
平成２８年度 稲美町行財政改革推進委員会議事録 

 

１ 日 時  平成２９年３月２９日（水）１９時３０分～２１時３０分 

 

２ 場 所  稲美町役場新館４階コミュニティセンターホール 

 

３ 出席者 

（１）委 員 田端委員、廣田委員、宮永委員、大野委員、大西委員、佐藤委員、鷲野委員、 

       塚本委員、石見委員、前田委員、松岡委員、竹内委員 

 

（２）事務局 大西経営政策部長、藤田企画課長、赤松政策・行革係長、浦井主査、丸山主事 

 

４ 会議の概要 

１．開会 

２．あいさつ 

３．新規委員の委嘱 

４．委員長あいさつ 

５．自己紹介 

６．説明事項 稲美町の財政状況について 

７．（１）行財政改革の実施状況について 

（２）その他 

８．その他 

９．閉会 

 

５ 議事録 

【１．開会】 

        資料の確認 

 

【２．あいさつ】 

〔大西経営政策部長〕 

    

【３．委員の委嘱】 

 

【４．委員長あいさつ】 

 〔委員長〕   世間では森友学園のニュースが話題になっているが、なぜあのようなことになった

のか。行政に対し住民がきっちりと目を光らせておけば防げたのではないか。国・県

レベルでは難しくても町では可能だと思う。本日は遅い時間になるが、忌憚のないご

意見、ご協力お願いしたい。 

 

【５．自己紹介】 

 

 



【６．説明事項 稲美町の財政状況について】 

〔事務局〕   町の財政状況を説明、町の行政サービス改革の取り組み状況について説明 

 

〔委員長〕   いろいろな数字が出てきたが、行政は横と比較をしたがるもの。類似団体というも

のがあって、そこと比較してどうだというのが普通になっている。重要な指数として

は財政力指数で、0.75というのは県内でも非常にいい方にあると言える。経常収支比

率についても借金の返済にお金を回さなくて良い、言えば子育て施策などに重点的に

つぎ込むことができる状態であると言える。 

         一方でサービス改革の状況は学校給食を民間委託していないが、これが町の独自性

であると説明があった。まさにこれが本来あるべき姿で、横並びではなく、「稲美町

はこういうところが特徴なのだ」と言えることがこれからの行政のあり方かなと思う。 

        何か質問や意見はあるか。 

 

〔委員〕    資料１について、順位が 1位が上になっていたり 41位が上になっていたりするが、

何か意味はあるのか。 

 

〔事務局〕   指標の数値が大きいものが上になっている。指標自体は数値が大きいほうが良好な

場合と小さいほうが良好な場合があるので、順位の上下がバラバラになっている。 

 

 〔委員〕    学校給食は稲美町独自のすばらしいものだと思う。小学校のみならず中学校も実施

しており、食育の推進に寄与しており、続けて欲しいと思う。 

 

 〔委員〕    財政調整基金が増え続けている。通学路の整備など、貯めたお金を運用する施策を

考えては。 

 

 〔事務局〕   学校給食について 1点報告を。中学校給食を始めてから生活態度の改善が見られた。

その結果、2 名配置していた指導員を 1 名に減らすことができた。栄養教諭について

も町の食育の取り組みが認められ、町費ではなく、県費での栄養教諭が配置されてい

る。 

         次に、通学路等については、基本的には国県の補助金を受けられる範囲で道路整備

をおこなっている。しかし近年、国県のお金が地方創生へ流れていることから、道路

の補助がつきにくくなってきている。そういったなか、町単独でも道路整備を行うよ

う取り組んでいる。 

         財政調整基金についてはもちろん貯めるだけではなく、有効な施策には積極的につ

ぎ込んでいくという方針でやっている。 

 

 〔委員〕    通学路の整備という話が出たが、この度千葉県で少女が殺されたニュースがあった。

稲美町でも道路整備や安全について特に力を入れて欲しいと思う。 

 

 

 

 

 



