですねということですねということですね、、、、そしてそしてそしてそして今回見今回見今回見今回見せていただいせていただいせていただいせていただい

たのがたのがたのがたのが、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度ということでということでということでということで、、、、累計累計累計累計をををを取取取取ろうとろうとろうとろうと思思思思うとうとうとうと、、、、２１２１２１２１年度年度年度年度のののの実実実実

績績績績というのがというのがというのがというのが本当本当本当本当はあればはあればはあればはあれば、、、、もっともっともっともっと累計累計累計累計でででで分分分分かりやすいとかりやすいとかりやすいとかりやすいと思思思思うんですがうんですがうんですがうんですが、、、、ここここ

、 。 。、 。 。、 。 。、 。 。れはれはれはれは 予算予算予算予算がまだがまだがまだがまだ終終終終わっていないということなのか おおよそのわっていないということなのか おおよそのわっていないということなのか おおよそのわっていないということなのか おおよその数字数字数字数字などはなどはなどはなどは

事務局事務局事務局事務局 おおよそのおおよそのおおよそのおおよその数字数字数字数字ということですがということですがということですがということですが、、、、今現在今現在今現在今現在、、、、ちょうどちょうどちょうどちょうど中途半端中途半端中途半端中途半端なななな時期時期時期時期なんでなんでなんでなんで

すがすがすがすが昨年昨年昨年昨年のののの当初予算当初予算当初予算当初予算でででで、、、、例例例例えばえばえばえば事業事業事業事業をををを実施実施実施実施しようとしてしようとしてしようとしてしようとして、、、、もうちょっともうちょっともうちょっともうちょっと落落落落とととと

そうとしたがそうとしたがそうとしたがそうとしたが、、、、結果結果結果結果としてとしてとしてとして、、、、そうなっていないそうなっていないそうなっていないそうなっていないケースケースケースケースもありますしもありますしもありますしもありますし、、、、かといかといかといかとい

ってってってって出納閉鎖出納閉鎖出納閉鎖出納閉鎖がががが５５５５月末月末月末月末ですのでですのでですのでですので、、、、決算決算決算決算にににに基基基基づくほうがづくほうがづくほうがづくほうが積算積算積算積算のののの信用信用信用信用がががが高高高高いといいといいといいとい

うううう状況状況状況状況でででで、、、、いずれにいたしましてもいずれにいたしましてもいずれにいたしましてもいずれにいたしましても推計学推計学推計学推計学でしかありませんのででしかありませんのででしかありませんのででしかありませんので、、、、そのそのそのその分分分分にににに

ついてはついてはついてはついては、、、、ごごごご指摘指摘指摘指摘があるのかなとがあるのかなとがあるのかなとがあるのかなと思思思思いつつもいつつもいつつもいつつも、、、、２１２１２１２１年度年度年度年度のののの数字数字数字数字というのはあというのはあというのはあというのはあ

くまでくまでくまでくまで当初予算当初予算当初予算当初予算でででで出出出出しているしているしているしている数字数字数字数字もももも動動動動いているものもあるのでいているものもあるのでいているものもあるのでいているものもあるので、、、、今日今日今日今日のののの場場場場でででで

はははは、、、、ごごごご勘弁勘弁勘弁勘弁いただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと。。。。ただただただただ、、、、２１２１２１２１年度年度年度年度のののの当初予算当初予算当初予算当初予算のののの段階段階段階段階でもでもでもでも、、、、概概概概ねねねね○○○○

○○○○○○○○というというというという数字数字数字数字となっておりますがとなっておりますがとなっておりますがとなっておりますが、、、、多分実際多分実際多分実際多分実際のののの効果額効果額効果額効果額はははは上回上回上回上回っているんじっているんじっているんじっているんじ



ゃないかとゃないかとゃないかとゃないかと。。。。

会長会長会長会長 ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。

委員 確認委員 確認委員 確認委員 確認とととと意見意見意見意見なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、まずですねまずですねまずですねまずですね、、、、中中中中・・・・長期長期長期長期のののの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと財政財政財政財政のののの改革改革改革改革といといといとい

うのがうのがうのがうのが目標目標目標目標とととと効果効果効果効果がががが見見見見えるかというのがえるかというのがえるかというのがえるかというのが、、、、このこのこのこの資料資料資料資料２２２２のののの一番下一番下一番下一番下でよろしいんでよろしいんでよろしいんでよろしいん

ですねですねですねですね。。。。これがこれがこれがこれが目標目標目標目標とととと効果効果効果効果であるということですねであるということですねであるということですねであるということですね。。。。次次次次にににに感想感想感想感想というんですというんですというんですというんです

かねかねかねかね、、、、中中中中・・・・長期長期長期長期でどういうものにでどういうものにでどういうものにでどういうものに取取取取りりりり組組組組んでいくかんでいくかんでいくかんでいくか、、、、ここにここにここにここに項目項目項目項目がががが書書書書いてあいてあいてあいてあ

るんですねるんですねるんですねるんですね、、、、民間委託民間委託民間委託民間委託のののの推進推進推進推進とかとかとかとか、、、、事業事業事業事業のののの見直見直見直見直しとかしとかしとかしとか、、、、こういうことだったこういうことだったこういうことだったこういうことだった

とととと思思思思うんですねうんですねうんですねうんですね。。。。それにそれにそれにそれに対対対対してですねしてですねしてですねしてですね、、、、単年度単年度単年度単年度ごとにごとにごとにごとに何何何何ができてができてができてができて、、、、何何何何ができができができができ

ていないのかていないのかていないのかていないのか、、、、特特特特にににに何何何何ができていないができていないができていないができていない、、、、やらなければならないというのがやらなければならないというのがやらなければならないというのがやらなければならないというのが、、、、

ちょっとちょっとちょっとちょっと分分分分かりにくいのではないかかりにくいのではないかかりにくいのではないかかりにくいのではないか。。。。今年今年今年今年２２２２２２２２年度年度年度年度でででで取取取取りりりり組組組組むのがですねむのがですねむのがですねむのがですね、、、、

必要必要必要必要なことをなことをなことをなことを網羅網羅網羅網羅されたとされたとされたとされたと思思思思うんですがうんですがうんですがうんですが、、、、目標目標目標目標にににに対対対対してしてしてして、、、、今何今何今何今何ができていなができていなができていなができていな

いかいかいかいか、、、、何何何何をやらなければならないのかということがをやらなければならないのかということがをやらなければならないのかということがをやらなければならないのかということが分分分分かりにくいんじゃないかりにくいんじゃないかりにくいんじゃないかりにくいんじゃない

かというかというかというかという感感感感じがするのですがじがするのですがじがするのですがじがするのですが、、、、そのへんはいかかでしょうかそのへんはいかかでしょうかそのへんはいかかでしょうかそのへんはいかかでしょうか。。。。

会長 事務局会長 事務局会長 事務局会長 事務局、、、、今今今今、、、、委員委員委員委員からごからごからごからご意見意見意見意見もももも頂頂頂頂きましたがきましたがきましたがきましたが、、、、特特特特にこれまでのにこれまでのにこれまでのにこれまでの各年度各年度各年度各年度、、、、効果効果効果効果

額額額額のののの算定算定算定算定をしてこられをしてこられをしてこられをしてこられ、、、、またそれぞれのまたそれぞれのまたそれぞれのまたそれぞれの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの実績実績実績実績をごをごをごをご覧覧覧覧になるになるになるになる中中中中でででで進進進進

んでいるものんでいるものんでいるものんでいるもの、、、、進進進進んでいないものんでいないものんでいないものんでいないもの、、、、それをそれをそれをそれを「「「「見見見見えるえるえるえる化化化化」」」」できないかできないかできないかできないか、、、、それにそれにそれにそれに

基基基基づいてづいてづいてづいて新年度新年度新年度新年度のののの目標目標目標目標あるいはあるいはあるいはあるいは重点的重点的重点的重点的なななな取取取取りりりり組組組組みというものをみというものをみというものをみというものを進進進進めるというめるというめるというめるという

ことがことがことがことが必要必要必要必要なだとのごなだとのごなだとのごなだとのご意見意見意見意見だとだとだとだと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、事務局事務局事務局事務局そのあたりそのあたりそのあたりそのあたり、、、、何何何何かつかんかつかんかつかんかつかん

でいることがありましたらでいることがありましたらでいることがありましたらでいることがありましたら。。。。

事務局事務局事務局事務局 ごごごご指摘指摘指摘指摘のののの部分部分部分部分でございますがでございますがでございますがでございますが、、、、行財政改革行財政改革行財政改革行財政改革のののの推進計画推進計画推進計画推進計画をををを作作作作ったったったった段階段階段階段階でででで、、、、４５４５４５４５

億億億億６６６６，，，，６００６００６００６００万円万円万円万円のののの見込見込見込見込みにみにみにみに対対対対しししし、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ推進計画推進計画推進計画推進計画のののの中中中中でででで各年次各年次各年次各年次のののの細細細細かいかいかいかい

集計集計集計集計はしておりますはしておりますはしておりますはしております。。。。ただただただただ、、、、そのそのそのその５５５５年年年年のののの間間間間にににに同着手同着手同着手同着手していくかしていくかしていくかしていくか、、、、年次計画年次計画年次計画年次計画がががが

詳細詳細詳細詳細までできていないというまでできていないというまでできていないというまでできていないという事情事情事情事情がございましてがございましてがございましてがございまして、、、、金額的金額的金額的金額的にはいろんなにはいろんなにはいろんなにはいろんな組組組組みみみみ

合合合合わせわせわせわせ、、、、社会情勢社会情勢社会情勢社会情勢のののの変化変化変化変化であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、そういったところをそういったところをそういったところをそういったところを加味加味加味加味しながらそのしながらそのしながらそのしながらその

組組組組みみみみ合合合合わせをわせをわせをわせを考考考考えていくえていくえていくえていく必要必要必要必要なななな部分部分部分部分がございますのでがございますのでがございますのでがございますので、、、、今後今後今後今後のののの検討課題検討課題検討課題検討課題ではではではでは

ございますがございますがございますがございますが、、、、前年度前年度前年度前年度のののの当初予算当初予算当初予算当初予算のののの段階段階段階段階でででで出出出出たものがたものがたものがたものが、、、、実施実施実施実施できるかどうかできるかどうかできるかどうかできるかどうか

ということであればいいですけれどもということであればいいですけれどもということであればいいですけれどもということであればいいですけれども、、、、計画段階計画段階計画段階計画段階でででで細細細細かいかいかいかい各年詳細計画各年詳細計画各年詳細計画各年詳細計画がががが、、、、

臨機応変臨機応変臨機応変臨機応変にににに対応対応対応対応していこうとしていこうとしていこうとしていこうと、、、、具体的具体的具体的具体的にににに申申申申しますとしますとしますとしますと、、、、財政状況財政状況財政状況財政状況がががが悪悪悪悪ければければければければ前前前前

倒倒倒倒ししないといけないだろうしししないといけないだろうしししないといけないだろうしししないといけないだろうし、、、、そういったこともそういったこともそういったこともそういったことも含含含含めてめてめてめて、、、、年次計画年次計画年次計画年次計画、、、、詳細詳細詳細詳細

のそれぞれののそれぞれののそれぞれののそれぞれの項目項目項目項目まではまではまではまでは出出出出していないとしていないとしていないとしていないと、、、、ただそれではただそれではただそれではただそれでは、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな市民市民市民市民のののの

方方方方にごにごにごにご迷惑迷惑迷惑迷惑かけることもありましてかけることもありましてかけることもありましてかけることもありまして、、、、推進計画推進計画推進計画推進計画がおがおがおがお手元手元手元手元にあればわかるんでにあればわかるんでにあればわかるんでにあればわかるんで

すがすがすがすが、、、、何年度何年度何年度何年度からそういったからそういったからそういったからそういった取取取取りりりり組組組組みをしたいというみをしたいというみをしたいというみをしたいという分分分分はははは書書書書いておりますのいておりますのいておりますのいておりますの

でででで、、、、そのそのそのその分分分分についてはについてはについてはについては、、、、当初予算当初予算当初予算当初予算のののの段階段階段階段階からからからからフォローアップフォローアップフォローアップフォローアップはしておりますはしておりますはしておりますはしております

のでのでのでので、、、、詳細詳細詳細詳細のののの資料資料資料資料についてはについてはについてはについては、、、、今後今後今後今後のののの検討課題検討課題検討課題検討課題としてとしてとしてとして、、、、出出出出していけるようにしていけるようにしていけるようにしていけるように

したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。

委員 目標委員 目標委員 目標委員 目標にににに対対対対してもれないようにちゃんとしてもれないようにちゃんとしてもれないようにちゃんとしてもれないようにちゃんと、、、、きちんときちんときちんときちんとフォローフォローフォローフォローしていただければしていただければしていただければしていただければ



結構結構結構結構かとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。

。 、。 、。 、。 、会長会長会長会長 ありがとうございました もうすでにありがとうございました もうすでにありがとうございました もうすでにありがとうございました もうすでに手手手手をつけているところもありますのでをつけているところもありますのでをつけているところもありますのでをつけているところもありますので

そのあたりはそのあたりはそのあたりはそのあたりは、、、、逆逆逆逆にどこまでにどこまでにどこまでにどこまで進進進進んだのかということについてはんだのかということについてはんだのかということについてはんだのかということについては簡単簡単簡単簡単にににに出出出出るはるはるはるは

ずですのでずですのでずですのでずですので、、、、このこのこのこの辺辺辺辺のののの整理整理整理整理もももも今後可能今後可能今後可能今後可能なななな範囲範囲範囲範囲でででで、、、、ぜひぜひぜひぜひ進進進進めていただきたいとめていただきたいとめていただきたいとめていただきたいと

思思思思いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、それがそれがそれがそれが今後今後今後今後のののの改革改革改革改革にににに向向向向けてのけてのけてのけての手手手手がかりということにもなろがかりということにもなろがかりということにもなろがかりということにもなろ

うかとうかとうかとうかと思思思思いますいますいますいます。。。。

そのほかいかかがでございますでしょうかそのほかいかかがでございますでしょうかそのほかいかかがでございますでしょうかそのほかいかかがでございますでしょうか。。。。

委員 資料委員 資料委員 資料委員 資料ナンバーナンバーナンバーナンバー１１１１のところでですねのところでですねのところでですねのところでですね、、、、このこのこのこの辺辺辺辺のののの地理地理地理地理についてについてについてについて詳詳詳詳しくないのでしくないのでしくないのでしくないので教教教教

えていただきたいのですがえていただきたいのですがえていただきたいのですがえていただきたいのですが、、、、ごみごみごみごみ処理施設組合処理施設組合処理施設組合処理施設組合のののの項目項目項目項目がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、平成平成平成平成２２２２

１１１１年度以降年度以降年度以降年度以降はははは、、、、投資的経費投資的経費投資的経費投資的経費からそのからそのからそのからその他経費他経費他経費他経費にににに移移移移っているのでっているのでっているのでっているので、、、、おそらくごみおそらくごみおそらくごみおそらくごみ

処理施設処理施設処理施設処理施設かかかか何何何何かをかをかをかを新設新設新設新設されたのかなとされたのかなとされたのかなとされたのかなと思思思思うんですがうんですがうんですがうんですが、、、、財政事情財政事情財政事情財政事情のののの厳厳厳厳しいしいしいしい折折折折にににに

、 、、 、、 、、 、こういったこういったこういったこういった施設施設施設施設をををを新新新新しくしくしくしく 施設施設施設施設ないしないしないしないし新新新新しいしいしいしい事業事業事業事業をををを始始始始められたようですからめられたようですからめられたようですからめられたようですから

そのそのそのその効果効果効果効果についてについてについてについて、、、、どのようにどのようにどのようにどのように見込見込見込見込んでおられるのかんでおられるのかんでおられるのかんでおられるのか。。。。

会長会長会長会長 ではではではでは、、、、事務局事務局事務局事務局おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。

事務局事務局事務局事務局 ごごごご指摘指摘指摘指摘のののの分分分分につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、猪名川上流広域猪名川上流広域猪名川上流広域猪名川上流広域ごみごみごみごみ処理施設組合処理施設組合処理施設組合処理施設組合というのはというのはというのはというのは、、、、

川西市川西市川西市川西市とととと猪名川町猪名川町猪名川町猪名川町さんとさんとさんとさんと能勢町能勢町能勢町能勢町さんとさんとさんとさんと豊能町豊能町豊能町豊能町さんのさんのさんのさんの１１１１市市市市３３３３町町町町でででで新新新新たなごみたなごみたなごみたなごみ慮慮慮慮

視施設視施設視施設視施設をををを整備整備整備整備したものでございましてしたものでございましてしたものでございましてしたものでございまして、、、、もともともともともともともともと川西川西川西川西だけでだけでだけでだけで申申申申しますとしますとしますとしますと、、、、南南南南

部部部部、、、、北部北部北部北部のののの２２２２箇所箇所箇所箇所にごみにごみにごみにごみ処理施設処理施設処理施設処理施設がございましてがございましてがございましてがございまして、、、、社会問題社会問題社会問題社会問題になりましたになりましたになりましたになりましたダダダダ

イオキシンイオキシンイオキシンイオキシンのののの問題等問題等問題等問題等がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、それとそれとそれとそれと焼却量焼却量焼却量焼却量のののの関係関係関係関係からからからから新新新新たなたなたなたな施設施設施設施設をををを作作作作

らないといけないというらないといけないというらないといけないというらないといけないという背景背景背景背景がございましたがございましたがございましたがございました。。。。加加加加えてえてえてえて、、、、能勢町能勢町能勢町能勢町、、、、豊能町豊能町豊能町豊能町のののの方方方方

