
 

令和元年度第２回 恵那市行財政改革審議会 

 
日時：令和元年 9月 20 日（木） 

   午後 2時～ 

場所：西庁舎 3階 災害対策室 

 

 

１.開会 

２.会長あいさつ 

３.副市長あいさつ 

４.議題 

（１）平成 30 年度行財政改革行動計画の達成状況について 

（２）平成 30 年度指定管理施設に係るモニタリング結果について 

（３）第２次恵那市総合計画後期基本計画及び第４次恵那市行財政改革大綱策定に伴う

中・長期財政計画（案）について 

（４）公共施設の使用料の見直しについて 

５.その他 

６.閉会のあいさつ 

 

 

出席委員 

 寺澤朝子委員、山内達雄委員、矢頭禎朗委員、中島豊己委員、柘植麻美委員、 

 

欠席委員 

 伊藤克也委員、太田礼子委員 

 

 

 

 

 

 

 



 

１.開会 

■事務局（進行） 資料の確認をする。使用する資料は 5 点で、次第、資料 1、資料 2、

資料 3、資料 4。 

 これより開会する。私は司会の企画課の柘植です。今日、伊藤委員、太田委員は所用の

ため欠席の連絡を受けている。欠席委員から意見をいただいている。議題のところで紹介

する。 

 本日は委員 7 名のうち 5 名出席なので、恵那市行財政改革審議会条例第 5 条の規定によ

り会議が成立している。 

 恵那市附属機関等の会議の公開に関する要綱で、審議会は原則公開とし、会議録を公表

することになっている。前回の審議会で御承諾いただいたとおり、事前に会長と相談し、

今回の審議会は個人情報の取り扱いもなく運営に支障が生じないと判断したので公開とす

る。 

 本日の審議会は午後 4時を終了予定とする。 

 次第に基づき、会長からあいさつする。 

 

２.会長あいさつ 

■会長 中部大学の寺澤です。第 2 回の審議会を取り仕切らせていただく。この会は昨年

29 年度の実施計画達成状況を議論した日がちょうど同じ 9 月 20 日だ。丸 1 年ぶりだ。人

数も少ないので忌憚のない意見をいただきたい。 

 大学について。日本人の大学生は勉強しないとか、大学時代は人生の夏休みなどと言わ

れているが、数年前から文科省がその状況に危機感を描き、大学に学士課程の質保証とい

うことを言ってきている。学生が 4 年生になったときにどれだけの力が身に着いたかをエ

ビデンスをもって示せということで、各大学いろいろな取り組みをしている。本学では、

外部機関の審査を受けるに当たり、内部質保証ということで、大学の中でやっていること

を学部同士ピアレビューしようとしている。たとえば経営情報学部でやっている教育の取

り組みを、応用生物学や工学部の先生がほめたり批判したりして、切磋琢磨する。恵那市

の行財政改革審議会の第 4 次を策定するに当たり、今、部門横断でいろいろなプロジェク

トが動いていると聞いている。この機会は本当に大切で、なかなかほかの部署の人に自分

の部署のことを知らせる機会はないので、この機会にぜひ恵那市も各部署のグッドプラク

ティスを全体に広げていけるように、部門間の連携や風通しがよくなる機会になることを

願う。 

 

 

 



 

