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第３回八幡市行財政改革検討懇談会会議録＜要点＞ 
 

▽傍 聴 平成 26年 2月 21日（金）午後 2時～4時 

▽場 所 八幡市文化センター3階 講習室 5 

▽傍 聴  1人 

 

１．開会 

２．協議・報告事項 

○平成 24年度経常収支の状況（府下市） 

  ＜委員＞ 

扶助費の推移はどのようになっているか。 

  ＜事務局＞ 

生活保護費や障がい者の自立支援費をはじめとする社会保障関係経費については、近年

増加傾向にある。ただし、生活保護費については平成 24 年度決算と平成 25 年度決算見込

みを比較すると伸びが鈍化してきている。 

  ＜委員＞ 

    確かに生活保護費の伸びは、全国的に鈍化してきている。平成 25年 12月に成立した生活

困窮者支援法への対応はどのようにするのか。 

  ＜事務局＞ 

    平成 26年度中には方向性を決定できるよう取り組んでいるところである。 

  ＜委員＞ 

    京都府内では、京丹後市がモデル事業を行っている。生活困窮者支援法は生活保護制度

と社会保障制度との間に「第 2のセーフティネット」を設けるものである。その主な取組としては

就労相談が挙げられるが、現在の八幡市の取組状況はどのようになっているか。 

  ＜事務局＞ 

    京都ジョブパークや京都府自立就労サポートセンターとの連携により就労相談を実施してい

る。 

  ＜委員＞ 

    生活困窮者支援法に係る取組について、平成 26年度予算への反映はなされているか。 

  ＜事務局＞ 

    当初予算への反映はなされていない。補正予算での対応となる。 

  ＜委員＞ 

    担当課はどこになるのか。 

  ＜事務局＞ 

    保護課や福祉総務課が考えられるが、いわゆる国の「簡素な給付措置」に関する事務も新た

に発生することから、現在調整中である。 
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  ＜委員＞ 

    新しい事業が増えるのならば既存事業の取捨選択が必要である。なお、導入にあたっては

先進自治体を調査していただきたい。例えば府内では京丹後市、京都市。府外では奈良市

がモデル事業を行っている。大阪府では豊中市、箕面市、滋賀県では野洲市等で事例がある。

この事業は非常に幅が広く、取組内容も自治体によって大きく異なるため、先進事例を調査し

て八幡市にあったスタイルを見つけることが必要である。また、これまでの八幡市の取組、例え

ば障がい者就労支援や放課後学習クラブ等の経験を活かせるのではないか。放課後学習ク

ラブの位置づけは。 

  ＜委員＞ 

    小学生を対象とした自学自習支援を行っている。 

  ＜委員＞ 

    学習支援は貧困の連鎖の阻止に効果的である。 

  ＜事務局＞ 

    教育費についてはここ数年、大幅に増額し、力を入れて取り組んでいる。また、平成 26年度

当初予算には「男山地区スタディサポート事業」を計上し、学力中間層の児童生徒を対象とし

た学力向上の取組を試行的に行うこととしている。 

  ＜委員＞ 

    消費者相談窓口についてはどうか。 

  ＜事務局＞ 

    生活情報センターを設置し、府内では先行して専門員を配置して取り組んできた。 

  ＜委員＞ 

    そのような業務を担当した職員のネットワークや経験を活かしていただきたい。 

  ＜事務局＞ 

    八幡市の特徴としては、公債費が低いことが挙げられるが、退職手当債の発行や、施設の

更新期を迎えることなどから、地方債残高はこれから上昇してくる。 

  ＜委員＞ 

    公共施設の再編はこれから大きな問題になってくる。 

  ＜事務局＞ 

    これまで公共施設の除却費用の財源措置はなかったが、平成 26 年度から地方債が充てら

れるようになる。ただし条件として公共施設有効活用計画の策定が必要である。 

  ＜委員＞ 

    八幡市の公共施設の数は、市の規模からすると多いのでは。 

  ＜事務局＞ 

    10 万人都市を目指して建設されているので多い。空き施設の活用や保育園の統廃合につ

いて考えていく必要がある。また、男山地域の活性化について、関西大学、UR 都市機構、八

幡市の 3者で協定を締結し取組を始めたところである。 

  ＜委員＞ 

    どのような取組か。 
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  ＜事務局＞ 

    緒に就いたばかりであるが、男山地域の人口減尐に歯止めをかけ、住みたいと思える地域

づくりを目指し、各部署で取り組んでいる。 

  ＜委員＞ 

    空き家はあるのか。 

  ＜事務局＞ 

    ある。男山地域だけでなく橋本地域でもかなり増えてきており、地域コミュニティの希薄化とあ

わせて問題になっている。所有者の調査が困難であり、危険老朽空き家対策が思うように進ま

ない。 

  ＜委員＞ 

    京阪橋本駅前など、倒壊寸前の空き家もあり、安全上大変不安である。 

  ＜事務局＞ 

    空き家に関しては市に多くの相談が寄せられている。橋本駅前の空き家については駅前整

備の際に考慮していかなければならないと考えている。 

 

