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第５回奈良県・市町村長サミット 平成２６年１２月２４日   【司会】  お待たせいたしました。ただいまより平成２６年度第５回奈良県・市町村長サミットを始めさせていただきます。  私は、本日司会を務めさせていただきます奈良県市町村振興課課長補佐の吉岡でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  それでは、開会に当たりまして、荒井正吾奈良県知事よりご挨拶申し上げます。 【荒井知事】  奈良県・市町村長サミットを随分やってきまして、最近本当によく、成果が目に見えてきたなという感じがいたします。皆様お忙しいにもかかわりませず、このように出席していただいて、議論を重ねて成果を出してきていただいたと思います。  とりわけ、県から見ましても、県の職員が皆様と議論することでいろいろ啓発されて、ああしよう、こうしようとなってきているように思い、大変喜んでおります。  また、皆様方の市町村職員の方におかれましても、いろいろ議論の進捗を見聞きして、啓発されてきているところがあるようにお見受けいたします。市町村のプレゼン、政策自慢大会というのを新潟県見附市の久住市長さんのアイデアでしました。去年、今年と２回やりましたが、すごいプレゼンですね。若い職員の方たちのプレゼンですけれども、中には県で採用しようと思う内容もございますし、市町村がされることに県はどのようにマッチングしようか、財政的なマッチング、技術的なマッチング、制度的なマッチングをどのようにしようかという発想がその中から出てきております。  議会にもこういうことをやって町を発展するんだぞということを県でも報告しています。県議会の人はそれぞれの地域のご出身でございますので、それぞれの地域でまちづくりが県と連携して進んでいるなとか、県はこのようなことももうちょっとしてくれとか、その町出身の県議会の先生の内容が具体性を持って、我が町に応援してくれというふうに、先生方のメッセージの内容が変わってきているようにも感じます。政治的な関係者、政治のステークホルダーの方たちの関与の仕方が大変いい方向にかわり、奈良県の内容がよくなってきていると見えるものでございますので、大変感謝をしております。  今日は齊藤先生にお越し願っていただいておりますが、最初に関西学院大学まで行って小西砂千夫先生とお話をしアドバイスしていただいてこのような会合を始めたものでござ
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いますが、各地のいろんな市町村長さんを呼んでいただいたり、この場に出てきてアドバイスいただいたりしながら、励まし、育てていただきました。改めて感謝の気持ちでいっぱいでございます。  今年の１０大ニュースを今日の記者会見の中で発表いたしましたが、その中で、５月に奈良県・市町村長サミットを軸にした「奈良モデル」と小西先生が呼んでいただいたのを、参議院の総務委員会、地方自治法の改正の場で総務委員会の参考人として「奈良モデル」を説明する機会をいただき、また、来年は地方制度調査会で「奈良モデル」を説明させていただくこととなっておりますが、その「奈良モデル」の内容がいろいろ具体的なこと、ご紹介できることが増えてきておりますことを大変喜んでおります。 県といたしましてはこのような頑張っていただいている市町村を応援するスキームを充実させていきたいと思っております。公正に、また綿密に応援するスキームを来年度予算で考えていきたいと思っておりますので、議論の中でいろいろインスピレーションが湧くようなご発言もお願いできたらと思います。 ここまで皆様とともにこの奈良モデルを発展させて、成果が上がりそうに見えますので、大変感謝しております。そのことを重ねて感謝の気持ちを申し上げたく、くだくだと言ったものでございますが、本当にありがとうございます。今日終わってからでございましたら、来年もよろしくという挨拶になるんですが、冒頭でございますので、今日もよろしくということで締めさせていただきます。いつもありがとうございました。  以上です。（拍手） 【司会】  ありがとうございました。  では、本日の予定でございますが、奈良県・市町村長サミットの場でがんばる市町村応援表彰の表彰、その後、受賞団体からのプレゼンテーションを実施いたします。プレゼンテーションを受け、積極的な意見交換をいただきますよう、アイランド形式の会議形態で進めさせていただきます。  また、皆様にご議論いただいた内容、情報などを共有させていただくため、知事、前田副知事、浪越総務部長、野村地域振興部長をはじめ、県職員がアイランドに同席させていただいておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。  それでは、表彰に移ります前に、がんばる市町村応援表彰の表彰の経緯を簡単にご説明申し上げます。  がんばる市町村応援表彰は、すぐれた行財政運営や、地域を盛り上げる取り組みを実施
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する市町村を表彰することにより、市町村間の健全な競争意識を醸成することを目的として、今年度より実施したものです。取り組みを募集させていただきましたところ、３部門に１５市町村より２２事例の応募をいただきました。  応募のあった取り組みの中から表彰市町村を決定するため、３名の学識経験者による選考委員会を設置し、財政運営、組織運営、地域活性化の３部門におきまして、それぞれ最もすぐれた取り組みを選考いたしました。本日は３名の選考委員のうち、小西関西学院大学教授、辻一橋大学副学長はご公務のためご出席がかないませんでしたが、齊藤由里恵徳山大学准教授には、遠方にもかかわりませずご出席をいただいております。齊藤先生、今日はどうぞよろしくお願いいたします。後ほどアイランドでの意見交換にも加わっていただきます。よろしくお願いいたします。  選考の経緯は以上でございます。  では、お待たせいたしました。それでは、がんばる市町村応援表彰の表彰に移らせていただきます。  まず、財政運営部門です。  財政運営部門には、税の徴収や財政改革の取り組みなどについて、６市町村からの応募をいただきました。最優秀賞は、王寺町の「レッツスクラム 王寺町における徴収力強化の取り組み」です。    知事から賞状と副賞の授与を行います。 【荒井知事】  どうもおめでとうございます。  表彰状、財政運営部門、最優秀賞、王寺町殿。  貴町が平成２６年度がんばる市町村応援表彰事業に応募された取り組みは、審査の結果、最も優秀な取り組みとして選考されました。ここに貴町の優れた行財政運営をたたえ表彰します。  平成２６年１２月２４日、奈良県知事荒井正吾。  おめでとうございました。 【司会】  平井王寺町長に賞状と副賞の盾が授与されました。おめでとうございます。  先ほど授与されました盾でございますが、奈良県産の杉でつくられました特注品でございます。ご紹介申し上げます。  次に、組織運営部門の表彰を行います。 
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 組織運営部門には人材育成や、組織づくりなどの取り組みについて、５つの市町村から応募をいただきました。その中で、最優秀賞には三宅町の「まちづくりに重点を置いた組織改革」が選ばれました。おめでとうございます。   【荒井知事】  おめでとうございます。  表彰状、組織運営部門、最優秀賞、三宅町殿。  以下、同じ文でございます。  おめでとうございました。 【司会】  志野三宅町長に賞状と副賞が授与されました。おめでとうございます。  最後に、地域活性化部門の表彰を行います。  地域活性化部門には１１市町村から応募をいただきました。まちづくりや災害からの復興、福祉、イベントなど、さまざまな分野の取り組みから、最優秀賞に選ばれたのは田原本町の「人が行き交うまちづくり」です。   【荒井知事】  おめでとうございます。  表彰状、地域活性化部門、最優秀賞、田原本町殿。  以下、同文でございます。  大変おめでとうございます。 【司会】  寺田田原本町長に賞状と副賞が授与されました。おめでとうございます。  表彰は以上でございます。王寺町、三宅町、田原本町の町長様、職員の皆様、改めておめでとうございました。もう一度拍手をお送りください。（拍手）  以上で表彰を終わらせていただきます。  続いて、選考委員の皆様から講評をいただきたいと思います。  舞台設営のために少しお時間を頂戴いたします。  続いて、講評に移らせていただきます。  選考委員長であられます小西砂千夫関西学院大学教授には、財政運営部門を主にご担当いただきました。小西先生は奈良モデルのアドバイザーとしてもご助言をいただいているところでございます。  また、一橋大学副学長の辻琢也先生には、組織運営部門の選考を中心にご担当いただきました。 
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 次に、本日ご出席をいただいております齊藤由里恵先生には、地域活性化部門をご担当いただきました。  まず、１５市町村より全部門に２２事例を応募いただいております。財政運営部門には６市町、大和郡山市、生駒市、川西町、三宅町、王寺町、広陵町の６市町から応募をいただきました。応募内容は、時間の都合で表題のみのご紹介となりますが、画面にお示ししているとおりです。  続きまして、組織運営部門のご紹介に移ります前に、選考に当たられました小西先生より、本日はご欠席ではありますが、ぜひメッセージをお届けしたいということでして、ビデオレターを頂戴しておりますので、まずは小西先生からの講評をビデオレターでご紹介したいと思います。では、よろしくお願いいたします。 【小西教授】  関西学院大学の小西でございます。  本日は、奈良県がんばる市町村応援表彰事業の表彰式でございますが、所要のため欠席でございまして、このようなビデオレターの形でメッセージをお届けいたします。大変失礼ではございますが、どうぞご容赦いただきたいと思います。  今回、こういう事業に講評役という形で参加させていただいて、改めてこういう奈良県の取り組みについて、大変意義がある取り組みと、私、認識したところでございます。  というのは、地方分権の時代になって、いろんな意味で市町村が自立しないといけないというときに、県が悪い意味で大人扱いするというか、市町村についてどこかそらぞらしくするような県がないわけではない。県と市町村というのは連携、協力の関係で、県はやっぱり県として、市町村を県がある程度支援するということをやったほうがいいのになと私は常々思っていたんですが、そういう中で、奈良県は同じようなモデルが、連携ではありますけど、県が市町村の行政、特に人口減少、高齢化で悩む小規模な団体の行財政運営を支えようという姿勢をかなり強く打ち出した感じで、非常にいいことだと前々から思っておりました。  今回のこういう事業も、市町村のグッドプラクティスを表彰して、そしてそれをモデルとしてほかの団体にもまねしてもらおうということですし、自主的に取り組まれた市町村を応援して、ますます取り組みを進めるようにという趣旨でありましてく、非常に意味があると思います。  今までは、どちらかといえば現業型の、仕事をしないでお金を増やす行政改革が盛んでしたけど、今回ノミネートされた、私が担当させていただいた財政運営部門の事例なんか
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は、現業型ではなくて、もっと前向きの積極的な行政運営をもって行政改革として、その事例として挙がっているというところもあわせて、非常に取り組みとしてすぐれていると思うところでございます。  せっかく６団体にノミネートいただきましたので、少しずつ申し上げさせていただきますが、まず大和郡山市であります。公用車にかかるコスト削減、こういう内部管理的なものはなかなか目が届きにくいところでありますが、環境問題ともあわせて取り組んだというところ、非常に意義のある取り組みだと思っております。  生駒市の場合は金融部門ですね。金融部門での資金調達とか、資金運用の部分で調達コストを下げたり、運用の収益を上げたりするということは、どっちかというと遅れがちになるような改革なんですが、そういうことについても果敢に取り組んでおられるということはすばらしいと思います。  それから、川西町が進めている財産処分ですね。これもどちらかといえば先送りされるような地味な部門ではありますけども、非常に重要で、しかも地域の代表者を交えた、専門家を交えたノウハウを使っているというところもいい取り組みであると思います。  三宅町ですが、こちらは税の徴収の強化という意味で、他団体も非常に注目されている部分でありますが、非常に熱心に取り組まれたと。これは、課税自主権という言葉を尊重する上でも、こういう取り組みをいろんな団体で進めていただきたい。  王寺町もまさに同じようなことで、こちらは職員の方が前向きに取り組むだけではなくて、さまざまな団体との連携を図るという意味での、広がりがあるという取り組みであると思っております。  広陵町ですが、これも上下水道を除く、全ての町の債権の徴収率を上げるということでありまして、いろんな徴収率向上に向けての取り組みとして、非常に評価できる部分であると思うところでございます。  ６例、本当は許されるならば、私としては、同率１位で全て表彰すると、全てが１位であるとしたいところではありますけれども、そこはこういうコンテストの形をとっている以上、１番というのは選ばざるを得ないと。ここはどうぞご了解いただきたいと思いますが、選ばれなかったところも含めて、全てすぐれているというふうにぜひ受けとめていただきたいと思います。  先ほどご紹介ありましたように、王寺町を１番に挙げさせていただいたのは、奈良県で今、県と市町村、あるいは市町村の広域的な連携というところが非常に重要であって、そ
