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令和元年度 生駒市行政改革推進委員会

第 2 回 会議録

開催日時  令和元年 6 月 19日（水） 午後 1 時 30 分～午後 3時 30 分

開催場所  コミュニティセンター 4 階 404 会議室

出席者

（委 員） 森委員長、平岡副委員長、稲山委員、松岡委員、佐藤委員、森岡委員、南部委員、上

坂委員

（事務局） 杉浦総務部長、大西総務部専門官、岡田財政経営課長、南口財政経営課課長、齊藤財

政経営課主幹兼経営係長、島田財政経営課同係主任、政木財政経営課同係係員

（傍聴者） なし

欠席者

  なし

１ 開会

２ 委嘱状交付及び委員紹介

市長挨拶

（市 長）当市は、10 年程前から重要な課題として積極的に行政改革の取組を進めてきたが、この 10

年間で社会情勢も大きく変化し、少子高齢化など新たな問題が山積している。市長として

2 期目に入り、行政改革を当市の大きな課題として、スピード感を持って進めてまいりた

いと思う。委員の皆様には現在、行政改革大綱案を審議していただいているところだが、

今後は、事務事業の見直しについてもご審議をお願いしたいと思っている。さらに、当市

は大きな人口減少の局面には入っていないが地域間の人口に偏りがあり、ファシリティマ

ネジメントについても、先日実施した公共施設に関する市民アンケート調査で、各公共施

設の利用状況など様々な課題を確認し、計画の策定に向けてご審議をお願いしているとこ

ろである。いずれも難しい課題ばかりであるが、行政改革の取組が目に見えてわかるよう

前に進めていきたいと思っている。市民の皆様にご理解いただけるよう取組を進めていき

たいと思っているので、私自身も現場に足を運び、市民と対話を重ねながら取組んでいき

たい。本委員会でご審議いただいた内容をしっかりと受け止め、現場にも話をしていきた

い。委員の皆様には、市民目線で見たときに、どのように説明をしていく必要があるのか

という視点を持っていただいたうえで、忌憚なきご意見をいただければありがたい。ご苦

労をおかけすることもあると思うが、何卒よろしくお願いしたい。

（小紫市長退席）

    【資料 1 生駒市行政改革推進委員会委員名簿について説明】

     － 委員紹介 －
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     会議開催にあたり、総務部長から挨拶を申し上げる。

（総務部長）お忙しい中、委員の皆様にはご出席いただきお礼申し上げる。市長の挨拶にもあったと

おり、行政改革の重要性を痛感しているところである。本日の案件にもある行政改革大

綱の策定、事務事業の見直し、そしてファシリティマネジメントは、今後の行政運営を

行っていく上で、非常に重要な課題であるといえる。厳しい財政状況ではあるが、委員

の皆様の忌憚なきご意見を頂戴し、取組を進めてまいりたいと思うので、よろしくお願

いしたい。

３ 委員長及び副委員長の選任

（事務局）委員長と副委員長について、「生駒市行政改革推進委員会条例」第 5条第 2 項の規定に基づ

き、委員の互選により定めることとなっている。このことについて、何か意見はあるか。

（委 員）委員長については、これまでも委員長を務めていただいている森委員に引き続きお願いし

てはどうか。

（各委員）異議なし

【委員長は森委員に決定】

（事務局）副委員長については、何か意見はあるか。

（委員長）今回の行政改革は財政問題が大きな課題となっていることから、専門である平岡委員にお

願いしたいと思っているがどうか。

（各委員）異議なし

【副委員長は平岡委員に決定】

４ 案件

  （１）会議の公開について

（事務局）【資料 2 「生駒市行政改革推進委員会」の会議公開の取扱い（案）について説明】       

（委員長）何か意見はないか。意見がなければ、本委員会の会議は原則公開とする。

  （２）行政改革大綱（案）について

（事務局）【資料 3 平成 31 年度第 1 回会議を踏まえての委員意見について説明】

    【資料 4 行政改革大綱（案）について説明】     

（委員長）事務局から説明いただいたが、何か意見はないか。

（委 員）資料 4 の 7 ページ（2）財政状況と見通しのところで、普通交付税算定上の一般財源額の

表を掲載しているが、なぜ掲載する必要があるのか説明を聞いてもわかりにくい。基準財

政需要額と決算額に乖離が生じており、算定方法に問題があるということでこの表を掲載

しているというわけではないのか。

（事務局）社会保障関係費が一般財源ベースで増加していくことが見込まれているが、歳入となる一

般財源の状況についても明確にする必要があると考えている。国としては客観的に捉えた

水準を算定根拠としているため、当市の普通交付税算定上の一般財源額を掲載している。

また、当市はこれまで比較的豊かであった背景があり、その時代から実施している市単独

事業が財政状況を圧迫している要因の一つであると考えられ、そこの詳細な分析について
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は進めているところである。例えば、生きいきクーポン配布事業は市独自の単独事業であ

