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広島県総合計画審議会第４回小委員会 議事録 
 

１ 日  時   平成２１年７月３１日（金）１３：３０～１６：０７ 

２ 場  所   県庁北館２階 第１会議室 

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，原田委員，平谷委員，藤井委員，三宅委員 

４ 議 事 等     議事（県の行政システム改革に向けた取組と課題） 

         説明（第３回小委員会における意見を踏まえた資料説明） 

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 概  要 

【県の行政システム改革に向けた取組と課題】 

 ● 事務局から説明，質疑応答 

【第３回小委員会における意見を踏まえた資料説明】 

 ● 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４回小委員会を開催いたします。 
 

【議事】県の行政システム改革に向けた取組と課題 

（委員長） 

   本日は，お手元の次第のとおり，県の行政システム改革に向けた取組と課題について御審議を

いただくことになっております。今回は組織とか人材養成にかかわる課題ですので，それぞれ身

近な問題から，この県の取組に対してどういった視点，あるいはどういった方法が必要かといっ

た御意見をお伺いできればと思います。 
それでは，資料につきまして事務局からお願いします。 

（事務局） 

資料説明：資料１ 「第二次行政システム改革推進計画」の主な取組と課題 
（委員長） 

資料１に基づいて，参考資料１，２で補足しながら，更に論点メモという形で３つの分野のお

話をいただきました。 
   大きくは，行政サービスの仕組み・やり方，行政体制・組織のあり方，３つ目が人材等に関係

した分野です。 
資料１の１ページ目のところで，平成１８年度に事務事業の総点検を実施されたことになって

います。まだ進行中のところもあろうかと思いますが，説明でも紹介されたように日々変化して

いますよね。しかもこの間，市町村合併や，県から市町への権限移譲等が進んでいます。ですの

で，こういったものをまた定期的に，また１年後には見直すことを考えていらっしゃるんですか。 

参考資料
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（事務局） 

   毎年見直しということじゃないんですけれども，こうした課題としてまだ取組が進んでいるも

のとか，新たに事業化されたものといったものの見直しを今年度しようということにしています。 

（委員長） 

   もともとの，当初の全事務事業が２，６１０なんですけども，これは少しは変わり得ることも

あると考えてよろしいでしょうか。また何年か先には，点検する事務事業の対象が。 

（事務局） 

   今まさに３年がたちまして，３年間は点検に基づいていろいろな見直しを行っています。更に，

今，新たに出た課題の整理をしながらどうするかというのを決めようというところであります。 

（委員長） 

   資料１だけだと少し取っつきにくいかと思いますが，参考資料１，知事部局等の配置表である

とか，参考資料２，各地域事務所の配置状況等を見ながら，具体的な議論，質問，御意見をお伺

いできればと思います。 

（委員） 

   事務事業の見直しとかで，これだけ見直されているというか，一定の成果が上がっているとい

う評価かと思うんです。事務局からありましたように，私は，行政システム改革推進懇話会で議

論を進めてきたメンバーの１人なんです。その結果がどうなったのかなということを非常に注目

して見ていたんです。そのときの議論というのは，本庁の組織においては，できるだけ簡素で分

かりやすくということだったんですね。その点から言いますと，資料１，参考資料のところで，

随分，部局のところはわかりやすくなったかなという感じはしていますけど，分かりにくいもの

ってやっぱりあるんですね。例えば環境。課の中で言いますと，環境政策課と環境保全課。これ，

私，どっちにいこうかなというので非常に迷うと言いましたね。自然環境課。これも同じ環境県

民局の中での類似しているもの。環境保全のために様々な環境政策があるわけですよね。その１

つの分野として，例えば産業廃棄物処理があったり，循環型社会を形成していく中で，また産業

廃棄物があったりという感じですよね。それは環境政策というところでばっと大くくりしようと

思ったらできたんじゃないのかなという思いはあるんです。 
   環境というところと，その横の方にいって，部なんかを越えていくんですけれども，例えば農

林水産のところでも，環境にかかわることを扱っているところがあると思うんです。環境という

ふうにくくってしまった方が，分かりやすかったのではないのかなと，前にも申し上げた記憶が

あるんです。これは１つの例ですけれど，ほかにも例えば，子どもの問題とか家庭の問題とか，

これは１つにくくれるだろうし，ここにはまだ出てきていない，あとの方で人材の育成というと

ころでも，人材の開発，育成をどうしていくのかというのは，将来的に新設か統合かで１つにで

きるかと思うんです。前年度，文科省からの委託で，インターンシップの研究でアメリカへ行っ

たんですけれども，カリフォルニア州には，人材開発部みたいなのがあるんです。そこで全部そ

のところをずっと回らせていただくというインターンシップ制度がある。人材育成というのは，

特定の分野と専門性というのが必要なところもあろうけれども，大体これはぜひとも必要だとい

うところは，一括して扱う方が今後の公務員のあり方を見たときに，組織のあり方とも連動し，

合理的なんじゃないかなと思うんです。 
   そういうことを随分，前にも言ったような気がしますけれど，その割にはなかなか一本化され

ていない。いわゆる大くくりという観点から見てもまだちょっと進んでいないところがあろうか
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なと思うので，何らかの事情があったのかもしれませんけれども，そこの辺は大くくり化という，

それはどこにというのが分からない。何を扱っているのかよく分からないとかがないようにやっ

ていただきたかったなというのは思いますし，今後どういうスタンスで進めていかれるのかとい

うことについては，伺っておきたいなと思います。これがまず本庁組織のことです。 
   もう１点，まず組織論のところで，次の参考資料２，パンフレットのコピーがあるんですが，

これも，あれっ，というのがあるんですよね。できる限り簡素に，北部，東部，西部というとこ

ろで，１カ所に集約をしていこうではないのかなと。ただし緊急性が要求される，すぐに駆けつ

けなきゃいけないとか，そういうところはきちんと確保しながら，それができるのであれば，そ

れを条件としてそれぞれの部分で１本で集約していこうじゃないかということで，例えば具体的

には東部のところで，尾道と三原でどっちがどうなんでしょうか，どっちに集約しましょうかと

いう，どっちかに全部集約しましょうと話をしたんですよね。そうすると，例えば，三原のとこ

ろに支所が残っている。それから右の方の表を見ても，支所とか分室とかいろいろありますよね。

どういう状況で残っているのかなと思うんです。 
   この論点メモの中に，将来的には，段階的に一本化というところは出ていると思うんですけど

も，もちろん緊急対応がきちんとできるという，住民の安全であるとかそういうところの対策は

きちんと確保しながら，やはり所期の一本化していくラインというのは守っていかなきゃならな

いんじゃないかなと，私は思っていますので，その要望と，違う見解があれば伺っておきたいと

いうことがあります。まず組織論のところで，本庁のことと地域事務所のこと。 
   あともう１つは定数管理のことですけど，人数が出ている表がありましたね。先ほどの参考資

料１の一番下の定数計というところで，会計管理が４２人，４３人，３１３人，１２９人とずっ

と列挙してありますが，これらの定数は，課とかいうのも整理して，時代に応じた定数になって

いるのかどうなのかということですね。ここは今後とか現在も人が必要である，またここはそう

でないというところが，出てくるんじゃないかな，出てきているんじゃないかなということです。

成果であるとか，効果であるとか，やる事業の割に，非常に多いとか，またこの人数で大丈夫な

のかなと思えるところもあるので，そこの部分をきちんとされたらいいんじゃないかなと思うん

です。知事部局と教育委員会との，人数の問題というようなもんですね。 
   例えば教育委員会が所期の目標として，１，６００人と立てられて，特別支援学級のプラスと

いう部分があったと思うんですけれど，なかなか難しいところがあるようなのですが，この知事

部局は相当な削減というのを，表から見てもしているところで，教育のところをもう少し，例え

ば地域・ＮＰＯとの連携というので，安全性とかスキルとかを確保しながら，定数管理の面にお

いてうまい工夫ができないのかなということは思うんです。特別支援学級，例えば一般教員が１

人いても，そのほかのところについては，例えば，放課後や休憩の時間の見回りパトロールみた

いなもので，ボランティアであるとか民間の人であるとか地域の高齢者の方，いろいろな人手を

使いながらやっていくというような工夫，もちろんセキュリティ，安全策，事前の研修とかもや

っていますし，それも必要でしょう。それを条件として何らかの工夫というものをできるのでは

ないかなと思うんです。子どもの数は非常に減っているんです。恐らく１学級が今２５名とか２

６名で教員が１名のところもあるんでしょうけど，２名から３名つく。想像は何となくつくんで

すけれども，ちょっとこの状況では知事部局と見比べたときにはどうもバランスが取れていない

んじゃないかということですよね。そこの工夫というのをしなければならないんじゃないかなと

いうのは，私は常々思っているんです。 
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   教員だけで，もう少し何か，例えば教育の作用のところでも，理科の時間１コマ，教員が１コ