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ういう奈良モデルの枠組みが全国的にも先進的な取り組みであるというふうに注目されておりまして、その奈良モデルとの関連が王寺町の取り組みが一番深かったということをもって、対外的に表彰するという意味で、これが１位にふさわしいと考えさせていただきました。そういう意味で、王寺町の取り組みは高く評価されるべきだと思いますが、残りの５団体についても決して優劣はないと私としては思っております。  こういう取り組みが次年度以降も続いて、そして、市町村の行政運営の質がますます向上されていくということを祈念して、私からのビデオレターとさせていただきます。どうもありがとうございました。 【司会】  小西委員長からのビデオレターでございました。どうもありがとうございました。  では、次は組織運営部門の講評に移らせていただきます。  組織運営部門の審査をご担当いただきました一橋大学の辻副学長からもビデオレターをお寄せいただいております。  まず、応募のあった取り組みですが、天理市、生駒市、川西町、三宅町、黒滝村の５つの市町村から、以上お示ししております応募をいただいております。どうもありがとうございました。  では、ビデオレターを上映させていただきます。 【辻副学長】  一橋大学の辻でございます。  本日は所用のために、そちらに行くことができず申しわけありません。  私から、組織運営部門についてコメントさせていただきます。  私が担当しました組織運営部門は、組織の効率化や人材育成に関する取り組みに関して、５市町村から応募がありました。  それぞれについてコメントいたします。  天理市の取り組みは、今後の組織運営を支える人材である若手職員の能力や、意欲を引き出すため、自主研究グループを構成し、そのメンバーに事業提案させるという内容でした。他団体でも同様の取り組みを行う際、大いに参考になると考えられます。今後、この取り組みをより発展させ、事業効果を高めるためには、育成する若手職員の対象を広げ、切磋琢磨する、また、提案された政策を予算化する、もう少し予算の額を増やすといった取り組みが必要と考えております。  生駒市につきましては、人材育成に主眼を置いた行政改革の一環として、昇任昇格制度
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の見直し、働きやすい職場の育成、民間の視点を取り入れた採用と、思い切った取り組みを他の団体に先駆けて行い、職員のやる気と資質向上につなげております。平成２８年度の人事評価制度の導入に向け、こうした取り組みは大いに評価できるものと考えております。しかし、制度運用に際しましては全国的なバランスを考慮し、適正な給与水準を維持するなど、取り組みを進めるに当たって工夫しなければならないことがあることを補足しておきます。  続きまして、川西町ですが、川西町は自主防災連絡協議会の設立にかかわり、各組織の意見交換や行動訓練の実施に尽力するなど、積極的に関与でき、全ての自治体で同様な取り組みが進むということが望まれます。自主防災連絡協議会、自主防災組織については実効性高く活動しているとお伺いしておりますが、同時にこの組織との関係をさらに町の内部組織がどう生かしていくか、町の内部組織がどうかかわっていくかということについては、さらなる仕組みの構築が望まれると考えられます。  続きまして、三宅町です。三宅町は町の重点事業であるまちづくり構想実施計画の実現のため、組織の統廃合を行い、未来創造を所管する組織を編成するとともに、専門的な知識を若手職員に伝達するため、観光や都市計画の専門家を嘱託職員として採用するなど、人員の効果的な配置と人材育成に向けた工夫を凝らしております。町の重点事業にポイントを置き、組織を編成することは、プロジェクトを効果的に実施することに最も寄与するものであり、町の姿勢を対外的にアピールするものとして評価できます。しかし、同時に、三宅町の大きさでここまでつくる必要があるのかということに関しては疑問もあります。  最後に、黒滝村の取り組みです。黒滝村は民間団体である森林組合との連携を通じて、地域産業の担い手を確保し、移住、定住につなげるといった取り組みであり、人口減対策に取り組む市町村の大いに参考となる事例と考えられます。一方、今回の取り組みは事業者主体が森林組合であり、これを村としてどういうふうに発展させていくか、さらに見守っていきたいと考えております。  以上、応募された事業はいずれもよい取り組みでありますが、中でも三宅町の取り組みは、組織や人材を有効に活用するということにより、若い世代の観光客を誘致する恋人の聖地プロジェクト等の参加や、まちづくりに向けた体制整備など、今後推進すべき取り組みを組織を挙げて着手しているということを評価し、表彰することにしたいと考えております。  以上です。 
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【司会】  ありがとうございました。辻先生のビデオレターでした。  最後に、地域活性化部門になります。  地域活性化部門につきましては、１１の取り組みの応募がありました。一番たくさんの応募をいただいたところです。天理市、五條市、生駒市、三郷町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、河合町、吉野町の１１市町になっております。たくさんのご応募どうもありがとうございました。  地域活性化部門につきましては、審査を担当していただきました徳山大学の齊藤由里恵先生が、本日お越しいただいておられますので、ご登壇いただき、講評を頂戴いたしたいと思います。  齊藤先生ですが、徳山大学の経済学部の准教授、ご専門は地方財政学でいらっしゃいます。財政学のほかに、それぞれの市町村のまちづくりに関する公職などにつかれるなど、ご活躍をされていらっしゃいます。  では、齊藤先生、講評、どうぞよろしくお願いいたします。 【齊藤准教授】  徳山大学経済学部の齊藤でございます。  この度はこのような表彰に、選考に関わらせていただきましたことを、私自身も大変勉強になる経験でありました。誠にありがとうございます。  また、地方活性化部門は１１の市町村がエントリーされるということでありまして、奈良県下の市町村のやる気というものと、県自体もそれを応援していこうという、先ほども知事より「奈良モデル」という言葉が何度か発せられましたが、県と市町村の連携がうまくされた取り組みであると感じます。日本全体が奈良県に注目をして、これから「奈良モデル」のような取り組みをほかでやっていこうということであるということでありましたが、まさに地方財政にとってたくさんの課題がある中で、奈良のこのような取り組みということは、ほかの県にも影響を与えるような取り組みだと思っております。  １１エントリーあったわけですが、全てにおいて本当に活力ある取り組みで、何より、当たり前のことなのかもしれませんが、地域の課題をよく知っていると感じます。他の地域では、こういった地域の課題をよく知るということが、実はあまりできていないところも多いなと感じているところがございますので、そういうことを考えますと、職員さんが住民とよくコミュニケーションをとっているということが、こういった成果にあらわれているんじゃないかと思います。  そして、住民ニーズは無限大の中で、いかに最大の効果を上げるべき取り組みをチョイ
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スできるか、そして、それをアイデアにつなげていくかといったところがすごく重要な視点で、皆さん、そういった取り組みをされていると感じることができました。  また、地域活性化と、活性化という言葉自体、すごく難しいなと思っております。停滞したものを再び戻すという意味を持つわけですが、それだけではなくて、今あるものをよりよくバージョンアップされるような取り組みが多くありました。  少しですが、一言ずつ各市町村の取り組みについて。  天理市さんでは、地域活性化の活性化協議会というものに参画を促して、熱意ある地域住民が主体となって、地域の課題を解決するための取り組みができたというところが、すごく評価できるところでありました。  また、五條市さんでは、復興というところに着目をして、復興されると該当する地域の方たちが提案をして、それを一緒になって市が取り組んでいこうと、問題解決に当たったところで、すばらしいアイデアが出されていました。  生駒市さんでは、介護保険をはじめとする社会保険において、高齢者の共助という新たな視点を加えたことが、すごくすばらしい取り組みであったと思っています。  三郷町さんでは、マイカー通勤、高齢化などが進んで困難な中、さらに三郷町さんの急勾配が多いという地形の双方を解決するために、地域交通のシステムを導入しています。また、アンケート調査をしながら、地域により根づいた形で取り組みをされているといったところが評価できました。  安堵町さんでは、地域ボランティアだけではなくて、市役所職員のボランティアという会が設置されているといった取り組みを評価することができました。  また、川西町さんでは、交通空白地帯のところにどうやって足を確保していくかということで、ここでもまたアンケート調査をし、より地域住民に合った、また、利用率向上に向けた取り組みがされておりました。  そして、三宅町さんでは、三宅ボランティアガイドというところで常時活動していると。一過的なイベントに活動するだけではなくて、常時活動しているといった取り組みにされているというところが評価できるところでありました。  田原本町さんでは、行政、住民、関係者が連携をして、地域交通の解決という視点にも立ちながら、さらに、空き家対策というところに着目をしている取り組みでありました。  曽爾村さんでは、行政と地域の協働というところで、自主自立が各地で必要とされている分野でありますが、それを住民ワークショップという形を開催し、住民に現状認識もし
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ていただくということで、より住民に合った提案がされておりました。  河合町さんでは、安心・安全のまちづくりということと、公共施設の解放という二本柱で町の活性化に寄与するような取り組みが提案されており、また、行政の立場はというと、行政は黒子に徹するということを意識し、後方支援に回るといった取り組みでありました。  吉野町さんでは、コミュニティーバスの利用者が減少している中で、ここに観光ツアーという新たな視点を取り入れ地域外の人にも来てもらい、さらには、地域内の人もより地域のことを知るような取り組みがされていたかと思います。  １１エントリーされて、小西先生ほか、審査員の方々がおっしゃっていると同様に私も甲乙つけがたく、本当に皆さん、よき取り組みがされているというところでございますし、また地域活性化、目標がそれぞれ異なる中で、どういう基準でいくかといったところがすごく悩ましいところでございましたが、今回は目的が明確であったことと、目的を達成できたかどうかというところを軸にし考えまして、田原本町さんの「人が行き交うまちづくり」を１番に選ばせていただきました。  ここの取り組みの中で、一番評価した点は、地域住民と行政だけではなくて、その関係団体、民間の力もそこに入れていくというところです。やはり持続可能性ということを考えると、このポイントが新しい産業の醸成ですとか、雇用の醸成というところにつながるのではないかと評価をさせていただきました。  また、国も地域創生ということで、地域活性化を進める中、いかにして雇用と結びつけるかということが各地の課題であるかと思います。これまでのように企業誘致ということだけではなく、違った方向性にも各地で取り組んでいることと思っております。そうすると、やはり雇用ですとか、新しい産業の醸成というのが、地域活性化の今後に期待されるところなのかなと考えまして、今回の審査に携わらせていただいた次第でございます。  現在、公共施設関係、公共施設の再配置などに、皆さん、苦慮され取り組んでいることと思いますが、行政のピンチは民間のチャンスであるという言葉を最近聞きました。しかし、なかなか民間企業の方が行政の、例えば公共施設とか、老朽化問題がここまで窮地に立たされているという状況ですとか、地域の課題解決に困難を極めているということを民間企業さんは、なかなか知らないということもお聞きしました。ぜひ皆様の取り組みを民間企業さんにも公開していただくことで、またよりよい取り組みになっていけばいいなと思っておりますし、また、私をはじめとしまして大学関係者は、地域へ学生をいかに出していくか、地域と一緒に学生が学ばせていただく機会をどう得るかというところなど、取
