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広島県総合計画審議会第６回小委員会 議事録 

 

１ 日  時   平成 21 年９月３日（木）14：30～16：30 

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，坂越委員，坂本委員， 

原田委員，平谷委員，藤井委員，三宅委員 

４ 議  事     現行「分権改革推進プログラム」の取組と課題， 

今後の審議会・小委員会の進め方，今後の分権改革の理念と方向 

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 

【現行「分権改革推進プログラム」の取組と課題】 

 ● 委員長，事務局から説明，質疑応答 

【今後の審議会・小委員会の進め方，今後の分権改革の理念と方向】 

 ● 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６回小委員会を開催いたします。 

 

【議事】現行「分権改革推進プログラム」の取組と課題 

（委員長） 

   本日は，まず分権改革推進プログラムの取組と課題について，県の取りまとめ案がございます

ので，これを審議した後，次に今後の審議会・小委員会の進め方などについて議論していきたい

と思います。 

   その前に，お手元に資料１を配付してございます。前回，これまでの小委員会の皆様の御意見

に私なりの所感も交えまして，取りまとめさせていただきました。こういった形で，次回，９月

14 日の第２回審議会に報告させていただこうと思います。お手元の資料１につきましては，前

回の会議が終わった後，事前に皆様方の方に案を送らせていただいて，御意見をいただいたとこ

ろです。 

   そのお送りした案と，ごく一部，文言等の表現を修正しておりますので，ざっと見ていただけ

ればと思います。ざっと目で追っていただいて，こういった内容でよろしいかどうか，大きくは

分権改革の推進について，２ページ目が行政システム改革の推進について，３ページ目が財政健

全化に向けた取組について，こういった形で次回の審議会に経過報告と合わせて，主要な意見と

いうことで紹介させていただきたいと思います。 

   この資料１について，特に委員の方々から何か御意見ございますでしょうか。 

（委員） 

   １ページの下のところの国と地方の関係の部分で，意見というよりも感想なんですが，「国の
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行政に関する地域住民のチェック機能が存在しないことから，地方が責任ある行政を展開できる

よう」という表現をいただいていますが，国がチェック機能を設けるように働きかけるという考

え方もありますし，また，現在県にチェック機能があるとすれば，私にはちょっとよく分からな

いんですけども，それをきちんと稼動させるといいますか，運用させるというような視点も，こ

のペーパーではなくて今後の検討の中に入れていただけるといいなと感じております。 

（委員長） 

   後半の方は，それぞれ国の仕事であろうと地方の仕事であろうと，地域の住民が関心を持ち，

参加できるものであれば，参加，関心というのが重要なんです。前半部分は，国の監視機能とい

うのは，一応国会を通しているから，地方では例えばそこの八丁堀に新しい建物を造っても，も

う通っているからとやかく言うなということが，基本的な国のスタンスなんだろうと思います。 

   これに限らず，ほかに個々の事業でも同じようなことは，よく起こることだろうと思います。

それをできる限り，直接的に物申すという機会が重要だろうと思います。趣旨としてはよく分か

ります。 

   それでは，次回の第２回の審議会に，今日を含めて今までの６回の小委員会の意見の取りまと

め，主要な意見ということで，経過報告と合わせて御紹介させていただきたいと思います。また，

県におかれましても，小委員会の意見等に十分留意していただいて，また今後の後半部分の取り

まとめ等に反映させていただければと思います。 

   それでは，お手元の次第に沿いまして，資料２につきまして，分権改革推進プログラムの取組

と課題について，まず事務局からお願いいたします。 

 

（事務局） 

資料説明：資料２ 分権改革推進プログラムの取組と課題（案） 

（委員長） 

   今まで，第２回から第５回の小委員会でそれぞれ関係各課からの取組・課題等を御紹介いただ

きました。それについて，皆様方の意を踏まえてお手元の資料のように課題を整理したというこ

とです。 

   以下それぞれ大きく３つの分野があるんですけれども，これにとらわれず，どこからでも結構

ですので，御意見をいただけたらと思います。 

   第５回と第６回の間の大きな環境変化といえば，つい先日の日曜日の政権交代ということで，

不透明なところもあるんですけれども，こういったこともその後検討すべきではないか，あるい

は考慮すべきではないかということも含めて，議論いただきたいと思います。 

（委員） 

   資料１の３ページの定員管理で，ここの表現は「教育行政分野においては，環境に留意した上

で」となっていたんですけれども，先ほど御説明いただいた４ページの課題ですよね。将来を見

据えた適正な定員管理，ここの３つ目では「教育分野における」という表現になっているんです

けど，「教育行政分野においては」というのと「教育分野における」というのは，多少意味合い

が変わってくると思うんですが，どっちかに統一すべきと思いますけど。 

（事務局） 

   教育行政ということになりますと，教育行政分野として，私ども事務局としたら，そういう分

野ということになろうかと思うんですけども，もっと幅広く，教育全般ということで，今回は課
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題の方へはそういう書き方をさせていただいた方が適切ではないかということで，そうさせてい

