
 1

広島県総合計画審議会第５回小委員会 議事録 

 

１ 日  時   平成 21 年８月 20 日（木）15：00～17：28 

２ 場  所   県庁北館２階 第１会議室 

３ 出席委員   伊藤委員長，小見委員，坂越委員，坂本委員，西村委員，平谷委員 

４ 議  事     県の今後の財政収支見通し，県の財政健全化に向けた取組と課題 

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 

【県の今後の財政収支見通し，県の財政健全化に向けた取組と課題】 

 ● 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５回小委員会を開催いたします。 

 

【議事】県の今後の財政収支見通し，県の財政健全化に向けた取組と課題 

（委員長） 

   本日は，県の財政健全化に向けた取組と課題についての審議を中心に進めることにしておりま

す。事務局の説明を踏まえまして，計画の策定に向けてどういった視点で取り組むのか，あるい

は取り組むべき方向などについて御意見をお伺いできればと思っております。 

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 今後の財政収支見通しについて 

資料説明：資料２ 「第二次中期財政運営方針」の主な取組と課題 

（委員長） 

非常に深刻な状況にあるということは御理解いただけたかと思います。それでは，簡単な用語

であるとか数値の確認でも結構ですので，御自由に御意見，御発言をお願いできればと思います。 

（事務局） 

   資料の１ページと２ページに当初予算の概要として歳入・歳出と書いていますが，これは県の

会計の中で一般会計，親会計の状況を書いております。それ以外に，企業会計という特別会計が

あります。大きなものは病院とか，水道用水供給事業とか，土地造成とかというようなものは，

これに含まれておりません。更に特別会計の中で下水道事業であるとか，港湾整備特別会計であ

るとかというふうなものもこの中に入っておりません。もっと言えば，さまざまな貸付金とかい

う制度がありまして，これはそれぞれ独立して会計をもっていますので，これは一番根っこにな

る親の部分ですということを理解しておいていただきたいと思います。 

   それから上の方の１ページですが，歳入予算の概要を説明したんですが，ここを分けておりま

す二重丸の中ほどに，一般財源と特定財源という歳入予算の分類があります。一般財源というの
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は，使途が特定されていない財源です。特定財源というのは，財源が特定してこの事業に充てる

んだというような金になっているということと，こういう分類が確かに重要ですが，もう１つは

依存財源と自主財源という分け方があるわけです。自主財源というのは，自分で収入を得る財源

ですよということですから，ここで言いますと県税は自主財源です。しかしながら地方交付税は

一般財源で何でも使えるんですけど，これは交付税という形で国が配分をしてくれる。説はいろ

いろあるんですが，地方独自の財源だという考え方もあるんですが，これは今は依存財源になっ

ていますというような分け方になる部分がございます。財源的にはそんなところでございます。 

   それから，先ほど 13 ページのところで，三位一体改革というのを説明いたしました。これを

もう１回思い出しておいていただいきたいんですが，国と地方の関係を，いわば対等にして，国

の関与をできるだけ少なくし，全体としてバランスをとろうという，第一期分権改革のときに行

われた措置ですが，差し引きしたら，県分でいいますと一般財源で約 350 億円，損得という理屈

がいいかどうか分かりませんけど，損したよというようなことになっています。これは市町村も

同額以上，財源不足になっているという状況がございます。 

   それからもう１つ。新たに財政健全化のための法律が，最近できたわけです。実は，一番肝心

なことは，今，委員長がおっしゃったんですが，財政状況が柔軟性を失って，やらなきゃいけな

いこと，あるいは県政で県民に希望を抱いていただくようなことが，なかなかクリーンに絵が描

けない，実行できなくなっている。そういう大変厳しい状況にあるということがございますので，

健全化法の話と，例えば公債依存度であるとか経常収支比率の関係であるとか，その辺を少し説

明しておく方がいいかなと思います。 

（事務局） 

   財政健全化法の話を申し上げますと，夕張市が地方公共団体でありながら，言い方が適当か分

かりませんが破産，破たんをしたと。いろいろな，さっき言った親会計以外の外郭団体辺りに借

金を隠していたような形になって，実際には支払いができなくなる。それがもとで財政健全化法

というのができました。基本的な考え方は，かつてのものと一緒なんですが，要するに地方公共

団体で一定以上の赤字を出せば，今までは国に助けてくださいと言えば，それで管理下に置かれ，

自由な事業はもうできませんとか，借金も通常の事業で借金はできませんとか，例えば災害だけ

はできますが，普通に学校を建てようとか道路を造ろうというものではできませんとか，そうい

う，破たんをした地方公共団体については国のいろいろな管理の下に，いろいろな事業もやめる

とか，給与も職員もかなり落とした中で再建していくという流れがあります。 

   その１つの基準というのが，標準財政規模に対して 3.75％以上の赤字が出れば，本県で言え

ば，今5,600億円ぐらいの標準財政規模だったと思うんですけど，例えば210億円ぐらいの赤字，

今の 17 ページでいう財源不足分，最後の最後，やりくりを借金をしていろいろやって，実際に

は 210 億円ほど穴があきました。不足が出ますというような場合であれば，まず財政健全化計画

というのを議会と一緒になって作って，健全化のためのいろいろな取組をしなくてはいけない。 

   ５％の赤字を出せば，前で言う夕張市みたいな財政再建団体に近いものは，本県で言うと大体

280 億円ぐらいだったと思うんですけども，これぐらいの赤字が出れば，もう本当に財政再建，

財政再生のための厳しい計画を作って，いろいろな取組，今回で言うような具体化方策というよ

うなイメージよりも，より厳しいものになると思うんですが，そういう取組をしないといけない，

そういう財政健全化法が平成 20 年４月に施行されています。これも県レベルではまださすがに

なった団体はないんですが，去年までは大阪府は赤字を出されていました。大阪府以外は黒字だ
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ったんですけども。そういうものが１つございます。 

   それから財政健全化法の中でもう１つは，実質公債費比率だったと思うんですけども，要する

に，今の自由になるお金の方で，簡単に言えば借金をいくら返しているのか。一定以上の額にな

れば，同じように，赤字を出したと同等の計画を作って再建に臨まないといけない。これが決算

の段階で 25％を超えれば，そういう団体に。本県の場合はまだ 16％弱だったのでまだ大丈夫で

すが，これが今後続いていき，財政健全化に努めなければ，そういう団体になって県民へのいろ

いろなサービスができなくなりますよというのが，問題意識の中には１つございます。 

   分かりやすいので言うと，決算額ベースでの赤字が今回の財源不足額との対比で言うと，280

億円になれば，イメージ的にはそういった県民サービスがもう，いろいろなものができなくなる

というようなものがございます。 

（事務局） 

   一般の家計でいったら，大変厳しいぎりぎりの状態なんですよと。借金の調達ができれば赤字

ではないという，役所流の赤字か赤字でないかというところがあって，調達ができれば何とかや

っていけるというのが今の状態なんです。 

   表にもあったように，この収支見通しを見ても，毎年単純にやったら 400 億円とか 500 億円，

節減をするか借金をするか，何かをしなければやっていけない厳しい状態であるというところが，

どういうふうに厳しいかということをちょっと説明した方がいいと思います。そのくらい厳しい

状態であるということなんだろうと。 

（事務局） 

   何とかやりくりを，今のようにかなり県民サービス，これまでの取組も県民のサービスをある

程度我慢してもらって，あるいは県の中でいうと給与のカットまでやって，やりくりをしてやっ

と，それでも最後は借金を，今の 15 ページを見てもらえば分かるんですけども，いろいろな取

組をして，内部でいろいろな努力をする。給与カット，定数を減らす。あるいは県民サービスと

いう意味で言うといろいろな補助金の補助率を下げる。あるいは所得に応じて負担を少し高めて

もらうとか，そういったものをやっても，なお合わないものについて，更に借金をせざるを得な

いというのが，15 ページで言う行政改革推進債等の発行。これがいわゆる借金です。こういっ

た形で，借金を増やしたくないんですが，借金をしないと厳しい。 

（委員長） 

   資料の４ページを見ていただきますと，平成18年度の当初の歳出と平成21年度の当初の歳出，

それぞれ一般財源ベースで比較してございます。公共事業なんかは随分，100 億円以上減ってい

るというのが分かるんですけれども，一方では人件費はやはりそれだけ頑張っているんです。左

の表のように職員数の見直しとか給与カット等，頑張っていらっしゃるんですけども，なかなか

減らすことができない。 

   それから義務的経費もそうですね。これもやはり，いろいろな取組はされているんですけれど

も，公債費等を含めてなかなか減らないという状況だろうと思います。そうは言いながら，減ら

すとすればこういった部類しかありませんので，なかなか厳しい状況が見たとおりだと思います。 

   ５ページもそうですね。内部努力，特に人件費の抑制とございまして真ん中のところ，給与の

比較があります。平成 10 年度には全国８位の数字ですが，これは高いじゃないかと思われる方

もいらっしゃるかもしれませんが，１人当たりの県民所得が大体今のところ８位ぐらいですので，

それに比べれば普通じゃないかと，むしろ文化水準が少し，十何位ぐらいですので，10 位ぐら
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いだったらそれほど悪い順位じゃないんですけれども，現在，平成 20 年度の場合には 39 番目と

