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第４回行財政改革推進委員会会議録 
日 時 平成１８年９月２２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、耕地 弘、 
漆川 弘美、志磨 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 
                              （５０音順、敬称略） 
    (市) 
    合田企画財政部長、新居環境福祉部長、高畑産業観光部長、蔦教育次長、 

来見財政課長、森行財政改革推進室長、藤井、西本 
欠席者 喜多 包男、山本 佳代子 （５０音訓、敬称略） 
 
事 務 局：皆さん今晩は。真鍋委員さんがまだ見えてないんですけども、夜分の会ですの

で、定刻が参りましたので始めて行きたいと思います。よろしくお願いします。朝夕

大分涼しくなりましたが、まだ昼間は汗ばむ陽気になっております。体調の管理が非

常に難しくなっておりますけども、十分気をつけられまして過ごしていただきたいと

思います。本日は、喜多委員さんと山本委員さんがお仕事の都合で欠席されるという

連絡が入っております。真鍋委員さんはまもなく見えられると思いますので、本日の

出席委員さんは１８名ということになっております。前回は団体補助の見直し等につ

いてご説明させて頂きましたが、今回は先日ご通知申し上げましたように、財政のシ

ミュレーションについてご説明を申し上げます。どうかよろしくお願いしたいと思い

ます。それでは、只今から第４回三好市行財政改革推進委員会を開催致します。よろ

しくお願いします。それでは最初に会長からご挨拶を申し上げます。 
伊丹会長：皆さん、改めまして今晩は。大変お疲れのところご出席を頂きましてありがと

うございます。本日で第４回目の会合になろうかと思いますけれども、その都度市当

局のほうからそれぞれの事柄について、諸仔細ご説明も頂いたり皆様方からご質疑な

りご意見・ご提言を頂戴をしてまいりましたけれども、今晩はご案内をさせて頂いて

おりますような財政の問題についてを主議題としてご討議を頂く訳でございますが、

先般、資料を市当局のほうから皆様の方にお送りをさせて頂きましたが、私自身にと

りましても、目通ししましても十分に理解のできないところも随分ございました。な

お、先ほど緒方委員さんのほうから、財政シミュレーションについてのポイントにつ

いて、専門的な立場でいろいろ印刷物をお配り頂いておりますけれども、これらにつ

きましても、後ほどご指導･ご助言を頂ければ大変ありがたいと。ご参考にして頂けれ

ば大変ありがたいと。かように思うわけでございます。緒方先生ありがとうございま

した。よろしくお願い致します。それでは、本日１８名の委員のご出席でございます
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ので、只今から会議を始めたいと存じます。どうぞ、最後までよろしくお願いいたし

ます。 
事 務 局：それでは議事に入りたいと思います。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、会長がするということになっておりますので、会

長に議事を進めて頂きたいと思います。 
伊丹会長：それでは、ふつつかではございますけれども、議事の運営をさせて頂きます。

最初に皆さんにご了解を得たいと思いますが、毎回のことでございますけれども、ケ

ーブルテレビのへそっこニュースの取材が来ておりますので、許可をしてよろしいか

どうかお伺いをしたいと存じます。いかがでございましょうか。 
委  員：異議なし 
伊丹会長：ご了解して頂きましたので、よろしくお願いしたいと存じます。それから、前々

お願いしておりますけれども、会議録を作成する関係上、マイクをお回し致しますの

で、マイクを利用してのご発言をお願いしたいと存じます。まず、本日の会議でござ

いますけれども、先ほどお話しございましたように、委員１８名のご出席を頂いてお

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、会議が成立する

ことをご報告を申し上げておきたいと存じます。議事に入る前に、議事録署名者を委

嘱をさせていただいたらと思いますが、いつものとおりでございますが、私のほうで

ご指名させていただいてよろしゅうございましょうか。 
委  員：異議なし 
伊丹会長：それでは、第４回行財政改革推進員会の議事録署名者に、漆川委員さんと高平

委員さんにお願いしたいと存じます。どうぞお二方よろしくお願いいたします。それ

では、早速１番目の平成１７年度の補助費等についてを議題として、事務局から説明

をさせていただきます。よろしくお願い致します。 
合田企画財政部長：（平成１７年度補助費等について資料説明） 
伊丹会長：矢野委員さん今のご説明で、何かご質疑がございましたら。どうぞ。 
矢野委員：行政部門のほうで検討部会７つ。その中の補助金部会ということで、私、当然

