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第 2 回行財政改革推進委員会会議録 
日 時 平成１８年８月１８日(金) 午後７時～午後９時３０分 
場 所 三好市保健センター会議室 
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、前川 順子、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) 
    大溝収入役、渡邉総務部長、合田企画財政部長、新居環境福祉部長、 

高畑産業観光部長、西岡建設部長、蔦教育次長、南総務課長、 
森行財政改革推進室長、藤井、西本 

 
事 務 局：定刻が参りました。今晩は。皆さん、雨の中、足元の悪い中、また、お仕事や

家事でお疲れのところ全員の方のご出席をいただきありがとうございます。お盆も過

ぎましたが、まだまだ暑い日が続いております。お体には十分ご留意されまして、こ

の夏を乗り切って頂きたいと思います。前回は、三好市の財政状況をご説明させてい

ただきましたが、今回は先日ご通知申し上げましたように、三好市の行政組織、事務

分掌と公共施設についてご説明申し上げます。それで皆様のご意見、ご質問を頂きた

いと思いますので、よろしくお願いします。 
   それでは、ただいまから第２回三好市行財政改革推進委員会を開催いたします。 
   最初に、伊丹会長からご挨拶を申し上げます。 
伊丹会長：皆さんこんばんは。あいにくの天候になりましたけれど、お疲れのところお運

びを頂きましてありがとうございます。本日は全員のご出席をいただきまして、本当

に密度の高い審議ができるのではなかろうかと思っております。どうぞよろしくお願

い申し上げたいと存じます。前回は、第１回目の会合ということで、先ほど室長さん

の方からお話ございましたように、お顔合わせと組織作り、今後の推進委員会の議事

の進め方等々につきましてのご協議を頂いたわけでございますが、本日からがいよい

よ行財政改革推進委員会の本務である本来の姿の審議に入るわけでございますので、

どうぞよろしく申し上げたいと思います。なお、本日は、ただいまご案内のありまし

たように、本市の行政組織、さらには事務分掌と公共施設等につきまして、先般来、

資料を事務当局から皆様方にご送付申し上げ、ご考察いただいておるところでござい

ますが、なお具体的に市ご当局のほうからそれらにつきましての説明を頂戴しました

あと、皆様方からご意見なりご提言を頂戴できたらと思っておるところでございます。

実は先般、８月の７日に三好市の行財政改革本部の会合がございまして、私もご案内

を頂戴しましたので、初めて出席をさせていただきました。第２回目の会合というこ
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とで、まだ本部の方でも実質的な審議といいましょうか、協議が進められておらない

ような、まだ熟していないようでございます。ただ７つの検討部会を本部長の元で組

織されまして、それぞれの７つの検討部会で具体的な協議、審議がいま進められてお

るようでございますので、また後、本推進委員会にそれぞれの検討部会からのご報告

があろうかと思っておりますけれど、先般８月７日に第２回行財政改革推進本部会合

があったということ、そういう検討部会の進捗状況等についてお話があったというこ

とだけをご報告を申し上げておきたいと存じます。本日は限られた時間のなかでござ

いますけれども、ひとつ市ご当局からのご説明に基づきまして、また、皆様方が資料

ご考察の上でお感じになられておること等につきまして、ご提言を頂戴できたら大変

ありがたいと思っております。申すまでも無く本委員会の任務は推進委員会の第２条

にございますように、提言あるいは助言をし、本部委員会に提言をすることが役目に

なっておるようでございますので、どうぞひとつ皆様方の見識の高いご意見を頂戴で

きたら大変ありがたいと思っております。それでは以上をもちましてご挨拶を終えま

して審議に入りたいと存じます。本日はどうぞ最後までご協力を賜りますようによろ

しくお願いいたします。 
事 務 局：ありがとうございました。議事に入ります前に、本日、こちらの市側の出席者

をご紹介します。大溝収入役、渡邉総務部長、高畑産業観光部長、南総務課長、合田

規格財政部長、西岡建設部長、新居環境福祉部長、蔦教育次長以上でございます。前

回出席できておりませんでしたので、今回初めての方、それぞれ簡単な自己紹介をし

て頂きたいと思います。まず収入役から。 
（自己紹介） 
事 務 局：委員さんの中で、前回ご都合で出席できませんでした前川委員さんに自己紹介

をお願いします。 
（自己紹介） 
事 務 局：ありがとうございました。それでは議事に入っていきます。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項の規定によりまして、会長がすることに

なっておりますので、会長に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：それでは議事を進めたいと思いますが、議事に入る前に皆様方にひとつご了解

を頂きたいことをおはかりしたいと思いますが、本日ケーブルテレビのへそっこニュ

ースの取材と、徳島新聞社のほうからニュース番組の取材にお越しになっております

が、ビデオカメラ等の撮影、議事の収録等について皆様方にお許しを頂きたいと思い

ますがいかがでしょうか。 
委  員：異議なし。 
伊丹会長：全員のご賛同を頂きましたので、取材を許可することにいたします。それでは

了解を頂きましたのでこれから議事を進めたいと思いますが、前回もお願いをいたし

ましたけれども、会議録を作成する関係上、マイクを通してのご発言をお願いしたい
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と存じます。本日の会議は先ほどお話ございましたように２０名の委員全員がご出席

を頂いておりますので、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

をご報告申し上げておきたいと存じます。それでは、本日の会議の議事録の署名者を

私のほうでご指名をさせて頂いてよろしゅうございましょうか。それでは本日の議事

録署名者に川西委員さんと喜多委員さんにお願いをしたいと存じます。おふた方どう

ぞよろしくお願いしたいと存じます。それでは議事に入ります。一番目の三好市行政

組織、事務分掌、公共施設についてを議題として、事務局に説明を求めます。よろし

くお願い致します。 
事 務 局：それでは三好市行政組織、事務分掌についてご説明を申し上げますが、本日総

務課長が出席しておりますので、総務課長が三好市の行政組織、事務分掌をご説明申

し上げまして、公共施設、類似団体の組織と職員数についてはこちら事務局のほうか

らご説明申し上げます。それでは最初に総務課長のほうからご説明申し上げます。 
南総務課長：（三好市行政組織、事務分掌について説明） 
伊丹会長：ありがとうございました。続きましてご質問をいただく前に、資料をお送り申

し上げた中に三好市の公共施設と類似団体の組織と職員数というのがあったと思いま

すが、事務局のほうから引き続きご説明いただいて、それから皆様方のご意見を頂戴

できたらと思っております。それではよろしくお願いします。 
事 務 局：（公の施設管理、類似団体の組織と職員数について説明） 
伊丹会長：ありがとうございました。以上で本日の第１の議題でございます三好市の行政

組織、事務分掌、公共施設についての事務当局からの説明が終わりました。ただいま

から皆様方のご意見をご発言いただけたらと思いますが、最初に三好市の行政組織、

事務分掌につきましての件から入りたいと存じます。ひとつずつ区切りましていった

ほうがよかろうと思っておりますので。それでは三好市の行政組織、事務分掌につい

てのご説明を頂いた中で、また、資料をご考察いただいた上でのご意見、ご提言等ご

ざいましたらご発言を頂戴できたらと思います。マイクを通してのご発言をよろしく

お願いいたします。 
藤井委員：ひとつ事務分掌の関係で県議会や６月の市議会の中でも議員のほうから質問が

出て、それに対して市の理事者のほうから答弁が出とんですけども、自殺予防に関す

る件が事務分掌上、私も市の職員ですからそのあたりどこが対応するのかなというこ

とを職員同士で話をしているところです。新しく出た項目ですから課の事務分掌の中

にも自殺予防に関する件というのは出てきてないですが、今後それはどういう風な方

向で対応していくかということをお聞かせ願いたいと思います。特に自殺予防という

のは、ご存知のように８年連続して３万人を超えているような状況で、国でも自殺対

策に対する審議がされて法律も通ったようですから、これに対しては十分な構えをし

ないと。ただ単に窓口をどこかの課に設置するというだけではそういう人に対するケ

アの問題は解決できないと思いますので、その点十分考慮してどこへ置かれるかを、
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もし案があればお聞かせ願いたいと思います。 
伊丹会長：自殺予防対策について、深刻な状況でございますのでご意見がございましたが、

それに関連して何か。 
真鍋委員：今、委員のほうから申されました自殺予防の件でございますが、この委員会自

体が行財政改革推進委員会ということで、その今おっしゃった問題については、この

場で討論するというちょっと意味が。市の担当のほうでまずお話し合いをして頂きた

いなと。この場はあくまでも今三好市が取り組んでいる行財政改革の推進についてを

専門的にお話する委員会と聞いて委員として就任しておりますので、それ以外の件に

ついては市のほうでやっていただきたいという風に思います。よろしくお願いいたし

ます。 
伊丹会長：藤井委員さんのご発言と真鍋委員さんのご発言とちょっと内容が違いますので、

最初自殺対策の藤井委員さんのご提言について何か市のほうでご答弁ができれば。 
渡邉総務部長：皆さんご苦労様でございます。まず、藤井委員さんのご質問でございます

が、真鍋委員さんの質問も合わせてお答えしたいと思います。先般の６月定例会でも

議員の中からご質問のありました自殺予防については、現在のところご存知のとおり

事務分掌表には記載されておりませんし、ここが窓口といったことはまだはっきり確

定しておりません。ですが、大変重要な問題でありますので、教育委員会、環境福祉

部･長寿障害福祉課になると思いますけれど、それと総務部・総務課、ここらへんで連

携しながら取り組んでいくべき重要な課題であるとは認識しております。ですけども、

どういった事務におきましても必ず窓口が必要となってまいりますので、そのことを

含めて真鍋委員さんがおっしゃったように内部で十分に検討したうえで、速やかに対

応してまいりたいと考えております。どうかよろしくお願いします。 
伊丹会長：藤井委員さんそれでよろしゅうございますか。 
藤井委員：真鍋委員さんがおっしゃられた議題の全段に移りますけれど、私たち行政改革