ただいております。学校現場等を含めたということでございます。 

（委員） 

   そういう認識だろうとは思いますけれども，それは構わないんですか。 

（事務局） 

   調整しましょう。基本的には，資料１でいただいた意見がベースだと思われます。そうしない

と，ずっと見てみますと，何となく別世界みたいな感じの，教育の「維持向上に十分留意した」

というような話もあるので，資料１に準拠した形で調整をしたいと思います。 

（委員） 

   ４ページの下のところで，教職員の人材育成と意識改革とあるんですが，ここは取組と成果で

あれば，もう１歩踏み込んでいただいてもいいんじゃないかと思うんですが。どういうふうに意

識改革をしようとしたのかとか，どういうふうに意識改革ができたのが成果なのか。意識改革と

いう言葉でぼんやりしてしまっているように感じました。 

   また，５ページのところで，人件費の抑制ということで，とても御苦労いただいているんです

けども，コストがこれだけ下がりましたということだけではなくて，労働生産性を上げるという

か，そういう文言が必要ではないかと感じました。 

（事務局） 

   意識改革のところの書き方ですか。 

（委員） 

   意識改革が何を意味しているのかが，ピンとこなかったんですけども。 

（委員長） 

   タイトルが抽象的過ぎるということなのか，あるいは具体的にどういった取組をしてどういっ

た成果があり，問題がどういうところなのかということですか。 

（委員） 

   この下の①②③は意識改革にダイレクトにはつながらないと思いました。意識改革というのは，

サービスを提供する相手に対する意識改革が今求められているんだろうと想定するんですが，そ

うではなくて，人事評価制度が入りましたということを，果たして意識改革なのかどうかと。 

（委員長） 

   広く取れば，評価にしろ管理職の問題にしろ，本人たちのやる気とか自立の問題でしょうから，

そういう意味では関係ないとは言えないかなという気もするんですが，いかがでしょう。 

（委員） 

   ないことはないんですけども，今求められているのは，消費者とか県民に対するニーズの敏感

さというか，そういうことなのではないかと感じたんですが。 

（委員） 

   そういう意味合いで言うと，現行の県内教育状況というのもあるんだろうと思いますけれども，

いわば顧客である，顧客という言い方も括弧付きですけれども，保護者なり児童生徒なりに対し

て，教職員が本当に意識を変えて取り組むという意味合いでの言葉であろうとは理解しますが。 

（委員長） 

むしろ一番右の欄，課題のところでそういった趣旨を表現する必要があるというか，どうでし

ょう。 
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（委員） 

   確かに取組，成果のところは，人材育成，意識改革というかなり大きなものが挙がっているの

に対して，課題のところは，導入された主幹教諭というところに特化しているきらいはあるかと

思いますけれど。 

（委員） 

   ここは私なりに読むと，是正指導以降，意識改革を一生懸命やってきたのは間違いないと思う

んです。ただその具体的なものとして挙げられている①②③と，意識改革に向けて教育委員会全

般として取り組んだこととがちょっと一致しないようなものが出ているなという気はするので，

ずれているとまでは言わないんですけど，もっと広い意味でいろいろな意識改革のための動きを，

一つ一つ取り組んできたということがあるから，ここに意識改革という言葉が出ているんだろう

というふうには理解します。 

（事務局） 

   もともとここの標題の意識改革というのは，この行政システム改革の課題，これがベースだっ

たものですから，それの実績ということで，ここの中に意識改革というのが出てくるわけです。

それを引用しているんですけど，そこで言う意識改革というのは，先ほど委員がおっしゃいまし

たけども，是正指導等の歴史がございまして，その中で信頼される学校づくりに向けて，校長の

リーダーシップの下で教職員一人一人が力を発揮し，組織的な学校運営が行われるよう，教職員

の意識改革を図るとともに，自主的・自立的な学校経営を見つける。これがもともとの目標でご

ざいまして，だからおっしゃるような形の趣旨の中で，意識改革という部分が，明確に何が具体

的な施策としてあったかと言われると，実態的に今の学校運営そのものがかなり組織的になって

いるものとか，学力の向上の実績でありますとかそういうところにつながっているんだろうと思

うんです。なかなかここで施策として打ち出すのは難しいかなと思うんであります。 

（委員長） 

   今回，そういう現行計画の個々の項目まで逐一，100％対応して検討したわけじゃないでしょ

うから，ずれは出てくるかもしれないですね。 

   そういう視点で，特に課題のところ。これは今後，後半の議論にもつながっていくと思うんで

すが，現行計画の項目に 100％対応しなくても，重要な課題が指摘されているかどうかという目

で見ていただければと思いますが。 

（事務局） 

先ほど委員から御指摘いただきました５ページのところで，人件費のコストだけではなくて，

もっと質の問題も書き込むべきではないかという御意見があったと思うんです。 

   まさにおっしゃるとおりであると思うんですけれども，５ページでは，財政面でとらえた人件

費がどうであるかという定例的な考え方を課題としてまとめておりまして，今御指摘いただいた

部分というのは，むしろ４ページの業務の効率化，業務改善のところでとらえるべき課題である

だろうと思います。 

   ただ，これが行政の縦割りで別々でやっていてはいけないので，この３本の施策を１つのプロ

グラムにして，お互い見えるようにして，コストも下げながら，かつ業務の効率化も図って業務

改善も図っていこうと，一本化にしたいということで書き分けていると御理解いただけたらと思

います。 

（委員） 
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経営では労働生産性というのが経理の方というか，カウントに入っているので，つい。 

（事務局） 

   おっしゃる点は非常によく分かるので。 

   だから逆に一本化したこういう形で，３つの計画を１つにしないといけないという考えで今御

議論いただいているということです。 

（事務局） 

   委員からせっかく御指摘いただいたので，まさに労働生産性というか，役所の場合は公務能率

の改善というか，そういう言葉になろうかと思いますが，４ページの業務見直しに入れるのか，

どちらが適切かという部分はありますが，ぜひ項目としては，課題として加えさせていただきた

いと思います。 

（委員長） 

   ところどころ効率性という表現が出てくるので，それと関連づけて。 

（事務局） 

   そうですね。 

（委員長） 

   ただ，そうは言いながら，一方特に教育とか行政サービス絡みに当てはまると思われるんです

が，単純に経済効率性，生産性だけではなかなか計れない分野もあるので，特に言われています

労働生産性については，質の部分がなかなか評価されにくいところがあります。 

   ですので，生産性で割り切れるところとそうじゃないところをうまくバランスを取ることも重

要かなという気がします。 

（事務局） 

おっしゃるとおり，そのバランス，それから職務の性格，業務の内容によって違ってくる。必

ずしも公務能率，生産性だけでない部分も入ってくるということは認識しながら対応する必要が

あると思います。 

（事務局） 

   ４ページの上の方に，何か入れる形で考えたいと思います。 

（委員） 

   ２ページの下の道州制の課題のところには，「更なる気運醸成への取組について検討する」と

あるが，道州制について以前御質問したときに，別の方向もあることも検討の中にあるんじゃな

いか，そういうことを踏まえて，委員長の意見の中では，「今後どのような考え方（あるべき姿

や理念）で分権改革を進めるのかを明らかにすべき」ということがあるので，気運を醸成という

課題にはならないんじゃないかなと思うんですけれども。 

   もっと，理念とかそういうところも含めて，気運を醸成すればいいことなのかどうかも検討す

る必要があるんだと思いますけど。 

（事務局） 

   県の広域自治体としてのあり方そのものを，もっと検討することが先に必要だということです

かね。それは２番目のところに書いておりますけど，広域自治体としての県のあり方というのは，

これから後半戦で十分御議論をいただきたいと思っているんです。それは，議論いただくととも

に，併せてやっぱり県民の皆さんにそういうことを訴えていかないといけないということですか

ら，どっちが先ということではないんですけど，並行してやりたいというところです。 
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   今時点のものがすべて正しい。それを県民の皆様にすぐ今訴えていくことが先だよとは考えて

おりません。 

（委員長） 

   いきなり道州制移行を掲げる前に，もう１つやることがあるんじゃないかというような趣旨だ

ったと思うんですが，そういうふうに出すかどうか。今の並行しながら，両方議論しながら検討

するとおっしゃっています。 

（事務局） 

   今のと順番が逆になっていますが，②のところで移行に向けた取組の中で，具体的な制度設計

とか，あるいはその下の目指した改革のプロセスですね。道州制実現に向けた，というところに，

今おっしゃったような部分は。 

（委員） 

   今のところは私も気になっていて，必要なんだけれども，県民には理解が得られていないとい

う書き方で，実際にそうなのかもしれないんですが，何か上から下ろしていく感じに，表現が適

切かどうか分かりませんが，何となく上から目線な感じなんですよね。 

   住民が必要だということだったら道州制をやっていこうというのが，基本的な今やっている分

権改革の考え方のはずなのに，上から下ろしていく感じが，すごく違和感を感じていまして，だ

から住民において，県民において必要性というような観点から考えていって，もしそれがあまり

出てこないんだったら，何が何でも道州制なのかなというところまで考えてみても，そういう視

点で考えていく方がいいのではないかなと思っています。 

   それと，どこがいいのかよく分からないんですけど，資料１においては，定員においてもメリ

ハリという言葉があって，財政健全化においてもメリハリという言葉が出てきていて，まさに両

方ともそれが大事だと思うんですけど，要するに，どこの部分に重点を置いて，どこの部分を切

り詰めていくのかというのは，前回の話だと財政はできることはない，中でどうするかだという

のは勉強させてもらったんですけど，やっぱりビジョンがあって，だからここにはお金を費やし，

そのために財源というのは，国の財源を移譲してもらうのもありますが，場合によっては県民の

税金を増やしてでも費やしていかなきゃいけないというところだと思うんですが，その視点を出

していくということ，これは知事が絵を描いていくものなのかもしれない。そこが広島型という

ところにもつながると思うんですけど，そこがまだちょっと私にはよく見えていなくて，そうい

うビジョン，これが理念なのかあるべき姿なのか，いろいろなところでちらほら出てくるんです

けど，そういうところを考えて，盛り込んでいかないと，何かみんなが期待して見るものになっ

ていきにくいのかなと思っています。 

   それを，私たちが議論すべきだということなら議論しなきゃいけないのかもしれないんですけ

ど，メリハリのつけ方にどういう重点を置くのかというところが，必要なのかなと感じています。 

（委員長） 

   今の２点とも非常に重要なテーマですが，まず最初の点から。道州制，地方分権の表現なんで

すけども，上から目線のような気がするということなんですが，これはちょっと確かに工夫しな

ければならないんですが。 

（事務局） 

   県民の理解というのが，まず一丁目１番地だろうと，一丁目１番地という認識，県民の理解が

ないと進められない。最終的には国が法律改正しますけども，県民，国民の理解がないと無理と
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いうのが我々の認識でございます。 