この広域連合の負担金約２０億近いやつですね。これも含めて出るんかと思ったら、

前回も申しましたとおり、それぞれ地域の団体補助２億４千万の分だけだったんで、

これでは何の意味もないなというお話させてもらいました。私一番気にしてましたん

が、三好広域連合、その下の１番目三好環境衛生組合、両方足しまして約２０億とい

う金が出ておりますが。ちょっと先一点だけ具体的なお尋ねしたいんですが、この二

つの組合で今人員どれくらいでやられてますか。今すぐ分かりましたら。概数で結構

です。何十名程度という。具体的に言いましたら、消防、清掃関係それから井川町の

し尿処理の関係ですね。 
伊丹会長：どうも確たる資料がないようですので、次回でよろしいですか。 
矢野委員：次回用意しなくて結構です。私言いたいことは別なんで。今まで貰ってる資料
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は職員数約６５０名ですか。この中には入ってないと思います。ということで、補助

費として約２０億円が出てる。これは民間に委託してるんじゃなくて、行政から行政

へ、広域連合という行政に委託してる訳ですね。それに対するチェック機能として、

各町村長も出たり、議員も代表で出ております。そこでやってるからいいじゃないか

っていうのが今までの流れであったと思いますが、私、一番チェック入れなきゃなら

んのが、合併後この件じゃなかろうかと思うんですが。これを検討部会７つ作ってる

中で、どの検討部会で検討されようとしてるのか。それともどこもやってないのか。

この点だけちょっと絞ってお聞きしたい訳です。 
事 務 局：この広域関係ですね。前回ご説明しましたように、今までは今言われたように、

郡の町村会なり、首長あるいは議長・議員さんが集まりまして、それぞれ広域の予算

を組んだりしておりました。今回合併してからは人数が少なくなりまして市長と東み

よし町長、それと議会が４名ほどですかね、全部で１０名という形で協議しておりま

すけれども、行革の検討部会のほうですはですね、まだそこまでというか、本当はい

けないですけども、予定しておりませんで、前回申し上げましたとおり補助金・寄付

金の審議会というのが過去ありましたので、そこでやって貰おうかなという感じでお

りました。ここでご提言頂きました関係上、またこちらのほうも新たに検討部会、ど

こかまだ決めておりませんけども、財政健全部会というのがございますので、そこで

検討して頂けたらと思っております。よろしでしょうか。 
矢野委員：検討部会は無かったということをお聞きしたんですけど、約２０億言うたら大

変な。それを１団体に、これは業務委託している訳でしょ。相手側も同じ行政とはい

え業務委託して運営を任してる。以前は８ヶ町村よった運営でしたけど、今は三好市

と東みよし町、２町だけですわね。その中で今まで通りの形のものが流れていこうと

しよることについて、検討部会、これ是非やって下さい。そして是非どういう風に改

革していくんか。ここに、この２０億にメス入れずに、２億にメス入れたってしれと

んですよ。ポイントがぼけないような形で。我々の役目は、皆さん方検討部会して、

行政側で原案作って確定していく。意見・助言をしてくれっていうことなんで、その

程度にとどめますけど、つまらん結果しか出んような努力一生懸命せずにね、ポイン

トに切り込んで下さい。以上です。 
合田企画財政部長：実際この部分については抜けとったような形になってます。それで前

回の矢野委員さんのご指摘っていうのは本当に的を得たもので、ちょっと先ほども言

いましたけど、聖域無きチェックの入れ方をしていくという中では、やっぱり民間委

員さんのご意見を、この一組の負担金につきましてもですね、厳しい意見なり頂きな

がら今後の行政改革、それから行政の運営につきまして参考にして、是非とも取り入

れていきたいという風に思っております。これまであまり町村会ということで、首長

の会みたいな形の中で、どこでもチェックが、担当課としてのチェックっていうのが

あまり無かったことなので、そういうことで来年度からは財政課のほうがヒアリング
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にあたるというような手はずにはしております。以上でございます。 
伊丹会長：今の補助費の関係でですね、わざわざ企画財政部長のほうからご説明のあった

