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第１回行財政改革推進委員会会議録 
日 時 平成１８年７月２４日(月) 午後７時～午後９時４０分 
場 所 三好市池田総合体育館会議室 
出席者 (委 員) 

  伊丹 一夫、市岡 日出夫、上野 誠、緒方 俊則、川西 昭一、喜多 包男、 
    耕地 弘、漆川 弘美、志摩 久美子、高平 和代、谷 敏司、西川 利男、 
    藤井 修身、藤岡 良一、真鍋 和三郎、森岡 真紀、森本 諭、矢野 博正、 
    山本 佳代子 （５０音順、敬称略） 
    (市) 
    俵市長、武川助役、倉本教育長、渡邉総務部長、合田企画財政部長、 
    新居環境福祉部長、来見財政課長、森行財政改革推進室長、藤井、西本 
欠席者 前川 順子 （敬称略） 
 
事 務 局：本日はお仕事や家事でお疲れのところ本委員会にご出席いただきありがとうご

ざいます。会議を始める前に皆様にご了解を得たいと思います。といいますのは、今

日はケーブルテレビのへそっこニュースと徳島新聞社の取材がきております。ビデオ

カメラや写真撮影を許可してよろしいでしょうか。 
委    員：異議なし 
事 務 局：了解していただきましたので、ご協力よろしくお願いします。三好市が発足し

て４ヶ月が過ぎ、やっと行政組織も落ち着いてきたところです。後ほどご説明いたし

ますが、合併しましても厳しい財政状況は同じでありまして、国を挙げまして行財政

改革に取り組んでいるところであります。そういう中、皆様には公私ご多忙にもかか

わりませず、三好市の将来のため、行財政改革推進委員会の委員就任をご承諾いただ

きありがとうございました。それでは、第１回三好市行財政改革推進委員会を開催い

たします。 
事 務 局：委任状を交付しますので、市長が参りましたらその場でご起立ください。 
（委任状交付） 
事 務 局：俵市長よりご挨拶申し上げます。 
俵 市 長：三好市が発足し５ヶ月が経過いたしました。広大な面積を持ち、過疎・少子・

高齢化の進行に苦慮するところであります。町民、村民の皆様がそれぞれのすばらし

いまちを結成されてこられました。長い歴史に育まれてまいったところでございます。

そういう６町村が合併して新しい三好市の船出も大変厳しいものがございますが、ご

案内のおとり国を始め地方問わず同じような大変厳しい行財政の環境下に置かれてお

ります。そこで、一昨年政府においても、閣議におきまして、地方の新しい行財政の

取り組み方を決定し、昨年は総務省におきまして、地方自治体においての行財政改革

を積極的に進め、行財政改革大綱を策定したり、また、集中改革プランを公表するな
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どして、住民と共に地域づくり地方分権化社会を築いていくようにという大きな指針