３.副市長あいさつ 

■副市長 恵那では 3 日前からぐっと涼しくなった。朝晩は特に涼しい。明智では朝寒く、

秋の感じがする。明日、明後日と恵那市で一番大きなイベントのみのじみのり祭りがある。

雨が少し気になるが何とか開催できると思う。 

 9 月に議会で 30 年度決算特別委員会があった。委員会としては通っているが、その中の

ことを少し話す。一般会計で収入は 288 億で、支出は 271 億。残りが次年度に繰越になる。

その中に、特に注視しているのは税収。市民税の所得に応じていただく部分と、固定資産

税。固定資産税が一番大事だと思っている。市民税は景気に左右されて増減する。が、固

定資産税は一定で入ってくる。農地、具体的には正家第二が商業地と住宅地になるが、農

地が宅地に変わるとすごく税収が上がる。林地が宅地に変わるともっと上がる。宅地が増

えたり、工業団地、槙ヶ根公園の西に住友理工が進出することが決まっているが、そこは

ヤマギシが農地を持っていたところだ。そこがテストコースに変わる。そうすると、雑種

地もしくは宅地になって、非常に税収が上がる。30 年度 71 億 6 千万だが、この 70 億を確

保するには、こういう施策を積み重ね、行財政改革を進めて恵那市として存続できるよう

にしたい。 

 決算で、経常収支比率がある。これは一般財源の中で経常的に出ていくお金がどれだけ

あるかだが、84.3％。第 2 次総合計画を立てたときに、平成 30 年度は 89.3％になるだろ

うと危機感を持っていた。しかし、比較的うまく経営してきているということだ。 

 決算委員会では議論にならなかったが、特に気にしているのは基金の活用。貯金といわ

れる基金があり、その中で基金をいっぺんに大福帳の形で国債、地方債で運用して、その

利益を得る。要するに、眠っているお金を運用させようということで、平成 28 年から加

速してやっている。これを緩めることなくやっていきたい。ここで 1 億 1 千万ほどの収益、

運用益というかが、上がっている。しかし、その辺がこの中にはほとんど出てこないので

アピールしたい。 

 30 年度進めてきたことで、市の職員の事務机の中に鉛筆がたくさん残っている。明光化

成さんなどは、パットがあってその中に 1 つのものしか置けない、ボールペンも 1 本しか

置けないということを民間ではやっている。うちは今まで各課、係で予算を持っていて、

机の中にたくさん鉛筆やボールペンが入っているということがあるので、総務課で一括管

理して、要るときに持っていく、事務もそこでやるので各課で事務をやる必要がなくなっ

たので、そういう事務の削減。あるいは臨時職員の賃金も総務課で一括管理して支払い、

事務管理をしている。そういう細かい話は、今日は出てこないが、そういうこともやって

いる。 

 十分な審議をしていただきたい。 

 



 

４.議題 

（１）平成 30 年度行財政改革行動計画の達成状況について 

■事務局（進行） 議事進行を会長にお願いする。 

■会長 議題（1）について事務局から説明を求める。 

 

〔 事務局から資料に基づき説明及び補足説明 〕 

 

