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１、定員管理について 

 

１、平成 33年度の職員数が計画では 289 名となっているが、この委員会で人口

に対して適正な職員数(24,000/100＝240 名)とした答申を出したが、今年度の

国勢調査で平成 22 年度人口は 29,963 人と更に 1,035 人も尐なくなっている

ので、平成 33年度の推計人口も 24,638 人から単純計算しても 23,000人余り

になるとすれば、当然職員の人員減の計画訂正が必要である。 

２、行革で一番効果があるのは定員管理で、職員数をいかに減らすかによって

大きな財源効果があるわけです。いわゆる類団では人口 1,000 人当たり職員

数 9.5 人となっている。三好市は 16.27 人と断然引き離して多過ぎると思い

ます。 

３、平成 33年度に職員数を 240名にするんでしたら、思い切って採用ゼロでも

良いのではないか。民間企業だったら 4、5年ぐらい採用ストップの状態だと

思います。 

４、最終的には人件費の問題です。240名が無理で 289名ならワークシェアリン

グの考え方で人件費を 240/289にすれば良いと思います。 

５、今の財政状況を考えると、職員削減を厳しく捉えなければいけない気がし

ますが、職員が減るとサービスが低下するという考え方は、職員の意識のあ

り方だと思うので職員の意識改革が大事だと思う。 

６、類似団体との比較で 214人超過ということはＨ33の人口 24,000 人とみてい

るが、かなりキツイ削減をしなければ達成できないのでは。また、職員数に

面積を考慮というが、東祖谷地区のように面積は広くても居住地区は尐ない

はず、非居住地区は除外して考えるべきでは。 

７、三好市が類似団体人口当たりの職員が一番多い。これを改善するためには

日本で一番努力が必要、年齢構成も歪みが出ても仕方がない覚悟で思い切っ

た改革をしないと、新卒を 10年ぐらい採用しなくても良いのでは。 

８、退職金を上乗せしてでも勧奨を進めるべきでは。早く人事評価制度を構築

して、優秀な人は定年まで働いてもらうが、そうでない人には考えてもらう

必要がある。 

９、正規職員を削減しなければならないのに臨時職員をなぜ雇うのか、努力を

全くせずに成り行き任せでやっている。努力が足りないのではないか。 

10、臨時職員は絶対雇わないという気でやってもらわないと、類似団体と比較

しても職員数が相当多いのだから臨時職員を雇うのはおかしい。人事評価に

も関係するが、民間 1 人分を 3.5 人でやっているのが地方公務員。本気にな

ればできる。安易に臨時職員の雇用をやめてほしい、民間では考えられない。

効率化を考えないといつまでたっても臨時職員を雇わなければならない。 
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11、他団体だと 330 人くらい。10 人でできる仕事を 15～20人くらいでやってい

る。10人でできる仕事を 12人ぐらいで対応するなら、臨時職員を雇わなくて

も大丈夫だと思う。 

12、将来予算がガタッと落ちたときに人は急に減らせない。事務は臨時職員を

雇わないということにしなければ減らせない。勧奨退職をもっと希望者を募っ

てほしい。40歳～50歳代も対象に、もっと努力して職員数を減らさなければ

ならない。民間事例をもっと研究・勉強して取り入れて、定数管理を強力に推

し進めてほしい。 

13、一番大事なのは「何のために類似団体と比較するのか」ということ。他の

類似している自治体とでも 100 人くらい違う。具体的な定員数や個別の事務

量などを把握してほしい。持論があり難しいと思うが、三好市の職員数が多

いことは事実なので、それを踏まえて整理して欲しい。 

14、6減 1増を続けることにこだわらなくても良いが、問題なのは 40歳、45歳 

 以上が非常に多いことなのでそっちが問題です。早期退職出来やすい条件整 

 備や即戦力につながる中途採用も必要かと思います。 
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２、人事評価制度について 

 