の会議の中で、提言や市に対する助言をする立場で参加していると思うのですけれど

も、行政改革というものがマイナスの形、例えば市の職員の人件費を削るとか市の職

員数を削るとか、行政をスリムにするとかいうことだけの視点の中でこの行政改革の

議論をしたら、ますます市っていうのがマイナスの形で移行するのではなかろうかと

私は思うんです。行政改革というのは確かにいろんな無駄なところを無くすというの

も議論の中で必要ですけども、ここを重点的に強化したらええんじゃなかろうかとい

うこともこれは行政改革のひとつの方向性じゃなかろうかと思うんです。だから、真

鍋委員さんがここに載ってないことは別のところで議論せよというのは、ちょっと議

論の方向がおかしいんじゃなかろうかと。私は、こういうことをすれば三好市がよく

なるんじゃなかろうかという提言もこの場所では必要ではないかと思いますので、行

政改革のこれからの進め方、私なりの考え方なんですけれども、そういう方向の議論

もお願いをしたいということで、すこし意見として申し上げたいと思います。以上で
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す。 
市岡委員：行政改革一般的なことが話に出たので私なりに。前回の１回会議にいろんな資

料を頂きまして、目を通しまして感じたことを述べたいと思います。というのは、特

に総務省のやつとか、阿波市、美馬市、吉野川市に目を通して感じたことは、どこも

同じではないか。５０歩１００歩で、そんなに違いは無いという感じが、ものすごく

いたしました。そうすると、今度行政組織の資料を頂いたときに事務局のほうに電話

をして、三好市の１０年後はどういう三好市を目指してやろうとしているのか資料を

いただきたいと言ったら、それはまだできてないっていう話だったんです。そうする

と三好市の１０年後がどういうイメージで作るかということがはっきり目標として無

いままに、行政改革をどうするかと言われても、じゃあ何から手をつけていってどう

いう三好市を目指すのかイメージできないので、非常に話することが、１回目のとき

に市長さんは、時間とお金の無駄にならないようなことをしてもらいたいと言ったけ

ど、これだと別に集まって議論するまでも無く総務省の内容のことを他の町村とそん

なに変わらないのだから、そういうものを出せばいいのじゃないかっていう、ものす

ごいそういう印象を受けたんですね。そうすると、議論進まなくなるかもわかんない

けども、今、藤井さんが発言したその内容と非常によく私は似てくると思うんですね。

いろんな事を出して話し合わない限り、三好市の今後を良くしていく為には、せっか

くのチャンスを与えられているわけだから、そういう意味ではそれこそ制限無くいろ

んな事を検討して行ったり、発言して行ったほうがいいと思うので、あまり制限され

ない方がいいかなと思います。以上です。 
川西委員：藤井さんにつくでもなしに、真鍋さんにつくでもないんですが、これ審議する

内容が膨大なので、今職員数を見てでも全国の同形態で比較した場合３番目に多い、

これは職員数をへらさないかん、というのは誰でも頭へくるでしょうが、仕事の内容

を十分精査してそれに応じた職員配置をせないかん。この職員数の適正配置だけでも

相当な問題じゃけん藤井さんのおっしゃることも分かるし、大事なことを主体的にや

ってくれという真鍋さんにも賛同する。どっちつかずで話にならんですが、他いろん

なことが膨大なもんで。繰り返しますが、職員の適正配置っていうんでも、まず、ど

ういう仕事がどれくらいの量あるということをつかまんことには、ただ三好市人数が

多いなと頭から決めたんではとてもの事ではないし、ただ何割へしたって、小泉さん

流の何割へすんじゃ、あれではやっぱりこの小さいところ、血の通った政治ができん

と思うんで。藤井さんのおっしゃることもよう分かるし、真鍋さんのおっしゃること

も重点的に大事なことどんどんやれていうことと思うんで、そういう観点でできるだ

け意義のある討論にしたいと思います。よろしく。 
谷 委 員：これからこの会を進めるうえに、今のテーマは広すぎると思うんですよ。今ま

ずこの資料を郵送で頂いた時に、何をテーマにこの資料を読んだらええんかなって見

たときに、頂いとったやつはテーマーとして、三好市行政組織、事務分掌、公共施設
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についてですよね。これ何を思いながら読めばいいんだというのが、率直な意見です。

例えばさっき市岡委員さんから出ましたように、１０年後の目標はなんなんだという

のが市から出てこないって。例えばこの会でそれを話し合ってもいいわけですよね。

もっと話を進めるにあたってテーマを絞っていただけるとみんなが意見が出しやすい

と思います。 
森本委員：委員長、これ質問をさてたんですが、三好市の行政組織、事務分掌、公共施設。

これで質問ありませんかということですが、どういう質問ですか。意図が分からんの

です。 
伊丹会長：結局この委員会というのは行財政改革本部の審議の中にですね、皆様方のご意

見をご提言申し上げる、ご助言申し上げるという事が任務になっていますわね。この

委員会の役割というのは。だからここでひとつの姿、形を作り上げるということでは

私はないように思うんです。ただ、姿、形を作り上げるのは本部であって、そこに私

どもの意見とか、あるいは考え方をこの推進委員会としてまとめ上げてご提言を申し

上げると。ご助言を申し上げると。それが役目のように思うんですが、ただ、今日は

組織の問題とかそういう事で市当局からご説明を頂いたわけですが、それらに付いて

皆さん方が今日市当局からご報告、ご説明いただいたことについての受け取り方、受

け止め方について感じられたこと等をご発言いただいたらそれでいいんじゃないでし

ょうか。 
森本委員：行政組織について、結局、法に基づいてそういう組織がされて、こういう事務

分掌もそういうところで決められて、そして公共施設も設立されとる。これがひとつ

ずつ質問をするとすれば、行政組織を変えたらいいじゃないかというような話ですか。 
伊丹会長：そうでなしに、そういうような組織形態細部に亘ってのご説明をいただきまし

たので、それらについての皆さん方の考え方、捉えられた思いを述べられたらそれで

いいんじゃないんでしょうかね。それを変えていく、どうこうしなさいやいうことは、

我々としてはできないんじゃないでしょうか。 
森本委員：できないから質問はどういう意味ですか、ということをお尋ねしたんです。そ

れともうひとつは、行財政改革推進委員会ですか、これのスケジュールから見てこの

議題１を１日でして後どうするんですか。市岡さんからも話が出ましたが、こんな極

端に言えばどうすることもできんようなもんを１日とって、もっとやらないかん事を

時間はどうするんですか。だから、あなた方のタイムスケジュールとは一体どうなっ

とるんですか。 
谷 委 員：今のご意見も含めてこの会で決めていったらどうなんですか。この事務局から

案が出てくるのが前提で話するんじゃなくて、たぶん何もないんやから、もうこの会

でまず何をテーマに話し合いましょう、から決めることから始めていかんとしゃあな

いのうな気がするんですけれども。 
伊丹会長：確かに今、今日２回目なんですけどね、今日が実質の審議に入ったわけですけ
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ども、確かに提示されたものに、いわゆるタイムスケジュールの中で計画をされたプ

ランニングでこの会が進められておるということだと思うんですけどね。フリートー

キングにしたらいいでないかというような事だろうと思うんですけれども。どうでし

ょうかね、これ何回か積み上げていくわけですけれども、とりあえずはやっぱり三好

市の行政組織あるいは財政状況等について、きめこまかくやっぱりそれぞれの項目に

ついてご説明を頂いて、それらを十分熟知した上で、将来的に三好市の姿はこうなけ

ればならんのじゃないでしょうか、というようなことの方向に話を進めていったほう

がいいんでないでしょうか。ただ、テーマを次にこうゆう事をやりましょうというこ

とでなくして、事務当局で次の第３回目についてはこういう事について皆さん方のご

意見を頂戴できたらというような計画、プランニングもあるようでございますのでね。

やっぱりひとつずつ、おそらく今日資料ご説明頂いたのも初めて耳にした内容がほと

んどだろうと思うんですね。詳細にわたっての。全然おおまかに職員数が多いな、あ

るいは行政組織が複雑になったと、いうような事だけでは私は将来的な姿は捉えられ

ないのでないかと思いがしますが、やっぱり事務当局の計画に基づいて、とりあえず

は順次説明、市の事務内容を十分精査して上で、ご意見、ご提言を頂けるような方向

に進めたらどうでございましょうか。 
市岡委員：先ほどの事と重なるかもしれないんですけども、合併したのがそもそも財政が

息づかないので合併して延命しようかということで合併したわけだから、合併を決め

た時点でその次の市はどういう方向で行くのかという方向が無くてスタートしてると

いうのは、ものすごい合併したところが問題じゃないかと思うんです。財政難ってい

いながら合併したときにそれぞれの町村は自分のところにプールしていたお金を使っ

たじゃないですか。そういうことをしといて、これから先１０年もたてば３０億も足

らなくなるからどうするかって言われても、そのマイナスの面だけを提示されていい

考えを出せといわれてもなかなか難しい話ですよね。とはいっても合併したと。１０

年後にはこういうことを中心にした市作りをするんだとか、あるいはこういうことを

目指した市を作るんだということがあって初めて、じゃあどの項目についてはこうい

う風にやっていけるじゃないか、ここは今はストップかけるべきじゃないかっていう

風になれるんですけども、何をどうすればいいかって言われたって皆さん出ているよ

うに、今日出た内容を見てどこ削れるかどうか言われても私ら仕事の内容が分んない

ので勝手に削るわけにもいかないですよね。むしろ自分に跳ね返ってきますからね。

住民サービスとして。そういう意味では市の方向が分らない時点で話し合いするって

いうのは非常に話に参加するのに参加しづらいです。だから最初に申しましたように

総務省から出てる行革のための新たな指針についてのものをまとめればいいんだから、

他の町村と同じようにまとめてだせばいいわけで、わざわざ何回も時間をかけてする

必要はないんじゃないか。うがった言い方をすれば市民参加っていう形で公募もして

参加してる、それだけが目的じゃないかっていう風にとれる内容じゃないかと思うん
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です。 
伊丹会長：今ご発言がありました、１０年後の市の姿っていうものが、市の考え方ってい