、 、 、 、、 、 、 、、 、 、 、、 、 、 、ではではではでは ダイオキシンダイオキシンダイオキシンダイオキシン問題問題問題問題でででで 炉炉炉炉がまったくがまったくがまったくがまったく使使使使えない というえない というえない というえない という状況状況状況状況になるになるになるになる中中中中でででで

広域的広域的広域的広域的なななな取取取取りりりり組組組組みをするためにこのみをするためにこのみをするためにこのみをするためにこの計画計画計画計画がががが持持持持ちちちち上上上上がったものでございますがったものでございますがったものでございますがったものでございます。。。。

２１２１２１２１年度年度年度年度のののの段階段階段階段階でででで、、、、項目項目項目項目がががが変変変変わっておりますのはわっておりますのはわっておりますのはわっておりますのは、、、、施設施設施設施設のののの整備段階整備段階整備段階整備段階、、、、建設段建設段建設段建設段

階階階階からからからから、、、、運営段階運営段階運営段階運営段階にににに変変変変わったとわったとわったとわったと単純単純単純単純にににに考考考考えていただければえていただければえていただければえていただければ。。。。昨年昨年昨年昨年のののの２１２１２１２１年年年年のののの

４４４４月月月月からこのからこのからこのからこの施設施設施設施設はははは本格稼動本格稼動本格稼動本格稼動をしておりますのでをしておりますのでをしておりますのでをしておりますので、、、、そういったそういったそういったそういった内容内容内容内容でございでございでございでござい

ますますますます。。。。まだまだまだまだ試算段階試算段階試算段階試算段階でででで、、、、細細細細かいところがかいところがかいところがかいところが、、、、２１２１２１２１年度決算年度決算年度決算年度決算がががが終終終終わっておりませわっておりませわっておりませわっておりませ

んがんがんがんが、、、、もともとのもともとのもともとのもともとの南北処理南北処理南北処理南北処理センターセンターセンターセンターでやってたときとのでやってたときとのでやってたときとのでやってたときとの費用負担等費用負担等費用負担等費用負担等、、、、当然今当然今当然今当然今

後後後後、、、、２１２１２１２１年度年度年度年度おわっておりますのでおわっておりますのでおわっておりますのでおわっておりますので、、、、市市市市がががが負担金負担金負担金負担金としてとしてとしてとして負担負担負担負担しているしているしているしている金額金額金額金額とととと

合合合合わせましてわせましてわせましてわせまして、、、、今後比較検討今後比較検討今後比較検討今後比較検討していくしていくしていくしていく必要必要必要必要があるものとがあるものとがあるものとがあるものと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。

会長会長会長会長 よろしゅうございますでしょうかよろしゅうございますでしょうかよろしゅうございますでしょうかよろしゅうございますでしょうか。。。。

はいはいはいはい、、、、委員委員委員委員、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。

委員 個別委員 個別委員 個別委員 個別のののの事業事業事業事業のののの話話話話になりますがになりますがになりますがになりますが、、、、計画計画計画計画をたてたときにをたてたときにをたてたときにをたてたときに、、、、市立川西病院市立川西病院市立川西病院市立川西病院のののの経営経営経営経営

改革改革改革改革がががが大大大大きなきなきなきな問題問題問題問題だなあとだなあとだなあとだなあと考考考考えておりましたんですけれどもえておりましたんですけれどもえておりましたんですけれどもえておりましたんですけれども、、、、これはこれはこれはこれは中期財中期財中期財中期財

政収支計画政収支計画政収支計画政収支計画でででで見見見見るとるとるとると、、、、５５５５年間年間年間年間でででで２２２２億億億億３３３３千千千千２２２２百万百万百万百万、、、、各年各年各年各年５５５５，，，，８００８００８００８００万万万万のののの行財政行財政行財政行財政

、 、 、、 、 、、 、 、、 、 、改革効果改革効果改革効果改革効果をををを出出出出すというのがすというのがすというのがすというのが目標目標目標目標だとだとだとだと １７１７１７１７ページページページページのところでのところでのところでのところで 今今今今すでにすでにすでにすでに２１２１２１２１



２２２２２２２２のののの２２２２ヵヵヵヵ年年年年でででで１１１１億億億億１１１１，，，，６００６００６００６００万円万円万円万円のののの効果効果効果効果があがるべきところががあがるべきところががあがるべきところががあがるべきところが、、、、まだまだまだまだ５５５５，，，，

９００９００９００９００万万万万しかしかしかしか挙挙挙挙げられていないとげられていないとげられていないとげられていないと、、、、何何何何がこれはがこれはがこれはがこれは、、、、まあまあまあまあ等分等分等分等分にににに金額金額金額金額をををを置置置置いただいただいただいただ

けかもしれませんがけかもしれませんがけかもしれませんがけかもしれませんが、、、、やるべきことというのはやるべきことというのはやるべきことというのはやるべきことというのは、、、、何何何何がががが残残残残っているのかっているのかっているのかっているのか。。。。駐車駐車駐車駐車

、 、、 、、 、、 、場場場場のののの有料化有料化有料化有料化というのは これはこれでというのは これはこれでというのは これはこれでというのは これはこれで大変大変大変大変なことだったかもしれませんけどなことだったかもしれませんけどなことだったかもしれませんけどなことだったかもしれませんけど

もっともっともっともっと大大大大きなきなきなきな改革改革改革改革があったりするんでしょうかがあったりするんでしょうかがあったりするんでしょうかがあったりするんでしょうか。。。。

会長 事務局会長 事務局会長 事務局会長 事務局、、、、よろしゅうございますかよろしゅうございますかよろしゅうございますかよろしゅうございますか。。。。事務局事務局事務局事務局おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。

事務局 行財政改革推進計画事務局 行財政改革推進計画事務局 行財政改革推進計画事務局 行財政改革推進計画のののの中中中中ではですねではですねではですねではですね、、、、病院病院病院病院のののの経営改革経営改革経営改革経営改革についてはについてはについてはについては、、、、２２２２億億億億３３３３，，，，

２００２００２００２００万万万万、、、、これはこれはこれはこれは５５５５年間年間年間年間のののの合計合計合計合計ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、こういったこういったこういったこういった数値数値数値数値をををを目標目標目標目標としてとしてとしてとして

。 、 、 、。 、 、 、。 、 、 、。 、 、 、おりますおりますおりますおります 当然当然当然当然のことながらのことながらのことながらのことながら 公設病院公設病院公設病院公設病院のののの性格 環境性格 環境性格 環境性格 環境がよりがよりがよりがより悪悪悪悪いいいい状況状況状況状況のののの中中中中でででで

川西市川西市川西市川西市もももも今今今今、、、、大変大変大変大変なななな状況状況状況状況となっているところでございますとなっているところでございますとなっているところでございますとなっているところでございます。。。。病院病院病院病院のののの改革改革改革改革プラプラプラプラ

ンンンンにつきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、これはこれはこれはこれは言言言言いいいい逃逃逃逃れになるかもしれませんがれになるかもしれませんがれになるかもしれませんがれになるかもしれませんが、、、、わたくしどもわたくしどもわたくしどもわたくしども

とととと同同同同じじじじ室室室室のののの政策課政策課政策課政策課がががが病院病院病院病院とととと共同共同共同共同してしてしてして経営改革経営改革経営改革経営改革プランプランプランプランをををを策定策定策定策定しししし、、、、今現在進今現在進今現在進今現在進めてめてめてめて

いるところでありますがいるところでありますがいるところでありますがいるところでありますが、、、、やはりやはりやはりやはり状況的状況的状況的状況的にはにはにはには、、、、今年度今年度今年度今年度のののの当初予算当初予算当初予算当初予算のののの段階段階段階段階でででで、、、、

医師医師医師医師のののの確保確保確保確保がががが難難難難しいしいしいしい中中中中でででで、、、、計画計画計画計画をたてたをたてたをたてたをたてた当時当時当時当時とはとはとはとは状況状況状況状況がががが違違違違っていることもごっていることもごっていることもごっていることもご

ざいましてざいましてざいましてざいまして、、、、今回私今回私今回私今回私どもでどもでどもでどもで効果額効果額効果額効果額としているものはとしているものはとしているものはとしているものは、、、、実際実際実際実際のののの事業事業事業事業というかというかというかというか、、、、

本来本来本来本来のののの償還償還償還償還、、、、借借借借りりりり換換換換えのえのえのえの部分部分部分部分であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、またまたまたまた、、、、今回駐車場今回駐車場今回駐車場今回駐車場のののの有料化有料化有料化有料化するとするとするとすると

いうのもいうのもいうのもいうのも、、、、便利便利便利便利にににに使使使使われていたわれていたわれていたわれていた、、、、そしてそしてそしてそして患者患者患者患者さんがさんがさんがさんが使使使使えないといったえないといったえないといったえないといった環境環境環境環境がががが

あったということもあったということもあったということもあったということも現実問題現実問題現実問題現実問題としてありましてとしてありましてとしてありましてとしてありまして、、、、まったくまったくまったくまったくフリースペースフリースペースフリースペースフリースペースみみみみ

たいなものなっておりましてたいなものなっておりましてたいなものなっておりましてたいなものなっておりまして、、、、全然病院全然病院全然病院全然病院にににに関係関係関係関係ないのがないのがないのがないのが停停停停めているといっためているといっためているといっためているといった

こともこともこともことも解消解消解消解消するためにするためにするためにするために、、、、駐車場駐車場駐車場駐車場のののの有料化有料化有料化有料化にすることでにすることでにすることでにすることで、、、、患者患者患者患者のののの方方方方にににに○○○○○○○○しよしよしよしよ

うとするものもうとするものもうとするものもうとするものも配慮配慮配慮配慮にあってにあってにあってにあって、、、、有料化有料化有料化有料化しようとするものですしようとするものですしようとするものですしようとするものです。。。。病院病院病院病院のののの、、、、何何何何をををを

しないといけないかということにつきましてはしないといけないかということにつきましてはしないといけないかということにつきましてはしないといけないかということにつきましては、、、、私自身私自身私自身私自身、、、、今後今後今後今後○○○○○○○○取取取取りりりり組組組組んんんん

でいくことについてでいくことについてでいくことについてでいくことについて、、、、わたしからはわたしからはわたしからはわたしからは、、、、ちょっとちょっとちょっとちょっと…………。。。。正直言正直言正直言正直言ってってってって…………。。。。

部長 補足部長 補足部長 補足部長 補足をさせていただきますをさせていただきますをさせていただきますをさせていただきます。。。。ただただただただ今行革今行革今行革今行革のののの課長課長課長課長がががが申申申申しししし上上上上げましたようにげましたようにげましたようにげましたように、、、、

いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる総務省総務省総務省総務省のののの方方方方からからからから公立病院公立病院公立病院公立病院のののの改革改革改革改革ののののガイドラインガイドラインガイドラインガイドラインというものがというものがというものがというものが一昨年一昨年一昨年一昨年

にににに示示示示されましてされましてされましてされまして、、、、まあまあまあまあ公立病院公立病院公立病院公立病院のののの全国津全国津全国津全国津々々々々浦浦浦浦々々々々約約約約８８８８割強割強割強割強のののの自治体病院自治体病院自治体病院自治体病院がががが非常非常非常非常

にににに経営経営経営経営がががが苦苦苦苦しいしいしいしい状況状況状況状況のののの中中中中でででで、、、、わたくしどももわたくしどももわたくしどももわたくしどもも昨年度昨年度昨年度昨年度からからからから、、、、そのそのそのその改革改革改革改革プランプランプランプランをををを

スタートスタートスタートスタートさせているさせているさせているさせている状況状況状況状況でございますでございますでございますでございます。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、大大大大きくはですねきくはですねきくはですねきくはですね、、、、今後今後今後今後のののの

地域医療地域医療地域医療地域医療というというというという部分部分部分部分をををを踏踏踏踏まえてですねまえてですねまえてですねまえてですね、、、、地域地域地域地域のののの病院病院病院病院のののの連携連携連携連携をををを図図図図っていくとこっていくとこっていくとこっていくとこ

ういうふうなことがういうふうなことがういうふうなことがういうふうなことが、、、、目標目標目標目標のののの一一一一つとしてつとしてつとしてつとして、、、、大大大大きくきくきくきく掲掲掲掲げているということでごげているということでごげているということでごげているということでご

ざいますざいますざいますざいます。。。。そのそのそのその部分部分部分部分につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、専任専任専任専任のののの組織組織組織組織のののの設置設置設置設置ということでということでということでということで、、、、昨年昨年昨年昨年

度度度度のののの実績実績実績実績としてとしてとしてとして、、、、取取取取りりりり組組組組んできたところですんできたところですんできたところですんできたところです。。。。 内科内科内科内科、、、、外科外科外科外科のののの協力体制協力体制協力体制協力体制につにつにつにつ

きましてきましてきましてきまして、、、、内視鏡内視鏡内視鏡内視鏡センターセンターセンターセンター機能機能機能機能をををを新新新新たにたにたにたに院内院内院内院内にににに設置設置設置設置をしてをしてをしてをして、、、、ニーズニーズニーズニーズにににに応応応応えてえてえてえて

いくといくといくといくと、、、、これもこれもこれもこれもプランプランプランプランにににに基基基基づいたづいたづいたづいた形形形形としてとしてとしてとして、、、、実績実績実績実績としてとしてとしてとして出出出出てきたものでござてきたものでござてきたものでござてきたものでござ

いますいますいますいます。。。。ただただただただ、、、、先先先先ほどもほどもほどもほども少少少少しごしごしごしご説明申説明申説明申説明申しししし上上上上げましたがげましたがげましたがげましたが、、、、処理処理処理処理のののの条件条件条件条件となるととなるととなるととなると

ころのころのころのころのドクタードクタードクタードクターたちがたちがたちがたちが、、、、残念残念残念残念ながらながらながらながら、、、、昨年度昨年度昨年度昨年度においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、約約約約６６６６名減員名減員名減員名減員になるになるになるになる

ということでということでということでということで、、、、○○○○○○○○というというというという要素要素要素要素がががが残念残念残念残念ながらかなわないながらかなわないながらかなわないながらかなわない状況状況状況状況となってしまっとなってしまっとなってしまっとなってしまっ

たたたた。。。。そのそのそのその医師確保医師確保医師確保医師確保についてもについてもについてもについても○○○○○○○○、、、、結果結果結果結果としてとしてとしてとして、、、、決算決算決算決算がががが○○…○○…○○…○○…。。。。結果結果結果結果としてとしてとしてとして



こういうこういうこういうこういう状況状況状況状況でございますでございますでございますでございます。。。。今後今後今後今後はははは、、、、改革改革改革改革プランプランプランプラン、、、、毎年度借毎年度借毎年度借毎年度借りりりり入入入入れをやってれをやってれをやってれをやって

いこうといういこうといういこうといういこうというスキームスキームスキームスキームになっておりますんでになっておりますんでになっておりますんでになっておりますんで、、、、新年度新年度新年度新年度、、、、連休明連休明連休明連休明けけけけ早早早早々々々々からからからから２２２２

１１１１年度年度年度年度のののの実績実績実績実績をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、、、、２２２２２２２２年度以降年度以降年度以降年度以降のあらたなのあらたなのあらたなのあらたな改革改革改革改革ののののスキームスキームスキームスキームについてについてについてについて

議論議論議論議論していこうということになっておりますしていこうということになっておりますしていこうということになっておりますしていこうということになっております。。。。おそらくそのおそらくそのおそらくそのおそらくその中中中中でででで、、、、例例例例えばえばえばえば近近近近

隣隣隣隣のののの医療機関医療機関医療機関医療機関とのさらなるとのさらなるとのさらなるとのさらなるネットワークネットワークネットワークネットワークのののの強化強化強化強化でありますとかでありますとかでありますとかでありますとか、、、、市立川西病市立川西病市立川西病市立川西病

院院院院そのもののそのもののそのもののそのものの機能機能機能機能としてとしてとしてとして、、、、いかなるところまでいかなるところまでいかなるところまでいかなるところまで、、、、カバーカバーカバーカバーすべきなのかすべきなのかすべきなのかすべきなのか、、、、そうそうそうそう

いったいったいったいった議論議論議論議論にににに踏踏踏踏みみみみ込込込込んでいかないとんでいかないとんでいかないとんでいかないと、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか的的的的をををを得得得得たたたた解決策解決策解決策解決策というのはというのはというのはというのは出出出出

てこないのかてこないのかてこないのかてこないのか、、、、というふうなというふうなというふうなというふうな実感実感実感実感でございますでございますでございますでございます。。。。今後今後今後今後のそういったのそういったのそういったのそういった大大大大きなきなきなきな議議議議

論論論論にもつながっていくことにもなろうかとにもつながっていくことにもなろうかとにもつながっていくことにもなろうかとにもつながっていくことにもなろうかと思思思思っておりますんでっておりますんでっておりますんでっておりますんで、、、、またまたまたまた、、、、そのそのそのその

ときときときとき改革改革改革改革プランプランプランプランのののの中中中中でででで、、、、具体的具体的具体的具体的なことをなことをなことをなことを進進進進めてめてめてめて参参参参りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。よろしよろしよろしよろし

くおくおくおくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。

会長会長会長会長 どうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました。。。。

委員委員委員委員 よくわかりましたよくわかりましたよくわかりましたよくわかりました。。。。地域医療地域医療地域医療地域医療がどうあるべきかということをがどうあるべきかということをがどうあるべきかということをがどうあるべきかということを議論議論議論議論するするするする場場場場ではではではでは