が提案されたわけであります。もとより、三好市におきましても現状をただ座視して

いるわけではございません。職員一段となりまして、この難しい課題に正面から取り

組んでいこうと、このような気概に燃えておりまして、三好市をスタートさしたとこ

ろでございます。準備期間を経まして６月には新しい市議会議員の皆様をお迎えいた

しまして、議会を構成し、そして１８年度の予算編成をいたしました。１８年度は旧

６ケ町村のそれぞれの事業や事務事業を引き継いだ新しい合併でございますので、本

年度は新しい三好市に向けての移行期間と位置づけておるところです。そういう現状

の中でこのたび、皆様にご委嘱申し上げました行財政を改革するという、市民の皆さ

んが自ら行政と共に手を取り合って、新しい三好市の建設に邁進をさせて頂きたいと

いうようなことで、このたびの行財政改革推進委員会を発足さしたところでございま

す。従来の手法を打ち破りまして、皆様方が積極的にご参加いただくようにこのよう

な会の開催も夜間に設定をいたしました。そして、昼間お仕事をお持ちの方も積極的

に行政に参画をして頂けるような、そのような意向で本会をスタートさしたところで

ございます。後ほど、本日は様々なご説明を申し上げたり、また、当市を取り巻く財

政状況等のこまやかなご説明を申し上げながら、皆様のそれぞれの立場でご活躍をさ

れている皆様方でございますので、どうか新市発足にあたりまして積極的に、そして、

忌憚の無いご意見を交わして頂き、そして、今までの行政が取り組んできたことにつ

きまして、聖域の無い感覚での取り組みを下さいますように、心からお願いを申し上

げるしだいでございます。限られた時間に大綱を策定し、集中改革プランを策定する

という大変難しい作業がこれから続くわけでございますが、最後まで皆様方と一緒に

なって本事業を成し遂げていきたいと、このように職員一同肝に銘じているところで

ございますので、どうか皆様方のご活躍をお願い申し上げまして、開会にあたりまし

て、お願いとお礼のご挨拶とさせて頂きたいと思います。どうぞよろしくお願いをい

たします。ありがとうございました。 
（自己紹介） 
事 務 局：（配布資料説明） 
事 務 局：会長を選任していただきたいと思いますが、その前に皆様にお願いがあります。

会議録を作成する関係上マイクを通しての発言をお願いいたします。三好市行財政改

革推進委員会要綱では、第４条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。と

なっておりますので、どなたかございませんか。 
喜多委員：事務局案はありますでしょうか。 
事 務 局：事務局案をということですので、事務局案を申し上げます。伊丹一夫委員にお

願いしたいと思います。 
委    員：異議なし 
事 務 局：それでは伊丹委員さんよろしくお願いします。ここで、会長に就任いただいた
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伊丹会長からご挨拶をいただきたいと思います。伊丹会長よろしくお願いします。 
伊丹会長：三好市の行財政改革にむけて委員の協力によりまして、行財政全般にわたるチ

ェックを行い、市民の目線をいかした方針、提言をまとめていきたいと思います。よ

ろしくお願いします。 
事 務 局：ありがとうございました。それでは協議にはいりたいと思います。会議の議長

は三好市行財政改革推進委員会要綱第６条第１項で委員会の会議は、会長が議長とな

ると規定されておりますので、ここからは、会長にお願いしたいと思います。伊丹会

長お願いします。 
伊丹会長：事務局にかわりまして、ここからは、私が進行していきたいと思います。委員

の皆様にはよりよいご審議をいただき、予定されております議事がスムーズに進行で

きますようご協力をお願いいたします。まず、本日の会議でございますが、２０名中

１９名のご出席をいただいておりますので、三好市行財政改革推進委員会要綱第６条

第２項により、会議が成立しますことをご報告申し上げます。次に議事録署名委員を

指名したいと思いますが、いかがいたしましょうか。 
委    員：会長一任 
伊丹会長：それでは、市岡委員と上野委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いし

ます。それでは議事に入ります。協議１「会議の公開について」を議題とします。事

務局から説明をお願いします。 
事 務 局：昨今の情報公開、行政の説明責任等の関係上この委員会も情報公開をしていか

なければならないと思います。そこで、委員会の会議自体を公開する意味で、会議の

傍聴を認めるかどうか、また、会議録を作成し、市のホームページ上で公開する予定

ですが、会議録の公開に当たって、委員のお名前を載せるのか、委員とだけ書くだけ

でいいのかを、お諮りしたいと思います。 
伊丹会長：ありがとうございました。この会議の傍聴を許すのかどうかということと、会

議録に名前を載せるのか単に委員とだけ書くだけでよいのかということだと思います。

問題が２つあるように思われますので、１つずつ決めてまいりたいと思います。まず

会議の傍聴の件について、ご意見をお願いします。 
真鍋委員：経験上、騒いだりして会議の妨げになってくるのは困るが、それが排除できる

のであれば、傍聴は認めても良いのではないでしょうか。 
喜多委員：真鍋委員の意見に賛成です。 
耕地委員：全ての会議を公開してもよろしいのでしょうか。中には中身により非公開で行

うものがあるのではないでしょうか。 
藤井委員：この審議会の内容、例えば、プライバシーに関するものなどがあれば、公開す

るもの、非公開のもの両方あるのではないでしょうか。まずこの委員会の目標や性質

を市長がおられるので明らかにしていただき、それから決していくべきではないでし

ょうか。 
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真鍋委員：市長の立場での意見を聞きたいという藤井委員の意見でありましたが、全国的