マ，２コマで民間の企業の技術者の人に実践的なものを，例えば３コマとか，法令が許す範囲で

の何かの工夫というのをしていかないと，教員もたまったものではないということがあるでしょ

うし，そこら辺もちょっとお願いしたいなと思っています。 
   それと，あとは常に守備範囲の見直しというところでは，先ほどの軸の立て方はいいと思うん

です。必要性だけだったら，軸にならないんです。学生のニーズがありますから，学生のためで

すからと，ばっと全部広がっていくんです。そこで行政が携わるべきものは何なのかと，どんど

んフィルターをかけていくことは必要で，必要性を精査して，次の段階，効率性でどうかといろ

いろな要素を調整しながらやっていかなきゃいけない。このやり方というのは，正しいんじゃな

いかなと。 
（委員長） 

   参考資料３に，昨年度の行政システム改革推進懇話会の提言がありまして，今の御発言のかな

りの部分はこの中にありまして，まだ１年たっていないですから，進行中のところもあるかと思

いますが，いかがでしょう。 

（事務局） 

   本庁組織につきましては，今，これまでは国からの補助金で施策を推進していくという部分が

ございまして，特に国の仕事に沿って，縦割りというか，省庁に対応した部局，課の編制という

形になっているので，今後県民視点でいろいろな施策を県民の方からという形で推進した方がい

い，県庁はいろいろなセクションで同じような仕事をしているから分かりにくいという御意見も

よく聞きますので，そういったものを見ながらいろいろ議論していただきたいと思っていまして，

先ほど言われました参考資料３，懇話会の提言の３ページですけども，本庁の再編についてのい

ろいろな御提言をいただいております。 
   特に３ページの１（２）ア（ア），「企画部門，地域振興部門について」の３つ目ですけれども，

「地域におけるまちづくりの主役が，市町に移行していくことを踏まえた地域振興部門のあり方

を検討すべきである」。その下の（イ）の２つ目の，「県民生活部門の業務は，県民に身近な業務

であり，将来的には市町に移譲していくことを検討すべきである」。あるいは次の４ページでは，

農林水産部門ですけど，一番上のところの２行目，「将来的には，商工業部門と産業振興部門の

一元化や，土木部門との基盤整備部門の一元化などを検討すべきである」。こういういろいろな

御提言をいただいておりまして，これを踏まえて今回いろいろな議論をいただきまして，それを

踏まえた組織づくりをしていくべきであるということを思っております。合わせて地方機関につ

いての支所のお話もありました。これも同じく，この資料の６ページですけれども，一番下の（２），

支所等の配置につきまして，「特に現地性の高い業務については，次の観点から必要に応じ支所

等を配置し，将来的には更なる本所との統廃合を検討すべきである」ということで，設置の中で

４つほど，住民の利便性の確保，県の業務実施における機動性の確保，危機管理の即応性，ある

いは地域における特定事業の進捗といったものについても総合的に配慮して，現段階での１つの

再編という整理をしたわけでございます。 
   ３つ目で，定員管理といいますか，さっきの本庁組織の定数，参考資料１の下に掲げておりま

すけれども，もっと時代に合ったものにすべきではないかということで，今年の組織編制の中で

必要に応じてこういう部分もやっておりますけれども，施策，あるいは予算なり，県の重点事業

によりリンクしたような形の見直しが必要だと考えております。 
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（委員長） 

   今，２番目にお話がありました参考資料２にあります支所等の配置。市町のサービスでしたら

窓口であったり，相談サービスであったり，距離が近い方が便利ですし，離れるとやはり不便に

なったという意見が多いんだろうと思います。ところが，県の事業につきましては，そんなに普

段，住民の方，県民の方が日々接するという機会は，少ないんだろうと思います。むしろ利用す

る事業者の方，住民の方がかなり固定されているでしょうから，ある程度，これは当事者にとっ

ては少し距離的なコストがつくんですけども，多少離れても利用せざるを得ないところが多いか

と思います。ということは，供給する側，県庁の側のサービス体制を少し編制しても，利用せざ

るを得ない。当事者にとっては若干不便が増えるかもしれませんけれども，県全体にとってもコ

スト削減にはつながることも考えられます。ですので，市町のサービスとは少し違うサービスを

提供しているという点から，いわば需要に対する供給側の理屈で少し整理することも可能だろう

と思いました。 
   それから参考資料２，これも今，事務局がおっしゃいましたように，従来ですと，今までは省

庁の縦割りの仕組みの中にきれいに押し込まれた状況だろうと思いますが，実際にこういった分

権等が進んでくる。しかも，県としてもより的確にサービスをしなくてはいけないときに，今，

委員がおっしゃったように県民の側から見ると，何か重複している，あるいは同じようなのが離

れたところにあるというように感じられるところも多々あろうかと思います。 
   先ほど環境県民局のところで，環境政策課，環境保全課の例を挙げられたんですが，そういっ

た例を見ますと，例えばお隣，健康福祉局の下の方の室なんですが，食品衛生室があって，その

１つおいて右側，農林水産の室の中に食品流通安全室といったものがあります。更に環境県民局

の課の中には消費生活課といったものがありますので，こういったものは消費者の安全，安心を

カバーするような包括的な組織もできるんじゃないかと思います。 
   更に，企画振興局の中に研究開発部があります。これは事情が分からないでもないですけども，

一定期間が過ぎれば別のところに配置換えするといった工夫もできるかと思います。更に課と室

が分かれていて，県民から見ると課と室がどう違うのかという，単純な疑問も出てくるかと思い

ます。 
（委員） 

   参考資料１の環境県民局，そこの部門しか私はかかわっていないので，すごく細かい話になる

かと思うのですが，青少年の健全育成の関係で，私は青少年の環境整備審議会の委員を１０年近

くやっているんです。いろいろ再編される中で，今この環境県民局の中にあるのは間違いないん

ですが，どこにあるのか私にもよく分かりません。青少年の健全育成はそこにあって，男女共同

参画もその環境県民局にあって，でも，こども家庭課は健康福祉局にあってと。未成年を育てる，

青少年の健全育成という観点と，次世代育成，子育て支援という観点は違うと言えば違うんです

けれど，子どもの問題なのに局から違うんですよね。 
   もう１つ言うと，こども家庭課関連のところで保育とかをやるのと，幼稚園は教育委員会とそ

こも違って，これは根本的には結局，国からの縦割りがずっと下りてきているというのをすごく

感じるんですが，そこは限界だというようなお話も聞くんですけど，これについて意見を述べて

いいのであれば，この際ですからやっぱり下から上がってくるニーズで統合していただきたいと。

上から下りてくるところで分けていくので，本当はすごく近いニーズの問題の調整ひとつにもす

ごく難しい実態がありますので，下からということをぜひ御検討いただきたいと思っています。 
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   それと，さきほどの委員の教育委員会に関する御意見についての私の意見なんですけど，根本