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り組んでいることでございますので、ぜひ皆様の活動の中に若い学生も入れていただいて、今後ともより活発な活動をしていただければなと思っております。  以上でございます。 【司会】  齊藤由里恵先生でした。ありがとうございました。  齊藤先生をはじめ委員の皆様には、自治体をめぐる今日的課題も含め、それぞれの取り組みに対する講評を頂戴いたしました。今回、残念ながら受賞に至らなかった団体、また、応募をいただいておらない市町村の皆様も、ぜひ今後の政策立案の参考にしていただければと存じます。  なお、先ほど画面でご紹介をしておりましたが、今回応募いただきました全ての取り組みを、資料２というところに２２の取り組みをまとめておりますので、ぜひ全てお目通しいただきますようにお願い申し上げます。こちらは、また奈良県のホームページにも後日掲載をさせていただきたいと考えておりますので、ぜひご覧いただきますようにお願いいたします。  以上で講評を終わらせていただきます。  続きまして、表彰を受けられました３町の町長様より、取り組みのプレゼンテーションをお願いいたしたいと思います。それぞれ１０分程度ご紹介をいただいた後、時間があれば質疑応答の時間もとりたいと存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。      ご準備が整ったようですので、プレゼンをお願いしたいと思います。財政運営部門最優秀賞、王寺町の「レッツスクラム 王寺町における徴収力強化の取り組み」、どうぞよろしくお願いいたします。 【平井王寺町長】  王寺町の平井でございます。  まず最初に、１番バッターということでございます。今回、がんばる市町村の応援表彰に選んでいただきまして、まず感謝を申し上げたいと思いますし、非常に光栄だと思っているところでございます。  今回、税がテーマということで、王寺の徴収対策を提案させていきました。ほかにも税の徴収を提案されているところがございます。その中で、特に王寺町の何がすぐれていたかということについてはなかなか自信はないんですけども、後で申し上げますように、当時のトップをはじめ、１０年来の町職員の地道な取り組みが、こういった成果に結びつい
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ているということの評価を得たのかなと思っております。さらに、レッツ・スクラムということで、町の取り組みを広域にいかに広げていくかと。奈良モデルという手法も活用しながら、それをぜひ広めていきたいという思いも評価していただいたんではないかなと思っております。  最初に、１枚目の、「暮らし満足度奈良県ナンバーワン」ということで書かせていただきましたが、これは実は私、今、町長にさせていただきまして２年目でございますが、いろんな公約を書かせていただきまして、その中で、個別での目標というよりは、やはり住民の皆さん方のいろんな要望、満足度を高めるということが最終目標なんだろうということで、奈良県ナンバーワンの町にしようじゃないかということを掲げました。決してほかの市町村にけんかを売っているわけではございません。そういう職員の意識づけということで、こういうテーマの表題を掲げて、日々やっているということでご理解いただきたいと思います。  王寺町の概要でございますけども、本当に小さなコンパクトな町であります。７平方キロしかございません。人口は今現在２万３,０００人ということで、最近は微減、あるいは横ばいということで来ております。  今回、税のことでございますので、まず体制を紹介させていただきますと、税務課は全部で１０人おります。そのうち、課長以下、除きまして、収納係が４名、残りの５名が課税係という構成になっておりまして、括弧で書いてありますように、収納係は徴税以外にもこういった歳入の徴収について所管をしておるということでございます。  次のページに行かせていただく前に、実は今月１１日に、葛城税務署さんが主催の中学生の「税についての作文」、それについての表彰式というのがございまして、順番で回ってくるんですけども、私がたまたま葛城税務署管内の代表でプレゼンターとして出させていただきました。その時に、中学生の方の作文の概要を幾つか教えていただきました。中学生の皆さんですので、税と言ってもやっぱり消費税ぐらいしか関心がないし、知らないと。しかし、今回作文をつくるに当たって、税の仕組みをいろいろ調べてみたと。そうすると、やっぱり警察、消防、それから道路や公園、学校、いろんな日常生活をとりまく行政、行政サービスの全部が税に連なっていくんだということがよくわかったということをおっしゃった生徒さんもおられまして、非常に印象に残っております。逆に言えば、我々、中学生の方も含めまして、本当にどこまで税の使い道を丁寧にわかりやすく説明しているのかなといったことを特に感じました。 
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 その中で、たまたま王寺町は税の徴収率、非常な頑張りの中で、２５年度も９８.８という徴収率を達成して、２年続けて県内市町村で１番ということで、本当にこれは町の誇りだと思っておりましたので、実はその場でもその話を紹介させていただきました。ただし、そのときにやっぱり税の徴収率、これは数字ではありますけども、やっぱり町の役場の職員、あるいは町の施策に対する信頼の、ひょっとしてバロメーターじゃないかといったことの感想も実は述べさせていただきました。そういったことも、実はこの１２月に入ってございましたので、最初に紹介をさせていただきました。  まず、王寺町の置かれている課題。これは、各市町村ともほぼ共通するところも多いんじゃないかと思うわけでありますけども、生産年齢人口の減少。この人口問題につきましては、創成会議の５月の人口減少社会、かなりショッキングな話題提供をされていると思うんですが、王寺町も実はその中で、２０代、３０代の子供を生んでいただける女性の方が２０４０年には、実は４９％減少ということでしたので、全く予断を許さないんだろうというふうなことを思いましたし、また、足元の特殊出生率を見ましても、やっぱり１.３８、直近でその数字だったと思うんですが、国全体の１.４１でありますとか、２.０７といった数字には足元にも及ばない。そういう全体の中で、やはり人口を増やす、出生率を高める、あるいは定着人口、交流人口、そういった人口増をどういうふうに図っていくかということが非常に大きなテーマだということをまず痛感しているわけでありますし、特に、ここでは生産年齢人口と書きました。これはどこでも同じだと思うんですけども、特に王寺町の場合は、ご案内のようにベッドタウンでございまして、この生産年齢人口の動向が町税の中で、町民税のウエートが高いものですから、非常に大きく影響すると。今まで税の担い手であった方たちが、これから全部行政サービスの受け手になっていくと。このギャップをどうするかということを非常に意識しておりました。  例えば、今の町の試算で生産人口年齢の推移を見ますと、２０１５年が約１万５,０００人です。これが１０年後には１万３,０００人、５％減るだろうというふうな見込みをしております。片や高齢者人口、これは大体平均かと思いますが、今現在４人に１人。これが１０年後には３人に１人が６５歳以上の高齢者になるという構造になっていること。そういうことをまず意識、認識する必要があるんだろうと思ったわけであります。  それから、公共施設の老朽化、共有化。これも共通の課題だと思いますが、王寺町は今、小中学校５校あるんですけども、そのうち王寺小学校、王寺中学校、この２校は、もう既に建設以来５０年を超えております。残りの３小学校、中学校の中でも、もう既に４０年
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を超えているのが２つあるということで、これから、耐震はしたものの、今後これの建てかえとか、そういったニーズが多分一遍に襲ってくるんだろう。あるいは、公民館でありますとか、体育館でありますとか、こういう公共施設の老朽化も進んでいる。これをどうするかと。こういった施設は、当然のことながら災害における避難施設でもありますので、これが喫緊の課題であるとも思っているわけであります。  それから、福祉施設の増大。これは先ほども触れましたが、やっぱり人口増を図っていくために、子ども・子育てをどういうふうに充実していくのか、あるいは雇用をどういうふうに確保していくのか、こういった大きく２つの両面での取り組みというのを現に図っておりますけども、もっと充実していく必要があるんだろうと思っております。  後で触れようかと思ったんですが、雇用支援ということで、王寺町にはなかなかそういう企業誘致は難しいということがあるわけでありますけども、交通の利便性ということで、これもたまたまですけども、１２月１日に広域の皆さんに利用していただくということも含めまして、ハローワークを誘致させていただきました。ぜひこれも広域で活用していっていただきたいなといった視点で整備をさせていただきました。  いずれにしろ、こういった大きな課題を解決していくには、当然のことながら財源の裏づけが必要であります。そういったときに、やっぱり自主財源をどう確保するか。その中でも、その大宗である町民税、町税をどう確保していくかということが一番の課題であろうということだと思います。課題の町税の確保にあたって、まず税源の涵養でありますが、しかし、徴収率を高めるということは、これは地味な取り組みかもしれませんが、非常に大事な基盤となるものということの認識の中で、次の数字で見ていただきますと、実は王寺町では平成１７年から組織的に徴収体制の強化の取り組みを継続的にやり始めました。  これを見ていただくとわかりますように、１７年の取り組みで、もう徴収率で８０台からすぐに９３.５になり、その後、右肩上がりで着実に徴収率が増えてきていることが見てとっていただけるかと思います。ここ２年間は９８.４、９８.５ということで、先ほど申しましたように、本当に職員の頑張りの継続、これは本当に誇るべきことかなと。あるいは、これも住民の皆さんにもお話しできることかなと思っているわけであります。  これは、滞納繰越額の推移でございます。これにつきましても、１７年以降、後で申しますいろんな意識改革とか、事務改革の成果ということで、かなりの改善を見たところでございます。  次に、その具体的な中身をお話しさせていただきたいと思いますが、３つの柱でお話し
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をさせていただきます。１つは職員の意識改革。それから２つ目、次のページまたいでいきますが、これは徴収業務の抜本的な見直しであります。それから３つ目としては、係としての組織的な体制の整備をやると、この３つが柱であると思っております。  １つ目の意識改革でございますが、お願いから自主納付へということで、従前は滞納、払っていただけない方に臨戸徴収で、お願いで回っていたと。これが実態でありました。それを１００％転換して、もう自主納付は当然のことですけども、自主納付が基本だということでの意識づけを町内に定着するということの取り組み。  それと、まずそれを職員の意識改革の中から始めました。滞納者に限った過剰なサービス、例えば集金でありますとか、延滞金の猶予でありますとか、そういったことがあったわけでありますけども、滞納者に限った過剰なサービスはまずこれを排すべきだろうということでの意識改革を、職員の皆さんに持ってもらった。  あわせて、不公平感の払拭。当然でございますが、期限内納税者、これが大半でございます。この方たちの気持ち、その目線から見たら、我々、どういうふうに行動していいかということでの職員の意識改革を徹底したということでございます。  ２つ目は、事務の見直しでございますが、６つ掲げております。逆に、この６つに結びつけるような解決策をしなきゃいかんような実態にあったということは現状でございました。滞納者への臨戸の集金、あるいは地区ごとに担当がおりまして、ばらばらで徴収しておったというふうな実態、それから、延滞金もなかなか回収できなかった。それから、期限切れの納付書、これを金融機関に提示されたら、それでもいいですよということでの納付を認めてきた。そのほかにもいろいろあるんですが、こういった実態に対してきちっと改善策を図ろうということで、まずは６つの事務の見直しを徹底したということでございます。  特に４番目、事前調査の徹底ということにつきましては、事前に財産状況をきちっと調査する。町内でわかる範囲内でかもしれませんが、やはり預金でありますとか生命保険、あるいは不動産と、近隣の金融機関の協力も得ながら、事前調査をきちっとやっていったということもあると思います。それから、積極的な滞納処分であります。そういった具体の取り組みの中で、だんだん事務が統一した意識づけの中で、意識も同じように改善されてきたと。  それで、３つ目でございますが、それをさらに組織としてやっていこうということで、組織の取り組みを強化しました。 
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 １つはジョブローテーションです。これは、異動によって収納率が低下ということのないように、誰もが同じレベルで業務を行えるようにという取り組みをしております。具体的には、毎日の終礼を行う。さらに、月１回の徴収対策会議を行う。こういったことをやりながら、困難案件をみんなで解決するとかという取り組みを通じて、職員のモチベーションの維持につなげていったということでございます。  それから、今回評価もいただきましたけども、この王寺町の取り組みを奈良モデルの中で活用していただきました。２５年度からこの５町で奈良モデルの取り組みを行い、２６年度からは川西町にも入っていただいて、今現在６町で６町共同の徴収会議というものを開催しているということでございます。それぞれ各市町村の持っておられるノウハウ、これを共有すること、あるいは先進事例をみんなで勉強するといったことで、みずから気づいて、考えて、そして行動する場にしようということでの、互いの切磋琢磨を図っているということでございます。  奈良県内はもちろんですけども、さらにその取り組みを広げていこうということで、今年の取り組みといたしまして、４月１８日に第１回の関西徴収フォーラムｉｎ奈良というものを王寺町で開催させていただきました。これは、関西とは書いておりますけども、実は北は北海道から南は沖縄の石垣島まで、６１６名の徴収関係の方たちに集まっていただき、いろんな事例の検討のほかに、特に東京都のカリスマ、徴収のカリスマといわれているようでしたけども、藤井さんという部長の方に基調講演をお願いいたしまして、本当にわかりやすく、基本が大事なんだよと、法令に載っていることを着々と行うことが一番大事と、そういったエールも送っていただいたということでございます。  フォーラムの様子はこうでございます。  最後でございますけども、先ほど来ありますように、王寺町の取り組みを今は６町、奈良モデルの中で共有している。お互いが切磋琢磨して、ノウハウを共有しながら意識づけも高めている。それを奈良県、さらには全国にも波及していければというふうな取り組みをしていっているということでございます。  ほぼ終わりになってくるんですけども、最初に戻りますが、自主財源を確保するためには税源の涵養と、それからやはり徴収率を当然普通に確保するということ、この２つの取り組みが両輪だろうと思いますし、徴収率を上げるためには、やはり住民の方の信頼を得ることがまず基本であろうということの中で、町の施策をできるだけわかりやすく説明し、その評価をきちっと行っていくということがやはり王道なのかなといったことを思った次