 【７．協議事項】 

（１）行財政改革の実施状況について 

〔事務局〕   行財政改革大綱により行財政改革の目標、基本方針、重点項目について説明。 

 

 〔委員長〕   行政と違う目線で何か意見や質問などをお願いしたい。 

 

 〔委 員〕   1-6 万葉森林浴グラウンドゴルフ場について、有料化によって団体客が中央公園の

多目的グラウンドを借りる場合が増えているのではないか？また、1-7 下水道の使用

料の見直しについて、値上げによって確かに増収になったが設置されてから年月が経

ち、施設の改修費が上がってきているのではないか。今後の有り様について聞かせて

欲しい。 

 

 〔事務局〕   グラウンドゴルフ場については有料化により 20％程の利用者の減少を見込んでいる。

下水道使用料について、下水については処理場を 2 市 2 町共同で処理をしているが、

修繕や更新費用の負担金は今後も続いていく。また、管も老朽化はまだ大丈夫だが、

長い目で見れば更新は必要になってくる。農業集落排水については各地区で処理場を

持っており、更新となると多額の費用がかかる。現在、長寿命化を図るためいろいろ

と改修を行っている。現時点でも使用料だけでは必要経費を賄うことはできておらず、

今後も計画的に使用料の見直しを行っていかなければならないと考えている。 

 

 〔委 員〕   中央公園の多目的グラウンドの利用率を調べておいて欲しい。 

 

 〔委員長〕   私が聞いていたのは、グラウンドゴルフ場は近隣の方が多く使われていてなかなか

町民の方が使えないという状況で、有料化によって少し緩和されたと聞いているので、

効果はあったかと思う。 

 

 〔委 員〕   新エネルギー導入支援事業補助金の見直しについて、今後縮小、廃止していくとい

うことだが、環境審議会などで逆に太陽光などを推進していくという動きもあるが、

その辺の折り合いというのはどう考えているのか。 

 

〔事務局〕   1キロワット 1万円で 5万円まで補助している、当初は国が積極的に推進しており、

町も倣って進めていたが、普及に伴いデメリットなども出てきている。各市町補助に

慎重な姿勢になってきており、廃止という市町も出てきている。平成 29 年度予算に

ついても、最終的にまだ必要であるということで現状維持という方針。 

 

 〔委 員〕   空き家バンクは、企画課のＨＰで閲覧できると聞いていたが見られない。現在はど

ういう状況か。 

 

〔事務局〕   空家バンクは平成 29 年度から取り組む予定。空き家については実態調査を行って

いる。水道の閉栓調査、自治会への聞き取り、現地確認などを行い、525 件の空き家

を確認している。 

 

 〔委 員〕   介護ボランティア制度の導入について、説明ではポイントは商品券に交換というこ

とだが、ポイントを貯めておいて、自分が介護が必要になった時にポイントで介護し

てもらえると聞いていたが、商品券なのか。 



 

〔事務局〕   今回は商品券と交換ということになる。 

 

 〔委 員〕   私が聞いているのは、1時間で 1ポイント、1日 2時間まで、年間で 50時間までポ

イント付与される。1 ポイント 100 円換算と聞いるので年間最大 5,000 円。稲美町共

通商品券と交換できるとのこと。ただし介護保険料を払っている人だけ。シニアの人

の介護予防も行うという考え方のよう。 

 

〔委員長〕   シニアの方の活躍の場を作るというのが大きな目的で、高齢者の方が高齢者を支え

る生きがいづくりのような考え方で、さらに商品券ももらえるというような制度にな

っているよう。 

 

 〔委 員〕   町立幼稚園の預かり保育というのはどういうものか。もう一つ、コスモホールをよ

く利用するのだが、コピー機がなくなってしまった。職員の人に頼めばコピーしても

らえるが、仕事中ですので頼みにくい。コピー機を置いて欲しい。 

 

 〔事務局〕   幼稚園の預かり保育について、通常の保育時間を越えて、仕事をされている方など

のために子どもを預かるもので、保育園の延長保育のようなもの。利用者負担と国、

町の支出により運営している。コピー機については担当課の方に要望を伝えておく。 

 

