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第２回広島県総合計画審議会 議事録 

 

１ 日  時   平成 21 年９月 14 日（月）13：58～15：45 

２ 場  所   県庁北館２階 第１会議室 

３ 出席委員   福田会長，伊丹委員，伊藤委員（小委員会委員長），碓井委員， 

大田委員，折登委員，加計委員，五藤委員，小見委員，坂越委員， 

坂本委員，杉西委員，戸井委員，西村委員，原田委員，平谷委員， 

平田委員，藤井委員，松尾委員，山木委員，吉田委員 

４ 議 事 等   小委員会からの審議経過報告 

現行「分権改革推進プログラム」の取組と課題 

今後の審議の進め方 

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 概  要 

【小委員会からの審議経過報告】 

 ● 委員長から報告 

【現行｢分権改革推進プログラム｣の取組と課題，今後の審議の進め方，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】 

（会長） 

   ただ今から，広島県総合計画審議会，第２回の会議を開催いたします。 

 

【報告】小委員会からの審議経過報告 

（会長） 

それでは，早速，会議次第に沿って進めさせていただきます。 

まず，最初に，これまでの小委員会での審議状況につきまして，委員長から審議経過の御報告

をお願いいたします。 

（委員長） 

資料説明：資料１ 広島県総合計画審議会小委員会の審議経過について 

（会長） 

委員長をはじめ小委員会の委員の皆様には，大変な審議日程の中で熱心に御審議をいただきま

して，感謝申し上げます。 

 

【議事】現行「分権改革推進プログラム」の取組と課題 

（会長） 

さて，本日の最初の議事でございますが，現行の分権改革推進プログラムの取組と課題につき
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まして，先ほど御報告のありました小委員会での意見も踏まえまして，県の方で案を取りまとめ

ておられます。この案に対しまして御審議をお願いしたいと思いますので，まずは事務局から説

明をお願いいたします。 

（事務局） 

資料説明：資料２ 分権改革推進プログラムの取組と課題（案） 

（会長） 

事務局から説明がございました案につきまして，皆様から御意見，御質問を賜りたいと思いま

す。 

（委員） 

   最後の財政のところで，福祉医療関係費が増加したと，いかにも，前の政府と同じようなこと

を言っているわけで，財政主導主義が日本の国をだめにして，そして今回それが否定されたわけ

で，ＯＥＣＤ諸国の中で医療費の対ＧＤＰ比が 22 位で，先進７カ国のびりぐらいで，日本国民

は安心で安全な暮らしはできないと言っているわけです。だから今は犯罪者も多いし自殺者も多

いわけで，困っている人がたくさん，あちこちにいるわけですから，これを改めてくれと国民が

言っているわけです。犯罪者や自殺者を増やして，それに対応するのに警察官を増やすよりも，

そういった人を増やさないようにしないといけない。福祉や医療をしっかりやってそういった人

が出ないようにしようというのが，国民的な願いなわけです。 

   ですから，今回の総選挙のことも考えながら対応しないと，医療関係の金がかかるから何とか

しなくちゃいけないというのはどうかと思うんです。それは非常に世界的に見て低い。ですから

日本は世界の 22 位を７位ぐらいまでは持っていかないと，いい社会にならないと言っているの

ですから，そういったことを見て，今おっしゃることを聞いていると，財政負担が心配だという

ことですけれども，三位一体改革で地方交付税が非常に減らされている。今回ちょっと戻ったけ

ど，どのくらい増えたんでしょうか。それも質問ですけども，それをどんどん増やしていかない

と，いつまでたってもこんなことをやっていたんじゃ広島県民は報われないんじゃないかなと思

います。医療にしても福祉にしてもそのように思います。 

（事務局） 

１点目は，福祉的な県の負担，国民健康保険，介護保険など，県の負担が増えていることが悪

いということではなくて，財源的な裏付けが必要ということです。サービスとして必要であると

いうことになると，税あるいは保険料をどういう形で担保していくのか。例えば地方消費税の引

き上げや交付税の確保。こういった，県がやっていることに対する負担，国の負担から地方の負

担に変わったものに対して必要な財源を手当てしていただきたいというのが本意でございます。 

   ２点目は，交付税につきましても，これは平成 20 年度と平成 21 年度を比較いたしますと，増

加いたしております。ただこれは税が非常に落ちる中で交付税が増えているということでござい

ますので，一般財源というような考え方で申し上げると，横ばいかやや増加ということで考えて

おります。 

（委員） 

   今の財源問題ですけども，私が持っている地方税収の資料から見ると，地方の税収の割合，全

国平均を 100 とした場合，地方税全体が広島県は 95.7。ちなみに鳥取，島根は 60％台です。68.9

とか 69.1。岡山でも 89.2％。個人住民税は広島は 93.9。ちなみに鳥取，島根は，これも 60％台。

岡山も 82.4％。それに法人二税 91.5。これに至っては島根は 50％台，鳥取は 40％台です。地方
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消費税，これが広島県は 96.4。これは鳥取，島根も 90％台ですけども，固定資産税は 100％を