１、導入する前に万全となるよう準備を進めているようだが、この制度はまず 

 実施することが一番で、実施中に修正を加えるのが一番良い方法だと思う。 

 また、早く年功序列を解消することが必要だと思う。 

２、一時金とかの評価もあるのに年１回の評価では足りない。どうせ試行なら

年２回は実施してほしい。 

３、評価の結果を給与に反映してもらいたい。やる気のある人に対して差をつ

けないのはモチベーションも下がる。いつ頃給与に反映させるのか。いつま

でたってもやらないのでは制度を入れる意味がない。 

４、人事評価ほど難しいものはない。最低 3年くらいは試行錯誤が必要。その

後は給与に反映させてもらいたい。 

５、対象は管理職以上となると、部長と課長の管理職手当も違うので、そこで

差が出ているわけだから、課長補佐とか係長とか、職位ごとにどんどん広げ

て評価して勤勉手当に反映するようにしてもらいたい。 

６、新人はペーパーテストと面接で採用されているが、その後能力を発揮する

かどうか分からない。早く評価制度を昇給・昇格に反映させてほしい。人事

評価が生きる制度が必要だと思う。 

７、人事評価をやって欲しいというのは国民の願いでもある。答えを出せる民

間はやりやすいが、行政はそうでないから良く理解する事が必要。四国とか

香川県とか広域的な意見交換を行って、制度導入や実施のことを三好市から

発信してほしい。 

８、自治体は定量化できないから難しいのは良く解るが業績評価は必要だ。公

用車の管理は定量化できる。将来的には業績評価シートは是非とも作って欲

しい。それと、部下による上司の業績評価をやってみたら意外と良く実態が

結果として表れることが多い。上司が課のミッションを理解していないこと

がよくある。人事室は大変だがやってほしい。そうすると三好市は甦る。5年

後には変わる。財政的な問題も解決する。 

９、いろいろな資料をできるだけ集めて主観性を排除し、客観性を確保する事

が大事だ。それと市の職員像の整理が必要でその上で評価し、最終的には人を

見極める能力と姿勢がなければできないと思う。私の所ではやらない人の給料

は上がらないし、やる人はポンと上がるが、特に不満は聞いていない。その分

評価を公正公平にやるよう努力をしている。期日を決めて、それに向けてやる

と具体的な進捗が明確になると思う。 
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10、先進団体はすでにやっているが、人事評価そのものを公表して「職員に求

められる能力はこれだ」と内部で勝手に決め付けず、住民の意見を聴く機会

も必要だ。自己満足ではなく、住民サービスの点からも意見を聞く機会を持

ってほしい。 

11、民間はもう確実に給与、昇給、昇格に反映しています。民間の場合はボー

ナス時とか年 3 回ぐらいやらされる、市は年 1 回でしょ。能力評価だけじゃ

なく業績評価を入れてほしい。ただ市の場合は定量化が出来にくいけど、公

用車などは各課にある訳だから、目標を何台減らす、それが出来るか出来な

いかが業績評価になる、人事室で一度考えてもらったら出来ない事はないと

思うんです。そうすると非常に分かりやすい評価ができる。能力評価は違う

人が見たらまた違う点があるから、それと評価点が 100 点、75 点は止めた方

が良い、90点、80点は付けられることはあり得るし、そうしないとみんな 75

点になるでしょ。そこらを変えて頂いたらバラツキも出てくると思います。 
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３、第３セクターについて 

 