うものが前に出ていないので、というご発言であったように思うんですけど、市の行

政改革本部の方で、大綱がそれぞれの検討部会でいろいろ審議、精査をしながら進め

られておるわけですね。だからそれらの進捗状況とここが平行しながらそこの検討部

会にご提言を申し上げ、大綱の中に取り入れられるものは取り入れていただくという

ような事でないんでしょうか。私どもが将来的に三好市の姿をこういうものになって

欲しいというようなことは申し上げれると思いますけれども、その最終的な策定作業

はやっぱり市の行財政改革本部がすることであって、そこに至るまでに私どもが助言

とか提言をして差し上げるということでないんでしょうか。緒方先生どうでしょうか。 
緒方委員：将来の夢が無くて、行革ばかりできない話だと思います。前回お配りいただき

ました新市まちづくり計画書がありますけれど、これなんかはやっぱり合併する前の

旧町村が集まってビジョンを作っていったものだと思うんですよね。こういったもの

があるという事をまずきちんと皆さんに市のほうでも理解していただくことが大事だ

と思うんですよね。あと、議論するスタンスの話ですけども、推進委員会要綱の第１

条にも書いてありますように、簡素にして効率的な行財政の実現を推進していくため、

というのが大目標としてありますので、まずこの押さえた方向の議論をしなきゃいけ

ないんじゃないかと私は思います。いろんな議論があるかもしれませんけど、前回の

最後のほうに財政担当の課長さんからお話がありましたように、やはり非常に財政的

に厳しくなってきている状況があってですね、ただ合併したこともありまして交付税

の関係とかは１０年間は猶予期間をもらっているという状況の中で、この間にどう体

制を作っていくのか非常に重要な岐路に立ってんじゃないかと思うんですよね。やは

り皆さん方集まって、議論していって英知出していかないと、本当に１０年後には住

民負担が急に増えて行ったりとか、あるいは今ある普通のサービスが出来なくなって

カットされてしまったりとか、そういうのも受け入れざるを得ない状況になっていく

恐れも非常にありますので、そういった風な財政状況が危機的状況だとまずご認識を

頂いた上でですね、そういった風な方向での議論をしなきゃいけないんじゃないかと

いう感じが私はいたします。 
矢野委員：いろんな意見が出ております。ちょっとお聞きしたいんですが、先ほど森本さ

んがおっしゃいましたように、あと１０回ぐらいしかない会の中で、どういうスケジ

ュールを予定されているのか。最初の前回の会の中で、どういう形で行きましょうと

事務局案を出してくれということで、この何項目が出てきましたはね。先ほど市岡委

員さんがおっしゃいましたように、総務省の思案どおり、いわゆる総務省の指示どお

り。私もこれ見まして市岡さんおっしゃるとおり、どこも同じような作文をして出す

のかなあと、がっかりしたのも事実でございます。そういう手順で行かれるつもりな

んか、事務局のほうでね。あと１０回どういう風にしていくのか。とりあえず今は実
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態を確認してるんですよということだと思いますが、後何回ぐらい説明して、それで

我々出てきましたけど、行政改革について基本的にどういう考えがあるのか、そうい

う当然もの言う場も欲しいですし、それをどのあたりで取り上げて、実態をどういう

風に変えていくのか。スケジュールあると思いますんでね。それをまず説明願います

か。最後までこういう感じで行くんだったらはっきり言いまして意味ありません。 
伊丹会長：確かに私も矢野委員さんのご発言のようにですね、このような形で、定型的な

形でこれから１０回あるいは１５回会合を重ねてもですね、これは十分お役に立つよ

うな提言、助言が出てこないように思うんです。それは私もそう感じております。た

だ、やっぱり時間をそう費やさずに市の行財政の内容、組織その他万般にわたりまし

て、市長が言いましたように聖域無く目通しをした上で、それから、そういうような

ことをそれぞれの委員さんの方からご発言を頂いてご提言をするということにしたほ

うがいいんじゃないかと、というような思いはするんですが。 
真鍋委員：何日か前の日本経済新聞の元財務官の仰天さんが、日本を小さく賢い政府を、

という風なのも出しているんですけども、その中で官に残る役割は何ですかというよ

うな質問に対して、民にできない仕事は極端に言えばない。国防を民にまかせるケー

スさえある。国民が料金を払い民に任せるか、税金を払い官にやらせるか、どちらが

費用対効果で優れているかで官と民の分担を決めればいいと、いう風なのを書いてい

るんですが、私は今日の三好市の行政組織、事務分掌、公共施設についてという風な

３つのいろんなご説明はですね、たぶん、三好市にとって、今後官と民がどういう風

な、どのぐらいの割合で、今の官の割合、もっと民を多くするか、そういう風なもの

を議論せよということが、この１番の行政組織、事務分掌、公共施設についてでない

かなという風に理解して今日、その話をしに来たわけです。過去のいろんなことであ

ったことは事実であって、いろんな事が積み重なって現在に至っているわけですから、

その現在からどういう風に脱却するか、ということを議論しなきゃいけないと。する

と、やはりどう効率化を上げていくか、じゃあ官と民がどういう風な割合とか、官は

いったい何をするんだ、民は何をするんだと、いう風なことをここで議論すべきじゃ

ないかと。先ほど会長さんがおっしゃいました、本部の方でいろいろ決めて頂けると

いうことなんですけども、やはり本部のほうではなかなか民の話、官の話をですね、

そこまでするのはどうかなあと。官の人が多いんじゃないかなと感じもいたしますの

で、ここには民の人がたくさん居ますからそういう風な議論で、意見を答申する場で

ないのかなと考えてるんですけども、ここでは三好市にとって今後、官の役割はどの

辺までやったらいいんだろうと、いう風なことを議論すべきじゃないかなという風に

思っております。 
伊丹会長：今、真鍋委員さんからご発言ありましたが、私もそのように思うんです。やは

り例えば今日、公共施設等についてのご説明がありましたですが、要綱の中にありま

すように民ができるものは民に、官がしなければないものは官にというようなことだ
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ろうと思うんですが、そこいらについてですね、忌憚の無いご意見を開陳をしていた

だいて、提言として、こういう内容については、民にさせるべきではないか、あるい

は指定管理者制度を利用して、そのような方向に進めるべきでないかと、というよう

なご提言を申し上げるのがこの私どもの役割でないかっていう気がするんですけどね。

その最終的な決定はやっぱり市当局、本部委員会の方で決めるわけですけれども、そ

れに多少でも、いささかでも反映できるような内容のあるものを私どもの委員会とし

て差し上げるということが大事でないかと思うんですけどもね。 
矢野委員：進め方、時間そんなにとってません。回数少ないです。いろいろ出ましたやつ

を会長丸めないでもらいたい。いろんな事で事務局の方からも、行革部長連中来てま

す。そこから聞いて全体でまとめていかないかんと思うんですが。前へ向いて進むた

めにも。中途半端にまとめずにちょっと後ろにも振って下さいよ。 
山本委員：私たちは確かに権限というものは無いというのは確かなことなんです。それは

合併協でもそうでしたし。だけど権限が無いからといって、ここでお話をさせて頂い

たことをいくら本部に持ていっても、聞き置くっていうような形だけはして頂きたく

ないっていうのは、皆の総意であろうと思うんです。そのためにですね、合併した折

に協定書と共にまちづくり計画書っていうのが、さっき緒方先生もおっしゃりました

けど、それを出しているんです。まちづくり計画策定委員会の方で。それが良いか悪

いかっていうのは別の話として、その合併協の中の私たち委員が作ったときに、こう

いう三好市だったらいいですよね、こんな風にしたいですよね、っていうものを作り、

それを合併協として国に出していて、それを基本に合併を進めていかないかんってい

うようなことになっていたと思うんです。とするならば、ここの委員になったからに

は、そのまちづくり計画書も併せて、三セクの事もやって、三セクのことの資料はつ

けて頂いてますけれども、三セクのことと共にそのまちづくり計画書っていうのを一

緒に出してもらってそれを読んでもらいつつ、その上でこっちを読むと、今日説明し

てもらったのを読むと非常に分かりやすい道筋ができるんじゃと思うんです。まちづ

くり計画書であの時点でこういう風に、このことにしましょうねってなってたけれど

も、それでは今の現状には合わんのではないんかえ、そうしたらここの組織としての

人数は、こっちを減らしてこっちに増やしてっていう話もなるであろうし、組織のこ

とについても、これは民間にお願いしたらどうなとかっていうような話も出てくると

思うんです。まったくたたき台も何も無いところで、これほな三セクにするで、これ

民間にするって提示するでって問われたところで、それはいろんな所にさし騒がれる

のでしゃべりませんていう方もおいでるであろうし、特に職員の人数とかのことに関

しても、今、私そんなことに言える立場じゃないからっていう方も出てくるであろう

し、私関係してるからそのことに手を触れられないのよっていう人もおるだろうし。

もっと言うたら、私たち民間人というか、住んでる人間から言うたら別に仕事さえし

てくれれば、仕事をきちっとやってくれるんだったら、人数が多かろうと少なかろう
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と別にかまわへんというのが基本にあると思うんですよ。この人数をその対照表で見

