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広島県総合計画審議会第２回小委員会 議事録 
 

１ 日  時   平成２１年７月７日（火）１５：００～１７：１３ 

２ 場  所   県庁北館３階 第５委員会室 

３ 出席委員   伊藤委員長，折登委員，小見委員，坂越委員，坂本委員， 

西村委員，平谷委員，藤井委員，三宅委員 

４  議    事      小委員会の進め方，現行「分権改革推進プログラム」の推進状況及び課題の概要 

５ 担当部署   広島県企画振興局政策企画部政策企画課（政策企画担当） 

         電話：０８２（５１３）２４１４ 

６ 議事概要 

【小委員会の進め方】 

 ● 事務局から開催時期，内容等の修正について説明，質疑応答 

【現行「分権改革推進プログラム」の推進状況及び課題の概要】 

 ● 事務局から説明，質疑応答 

 

７ 議 事 録 

【開会】 

（委員長） 

   ただ今から，広島県総合計画審議会，第２回の小委員会を開催いたします。 

 

【議事】小委員会の進め方 

（委員長） 

まず，「小委員会の進め方」につきまして，前回，事務局から当委員会の当面の審議事項の進め方に

つきまして御説明をいただいたところですが，改めて事務局から御提案があるということですので，

よろしくお願いします。 
（事務局） 

資料説明：資料１「当面の小委員会の進め方（修正案）」 
（委員長） 

   前回，第１回に比べまして，大きく３つほど変わっているかと思います。 
   １つは，小委員会が１回分増えた。９月上旬・中旬に予定されております第２回の審議会までに，

５回から６回に増えたということ。それから，第６回，最終のまとめが，前回は中間まとめというよ

うな，まとめ案というような表現だったのが，フォローアップまとめ案という表現に変わっておりま

す。それから毎回の，２～６回にかけてなんですけれども，前回は現状説明というような表現だった

んですが，前回，委員の方々から意見が出たとおり，その都度課題を検討すると同時に，一定の方向

性も検討すべきだという意見がございましたので，それを踏まえてこういった修正案が提示されたも

のと思います。委員の方々，見られまして何かお気付きの点とか，よろしいですか。 
   前回の，達成状況，課題の検討等も含めてという御意見について，一応反映されています。また，

微修正につきましては，その都度，また議論をしながら補正していければという具合に思っておりま

す。 

参考資料 ５
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   では，この資料１修正案につきましては，今のところは御了承いただけるということで，あとでま

た，通して議論しますので，もし御意見がありましたら，言っていただければと思います。 
 

【議事】現行「分権改革推進プログラム」の推進状況及び課題の概要 

（委員長） 

   続きまして，現行の「分権改革推進プログラム」の推進状況及び課題の概要につきまして，事務局

から説明をお願いしたいと思います。 
（事務局） 

資料説明：資料２「分権改革推進プログラムの推進状況及び課題」（「Ⅰ分権改革の推進」部分） 
資料説明：資料３「第二期地方分権改革及び道州制に関する主な勧告・報告等の概要」 

（委員長） 

事務局から３つの分野にまたがる総論と，それから更にそのうちの１つ，分権改革の推進について

の説明をいただきました。これについて皆様方の御意見を伺わなくちゃいけないんですが，かなりと

っつきにくいかなと思います。特にお手元の資料２ページ目の下の方に，今回３つの分野，分権，行

政システム，財政という３つの分野について御議論いただかなくてはいけないんです。こういった県

の計画が，それぞれちょうど見直し期間を迎えたということで，次の期間に向けての新しい計画設計

をしていかなければいけません。 
   今までの計画は新しい点でどんどんいろいろなアイデアが出てきたと思うんですが，そろそろ頭打

ちに近いところになっていっていますので，かなり熱心というか，新しい視点から議論いただかない

といけないと思っています。 
   ですので，なじみのある方々もいらっしゃいますでしょうし，中にはこういった分野はなかなかな

じみがないという方もいらっしゃると思いますが，むしろそれぞれの企業経営，組織運営，あるいは

生活者の視点から，新しい切り口なり，あるいはこういったところが抜けているんじゃないかという

ことを自由に御発言いただけたらと思います。そういったやりとりが次の小委員会の，また宿題にな

って，課題を掘り下げるなりあるいは別の視点から検討するなりというところに結び付いていくんだ

ろうと思います。 
（委員） 

   まず一点質問なんですけれども，国の動きなんですよね。地方分権推進委員会が第２次勧告を出し

て，今第３次勧告に向けた中間とりまとめがきたという段階だと思うんですけれども，これの位置付

けですけど，そこにあるように地方政府の確立のためには，いわゆる条例等の自治立法権というもの

を拡充することがぜひとも必要であるという，そういう問題意識の下に，いわゆる押さえつけてでき

るのでなく，条例で自由にできる幅を広げようじゃないかと，そういう方向だと思うんですね。いわ

ば法制上の国の関与というものをできるだけ少なくしようという，それが第１次，２次，それから第

３次に向けた勧告の中身かなと思うんですけれども，そこで，ここができるかどうかは別にして，か

なり法律による義務付け・枠付けが厳しかったと。例えば，大臣の同意が必要であるとか，なかなか

自治体で決定することができない法制度上の義務付けが非常に多かったということがありますよね。 
   それについてメルクマールというものを設けて，振り分けをしてきたということなんですけれども，

この第２次勧告のところで，半分ぐらいがメルクマールに該当，非該当と振り分けがされていると，

それから第３次の勧告に向けた中間報告のところでも，一応メルクマールの下に例えば同意は必要で

あるとか必要でないとかという振り分けが，大体出てきていると思うんですよね。中間取りまとめの
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段階でも。 
   その中身というのは，これから地方分権というのを進めていく上で，満足のいく状況になりつつあ

るのかどうなのか。そうした見直しを県としてもした方がいいんじゃないかなという気がしているん

ですよね。というのは，例えば広域的な問題に取り組もうとしても，非常に広域性があらわれるであ

ろう，環境であるとか，都市行政の分野で，まだ都市計画法とかいろいろなところでの国等の関与が

そのままの部分が多いんじゃないかという気がしているんですよね。もしそのようなことがあれば，

それを精査して，更に全国知事会を通してとか，いろいろなところでもう少しここの部分を緩和でき

ないかという，法制度上の更なる緩和を求めていくということをやった方がいいんじゃないかと思い

ます。相当大変だろうけれども，発信をしていくということが必要じゃないのかなという感じはして

いるんですよね。ちょうど第３次勧告がもうすぐ出されるというところだけど，これでどうなのかな

というのをちょっと私も常々疑問に思っているところもあるので，一度どうなのかなということを検

討して調べてみるというのは，必要なことじゃないかなと思っているんです。これがどんな状況にな

りつつあるのかということが分かれば，又は今後の課題ということであれば，何らかの機会にまだま

だ法制度上の締め付けが厳しいというコメントでもいただければなと思っています。 
   それと，全般の総論，最後の課題のところにかかわるんですけど，これから都道府県というのは，