■会長 委員からの質疑を受ける。 

■柘植委員 補足説明で大体分かった。13 の安心メール、情報発信の件。ラインによる情

報を追加するということ。千葉で災害があったとき防災無線が聞こえなかったということ

もあるようだ。自分から見に行けばそこに情報が載っているのか。そういう手立てができ

るような方法を今後考えていかれるとありがたい。 

■会長 目標が 36 で実績が 30％だが、年代別にどこが一番多くどこが全然登録してない

のか。 

■総務部長 ラインの利点はすぐその場で情報が得られることで、防災情報には有効な

ツールだと思っている。積極的に住民に周知している。ＱＲコードを読み込んでいただけ

ればすぐにライン登録できる。定期的には 1 週間に 1 度ぐらいの情報更新・発信をしてい

る。防災についてはその都度行う。防災情報は恵那市のホームページやこれまでの安全・

安心メールにも発信していくし、それらが連携するようにもしたい。 

 現在の利用者は若年層で、高齢者層、60 歳以上は少ない。具体的な数字は今手持ちがな

い。 

■会長 中島委員、いかがか。 

■中島委員 安全メールについて聞きたい。私も岐阜市に住んでこちらに勤務して寮生活

している。岐阜市の方は登録していない。東濃 5 市、近隣の自治体もしていると思うが、

他市の実績が分かれば知りたい。 

 一方で、災害が起きたとき対応する職員も、災害メールがあって各ボジションの人が災

害に対する危機対策をしていると思うが、職員間ではどのように通信しているのか。 

■総務部長 記憶では東濃 5 市はおおむね似たようなことをしていたと思う。ラインアプ

リを利用しているのは県内で当市が 13 番目。全体で 42 市町村ある。職員間では、安全･

安心メールとは別に職員メールも配信している。今年豚コレラの対応もいち早く行うため

に、部課長中心に幹部にラインに加入してもらって、その中でグループを組んで一斉に情

報が伝わる仕組みにしている。以前は携帯電話の連絡網だけだったが、メール、ライング

ループで情報把握をし合っている。 

■会長 セキュリティーにも十分注意して活用してほしい。 



 

■総務部長 ラインに関してはそうなる。また、メール配信も、安全･安心メールと別の

スキームで行なっている。セキュリティーには配慮している。 

■会長 矢頭委員。 

■矢頭委員 4 の市民サービス。いろいろな効果が出ているという話があった。私もいろ

いろなところで「今日は何ですか」と声を掛けていただいて、サッサッと行ける。いい雰

囲気になっていると思う。アンケート回答の解析は、職員全体で共有されているか。何が

不満で何が満足されているか。それがどこの部分か。たまに来ると、高齢の人はどこへ

行ったらいいか分からないというのがある。アンケートの解析は非常に大事だと思う。ど

の年代がどういうことに不満があるか。それを職員で共有化すると、各部署の取り組みは

必ず出てくると思う。それがされていればいいと思う。アンケートは活用し、全職員が共

有し、仕事を変えるツールにしてほしい。 

 7 ページ 28。職員の適正化。目標は達成されている。673 人が適正なのか、今後どうい

う計画なのか。これでいいのか、改善の余地があるのか。その計画があれば知りたい。 

 15 ページ 49。老朽化住宅の取り壊し。苦戦されている。老朽化ということは必ず修繕

が出てくる。年間どれぐらい修繕にかかるのか。そう簡単に壊せない。住む人にとっては、

雨漏りやひびなど、それは市の負担になるので、その費用がどのぐらいの影響があるか。 

■事務局 市民アンケート結果の活用について。毎年 1 回、市内 2500 人を対象に無作為

抽出を行なってアンケート調査をしている。50～60％の回答率。その結果は、内容を総合

計画の目標値にしていたりもする。地区別の情報や年代別、男女別の数字を取りまとめて

いる。外部へもホームページ上で公開したり、内部でもすべての職員が閲覧できる環境で

情報提供している。こちらの結果に基づき各課で確認しながら、業務を検討している。 

■総務部長 職員の適正化。675 人という目標値は、第 3 次職員適正化計画を策定し、令

和 2 年が最終年になる。675 人は総職員数で、病院、水道下水の職員、こども園保育士も

含んでいる。人口、面積の同規模の全国の自治体を比較した適正な目安として定めた。定

年前の早期退職を募集したりして、積極的に職員削減に取り組んだ。それとともに事務の

合理化に取り組んだ結果だ。 

 令和 2 年度まではこの目標値で行き、現在第 4 次の適正化計画を策定している最中だ。

新しい制度として 60 歳定年後の再任用職員ができた。フルタイムで働く再任用職員は定

数にカウントされる。再任用職員の希望が多く採用すれば、新たな若い職員の採用ができ

なくなる。これも組織としての新陳代謝のためには避けなければならない。その辺を踏ま

えてどうするか今考えている。 

 適正な規模というのは、仕事の合理化にはＩＣＴの技術を導入して合理化していくこと

で、仕事が削減できるのではないか。そうすると人が少なくて済むのではないか。どうし

ても人が行なわなければならない部署もあるので、今後の情勢、人口推移とも関連するが、



 