いうことなので，県民所得の水準とか物価水準で調整してみても，随分御苦労されているんじゃ

ないかなという気がします。 

   それから，たまたま私は今日東館からこちらに歩いて来たんですが，以前から暗かったんです

が，もっともっと照明等に気を使われているというのが，見てとれました。 

   今お話を聞きながらふと気になったのは，いろいろな対策，例えば 15 ページで言いますと財

源不足額への対応ということで左側の表，今のように上段が健全化対策，下段が財源対策という

ことなんですが，これは削る方であって，入る方の，途中でもありましたような税収獲得努力と

いうのは，この表には入っていないと考えてよろしいですか。 

（事務局） 

ここには歳入確保の県税額を足しています。409億円のうちの37億円は収入確保という形で。 

（事務局） 

   それは，本来税金を 100 万円払ってもらいたいというふうに賦課をするんだけど，払えないと

いう人に払ってもらいましょうという額として，税収を，景気をよくして増やしていきましょう

という分は，別の数字になりますということです。 

（事務局） 

少し今の問題にかかわって説明しておきたいのが，資料２の３ページと４ページを御覧いただ

けたらと思います。今後の収支見通しの中で我々がやらなければいけないことというのを，自律

的にできることについてはまずやっていきましょうと。かつ，地方財政というのは決して自律的

な努力だけでは解決できない。国と地方を通じる大きな財源問題，あるいはそれに伴う歳出，枠

付け・義務付けの問題もありますけれども，執行を地方は担っているという部分がありますので，

自律的な努力だけではなくて，ある程度国の体質的な地方財政対策の中で国に物申していかなき

ゃいけない。この２つの問題を，我々は抱えながら財政健全化に取り組んでいる点について，ま

ずは御理解を賜りたいという意味で１つの例を申し上げますと，３ページと４ページを御覧いた

だきますと，まず３ページの右側に，平成 15 年度当初の歳出構造（一般財源ベース）というも

のがございます。 

   ここで人件費に充てられていた一般財源が 2,490 億円でありました。この間，我々は当然職員

数の見直しもやりましたし，給与の見直しをやりました。やった結果として平成 18 年度の同じ

棒グラフを御覧いただきたいのですが，人件費は 2,643 億円に増えているわけです。 

   これはなぜ増えたかというと，平成 18 年度に義務教育職員の補助率の切り下げが行われまし

た。それまで小中学校の職員の給与費は国庫２分の１の負担であったものが，国庫３分の１の負

担に切り下げられました。それによって，平成 15 年度から 18 年度に向けて人件費が増えている

わけです。自治体では，一生懸命人件費の削減努力をやったんですが，制度改正に伴って負担分

が増えてしまった。逆に平成 18 年度から 21 年度は同じ国庫のベースでいっておりますので，

2,643 億円を 2,550 億円まで削減努力をやってきたわけです。 

   一方で義務的経費を御覧いただきたいのですが，平成 15 年度当時は 1,247 億円であったもの

が，平成 18 年度で 1,605 億円，更に平成 21 年度では 1,739 億円に増えております。もちろん，

幾つかの要因がありますけれども，我々が一番大きな要因と考えているのは福祉関係経費につい

て，途中で，国民健康保険に関して都道府県の５％，７％の負担が，導入された時期がちょうど

この時期に重なります。それによって，国の制度の枠組みの中で，人件費と義務的経費が我々の
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健全化努力にかかわらず，歳出分が増えたり減ったりしてきている。 

   一方，公共事業につきましては，平成 16 年度から 18 年度，平成 19 年度から 21 年度の中の削

減努力で着実に落ちてきているのがお分かりいただけると思います。平成 15 年度は 552 億円で

したが，平成 18 年度は 368 億円になり，平成 21 年度には 216 億円になっております。また内部

管理経費につきましても，施設管理経費あるいはその他の一般事業については，これは我々なり

に節減努力をしてきているので，この平成 15 年度，平成 18 年度，平成 21 年度の定点観測によ

って随分それなりの数字が出てきている。 

   ですから，何を申し上げたいかと申しますと，先ほどのまとめで，自律的にやらなきゃいかん

努力という部分と，義務付け・枠付け，あるいは国の大きな制度設計の中で事務執行を任されて

いる部分，ここの財源対策については，国に対して我々は引き続き財源措置をしろと，これは自

律的にはどうやったってできない。我々の自立努力を越えている部分がありますので。その２点，

自律的な要因と他律的な要因に取り組んでいかなければいけないのではないかということを申

し上げたい。 

（委員長） 

   自助努力をかなりした上でも，それでは対応できないというお話だったと思います。 

   先ほど三位一体改革で，広島県への影響が 350 億円という数値が 13 ページに出てきます。一

方，前のページで税源移譲，県への影響額が 500 億円ということになって，差額の約 850 億円。   

交付税と補助率のカットということとみなしていいでしょうか。 

（事務局） 

   いえ，交付税がカットされ，県民税の税源移譲をされたその差額が 350 億円のマイナスになっ

ています。これに，プラス国庫補助負担金の改革で，500 億円ありますから，足して約 800 億円

が三位一体改革，この 350 億円は交付税と県税，交付税が減って県税が増えた分の差額が，350

億，円結果としてマイナスだった。交付税の減が多かった。これにプラスして，国庫補助負担金

の削減がありましたから。さっきの義務教育の職員の給与を中心とする国庫負担の削減がありま

したから，トータルで三位一体改革で本県で約 800 億円，財源が逆に減ったという状況になって

います。 

（事務局） 

   一般財源という言い方で，主に地方税と交付税があります。ほかにも小さいのがあるんですけ

ど，それのやりくりの中で，税が増えれば交付税がいくらか減る仕組みになっていますので，税

が増えて交付税がそのままというのはあり得ないんです。そういう減る中であっても，ちょっと

交付税が減らされすぎたんじゃないかという部分があるわけです。国の行革の流れという中で，

トータルの一般財源を見たときに，地方から見ると割に合わないなという，カウントされる部分

が 350 億円。それがストレートに予算編成にそのまま入ってくるんです。 

（事務局） 

 13 ページの右側に例示していますが，県税が 100 億円減ったら，75％は交付税で補てんされ

るけど 25％は補てんされない部分が出てきますよと，制度上の根幹の仕組みはこうなっている

んですということなんです。 

   その下のグラフ，一番上に臨時財政対策債というのがあります。これは国に言わせると交付税

だと言っているわけです。国の交付税は一般財源で収入した酒税とか所得税とか法人税とか５つ

の税の一定割合，それを地方に配分するという仕組みになっているんですが，これが地方交付税
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特別会計という会計がありまして，地方が財源不足になったら，特別会計が借金していたんです。