どういうような姿になっていくべきなのかということなんですよね。それに関して，ひとつには総合

性という言葉が出てきている。また，かといって例えば８ページの図は，これまでのイメージだった

と思うんですけれども，県というのは今後道州になっていって，広域にわたる事務を担うということ

ですよね。こうなると，市町に対しての権限移譲が相当程度進んだときに，広域にわたる事務という

のがどういうようなものであれ，かなり限定されてくると思うんです。そうすると，府・県，道州と

いうのは総合行政自治体というのではなしに，かなり特定の分野に特化された，その事務だけを扱う

自治体というふうに変貌していくのではないかと，私なんかは予想するわけなんです。 
   そこで，その府・県，道州をにらんでの府・県というのが，従来のような総合行政自治体というよ

うな位置付け，イメージでいいのかどうなのか。これは小委員会で議論しなきゃいけないことだと思

うんですけど，総合行政自治体というのは，今後，市・町，基礎的自治体が担っていって，そこが総

合行政自治体の役割を果たしていくんだろう。そうならば，府・県，道州というようなものは何をす

る。広域行政です。広域行政というと，例えば環境であるとか，先ほど事務局の方から言われました

ように，かなり広域性のある運輸であるとか産業であるとか，特定の分野に大体固まってしまうんじ

ゃないかなと思うんですよね。そういうようなところを，都道府県，道州の今後の５年間のイメージ

ということでいくのかどうなのかという問題点を１つ，投げかけておきたいと思います。新たな広域

自治体としての広域性でないと，総合行政というのは市と町に譲るんだと，おそらくそういうことに

なっていくのかなというのが，私の理解，今後の議論ということになろうかと思います。 
   それともう１つ，どこかで議論しなきゃいけないなと思うのは，今出ている議論は枠組み論なんで

すよね。受け皿の行政はどういうふうにあるべきなのかという枠組み論なんです。それと，今回の第

２９次の地方制度調査会で出てきたのは，行政のあり方として議会ということがあるんですよね。は

っきり言ったら地方自治体の団体自治をどうするか。 
もう１つの住民自治の視点というのが，なかなかどこからも出てこないということですよね。これ

を，広島県の総合計画などを策定していくに際しての特徴として，住民自治の視点というものも考え

ていった方がいいんじゃないかなというふうに思っています。今，団体自治と枠組み論というのが中

心になっているんですけれども，住民自治，条例制定を自主的にやっていくということのためには，
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議会もしかり，それから従来行政の担い手と言われた住民自治もそうです。それからもう１つやっぱ

り住民というものがいるわけなんですよね。そこをどう強化していくか，住民自治の視点というのも，

条例を作っていくとか，いろいろなことを考えて必要かなと思うので，その視点をどこかに盛り込み

たいなというのは，私の個人の思いです。 
（委員長） 

最後の点は，第２９次の地方制度調査会の中でも少し触れているので，必ずしも団体自治の側面だ

けではないというような気がするんですが，後で議論いただきたいと思います。 
最初の２つの点は，確かにおっしゃるとおり，広島県だけの問題ではなくて，むしろ国との関係が

まだまだハードルが高いものですから，その辺りをもちろん考慮していかなくてはいけないと思うん

ですが，特に事務局から何かコメントがございましたらどうぞ。 
（事務局） 

   １点目の自治立法権の拡充について，国の義務付け・枠付けに対して，第２次勧告の第１章のとこ

ろで，義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大ということで，基本的には地方の事務は，法定

受託事務と自治事務とございますが，自治事務につきましては，自らの責任と判断で，住民に対して

行政サービスを提供すべきものという位置付けになっております。この自治事務の１万条項を見直し

て，国家の統一と，あるいは全国的に統一した考え方で処理すべきもの，いわゆる自治事務に対して

も国として関与・義務付けを許容されるべきもののメルクマールという７項目か８項目かございまし

たが，１万条項のうち約半分の４，０００条項ぐらいはそれに該当しない。従って，地方の判断で決

めるべきという勧告をされております。 
   ６月５日の第３次勧告に向けた中間報告は，その具体的な措置の方針の基本的な考え方，抽象的な

考え方を示しておるだけで，何々法のどの事務を地方の裁量に任せるのか，あるいは国の義務付け・

枠付けというのは指針，標準を示すだけで条例による上書きを認めるのか，認めないのか，具体の個々

の分野についてまで言及なり整理をしたものではございません。 
   県といたしましては，立法権の拡充というのは，要は住民自治，民主主義を機能させるために，全

国画一的で霞が関で決めたものではなくて，地域の実情に応じた，効率的で迅速なサービスを提供す

るためには，この自治立法権の拡充は欠かせない。例えば社会福祉施設の整備がございます。学校を

社会福祉施設に転用しようとすれば，保育所なら１人当たりの面積が３．３平方メートルいるとか，

いろいろな制約がございまして，地域にある有効な施設を活用する，地域の創意工夫で活用するとい

うのが難しくなっております。それを首長の単なる判断ではいかないけれども，民主主義として自治

体の条例で定めることができるということになれば，地域が自立的，自治的な運営をするという意味

では，非常に大きいと思います。 
   ただ，国の動きといたしまして，何法の第何条をどういう形で，単なる標準にとどめるのか，ある

いは条例による上書きを認めるのか。ここの整理が，地方分権改革推進委員会と各省庁との間で，折

衝が続けられております。ある程度３次勧告の中には，そのうち措置すべきものというのが，具体の

別表か何かという形になるかどうか分かりませんけれども，示されると思います。県としてはこの自

治立法権の拡充というのは，今まで，国が決めたから我々地方公務員は思考を停止して，国の基準で

すと言っておった部分が，上書きを認められることによって，上書きをする場合は当然ですけれども，

上書きをしない場合でも，なぜしないかというのを住民の方々と議論をして，それを説明し，どうい

う施策にするのが一番いいのかというのを整理し，具体の法文にするその法制企画能力まで求められ

ることになります。我々のスキルアップももちろん必要ですので，それらも含めて，検討して最大限
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活用できるような仕組みづくりをしたいというふうに考えております。 
   それから，委員の言われた２点目の，都道府県のこれからの総合行政としての姿は，ある程度，専