   したがって，心は下からなんですが，そこの書き方が少し上から目線という御指摘につきまし

ては表現を変えさせていただきたいと思います。 

（事務局） 

   十分に得られていないという言い方を，少し変えさせていただきます。 

（事務局） 

２点目のメリハリでございます。実はどちらが先かという話があるんですが，この審議会では，

この分権改革推進プログラムに続きまして，場合によっては同時並行になるかもしれませんけれ

ども，次の総合計画を策定していくことになっております。 

   我々の中でもちょっと議論はあったのですが，どちらが先かという話がございました。そうい

った中で，現在の計画というのは今年度，分権の方が先に切れるものですから，まずそこの，こ

れからどうやったらいろいろな施策に政策資金を投入できるような体制を持っていけるのかと

いうのをまずやって，本当は同時並行が一番いいんですけれども，総合計画，ビジョンの中でど

ういうところに重点で政策をやっていくんだという，どういうメリハリをつけていくのかという

のを，本当は政策面の方が先の方が，こういう政策をやるためにこういう体制をもっていくとい

うのが非常に分かりやすいんですが，計画の年度の関係でございまして，その辺は次の総合計画

の中でしっかり御議論させていただければと思います。 

（委員長） 

   今の後半については，メリハリを付けるとか，選択と集中に考えたらいいんですが，具体的に

個々の事業を検討するのか，あるいは考え方まで議論するのかどういう具合に考えるんでしょう。 

（事務局） 

   総合計画の段階では，その両方を見ていただくことが必要だと思います。とりわけ今の県行政

は国の縦割りと従属関係にあって，「私たちの分野の仕事が一番なんだ」という競争をしている

わけです。それを財政とか組織とか人事が調整をしているようになっているんです。トータルで

そのバランスがどうなのか，あるいは住民の側から見て何が望まれているのかという視点がない

と思いますから，個々の政策のあり方をめぐっては，全体を見ながら各パーツをどうするかとい

う議論をしていただきたいと思います。 

（委員長） 

   よろしいでしょうか。現状では課題ということで。 

（事務局） 

道州制に戻らせていただいて，こういう書き方になっているのは改善の余地があると思います。

ここで言いたい部分を簡単に言うと，実は地域主権，地方分権というのは地域に根ざした自治が

行われる必要があるということが根っこにあります。そうすると，地域に根ざした行政というの

は，できるだけ基礎的団体といいますか，市町村が受け持っていい部分については持つんだとい

うことが前提です。 

   そうしますと，ただ今現在の都道府県制というのが，このままでは充実した地域主権は発揮で

きないでしょうと，したがってこのままではなくて，変えていく必要があります。それが１つの

言葉で言うと，更にもうちょっと大括りにした市町村行政を補完するような形が必要なのではな

いかと。それを，今の都道府県制を越えた形で構築する必要があるという意味でもあるわけです。 

   だから，様々な道州制に対する考え方を整理して，こういうふうにすれば良くなりますよ，も
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ちろん 100 点満点はないですから，利害得失できますよと，そういうことを十分県民の方に理解

していただくという形の工夫をしながら，そんな表現を若干考えてみたいと思っております。 

（委員長） 

確かに地方分権そのものは移行過程とか，ある意味で手段のような問題でしょうから，今おっ

しゃったような意味で地方自治なり住民自治というのを目標で，明確に打ち出す必要があるかも

しれません。 

（委員） 

   まず表現上の問題で，先ほどから気になっていたところの１点が改善されようとしているので

すが，２ページ目のところは，「県民の理解が十分に得られていないことから」という表現は，

こんな失礼なと思いました。「十分には」と，「は」を入れるだけでも随分と違って，私は法律を

やっているとこういうところが非常に気になるので，１つ入れるだけでも違ってくるのかなと思

っていました。 

   もう１つ気になる表現が何度も出てくるのですが，これはちょっとお伺いしたい，「職員のや

る気」という言葉が何度も出てくるんです。これが，例えば 1つの例，４ページの能力開発型人

事管理の推進の一番最初の○のところでも，適材適所の人員配置，能力の適正評価など，職員の

やる気や能力を引き出す。そう言われてみればそうなんですけれども，まず前提として，いかな

る職員も，当然やはり公務員も，職務に対してやる気をもってやるというのは当然のことなんで

すよね。こういった表現を採用することにおいて，前提としてやる気がないということなのかな

ということで，ちょっと公務員の方々を擁護的に言うと，もう少し職員の質の高い意欲とか，何

か表現を工夫した方が，これでは職員のやる気というのが，前提としても，前提又は現状として

ないのかなというようなことを思うので，これはやる気を引き出す，やる気というのが何度も出

てくるので，私はこの辺は表現がちょっと気になっているところです。 

   そういったところがちょこちょこと見受けられるので，きめ細やかな，配慮の行き届いた表現

というものがよろしいかなと思っていますので，調整をまずお願いしたいなと思います。 

   もう１つの表現以外というか，表現にもかかわることですけれども，同じ４ページの一番上の

業務の効率化のところで，３番目の○の「業務の効率化に当たっては，併せて職員のやる気を引

き出す」，やる気は置いておいて，「併せて」ってどういうことなのか，ちょっと理解し難いんで

す。「業務の効率化に当たっては，併せて職員のやる気」読んだだけでは何を言いたいのかよく

分からないところがありますので，「併せて」というのが何を意図して使われている言葉なのか

というのも精査していただいて，意図していることを的確に表す表現を使ってください。私はこ

れを読むと，「併せて」というのはどうしてなのかなというのがよく分からないところがありま

すので，それも中身と絡めて表現をお願いしたいというふうに思います。 

   それと同じところ，これに関係してなんです。次は私の意見なんですけれども，ＩＴ化をなぜ

するのかということなんです。ＩＴ化をするのはいいんですけれども，情報というのが細分化さ

れて，確かにネット上とかいろいろなところにいろいろな情報は非常にたくさん載っているんで

す。ただし，それを利用する方があちこちに飛んでいかなければ，なかなか自分の思う情報にた

どり着いていき難いということがあります。 

   例えば，私が発信する情報をある部署に発信した。別の部署からまた要求されて，また同じ情

報をまた出すというような，二度手間，三度手間ということを要求される場合が非常に多いんで

す。 
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   これなんかやっぱり情報の一元化というんですか，自分は例えばこの夏期のときにこういう体

験を子どもたちにさせたいと思ったときに，いろいろなところからいろいろな情報が来るんです。

インターネットもそうですが，チラシみたいなのがわーっとやってくるんです。１日に小学校と

いうようなところを通して 10 枚くらい，それを私は書きものを読むのが好きですから全部読み

ますけど，なかなかこれは面倒なのです。 

   例えば夏休みがどうこうということについても，それを一元的に紙媒体でしたら冊子にしてま

とめるとか，情報のどこかが一元的にするとかということを，官の中でも，それから官が，民が

どういったプロジェクトをやっているかというものも集約して，一元的に提供するということが

必要なのではないかなと，利用者の立場に立てば，なかなかあっちへ行って，こっちへ行って，

いろいろなところから情報を取ってくる。また情報がやってくるというのは非常に手間というか，

そういうことがありますので，ＩＴ化ということを考えるときに，利用者の視点に立って，情報

の一元的な提供なり，また管理なりということも考えていただきたいというのが，このＩＴ化に

対して常に私が思っていることです。これは感想として御検討くださればと思っています。 

   また，内容のことなんですけれども，４ページの下の方にも関わりますが，能力開発，人事管

理，ここは質の話が先ほど出ていたと思うんですけれども，人材の適材適所の配置ということよ

り，質の向上というんですか，公務員の方の専門性という言葉がどこにも出ていないと思うんで

す。専門性といったような質の向上を確保するための，確保すべき人材育成をするということを，

どこかに盛り込んでいただきたい。 

   それと併せて，人事管理のところで，先ほど委員長の方からもありましたけれども，そういっ

た質の面，数という量的な面だけじゃなく，職員の質をうまく評価する評価システムというもの

もやはり，難しいですけど考えていくということが必要なのではないかなと。 

   具体的に申すまでもないことですけど，例えば私どもの世界だったらば論文をどれぐらい書い

たかと，取りあえず数を書けばいいという問題でもない。どこかいろいろなところでこんなこと

をやっていますよと，わーっとやればそれで数でずらっと並んでくる。そういうものではない。

質で，どれだけ高い質の仕事をしているかということを評価するってなかなか難しいんですけれ

ども，間違うと情実人事みたいなことになっていってしまうし，その辺の検討というか評価のシ

ステムというものも検討課題かなと，私はこれを課題として挙げるのであれば，セットとして出

てくる課題ではないかなと思っています。 

   財政のことで質問なんですが，６ページの５の財源不足の対応をずっと見ていますと，全部マ

イナスなんですよね。平成 16 年度から載っていますけれど。それから今後の収支見通し，平成

22～31 年度。これは主な原因ということを書いてあるんですけど，これは県民に対してどう説

明したらいいんでしょうかというところです。通常，民間で，私立の大学もそうです，民間でこ

れをやっていますと，それから一家庭でもこれをやっていますと，とんでもない。どう説明しま

しょうかということを質問としてお伺いしたいと思います。 

（事務局） 

最後のところの，単純差し引きがさっき言われたマイナスがずっと続いているというか，絶句

してしまうんですけれども，単純差し引きといいますのは，決まって入る収入，税金が一番多い

んですけども，それから国から配分される交付税も地方の財源なんですが，そういう形で歳入を

積み上げる。これがなかなか増やせない。景気の状況もありますし，制度問題，いくらでも税率

を上げられないということがあって，そこが増やせない。 
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   そうしたときに，この前も議論になったんですが，今言われたように家庭であれば，今月は外