的な問題として，知事部局と教育委員会の定員を同じバランス論で言うべきなのかどうなのかと

いうところを，ここで議論していただきたいと思っています。教育委員会の人数削減が進んでい

ないというのは，県議の質問の中でも出ているのを見ていますし，その実態というのを私も分か

っているところなんですが，ただ実際に学校の観点が，親の力が落ちていて親の力を援助するよ

うな部分も担わされてしまっているし，地域の力も都市部であれば無関心だし，中山間地域であ

れば過疎の問題もあって，地域の力に頼れないという部分もありますし，またここ１０年で発達

障害の問題が具体化してきて，特別支援学級の問題もあるから，それだけに限らず，教室内でも

特別支援を図らなければいけないという問題があって，そういうところにボランティアなり何な

り，入っておられるんですが，十分とは言えないんです。 
   私どもが子どもだったときよりも，確かに手厚くはなっているんですが，ではそれが特別支援

という観点で十分かというと，そこまでいっていないんだろうと思います。また，そういう教員

そのものではない，いわゆる用務員と呼ばれた人たちなどは，かなり削減が進んでいて，何か緊

急事態が学校で起こったときに，自由に動ける人は，学校現場にほとんどいないんです。みんな

それぞれ受け持ち学級，用務員なんかだったら，何かがあったらその人が走っていって何かする

ということができるんですが，ちょっとした庭とかそういうものについても，業務委託していま

すから，そうするとそういう人たちは学校外の人間で動けないという実態もあるわけです。だか

ら，ある程度いろいろなことはやられているという実態もある上に，教育というのを同じように

バランス論でいくべきなのかどうなのか。個人的には，私はそうではないのではないかと思って

いますが，その辺を議論していくということも必要なのではないかと思います。 

（委員長） 

   １点目の住民，県民視点からの組織再編制というのは，ごもっともだと思うんですが，２点目 
は，随分重い話です。 

（事務局） 

   教育委員会の定数削減につきましては，私ども計画どおり達成できないということにつきまし

ては，大きな課題と受け止めております。確かに想定しない要因，今，委員からございましたけ

れども，特別支援学級の問題もございました。また学校の小規模化も進んでおりまして，学級の

規模，１学年１学級という学校も多くございます。生徒の数も減っており，１学級の学校の人数

が減っても，教師の数は減りません。そういう要素もございまして，達成できておりません。 
   これはただ，できていないのが当たり前であるという意識はまったくございません。あと２年

間，猶予をいただいておりますので，その間で，ただ今，委員からございましたが，教育環境の

維持というのは至上命題でございますので，地域の皆さま方の力をお借りしながら，十分考え，

力を合わせながら努力を継続してまいりたいと考えております。 

（委員） 

   今の論点メモの組織体制のところで，課室レベル，それから部局レベルでどのような部門を一

元化する方がいいかと，重複業務を集約すべきか，というところでのお話なんですけれども，ち

ょうど今，経済産業省の中小企業庁の地域資源活用事業関連の政策審議会の委員で，農商工連携

とかそういうふうなことの仕組みを組み立てるということをやらせていただいて，一番大きな問

題が，これは国が縦割りなのでそのまま県の方も縦割りになってしまうということです。これは

非常に大きな弊害なんですが，農商工連携を２０年度からスタートしまして今行っておりますが，
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それがうまくいっているところが非常に少ないんです。 
   これは，なぜ少ないのかと言いますと，県をまたがっての横断的な取組ということなんです。

農商工連携で，例えば農産品があって，それを加工するところがなければ，よその県の商業ある

いは工業の中小企業と連携をして，ものを作り上げていって，それをまたよその県で売っていく

という，県をまたがっての事業という形なんですが，県それぞれの体制がやはり縦割りになって

いまして，組み立て自体が非常に難しいということがあって，うまくいっていないという実態が

ございます。 
   その中で１つ面白い事例じゃないかなと思うのが，愛媛県の商工労働の局と農林水産の局が合

体して，新しくできあがった愛媛県のブランド戦略課という課です。これは愛媛県の産品，ある

いは加工品，こういうものを全国に打って出るための，県としての戦略を組み立てるという課が

新しくできまして，これはまさに商工労働と農林水産の２つの局が一体としてできあがった課な

んです。私はそこのお手伝いをしているんですけども，このブランド戦略課という課は，実際に

は愛媛県自体をＰＲする。愛媛県の政策というよりも，むしろ産品を通じて愛媛県自体をしっか

りとＰＲして，観光誘致それから産業誘致，そういう風なものも含めて，きちんと愛媛というも

のを全国に打って出るための戦略的な課なんです。 
   広島県の場合は，例えば地域資源の活用事業プログラムを行っていく場合も，地域におけるど

んな産業があるのか，地域資源の手を上げていただく項目が，広島県の場合は各市町で全部ばら

ばらに出ているために，なかなか活用がしにくい。これは，市町の方に地域資源の産品にどうい

うものがあるのかというのを，県の方から多分依頼して出してきたものを，そのまま出している

ので，広島県全体としての資源がどういうものがあるのかというのがまったくうまく組み立てら

れていないということがあります。 
   これなどがすごく上手な事例は，岡山県でして，この市町村別の地域産業資源というものを，

全部岡山県業務でやっているんです。ですから，どこのエリアであってもそれがうまく活用でき，

農商工連携も，具体的な組み立てがものすごくたくさん行われています。そういう意味では，広

島県も横断的に，それが重複業務の集約ということだけではなくて，各セクションがもっと横に

きちんと横断的な組織体制というものを組み立てて，連帯をしていけば非常にうまくいくのでは

ないかなと思うんですけど，なかなか今の現状の広島県の場合は，そういうものがうまくできて

いないために，国のせっかくの事業もうまく活用されていないということもあるんじゃないかな

と思われるんですが，そこら辺に関して，今後どのように考えていらっしゃるのかということを

ちょっと伺ってみたいんですが。 

（事務局） 

   例えば今年度から参考資料１の表で言えば，商工労働局に雇用基金特別対策プロジェクトチー

ム，健康福祉局に介護人材就業支援プロジェクトチーム，まさにこれは全庁横断的な業務を，た

またま健康とか商工など所属をまたがる業務として，例えば介護人材をいついつまでにこうしま

すというビジョンを明らかにして，２年とか３年とかという設置の仕方をしました。 
   こういった形の取組ももっともっと具体化させて，施策と連携し，部局横断もしなくちゃいけ

ないとは考えております。先ほども委員からいろいろ御意見がございましたように，政策対応の

組織であります通常ベースのいろいろな課についても，横断的な対応も必要なんじゃないかとは

考えていまして，その辺りを御議論いただければと思います。 

（事務局） 
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   先ほど来から本庁の組織というのが，目的別に組織がまだなりきれていないということがたく

さんあるかと思います。現在の組織でそういうことに十分に対応できているという意識は我々は

持っておりません。十分課題だと認識しております。どうしても組織の場合は，１つの視点だけ

じゃなかなか割り切れないというのがございますので，そういう場合は今申し上げましたように，

プロジェクトチーム方式というのも併せながら，もう少し課題として認識して検討していきたい

と思いますのでよろしくお願いします。 

（委員長） 

   委員の御発言の中で，県の中での横断的な連携という話もありましたし，冒頭にありました県

境を越えた連携も重要だと思いますので，これにまた少し時間を取りたいと思います。 

（委員） 

   説明してくれた資料の，これも何回も言っている話になるかもしれないですけど，課題のとこ

ろが，現状，計画があったらそれで現状がどこまで進むか，その後課題を出していただいている

んですけども，課題がちょっと弱い。何が課題なのかよく分からないんです。だから結局，現状

で済んだところに対して今現在，不平不満，調査されていると思います。そこがどういう形で課

題ですかというのを見せるような資料を作っていただければ分かりやすいかなと思いました。 
   根本論として，前回，道州制の話にも触れたんですけども，県が，ミニ日本になるのか，それ

とも何か仕事を集約されるのか。そこのところを切り分けないと，組織論が動かないんじゃない

かと思うんです。というのが，先ほど来出ています縦割りがそのまま下りてきてという話はその

とおりで，要するにミニ日本をそのまま県が担っているからで，それは国がそうだから動かざる

を得ないです。結局，そこを本当にいじろうという話になったら，今，国に対していじってくだ

さいという話が出ているのと同じように，各部署の権限に手を突っ込まないといけない。そこの

ところまで，言い方が悪いですけれども，やる気が本当におありなんでしょうか。 
   極端な話で言うと，結局何で縦割りが残るのかというと，環境を含めていろいろ絡めて県サイ