門分野に特化すべきではないかという点ですが，道州制になってもそうですけど，今の都道府県制度

の下でも，おっしゃるとおり基本的には市町村が一義的に住民の方々のニーズを取り上げ，踏まえて

提供すべきだと思います。ただし，エリア的な面，市町村でできない部分を県が担うということにな

りますと，大まかな行政のくくりでは，それぞれ健康，福祉，環境，土木行政，農林水産行政，その

大まかな分野には何らかの県の役割は残ると思いますが，その分野の中で県が担う役割というのは，

かなり専門的な部分，市町村では担えない部分，補完的な部分の機能を限定していくことになろうか

と思います。それはこの小委員会等の御意見も伺いながら，我々県としても，今後検討してまいりた

いと考えております。 

（委員長） 

   かなりテクニカルな話になってきて，とっつきにくさが増したかもしれないんですが，冒頭申し上

げましたように，それぞれのお立場から素朴な疑問でも結構ですので，感想を聞かせていただけたら

と思います。 

（委員） 

   前回も話したけど，今現在の状況と概要を御説明いただいて，それでどういう評価が現在のところ

でされているかというのは，そこのところはまたいずれお話しいただけるというふうに考えてよろし

いでしょうかね。 
   それを踏まえてなんですけど，今委員が言われたことに若干絡むのかと思うんですけど，権限移譲

というのを推進するという話なんですが，これは一律，すべて受け取るという，そういうスタンスと

考えてよろしいんでしょうか。ある意味，国が法律改正して権限移譲するから，それはすべて受けま

すよというのも，ある意味中央集権的な発想だと思うんですよ。 
   逆に，この県であればこの県，この道州，中国州であれば中国州として必要なものは何なのか。ど

ういうところを重点的にまず移管してもらって，それであれば，その移管してもらったことがどうい

うふうに反映できるかということを住民に対しても示すというステップで，プライオリティーを決め

ていって，そこのところから突っ込んでいった方が話としてはスムーズにいくような気がするんです

けど。そういうような，具体的な落とし込みみたいなことはされていないんでしょうか。 

（事務局） 

   権限移譲の関係ですが，２，４００項目の権限移譲について，２３市町に対して進めているわけで

すけども，これもいろいろな経緯がありまして，昔は福祉なら福祉ワンセットで移譲とかそういうこ

とができないかとか，いろいろ試行錯誤した中で，最終的には，今は受ける市町側が何を取るかとい

うのを現実に話し合いながら進めていますので，一律，すべての市町村に，全部強制的に受けなさい

という形で進めているわけではないわけです。一番進んでいるのが三次で，９８％進んでいますが，

中には，合併が進んでいないところについては，なかなか権限移譲が受けられませんので，そういう

ところはやっぱり５割ぐらいとか，低いところもあるというのが現実。 

（委員） 

   そういう意味で言ったら，先ほどの御発言の中で，地方制度調査会の答申について，都道府県によ

る補完のところは逆行ではないかというような評価をされることは，これはおかしいですよ。都道府

県には補完も必要なわけですから。そういうところの取捨選択は，やっぱりしっかりしておかないと

駄目だと思う。 
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（事務局） 

   基本的にはうちがやっている２，４００項目については，総合行政を担う基礎自治体としての市町

であったら，当然できるだろうとは思っているわけです。それが受けられるような形にするために，

合併も進めてきましたし，そのための行財政基盤の強化も進めながら，研修とか，要するに専門知識

も身に付けていただきたいという形で進めています。これがちょうど今５年目ですから，この最後の

年でどこまで進むか。先ほど説明がありましたように，総計でいくと７２．２％。ですから，おそら

く１００％はなかなか現実には難しいと思いますし，いくらか残ってまいります。ですからそれをフ

ォローアップして，どういう形で受けられないかというのも分析する必要がありますし，そういう障

害は当然取り除いていかなきゃいけないと思っているんですけど，ただ本来ならば，最終的に総合行

政になる基礎自治体というのは，それぐらいの項目を受けてもらいたいという気持ちは，県としては

あるということです。 

（委員） 

   実際，中小の小さいところと，やっぱり受けて入れてから，アップアップで困っているところがご

ざいますよね。 

（事務局） 

   おっしゃるとおりなんです。要するに，一番小さいところは１万人以下ですから，安芸太田で人口

が８，０００人を切っていますから，現実にそういうところの職員数から考えて，専門的なものまで

受け入れるというのは難しい面もあるということは事実だと思います。 

（委員長） 

   今，委員の御指摘がございましたように，当面の現行の都道府県・市町村体制のもので検討すべき

ものと，それから将来的な道州制移行を考慮しながら検討すべき事項と，少し分けて考える必要があ

るかもしれないというようには思いました。 
   それから，資料２の１ページ目。必要性のところで５項目ほどあがっています。③のように，これ

は先ほども議論があったんですが，特に市町村については総合的な行政サービスを樹立していくとい

うのは確かなんだろうと思います。ただし，一方では②に地域住民の自主的な選択に委ねる，あるい

は後で別のところに出てきますように，広域連携，パートナーシップを組みながら，自主的というも

のも出てくるんだろうと思います。となると，今，議論になりましたように，すべての市町に対して

一律的な総合行政ができるかどうかというと，やはり難しいところもあると思いますので，②と③に

ついては少し表現に工夫が必要かなというふうに思いました。 
   それからもう１つは７ページ目。権限移譲等について国への提案，もちろんいろいろな提案や要望

等，どんどん働きかけていかなくてはいけないと思うんですが，その欄外にあります，特区・地域再

生制度を活用した分権改革や規制改革，確かに作られた当初はこういったものも重要でしたし，今で

も動いているんでしょうけど，実態はほとんど機能していないので，あえて書かなくてもいい，ある

いはむしろ地方から，県の側から提案していくというような姿勢が重要ではないかというように思い

ました。 
（委員） 

   これからの議論の中で一番気になっているのが，広島型という表現なんですけれど，５年前と今と

パラダイム転換がものすごく今急速に進んでいるから，これからの広島型と５年前に言ったときの広

島型というのは，当然意味が変わってこなくちゃいけない。５年前に広島型というふうにあえて言っ

た意味は，どこにあるのか。 
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   確かに私も国の方で，広島は非常に分権が進んでいますね，権限も移譲されていますね，市町村の

合併も全国最先端に進んでいますねということは言われた。そういうふうに，分権が進んでいること

は事実なんだけども，そこにおける，その当時の広島型って何を意味したのか，これをちょっと再確

認したい。多分次のいろいろなことを考える一番ポイントになるかなと思うので。 

（事務局） 

   何が広島型かというのは，なかなかちょっと難しいところがあるんですが，参考資料１のところに，

何が広島型かということで，当時考えたことが３つの視点ということでまとめられております。当時，

５年前もまだｉｎｇの段階ではありましたけども，市町村合併がずいぶん進んでいるという最中でと

いうことで，５年前に大体２４から２５ぐらいになりそうだという状況がございました。先ほどの説

明でも，１万人以下のところが２つの自治体ぐらいになるだろうと，そういった具体的な合併後の基

礎自治体，市町の姿を前提として，権限移譲を含めてどういうふうに進めていくのか，合併後の基礎

自治体の姿をイメージをした分権改革を推進していこうというのが１つ。 
   それから，行財政改革と，特に当時は規制緩和あるいは民間開放，官から民へという話がございま

したので，民にできることは民に委ねていこうといった分権改革の推進をやっていこうと。 
   それから，委員長からも御指摘がございましたけども，既存の制度を前提とせずに，あるべき姿を