食をやめましょうとかという形で歳出を削減できる部分が，歳出を削減し切れない部分があると

いうことで赤字が出る。人件費もそうですし，この前お話ししたような福祉的なものがあります。

その赤字が出ながらまがりなりにできてきたのは，これまでは借金と貯金の取崩しでやってきた。 

   見ていただくと分かるんですが，前段階の平成 16～18 年度というのは貯金があったので，借

金よりは貯金を崩しました。後半の平成 19～21 年度は貯金がなくなったので借金にシフトしま

したという形で，帳尻は今のところ合っています。そういう意味では，今までのところ資金不足

はありますが，赤字にはなっていないということです。 

（委員） 

   それは先ほどの説明のところでも，もうそろそろ基金とかの取崩しも限界にきているというと

ころで明らかで，それは現状の説明で。 

（事務局） 

   そうですね。現状ですね。今後厳しいのは，借金がどれだけでもできるかというと，借金でき

る幅がございます。 

（委員） 

   そうですね。限界がありますよね。 

（事務局） 

   それからもう１つ申し上げると，今の段階では貯金がないので，マイナスがずっと続く中でや

れることは，今もルールをある程度外れたところで給与カットもやっているわけですが，歳出を

更にどこか本当に削れるのかというところと，歳入は景気が非常に悪い中で，国に対して本当に

必要な事業を，例えば介護保険とか国民健康保険とか，後期高齢者のいろいろな負担を義務でや

るのが非常に今増えていますから，本当にそれをするのであれば，財源をここに書いているよう

に，きちんと手当てしてくださいということ。自助努力ではなかなかできませんということで，

それがすべての答えではないんですけども，分析からすると，歳出がなかなか切れない。特に今

回言った退職者が今後増えてくる。これまでにした借金の返済が増えてくる。義務的なもの，ま

たは人件費もある。歳入は独自には増やせない。景気の中で，税が非常に下がってくるという中

で，淡々といけばこういう見通しになっていかざるを得ないんですよということ。 

（委員） 

実質公債費比率ってどれぐらいになっているんですか。 

（事務局） 

15.5％ぐらいですね。 

（委員） 

   例えばほかの都道府県というのはどういう状況なんでしょうか。 

（事務局） 

これも，全国平均は本県よりは下です。ちょっと今手元に持っていないんですけど。 

（委員） 

   と申しますのは，例えば国に対して，実質公債費比率の高い都道府県と共同して，何かアクシ

ョンみたいなものを，そういうこともあり得るのかなということで，例えばほとんどの都道府県

でも実質公債費比率が 15 点幾つとかということになっているのであれば，それぞれの県でもと

もとの要因が違うでしょうけれども，１つの共同みたいなものを取れるきっかけになるのかなと
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いうことをふっと思いましたので，それで本県の実質公債費比率と，他府県の公債費比率がどの

程度，どういうふうな感じになっているのかなというのも，ほとんど全国平均ぐらいでほかの県

も相当程度苦しんでいるということがあるのであれば，双方の情報交換とか共同とかを取れるの

かなということを思いましたので，それをちょっと聞いてみたいんですけど，どういうものでし

ょうか。 

（事務局） 

   実質公債費比率は，今言われたようにレッドカードが出るというのは 35％以上。夕張市みた

いな感じ，そこまでいっている都道府県はありません。市町は厳しいところはあります。今の厳

しさを表すと，全国知事会の言い方なんですけども，いろいろなサービスを，例えば警察を全部

やめましょう。それから福祉的なものを全部やめましょう。極端なことを言って，そんなことを

やっても，例えば３年先にはもう貯金がなくなります。全都道府県です。県によっては違うんで

すが，そういうことで，この際歳入を増やす方策を，具体的に言えば，１つの提案とすれば消費

税を上げる中で地方消費税分を増やしてほしいと。国に言っていくのは簡単ですが，国はそれ以

上に借金があるんです。だから，国も地方から金がないと言われても，分かりました，じゃあ，

そこへ国から御用立てしましょうという形にはなっていない。三位一体改革に代表されるように，

地方に国のつけが一部回ったようなこともあります。そういう意味では，無駄はやめるとしても

歳入を増やすため，何らかの税を上げる時期にもうきているんじゃないかと思います。 

（事務局） 

   今の説明は，ちょっとプロっぽい話なんです。財政問題というのは極めて専門性が高くて分か

りにくいと思います。一番比べてみて分かりやすいのは，我々，皆さんもそうですが，家計を考

えてみた場合に家計と違う部分が随分あるんです。ここでマイナスが多い，赤字が多い，どうな

っているのという話があるんだけど，実はこの赤字か黒字かの判断は，行政の場合は借金をして

埋め合わせていけば黒字になるんです。借金もできない状態になったら赤字になるという，そこ

が根本的に違います。それが１つ。 

   それから，収入を増やせばいいじゃないのといったって，ひとつ新しい税を作るということ自

体がかつてはすべて国の許可がいります。今は届出というふうになっている部分もありますが，

やってみて，実質許可と一緒です。結構，関与されます。 

   それと，税金を増やしちゃうと，国が地方税法で書いている税率を上げるということをやっち

ゃうと，交付税を減らされるんです。だから自由に使える金というのは，仕組みとしてどちらか

が増えるとどちらかが減るという構造になっておりまして，歳入，入ってくる収入だけではなく

て，歳出も国の関与を深く受けている状況ですから，なかなか難しいということがあります。そ

ういう状況にあるということだと思います。 

   それから，さっき実質公債費比率の話もしましたけど，例えば東京都とか日本の富の３割が集

中しているようなところは一部ありますけど，一般的にはどこも，家庭で言うと火の車。県より

も市町村はまだ厳しいところもありますよという状況です。 

   この表を見ていただくと，財源対策と書いてありますが，名前を変えて行革推進債，行革をや

りますと言ったら借金ができるとか，これも結局は新しい借金のできる制度を作っているわけで

す。だから，単年度では黒字になったと言っても，実は借金の額はじわじわ増えているんですよ

ということ。あまり簡単でもないかもしれないけど，そういう状況になっているということです。 

（事務局） 
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今のように先送り，たちまち帳尻を合わせるのに，借金するか貯金を崩すというやり方が。 