東祖谷観光開発（株） 

１、東祖谷観光開発は努力しても観光客が増えない状況からすると早く整理し

たほうが良い、ますます赤字が増えるばかりで累損が資本金と同じぐらいで

すから、普通に評価すればこれはもう倒産会社と認識すべきです。 

２、東祖谷観光開発は公共貢献が第三セクターの目的にあったと思いますが、

それはだんだん薄れてきていると思います。いつまでもそんなことを言って

いたら改革できない、考え方を尐し変えないと、純資産や正味財産が毎年減

っていて、今や純資産 2,200万円で資本金は１億 5,000万円、1年間で 2,800

万円も純資産が減っているので、地域雇用とか社会貢献とかと言ってる場合

じゃなく、思い切った考え方、発想の転換をしないと改革はできないと思い

ます。 

３、東祖谷観光開発は経営の根幹をもう尐し見きわめる必要がある。例えば公

の施設とか福利向上、公益性、公共性という名の下に進んできたが、次への

一歩の厳しさを乗り越える時期がきている気がします。今までの意見からも

雇用も必要だし地域の活性化も必要、しかし事業が成り立たないという現実、

これをどうセグメント的にきちっと見きわめて、行政経営がどうあるべきか

検討をしてほしいと思います。 

４、東祖谷観光開発は数字を見る限り、出来るだけ早く結論を出し、これ以上

の赤字を抑えるべきと思います。それから、市民の税金でこれだけの穴埋め

とか、垂れ流しをしながら地元雇用云々というのは次の問題で、まず経営自

体で判断すべきです。地元雇用はやっぱり民間企業で増やしてもらうように、

そっちのほうに税金を投入すべきだと思います。 

西祖谷観光開発（株） 

５、西祖谷観光開発は 19年度・20年度位までは横ばいでやってきたけれど、リ

ーマンショック後の急激な不景気により、来年、再来年も恐らく売り上げは

まだまだ落ち込むと思うので、その辺の状況を考えて計画を立てる必要があ

ります。累積赤字がどんどん増えているので思い切った方向転換をやらない

と、東祖谷観光開発と同じような状況に近づいてくると思います。 

６、西祖谷観光開発の周辺には民間の業者も複数のホテル経営をやっています。

官営ではとても民間みたいに上手く行くはずがないですから、建物施設を賃

貸で民間業者に貸す方法はどうなんでしょう。赤字を出すくらいだったら安

く貸せば民間会社もやっていけると思います。 
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（株）大歩危温泉 