り、高齢者数の増加に伴い経費が増額している状況であったとしても、国としては市が独

自に実施している事業であるという位置づけになってしまう。

（委 員）市単独事業は普通交付税算定の対象には含まれていないということか。

（事務局）市独自の単独事業については、国では普通交付税の対象としてみなされない。

（委 員）市が単独で事業を実施することができるように、国から普通交付税を交付されるのであり、

その中で市は勘案しながら事業を実施していくことになるのではないか。

（事務局）仰るとおりであるが、当市が豊かであった時代の名残として続けている市独自の事業は多

いといえる。

（委 員）資料 4 の 8 ページ歳出の状況と見通しを見ると、社会保障関係費が増加することで厳しい

財政状況が見込まれることについて記載している。一方で 7 ページ歳入の状況と見通しで

は、社会保障関係費の増加に伴い厳しい財政状況となるが、普通交付税の算定方法に問題

があるということを示していると感じる。そうなると制度の話になってしまうので、総務

省との話になってしまうのではないか。

（事務局）普通交付税算定上の一般財源額は、国が客観的に見たものであり、当市としては市が独自

で事業を実施してきていることを示すために普通交付税算定表を掲載させていただいた。

（委 員）市単独事業を実施することで財政状況が厳しいということを言いたいのであれば、8 ペー

ジの歳出の状況と見通しのところで、一般財源が少ない中で市単独事業をこれまでと同じ

ように継続することが難しいという旨を明確に記載したらいいのではないか。

（事務局）しっかりと分析を行い、記載していきたいと思う。

（委 員）市独自の単独事業が多いというが、他市と比較して本当に多いのか。

（事務局）類似団体と比較しても当市は多いといえる。例えば、生駒北学校給食センターが新たにで

きたが、国から普通交付税の算定対象になるということにはならない。生徒数や学級数を

勘案して交付されるため、給食センターの数が増えたところで、普通交付税は増えない。

豊かな時代の名残で実施してきた市独自の単独事業について、しっかりと見直しを図る必

要があると考えている。

（委 員）これからは、普通交付税の算定対象の事業を実施していくということか。

（事務局）市独自の単独事業にメスを入れていく必要があると考えている。

（委 員）市単独事業が多いというが、市単独事業以外の事業が少ないのであれば、全体の比率とし

て見たときに市単独事業が多いだけではないのか。

（事務局）法定実施義務がある事業や国の補助がある事業について、他市と比較して当市が少ないと

いうことはない。

（委 員）生駒市は県内でも端に位置しており、立地的にも市単独で実施する必要がある事業もある

と思う。他市と比較して市単独事業が多いという表現が適切なのだろうか。比率で見た時

に市単独事業数が多いかもしれないが、明確にしなければわからないだろう。例えば、生

駒市は保健所がないが、他にもない施設はたくさんあるだろう。そういう意味での市単独

事業なのか。

（事務局）これまでは生産年齢人口世代だった人たちが、今では社会保障を受ける側の立場となり、

社会保障関係費が増加することで、今後厳しい財政状況が見込まれる。そのため、市独自
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の単独事業にメスを入れていきたいと考えている。