出ているんです。広島は地価が高いですから。100％以上の税収があるわけです。 

   これだけの税収が入る県で，今説明がありましたように 400 億円を超えるような財政赤字とい

うか，こういうものが起こっているというのは，私は一にも二にも交付税の配分基準が非常に不

明瞭になっているというふうに思うんです。道州制になって，地域にそういう税源移譲があれば

別ですけど，今のように全部国に国税として吸い上げられて交付される。この基準をもう少し単

純化するというか明朗化してもらう必要があるんじゃないか。それはナショナルミニマムの関係

もあるから，そういうところに配分がいくのは分かりますけども，しかし，みんな税金を広島県

から吸い上げられて，返ってくるのはほんのわずかで県民が更なる負担を強いられるというのは

いかがなものかと思います。そこら辺りを事務局に説明をお願いしたいと思います。 

（事務局） 

   今委員がおっしゃった数字的なものを把握していないんですけれども，基本的には先ほどおっ

しゃったナショナルミニマムといいますか，どの地域に住んでも同じサービスを受けられるよう

にという意味で，例えば島根，鳥取辺りでは法人の税収が少ない。あるいは個人の県民税が少な

い。そうした中で同じサービスを提供しようと思うと，いったん国の方で国税で徴収して，足り

ない部分を交付税で配分するしくみになっております。 

   逆に東京都でいえば，税収が多いので交付税は入らない。交付税で財源調整をする中で，どこ

の地域においても同じような福祉，教育，こういったサービスを受けられるようなしくみが，我

が国では行われております。 

   そうした中で，言われるように多額の法人税も納めていただいておりますけれども，400 億円

を超える歳入歳出の不足につきましては，本県においてのみということにはなっておりません。

概ねどこの県においても税収でカバーできない部分が交付税で来ていないというところに，制度

の課題があると思っております。 

   というのが，県の税収で不足するものを配る交付税自体が，国の税金を配分するしくみになっ

ておりますので，国の方においても税収が上がらなければ十分に配分し切れないというところが

ございます。一部は国と地方で借金をして配分をしておりますが，それも限度があるということ

でそういう不足が生じていると考えております。 

（会長） 

   配分基準に，透明性がないんじゃないかという御指摘に対してはいかがでしょう。 

（事務局） 

   地方交付税の配分基準につきましては，今おっしゃられたような指摘を長く受けておりまして，

その中で，人口，面積といった指標による単純化したようなもののウエイトは増えております。 

   かつては補正係数という形で，どういった考え方で配られているのかなかなかその積算が分か

りにくいというような批判というか御意見もございまして，全部なくなったわけではございませ

んが，単純な部分が導入されております。 

（委員） 

   やはりそういう透明性を高くして，簡潔にしてもらう必要がある。それを県民が納得するよう

に説明をいただくというのが，やはり納税者ですから，そういうことによって気をつけていただ

きたいと思います。 

（委員） 
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   分権改革推進計画の取組と課題で，３番目に道州制の実現に向けた主な取組と課題というとこ