て、どこの市は面積的にも一緒ぐらいで人数的にも一緒ぐらいじゃけんど、うちは人

数多いようなってほんまにこんだけ要るんだどうかっていうとこから話始めるにして

も、そのまちづくり計画とかがあればそれで話は進むであるだろうし、第一、稚内の

ほうとうちの方とはよう似とるかもしれんけんど、稚内の方にこんなに山があるとは

思えんし。場所的に考えても。こんなに東祖谷と西祖谷と山城と池田と三野とって、

三野なんかは離れ小島になっとるし、こういう状態でそれで同じように机の上の数だ

けで話をしてええんかどうかっていうこともまた出てくるであろうし。そしたら別に

どこに手厚く、どこをちょっと人数減してもがんばってよって言うんか、ここはしょ

うがないけん民間でしてくれるところに頼むんだっていう話にするんであろうかとか

だと思うんですよ。行革の名において、福祉であるとか、教育であるとか、そういう

ところをバシバシきっている所がたくさんありますけど、そういうことをして良くな

った市とか聞いたこと無いじゃないですか。うちの市ではこういう特徴を持って、市

岡さんや皆さんおっしゃったけども、同じもん出すんだったら同じもんそのままコピ

ーして出したらええじゃんっていうんじゃなくって、三好市としてどういう風な、私

たち民間人は夢と希望を持ってるから、行政的にも、組織的にもこういう風にしてよ

ねっていうのを本部のほうに持って行って頂いて、そしてそれを元に本部のほうで話

をまとめてっていうような形にしていただかないと、ここに集まっても夢も希望も無

いですやんね。そんなことよりはそういう風に初めに、２回目ですからまだ間に合う

と思うので、申し訳ないんですけどもそういうまちづくり計画書であるとか、ビジョ

ンであるとか。ビジョン全部出せとは言いませんよ。まだこれから作っていかないか

んことやから。でもここはこんだけしんどいんですわっていうのは今までちゃんとも

らってますので。ほんでもここのところは、例えば福祉とか教育とかには数をもうち

ょっと置きましょうやとか、でも他のところは減せますよとか、そういうような資料

を頂くとかっていうような形にして話をする機会っていうのをもう少しできやすくし

ていただけると、ありがたいと思うんです。せっかくこうやって課長さんとか部長さ

んとか来らおれてるのでそちらの話も伺いたいですし。そのように思うんですけど。

いかがなもんでしょうか。 
川西委員：山本さんにお聞きしようと思ったんですが、合併協でがいに活躍されとったん

でこのことに詳しいらしいですけんど、合併協で決めたことは、こないだ市長が聖域

無い改革じゃって小泉さんの真似して言よったけんど、合併協のことは今しばらくは

きちっと守らないかんのと違いますかな。合併協で決めたことはやっぱり市のほうも

尊重してあげないかんのでないかということです。 
山本委員：もちろんそのためにまちづくり計画書と協定書と併せて国に出しているわけで

すから。これを守らんことにはあかんと思うんです。ただ皆さんの手元とか、どんな

んでしょう、まちづくり計画書っていうのをやっぱり見ていただかないとまずいんで
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ないかと思うんですよ。さっきあの時点ではって言ったのもあるけれども、大枠は変

えなくても、中のちっちゃいところっていうのは考える余地があると思うんですよ、

やっぱり。そこまでは国もそんなには言えないと思うんですよね。ですから大枠は守

りつつ中の本当に細かいところで、私たち民間人でこれはどうなんやっていう話はし

とかないかんのじゃないかなという風に思いまして先ほどのようにいいました。 
川西委員：変な取り組みかもしらんけんど、縁があって一緒になったんだから、皆が仲良

くして次の市会議員の選挙をやり直すころまではやはりこの協定書で決めたことは守

らなんだら。これはもうご破算でっていうことで、聖域無き改革やいうんでどんどん

踏み潰されていったら合併協で活躍した人は困りますわね。 
山本委員：世間話のようになっていはいかんと思いつつも、ついつい話をしてしまいます

が、別に活躍しとるっていうわけでも無いとは思うけど、私、三野町の代表で行かし

てもろて他の町の代表の方もおられて、最終的にほんま市になっていっしょに仲良く

しようよと。いま個性を認めつつながらも、皆で仲良くしていこうよって決めたこと

なので、やっぱりそれはね皆さんに広ろうに知っていただいて、それも短い時間だっ

たから考え足らんことも沢山あるかも知れへんけんど、ほなけどあの時点で合併協で

決めたことっていうのはあるので、市長さんの聖域無きって言うのは私はあの時点で

はそれは無しにしてっていうんじゃなくって、おそらく考え方っていうんですか、そ

の大枠のところを残しながらも今の実情にあったことも話しつつ、この行政改革のほ

うに活かせていただけたらええなっていうように、私は私的に都合の良いようにとっ

たんかもしれんけんどそういう風にとりました。 
川西委員：ええように解釈されとるんですね。僕は市長、自分の公約もあるだろうし、議

会の決定もあるだろうし、合併協の協定事項もあるだろうし、改革っていったところ

ですごく小さいことに限定されてしまうでないかと私はそう思いよった。合併協のこ

とをよくご存知の山本さんがんばって、それが崩れんようにがんばってください。 
山本委員：私だけじゃなくて、川西さんとか他の皆さんで協力せなんだらこれできんと思

うから会長きちんとまとめて、私らの言うこともちょろっと向こうのほうに、本部の

ほうにチクチクってやってくれるような形にしてもらえれば有難いんですけど。 
西川委員：これだけでは議論するのも無理なんですが、多分ね２年後、３年後の具体的な

改革プランは出ると思うてますが、そのときにご意見を言わしていただきたいという

のが。決して無駄ではないということはですね。情報の公開とかですね、透明化する

と。説明していただっきょるのを僕らも把握しながらですね次に伝えたいと。ですが

僕はちょうど森林、林業の立場からちょっと一言だけ言わしていただくとですね、こ

のいわゆる事務分掌の中で、いわゆる本庁とあるいは総合支所の、その本庁の中でも

いろんなことがでてますが、いわゆる林業関係のことですとね。産業観光課がありま

してその内容的なものと、あるいはいろんな課の中で重複しとる部分もありますし、

それから当局がしよるところも同じようなのしてますが、これ一体化してですね、あ
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るいは即決にせんとですね、これはそのままでいくとなかなか時間がかかっちゃうな

という感じが致します。それでですね、森林、林業のほうから言うとですね、今、地

球の温暖化ですね。温暖化の条件にですね、いわゆるまずは雨量の関係ですね。これ

は集中豪雨が全国でてますが、その豪雨が多くなるということですね。それともう一

つは台風のいわゆる大型化。これによっていわゆる各地の災害が発生する。それをま

ず未然に防ぐためにどうしたらいいか。ようするに災害や被害をうけてからですね遅

いものがありますね。これは人命とですね、あるいは莫大な財産の喪失につながりま

すんで、それを一刻も早くこのいわゆる分掌の中で、どういう風にしてですね、早く

人材の不足があれば人材を登用するとかですね、市長さんのいわゆる決断をどうして

いくかということをお願いをするわけなんですが、この中にですね、やっぱり災害に

対する体制を作るために限られた予算の中でやるということは、前もってですね、予

算要求したって間に合わんていうよりは、先ですね、そういうことをするんだという

ような予算化と、それから僕これ見る限りですね、多分ねいわゆる大変な、危険な中

にある、いわゆる森林の整備とですね、早くせないかん部分はですね、どうしてもや

っぱり手遅れしとる部分で、それをもう一つ具体化するためには、人材が不足しとる

んとね、人が足らないんですね。そこをひとつ何とか活かしていただくお願いもしと

かないかんしですね。それをどうするんかは今から出てくるんでしょうが、それもお

願いしたいという感じでおるところでございます。それとですね、この分掌の中にで

すね、ちょっとわからんのですが、一枚もんの、公共施設の中ですね、三好市の人口

が３４，１０６とあるんとですね、さっきの類似団体の組織の中にですね、３５、２

２７ってあるのはこれどうして違っとんですかということを聞きたいんですが。 
事務局：まず今の数字のことなんですけども、一枚もんのほうは国勢調査の速報値です。

で、大きなほうの３万５千ていうのは住民基本台帳の人口です。 
矢野委員：進め方で。私、先ほど会長をつかまえて失礼なこと言いましたけど、事務局お

願いします。ってことは先ほどスケジュール言うてくれ言ったのも、これ現在、１回

目、そして今日２回目やってるのは、情報公開してる、こういう実態ですよ、まずそ

れを皆さんに知ってもらいたいと。その後、本当の意味の行政改革、個別に具体的に

組織の問題、人員の問題、こういうやつをやっていきますよと。そういうスケジュー

ルあるんなら示してください。そうしないと輪ひろげて今バンバンやってますが、こ

れはっきり言いまして収集つけれんでしょ。進め方、会長難しいと思いますんで、事

務局もっと後ろからうまくやって下さいよ。そうせんとすでに全般、すべての項目の

改革どうせないかんていう話に散ってしまいよんですよ。これは違うでしょ。単なる

実態説明でしょ。うまくやって下さい。 
事務局：私のほうの勧め方が悪いということでいろいろご激励なり、お叱りいただいてい

ますけども、今、矢野委員さんが言われたとおり、また、会長さんがご示しいただい

たとおり、私のほうの立場といたしましては、今回は市の現状をご確認いただくとい
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う形でこの組織なり事務分掌のご説明と。この実態が分かってから、それで市の状態