（委員長）これまでの話をまとめると、社会保障関係費が増加しているということだが、社会保障関

係費のうち約 6 割が補助金でない部分（一般財源）で占めている。社会保障関係費が増加

しているが、生駒市に入ってくる税収と一般財源の乖離が生じていることが厳しいという

ことを言及している。ご意見があったように、伝わりにくいといえるので、記載の仕方に

は少し工夫が必要である。この話は、歳入増をどう図るかという話につながってくるだろ

う。税収をどう伸ばしていくかということであり、ここでいう留保財源が増えることで、

市単独事業を実施する余地が増えることになる。しかし、その構造がわかりにくいため、

表現の仕方については工夫する必要があるだろう。他に何か意見はないか。

（副委員長）委員の皆さんの意見はもっともであり、わかりにくいという印象を受ける。限られたス

ペースの中でわかりやすい情報を工夫して記載する必要があるが、普通交付税の算定につ

いて記載するのであれば、さらに詳しい内容を記載するべきである。また、財政状況を課

題として今回の行政改革に取組んでいくのであれば、財政経営課での詳細な分析が別途必

要になると考える。普通交付税の算定について、専門的な話に見えるかもしれないが、市

民の方も知っておくべき知識であり、納得いただいたうえで、行政改革に市民にも参画し

てもらうべきであると思う。

（委 員）数値目標について、5 年間で 10 億円以上の経常経費の削減を掲げているが、以前の会議で

社会保障関係費が一般財源ベースで毎年度 2.5 億円増加することを踏まえ、5 年間で少な

くとも 12.5 億円の削減が必要になるという議論をしたと思う。行政改革の取組により 12.5
億円削減するというのは難しいことではあるが、行政改革によって必ず削減すると考えて

いるのか。目標値として掲げるだけであれば、現在の表現でもいいと思うが、5 年間で 10
億円は必ず確保できると考えているのか。10 億円以上という表現について今後質問された

ときのことを考えると、事務局そして本委員会でも答えることができるのかということが

やはり引っかかるので、この表現については検討が必要であるように思う。

（事務局）3 月に開催された議会の中で、これまでの本委員会の議事録に目を通し、10 億円以上の削

減という数値目標について実現可能なのかという質問をされた議員がおられた。この数値

目標には、現段階では財政改善効果額が不明確なファシリティマネジメントの取組も含め

た数値目標となっているということを答えた。ファシリティマネジメントの取組は即効性

があるものとは言えず、また、今後使うことが見込まれる経費を抑えるという側面もある。

ご指摘いただいた点は事務局でも当然認識しており、実現は難しくもあるが、工夫しなが

ら取組んでいく必要があると考えている。

（委 員）本委員会の委員として、経費の削減が可能であると考える事業について意見を述べること

はできるが、目標を掲げても取組を実施するのは市である。説明責任を負うというのは難

しいと思う。

（事務局）掲げている数値目標を達成するためには、職員の意識改革が大きくかかわってくると考え

る。財政状況について職員に理解してもらうことが目標達成にかかってくると考える。

（副委員長）5 年間で 10 億円以上の経常経費の削減について達成可能かどうかを判断するには、検討

資料が乏しいといえる。責任を持つのであれば、さらに精緻な検討が必要であると思う。

数値目標を掲げなければ本気で取組んでいるという姿勢が伝わりにくいと思うので、より
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詳細な情報が必要だろう。