ドの補助金が部局ごとに出てくるんですよ。予算が部局ごとに分かれているからなんですよ。国

そのままなわけです。だから同じ仕事，環境なら環境にしても，教育なら教育にしても，部局が

違うところの予算が補助金なり何なり出てくるから，そのまま残っちゃって連携できないという

話なんですよ。そこのところをどういじるおつもりなのか我々が考えてくださいということなの

かもしれないんですけども，そこのところは，結局県そのもののあり方というところに入ってこ

ないとだめじゃないかなと思うんです。 
   そういうところにいって，ここのところで人を減らす話で，効率化イコール人員削減ではない

だろうなと思いますので，そこのところはちょっと整理しておいていただければ，先ほど教育の

話になりましたけど，効率化するから全部落ちるんじゃなくて，あるところはやっぱり必要であ

れば，警察のところでもありますけど，増えていいんじゃないかなと。そこのところは整理して

いただきたいなという話なんです。 
   それとあとは，これも前回も言った話なんですけど，効率化というか人の配置，組織というと

ころでいうと，ゼネラリストであるべき人と，スペシャリストでそこの部署に張り付いてもらわ

なきゃ困る人がいるわけなんですよ。全部が全部，ゼネラリストになられてしまったら，それは

その現場としては成り立たなくなる。そこの切り分けというのをどこまでお考えなのかなと。 
   それとあとは，支局の話でいくと，これは県単独で決められるものではないですよね。例えば

これに出ていて，ああそうだったなと思ったんですけど，庄原の農林水産事務所が残っているの
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は，これは庄原が残してくれと言ったから残さざるを得なかったと聞いているんです。そういう

ところでいうと市町村長の考え方で，県が影響を受けざるを得ないところがあるのと，そこのと

ころを整理していかないと，単純に一律に切ることができないんじゃないかなと。そういうとこ

ろを，だからどうすればいいんですかということを述べられないので，苦しいところではあるん

ですけど，最後の方に出ておりましたプロジェクトチームみたいなのをもう少し。一局だけじゃ

なくて本当に大きく，環境なら環境，教育なら教育で結構ですけども，大きなプロジェクトチー

ムを作って，その吸い上げ方ということをすれば少しは整理できて，横断的な仕事になるのかな

と。 
   実質的には県の研究所はそれをやられたわけですよね。それがうまくいっているかどうかは別

ですけど，それと同じような形で横断的な組織，プロジェクトチームでもいいですけど，作って

いただいたら，少しは横の風通しがいいなと思います。 

（事務局） 

   組織の話で，仕事の仕方を含めての横断的な話で，特に予算の関係は御指摘がありましたが，

どうしても議案にして，形式が決まったり，そういうところに引っ張られているというのがある

んですけど，実際に配当をやって執行するに当たってどうするかとかいうのは，余地がまったく

ないわけじゃないですから，組織のあり方も横断的になりますけど，仕事の仕方が今，その１つ

がプロジェクトチーム方式，そういう中で予算の方をいかにうまく考えていかなきゃいけないと

いう認識でございます。 

（委員長） 

   支所の議論なんですけど，確かに地元の要望等もあるかと思うんですが，資料１にも書かれて

いますように，現地性であったり，あるいは住民の利便性の観点から配置を検討するとあります

けれども，この間平行して事務事業もどんどん市町に移譲していることもあるでしょうから，果

たして現状で必要かどうか，渡してしまえば，地元の市役所なり町役場でできるような事務もた

くさんあるんだろうと思います。そういった両方をにらみながら検討していく必要もあろうと思

います。 
（委員） 

   広島県として何に一番重点を置くかという視点が大切になると思います。子どもたちをどうし

ていくかというのは，これから先に広島県を担ってもらう人たち，子どもたちが育っていく過程

がとても大きな問題になると思います。そうすると，委員がおっしゃったように，一律に，割合

で人を減らしてしまうということはちょっとどうかなという気がいたします。 
   それと，若い先生方の数が極端に少ないというのも，やはり年齢構成から見ると子どもたちに

与える影響としても，どうかなというちょっと不安がございます。せっかく，今，教育委員会の

人数が多いというところがあるのなら，これをチャンスととらえて，今の教育の現場を改善して

いく取組をやっていくという考え方はできないものかなという気がしているんですけど。 

（委員） 

   私も教育の現場にいる人間ですし，それから子どもがいるということもありますので，先ほど

事務局がおっしゃったことと同じことを私もしょっちゅう学校に言ったりするんですけど，それ

で仕事が増えているというのがあるかもしれませんけれども，２週間前に同じ言葉を聞いたんで

すよね。 
   学力向上のためには環境の維持と整備が大事ですから，教育環境の整備と維持を，先生にお願
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いします，そのためにどうしようと思っていらっしゃいますかというふうに聞いたら，回答がな

いんですよね。人手が足りない，今，３２名が１学級で３人で人手が足りない。じゃあ，どれぐ

らいあったら教育環境の整備ができるんですかと聞くと，私が大学の教員をやっているのを御存

知なので，大学生の方々を全部ボランティアで連れてきてくださいと言われるんです。どの方か

らも人手が足りないという話が出るんです。 
   人手が必要だというのは分かるんです。それは私もしょっちゅう，時間があれば見に行くので。

その現状は十分，分かっているつもりだけれども，やっぱり少し工夫をしないと，もっと人手が

欲しいということになってしまうのではないかなと，非常に私は危惧しているんです。 
   ずっと１週間か２週間ごとに空きコマがあったら行ったりしているので，教育のところに手が

掛かる，人が掛かる，お金が掛かると分かっているんです。分かっているんだけれども，それを

したら，相当厳しいことになりますよということはやっぱり十分理解しておかなきゃいけないん

じゃないかなというのがある。私も子どもがいますから，それは１０人ぐらい教員付けてくださ

いと言いたい。でも，やっぱり教育課程は公共的なものであるし，税金というのを突っ込んでい

るところなので，そこは，やはり工夫と踏ん張りというようなものでやっていかないと，随分前

から環境整備はどうなっているんですかということに同じ回答をずっと聞いているという状況

ですよね。そこをよく認識していらっしゃるということなので，何でも人手が欲しいというとこ

ろでも，教育のところで走り回って追いかけている人，教員の資格を持っている人，そういうの

は分かります。私も目の前で出入りの子どもたちをいっぱい見ていますから。そこがやっぱりち

ょっと，踏ん張ってほしいなというのは，現場を見ての情報です。だから大学生を連れてきてく

ださい，それだけ人数が欲しい，できる限り人手が欲しいんですというふうになると，ちょっと

違うんじゃないかなという感じはしますよね。それと，県ということで，今幼少期の話になると，

小学校，中学校の場合は市ですよね。県の方は一応，義務教育経費を大体半額負担というところ

じゃないかなと思うので，やはり直接的に小学校，ちょっとほころびが随分出てきているのが小

学校の段階。幼稚園からもそうですけど，小学校，中学校，ここは市のところと十分に連携を取

りながらやらないと，というところです。 
   やっぱり，初等教育というのは基本的には市町であろうかなというのは，私の考えなんです。

ということを一応考えていただいた上で，県はどのようなことをやるべきか，ということを考え

ていただきたい。１つには，私は広域的なものをすべきである。それから，それぞれの市町をつ

なぐとか，支援をするとか専門家の支援ということもあるでしょうし，こちら側の持っている市

町の持っている知恵でこちらが足りないところを，例えば一緒に統合してセッティングをすると

か，支援的なもの。それから広域的なもの。広域的なものだったら環境なんていうのは，非常に

その最たる例じゃないのかなということは思っています。 
   まずは，委員の方々がおっしゃるように，県というのはミニ日本ということではなしに，何か

に特化していって，それが広域性，それから支援的なものということになっていくんじゃないか

なと。身近なところは一番住民に身近なところでやってもらうのが一番いいので，教育とかそれ

から自分の生活にかかわる身近なところ，これはやっぱり市町でやっていくというのが，一番大

事なことだと思います。 

（委員） 

   ほかの委員の皆さんがおっしゃったように，教育ということに関してなんですけれども，論点

の中にもありますように，公と民と分けたときに公教育というのは，どうしても公が担う部分で
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あると基本的に思います。とりわけ教育の中でも，学校教育はそうなんですよね。ただ，いわゆ

