
 

1 

第２次木津川市行財政改革大綱（中間案）に対する意見募集結果 

 

● 実施時期 

 平成２４年１２月５日（水曜日）から平成２５年１月７日（月曜日） 

● 意見提出者数 

 ２人 

● 提出方法 

 持参（１件）、郵便（０件）、ＦＡＸ（１件）、Ｅメール（０件） 

● 意見数 

 １５件 

● 意見の反映 

 中間案の修正（５件） 

● 内訳 

〔第２次木津川市行財政改革大綱（中間案）〕 件 数 

全体                  に対する意見 １ 

表紙                  に対する意見  

目次                  に対する意見  

Ⅰ 行財政改革大綱策定の経緯と必要性  に対する意見  

Ⅱ 行財政改革の基本理念        に対する意見 ５ 

Ⅲ 行財政改革の体系          に対する意見  

Ⅳ 行財政改革の重点改革項目      に対する意見 ８ 

１ 協働の市政の推進         に対する意見 （１） 

２ 行政体制の確立          に対する意見 （１） 

３ 事務事業の見直し         に対する意見 （２） 

４ 公共施設の見直し         に対する意見 （１） 

５ 財政システムの確立        に対する意見 （３） 

Ⅴ 行財政改革の進め方         に対する意見 １ 

１ 行財政改革の計画期間       に対する意見  

２ 行財政改革の推進体制       に対する意見  

３ 実施及び進捗管理         に対する意見 （１） 

計 １５ 
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● 意見と市の考え方 

 

■ 全体に対する意見（１件） 

 

（市の考え方） 

 １につきましては、ご意見を参考に大綱の資料編に用語集を設けて、用語の説明をい

たします。 

 ２、３の内、行政・民間を問わず社会で一般的に用いられている用語につきましては、

一定の共通概念が構成されているものと考えています。 

 これに該当しない言葉につきましては、前後の文章で補足を行っています（例：方針

となる政策を定めてその実現を目指すとともに、費用対効果を常に意識する、経営的な

考え方）が、「時代のニーズ」、「（土地の）経営環境の改善」につきましては、ご意見を

参考に次のように修正いたします。 

（意見の概要） 

 地方自治体が策定する計画で使われる用語は、市民が理解できるものであり、その用

語の概念、意味する内容が明らかなものであることが求められるため、次の３グループ

の用語についてはもっとわかりやすくする努力を求める。 

 

１ 一部の人しか知らないと考えられる用語 

 ・総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ） 

２ 概念、意味する内容が明らかでないもの（一部） 

 ・効率化  ・市民満足度  ・簡素  ・（土地の）経営環境の改善 

３ 意味する内容が人によって評価が異なるもの（一部） 

 ・適正化  ・経営的な考え方  ・時代のニーズに合わなくなった制度 

Ｐ４ 修正前 時代のニーズに合わなくなった制度を新しい施策に転換するなど

の、 

修正後 社会情勢の変化に伴って市民ニーズに合わなくなった制度を新しい

施策に転換するなどの、 

Ｐ５ 

○２ 

修正前 

 

時代のニーズに応じてメリハリを付けて配分することで、 

修正後 

 

社会情勢と共に変化する市民ニーズに応じてメリハリを付けて配分

することで、 

Ｐ１３ 

③ 

修正前 

 

土地については、有効活用と経営環境の改善に向けた対策に取り組

みます。 

修正後 

 

土地については、有効活用に向けた対策に取り組み、公社の経営環

境の改善を図ります。 
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■ Ⅱ 行財政改革の基本理念に対する意見（５件）Ｐ３～Ｐ５ 

 

（市の考え方） 

 行財政改革大綱の役割は、『１基本理念 （図）行財政運営のイメージ』（Ｐ４）に示

しておりますように、目指す都市像の実現に向けて事業を展開する「総合計画」と、事

業費用の財政的な裏付けとなる「財政収支計画」の計画差（財政的な不足）を埋めるた

めの「行財政改革」についての方向性・考え方などを定めるものです。 

 ご意見の事項については、基本的に「総合計画」が担うものと考えていますが、上述

のように「総合計画」を実現していくための手段として「行財政改革」がありますので、

その意味におきまして、市民生活を守り充実させることに繋がると考えています。 

 

 

 

