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第 1 回八幡市行財政改革検討懇談会会議録＜要点＞ 
 

▽日 時 平成 24 年７月 30 日（月）午後１時 30 分～４時 10 分 

▽場 所 市役所分庁舎 会議室Ｂ 

 

１．開会 

 

２．市長あいさつ 

 

３．出席者紹介 
  

◇伊藤 和雄：元八幡市行財政検討審議会委員 

◇澤井  勝：奈良女子大学名誉教授、元八幡市行財政検討審議会会長 

◇藤下  昭：元八幡市行財政検討審議会委員 

◇三木 清子：民生児童委員 
  

４．委員委嘱 

 

５．会長選出 
 

◆澤井 勝 委員 
 

６．会長代理指名 
 

◆伊藤 和雄 委員 
 

７．協議・報告事項 
 

（１）懇談会の公開について 

＜事務局＞ 

現在、市政への市民参画を一層進めるため、市民参画推進のための指針を策定し、審議

会等は原則公開することとしている。当懇談会においても、傍聴要領（案）のとおり、公開をお

願いしたいと考えているが、よろしいか。 

＜委員＞ 

懇談会の公開は傍聴という形で行うのか。 

＜事務局＞ 

そのとおりである。 

＜委員＞ 

懇談会開催のお知らせは広報紙に掲載しているか。 
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＜事務局＞ 

今回はホームページのみである。今後掲載するようにしたい。 

＜委員＞ 

会議録の公開は行うのか。 

＜事務局＞ 

懇談会終了後整理を行い、委員に内容の確認をお願いしたいと考えている。その内容で

会長の承認後に、公開請求があれば公開することとしたい。 

＜委員＞ 

請求に関係なく、ホームページに掲載し、公開していただきたい。 

＜事務局＞ 

要点をまとめた「骨子」として整理し、公開させていただく形としたい。委員の方々の発言に

ついては、「委員」で統一して表記させていただく。会議録整理を行った段階で、委員から意

見をいただきたい。 

＜委員＞ 

了解した。 
 

（２）今後の進め方について 

＜事務局＞ 

基本的に実施計画の改定に合わせた形で年１回の開催とし、必要と認められるときは別途

開催させていただく方向でお願いしたい。委員からいただいた意見については、実施計画改

定時に計画への反映を行う。 
 

（３）第５次行財政改革実施計画について 

①定員管理及び給与の適正化 

＜委員＞ 

「11 技能労務職給料表の設定」について、現在取組はどれくらい進んでいるのか。 

＜事務局＞ 

技能労務職給料表については、本来国並みのものを作成すべきではあるが、府内でも導

入事例がなく、まず独自の給料表を作成する方向で進めている。今後、労働組合との交渉を

進めていく。 

＜委員＞ 

市民の目線から見ると、民間で行う仕事との違いはない。労務のあり方や事業そのものに

ついて、一からプロセスを踏まえて議論を行い、方向性を示していただきたい。 

「13 旅費の見直し」について、平成 23 年度に調査を行い、平成 24 年度に調査・検討を行

うとあるが、調査にそこまで時間はかからないと思われる。調査を早期に完了させ、検討を早

めるべきである。 

＜事務局＞ 

以前に旅費の見直しを行ったことで、近隣地域への日当は廃止となっており、現在は宿泊

料の見直しが残っている状況となる。定額となっているが、宿泊先が指定されている場合、規
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定料金での支給となっている。 

＜委員＞ 

職員数・嘱託員数の削減については、定年退職者の退職者不補充をベースに計画が立

てられているのか。 

＜事務局＞ 

そうである。 

＜委員＞ 

八幡市の嘱託員は何人いるのか。 

＜事務局＞ 

約 300 人である。その内、週 30 時間以上勤務している月額嘱託員については、約 230 人

である。本庁や児童センター勤務等、様々な職務内容がある。 

＜委員＞ 

職員数は何人か。 

＜事務局＞ 

定員適正化計画では 599 人としているが、平成 24 年４月１日現在では 595 人である。 

＜委員＞ 

地方公務員法に基づく職務内容ごとの嘱託員数についての資料をいただきたい。 

調理員の配置はどのような状況か。 

＜事務局＞ 

小学校１校当たり 1.5 人の正職員で、残りは嘱託員で対応している。かつてはすべて正職

員であったが、退職者不補充で削減してきた。 

＜委員＞ 

庁務員についてはどうなっているのか。 

＜事務局＞ 

小学校は８校中４校が正職員、中学校はすべて正職員である。 

＜委員＞ 

特殊勤務手当などは支給されているのか。 

＜事務局＞ 

調理員、庁務員ともに手当はない。また、退職手当債借入により、手当は国を基準としたも

のになっている。 

＜委員＞ 

学校単位で調理員は何人程度か。 

＜事務局＞ 

各校２～６人で、平均４人となっている。子供の数が減っていることもあり、この人数で対応

している。 

＜委員＞ 

勤務実態が職員と嘱託員で変わらないのに、待遇に差があるのは問題なのではないか。 

＜事務局＞ 

職員については、衛生面で注意を払うなどの業務を担っており、管理監督者のような位置
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づけとしている。 

