
行政改革推進委員会会議録（要旨） 

 

行財政改革プラン 2016の策定にあたっては、行財政改革推進委員会を３回開催し

て、市民の皆さんからご意見をお伺いし、プランに反映をいたしました。 

会議録の要旨は、以下のとおりです。 

 

 

第 1回委員会 

平成 27 年 11 月 10 日 

 

○ 高齢者インフルエンザ予防接種は、市独自の取組みか。 

対象年齢の引き上げ等見直しにより経費の削減を図ることができる事業か。 

  

→事業内容：６５歳以上の高齢者は、自己負担 1700 円で接種 

予防接種法に基づき実施。（ただし、努力義務、勧奨なし） 

上伊那市町村と医師会との協議に基づき上伊那全市町村で同じ内容で実施している。 

全国の市町村でも同様に実施（金額は異なる）している。 

（６５歳以上の高齢者は、重症化したり致命的な合併症を起こしやすく、インフルエンザ

が流行した場合、医療費が増加して財政負担が大きくなるリスクがあるため、罹患・

重症化の予防が重要。） 

 

○  人口減少について。地元には立派な企業があるが、若者の多くが東京の大学へいってし

まう。地元企業に就職して定住してもらえるように、行政から企業に働きかけて、地元企

業に就職してもらえるよう、説明会を開催するなどできないかと思う。 

 

○  市から、お金をいただく立場にあるが、今後の少子高齢化、人口減少、箱物・設備の老

朽化を考えると、相当しっかり先を見据えていかないと厳しいということがわかった。 

如何に入を増やし、出をどれだけ減らせるかということになると思うが、そのあたりは、

市やいろいろな立場の皆さんが検討をしていただいていると思う。 

参加者負担等、恩恵を受ける人の負担を求めたり、事業もある程度厳しくチェックしな

がら、収入支出の差を改善する方向かと思う。 

 

今回、基金を１億円ずつ増やし 5 年後に２１億円以上に積み立てるという目標も、年次

的にしっかりやっていかないと、前回のプランで掲げた将来負担比率の目標値が、策定時

と状況が変わって達成できなかったことも考えると、年次のチェックでさらなる厳しい見

方をしていかないといけないかなと思う。 

 

○  平成１９年３月に役所を退職したが、当時と比べると時代が変わって今までなかった新



しい制度がどんどんできて、市役所の仕事が明らかに増えている一方、正規職員が減り臨

時職員が増えている。臨時職員は責任や勤務時間に制限があり、正規職員にしわ寄せがい

っていると思われる。職員の作業能率を上げても、限界がある。退職金や年金も減ってお

り、正職員はよくやっていると思う。 

 

○ 財政的な話を聞く中で、将来の市の財政のことを真剣に考えなければいけない時代になっ

てきたと感じる。 

民間委託、施設の民間への移譲が掲げられているが、経塚保育園の改築が行われている

が、保育園を民間で建てると補助が出るが、市が建てると、すべて自己負担になると聞い

ている。 

子どもが減っている中で、市が保育園を建てようとすると全て自己負担となるとなれば、

この際、民間への移譲も積極的に考えていくべきではないかと感じる。 

 

→ 全国的には多くの市区町村で実施しているが、長野県内で実施している市町村は少ない。 

  少子化に伴う園児の減少や、保育園の老朽化が進んでいる。 

また、公立の保育園の建設には補助金が出ないことなどから、今後の保育園あり方について、

検討をする必要がある。 

 

○  市役所の仕事、職員の状況が厳しいという話があったが、厳しさは民間も同じで、仕事

量はあっても、実入りは少ないし、人も増やせない。全体が同じ状況にあると思う。 

 財政が厳しい中で削減の方法はいろいろあるかと思うが、一番根本的なところは、少子

化の部分をなんとかしていかないといけないと思う。 

 

○ これからの駒ヶ根市の活性化のために、健全、健康な子供たちつくりたいと思っている。 

ここは自然に恵まれているので、野山を駆け回わったりするのが良いと思うが、家の中にこ

もっている。自然の中で体を動かして、面倒くさいが、手作りのしっかりしたものを食べて育

つのがよい。そういうことを小さいうちから楽しみ大切にして郷土のいいものを伝承していく

ことが私たちの役割だと考えている。 

引きこもりニートの問題等がある。どうやって健全な大人に育てることができるかが重要だ

と考えている。 

 

○ 将来どうどうあるべきかを企画し、ピーアールすることが市役所の職員の仕事だと思う。 

問題は、プランを実施するのは誰か。市民がうごかないとプランは達成できない。 

誰が旗を振るかリーダーになるか。その辺が一番難しいところはないかと思う。 

すばらしい企画ができてそれを市民が十分理解してそれを確実に踏襲していくというかたち

を誰がリードしていくか、細かい数字は事務方に任せるが、実施するにはどうしなければいけ

ないかを一番議論し、市民にアピールしなければと思う。 

 