目指して，いろいろな提案を国に対して積極的にしていこうと。 
そういった３つの視点を総称して，広島県の独自といいますか，そういう取組ということで，広島

型の分権改革といった使い方をしておったんだろうと思います。 

（事務局） 

   整理はまたさせてもらいますけども，広島県に１つ特徴があったのは，５，０００人未満の市町村

が約半数ありまして，そういう意味で，要するに合併というもののメリットが，本県の場合かなり大

きいのではないかというのが１つありました。それからもう１つは，合併してもなかなか，その合併

のメリットが生じるまでの大きな自治体にはならない。例えば，その当時合併したところで市になる

ところは４万人という定義だったんですが，それを江田島等が合併しても３万人にしかならない。こ

れは国にかけあって，合併して少し小規模だけれども，市として立派にやっていきたいという意味で

新市を作ろうと，そういうふうな形で，当時の広島県では，合併というのを切り口にした分権を推進

の旗印に掲げてやっていこうという思いが強くあったことは事実です。そういう意味で，合併のトッ

プランナー，あるいは合併した最大のメリットというのはどこで発揮されるかといったら，さっき言

ったような権限移譲をセットで進めていこうという，ここら辺りがいわゆる広島型という意味で，我々

の思いとしてあったことは事実ですけど，少し理論的に整理するのは，ちょっと先にさせてもらいま

す。 

（委員長） 

   ３つの視点そのものは非常に重要なので，今でも変わらないと思うんですが，ほかに付加する，あ

るいはこれをもう少し掘り下げるところも出てくるかもしれないので，またこれは追い追い議論して

いきたいと思います。 
（委員） 

   私はマーケティングのコンサルタントとして，主に経済産業省の地域資源活用促進法案，これを推

進するための国会での参考人として，今のまさに地方分権の１つの切り口に，この地域資源を活用し

て地方を元気にするということが必要ではないかということで，お話をさせていただき，全党一致で

可決して，平成１９年度から推進をしているわけなんですが，現在そのさまざまな各地域の地域資源
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を活用した事業推進，この事業推進のコーディネート役といいますか，そういうことで全国各地でさ

まざまな地域資源を活用した事業展開の推進ということをさせていただいております。 
   この地方分権ということで，今現在その前段である地域資源を活用して，その地域ならではの埋も

れた資源をきちんと商品化して，これを全国に売り出していって，地方に対してもっとお金を落とし

ていくという，そういう事業展開を行っているわけなのですが，その中で最近つくづく思いますのが，

やはりその道州制というのが非常に重要だなと思ったのが，例えば中国地域を見ましても，ちょうど

先日まで鳥取県にいたんですが，例えば鳥取などは農産品，水産品が非常に多くある。ところが，そ

の加工をするところが１軒もないわけですね。ですから農商工連携，それから地域資源活用事業プロ

グラム，こういうものを推進していくときに県をまたがってものづくりをしていかないと，うまく完

成したものができない。そして，今度は売り先がないということなんです。 
   逆に，広島県の場合は非常に大きな技術を擁している企業がたくさんあります。もう世界でも特化

できるような，そういう技術を持っている企業がたくさんあるんですが，その技術をうまく生かすた

めの素材がないということがあります。それでたまたま昨年度から農商工連携，農商工連携法をもと

に，県をまたがってその地方のいい素材を活用してしっかりと，世界に打って出られるものを作って

いこうということで，今現在やっているのですが，この中でどうしても県ごとの例えば地域資源の認

定の材料とかそういうようなものが違う。それから県ごとの横の連携がなかなかないということで，

本当にうまく進まない。 
   そういう部分のコーディネーターをたまたま私がやっているものですから，ちょうどその鳥取のナ

シを活用してナシカレーを作りたいと。でも，このレトルトのカレーを作る技術がまったく鳥取県に

はない。それで広島のまるごとエキスという，東洋高圧で１万気圧かけてエキスを作る。こういうと

ころとか，いろいろな技術を持っている企業と連携して，初めてものができていく。これが，まさに

道州制の中で潤滑に活躍ができる場がどんどん進めていくことができる。こういうことが言えるんじ

ゃないかと思います。 
   今現在，私は経済産業局と農政局，こちらの方の農商工連携という，一緒になって事業推進を行っ

ていくということの，マーケティングのプロとしてサポートしているんですけども，各県に地域力連

携拠点というのがあるんです。これは例えば中国だったら中国経済産業局のそれが頭にあって，それ

から各県で地域力連携拠点の中で素材を見つけ，技術を見つけ，それをくっつけて１つのものづくり

をしていこうという状態なんですが，なかなか先ほどもちょっとおっしゃっていましたけど，専門的

な技術がない。その技術，専門家というのがなかなか地方にはいない。そういうこともあって，今も

ずっと，毎週，中小企業庁の方に行きまして，今度活用できるためのマニュアルを作ろうと。それは，

その中小企業庁がマニュアルを作って，それを今度は全国に出していきながら，うまく売るという，

これは経済の方になりますけども，売るというところまでをきちんと組み立てていこうということを

しているわけですね。そういう中で，やはり地方分権を進めていくというときに，いろいろな意味の

プロフェッショナル，これを各エリアに上手に配することによって，あるいはそれをまとめていくひ

とつのコーディネーター的な役割のプロというものをうまく活用することによって，非常に効果的に

地方分権というものが推進できるんじゃないかと思われます。 
 どうしても，いろいろな意味のプロは，なかなか地方では仕事がないとか，活躍の場がないという

ことで，全部東京に行ってしまう。地方のそういう状況なり，実情も含めてそういう産業，資源，そ

ういうものをきちんとうまく形にしていく，そういうプロがいないということが，今現在のひとつの

問題点になってくるんではないかと思われます。 
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   そういう意味で，やはり地方分権を進めていく，道州制を進めていく中で，さまざまな形のプロ，