（市の考え方） 

 市民協働につきましては「全ての組織・職員が、市民と共に悩み、汗をかき、知恵と

工夫を出し合う、「市民協働」型の市政の推進が必要です。」としており、３つの基本理

念の１つとして「市民と共に創る、協働の自治体」を掲げています。これは、職員への

責任転嫁や市民への脅迫を意味する言葉ではないと考えています。 

 

 

（意見の概要） 

 今策定される行財政改革は木津川市の市民の生活の発展を保障し、選ばれる市、市民

が生き生きと暮らす市へと変わっていく道筋を示すものでなければならない。このため

には「大綱案」策定の根本を見直し、「地方自治体として最優先されるべき市民生活を

どのようにして守り、充実させていくのか」を基本とした計画に変えるべきである。 

（意見の概要） 

 「基本理念」の「市民と共に創る」の表現は、職員に責任を転嫁し、市民を脅迫して

いるとも読め、これでは「市民と行政の距離を縮め」ることはできないと考える。 

（意見の概要） 

 簡素、市民満足度はどのような姿をさすのか、誰が判定するのか、また持続可能は誰

のために求められるのかが明らかではない。持続可能な自治体は市民にとってこそ大事

なことである。市民に行政のやらなけばならないことを肩代わりさせたり、「受益者負

担の適正化」の名目で高額の費用の徴収を行うことはこの方針と逆行するものである。 
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（市の考え方） 

 地方行政は、地域に暮らす市民が「自治」を行うためにあり、自治体が財政的に破綻

するようなことがあった場合、不利益を被るのは市民です。 

 健全な財政構造を持つ、持続可能な自治体というのは「市民にとって大事」「行政にと

って大事」という対立構図でイメージされるものではなく、当然に市民のためにあり、

行政はその実現を目指さねばならないと考えています。 

 また、「受益者負担」である使用料・手数料の改正につきましては、市民の代表である

議会の議決をいただき進めているものです。 

 「簡素」につきましては、一般的な「無駄がない・飾りけがない」という意味で用い

ています。これは自治体の場合、様々な仕組みを分かりやすくすることにも繋がると考

えています。 

 「市民満足度」につきましては、日常業務やホームページ「市へのご意見」などにお

きまして、常に把握に努めているところですが、総合計画の策定や見直しに併せまして、

市民アンケート調査などにより市政全般に関する満足度の把握を行い、市政に活用して

まいります。 

 

 

 

（市の考え方） 

 行財政改革大綱では、『Ⅳ行財政改革の重点改革項目 ２行政体制の確立 ③定員管理

の適正化』（Ｐ９）におきまして、「今後の行政需要の動向等を勘案」しつつ「行政需要

に応じた職員の適正配置に努める」こととしており、正職員を減らし、嘱託職員や臨時

職員を増やすことを計画の眼目とはしていません。 

 なお、行政需要を上回る職員規模は、人件費の増大を招き、財政を圧迫することに繋

がりますので、引き続き定員管理の適正化を図っていきたいと考えています。 

 

 

（意見の概要） 

 地方自治体に行うことが求められている事柄は内容によっては多くの職員の力が必

要になったり、低コストとはいえないものもある。このような市と職員の誠実で熱心な

対応で市民の満足度の向上が見られることは多く報告されている。 

 正職員を減らし、嘱託職員や臨時職員を増やすことをこの計画の眼目とすることは反

対である。 
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（市の考え方） 

 行財政改革大綱は、『１基本理念 （図）行財政運営のイメージ』（Ｐ４）に示してお

りますように、目指す都市像の実現に向けて事業を展開する「総合計画」と、事業費用

の財政的な裏付けとなる「財政収支計画」の計画差（財政的な不足）を埋めるための「行

財政改革」についての方向性・考え方などを定めるものです。 

 ご意見を参考に、総合計画の役割をより明確にするため、次のように修正します。 

 

 

 

■ Ⅳ 行財政改革の重点改革項目に対する意見（５件）Ｐ７～Ｐ１６ 

 □ １ 協働の市政の推進に対する意見（１件）Ｐ７～Ｐ８ 

 