る生涯学習，社会教育，あるいは部分的にはまた幼児といいますか，幼稚園は保育行政ですけど

も，それ以外の修学支援というのは様々にＮＰＯとかいろいろな社会の力が使えるだろうと。 
   現に広島県の教育委員会でも，あるいは市の教育委員会でも，社会教育，生涯学習に関しては

かなり委託というか，外的な力を利用されていますよね。そういう切り分けといいますか，そう

いう部分とそれからやっぱり公教育，学校教育としてきちんと保障すべきものというのは，区分

けしてほしいというお願いです。 
   ただ，先ほどのお話にもありましたように，それじゃ公教育は公が保障する。しかし，これは

話が権利っぽくなりますけれども，今公教育としての公の機能はどこまで果たすべきなのかとい

うことで，マスコミ的な言葉で言うと，クレーマー的な保護者に対してどこまで，すべてをカバ

ーするわけにはいかない。これが当然公としての責任，市町と県との役割分担，機能分担になる

だろうと思うんです。前にも申し上げたことですけれども，基本的にはそうあってほしい。保護

者たちが面と向かうのは，市町の学校であり，小学校であり，中学校であり，市町村教育委員会

ですよね。ただその市町の教育委員会が，今言われているみたいな形で教員人事，採用人事まで

できるような力を今持っているかというと，決してそうではない。小さい規模のものもあります

し，それを広域化するなり何なりといったことはあるにしても，やっぱりあることというか，そ

れこそ広域的な自治体の中で，一定レベルの公教育の質を保障するということを，教職員の研修

も込みですよね。こういうところは，やっぱり考えないといけないし，その役割を，広域自治体

の役割というものは必ずあるだろう，そういうふうに考えます。 
   もう教員研修については教育委員会が今ものすごく悩まれているところだろうと思いますけ

れども，人材育成というのは教員も一緒です。公務員ですから。教員の質をいかに向上させてい

くかということで，これは本当に処方箋というのはなかなか出てこないと思うんですけれども，

いろいろなことで多忙化してたり，あるいは人員削減の中であったり，という部分で，教員が本

当に疲れ果てて，ほんの１％かもしれないけれども，そういう人たちが問題を起こしたりすれば，

それはやっぱり対応するべきだし，県教委としてやるべきことというのはあるんじゃないかなと

思います。 

（委員長） 

   特に初等教育は，国，県，市町の役割分担が非常に悩ましいところなんですが。 

（事務局） 

   最初に教員の体制，現状をチャンスととらえてという話をなさいましたが，教員の採用問題と

いうことがあるんですけど，現状，若手の教員が極端に少ないかと申しますと，知事部局のよう

な年齢構成ではございません。ただ，これからベテランの教員が大量に退職する時期を迎えます。

これから５年，１０年で相当な数の退職が出ますのでそれに備えるということで，今年度も少し

採用数を増やさせていただいております。今後少しずつ増やさせていただいて，１つは年齢の平

準化というのがございますので，年齢構成の面も考慮したものだということで，これから少し採

用数を増やしながら，というふうに考えております。 
   ただし定数削減の目標はありますので，定数を度外視してということではございません。そう

いう意味では，適正な対処ということでの採用をしていくということでございます。それから，

小中学校に係る県の役割でございますけども，広島市は政令市でございますので，県との関係が

特別でございます。ちょうど県と同じ機能を果たすという仕組みでございますが，そのほかの市



 12

町といったことになりますと，県は職員の採用，それから研修，そういうことをやっております。

市町の教育委員会はそれぞれのエリアの中の，教員の服務管理，それからエリア内の人事異動に

ついては，一定程度の関与という形に少し変わってはきておりますけども，県と市町の役割は，

そういう部分は大きく分かれております。 
   県は様々な面で支援をさせていただくという役を担っております。そういう立場で県といたし

ましては，効率的な視点というのも含めまして，教員の資質向上ということでの研修のより一層

の充実，それからあと，合理的な人事異動による多様な経験をお積みいただいて，よりスキルを

上げていただく，そういったようなところを県の役割と考えております。それは継続的にやって

いく必要があると考えております。 
   更に，学校現場が大変忙しいということで，教員がそれに流されるといいますか，人手が足り

ないといいますか，子どもに接する時間がないというような御意見が出されましたけど，私ども

も従来に比べて教員が忙しくなっているというのは認識はしております。その多忙感を緩和する

ために，様々な事務的な面での努力はいたしておりますけれども，なかなかその部分だけでは，

多忙であるという状況の緩和までは至っていないというのが現状です。この点については，定数

の問題もまったく関係ないとは思いませんが，業務の進め方でありますとか，あるいは先ほどお

話がございました，地域の方との連携ですとか，ＮＰＯの方の御支援でありますとか，そういう

ようなことで緩和ということも考えていますが，いずれにしてもまだ状況的には厳しい状況の中

ではあろうかと思います。 
（事務局） 

   今までのところで話させていただきたいんですが，前回も申し上げましたけれど，私の方は，

県としてこれだけのことをやっているんだという話をするのではなくて，現状を率直に考えて

様々な，外にあまり言わない課題も随分ありますということを，できるだけ正直に書くようにと

いうことをさせているつもりなんですが，伺っていますと，やっぱりまだ十分に問題点，課題を

書けなかったのかという感じがいたしております。そういうところは引き続き，努力をしていき

たいと思います。 
   それと，教育問題だけでもこれだけの資料じゃとてもじゃないが議論ができない状況だと思い

ます。特に教育行政に詳しい方から見れば，これだけじゃ議論できないでしょう。どこに問題が

あるか分からないという部分が，多分あると思います。そこら辺については，また後ほど資料の

整理ができれば，報告したいと思っております。 
   その中で，１つは今日，論点メモというのを出しております。通常，役所はこれだけやってお

ります，やっていることは全部正しいよということから言えば，この論点のところへは主要なポ

イントを書いております。それで十分議論できるような，資料が付いていないというところがあ

るんですが，先ほどから幾つか話がありまして，重要な話の１つは，最初に委員がおっしゃった

ように，仕事のやり方ということについて言えば，基本的に県の場合は，県民の皆さまにとって，

簡素で分かりやすい形になっていること。それから，効率的であること。それから内部的に言う

と，その組織の中で職員が十分に機能，やる気を持ってやれるという，こういうのがすべてにか

かると思います。そういう意味で言えば，形がそのとおりになっているかというのは，この資料，

最初の１枚の本庁の組織なんかも見てもらうと分かるんですが，これは１５年ぐらい前は，教育

委員会を除いて言えば，県庁の課は７０課ぐらいあったんです。ところがこれを足したら恐らく

その倍ぐらい課があると思います。これは何でやったかというと，我々の世代のちょっと上ぐら
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いに，団塊の世代が，高度成長と共に仕事が広がったものですから県庁に随分採用になりまして，