に行革の動きは起こっています。なにかの制約があるのでは全体の利益に結びつかな

いのではないでしょうか。情報公開を推進して情報の共有化を図るべきではないでし

ょうか。制約を設けずにすべて公開しても良いのでは、すべてを情報公開とする旨の

条例を定めてもよいぐらいであると考えています。 
事 務 局：意見がいろいろ出ていますが、傍聴を認める場合の傍聴規定の案をおくばりし

て説明をしたいと思います。（説明） 
伊丹会長：今事務局のほうから傍聴規定につきまして、ご説明があったのですが、そのよ

うな決まりが厳守されるのであれば、やはり公開をしてもいいのではないかというご

意見が多数であったと思いますが、そのような方向で採決してよろしいでしょうか。 
藤井委員：どのよう形の諮問がされるのかということをまず市長のほうからお伺いをした

いと思います。それをもってこの７条に非公開の議決の件がありますが、ここは皆様

がこの議題は非公開にしようと議決がされれば非公開になるということが担保されて

いますので、この要綱で結構だと思いますが、市長がどのような形でこの委員会に何

を諮問されようとしているのかをまずお伺いしたいと思うのですがどうでしょうか。 
俵 市 長：先ほどご挨拶を申し上げましたし、職員のほうから国の行政そして財政を取り

巻く状況等の説明を申し上げ、法律に基づいて国や地方の新しい行財政大綱を作成し

て、集中改革プランを策定して公表するように、そして住民の参加、ご理解を頂いて

地方それぞれのまちづくりを進めていくようにという閣議決定の方向が示されたとこ

ろです。その中で新しい三好市が発足するにあたりましても、大変厳しい行財政環境

におかれていまして、合併協でそれぞれ約束事もございますし、また、後ほど当市を

取り巻く財政状況を申し上げますが、効率的なそして効果的な行財政を進めることに

よって、地域住民が幸せに過ごせるようなまちづくりを進めたいということで、ぜひ

皆様方に行財政について様々な観点からご意見を賜って、改革すべきは改革すべき課

題を整理しながら、市民の皆様と行政を担当するものがお互い協力して、まちづくり

を進めていかなければいけないと考えております。具体的にこれとこれをして下さい

ということではなく聖域なき議論を展開していただきたいと申しましたことは、全て

にわたって、皆様方のそれぞれの考えがございましたらその考えに基づいて、いろい

ろご議論いただき、ご検討いただきたいということであります。基より三好市におき

ましても情報公開条例を作っており、プライバシーをはじめ情報について制約を設け

ております。必要とあれば皆様にご提示しますが、常識的な範囲で情報を制限してお

りますが、それ以外は全て公開ができるというのが私どもの考えでございますので、

ご理解を頂きたいと思います。 
森本委員：藤井さんのお話にもあった何ごとかの心配でありますが、わたしもここへくる

まではいろいろあったのですが、この要綱の１条２条をみますとあ～あ～というか、

それほどかっかとするような委員会ではないような気がします。みんながそれぞれの
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立場で物を言ってそれをすいあげて頂くだけのことかと、なぜかというと議会は市民

の本当の意味の代表者です。そこに今度、特別委員会ができていますので、そこはそ

こでこの問題について十分議論して一つの方向を出すであろうし、この委員会はこの

委員会でそれぞれの立場での提言をだして、それを本部がどのように汲み取っていく

か、どのようにまとめるかそれだけのことだろうと思います。あまり心配することは

無いというのがこの１条２条をみて分かりましたので、皆様の意見を聞いていただけ

ればと思います。 
伊丹会長：藤井さんよろしいでしょうか。 
藤井委員：合併協もずっと傍聴してきましたが、その議論を白紙に戻したというか、忌憚

の無い意見を申したいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 
伊丹会長：それでは傍聴規定についてもご異議がございませんでしょうか。 
委    員：異議なし 
伊丹会長：それでは、そのような規定をお認め頂いたということで、全て議決の無い限り

公開するということで決してよろしいでしょうか。 
委    員：異議なし 
伊丹会長：それではこの委員会の会議は、一般市民の皆様に公開をすることを原則にして

まいりたいと思います。なお、非公開にするというご意見が出てまいりました議事の

内容によりましては非公開ということもなろうかと思いますが、原則として公開での

会議とします。ありがとうございました。次に会議録に皆様のフルネームを使わせて

いただいてよろしいかということですが、その件についてご意見がございましたら、

ご発言を頂きたいと思います。 
森本委員：公募した立場からフルネームでお願いしたいと思います。 
伊丹会長：森本委員からフルネームで載せていただいて結構だという発言がありましたが、