（意見の概要）［（図）行財政運営のイメージ 関係］ 

 「総合計画」、「行財政計画」、「財政収支計画」を並列的に並べることは「政策」を埋

没させるものである。政策に基づいた「行財政運営」を不可能にするともいえる。また、

自治体の計画を策定するとき、どのような計画であってもその根本は住民福祉の増進で

ある。そこには経営的な考え方で全てを律することはできない。 

 このように「基本理念」が最初から崩れている。この建て直しを求める。 

 

 「行財政運営のイメージ」に示される「総合計画」、「行財政計画」、「財政収支計画」

の３計画の関係を「大綱案」の基本的考え方とすると木津川市の目標とする市政運営の

基本理念は後景に追いやられ、基本理念実現のための手続き計画が優先されることにな

る。 

Ｐ４図 修正前 

 

目指す都市像の実現に向けて事業を展開する「総合計画」、 

修正後 

 

木津川市のまちづくりの基本となり、目指す都市像の実現に向けて

事業を展開する「総合計画」、 

（意見の概要）［②開かれた市民参加・参画の市政の推進 関係］ 

 情報提供手段として、市ではホームページを活用されているがパソコンの所有者は国

民の６人に１人だそうで各家庭に十分普及していないと思われる。有る・無いで情報を

共有できないのは市民の公平性にかける。 

 そこで提案ですがホームページを利用できない人もいますので図書館や市役所（支所

を含む）・公民館等に市民誰でも利用できるパソコンを設置してください。 
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（市の考え方） 

 ご意見としてお伺いさせていただきます。 

 

 

 □ ２ 行政体制の確立に対する意見（１件）Ｐ８～Ｐ１１ 

 

（市の考え方） 

 「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（ＰＦＩ法）」の施

行（平成１１年）や、指定管理者制度の導入（平成１５年）に始まり、様々な法改正に

よって、企業やＮＰＯなど多様な事業主体にも直接的な公共サービスの担い手としての

門戸が開かれました。そして、行政はそれを適正に管理する役割に位置付けられていま

す。 

 また、国が進める地方分権・地域主権改革によって、市町村が権限・責任を持つ領域

が増大しており、従来は、国や府の法令や指示に基づいて実施していた事項につきまし

ても、市町村が自ら企画立案・調整して、地域の実情に応じた施策展開を行うこととな

ってきています。 

 このように、市町村が果たす役割において企画立案、調整、管理のウェイトが増加し

ているため、これに対応できる能力を持つ組織構築と職員育成が必要だと考えています。 

 また、人件費につきましては、「引き続き適正な水準の維持に努める必要がある」とし

ており、無理な抑制を行うことは考えていません。 

 

 

 □ ３ 事務事業の見直しに対する意見（２件）Ｐ１１～Ｐ１３ 

 

（意見の概要）［①人材育成の推進と職員・組織の意識改革 ④総人件費の抑制 関係］ 

 これからの職員の担う仕事として、企画立案、調整、管理が挙げられ、事業やサービ

スの直接的な担い手からの変更が示唆されている。事業やサービスは嘱託職員や臨時職

員の間での協働は不可能となろう。また、無理な人件費の抑制は職員の働く意欲喪失に

つながっていることも大阪府・市の事例で明らかである。 

 今なすべきことは職員間の待遇と権限を等しくすることであり、適切な待遇を行うこ

とといえよう。 

（意見の概要）［②補助金・団体支援の見直し 関係］ 

 行政が事務局機能を担っている各種団体の自主的運営に向けた支援は経過を確認の

うえ慎重に対処して欲しい。 
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（市の考え方） 

 ご意見としてお伺いさせていただきます。経緯の確認は必要だと考えています。 

 

 

 

（市の考え方） 

 ご意見を参考に、『２行政体制の確立 ②組織改革』（Ｐ９）の（行うべき取り組み）

を次のように修正します。 

 

 

 □ ４ 公共施設の見直しに対する意見（１件）Ｐ１３～Ｐ１４ 

 

（市の考え方） 

 ご意見としてお伺いします。事業仕分けを含めて方法を検討していきます。 

 

 

 

 

（意見の概要） 

③外郭団体の見直しの次に④として「審議会等の見直し」を追記 

本件については平成２３年３月３１日付け「木津川市審議会等の設置及び運営等に関す

る指針」第４項に記載されているが、再度改革の決意として改革大綱に計上すべきであ

る。 

Ｐ９② 修正前 

 