ろがあるんですけども，道州制推進に向けた気運の醸成ということが書いてあるんですけど，自

民党それから民主党等のこれまで言われてきたことでは，道州制を導入して，市町村の合併・再

編も含めてやっていくんだと，800 とか 1,000 あるいは 300 とかいろいろな数値が出ているんで

すけども，道州制を進めるということは，そういうことも当然そういうふうになる可能性が大変

大きいのではないかと思います。 

   そういう中で，平成の大合併で広島県は 73 の町村が９つになったわけなんですけども，その

平成の大合併の検証あるいは成果がまだ示されていないような気がしております。大変困ってい

る町も県内にたくさんあるような気もいたしております。 

   合併をして何が良かったか，あるいは何が悪かったのかということの検証と成果をしっかり表

に出して，そして県民あるいは市町村民に理解を得た上でないと，醸成と言ってもなかなか前に

進まないんじゃないかなという気もいたしております。 

   やはり良かったこと，悪かったことをしっかり県が何か示すことが，より醸成にもつながって

くるんじゃないかと思いますけど，そこらについてひとつ聞きたいことと，それと先ほど委員が

おっしゃっていたんですけど，社会保障が地方にとっても地方自治体にとっても大変厳しいこと

になっております。社会保障制度はどんどんグレードが上がってくるわけなんですけども，それ

を支える社会保障費が付いてこないわけです。この矛盾をどうやって解決するのかということが，

やはり今の合併，それから道州制等にもつながってくるんじゃないかなという思いもしておりま

す。ここらについて県の考え方を聞きたいと思います。 

（事務局） 

   合併の検証ということで御質問がございましたが，これについては小委員会の方でも合併後の

市町の現状，それから今の現状が抱える課題ということについて明らかにしていくことが必要で

あろうという御指摘を受けております。県といたしましても，現実に合併建設計画の進捗具合と

かそういったことを引き続き検討いたしておりますけど，合併自体が今だいたい平均５年ぐらい

経過しておりますが， 10 年単位ぐらいで見ていかないと，市町自体の行き先といいますか，あ

り方が，ちゃんと当初の合併の目的どおりになっているかどうか，なかなか現状を認識し難いこ

ともございますので，やはり建設計画の 10 年ぐらいの単位で県としても見ていきたいと考えて

おります。 

   また，個別の合併市町が抱える課題というのも，市町の方からはお聞きしております。周辺部

がさびれているとか，財政状況が，現状は合併算定替ということで，合併市町については財政支

援がされておりますけど，これも 10 年を経過いたしますと徐々になくなっていきますので，そ

ういったことを踏まえて市町の行財政を強化していくということを，今，市町の方で努力を行っ

ているところでございますので，県としてもそれを見守っていきながら支援をしていきたいと考

えております。 

（事務局） 

   ２点目の社会保障，今ここでお答えがなかなか難しいんですけど，言われるように現状として

市町におかれても国民健康保険の運営，あるいは介護保険料，こういった今回の選挙の１つの争

点にもなったかもしれないんですけれども，言われるように個人の方，あるいは市町，それから

広域的な自治体である県，更には国，こういった役割分担を改めてもう一度議論した上で，どう

いった形で今から高齢化していく中での福祉，あるいは医療に対応していくかというのは，もう
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少し今から議論されていく必要があるんじゃないかと考えております。 