ピークにはこの組織の下位組織として室というのもあるんですが，そのポストが，２００以上に

なったこともあります。そういうのは時代と共に変えていかなきゃいけませんということで言え

ば，これは仕事の内容の変化もありますが，職員の処遇という部分も率直にあります。だからこ

れをどうするかということが１つです。 
   それから地方機関の問題ですが，懇話会であったと思うんですが，地方機関の問題は，議論し

ていただきたいのは，１つは今国と地方との関係で，国があり，国の地方機関があり，県があり，

県の地方機関があり，市町村がある。市町村を合併後に支所までつくっている。要するに住民に

とって必要なことが二重行政，三重行政，四重行政になっているということがあります。我々県

の立場から言うと，国の地方機関なんていうのは非効率ですから，つぶしちゃいなさいという話

をしていますが，県の地方機関も，実は同じような性格の部分もありますというようなことを，

我々は考えなきゃいけない課題だと考えております。 
   今回の事務局の論点メモの中にあります，２ページの中で行政対応力の高い執行体制の確立と

いうところに書いていますように，仕事の量，重要度によって組織の形が考えられるんですが，

一番下に書いています業務効率，役所の言葉で言うと公務能率なんですが，民間で言うとこれは

生産性だと思います。生産性をどう高めていくか。役所の仕事は，この仕事は何人でどういう形

でやるのが一番いいかという，積み上げた根拠というのはあるようで実はないんです。かろうじ

て決まっているのが，例えば３５人学級にしようとかこういうマクロなものはありますが，そう

いうふうに決めても，例えば理科の先生と社会の先生と数学の先生は，それぞれいるから増えて

くるとか，それを克服する方法としての，例えば近くの学校で月曜日はＡ校，火曜日はＢ校とか

いうことができる範囲に大体通勤範囲を考えれば，可能でもあります。 
   役所の仕事，さっきも言いました本庁の仕事と地方機関の仕事は，本庁から市町村に直接，仕

事をしているところもありますし，県の地方機関を通して更に市町村に行って仕事をしていると

いう組織もありますから，モデル的なものが実はないんです。総務省がマクロではベースモデル

みたいなものを参考までに示しますが，これも現状７５％ぐらい是認した上で，少し努力しなさ

いみたいな話は一般論として言えるんですが，事業ごとにこの仕事は５人でいけるのか，３人で

いけるのか，あるいは状況によったら山，仕事のピークを超えたら急激に職員を減らすとか，ピ

ークに向けて急激に人を増やすとかいう運用ができない。なぜそのことを言いますかというと，

今組織とか人の話をしておりますが，この人はただでは働いていないわけです。ざっと言うと，

退職金，その後の年金も入れると，１人当たり大体平均して約１，０００万円近い経費が１年間

にかかります。更には庁舎，それから道具，車，電話，パソコンなどがいります。これらを抑え

ないと，トータルで言うと，今の借金体質を克服することができない大きな原因の一つでもある。

何より重要なものはそういう新しい時代に対応できる科学的な人員配置のあり方みたいなもの，

つまり，何人でどうするかというようなことを，十分検討しなさいという宿題を，私は個人的に

頂きたい。そうしないと，さっきの議論ですが，教育は大事と，みんな大事と，教育はみんなた

だでいくらでも金かけてもいいという話になりかねないということがありますので，この辺りを

少しまた議論していただくとありがたいと思っています。 

（委員長） 

   このような組織マネジメントであるとか，人材養成なんかの件ですが，委員，御専門の立場あ

るいは企業経営の御経験からお願いします。 
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（委員） 

   この論点メモで１ページ目がちょっと重すぎるんです。２ページ目，３ページ目は後で議論し

やすいんです。１ページ目の論点整理，何で重いか，やっぱり国との関係なんです。その関係が

もう一段，整理されて，その中で広島県として広域自治体としてどうあるべきか。そこの県が担

うべき領域の再構築の部分，ここにもう一段焦点を当てて，１ページ目の論点をそうやって整理

し，もう一段上がると議論しやすい。そこをちょっと申し上げたい。 
   それから，もう１点はですね，この１ページ目でずっと考えているんですが，これは民営化な

んですけど，民営化だけではないだろうということですね。というのが，民営化で民間が受ける

側からしたら，これはやっぱり利益が出るような事業でないと，民営化なんて誰もやらない。そ

うやって，最近は要するにＮＰＯ・ボランティアとの連携，協働化，ここのところをより，本当

に広域自治体としてどれだけ本当に組み込まれて組織的に行えるかということが私自身まだ分

からないんですけど。というのが，今，横浜市が開港１５０周年記念やっているんです。いろい

ろ問題がありますが，横浜市民がものすごいボランティア活動によって徹底して支えているんで

すよ。横浜市がやっているところに関しては，非常に不満，批判がものすごく行政に対して渦巻

いてる。ところが，市民が協働でやっている事業に対しては，非常に評判がいい。そういうとこ

ろがあるので，どういう評判がいいのか，いろいろな形で，私の仲間たちも真剣にやってくるん

ですけども，自分たちの思いを込めたいろいろなプレゼンテーションがそこでできているんです

ね。例えば環境問題といって，自分たちが特にこういうやり方をどういうふうにできるかという，

そういうものを問いかけるような，１５０周年の何かやっておりますけども，そういうものが本

当に広域自治体として今後，市町の役割なのか，広域自治体がどこまでそれをやっていくべきな

のか，この辺のところの整理をしていかないと，民営化というだけでくくれないんじゃないかと，

そこをちょっと考えていきたいところですね。 
   それよりもやっぱりあともう１０年で，道州制の動きというのがより明確化，両方の党からマ

ニフェストが出ているので，かなり１０年先というものも見えつつあるから，これに向かってい

ったときに，広島県はどういうふうにその時間軸の中に，何を核にどういう形でやったら一番い

いのか。先ほども委員長から，後でこれは議論させてもらうようにしたいと思うんですが，ただ

県の広域的なやり方，こういう中でやはり広島県として，どういうリーダーシップを取っていか

なきゃいけないのか。そこの中で県が担うべき領域というのを再整理していかないと，どうも議

論が，先ほど事務局も言われた教育についての，サンプルだけじゃ議論できない。それ以上の問

題がたくさん県にはあるから，そこら辺の議論を打ち出していきたいんですがね。 

（委員長） 

   論点メモ，１ページ目に限らずいずれも重い問題で，個別に議論するには膨大な作業だと思う

んですが，一応今日は，御意見なり見方をお聞かせいただいたということで，とりあえず今日は

こういう形で。 
論点メモの中で，今，委員から最後の方で御発言があったのですが，他県と連携すべき分野と

いうことがまだ議論になっていないと思うんです。それぞれ道州制と連動しながらということで，

深くは議論できないと思うんですが，見方，アイデアとしてまた御頂戴いただければと思います。 
   具体的には，あくまで個人的なんですけれども，例えば観光行政については中国地方の知事会

で広域的な取組をしています。同じようなことで言えば，例えば北東北３県，青森，岩手，秋田

３県があちこちに事務所を作るのは大変だからというので，福岡に共同事務所をつくる。具体的
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には観光事業なんかは共同で取り組めばどうか，特産品のアンテナショップなんかは共同で持て

ばどうかというような取組をしています。こういったことが恐らく，規模の経済，範囲の経済が

期待できますので，単独でやるよりも複数でやった方が必ずメリットが起きると思います。 
   ほかには，これも道州制等をにらみながら，まだまだ次の課題になると思うんですけれども，

ドクターヘリを共同で利用するとか，あるいは工業技術センター，今はまだ独法化されていない

んですが，それぞれやっていけば，今でもやっていますような，相互乗入れ，相互利用をもっと

もっと活発化していき，中小企業を支援する。さっき委員がおっしゃったように，圏域を越えた

取組なんかももっと，国の事業，もっと自分たちで自発的に取り組めると思いますので，こうい

った議論がございましたら，お聞かせいただけたらと思います。 

（委員） 

   論点メモのところが一番話になっているのだと思うので，広島県の場合やっぱり２３市町，全

国一の合併して受け皿を作った中で，専門性とか広域性をどうやっていくか，そこの部分が，や

はり先ほど言われたように更に詳しく出てこないと，議論するのも難しい。それを受けて，県は

どうなるとかいう議論ができるんだと思うので，そこの県が担うべき領域というのが出てくれば

と思う。 
   中国地方で見てみると，私も農業の立場で言えば，中山間地域が疲弊している。限界集落も多

くなっている。そういうところの広域的にできることもやっていく必要があるのかなと思う。 
（委員） 

   地方分権というか自治体に，基礎自治体の権限移譲では事務が移管されている話がいつも出る

んですけれども，考えるとこの意思決定の部分をちゃんと移管できていないと，自治体としては

迷惑だというか，作業の面ばかりになるんじゃないかなというのを，前回違和感ですごく感じて

いますので，やはり基礎自治体の競争力を高めることを県のかかわりというか，県に支援してい

ただきたいので，逆に事務は全部県がやりますよ，決定は基礎自治体がやってもいいでしょうと

いうような，基礎自治体に対するサービス機関というような見方もできるんじゃないかなと，前

回ちょっと感じました。 
   広域についてなんですけども，先ほど委員からお話がありましたように，農業の部分，その辺

の限界集落とか農業の広域化ということで，そういうことについては，失敗とか成功の事例の共

有とか，またそれぞれが一緒に考えていきましょうとかいう会もいいと思うんですけども，農業

の部分が一番広域としては，一緒に取り組みやすいのかなというイメージを持ちました。 
   経済というか，商店街・まちづくりに関しては，それぞれの独自性が強すぎて，もう少し県内