がこうだから次から具体的にそれぞれ検討していただくんですけども、現状が分かっ

てない、市の状態が分かってないのにご議論いただくのもどうかと思いまして、とり

あえず前回が財政、今回が行政組織という形でご説明させていただきました。進め方

として我々ちょっとまずい面があったのは、具体的にこうですよ、ああですよという

のを今回出してなかったので、皆さん思い入れがあっていろんなご意見が出たのかな

と思っておりますので、その点についてはお詫びを申し上げます。それでとりあえず

目安といたしまして、先ほどご説明いたしました類似団体の数値なりが目安になろう

かなという形で出させていただきました。これを基にして、今度、組織なり、職員数

の問題になったときに参考数値としてご利用いただけたらと。また、そのときに新た

な数値なり出ましたら出させていただきますけれど、とりあえずは、現段階では三好

市の現状はこうだなというのをご理解いただけたらと思っております。それと、前回

市長が聖域無きというかたちで言われましたし、その中で私どもも具体的に今回こう

です、ああですというテーマを設けなかったのはですね、変な先入観というか、先ほ

ど市岡委員さんが言われましたとおり、やろうと思えば国の示した文書を作って皆さ

んにお示して、こういう案でどうでしょうかと持っていけるのは持っていけるんです

けども、それよりかはフリーな立場で皆さんのご意見を賜りたいと思いまして、あえ

て今回とかテーマを出さなかったという形でございます。今回については現状を知っ

ていただくという形で資料を出させていただきました。次回からはまた具体的に、そ

れぞれ検討部会もありますので出てきた問題、あるいはその中で出てきた提案内容を

皆さんにお示ししまして、それで具体的に中身に突っ込んだ発言をしていただけたら

と。具体的に次回何、その次何というのは実際、それぞれの検討部会で進めておりま

すので、次回のテーマは皆さんご希望なければ決めておりますけども、その次の４回

目については、まだそれぞれの検討部会で検討中でございますので、具体的にどのテ

ーマというのはまだできておりません。次回のは予定はしていますけど、それでなる

べく早く皆さんにそれぞれのスケジュールですね、４回目、５回目、ずっとできまし

たら早めにご示したいと思いますけども、それぞれの検討部会の進み具合もあります

ので、その点についてはご容赦願いたいと思います。最終的にはこの１回の会議で１

つのテーマそれぞれ結論をいただきたいんですけども、無理な場合でしたら２回で１

つのテーマをご回答なりご提言いただけたらと思っております。そういう風なスケジ

ュールで予定しておりますのでご理解をお願いしたいと思います。 
森本委員：あえてこの行政組織、事務分掌、公共施設これに関連して質問をということで

すと、１つお伺いしたいと思います。事務分掌に関連してですが。企画財政部長おい

でとんですが、財政に関することという大きな。事務分掌の中にありますわな。そう

すると市岡さんからも話しありました。緒方先生からも話しありましたが、例えば合

併協のときから始まって、すでにこういう財政になりますよってシミュレーションで
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きてますわな。そうすると、極端な話しですが再建団体に落ちないために、こういう

シミュレーションでやっていかんと落ちますよというのもできてますわな。できとる

でしょ。できてないんですか。だから市岡さんが１０年先のそういう希望的なこと。

あるいは市報に財政がこんな状態ですって１回目出ましたね。次出るのはこれをこう

いう風にするために、こういうところをこういう風にして欲しいんですというのがま

た出てきますわな。そのためのああいう説明だろうと思うんですよ。そうでなかった

らあんな説明いらんのですが。そうすると企画財政部長はもうすでに、そういうシミ

ュレーションはなんぼか持って、できあがっとるわけですわな。合併して。合併しな

かったらこうなります。合併したらこれぐらいです。できあがっとるはずなんです。

そうするとやっぱりそういう風なのはあなたのとこの事務分掌と。先生の意見や市岡

さんの聞くと１回聞いてみたいなと思いまして。 
合田企画財政部長：財政のシミュレーションについて、合併のときに、こういった形で、

普通建設事業もこんな形で移っていくよというようなこと。それからいろいろな歳入

の面でも交付税からあの時点でおさえた部分はありますけれども、その後の動きの中

でいろいろ、基金についてもかなり減っておる状況もありますし、また、交付税もか

なり下がっていっておるっていうのは、もうこれは確かに下がることは間違いなしに

下がっていっきょんですけれども、その中でどの程度下がっていくかということ、そ

れからもう１つは今、合併してスタートした段階での財政状況の中からこれからの細

かいシミュレーションですね、は今からやろうというところでありまして、森本委員

さんいわれたように今僕の頭の中にそれがあるのかと言われると、まだ無いんでござ

いますけれども、議会の中でものそのような話もあったんですけれども、とりあえず

は１７年度の各町村の決算統計、これ７月の末ごろにだいたい数値が決まりまして県

のほうへも報告しておるわけなんですけども。そこからスタートしようと。それから

財政のシミュレーションを作っていこうと。合併時にやったときはまだ基金なり、そ

んなものもかなり残るというような形での状況でやったんですけど、かなり社会資本

に投資をしておる部分もありまして、そういった部分もかなり額的には減っておりま

す。今合併して平成１７年度の各町村の決算統計、いわゆる決算が出ましてその数値

が固まったと。それから新しい三好市のこれからの財政運営をシミュレーションして

やっていくと。ただ、今やっておる例えば投資的な事業に関しまして３５億程度を行

こうと話になりますと、４年間で潰れますよと、お手上げになりますよというのが今

の段階で出ています。それからじゃあどういった形でシミュレーションができるのか

っていうのはこれからやっていこうということでありますんで、まことに遅いんじゃ

ないかと言われるかもわかりませんが、ベースは１７年度の決算を終えてからという

風に考えておりました。今のところそういうことでございます。 
森本委員：結局は厳しいんで、これからすべての面で切っていくと思うんですが、それを

するときに、基本的にみんなでやっぱりこの行財政改革っていうものをどういうもん
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かっていう基本的な合意を作っておかないかんと思うんです。結局池田の町中の商売

人が衰退している状態で、これこのまま放っておいたらどんなになるんかなと。この

前矢野さんがちょうど議員をされておったときに、プールを引き合いに出しまして外

資を稼いできてそれに入れても、また外へ向いて外資として出してしもたら駄目じゃ

ないのというような質問をしておりましたわ。一生懸命稼ぐのはええんですが、使う

ときに使い方ですわな。そうすると１円、１０円、１００円高いからといって、例え

ばすべて市外のもんに外注してやってしまう、そういうやり方を基本的にはやるのか。

例えば１円でも安い支出の仕方をするんだという風にするのか。金が市の中で回るよ

うな、そういう金の使い方をするのか。そういう合意をやっぱり作っといてもらわん

と。単に１円安いけんていうんで市外のところへすべてやられるような、そんな財政

の再建をするんであれば、ますます疲弊してしまうなあと思いますので、そういう合

意をとにかくこれからみんなで作ってもらいたいと思います。 
藤井委員：ちょっと議論を中折れさすようなんですけども、さっき事務局がいったスケジ

ュールの問題とか、今委員さんが言われたように行革の議論をどのような形の方向性

で議論していくのかっていうのがまったく見えない状況なんです。私第１回目のとき

に市長がおるときに、合併協でまちづくり計画ができたり、今会長さんも言われたよ

うに本部の中には７つの分科会がこしらえられて今審議が進んどんのに、その問題と

の整合性はどうするんですかという意味で第１回目に市長に尋ねたつもりなんですけ

ども、市長は聖域無きやいう言葉であまりふれてくれなんですけども、そのあたり、

例えば補助金の検討委員会なんかはもうすでにずっと進んで９月議会に補助金の大部

分については補助金が提案されると思うんです。そこらが検討部会の中で、この行革

推進委員会の中へ補助金の検討部会で検討された項目がいつ出されるのか、それに対

して私たちの意見は反映できんのかということもあると思うんです。それともう１点

は、この行革の議論の進め方、確かに行革推進委員会がこしらえとることは、先生言

われたように効率的な行政を作るためにという風なことは言ったんですけども、先ほ

どから議論聞っきょったら、例えば１円でもお金の使い方を、市に残るような使い方

をしなさいとか、山本さんもここをこういう風に拡充したらいいとか、西川さんもこ

ういう風な林業の形をやったらいいとかいう、言うたらプラスの提言もずっと出よる

わけよね。だからそういう行革のこの委員会の中で、行革というのは削ることじゃ、

減らすことじゃという議論ばっかりをせなんだらいかんやいう委員会だったら、もの

すごくマイナスだろうと思う。だから今まで言よるように、プラスの議論もできるよ

うな形で会長には提言をしてもらって、市が良くなるような方向へ議論を導いてもら

わんと。もうどんどんどんどん悪い方向へ、言うたらマイナスイメージで議論が進ん

でしまうような気がしますんで、よろしくお願いします。それとスケジュールはもっ

と的確に、７つの部会との整合性やそれからまちづくり計画との整合性をどうしてい

くんかということを明確にしてもらわないと、議論がこれから進まないと思いますん
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でよろしくお願いします。 
伊丹会長：まさにですね、行政改革推進委員会っていうのは、将来の私たちが安心、安全