（委員） 

   市町村の我々も，広島県の場合は市町なんですけども，社会保障費がどんどん膨らんできて，

先ほど地方交付税の話もありましたけども，あれも本来なら若干は上がってきているんですけど

も，これからは臨時財政対策債の借入れの方も返していかなければということで，実質的にはほ

とんどマイナスになっているところも実態はあるわけです。そういう中で，社会保障は一人一人

を助けていかなきゃいけない。我々地方自治体には大きな任務があるんです。それが遂行できな

くなったら大変なことになるだろうと思います。 

 社会保障制度はどんどん上がってくる。それを支える社会保障費は付いてこない。私は，何と

してもこのギャップをみんなで解消できるようなことを考えた上で，道州制の議論をしっかりや

っていっていただきたいという思いがしておりますので，よろしくお願いしたいと思います。 

（委員） 

   これはお願いも含めてでございますが，道州制に向けての論議がかなり進んでいるようでござ

いますけれども，現実に市あるいは市長会において，道州制の論議というのは十分進んでいない。

これが現実でございまして，それぞれの市あるいは市町は，合併後４年ないし５年たちまして，

何とか早く市の一体性，合併後の一体性を確立することに一生懸命でございます。 

   そのようなことから，ぜひ道州制の論議につきましては，やはりよくその進み具合，それから

十分な理解といいますか，連携を十分にとっていただきたい。これが１点でございまして，あと

１点は県の財政の健全化に向けての活動でございますけども，確かに非常に県の財政のひっ迫で，

これの健全化については大変重要なことだと思います。そのときに，県と市が連動しております

事業案件について，県の負担分をカットする。だから市の方にも十分いかないということが出て

まいります。その可能性も多いので，ぜひその点も十分な連携をとって進めていただきたい。こ

の２点をお願いしたいと思います。 

（事務局） 

   道州制に向けての論議でございますが，道州制は，統治機構，中央政府，地方政府，基礎自治

体が，どういう役割分担を担うかという国のあり方そのものに関する議論でございまして，県と

しては現時点では道州制に向けて気運醸成等に取り組んでおりますが，市町あるいは住民の方々

の幅広い御意見なり，具体の自治的な地方自治が機能するような制度にするにはどうすればいい

かということも，御意見等をしっかり承りながら引き続いて検討したいと思います。 

（事務局） 

   今の２点目の県の財政健全化に当たりましては，こういった審議会の場などにおいて，町村会

の会長あるいは市長会の会長など，市・町の御意見も十分伺いながら進めていきたいと考えてお

ります。 

（委員） 

   ちょっと質問してみたいんですけど，道州制というのは道州を作るわけでしょう。さっき説明

をいただいた一番最初の資料では，県の役割を検討すると書いてあるんです。道州を作って県の

役割，県もあるんですか。それで基礎自治体。地方自治体というのは，もう１つ道州が増えるん

ですか。そこらの考え方について，私は県がなくなる，二層制になるんだというふうに思ってい

ましたが，これを見たらどうもそういうふうなことにはなっていないようなんですが，そこら辺

りを説明いただきたい。 
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（事務局） 

   基本的には，当面の都道府県制度における分権改革の課題，その問題と将来の広域自治体の再

編，具体には，道州と基礎自治体の二層制になるということを県としては念頭に置いて議論を進

めております。したがって，道州と都道府県と基礎自治体で三層制になるというのを，現時点で

想定しているわけではございません。 

（委員） 

   過程の中で県の役割を特化する。こういうことで判断してよろしいですね。 

（委員） 

   ４ページの下の段の３番の課題というところに，県民起点の行政運営ということが書いてある

んです。県民ニーズを的確に把握し，県施策に迅速に反映することが必要であると書いてありま

す。非常に私もこれに同感する思いがありますので，ひとつお願いがてらお話ししてみたいと思

うんですが，こうして皆さんに御苦労をかけて御協力いただいて，ここで新しい総合計画を今か

ら決めようとしているわけでございますが，その基になるものは，現在の総合計画に基づく県の

施策の成果をいろいろ検証した上で，次の計画を作っていくのが筋だろうと思っております。 

   そうなりますと，その基になるものというのは，１年に１回，掲げた県政の施策の点検をする

施策点検というシステムがあるんでございますが，その結果が毎年出ております。今年の８月に

去年の分が出ました。その結果は，74 施策，県で掲げられているんでございますが，そのうち

の 11 施策は順調に推移している。あとの 63 施策は概ね順調に推移している。というようなこと

で，達成困難なものというのはゼロで，ないということなんです。これは毎年ずっとこのような

格好になっております。 

   この結果を見ましたら，非常にいい県政運営で，ばら色の県で非常にいいなというふうに感じ

るような報告なんでございますが，昨年，県民の皆さんに対して行われた県政の世論調査の結果

を見ますと，６割以上が非常に生活が良くない，苦しくなるというような，県民の方はそういう

意識をもたれているわけでございます。そうしますと，県政の今の施策の点検結果で非常にいい

結果が出ている。そこを極端に言いますと，それなら施策が県民ニーズに合っていなかったんじ

ゃないかとか，ひょっとすれば目標が低いから結果はいいのが出ているんじゃないかと，極論す

ればでございますが，そのように思うわけでございます。 

   県民ニーズに，県民がどういうふうに思うかということに合わせるのは非常に難しいことでは

ありますけども，ただこれだけの皆さんのお力をいただいて総合計画を作っても，それがやはり

県民のニーズに合わなければ，県民が何を求めているか，そこに合わなければやはりあまりいい

ものにならないんじゃないかなと思うわけでございます。 

   ですからその辺の，施策点検の結果と県民感情，県民の意識がなるべく一致するような総合計

画であったり，目標を作ったりとかいうことをぜひやっていかなければいけないんじゃないかな

と思います。この場は総合計画を作る場でしょうから，それを今度どういうふうに点検するのか

というところまで，最後の委員会までにやられるのかどうかちょっと私には分からないのですが，

その辺りも今までずっと施策点検結果に非常に膨大な 74 施策に対して非常に細かいチェックを

各部署でやられているんですが，なかなかそれも私どもでも分かりにくいし，ですからやはりこ

ういう施策が出ています，これはこうですと，やっぱり県民に分かりやすいように，県民からも

意見が出やすいようなシステムを，できれば助言していただきたいというふうなことを希望して

おきたいと思います。 
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（事務局） 

   総合計画につきましては，次回の審議会のときに総合計画の中間のフォローアップまとめとい

うようなものを御報告をしたいと考えております。 