○平成 26年度予算編成方針 

＜委員＞ 

    予算編成方針について、予算査定時に肉付けされるとは思うが、市長公約の進捗状況がど

のようになっているかという観点で投げかけを行った方が具体的な取組につながるのではない

か。 

＜事務局＞ 

    今回配付はしていないが、教育、活力、安心・安全に健康づくりを加えた 4項目を軸として取

り組むよう予算要求基準では言及されている。 

＜委員＞ 

    健康づくりが追加されたのはなぜか。 

＜事務局＞ 

    医療費の削減という目的もあるが、市民に「元気で長生き」していただくことを目標としてい

る。 

＜委員＞ 

    国民健康保険の広域化が予定されているが、どのような対応を行うのか。 

＜事務局＞ 

    現在八幡市の国民健康保険事業会計については一般会計からの繰出を行わなければ赤

字となる状況である。広域化に向け、基金積立を行っている。 

  ＜委員＞ 

    広域化した際、標準徴収率を下回った場合にペナルティが課せられるようなことが考えられ

るが、徴収率はどのような状況か。 

  ＜事務局＞ 

    平成 24年度については現年度が 90.3％、過年度が 9.7％である。平成 23年度から徴収率

は改善している。 
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  ＜委員＞ 

    広域化されても、賦課は市の仕事である。徴収だけが広域化すると責任関係があいまいに

なり、医療費負担の面から考えなくなるため、徴収率が下がることも考えられるのではないか。

また、情報収集はどうなっているのか。 

  ＜事務局＞ 

    国民健康保険広域化について複数の部会があり、八幡市が参加していない部会について

は検討段階の情報が入ってこない状況である。また、国民健康保険については、ジェネリック

医薬品に変更した場合の差額通知を推進し、医療費負担の軽減につなげる取組も実施して

いる。     

  ＜委員＞ 

    国民健康保険事業について、どれほどの赤字となっているのか。 

  ＜事務局＞ 

    4 億円程度である。なお、平成 25 年度は 1 億円の臨時特例繰出を行っており、平成 26年

度にも繰出は行う。また、人件費は現在一般会計で賄っているが、これも入れるとさらに額は

上がる。 
 

○第５次行財政改革実施計画 平成 25年度上半期取組状況まとめ 

  ＜委員＞ 

    非常に努力いただいていると思う。このまとめに記載はないが、公共施設の有効活用の取組

はどうなっているか。 

  ＜事務局＞ 

    庁内検討に加え、外部委員を選任した委員会を平成 23 年度、24 年度に開催し、まとめ報

告をいただいた。現在それを受けて庁内で検討し、活用方針確定に向け取り組んでいるところ

である。 

  ＜委員＞ 

    その方針はいつごろ公表されるか。 

  ＜事務局＞ 

    早期の公表に向け取り組んでいるが、未定である。 

    旧八幡第四小学校、旧八幡第五小学校については改修中の公民館や民間保育所の代替

施設として仮活用している状況である。本格的に活用していくとなると、耐震診断から行う必要

があるが、要望が多く挙がっていることもあり、活用する方向で検討している。 

  ＜委員＞ 

    保育所の統廃合も関係してくると思う。市民協働の観点からも、方針についてできるだけ早く

出していただきたい。 

  ＜委員＞ 

    ふるさと学習館などとして活用されている旧八幡東小学校については、まだ不十分な点はあ

るものの、よくなったと思う。 

  ＜委員＞ 

    未収金対策について、取組は各担当課で行っているのか。 
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  ＜事務局＞ 