（委員長）より精緻な情報が必要であるということもあるが、長期的な視点を持って行政改革に取組

んでいくというのが事務局の思いであると思う。

（委 員）社会保障関係費の増加に伴い、少なくとも 5 年間で 12.5 億円はかかる見込みであるとのこ

とだが、そのために削減する必要があるという単純な議論ではないということを盛り込む

べきではないか。歳出と歳入を合わせるために削減をするのではなく、行政改革の取組と

して全体的に削減していく必要があるという旨を記載すべきではないか。

（委員長）今のご意見はもっともだと思う。サービスの水準をできるだけ下げずに、コストを削減し

ていくことが重要となる。そして不必要なサービスについては、厳しい財政状況を鑑み、

やめていく必要がある。

（委 員）資料 3 の委員意見 8 つ目に、協働について記載しているが、民生児童委員連合会や自治連

合会をはじめとする団体は様々存在するが、縦割りであるというのが現状である。各団体

で一生懸命取組んでいるとは思うが、市の個々の事業をその都度依頼を受けて一緒に取組

むというだけにとどまらず、市と市民団体が協働していけるよう市が考える協働の進め方

を明確にするべきである。前回の会議でも言及したが、ファシリテーター研修を実施して

も研修に留まり、現場で活かされていない。協働に関する表現をどうするのかということ

ではなく、実際にどのようにして協働を実現していくのかを考え、明確にするべきだと思

う。

（委員長）本委員会でも事務事業の評価をする際は、市民と協働して取組を進めていけるのではない

かという視点を持つことを意識して議論する必要があるだろう。

（委 員）以前の会議で、生駒市の地域包括ケア推進課が様々な部署と協働することで介護予防の取

組を積極的に進めているという話をしたが、そのような取組は他にもあると思う。縦割り

で考えるのではなく、何か協働できる部分があるのではないかという視点を持ちながら検

討を進める必要があると思う。

（委員長）国では高齢者や障がい者、また生活困窮者など全ての方を地域で支えるという地域包括ケ

アの取組を掲げているが、実際に取組んでいくのは各自治体である。しかし、現状は縦割

りでの運営となってしまっているので、協働できる部分を意識しながら事務事業の見直し

も今後取組んでほしいと思う。他に意見はないか。

（委 員）資料 4 の 20 ページ以降第 5 取組方針について、主な取組項目の部分は具体的な事業を事

務局で検討しているのか。

（事務局）各担当課に依頼し、現在事務局で取りまとめ、調整を図っているところである。行動計画

において取組むべき事業を主な取組項目として記載する予定である。

（委 員）取組項目が決まれば、行政改革大綱の記述内容と併せて見たい。

（事務局）取組項目が決まり次第、委員の皆様にはご連絡させていただく。

（委 員）取組方針について、以前の会議で生駒市独自の取組として、学研高山地区第 2 工区の開発

について取り上げたが、生駒市のように人口が急増した市（奈良市、橿原市など）は他に

もあり、それらの自治体は、人口減少に加え、これまで市を支えてきた人たちが高齢化し

ていき、今後社会保障関係費が増加していくという課題を同じように抱えている。行政改

革大綱には、共通の課題を持ちながらも生駒市としての独自の取組も進めているというこ
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とを盛り込んだほうがいいのではないか。生駒市ならではの取組項目を記載し、文章とし

て書き込むといいと思う。

（事務局）記載の仕方については、今のご意見を踏まえて検討させていただく。

  （３）事務事業の見直しについて

（事務局）【資料 5 事務事業の見直しにかかる分科会の設置について説明】

     分科会会長の選任について、委員の互選により定めていただきたい。このことについて、

何か意見はあるか。  

（委 員）各分科会の会長については、委員長を務めていただいている森委員と副委員長を務めてい

ただいている平岡委員にお願いしてはどうか。

（各委員）異議なし

【分科会①の会長は森委員、分科会②の会長は平岡委員に決定】

（事務局）分科会長の職務代理者についても決めたいと思っているが、何か意見はないか。

（委員長）各委員の専門分野を鑑み、分科会①は松岡委員、分科会②は佐藤委員に職務代理者をお願

いしたいと思っているがどうか。

（各委員）異議なし

【分科会①の職務代理者は松岡委員、分科会②の職務代理者は佐藤委員に決定】

（事務局）引き続き、事務事業の見直しの事業概要について説明をさせていただく。

【資料 6 事務事業の見直し対象事業について説明】

    【資料 7 事務事業の見直し事業カルテについて説明】

       【資料 8 事務事業の見直し事業概要について説明】

（委員長）事務局からの説明を受けて、何か意見はないか。

（委 員）高齢者交通費等助成事業について、過去にも本委員会で審議をしているようだが、平成 22
年度及び平成 25 年度の評価では「廃止」となっているにもかかわらず、まだ審議を続け

るのか。

（事務局）高齢者交通費等助成事業については、第 2 期市長マニフェストで「高齢者の地域生活の支

援」として盛り込まれている。現在開催中の 6 月議会において、市長マニフェストに関す

る一般質問があったが、市長マニフェストと本委員会の答申との間で乖離が生じた場合、

どう対応するのかという質問に対して、マニフェストで掲げる内容は取組んでいくが、本

委員会の答申も尊重する、しかし、どうするかは検討するという答弁であった。高齢者交

通費等助成事業は議会でも注目されている事業の一つである。

（委 員）過去に 2 回も廃止という評価になっているにもかかわらず、何も反映されないのであれば

審議しても意味がないのではないか。

（委 員）障がいがある方に対して生きいきクーポンを配布するのは意味があると思うが、対象年齢

である高齢者に対して一律で配布するというのは本来の目的に沿わないのではないか。例

えば、免許を返納した方に対して配布するといったように対象者を減らすことも考えられ

ると思う。全面的に廃止となれば反発も受けやすいかもしれないが、必要な方に対して提

供するという方法をとれば、市民も受け入れやすいのではないか。

（委 員）生きいきクーポンで問題なのは、対象者が子どもなどに渡すことで、本人が使っていない
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こともあるということだ。対象者の中には全く使用しない方もいるだろうし、不必要な人