ありあませんのでありあませんのでありあませんのでありあませんので、、、、釈迦釈迦釈迦釈迦にににに説法説法説法説法だとだとだとだと思思思思いますけどいますけどいますけどいますけど、、、、非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな問題問題問題問題だとだとだとだと思思思思

いますけどいますけどいますけどいますけど、、、、財政財政財政財政のののの目目目目でででで見直見直見直見直しをやっていただけたらとしをやっていただけたらとしをやっていただけたらとしをやっていただけたらと思思思思いますいますいますいます。。。。

会長会長会長会長 ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。

よろしゅうございますでしょうかよろしゅうございますでしょうかよろしゅうございますでしょうかよろしゅうございますでしょうか。。。。委員委員委員委員のののの皆様方皆様方皆様方皆様方からからからから、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組みにみにみにみに

ついてのごついてのごついてのごついてのご説明説明説明説明のののの中中中中でででで、、、、ひとつはやはりひとつはやはりひとつはやはりひとつはやはり明確明確明確明確にににに定定定定められためられためられためられた中期中期中期中期のののの見通見通見通見通しのもしのもしのもしのも

とでとでとでとで、、、、もうもうもうもう一一一一ではではではでは、、、、もっぱらもっぱらもっぱらもっぱら個別具体的個別具体的個別具体的個別具体的にはにはにはには進捗管理進捗管理進捗管理進捗管理がしにくいというとこがしにくいというとこがしにくいというとこがしにくいというとこ

ろもあるのですがろもあるのですがろもあるのですがろもあるのですが、、、、やはりやはりやはりやはり丁寧丁寧丁寧丁寧にににに内容内容内容内容についてについてについてについてフォローフォローフォローフォローをしをしをしをし、、、、どういうどういうどういうどういう進捗進捗進捗進捗

状況状況状況状況であるのかであるのかであるのかであるのか、、、、どういうところがどういうところがどういうところがどういうところが困難困難困難困難にににに陥陥陥陥っているところなのかというこっているところなのかというこっているところなのかというこっているところなのかというこ

とについてとについてとについてとについて、、、、できるだけはっきりとさせながらできるだけはっきりとさせながらできるだけはっきりとさせながらできるだけはっきりとさせながら、、、、クリアクリアクリアクリアにしながらにしながらにしながらにしながら、、、、次次次次のののの改改改改

革革革革にににに結結結結びびびび付付付付けていくけていくけていくけていく、、、、いってみればいってみればいってみればいってみればＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡサイクルサイクルサイクルサイクルををををキチンキチンキチンキチンとまわしていとまわしていとまわしていとまわしてい

きましょうというきましょうというきましょうというきましょうという、、、、そういうごそういうごそういうごそういうご意見意見意見意見をををを頂頂頂頂きましたのできましたのできましたのできましたので、、、、このあたりはこのあたりはこのあたりはこのあたりは今後進今後進今後進今後進

めめめめ方方方方のののの中中中中でごでごでごでご留意留意留意留意をいただければをいただければをいただければをいただければ、、、、というふうにというふうにというふうにというふうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。

大大大大きなきなきなきな２２２２点目点目点目点目はやはりはやはりはやはりはやはり、、、、 施設施設施設施設にににに関関関関するものについてするものについてするものについてするものについて、、、、各委員各委員各委員各委員からございからございからございからござい

ましたましたましたました。。。。どういうどういうどういうどういう施設施設施設施設のののの運営管理運営管理運営管理運営管理というのがというのがというのがというのが、、、、市民市民市民市民サービスサービスサービスサービスをををを維持向上維持向上維持向上維持向上させさせさせさせ

ながらなおかつながらなおかつながらなおかつながらなおかつ、、、、本市本市本市本市のののの財政事情財政事情財政事情財政事情にあわせたにあわせたにあわせたにあわせた合理化合理化合理化合理化、、、、効率化効率化効率化効率化ができていくのができていくのができていくのができていくの

かというかというかというかという観点観点観点観点でででで見直見直見直見直していくしていくしていくしていく必要必要必要必要があるだろうということでございましたがあるだろうということでございましたがあるだろうということでございましたがあるだろうということでございました。。。。

これはこれはこれはこれは、、、、指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度をををを導入導入導入導入したしたしたした施設施設施設施設もしかりでございましたしもしかりでございましたしもしかりでございましたしもしかりでございましたし、、、、組合組合組合組合でででで

運営運営運営運営されることになったされることになったされることになったされることになった新新新新しいごみしいごみしいごみしいごみ処理施設処理施設処理施設処理施設もそうでございましたもそうでございましたもそうでございましたもそうでございました。。。。またまたまたまた、、、、

病院病院病院病院のありかたもそうでございましたのありかたもそうでございましたのありかたもそうでございましたのありかたもそうでございました。。。。こうしたものについてこうしたものについてこうしたものについてこうしたものについて、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの

所管所管所管所管、、、、所管所管所管所管はございますでしょうけれどもはございますでしょうけれどもはございますでしょうけれどもはございますでしょうけれども、、、、市財政全体市財政全体市財政全体市財政全体にとりましてにとりましてにとりましてにとりまして、、、、非常非常非常非常

にににに大大大大きなきなきなきな問題問題問題問題、、、、ウエイトウエイトウエイトウエイトをををを占占占占めるめるめるめる項目項目項目項目ばかりでございますのでばかりでございますのでばかりでございますのでばかりでございますので、、、、費用費用費用費用とととと便益便益便益便益

ということをということをということをということを具体的具体的具体的具体的にににに明確明確明確明確にしながらにしながらにしながらにしながら、、、、当審議会当審議会当審議会当審議会でもしっかりとでもしっかりとでもしっかりとでもしっかりと監視監視監視監視していしていしていしてい

、 、 、、 、 、、 、 、、 、 、きたいときたいときたいときたいと思思思思いますし またいますし またいますし またいますし また行革行革行革行革をををを推進推進推進推進していくしていくしていくしていく立場立場立場立場からは そうしたからは そうしたからは そうしたからは そうした観点観点観点観点でででで

全体全体全体全体のののの中中中中でのそれぞれのでのそれぞれのでのそれぞれのでのそれぞれの事業事業事業事業のありのありのありのあり方方方方についてについてについてについて常常常常にににに適切適切適切適切なななな運営運営運営運営をををを心心心心がけていがけていがけていがけてい



ただくようにおただくようにおただくようにおただくようにお願願願願いをしたいということだろうかといをしたいということだろうかといをしたいということだろうかといをしたいということだろうかと思思思思いますいますいますいます。。。。なおなおなおなお、、、、できるできるできるできる

だけわかりやすくということでだけわかりやすくということでだけわかりやすくということでだけわかりやすくということで、、、、いろいろごいろいろごいろいろごいろいろご努力努力努力努力いただいたということについただいたということについただいたということについただいたということにつ

いてはいてはいてはいては、、、、昨年度昨年度昨年度昨年度もももも当審議会当審議会当審議会当審議会のののの会長会長会長会長をををを務務務務めておりましたのでめておりましたのでめておりましたのでめておりましたので、、、、そのそのそのその点点点点ではおではおではおではお礼礼礼礼

をををを申申申申しししし上上上上げたいとげたいとげたいとげたいと思思思思いますいますいますいます。。。。市民市民市民市民のののの方方方方々々々々のののの評判評判評判評判がどのくらいがどのくらいがどのくらいがどのくらい良良良良くなったかとくなったかとくなったかとくなったかと

いうのもいうのもいうのもいうのも、、、、そのうちそのうちそのうちそのうち、、、、市民市民市民市民のののの声声声声というというというという形形形形でおでおでおでお聞聞聞聞かせいただけるとかせいただけるとかせいただけるとかせいただけると、、、、もっとわもっとわもっとわもっとわ

かりやすくていいかなかりやすくていいかなかりやすくていいかなかりやすくていいかな、、、、というというというという気気気気もいたしますもいたしますもいたしますもいたします。。。。それはまたそれはまたそれはまたそれはまた改改改改めてというこめてというこめてというこめてというこ

とにしておきたいととにしておきたいととにしておきたいととにしておきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。

それではそれではそれではそれでは、、、、次次次次のののの議題議題議題議題のののの方方方方にににに進進進進ませていただいてよろしいでしょうかませていただいてよろしいでしょうかませていただいてよろしいでしょうかませていただいてよろしいでしょうか。。。。それそれそれそれ

ではではではでは、、、、本日本日本日本日のもうひとつののもうひとつののもうひとつののもうひとつの議題議題議題議題のののの方方方方はははは 「「「「平成平成平成平成２２２２２２２２年度川西市公開事業年度川西市公開事業年度川西市公開事業年度川西市公開事業レビレビレビレビ、、、、

ューューューュー」」」」のののの概要概要概要概要についてについてについてについて、、、、ということでということでということでということで、、、、本年度本年度本年度本年度、、、、公開事業公開事業公開事業公開事業レビューレビューレビューレビュー、、、、今国今国今国今国のののの

方方方方でででで事業仕分事業仕分事業仕分事業仕分けということがけということがけということがけということが、、、、大変話題大変話題大変話題大変話題をををを呼呼呼呼んでおりますがんでおりますがんでおりますがんでおりますが、、、、川西市川西市川西市川西市らしいらしいらしいらしい

ということでということでということでということで、、、、これをこれをこれをこれを試試試試みてみようということでみてみようということでみてみようということでみてみようということで伺伺伺伺っておりますっておりますっておりますっております。。。。まずはまずはまずはまずは、、、、

これにつきましてこれにつきましてこれにつきましてこれにつきまして、、、、事務局事務局事務局事務局のののの方方方方からごからごからごからご説明説明説明説明をいただければとをいただければとをいただければとをいただければと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、よよよよ

ろしいでしょうかろしいでしょうかろしいでしょうかろしいでしょうか。。。。

事務局事務局事務局事務局 それではそれではそれではそれでは、、、、引引引引きききき続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度川西市公開事業年度川西市公開事業年度川西市公開事業年度川西市公開事業レビューレビューレビューレビューのののの概要概要概要概要

につきましてごにつきましてごにつきましてごにつきましてご説明説明説明説明いたしますいたしますいたしますいたします。。。。まずおまずおまずおまずお手元手元手元手元にございますにございますにございますにございますＡＡＡＡ４４４４版版版版のののの資料番号資料番号資料番号資料番号

４４４４をごらんいただけますでしょうかをごらんいただけますでしょうかをごらんいただけますでしょうかをごらんいただけますでしょうか。。。。

説明略説明略説明略説明略

どうぞどうぞどうぞどうぞ、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。

会長会長会長会長 ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。ただただただただ今説明今説明今説明今説明いただきましたいただきましたいただきましたいただきました公開事業公開事業公開事業公開事業レビューレビューレビューレビュー、、、、ここここ

れにつきましてれにつきましてれにつきましてれにつきまして、、、、ごごごご意見意見意見意見、、、、ごごごご質問質問質問質問をいただければをいただければをいただければをいただければ、、、、とととと思思思思いますいますいますいます。。。。まだまだまだまだ、、、、具体具体具体具体

的的的的なななな内容内容内容内容はははは現在検討現在検討現在検討現在検討しているということですがしているということですがしているということですがしているということですが、、、、イメージイメージイメージイメージとしてはとしてはとしてはとしては、、、、一般一般一般一般にににに

事業仕分事業仕分事業仕分事業仕分けとしてけとしてけとしてけとして知知知知られているもののられているもののられているもののられているもののイメージイメージイメージイメージにににに近近近近いのかなといういのかなといういのかなといういのかなという感感感感じはごじはごじはごじはご

ざいますがざいますがざいますがざいますが、、、、どうぞどうぞどうぞどうぞ、、、、ごごごご意見意見意見意見、、、、ごごごご質問質問質問質問ございましたらおございましたらおございましたらおございましたらお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いまいまいまいま

すすすす。。。。

委員 今委員 今委員 今委員 今、、、、会長会長会長会長がおっしゃったとおりがおっしゃったとおりがおっしゃったとおりがおっしゃったとおり、、、、国国国国でやられているでやられているでやられているでやられている事業仕分事業仕分事業仕分事業仕分けのけのけのけのイメージイメージイメージイメージなななな

のかなとのかなとのかなとのかなと思思思思いつつですねいつつですねいつつですねいつつですね、、、、非常非常非常非常によいによいによいによいアイデアアイデアアイデアアイデアだとだとだとだと思思思思うんですけれどもうんですけれどもうんですけれどもうんですけれども、、、、決決決決

してしてしてしてイベントイベントイベントイベントでででで終終終終わらずですねわらずですねわらずですねわらずですね、、、、今今今今、、、、国国国国のやつものやつものやつものやつも事業仕分事業仕分事業仕分事業仕分けされたけされたけされたけされた後後後後どうなどうなどうなどうな

っているのかとっているのかとっているのかとっているのかと、、、、最終的最終的最終的最終的にはにはにはには結果結果結果結果にににに対対対対するするするする評価評価評価評価だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。ぜひですねぜひですねぜひですねぜひですね、、、、

仕分仕分仕分仕分けをされたけをされたけをされたけをされた結果結果結果結果どうなったのかどうなったのかどうなったのかどうなったのか、、、、それをきっちりとまたそれをきっちりとまたそれをきっちりとまたそれをきっちりとまた公表公表公表公表していくとしていくとしていくとしていくと

いういういういうサイクルサイクルサイクルサイクルをををを回回回回していくというしていくというしていくというしていくという仕組仕組仕組仕組みにしていただきたいとみにしていただきたいとみにしていただきたいとみにしていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。

会長会長会長会長 ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。

委員委員委員委員 ほんとにほんとにほんとにほんとに結構結構結構結構かなとかなとかなとかなと思思思思いますんでいますんでいますんでいますんで、、、、特特特特にににに公開公開公開公開でででで実施実施実施実施してしてしてして、、、、インターネットインターネットインターネットインターネットをををを

通通通通じてじてじてじて配信配信配信配信するというのはするというのはするというのはするというのは、、、、非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきなポイントポイントポイントポイントだろうとだろうとだろうとだろうと思思思思いますいますいますいます。。。。結構結構結構結構

なことだとなことだとなことだとなことだと思思思思いますいますいますいます。。。。最近最近最近最近、、、、枝野大臣枝野大臣枝野大臣枝野大臣がががが出出出出されたされたされたされた本本本本をををを読読読読むとむとむとむと、、、、段取段取段取段取りですけりですけりですけりですけ

れどもれどもれどもれども、、、、予算予算予算予算をををを要求要求要求要求するやりするやりするやりするやり方方方方、、、、予算予算予算予算をををを要求要求要求要求するするするする人間人間人間人間がまずがまずがまずがまず説明説明説明説明をしてをしてをしてをして、、、、そそそそ



れにれにれにれに対対対対してしてしてして、、、、査定権限査定権限査定権限査定権限のあるのあるのあるのある、、、、国国国国でいえばでいえばでいえばでいえば主計局主計局主計局主計局ですねですねですねですね、、、、主計官主計官主計官主計官がががが査定査定査定査定につにつにつにつ

いてのいてのいてのいてのポイントポイントポイントポイントをををを説明説明説明説明するするするする、、、、しかるしかるしかるしかる後後後後にににに議論議論議論議論がががが進進進進んでいくということですかんでいくということですかんでいくということですかんでいくということですか

らららら、、、、こういうこういうこういうこういう仕組仕組仕組仕組みでやったみでやったみでやったみでやった場合場合場合場合にににに、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく企画財政部企画財政部企画財政部企画財政部、、、、査定査定査定査定をなさってをなさってをなさってをなさって

いるところのいるところのいるところのいるところの役割役割役割役割というのはというのはというのはというのは、、、、テレビテレビテレビテレビにはにはにはには出出出出できませんけれどもできませんけれどもできませんけれどもできませんけれども、、、、大変重要大変重要大変重要大変重要

。 、 、。 、 、。 、 、。 、 、だろうというだろうというだろうというだろうという気気気気がしますね そこがないと おそらくがしますね そこがないと おそらくがしますね そこがないと おそらくがしますね そこがないと おそらく議論議論議論議論がかみがかみがかみがかみ合合合合わないとわないとわないとわないと

私私私私なりのなりのなりのなりの考考考考えではえではえではえでは。。。。そのそのそのその辺辺辺辺はははは良良良良くおくおくおくお考考考考えでしょうけれどもえでしょうけれどもえでしょうけれどもえでしょうけれども。。。。

会長会長会長会長 ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。そのほかいかがでしょかそのほかいかがでしょかそのほかいかがでしょかそのほかいかがでしょか。。。。事務局事務局事務局事務局どうぞどうぞどうぞどうぞ。。。。

部長 先部長 先部長 先部長 先ほどほどほどほど事務局事務局事務局事務局のののの方方方方からですねからですねからですねからですね、、、、広報広報広報広報のののの最終最終最終最終ページページページページ、、、、実施経費実施経費実施経費実施経費のののの表示表示表示表示というこというこというこというこ

とでとでとでとで、、、、これもこれもこれもこれも今年度今年度今年度今年度からからからから初初初初めてめてめてめて取取取取りりりり組組組組みをさせていただいているところでごみをさせていただいているところでごみをさせていただいているところでごみをさせていただいているところでご

ざいますざいますざいますざいます。。。。広報誌広報誌広報誌広報誌がががが第第第第１１１１弾弾弾弾ということでございますけれどもということでございますけれどもということでございますけれどもということでございますけれども、、、、今後今後今後今後はははは、、、、例例例例ええええ

、 。 、、 。 、、 。 、、 。 、ばばばば 道路改良工事道路改良工事道路改良工事道路改良工事あるいはあるいはあるいはあるいは歩道歩道歩道歩道のののの整備工事等整備工事等整備工事等整備工事等々々々々ございます そういったございます そういったございます そういったございます そういった中中中中でででで