〔委 員〕   新規就農者について事前質問させてもらったが、新規就農については国の補助があ

る。しかし、親の代を受け継いだ者には補助がない。親の使っていたものがあるから

いらないと思われるかもしれないが、古かったり、時代にそぐわないものも多い。継

承者についても何か補助がないのか。もう一つ、ごみの問題があると思うが、現在北

新田にある清掃センターが長いこと稼動しているが、環境への影響が特に農業をする

ものにとっては気になるところ。近々移設されると聞くが大丈夫か。 

 

 〔事務局〕   清掃センターは、地元の方の協力もあり、約半世紀の間現在の場所にある。現在は

早めの設備回収を行っているので環境的には問題のないものになっている。また、ば

い煙や土壌調査も定期的に実施しており、数値的にも問題のない数値となっているの

で安心してほしい。平成 34年 4月に高砂で、2市 2町共同で新たに処理場を開設予定

で現在鋭意取り組んでいる。 

 

 〔委員長〕   大阪の豊能町で問題になったのは焼却した後の残土処理であったので、残土をきち

んと処理できていれば大きな問題にはならないと思う。現在は密閉型で外への環境面

での影響は最小限に抑えていると思う。34年には高砂の方に移る。そうなれば処理費

を外に払わないといけなくなる。いかにごみの減量化できるかが大切になる。 

 

 〔委 員〕   現在の清掃センターの跡地についてはどうなる予定か。 

 

 〔事務局〕   現時点では決まっていない。地元との協定で 3年以内に解体することとなっている。

その後の利用についてはまた地元と協議して検討していく。 

 

 〔委 員〕   ふれあい祭り事業の充実だが、ここ何年か携わらせてもらっているが、終了後のご

みの分別などの処理が大変だった。 



 

 〔委員長〕   実行委員の人数やごみの処理方法についてまた工夫をお願いしたい。 

 

 〔委 員〕   模擬店などではやはり耐久性のあるプラスチックを使うことが多い。ごみの嵩が増

えてしまう原因になっている。工夫する余地もあるが売り物であることなどから難し

いのでは。 

 

 〔委員長〕   ごみは重さばかりではなく、嵩の問題も重要であって、嵩が多いと重くなくても収

集車がいっぱいになってしまう。まして今後高砂まで運ばなくてはならない。嵩につ

いては実行委員会でも呼びかけてもいいのではないか。 

 

 〔委 員〕   高齢者の福祉バス・タクシーの見直しという項目があるが、現在走っている医療セ

ンター行きのバスがこの 3月で終了すると聞いている。医者に行くのに交通手段のな

い人は困ってしまう。タクシー券があたる人はいいが、所得がありタクシー券をもら

えない人はタクシーに乗ってまでとはならない。その辺りをもっと考えていただきた

い。 

 

 〔事務局〕   確かに公共交通については稲美町の課題の一つだと認識している。この度（平成 29

年度）の拡充については、75歳以上の人については所得要件を緩和し、現役並みの所

得以外の人を対象となるようにしている。75歳以上とした理由は、全国的に 75 歳を

過ぎると免許の保有率が大きく下がるため。また、先ほど委員さんの発言にあったよ

うにこの 3月で加古川医療センター線は、長大な路線であったことなどから利用者が

少なく、廃止となる。しかし、現在バス路線の再編を計画しており、役場周辺から加

古川駅方面へ向かうバスを医療センター経由にするという計画がある。 

 

 〔委員長〕   事務局もニーズはしっかり把握しているということだと思う。また、拠点までの移

動ということも課題で、三田市で行われている陸運局の許可を得た有償ボランティア

による送迎サービスを実施しているところもあるので、今後、社会福祉協議会さんの

ほうなどで提案など検討されてはいかがか。 

 

 〔委 員〕   安全安心のまちづくりという言葉をよく耳にするが、高齢者について、年を取って

も稲美町に住み続けられるような取り組みをされているのか。私の地区でも高齢者率

が高くなってきている。高齢者住宅はどれくらい整備されているのか。それからもう

一つ、先に言われた千葉の少女殺害の事件もあり、防犯カメラの充足率はどれくらい

になっているのか知りたい。 

 