（委員） 

   貯金はもう取崩してしまって，借金は償還がきたら返さなきゃいけないですよね。 

（事務局） 

そういう意味じゃ借金の支払いも，今困っているような状況になりつつます。 

（事務局） 

   20 年前の状況だったら，心中でもしようかなというところが，まだまだもうちょっと頑張れ

ますよと，ひどい状態だがまだ大丈夫よというのが，健全化法とか新しい法律でだんだんその辺

の節度を緩めてきたという実情。率直に言うとそういうところがありますから，たちまち倒れて

しまいますよという状況ではないが，大変厳しい状態です。 

（事務局） 

   ６ページの御覧いただいたように財源不足の対応の表の，平成 21 年度の数字を申し上げます

と，何もなかりせば，つまり平成 15 年度と同じような３年間クールで，具体化方策の健全化を

やってきたんですけれども，この３年間，６年間のクールがなかりせばの平成 15 年度と同じこ

とをやっていたとしたら，平成 21 年度には 662 億円の赤字が出ていたであろう。 

   それに対して，まず自立的にやれる部分，健全化対策というのはこの６年間講じてきたわけで

す。それは，具体的には公共事業を縮減してまいりましたし，内部管理経費は徹底的に節減して

きました。併せて歳入の確保，県税の収納率のアップであるとか不要資産の売却であるとかを講

じまして，662 億円のうち 409 億円は内部努力で取りあえず埋めました。 

   ですから，構造改革を県庁自ら取り組んだという点だけは申し上げておきたいと思います。そ

れでもなお，253 億円お金が足りなかった。これは単年度の財源対策を講じました。そのうち，

行革推進債等の発行が 184 億円。これが財源手当の地方債と退職手当債を 180 億円発行して，起

債でもって将来の負担に変えた。財政調整的基金の取崩し 13 億円，残っていた最後の 13 億円を

取崩しました。そして，公債費の平準化を図り，償還期限を少し延ばすことによって，平成 20

年度の公債費，これも負担の先送りですけれども，50 億円負担を軽減した。それで 253 億円の

財源対策を講じ，平成 21 年度の当初予算を編成するに当たって，662 億円の穴を埋めて，歳入・

歳出均衡させた予算を組むという努力をやってきたわけです。それが，過去６年間にこうやって

講じたというのが，上段の健全化と下段の財源対策の考え方。 

   今おっしゃっているとおり，平成 22 年度以降，基本的には平成 21 年度と変わらない規模の財

源不足が引き続き続いていくわけですから，これを健全化対策をどう講じるか。併せて許される

財源対策をどう講じていくかということを，これから３年間ないし５年間のクールぐらいで，次

の計画を立てていかないとだめだということの前提として，今回この健全化対策についてプログ

ラムを御議論いただいている。御議論いただきながら，平成 22 年度以降の健全化対策，財源対

策をどう講じていくかということを，併せて我々も議論していかなきゃいけない。そういう状況

にあるというふうに御理解いただきたい。すべてを借金でやっているというわけではありません。 

（委員） 

   それであれば，この書き方なんですけど，例えば４ページとか，ほかのところでしたら，こう

いうことをやって取りあえずこんな成果が出た。例えば，事業の見直しなんかでこれぐらい減っ

たとか，こういうことが出ていますよね。これをこのまま見ると，全部下手をすると，成果の部

分をやらなかったらもっとひどいことになっていたという，そこの部分が読み取りがなかなか難
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しいわけです。ずっとマイナス，マイナス。だから今の，もしこういった財政健全化ということ

をやらなかったならば，こういうことになっていたんです。これが成果であるというような，成

果面が見えるような一言なり，書き方というのを加えておいた方がよろしいんじゃないかと思い

ます。 

   他のところはちゃんと，どれぐらいのところはどれぐらい減りましたとか，こういうことが主

な取組と成果のところで書いてあるんですよね。だから，ちょっとここの部分，何もしていなか

ったらこれぐらいだと，一定の成果というのは見受けられたんだという表現など加えてはどうで

しょう。 

（事務局） 

   そうすると，何かえらい自慢するようになるんですけど，そこについて言うと，バブル前ぐら

い，もう 20 年近く，こんなやり繰り運営をやっているんですよということになっちゃうんです。

つまり，先ほどいろいろ言われましたけど，やる気，やる気と書いてあって，あんな何だという

話があったけど，施策の遂行がこういう状態で大変厳しいから，ついついやる気が起こるような

気にしなきゃいけないという思いもあって，やる気という，表現として適切かどうかはあったん

ですが，実は財政部門はやっている。確かに随分苦労しているのは事実です。 

   ですが，ここに書いていますように健全化への取組をしたというのは，実はちょっと恥ずかし

いんです。健全化というのは，重病だったんだけど，少し起きて散歩ができるようになった。そ

のうち，どんどん運動をしたら，健常者と同じように社会活動ができるようになっていく。そう

いうプロセスが実は健全化なんですが，ない金を何とか苦労しているのが健全化という言葉を使

っているということも，なかなか厳しい話をしているんです。 

（委員） 

   ここの部分をどういうような方向性に持って行くかということで表現が変わるのかなという

感じはしますよね。だから，例えばこういうことをやったんだけれど，まだ重症化の域を全然脱

していないとか，この辺で何か表現でいろいろ工夫できそうな気がしますけど。やはりものすご

くやったけれども，もっとやらなきゃいけないんだということに焦点を合わせた表現とか書き方

ですよね。一定の努力はしたけれども，しかしながらまだ重症化の域を脱していないとか，一層

の進展をしないとこういうことになるとか。 

（委員長） 

   前回も紹介があったんですが，大阪府がなぜ橋下知事になって単年度黒字を達成したかという

簡単なレポートが出ているんですが，それをざっと読みましたら，教育とか福祉とか出るものは

ずっと出ているから，やはり削るところを削った。具体的には人件費とか公共事業とか，物件費

みたいな話だったんです。だから同じようなことが，手元の資料の６ページ目の健全化対策，や

っぱり重症は重症なんですけども，そういった対策のところにできる限り頑張っているというこ

とを，もうちょっとほかの人員定数なんかと一緒に比較できるような表があれば，納得していた

だけるかなと思います。 

   委員の１点目の絡みで言えば，削るものを削って，人件費も物もすべてコストカットして，本

人たちのやる気どころか地域経済にも影響があるんじゃないかという御指摘がございましたが，

削るけれどもより質を高める。少ない人員で頑張っているというものが，きっと良い表現だろう

と思いますので，これもちょっと適切な表現があれば，検討していただいたらと思います。 

   先ほど，事務局は削るべきところはもう削っているから，あとは財源移譲も含めて歳入をいか
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に確保していくかという御指摘があったんですが，それももちろん重要ですけれども，一方では