工事工事工事工事のののの看板看板看板看板がございますけれどもがございますけれどもがございますけれどもがございますけれども、、、、そこにですねそこにですねそこにですねそこにですね、、、、実施経費実施経費実施経費実施経費というというというという形形形形でででで表示表示表示表示

をしてをしてをしてをして、、、、市民市民市民市民のののの皆様方皆様方皆様方皆様方ににににコストコストコストコストがががが見見見見えるようなえるようなえるようなえるような形形形形でおでおでおでお示示示示しをしていきたいしをしていきたいしをしていきたいしをしていきたい。。。。

何何何何でもかんでもというわけにはいかないですけれどもでもかんでもというわけにはいかないですけれどもでもかんでもというわけにはいかないですけれどもでもかんでもというわけにはいかないですけれども、、、、こういうことでこういうことでこういうことでこういうことで日常日常日常日常

的的的的なななな行政経費行政経費行政経費行政経費をををを市民市民市民市民のののの目目目目にににに触触触触れさせるということでれさせるということでれさせるということでれさせるということで、、、、市民市民市民市民のみなさんもそうのみなさんもそうのみなさんもそうのみなさんもそう

ですがですがですがですが、、、、われわれわれわれわれわれわれわれ職員職員職員職員もももも意識意識意識意識をさらにをさらにをさらにをさらに高高高高めていくというめていくというめていくというめていくという形形形形にににに寄与寄与寄与寄与していきたしていきたしていきたしていきた

いといといといと思思思思っておりますのでっておりますのでっておりますのでっておりますので、、、、またよろしくおまたよろしくおまたよろしくおまたよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。

会長会長会長会長 ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。というというというという追加追加追加追加のごのごのごのご説明説明説明説明もございましたがもございましたがもございましたがもございましたが、、、、こちらのこちらのこちらのこちらの方方方方

もももも、、、、もしごもしごもしごもしご質問質問質問質問がございましたらがございましたらがございましたらがございましたら。。。。

経費経費経費経費のごのごのごのご説明説明説明説明ありましたのでありましたのでありましたのでありましたので、、、、１１１１点点点点だけだけだけだけ確認確認確認確認をををを。。。。あのあのあのあの広報広報広報広報のののの発行費用発行費用発行費用発行費用、、、、送送送送

達費用達費用達費用達費用、、、、これはこれはこれはこれは、、、、事業費事業費事業費事業費のののの予算予算予算予算ベースベースベースベースでのでのでのでの計算計算計算計算でこういうでこういうでこういうでこういう数字数字数字数字になっているになっているになっているになっている

ということでよろしいのでしょうかということでよろしいのでしょうかということでよろしいのでしょうかということでよろしいのでしょうか。。。。あのあのあのあの人件費等人件費等人件費等人件費等をををを含含含含めためためためたフルコストフルコストフルコストフルコストではではではでは

ないというないというないというないという理解理解理解理解でよろしいんですねでよろしいんですねでよろしいんですねでよろしいんですね。。。。

事務局事務局事務局事務局 いろいろいろいろいろいろいろいろ検討検討検討検討をををを加加加加えたんですけれどもえたんですけれどもえたんですけれどもえたんですけれども、、、、人件費人件費人件費人件費をををを入入入入れるれるれるれる場合場合場合場合、、、、何人分何人分何人分何人分をををを入入入入れれれれ

るのかということもありましてるのかということもありましてるのかということもありましてるのかということもありまして、、、、諸調整諸調整諸調整諸調整がなかなかいかないこともありましがなかなかいかないこともありましがなかなかいかないこともありましがなかなかいかないこともありまし

てててて、、、、事業費事業費事業費事業費そのものということでありますそのものということでありますそのものということでありますそのものということであります。。。。

会長会長会長会長 はいはいはいはい、、、、わかりましたわかりましたわかりましたわかりました。。。。ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。コストコストコストコスト計算計算計算計算をどうをどうをどうをどう考考考考えるかえるかえるかえるか

というというというという議論議論議論議論はははは非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな、、、、特特特特にににに公共部門公共部門公共部門公共部門ののののコストコストコストコスト計算計算計算計算はははは非常非常非常非常にににに見見見見えにくいえにくいえにくいえにくい

ということもありましてということもありましてということもありましてということもありまして、、、、このあたりをどうこのあたりをどうこのあたりをどうこのあたりをどう見見見見えるえるえるえる化化化化するかというするかというするかというするかという問題問題問題問題はははは残残残残

されているということのようでありますされているということのようでありますされているということのようでありますされているということのようであります。。。。そのほかいかがでしょうかそのほかいかがでしょうかそのほかいかがでしょうかそのほかいかがでしょうか。。。。 そそそそ

れからすみませんれからすみませんれからすみませんれからすみません。。。。私私私私のののの方方方方からからからから公開事業公開事業公開事業公開事業レビューレビューレビューレビュー、、、、国国国国のののの事業仕分事業仕分事業仕分事業仕分けのけのけのけのイメーイメーイメーイメー

ジジジジというふうについというふうについというふうについというふうについ先走先走先走先走ってしまったかもしれないのですがってしまったかもしれないのですがってしまったかもしれないのですがってしまったかもしれないのですが、、、、事務局事務局事務局事務局としてとしてとしてとして

はははは 「「「「いやいやいやいや、、、、国国国国のとはのとはのとはのとは、、、、川西市川西市川西市川西市としてはとしてはとしてはとしては同同同同じようなやりじようなやりじようなやりじようなやり方方方方はしたくないはしたくないはしたくないはしたくない」」」」とととと、、、、

かもうかもうかもうかもう少少少少しししし心積心積心積心積りはりはりはりは違違違違いますいますいますいます、、、、というようなことがございましたらというようなことがございましたらというようなことがございましたらというようなことがございましたら、、、、補足補足補足補足をををを

していただいてもしていただいてもしていただいてもしていただいても結構結構結構結構ですがですがですがですが。。。。



副市長 会長副市長 会長副市長 会長副市長 会長がおっしゃるようにがおっしゃるようにがおっしゃるようにがおっしゃるように、、、、国国国国のそのままということはのそのままということはのそのままということはのそのままということは考考考考えておりませんでえておりませんでえておりませんでえておりませんで、、、、

ややもするとややもするとややもするとややもするとレンホウレンホウレンホウレンホウさんのさんのさんのさんのイメージイメージイメージイメージをををを仕分仕分仕分仕分けだというふうにおけだというふうにおけだというふうにおけだというふうにお持持持持ちになるちになるちになるちになる

方方方方もたくさんおられるんじゃないかともたくさんおられるんじゃないかともたくさんおられるんじゃないかともたくさんおられるんじゃないかと。。。。無駄無駄無駄無駄をををを省省省省くというのはくというのはくというのはくというのは、、、、当然当然当然当然のことのことのことのこと

でございますがでございますがでございますがでございますが、、、、われわれがわれわれがわれわれがわれわれが目的目的目的目的といたしますのはといたしますのはといたしますのはといたしますのは、、、、単単単単ににににコストコストコストコストのののの削減削減削減削減であであであであ

りますとかりますとかりますとかりますとか、、、、国国国国でいいますでいいますでいいますでいいます埋蔵金埋蔵金埋蔵金埋蔵金のののの発掘発掘発掘発掘といったといったといったといった、、、、われわれわれわれわれわれわれわれ埋蔵金埋蔵金埋蔵金埋蔵金などあるなどあるなどあるなどある

わけではないんですがわけではないんですがわけではないんですがわけではないんですが、、、、実際実際実際実際そういうことだけをそういうことだけをそういうことだけをそういうことだけを目的目的目的目的としているのではござとしているのではござとしているのではござとしているのではござ

。 、 、。 、 、。 、 、。 、 、いません われわれ もちろんいません われわれ もちろんいません われわれ もちろんいません われわれ もちろん議会議会議会議会でごでごでごでご審議審議審議審議をいただいてやっておりますがをいただいてやっておりますがをいただいてやっておりますがをいただいてやっておりますが

あくまであくまであくまであくまで第三者第三者第三者第三者としてのとしてのとしてのとしての市民市民市民市民のののの方方方方、、、、皆様方皆様方皆様方皆様方のごのごのごのご意見意見意見意見をををを賜賜賜賜りたいとりたいとりたいとりたいと、、、、いうふういうふういうふういうふう

なことでなことでなことでなことで、、、、あまりあまりあまりあまり過激過激過激過激なことをなことをなことをなことを考考考考えているわけではございませんえているわけではございませんえているわけではございませんえているわけではございません。。。。かといいかといいかといいかといい

ながらながらながらながら、、、、実際実際実際実際やるわけですからやるわけですからやるわけですからやるわけですから、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ事業事業事業事業のののの方向性方向性方向性方向性、、、、そういったものにそういったものにそういったものにそういったものに

ははははキチンキチンキチンキチンとごとごとごとご意見意見意見意見をををを賜賜賜賜りたいというようなことでございますのでりたいというようなことでございますのでりたいというようなことでございますのでりたいというようなことでございますので、、、、それからそれからそれからそれから

先先先先はいよいよこれからはいよいよこれからはいよいよこれからはいよいよこれから学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者のののの先生方先生方先生方先生方にににに、、、、評価者評価者評価者評価者、、、、コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターをををを

おおおお願願願願いいたしますのでいいたしますのでいいたしますのでいいたしますので、、、、先生方先生方先生方先生方のごのごのごのご意見意見意見意見をををを伺伺伺伺いながらいながらいながらいながら、、、、進進進進めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと考考考考

えておりますえておりますえておりますえております。。。。

会長会長会長会長 ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。

委員委員委員委員 このこのこのこの話話話話とはちょっととはちょっととはちょっととはちょっと違違違違うんですがうんですがうんですがうんですが、、、、われわれわれわれわれわれわれわれ民間民間民間民間のののの企業企業企業企業はですねはですねはですねはですね、、、、改革改革改革改革・・・・革革革革

新新新新ということでということでということでということで、、、、必死必死必死必死になってやっているんですがになってやっているんですがになってやっているんですがになってやっているんですが、、、、川西市役所川西市役所川西市役所川西市役所さんのさんのさんのさんの職員職員職員職員

のののの皆皆皆皆さんがですねさんがですねさんがですねさんがですね、、、、革新革新革新革新にににに対対対対してしてしてして、、、、どのようなどのようなどのようなどのような気持気持気持気持ちでちでちでちで臨臨臨臨まれてまれてまれてまれて、、、、実際実際実際実際トットットットッ

ププププからからからから含含含含めてですねめてですねめてですねめてですね、、、、浸透浸透浸透浸透させているのかというのはさせているのかというのはさせているのかというのはさせているのかというのは一度一度一度一度おおおお聞聞聞聞かせいただきかせいただきかせいただきかせいただき

たいなとたいなとたいなとたいなと。。。。今回今回今回今回でなくてもでなくてもでなくてもでなくても結構結構結構結構なんですけどなんですけどなんですけどなんですけど。。。。皆皆皆皆さんがどういうようなさんがどういうようなさんがどういうようなさんがどういうような課題課題課題課題

認識認識認識認識をををを持持持持ってやられているのかってやられているのかってやられているのかってやられているのか、、、、是非是非是非是非まあまあまあまあ次回次回次回次回のときでものときでものときでものときでも教教教教えていただきたえていただきたえていただきたえていただきた

いなといなといなといなと。。。。

会長会長会長会長 はいはいはいはい、、、、ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。これはなかなかこれはなかなかこれはなかなかこれはなかなか重要重要重要重要なななな点点点点でででで、、、、組織全体組織全体組織全体組織全体にこにこにこにこ

うしたうしたうしたうした改革改革改革改革がががが意識意識意識意識されていいてされていいてされていいてされていいて、、、、しかもそれについてのしかもそれについてのしかもそれについてのしかもそれについての動機付動機付動機付動機付けけけけ、、、、モチベーモチベーモチベーモチベー

ションションションションがしっかりしているかがしっかりしているかがしっかりしているかがしっかりしているか、、、、またまたまたまた、、、、リーダーリーダーリーダーリーダー層層層層のののの方方方方々々々々はこれにはこれにはこれにはこれに向向向向けてけてけてけて、、、、ここここ

うしたうしたうしたうした改革改革改革改革にににに向向向向けてのけてのけてのけての強強強強いいいいリーダーシップリーダーシップリーダーシップリーダーシップをををを、、、、イニシアチブイニシアチブイニシアチブイニシアチブをとっておられをとっておられをとっておられをとっておられ

るかるかるかるか。。。。このあたりはこのあたりはこのあたりはこのあたりは改革改革改革改革がががが進進進進むかどうかのむかどうかのむかどうかのむかどうかの大大大大きなきなきなきな分分分分かれかれかれかれ目目目目かとかとかとかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、

もしもしもしもし、、、、今今今今のののの段階段階段階段階でででで事務局事務局事務局事務局からからからから何何何何かごかごかごかご説明説明説明説明があればがあればがあればがあれば、、、、ごごごご発言発言発言発言がありましたらがありましたらがありましたらがありましたら。。。。

特特特特になければになければになければになければ、、、、結構結構結構結構ですがですがですがですが。。。。

部長部長部長部長 あのあのあのあの全体的全体的全体的全体的にはですねにはですねにはですねにはですね、、、、どういうふうにどういうふうにどういうふうにどういうふうに進進進進めていくかについてはめていくかについてはめていくかについてはめていくかについては、、、、もうもうもうもう少少少少しししし

資料資料資料資料をををを含含含含めてめてめてめて、、、、委員委員委員委員のののの皆様皆様皆様皆様にににに丁寧丁寧丁寧丁寧なななな説明説明説明説明をさせていただくをさせていただくをさせていただくをさせていただく必要必要必要必要があるかとがあるかとがあるかとがあるかと思思思思

っておりますっておりますっておりますっております。。。。ただただただただ私私私私どもどもどもども肝肝肝肝にににに銘銘銘銘じておりますのはじておりますのはじておりますのはじておりますのは、、、、改革改革改革改革のみならずのみならずのみならずのみならず、、、、組織組織組織組織

におけるにおけるにおけるにおける所属構成員所属構成員所属構成員所属構成員のののの意識意識意識意識のののの改革改革改革改革のののの取取取取りりりり組組組組みでありますとかみでありますとかみでありますとかみでありますとか、、、、ひとつのひとつのひとつのひとつの議論議論議論議論

のののの目標目標目標目標にににに向向向向かってのかってのかってのかっての意思意思意思意思のののの統一化統一化統一化統一化、、、、これについてはこれについてはこれについてはこれについては、、、、改革改革改革改革をををを問問問問わずわずわずわず、、、、組織論組織論組織論組織論

としてとしてとしてとして問問問問われることになるわれることになるわれることになるわれることになる、、、、というふうにというふうにというふうにというふうに考考考考えていますえていますえていますえています。。。。そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味ではではではでは

大塩市政大塩市政大塩市政大塩市政のののの中中中中ではではではでは、、、、そういったそういったそういったそういった事業事業事業事業をををを共有共有共有共有できるようなできるようなできるようなできるような具体的具体的具体的具体的なななな仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを就就就就

任後任後任後任後からからからから○○○○○○○○をさせていただきましてをさせていただきましてをさせていただきましてをさせていただきまして、、、、またまたまたまた、、、、行財政改革行財政改革行財政改革行財政改革についてもについてもについてもについても、、、、そうそうそうそう



いったいったいったいった取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの一環一環一環一環のののの中中中中でででで、、、、何何何何とかとかとかとか組織目標組織目標組織目標組織目標をををを所属員一人所属員一人所属員一人所属員一人ひとりがひとりがひとりがひとりが共有共有共有共有でででで

きるようなきるようなきるようなきるような、、、、というようなものをというようなものをというようなものをというようなものを積積積積みみみみ重重重重ねてというふうなところでございまねてというふうなところでございまねてというふうなところでございまねてというふうなところでございま

すすすす。。。。またまたまたまた、、、、企画財政部企画財政部企画財政部企画財政部がががが、、、、そういったそういったそういったそういった形形形形でででで主導主導主導主導してまいりますとしてまいりますとしてまいりますとしてまいりますと、、、、どうしてどうしてどうしてどうして

もももも、、、、行革行革行革行革はははは行革行革行革行革のののの仕事仕事仕事仕事、、、、財政改革財政改革財政改革財政改革はははは財政課財政課財政課財政課のののの仕事仕事仕事仕事、、、、こういったこういったこういったこういった誤誤誤誤ったったったった意識意識意識意識をををを

持持持持たれがちでございますたれがちでございますたれがちでございますたれがちでございます。。。。そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味ではではではでは、、、、昨年度昨年度昨年度昨年度あたりからですねあたりからですねあたりからですねあたりからですね、、、、わわわわ

れわれれわれれわれれわれ企画財政部企画財政部企画財政部企画財政部のののの職員職員職員職員もそれぞれのもそれぞれのもそれぞれのもそれぞれの所属所属所属所属のののの方方方方にににに丁寧丁寧丁寧丁寧なななな説明説明説明説明をやっていこうをやっていこうをやっていこうをやっていこう

というようなことでというようなことでというようなことでというようなことで、、、、財政財政財政財政のののの仕組仕組仕組仕組みでありますとかみでありますとかみでありますとかみでありますとか、、、、現在置現在置現在置現在置かれているかれているかれているかれている財政財政財政財政

状況状況状況状況でありますとかでありますとかでありますとかでありますとか、、、、またまたまたまた行革行革行革行革のののの方向性方向性方向性方向性、、、、こういうものをこういうものをこういうものをこういうものを丁寧丁寧丁寧丁寧にににに説明説明説明説明していしていしていしてい