   それと，施策点検の御意見がございました。施策点検というのは，県の施策が県民のニーズに

沿ったものになっているかということを点検するツールの一つと考えておりまして，その目標値

の設定等，常に見直しをしてやっております。それが最終的に県民の皆さんが分かりやすいもの

になっているかというお尋ねでございますので，その点につきましては引き続き目標値の設定の

あり方とか見直しをして，分かりやすいものにしていきたいと考えております。 

（委員） 

４ページのところの，将来を見据えた適正な定員管理というところなんですけども，ここにメ

リハリのある定員管理だとか，適正な定員管理という形で書いてありまして，適正という言葉，

文言ですけども，時代に沿った組織を再編する中でメリハリのある定員管理をしていくことはと

ても大切だとは思いますけども，この適正というのはとてもあいまいな言葉で，何をもって適正

というのかということが問題になるんではないかというふうに思います。 

   そういった場合に，削減ということが抜け落ちてしまうんじゃないかということがとても心配

に思います。削減をしながら定員管理というものをやっていかなければいけないのではないかと

いうふうに考えております。 

（事務局） 

   これまで職員の削減につきましては，第一次システム改革，あるいは第二次計画に基づきまし

て，かなりの削減に取り組みました。その結果としまして，例えば我々と類似の団体，人口でい

えば 170 万人以上 500 万人以下の団体，15 団体ほどありますけども，この団体の中でもかなり

スリム化された団体に，現在のところなっております。 

   ただ先ほどもちょっと申しましたように，大幅な削減をした結果として，いろいろ世代間の構

成が悪くなったりとか若い人がいないとか，あるいは職員の閉塞感といった問題もございますの

で，そういったところも改善をするということにおいて適正な対応をというふうに思っています。 

   特に業務の改廃，あるいは増減，当然減る事業もあれば増える事業もございますので，そうい

った事業に合わせたような形の人員配置といったことについても検討する必要があるというふ

うに考えていまして，なかなか適正というのは難しい言葉なんですけれども，当然行政のスリム

化をしながらも，必要な事業については執行体制をきちんと確保していくということも必要だろ

うと考えておりまして，そういう表現を今使っております。 

（会長） 

   左側の表の中に，知事部局等と教育委員会の削減目標並びに削減実績の対比が乖離しているわ

けでございまして，委員もその辺をにらんでの御発言ではないかと。 

（委員） 

   それも兼ねてですけども，今後も事業を移譲していくのなら，更なる人員削減というものも必

要でしょうし，また年代別のということがございましたけども，職員の方は切ることはできない

ので早期の退職とかということを促しながら，何らかの形で削減努力をしていただきたいと思い

ます。 

（委員） 

   先ほどの委員と同じような考えだと思うんですが，どうも聞いていたら道州制とこの財源問題
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はどうもセットにならない。道州制をやるということは，基盤である広島県がもっとしっかり基

盤を持っていないと，道州制以前に倒れちゃうんじゃないか。市町の方からも意見が出ましたけ

ど，現実に一番大事なのは財源をどうするか。どうしたら広島県が健全化されるかという問題を

先にしないと，道州制というのは，もちろんそれでプラスになることもたくさんあるでしょうけ

ど，お互いにマイナス同士が組み合って全部が沈んでしまう可能性も十分にあるんです。それで

財源問題，この基盤をきちっとした考え方を，土台をしないとどうもちょっと話の方がばらばら

にいきそうな感じがします。 

   私も学校をやっておりますから教育問題，人材問題にも関心がありますが，今，人もお金なん

です。今，広島県で，高校から大学に進学する 15,000 人ほどの人材のうち，広島県に残るのは

7,500 人，50％です。県外から広島に来るのが 12,500 人なんです。ということは 2,500 人少な

いんです。福岡県は 22,000 人ですけど，県外から来るのが 3,000 人プラスで 25,000 人。岡山は

少ないんですが，マイナスは 600 人です。 

   毎年 2,500 人の若い学生が全部外に出ていくということは，１人 300 万円にしたって相当なも

のです。そういうふうに財源というのはいろいろな考え方があって，何も締めるだけじゃなくて，

財政的なもの，経済的なものもありましょうし，その辺でもっと前向きな意見も必要だし，現実

にいろいろな問題を出してきて，それを少しずつ，一つずつでもどうしていくかという状況から，

その筋道の中に道州制をどうするというような考え方の方がいいんじゃないかなと思います。 

   やっぱりばっと私の心にきたのはお金がない，県は大変だ，どうしたらいいかということを考

え，せっかくこれだけの人材がいらっしゃるので考えていった方がいいかなという。私は一義的

には，経済的安定をどうするかというのを考えたいなと思っております。 

（事務局） 

   基本的には委員の御指摘のとおりだと思います。道州制は早ければ 10 年後と言われておりま

す。今回の分権プログラムの中で今までの５年間の財政健全化に向けた取組，あるいは今後の取

組の課題等について御説明申し上げましたけれども，今までの計画は５年ですので，次の計画は

恐らく５年程度の計画ということになろうかと思いますけれども，これから５年ないし 10 年は

あくまでも今の都道府県制度のままで，広島県がこのエリアと面積の中でどういう行政サービス

を提供していくか，そのための財政基盤をどう確立していくか，国から地方への権限移譲なり税

財源の移譲を踏まえた上で，県としてどういう財政運営をしていくかというのを，今の都道府県

制度のままで５年なり 10 年の財政運営がどうできるかという，委員の言われた財政基盤の確立

ということを検討していくことになろうかと思います。 

   ただ 20 年，30 年先まで考えた上で，今の国，広域自治体，基礎自治体のあり方がどうあるべ

きかという中で，少子高齢化なり厳しい財政状況を踏まえた上での行政サービスの提供のあり方

というのを考えた上では，早ければ 10 年後を目途に道州制を検討すべく，その上で今何を検討

しているかというのを気運醸成あるいは移行に向けた取組という記載をしておりますけれども，

それは都道府県制度のものとは別に議論すべきものだと考えております。 

（委員） 

若い人が何で広島からこんなに出ていっちゃうのかなというのが，学校としてもそうなんです

けど，大学の先生などもたくさんいらっしゃるんですけど，そこが広島県の一番魅力ですよね，

何かその辺がすごく，学校をしていますので不安でしょうがないところなんですけど，若い人と

いうのはものすごく消費してくれるんです。その人たちがいなくなる。だから市町村の過疎地も
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そうですよね。広島県の過疎もそういう方向性にいっているのかなと思って，ちょっと不安に感