その借金が膨大に膨れてきた。これはおかしいじゃないかということで，後で交付税で面倒を見

ますから，これも交付税だといいながら，借金をしなさいと。こういう仕組みができているとい

う変な話に，変だというか見方によれば当たり前だと言うのかもしれませんけど，国の制度改革

により，県の財政改革をやってもやっても厳しさが残るような状況になっている。 

   一方で，私が担当している分権改革の方では，地方税・国税で 90 兆円ぐらいあるんです。ざ

っと言いますが，そのうちの６割が国税に入る。それが交付税で地方に配分される。更に補助金

という形で配分されて，地方がやっている仕事の量に合わせたぐらいの税を，依存せずに初めか

ら地方の財源にしてしまいなさいという取組もやっております。だけどこれは大変なことですと

いう状況にございます。 

   今，全国では，国と地方の税源割合は，５対５にするべきではないかというような数字が言わ

れております。 

（委員） 

   教えてほしいんですけど，最近の税金とかがよく分からないので，ニュースネタで大阪府知事

がよく言われていた国の公共事業に対して，一部負担を都道府県が求められていると。その部分

の会計が不透明だという話を散々言われましたね。そこのところってこの中でいくとどの辺りで，

どれぐらいの。 

（事務局） 

   実際，円グラフで言いますと，普通建設事業費の中に四角で引っ張って，公共事業 1,142 億円

というのがありますね。1,142 億円の中に 214 億円だったと思うんですけど，この負担を得て国

が実際に工事をするわけですね。一番分かりやすいのでいったら空港をしましょうとか，今でい

うと尾道松江線という尾道と松江をつなぐ高速道路を造っています。これは，実際は国が工事を

発注して，国がやるわけですね。その建設費用の３割が請求書として県にくる。 

   もう１つ分かりやすいのでいうと，国道２号線がございますよね。54 号線でもいいんですけ

ども，これを国道事務所というのが維持管理をやりますね。そうすると，今の 214 億円に入るん

ですけど，維持費の 45％の請求書がくるわけです。今の流れで言うと，大阪府知事というか全

国の知事で言っているのは，後から請求だけがきて中身が分からない。あるいは勝手に国がやっ

て，負担だけを求められるというような言い方で問題が出ている。 

   本県で言うと，９ページ，新たな具体化方策で，単独公共・直轄負担金がございますね。これ

は，うちは 17.5％ほど今年は平成 18 年度に比べて減らして，これだけしか払いませんよという

形で，国に対して言ってきている。なかなかこういう県はないですよ。言われたとおり，言われ

たとおりということはないんですが，本県はお金がないので，最初からもうこれだけしか払えま

せんと。平成 18 年度に比べてこれだけ落とした分しか払えませんということで，言っています。

そこの部分が，今 214 億円程度。 

（事務局） 

   補足しますと，県予算の公共事業の中には国の補助事業と県の事業と国の事業の一部負担を求

められている事業がある。県事業へ国から補助金をもらうのは，国庫補助事業。 

   今，大阪府知事が言っているのは，国の事業でありながら県負担が求められ，なおかつ義務付

けでぼったくりだと。その分が，その一部に入る。 

（事務局） 
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   全体の話をいたしますと，今，地方分権改革推進委員会というのが国の機関としてできており

ます。去年の第１次勧告で，事務事業をこれは国がやるべきなのか，地方がやるべきなのかとい

う中に，例えば国がやっている公共事業の中にも，県とか地方でやってできる仕事があるんだか

ら，そういうのは地方に権限と財源を渡しなさいという勧告をしたわけです。それを受けて知事

会と国土交通省と，例えば具体的に言いますと，河川で言いましたら太田川と江の川と芦田川。

それから県内にかかっていると言えば，一部高梁川とかがあるんですが，それについて広島県と

広島県の市町でできますよというやり取りをしたわけです。 

   ところが，法律があって国がやった方が良いサービスができるという言い分と，なかなか合致

しない。そういう議論をしている中で直轄事業負担金をたくさん払っているんだが，中身はどう

なっているんだという話が出てきまして，今，例えば広島もそうですが，上八丁堀の合同庁舎の

中に新しい建物を造ろうとしている。あれにも，県が払っている負担金が回っているよと，工事

の負担金じゃないものまで，これは必要な庁舎だということで回っているとすればおかしいじゃ

ないかというような話が，だから本来は国と地方の事務の分担をどこで分けるかというのが根っ

この議論にありました。それが，大阪府知事が言うような直轄事業について，県から払う金で，

退職金まで払っていましたと。というふうなことが出てくるという状況でございまして，納得が

いくまで，整理がつくまで払わずにおこうというような申し合わせになっているという状況です。 

（委員） 

   結局，そこに戻るんだろうなと。この小委員会でも前々回からずっと議論してきているのが，

県の仕事は何なのですかという話だったと思うんですけど，それにつながってしまうわけですよ

ね。財源だけをいじったって，あるのは決まっているし，削れるところは決まっているしとなる

と，やっぱり仕事をどこで，どこが，県が引き受けて国から財源を含めて取ってこなきゃいけな

いんですかという議論になるのかなというので，そこの確認がしたかったので質問させていただ

きました。 

   御説明のあった 17.5％は減額して払いますというふうに，責務的に国の方にやっていただい

ているので，それはそれでよろしいことかなと思うんですけど，これは公共事業だけですかね。

要は，先ほども出ていましたけど，結局，もう１つ人件費の話でいくと，教育関係者，小中学校

の先生方の給与の割合が増えたという話でしたよね。それで減っているというところでいくと，

逆の言い方をしたら元々どこかから必ず税金からお金が給与として払われているわけですから，

その税源が，国が持つべきなのか，県が持つべきなのかというところは，何か議論されていると

ころはあるんでしょうか。 

（事務局） 

   三位一体改革の中で，さっきの義務教育職員の給与負担を例にとれば，国庫補助金を切り下げ

ましょう。その分だけ広島県に交付する国庫補助金を減らしましょう。そうすると財源に穴があ

くから，国庫補助金を減らして，その代わり所得税から個人県民税に税源を移譲しましょう。個

人県民税に税源を移譲すると，税収が増えるのだから交付税はある程度減りますよね。 

（委員） 

   その差額が結局，逆にマイナスに出ちゃっているということですね。 

（事務局） 

   そういうことです。 

（事務局） 
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   これまでの取組がそうでしたということです。それで今，地方分権改革推進委員会で３次にわ

たる勧告が出されることになっておりまして，１次の勧告は，権限をどちらがもつかと，地方で

何をやったらいいかというのが去年に出ました。去年の秋に，地方機関をどうするべきかという

ことと，国が法律で定めたことに対して，県とか地方が上書き修正権というか，そういうものを

どうするかとかいうようなことについて勧告が出ました。 

   今年５月に税財源問題を整理した第３次勧告が出る予定になっていましたが，まだ出ていない

んです。これがずるずる延びて，たぶん今年度の年末近くになるのかなという状況なんですが，

その３点で第二期分権改革の勧告がそろう。勧告をそろえたら，それを国が受けて要綱，全体計

画を整備して，新しい分権改革一括法ができるというシナリオになっております。おりますとい

うか，おりましたといった表現がいいのか微妙なんですが。 

（事務局） 

   それは法律上，今年度末の期限であるんですけど，選挙の結果とかもいろいろあると思うんで

すけど，今年度末までに勧告を出して法律を出すという形になる。ただ先が見えていません。特

に御質問のありました財源についてが一番コアなところでして，それはまったく手付かずで，一

応筋論から言うと，仕事の分担論の中に財源論があります。第一期分権改革の宿題が三位一体改

革になったので，やりきれていないところがあるので，一番コアのところまでやれるかどうかが

あるんですけども，選挙がありそうだから，今，３次勧告のところをやっていますので，実際半

年もないですから，なかなかきつくはなってきています。それで延長するのかとかは選挙の結果

と思われます。 

（委員） 

   選挙の話とかはしょうがないと思うんですけど，逆に県として理想はこうですよというような

アウトラインみたいなものはお書きでしょうか。 

   それをやっていてもいいと思うんですよ。県は県として，理想はこうなんだけど実際は違いま

すよと。結局，理想と現実とのすり合わせをやるのが政治というか行政なわけですから，県は県

として今の状況を考えて，人件費とかを考えていったら，財源としてはこんなのが理想です。知

事がどうであろうと関係なしに，行政として理想はこれですよというのがある程度書いておいて

もいいような気がするんですけども，そういうのをされたことはないですか。 

（事務局） 

   第２回のこの委員会で説明した，私どもが持っている分権計画の中では，今の地方分権を本物

にするために，地方でできることは地方でやるべきだと。それは権限も財源も，もっと言えば責

任も地方が持ってやるべきであるよと。簡単に言ったら，国と地方は守備範囲もはっきり分けて

相互不可侵でいきましょうというような考え方を根っこに入れます。更に分権というのを何で進

めるかといったら，住民に身近なサービスを，住民に身近な基礎的な自治体，市町がそれをやる

のが望ましい。それができないところを，今の県の形ではなくて，もう少し大きな範囲で道州と

いうことを想定して，道州を進めるべきであるという考え方です。 

   実際は，道州の話というのは具体的な議論までまだいっていませんが，そういう時代がくるこ

とを想定して，先ほど申しました今回議論してもらっている新しい地方分権の全体の中では，そ

の計画を更に深めていくということを考えております。 

（事務局） 

   あるべき仕事の配分論というのは常にあって，広島県独自というよりも日本全体での議論もあ
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るんですけど，今日のメインの話であるお金の話としては，それを待っていられないというのが