くくくく中中中中でででで理解理解理解理解をををを求求求求めるめるめるめる、、、、というふうなというふうなというふうなというふうな新新新新しいしいしいしい取取取取りりりり組組組組みもみもみもみも進進進進めていくということめていくということめていくということめていくということ

でございますでございますでございますでございます。。。。○○…○○…○○…○○…。。。。先先先先ほどほどほどほど申申申申しししし上上上上げましたようなげましたようなげましたようなげましたような 現在現在現在現在のののの目標目標目標目標というよというよというよというよ

うなことでうなことでうなことでうなことで、、、、おおおお知知知知らせをさせていただきたいとらせをさせていただきたいとらせをさせていただきたいとらせをさせていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。少少少少しししし詳細詳細詳細詳細にににに入入入入りまりまりまりま

すけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、現在現在現在現在、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる「「「「経営品質向上経営品質向上経営品質向上経営品質向上プログラムプログラムプログラムプログラム」」」」ということでということでということでということで、、、、もももも

ともとこれはともとこれはともとこれはともとこれは民間企業民間企業民間企業民間企業のののの中中中中のののの経済生産性本部経済生産性本部経済生産性本部経済生産性本部がががが提唱提唱提唱提唱したしたしたした、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる経営手法経営手法経営手法経営手法

をををを行政側行政側行政側行政側もももも取取取取りりりり入入入入れましてですねれましてですねれましてですねれましてですね 「「「「行政経営品質向上行政経営品質向上行政経営品質向上行政経営品質向上プログラムプログラムプログラムプログラム」」」」というというというという、、、、

取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを始始始始めたところでございますめたところでございますめたところでございますめたところでございます。。。。そのそのそのその中身中身中身中身につきましてにつきましてにつきましてにつきまして具体的具体的具体的具体的にごにごにごにご案案案案

内内内内させていただくさせていただくさせていただくさせていただく機会機会機会機会がございましたらがございましたらがございましたらがございましたら、、、、そのそのそのその機会機会機会機会にににに、、、、ということでということでということでということで。。。。よろよろよろよろ

しくおしくおしくおしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。

会長会長会長会長 ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。組織目標組織目標組織目標組織目標、、、、これをどうやってこれをどうやってこれをどうやってこれをどうやって職員全員職員全員職員全員職員全員でででで共有共有共有共有するするするする

のかのかのかのか、、、、それからまたそれからまたそれからまたそれからまた、、、、経営品質経営品質経営品質経営品質をををを向上向上向上向上させるというさせるというさせるというさせるという観点観点観点観点でのでのでのでの新新新新しいしいしいしい取取取取りりりり組組組組みみみみ

についてもごについてもごについてもごについてもご紹介紹介紹介紹介いただきましたがいただきましたがいただきましたがいただきましたが、、、、このあたりはこれからというところもこのあたりはこれからというところもこのあたりはこれからというところもこのあたりはこれからというところも

ありますしありますしありますしありますし、、、、改改改改めてめてめてめて資料等資料等資料等資料等もそろえていただいてもそろえていただいてもそろえていただいてもそろえていただいて、、、、当審議会当審議会当審議会当審議会でごでごでごでご説明説明説明説明をいたをいたをいたをいた

だければだければだければだければ、、、、というふうにというふうにというふうにというふうに考考考考えていますのでよろしくおえていますのでよろしくおえていますのでよろしくおえていますのでよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。そのほかそのほかそのほかそのほか

公開事業公開事業公開事業公開事業レビューレビューレビューレビューにににに関連関連関連関連をいたしましてをいたしましてをいたしましてをいたしまして、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、それそれそれそれ以外以外以外以外のところもごのところもごのところもごのところもご

議論議論議論議論いただいておりますがいただいておりますがいただいておりますがいただいておりますが、、、、ごごごご意見意見意見意見ごごごご質問質問質問質問ございましたらございましたらございましたらございましたら、、、、いただいてまいいただいてまいいただいてまいいただいてまい

りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、いかがでしょうかいかがでしょうかいかがでしょうかいかがでしょうか。。。。

それではそれではそれではそれでは、、、、公開事業公開事業公開事業公開事業レビューレビューレビューレビューにつきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、いくつかごいくつかごいくつかごいくつかご注意注意注意注意をいただきをいただきをいただきをいただき

ましたましたましたました。。。。ひとつはひとつはひとつはひとつは、、、、せっかくせっかくせっかくせっかく事業事業事業事業レビューレビューレビューレビューをしてをしてをしてをして、、、、そのそのそのその結果結果結果結果がでてがでてがでてがでて、、、、そのまそのまそのまそのま

まではなくまではなくまではなくまではなく、、、、今後今後今後今後のののの市政改革市政改革市政改革市政改革、、、、行財政改革行財政改革行財政改革行財政改革にににに反映反映反映反映をしていくをしていくをしていくをしていく、、、、またそのまたそのまたそのまたその結果結果結果結果

をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて議論議論議論議論をすることもをすることもをすることもをすることも是非考是非考是非考是非考えていただきたいとえていただきたいとえていただきたいとえていただきたいと、、、、そうしないとせっそうしないとせっそうしないとせっそうしないとせっ

かくやったかくやったかくやったかくやった意味意味意味意味がないがないがないがない、、、、ということだろうかとということだろうかとということだろうかとということだろうかと思思思思いますいますいますいます。。。。

２２２２つめのつめのつめのつめのポイントポイントポイントポイントはははは、、、、レビューレビューレビューレビューをしていくをしていくをしていくをしていく作業作業作業作業のののの中中中中でででで、、、、説明員説明員説明員説明員とととと第三者的第三者的第三者的第三者的

なななな市民市民市民市民、、、、有識者有識者有識者有識者とのとのとのとの間間間間のののの議論議論議論議論がよりがよりがよりがより実実実実りあるりあるりあるりある議論議論議論議論になるようにになるようにになるようにになるように、、、、コミュニケコミュニケコミュニケコミュニケ

ーションーションーションーションがががが成成成成りりりり立立立立つようなつようなつようなつような仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを整整整整えていただかないとえていただかないとえていただかないとえていただかないと成果成果成果成果がががが上上上上がらないがらないがらないがらない

のではないかというところでもございましたのではないかというところでもございましたのではないかというところでもございましたのではないかというところでもございました。。。。国国国国のののの方方方方でもでもでもでも特特特特にににに、、、、第第第第１１１１次次次次のののの事事事事

業仕分業仕分業仕分業仕分けはけはけはけは説明側説明側説明側説明側とととと委員委員委員委員のののの側側側側でずいぶんとでずいぶんとでずいぶんとでずいぶんと議論議論議論議論がそれぞれにがそれぞれにがそれぞれにがそれぞれに空回空回空回空回りをするとりをするとりをするとりをすると

言言言言うようなところがございましたうようなところがございましたうようなところがございましたうようなところがございました。。。。今回今回今回今回のののの第第第第２２２２次次次次のはのはのはのは大分大分大分大分、、、、おおおお役所役所役所役所のののの方方方方がががが賢賢賢賢

くなったということかもしれませんがくなったということかもしれませんがくなったということかもしれませんがくなったということかもしれませんが、、、、準備準備準備準備ができているようでございましができているようでございましができているようでございましができているようでございまし

てててて、、、、それはともかくといたしましてそれはともかくといたしましてそれはともかくといたしましてそれはともかくといたしまして、、、、実質実質実質実質のののの議論議論議論議論ができるようなができるようなができるようなができるような、、、、せっかくせっかくせっかくせっかく

のののの公開公開公開公開レビューレビューレビューレビュー ですのでですのでですのでですので、、、、そういうそういうそういうそういう場場場場にににに是非是非是非是非していっていただければしていっていただければしていっていただければしていっていただければ、、、、とととと

いうことでごいうことでごいうことでごいうことでご意見意見意見意見をいただきましたをいただきましたをいただきましたをいただきました。。。。なおなおなおなお、、、、今後今後今後今後どういうどういうどういうどういう進進進進めめめめ方方方方をするのかをするのかをするのかをするのか



ということについてはということについてはということについてはということについては、、、、まだまだまだまだ検討中検討中検討中検討中であるということですのでであるということですのでであるということですのでであるということですので、、、、あるあるあるある程度固程度固程度固程度固

まりましたらまりましたらまりましたらまりましたら、、、、当審議会当審議会当審議会当審議会のののの委員委員委員委員のののの皆様皆様皆様皆様にににに是非是非是非是非ごごごご連絡連絡連絡連絡をいただきをいただきをいただきをいただき、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じじじじ

てごてごてごてご意見意見意見意見をいただければというふうにをいただければというふうにをいただければというふうにをいただければというふうに考考考考えておりますのでえておりますのでえておりますのでえておりますので、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいいい

いたしますいたしますいたしますいたします。。。。

委員 関連委員 関連委員 関連委員 関連してしてしてして、、、、希望希望希望希望なんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども 「「「「広報広報広報広報かわにしかわにしかわにしかわにし」」」」はははは、、、、編集編集編集編集がががが上手上手上手上手でででで、、、、見見見見、、、、

やすくてということでやすくてということでやすくてということでやすくてということで、、、、コンクールコンクールコンクールコンクールにににに入選入選入選入選されたりということでされたりということでされたりということでされたりということで、、、、大変好評大変好評大変好評大変好評

ですがですがですがですが、、、、せっかくのせっかくのせっかくのせっかくの広報広報広報広報ですのでですのでですのでですので、、、、川西川西川西川西のののの行財改革行財改革行財改革行財改革はここまではここまではここまではここまで進進進進んだとかんだとかんだとかんだとか、、、、

レビューレビューレビューレビューにつきましてもですねにつきましてもですねにつきましてもですねにつきましてもですね、、、、インターネットインターネットインターネットインターネットとととと同時同時同時同時にににに広報広報広報広報でででで、、、、分分分分かりやかりやかりやかりや

すくすくすくすく伝伝伝伝えていただければありがたいなえていただければありがたいなえていただければありがたいなえていただければありがたいな、、、、とととと思思思思いますいますいますいます。。。。

会長会長会長会長 ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。公開事業公開事業公開事業公開事業レビューレビューレビューレビュー、、、、まだどうなるかまだどうなるかまだどうなるかまだどうなるか分分分分かりませんかりませんかりませんかりません

がががが、、、、７７７７月月月月８８８８月月月月にににに実施実施実施実施をするということだけはをするということだけはをするということだけはをするということだけは大大大大きなきなきなきな方針方針方針方針としてとしてとしてとして決決決決まっていままっていままっていままっていま

すすすす。。。。そのそのそのその中身中身中身中身やややや、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは今後今後今後今後ののののレビューレビューレビューレビューのののの結果等結果等結果等結果等につきましてにつきましてにつきましてにつきまして是非是非是非是非またまたまたまた分分分分

かりやすいかりやすいかりやすいかりやすい形形形形でででで広報広報広報広報へへへへ、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはホームページホームページホームページホームページでのでのでのでの情報提供情報提供情報提供情報提供をおをおをおをお願願願願いしたいいしたいいしたいいしたい

ということでございますということでございますということでございますということでございます。。。。これもよろしくおこれもよろしくおこれもよろしくおこれもよろしくお願願願願いをしたいといをしたいといをしたいといをしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 そそそそ

のほかのほかのほかのほか、、、、何何何何かございますでしょうかかございますでしょうかかございますでしょうかかございますでしょうか。。。。すこしすこしすこしすこし、、、、もうもうもうもう、、、、議論議論議論議論、、、、そのそのそのその他他他他、、、、３３３３番目番目番目番目

のののの議題議題議題議題にににに入入入入っておりますがっておりますがっておりますがっておりますが、、、、そのそのそのその他委員他委員他委員他委員のかたがたからのかたがたからのかたがたからのかたがたから、、、、今今今今までのまでのまでのまでの議論議論議論議論をををを含含含含

めましてめましてめましてめまして、、、、行財政改革行財政改革行財政改革行財政改革にににに関連関連関連関連してしてしてして、、、、事業方針等事業方針等事業方針等事業方針等につきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、ごごごご質問質問質問質問、、、、ごごごご意意意意

見等見等見等見等がございましたらいただいていいければもがございましたらいただいていいければもがございましたらいただいていいければもがございましたらいただいていいければも思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、いかがでしょういかがでしょういかがでしょういかがでしょう

かかかか。。。。

委員 公開事業委員 公開事業委員 公開事業委員 公開事業レビューレビューレビューレビューにににに話話話話をををを戻戻戻戻すようなすようなすようなすような形形形形になるんですがになるんですがになるんですがになるんですが、、、、今年度今年度今年度今年度のののの川西市川西市川西市川西市のののの予予予予

算算算算のののの中中中中でででで、、、、予算予算予算予算がががが増額増額増額増額になってしまったになってしまったになってしまったになってしまった原因原因原因原因のひとつにのひとつにのひとつにのひとつに子子子子どもどもどもども手当手当手当手当のののの実施実施実施実施とととと

いうのがいうのがいうのがいうのが大大大大きなきなきなきな要因要因要因要因としてとしてとしてとして挙挙挙挙げられているんですがげられているんですがげられているんですがげられているんですが、、、、それはそうとそれはそうとそれはそうとそれはそうと思思思思いますいますいますいます

がががが、、、、これによってこれによってこれによってこれによって川西市川西市川西市川西市のののの負担負担負担負担というのはどのくらいというのはどのくらいというのはどのくらいというのはどのくらい増増増増えているのかえているのかえているのかえているのか、、、、これこれこれこれ

はははは国国国国のののの施策施策施策施策ですのでですのでですのでですので、、、、公開事業公開事業公開事業公開事業レビューレビューレビューレビューのののの対象対象対象対象とならないとならないとならないとならない、、、、なってもなってもなってもなっても仕方仕方仕方仕方がががが

ないということだとはないということだとはないということだとはないということだとは思思思思うんですがうんですがうんですがうんですが、、、、選定選定選定選定するするするする事業事業事業事業のののの中中中中というのはというのはというのはというのは、、、、川西市川西市川西市川西市

のののの采配采配采配采配でなんとかなるでなんとかなるでなんとかなるでなんとかなる事業事業事業事業のみをのみをのみをのみを対象対象対象対象とするのかとするのかとするのかとするのか、、、、国国国国のののの関与関与関与関与、、、、県県県県がががが関与関与関与関与するするするする

ようなようなようなような事業事業事業事業もももも含含含含まれるのかということについてまれるのかということについてまれるのかということについてまれるのかということについて、、、、おおおお考考考考えをおえをおえをおえをお聞聞聞聞かせかせかせかせ願願願願いたいいたいいたいいたい

んですけれどもんですけれどもんですけれどもんですけれども。。。。

会長会長会長会長 もしもしもしもし、、、、事務局事務局事務局事務局でででで、、、、今整理今整理今整理今整理しておられるところがあればしておられるところがあればしておられるところがあればしておられるところがあれば、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。

事務局 子事務局 子事務局 子事務局 子どもどもどもども手当手当手当手当のぶんでございますがのぶんでございますがのぶんでございますがのぶんでございますが、、、、基本的基本的基本的基本的にはこれはにはこれはにはこれはにはこれは、、、、このこのこのこの事務費事務費事務費事務費のののの負担負担負担負担とととと

いうのはございませんいうのはございませんいうのはございませんいうのはございません。。。。全額事務費全額事務費全額事務費全額事務費もももも含含含含めてめてめてめて国国国国のののの負担負担負担負担としておりますとしておりますとしておりますとしております。。。。公開公開公開公開

事業事業事業事業レビューレビューレビューレビューのののの事業事業事業事業のののの選択過程選択過程選択過程選択過程でございますがでございますがでございますがでございますが、、、、さきほどさきほどさきほどさきほど説明説明説明説明させていたださせていたださせていたださせていただ

いたようにいたようにいたようにいたように、、、、市市市市がこれをがこれをがこれをがこれを選選選選んでいくんでいくんでいくんでいく内容内容内容内容ではではではでは、、、、課題課題課題課題があるんではないだろうがあるんではないだろうがあるんではないだろうがあるんではないだろう

かとかとかとかと、、、、審議会審議会審議会審議会のののの方方方方からごからごからごからご指摘指摘指摘指摘をををを頂頂頂頂いておりますのでいておりますのでいておりますのでいておりますので、、、、先先先先ほどほどほどほど申申申申しししし上上上上げましたげましたげましたげました

コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターのののの先生方先生方先生方先生方をををを含含含含めてめてめてめて対策対策対策対策をををを立立立立てていこうとてていこうとてていこうとてていこうと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。具具具具

体的体的体的体的にににに国費国費国費国費ですべてをですべてをですべてをですべてを賄賄賄賄っているっているっているっている事業事業事業事業をををを選選選選ぶのがどうなのかについてはぶのがどうなのかについてはぶのがどうなのかについてはぶのがどうなのかについては、、、、市市市市



のののの方方方方でででで見直見直見直見直しができないのであればしができないのであればしができないのであればしができないのであれば無理無理無理無理なのかなということはなのかなということはなのかなということはなのかなということは、、、、事務局事務局事務局事務局のののの雑雑雑雑

談談談談レベルレベルレベルレベルでででで、、、、そぐわないかなそぐわないかなそぐわないかなそぐわないかな、、、、今後調整今後調整今後調整今後調整していくしていくしていくしていく中中中中でででで議論議論議論議論していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思

いますいますいますいます。。。。

委員委員委員委員 もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、返答返答返答返答しなくてもいいというわけではないとしなくてもいいというわけではないとしなくてもいいというわけではないとしなくてもいいというわけではないと思思思思うんですがうんですがうんですがうんですが、、、、そういそういそういそうい