で一緒にいる場所みたいな形はあると思うんですけども，他県と一緒にやりましょうというのは

ちょっと難しいかなというイメージがしています。 

（委員） 

   今，他県と一緒にやるのは難しいかなというお話があったんですけど，逆に前回私はお話しさ

せていただいたように，広島市が実際に７年前からこだわり良品フェア，ビジネスフェア中四国

というのをやっているんですね。最初は広島市内だけで，首都圏それから関西圏からバイヤーを，

できるだけ広島に来てもらって商談を成立させようということでやっていたんですけど，周辺の

各県がそれに参加させてほしいということで，どんどん集まりまして，今年の２月に行ったとき

には，出展者数，団体企業合わせて１６１社も出展して，中小企業会館で行ったんですが，そこ

で商談件数が３，０００件もあるような，そういう本当に中四国地方で一番大きな商談会になっ
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ています。 
   これは，広島市にいる企業は出展料がたった３万円です。３メートル×３メートルがワンブー

ス，去年からあまりにも出展社数が多くなったので２メートル×２メートルになりましたけど，

それで３万円。広島市以外のところの単体の企業だったら出展料が４万円で出られる。これは本

当に大きな功績のある事業で，特に中小企業社，物を売っていこうにも買ってもらうためのバイ

ヤーを探そうにも，１社だけではなかなかできないというところを，市がやっているんですね。 
   そういう意味では，このビジネスフェア中四国というのは，今，中四国ほとんどの県が参加し

てものすごく大きなイベントといいますか，そういう商談会になったんですけども，そういう意

味では，私はもっと広島県そのものが，他県からすると広島というのは特に近隣他県からすると

いい消費者が一番多い県だという認識があって，広島で売っていきたいというのがあるんですね。

広島で，広島の消費者に売っていきたい。広島の企業とマッチングしたい。それはなかなか今の

広島県の取組ではできないということもあって，広島市の方がやっているという状態だと思うん

ですが，そういう意味では広島県が中国地域，中四国を含めた地域のいい意味のコーディネータ

ー役になる必要があるんじゃないか。 
   コーディネーター兼プロデューサーとしての県の位置づけというものがありまして，ちょうど

昨日まで愛媛県に行っていたのですが，愛媛県はとにかくブランドの消費を広島県で売りたい。

鳥取も一緒なんです。でも，アンテナショップはといったら，各県のアンテナショップが広島県

にあるだけで，それは点在しているというだけでなかなかまとまらない。しかも広島県の商工会

連合会がやっている，ちょうど本通りのど真ん中にアンテナショップがありますけど，これは全

国で一番売り上げをあげているアンテナショップなんです。地方都市で一番なんです。こんなに

素晴らしい状態の注目される広島県内にある取組があるにもかかわらず，なかなか広島県がそれ

に対応できていない。そこら辺をもっと率先して，広島県がやっていくということであれば，本

当にいい意味で中四国のリーダー的なポジションにもなりますし，県境をまたがっての取組とい

うのも，うまく広島県がまとめていくという役割ができるのではないか。 
   そういう意味でいえば，例えば中国経済産業局とか四国経済産業局とかありますけども，国の

機関ということではなくて，県がやるということに関してものすごくいい意義があるんじゃない

かなと思います。 

（委員長） 

   さっきの例は外に出ていく話だったんですが，来ていただくために共通の場をつくるというと

いうのも非常に重要な視点だろうと思います。 
   今日，いろいろな宿題が出てきました。組織，人材等の問題，入りやすかったんですけども，

非常に重たい課題も多々あったと思います。これにつきましては，また事務局の方で次回以降に

資料等の準備をお願いしたいと思います。 
 

【説明】第３回小委員会における意見を踏まえた資料説明 

（委員長） 

議題の残りが，前回分権改革推進計画の取組課題等についてお伺いいたしました。これに委員

の皆さまから御意見を頂きましたので，これについて事務局の方から現状等の御説明があるとい

うことでございます。 
（事務局） 
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資料説明：資料２ 第３回小委員会における主な委員意見と対応方針 
        資料４ 県民の「地方分権への関心」について～平成 20 年度県政世論調査結果か

ら～ 

   資料紹介：県民だより 

（委員長） 

   前回の皆さまからの御意見等に対するレスポンスということで，一部なんですけども，こうい

った形でまた御紹介していきたいと思います。 

（事務局） 

資料説明：資料３ 市町村合併に係る市町及び住民の意識について（県市長会・町村会が実施

したアンケートより） 
（委員長） 

前回，県庁の側からしか見ていないんじゃないかということに対する回答です。この資料につ

いて何か。同じようなことがおそらくは地域事務所とか支所についても首長の御意見，議員の御

意見と重なって，実際に使っていらっしゃるユーザー，県民の方の御意見という視点からもちょ

っとチェックがいるかなという気がしました。 

（委員） 

   資料４のところで，関心について聞かれたと思うんですけど，こういう聞き方，例えば２番目

ですが，仕事を移譲するときに，それからこの分権に対する意向ということで，答えられた方に

対して失礼かもしれないですけど，これが行われることで自分の生活がどういうことになるかと

いうことを認識していただいていたんでしょうか。もっと言うと，こういう問いかけをするとき

に，こういうことをやってはどうかと提案するんですけど，それに対するメリットとデメリット

というものをきっちり出して，それで聞いているんでしょうかというのを疑問に思うんです。 
   要は，これは前回もお話ししましたけど，自治がくるというのは一見，言葉では結構なことな

んですけども，負担が増えるんです。それを認識した上でくださいと答えたのかどうかという問

題だったんです。だから，これはこれで結果ですので，こういう資料を出していただいて参考に

なりましたから結構だと思うんですけど，今後こういう取組について住民に聞くのであれば，方

法論ですが，メリット，デメリットを初めに出して，それこれこういうことがありますと，それ

について御意見どうですかという聞き方をしていただくのが，公平ではないかなと思います。 

（事務局） 

   今おっしゃったことは，内容に問題があるという御指摘だと思います。簡単に言うと，これは

県政世論調査という，以前は毎年やっていて，今は３年に１回にしているんですが，ここに書い

ていますように，１４項目を２，０００人に聞く，これで世論が分かるのかということかと思い

ます。それからもう１つ，資料３のアンケート調査とかいうのも，前に委員会で御指摘いただい

たように，県民視点に立って，もう少し住民の人が何を考えているかということをきちっとリサ

ーチした上で対応を考えるべきだという，これからの行政にとってある意味で基本になる部分が，

恥ずかしながら弱いという中でこういう結果があるということで，この結果がすべてではないと

思っていますから，御指摘いただいたことはある意味，もう少し事情をよく調べなさいというこ

とだと思っていますので，そうしたいと思います。 

（委員） 

   質問ですけど，これはコスト削減とか効率化といったアンケートとお見受けするんですけども，
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合併によってもっとプラスの競争力が増したとか，そういう側面からアンケートというのは取っ