○  景気が上向いてきたとは言うものの、駒ヶ根市の状況をみると、商店街なんかは悲惨な状態



で年々ひどくなっている。景気が良くならないと税収も上がらない。 

人口が３万４千人を切るような状況では、消費も上がってこない。市長が交流人口というこ

とをよく言われるが、定住人口も増やして消費人口を増やさないと税収につながらないと思う。 

１０年くらい前は、３６０人くらい生まれていたのに今は２５０人に減って、このままでは

消滅していくのではないかと危機感を持つ。 

団塊の世代の皆さんが高齢者になるということで、いかに健康な高齢者になって介護費を抑

えることが出を数なくなり健康なまちになる。 

職員数が減り、仕事が高度化・専門化してくる中で担当する職員が一人でそれを担っていか

なければいけないので大変だと思うが、実際に職員が減った分を、嘱託・臨時や委託で補って

いると思うが、臨時、嘱託職員の人数と総人件費などはどうなっているか。 

 

→職員数と人件費の推移は以下のとおり 

 

         平成１５年  平成２７年     

正規職員     ３４０人 → ２７６人  ６４人減 

嘱託、臨時職員  １１５人 → １６１人  ４６人増 

 

 

 

総人件費の推移（H21-H26） 

正規職員給与 

 Ｈ21 ２２億４７００万円 → Ｈ26 ２１億１１００万円 

人員減と H22,23 の給与マイナス改定、Ｈ25 の特例減額（東日本復興財源）で 

Ｈ２１年の２２億４７００万円がＨ２５人には１９億８４００万円に減少 

Ｈ２７年は、給与の増額改定により、２１億１０００万円に増加した。 



総人件費 

 臨時、嘱託職員人件費と業務委託後の委託先の人件費（見込み）を含めた総人件費は、 

Ｈ２５まで減少していたが、Ｈ２７年は給与の増額改定により上昇に転じた。

 

 

 

 

 

 

第 2回委員会 

平成 27 年 12 月 3 日 

 

○ せっかく駒ヶ根の事業所に就職したのに、保育料が高いので隣村に家を建てたという話があ

る。若い人は、そのあたりにシビア 

 保育料が近隣に比べ高いというのは事実か 

 

→ 保育料が近隣と比べ高いのは事実 

  3 歳児以上は、県内 19 市の中庸を目安に保育料を決定している 

  未満児保育料は、高め 

   宮田、飯島は、保育園数が少なく 1 園の園児数が多く効率的 

   駒ヶ根は、保育園数が多く、非効率ではある。 

   保育園のあり方について検討が必要 

 

○ 民間保育園の評判がよい。 
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  園長が固定し、保育園の方針や運営が安定している。 

 

○5 歳児検診事業の見直しがあるが、導入当時、先進的で駒ヶ根の目玉だった事業だが、見直しが

必要か 

→効果に対して、やり方が丁寧すぎるという課題がある。コンパクト化を検討するということ。 

 

○ 子育て関係については、経費削減の視点より、子どもたちのためになるのかといった視点で

考える必要がある。 

 小規模な施設は、職員の目が届きやすく、子どもたちにとってよいこともある。 

→ 保育園のありかたについては、本年度計画を策定中 

  公共施設マネジメントの視点からも検討していく 

 

○ 一人当たり職員数は、他市と比べても少なく、職員の業務量も増えているのではないか。 

 無理をしてまで減らすのか。 

→ 職員の大量退職に伴う退職金の財源確保のため退職手当債を借り入れたが、借り入れの条件

として職員数削減が必要で、これにそって削減しなければいけない事情もあった。 

 

○ 十二天の森取得費用１億 5 千万円と聞いたが、水質が汚染され BOD が高い。 

  きちんと管理して有効利用をはかってもらいたい。 

 

○ 農業集落排水加入金にばらつきがある。公共下水と統合されたときに加入金は軽減されるか。 

→ 統一後の新たな加入金は公共に統一されることになる。 

値上がりするようであれば、経過措置を設けることも検討することになる。 

 

○ 統合された場合、農集施設の廃止はどのように行うか。 

→ 農集の基金で対応することになる。 

 

○ し尿の下水処理施設への投入の希釈水は何を使うか。 

→ 井戸水を使う。 

 

○ 生ごみ処理と焼却した場合のコスト比較は？ 

→ 焼却した場合、資源化できない。コスト高でも資源化に取り組むことも必要 

 

○ 全ての衣類を回収して、リサイクルするものや焼却するものなど分別して処理してくれる業

者がある。出すほうの仕分けの手間も省けるので検討できないか 

 

○ 「33 原付バイクの登録台数増加」は、効果に疑問があり、改革プランに位置づける必要はな

いのではないか。 

→ プランから削除の方向としたい。 



第 3回委員会 

平成 28 年 1 月 20 日 

 

○ 将来負担比率がダントツに高い 

  基金積み立てするには、原資が必要。比率が高い要因と将来的ダメージは？ 

→ 基金が少なく、借金が多いことが原因。早期健全化基準の３５０％の半分で、ダメージとい

われるレベルにはない。 

 