 〔委員長〕   高齢者住宅というのは高齢者サービス住宅ということでよろしいか。増えていると

いうのは聞いているが、これは民間事業になるので、行政がどれだけ把握できている

がわからないが、どうか。 

 

 〔委 員〕   大きなところでは 3箇所ほどあるが、詳しい部屋数などはわからない。また、小さ

いものもできたりしている。 

 

 〔委 員〕   若年層などに重点的に施策を行っているが、高齢者には冷たいような印象を受ける。

年を取っても稲美町に住み続けたいと思わせるように行政も全体をみて施策を行っ



て欲しい。 

 

〔委員長〕   所得や資産の問題は人により違うので一概には言えないが、大きな家に高齢者一人

だけという場合などには若い人に住んでもらうというフランスの取り組みなど、所得

の少ない高齢者の人たちへ行政がどれだけ手を差し伸べられるかというのが今後の

安全安心に繋がるのではないかと思う。もう一点の防犯カメラについてはなにか情報

を持っているか。 

 

 〔事務局〕   充足率については把握していないが、平成 29年度でも予算を 120万円おいており、

8万円×15箇所の補助を予定している。なかなか自治会の方もプライバシーの関係も

あり、躊躇している状況だが、だんだん整備は進んでいる。別途県の補助も 8万円あ

り、計 16万円まで補助がでる。 

 

 〔委員長〕   防犯カメラは賛否あり、私もあまり賛成ではないが、犯罪捜査に有用であるという

事実もある。問題は事件が起きた後に解析されるが、防犯としてどう活かせるのかと

いうこと。また、誰がチェックするかという問題もある。そのあたりについても今後

行政がしっかりしていかないといけない所だと思う。 

 

 〔委 員〕   少なくても公共施設などには率先して付けていく必要があると思う。 

 

 〔委 員〕   防災無線について、以前受信機を全戸配布するという話を聞いた。現在は自治会長

などに配布しているということだが、今後の予定は？ 

 

 〔事務局〕   当初は全戸配布を検討していたが、先進地の状況などを研究する中で、本当に必要

な人にだけ配布しようという方向になっている。要支援の方やその方を支援する方な

どには無料で配布し、それ以外で配布を希望される方には有償で配布する予定。本来、

海に近いところであれば津波の警報を出せるが、稲美町は津波の危険がないので今後

様子を見て検討をしていきたいと考えている。 

 

 〔委員長〕   防災無線をどれだけ聞いているかということも問題で、ある研究では殆ど聞いてい

ないという結果もでている。日ごろからの訓練が大事だと思う。 

 

 〔委 員〕   町会議員の定数削減について、取り組みを実施中ということだが、これに関連して

特別職などの報酬審議会は最近開いているのか。 

 

 〔事務局〕   最近は報酬審議会を開いていない。以前は特別職の報酬カットを行っており、審議

会を開催していたが、カットも終わり、最近は報酬に変更がないのが理由であるが、

今後も必要に応じて開催する。 

 

 

（２）その他 

 〔事務局〕   特になし。 

 

【９．その他】 

 〔事務局〕   さまざまな課題についてご協議いただき、ありがとうございました。今後の予定に



つきまして、本日いただいた課題については後日文書で回答を行いたいと思う。また、

本日いただいた意見を元に手直しを行い、町の推進本部の方で本年度のまとめをして

いく。その後速やかに情報公開コーナー、町ホームページで公開を行う。 

また、会議の議事録の要旨を作成するので、了承願いたい。 

委員の皆様においては、2 年間の任期が終了する。多くの貴重なご意見をいただき

ありがとうございました。 

 

【10．閉会】 

 〔副委員長〕  皆さんお疲れ様でした。行財政改革といっても資料にあるように小さなことをコツ

コツと積み重ね努力されていると感じた。本日の会議を終了する。 

 