ていらっしゃるようなことはないんですか。 
（事務局） 

   取っていないと思います。 
（委員長） 

   ただ資料３の１ページ目。右の上のところ，住民の御意見の中に，観光資源や特産品のネット

ワーク化については肯定的評価がやや多い，ややが付いているんですが，こういう質問も多少は

あったと考えていいでしょう。 

（事務局） 

   自由に記載をしていただいたというものもあるので。 
（委員） 

   資料３について１点教えていただけたらと思います。４ページのその他のところで，懸念が具

体的に列挙されていて，一番最後の丸で，市町で対応策が取られているということなんですが，

どんな対応策を取って，その結果がどうなのか，それはアンケートにはないのかなと思ったり，

その辺りの具体的なところを教えていただけたらというのが１点です。 
   それと，前半部分のところに係ってくるんですけど，人員削減の話の中で，多分，正規職員の

人を対象とした議論だったと思うんですが，非正規職員の方の実情などもやっぱり，この辺を含

めた実情があるのではないかと思いますので，その辺についても次回以降でもいいので，実数が

どうなっているのかというところを，それからおっしゃったような，何人で仕事をするのかとい

う，正規職員が何人，非正規が何人というところにもなると思うので，その辺も教えていただき

たいと思います。 
（事務局） 

   資料３，５ページの様々な合併に際しての懸念に対して，どのような対応策を市町でとられて

いるかということでございます。いろいろありますけれども，特に行政と住民の結びつきが薄れ

るとかいうことにつきましては，例えばいろいろな懇談会を積極的に市や町の方が地域に出向い

て開催し，市民の声，町民の声を吸い上げるとか，あるいはいろいろな行政サービスの向上とい

うこともあるんですけれども，様々な情報基盤の整備をいたしまして，いろいろな行政情報がで

きるだけ早く届くような形にするとか，あるいは組織の中で，特に地域のいろいろな振興を担当

する部署を拡充いたしまして，地域のいろいろな声なり取組に対して，市町としていろいろな支

援に対応していく部署をつくるということがございます。その他，幾つか取組は進んでいるので

はないかなと思います。 

（委員） 

   質問なんですけど，これは３年に１度の調査ですか。 
（事務局） 

世論調査は３年に 1 度で，今説明しましたのは，昨年まとめたものです。これは３年に１度と

いうことではないんです。 

（委員） 

   特に昨年の１１月以降，急激に企業の状況の悪化とかいろいろな部分で大逆転になってしまっ

ているような状況が非常に多くなってきていると思いますので，このデータ自体が平成２０年の

３月のデータということなので，平成の大不況と言われている１１月以降，ですからできるだけ
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今年の，今の状況とかを少し調査をされるということもやっていただくと，対比がどうかなとか，

いろいろな公共事業とかもすごく削減されていますし，いろいろな部分で市町村合併の弊害みた

いなものも出ているような気がするので，そこら辺のところはまだ全然調査とかは進めていらっ

しゃらないですか。 
（事務局） 

   昨秋のリーマンショック以降の経済不況あるいは雇用不安ということに対して，それと合併の

形，成果等をリンクしたり，影響が出たかという調査はしておりません。むしろ，市町村合併し

て大体４年から５年がたっているので，合併後の意向がどうなっているかというのは，市町村を

対象にやっている。経済雇用に関して言えば，それとリンクさせたような形をもう１回やるかど

うかというのは，なかなか難しいかなと。 
（委員） 

   調査の対象が市町１６団体とその代表である住民６０人ということですか。 

（事務局） 

   合併をするときに，合併の事前に地域調査みたいなのを作って話をした６０人の意見を聞いて

いる。 

（委員） 

   資料４の２ページで，市町村人口規模で市町がやるべきだということで，特に 1 万人以上１０

万人未満というところが特異的な数字が出ているんですよね。例えば教育だったら，ほかのとこ

ろは４割以上市町がやると答えているのに，ここだけは３割を切るんですよね。その辺は何か分

析をされていますか。背景がもし分かれば。 

（事務局） 

   小規模，中規模，大規模というようなことで，どちら側になるかということは，議論としては

ありまして，国の分権委員会ですと，一般的には１５万人以上ぐらいの規模の市町村については，

いわゆる特例市とかいう制度があるんですが，そういうところにはどんどん県の権限を移譲しな

さいというふうな勧告を出しておりますが，広島県について言いますと，そういう規模によって

差異をつけずに，できることについては基本的に権限移譲しましょう。できない場合については，

例えば我々流に言うと水平補完と言っているんですが，例えば福山市が約５０万人ぐらいで，そ

の北に神石高原町が１万人ぐらいあるわけです。１万人の市町村で住民に身近な地域産業，身近

なサービスがすべて提供できるわけがないから，それは一部事務組合ということで，福山市と共

同でやってはどうかとか，そういうことを，今県は進めている状況でございます。 
   したがって，そういう議論を踏まえずに調査をすると，小さいところは，例えばこんなものは

受け取っても面倒でできないよとか，教育問題で言いますと，さっきもどなたかおっしゃったと

思うんですが，市町教育委員会が人事管理，教職員の資質の向上を含めてできますかということ

になると，なかなかできないというのが今までの感覚であろうということは言えると思います。 

（委員） 

   商工労働もそうですし，中規模というか５万人から６万人規模というのはどっちかというと県

に頼りたいから，大きいところと小さいところの方が自前でやるという感覚があるのかなと。 
（委員） 

   ２点ほどちょっと。１つは今のグラフ，２ページ目のところでいけば，市町で行うべきかどち

らかというので，農林水産業に関しては備北で４３％というのは，ほかの１８％と比べてかなり
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高めで，地方によって差があるので，一律に議論するというのは，県の体制云々課題があるかな

と。やはり地方視点からの議論というのを進めなくちゃいけない。 
   もう１つ確認ですけど，今後，８月の県民だよりに道州制を知ろうというのが出るわけですね。 

（事務局） 

   明日発行の県民だよりの概要を配付資料としております。 

（委員） 

   そこでの議論で，道州制というのは，基本的にはそれが行われるというのが前提の上での議論

を進めるという話になるのか，あるべき姿を行うことを前提として議論するのかというので，ち

ょっと違ってくると思う。もちろん，道州制をやるということであっても州都を広島にもってき

てそちらの方向にどうすべきか，ということは非常に議論しやすくなるんだけど，あるべき姿を

どういうふうにという話になると，非常に議論が難しい。この委員会での議論に対して道州制の

位置付けを確認しておきたい。 

（事務局） 

   現在，広島県は分権型社会の究極の姿として，今現在，現時点で県とすれば道州制を目指そう

ということで，政策決定もしておりますし，住民の方へのいろいろな啓発活動も行っております。 
   今回，次の分権改革プログラムの中で，究極の広域自治体のあり方として，事務局としては道

州制を目指すべきと考えておりますけれども，もっと違う形があるんじゃないかというような御

意見がおありで，そういうものについて具体的な意見が，この審議会の意見としてまとまるとい

うことがあれば，それを踏まえたもので事務局としては再検討することになろうかと思いますが，

現時点では分権型社会の究極の姿としては道州制を目指そうということで，考えております。 

（事務局） 

   現在，次の総合計画をつくることは，来年お願いするということですが，今年はその中で，県

の仕事をやるために，予算とか組織とか権限移譲とか分権の進め方については，この小委員会，

審議会で議論いただくんですが，それが出るまでは既に，今時点では広島県は進める立場ですよ

と，これもかなり説明がいるんですが，先ほどあった国の各政党のマニフェストの中に道州制を

やる方向が出ているんですけど，我々は言葉で言っているのは，分権型社会を根っこにした自治

的道州制，地方の側の地方自治の完成型としては地方の側に立った道州制ということが必要だと

いうことで今，道州制については取り組んでおります。 

（委員長） 

   委員が最初におっしゃった，市町によって取組のウエートが違う，商工労働行政であったり，

農林水産行政だったり，あるいは初等教育であったり，違うからこそ市町にいろいろな事務権限

を下ろしていこう。その足らざるを，広域な自治体で調整していこうというのが，地方分権の考

え方ですね。同じように，この道州制も全国一律，中央省庁に決められた枠をみんなが行うんじ

ゃなくて，それぞれの地域に任せていこうということですので，究極の姿はともかく，地方分権

の進展を前提としながら，今回いろいろな議論をしていく必要があろうかと思います。 
 
【閉会】 

（委員長） 

   まだ御意見等もあろうかと思います。後でお気づきになった点は，事務局の方にメールで送っ

て，全員に転送していただければ，メンバー全員が見ることができますので，１，２日の間にメ



 21

ールでやりとりしながら，議論を深めていければと思います。 
以上をもちまして，第４回小委員会を終わらせていただきます。どうも長時間，ありがとうご

ざいました。 

 

８ 資  料   （行政システム改革関係） 

         資料１   「第二次行政システム改革推進計画」の主な取組と課題 

         参考資料１ 知事部局等における組織の配置状況（H21.4.1） 

         参考資料２ 地方機関の所在地，管轄区域及び主な業務内容 

          参考資料３ 広島県行政システム改革推進懇話会「県の組織のあり方に関する提

言」 

          参考資料４ 年齢別人員分布（H21.4.1） 

（その他） 

         資料２   第３回小委員会における主な委員意見と対応方針 

         資料３   市町村合併に係る市町及び住民の意識について（県市長会･町村会

が実施したアンケートより） 

資料４   県民の「地方分権への関心」について～平成 20 年度県政世論調査

結果から～ 

          参考資料５ 第２回小委員会の概要 