で安らぎと潤いのあるまちづくりのために、新しい市づくりのためにどのような提言

をしたらいいか。マイナスのことについてですね、負になるようなことを提言すると

いうことでは私は無いと思うんです。できるだけお互いの力を結集してですね、より

良い市づくり、まちづくりをしていかなけりゃならんと。そういう努力がやっぱり求

められているのでないかという思いが致してます。なお、今藤井委員さんのほうから

お話ございましたようにですね、今検討部会のほうで、本部のほうで補助金の検討部

会、定員適正化の検討部会、事務事業の検討部会、アウトソーシングの検討部会、財

政健全化、第三セクターの問題、行政評価以上７つの検討部会が設置されてですね、

本部長から任命されてそれぞれの部長さんが責任者になって今検討が進められておる

わけで、その検討部会がですね、できるだけスピードを上げて審議をしていただいて、

ある程度の中身、方向がでてきたら私どものこの委員会に報告をしていただくという

ようなことにやっぱり事務のほうで取り計らっていただかんと、私どもの意見ていう

のが集約できないように思うんです。次の会がですね、プランニングでは補助金の問

題になっておりますので、できればですね、補助金検討部会の審議の状況を私どもの

この席で報告もしていただいたり、補助金のあるべき姿っていうものも考えて、お互

いに考察をしてみたいというような思いがしております。いずれにしましても検討部

会の進み具合を、審議の内容をこの委員会に詳らかに報告をしていただくと。その段

階で私どもの意見を、皆様方のご意見をちょうだいすると。その中にまた修正をして

いただくと。いうようなことにしたほうがいいのでないかというような思いが致して

おります。 
耕地委員：今日の資料を見ましてですね、確かに類似団体から見ると非常に職員が多いか

らこれ当然、減していくということになろうかと思うんですけども、いきなり首を切

るわけにはいきませんのでね。自然減少をみながらやっていくような形になろうかと

いう風に思いますけども、ただ、組織の中を、組織をどうするかというのは我々分か

らないんですね。仕事の中身が分からんから、そこへ何名をはりつけたらええかとい

うのは実はわかりませんので、ここで論議っていうのは非常に難しいと思うんですが、

ただね、私の考えてるのは今固定資産税がね、例えば農地を駐車場にして、そして評

価額は農地で払ってるのがかなりあると思うのと、それから池田町内ももちろんそう

ですけども、古い家を壊して駐車場にしていますね。これもですね、住宅特例を適用

すると土地の固定資産税が安いわけですよね。だからこれらが適正に評価されている

かどうか。それから家を増改築したのもですね、これも道路ぶちで、県道というか、

しょっちゅう職員が通るところについてはですね、大工さんがあしこやんじょるかっ

ていうことでそれチェックしてるかもわかりませんけども、ここらのチェックも僕は

十分できてないんじゃないかと。だから税務課のほうにもう少し人をはりつけ、余剰
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人員をそちらのほうへ持っていってですね、税収アップを計るべきでないかと。この

あたりが今までどうなっているのか、もし分かってたらですね、出ることばっかし規

制するんでなしに、金の入ることのほうもですね、十分に考えていく必要があるんじ

ゃないかなと。こんなに思うんです。農地委員にですね、あそこ駐車場にしとるとこ

ろを調べて来い、やいう形でどうも農地委員にまかしておるようなけど、農地委員は

ね、ご近所の悪口は言いませんからそんなことやりたくないということでほったらか

しにしてるのがかなりあろうかという風に私は思うんですね。これは税制面からゆう

て不公平ですよ。だからもう少しそのあたりをチェックしてですね、収入アップも図

る必要があるんじゃないかなということでご意見を申し上げたいと思います。 
渡邉総務部長：耕地委員さんのまさにご指摘のとおりかと思います。地目変更につきまし

ては、できるだけ税務課職員全員が出向くときに現地の状況とかご近所、自治会長さ

んとかにお聞きをしながら、その移り変わりについて調査はしていますけど、おっし

ゃる通りきちんと地目変更の申請がされない方も沢山あります。ある日いったらいき

なり駐車場ができていたと。それは多分におっしゃるとおり農地でありまして、農地

の課税は非常に安いです。基本的には現況課税っていうのが原則でございますから、

今後も自治会長さんには多分お願いできないと思うんですよね。これはもうまさに市

の職務としてきちんとしたのを、年に１回とかね、現況調査はしていきたいなという

には考えています。ありがとうございます。 
西川委員：いまのに関連してですね、僕のほうからはですね、市の公有財産ですが、その

中にある市有林のことについてですね、質問したいと思いますが。市有林も面積的に

いろいろあるんでしょうけどね、まず千二三百町歩あると思いますがね、これの管理

をですね、管財課とかですね、あるいは農林振興課ですね、あるいは出先のいわゆる

産業観光課とかがね、おそらく携わっておられますが、今の状況でですね、これを把

握してですね、どれぐらいのもんがあって、どれぐらいそこから収入があがるかって

いうことがまず１ついると思うんですよね。それがおそらく僕の感じではですね、そ

こまでできてないかなと。それをいわゆる把握、調査しましてね、それからあがる収

入あると思うんですよね。だからそこらへんも含めてですね、なんとか早くしてです

ね、ちっとでも収入あげるためのね、いわゆる市有財産、あるいは市有林についてで

すね、もっとちゃんとしていただく方法を考えていただけたらと思いますので、よろ

しく頼みます。 
渡邉総務部長：西川委員さんはまさにプロですからね、よくお分かりだと思うんですが、

今まさに木材事情は大変悪いです。海外から製品になって入ってきたものが日本の製

品よりはるかに安いですからね。そうした国際競争力も鍛えていかけりゃとうい形で、

多分最悪のパターンですかね、たぶん今が一番悪い状況になっていると思います。で

すけども国際社会の中でも地球の砂漠化、地球環境保全といった観点から伐採規定、

あるいは緑化推進も国際的な動きになっていますから、そういった形では日本木材も
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将来性多少あるかなと思いますけども、まさに今は最悪の状況になっております。多

分リュウベイ１万円もしませんから。ですけども、山城町でやっておりますもくもく

みたいにね、もくもくそのものはトントンであったり、多少の赤字を出したりしてい

る年もありますけども、その一方では森林所有者にその原材料として３，０００万と

か４，０００万とか、多いときであれば５，０００万近くが収入として入っていると、

そういった相乗効果もありますし、まさに森林業界捨てたものではないという風には

感じています。三好市の一番大きな財産はやっぱり森林資源でありますから、この有

効活用につきましては、三好市としても共通の課題として取り組んでいくべきもので

あるという風には認識しております。 
緒方委員：私も細かな話で少し気づいたので。フリーな意見を出してみる場っていうのが

今回の設定でございますので、いろんな意見あると思いますけども、ちょっと気がつ

いた点ですけどね。冒頭、藤井委員さんのほうから自殺の予防の話があったと思いま

すけども、非常に重要な仕事だと思いますし業務であると解していますけども、こう

いったものに関しましても他の委員さんからいくつか話あったみたいにですね、いき

なり行政で大題にやっていくって話でなくてですね、それがまさに官と民の役割分担

の話出ていますけども、行政でやっていったほうがより良いのか、それとも行政以外、

民間とか住民のほうに考えてもらうとかですね、そういった風なことがより良いのか

っていうのを一旦考えていったうえでですね、行政がやっていくならやっていくと判

断したほうがいいんじゃないかと思います。重要な話は確かに重要ですけども、それ

をいきなりこの委員会の提言として、行政やっていくということでもっていくような

話でないんじゃないかと、感じが私はいたしました。後ですね、ほんとに細かな話で

すけども、支所の配置図を今回見せてもらいましたけども、各支所に産業観光課って

いうのが置いてありますよね。私の感じからしますと観光というのは、いってみれば

戦略みたいな話がありますんで、まさに本庁とかでですね、全体の三好市の観光をど

のようにやっていくのか、戦略を練ってやっていくべき感じがいたしまして。各総合

支所にあります観光っていうのはどんな風な機能なのかをちょっと教えてもらいたい

のが１点と、もう１点は三好市の組織図を見ていますと、各部の中でいくつかの課が

ありますけども、例えば総務だったら４つの課があってですね、企画財政部だったら

３つ課があって、建設部だったら２つ課がありますけども、部によって中に入ってい

る課の数が違うわけですね。こういったことで、２つの課であって１個部が成立する

のかどうかってことなんかはどんな風にお考えなのかってことを教えていただければ

と思います。 
高畑産業観光部長：まず各総合支所に産業観光課っていうのがあるんですが、主に旧町村

単位にいろいろ観光施設がございまして、それの管理的な部門についてはそれぞれ総

合支所で管理をやっていただいております。主に全体の今後の観光施設をどうしてい

くかとか、観光施設の三好市全体の管理については一応、本庁のほうで全体の計画は
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しよんですが、それぞれ施設の中の管理といいますか、それについては一応総合支所