そのあたりを見ながら進めている。具体的な目標をここで述べる段階ではない。 

■建設部長 老朽住宅について。市営住宅の管理コストは、人件費も入れて、昨年度の決

算で 5950 万円ほどかかっている。その中で、630 戸を管理する修繕費は 1290 万円ほど。1

戸当たり 2 万円程度。多くはない。ただし、老朽化住宅の多くは、たとえば浴槽を持って

いない、浴槽は入居者が持ち込んでいる。そういう住宅が多くある。そうするとその部分

の修繕費は自分持ちになる。ところが、新しい住宅は、温水器を設置されたりしており、

それが 20 年ぐらい経ってきており、そろそろ壊れるときだ。そういうことを考えると、

古い住宅があまり経費がかかっていないからといって残しておいて経費がかかるよりも、

そういうものに回した方がいいだろうということで、老朽化住宅を取り壊していく。 

■副会長 項目にはないかもしれないが、1 点は、市有地。更地で残っているものはどれ

ぐらいあるか。どう活用するか。更地で放っておいてはもったいない。結構あると思う。

払い下げるなりすればいい。駅裏にも少しあるようだ。使われているものと使われてない

ものがある。 

 もう一つは、メールの話があったが、ホームページの更新は結構早いのか。メールとイ

ベント等は結構早いが、それ以外の更新は何年か前のままでそのままということで、せっ

かくのホームページも部分的には使えても、全体としてはあまり活用されていないと思う。

目先のイベント等は最近動画でも見られるし、つい最近あるイベントは更新されているよ

うだが。 

 それと、ＩＴでもう少し効率よくするためには使っていかなければいけない作業もいろ

いろあると思う。 

■総務部長 ホームページは更新がタイムリーでなくて申し訳ない。今の公式ホームペー

ジも数年使っており、そこに新しいバナー、関連サイトを次々貼り付けてきているが、本

体を今年更新作業をしている最中だ。見栄えが良くなっても中の情報が古いままではいけ

ないので、これを機に、担当は総務だが、各課の情報をタイムリーに入手して更新してい

く。 

■副市長 市有地について。市有地で活用されていない土地は積極的に売却することに転

じた。実績は、今年度 4 月、山岡町でトレーニングセンター、競馬馬のトレーニングする

ための土地を貸し付けしていたが、向こうに売却した。明智町で学校を統合したので吉田

地区の敷地と建物は一括で売却した。8 月にした。今後も大井地内で 2 件、3 千平米ある

敷地も住宅地にしていただく。そういうことをしてより民間的に活性化する。市有地は課

税対象にならないので税収にならないが、民有地になれば税収が上がる。積極的にそうい

うことをしていきたい。 

■事務局 恵那市の全体の面積が 50410ha あり、そのうち市有財産、土地のみでは 4610ha。

これが市全体面積の 9％になる。そのうち約半分が行政財産で、すでに目的が決まってい



 