やはり住民の側も，県民の側も含めて，あれもこれも投入，今までのような考えを改めなくちゃ

いけないということもあるんだろうと思います。 

   要は入ってくる以上に使わざるを得ないという風土が，広島県に限らず全国的にあるんだろう

と思います。そういう意味で，行政のほかの絡みともあるんですけども，県・市・町も含めて守

備範囲をもう１度考え直していくということも重要だろうと思います。そうは言いながら，当面

は何となくばらまき政策が始まりそうなので，ちょっと不安もあるんですが。 

（委員） 

   ２つあるんですが，まず１つは道州制の部分で２ページ目なんですが，県民の理解が十分に得

られていないということが，ちょっと言葉尻がよくないんじゃないかという御指摘があったんで

すが，私はもう１つの考え方として，今回政権交代したんですが，政権交代した１つの要因とし

て，今度の新しい政権を担う民主党の政策なり何なりが，非常に一般の国民に分かりやすかった。

分かりやすい情報提供と，分かりやすい提案のコメントが明確になっていたということで，非常

に多くの票が入ったんじゃないかと思うんです。 

   そういう意味では，この道州制，これが地方分権の意義やメリット等がより理解されるように，

ちゃんと提案していきたいということなんですが，その提案の手法というのを少し検討してみる

必要があるんじゃないかと思います。 

   これは今後いろいろな形で，県民に対して今後どのようにしていくのかというのを明確に認知，

啓発を含めてやっていかないといけないと思うんですが，やはりちょっと分かりにくいというか，

言葉が非常に分かりづらいとか，事例がまったくないためにどういうふうに考えていいのか分か

らないとか，そういうことがとても多いんじゃないかと思いますので，今後，県としての提案あ

るいは政策を具体的に知らしめるという手法を少し考えていく必要があるんじゃないかなと思

います。これが１つです。 

   もう１つは３ページ目の分権型行政システム。一番上の右側の課題というところなんですが，

県が担うべき領域の再構築，これの３つ目の○のところなんですが，「広域的な視点から他県と

の連携を強化するとともに，効率性の観点から，市町との共同処理による業務実施の可能性を検

討することが必要」と書かれておりますが，私はこれは２つに分けた方がいいんじゃないかなと

思います。 

   というのが，私はよその県の仕事もいろいろしていまして，特に中国地方のほかの県から言わ

れるのが，広島と連携が非常にしにくいと。広島側が，なかなか自分たちの県との連携というも

のを積極的にやろうとしていないんじゃないかということをよく言われるんです。それは，決し

て事実がそういうことじゃないにしろ，そういうふうに見られてしまうというのがあるんじゃな

いかなと思います。 

   そういう意味で，道州制というものも含めた上でのことなんですけど，リーダーシップを広島

県が発揮しないといけない。リーダーシップを発揮するということは，もっと他県との連携とい

うものを明確に強化していく。そういう施策も打ち出す必要があるんじゃないか。それも具体的

に，他県とどういうことが連携できるのか。特に，２回目のときにもちょっとお話ししたんです

が，広島って非常に工業系の企業も多くて，いろいろな技術，それから機械，そういうものもた

くさん造られていて，それなどは中国地方の他県が最も連携してやっていきたいという要素にな

ってくると思います。 



 15

   そういう意味で，この市町との共同処理というのと，他県との連携というのは，やはり２つの

項目に分けて，それぞれを今後の課題として出していく必要があるんじゃないかと思います。 

（委員長） 

今のは御意見としてお伺いしておけばいいんですか。確かに３ページ目の後半の方なんですが，

広域という言葉で一括りにしてあるんですけども，県相互の連携と市町との連携とは，確かに中

身が違うでしょうから。分かる形で表現してもらえれば。 

それから，１つ前，委員の御指摘で，情報の一元化については表現を工夫して，御検討いただ

けたらと思うんですが，行政サービスの質の向上の問題と，人材の専門性の問題についてですが，

専門性については，市町についてはそういう表現が出てきたんですが，確かに県内部については

表現がなかったので，その２点をどうするかということがあると思います。 

（事務局） 

人事管理について幾つか御指摘をいただきましたので，答えさせていただきますけども，答え

というか今の考え方をちょっと，議論させていただきたいと思います。 

   まず，今のやる気という表現の問題なんですが，もともと我々がよく使ったのは，意欲と能力

という話をしておりました。御承知のように，県の組織というのは他の団体から比べても，職員

のモチベーションとかあるいは組織に対する愛というのは非常に高いと我々も思っているんで

すけども，それは自慢してもしょうがないんですが，そうは言いながらも，昨今の将来に対する

不安とか，それからやっぱり財政的に厳しいとか，定員も削減されているという中で，組織に対

する閉塞感というのは非常にあります。 

   そういう中での，職員の中に意欲についての阻害要因というか減退要素がここ数年あるんじゃ

ないかと，これは率直に人事当局として認めているものがありまして，それについて意欲と能力

を引き出すようなシステムを再構築していくのは非常に大きな課題であると考えております。 

   ただ，やる気という表現は，今回の議論の中で，先ほどの委員長のまとめの中にもやる気とい

う言葉を使っていただいていたので，これは非常に分かりやすいし，何となく高揚感があってい

いかなということで使っているんですけど，一般的には意欲とか士気とかという言葉を使ってい

るんですけども，その辺についてあまりにも誤解を生じるような言葉であれば，少し工夫をして

いきたいと思っていますが，意図はそういう趣旨です。 

   そういう中で，意欲の中でやはり１つは先ほど御指摘がありました評価制度の問題がございま

して，これも実は今回のシステム改革を作る前段で，実は評価制度について，本県は国に先駆け

て見直しをいたしました。差をつけるということじゃなくて，人材育成とか能力育成に活用する。

それから任用において配慮する。こういう部分で導入したわけですけども，その趣旨というのは

やはり実績主義であったり，それからやはり加点主義といいますか，従来の減点主義ではなくて

加点主義だったということなんですが，ただなかなか残念ながら，その辺の人事評価制度につい

て，現在例えば期末勤勉手当の配慮でありますとか，昇給とか任用への配慮につきましては，管

理職しか全面的な活用はなかなかできておりませんので，引き続きこの辺については職員の納得

性を得ながら，全体的に活用していくという流れにしていかないといけないので，ここで改めて

課題意識として出していただいておりますので，その方向でチェックしていただければと思って

おります。 

   そういう中で，先ほどの４ページの上の方の「併せて」という部分なんですが，これは，実は

業務の効率化という場合，役所の場合には業務の効率化というと，すぐにどうしても思い浮かぶ
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のが事業の廃止，予算の削減，定員の削減ということになるんですが，これが職員のモチベーシ

ョンの，公務員にとっては阻害要因の最たるものなんですが，やっぱり仕事がなくなるとか予算

が減らされる，定員を削減されるというのは，どうしても効率化というのはそういうことに結び

付きやすいという中で，効率化イコール職員の意識の低下というのが，どうしてもあるものです

から，その辺について，効率化をするけれども，例えば予算でいう，よくあるメリットシステム

であるとか，そういうものを含めての話なんですけども，定員管理についても効率化すべきとこ

ろは効率化しながら重点化する，いわゆるメリハリなんですけども，そういう形の中で職員のや

る気についても考慮できるような，何か工夫がいるのかもという意味で，「併せて」という表現

を使っているんだろうと思うんですけども，ちょっと語感的に問題があるかもしれません。そこ

も再検討させていただきたいと思います。 

   最後に専門性の問題ですが，これは，県の場合には非常に，今でもかなり専門的な集団である

ことは間違いないんですが，これから更に基礎的な行政分野というのが市町へ進む中で，県の役

割というのがもっと高度なマネジメント能力であるとか，高度に専門的な分野に特化していくだ

ろうというのは見えますので，そういう意味においての専門性の活用というのは非常に重要な視

点で，言葉がないというのは確かに御指摘のとおりですので入れますが，具体的にはかなり採用

システム，それから研修システム，あるいは複線型の人事管理とか，いろいろなことを考えてい

く必要があると思うんですが，具体的な手法については，またシステム改革を検討する中で，も

う少し再検討させていただきたいと思います。課題意識として盛り込まさせていただきたいと思

っています。 

（委員長） 

ほかの委員の方々はどうでしょう。表現とか内容，考え方について，よろしいでしょうか。 

   では，取りまとめと課題の案につきまして，様々な御意見をいただきました。これにつきまし

て，また事務局の方で修正，対応いただいて，審議会等にお諮りできる資料に展開していただけ

ればと思います。 

 

【議事】今後の審議会・小委員会の進め方 

（委員長） 

   次の議題に移ります。 

   資料３，今後の審議会・小委員会の進め方について，事務局からお願いいたします。 

（事務局） 

資料説明：資料３ 今後の審議会・小委員会の進め方（案） 

（委員長） 

委員の皆様は今のスケジュール，それから小委員会の役割のようなものは御理解いただけまし

たでしょうか。何か質問とか御意見とかございましたらどうぞ。 

（事務局） 

   若干補足させていただきますけども，一番下に書いておりますが，小委員会につきましては８

回目までしか記載をしておりませんが，第３回の審議会以降，適宜，次期プログラム（案）の内

容等について，御審議いただく小委員会を開かせていただきたいと思っておりますので，よろし

くお願いいたします。 

（委員長） 
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委員の方々，よろしいでしょうか。 

   理念と方向につきましては，この後の議題で取り上げたいと思います。よろしいでしょうか。

では，この資料３に沿って，それから小委員会につきましては，また適宜開催し得るということ

で進めてまいりたいと思います。 

 

【議事】今後の分権改革の理念と方向 

（委員長） 

では，次の議題，資料４，今後の分権改革の理念と方向について，事務局から御説明いただき

ます。 

（事務局） 

資料説明：資料４ 今後の分権改革の理念と方向性について（論点） 

（委員長） 

先ほど資料２で取組と課題について御検討いただきましたけれども，その取組と課題の，いわ

ば表書きに当たる部分。理念なり方向性について幾つか箇条書きにまとめていただきました。 

これは，小委員会の皆様方の主要な御意見，関連する部分を，いわば抜き出したものですので，

ほかにもこういったことを議論したはずだとか，あるいは表現について補足すべき事項がござい

ましたら，御自由に御発言いただけたらと思っております。 

（委員） 

   基本的な疑問で，委員会それから審議会がどういう分権改革のまとめをするのかなということ

に関して。ここに載っていることは，いわゆる県の話なんですよね。分権改革を考えるときに，

議会，それからもう１つは住民という軸があろうかと思うんです。これについては入れるのか入

れないのか。入れるべきなのか，入れるべからざるものなのか。 

   例えば，地方分権って住民自治と密接な関係があると思うんです。そういうことについて，項

目とかを立てて何か議論をするなり触れるべきなのかなとも思いますし，また議会の役割ですね。

地方議会の役割というのを，分権の枠組みの中にどうとらえていくのかということも，議論すべ

きなのかというようなことをちょっと疑問に思うんです。 

   ずっと今までまとめてきたものは，行政の，主に仕組み，それを担う人材，それから財政面を

どうするのかというところのまとめになっていると思うんです。地方議会と住民自治のところを

どうするのかなという点があると思います。住民自治については例えば県民起点のというところ

で，ちょっと住民のことが入って，住民の意見を把握した上でとか，それからＮＰＯ等とかと協

働というところでちょっと顔を出しているんですけれども，住民自治という１つの項目が必要な

のか。 

   それから地方議会の役割というのを，分権のまとめではどうとらえるのか。それを議論すべき

なのか。議論すべきであるとするならば，このスケジュールの中でできるのかできないのか。し

なきゃいけないということだったら，とにかくしなきゃいけないので，もうちょっと過密にしな

きゃいけないでしょうし，そこのところで，資料３の進め方のところがちょっと変わってくるか

なという感じがするんですけど，どういう御予定で，どうしたらいいんでしょうか。 

（事務局） 

   議会につきましては，地方制度調査会のこの前出ました報告なんかでも，あれは基礎的自治体

の役割として書かれているのかも分かりませんが，議会は今後こういうあり方をすべきですよと
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いう方向は１つ出ているんです。ただし，それが我々がやろうとしているスケジュールの中で明