ったったったった注意書注意書注意書注意書きききき、、、、これはすべてこれはすべてこれはすべてこれはすべて国国国国のののの関与関与関与関与がががが必要必要必要必要なのでなのでなのでなので、、、、川西市単独川西市単独川西市単独川西市単独ではではではでは解決解決解決解決でででで

きないきないきないきない問題問題問題問題であるということはであるということはであるということはであるということは、、、、事業事業事業事業をををを選選選選ばれるばれるばれるばれる際際際際にににに少少少少しししし教教教教えていただけれえていただけれえていただけれえていただけれ

ばいいとばいいとばいいとばいいと思思思思いますいますいますいます。。。。子子子子どもどもどもども手当手当手当手当にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、事業費事業費事業費事業費はははは国国国国でででで手当手当手当手当てしてもらえてしてもらえてしてもらえてしてもらえ

るということでしたらるということでしたらるということでしたらるということでしたら、、、、川西市川西市川西市川西市のののの予算増予算増予算増予算増のののの要因要因要因要因とはなっていないということとはなっていないということとはなっていないということとはなっていないということ

ですかですかですかですか。。。。

部長 事務費等部長 事務費等部長 事務費等部長 事務費等はははは国国国国ですべてですべてですべてですべて手当手当手当手当てされますがてされますがてされますがてされますが、、、、当然市当然市当然市当然市のののの歳入歳出予算歳入歳出予算歳入歳出予算歳入歳出予算にににに計上計上計上計上されされされされ

ますんでますんでますんでますんで、、、、結果結果結果結果としてとしてとしてとして予算予算予算予算はははは膨膨膨膨らむということでございますらむということでございますらむということでございますらむということでございます。。。。

委員委員委員委員 ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。

会長 公開事業会長 公開事業会長 公開事業会長 公開事業レビューレビューレビューレビューのののの事業事業事業事業のののの選選選選びびびび方方方方ということについてはということについてはということについてはということについては、、、、今後今後今後今後おそらくおそらくおそらくおそらく議論議論議論議論

していただけるとしていただけるとしていただけるとしていただけると思思思思いますいますいますいます。。。。やはりやはりやはりやはり主主主主としてとしてとしてとして川西市川西市川西市川西市としてとしてとしてとして取取取取りりりり組組組組んでおられんでおられんでおられんでおられ

るるるる自治事務自治事務自治事務自治事務というふうにというふうにというふうにというふうに一般一般一般一般にににに言言言言われるものがわれるものがわれるものがわれるものが中心中心中心中心になるだろうというふうになるだろうというふうになるだろうというふうになるだろうというふう

にににに思思思思っておりますがっておりますがっておりますがっておりますが、、、、それにつきましてもそれにつきましてもそれにつきましてもそれにつきましても、、、、多多多多くのくのくのくの自治事務自治事務自治事務自治事務がそうですしがそうですしがそうですしがそうですし、、、、

法定受託事務法定受託事務法定受託事務法定受託事務もそうですがもそうですがもそうですがもそうですが、、、、国国国国のののの法令等法令等法令等法令等にににに基基基基づいておやりになっているものづいておやりになっているものづいておやりになっているものづいておやりになっているもの

もももも多多多多々々々々ございますございますございますございます。。。。いずれにいたしましてもいずれにいたしましてもいずれにいたしましてもいずれにいたしましても、、、、国国国国のののの制度制度制度制度とのとのとのとの関係関係関係関係をををを考考考考えていえていえていえてい

かざるをかざるをかざるをかざるを得得得得ないものないものないものないもの、、、、多少多少多少多少のののの差差差差はははは、、、、多多多多いいいい少少少少ないはございますけれどもないはございますけれどもないはございますけれどもないはございますけれども、、、、多多多多いいいい

ものものものもの、、、、国国国国のののの関与関与関与関与がががが大大大大きいものもきいものもきいものもきいものも考考考考えなければならないかもしれないえなければならないかもしれないえなければならないかもしれないえなければならないかもしれない。。。。というというというという

ことはあるかもしれないことはあるかもしれないことはあるかもしれないことはあるかもしれない。。。。かもでありますがかもでありますがかもでありますがかもでありますが、、、、ということもあるかもしれなということもあるかもしれなということもあるかもしれなということもあるかもしれな

いいいい。。。。これはこれはこれはこれは今後今後今後今後このあたりどういうこのあたりどういうこのあたりどういうこのあたりどういうバランスバランスバランスバランスでででで考考考考えていくのかえていくのかえていくのかえていくのか、、、、どういうどういうどういうどういうレレレレ

ビュービュービュービューのののの仕方仕方仕方仕方がががが本市本市本市本市のののの今後今後今後今後のののの改革改革改革改革にににに一番適切一番適切一番適切一番適切にうまくにうまくにうまくにうまく結結結結びついていくのかびついていくのかびついていくのかびついていくのか問問問問

うううう言言言言うううう観点観点観点観点からからからから選選選選んでいただければんでいただければんでいただければんでいただければ、、、、というふうにというふうにというふうにというふうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。そのほそのほそのほそのほ

かいかがでしょうかかいかがでしょうかかいかがでしょうかかいかがでしょうか。。。。どのどのどのどの観点観点観点観点からでもからでもからでもからでも結構結構結構結構ですですですです。。。。

、 。、 。、 。、 。委員委員委員委員 ちょっとちょっとちょっとちょっと遅遅遅遅れてきたのでれてきたのでれてきたのでれてきたので 最初最初最初最初にににに説明説明説明説明があったらがあったらがあったらがあったら申申申申しししし訳訳訳訳ないとないとないとないと思思思思うんですがうんですがうんですがうんですが

いろんなごいろんなごいろんなごいろんなご努力努力努力努力はははは分分分分かるのでかるのでかるのでかるので、、、、結果的結果的結果的結果的にににに、、、、あのあのあのあの、、、、２１２１２１２１年度年度年度年度はまだはまだはまだはまだ見込見込見込見込みはみはみはみは出出出出

てないでしょうけどてないでしょうけどてないでしょうけどてないでしょうけど、、、、このままでいくとこのままでいくとこのままでいくとこのままでいくと、、、、ようやくようやくようやくようやく２２２２２２２２年度年度年度年度でででで、、、、基金残高基金残高基金残高基金残高のののの

減少減少減少減少がががが、、、、２３２３２３２３年度年度年度年度ですかですかですかですか、、、、これこれこれこれ横横横横ばいになりますねばいになりますねばいになりますねばいになりますね。。。。要要要要はははは目途目途目途目途がががが立立立立っているっているっているっている

のかどうかなんですよのかどうかなんですよのかどうかなんですよのかどうかなんですよ。。。。基金基金基金基金のののの残高残高残高残高がががが、、、、２３２３２３２３年度年度年度年度でようやくでようやくでようやくでようやく減減減減らずにらずにらずにらずに、、、、２５２５２５２５

００００億億億億ですかですかですかですか、、、、２５２５２５２５億億億億かかかか、、、、２３２３２３２３年度年度年度年度でようやくでようやくでようやくでようやく基金残高基金残高基金残高基金残高がねがねがねがね、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる止止止止まりまりまりまり

ますというようなますというようなますというようなますというような推移推移推移推移できてますできてますできてますできてます。。。。当初立当初立当初立当初立てたよりてたよりてたよりてたより歳入歳入歳入歳入がががが減減減減ったりったりったりったり、、、、いろんいろんいろんいろん

なごなごなごなご努力努力努力努力でででで歳出歳出歳出歳出をををを抑抑抑抑えたりえたりえたりえたり、、、、とととと。。。。これがこれがこれがこれが目途立目途立目途立目途立つのかとつのかとつのかとつのかと、、、、いやいやもうちょいやいやもうちょいやいやもうちょいやいやもうちょ

っとっとっとっと増増増増えるのかえるのかえるのかえるのか

とととと。。。。何何何何がががが目的目的目的目的かというとかというとかというとかというと、、、、最後最後最後最後にはにはにはには基金基金基金基金をををを、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる目減目減目減目減りをりをりをりを抑抑抑抑えてえてえてえて、、、、何何何何とととと

かかかか単年度単年度単年度単年度でででで、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆるチャラチャラチャラチャラにしましょうということがにしましょうということがにしましょうということがにしましょうということが目的目的目的目的なんでしょうけなんでしょうけなんでしょうけなんでしょうけ



どどどど、、、、それがそれがそれがそれが結果結果結果結果としてとしてとしてとして目途目途目途目途がががが立立立立っているのかどうかっているのかどうかっているのかどうかっているのかどうか。。。。そこはどうなのかそこはどうなのかそこはどうなのかそこはどうなのか。。。。

事務局事務局事務局事務局

そのことについてはそのことについてはそのことについてはそのことについては、、、、資料番号資料番号資料番号資料番号１１１１でおでおでおでお配配配配りしているものにつきましてはりしているものにつきましてはりしているものにつきましてはりしているものにつきましては、、、、平平平平

成成成成２０２０２０２０年年年年２２２２月月月月にににに公表公表公表公表したしたしたした資料資料資料資料でございますでございますでございますでございます。。。。平成平成平成平成１９１９１９１９年度年度年度年度のののの決算見込決算見込決算見込決算見込みをみをみをみをベベベベ

ースースースースにしましてにしましてにしましてにしまして、、、、今後今後今後今後５５５５年間年間年間年間、、、、実際実際実際実際にはこれはにはこれはにはこれはにはこれは平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度はははは当初予算当初予算当初予算当初予算ベーベーベーベー

ススススになっておりますがになっておりますがになっておりますがになっておりますが、、、、そのそのそのその段階段階段階段階でででで収支収支収支収支をををを見込見込見込見込んだものでございましてんだものでございましてんだものでございましてんだものでございまして、、、、ここここ

れはれはれはれは、、、、以前以前以前以前にもごにもごにもごにもご説明申説明申説明申説明申しししし上上上上げていたとげていたとげていたとげていたと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、このこのこのこの計画自体計画自体計画自体計画自体はははは行財政行財政行財政行財政

改革推進計画改革推進計画改革推進計画改革推進計画、、、、それとそれとそれとそれと中期財政収支計画中期財政収支計画中期財政収支計画中期財政収支計画、、、、それからそれからそれからそれから総合計画総合計画総合計画総合計画とととと整合整合整合整合させたさせたさせたさせた形形形形

でででで同時期同時期同時期同時期にににに策定策定策定策定したものでございましてしたものでございましてしたものでございましてしたものでございまして、、、、中期財政収支計画及中期財政収支計画及中期財政収支計画及中期財政収支計画及びびびび行財政改革行財政改革行財政改革行財政改革

推進計画推進計画推進計画推進計画についてはについてはについてはについては、、、、毎年財政状況等毎年財政状況等毎年財政状況等毎年財政状況等をにらみながらをにらみながらをにらみながらをにらみながら見直見直見直見直しししし作業作業作業作業をしておりをしておりをしておりをしており

ますますますます。。。。ローリングローリングローリングローリングというというというという言葉言葉言葉言葉でででで説明説明説明説明させていただいていますがさせていただいていますがさせていただいていますがさせていただいていますが、、、、毎年毎年毎年毎年スタースタースタースター

トトトト年度年度年度年度をををを見直見直見直見直したしたしたした上上上上でででで、、、、社会経済状況社会経済状況社会経済状況社会経済状況などをなどをなどをなどを勘案勘案勘案勘案してしてしてして、、、、向向向向うううう５５５５年間年間年間年間のののの収支収支収支収支をををを

見込見込見込見込みみみみ、、、、今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの方向性方向性方向性方向性をををを再度議会等再度議会等再度議会等再度議会等にもにもにもにも説明説明説明説明しししし、、、、市民市民市民市民にもにもにもにも説明説明説明説明すすすす

るるるる取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。といことでといことでといことでといことで、、、、平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年２２２２月月月月にににに作作作作ったったったった以降以降以降以降、、、、

これはこれはこれはこれは先生方先生方先生方先生方のののの前前前前でででで社会経済状況社会経済状況社会経済状況社会経済状況、、、、全世界的全世界的全世界的全世界的なななな不景気不景気不景気不景気についてはについてはについてはについては細細細細かくかくかくかく説明説明説明説明

することについてはすることについてはすることについてはすることについては、、、、むしろむしろむしろむしろ足足足足をををを引引引引っっっっ張張張張るようなこともありますのでるようなこともありますのでるようなこともありますのでるようなこともありますので言言言言いまいまいまいま

せんがせんがせんがせんが、、、、財政状況財政状況財政状況財政状況がががが非常非常非常非常にににに悪悪悪悪いいいい中中中中においてにおいてにおいてにおいて、、、、市税収入市税収入市税収入市税収入がががが前年前年前年前年とととと比比比比べましてもべましてもべましてもべましても

１０１０１０１０億億億億くらいくらいくらいくらい減減減減ってきているってきているってきているってきている状況状況状況状況もございましてもございましてもございましてもございまして、、、、実際実際実際実際にににに作作作作ったったったった段階段階段階段階でででで、、、、財財財財

政状況政状況政状況政状況はははは悪悪悪悪くなってきておりますくなってきておりますくなってきておりますくなってきております。。。。歳入歳入歳入歳入のののの減少減少減少減少がががが非常非常非常非常にににに多多多多くくくく出出出出てきているてきているてきているてきている状状状状

況況況況でございますのででございますのででございますのででございますので、、、、以前以前以前以前におにおにおにお送送送送りしましたりしましたりしましたりしました、、、、予算予算予算予算のあらましののあらましののあらましののあらましの中中中中にににに、、、、若干若干若干若干

そういったそういったそういったそういった解説解説解説解説がががが入入入入っておりますがっておりますがっておりますがっておりますが、、、、現実現実現実現実にはなかなかにはなかなかにはなかなかにはなかなか行財政改革行財政改革行財政改革行財政改革のののの数値数値数値数値でででで

追追追追いついていけないようないついていけないようないついていけないようないついていけないような状況状況状況状況にあるとにあるとにあるとにあると、、、、まだまだまだまだまだまだまだまだ更更更更なるなるなるなる○○○○○○○○をををを強化強化強化強化していしていしていしてい

かないといけないのがかないといけないのがかないといけないのがかないといけないのが現状現状現状現状でございますでございますでございますでございます。。。。

会長会長会長会長 ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。ちなみにちなみにちなみにちなみに平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度のののの決算決算決算決算でいいますとでいいますとでいいますとでいいますと、、、、基金基金基金基金

のののの残高残高残高残高がががが大体大体大体大体３２３２３２３２億円億円億円億円ということになっておりましたがということになっておりましたがということになっておりましたがということになっておりましたが、、、、２１２１２１２１年年年年、、、、２２２２２２２２年年年年とととと

見見見見てるとかなりてるとかなりてるとかなりてるとかなり収入収入収入収入のののの方方方方がががが厳厳厳厳しそうですのでしそうですのでしそうですのでしそうですので、、、、取取取取りりりり崩崩崩崩しししし額額額額はひょっとするとはひょっとするとはひょっとするとはひょっとすると

減減減減らないかもしれないらないかもしれないらないかもしれないらないかもしれない、、、、ということかもしれませんということかもしれませんということかもしれませんということかもしれません。。。。このあたりはまだこのあたりはまだこのあたりはまだこのあたりはまだ会計会計会計会計

、 、、 、、 、、 、のののの締締締締めがめがめがめが行行行行われておりませんのでわれておりませんのでわれておりませんのでわれておりませんので ２１２１２１２１年度年度年度年度どうなるかわかりませんですがどうなるかわかりませんですがどうなるかわかりませんですがどうなるかわかりませんですが

かなりしんどいかなりしんどいかなりしんどいかなりしんどい状況状況状況状況だろうなとだろうなとだろうなとだろうなと理解理解理解理解しておりますしておりますしておりますしております。。。。

委員委員委員委員 トータルトータルトータルトータルのののの話話話話はははは、、、、今今今今、、、、各先生方各先生方各先生方各先生方がいろいろがいろいろがいろいろがいろいろ議論議論議論議論されているわけですがされているわけですがされているわけですがされているわけですが、、、、私私私私はははは

一応商工会一応商工会一応商工会一応商工会のののの会長会長会長会長とととと、、、、市民市民市民市民のののの代表代表代表代表ということででておりますのでということででておりますのでということででておりますのでということででておりますので、、、、若干補足若干補足若干補足若干補足

なななな、、、、部分的部分的部分的部分的なななな話話話話になるかもわかりませんがになるかもわかりませんがになるかもわかりませんがになるかもわかりませんが、、、、補助金補助金補助金補助金のののの見直見直見直見直しししし、、、、今年度今年度今年度今年度もももも１１１１千千千千

万近万近万近万近いいいい見直見直見直見直しをするということでしをするということでしをするということでしをするということで、、、、商工会商工会商工会商工会のののの方方方方もももも毎年毎年毎年毎年１５０１５０１５０１５０万前後万前後万前後万前後のののの見直見直見直見直しししし

をされてをされてをされてをされて１１１１，，，，８００８００８００８００からあったんがからあったんがからあったんがからあったんが、、、、今大体補助金今大体補助金今大体補助金今大体補助金１１１１，，，，３００３００３００３００万万万万そこそこにそこそこにそこそこにそこそこに

なっているんだけれどもなっているんだけれどもなっているんだけれどもなっているんだけれども、、、、そのそのそのその中中中中でででで補助金補助金補助金補助金ををををカットカットカットカットされるのはわかるんですされるのはわかるんですされるのはわかるんですされるのはわかるんです