７、大歩危温泉は、決算を見ると毎期赤字で、改善の兆しが全然見えず経営者

はどう考えているんですか。役員は報酬を結構貰っていて、普通の会社だっ

たらこんなこと考えられんことです。こんなに赤字の垂れ流しがずっとだか

ら、市も真剣に考えないかんのじゃないですか。今度は黒字にするというぐ

らいの決意がないとおかしいと思います。 

８、それなりに努力されてるのは解かります。だけどそれにしてもずっと赤字

でしょう。だからもう統廃合あるいは廃止、民間売却を検討したらどうです

か。早くそうしないと市民の負担が増えるだけです。もう西祖谷も東祖谷も

大歩危もみんな一緒だと思います。早急に結論出すようにお願いします。 

（株）山城しんこう 

９、山城しんこうは、数字だけ見ると売り上げも伸びているし累積赤字も減っ

ていて、最初の３社と違って大分良いし、特にここが悪いということもない

ので、余り問題にしなくてもと思う。 

（株）山城もくもく 

10、山城もくもくは、この決算報告書を見たら、それほど赤字が増えてるわけ

でもないので、最初の３社から比べたら全然違うと思います。 

（株）ふるさと夢企画 

11、ふるさと夢企画は、聞くところによるとスキー場の造雪機も限界がきてい

るらしく、随分故障もするらしいが買い換えには何億もかかる。厨房機器も

故障続きで限界がきている状態でもう成り立たないと思います。 

12、スキー客は全国的にも毎年下降線をたどっている。調べてみたら井川スキ 

ー場は 19年度が一番多くて 7万 1000人、20年度は 5万 7000 人、市は 6万 

人を目標ということですがずっと減っている。井川だけじゃなく全国的に減 

っていて、廃止する所もすごく増えている、そういう中で、施設更新に何億 

もかけてやるのかどうか、市は決断しないといけない時が来たと思う。 

それから、公共貢献、公共福祉と言うけど、地元の人はそんなに行ってない、 

そういう点も考えないといけない。 

13、スキーの将来性、5 年、10 年後の先の見通しを作ってほしい。それに基づ

いた判断をしないといけない、全国の動向も見ながら長期ビジョン、長期計

画、長期収支計画を一遍作ってみて、本当にやめるべき時は、やめる決断を

しないといけないと思います。 

（株）池田ケーブルネットワーク 

14、池田ケーブルネットワークは長期的に見れば、ケーブルテレビの技術革新

が早いという不安定要因があり、今後ケーブルテレビ会社経営は非常に不安

定になると思います。 
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15、関連の第三セクターは全てだと思いますが、中・長期の計画が余りないで

すね。今の若者がテレビから非常に離れる傾向がある。あと 10年もしたらケ

ーブルテレビを喜んでいるお年寄り等はどんどん尐なくなり、もうテレビを

見なくなったという人が増えてくる。そこら辺の検討もお願いしたい。 

そ の 他 

16、役員報酬の件ですが、ふるさと夢企画 43 万円、東祖谷観光開発 60 万円と

ありますが、これはどこが決めるんですか。責任ある立場の人が普通はこれ

では引き受けないでしょう。安い報酬は問題だと思います。例えば社会福祉

法人にしても充て職が多いのですが、役員に対する責任とか、そういう部分

が非常に無いわけです。そういう部分が出来高制になると、成果や結果を見

ないと当然責任をとれるだけの報酬は出すべきじゃない、こういうところで

責任があいまいな環境になる。これはもう第三セクターと言えども経営者の

責任ですから、その経営者の責任っていうのが表に出てこない、そこらに問

題があると思います。 

17、観光業について、市の職員はプロではないですね。それだけ提言する知識

と経験もないでしょう。だったら専門家に委嘱するとか、専門家を呼んで定

期的に会議をやるとかしないと現状打破はできないと思います。 
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４、公用車について 

 

１、管理をそれぞれの部署に任せずに、管財課が集中的に管理して流用的に使

えるようにすると、もっと公用車が効率的に動くのではないかと思います 

２、一般事務車両の中で問題は、稼働率をみると 30％以下のものが大分ありま

すが、この辺を必要性がある部分と廃車できる部分に分けられる気がします。 

３、一般事務車両で井川敬寿荘、総合支所の稼働率が年間 24％と 27％がありま

す。これは敬寿荘ですから老人ホームでしょうね。保健指導が 27％と 45％が

ありますね。稼働率の低い車両は台数減らせるんじゃないかと思います。 

４、バスなど特殊車両も稼働率を出して欲しいです。デマンドバスにも活用で

きないですか。 

５、年間の稼働日数ですね、稼働率、それから年間走行距離、この数字をしっ

かり煮詰めないかんですね。例えば敬寿荘だったら年間 527km しか走っとら

んのですから。一つ一つ精査して必要性や機能や実態をしっかり見るってい

うことが大切だと思います。 

６、管財課はどれだけの費用がかかっているか、保険料・燃料費・減価償却等々

あると思いますけど、特殊車両と一般車両とに分けて把握してほしい。 

総合支所がありますけど、これも一括して管財課が管理しないと無駄があると

思います。 

７、見ると軽乗用車も大分ありますので経費の節減で良いと思いますが、小型

の乗用車もまだ多いので、この部分を軽に変えられるかどうか。これも見直

しをお願いしたい。 

８、バスの稼働率が大型＝年 16 回・中型＝年 26 回と活用されていない。必要

な時だけ民間から借りた方が安いのではないか。 

９、自分も消防団に所属しているが火事が無いと稼働はない。月２回定期で動

かすくらいだが、火事現場での進入路や防火水槽等の地域特性を考えると、

近隣分団の協力は必要だし三野地区 13 台の消防車で十分とは思わない。消防

車よりはバス等を検討すべきだと思う。 

10、公用車を団体に貸し付けているのも何台かありますね。合併前からのこと

だと思うが、やめられないのか。売却とかできないのか。責任はどうなるの

か。 
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５、そ の 他 

 