＜委員＞ 

管理職ではないので、業務命令は出せないと思うが。 

＜事務局＞ 

そうである。 

＜委員＞ 

嘱託員について、年齢制限はあるのか。 

＜事務局＞ 

50 歳未満で採用した嘱託員については 60 歳まで、それ以上で採用した嘱託員について

は 65 歳までという制限がある。 

＜委員＞ 

嘱託員に依存する形態は限界にきている。正職員化は困難かと思われるが、職員・嘱託員

の勤務実態を考慮しつつ、バランスを取っていく必要がある。また、嘱託員の職務について、

条例化の議論もすべきである。 

＜事務局＞ 

この件については、全国的な課題であり、本市が先行して進めるということは難しい。 

＜委員＞ 

嘱託員は、職務によって給料は異なるのか。 

＜事務局＞ 

職務によらず一律である。ただし、八幡市は嘱託員の給料表を設けている。 

＜委員＞ 

嘱託員の勤務実態からすれば、給料表があるというのは、今日的にはある意味進んでいる

のでは。どのような形で雇用しているのか。 

＜事務局＞ 

一年契約であり、自動更新ではない。採用時に「希望すれば継続ができる」と説明してい

る。 

＜委員＞ 

実態と制度があっていない。非正規職員の労働状況の改善は今後の大きな課題である。 

＜事務局＞ 

これからは、「嘱託員に何をやってもらうのか」という明確な位置づけが必要である。 

＜委員＞ 

現在、嘱託員はどのような位置づけとしているのか。 

＜事務局＞ 

基本的には専門性がある職務を行い、人事異動がないこととなっている。正職員について

は総合職という位置づけである。 

＜委員＞ 

図書館司書の位置づけは。 

＜事務局＞ 

専門職と位置づけ、嘱託員を充てている。 
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②施設の管理運営のあり方 

＜委員＞ 

「16 公共施設有効活用計画の策定」において、公共施設活用検討委員会の開催状況は

どうなっているのか。 

＜事務局＞ 

平成 23 年度に市民も含めて委員会を設置し、１回開催されている。 

＜委員＞ 

公共施設の有効活用についても大きな課題となるので、早く取組を進めるべきである。 

＜委員＞ 

八幡市民図書館横の駐車場は、どのような用途なのか。図書館利用者用であれば、あれ

だけの面積は必要ない。 

＜事務局＞ 

来館者用の駐車場である。市民センターの跡地であるということもあり、広くなっている。来

館者用では確かにあれだけのものは必要ないが、幼稚園の送迎等で利用されている方が多

い。 

＜委員＞ 

近所の方が自家用車の駐車場として利用しており、現在のあり方のままでは問題である。 

＜事務局＞ 

ゲートを設けるなどの案はあったが、費用面等の問題もあり進んでいない状況である。また、

八幡小学校給食調理場改修時の用地として確保しておきたいという面もある。 

＜委員＞ 

「19 保育園の統廃合の検討」について、定員割れの保育園があるということで、全国的にも

珍しいと思われるが、どのような要因があるのか。 

＜事務局＞ 

施設を園児の数がピークの時に整備している関係で、少子化に伴い施設定員割れが起こ

っている状況である。この間、本市は待機児童ゼロできている。 

＜委員＞ 

将来的に見ても現在の保育園数が必要になるようなニーズは出てこないと考えているの

か。 

＜事務局＞ 

年度途中に転入してきた場合は、ごくまれに入れない場合があるが、年度当初は待機児

童ゼロとなっている。男山団地ができた際に若年層が大量に流入し、その時点で待機児童が

出ないように保育園を整備したという経過がある。かつては保育園に入れるために転入し、小

学校入学時に転出というケースも多くあった。 

＜委員＞ 

保育園は園児が少ないと行事も進めにくい。そのような問題が出ているところであっても統

合は難しいものなのか。 

＜事務局＞ 

これまで地域にあった施設がなくなることについては、簡単には理解は得られないと思わ
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れる。 