あります。毎年，毎年，予算を組まなければいけないので。やれることは非常に限られていまし

て，それは国に縛られている面もあるんですけど，また資料の１ページ，２ページを見ていただ

きますと，先ほどから申し上げていますことのポイントは，歳入は非常にあてになりません。歳

入のメインはあくまで税なんですけども，どうしても県税の場合は企業関係税が多いんです。ぶ

れるんです。景気が悪くなったら１年間で 500 億円ぐらいぶれます。３桁ぶれたらなかなか予算

は組めません。そういう中にあります。 

   片や歳出を見ていただきますと，人件費，公債費は義務的経費になっています。公債費という

のは借金返しですから，金がないから返せませんとは言えません。義務的経費以外の補助費とか

にも，実質この普通建設事業費の中に，先ほど言いましたように，公共事業の国庫負担金とかが

あって，補助費の中もいろいろこの辺について国の法令で県が縛られている。だから義務的経費

じゃないんですけども，払うことがもう決まっている。だからこの義務的プラスアルファ法令に

よって縛られていないものという予算になると，空になるんです。何％かになる。縛られている

わけです。 

   やれることといったら，公債費を抑えるためには何ができるかと言ったら１つだけでした。毎

年の発行額を抑えていくしかない。即効はありません。今やっておけば 10 年後にどうできるか。

やれることといったら大体もう限られているわけです。そういう中での話になりますので，国に

物申すことは，私たちの仕事は自由にしてくださいということと，歳入の方の税の仕組みもそう

なんですけど，予算を含めて一番大事なのは一般財源でして，県税とか交付税。特に交付税は国

の予算に足りない分を，国の方も赤字国債を出してやっていますので，財務省は厳しいものです

からそういう縛りがある中，一生懸命確保してくださいというお願いと，地方の仕事をもう少し

自由にして見直しできると言うのは言うんですけれども，それを言いながらもそれだけでは解決

しないもので，その帳尻を合わせてできるのが非常に限られているということを御理解いただき

たいなというのが今日の趣旨。 

（委員長） 

   先ほど，事務局が入るを計りて出ずるを制するという表現をされました。これは企業とか家庭

でも同じですし，行政，財政でも一緒かと思うんですよね。ただし，財政の場合はもう１つ，逆

に，出ずるを計りて入るを制するということが大事だという先生もいらっしゃいます。なぜかと

いうと，行政，財政が行う守備範囲を明確にする。こういった仕事をするから，いわばマニフェ

ストを明らかにした上で税金をいただくということを忘れてはいけないという先生もいらっし

ゃいます。そういった視点から言うと，先ほどのような特に歳出面なんですけども，守備範囲が

あまりにも広がっているし，国・地方，地方の場合にはまた県・市町村で入り乱れていることが

問題だろうと思います。 

   ですので，今回，今日は財政に絡んだ話なんですけども，ほかの分権の話，あるいは行政シス

テム全体の話と絡めて，まずは県が何をするか。もちろん国との関係がありますので，なかなか

明確にははっきりとは動けないところもあるんですけども，県は何をするか。市町に何を移譲し

ていくか。役割分担をどうするかということを考えながら財政を，今，委員がおっしゃったよう

にこうしたい，こうありたいという理念を明確にしていく必要があるんだろうと思います。 

   １ページの資料は桁が多いのでちょっとまごつくんですが，丸を６つぐらい取りますと 930 万

円ぐらい，普通の家計に近くなってきますので，そのうち県税が 314 万円，ほぼ３分の１，借金



 10

が 150 万円ぐらいという具合に，身近な問題に引き寄せていけば分かりやすくなるんじゃないか

と思います。 

（事務局） 

   単年度の借金はそういうことでして，延べ借金は 16 ページにあるんです。要するに去年も一

昨年も赤字でした。借金せざるを得ませんでしたというのが，実はもう２兆円を超えていますよ

と。２兆円といったら県民１人当たりなんぼになるかな。 

（事務局） 

   ざっと 60 万円です。 

（事務局） 

   財政は必死に努力しているので，あれもやった，これもやったと言いましたけど，例えば 10

ページ。普通建設事業のところを見ていただくと，平成５年度のピークには 3,600 億円，公共事

業をやりました。つまりこれは平成３年，平成４年ぐらいからバブルがはじけて何とかしなきゃ

いかんということもあったり，アジア大会とか国体があって，大幅に公共事業，普通建設事業を

やったんですが，それに比べて平成 21 年度は 1,317 億円になっています。要するに３分の１ぐ

らいに落ちていますということなんですけど，これは落として当然だから落としているのではあ

りません。 

   例えば県管理の県道・国道にしても，国道で 300 番台，400 番台，あるいはそうでないところ

でもまだまだ改良，改築が必要なところは随分あるんです。金がないからここを切らざるを得な

いのですよという話が，こういう結果になっています。しかも，これは，事業をやるために借金

をするわけですから，それは 10 年で返しますというこのツケだけは回ってきているんです。 

   一方で福祉関係の予算がどんどん伸びていますが，これは法律で決まっているものですから，

これにもっていく金が当然のことながら福祉とか医療には増えていますよということで，やむを

得ず苦労してやっているんです。例えば給与費カットをやっておりますが，これは我々の給与を

カットするわけですから，それは極めて，ルールから言えば，ルール外のことまでやらざるを得

なかった状態があるという側面もあります。それで無駄が全部ないかというと，それは無駄の部

分もまだやらなきゃいかんということになりますよと。単年度，単年度が勝負ですから，その年

度に予算額を含めて，県が活性化するような施策を含めないといけないわけですから，言わば

100 点満点とは言いませんが，財源のない中でやりくりをしながらぎりぎりの線に近い状態をや

っているというのが正直なところです。それは構造的な問題が根っこにあります。 

   来年度から議論してもらう新しい総合計画をどうするかというときには，そういう制約条件に

ありますから，このままの財政構造で依存型，国の方向によって例えば大きく変わるという構造

には限界があるというのが，我々のところの本音です。 

（事務局） 

   家計に例えたら借金が 150 万円という状況にはありますけれども，ただ県債すべてが悪だとは

我々は思っておりません。さっき委員長がおっしゃったように，出ずるを計ることも必要である。

おっしゃるとおりでありまして，ただ県税というのは，今この世代のこの年に税負担をいただく

方々から税負担をいただいている。しかし，我々がやろうとしている例えば体育館であるとか道

路であるとかというものは，50 年，60 年もつものであります。そうすると，今年税を納めてい

ただく方だけからその負担をいただくのがいいのか。あるいは 30 年後に新たに納税者となる将

来の方々から税をいただくのも，合理的であるだろう。 
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   ですから，税負担の平準化といいますか，年度間を越えて税負担をお願いする１つの手法とし