 また、市民から見て責任・権限の所在がわかりやすい編成、職名

とすることに留意します。 

修正後 

 

 また、市民から見て責任・権限の所在がわかりやすい編成、職名

とすることに留意します。 

 併せて、市が設置する審議会等につきましても、その必要性を確

認し、設置目的が達成されたものや類似するものについては、廃止・

統合を進めます。 

（意見の概要）［①公共施設の適正配置と有効活用 関係］ 

 本当に不要だとの判定のやり方と判定の主人公を検討されたい。不要公共施設の活用

には市民の意見を求めてほしい。 
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 □ ５ 財政システムの確立に対する意見（３件）Ｐ１４～Ｐ１６ 

 

（市の考え方） 

 ご意見としてお伺いします。魅力あるまちづくりのためにも、健全な財政構造を持つ、

持続可能な自治体を目指したいと考えています。 

 

 

 

（市の考え方） 

 事務の共同化・アウトソーシングにつきましては、これに馴染むものとそうではない

ものがあると考えており、例えば地域の特性やまちづくりに関する事項につきましては、

共同化等には馴染まず、これを行うべきでないと考えています。 

 一方で、統一的なルールに基づく事務処理などについて、共同化やアウトソーシング

によって、少ない経費で大きな効果を挙げることが出来る場合には、これに取り組むこ

とで行政コストの節減を行っていきたいと考えています。 

 また、これらのことを行う際には、市民情報の流出などが生じないよう、適切なチェ

ック体制を確保します。 

 

 

 

（意見の概要）［①歳入の確保と支出の抑制 関係］ 

 歳入の確保は、魅力ある木津川市を作ることで企業や学校などの進出をすすめ、市民

の増加を図ることが王道である。企業にとって進出したくなる、住みやすさにひかれて

家を求めて来る人が増加する、こういう町でなければ歳入の確保は難しい。 

 本当に受益者負担の「適正化」が市民福祉の向上につながったのか、企業誘致が市勢

向上にどれほどの役割を果たしているのかをじっくり見極めることが必要である。 

 指定管理者制度の導入や市施設の民営化が市にどれほどの負担の軽減を図ったのか、

それに対して市民の利用がどの程度阻害されたかについても十分な検討が求められる。 

（意見の概要）［①歳入の確保と支出の抑制 関係］ 

 事務の共同化は地域地域の差異をけしさるものであり、市民を大事にした市役所とは

反対の方向である。アウトソーシングも同じである。市民情報の流出、機械的で高飛車

な市民への対応が当然起こる。そのうえ今後税金以外にも同様の共同化が広がるとすれ

ば木津川市としての自立性に大きな支障がでかねない。 
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（市の考え方） 

 予算の枠配分につきましては、現在、各部局に予算要求額の上限を配分する形で実施

しているところですが、毎年その運用の中で検証し、必要に応じて見直しているところ

です。また、配分は硬直的なものではなく、一つの基準として機能しているものであり、

政策的な経費や法令に基づく扶助費につきましては、別途取り扱っているところです。 

 

 

 

■ Ⅴ 行財政改革の進め方（１件）Ｐ１７～Ｐ１８ 

 □ ３ 実施及び進捗管理に対する意見（１件）Ｐ１７～Ｐ１８ 

 

（市の考え方） 

 行財政改革についての計画は、法令で定められた計画ではありませんので、その構成

や内容については、それぞれの自治体が試行錯誤しながら策定しているところです。 

 現行の木津川市の行財政改革関係計画は、大綱、推進計画、行動計画という３段階の

構成をとっていますが、今回策定いたします第２次の計画は、体系を簡素化して、分か

りやすく実効性の高いものにするため、大綱、行動計画の２段階の構成といたしました。 

 

（意見の概要）［④予算編成の改革 関係］ 

 予算の枠配分は、その基準、政策方針との関係で問題があると考えるので反対する。 

（意見の概要） 

 木津川市行財政改革大綱に続く計画としては木津川市行財政改革行動計画がおかれ

ている。本来大綱の次には計画が置かれ、その計画に基づいた行動計画が置かれるべき

である。木津川市行財政改革計画を広く市民の討議に供し、賛意をえて行動計画の策定

にすすむのが正常なすすめ方である。 