○ 少子高齢化が進行する中で、何を止め、何をするかが課題 

  耐用年数を迎える施設が増えるが、取り壊し等どういうタイミングで決めていくのか 

→ 今回の公共施設総合管理計画は、基本的な考え方を定め、来年度以降、個々の施設種別ごと

に、具体的な計画を作ることになる。 

 

○ 外部委託について、どの部門を委託していくか 

  法務局は、民営化により対応がとてもよくなったが、何でも委託するとい考えでなく、十分

を検討した上でやらないと逆にサービスの低下やコスト増になる可能性もある。 

 

○ 今あるものを工夫し活用する時代 

  駒ヶ根が住み良いこと、ストレスなく気持ちよく生活できる地域にすることが重要 

  また、それにより仕事も生まれてくる。 

 

○ 将来負担比率は、公共投資により比率が高くなってきた。 

今後、施設の老朽化対策のためにはお金が必要になる。 

借金が多いと、学校耐震化のときに、市にお金がなくてできなかったこともある。 

市にはある程度余裕がないと、何かあったときに対応ができない。 

将来負担比率の改善目標は、２０年先を見通してどうしてもやっていただきたい。 

 

○ 民間ではスクラップ＆ビルドが当たり前 

  市長には、新たな気持ちで取組んでほしい。 

  人口減少が進むが、市町村合併が必要という考えはないか 

  

○ 公民館建替えの話があるが、昔と時代が変わりカルチャーセンター化してきている。 

公民館がなくてもよいという発想があっても良い 

 

○ No15 の「市民団体等の効果的な支援」の 5000 千円の効果はどのような内容か 

→まち普請事業を、市が直営で実施した場合との差額（事業従事時間×市臨時職員単価）を効

果額として見込んでいる。 

 

○ ふるさと寄附の増加に取組むことはよいが、市民が他市町村へ寄附する分は、考慮しているか 



→市民が他市町村へしたふるさと寄附は、H26 の実績ではわずか。H27 は増える見込みだが、

まだわからない。 

 他市町村へ寄附して市の収入が減った分は、75％が交付税で返ってくるため、減少影響は軽

減される。 

 

○ ふるさと寄附の返礼品の割合 30％は他市町村と比べてどうか 

 → おおむね平均的な割合いだが、返礼を多くして金額、割合を上げることも検討する 

 

○ 庁舎の LED 化で電気料を削減できないか 

 → 庁舎耐震工事時に、照明器具を省電力型にかえており、LED 化してもコスト削減効果は

ない。 

 

○ 公共施設の総量の縮減の取組みとあるが、過疎化地域等、山の中の橋を減らすこともあるのか 

→ 可能であれば廃止もありうるが、簡単に廃止することは難しいと考えている。 

 

○ 「32 全事業の見直し」について、市民に意見を求められても、専門でなく、関心も低いため、

総論賛成、各論反対になりやすい。 

 市民の意見は、自分中心になってしまう。 

 市の職員が全体を一番わかっているので、職員が市民とコミュニケーションを図りながら、

市民に理解を求めるように説明していくことが必要 

 

○ 問題解決に向けては、問題が何かをきちんと理解されないといけない。 

言われてやるのでなく、市民が自分のことと思って取り組む必要がある。 

 

○ 事業の見直しは、直線的にやると角が立つので、区長等をクッションにおいてうまくやってほ

しい。 

重要なことを詳しくやるとよい 

 

 

【欠席委員からの意見】 

経常収支比率と将来負担比率の高さは、これから子育てが続く年代にとっては心配。 

若者が希望を持ってこの地域で活躍できるような政策やインフラ整備が無ければ、若年層

の人口流出は更に増えていくと思う。 

歳入の確保では具体的な施策が挙げられているが、ふるさと納税以外は圧縮や売却など長

期的に続けて財源確保していけるものではない。 

今回の財政健全化策が達成された後、その先はどうやって歳入確保をしていくのか考える

ことも必要。 

交流人口の増加、そして定住人口の増加が一番の根本だと思う。総合計画の方で施策が考

えられているかと思うが、そちらとの関連や、長い目で見ての展望がわかると良い。 



 

公設地方卸売市場については、存在すら知りませんでした。 

公設地方卸売市場は、元々は食料品の安定供給という役目を果たすために整備されたとあり

ますが、流通システムが進んだ現在どんな役割があるのか？ 

卸売市場に対して、生産者のニーズがどのくらいあるのかも疑問。 

ある農家の方から、市場から仕入れて店が売る農産物よりも、生産者から直接買った方が

安いし良いものが入るから、取引しないかと言われた。 

既に生産だけでなく、販売まで手掛けている農家も多数いる。 

取扱額５千万円を下回ったら抜本的な見直しとあるが、下回ることを想定しているのか、

そうならないように手立てするのか。 

その辺が具体的に書かれていないので、あやふやな印象を受ける。 

 