て，極めて合理的な手法として，県債というのは存在しているわけでありますから，県債がすべ

てゼロであればいいというのは，少し，狭義的な考え方であるだろうと。ただ問題は適切な将来

負担に耐え得るだけのインフラ整備をちゃんとやっているのかというところに，実は問題を戻し

ていかなきゃいけないのであって，それだけの適正なインフラ整備をしているのであれば，適正

な県債というのは決して悪くはないだろうと。この点についてはぜひ頭に置いていただきたいで

す。 

（事務局） 

   本質的な話としては，それだけの県債なのかどうかというところもあるんです。つまり金がな

いから，財源調達で何かかんか理屈をつけて発行している県債も，実はあるんです。 

   昔は，例えば一般公共事業の中で，国が半分補助金をくれたら，あと残りの地方負担額の２割

までは起債をはめてもいいですよという，結構自律的な厳しい起債制度があったわけです。それ

が，今はお金がないから地方の負担は全部起債を発行しちゃってもいいよとかいうようなことに，

後年度に負担すべき人たちに，受益が後年度にくるじゃないかと，後年度にくるから後年度の人

からも負担してもらってもいいよというのが本質なんですが，本質を離れたような地方債の運営

になっていることも，実はないことはないんです。 

（事務局） 

   その辺は，結局，本県の財政運営としてそうなっているというよりも，地方財政全体の中で，

お金の帳尻が合わなくて，本当ならキャッシュでぽんとくるところを臨時財政対策債という別の

もので，きている面が結構ある，というか，ほとんどかなという感じです。 

   あとそういう点で言うなら，15 ページに出ている中でも，財源対策の中に書いてある健全化

対策でやれることをやって，歳出カットまでやった後，どうやってお金を埋めるかの中で，最終

的に出てくるのがやっぱり起債でして，これは帳尻合わせをしなきゃいけない，身につまされた

ものが最後，起債でしか埋めようがない。基金もこれだけ底をついてくるとなかなかない。この

辺りの臨時財政対策債という地方交付税の振り替わりみたいなものは，ある意味で国からきてい

る話なもので，その辺はやっぱり国にきちんと，もうちょっと考えていただきたい。それ以外の

分については，いわゆる国債 60 年というインフラはよく言いますけども，それと似たような形

で社会資本整備を伴うものについてが，いわゆる連動的な起債。そういう感じ。 

（委員） 

   県が大変な状況だというのは非常に分かるんですが，基金の残高がなくなるし，起債もやらな

くちゃいけない。最終的に今後の対応のところで整理されることをきちっとやることになるんで

しょうけれども，先ほど言われたように，構造的に根本的に原因があるのであれば，やっぱりそ

このところを国と基礎自治体も含めた中で，今後どうあるべきかというところを考えていかない

と，根本的な改革にはなっていかない。 

   だから，今日は財政の状況について，我々はレクチャーを受けて，こういう状況なのかという

のが分かったので，次に構造改革をどうやっていくべきかというところに反映していくという話

なんですね。 

   ひとつ教えていただきたいのは，４ページの一般ベースの平成 21 年度当初の歳出構造の部分

と，２ページの性質別構成のここのつながりは，数字的にどうなのか。 

（事務局） 
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   例えば公債費で申し上げますと，２ページの方は 1,391 億円ですかね。一般財源で言うと，

1,311 億円。この違いは分担金。今の１ページを見ていただくと分かるんですけども，例えば 100

円お金を払うときに，全部自分で出すか，国庫から 20 円をもらってきて 80 円を自分で出して

100 円を出すか。４ページの表は，そのよそから継ぎ足すお金を除いています。 

   ２ページの分は，ほかからのお金を工面してきて，さっき特定財源と言いましたけど，国庫補

助金を継ぎ足すとか，例えば学校の運営費であれば使用料とか授業料として取りますね。それは

一般財源じゃないので，それを足したものが今の２ページです。４ページの方はまったく県税収

入と地方交付税などだけを抜き出したもの。 

   何でそういうことをしているかというと，ここを削ることが財源不足の解消になるという，収

入を増やす意味もあるんです。例えば授業料を 10 倍にすれば収入も確保できるんですけども，

基本的には今安定的に入るであろう税と交付税，こういった自由に使えるお金のところを４ペー

ジの方に抜き出して，これをどうやって減らしていくか。これを減らしていくことで財源不足を

減らしていこうと。 

（事務局） 

   簡単に言ったら一般財源が足りるか足りないかが，財政で予算を組むときの最大のポイントに

なります。だからこういう一般財源ベースの話は細かく分析をしているんですが，どうしてもそ

こを見ながら予算編成をするからこうなっています。一般財源が足りるか足りないか。いくら不

足しているかが大事だというふうなことがあったので，やっぱり財政サイドはこれを中心に見て

いるから，リンクをしていると言えばしているが，ちょっと距離が遠いものですから分かりにく

い。こういう話です。 

（事務局） 

   なかなか難しいと思います。だから 100％国から補助金と委託金の収入だけであれば，何も悩

まなくていいというか，そのお金だけを使っていけば，そういうイメージです。そうじゃなしに，

自分でやりくりをするところのお金を何とかしないと予算が組めないので，こういう一般財源ベ

ースでの分析をしています。 

（委員） 

   この財政収支見通し，この 450 億円から 480 億円，こういう厳しい状況が続きますね。これを

どういうふうにしていくのか。経年的にどうやっても，財源不足とかあって，自助努力でいくら

やろうとしたってできないものはある。それを抜本的に本当にどうしたら，国との関係はあるが，

これをどういうふうに，試算をどういうふうにして対応していくのかという議論はどうなってい

るんですか。 

（事務局） 

   資料２の 17 ページを御覧いただければと思います。今，委員がおっしゃいましたように，平

成16～31年度まで見込まれる財源不足と実績の不足とを考えているわけですが，例えば平成15，

16 年度のスタート時であれば，平成 16 年度は 631 億円，平成 18 年度に 840 億円の財源不足が，

この時点で見込まれた。それに対して健全化，つまり給与，人件費の抑制であるとか，あるいは

公共事業の抑制であるとか，あるいは県民の皆様のサービスの見直しであるとかによって，180

億円，300 億円，393 億円というふうに健全化効果を出してきた。足らざるところは起債であっ

たり，基金の取崩しによって 451 億円，420 億円，447 億円とこう埋めてきて，840 億円の財源

不足額を一応いったん予算編成の段階ではゼロに落とし込むことができたという努力を，平成
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16～18 年度の具体化方策を定めてやってまいりました。 

   同じように平成 19 年度の当初を，平成 18，19 年度を俯瞰したときにそれぞれ 600 億円の財源

不足が見込まれましたので，156 億円，320 億円，409 億円という健全化効果について努力をし

ようと，合わせて財源手当をしていくことによって，平成 19～21 年度その財源不足をゼロにし

よう。これをそれぞれ具体化方策，新たな具体化方策の３年間ローリングで定めて，全庁で取り

組んでまいりました。 

   おっしゃったように我々は，次，平成 22 年度に同様の 456 億円の財源不足を見込んでいる状

態にありますので，これから３年もしくは５年，期間はまた議論があろうかと思いますけれども，

これまで定めてきた具体化方策，あるいは新たな具体化方策のポスト計画を，今年度中財務部と

して定めなきゃならない。ですからそれを 456 億円の中を，財源対策でしのげるものと，あるい

は引き続き健全化を，何がしかの形で健全化をやっていかなきゃいけないものでもって，この

456 億円あるいは 493 億円という財源不足を埋めていって，当初予算を財源不足がゼロで編成で

きるような計画を作るというのが，今年度の我々の大きな仕事であります。 

（事務局） 

   具体的にどういうやり方があるかは，それこそまさに限られていまして，今までやってきてい

る３ページ，４ページの，平成 16～18 年度の具体化方策，平成 19～21 年度にやってきています

けれども，健全化効果という中では歳出を抑えていくしかやり方はないんです。先ほど申し上げ

ましたとおり，手を付けられる限られた中で，そこをまた触っていかざるを得ない。こういう計

画として歳入は，あまり野放図にぼんぼん伸びるような計画はなかなか組めませんので，そうい

うところを触っていかざるを得ない。そこがまさしくこのグラフの中の健全化効果額です。 

   それでも，どうしてもそんなに簡単にそこは埋まりません。埋まっていない部分をどうするか

で，先ほど言った起債の，埋められるところで起債を新たに発行するとか，基金で埋めていくと

か，そういう話になります。 

   まずは上の方の，健全化効果額であるところの，具体的な手を付けるところをいろいろ今内部

で検討していますけども，今年度末までに決めなきゃいけないんですけど，そこが出てくると思

います。やれることは，魔法の打ち出の小槌も何もない。打ち出の小槌として唯一，国からもあ

るんですけど，国がもうお金がないですから。何か来たとかあればお示ししたいと思いますので，

まずそういうことのない前提でどう組めるかを，かなりぎりぎりやらないといけない。 

（事務局） 

   ただこの６年間，具体化方策を全庁あげてやってまいりましたので，17 ページで言えば平成

22 年度以降，一番上の白いグラフ，高い点，これはこの６年間，取組をやらなければ，健全化

効果を生み出していなければ，これぐらい財源不足が実は出ていた。６年間，健全化を頑張って

きましたので，それが 456 億円にスタート時点で圧縮できています。この点は，いろいろ御議論

はありますけれども，我々の頑張ってきた効果がこの白い部分に出ていると考えています。 

（事務局） 

   公共投資の抑制や人件費の抑制などで財源不足を抑え込んで。 

（事務局） 

   こういうふうに言っておりますが，要するにやりたいことができなくなって，中途半端になっ

た部分があるんです。財政状況もかなり頑張っているが，確実にいい方にはいっていないという

のが，このいろいろ書いている部分の結果です。 
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   つまり，基本的にこれからやることについては，言ってみれば県がこれまでやってきたものを