る土地で、残り半分が普通財産で、更地や原野だ。その活用を今後図っていくことが大事

だと思う。原野は山林が多いので大きな面積になっている。 

■会長 今日欠席の太田委員からの意見を。 

■事務局 太田委員からコメントをいただいているので報告する。「12 ページ 38 のふる

さと納税の推進について。恵那市内の地域ごとにふるさと納税商戦のように感じている。

恵那市が合併後一体となって政策が進められていると思ったが、ふるさと納税で寄付して

いただいた予算で各地域の特色を守る方が優先なのかなと感じている。しかし、各地域で

ターゲットを絞り特色を出すことで、地域間の意識向上や恵那市全体の納税額が増加する

なら効果的なやり方だと思う。各地域でふるさと納税を活性化することの効果を教えてほ

しい。」 

■地域振興課長 恵那市のふるさと納税は、寄付をいただいた後、使途の中にメニューと

して 13 地域のどこかを応援していただくものと、そのほかに恵那市の奨学金を応援、明

知鉄道、ＳＬを応援する。もう一つ、お任せメニューというのがあり、これは人口減少対

策、子育て、教育等に活用してほしいというもの。そのことに関して、地域間の競争に

なっていないかというお尋ねだと思う。ふるさと納税の制度は、寄付をしていただくこと

もさることながら、恵那市のファンになっていただく、恵那市との関係を深めてもらう、

あるいは恵那から外に出た人が出身地を応援する。そういう方々にアプローチするには大

変有効なツールだと捉えている。平成 30 年度中に少し拡充を図った。恵那市は地域自治

区を設定して各地域が合併前から培っていた伝統や特色を大事にしながら、なおかつ一体

感を醸成していくというまちづくりをしていくが、その中でも各地域ごとで特色を生かし

ながら、地域の課題への取り組みをピーアールしたり、課題を紹介していくというところ

で応援していただきたいということでアピールしていく。取り組みや課題が分かりやすく、

出身者にとっては生まれたまちを応援したいというのは純粋な気持ちだと思うので、有効

だと思う。 

 昨年の途中までは 17 品目の返礼品しかなかったが、ふるさとチョイスという専門の

ポータルサイトを導入し、現在 150 以上の品目がある。こちらも地域から地域の特色ある

品物を出していただき、そういうもので応援していただく。 

■会長 ふるさと納税では恵那市はユニークな取り組みだと感じた。 

 

（２）平成 30 年度指定管理施設に係るモニタリング結果について 

■会長 議題（2）について事務局から説明を求める。 

 

〔 事務局から資料に基づき説明 〕 

 



 

■会長 「半分、青い。」効果が異常値のように出ていて驚いた。740％の伸び。質問が

あれば。 

■会長 プールは、猛暑日に屋外で遊ばせるなという厚労省の指導が出た。プールで暑い

日に遊べなければ意味がない。プールの利用者が減っているというのは、温暖化が進む中

で、利用者を増やすのは難しいと感じる。暑い日ほど屋内にいなければならないように

なっている。 

 

（３）第２次恵那市総合計画後期基本計画及び第４次恵那市行財政改革大綱策定に伴う

中・長期財政計画（案）について 

■会長 議題（3）について、事務局からの説明を求める。 

 

〔 事務局から資料に基づき説明 〕 

 

■会長 説明について質問はあるか。 

■会長 17 ページからの他市との比較数値について、いろいろ背景は違うと思うが、恵那

市の特徴について教えてほしい。 

■事務局 20 ページ財政力指数、他市よりも少し悪くなっている。この指数が低いのは自

主財源が少ないのを表している。今は、合併特例債の公債費分が交付税措置で入っており、

少し数値が低くなっている。将来的には税収や財産収入を上げて今以上に悪くならないよ

う上げていくことが課題になっている。18 ページにもあるように他市に比べると借金の額

も多いが、貯金の額も多いことが特徴として挙げられる。  

■会長 経常収支比率は本来なら他市のようにもっと上に行くはずが、恵那市は 84.3％に

とどまっている。他に質問はあるか。 

■副市長 事務局は、次回はパワーポイントでゆっくり示した方がよい。 

 

（４）公共施設の使用料の見直しについて 

■会長 議題（4）について、事務局からの説明を求める。 

 

〔 事務局から資料に基づき説明 〕 

 

■会長 前回、使用料の見直しの方針について議論した。それに基づき、このように減免

制度や新しい料金の提示をいただいた。質問はあるか。 

■柘植委員 市外の人が利用する場合は 1.5 倍とあるが、市内の人と市外の人が使用する

場合は、基準がはっきりしてないところもあると思うが、それはどのようにやっているの



 