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第であります。  私からの報告は以上でございます。ご清聴ありがとうございました。 【司会】  ありがとうございました。  こちらで質疑応答を予定していたんですが、少し時間も押しておりますので、まずプレゼンテーション、続けてお願いをいたしたいと思います。  平井町長、どうもありがとうございました。  では次、三宅町長様からのプレゼンをいただきたいと思いますので、準備をよろしくお願いいたします。 【志野三宅町長】  本日は奈良県がんばる市町村応援表彰におきまして、我が町の組織運営についてご評価をいただきまして本当にありがとうございます。  今回は平成２５年に実施をいたしました、『「まちづくり」に重点を置いた機構改革』について説明をさせていただきます。  日本創成会議が出しましたデータでは、消滅可能性都市に該当はしなかった三宅町でございますが、こちらの人口推移のグラフからもおわかりのように、今後は三宅町においても少子高齢化がより一層進行してまいります。若年層が定住したくなるような魅力あるまちづくりが求められており、町といたしましても「良好な住環境の整備」、そして「子育て、教育環境の充実」、「地域の活性化」に向けての課題について取り組んでまいります。  そのために、三宅町においてはこれらの課題に対応していくために、平成２３年度に策定いたしました三宅町第３次基本構想において、次の３点を基本理念として定め、行政運営を行っております。  その基本理念を実行するために、次の３つの事業を行うことといたしました。１つ目といたしまして戦略的なまちづくり、そして観光産業、農業の活性化、３つ目に全体を俯瞰する総合計画・基本構想の立案です。この３つを実施するため、平成２５年４月１日の機構改革におきまして「未来創造部」を設置し、「まちづくり推進課」・「地域活性課」・「企画課」の３課を創設いたしました。  では、この未来創造部の概要について説明をしていきます。  まず、「まちづくり推進課」では広い視野を持ち、多面的で戦略的なまちづくりを行うため、次の５つの事業を実施しております。「都市整備」として近鉄石見駅周辺整備。また、京奈和自動車道三宅インターチェンジ、県道大和中央道の延伸に伴い、町内における交通インフラ環境が大きく転機を迎えることから、「ヒト、モノ、カネ」の移動を考慮した都市
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計画の再編。３つ目として、地域産業の活性化。町内の雇用創出を行えるよう、「企業誘致」を同時に進め、４つ目に、「防災対策」としては都市整備を行いながら、地域防災計画とリンクさせることで「災害に強いまちづくり」を行い、最後に地域と協働したまちづくりを実施していくために、住民自治としての基礎を支える「コミュニティー組織の育成」を行う。これにより、誰もが住みやすい環境を整備していく構想を立てました。  その結果として、「都市整備」として三宅町の玄関口である近鉄石見駅周辺整備事業を、平成３０年度を第１期工事の完成年度として実施しております。  企業誘致においては、既に都市計画を進めていく中で、三宅インターチェンジ周辺地域の合計約８万坪を企業立地用地として整備計画を立て、結果、多くの企業からの問い合わせがあり、既にコンビニや企業等の誘致にもつながっております。  また、「災害に強いまちづくり」においては、アンカールートとなる道路整備を計画するとともに、地域防災計画の見直しを行い、町内での総合防災訓練も実施いたしました。さらに、県内でもいち早く「空き家条例」を制定し、小さな自治体ならではの災害対策を推進しております。  コミュニティー組織の育成といたしましては、町内自治会活動の助成を行い、全自治会で自主防災会を結成するに至るなど、確かな地域力の向上へとつながっております。  ２つ目の地域活性課におきましては、「観光事業の拡充」を狙いといたしました。奈良県内においても認知度が低い傾向にあり、これまで光が当たらなかった観光産業、及び農業産業の活性化を図る必要があると考えました。そのためには観光、農業事業への専門性の補完、新たな発想の転機が必要となりましたので、観光分野においては三宅町を観光の町にデザインするために、奈良県緊急雇用創出事業を活用して、商品開発を行っていた民間企業出身のデザイナーを採用いたしました。  また、農業分野においては、埋もれている需要を掘り起こすため、アスカルビーを代表とする農作物の品種研究開発に取り組んでこられた学識経験者を採用し、専門性と柔軟性を持って事業を進めております。  本年４月に、奈良県で行政機関としては初めて「恋人の聖地」への認定を受けたことにより、観光スポットとして新たな情報発信を行えるようになりました。今後は恋人の日であるバレンタインに合わせ、近鉄百貨店と協力をして、恋人の聖地にございますラブチェア、そして銘板がチョコレート売り場へ出張するイベントの開催や、グリコポッキーとコラボレーションしたフォトコンテスト等も実施予定となっております。 
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 また、農業におきましても、屯倉ブランドの確立を目指し、遊休地における屯倉米、屯倉芋、屯倉ごまの育成、普及に限らず、農作物をスイーツなどに加工、流通させる地域農業の６次産業化をにらんだ取り組みも行ってまいります。  ３つ目の企画課についてですが、三宅町全体を俯瞰する総合計画・基本構想の立案を狙いとしております。三宅町においても各事業の細分化が進んでおります。多課にまたがる事業を行う場合においては、その相互の調整、連携を図り、町としての事業の整合性を持ちながら、地方行政を円滑に、かつ戦略的に行っていく必要があります。そのために、三宅町の基本方針である基本構想の構築、そして、そのもととなる重要な情報源である国勢調査や、町全体を総括する情報システム業務、情報公開業務など、多岐にわたる事務の担当課として「企画課」を設置いたしました。  この結果、財政健全化など、行財政計画を定めた「第２次集中改革プラン」の履行を実施し、平成１８年度には１１３％であった経常収支比率は、平成２５年度決算において８７.５％となり、県内１０位と財政の健全化を実現いたしました。  また、基本構想において、町内におけるバスなどの公共交通機関がない三宅町において課題となっております、「地域内での交通インフラの整備」として、「地域公共交通事業によるタクシー補助券の交付」を実施いたしております。  今後の展望といたしまして、三宅町では都市圏、衛星都市などの中核市と違う、奈良県一小さな町として、生まれ持ってのコンパクトシティという利点を最大限に生かし、県内で一番注目されるまちづくりを行っていくネタは山のようにあると自負しております。  その中で、この未来創造部を中心として「新たなまちづくり」を実施することにより、企業を誘致し、町内に雇用が生まれ、人が集い、人が住み、子どもが生まれ育ち、その子らが将来の三宅を支えていく町を目指し、今、最も重要な基礎をしっかりと構築しているところです。「若年層の定着」を目指すとともに、今回は時間の都合上、紹介できませんが、健康子ども部によるさまざまな健康事業、三宅町の将来を担う子供たちへの支援により、町内全体を活性化させる取り組みを行ってまいります。  最後になりましたが、三宅町は職員数１１０名の小さな町でございます。行財政改革においても、目標を達成するには職員一人一人が力を最大限に引き出さなくてはなりません。そのために、各市町村の首長様も人事の異動においては大変なご苦労をなされていると思いますが、この未来創造部におきましては非常に馬力のある中堅職員のもとに意欲の高い新人職員を積極的に配属させ、また、民間の専門的知識を有する経験者、学識経験者を雇
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用することで、部全体に新たな刺激を与えております。  さらに、今後の三宅町を担う若手職員には、お金や時間を惜しまず研修等を受けさせ、知識、経験を積ませ、よい刺激を受けさせることで、地方創生に代表される大きな課題にも克服できるような人材が育っていくものと考えております。  さきの奈良県市町村政策自慢大会において、荒井知事からはＴＴＰ、徹底的にパクるを理念にしているという言葉がございました。三宅町の行財政改革や政策をパクって、まねしていただけるような行政運営をこれからも進めてまいります。本日はご清聴本当にありがとうございました。 【司会】  志野町長、どうもありがとうございました。  では、最後になりますが、地域活性化部門、田原本町のプレゼンテーションをお願いいたします。ご準備をお願いいたします。    では、地域活性化部門、最優秀賞、田原本町「人が行き交うまちづくり」でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 【寺田田原本町長】   本日は奈良県がんばる市町村応援表彰、地域活性化部門で大変すばらしい表彰をいただきまして誠にありがとうございます。  それでは、私から、田原本町につきまして「人がいきかう街づくり」をテーマに説明をさせていただきたいと思います。  本町では、高齢者などの移動手段の確保、及び公共交通と連携したまちづくりによる地域活性化を目的に、平成２１年３月に田原本町地域公共交通活性化協議会を設置いたしました。協議会では人がいきかう街づくりの実現を目指し、住民、商工会あるいは観光協会などの地域団体、交通事業者及び町が連携、協働のもとで、公共交通の活性化と利用促進について、また、駅前活性化とにぎわいの創出に向けまして、さまざまな事業に取り組んでおります。  具体的な取り組み内容といたしましては、公共交通の活性化と利用の促進につきましては、デマンド型の乗り合いタクシーももたろう号の運行をさせていただいているところであります。また、地域密着情報誌、こちらになりますが、「ぼちぼち たわらもと」の発行もさせていただいているところであります。  また、駅前活性化とにぎわいの創出につきましては、田原本駅周辺の活性化を検討するワークショップも、今、実際に開催をさせていただいているところでございます。情報誌
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の発行については、商店主や住民が、企画、取材、作成まで主体的に参加していただき、ワークショップにつきましては参加者による駅前の空き家調査、やどかり市の際のチラシの配布など、地元の人間だからこそできるコネクションの利用や、情報発信力を活用するなど、住民との協働により実施をしているところでございます。  また、やどかり市の際、商工会にチラシの掲載や、町内商品の情報提供を受け、観光協会にはボランティアの方々との協力をいただきました。  では、初めに、近鉄田原本駅周辺の現況についてご説明を申し上げさせていただきます。  本町の中心部には２つの駅がございまして、どちらも近畿日本鉄道の駅でございますけども、１つは橿原線の田原本駅、そして、もう１つは田原本線の西田原本駅ということになっております。両駅の間に平成２２年３月、駅前広場の完成をさせていただくことができました。県道から直接車が乗り入れることが可能で、朝夕の通勤や通学などで非常に便利に使っていただいているところでございます。また、駅前には、次に説明します、デマンド型乗り合いタクシーももたろう号の停留所がございます。  一方、田原本駅東側につきましては商店が建ち並んでおりますが、現在のところ、国道２４号線沿いの大型店舗の進出や、後継者不足などの理由によりまして、シャッター街となっているところでございます。また、老朽化した建物は取り壊され、駐車場へと変わってきているところも非常に多くございます。空き家、空き店舗の増加に伴う中心市街地の空洞化、地域活力の低下が問題となっています。  こうしたことから、交流人口も多く、地域活性化の拠点として大きな影響力のある駅という立地条件を生かし、駅を中心としたまちづくりによる地域活性化、にぎわい創出が大きな課題となってきているところでございます。  それでは、協議会が取り組んでおります３つの取り組みについてご説明させていただきたいと思います。  １つ目の取り組みといたしましては、デマンド型乗り合いタクシーについてでございます。現在、協議会では、高齢者などの買い物や通院といった日常生活の外出支援と、公共交通の充実、及び駅周辺のにぎわい創出を図るため、デマンド型乗り合いタクシーももたろう号の運行を行っているところでございます。実際、こちらを見ていただくとわかるんですけども、６０歳以上の利用が９２％を占めておりまして、高齢者の移動手段として活用いただいているというのがお分かりいただけると思います。  また、平成２２年９月のデマンドタクシー実証運行開始より町内に２０６カ所の停留所