    健康部所管の未収金（国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料）について

は保険料収納課で取り組んでいるが、その他の未収金については各担当課で取り組んでい

る。 

  ＜委員＞ 

    各未収金対策を行う上で発生した問題等について、各担当課間で情報共有は行っている

か。 

  ＜事務局＞ 

    未収金対策推進本部を設置しており、そこで情報交換を行っている。 

  ＜委員＞ 

    滞納額が一番多いのは。 

  ＜事務局＞ 

    国民健康保険料である。未収金対策の課題としては、債権管理条例が制定できていないこ

とが挙げられるが、現在制定に向け取り組んでいるところである。 

  ＜委員＞ 

    市税は別扱いなのか。徴収率はどうか。 

  ＜事務局＞ 

    京都府税機構で徴収を行っているので別扱いとなる。徴収率については平成 23 年度は現

年分が 98.3%、滞納分が 18.4%。平成 24年度は現年分が 98.5%、滞納分が 19.8%であり、

税機構へ徴収が移管されたことで大きく率が変動したという印象はない。 

  ＜委員＞ 

    滋賀県野洲市が、滞納が発生した際、生活困窮者である可能性があるとして消費生活担当

課と共に就労支援や健康相談、家計相談などを実施し、滞納者に支払ってもらえるよう積極

的に支援するというモデル事業を行っている。大変効果的であると思う。情報収集を行い、実

施について検討していただきたい。 
 

○平成 26年度予算編成に向けた行財政改革取組計画（案） 

 （策定過程で平成 26年度行財政改革取組計画に名称を変更しています） 

  ＜委員＞ 

    「66 機能訓練事業廃止」について、要支援 1・2 の方を対象とする事業は介護保険事業か

らいずれ外れることになっており、市の事業となる。廃止としてしまうと、その際に受け皿がなく

なってしまうこととなってしまうため、不適当ではないか。 

  ＜事務局＞ 

    現在、他のサービスを利用する方が増えたことにより、対象者数がごく尐数となっており、事

業として成り立たないため取組として挙げられている。 

  ＜委員＞ 

    廃止ではなく、再構築とすべきではないか。 

  ＜事務局＞ 

    平成 26年度は廃止するが、その後の対策を検討したい。 
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  ＜事務局＞ 

    市制施行時に採用された職員の大量退職が続いている。平成 30年度までは続くと考えられ

る。 

  ＜委員＞ 

    今年度末の退職者は。 

  ＜事務局＞ 

    40人程度である。 

  ＜委員＞ 

    対策として、業務マニュアル作成を積極的に進めていただきたい。 

  ＜委員＞ 

    退職した職員の再任用はどのような状況になっているか。 

  ＜委員＞ 

    今年度については退職者の半数程度が再任用を希望している状況である。 

  ＜委員＞ 

    現職の時のキャリアを活かす職員配置をお願いしたい。マニュアルにない部分の知識・経験

の継承ができるのではないか。 

  ＜委員＞ 

    「11 コミュニティ政策推進」について、（仮称）市民協働推進指針の策定は第５次行財政改

革実施計画にも挙げられていたが、平成 26年度で策定できるのか。 

  ＜事務局＞ 

    今回、第５次行財政改革実施計画に挙げられている項目で達成が厳しいもののうち、継続し

て取り組むべきものについて、本計画にも入れることとした。「11 コミュニティ政策推進」の他

には、「22 人員配置計画の策定」、「23 定員管理計画の策定」が同じ理由で挙げられてい

る。また、未収金対策推進については、第５次行財政改革から継続して取り組むこととしてい

る。 

  ＜委員＞ 

    各課の市民協働の取組事例は具体的にどのようなものがあるか。 

  ＜事務局＞ 

    環境保全課の「美しいまちづくりまかせて！」事業などがある。また、平成 26 年度予算には

公園などに土のうを常備しておき住民自らに防災対策を行っていただく土のうステーション事

業が計上されている。 

  ＜委員＞ 

    指針の策定がなかなか難しいのであるならば、取組事例集を作っていただきたい。また、指

針案については行政内で作成するのか。 

  ＜事務局＞ 

    その予定である。進んだ自治体だと条例制定がされているところもあるが、本市ではなかな

か困難であることもあり、庁内の指針をつくることから始めることとした。提案のあった事例集作

成から取り組むことを考えていきたい。 
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  ＜委員＞ 

    市職員がボランティアとして地域活動に参加することは考えられないか。 

  ＜事務局＞ 

    「107 職員地域活動参加」の取組を継続して実施しており、職員の地域活動参加率は徐々

に上がっている。引き続き頑張りたい。 

  ＜委員＞ 

    先日高知市に視察に行ったが、市職員がまちづくりアドバイザーとして積極的に地域に溶け

込み、地域活動にかかわっていた。業務中に得た情報を地域と共有し、また、地域の情報を

得ることでお互いに良い影響があると感じた。参加している市職員も「初めは抵抗があったが、

だんだん面白くなってきた。逆に参加しないと居づらい」と話していた。 

  ＜委員＞ 

    地域活動参加はどんなものがあるのか。 

  ＜事務局＞ 

    職員地域活動参加状況を調査・集計する際、①まちかどごみゼロの日、②地域美化・清掃

活動、③地域防災訓練、④地域防犯活動、⑤地域交通安全活動、⑥地域福祉活動、⑦地域

まつり、⑧地域運動会での活動の事例を挙げてカウントするという方法を採っている。 

  ＜委員＞ 

    参加した感想については調査していないのか。 

  ＜事務局＞ 

    していない。任意で調査することを検討したい。 

  ＜委員＞ 

    スポーツ団体の指導なども考えられるのではないか。 

  ＜委員＞ 

    「61 食物アレルギー児対応マニュアル作成」について、民間保育所にも情報や成果品を提

供していただきたい。情報収集や人員、業務量などから、民間ではなかなか難しい取組である

と考える。 

 

３．その他 

＜事務局＞ 

第５次行財政改革実施計画の計画期間が平成23年度から25年度の3カ年となっており、

次回の懇談会では、3カ年全体の取組について意見をいただきたいと考えている。 
 

４．閉会 