のほうで担当をしております。 
渡邉総務部長：先ほど緒方先生からお話しありました自殺予防の件ですけども、まさに先

生のご指摘のとおり、官だけでどうこうできる問題でありませんから、学校教育から

地域社会、官民連携で取り組まなければならない課題だということは認識しているつ

もりです。そういう意味におきましては、協議会なんか立ち上げて共に対策を練って

いくのがこのことにつきましては当然であると考えています。ですが先ほど言いまし

たように、市のほう、行政側にしましても事務局は必要です。窓口はね。そいったこ

とで、先ほど教育委員会か環境福祉か、あるいは総務課という話をしたのですが、環

境福祉部の中の保険医務課が窓口になるということが、最近方向性が決まったようで

ございます。もう１つ部の関連についてもう１回ご質問お願いしたいんですが。 
緒方委員：各部に部長さんがいてですね、所属する課がいくつかあるということですけれ

ども、各部長さんからすると４人課長がいる部とですね、２人課長がいる部と違うわ

けですよね。例えば総務は４つ課があります。４人課長がいるわけですね。建設部は

２人課長がいるわけですね。各部長さんにとって課長の数が違うわけなんですけども、

部がですね成立するためにですね、いくつ課が無くちゃいけないかとかですね、そう

いった発想がなんかあるんかどうかって話と、少ない課であれば部はいらないんじゃ

ないかっていうことはどうお考えかっていうことに関して。 
渡邉総務部長：各部の統制につきましては、事務分掌全体的な量によって構成されている

と思います。ですから建設部でいいましたら建設課と地籍調査課だけなんですけども、

まさに旧６町村統合した形で建設部が存在しているものですから、事務量的にはとん

でもない量です。ですから建設部は是非必要という議論になります。ですから課が多

いから少ないからといって部の構成があるわけではありません。全体的な、三好市全

体での事務分掌、事務事業の量の関係であるという風に認識をお願いしたいと思いま

す。 
合田企画財政部長：やっぱり広い範囲での町村合併ということで、一気にもってこられな

いと、中心へもってこられないということで各旧町村の仕事、残事業もあったり、繰

越事業もあったりということで旧町村にそれぞれ総合支所という形で、建設関係はそ

れぞれあるんですけど、それを統合した形で部長があっち行きこっち行きというよう

なことで、今、経過措置的な感じでやっておりますので。実際総合支所も総合支所長

が全部できるかというとそうでもいなし、一体感を持つためにも、やはり合併して総

合支所がそのまま強いままおったんでは困るわけでして。やっぱり一体感が一番大事

でありまして。部長はそこのところ回りながら、それぞれ各町村のやりかたっていう

のは若干違っているところがあるんですけど、そこらへんも調整しながらというよう

な形で今動いていますので、何年かするとだんだんと大きくなると。本部が大きくな

るというような形になろうかと思います。 
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西川委員：地籍調査についてちょっとお尋ねしたいんです。厳しい改革の中で、いわゆる

どうしてもやらないかんのは地籍調査もあると思いますが、ただ早くせんとですね、

境界が分からないような時代になってきますし、知ってる方が少なくなってきました

が、いわゆる行革の中でですね、地籍調査においてはどういうお考えで進められてい

るかちょっとお聞きしたいです。 
西岡建設部長：地籍調査につきましては建設部で受け持っとんですが、７２０平方キロの

約８７％が山林で、ほとんどお年寄りでないと分からないような状況があります。今

現在６町村で随時進めているんですが、全体で平均３割ぐらいの進捗率、池田であれ

ばかなり低い状況です。その流れの中で、今現在いくらの予算の中でできているのか

というのが、だんだんだんだん補助も少なくなってきましてですね、年間でできる量

というのがほとんど限られています。ですから今は旧町村ごとに地籍調査行っている

んですが、予算的な規模になってきた場合に旧町村単位ですべてできるかどうか。そ

こらあたりを加味しながら重点的にここをやっていかないかんとかいう風な方向がく

ればですね、近い将来はそれを重点的な形でやっていく必要があろうかという風には

感じています。ただ今年合併したばかりで、旧町村単位で今現在事業を行っているわ

けでございます。それと、いま財政部長も言よったんですけど、私ども建設部に関し

ましてはですね、約今年の３月で４０人ぐらいですかね退職者がありまして、また病

気で休まれているとか、今年、本年度中に退職されるとか、いろんな形で職員が減っ

てまいっています。そういう流れからいけばですね、本庁を減らして支所の職員をそ

のまま維持するということは非常に難しいんでないかと。随時、各支所から統合を図

らないと職員数も足らなくなって事務がやっていけないと、いう風なことがあろうか

と思います。１０年をめどにという話なんですが、とても１０年もたないだろうなと。

６人減った段階で１人雇用という話ですから、最終的に人員的なものはかなり厳しく

なるかと。それと指定管理とかがあるんですが、ここで話して良いかどうか分からん

のですけど、皆さんが提言されることですけど、ただ指定管理が去年からできてまい

りましてですね、指定管理もしているんですが、先般プール事故もあったように、逆

に言えば直営でそういう職員を統括して、全体の公園管理をするとかですね。例えば

公園につきましても我々管理しているんですが、公園も各部ごとにまちまちなんです。

ですからそこらを統合するのかどうするのかとか。例えば遊具で事故があったらどう

するかとか。やっぱりすべて市の責任になってくるかという風に思います。ですから、

そこらの管理をどうしていくのかとか。建設に関しましては、例えばＰＦＩで住宅政

策をやっていくのかどうなのか。いろんな管理制度をどういう形でやっていくのかと

か。私も先ほど会長が言っていたアウトソーシングの関係の部会の会長をしておりま

して、これから随時民間委託に関してどういう形でやっていくのがいいのか。例えば

聖域が結構あると思うんですよね。給食どうするんかとか、ごみ行政をどうするんか

とか。いわゆる管理関係をどうするんか。いろんな形であろうかと思うんですけど、
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あんまり暗い話ばかりもあれなんですけど。例えば猪鼻トンネルができてくるもんで

すから今後、１０年後いったいどういう風な形でこのまちを作っていかないかんのか

とか。やっぱり建設部として１０年後を目指した関係で、いろんなまちづくり、これ

も考えていかないかんのかなという風には感じています。そういう意味で皆さん方の

提言をいただければですね、もっと詳しい話で我々もいろんな形で事業が進めていく

んじゃなかろうかと。ばら撒くんじゃなく、重点的な施策で事業ができていくような

方向ですね、そういった形もとっていきたいなという風には感じています。 
伊丹会長：時間が長けてきたわけですが、ようやく本日事務当局で計画していただきまし

た主題にですね、だいぶ入ってきたように思うんですけど。時間的な制約もございま

すのでここらあたりで本日の会は、この議題については終えたいと思うんですが、取

りまとめは何もできておりませんのですが。次からですね、やはり一つの課題として、

事務当局で補助金の問題を、状況を皆様方にご説明も申し上げて、ご検討いただいた

らということになっておるりますんですが、そのように移らしていただいてよろしゅ

うございましょうか。それで実は高平委員さんのほうから、学校給食の補助金につい

てのご質問がその他の件で本日出て、私のほうでお預かりをいたしておるんですが、

次の会を補助金検討部会の部会長さんもお越しをいただいて、検討部会で補助金の審

議状況が、協議内容がどのようになっているのか、そのような点を詳らかにしていた

だいて、私どもにお示しをいただけたらと、かように思っておりますので、高平委員

さん、次の会に残したいと思っておりますのでご了解をいただいたらと思います。 
矢野委員：次の日程も含めて内容に入ってますが、今申しましたように補助金の問題、事

務局がそういうものを用意してると。先ほども出ました役所の中で検討部会。それを

具体的にいろんなもの、ここへ出してもらわんと我々議論できんと話ありましたけど、

逆なんですよ。今後の議論の進め方という意味で言わしていただきたいんですが。当

然お互いやりあいながら。それは必要ですが、まず我々こうやって出てきてる各論、

補助金とか各論入る前に、合併せざるを得んような問題も含めて合併しました。とい

うことで行財政改革どうしてもやらざるを得んとこまできてるわけ。これに対して委

員として出てきました。ということで各論、細かな数値別にしまして、どういうこと

をやるべきだと。皆さんそれぞれの立場でね、お考えもって出てきてると思うんです

よ。それまず聞いてください。総論を。そうしないと各論入っていきましてもそうい

う話は多分できないでしょ。いわゆる行財政改革について最優先こういうことをした

いと。こういうことを是非取り上げてもらいたいというのをお持ちだと思います。こ

ういうやつを先聞いていただいて、それから補助金なら補助金、いわゆる事務局から

いろんな具体的な個別の問題点を出していただいてそれに集中してやるのが良いと思

います。順番が違うんじゃないか、そういう風に思います。 
伊丹会長：いろいろ協議の進め方はあろうと思いますが、今、矢野委員さんからご提言ご

ざいましたが、皆さん方のほうで、例えば次回にこういうようなテーマについて討議
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を進めてみたいというようなご意見ございましょうか。私、矢野委員さんのご提言も