がががが、、、、今特今特今特今特にににに日本日本日本日本のののの政治政治政治政治がががが不安定不安定不安定不安定なななな中中中中でででで、、、、商業商業商業商業のののの活性化活性化活性化活性化、、、、行政改革行政改革行政改革行政改革ですのでですのでですのでですので、、、、

補助金補助金補助金補助金ををををカットカットカットカットばかりするんではなしにばかりするんではなしにばかりするんではなしにばかりするんではなしに、、、、地域振興地域振興地域振興地域振興というというというという問題問題問題問題もももも出出出出てきますてきますてきますてきます

のでのでのでので、、、、行政行政行政行政はどのようなはどのようなはどのようなはどのような地域振興地域振興地域振興地域振興のののの考考考考えをえをえをえを持持持持っているのかっているのかっているのかっているのか。。。。特特特特にににに川西川西川西川西はははは３０３０３０３０

万都市万都市万都市万都市をををを想定想定想定想定してしてしてして、、、、まだまだまだまだ、、、、今今今今１６１６１６１６万強万強万強万強ですわねですわねですわねですわね。。。。そういうそういうそういうそういう中中中中でででで、、、、もちろんもちろんもちろんもちろん市市市市



だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、県県県県のののの補助金補助金補助金補助金ももももカットカットカットカットされてくるわけなんですがされてくるわけなんですがされてくるわけなんですがされてくるわけなんですが、、、、だんだんだんだんだんだんだんだん商売商売商売商売

もももも活性化活性化活性化活性化にににに向向向向けてのけてのけてのけての立立立立ちちちち上上上上がりができないようながりができないようながりができないようながりができないような状況状況状況状況でででで、、、、賑賑賑賑わいをわいをわいをわいを持持持持たすとたすとたすとたすと

いうことはいうことはいうことはいうことは、、、、昔昔昔昔のののの商店会等商店会等商店会等商店会等がががが、、、、子子子子どもどもどもども会会会会、、、、老人会老人会老人会老人会にいろいろとおにいろいろとおにいろいろとおにいろいろとお手伝手伝手伝手伝いをすいをすいをすいをす

るるるる中中中中でででで、、、、地域地域地域地域がががが盛盛盛盛りりりり上上上上がってきたというがってきたというがってきたというがってきたという経緯経緯経緯経緯もありますのでもありますのでもありますのでもありますので、、、、このこのこのこの辺辺辺辺もひともひともひともひと

つつつつ考慮考慮考慮考慮していただけたらありがたいなしていただけたらありがたいなしていただけたらありがたいなしていただけたらありがたいな、、、、とととと。。。。特特特特にににに近年近年近年近年はははは、、、、大店法大店法大店法大店法がががが廃止廃止廃止廃止されされされされ

てててて７７７７年年年年にもなりましてにもなりましてにもなりましてにもなりまして、、、、どんどんとどんどんとどんどんとどんどんと大型店大型店大型店大型店がががが出店出店出店出店しておりましてしておりましてしておりましてしておりまして、、、、以前以前以前以前はははは大大大大

型店型店型店型店のののの閉閉閉閉めるめるめるめる商業床面積商業床面積商業床面積商業床面積がががが７５７５７５７５％％％％をををを川西市川西市川西市川西市のののの場合場合場合場合はははは、、、、超超超超えておりますえておりますえておりますえております。。。。こんこんこんこん

なななな市市市市はめったにないわけでねはめったにないわけでねはめったにないわけでねはめったにないわけでね。。。。ましてましてましてまして地域環境地域環境地域環境地域環境、、、、商業環境商業環境商業環境商業環境というのがというのがというのがというのが、、、、東谷東谷東谷東谷

からからからから多田多田多田多田、、、、このこのこのこの川西市川西市川西市川西市をををを分散分散分散分散しておりましてねしておりましてねしておりましてねしておりましてね、、、、大変商売大変商売大変商売大変商売がやりにくいといがやりにくいといがやりにくいといがやりにくいとい

うのがうのがうのがうのが昔昔昔昔からのからのからのからの分散型分散型分散型分散型であるわけでであるわけでであるわけでであるわけで、、、、商工会商工会商工会商工会としてもいろいろとしてもいろいろとしてもいろいろとしてもいろいろ危惧危惧危惧危惧をしてきをしてきをしてきをしてき

たわけなんですけれどもたわけなんですけれどもたわけなんですけれどもたわけなんですけれども、、、、補助金補助金補助金補助金カットカットカットカットされるのはされるのはされるのはされるのは、、、、仕方仕方仕方仕方がないにしてもがないにしてもがないにしてもがないにしても、、、、

商業振興対策商業振興対策商業振興対策商業振興対策についてはについてはについてはについては、、、、どういうどういうどういうどういう形形形形でやっていただけるのかでやっていただけるのかでやっていただけるのかでやっていただけるのか。。。。われわれもわれわれもわれわれもわれわれも

努力努力努力努力はしておりますがはしておりますがはしておりますがはしておりますが、、、、そのそのそのその辺辺辺辺のののの市市市市のののの姿勢姿勢姿勢姿勢もももも見見見見せていただきたいせていただきたいせていただきたいせていただきたい。。。。もうもうもうもう一点一点一点一点

につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、地域振興地域振興地域振興地域振興につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、１０１０１０１０年年年年ばかりばかりばかりばかり前前前前にににに条例条例条例条例がががが制定制定制定制定ささささ

れましてれましてれましてれまして、、、、川西能勢口周辺川西能勢口周辺川西能勢口周辺川西能勢口周辺、、、、議会議会議会議会のののの方方方方からもからもからもからも、、、、条例条例条例条例をををを制定制定制定制定したんだからしたんだからしたんだからしたんだから推進推進推進推進

協議会協議会協議会協議会をををを立立立立ちちちち上上上上げていただいてげていただいてげていただいてげていただいて、、、、ということでということでということでということで補助金補助金補助金補助金をををを頂頂頂頂いておりますいておりますいておりますいております。。。。そそそそ

れがれがれがれが、、、、１０１０１０１０年年年年たってきましたらたってきましたらたってきましたらたってきましたら、、、、事業所等事業所等事業所等事業所等におにおにおにお願願願願いしていしていしていして、、、、今今今今メンバーメンバーメンバーメンバーがががが２５２５２５２５

名以上名以上名以上名以上おりますおりますおりますおります。。。。そういうそういうそういうそういう中中中中でででで、、、、月月月月にににに２２２２回以上街頭活動回以上街頭活動回以上街頭活動回以上街頭活動にににに出出出出ておりますておりますておりますております。。。。そそそそ

してしてしてして年年年年にににに１１１１回回回回、、、、学習研修会学習研修会学習研修会学習研修会ということでということでということでということで他市他市他市他市のののの見学会見学会見学会見学会をををを持持持持ったりしているわったりしているわったりしているわったりしているわ

けなんですがけなんですがけなんですがけなんですが、、、、それのそれのそれのそれの補助金補助金補助金補助金がががが、、、、はっきりはっきりはっきりはっきり言言言言いましていましていましていまして年年年年々々々々カットカットカットカットされますされますされますされます。。。。

当初当初当初当初３０３０３０３０万万万万がががが今今今今１８１８１８１８万万万万５５５５千円千円千円千円。。。。といいましたらといいましたらといいましたらといいましたら、、、、平常平常平常平常のののの出動出動出動出動していただいたしていただいたしていただいたしていただいた

おおおお茶代等茶代等茶代等茶代等はははは、、、、役員役員役員役員さんやらのおさんやらのおさんやらのおさんやらのお世話世話世話世話になってになってになってになって、、、、すごしてはおりますがすごしてはおりますがすごしてはおりますがすごしてはおりますが、、、、学習学習学習学習

研修会研修会研修会研修会をををを観光観光観光観光バスバスバスバスでででで行行行行きますときますときますときますと、、、、２０２０２０２０人以上行人以上行人以上行人以上行きますときますときますときますと大体大体大体大体２０２０２０２０～～～～２２２２２２２２万円万円万円万円

。 、 、。 、 、。 、 、。 、 、かかるわけなんですね このかかるわけなんですね このかかるわけなんですね このかかるわけなんですね この前前前前から そういうから そういうから そういうから そういう会会会会でもでもでもでも話話話話がががが出出出出ておりますのがておりますのがておりますのがておりますのが

もうぼちぼちもうぼちぼちもうぼちぼちもうぼちぼち行政行政行政行政のののの方方方方もももも、、、、補助金補助金補助金補助金ををををカットカットカットカットするということはするということはするということはするということは、、、、もういいといもういいといもういいといもういいとい

うふうなうふうなうふうなうふうな対応対応対応対応をされておるのとをされておるのとをされておるのとをされておるのと違違違違うかとうかとうかとうかと、、、、それであればそれであればそれであればそれであれば、、、、補助金補助金補助金補助金をもらわずをもらわずをもらわずをもらわず

にににに、、、、発展的解散発展的解散発展的解散発展的解散にににに持持持持っていったらどうかというっていったらどうかというっていったらどうかというっていったらどうかという意見意見意見意見もももも出出出出ておりますのでておりますのでておりますのでておりますので、、、、ここここ

のののの席席席席でででで、、、、行革行革行革行革のかたがたののかたがたののかたがたののかたがたの意見意見意見意見をををを聞聞聞聞くくくく中中中中でででで、、、、続続続続けなあかんものであればけなあかんものであればけなあかんものであればけなあかんものであれば、、、、なななな

んとかんとかんとかんとか馬力馬力馬力馬力をだしてをだしてをだしてをだして続続続続けていかなあかんかなとけていかなあかんかなとけていかなあかんかなとけていかなあかんかなと、、、、特特特特にににに商業振興商業振興商業振興商業振興、、、、本当本当本当本当にににに今厳今厳今厳今厳

しいんですしいんですしいんですしいんです。。。。補助金補助金補助金補助金ののののカットカットカットカットはははは仕方仕方仕方仕方がないにしてもがないにしてもがないにしてもがないにしても、、、、どういうどういうどういうどういう商業施策商業施策商業施策商業施策、、、、活活活活

性化性化性化性化にににに対対対対するするするする対応対応対応対応をををを考考考考えていただけるのかえていただけるのかえていただけるのかえていただけるのか、、、、そのへんをひとつおそのへんをひとつおそのへんをひとつおそのへんをひとつお聞聞聞聞かせかせかせかせ願願願願っっっっ

たらたらたらたら、、、、私私私私もももも地域地域地域地域へへへへ帰帰帰帰ってってってって、、、、頑張頑張頑張頑張ってくれというてはりますとってくれというてはりますとってくれというてはりますとってくれというてはりますと、、、、いずれはまたいずれはまたいずれはまたいずれはまた

見直見直見直見直すすすす時期時期時期時期もあるともあるともあるともあると言言言言えるわけなんですがえるわけなんですがえるわけなんですがえるわけなんですが。。。。私私私私のののの責任責任責任責任のののの範囲内範囲内範囲内範囲内のごのごのごのご意見意見意見意見をををを述述述述

べさせていただきますべさせていただきますべさせていただきますべさせていただきます。。。。

、 、 、 、、 、 、 、、 、 、 、、 、 、 、前回前回前回前回にもにもにもにも 昨年 一昨年昨年 一昨年昨年 一昨年昨年 一昨年にもおにもおにもおにもお話話話話しましたようにしましたようにしましたようにしましたように ２１０２１０２１０２１０億億億億のののの税収税収税収税収でしたかでしたかでしたかでしたか

それでそれでそれでそれで議会議会議会議会はじめはじめはじめはじめ、、、、職員職員職員職員のののの給与給与給与給与がががが１２０１２０１２０１２０億億億億からからからから１３０１３０１３０１３０億億億億かかるかかるかかるかかる、、、、ということということということということ

はどういうはどういうはどういうはどういう計算計算計算計算になるのかなになるのかなになるのかなになるのかな、、、、普通普通普通普通のののの企業企業企業企業でありましたらでありましたらでありましたらでありましたら、、、、売売売売りりりり上上上上げのげのげのげの３０３０３０３０

％％％％超超超超えましたらえましたらえましたらえましたら、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか会社回会社回会社回会社回っていかないというっていかないというっていかないというっていかないという話話話話をしましたらをしましたらをしましたらをしましたら、、、、そのそのそのその

辺辺辺辺もももも含含含含めてめてめてめて、、、、行革行革行革行革のののの成果成果成果成果がこうしてでておりますよといわれるんですががこうしてでておりますよといわれるんですががこうしてでておりますよといわれるんですががこうしてでておりますよといわれるんですが、、、、そそそそ

のののの辺辺辺辺もももも含含含含めてめてめてめて、、、、おおおお話話話話をしていただけたらをしていただけたらをしていただけたらをしていただけたら。。。。



会長 政策的会長 政策的会長 政策的会長 政策的にもにもにもにも重要重要重要重要なななな論点論点論点論点、、、、行革行革行革行革というというというという観点観点観点観点でもでもでもでも、、、、積極的積極的積極的積極的なごなごなごなご提言提言提言提言をををを頂頂頂頂いたといたといたといたと思思思思

いますがいますがいますがいますが、、、、事務局事務局事務局事務局いかがでしょうかいかがでしょうかいかがでしょうかいかがでしょうか。。。。ここはここはここはここは行政改革行政改革行政改革行政改革のののの審議会審議会審議会審議会ですのでですのでですのでですので、、、、全全全全

部部部部はははは難難難難しいかとしいかとしいかとしいかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、今今今今のののの委員委員委員委員のごのごのごのご意見意見意見意見につきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、何何何何かおかおかおかお話話話話できできできでき

ることがございましたらることがございましたらることがございましたらることがございましたら。。。。

部長 今日部長 今日部長 今日部長 今日はははは行革行革行革行革のののの審議会審議会審議会審議会のののの場場場場ということでございますがということでございますがということでございますがということでございますが、、、、今今今今、、、、委員委員委員委員からいただきからいただきからいただきからいただき

、 、 、、 、 、、 、 、、 、 、ましたましたましたました課題課題課題課題についてはについてはについてはについては 制度全般制度全般制度全般制度全般にからむにからむにからむにからむ大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題でございますし またでございますし またでございますし またでございますし また

川西市川西市川西市川西市というまちのというまちのというまちのというまちの発展発展発展発展のののの育成育成育成育成というというというという部分部分部分部分をををを象徴象徴象徴象徴したしたしたした課題課題課題課題でもあるとでもあるとでもあるとでもあると考考考考えてえてえてえて

おりますおりますおりますおります。。。。特特特特にににに南北南北南北南北にににに細長細長細長細長いといういといういといういという地形地形地形地形、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは中部中部中部中部、、、、北部北部北部北部におけるにおけるにおけるにおける大規大規大規大規

模開発団地模開発団地模開発団地模開発団地のののの開発開発開発開発によってによってによってによって発展発展発展発展してきたというようなまちのしてきたというようなまちのしてきたというようなまちのしてきたというようなまちの経緯経緯経緯経緯がががが、、、、やはりやはりやはりやはり

大大大大きなきなきなきな大規模商業大規模商業大規模商業大規模商業しょうとしょうとしょうとしょうと地元地元地元地元のののの○○○○○○○○○○○○などのなどのなどのなどの大大大大きなきなきなきな意味意味意味意味でのでのでのでの商業商業商業商業のののの○○○○○○○○とととと

いうものがいうものがいうものがいうものが川西川西川西川西のののの大大大大きなきなきなきな特徴特徴特徴特徴とととと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。確確確確かにかにかにかに今今今今ごごごご指摘指摘指摘指摘のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、駅駅駅駅

前再開発等前再開発等前再開発等前再開発等々、々、々、々、まちのいわゆるまちのいわゆるまちのいわゆるまちのいわゆる発展状況発展状況発展状況発展状況におけるにおけるにおけるにおける商業政策商業政策商業政策商業政策のののの中中中中でですねでですねでですねでですね、、、、地地地地

元商業元商業元商業元商業のののの沈滞化沈滞化沈滞化沈滞化をををを招招招招いたというようなことはいたというようなことはいたというようなことはいたというようなことは、、、、一方一方一方一方ではではではでは事実事実事実事実かとかとかとかと思思思思うんですうんですうんですうんです

がががが、、、、これからこれからこれからこれから成熟社会成熟社会成熟社会成熟社会におけるにおけるにおけるにおける、、、、またまたまたまた公平社会公平社会公平社会公平社会におけるにおけるにおけるにおける地域地域地域地域づくりというもづくりというもづくりというもづくりというも

のをのをのをのを考考考考えたときにかつてのようなえたときにかつてのようなえたときにかつてのようなえたときにかつてのような成長過程成長過程成長過程成長過程におけるにおけるにおけるにおける商業政策商業政策商業政策商業政策がはたしてこれがはたしてこれがはたしてこれがはたしてこれ

からもからもからもからも続続続続いていくのかというようなことをいていくのかというようなことをいていくのかというようなことをいていくのかというようなことを考考考考えたときにえたときにえたときにえたときに、、、、やはりこれからのやはりこれからのやはりこれからのやはりこれからの

在在在在りようについてはりようについてはりようについてはりようについては、、、、大規模店舗法大規模店舗法大規模店舗法大規模店舗法とととと地元地元地元地元のののの小売商業小売商業小売商業小売商業とのとのとのとのバランスバランスバランスバランス、、、、あるいあるいあるいあるい

はははは共存共栄共存共栄共存共栄共存共栄、、、、こういうことをこういうことをこういうことをこういうことを前提前提前提前提としたとしたとしたとした政策政策政策政策をもっていかないとをもっていかないとをもっていかないとをもっていかないと、、、、日常日常日常日常のののの市市市市