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があり、利便性がよく、利用料金も１回３００円とローコストであることから、利用者数、また、登録者数ともに右肩上がりで伸びているところでございます。  平成２４年度に、朝の利用客の多い時間帯に定員超過が発生することが問題となっておりましたので、平成２５年度からは利用者の多い朝の時間帯に、予約状況に応じて増便することで定員超過が減少しております。  次に、地域密着情報誌「ぼちぼち たわらもと」の取り組みについてご説明をさせていただきたいと思います。  これは、公共交通の利用促進と、田原本駅周辺の活性化を目的として発行しております。駅前の商店主や住民が主体的に編集員となり、企画、取材、あるいは作成まで主体的に参加し、編集作業を進めていただいているところでございます。公共交通の利用促進に向けた情報提供、ＰＲのほか、町で頑張る人、輝く人、イベント情報、店舗情報、サークル活動などを掲載しています。この取り組みを通して商店主の意識改革や、店同士のつながりが深まり、駅周辺の町の魅力を情報発信するために役立っているところでございます。発行部数は毎回５,０００部の発行で、平成２６年１２月現在、発行回数は累計８回でございます。  続きまして、駅前活性化の取り組みについてでございます。  平成２４年度は、町広報紙で田原本駅周辺の活性化を検討するワークショップメンバーを募り、１５人の方が応募をいただきまして、住民主体でのワークショップがスタートしたところでございます。  ワークショップにおいて、駅周辺におけるまちづくりのテーマを「人がまじわり、まちらしさ光る田原本駅前」と決定をいたしました。平成２５年度については、前年に決定したテーマをどのように実現していくかということを考え、ワークショップメンバーが実際に駅周辺を歩き回り、今の実情の資源を調査いただいたところでございます。  その中で出てきたのは、商店の多くは閉まっているという状況でございます。シャッター通りのようになっているということで、戎通りにおいて空き店舗を使った活性化イベント、やどかり市を、活性化への応援の１つとして開催をさせていただきました。  やどかり市というネーミングは、ワークショップでメンバーが考えられ、空き店舗を借りるということでやどかり市となりました。実際に駅前の戎通りの地図を示しておりますが、住宅と店舗が混在している地域であることは分かっていただけると思います。この中で、実際の空き店舗は黄色と緑で示しております８軒でございます。イベントに利用いた
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しましたのは、黄色で示しております７軒です。実際利用できる空き店舗が少なかったというのは、以前、店舗との兼用住宅として利用されておられましたが、店を閉められ、空きスペースがある場合でも、住宅として活用しておられることから、イベントには使用できないという状況でありました。  平成２５年度の開催日につきましては、メンバーが集客力を見込めることや、点ではなくエリアとしてのにぎわいの創出を目指しまして、秋の田原本のお祭りであります「十六市」と開催日を合わせてやることを決定いたしたところでございます。  やどかり市の開催内容といたしましては、２週間の開催期間中に空き店舗を活用していただける事業者を募集した結果、カレー屋さん、花屋さんなどの出店がありました。また、地元の磯城野高等学校の協力で、生徒によります庭づくりの実演をしていただいたところであります。  やどかり市を終え、反省点といたしましては、既存の商店の並ぶ場所での開催にもかかわらず、商店との連携ができていなかったことでありました。一方、やどかり市の開催結果としましては、これまで貸すのに消極的であった所有者の皆様方にも意識に変化が見られまして、現時点では空き店舗数８店のうち、４店が常設店舗として出店されるという効果がございました。  これらを踏まえ、町では平成２６年度に駅東側周辺の空き店舗に出店する人に、家賃や店舗改修費の一部を補助する田原本駅前活性化対策事業補助金を新設いたしました。また、従来からの経営者支援の取り組みといたしまして、金融の円滑化を図るため、保証料及び利子の一部を補給することで融資を受ける方の負担を軽減いたします中小企業資金融資制度というものもございます。  今年度は再びワークショップ参加者を募り、第２回やどかり市の開催に向けまして、昨年の反省点でありました既存店舗との連携を念頭に置いてスタートいたしました。既存店舗との連携方法につきましては、まず、各店主のやどかり市への参加の意識確認から始め、一店逸品という形を実施いたしました。一店逸品とは、各店における自慢の商品やサービスを提供いただくことです。店主の意識確認は、参加者の方に各店舗を担当していただき、合計４４店舗に聞き取りを行い、結果、１８店舗が一店逸品に参加していただきました。写真屋さんにおきましては、実際に店先のガラスケースの一部に昔の写真などを利用した写真館を行っていただきました。  昨年度とは違った取り組みといたしまして、空き店舗での町内製造商品の販売、あるい
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は、連続テレビ小説「マッサン」のロケ地となりました教会を含んだ町歩きなども実施をさせていただきました。取り組みはいずれも大反響で、多くの人が田原本町を訪れるきっかけとなったと思っているところでございます。  今後の展開といたしましては、デマンドタクシーの運営の効率化による利用客の増加、及び交通不便地域の解消を図るとともに、本年度より取り組みを開始しております、戎通りの商店との連携を強化していければと考えております。また、駅前活性化として、奈良県の商業活性化協働推進事業によりまして、取り組み事例の紹介や、取り組み方法をご教授いただくなど、県の方の協力も得ながら、個別商品の魅力アップに対する取り組みを始めております。個別の店舗のポテンシャルを引き出し、わざわざ足を運びたくなる店を目指して、集客力のある店づくりの支援をしていきたいと考えているところでございます。  こうした取り組みによりまして魅力ある店舗ができ、情報を広く発信することで駅前に人が集まり、買い物することによって魅力ある店舗の増加が望め、駅を中心とした地域活性化、にぎわいの創出につなげていきたいと思います。さらに、駅周辺に人が行き交うことで創出されたにぎわいが、田原本町全体に広がっていけばと考えるところでございます。  ご清聴ありがとうございました。 【司会】  どうもありがとうございました。  これで、受賞いただきました３町の町長様によるプレゼンテーションを終わらせていただきます。平井町長、志野町長、寺田町長、どうもありがとうございました。もう一度盛大な拍手をお送りくださいませ。（拍手）  では、今回、市町村長サミットということでございます。本日の受賞団体の取り組みでありましたり、応募いただいたほかの市町村の取り組み、そういった内容を素材にいたしまして、意見交換をお願いしたいと思います。どうぞご議論をいただければと思います。  後ほど、話し合われた内容につきまして、テーブルごとにどなたか代表で発表をお願いしたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 （意見交換） 【司会】    では、ご意見を発表していただきたいと存じますので、恐れ入ります、まず１番テーブルから順に発表をお願いいたします。 【太田五條市長】  １番テーブルです。  こちらのテーブルには宇陀市長、また山添村長、明日香村の教育長、桜井副市長と、地
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域振興部長ということで、話というより、いろいろ取りとめない話になったわけでありますけども、まず、いろんな事例を聞かせていただいて、大変重要なことがあろうかなと。  そういう中で、この中では意識改革という言葉が出てきました。やはり、行政の中で職員が意識改革をしていかない限り、町はよくなっていかない、市町村がよくなっていない。その中においては、民間の力も当然必要かもわかりませんけども、当然、やるときにはやり、職員がまず先頭に立ってやるという、その職員の意識改革をまずやらなくてはならないということが第一課題であろうかなと。  その中において、特に先輩、５０歳以上の方々においては、やはり昔の時代の背景と、気楽と言うと語弊があるかわかりませんけど、あまり前向きな姿勢がないんじゃないかなと。そういう形の中では、やはり３０代、４０代の人にもっと力を出していただく。そして、若い世代の新しく入った職員に対しての、やはり教育というのは大変重要であるかなと。特に新卒、１年目、２年目の方々においては、そのレベルを高く上げるように、役所って、役場って大変忙しいんだな、大変厳しいんだなという意識を持たせるということが大変重要であろうかなと。そういう意識を持たせるには、部長、課長、そして補佐、係長ということで、特に全体の中で一番仕事をやるのは、やはり係長クラスが仕事を一番持っているんじゃないかなと。そういう形の中で、いかに若い人たちと共有しながらやっていくということが大変重要であろうかなという、皆さんの意見もございました。  そして、当然行政だけではなかなかやっていくことはできない。そういう中においては、やはり民間のＮＰＯ法人や、いろんな形の中の各種団体との連携をよく密にしながら、そして連携をしながら、より地域に密着した活動が必要であろうかなと。  どの自治体においても財政状況が大変厳しいと。そういう状況の中で、より地域力を発信しながら、いろんな形の中で対応できるような、体制を構築することが大変大事であろうかなというお話であります。  いろんな形の中で、今からこの町、市町村を元気にするというのは、やはり行政だけでなく民間の力だと。その一番最初のもとになるのは、職員の意識を変えることが町を変える１つの方法だという、そういう思いでこの中の話はまとまりました。  取りとめない話になりますけども、そういう方向をまずもって進めることが地域の活性化になり、また行政改革が早く進むという状況になろうかと、今、そういう話になったわけです。  以上であります。 



 －27－

【司会】  どうもありがとうございました。  では、続きまして２番テーブルからどなたかご発言お願いいたします。 【辻内黒滝村長】  黒滝村の辻内でございます。  私たちのテーブルは、奈良県南部に位置します上北山村、下北山村、十津川村、天川村、野迫川村、そして黒滝村と、地域振興部の次長の中で話がありました。  先ほど来のいろんな取り組みの中で、田原本町さんのおっしゃいましたやどかり市、私たちの村には駅前はございません。電車の駅もございませんし、ただあるのはやどかりということで、空き家が多い。私たちの村でも、空き家はそれぞれの一番どうしたらいいのかという課題になっております。  その空き家をいろんなところで、今、空き家をデータベースにとってやっているところもありますし、例えば私の村では、空き家、家、家と畑と山を過去にもらったところがあります。それを移住、体験かにしたいという思いがありましたけども、やっぱり住民の受け入れが、誰が来るかわからないとか、そういった問題や、私たちの村、南部に来るよりも、もうちょっと便利のいいところあるだろうというところで、声は上げてくれるけど、なかなか決まらないという現状がございます。  そして、それぞれの市町村に住みたいという人も、それぞれの地域であるわけですけども、家を求めたい、空き家を求めたい、だけど値段的に、本当にもう安い値段で、持っている人たちはもうそれやったらいいよという中になってきているのが現状でございます。そして、空き家の中で、今、うまいこと売買とか、活用できない中で、１つに仏壇がございます。この仏壇をどうしたらいいもんかというのも、実は私たちの村でも課題であります。  そして、その空き家というのは、トイレとか、水回りが整備されておりません。それをそれぞれの村がどうやって費用を工面するんだろうかという問題もいろいろございます。もう何年かをそこの人に無償で借りて、その費用を逆に村のほうで何とか工面しながら、水回りを改良できてもいいんじゃないかというものがございました。  これらの対策としては、私たち、それぞれのところは、本当に家の鍵をもらったら、逆に家をあげたら、ただであげて、だからもう文句言わないでねと。あるいは、その改装費用を村も何とかできないかという、応援できないかなというところもございます。この中の町村の中でも、住んでくれて売買があったら、幾らか費用を出しますというところもございます。 
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 今後もこういう課題に奈良県南部の、特にそういった地域では空き家がどんどん増えてきます。それは町場に比べて少子高齢化の波がいち早くやってきますので、それを何とかするには空き家をまず対策しなければならない。今、空き家条例というのもそれぞれの地域で考えていっている最中だということで終わっております。  まだ結論出ないまま、中途半端な発表になりましたが、そういう、田舎においては人と空き家をどうするのかというのが大きな課題だということで、途中経過報告とさせていただきます。ありがとうございました。 【司会】  黒滝村長、ありがとうございました。  続きまして、３番テーブルからご発言をお願いしたいと思います。知事のいらっしゃるテーブルになります。よろしくお願いいたします。 【東川御所市長】  御所市長の東川です。  我々のテーブルは、知事と齊藤先生、そして川西町、広陵町、あとは受賞された３町ということで、受賞された中に挟まれまして、非常に肩身の狭い思いをさせていただきました。  まず、徴収率の話でございます。これは本市も王寺町さんを見習って、徴収率をちょっと上げさせていただいたんですけども、ポイントは、もう一言で言って、集金に行かないということでございます。ただし、集金に行かないということは、それだけしっかりと督促状を出して、差し押さえをするという決断が必要になってきます。ある方は、首長が判を押すか押さないかというところに非常に大きな岐路があると。選挙というのも絡みますので、なかなか押さない首長もいらっしゃるんじゃないかということです。私自身も、これをやっぱり本当はやるべきだと思います。粛々と差し押さえをしていくということで、御所市でも一定、市民の納税意識というのは高まったかなという思いをしております。ただ、首長は大変でございます。  それと、田原本町さんの中心地の活性化という話で、商店街の活性化という話で、いろいろな意見といいますか、思いが出てきております。知事からも、去年からもプレミアム商品券をやっているとあるとか、あと今、天理でもやっておられますけどもマルシェ、あるいは大道芸人等と、要はにぎわいをつくるということが非常に重要だと。にぎわいをつくるということは、例えば子供がそこへ来て、親が一緒についてくるとか、あるいは高齢化の中で、高齢者が家に閉じこもらないで、そういうところへ出てくるということで、いろんな意味があるんじゃないかということです。 