１、池田町にはタウンミーティングが開催されていない、市民が意見を述べる

機会が無い。全市民対象にタウンミーティングの開催を行って頂きたい。開

催の検討をしてほしい。 

２、平成 33 年度の１本算定になれば交付税も 40 億円以上減ることになるが、

職員はそのことを理解しているのか、危機感が感じられない。全職員や市民

に対しての説明会をすべきだ。 

３、市営住宅の空室が 150 戸もあると聞いている、不要な建物は取り壊しや払

下げによって有効活用すべきでないか。学校校舎は野菜工場に活用できない

か。 

４、学校の統廃合が進んでいるが、校舎の活用は検討されているのか。 

５、民間委託について保育所や老人ホームがあるが、実施事業は厳しくなって

いる。はたして民間が名乗りを上げるのか疑問がある。指定管理を受けやす

い条件が必要だ。指定管理しても赤字になるものが多いのではないか。 

６、民間委託の方法にもいろいろあるが、すべてを民間に売却する手もあると

思う。そうなると経営もしやすくなるため、民間委託にこだわらず施設売却

も検討したらどうか。 

７、第２次行革推進委員会の答申でも触れられているが、議会議員の定数や議

員報酬について市民は多くの意見を持っている。こういった点について議論

する場が必要、そういった場の検討をしてほしい。市長は「聖域なき行政改

革」と言っている、行革だから取り上げるべきだ。議員報酬が高すぎる、人

数が多すぎるなどの意見も多い。唯一言えるのは選挙の場だが、無投票の可

能性もある。行政でなく市民発起で場を作るとか、協力はしてもらえるはず

だ、どういう場を作ったらよいか検討をしてほしい。 

８、指定管理者制度を市としても抜本的に見直してもらわないと、指定管理に

参入する業者がいなくなってくるのではないか、実際福祉施設を経営したら

大変だということが段々分かってきた訳です。金額が決められているのでや

ってたら非常に面白くない、計算ができたり、実態が分かってきたら参入す

る業者がおらんようになるのでないかと、受ける立場の方ともう一度協議を

してもらったらと思います。全国的なやり方、方法がまちまちで中身が分か

ってきたらそんなに手を出して来るべきものではないと思います。 

９、指定管理者制度の活用で管理運営方法等の検討を是非お願いします。受け

皿が無くなってくる虞もあるし、丸投げするのかどうかも含めて十分検討し

てほしい。 
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10、市立病院の財政状況が計画どおり行ってるかどうかをプラン実績として記

載してほしい。 

11、三野病院は内科中心で、はたして病院と言えるかどうか、もっと診療科目 

 を増やさないと半田病院みたいに収入が上がらないと思います。ただ多診療 

 と言っても医者がいないのが悩ましい所で、もう尐し専門家を入れて今後ど 

 うすべきかもう一度考え直さないといつまで経っても同じだと思います。 

12、行革委員会から言いますと三好病院みたいな病院は要りますけど、三野病

院周辺には同じような病院があるので、極端な話要るか要らんかの話になる

と無くても良い病院なんです。医師や看護師、従業員等を増やしても患者数

も限られていますし、採算性も考えていかないとだめだと思います。 

13、職員の資質の向上の所なんですけど、もう尐し力を入れて頂きたいと思い

ます。結果が目に見える様な研修体制、職員の意識改革、一人ひとりの仕事に

対する姿勢などもきちっと出来ておれば変わらざる負えないし、いろんな行政

改革に係わってくると思うんです。もう尐し基本的な資質、人間性の向上に力

を入れて頂きたい。研修してどう業務に反映できたか、それによってプラン評

価にも係わってくると思います。 

 

 

 

 

 