それも現場のプロですね。こういう方たちをうまく活用しながら推進していきますと，より具体的な

提案ができるのではないかと思われます。 
（委員長） 

   分権と言いながら，統廃合を避けるために自分たちの仕事を作っているような機関も，中にはござ

いますので，注意が必要かなと思います。 
 

（委員長） 

続きまして，お手元の資料１１ページ目，「行政システム改革の推進」につきまして，事務局から説

明をお願いいたします。 

（事務局） 

資料説明：資料２「分権改革推進プログラムの推進状況及び課題」（「Ⅱ行政システム改革の推進」

部分） 
（委員長） 

行政システム改革ということで，人とコストに絡む問題ですので，今回の３つの検討課題の中では

一番生々しい問題と思いますが，今の説明につきまして，何か御質問とか御意見とか，素朴な御意見

で結構ですので，いただけたらと思います。 

（委員） 

   ちょっと心配で教えていただきたいんですが，まず神石三和病院，瀬戸田病院を地元へ移管をされ

たというのがありまして，私どもニュース等で聞きますと，そういうところの病院で，地元の方々の

病気に対応がしきれないような状況になっていたりするようなことを，よくニュースで聞いたりする

んですけども，ここではそういうことはないんでしょうか。確かに費用の面では，大きい負担がかか

っているのだとは思うんですが，そういう住民の健康とかを支えるものがなくなってくると，そこに

住み続けたくても住み続けられない方とかがやっぱり出てくる可能性が多くて，それはちょっとひと

つ心配ということと，もう１つ，職員の方々の削減率がすごく高くて，全国的に見ても職員数が少な

いということで，課題のところにも言っていらっしゃいましたけども，県民の方々へのサービスとい

うか，ちょっと変な言い方なんですけど，そういうことがちゃんとできるのかということと，職員の

方々の働かれる環境が，ちゃんとそれで守れているのかという，素朴な質問で申し訳ないんですが，

ちょっと気になりましたのでお願いいたします。 

（事務局） 

   病院の移管につきましては，いろいろと御議論もいただきましたけれども，基本的には病院そのも

のは地元の方が使われておるということで，それぞれの市町におきまして，運用をしていただくと，

それに当たりましてはいろいろシミュレーションもしまして，県としても運営に必要な交付金を措置

し，あるいは人的な支援もするという形で一応進めておりまして，円滑に今後も運営なされると思っ

ております。 
   それから，職員の削減数でございますが，御指摘がありましたように，確かに本県の削減数，先ほ

ど申し上げましたように，１０年間で２，０００人ということで，非常に多くの削減をしております

けど，行政サービスを低下させないように，あるいは職員の取組を，やる気を阻害しないような形で，

いろいろな取組をしていきたいと思っておりまして，それぞれ十分配慮しながら取組をする必要があ

るとは思っています。 
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（委員） 

   私，昔，共通の事務は共通してというようなことで，庶務事務なんか一緒にやった方がいいんじゃ

ないですかと，言った記憶があるんですけど，そのとき言ったことともう１つ，職員の削減状況で教

えてもらいたいんですけれども，知事部局について相当な努力をなさっていて減らしているというこ

となんですね。問題は，知事部局以外のところはどうなっているのかということ。知事部局のところ

は，相当絞ったなという感じなんですよね。 
   一方で，知事部局以外のところで，県が半分給与を負担している方々というのは相当数いらっしゃ

いますよね。そこの部分については，やっぱり県が一応費用を半額負担しているという，そういう点

において，何らかの評価をするということで，ともかく入れておかないと，県の職員をずいぶんいろ

いろな面で削減して，コストもダウンでということだけじゃないだろうというふうに思うんですよね。

うまい表現の仕方とか，何かするにしたって，これを知事部局のことだけを挙げるのはいかがかなと

私は思っているんですよね。 
   相当，人件費を負担している知事部局以外の方々のところがあるだろうなと思うので，それを示し

てもらわないと全体像が見えないような気がするんですよ。ということは，検討していただきたいな

と思います。 
   あと１つ，素人の視点から言うと，人材の活用。私は大学の中においてでも，人材の共通利用とい

うんですか，何かできないかなと思うんです。先ほど地方に専門的な人材が少ないという言葉があり

ましたけれども，例えば自分が所属しているようなところでも，ドイツの行政法といったら私ともう

１人ぐらいしかいないとかという中で議論をしていくというようなことって，なかなか難しいところ

があるわけですよね。例えば，教職とか何かの免許を出すというときでも，大学に社会科教育法の人

だとか，その人というのはそうそういっぱいいるわけじゃないわけですよね。あっちの大学に本拠を

置きながら，あっちの大学にも非常勤，こっちの大学にも非常勤に行かなきゃいけないけども，外で

非常勤をやるのは何講義までと大体どこの大学も限定を立ててくる。そうすると，小さな大学とかだ

ったらば，そういうようなものがなかなかできないというようなことがありますよね。 
   今のは１つの例ですけど，人数の少ない人材，お医者さんもそうかと思うんですよね。それを何と

かうまく工夫をして共有化というんですかね，人の共有というのは失礼かもしれないですが，うまく

工夫をしないと，病院なんかのお医者さん，その分野とかいうのも限定されていると思うんです。大

学の教員のところもそうなんですよね。何とか共有して，使い回しという言葉は悪いんですけど，う

まく活用できないか，うまく効率的活用の知恵を絞らないと。一方で知事部局は，いろいろなところ

の人員を削減せざるを得ない。少ない人に専門的知識をつけてもらって，また既に専門的知識を持っ

ている人を活用していかないと，ちょっと広島県は，なかなか難しい面があるかなと思っているので，

専門のところで考えていただければと思います。 

（事務局） 

   職員削減の件ですけども，行政システム改革のプログラムの中では，教育委員会，警察等も含めた

形での計画を作っておりまして，おっしゃったような知事部局につきましては一応５年間で計画を達

成したという形の中で，こういう整理をしておりますが，個別の検討のときにはその辺の全体が分か

るような資料を差し上げたいと思います。 
   ちなみに教育委員会の方は，残念ながらこの５年間の計画だけでは難しいということで，一応２年

間ほど延長するということです。その背景には，合併等もありましたので学校統合も進むんじゃない

かというようなことで，その前提とした計画を作っておりましたけども，むしろ合併の中で地域がさ
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びれるとかいろいろな議論があって，学校統合が進んでいないとか，あるいは学校統合をするために

教員については加配といいますか，プラスアルファで措置をするとかいうようなこともあって，いろ

いろな状況の中でなかなか計画どおりには進んでいない部分がございますが，プログラムとしてはそ

ういう全体をにらんでの，教育委員会を含めた約３万人の，全体の中での整理をしておりますので，

その辺の資料については個別の課題のときに整理をさせていただきたいと思っております。 
   それから，先ほどからいろいろ御意見をいただいております人材，活用の関係はちょっと勉強させ

てください。今すぐにここで御回答するのは難しいですが，ただ発想としては非常に分かりやすいで

す。それから教育委員会なんかでも非常勤講師というものを，財政の問題もございまして，活用をし

ているわけでございますけど，その辺でここまで確保してしまうと，なかなかそれを有効活用という

のが非常に難しい中で，いろいろな知恵があるんじゃないかとか，課題としてかつて聞いたことがあ

るんですけども，なかなかその辺のうまい知恵が難しいかなというようなこともございます。 
   医師についても，昔は大学の医局で確保して派遣をするとかであったのが，最近は例の医療改革と

いいますか，そういう中で医局で人事ができなくなったとかいうようなことで難しいとか，情勢変化

もありましてその辺の人材の活用の仕組みというのが全体として必要になっているだろうなというよ

うなことは分かりますけど，たちまちそれについての，私も専門知識を持っておりませんので，その

辺は別途の機会に整理させていただきたいと思います。 

（委員） 

   これは先ほどの案件とも絡むと思いますけど，まず人員削減の話は，それはそれで先ほどの御指摘

の中で，これからの人員削減にやってみながらいかなあかんと。それはおきまして，地方分権をされ

て，国の出先機関が，場合によると県とか道州とかに移譲するという形になるとすると，ある議論の

中では，その人たちの人員そのものが入ってくる可能性があるんですね。だから，その中の人員削減

の中で，どうその方々が入ってくるか。道州制として権限を移譲してくれと言っているからには，金

も来るけど人も来る。その中でこの人員削減の話はどういうふうに絡むのかというのが，しっかり整

理しておかないと，せっかく減らしたというか，財政削減したのに，また増えてしまうというふうに

なると思うんです。そのことは整理しておいていただければと思うことが１つ。 
   それと，あと今度は人材育成の話のところで言うと，これは非常に難しいところがあるなと思うの