にも配布されていると考えられるので、本当に必要な方のみに配布できるようにするべき

だ。全面的に廃止というわけではなく、予算が抑えられる策を考えるという論議があって

もいいと思う。

（委員長）生きいきクーポンが配布される本来の目的としては、買い物に困る高齢者を支援し、健康

増進につながる事業として実施している。本委員会の過去の審議においても、評価として

廃止としているが何か方策を考えるようには提案してきた。本来の目的を支えていくこと

は重要なので、行政改革の視点とサービスの維持の視点を持って、より具体的な方策を検

討していく必要があるだろう。

（委 員）買い物に困る方を支えるための交通機関として、生駒市コミュニティバスのたけまる号が

あると思うが、路線によっては乗車する人がほとんどいない。生きいきクーポンに限らず、

単に事業を実施するのではなく、必要な方に対しては個別に支援することが重要だと思う。

（委 員）資料 8 で高齢者交通費等助成事業の平成 31 年度の予算額を掲載しているが、決算額とは

数値が異なってくるのか。

（事務局）乖離はほとんどない。資料 7 の事業カルテの事業費を見ていただくと、平成 29 年度は決

算額、平成 30 年度は決算見込み、令和元年度以降は予算ベース額を記載している。平成

29 年度では事務費が高くなっており、担当課ではその削減に努めているが、配布枚数が多

いことから事業費は高額となっている。

（委 員）生きいきクーポンと同様の事業は、他市でも実施しているのか。

（事務局）他市の交通費等助成状況について、別紙資料でまとめさせていただいている。他市におい

ても様々な助成を実施されているが、当市の場合、北側は奈良交通のバスが運行している

が、南側は全く運行していないので、奈良市のような市内交通バスの優待乗車証を発行す

ることは適当ではないと考える。自治体によって方法はそれぞれ工夫されている。

（委員長）何か意見はないか。資料を各自見ていただいて、各事業の内容を把握していただきたいと

思う。

  （４）ファシリティマネジメント施設評価基準（案）について

（事務局）【資料 9 施設分類ごとの取組方針（案）について説明】

    【資料 10 各施設の評価様式（案）について説明】

    【資料 11 川西市施設評価結果について説明】

（委員長）川西市の施設評価基準を参考に、生駒市の施設評価基準を作成されたとのことだが、2 次

評価の項目を見ていると川西市の指標とは異なっている。変更したのは何か意図があるの

か。生駒市の指標では、指標④避難所指定されているか、また、指標⑤土砂災害警戒区域・

浸水想定区域に該当するかどうかといった防災に関する項目を重視しているように感じる

が、生駒市の特性を踏まえた指標であるということか。

（事務局）当市は山があること、そして、土砂災害警戒区域のイエローゾーンに該当する公共施設も

複数存在することから指標として設けた。また、庁内会議で審議していく中で、当初は土

砂災害警戒区域・浸水想定区域に該当する施設を 1 次評価でふるいにかける案も出ていた

が、イエローゾーンに該当するからといって被害に直結するわけではなく、事前に対策を
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立てることも可能であるとの議論から、1 次評価でふるいにかけるのではなく、2 次評価