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 例えばですけれども、町の中にある銭湯なんかを公営がやったらどうかと。あるいは、高齢者のフィットネスのような形で、そこに交流の場をつくってはどうかとか、町の中に、中心地にそういう核になる施設を置くということもポイントではないかということがありました。  あるいは、齊藤先生からは、小学校もいろいろな活用の仕方がある。防災の上でも活用ができる、高齢者の集まる場所にもなると。小学校に高齢者を行かすことによって、通学路をまたチェックするという機能も出てくると思います。  ただ、町なかの活性化、やどかりで他から店舗が来たということですけれども、非常に難しい点としては、店舗が住居になってしまって借りられないという現状があるとか、あるいは、土地の持ち主と上の家屋の持ち主が違うことから、なかなか折衝ができないという問題点も抱えております。とにかく、町の中でにぎわいをつくるということが大切だという話になりました。  いろんな意見が出ただけで、まとまりもしておりませんけれども、うちのテーブルは以上でございます。 【司会】  ありがとうございました。  では、続きまして４番テーブルからご意見の発表をお願いいたします。そちらの奥のテーブルになります。 【岡下大淀町長】  ４番テーブル、大淀町の岡下です。  うちは曽爾村、御杖村、吉野町、下市町、大淀町、そして東吉野村というところでございます。  今日のテーマは、この３町のお話、非常に関心を持って聞かせていただきました。各町村それぞれ問題があろうかと思います。先ほど、最初に五條の太田市長がおっしゃいました、取りとめもない話どころか、うちらは全く話が進まないというところでございますけれども、その中で、特にまちづくりを、先ほど、これもまた２番テーブルの辻内村長が言っていましたけれども、あそこはもう弱小の村ばかりであると。うちはそこも入っている村、町なんですけれども、生産人口といいますか、将来３０年先の人口が減っていって、消滅可能な村がうちには特に２つもあるということでございますけれども、そういう人口が何年先にどれぐらいになるかという推測はありますけれども、その人口に合わせたまちづくりをしていくのか、それとも、今現在ある人口で何とかして頑張っていこうとするまちづくりをするのか。例えば、今日この後に行われる、まだ循環型奈良モデルの中でも出
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てくるごみの問題でもありますけれども、そういうのを考えながらやっていくのかというところが、大きな差があると思います。  特に今、我々の中では斎場の広域化の話もありますし、これからどうしていこうかという話もあることで、本当にばらばらの話になってしまいました。  でも、先ほど御所市長がおっしゃられた税の徴収、非常に興味のあった話、それから田原本町長のおっしゃられた話、そして三宅の組織力、組織づくり、この話は、私個人としては非常に参考にさせていただきました。ありがとうございました。  以上です。 【司会】  ありがとうございました。  続きまして、５番テーブルからご意見を頂戴したいと思います。よろしくお願いいたします。 【並河天理市長】  天理市の並河でございます。  私どものテーブルでは、前田副知事と、そして大和高田市様、橿原市様、平群町様、三郷町様、斑鳩町様とご一緒させていただきました。  まずもって、本日は大変有意義な、勉強する機会を与えていただきましてありがとうございました。私どものテーブルでは、特に田原本町様のやどかり市、実際にそのイベントをやった後、常設店舗としても定着された例もあるということで、すばらしいなというお話から、商店街、まちづくりというところについて中心的にお話しをさせていただいたわけなんですけども、一言で商店街といいましても、大規模集客施設が近いところであったり、駅の近くというところから、昔ながらの商都といったようなところと、状況としては多様であろうという中で、特に大和高田市様から、昔ながらの商店街というところにおいては、他のテーブルでもございましたけれども、住居兼店舗というものも非常に多い中で、なかなか外の方に貸さないという状況もございますと。やはり、お商売という点のみならず、まず住んでよいまちづくりというところをしっかりと位置づけていって、そこにまずお暮らしいただく方をどんどんつくっていく中で、次の世代がお商売をしたいという形に持っていくことが非常に重要であろうということが指摘をされました。  また、昔ながらの町の人間関係にも着目をして、そのまちづくりの運営のところに、行政だけじゃなく自分たち自身、その町でずっとお暮らしになっている皆さんが主体的にかかわるような形での運営形態、エリアマネジメントというのを住民間でしっかりやっていただいて、また、融資条件などについても柔軟に対応していく必要があるだろうという話
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をさせていただいたわけでございます。  また、住んでよいまちづくりの中に商売を位置づけるという点では、先ほど３番テーブルでも天理のマルシェのこともご紹介いただいたわけですが、私どもも今、生活動線の中にそういった商業の活性化を位置づけていくことが非常に大事だと思っておりまして、ですから、空き店舗についても、高齢の方も含めて、気軽に集まれるようなサロンであったり、あるいは、空いているオープンスペースのところも遊び場だったり、介護予防できるような場、あるいは音楽、文化活動できるような場というものと、顔が見えて、自分たちの知っているところで買って帰れるという形の商売をしっかり結びつけていければなと考えております。  それぞれの商店街によって、駅の近くだったり、観光客が誘致できる施設が近くにあったりと、状況はさまざまであろうと思いますけども、やはり土地土地の状況と、あと持っている強みというところを生かしながらやっていくことが非常に大事なのかなと思いました。  ありがとうございます。 【司会】  天理市長、ありがとうございました。  では、最後になります。６番テーブルからご意見を頂戴したいと思います。よろしくお願いいたします。 【今中上牧町長】  ６番テーブルの上牧町の今中でございます。  私のテーブルにつきましては、安堵町さん、香芝さん、河合さん、高取さん、葛城さん、そして県の総務部長のテーブルでございます。  まず、１番目の王寺町の徴収の部門でございますが、私たちも王寺町さんにご指導いただきまして、徴収率８９％からようやく九十二、三になるように頑張らせていただいているところでございます。この説明の中で質問するというのも失礼なんですが、滞納繰越額が、１６から１７にかけての下がり方がものすごい下がり方なので、どういう手法を講じられているのかなというふうに私のテーブルでは話をさせていただいておりました。これについては答えは何も要りません。方法はおおよそこういうことかなというのはわかっとるんですが、この下がり方がすばらしいなということでございます。  そして、あと、三宅町長がおっしゃっておられる組織の問題でございますが、それぞれこのテーブルでも職員数の問題が話題に出ております。上牧町の場合でも、３０代、４０代の職員がもう異常に少なくて、長年職員採用をやっておりませんので、これから頑張っ
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てもらう年代の数が大変少なくなってきていると。こういうことではなかなか行政を進めるのにも難しいところがあるなと。上牧町でも退職をした、再任用ということでもやっておるんですが、それより、前にやめた職員を引っ張り出して、来年度から組織の中で活躍してもらおうかなということも考えております。まず組織というのは人でございますので、人をしっかり育てること。これがこれから行政を進めていく上で一番大事なのではないかという結論でございます。  それと、まちづくりにつきましては、我々のテーブルではそれぞれ町の様子、構造も違いますし、特産も違うわけでございます。上牧町の場合、もう皆さんご存知なように、観光とてございませんし、文化財というのもそうございませんし、町の面積も小さいし、農業も盛んでもございません。それぞれ町には特色があるわけでございますので、その特色に応じたまちづくり、これが一番重要になってくるのではないかなと。  それには人だと。若い職員をしっかり研修させて、町の中で住民さんと一緒に働けるような、そういう組織づくりが、またまちづくりにもこれから重要なのではないかと。それぞれ町に合った、まねをするんじゃなしに、自分の地域に合ったまちづくり、それには人づくりが必要だろうというまとめ方でどうでしょうかということでございます。ありがとうございます。 【司会】  上牧町長様、どうもありがとうございました。  ６つのテーブルからご意見を頂戴いたしまして、まちづくりであったり、税の徴収のことであったり、本日発表していただいたことを材料に、活発なご議論をいただきましてありがとうございました。  １点だけ、最後、上牧町長から王寺町に対しまして、税の滞納繰越額の減少についてのご質問がありましたが、お答えいただけますでしょうか。  では、ご担当の課長様からよろしくお願いいたします。 【西本王寺町税務課長】  王寺町の税務課長の西本と申します。  上牧町長さんからのご質問なんですけども、平成１７年ということで、今から大体もう１０年ちょっと前になるため、今の担当の職員の中にはもうその当時の者はおりません。その当時の者の話によりますと、以前は全然差し押さえなどの滞納処分を行っていなかったとのことです。１７年度に差し押さえなどを行って、大口の案件を処理した結果、急に滞納繰越額も下がったということでございます。 【司会】  ありがとうございました。 



 －33－

 では、もう少しご質問も受けたいところでございますが、お時間のこともございますので、本日は１問限りとさせていただきたいと思います。ご了承いただきますようお願い申し上げます。  では、まとめに入らせていただきたいと存じます。  まず、まとめといたしまして、最後に齊藤委員と知事からコメントをいただきたいと思います。  齊藤先生、どうぞよろしくお願いいたします。 【齊藤准教授】  齊藤でございます。本日はありがとうございました。  私も地方財政を研究しておりまして、地方財政というと減少とか縮小とか、やはり暗い話題が、皆様のほうが日々そういったことに接していると思いますが、そういう話題が多く、特に数字だけで扱っていますと、将来に対して不安を持つことが多くあります。ただ、ここに来させていただきまして、皆様のお話を聞いていると、数字だけでは見えてこない、本当にわくわくするような話題が多かったなと思っております。  今ある課題を、例えばこういった広域連携ですとか、あとは自慢大会とか、コンペティションみたいなことによっても新たなアイデアで、問題解決に導くような取り組みをされるということで、ここのテーブルにお話しを混ぜていただいたわけですが、知事はじめ市町村長さんから次々とアイデアが湧いて出ており、本当にわくわくさせていただきました。やはりこういった活発な首長を選ぶということが住民の責任なのかなと思っております。  また、三宅町長のプレゼンの中で、最後に自慢大会のときに知事が言われたＴＴＰという話がありました。ＴＴＰ、徹底的にパクるということですが、まねしようぜということじゃなくて、まねしてもらおうぜという発想だとお聞きし、力強さを感じました。  また、新たなアイデアが出せるとか、住民がそこに参画できるということが、住民にとってすごくすばらしいことで、すごいハッピーなんだということを、もっと住民に対してもＰＲしていき、どんどん参画してもらうようなことができればなと思っております。  このテーブルで、知事からもお話がありましたけども、例えば地域活性化の取り組みについて、空き家店舗を使った空き家店舗型とか、マルシェ型とか、そういったノウハウ本じゃないですけど、何かまとめられたらいいよね、みたいなお話も出てきておりました。ぜひ奈良モデルのＴＴＰ本、徹底的にパクってよというところで、全国に発信をしていただけたらなと思っておりますし、私もこの奈良モデルのことを含めて、いろんなところで話を使わせていただこうと思っております。皆様、今後ともどうぞよろしくお願いいたし