じます。 

（会長） 

   道州制を議論するということは，大きく言えばそういう流れを変えていこうということだとい

うふうに私は理解しているんですけども，ほかにいらっしゃいませんか。 

（委員） 

   今の委員の御意見に近いところなんですが，６ページの財源不足への対応の課題のところがご

ざいます。これはお願いといいますか，ぜひ視点として強く入れていただきたいと思いますのは，

プライマリーバランスの黒字化の維持あるいは財政健全化の取組の中で，より選択と集中を徹底，

必要な施策，地域経済の活性化の必要な施策の展開とございますが，何に選択と集中をされるの

か。あるいは必要な施策とは何かというところ。恐らく今後議論がここで発展していくとは思う

のですが，やはりここが非常に重要なところではないかと思います。 

   先ほど委員からもお話がございましたが，私は，２年前に広島に着任し，キャリア教育を担当

しておりますが，広島県は非常に産業のバランスが良い県だと思って，キャリア教育には最高の

環境だと思ってまいりました。人口ですとか経済規模，だいたい８番目と言われることが多くご

ざいますよね。世界遺産も２つございますし，私は，広島県はほかの県に比べて人的資本や社会

的資本が非常に恵まれた県ではないかと思っています。恐らく道州制の流れの中でも広島県の動

向というのは，地方の県からの注目が非常に集まるところではないかと思うんです。 

   そんな中で削減というところはもちろん大事なんですけれども，どう活性化していくのかです

とか，先ほどお金がというお話がありましたが，どのように経済をより高めていくのか。また人

的資本に対して魅力のある地域にしていくにはどうすればいいかというその辺りの施策に，ぜひ

この議論を更に高めていっていただきたいという，以上意見でございます。 

（事務局） 

   この審議会にお願いが２件あると説明申し上げましたが，今現在１年目に御審議いただいてい

ますこの分権改革推進プログラム，これはこれからの分権型社会において広島県が持続可能な分

権型の行財政構造をどう作っていくのかという御審議をいただいております。実は総合計画につ

きましては，来年度で計画期間が終わりますので，この分権改革推進プログラムに続きまして，

どこで広島県を元気にしていくのか，どう政策にメリハリをつけていくのかといった点を，この

審議会で御審議いただきたいと考えております。 

（委員） 

   ４ページの左の主な取組の定員の適正管理の①の２番目です。教育委員会の削減数は，目標を

下回ったために平成 23 年度までの達成に向けて，引き続き，県立学校の再編等を推進というふ

うに，教育委員会の定員の目標と県立学校の再編の推進をセットで考えられている理由を説明い

ただければというのと，その右の課題のところで，将来を見据えた適正な定員管理の最後の○の

ところで，教育委員会においては，教育環境に留意した適正な定員管理が必要というふうにあり

ました。この削減数が下回った。学校を再編する。一方で適正な定員管理が必要。これをもう少

しかみ砕いて御説明いただければありがたいなと。 

（事務局） 

   まず教育委員会の削減でございますけれども，先ほどの県立学校の再編等のことでございます

が，主に削減の要素といたしまして，学校の統廃合でありますとか，児童生徒数の減であります
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とか，あるいは事務の方でありますと教育事務所の再編，特別支援学級等の児童生徒の増加とい

う要素がございまして，目標を下回ったということになっております。引き続き学校の統廃合と

かそういったことに取り組んで削減を図り，目標を達成するということにしております。 

   課題の欄の教育委員会においては，教育環境に留意した適正な定員管理が必要でございますの

で，削減につきましても学校現場の状況でございますとか，地元の局面，いろいろ多くの辺りを

適切に勘案しながら定員管理をすることが必要ということでございまして，今後の削減数等につ

きましても，今後それらを加味して議論をするということになると思います。 

（委員） 

   要望ということで，先ほどから広島県外に人口流出という話がございましたけども，県内にお

いてもやはり中山間地域を含めてバランスある人口動態が，現行の人口動態の平均を見て中山間

地域の人口が著しく減っていく。その結果として学校等の必要性を見直すという実態に基づく考

え方は理解できるんですけども，それだとより一層格差が拡大してしまうという観点になります

ので，もう少し視点を変えて格差是正につなげれば，魅力ある中山間地域等への産業育成の支援

を含めて結果として学校についての見直し，こういった一方的に人口が少なくなっているから，

単純に学校についても削減するという一律的な考え方を少し見直すことも必要ではないかなと

思っていますので，意見として述べさせていただきます。 

（会長） 

   活発な意見をいただきまして感謝しております。概ね意見も出そろったようでございますので，

県におかれましては，本日の審議会での意見も参考にされまして，今後取り組むべき課題につき

まして，鋭意御検討をお願いいたします。 

 