全くだと思うんですけれども、とりあえずはですね、補助金がどの程度どのような形

で、流れているのかっていうことをやっぱりお示しを頂いた上でですね、状況を知っ

た上でそういうことしていかんとえらいと思うんですけれども。皆さん方のほうで次

回せっかく委員としてお出ましをいただいておりますので、もしご希望があれば、皆

さん方のご提言をいただきましたテーマに基づいて次回の会合を事務当局のほうで準

備をしていただけたらと思うんですが。何かございましょうか。 
矢野委員：私、テーマをここで絞ろうっていう話じゃないんです。テーマ具体的に補助金

とでました。多分今後出てくるのは、総務省の指針どおり何項目かに絞ったものを検

討部会でやってるそれが出てくるんでしょうけど、我々行政改革委員会出てきてやる

上では、これに絞ってやるんであれば行政側の、本部の動きに任しておけばいいわけ

ですよ。そこでどうしても気のつかない、民間じゃないと分からない部分とかそうい

う問題について、いろんな考え、立場持ってるでしょうと。さっき山本さんであれば、

合併協議会の中でいろんな問題検討したもの持っとります。それにのっとったもんを

もっと出すべきだろうし。林業の立場、農業の立場いろんなもん全般の話をまず出し

てもらって、それから細部に入るべきじゃないですかという話をしてるわけ。 
伊丹会長：いわゆるテーマを決めずにフリートーキングですね。どうでございましょう。

今、矢野委員さんのご提言はですね、テーマを決めずに皆さんがたの行財政改革にた

いする思い、意見を、主題を決めずに開陳をしていただくと。そういう場をまずセッ

ティングすべきでないかというようなお話なんですが、どうでございましょうか。そ

ういうことで次回取り仕切りましょうか。それとも１つのテーマを決めて事務当局か

ら説明を受けてそれに基づいて、終盤ご意見が出てきたような形で進めたらよろしい

んでしょうか。 
谷 委 員：もし、フリートーキングっていう形を採るんでしたら、それをした結果、この

行財政改革推進委員会としてなんかこういう方向に行きましょうっていうのが決まる

ようなフリートーキングでなかったら意味がないと思うんです。そういう方向のフリ

ートーキングをしましょうっていうんだったら意味があると思います。でも、ただ単

にてんでばらばらの意見を言い合うだけのフリートーキングをやるんだったら意味は

無いと思います。だからそこを今ここで話しせんといかんと思うんですけども。 
緒方委員：考え方だと思いますけど、私もどちらかといいますと谷委員さんの意見に賛成

を致します。いろんな意見を言うのであれば、例えばせっかく皆さんお忙しい中、集

まっていることもありましてですね、メモを出してもらって、それを事務局でまとめ

て皆さんに見てもらうとかですね、そういう方法もあるかなとも思いますけども。 
川西委員：私も矢野委員さんおっしゃりましたが、補助金の問題について自分の意見を言

えと言うても、はずかしい話じゃけんど、補助金についての予備知識が無いのでどれ

をどうせいというような発言の内容は全くございません。以前に話したように、人員
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削減についても仕事の内容がどういうものであるから、ただ他所に比べて人員が多い

から減せっていうのもそれも無責任な話で。やはり相当な資料を説明してもらったも

のもを聞いて、その中で検討する以外に僕そんな能力ない。これをこうこうしたらえ

えやいう意見、あるもんについては言えますけれども、いろいろな人員削減について、

補助金の問題について、建設の問題についてって、それぞれやいうて、とてもそんな

んだったら、それの意見言えんのだったらやめて帰らないかん。ある面については自

分の経験を生かして発言できるけんど、あらゆる面で皆それぞれ意見を言いなさいっ

て言われても皆さんに納得できる話できませんので、私としてはやはり全体の状況を

説明してもらった中で自分の意見を言わしてもらうんじゃないと、どうもこの会につ

いていけんような気が致しますので、私はそういう方向でやっていただいたらと思い

ます。 
伊丹会長：どうでございましょうか。やはり矢野委員さんのご提言もございましてけれど

も、やっぱり一応一通りですね、市の中身を私どもに詳らかにしていただいた上で、

先ほどの本日のテーマ、主題についてご発言が出てきたような形で、深く攻め込んで

いける、入り込んでいけるというような形の審議の進め方がよろしいんでないでしょ

うか。どうでございましょうか。矢野委員さんのご提言にちょっと、いささかそうこ

とができないんですけどもどうでございましょうかね。やはり皆さん方が改革につい

ての思いをそれぞれ述べられるということ。これはできると思うんですけれども、そ

れを具体的にどうってことになってくると、ある程度の資料説明がないと突っ込んだ

ところまでいけないように思うんですけどもね。それではこの会は多数決で決めるよ

うに、この委員会の規定がなっておるんです。それで大変失礼でございますけれども、

次の会は事務当局で、次は補助金ということで一応プランニングしていただいとるよ

うでございます。そういうことで進めてよろしいかということをお尋ねしたいと思う

んですが、多数決ということでございますので、そういうような主題を決めた上で、

資料を前もって送った上で、討議に参加をしていただいて、格調の高いご意見を頂戴

できると。こういうことにしたいと思うんですが。どうでしょうか。 
矢野委員：会長ご発言どおりで結構と思います。ただし、次は補助金であったとしても、

いろんな議論出るでしょう。出たときにね、私心配してんのは、総務省指示どうりの、

指摘どうりのこの何項目かしか我々やらなかったよというのでは、本当の行財政改革

じゃないんですよ。財政縮小改革の話し合いだけなんです。ということで、本当の意

味の行財政改革やるんであれば、次は補助金でいいでしょうが、いろんな話を途中か

ら吸い上げてでも、次はこうやって違う項目いくよと。もっと大事なもんあったんだ

なと。それを本部の方に持ち込んでもらいたいという意味でね。あまり硬直的に考え

る必要無いと思いますんで。私は次回については結構と思います。 
森本委員：さっき川西さんと山本さんの間でありましたわな。補助金の問題。合併協で決

まって８割カットじゃ５割カットじゃ何割とか、何年間でこれをというような。そう
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いうことが合併協で決まっとんですが、そんなものをそのとおり踏襲するというんで

補助金を出してくるわけですか。もうそれは絶対変えられんもんですよというんで補

助金の問題を出してくるんですか。それとも補助金というのはこういう風になっとん

ですが、皆さんどうでしょうかというようなものの聞き方をするわけですか。 
事 務 局：他の委員さんは森本委員さんの話分からないと思うんですけども、実は合併協

議の中で補助金について見直して下さいという話がありまして、その中で今のままで

は財政に非常に負担がかかるという形で、ある補助金についてはそのまま認めましょ

う、別の補助金についてはカットしていきましょうという話が合併協議の中でありま

した。その方法なり、その区分けについて、合併協議の中である程度、概略的に区分

けしたものがあります。それが正しいかどうか。そのとおりやっていっていいものか

どうかっていうのを今度の補助金の検討部会で検討させていただきました。それを皆

様に次回お示しして、考え方もそのときに担当の座長なり担当部長のほうから説明あ

ると思うんですけども、そういう方向性なりをお示ししまして皆さんに考えを述べて

いただくと。それとよろしければ補助金とはこういうものですという話を前もってさ

せていただかないと皆様もよく分からないかなと思っておりますけども、基本的には

先ほど森本委員さんが言われたように、合併協議の中でこういう検討をして下さいと

いう話になっておりますので、それを新しい市になって検討してきた結果をある程度、

結論ではございませんけども皆さんにお示ししてご意見をいただくという形のもので

ございます。これが必ず決定しとるかどうかっていうのはまた別物でございますので、

そのへんはご了承願いたいと思いますけども。 
川西委員：憲法でも変えようかっていう時代じゃけんね、決めたことを絶対守らないかん

ていうことはないけんど、血が出んように、相互不信を起こさんように上手に変えん

とね。あんな所と一緒になるんでなかったと、合併自体が変になるような改革はせん

ように。温かく皆が喜べるような。とにかく町村合併っていうのは、中央が無茶苦茶

に銭を使いすぎたそのしわ寄せを地方に持ってきよんじゃけんね、痛みを各町村が分

けおうてなんとか再建団体に落ちんようにがんばらないかんのじゃけん。山本さんや

もがんばって協定書こしらえたんじゃきんど、少々の何はあるだどうきんど、守りつ

つ変更していただいたらと私は思います。 
谷 委 員：時間も押しとってちょっとあれなんですけど、実は私も合併協議委員としてや

ってきました。私自身が合併の協議委員としての認識としましては、この協定書もち

ろんまとめるんですけども、それをまとめたのが絶対、次の新市に制約をかけるとい

うのは無理っていう風に私は考えてやってきました。ていうのは、市長さんにしても

議員さんにしても新市のですね、選挙で選ばれて皆さんの付託を受けてやるんだから、

そこで変えるってなりゃそれはしゃあないって。そこはもう覚悟の上で、各所から来

られた代表の方同士がぎりぎりの妥協できる、もしくは、新市になってもそれは変え

らえるかも分からんです。ただ協定書として新市に対してこういう風に合併の前に決



 26 

めたんですよっていう風に。まあ提言ですよね、するっていう意味合いであろうと考

えてやってきました。今回この推進委員会にしても、市長さんなり議員さんなりが決

める議会で、それに対して強制かけようっていうことも無理ですし、そうじゃなくて

いいんじゃないんかって私思ってます。あくまでも我々、市から付託受けて、こうい

う推進委員会として、こういう提言をするんですよ。それを皆さんに聞いてもろて、

それで議会はどう決めるんですかっていうところまででいいんじゃないかと私は思っ

てます。これから話するうえで、そこは皆さん一致した意見にこの会としてしとかな

いかんのかなと思います。 
伊丹会長：合併協議の協定書がですね、金科玉条のものではないと思うんですよ。やっぱ

りある程度の、新しくできた首長とか議会の皆さん方のご審議もありましょうし、そ

れはある程度良い方向にですね、提言をお互いにしながらまちづくりに活かしていか

んと。最大限尊重はしなきゃならんと思いますけども、全く手をつけてはならんとい

うものではないように私も思いますけれども。いずれにしましても、次の段階で補助

金のありのままの姿をですね、検討部会で審議をいただいとる状況等も含めましてお

聞きをした上で、皆さんがたの意見を頂戴できたらと、かように思っております。そ

れではもう時間が遅くなりまして、いろいろご意見があろうと思いますけれども、こ

の辺で終わりたいと思いますけれども、次回の日程をですね事務局のほうで、実は期

間がございませんので、夜分でございますので、できましたらご了承いただけたらと

思いますが、９月４日月曜日午後７時からと思っておりますんですが。過半数の委員

のご出席がないと開会ができませんので、一つご無理でございましょうけれども、ご

都合をおつけいただけたらと思っております。会場はここになるか、体育館のほうに

なるか、どこになるか分かりませんけれども、とにかく日にちをですね、９月４日午

後７時月曜日ということでセッティングさせていただこうと思っておりますので、ご

無理でございましょうけれどもよろしくお願いしたいと存じます。 
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