民生活民生活民生活民生活にににに大大大大きなきなきなきな支障支障支障支障をきたすようになるをきたすようになるをきたすようになるをきたすようになる、、、、というふうにというふうにというふうにというふうに考考考考えますえますえますえます。。。。従従従従いましいましいましいまし

、 、 、、 、 、、 、 、、 、 、てててて 大規模店舗大規模店舗大規模店舗大規模店舗のみ あるいはのみ あるいはのみ あるいはのみ あるいは小売業小売業小売業小売業のみというようなのみというようなのみというようなのみというような政策選択政策選択政策選択政策選択ではなくてではなくてではなくてではなくて

おおおお互互互互いいいい共存共栄共存共栄共存共栄共存共栄できるようなできるようなできるようなできるような商業政策商業政策商業政策商業政策ができないかができないかができないかができないか、、、、またそこにおけるまたそこにおけるまたそこにおけるまたそこにおける行政行政行政行政

としてのとしてのとしてのとしてのサポートサポートサポートサポートのありのありのありのあり方方方方はどうなのかというようなことについてはですはどうなのかというようなことについてはですはどうなのかというようなことについてはですはどうなのかというようなことについてはです

ねねねね、、、、商業者商業者商業者商業者のののの皆皆皆皆さんとさんとさんとさんと考考考考えていくべくえていくべくえていくべくえていくべく日日日日々々々々課題提起課題提起課題提起課題提起しますししますししますししますし、、、、またそのまたそのまたそのまたその中中中中にににに

おけるおけるおけるおける従来型従来型従来型従来型のののの補助金補助金補助金補助金からですねからですねからですねからですね、、、、新新新新しいしいしいしい発想発想発想発想にににに基基基基づいたづいたづいたづいたサポートサポートサポートサポートのありのありのありのあり方方方方

というようなものもというようなものもというようなものもというようなものも含含含含めてめてめてめて検討検討検討検討をををを進進進進めていくべきめていくべきめていくべきめていくべき課題課題課題課題ではないかというようではないかというようではないかというようではないかというよう

にににに考考考考えていますえていますえていますえています。。。。商業政策商業政策商業政策商業政策についてはそういうふうなについてはそういうふうなについてはそういうふうなについてはそういうふうな考考考考えをえをえをえを持持持持っているとこっているとこっているとこっているとこ

ろでありますろでありますろでありますろであります。。。。またまたまたまた、、、、人件費人件費人件費人件費につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、委員委員委員委員のののの方方方方からからからから、、、、会議会議会議会議のののの開催開催開催開催ごごごご

とにごとにごとにごとにご指摘指摘指摘指摘いただいているいただいているいただいているいただいている事項事項事項事項でございましてでございましてでございましてでございまして、、、、わくくしどもといたしましわくくしどもといたしましわくくしどもといたしましわくくしどもといたしまし

てはてはてはては、、、、制度制度制度制度しくみのしくみのしくみのしくみの中中中中ではではではでは人事院勧告人事院勧告人事院勧告人事院勧告、、、、またまたまたまた、、、、独自独自独自独自のののの給与給与給与給与カットカットカットカット等等等等でかつてでかつてでかつてでかつて

のようなのようなのようなのような人件費人件費人件費人件費のののの比率比率比率比率からですねからですねからですねからですね、、、、現在現在現在現在はははは徐徐徐徐々々々々にそのにそのにそのにその比率比率比率比率をををを下下下下げているとこげているとこげているとこげているとこ

ろですろですろですろです。。。。それにつきましてはそれにつきましてはそれにつきましてはそれにつきましては、、、、非常非常非常非常にににに厳厳厳厳しいしいしいしい見方見方見方見方もございましょうがもございましょうがもございましょうがもございましょうが、、、、我我我我々々々々

もももも労働者労働者労働者労働者ということでということでということでということで、、、、組合組合組合組合とのとのとのとの協議協議協議協議もございますもございますもございますもございます。。。。またまたまたまた、、、、そういったそういったそういったそういった中中中中にににに

おけるおけるおけるおける市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんからいただくごさんからいただくごさんからいただくごさんからいただくご意見意見意見意見、、、、こういうものをこういうものをこういうものをこういうものを両方両方両方両方にらみにらみにらみにらみ合合合合わせわせわせわせ

ながらながらながらながら、、、、適正適正適正適正なななな人件費人件費人件費人件費のありのありのありのあり方方方方についてはについてはについてはについては、、、、これからもこれからもこれからもこれからも真剣真剣真剣真剣にににに議論議論議論議論していきしていきしていきしていき

たいというふうにたいというふうにたいというふうにたいというふうに考考考考えていますのでごえていますのでごえていますのでごえていますのでご理解理解理解理解くださいくださいくださいください。。。。

、 、、 、、 、、 、委員 産業振興委員 産業振興委員 産業振興委員 産業振興については それぞれについては それぞれについては それぞれについては それぞれ考考考考ええええ方方方方があるのでがあるのでがあるのでがあるので相違相違相違相違があるわけなんですががあるわけなんですががあるわけなんですががあるわけなんですが

ただただただただ一点一点一点一点ねねねね、、、、３０３０３０３０万都市万都市万都市万都市のののの人口人口人口人口をををを想定想定想定想定したしたしたした商業圏商業圏商業圏商業圏ができあがっておりますとができあがっておりますとができあがっておりますとができあがっておりますと

いうことなんでいうことなんでいうことなんでいうことなんで、、、、人口人口人口人口をどれだけをどれだけをどれだけをどれだけ増増増増やしていけるかというのがやしていけるかというのがやしていけるかというのがやしていけるかというのが行政行政行政行政のののの対応対応対応対応だだだだ

とととと、、、、もうもうもうもう一点一点一点一点はははは、、、、過日過日過日過日もももも都市計画審議会都市計画審議会都市計画審議会都市計画審議会のののの方方方方でででで出出出出ましたましたましたました中央北地区中央北地区中央北地区中央北地区のののの整備事整備事整備事整備事



業業業業がいよいよがいよいよがいよいよがいよいよ始始始始まるということでまるということでまるということでまるということで、、、、若干説明若干説明若干説明若干説明をををを受受受受けたところなんですがけたところなんですがけたところなんですがけたところなんですが、、、、ここここ

れとてれとてれとてれとて、、、、当初当初当初当初からからからから言言言言っておるようにっておるようにっておるようにっておるように、、、、住宅住宅住宅住宅をををを増増増増やしなさいやしなさいやしなさいやしなさい、、、、それとそれとそれとそれと公園公園公園公園もももも、、、、

できたらできたらできたらできたらスポーツスポーツスポーツスポーツ公園的公園的公園的公園的なものをなものをなものをなものを企画企画企画企画してしてしてして、、、、できたらせせらぎできたらせせらぎできたらせせらぎできたらせせらぎ遊歩道遊歩道遊歩道遊歩道でででで能勢能勢能勢能勢

口口口口のののの駅駅駅駅までつながるようなまでつながるようなまでつながるようなまでつながるような遊歩道遊歩道遊歩道遊歩道をこしらえてもらえたらありがたいをこしらえてもらえたらありがたいをこしらえてもらえたらありがたいをこしらえてもらえたらありがたい、、、、とととと申申申申

しししし上上上上げとるんですがげとるんですがげとるんですがげとるんですが、、、、住宅住宅住宅住宅もできてもできてもできてもできて、、、、そういうものができてくるとそういうものができてくるとそういうものができてくるとそういうものができてくると、、、、商業部商業部商業部商業部

門門門門もももも必要必要必要必要だとだとだとだと、、、、コンビニコンビニコンビニコンビニくらいやったらよろしいけどくらいやったらよろしいけどくらいやったらよろしいけどくらいやったらよろしいけど、、、、またまたまたまた、、、、そこにそこにそこにそこに大規模大規模大規模大規模

店店店店をををを入入入入れたりれたりれたりれたり、、、、建建建建つということになるとつということになるとつということになるとつということになると、、、、なおなおなおなお一層皆様方一層皆様方一層皆様方一層皆様方のののの商業商業商業商業のののの活性化活性化活性化活性化にににに

つながらないつながらないつながらないつながらない、、、、というというというという意見意見意見意見もありましてもありましてもありましてもありまして、、、、あえてあえてあえてあえて私私私私もももも補助金補助金補助金補助金のののの問題問題問題問題のののの中中中中でででで提提提提

案案案案させていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいと、、、、こういうことなんですけどねこういうことなんですけどねこういうことなんですけどねこういうことなんですけどね。。。。部長部長部長部長のののの言言言言われるわれるわれるわれる意意意意

味味味味はははは十分承知十分承知十分承知十分承知しておるわけなんですがしておるわけなんですがしておるわけなんですがしておるわけなんですが、、、、それだけではなかなかそれだけではなかなかそれだけではなかなかそれだけではなかなか商業商業商業商業のののの活性化活性化活性化活性化

にはつながらないにはつながらないにはつながらないにはつながらない。。。。これからこれからこれからこれから老齢社会老齢社会老齢社会老齢社会になりますになりますになりますになります。。。。なおさらなおさらなおさらなおさら、、、、手手手手がかかるわがかかるわがかかるわがかかるわ

けなんですけなんですけなんですけなんです。。。。そのへんのそのへんのそのへんのそのへんの手立手立手立手立てをてをてをてを市市市市としてもとしてもとしてもとしても、、、、もうもうもうもう少少少少しししし考考考考えてもらいたいえてもらいたいえてもらいたいえてもらいたい。。。。

行革行革行革行革でででで補助金補助金補助金補助金カットカットカットカットカットカットカットカットではなしにではなしにではなしにではなしに、、、、こういうこういうこういうこういう面面面面もありますよともありますよともありますよともありますよと、、、、見見見見せてせてせてせて

いただいたらありがたいいただいたらありがたいいただいたらありがたいいただいたらありがたい。。。。

会長会長会長会長 ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。貴重貴重貴重貴重なごなごなごなご意見意見意見意見をををを頂頂頂頂いておりますのでいておりますのでいておりますのでいておりますので、、、、市市市市のののの方方方方でもでもでもでも

是非是非是非是非ごごごご検討検討検討検討いただければといただければといただければといただければと思思思思いますいますいますいます。。。。委員委員委員委員からもございましたがからもございましたがからもございましたがからもございましたが、、、、今今今今、、、、節約節約節約節約

するだけがするだけがするだけがするだけが行革行革行革行革ではございませんでではございませんでではございませんでではございませんで、、、、むしろむしろむしろむしろ従来従来従来従来のののの行政行政行政行政のやりのやりのやりのやり方方方方、、、、運営運営運営運営のののの仕仕仕仕

組組組組みをみをみをみを変変変変えていくえていくえていくえていく、、、、そしてよりそしてよりそしてよりそしてより効果効果効果効果のあがるやりのあがるやりのあがるやりのあがるやり方方方方、、、、もちろんもちろんもちろんもちろん合理的合理的合理的合理的、、、、効率効率効率効率

的的的的にやらないといけないんですがにやらないといけないんですがにやらないといけないんですがにやらないといけないんですが、、、、よりよりよりより効果効果効果効果のののの上上上上がるやりがるやりがるやりがるやり方方方方をををを探探探探していくとしていくとしていくとしていくと

いうのもいうのもいうのもいうのも行革行革行革行革でございますでございますでございますでございます。。。。商工会商工会商工会商工会へのへのへのへの、、、、いってみればいってみればいってみればいってみれば零細補助金零細補助金零細補助金零細補助金などやめなどやめなどやめなどやめ

てしまっててしまっててしまっててしまって、、、、別別別別ののののフレームフレームフレームフレームでしっかりとでしっかりとでしっかりとでしっかりと商業振興商業振興商業振興商業振興ができるようなやりができるようなやりができるようなやりができるようなやり方方方方をををを考考考考

えてもいいのではないかえてもいいのではないかえてもいいのではないかえてもいいのではないか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは川西能勢口川西能勢口川西能勢口川西能勢口のまちづくりののまちづくりののまちづくりののまちづくりの推進協議会推進協議会推進協議会推進協議会のののの

活動活動活動活動もももも、、、、従来従来従来従来のののの枠組枠組枠組枠組みがみがみがみが使使使使いいいい勝手勝手勝手勝手がががが悪悪悪悪いのであればいのであればいのであればいのであれば、、、、まずはもうまずはもうまずはもうまずはもう一度関係者一度関係者一度関係者一度関係者

でででで集集集集まってまってまってまって新新新新しいしいしいしい枠組枠組枠組枠組みをみをみをみを考考考考えていくえていくえていくえていく、、、、今今今今はははは協働協働協働協働とかとかとかとかパートナーシップパートナーシップパートナーシップパートナーシップといといといとい

うのがうのがうのがうのが盛盛盛盛んにいわれておりますんにいわれておりますんにいわれておりますんにいわれております。。。。新新新新しいしいしいしい枠組枠組枠組枠組みでみでみでみで物事物事物事物事をををを考考考考えてみるえてみるえてみるえてみる、、、、そういそういそういそうい

うこともうこともうこともうことも行革行革行革行革のののの一環一環一環一環かとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。是非是非是非是非ごごごご検討検討検討検討いただければというふうにいただければというふうにいただければというふうにいただければというふうに思思思思

っておりますっておりますっておりますっております。。。。

そのそのそのその他他他他、、、、委員委員委員委員のののの皆様皆様皆様皆様からからからから、、、、このこのこのこの機会機会機会機会にににに是非是非是非是非ということがございましたらということがございましたらということがございましたらということがございましたら。。。。

特特特特にないようでしたらにないようでしたらにないようでしたらにないようでしたら、、、、事務局事務局事務局事務局のののの方方方方からからからから何何何何かございましたらかございましたらかございましたらかございましたら。。。。

事務局事務局事務局事務局 それではそれではそれではそれでは、、、、次回開催次回開催次回開催次回開催のののの時期時期時期時期をををを。。。。今年度今年度今年度今年度、、、、決算決算決算決算がだいたいがだいたいがだいたいがだいたい１０１０１０１０月月月月ごろにごろにごろにごろに予定予定予定予定しししし

ておりましてておりましてておりましてておりまして、、、、決算決算決算決算のののの結果結果結果結果にににに基基基基づくづくづくづく概要説明概要説明概要説明概要説明とととと公開事業公開事業公開事業公開事業レビューレビューレビューレビューのののの後後後後でござでござでござでござ

いますのでいますのでいますのでいますので、、、、そのそのそのその段階段階段階段階でででで取取取取りまとめたりまとめたりまとめたりまとめた資料資料資料資料についてごについてごについてごについてご説明説明説明説明、、、、問題点問題点問題点問題点などをなどをなどをなどを説説説説

明明明明できればできればできればできれば、、、、とととと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。さきほどこういったものもさきほどこういったものもさきほどこういったものもさきほどこういったものも話題話題話題話題にしてほしにしてほしにしてほしにしてほし

いというごいというごいというごいというご要望要望要望要望もございましたがもございましたがもございましたがもございましたが、、、、次回次回次回次回までにまでにまでにまでにメールメールメールメールないしないしないしないし電話電話電話電話でもでもでもでも結構結構結構結構でででで

、 。 。、 。 。、 。 。、 。 。すので ごすので ごすので ごすので ご提案提案提案提案いただけたらありがたいといただけたらありがたいといただけたらありがたいといただけたらありがたいと思思思思います よろしくおいます よろしくおいます よろしくおいます よろしくお願願願願いしますいしますいしますいします

会長会長会長会長 それではそれではそれではそれでは、、、、次回次回次回次回、、、、１０１０１０１０月月月月ごろということでございますけれどもごろということでございますけれどもごろということでございますけれどもごろということでございますけれども、、、、詳細詳細詳細詳細なななな日程日程日程日程

等等等等につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、改改改改めてごめてごめてごめてご連絡連絡連絡連絡をさせていただくということにしたいとをさせていただくということにしたいとをさせていただくということにしたいとをさせていただくということにしたいと思思思思

いますいますいますいます。。。。



今日今日今日今日はははは本当本当本当本当にににに貴重貴重貴重貴重なななな意見意見意見意見をたくさんをたくさんをたくさんをたくさん頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。事務局事務局事務局事務局がががが全部消化全部消化全部消化全部消化しきれるしきれるしきれるしきれる

かどうかわかりませんけれどもかどうかわかりませんけれどもかどうかわかりませんけれどもかどうかわかりませんけれども、、、、極力極力極力極力これをこれをこれをこれを消化消化消化消化したしたしたした上上上上でででで、、、、１０１０１０１０月月月月のののの本審議本審議本審議本審議

会会会会につなげていってもらいたいとにつなげていってもらいたいとにつなげていってもらいたいとにつなげていってもらいたいと思思思思っておりますのでよろしくおっておりますのでよろしくおっておりますのでよろしくおっておりますのでよろしくお願願願願いいたしいいたしいいたしいいたし

ますますますます。。。。

それではそれではそれではそれでは、、、、本日予定本日予定本日予定本日予定をしておりましたをしておりましたをしておりましたをしておりました議事議事議事議事はははは以上以上以上以上でございますでございますでございますでございます。。。。長長長長いいいい時間時間時間時間、、、、

熱心熱心熱心熱心にごにごにごにご検討検討検討検討いただきましてありがとうございましたいただきましてありがとうございましたいただきましてありがとうございましたいただきましてありがとうございました。。。。以上以上以上以上をもちましてをもちましてをもちましてをもちまして閉閉閉閉

会会会会とさせていただきますとさせていただきますとさせていただきますとさせていただきます。。。。どうもごどうもごどうもごどうもご苦労苦労苦労苦労さまでございましたさまでございましたさまでございましたさまでございました。。。。