ほかどうでしょうか。 
委    員：異議なし 
伊丹会長：異議なしという声が数多くございましたが、それでは、会議録、議事録にフル

ネームで皆様のご発言を載せるということで決してよろしいでしょうか。 
委    員：異議なし 
伊丹会長：ありがとうございました。それではそのような形で進めさせて頂きたいと思い

ます。議題の１つの会議の公開について、ほぼ意見が集約できました。ほかに会議の

公開についてのご意見ございましょうか。無ければ次に進みたいと思います。 
伊丹会長：ないようですので、次に進みたいと思います。今後のスケジュールについて事

務局から説明を頂いて、ご審議をして頂きたいと思います。 
事 務 局：（今後の予定説明）公募委員さんは平日の夜間２時間程度の開催で募集させて頂

きましたが、今日全委員さんが決まりまして、皆様のご都合のいい時間、曜日に開催

できるように次回からしていきたいと思っております。次回の会議の開催日時間協議
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のテーマと議題を決めて頂きたいと思います。８月は２～３週間後はお盆にあたりま

すので皆様お盆前はお忙しいと思いますので、その時期ははずして、準備もあります

ので１８日以降ではどうかと、お盆でもかまわないというのであれば結構ですが、で

きましたそういう形でお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 
伊丹会長：事務局から次回の開催の日時について決めてほしいという提案がございました

がいかが取り計らいましょうか。もう一つは本日は夜間の開会になっておりますが、

遠隔のかたもおいでますので、十分検討する必要があると思いますが、開催日時につ

いてはいかがでしょうか。８月のお盆明けに２回目の会議を持ちたいということであ

りますが。 
森本委員：公募の立場から言うのですが、それなら公募の条件のなかに夜間しか会議をし

ないようなことは書かないでほしい。それを見て応募しなかった方に失礼であります

ので。そういうやり方はやめて頂きたい。 
伊丹会長：公募のときの内容の中に会議は夜間開催とあったようですので大事にしてほし

いということであります。開催の日時につきましては、事務局や市当局の都合もござ

いますし、全員がこの日が都合いいというわけにもなかなか、最大公約数を取って事

務局一任をするというのでいかがでしょうか。 
上野委員：公募のいいですが、森本さんがおっしゃったように、個人的な立場ですけど夜、

日にちについては皆さん差しさわりもあるだろうし、都合のいいときもあるとは思い

ますが、時間についてはぜひ夜７時ということでないと、仕事の都合もございますの

で夜といっても５時半６時というのではなかなか仕事が終了できないこともあるので、

時間についてはご配慮いただきたいと思います。 
伊丹会長：上野委員さんから日取りにつきましては、市当局の方にお願いをするというこ

とで、日取りについては、その方でよろしゅうございましょうか。 
委    員：異議なし 
伊丹会長：時間につきましては、公募の大前提が夜間開催となっておりますので、夜間開

催ということで決しさせていただいてよろしいでしょうか。 
委    員：異議なし 
伊丹会長：それでは、日時につきましては事務当局のほうで何月何日何時からと、７時ぐ

らいとおもいますけどそういうことで進めたいと思いますので、ご協力のほどよろし

くお願いします。次に資料の中に議事テーマとして、その他を含めて６項目ほど掲げ

られております。３枚目ですが、①が事務・事業の再編･整理、廃止・統合、②が民間

委託等の推進、③が定員管理の適正化、④が給与の適正化、⑤が第三セクターの見直

し、⑥その他となっておりますが、約２時間程度の会議でございますので、これにつ

きまして一つあるいは二つぐらいの項目と思いますけど、一つずつぐらいの項目を皆

様方のご意見を集約できるようなことになれば良いのかとおもいますが、どうでしょ

うか。どの順番に次の会議の議題を取り上げていきましょうか。何かご意見がござい
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ましたら。市当局のほうは①から⑤までどの順番でいっても結構だということですの