このままやるのか，ダウンサイジングをして，これとこれは重点的にやっていくんだというよう

な選別，選択をして，しかも確実に実感できる政策をやっていかないと，県民にも見えませんし，

みんなカット，カット，カットじゃ職員も萎縮しますよということを踏まえて，来年度に予定し

ています総合計画でどういう展望を開くかという。大変厳しいことを先にずっと言っといて，そ

ういう厳しい中でどうするかというのを来年の議論にしていただきたいと思っておるんです。大

変御無理なお願いです。 

（委員） 

   来年の議論は分かるんだけど，やっぱり今言われている中で，できるところも限られているの

は，それは分かるんだけども，例えば市町にいろいろなものを移譲してきた中で，県の事務量自

身は減ってきているはずですよね。だから当然人件費，それだけの人というものはいらなくなっ

ているはずですよね。それはどうなっているのか。給与カットばかりじゃなくて，ダウンサイジ

ングはどこのところで本当にもっと考えていくべきなのか。 

（事務局） 

   その辺になりますと，例えば３ページ，４ページの具体化方策の中で，職員数の見直しという

のもあります。人件費の抑制は，職員数の見直しと，職員数の関係は前回にも説明しましたけど，

知事部局等，教育委員会両方でやっている。 

（委員） 

   私らもよく分からないんだけど，給与のカーブは年齢でどうなっているんですか。これは民間

企業は40代ぐらいまでがピークで50歳以降はずっと減らすんですよ。ここ，県は違うでしょう。

50 歳以上は，どんどん全体が減っているんだから減っているんだけども，給与のカーブ自身が

そんなに 50 歳で減らす形になっていませんよね。 

（事務局） 

   かつては年功序列で右肩上がりになっている度合いが高かったんですが，今はだいぶ 50 歳以

降ではほとんど上がらないようなカーブにはなっているんですが，民間がやっているような形に，

全部がやっているわけじゃないんですが，もう一応，子どもが独立したから楽になる，どんと減

らすというような形までにはなっていません。ただ一般論で言いますと，これから定年が伸びる

と，国が平成 23 年度ぐらいから，例えば今 60 歳を 65 歳にしようじゃないかというような話も

ありまして，その中では検討がされるべき事項になるというふうには考えています。 

（委員） 

   実際に７ページの人員の分布表を見てください。教育委員会のところをどうやって削減してい

くかということなんですけど，これは要するに 50 歳以上のところのピークがこれからずっと，

まだ右側にシフトしてくるわけでしょう。ここのところの給与カットをどういう論理でもってし

ていくのか。そこをいじらない限り，知事部局の方の人件費をいくらいじったって，はっきり言

えば大したことはない。その辺のところをどう見るかということで，給与カーブと言ったんです

けどね。民間はそれを完全に，一番苦しい 2000～2005 年にかけて大幅にいろいろなことをやっ

た。そういうことについては，自治体，公共は，私なんかが見ていたらまだまだ甘いですよ。 

   いろいろな経費削減だといったって，先ほど言った事務量，いろいろなものが減っている中で

も，私なんかが見たってまだ多いし。あるいは事務量に換算して，本当にほかの県と比べてこれ

だけ地方分権の先進県であるというのであれば，事務量ベースでもって，東京と神奈川と広島と



 15

では，事情が違うのは当たり前なんだから，それぞれの一つ一つの事業と，どれだけの人と事務

量がかかっているのか，こういうものを見た中でその辺をいじっていかないと，単に人件費，給

与カットだけを続けるというのも，もうここはやりすぎちゃっているから，これ以上まだまだ続

けて延々とまだ後平成 26 年度までずっと続けたら，これはみんな県にいたくなくなってしまい

ますよね。それが１つ。 

   もう１つ大事なのが評価の仕組みがある。民間で一番徹底的にやった松下だけど，2001～2006

年にかけてやった２つの改革というのは，徹底的にその見直しですよね。そのときに入れたのが

人事評価の仕組み。人事評価の仕組みをここの中にやっぱり入れておかないと，単に人件費をい

じるだけじゃ萎縮する。透明性のある評価システムを入れないと，やる気が出てこないんですよ。 

   もっと分かりやすく言うと，日本ハムがなぜあれだけ強くなったか。これはアメリカのコンサ

ルタントを入れて，人事評価システムを作ったんですよ。それから日本ハムが優勝し始め，いい

循環をつくり出した。それくらい評価の仕組みというのはモチベーションだとか，仕事の仕方だ

とか，いろいろなものにかかわってくる。もっとやるのであればやっぱりその評価のところまで

透明性があって，みんな功績が分かる仕組み，評価システムというのを民間はみんなそういった

ものを徹底的にやったし，そういうことをぜひ考えていくべきことだろうと思うんですがね。 

（委員長） 

 これは今回の３つの柱の１つ，行政システム改革にも関連していると思うので，また後で議論

したいと思います。 

   実は，今日は財政の話ともう１つ，次回の小委員会，取りまとめに向けての議論を少ししなく

てはいけないもので，財政はせっかく脂が乗ってきたんですが，取りあえず一区切りしたいと思

います。 

   先ほど来も議論がありますように，非常に条件が厳しい中で，選択肢は限られているんだけれ

ども，従来どおり，あるいは従来以上に健全化対策と財源対策の両面から，より一層のスリム化，

効率化を図っていくことが重要であるということ。そうは言いながら，今の教育の問題，あるい

はどこか御説明がありましたように県立高校の半分しかまだ耐震工事ができていないというこ

とが指摘されましたけど，厳しいけれどもメリハリを付けるという工夫が重要だろうと思います。

こういった作業をちゃんと財政規律を保つ，少なくともプライマリーバランスの黒字化を保つと

いうような目標を維持しながら進めていかなくてはいけないんだろうと思います。 

   ただし，そうは言いながら，先ほどの委員の表現は非常に適切だったんですが，構造的な問題

もあるということで，１つが市町との役割分担，あるいは民間との役割分担，ひいては県の役割，

何をするかということを明確にしながら，こういう財政改革を進めていかなくてはいけない。県

の役割，県の守備範囲を明確にしながら，市町との役割分担，民間との役割分担との関係の中で，

県の役割を明確にしていくということが１つ。 

   それからもう１つは，それでもやはり国との関係が非常に重要ですし，またある意味で縛られ

ているんですけども，その改革の重要な時期に差し掛かっていますので，県としてあるいは知事

会なり地方六団体として物申すべきところは，積極的に物申していかなくてはいけないというこ

とが，課題として言えるんじゃないかと思いますが，また何かありましたら，後で補足していた

だけたらと思います。 

   今日は，資料「これまでの小委員会での各委員の意見・議論を踏まえた「まとめ」（案）」とい

うことで，私の名前でせんえつながら出させていただきました。それともう１つが，参考という
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ことで第４回までの小委員会における主な意見，あくまで抜粋ですので漏れたところ等おありか