は，１つは人を減らして，それで何でも対応できる人がほしいというのがありますよね，１つの要求

として。そのもう一方の要求では，先ほども出ましたけど，プロがほしいと。オールマイティーな人

が対応できる部署と，プロでなきゃ対応できない部署があって，そこを一律に，人事的な動かし方を

したのでは成り立たないわけですね。そこのところを整理していただかないと，まったく組織として

成り立たない。この中で出ていますけども，内輪の話を除くとして，総合技術研究所なんかでも，あ

ちらはπ（パイ）型人材育成とかと言っているけれども，中で言っているのは，基本となるものが何

もないのに，いきなり２本足，３本足にしたってどうしようもないだろうという話なんです。技術の

継承ができないんですよ。そういう弊害も既に出てきているわけですよ。ですから，そういうところ

も踏まえて，あまりがちがちというか，拘束的に一律的にやるんですよというんじゃなくて，柔軟性

のあるようなシステムづくりにしていただければと思っています。 

（委員長） 

   こういった問題，数値が，人数が減ったという成果指標等もございますが，成果であるとか影響で

あるとか，２つの側面がありますよね。もちろん，行政サービス水準がどう変化したかと，それから

行政を実施する側の効率なり有効性がどう変わったかという両面から，定期的にフォローしていって
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いただいて，もちろん即効的に効果の，影響のあらわれるものがあるでしょうし，長くたたないと分

からないものもあると思いますので，定期的に点検していって，進めていただけたらというように思

いました。 
   それからもう１つは，今のお話にもあったんですが，必ずしも市町村に下ろしていく，あるいは県

そのものの人員を削るという分野だけではなくて，より限られた人員なり資源を有効に使うという面

では，介護保険創設時のように広域化する，県のコストという形じゃなくてももちろん，広域の事務

組合，広域連合等を作るといういろいろな形があると思うんですが，広域化する，それを共有するこ

とによって，全体としてのコストを削減できるという方向もあると思いますので，ほかの県でやって

いますような徴税とか督促のシステムですね，こういったものもあり得ると思うので，あわせて検討

が必要かなというように思いました。 
 

（委員長） 

   ３つ目の課題に移りたいと思います。 
お手元の資料１５ページ目，「財政健全化に向けた取組」ということで，事務局の方から。 

（事務局） 

資料説明：資料２「分権改革推進プログラムの推進状況及び課題」（「Ⅲ財政健全化に向けた取組」

部分） 
（委員長） 

非常に悩ましい問題で，大体概略は御理解いただけたと思うんですが，質問とか御意見とか，ぜひ

お願いしたいと思います。 

（委員） 

   先ほどの１９ページの不足額の高止まりしているところが２７年ぐらいから下がっていく理由とし

て，団塊ジュニアの人が辞めていく時期というふうに伺ったんですが，１９７１年生まれの人が，平

成２７年には４５歳ぐらいだから，まだ辞めないような気がしていて，ちょっとその辺の説明をもう

少しいただけたらというところと，１７ページのところで，プライマリーバランスの推移で書かれて

いるのは，これは単位は。 

（事務局） 

   まず，単位は「億円」です。 
   高止まりというのは，１９７０年とかそのころの団塊ジュニアの人は，その人の生まれた年なので，

実際にはその方が小学校に上がるぐらいからが，小学校の先生がたくさんいるようになって，６から

７年後に学校の先生を大量に雇っていますから，プラス７歳とか８歳とかしてもらう。学校の先生は

定年が６０歳なんですけれども，少し早めに辞められる方があるものですから，このぐらいから退職

は，山が崩れていくだろう。それから公債費も，今の段階ではこのぐらい，去年の推計ですけれども

崩れていくので，ピークとしたら今の１９ページの不足額のピークが平成２７年がピークで，それか

ら少しずつ減っていくという予測をしております。 
（委員長） 

   団塊ジュニアの方がそのものじゃなくて，教える先生方ということですね。 
（事務局） 

   団塊ジュニアが小学校に上がるぐらい，１９８０年ぐらいになるんですかね。その時に大卒の人を

雇えば，その人が２２歳で雇ったら，その方が辞めるのが５６から５７歳ぐらいとすると，平成２６
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から２７年ぐらいから退職者が多くなるということになります。 
（委員） 

   そうすると，今は子どもさんの数がずいぶんその時に比べて減っているわけですが，学級の人数自

体を小学校なんかも減らしていたりということもありますが，それにしても団塊ジュニアの世代ほど

子どもがいない。それだけ先生が必要ないのに，今，先生が余っている状態というふうになるんです

か。そうでもないんですか。 
（事務局） 

 そこの詳細は，また具体的な整理をしないといけませんが，採用はそういう意味ではかなり抑制を

ずっとしてきています。だから，ずっと多いのではなく，今の年齢で，今で言うと，例えば５０歳前

後の方が非常にこぶとしてあるというだけであって，学校の先生全体が多いということではなく，そ

の団塊ジュニアのときに雇った人が，たまたま辞めていくので，そこから雪崩のように崩れていくと

いうことで，今現在もずっと大量に雇っているわけではありません。 
（委員） 

   そこの年代が給与が高くて，退職金も高くなるということですよ。 
（委員長） 

 最後の課題のところ，景気に左右されない地方税体系の実現，あるいはその後，地方交付税の確保

等といった点，確かにそのとおりなんですが，これもやはり広島県だけの問題じゃないので，どうい

った書き込みなり，どういった対策を考えているか，なかなか難しいところがあるように思いました。 
   もう１つは，プライマリーバランスと，それから地方債の発行残高の問題なんですが，先ほど御紹

介あったように，１９９０年代，宮沢内閣以来，大型の経済対策に付き合わされて，どんどん地方の

借金，特に県の借金も増えている状況ですよね。それを，せっかく頑張って伸びないようにする。あ

るいはプライマリーバランスを黒字化するように頑張ってきたんですけれども，ちょうど今回，今年

度からの大型の経済対策について，付き合わざるを得ないところもあるんですが，これについてはど

ういった見通しをされているんでしょう。 
（事務局） 

 そういう意味では，今年の当初予算のときにも御説明したんですが，もともと，さっきの分権も含

めてなんですが，トータルで県政としてやっていかないといけないものは，やっていかないといけな

い。もう１つは財政規律も非常に財政が厳しい中で守っていかないといけないということで，２０年

までは重点的な投資，元気な広島県づくりと呼んでいるんですけども，この２つを柱にやってきたわ

けです。ところが，非常に雇用を中心に影響が出て，県としても何らかの政策，景気対策も含めてや

らなければいけないということで，今回の２１年度からは，２本の柱を３本の柱に緊急雇用経済対策

ということで打ち出しているんですが，そうは言っても，やはり財政規律は守らないといけないとい

うことで，２１年度の当初予算につきましては，先ほどの２１年度で県債残高が落ちたということで，

当初予算ベースでは，新たな県債の増加発行ということはしておりません。 
   それから５月とこの６月で，景気対策ということで補正をさせていただいたんですが，これも最小