で、①から順番にご意見を頂戴できるようにさせて頂いてよろしいでしょうか。 
川西委員：６項目で簡単に書いてありますけども、一つ一つが相当大きな問題を含んでお

りますので、われわれが意見を言うといっても大変なものですが。市当局のほうでお

そらく準備しているものを検討して意見を述べることしかできないですかね。定員管

理の適正といっても、それに対する仕事量もわれわれはぜんぜん分からないですから。

これも、事務局のほうでお膳立てをして頂いて、それをわれわれが検討させて。頼り

ないような話ですが、お膳立てをして頂かなければ、何も分からないのでよろしくお

願いします。雛形にそって検討をしていくのでいいのではないかと思います。 
伊丹会長：ありがとうございました。一応それぞれの項目を取り上げていくわけですけど、

その会議開催にあたっては、事務当局のほうで詳細な資料の提示をいただかないと、

なかなか私どものほうで、それについてどうこうご意見を皆様方から頂戴できること

も難しいのではないかと思います。それについては事務当局のほうでして頂けるので

しょうか。 
事 務 局：いたします。 
伊丹会長：川西委員さんのご発言のような形で資料提供していただけるようですので、そ

れでよろしいでしょうか。 
漆川委員：いろいろと難しい言葉がたくさんならんで、あまりわからないですけど、でき

れば、議事の資料提供は先ほど言われたとおりご配慮願えたらと思います。そして、

議題の内容につきまして、前もって、次回開催の予定を送って頂くときに、資料も一

緒に送って頂いたら勉強になると思うのでよろしくお願いします。 
伊丹会長：ありがとうございました。 
高平委員：今、漆川委員さんの言われたとおり、この内容についてはあまりに大きな話な

ので、畑違いで、これについて討議をするようにといわれても、たぶん資料を持って

こられても分からないと思います。前もって、できるだけ早めに資料を頂いて、分か

らないところは近くの市民課の方とか他の担当の方にでもお聞きする時間が頂けたら

と思います。 
事 務 局：今日出して、今日討議してくださいというのは、非常に難しいとおもいますの

で、私どもも１週間なり１０日、遅くても５日ぐらい前には、皆様にお配りして、会

議までに目を通して頂く、また、ご自分の意見をまとめて頂くというような形で資料

を提供していきたいと思っています。先ほど出ていましたように問題が多いので資料

の冊数も非常に膨大になろうかと思います。その場合は２回に分けて頂くとか、そう

いう形で進めて頂けたらと思っております。できる限り１週間前には到着するように

こちらも作っていきたいとと思っております。 
森本委員：事務局から出す資料ですが、その持ち上がってくるのは、各セクションの部長

であったり、そういうところから全部聞きあげた、出来上がったものをここへ出すわ
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けですか。単に事務局が空想で書いたものではないということですな。 
事 務 局：はい。基礎資料、基礎数値、状況等は各現場、課の資料・数値を使わしていた