＜委員＞ 

統廃合については、効率化という観点からすると理解は得られるのではないかと考える。ま

た、保育士の退職者不補充の問題も関わってくるので、全体的な見直しが必要である。 

＜事務局＞ 

今後２、３年で、多くの保育士が定年退職を迎えるので、方向性を決定する時期にきてい

る。 

＜委員＞ 

職員構成についても、バランスを考える必要がある。 

＜委員＞ 

現在総合計画はどのような状況にあり、どういう内容となっているか。 

＜事務局＞ 

今年度から後期基本計画がスタートしている。適正人員での保育の実施等、効率的な運

営に努めるため、施設の統廃合を検討するとしている。 

＜委員＞ 

少子化の時代に対応する施設・人材の再編という問題も一方であるが、子どもを増やすに

はどうしたらよいかという視点も必要である。人生前半の社会保障をどうするか、という観点で

の再検討が必要である。いい保育園があれば、男山団地の事例のように人は入ってくる。八

幡市は京都府南部でどういう位置づけになるのか、またそれをどのように総合計画と結び付

けていくのかを考えていく必要がある。 

＜事務局＞ 

子どもをつくりたいと思わせるまちをどう作るかというのが今後の課題となってくると認識して

いる。美濃山地区における子育て世代の増加に対応するため、新たな子育て支援施設の新

設を検討している。しかし、高齢化が著しいこともあり、高齢者施策にも力を入れねばならず、

大きな課題である。 

＜委員＞ 

統廃合を行ったとしても、「こんにちは赤ちゃん事業」など、若い母親の励み・助けになるよ

うな施策の充実が大きな力になるのではないかと考える。 

 

③市民協働の推進 

＜委員＞ 

市民協働推進課の設置はいつか。 

＜事務局＞ 

平成 23 年７月である。 

＜委員＞ 

市内のＮＰＯ数はいくらか。 

＜事務局＞ 

現在 20団体である。旧八幡東小学校に、秋には市民協働活動センターを開設する取組を

進めている。 



 7 

＜委員＞ 

大阪府堺市等においては、社会福祉協議会や校区福祉委員会など、市民協働の取組が

進んでいるが、八幡市ではどのような状況か。 

＜事務局＞ 

市全体では、各自治組織の全体組織として自治連合会があるが、この中に小学校区を単

位とする地区自治連合会がある。この他に八幡市社会福祉協議会があり、校区単位の学区

福祉委員会がある。民生児童委員協議会は、平成 22 年 12 月の改選時に、校区単位への再

編を行った。さらに自主防災組織もあり、これからはそれぞれの連携が課題である。 

＜委員＞ 

各団体が校区単位で組織されていることは、連携を深めていく上で有効である。災害時要

援護者支援の取組等において、真価が問われる。 

＜委員＞ 

先行して実績をあげていただきたい。地域福祉計画はどういう状況になっているか。 

＜事務局＞ 

これまで市が地域福祉計画、社会福祉協議会では地域福祉活動計画を別々に策定して

いたが、今回は市と社会福祉協議会が連携して、２カ年での策定を進めており、今年度策定

予定である。 

＜委員＞ 

地域福祉計画の中に、校区ごとの組織連携が位置づけられると、より生きてくるのではない

かと考える。 

 

④事務事業の見直し 

＜委員＞ 

「29 生活保護自立支援推進」について、八幡市の保護率は。 

＜事務局＞ 

約 20‰（1,000 人に 20 人の割合）である。保護率は高い。 

＜委員＞ 

就労支援員の配置状況は。 

＜事務局＞ 

嘱託員１名を配置している。 

＜委員＞ 

就労支援員の資格要件等はあるのか。ハローワークのＯＢ等か。 

＜事務局＞ 

前職は把握していないが、資格要件等は特にない。 

＜委員＞ 

就労支援については、稼働可能世帯が対象となるが、就労意欲のない人への対応はどの

ようにしているのか。 

＜事務局＞ 

若年層の稼働可能世帯を重点に、就労支援を粘り強く行っている。 
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＜委員＞ 