か。 

■事務局 最終的には各施設の管理者が決定するが、方針としては、市外の団体との対外

試合や交流会、練習試合は、生涯学習団体と同じ位置付けとなり、使用料が半額、照明料

等は減免なし。 

■柘植委員 そのあたりの基準をはっきりするといいと思う。 

 5 ページに、18 歳以下の団体で、槙ヶ根公園の例で、照明器具の設備、「★」で消費税

転嫁前とあるが、どういう意味か。 

■事務局 現在も 1020 円というのは消費税転換前で、これを転換すると少し金額が変わ

る。1020 円を 1.08 で割って 1.1 を掛ける。1030 円になって、その半分で 515 円だが 10

円未満カットするので 510 円。 

■柘植委員 それであるならほかも同じになるのではないか。75 歳以上の団体も認定生涯

団体も。 

■事務局 考え方としては同じだ。書いてはないが同じ考え方だ。 

■会長 すべてに書いた方が混乱しなくて良い。 

 混合で他市から来た団体と試合するときは、認定生涯学習活動団体と同じ扱いにすると

いうことは、市外の人でも市内の人と一緒にやるなら、市内の使用料にするということか。 

■事務局 そういうことになる。 

■会長 市外の人も市内と同じ値段になると。市外オンリーの団体が使う場合は 1.5 倍だ

が、そうでなければすべて市内の認定生涯団体と同じ扱いということで良いか。 

■事務局 市外の人オンリーの場合は 5 割減額がないので、通常の料金が 1.5 倍、プラス

設備料。一緒にやる場合は、生涯学習認定団体として、市内の人もみえるので、こういう

形で計算する。 

■会長 ほかにあれば。中島委員。 

■中島委員 一つ教えてほしい。4 ページ 2、例として体育館があるが、現行料金 200 円、

新料金 300 円。これは 1 時間当たり体育館の全面を使用してもこの料金なのか。1 人当た

りではないのか。 

■事務局 ここに書いてあるのは西体育館で、体育館 1 面、1 時間いくらだ。人数は関係

ない。 

■中島委員 この案で問題ないと思う。このくらいの受益者負担なら市民の理解も得られ

ると思う。 

■副会長 他市との使用料がこんなに違うのはどういうことか。たとえばスポーツ施設だ

と体育館の使用料はほかの東濃 5市の平均だと 591 円、現行使用料は恵那市は 200 円。 

■事務局 過去の経緯で、平成 16 年に合併したときそれぞれの市町村にあった体育館、

グランド等の使用料金がバラバラで、そのときは 1 時間 100 円のところもあり 300 円、



 

400 円のところがあった。平成 22 年に指針を作ったとき、一旦まず最低のところに合わせ

ようと、100 円に落とした。それで 2 倍を超えない範囲で 3 年ごとに見直ししようという

ことで、25 年に消費税が 5％から 8％になったときは料金を据え置き消費税のみを上げた。

28 年で 200 円、今度 1.5 倍で 300 円で、少しずつ元に戻ってきた。 

■会長 山内委員の指摘を伺い、同じように不思議に思ったのは、原価だ。社会教育施設

の会議室が維持管理経費が 1880 円、体育館は 1500 円でむしろ安いのが不思議だ。使用料

も、ほかの市が明らかに社会教育施設とスポーツ施設で倍ぐらい違うのに。 

■事務局 原価計算するときに、いろいろな要素が絡むが、スポーツ施設は体育館、グラ

ントと単体で計算ができるが、社会教育施設は建物 1 棟でいくらかかっているという算出

になるし、そこにかかわっている人件費も絡んできて、高くなっている。 

■会長 10 月から消費税も上がり、計算についてはこのままではないので市民に周知する

ときにはより分かりやすく、金額も明確に公表する必要があると思うが、この方針で使用

料の見直しを今後していただくということでよいか。 

 

〔 「異議なし」の声あり 〕 

 

■会長 これで予定のすべての議事を終了した。進行を事務局に戻す。 

 

５.その他 

■事務局 次回の審議会は令和 2年 3月の開催を予定している。決定したら案内する。 

 最後に副会長からあいさつをお願いします。 

 

６.閉会のあいさつ 

■副会長 細かい 58 の項目や公共施設の問題、中長期の問題、頭に入らないぐらい幅の

広いところで審議いただき、意見もたくさん出た。これを次の計画に盛り込んでいただき

たい。これで終了する。 

 

〔 閉  会 〕 

 