だきます。そうしないと、我々が勝手に思い込んで書いた場合は間違った情報が流れ

ますので、数値等は必ず現場の課、部を通して集めたいと思います。 
伊丹会長：よろしいでしょうか。今、事務局からお話がございましたように、事前に会議

の資料等については、１週間程度前に送りするということでございますので、十分ご

検討いただいて、ご出席をいただければありがたいと思います。それでは次回の開催

日時、テーマにつきましては、事務局のほうで１週間ぐらい前に、ご案内と同時に検

討資料もご送付申し上げますので、ご賢察いただいて、ご出席いただきますようにお

願い申し上げます。 
矢野委員：今日１回目ということで、市長を初め各部長出席いただいておりますが、推進

本部では当然市長以下全員がメンバーにはいっていますが、推進委員会には庶務だけ

でメンバーが入っていませんが、次回からはどういう体制で委員会に参加してもらえ

るか。あくまで推進室の庶務としての参加であるか。 
事 務 局：市側でございますが、そのテーマの担当部署、部長筆頭にできれば課長まで出

席させて頂いてご説明させて頂くと。我々は細かい数字はひらいますが、その根拠の

説明につきまして、できない場合がありますので、できる限り担当課の課長は出席し

てもらうような形で、皆様にご説明できるような形で、市側は出席していこうと思っ

ております。 
矢野委員：もう一点だけ。先ほどスケジュール、今後の予定ということで説明いただきま

したけどもイメージがどうしてもできないのです。我々推進委員会でこういうスケジ

ュールでやっていく、それを助言なり提言して推進本部で最後まとめられるわけです

けど、そのスケジュールを見てますと、どのあたりでどういう形で推進本部に助言が

行くのか、提言が行くのか、分からないわけです。具体的に言いますと９月に補助金

（案）の確認がございますが、１０月には補助金が推進本部で決定になっています。

推進委員会で最後１２月に市長へ答申となっていますが、同じ時期に改革プランが策

定されるということで、我々がずっと作ってきた助言なり提言というものが、どうい

う形でこの推進本部に持ち込まれて、どれぐらいの重みで採用してもらえるのか、助

言という言葉で全部書いてますので、非常に心配するというか、その点について市長

なり、どなたか部長なり、推進本部のとらえかたを。 
事 務 局：事務の流れを申し上げますと、先ほど本部の設置規程とこの委員会の要綱を見

て頂いたのですが、推進本部のほうにこの委員会の会長さんに出席していただくよう

にしてあります。この会のご意見とか提言を本部の会に反映して頂くと。通常の会で

したら、委員会は委員会、本部は本部で、一方通行で最後だけ提言するという形が多

いですが、本会は会長さんに本部に入って頂きますので、この会の意見を本部で反映

して頂くと。本部の意見あるいは要望についても、会長さんが本部におられますので、
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委員さんに伝えて頂くと、双方向の形をとりたいと思っております。そこでご理解を

頂けたらと思います。 
伊丹会長：矢野委員さんよろしいでしょうか。そういうことのようですので。他に今日、

はじめての会議で、せっかくの会議でございますので、ご提案申し上げる議題は終わ

りましたが何かございましたら、ご発言を頂けたらと思います。 
上野委員：次回開催の日程については、できるだけ可能な限り早く、資料の送付は１週間

前でも結構ですが。そうしないと、せっかく委員になっても１週間前だとバッティン

グする可能性もありますので、日時だけでも早急にご連絡をいただければと思います。 
伊丹会長：今日日程を決めることは物理的に難しいと思いますので、上野委員さんのご発

言がありましたように、できるだけ早めに日にちにつきましてはお知らせするように、

資料につきましては、１週間程度前にお送りするということで進めさせて頂きたいと

思います。 
真鍋委員：先ほど矢野委員さんも森本委員さんも申されたんですけども、この推進委員会

の会長である伊丹委員さんが本部に行って、いろいろな決定をされてくるということ

ですので、本部の本部長である市長にこの委員会の代表である会長の意見を尊重して

本部運営にあたっていただけると、助言に耳を十分傾けるという意思表明をここでぜ

ひとも委員の皆様に頂きたいと思います。 
伊丹会長：市長さんに真鍋委員さんからあのようなご発言がありましたので、一言お願い

いたします。 
俵 市 長：これから皆様方におかれましても、いろいろな課題を真摯に取り組んで頂くわ

けでございますが、これから先いろんな問題があろうかと思いますが、ぜひ皆様のご

提言とかご意見、ご助言等を十二分に本部で反映いたしまして、そして市民の皆さん

にこれを全て公表して、これが実行できるかどうかということは、行政と市民の皆さ

んの連携があって始めて可能であります。そういう意味では、不退転の決意で皆様の

ご意見、ご提言が実行できるように努めてまいりたいと考えておりますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。これは余分なことになるかと思いますが、このたびの行

財政改革が私どもだけで作文して事足りるようなことではございません。後ほど詳し

く財政状況等のご説明も申し上げます。また、審議を通じまして皆様方に赤裸々に資

料等のご提案をいたしますので、それらを市民の皆様が本当に自分の目として、自分

の姿勢としてご検討いただいて、そしてこの会議を進めて頂きたい。このように考え

ておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。行政いたずらに時間を費や

せばいいという時代ではないということを重ねて申し上げまして、私のご説明に変え

させて頂きたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
伊丹会長：私も責任を感じておりますけども、十分皆様方のご意見を集約してお伝えでき