と思いますが，両方を比べながら見ていただければと思います。このまとめ案は，次回９月３日

に第６回の小委員会がございます。それを踏まえて９月 14 日に第２回の審議会があるんですが，

その第２回審議会に向けての中間的な取りまとめとして，分権，行政システム，それから今日の

財政の３つについて基本的な方向なり課題を示さなくてはいけないというミッションがござい

ます。それに備えてどういったものを考えているかということをお示ししたのがそのまとめ案で

す。これをごく簡単に御紹介します。 

   まず柱の１つが分権改革ということで，その１が市町との役割分担のあり方。具体的には県か

ら市町への一層の権限移譲が必要ではないかということ。それから２点目は，権限移譲に伴う支

援方策ということで，これは委員の方々からいろいろな意見，専門的な問題，人材育成の問題等々

を含めて，円滑な推進に向けての課題に対応していかなくてはいけないという御指摘がございま

した。 

   それから，２が広域自治体のあり方。１つが県の役割・機能のあり方ということで，県の役割，

基本的な行政サービスは基礎自治体をまずは優先する。基礎自治体が総合行政を提供できるよう

な形に整えていく。一方，県はより専門的な，あるいは県としての広域自治体としての役目に特

化すべきではないかということが指摘されるかと思います。それから一方では，当面のことだけ

ではなくて，将来的に道州制移行も踏まえながら，それぞれのステージ，段階に応じた課題に的

確に対応すべきではないかということが指摘できると思います。 

   ３が今後の分権改革に向けた課題等ということで，１つは今，国の方で動いております第二期

地方分権改革であるとか道州制の議論等を踏まえながら，広島県としてどう対応していくか。こ

れは途中で今回のこういった改革の議論のあるべき姿，理念を明らかにしてほしいという御指摘

が複数の方からございました。ですので，こういったあるべき姿，理念については，また今度の

９月の中間取りまとめを踏まえまして，後半で具体的に議論していただきたいという具合に思っ

ています。 

   １ページの下が国と地方との関係ということで，１つは国に物申すということ。もう１つは市

町の方々，あるいは住民の方々が，今では行財政改革いわば行政主導の面が強過ぎたんですけど

も，もう一度住民の目線，県民の方々の目線からとらえていく，とらえ直していく。それからも

ちろん意識の醸成，啓発等も図りながら住民目線で考えていくということが重要な課題として挙

げられると思います。 

   ２ページ。２つ目の柱が行政システム改革の推進ということで，先ほどの１点目と関連したと

ころが多いんですが，１つが県が担うべき領域ということで，県の役割を特化する専門業務に限

定していくことがあると思います。それからもう１つは広域的な視点から他県との連携等を考え

られるものはないかということで，例として観光の共同事務所，ドクターヘリ，それからこれは

私の個人的な思いですが，広島県のようにある程度市町が強くなってきますとあまり問題ないか

と思うんですが，10 年後，20 年後を考えたときには，例えばの例なんですが，介護保険である

とか国民健康保険なんかはむしろ複数の，全部の市町による広域連合のようなものも，既に先行

したところもあるんですが，広島県辺りでも考えておく必要があるんじゃないかという提案。こ

れはもっと議論しなくてはいけないと思います。それからもちろん徴税などもいろいろなメリッ

トがあると思います。 

   その下が民営化で，サービスの質，コスト管理にも留意しながら，民間に出せるものは民間に
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出していく。あるいは民営化というと少し絞りすぎなんですけれども，官民の協働，住民，県民

の方々の参加，協力も踏まえながら官民協働の要素ももちろん重要だろうと思います。 

   それから２が執行体制。これは前回いろいろな御意見をいただいたとおりです。現在はどうし

ても国の縦割りに沿った形で組織が編成されているんですけども，これを横断的あるいはプロジ

ェクトチームのような形で組み換えていくべきだと。県民サービス，県民の利便性の向上の観点

から組み換えていくべきであるということで，これは括弧の中にございますように，食品，環境，

子ども，農商工等について，委員の方々から具体的な提案があったと，これはあくまで事例です。 

   それから地方機関につきましては，昨年に行政システム改革推進懇話会で提言されたものがま

だ動いていないという御指摘があったとおりですが，これはやはり住民の利便性を確保する。利

便性なり安全性を確保する視点から，段階的に集約していく。あるいは１ページとの関連で言え

ば，県から市町への権限移譲あるいは適切な役割分担を考慮しながら，地方機関改革を進めてい

く必要があるという具合に思います。 

   ３ページ。業務改善，定数管理。これは今日の最後の方の議論でもあったかと思います。ただ

し，これも今まで議論に出たとおりなんですが，何でも効率化，人員削減，給与カットだけじゃ

なくて，もちろんやる気を引き出すための評価の仕組みを作ったり，あるいはその他補完するよ

うな仕組み，動機付けの仕組み等がもちろん重要だろうと思います。 

   それから最後，３が人材養成ということで，これもいろいろな御意見がございました。より限

られた人員の中で，業務は減っている面もあるでしょうが，いろいろな要望も増えていますので

質的にも量的にも拡大している面もあるだろうと思います。そういった課題に，行政ニーズに対

応していくために適材適所の人材配置をしていくというのが１点目。それからもう１点は市町と

の交流であるとか，あるいは商工会議所なんかの外部との連携，交流ももちろん重要だというこ

とが言えると思います。 

   最後，財政健全化に向けましては冒頭に申し上げたとおり，より一層のスリム化，効率化を図

ると同時にメリハリをつけていく。あるいは市町との役割分担，民間との役割分担を考慮しなが

ら，県としての守備範囲を考えていく。最後に，国に積極的に物申していくということが指摘で

きるかと思いますが，以上，この取りまとめの案，まったくラフなんですけども，参考資料，皆

様方の主要な意見と相互に参照しながら足らざるもの，あるいはもっとほかの視点から検討すべ

き，こういったことも言ったはずだというようなことがございましたら，ぜひ御意見をいただけ

ればと思いますが，いかがでしょう。 

   中身はまだまったくラフなスケッチなんですけども，概ねこういった形で中間取りまとめをさ

せていただいて，第２回審議会にお諮りするということでは御理解をいただけますでしょうか。 

（委員） 

   内容的にはよくまとめられていると思うんですけども，一番最初からちょっと引っ掛かってい

たので，広島型というのが，そこをやっぱり議論して，この中には書かなくても，今から我々と

すれば広島型をどう作っていくかということをやる必要があるのかなと思っているんです。あく

まで広島型というのが出てたんですけども，その辺りはどのようにお考えでしょうか。 

（委員長） 

   当初は市町村合併をするだけではなくて，それに合わせて地方分権を進めていくというのが広

島型というような趣旨説明だったかと思うんですが，それがある程度一段落していますので，次

に何をするかという，正に理念にかかわる問題なので，次の取りまとめに間に合うかどうかはと
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もかく，今後とも継続して審議していかなくてはいけないかと思います。 