限の起債，９億円，約１０億円の県債は追加で発行いたしましたが，その他８００億円ぐらいの経済

対策を５月と６月でやったんですけれども，国からの交付金を活用するとか，基金いわゆる貯金を活

用するとかそういった中で，今のところはできています。ただ，これからも景気が回復せずにいった

ときに，どこまで財政規律を入れるかというのは，なかなか議論があろうと思います。本末転倒にな

らんようにしたいとは思いますが，そこはちょっと難しいかもしれません。 
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（委員長） 

 確かに難しい舵取りが重要な時期かと思いますが，できる限り重要なところに投資していただけれ

ば。 
（事務局） 

 これまでも，単純に経済対策だからと言って，財政規律を考えずに，考えていなかったわけじゃな

いんですけども，県債を増発することになると先が厳しくなる。それはちょっと議論をしなければい

けないと思っています。 
（委員） 

   微々たることなのかもしれないんですけども，先ほどの前段階の組織のところで，縦割り的なとこ

ろが，まだ県にあるかなと思いますね。国はもちろん大きいんですけど，その余波を引いて，県の中

でも縦割りのところがあって，その部分で似たようなところでの事業が重複して，別の部署でやられ

ていて無駄が出ているというところが，まだ残っているように感じますので，そういうところ，そこ

を削ったからといって，おそらく微々たるものだとは思うんですけども，そういうところは組織を変

えるということと，財政とは密接にかかわっていますので，より縦割りをなくすということでの効率

化というのを図っていただければと思います。 

（事務局） 

   今の視点につきましては，１つ大きく言えば，国と県と市町村の重複の問題，それから県の中でも

確かに類似の業務の重複の問題というのがあります。今年の事務事業の見直しでも，今の点は１つの

ポイントに入れてやっていきたいと思っています。 
（委員長） 

   ちょうど今，委員からのいい御指摘が出たんですが，今までの議論，分権，行政システム，財政を

通して，最後に発言し忘れたこと等がございましたら。 
（委員） 

全体をお聞きしまして，３つほどあるんですけど，１つはこのままの状況を広島県がたどっていっ

たときに，本当に競争力がこれはますます失われるなというのが，基本的な感想なんですよ。 
   と言いますのは，神奈川県は極めて財政状況がいい県なんですけれど，２万人ぐらいの町でも交付

税が不交付団体になったようなんですよね。その基本的な考え方というのは，神奈川県は徹底的に昔

から知識集約型の企業を，いわば研究所ですよ。研究所を徹底的に入れたんですよ。企業誘致であっ

て，これは有名な横浜国大の教授をやった人がやったんですけどもね，その当時からの蓄積があって，

本当に小さいところでも，不交付団体になる。しかも，そういうところにも競争力がある。これから

地方都市との競争がますます拡大するんじゃないかというのが，１つの感想なんです。 
   それと，もう１つは，私はどうしても広島びいきだから，ほかの仙台だとか札幌と比較する。最近

の仙台を見ますと，仙台は極めて徹底的に空港対策をやられている。仙台空港と広島空港とでは，年

間約３００万人と同じなんですよ。現在の段階で収支状況が広島空港の方がいいんです，今は。とこ

ろが先行きの投資に関してはここ１，２年，仙台空港が抜本的な投資改革をしている。そこの差が，

今後の道州制になったときに，私は出てくるんじゃないか。本当に広島県のフライトロードとか，ち

ょっとあまり言いたくない投資を過大にやられておられますけども，そういう中でもって本当にいい

のかどうか。そうすると，前の知事のときは本当に，夢を振りまいてくれた。現在の知事は一生懸命，

我慢の知事ですよ。もう気の毒なぐらい我慢されている。この次の知事は，手も足も出ない知事でし

ょう。それを変えていかなくちゃいけない。それが１つ目です。 



 15

   ２つ目が，本当にこれだけの状況，財政状況と特に県の職員の給与，私もそうですけども，私は広

島県に来てからずっと下がりっぱなし。１度も上がったことがない。１６年からずっと下がりっぱな

し。その状況がよく，痛切に分かるんですけど，これが続くと閉塞感が出てくるんですよ。しかも本

当に職員をこれだけ減らしていって，２，０００人減らしました。これはいいことなのか。これは，

私はあまりよくないんじゃないかと。 
   と言いますのは，世界のＩＢＭが１０年前に同じ状況だった。それから松下電器，パナソニックと

改革しました。パナソニックも１９９０年代の悪夢の１０年間と言われたんですけども，この当時と

まったく今同じ状況。財政的にも伸び率的にも，いろいろな意味で似ていまして。パナソニックが今，

日本では最大に輝いている会社なんですよ。２つの改革。１つは徹底したリストラを３年間やった。

その次の３年間は，徹底した成長路線，切り替える戦略。これを６年間で徹底的に改革をやった。こ

れは私，方々で講演したりなんかしているから，お見せしてあげますけど，そういう改革を，メリハ

リの利いた改革をしながら，新しい経営のスタイルを今作りつつあるんですよ。それをぜひ長い目で，

私はそういう意味の広島型の次の分権というのを描いていきたいと思っています。 
   ３つ目は，次回ちょっと出席できないものですから，ぜひ検討していただきたいのは，そういう減