るかどうか大変心配をいたしておりますけど、皆様のご支援とご協力をお願い申し上

げまして、その責務を果たしたいと存じます。市長さんのほうから大変ありがたいお
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話、お言葉を頂戴いたしましたので、ぜひ皆様のご意見を集大成さしてみたいものだ

と思っております。よろしくお願いいたします。それでは時間をとりまして、皆様に

これからご審議いただく上で三好市の現状を知って頂くことは非常に大事なことだと

思っております。行財政改革を進めていく上で、非常に重要な役割と申しましょうか、

ポイントになります財政状況について、来見財政課長さんからご説明を頂きます。 
来見財政課長：（三好市の財政状況について説明） 
伊丹会長：大変ありがとうございました。何か今の課長さんの説明でご質問がありました

ら承りたいとおもいますが。詳細資料を頂戴しましたので、お持ち帰りになられまし

て、ご考察を頂けたらと思います。なければ、時間が９時３０分を少しオーバーして

おりますので閉じたいと思いますが閉めてよろしゅうございますか。 
山本委員：今回資料等を頂きましたし、次回からも膨大な数の資料が出てくるかと思いま

す。それで、お話に来さしていただくにあたって、予習･復習はきちんとして来ようと

は思うのですけど、その際質問等ができた場合、又は、関連資料がほしい場合はどち

らのほうにお願いしたらよろしいでしょうか。 
事 務 局：私どもの方に電話いただければ、準備できるものは準備いたします。どのよう

なものがほしいと電話で連絡いただければ。 
山本委員：それは各課に渡っていたとしても一本でかまわないということですね。 
事 務 局：はい。窓口はうちのほうで。 
山本委員：はい。わかりました。 
伊丹会長：他に何かございましょうか。今の山本委員さんのご発言の中に、膨大な資料が

事前にお送りして頂けると思いますが、それに基づいての考察を加えていく上におい

て、別のまた資料等が必要な場合には事務局のほうにご連絡をいただければお送りし

ていただけるということでございます。 
山本委員：電話番号を教えてください。 
事 務 局：はい。７２－７６２９です。ファックスは７２－７２０２です。よろしいでし

ょうか。 
伊丹会長：もう別にございませんでしょうか。 
俵 市 長：本当に長い時間皆さんありがとうございます。このようにちょっとご説明した

だけでも大変きびしい状況がお分かりいただいたと思いますが、今後ともよろしくお

願いいたします。そこで、この委員会に先ほどご紹介されましたが、香川県の大学院

の緒方先生が委員としてご就任いただいております。先生は徳島県の企画調整部長も

お勤めいただきましたし、先週話題になりました「もったいないでー」で大逆転した

滋賀県の総務部長も５年ほどお勤めになった地方自治の超ベテランでございまして、

徳島県の部長さんをお勤めいただいたので、ぜひとも本委員会にご参加を頂いて、先

生のご指導を頂きたいということを申し上げたところ、ご快諾を頂いて委員にご就任

いただきました。どうか皆さんそういう意味で今後昵懇に、また、フランクにお付き
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合いを頂くように、よろしくお願いをいたします。先生、一言お願いします。 
緒方委員：今過分なご紹介を頂きまして、先ほど簡単にしか自己紹介をしていませんでし

たけども、今、話しありましたとおり、地方行政に関しましては２０数年やってきま

して、もともと総務省の出向で来ていますので、かなり詳しく知っているつもりであ

ります。事務局と一緒になりまして、いろんな点でご質問等がありましたらお問い合

わせいただければ対応していきたいと思います。よろしくお願い致します。 
伊丹会長：どうぞ今後ともよろしくご指導御願い致します。それでは、９時４０分がきた

ようでございます。長時間にわたりまして非常に熱心なご討議いただきましてありが

とうございました。おかげさまで本委員会がめでたくスタートできたように思います

けれども、私どもに課せられた責務といいましょうか、果たさなければならない役割

というのは重かつ大なものがあろうかと思っております。今後ともご案内申し上げま

したときには、ぜひ一つご出席を頂きまして、資料等をご賢察していただいた上で、

一つ活発なご意見を頂戴できれば大変ありがたいと、かように思うわけでございます。

それでは本日の会議を、これをもって閉じたいと思います。どうぞお気をつけてお帰

りくださいませ。ご苦労様でございました。ありがとうございました。 
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