確なものがそこまで出てくるかというのは，少し，議会に関してはどうかなという感じがします。 

   住民自治につきましては，基礎自治体が住民に身近な行政をしていただく。そのときに，住民

自治というのはどういうふうにかかわっていくべきかということは，当然入るんだろうと思うん

です。ただ，委員の言われる特別に項目を起こして，何をそこへ盛り込んでいったらいいのかと

いうことについては，今は整理ができていないんです。 

   必ず，住民に身近なところの行政というのは市町にお願いしたい。その中で住民自治というの

はどうかかわっていくかという整理はしなきゃいけないと思うんですが。 

（事務局） 

   今回，論点整理をしようという中身は，今，委員がおっしゃったような部分まで，全面的に議

論をしていくという時間は，多分ございません。主として，これからの国あるいは地方，機能面

でどのようにあるべきなのかという理念的な部分とか，機能的な部分を議論していただいて，こ

のプログラムに最終的に載せ込むという形になろうと思います。 

   ただ，今おっしゃる部分について，議会であるとかそういうものについても，実際に移行を考

えた場合には，我々が考えたのは，まず住民，地域主体という考え方の中で，すべて住民が納得

がいくような地方を，住民と共に作っていく必要があると思いますから，この議論は，そういう

方向へ行こうというときに，どういう形にするのかという，例えば税制をどうするのかとかとい

う話は，これは地域の住民が主体的に動いていかないとなかなかできないと思っております。重

要な問題ですが，ここでできるのは機能面であるとかという部分とか果たすべき守備範囲はどう

するかというような議論をしてもらうことが中心になるのかなと考えております。 

（委員） 

   ということは，国と地方との関係，この方向の関係についてというところで限定して，これを

地方分権のプログラムにするという理解ということですね。 

（事務局） 

   ええ。そういうことです。 

（委員） 

   それしか，このスケジュールを前提とすると，やっぱりできないですよね。 

（事務局） 

   議会制度はこうあるべきだとかやろうとしたら，これは膨大な議論になると思います。 

（委員） 

   膨大なというのと，本来は議会自身が，自分たちはどういうようなことを果たしていくか，と

いうのを考えるべきでしょうか。分かりました。 

（事務局） 

   議会自身が考えても，住民の皆さん，国民がどう考えるかということが起点でなければいけな

いということではあるんですが，運動論あるいはやり遂げるまでの手段とかという議論ではなく

て，それをしないで，将来，県の役割は道州制に近いうちに移行するであろうと。こういう道州

制になる可能性が高いなということを考えて，具体的な，今のところ来年度からお願いしようと

思っている施策をどういうふうに作っていくかという話にしないと，というつもりでございます。 

（委員長） 

   今，見直しというのが，１つが分権改革推進計画なものですから，どうしても事務事業であっ
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たり，財源の話に制約されがちですよね。ただこれはあくまで個別の計画，３本の１つなので，

今後，今から議論する理念なり方向性については，少しは触れておいてもいいんじゃないかと，

具体的な議会改革はともかく，住民自治，地方自治を実現あるいはより充実させていくために，

議会であるとか住民であるとか，あるいはＰＰＰのようなことも含めて，参加と監視の機会を充

実していく。そういった気運の醸成が重要であるということは触れてもいいんじゃないかと思い

ます。 

（事務局） 

そうですね。 

（委員） 

   まさしくそこのところなんだと思うんです。行財政改革，今のこの赤字を，破たん状態の県の

改革をしようとすると，やっぱり基礎自治体とか住民とかのところを考えて，今までのサービス

が本当に，すべて全体のサービスが，委員長が言われたようにいいのかどうかとか，そこの守備

範囲をきちっとやらないと，この破たん状態というのは基本的には直らない。構造改革をやって

も直らないということなので，やっぱり住民のところまでもしっかりと，前回までは民間開放と

かという言葉で言われていましたけど，今回は官民協働とかＮＰＯが参加するとか，そういうと

ころの住民の参画意識を醸成していく，住民が一緒になってやっていくということを醸成しない

限りは，道州制を醸成するのではなく，参画することを醸成しないと根本的な改革にはならない。 

   だから住民というところの視点というのは，常にこの中に入らなきゃいけないと思うんです。 

（委員長） 

   県が作られる計画ですので，表現は難しいんですけども，住民目線，主体的な取組を何らかの

形で入れていく必要もあるかなと思います。 

（委員） 

   ２の②についてなんですけども，最初の会議のときにちょっとお話ししたことがあるので，ほ

かの考え方もあるんじゃないかなと私自身は思っているんですが，せめてこういった記述の場合

には，やはり経済産業局などが提供しているサービスよりも上回るとか，より利便性を高めると

か，ただ移管するだけではなくて，利用者側のメリットを記載していただく。先ほどの委員のよ

うな，専門性を高めるとかそういうことも含めて，利用者側の視点のものも少し入れていただけ

ればと感じました。 

（委員長） 

   ほかのところなんかは県民満足度の向上みたいな，そういう表現はでてきましたけど。 

（委員） 

   そうですね。ここの部分も移管するなら移管するなりの理由というか，メリットというのがは

っきり分かった方がよいと思います。 

（委員長） 

   これは全般に関連しているんですが，市町は基礎自治体として総合的な行政サービスの充実に

必要な場所。一方，３ページ目では国の役割を純化させますという具合に，２つの方向があるん

ですけども，県が専門的な部分に特化するということですけど，何となく残りものを受け持つと

いうような，受け身の表現しか今のところ出てこないので，もう少し，県も道州もそうなんです

けども，もうちょっと主体的な役割が明確にできないかなと思うんですが，いかがでしょう。 

（事務局） 
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   これは私の個人的な部分の理解ですけど，今の行政のシステムというのは，明治維新以降，明