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ます。  以上でございます。 【司会】  齊藤先生、どうもありがとうございました。  では、最後に知事から総括をお願いいたします。 【荒井知事】  今日も活発な議論を聞かせていただきましてありがとうございます。  ずっとこの流れを見て、市町村長様と個別にいろいろ話して感じることなんですけども、これまで何年か、約１０年近くですか、各市町村で財政再建でご苦労されてきて、何期も爪に火をともすことばっかりやってきた、したくても何もできなかったという市町村も結構ありまして、それが徴税率の向上、財政再建の道がでてきて、ちょっと明るく出口が見えてきたと。  県ももっと早くいろんなことを考えられたらよかったんですけども、無利子貸付なんかを上牧町、御所市にはしましたけど、最初に思っていればもっとしたんだけど、ちょっと後知恵で、後で無利子貸付を、今年からやっとそういうことをやって、３％以上はゼロにしようという目標を立てて、それだって何十億か、３０億か４０億、無利子化できるということになって、財政再建のめどが総じて立ってきたのかなと。いや、次は今までやりたかったまちの中のことをしようという全体の雰囲気になってきて、それが１つ、県の全体の流れかなと思います。  それに対して、応援しようという意欲が、県のほうも充満してきたという気がいたしますので、人が住みやすいまちづくりをどうしようかというので、来年はそのようなことに、県のほうでもどのように支援メニューをそろえて応援するか検討しますので、それとタイアップして、来年度から奈良県まちづくり、まち活性化といいますか、にぎわいを一挙にどっと進めるぞという雰囲気でできたらなというふうな気分に、今日はなりました。  その中で、いろんなアイデアが出ておりますので、いろんな切り口があると思うんですけど、まちの中でいろんな住民がうろうろできるような、老人も若者も含めて、居場所、あるいはたむろ場所、遊んだりする場所というのを、総じてにぎわいということになるんですが、どうつくるかというアイデアを出さなきゃいけないように思います。  その１つは場所でしょう。広いまち全体はできませんし、やはり自動車が来ないということが条件のように思いますので、まちを選んで、そこでそのようなまちをつくろうと。商店街の活性化だけやなしに、商店街を利用した、住民がいきいきとできるようなまちというイメージですけども、それと、空き店舗に商店街を、店を入れるだけやなしに、空き
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店舗には、例えばちゃんとした公衆トイレがあるよと。あるいは銭湯ですね。温水、温浴施設があると、それが住民には、安いと体にいいし、そこでちょっとストレッチを教えて、鍼灸院に行くか、まちなか温浴施設に行ってストレッチするのか、どちらが元気になるのかと。毎日１００円ぐらいで温浴施設に歩いてきて、お腹すかせて、ちょっと買い物して帰りなさいといったようなイメージの施設をまちなかでできないかといったようなイメージなんですけども、それを空き家を利用したり、空き家を市町村が買ったり、あるいはリースをして、市が借りてサブリースで安くするといったような手法もあるんじゃないかと思います。あるいは、空き家を改修して、そういうたむろ場をつくるということもあろうかと思います。そのようなことを運営してくれる若い人を募集する。 あるいは、まちの中に外国人が来て住まうというのは、熊野の中辺路はもう外国人のほうが多いぐらいになったという噂を聞きましたが、熊野のビジターズビューローにはニュージーランド人か外国人が１人、若い方が住んで、毎日ばんばん発信しているんですね。サイトで発信すると、それを見て外国の人が、若い外国人がどんどん住みにくるというふうなことですので、まちの中で外国人を住まわす、一時でも住まわすということもあるかも。  県では、猿沢池の猿沢荘を外国人の交流拠点にしていますが、それで長期的にも住まえる家を紹介したいと思うんですけども、ちゃんとした旅館でなくても、このまちのどこどこでは、このぐらいの値段で１月住めるよといったようなところを紹介したいというアイデアがあるんですけれども、そのようなものを用意してもらって、外国人が来たら、二、三日で帰ろうかと思ったら１カ月もいてしまったということも、外国人は若い子はできますので、そのようなイメージの場所を用意してもらうといったような。外から来て、ふらっと来た人を大事にするというまち通りのカルチャーがあってもいいのかなと思ったりします。  それから、まちの中では、まちづくり協定をやり始めていますが、コンセプトとしてのテーマが要る。まちの区画を、このまちをよくするんだという中で、商店街というイメージやなしに、ちょっと丸っこいまちのイメージだと、小学校とか保健所があって包括ケアができる。ケアができるようなまちをつくろうという動きが１つの切り口でございますので、そのときに、公的な施設は小学校とか保健所とか、新しくつくるケアセンター。そこに来るとチェックをしたりリハビリができたりというイメージです。 それと、文化活動ですね。 
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 まちの中に行くとコーラスを教えてくれるところがある。歌を歌える、カラオケのスタジオとまた違うんですね。もっとオープンで、歌を教えてくれたり、コーラスを教えてくれる。体を使って息を大きくするのは健康にいいですけど、昔はまちの中へ行くと、三味線の音が聞こえたり、習い事があってしたわけで、その習い事でもいいんですけど、まちの中へ行って文化活動ができるよう、公的なお膳仕立てでする。昔はおじいさんが早く死んだら、おばあさんが三味線を教えたりしていたわけですが、今、そういうわけにもいかないので、公的なところがすると。あるいは、若者の婚活をまちの中でして、若者が婚活しているのを周りにいる年寄りが見るとかね。そんなまちの活動というイメージがあります。  そこから、まちの中でダンスなんかもいい。中国の人と話しすると、ダンスが一番いいんだというんですね。フォークダンスでも何でもいいですけども、まちの中でダンスを教える。首長で昔、やったから教えたるわという人がいるかもしれませんが、ちょっと違うダンスにならんように、お年寄りの太極拳みたいなものです。シンガポールの学者が来て、シンガポールはダンスをみんなまちなかでやっているから健康なんだと言っていましたけど、朝から太極拳をされているようなまちです。そんな新しいことを、奈良でいろんな工夫をしたら、まちの中が、人が来てうろうろして帰ると、もうほとんどお金も要らん、買い物するんだったら、顔見知りで、おじいちゃんが帰る前に、おばあちゃんが帰る前に、もう家に今日の夕ご飯の材料が届いているとか、そういうイメージがあります。  そこから、その中心のところは、空き家をなかなか貸してくれないというのも、どこでも一番の課題ですけども、少し借りるなり買ったりして、中心場所をどのようにするか、フラッグシップ店をつくる。物を売るというのやなしに、そこで人が来てもらえるような、公設で何でも、今風公民館みたいなことですけども、つくるというのを、場所を決めてえいやとやれば、そのまちが連担してにぎやかになるのを、隣の縦がにぎやかになったら、横がちょっとずつ、横丁がおもしろくなってくるというのでもいいんですけれども、そのようなイメージのまちづくりを来年以降、こういうふうに財政が多少明るくなって、次に何かしようというときに、県がいろいろ応援できるアイテムは、テーマはまちづくりということでどうかなと今日思い始めましたので、そういう方向でよろしければ、県の中でもそれを重要テーマとして勉強させたいと思いますし、また、まちでちょっとこういう実験したいということであれば、そのまちを候補として選んでいただくと、まちづくり協定というのをやっていますが、それは大げさじゃなくて、このまちのこの一画を、にぎわいを



 －37－

するための勉強会をするといったような協定でもいいんですけども、そのような一緒に勉強しようというセットアップをして、そういうふうに勉強すると、そこで何を応援するかという具体的なアイデアが出ますので、いろんなメニューが実行できたらと思います。  それから、いろんな空き家を借りて改修したりというのも、改修費用をどうこうするかというのは、またそういうアイデアが今日たくさん出ましたので、それに対する県の応援措置ができればと思います。  終わりになりますが、財政再建でまちづくりの前向きないろんなテーマが出てきたら、１つはまちづくりで、あとは上牧町長さんおっしゃった、人材をどうするかというのは、これまた共通の課題で、県ではパーソネルマネジメントというテーマで、県の人材、結局財政に影響するのは人件費に影響しますので、効率的に働いてもらうにはどうすればいいか。職員も効率的におもしろく働いたほうが幸せになるわけでありますけれども、職員が何でもするという時代から、民間と協働してするという時代になっていまして、その民間の中にはＯＢも当然入ってくるような感じがします。パーソネルマネジメントは県もほとんど取りかかったことのない分野でございますけども、今、研究をさせていますので、来年はパーソネルマネジメントも１つ研究テーマになるのかなと思います。  年末に意気盛んなことを申し上げて大変恐縮で、空元気でございますので、相変わらずの空元気ですがご容赦ください。ありがとうございます。 【司会】  知事、ありがとうございました。  それでは、以上で意見交換を終わらせていただきます。誠にありがとうございました。  これをもちまして、がんばる市町村応援表彰の表彰式を終了いたします。  最後に、長くなりますが、県より情報提供を５つばかりさせていただきたいと存じます。長時間にわたり非常に申しわけございませんが、いましばらくお付き合いを願います。  では、まず県と市町村の政策共有、人材育成について、市町村振興課長の山下よりご説明申し上げます。 【山下市町村振興課長】  市町村振興課長の山下です。  私からは、市町村振興課が窓口となって進めております、県と市町村の政策共有、人材育成、人材交流の事業についてご案内を差し上げたいと思います。  お手元の配付資料の中の資料４－１、１枚紙ですけれども、そちらと、奈良県市町村実務研修員制度といった、見開きのチラシをお手元に置いていただいたらありがたいと思います。 
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 この資料の表題がある裏面に、市町村振興課が窓口となって進めております政策共有、それから人材育成の事業について書かせていただいております。  左側の箱のところ、奈良県がんばる市町村応援表彰ですが、こちらは本日表彰式をさせていただいた事業ですので、もうその趣旨等は詳細に申し上げませんが、募集の段階では、皆様に３部門ありますので、トリプルクラウン、三冠王を目指してくださいということで申し上げました。本日、今年度の団体が受賞されたわけですけども、来年度も皆さんのご賛同をいただいて、この事業は実施したいと思っておりますので、今年度受賞された３団体は２連覇を目指していただきたいと思いますし、それから、残りの３６市町村については、その２連覇を阻止するということで、全団体が応募していただく形、ある意味では審査員の先生を泣かせるぐらいの応募数で、盛況あるものとしていただきたいと思っております。  それから、隣の箱の市町村職員政策自慢大会、こちらは、冒頭の知事からのご挨拶、それから三宅町長のプレゼンテーション、そして齊藤先生のコメントの中でも出てきましたが、これは新潟県見附市の久住市長が、まさしくこの市町村長サミットの場で講演されたときに紹介いただいた事業を、ＴＴＰ、徹底的にパクるという形でさせていただきました。この事業も来年度実施をさせていただきたいと思っておりまして、今年は１２団体の応募がありまして、２会場に分けてやるという展開だったんですが、来年度は今度は私たち事務局を困らせるぐらい応募をしていただいて、例えば予選、決勝といったような形であるとか、とにかく多数の応募をいただいて、実施をしていきたいと考えております。  それから、最後に下の箱なんですが、今日のアナウンスではこれがメインになるのですが、市町村職員実務研修生制度というものがございまして、こちらは市町村から県に職員を１年間派遣いただいて、実際にＯＪＴによって、県としては市町村の人材を育成させていただくという形のものでございます。  もう既にご承知の首長さんたちばかりだと思いますが、昭和３５年から実施されていまして、延べ約５００人が市町村から県に実務研修生として来ていただいております。実務研修を受けられた方々は、それぞれ市町村に戻って幹部としての職責を全うしておられる状況です。こちらのチラシの見開きのところで研修メニューとか、いろいろ書かせていただいているんですが、一番の中核はまさしくＯＪＴ。希望する課の希望する係に配属をして、実際に担当として事務を持っていただくといった形で、１年間仕事を通じてその能力を伸ばしていただくという形。あとは、座学のいろいろなものも補足的に実施させていた