の指標として設けることとした。

（委員長）川西市の 2 次評価の指標として、指標①法律により設置が義務付けられている施設か、ま

た、指標⑤類似機能を持つ民間施設や公共施設等で代替できないかという指標が設けられ

ているが、生駒市の評価にもこの考えはどこかに含まれているのか。

（事務局）法的設置義務については、施設分類ごとの評価として設けている。当初は、個々の施設評

価の指標として設けていたが、シミュレーションしていく中で施設分類内では、どの施設

も同じ評価結果となったため、施設分類ごとの評価として設けた経緯がある。また、類似

機能を持つ民間施設や公共施設等の代替についても指標として設けることを検討したが、

類似機能に縛られることで統廃合の検討が難しくなると考え、資料 10 の指標①「建物を

廃止し、他施設へ機能を移転することは可能か」という表現にした。

     施設評価の対象となる施設は全部で 163 施設となるが、各施設を特性ごとに分類し、施設

分類ごとの評価も再配置方針として記載する予定である。また、人口 1 人あたりの延床面

積についても項目として設けているが、各市によって特色があるため比較しづらいところ

はあるものの、判断材料の参考として掲載している。50 を超える類似団体があるが、類似

団体の中には合併を経験した市は比較的施設数が多くなる傾向がある。それを踏まえ資料

9 を見ていただくと、市民文化系施設では合併市と比較しても、当市の公共施設の 1 人あ

たりの延床面積は大きいことがわかる。また、幼稚園についても見ていただくと、全体と

比較しても当市の公共施設の 1 人あたりの延床面積は大きく、幼稚園を重視してきたとい

う当市の特性が読み取れると思う。

（委 員）1 次評価における資産老朽化比率の算出方法として、減価償却累計額を用いているが、減

価償却費について積み立てていないのではないか。老朽化率は経過年数で判断するのでは

なく、劣化状況を検査して評価する必要があるのではないか。また、資産老朽化比率では

取得価格ではなく、過去の維持修繕費の累計額を年間で割ることで年間の維持修繕費を把

握するほうがいいのではないか。川西市の施設評価では、建築基準法に基づく点検結果を

用いている。生駒市の評価項目では、古い建物であれば一律で廃止の位置づけになってし

まいかねないと感じる。

（事務局）ご指摘のとおり、1 次評価の結果のみで判断すれば、老朽化の激しい施設やコスト状況が

芳しくない施設については評価が低くなってしまう。そのため、1 次評価で廃止に位置づ

けられた施設であっても市として維持すべき施設であれば、2 次評価を設けることにより、

総合的に判断することで、最終評価として維持という判断につながることになる。老朽化

率と資産老朽化比率については、当初は経過年数に応じて評価を進めていくということで

あったが、修繕を繰り返し実施しているような施設もあるので、維持修繕費も反映させる

べきであるという議論になった。そのため、老朽化状況を判断するための評価項目として、

老朽化状況に加え、資産老朽化比率の項目を設けた。ただ、躯体全体の老朽化は避けられ

ないため、老朽化率と資産老朽化比率の割合を 8：2 として評価を進めている。

（副委員長）川西市では施設評価として劣化状況の診断を行うことで詳細に評価しているが、これは

今後個別施設計画を策定するうえでも必要になってくる。劣化状況の検査を実施してい

るのであれば、建物の使用可能年数などの情報を個々の施設評価として掲載するほうが
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望ましいといえる。

（事務局）劣化状況の検査については、庁内会議においても議論となった。公共施設は多くの方が利

用するので当然点検は実施しているが、指標として設けるにはより詳細な分析が必要で、

現状として難しいということになった。

（委 員）やはり経過年数だけでは施設の判断はできないので、劣化状況について専門的な視点は評

価としてどこかに盛り込む必要があると思う。

（委員長）施設評価の指標や様式の変更はできるのか。

（事務局）庁内会議内で時間をかけ検討を重ねてきたため、大きな変更は難しいが、今後調整を図っ

ていく中で、委員の皆様のご意見を踏まえたいと思っている。

（委員長）施設の劣化状況の評価が必要であるという意見は市民の方も感じる視点であると思う。今

後、施設評価の項目として新たに設けてもいいが、附属資料として作成するなど、何か工

夫していただきたい。

（事務局）検討させていただく。

（委員長）指標②地元や民間等を活用することは可能というのは、具体的には地元への移管や貸し出

し、または委託といった手法を考えているのか。

（事務局）それらの手法に加え、売却も考えられると思っている。

５ その他

（事務局）次回の会議は、事前に日程調整をさせていただいたとおり、8 月 7 日（水）午後 3時 30 分

からの開催を予定している。分科会の日程について、分科会①が 7 月 3 日（水）午後 1 時

30 分から、分科会②が 7 月 5 日（金）午前 10 時からの開催を予定している。日程に変更

がある場合には、連絡させていただく。また、事務事業について、事前にご質問等あれば

随時ご連絡いただければ、分科会開催までに資料を準備させていただく。

閉会