取組は進んでいるのか。 

＜事務局＞ 

生活保護世帯の増加により、職員を増員配置しているが、手一杯の状況であり、なかなか

難しい。保護費については期間を定めてというような議論もあるが、全国的な課題であると認

識している。 

＜委員＞ 

生活保護世帯の子どもへの支援はどのように進めるのかも課題である。 

＜事務局＞ 

できるだけ教育力をつけていく。市長が府内学力一番を目指した取組を推進しており、予

算も重点配分している。 

＜委員＞ 

府内学力一番に向けては、何より公教育の充実が必要である。学校だけでも限界があると

思われるので、地域とも連携して取組を進めていただきたい。 

＜事務局＞ 

学級の困難状況を解決するため、６月補正予算において学習支援員 26 人配置の予算を

計上し、募集を行っている。また、子どものやる気を伸ばす取組として放課後学習クラブを実

施しているほか、学校図書館司書を小学校各校に１名、中学校２校に１名配置している。 

 

⑤歳入確保の方策 

＜委員＞ 

未収金対策において、強制執行を行った事例はあるのか。 

＜事務局＞ 

国民健康保険料については、従前はほぼゼロであったが、担当課により積極的に取組を

行い、数十件の財産調査、差し押えを行っている。 

＜委員＞ 

差し押さえの対象は具体的に何か。 

＜事務局＞ 

預金と生命保険などの債権である。 

＜委員＞ 

悪質な事案については、毅然とした対応をお願いしたい。 

＜事務局＞ 

国民健康保険から社会保険への切り替えができていない人や居所不明者の整理など、

「分母」を減らす取組も合わせて行っている。また、都道府県単位での広域化の議論もあり、

整理が必要となっている。 

＜委員＞ 

「70 未収金対策推進（くらしの資金貸付金）」について、この項目だけ、他の未収金対策推

進項目よりも徴収率が低いのはなぜか。 
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＜事務局＞ 

生活保護には至らないものの、貯えがないことによる一時的な生活困窮に対する貸付であ

り、その性格上、他の項目並みの徴収率をあげることは難しい状況にある。 

＜委員＞ 

一回の貸付金はいくらか。 

＜事務局＞ 

15 万円で、単身者においては８万円のうちから必要な金額を貸し付けている。 

＜委員＞ 

地方税滞納の徴収は京都地方税機構で行っているとのことだが、その成果は。 

＜事務局＞ 

市で徴収を行っていた時と比較しても徴収率に特に大きな変化はないが、強制執行等を

積極的に行っていただいている。しかし、市の窓口にも一定の人員を配置しておく必要があり、

市の人員削減、事務の効率化につながっていない等の課題もある。 

＜委員＞ 

これから地方税機構への移行は進むのか。 

＜事務局＞ 

現在市税の滞納についてはすべて地方税機構へ移行しており、今後課税業務の共同化

を行う予定となっている。また、国民健康保険料についても共同化するとの議論がある。 

＜委員＞ 

広域化によって市の仕事でなくなると、監視の目が行き届かなくなるのではないか。 

＜事務局＞ 

構成市町村の議員により地方税機構の議会が構成されているが、監視の目が弱まってい

る事象も見受けられる。 

＜委員＞ 

国民健康保険料については、医療費削減が一番であるが、広域化すると市町村により異

なるので難しいのではないか。 

＜事務局＞ 

負担のあり方の議論が必要である。年金業務については、国に事務が移管されると一気に

収納率が下がった。広域化による課題と考える。 

 

（４）意見交換 

＜委員＞ 

「18 指定管理者更新（契約方法の変更）」について、取組状況は。 

＜事務局＞ 

非公募は望ましくないという国の通知もあり、公募への変更について検討している。民間事

業者の良い面・悪い面を十分考慮し進めていく必要があると思われる。 

＜委員＞ 

 指定管理者制度の導入状況はどうなっているか。 
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   ＜事務局＞ 

 文化センター、松花堂庭園・美術館はやわた市民文化事業団が、市民体育館、公園等は

八幡市公園施設事業団が行っている。これらの団体は市の第３セクターである。福祉会館、

八寿園は社会福祉協議会が行っている。やわた流れ橋交流プラザは民間事業者が行ってい

る。 

＜委員＞ 

指定管理になじまない施設もあると思われ、現在指定管理をしているところも含め、施設の

管理についての見直しが必要である。官製ワークプアをつくらないためにも、公契約条例等

の議論も必要である。公契約条例を制定しなくとも、総合評価制度を導入し、障がい者雇用

率などを契約の評価項目に含めることも可能である。大阪市や堺市等では導入実績があり、

総合評価制度で業者を育てることも必要である。 

 

８．その他 

＜事務局＞ 

本日いただいた意見を基に、懇談会評価としてまとめ、実施計画に掲載させていただく。 
 

９．閉会 