【議事】今後の審議の進め方 

（会長） 

続きまして議事２の今後の審議の進め方について御審議をお願いしたいと存じます。まずは事

務局から説明をお願いいたします。 

（事務局） 

資料説明：資料３ 今後の審議会・小委員会の進め方（案） 

（会長） 

事務局から資料３につきまして御説明いただきました。これについての御意見・御質問はござ

いますでしょうか。 

   特に御異論はないと受け止めさせていただきまして，このスケジュールに沿いまして，11 月

上旬を目途に当審議会として今後の分権改革の理念と方向についての提言をまとめるというこ

とでよろしゅうございますでしょうか。 

それではそのように決めさせていただきます。 

 

【議事】今後の分権改革の理念と方向 

（会長） 

続きまして，議事３の今後の分権改革の理念と方向について御審議をお願いいたします。事務

局から説明をお願いします。 

（事務局） 
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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） 

（会長） 

先ほどの今後の審議の進め方にも関係いたしますけれども，当審議会として提言を取りまとめ

るに当たりまして，今後検討すべき事項等について，論点案が示されております。この論点案以

外にも論ずべき重要事項等も含めまして，御意見がございましたら，御発言をお願いいたします。 

御説明いただきました今後の分権改革の理念と方向性については，小委員会の議論，意見を踏

まえて整理されているということですので，小委員会の委員長の立場から何か御意見がありまし

たらお願いいたします。 

（委員長） 

   今の資料４は少し総論的でとっつきにくいかと思います。ただし，その狙いは先ほど事務局か

ら御紹介がありましたように，今回の本年度の作業は，広島県の分権改革推進プログラムを作る，

あるいは作り替えるということが主目的です。 

   その具体的な柱として３つの分野。これは冒頭御紹介しましたように，地方分権，行政改革，

財政健全化という３つの分野がございます。今日の資料２でも御紹介がありましたように，各論

を更にもう少し細かく検討していかなくちゃいけないんですが，その前段の総論部分に当たるの

が，今の資料４とお考えいただけたらと思います。いわば各論を検討するための基本的なスタン

ス，共通認識という具合に受け取っていただけたらと思います。ただし，そうは言いながら非常

に一般的でとっつきにくいところがありますけども，少なくとも冒頭以来，御議論がございまし

たように，当面は県のプログラムですので現在の都道府県制度を前提に議論しています。 

   ただし，重要な過渡期にございますので，大きな変化，地方分権，更にその先の道州制等もに

らみながら，新しい動向を踏まえて，現在の当面の課題を洗い出していかなくてはいけないと思

います。そういった意味では，具体的には医療費であるとか教育問題なんかはそういう分権の中

のコアとなる部分でしょうから，今日のような御議論を踏まえながら，基本的スタンス，共通認

識の中に反映できればという具合に思いました。 

（会長） 

   委員は，前回の分権改革推進審議会のメンバーとして，分権改革推進プログラムの策定にも携

わられていたというふうに伺っております。今回の論点整理といたしまして，何か御意見がござ

いましたらどうぞ。 

（委員） 

   それにもかかわっているんですけど，次年度から総合計画の策定というところで，現在の広島

県の総合計画，４本柱の中の自治づくりというところがこの分権改革にかかわっていると思うん

です。 

   道州制なのか地方分権なのかという議論が，学会とかいろいろなところであるにせよ，地方分

権，道州制についての議論というのは避けて通れない。国がやるべき事柄と地方がやるべき事柄

というのは，いつの段階か，10 年先か 20 年先かということは置いておいたとしても，今，現時

点から枠組みづくりの議論というのは相当進めておかないと，いざというときには相当議論の場

から遠ざかってしまって，そこからスタートするのは非常に厳しいものがあるかなというふうに

思っています。 

 したがって，この分権改革についての基本的な理念を固めて，そのためには広島県を含めたこ

の地域，中国ブロックというのがどういうふうな姿にならなければならないのか。何を目指すの
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かという将来の，中期的なイメージというものを固めて，そのためにどういう理念，例えば選択