治の最初のころにできちゃったわけで，140 年ぐらいたっているわけです。いろいろな変遷はあ

ったけど基本的には中央集権制の形では，140 年ぐらい続いていると思います。そういう中で，

実は慣れきっているんです，今。どこがこれで問題があるのかという風に。 

   歴史的な成果でなく，とりわけ戦後の高度成長，欧米に追いつけ追い越せというところまでは，

実はこの中央集権型システム，分かりやすく言うと，官僚がうまくキャッチアップをして，今日

の繁栄を築いてきた。原動力になっているのは，これはもう疑いのないところでございます。 

   さて今，今というか，既にもう 20 年ぐらいたつと思いますが，世界の経済大国，フロントラ

ンナーになってくると，今度はフロントランナーとして道しるべのない社会の中で，国民一人一

人が本当に豊かさを享受できるような社会システムを作らないといけないんだけど，それができ

ていない。それが，今，地域が疲弊したりとかという，一般的な言葉で言いますが，そういう問

題があって，我々の県民一人一人の満足度を上げていくために，我々が地域でできることは地域

でやっていこうじゃないかというのが分権の流れです。 

   その中で整理しなきゃいけないのは，実は，国はどこまでをテリトリーにするのか。国でない

とできないものは国だと。それ以外のものは，いわゆる内政部分についてのほとんどは地方でで

きるじゃないか。地方でやって一番いいのは，住民の身近なところでサービスを提供できるのが

一番よろしいということで，まずは国と地方の仕事をきちっと分けていく必要がありますよと。 

   その地方というのが，今ブロック単位で道州制というふうなのが，様々なところで言われてお

りますし，例えば国会議員レベルでも明確にそっちへ行こうという，そうでない人もいますけど，

ある経済界なんかがそういう話をして，道州制に県制度は移行すべきではないかという話になっ

ているんですが，地方の仕事を市町村と県，市町村と道州，どう分ける必要があるかというとこ

ろは，実は賛否両論，相半ばではないんですが，まだ整理されていない部分。これを皆さんと議

論しながら，今の県のままじゃなくて，こういう県に，県のままでもバージョンアップできる仕

事があるかもしれません。道州になればもっと広域的に，専門的に市町村ではできない部分をや

れる可能性もあります。そういうものを考えていくというようなことで，基本的に考えておいて

いただきたい。 

   したがいまして，我々は過渡的なものを含めて，道州制というのは考えていかないといけない

と思っていますが，私個人も 100％絶対間違いないという確信が，正直に言って持っていない部

分もありますから，それは皆さん，この中で議論を十分してもらって，プログラムの前段の基本

的な考え方の中に，しっかりそれをうたい込んでいただきたいと思っております。 

（委員長） 

   今のように，少なくともあと２回の，年度内２回の小委員会でそこら辺も視野に置きながら御

議論いただくということで，次回にさせていただいてよろしいでしょうか。少なくとも２回は議

論していただかなくてはいけないということですので，具体的に，抽象的な事項ではなくて具体

化したところに，移行していく必要があると思うんですけど。 

   取り上げている項目で，一応理念として２つの項目がありますけれども，２つの項目とその下

の小項目で，一応カバーされているかどうかも御検討いただけたらと思います。 

   今，検討していただくのは，県の次の３カ年なり５カ年の計画なんですけれども，今回政権交

代がありまして，まだ移行期，流動的なところもあるんですけども，例えば地方として，広島県

として，この委員会等を通じて当面何か注意しておくべきもの。県民運動とは言わないんですけ
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ども，何か新しい政権に提案すべき緊急事項のようなものは，何かあるんでしょうか。あるいは

気をつけておかなくちゃいけないとか。 

（事務局） 

   今回，民主党が来たるべき特別国会で，新しい政権担当者になることは確定しているわけです

が，選挙に際して出されたマニフェストについて，書いてあることは分かるんですが，その中身

についてはまだ十分，具体のシステム，財源というものが表に出てきておりません。まだ，ない

のかもしれない。早急に，その辺りが政権担当を始めると明らかにされると思っております。 

   したがって，今すぐにこの段階でマニフェストに書いてある部分について問題があると，100％

駄目だというものもないし，100％大賛成というものも客観的に県の側から見て，という部分は

ないと思います。少し明らかに，具体的になってくる場合に気をつけてもらいたいことが出てく

ると思います。 

   例えば財源対策の問題で言うと，制度の問題で言うと，高速道路を無料にするとかという問題

とか，これをやったら，地方にどういう影響が出てくるんですかと。今，千円になった段階で，

多分国も予測していなかったんでしょうが，ＪＲはお客さんが減るとか，海の方では航路が，民

間の事業者では続けていかれないとか，様々な問題が出るわけです。そういう問題を，中身を見

ながら，気をつけて，当然民主党の政権に申し上げなきゃいけないことはありますが，それはこ

れからの課題で準備はしておりますが，具体的にどう申し上げるという状況にはまだなっていな

いと思います。 

   それから地方分権の問題で言うと，一般論で言いますと，民主党は，道州制はあまり取らなく

てもいいという，簡単に言うと，今 1,800 ぐらいの市町村になっているんですが，これを 300 ぐ

らいにしちゃって，国と地方は，地方は 300 の市町村が担い，その中間にいる地方政府みたいな

ものはいらないという説が，小沢さんの説だというふうになっておりますけれど，民主党の中も

必ずしも，全部整理がきちんとされているかということについては，様々な意見があることは知

っておりますが，まだ十分整理されておりませんから，その辺りは状況を見ながら知事会や，地

方六団体が申し上げることは申し上げていきながら，我々にとって，地方にとって納得できる分

権改革，地方制度を国が責任を持って作ってもらいたいという要請はしていく必要があるという

のが，今のところの状況だと思います。 

（事務局） 

   予算の面で言えば，マニフェストで示されている段階では，財政を預かる側として，我々が一

番気に掛けているのは，国の一次補正予算。平成 21 年度の一次補正予算に盛り込まれた施策の

中から見直す必要があると言っておられます。まだこれはマニフェストで，見直す必要があると

言っておられるだけで，これがもし見直される内容が決まってまいりますと，例えば広島県で，

１号補正予算で，13 の基金，495 億円の基金を６月補正予算で既に造成をしておりますし，それ

を取崩して，今回 100 億円を超える歳出予算を組んでおりますから，そこがもし見直しで具体的

に示されて，県に影響があるのかないのかというところが，一番懸念しているところです。これ

は多分最初に起きてくる問題ではないかと思います。 

   その次に言えば，暫定税率。道路特定財源，今は特定財源ではなくなりましたけども，暫定税

率を廃止するとおっしゃっておられます。広島県で言えば，県独自の財源と国から来るものが約

195 億円ぐらい，今ございますから，これがどうなるのか。なくなった後の財源手当をどうする

のか。つまりなくすということだけでなくて，国・地方を通じて財政のパラダイムをどうしてい
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くかという問題が必ずかかってまいりますから，これはその次の問題として，だからこれは恐ら

く来年度の当初予算の議論になるのではないか。 

   その次に，後期高齢者医療制度を抜本的に見直すと言われております。これは都道府県も後期

高齢者医療に対して負担金を払っておりますから，それは今の，県の中の社会保障医療関係部分

の非常に大きなウエイトを占めておりますので，これを見直された後，国・県・市町村を通じた

県民，国民の方々のサービスをどう枠組みをつくっていくかというところを踏まえて，これは大

きな関心を寄せているところです。 

   大きな問題はほかにも幾つかあるんですけれども，特に大きいと思っているのは，そこの辺り

が気にしているところです。 

（委員長） 

   そういった大きな政策の変更の可能性も考慮しながら，この委員会・審議会も検討していかな

くてはいけない。 

（事務局） 

   時間的に言いますと，取りあえず来年の国の予算のところまでがまず，民主党のできる最初の

成果を出さないといけない。それが必要であれば 12 月末。越年になるかもしれない。12 月末か

ら１月にかけて，話はどうなるのか。国会が２月から始まりますので，分権の話とかも含めて法

案とかマニュアルとか，まだしばらく様子は見えないです。 

   先ほど言いました暫定税率の話だけはもう１回，１か月止めちゃっていますので，２年前です

か。猛反対で。それは来年４月からやってくるとマニフェストに明記してありますから，多分や

ってくると思う。財政の影響で一番大きい。 

（委員長） 

   立憲の問題なんかは少しタイムラグがあるでしょうが，財源，すぐに絡んでくる問題があると。 

（事務局） 

１つの制度を切り取って，やるかやらないか。例えば暫定税率を廃止するというだけでは，多

分ことは済まなくて。暫定税率の当たっている事業量，国と地方に事業がありますから，それは

どうするか。やるかやらないか。いくらか縮小したとしても，縮小したとしたらその財源をどう

するか。誰がやるか。ということにかかわってきますので，そうした議論もまた明らかにされな

いと，我々も議論に参加できない。 

（委員長） 

仮にそういう前提が変わってきたとすると，さっきのような財政見通しなんかも影響せざるを

得ない。 

（事務局） 

変わってきます。 

（委員長） 

分かりました。ほかに，何か御意見とか気になる点。何でも結構ですので。 

   以上，資料４だけではなく，資料２も通じまして何か言い忘れたこと，気掛かりなことがござ

いましたら御意見いただけたらと思います。表現とか相互の関連性の問題，それから資料４につ

きましては，次回の小委員会以降で，具体的に議論しなくちゃいけないんですけども，こういっ

た材料でできるのかどうかといったことも併せて御意見をいただいたらと思います。よろしいで

すか。 
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【閉会】 

（委員長） 

   では，本日の御意見を踏まえまして，次回から論点整理等の作業に入っていただくことになる

と思います。 

  以上をもちまして，第６回の小委員会を終わります。長時間にわたりまして，ありがとうござ

いました。 

 

８ 資  料   資料１  「分権改革推進プログラムの取組と課題等」に対する意見（案） 

資料２  分権改革推進プログラムの取組と課題（案） 

資料３  今後の審議会・小委員会の進め方（案） 

資料４  今後の分権改革の理念と方向性について（論点） 
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