（委員） 

   それに関連しまして，「県が担うべき領域，将来的には県が専門行政に特化すべきと考えられ

る」この辺のところをもう一段踏み込んで，今言われた広島型ということも考えられるんじゃな

いかなと私は思っています。先ほど事務局が太田川の話をされ，私も同感なんですけど，一番不

思議なのは，最近太田川の河川事務所のオフィスなんてきれいにできて，あれは普通であればも

っと批判があっていいと思うし，今までの太田川，私のよく知っている先生たちが，本当にたく

さんの橋を造りすぎちゃったんですよ。それで，自分が造った太田川の橋について本を書いてい

るんですよ。そのくらい太田川というのは土木屋さんから見ると全国的にも有名だから。 

   ところが，県の我々の立場からいったら，治水だとか安全だとか安心だとか，より楽しい水辺，

工夫だとか，こういう視点から言うと，これは国じゃないですよ。これはやっぱり県だとか，こ

れは流域で考えるべきだから，これは県の考えるべきことだとか，そういう県の機能というとこ

ろにもう一段踏み込んで，例えば安心，安全だとかいう切り口で，それを国と違う形のものにな

らないか。ドクターヘリでいいんだろうか。あるいはもっと広域的な医療だとか，かつて呉でが

んセンターに関連したような構想が出たことがありますけども，やっぱり県がやるべきことは広

域的な形での高次な医療の機能であるとか，消防のより高次な部分であるとか，こういうものは

欠かせない。そういうことをもっともっと入れ込んでいくと，この県の機能というものが明確に

なるのではないかなと思うんですけどね。 

（委員長） 

   これは３つの柱ごとに書いたものなんですが，理念，今回の改革の目指すもののようなものも，

ちょっと上に共通するものとして取り出す必要があると思いました。 

（委員） 

   農商工の，愛媛県のブランド戦略課というのは，これはちょっと削ってほしいんだな。それを

言うんだったら，こういっては何だけど島根県の方が立派ですよ。私はこのことはよく分かるん

だけど。 

（委員） 

   教育委員会に関しては，なかなか人員管理は厄介なところだと思いますよね。二万何千人です

よね。だから比率もすごく大きいし，逆に言うとそこでほんの少しのコントロールでもって，経

費の面では半減するのもかなり大きいということは，あるにはあると思います。ただこれが，こ

こに委員長に書いていただいているように，環境に留意した上で，適正な定員管理というような

表現，本当はここのところをもう少し踏み込んでということになるのかもしれませんが，これに

ついてはまたいろいろな意見を交換させていただけたらというふうに思います。 

   １つだけいいですか。せっかくの機会なので，本当に誤った認識のままお尋ねするかもしれま

せんが，考え方を少しでも，もしあればお聞かせいただきたいと思うんです。これは文教予算関

係で市町のレベルだろうと思うんですけれども，例えば文科省の方が学校図書関係とか，あるい

は理科器材関係とかという形で付けたというのが，実際にどこまで反映されているかというと，

すごく率が低いんですよね。つまり図書予算というひも付きはいらない，自由に使いたい，これ

は分権の方向として正しい。しかし，こういうふうに使ってねと言っているものが，緊急という

か危急財政の関係で本題に回らずに，別のところにいったりしていますよね。流れとしては地方

分権，財務関係もそうだということを認識しながら，やはり独立してその中の財務で地域を回し
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ていこうとしたときに，やはりどうしても足りないところはそこへ優先的に手当てをする。良い

言い方をすればメリハリを付けた予算の使い方をする。その結果として地域間の格差が出ても，

これは住民が選択することだという理解でいいんでしょうか。 

（事務局） 

   これは，交付税制度の問題だと思うんです。交付税は先ほど説明したように，基準財政需要額

と基準財政収入額の差額を補てんするというのが制度の根幹になっています。そのときに，基準

財政需要額の中に，標準的な団体が文教費としてこういうものがいりますよねという積み上げを

して，需要額をはじくんです。それに図書資料費を入れているじゃないかと，そうなっているの

にこの金が使われていない。おかしいよという議論があったわけですが，そもそも地方交付税交

付金というのは，一般財源でしょうと。そういうモデルケースにはしたけど，交付税の需要額に

入れているからこう使いなさい，ああ使いなさいというべきか，いうべきでないか。地方の側か

ら言ったら，一般財源だからいいじゃないかと思うんですが，どうも交付税は国がコントロール

する金だという認識があるという問題なんです。 

   ですから，補助金をくれると。補助金はこれとこれとこれに使いなさいと，財産台帳を整理し

なさい。何年間は使いなさい。それを勝手にほかしたら，補助金を返してもらいますよというも

のと違うものであるという，だから交付税って一体全体何なのかという議論にかかわる問題だと

思っております。 

（委員） 

   権限移譲のところでずっと思っているんですけれども，現状に慣れてしまっているというのが

いいかどうかはあれですが，大きく変わるとなると不安はつきものだと思うんです。市町の方に

権限移譲をすれば，住民に近いところでサービスが受けられるようになって良くなるというふう

には言われるけれども，本当にそうなるのかどうなのかという不安は，やっぱり実際の住民の方

は私も含めてあると思うんです。そこの部分の，本当によくなるんだというところ，もしくはそ

の移行期間においてはきちっとした責任を，市町も県も負うんだというところは，はっきり声明

していってもらいたいし，実行していってもらいたいと思います。 

   それと共に国から権限の移譲を受けていく，県が権限を受けるに当たっても，今まで必ずしも

十分ではなかったとはいえ，いろいろなことが一律にはできてきていたものが，それ以下になる

のではないかというのを，これは個人的にはやっぱり不安を感じています。 

   特に自分のかかわる分野であれば，児童福祉に関して，子どもたちには選挙権もありませんし，

今は子どもの意見を聞くというような場面もありませんので，県であったり基礎自治体が，ほか

に予算を取っていって，子どもにかかる予算が，特に社会的擁護みたいな部分についての予算が，

どれだけきちっと組まれるのかということについて，すごく不安を抱いています。その部分につ

いて責任を負うというようなところを，だから今より悪くなるかもしれないと思ったら，みんな

反対するわけですよね。その漠然とした不安はあると思うんです。そうじゃないんだということ

を，やっぱりきちんとうたっていくような内容にすべきだと。どこが良くなるのかというところ

を全部語っていくのは難しいとは思うんですけど，希望が持てる，期待ができるような計画にし

ないと，なかなかそこに賛同も得られないと思うので，どこを主に力点を置いて語っていくのか

というところはあると思うんですけど，そういったものを分かるような，できれば分かりやすい

内容を目指すことができればなというふうに思っています。 

（事務局） 
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   今日，委員長の方から出されているのは，委員長から御説明がありましたように，今日議論し

ていただいて，この中身を検討した上で，オーソライズした形でまとめて，本審議会に小委員会

の意見として出されて，了解が得られれば私どもの事務局に対して，委員会で議論し，審議会で

了解を得たので，これに基づいた我々のこれから作るプログラムに反映させなさいというような

形になると思います。 

   そういう意味でいきますと，今の部分は委員長のレポートにそこまで書いていただいて，それ

を受けるということも必要だと思いますし，むしろ本質的に言うと，今のレポートでは権限移譲

を更に進めるべきだというふうに書いておられますが，その際にやり方の問題として，例えば人

口，一番小さいのが７千人とか８千人という基礎自治体が広島県にはございます。それが例えば

学校教育の問題について，小・中すべてをフォローできるかどうかというような話もある。だか

らそれはできる範囲を移譲しなさいと。できない場合は，例えば具体的に言いますと，安芸太田

町というのは，人口が７千か８千ですが，安芸太田町でできないとすれば，北広島町あるいは広

島市と組んで責任を果たしなさいという補完の方法があるとか，それから県が一方的に決めちゃ

ったからやるというんじゃなくて，市町の対応能力を養成する支援をしながら，移譲を進めると

いうような対応策も出てこようかなというふうに思います。 

   もう１つ，移譲してからとにかく渡せばいいというものでもない部分もあるよという，以前，

そんな話もあったような気がしますが，そこら辺はそういう意見も踏まえて，本当にさっき話が

ありましたように，制度設計は県がする，実務は市町が対応するというケースも，そういうもの

は柔軟に考えていくということでもあるかと思います。その辺を踏まえ，我々が今回の審議会，

委員会で出た意見を計画にどのように生かすかということで，必要ならばこの委員長のレポート

に加えていただいておっても，それは宿題として預かってやるということになると思います。 

（委員） 

   権限移譲については今お話のありましたとおりですし，あと出ました意見でちょっと御意見さ

せていただくとすると，メリットだけではなくデメリットも必ず書くという。これは初めの方に

お話しさせていただいたと思うんですけど，ついついこういうものというのはいいことばかり出

て，こんないいことがあるので賛成してくださいね。この傾向でいきますねということになるん

ですけども，それは判断を誤らせることになると思いますし，極論したら愚民政策につながるこ

とになるかと思いますので，デメリットの部分もしっかり書いて，これだけの負担があるんです

よ，でもそれに勝るだけのメリットもあるじゃないですかというようなところを，住民の方々に

判断していただけるような情報を，適正に提供してくれるように書いていただければと思います。 

   あとは本庁組織の話で委員も言われましたように，ものによったらちょっとメリハリをつけた

方がいいものもあるかなとは思うんですけども，その辺りは具体策が出た上でまた議論させてい

ただければと思いますので，この原案のとおりで結構でございます。 

 

【閉会】 

（委員長） 

 県の方には従来どおりフォローアップの作業を続けていただくとして，このまとめ案，９月３

日，次回の小委員会でまた，より整えた形にしなくちゃいけないんですが，それまでにもし御意

見とか，こういったことを発言したはずなのにということがございましたら，来週半ばくらいま

でに，私のところかあるいは県の方にメール等でお知らせいただけたら，それを反映して案の形
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にしていきたいと思います。 

 非常に重要な課題なので長くなったんですけれども，長時間にわたってどうもありがとうござ

いました。 

 

８ 資  料   （財政健全化関係） 

         資料１   今後の財政収支見通しについて 

資料２   「第二次中期財政運営方針」の主な取組と課題 

（その他） 

         参考資料  第３回小委員会の概要 