と集中ということも一つの基本理念でしょうし，その理念というものを固めていって，それに基

づいたいろいろなシステム，仕組みとかを作っていかなければならないのかなと思います。そう

いった理念のところで，皆様方の意見が出てきて，これでいこうという幾つかの理念，軸という

のが固まってくれば，それに向けて固めていくことになるのかなという思いでいます。 

   分権についてまったく議論をしていないというような状況というのは，温度差はあるにせよ，

日本ではあまりないような感じがしているんです。実は先ほど大阪から帰ってきたところでして，

私の研究のテーマに関連して，経過報告を聞いてきたんですけれども，行政の仕組み，効率良い

行政の原理，行政の民主的コントロールとか行政組織の民主的コントロール，人事というところ

が学会のテーマだったんですね。こういうようなものが何を表しているかというと，行政組織，

それから行政の枠組みというものが，変わっていかざるを得ないというのが学会レベルでも共通

認識でもあるのかなというところですので，いろいろな委員の方々の知恵も借りながらいいもの

を作れればと思っています。 

   それともう一つ，小委員会で気になったので，事務局にお願いしたいんですけど，先ほど委員

からの数値目標の設定と定数管理に関して，小委員会で頂戴している資料と，本日出てきた資料。

小委員会で頂戴している資料は，随分詳細な資料を頂戴しているんです。それを見ますと知事部

局と教育委員会のところとの人員のアンバランスというんですか，それが非常に如実に分かる資

料というものを頂戴して，小委員会では議論したということがありますので，もし事務局の方で

これはと思うものがありましたらば，小委員会で頂いている資料を全体のところでもお配りいた

だいた方が良かったかなと思います。 

それと管轄の問題もあるでしょうけれども，この定数管理のところでは，設定目標を達成して

いなかった教育委員会のところの話が当然出てくるだろうというのは，ある程度予測が可能だっ

たことと思いますので，それについては教育委員会の方がどなたか来てくださった方が良かった

んじゃないかなと，先ほどの委員の意見を伺っていて思いましたので，会議のときの配付の資料，

それから出席の方について考慮いただければと思いました。 

（会長） 

   今の委員の御発言から，何か意見として言いたい，あるいは感じているということがございま

したら，どうですか。 

   データのところについて，それから最後の部分，両方コメント願いたい。 

（事務局） 

   小委員会ではたくさん資料を出させていただいてございます。今回は少しそれをまとめてする

ということで，データの詳細を載せていなかった部分がございます。小委員会の資料は，少し遅

れているんですが，委員に毎回お送りさせていただいております。 

   それと，審議会の出席者なんですけど，教育委員会の方は，今日は人数の関係がございまして，

出席できなかったので，次回のときには出席者も検討させていただきたいと思います。 

（会長） 

   こういう場所にポイントを，今は全網羅的になっていますが，さっきの数字のところ，あれが

一つの争点であるのかも分かりませんので，そういうところは逆に，資料を送ってあるけれども，

問題点としてもう少し前面に出しても良かったのかなという感触を受けますけど。 

   それから教育委員会の方のコメント等の関係で，次回の出席というのはぜひ検討していただき
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たいと思います。 

（委員） 

   ２ページの囲みの中のまた囲みがあります。小委員会における意見。この中に高次医療機能と

いうのが書いてございますが，この辺をよく知っていらっしゃる人もあまりよく知られていない

人もあろうかと思って，私なりに説明をさせていただきますと，高次医療機能，例えば重粒子と

か陽子線といって，小さながんでも体に異常を与えない，要するに皮膚とか筋肉とかに影響を与

えないで，しかも的確に治療ができるという非常に立派な医療機器があって，今のところ日本に

も群馬大学とか３つぐらいしか入っていないところですけども，こういう機械を，中四国に一つ

ぐらい，例えば 120 億円ぐらいの高価な機械ですが，これを入れますと道州制のイメージを一気

に高めることができる。そうすれば中四国の人は，広島が中心なんだなというような，医療部門

でありますけども，そういった形で先例になり得る，道州制の推進力になり得るというように，

イメージの上ではできるというようなことを，経済界の人たちも青年会議所の人たちも，そうい

ったことを進めようとしていただいているので，私も賛成したいと思っています。 

 

【閉会】 

（会長） 

   それでは概ね意見も出そろいましたようですので，ただ今の御意見等を参考に，11 月上旬の

第３回審議会に向けまして，引き続き小委員会において御審議いただき，提言を取りまとめてい

ただきますようお願いいたします。委員長をはじめ小委員会の委員の皆様には，更に御苦労をお

かけいたしますけれども，どうぞよろしくお願いいたします。 

   本日の議事はこれで終了いたします。以上をもちまして，第２回総合計画審議会を閉会いたし

ます。長時間にわたり御議論いただきまして，誠にありがとうございました。 

 

８ 資  料   資料１ 広島県総合計画審議会小委員会の審議経過について 

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） 