らした中で，こういう，本当に皆さん方のやる気がどうなっていくんだろう。県職員の方々の，次の

ところで課題が組織の見直しに，２つとも組織づくりになっているんですけど，組織づくりに加えて，

経営の仕方について，これは岩手県なんかもやっていますのは，経営の品質，経営品質ってやつ。県

の経営の品質。要するに経営学でいう見える化ということを，いろいろ取り入れてやろうとしていま

すけども，ぜひ，この組織づくりという形でやるよりも，どういう経営を今後考えていくべきなのか。

それは，県職員の人たちのやる気をもっと引っ張り出すとか，そこに持ってきませんと，あまりにも

ちょっと長く続き過ぎているから。給与の減少，人員削減，ちょっと長過ぎていますからね。その閉

塞感を打破していきたいんですよ。そうしないと，それをきちっと出しておかないと，次の知事が本

当に何をしたらいいかというか，芽が出てこなくなってしまう。それをちょっと御検討いただきたい

なと思います。 
（事務局） 

 非常にありがたい御指摘をいただきました。おっしゃるとおり，１０年間，トータル６３０億円と

いうような協力をする中で，先ほど説明したように，将来まだまだ暗い状況になるということで，要

するに先行き，改革の先にあるものが見えないというのが，職員のやる気を阻害し，組織の中に閉塞

感がある。これはもう数年前から我々は課題意識として持っております。ただなかなか，それから職

員削減につきましても，僕は削減そのものが決して成果ではないと思っております。というのが，や

っぱり県の職員，それからあるいは市町村の職員，これは職員そのものが行政サービスという面もあ

りまして，削減することは決して県民のためにいいわけではないんですが，ただ残念ながら昨今の経

済情勢の中で，じゃあ，給与を上げてやれ，職員を増やせという県民の声があるかどうかというと，

これはなかなか難しいところ。むしろ公務員バッシングの方が強くなっておって，なかなか職員の処

遇に関して理解が得られないという中で，我々は非常に苦労しているという面はあります。ただ，お

っしゃったように，これまでは少しそういう意味で縮小，再生産と言いますか，量の行革と言います

か，議論ばかりやってきた中で，やはり質の行革の議論をぜひともしていきたいという思いは強く持

っておりまして，特に先ほどプロフェッショナルとジェネラリストをどう育てていくかとかいうよう

な御指摘もございましたし，そういう意味での組織づくりと言いますか，単に減らすということでの

行革ではなくて，その辺を含んだような，あるいは将来的な人材育成につながるような組織のあり方
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といったようなことについては，ぜひとも我々も議論していきたいと思いますし，こういう場でそう

いう御指摘をいただければありがたいなと思っています。ぜひとも前向きな議論をさせていただきた

いと思っています。 
（事務局） 

 先ほど委員からメリハリのというような，まさに今回この審議会にお願いしていますのが，この分

権改革推進プログラムと，その中で希望といいますか，将来の姿を見せて，新しい総合計画をセット

でお願いしてございます。なかなか厳しい状況ではありますけれども，この分権改革推進プログラム

を実行することによって，少しでもそういった新しい広島県を作る戦略，そこに人とかお金を回して

いけるような，そういうことを一緒に考えていただきたいと思っておりますので，よろしくお願いし

たいと思います。 
（委員長） 

   前回も出ましたけれども，何のためにするかという理念なり目標をあわせて議論して，中間フォロ

ーアップまとめに反映できればという具合に思っています。 
（委員） 

 先ほどから出ているように，この分権改革プラン，分権自体は手段，あくまで総合計画として現在

ある元気挑戦プランを実践するために，分権改革をどうやっていくか。そういう話の位置付けだろう

と思うので，だからあくまでそのあるべき姿というのを，どうやっていくかという部分を，しっかり，

やっぱり理念とかそういうところをみんなで議論する中で，分権をどうしていくかというところが，

非常に一番重要になってくるんだろうというように考えております。 
   それと，また広島型というのが，私も最初から非常に引っかかっていたんですけども，ここの中の

３つの視点で，１つは基礎自治体のあり方。これが今から非常に大きくなってきて，そこのあり方が

どうなるかによって，非常に広島県が基礎的なサイトを果たしている役割というのが大きくなるので，

あくまでここの行政システムとか財政運営というのは県の１つの段階で，果たしてそのことが基礎自

治体にどう影響するかということで，確かに合併も先進県なのかどうか分かりませんけど，先発県で

はあると思うんですよね。それが後発になっちゃいけないと思うんです。先発でもあるけれども，そ

れが地方自治体で１２０億円ぐらい下がったけれども，それによって基礎自治体の体力なり加重な仕

事という部分が増えてくるのかどうかというところを，しっかりと見極める必要があるんじゃないか

なということ，ちょっと前段について感じました。 
（委員） 

 国と県と市町の関係を考えるときに，例えば教育とか子育てという領域で考えると，その分権の仕

方というのがちょっと微妙というか，バランスがとても必要だなと。本当に地域に住んでいる住民に

とってみれば，市町あるいは本当に一人一人の親，保護者にとっては，学校の教員，校長という辺り

が，これがもう相手なんですよね。ですから，市町の教育委員会というのが最前線に立つことになる。

しかし，それで本当に個々のニーズに答えるような待遇をしてしまうと，教育格差という言葉もあり

ますけれども，やっぱり一方で国として，あるいは日本の将来の市民社会を作るための一定ベースの

保障というのはどうしても必要になる。基本的に戦後教育に関して言うなら，地方分権でがっといっ

たわけですね。今度はもう１回，がっと国が吸い上げて，今度はもうちょっと戻そうとするんですが，

なかなか戻さないというような状況の中で，じゃあ，県はどうするかと言うと，バランサーですよね。

ある市では，加配教員を入れて３０人学級が達成できる。英語，小学校英語だってどんどん先進的に

できる。ある学校ではもうぎりぎりで，４０人でいっぱいいっぱいでしか対応できないというような，
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その辺りをちゃんと調整して，やっぱり広島県なり，あるいは中国州でもいいんですけれども，その

辺りでここの部分はちゃんとやろうよねという，そんなイメージができればなと思います。 
（委員） 

   改革はどんどんしていかなきゃいけないということは，強く分かりました。でも，話の中でちらほ

ら出てくるのは，改革を進める中で見られる影の部分というか，いろいろ弊害的なところがあるわけ

ですよね。そういうところとかが，生活者の視点では不安なんですよね。どんどん改革に付き合わさ

れていって，大丈夫なのかという不安は，私個人としてもあるし，おそらく周りの県民も持っている

と思うんですね。 
   そういう中でどうしていくかというのは，先ほど委員が言われたような，一定水準はやっぱり県が

確保しますよというような，そういう責任ではないかと思いますし，市町によって実情が違うところ

へのフォローだったり，メリハリとしての対応だと思うんですね。どんどん引っ張っていくところも

大事だと思うんですけど，引っ張っていき切れない部分については，付いてこないものに対してのフ

ォローができなければ，そこに士気が得られないように思うんです。そこをいかに対応していかれる

かということをしっかり盛り込んでいただくことが，信頼して，私たちも希望が描ける，そういう計

画になるんじゃないかと思いますので，その点についても，ぜひ配慮をしていただきながら，改革を

進めるということを断行していただきたいと思います。 
 

【閉会】 

（委員長） 

   本日は貴重な御意見をありがとうございました。また，次回以降，本日の議論等を踏まえて，また

事務局の方で資料を作成していただきたいと思っております。 
 では，第２回の小委員会を以上で終わります。どうも長時間，ありがとうございました。 

 

８ 資  料   資料１   当面の小委員会の進め方（修正案） 

         資料２   「分権改革推進プログラム」の推進状況及び課題  

         資料３   第二期地方分権改革及び道州制に関する主な勧告・報告等の概要 

         参考資料１ 現行「広島県分権改革推進プログラム」（H17～21）の概要 

         参考資料２ 第１回審議会及び第１回小委員会の概要 