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だきますが、そういった中で、今、まさしく募集要項を送付させていただいておりまして、１月１３日までの応募期間ということになっておりますので、よろしくお願いしたいと思います。  もちろん市町村振興課を希望していただくのは、私としては大歓迎ですが、県庁のどこの課であっても、それぞれの団体がこの分野の職員にスキルを身につけさせたい、ノウハウを蓄積させたいといったところについては希望を書いていただいて、応募いただきましたら、その希望に沿えるよう対応していきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。  私からのご案内は以上です。ありがとうございました。 【司会】  ありがとうございました。  次に、奈良モデルの取り組みとして進めております水道運営の連携について、畑田地域政策課長よりご説明申し上げます。お願いいたします。 【畑田地域政策課長】  資料４－２をご覧下さい。  １ページをお願いいたします。  水道運営の県と市町村の連携につきましては、県域水道ビジョンに基づいて取り組んでいるところでございます。  ２ページをお願いいたします。  左側は県水転換の状況でございます。自己水が不安定な中和地域を中心に、転換が進んでいっているところでございます。右側の趣旨でございますが、来年度におきまして、圏域全体での水道施設の効率的な活用を目指して、施設の共同利用や県水施設の譲渡により、余剰、老朽施設の廃止など、トータル的に検証して、さらなる施設投資額の抑制に取り組んでまいります。  ３ページをお願いいたします。  個別エリアごとの取り組みですが、北和エリアにおきましては、今後施設の共同化を、県水も含めて検討していきたいと考えております。橿原・高市エリアでは、連絡協議会での自主的な取り組みにより、緊急連絡管網の整備をはじめ、施設・業務共同化の一部実施や、検討協議を進めていただいております。  ４ページをお願いいたします。  磯城郡では、現在川西町さんで県水の直結化事業の枠組みを検討いただくとともに、３町による共同化に向けた検討を始めていただいているところでございます。また、北葛城
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郡エリアでは、王寺町さん、河合町さんの１００％県水転換の意向を踏まえまして、さらに希望する町村を加えて、今後、施設や管理業務の共同化を推進したいと考えているところでございます。  ５ページをお願いいたします。  五條・吉野エリアにおきます水道広域化につきましては、施設の共同化を用水供給事業で行う場合を前提に経営見通しの試算を出しまして、各市町が単独で運営を継続する場合との比較をシミュレーションいたします。今年度末の３月に、知事と首長さん方による懇話会を立ち上げまして、検討を進めてまいります。  なお、同エリアにおきまして不足している水利権を補うため、国営再編事業により県水が取得予定の水利権を譲渡することを予定しておりますが、譲渡による事業主体の変更で、県水が受けてきた国庫補助金の返還を求められることになるところですけども、水利権は有償譲渡が原則であること、同じ水道目的で水道資産を県域全体で有効利用するものであることから、返還は免除されるべきということを厚生労働省、及び内閣府に要望しているところでございます。  ６ページをお願いいたします。  今年度、簡水エリア１１の村を訪問し、水道施設の運営状況等を調査いたしました。結果といたしまして、施設を管理するための要員や、専門知識が不足していることなど、多くの課題が明らかになりました。  ７ページをお願いいたします。  そうした状況を原因とする留意すべき課題といたしましては、水道水質の安全確保ということがございます。１年間に発生する水質異常件数のうち、８割強が小規模水道事業体で起こっているところでございます。  ８ページをお願いいたします。  これらを踏まえまして、来年度は広域水質検査センターと県水道局が協力して技術支援チームを結成いたしまして、モデル自治体に対して水質管理や施設管理の指導、管理業務のマニュアル化などに取り組んでいくことにしております。  以上でご報告を終わります。 【司会】  ありがとうございました。  引き続いてまいります。次に、循環型社会の奈良モデルについて、西井廃棄物対策課長よりご説明申し上げます。お願いいたします。 
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【西井廃棄物対策課長】  廃棄物対策課長、西井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  それでは、資料番号４－３、循環型社会の奈良モデル構築に向けてという資料をご覧下さい。  １枚めくっていただきまして、循環型社会の奈良モデル構築、廃棄物処理の奈良モデルでございます。基本的な考え方といたしましては、県・市町村長サミットでの検討成果を継承して、奈良モデルにより記載の４つの個別プロジェクトを推進するということでございます。  ２ページ、お願いいたします。  プロジェクトの１つ目、一般廃棄物処理の広域化についてであります。これまで関係市町村の意向を受けまして、広域化の枠組みづくりを促進してきております。県はこの奈良モデルを促進するため、大きくは２つの観点で関係市町村と連携してきております。１つは関係市町村への打診や議論の機会づくり、もう１つは、地域の現状や、将来見通し等の調査支援でございます。これまで、県南部地域の３町４村と、県東部地域の１市２村において、記載のとおり、広域化に向けての検討を進めております。県といたしましては、引き続き関係市町村の意向を受けて、広域化の枠組みづくりを促進し、調査検討に当たっての技術的な支援などを行っていきたいと考えております。  ３ページをお願いいたします。  災害廃棄物処理対策についてでございます。今年度と来年度の２カ年で、県災害廃棄物処理計画を策定いたします。災害廃棄物の広域処理の観点から、この計画策定を奈良モデルとして推進することにより、県と市町村との協働・共有化を図り、大規模災害時に県と市町村が有効に連携できる実用的な計画となるよう取り組んでまいります。今年度は計画策定に必要となる各種データを収集し、整理しております。この中で、東日本大震災において各自治体が経験された問題や、対策についても分析してまいります。来年度は記載の各事項を検討し、進捗に応じて市町村と情報共有、意見交換しながら計画を取りまとめてまいります。災害廃棄物を運ぶ、置く、処理する力をどのように確保できるのか検討するとともに、組織体制・指揮命令系統を定めた上で、県市町村の職員等に対する教育訓練計画を作成いたします。  ４ページをお願いいたします。  廃棄物の減量化、再生利用の推進についてでございます。これまで、事例調査など、記
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載のとおり取り組んできており、来年度は新たに取り組みとして、市町村担当職員を対象とした奈良モデル推進研修会を開催したいと考えております。これは、一部市町村からの提案を受けて実施したいと考えているものですが、廃棄物処理法に関する専門研修のほか、市町村の先進的、あるいは特徴的な取り組みを事例発表していただく機会にしたいと思っております。  もう１つ、新たな取り組みといたしまして、産業廃棄物を所管する県と一般廃棄物を所管する市町村で合同チームをつくり、多量排出事業者への立ち入り指導調査を実施したいと考えております。近年の法改正により、産業廃棄物業者だけでなく、排出事業者の責務が厳しく求められていること、また、ごみの減量化やリサイクルを促進するためにも、この指導、啓発に計画的、かつ着実に取り組んでいきたいと考えております。  このように、県と市町村が合同で調査、指導に当たるというのは、全国的に見てあまり例のないことと思われますが、これもこれまで取り組んできた奈良モデルの１つの成果となっていくものと考えております。  ５ページをお願いいたします。  不法投棄・不適正処理対策の強化についてであります。平成２４年７月に県、市町村の担当課長により県使用済家電等対策連絡会を設置し、不法投棄及び不適正処理の対策強化の取り組みを進めてきております。平成２５年度からは国・県・市町村の合同チームにより、県内の不用品回収業者に対する一斉立ち入り指導を行っており、このような合同体制での取り組みは全国の事例であります。引き続き奈良モデルの取り組みを促進してまいりますが、さらに広域連携を視野に入れた対策強化を検討し、共有化し、具現化していきたいと考えております。  ６ページ以降につきましては、参考資料として各種データを掲載しておりますが、説明は省略させていただきます。  以上で説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。 【司会】  ありがとうございました。  引き続きまして、県と市町村のまちづくりに関する連携協定につきまして、藤野都市計画室長よりご説明申し上げます。 【藤野都市計画室長】  都市計画室長の藤野でございます。どうぞよろしくお願いします。  知事からも直接ご紹介をいただきましたが、県と市町村とのまちづくりに関する連携協
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定について、情報提供させていただきます。  資料にはございませんが、報道などで既にご存じかと思いますが、この１０月に天理市さんと、１１月に大和郡山市さんと、それから、この直近では２２日に桜井市さんと、連携協定の最初のステップであります包括協定を結ばせていただきました。  この連携協定のそもそもの背景でございますが、現在のまちづくりを進めていく上で、まちづくり枠組みといいますのは市町村が主体となっているものでございますが、まちづくりは広域的な観点で考える必要もございますし、町の拠点になるような場所につきましては、県の施設があったり、あるいは県有地があったり、また、人と車の動線として県道というものもございまして、まちづくりの重要な要素になっているものと思います。また、財政事情から、まちづくりになかなか取り組めない市町村もあろうかと考えております。  そこで、まちづくりに最も、県も大きな役割を果たす必要があると考えまして、県と市町村が協働でまちづくりを行っていくことが今後大変重要なこととなっていくものと考え、今回の連携協定によるまちづくりというスキームを構想した次第でございます。  資料の１枚目でございますが、趣旨などを記載しております。３点ございますが、人口の急激な減少と高齢化など、社会的背景としまして、それぞれの地域の拠点への都市機能の集積や、低未利用地の活用が求められているものと思われます。  また、県としましても、駅などの拠点を中心としたまちづくりを進め、さらにその拠点間の連携を強化するということによりまして、県全体として総合力が発揮できる都市形成を目指したいと考えております。  そこで、まちづくりに熱意のある市町村と県が連携協定を締結して、協働でまちづくりを一体的に検討し、プロジェクトを実施していこうというものでございます。  資料の２枚目でございますが、連携協定の進め方につきまして記載をしております。連携協定につきましては、図式のとおり、３つのステップがございます。１番目に、まずまちづくりの地区単位の基本構想の策定を行います、市町村との包括協定というのがございます。２番目に、地区単位で、その中で事業計画を策定しまして、事業内容や事業主体を決めます基本協定という段階がございます。さらに、市町村が行う事業に対しまして、県から補助や県有地の提供など、財政的支援を行う事業単位の個別協定の、３つのステップを基本としております。  基本協定に基づきまして地区の計画が固まれば、それぞれ役割を定めて、県と市町村が事業を実施していくことになります。その中で、市町村が実施する事業につきましては、
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今現在、具体的な支援のスキームは検討中でございますが、補助の対象や割合など、県の財政的な支援も盛り込みながら、一体的かつ計画的にまちづくりを進めていきたいと考えております。  とはいえ、まちづくりの主体は市町村であることには変わりはございません。県としては市町村のイニシアチブを尊重しながら、県と市町村がお互いにアイデアを出し合いながら、連携・協働してまちづくりを進め、新しい奈良モデルをつくっていきたいと考えております。  詳細につきましては、地域デザイン推進課が窓口となっておりますので、お問い合わせ、ご相談をいただければと思っております。  以上、報告を終わらせていただきます。 【司会】  ありがとうございます。  お時間遅くなりまして申しわけございません。  最後でございます、まちづくりセミナーにつきまして、県土マネジメント部、増田次長よりご案内申し上げます。 【増田県土マネジメント部次長】  最後に、まちづくりセミナーについてご案内をさせていただきます。  お手元の資料４－５でございます。  年明けの２月３日、県の新公会堂におきまして、奈良県と時評社の共催により開催をさせていただくものでございます。「これからのまちづくりに必要な新たな視点とは」という、仮題でございますけれども、先ほど来お話が出ております、まちづくり協定をはじめとする市町村との連携、あるいは地域包括ケアといった切り口などさまざまな切り口で、新たな視点があるのか等につきまして、資料記載のとおり、奈良県になじみの深い方々にもご講演いただくことを予定しております。年明けには、皆様方に改めて文書でご案内をさせていただきます。本日お集まりの市町村長の皆様、そして職員の皆様、できる限り多くのご参加をお待ち申し上げております。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。 【司会】  ありがとうございました。  県からの連絡は以上でございます。  長時間にわたりご清聴ありがとうございました。  最後になりますが、次回のサミットにつきましてご連絡申し上げます。次回は、年明け、
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２月２５日に予定をしております。新たな人事管理のあり方、パーソネルマネジメントをテーマに予定をしておりますので、また詳細が決まり次第ご案内申し上げます。どうぞご出席いただきますようお願い申し上げます。  以上をもちまして、平成２６年度第５回奈良県・市町村長サミット及びがんばる市町村応援表彰表彰式を終了させていただきます。皆様には運営に長時間にわたりご協力を賜り、誠にありがとうございました。どうぞお気をつけてお帰りくださいませ。ありがとうございました。 ―― 了 ―― 