ことについて、ご質疑がご発言を頂いたらと思いますが。 
真鍋委員：今お答えがありましたが、本当にこれから頑張ってですね、広域のほうにも切

り込んで頂きたいと思いますけれども、他にそういう風なものっていうのは無いので

すか。他の団体に対して出してるっていうのは。委託して他にというのは。この決算

の中からですね、何か抜けちゃってるという風なものというのは無いのでしょうか。

特別会計とか、何かそういうものでスコーンと抜けて、チェックが今回のそじょうに

上がってないものとうのはありませんか。全ての出金、入金がチェックの対象になっ

てるのかということです。 
来見財政課長：実は団体の補助金に対して、例えば需用費で食糧費とか旅費等で実費で出

しとる部分多少あります。今回、この団体補助金についてはその部分を全部統一して

いくいう形で、この補助費の中で現れとるのがこれだけだという話でございます。 
伊丹会長：真鍋さんよろしいですか。他にはもうございませんでしょうか。それでは、特

に無いようなのでこの議題についてはこれで終わらせて頂いたらと存じます。それで

は、次に２つ目の財政シミュレーションについてを議題として、事務局からご説明を

させて頂きます。 
合田企画財政部長：（財政シミュレーションについて資料説明） 
来見財政部長：（財政シミュレーションについて資料説明） 
伊丹会長：ありがとうございました。皆様方からご質疑・ご意見を頂く前にですね、緒方

先生から、大変ご多忙の中、第４回委員会提出メモということで、財政シミュレーシ

ョンについてポイントは資料ページ９をどのように見るかということで、資料を頂戴

しておりますので、引き続いてちょっと先生のほうからこの印刷物についてのご説明

を頂戴をして、皆さんのご意見・ご質疑を頂戴したらと思います。先生、お願い致し

ます。 
緒方委員：わかりました。大変丁寧な説明ありがとうございました。私から１枚、紙出さ

せて頂いておりますけども、まず一般論の話をさせていただきますけれども、財政シ

ミュレーションを考えていく際にはですね、基本的に財政というのは、入るを計って

出を制すという観点で見ていきますので、入ってくるものがどれくらい有るかという

ことを考えていきながらですね、歳出を絞っていくことが基本だと思います。財政シ

ミュレーションの中でですね、一番基本になってくる話は、先ほどもありましたけど

も地方税でありますけども、大変残念ながら三好市の場合はですね、全国的に比べて

見ましてもなかなか地方税が多くないという結果ですね、地方交付税に頼って財政を

運営していく状況になっていくと。これやむを得ないと思います。ただ、地方交付税

に関しましてはですね、最近のこの状況を見ておりますと、非常に、なかなか地方交

付税に頼って財政運営していくのは非常に厳しいものがあるかなという感じを持って
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まして、一つは国自体が非常に余裕がなくなってきておりまして、毎年毎年機会が有

ればですね、交付税を減らしていこうという動きになってきてまして、今回、三位一

体改革見ていきましても、３年間で５．１兆円程減ってきてます。これは特別になん

かの大きな事情というのはですね、正に財政を厳しくしていくための圧縮以外にはあ

りえない話でありまして、ですから、そういったような状況になってきてますので、

過去の状況がまだあればですね、今回のシミュレーションのままで良いと思いますけ

ども、そういった風な国の状況を見ていきますと、なかなか昔のみたいな延長線上に

シミュレーションやっていくのはちょっと厳しい感じかなという感じが致します。も

う一つはこれから人口が減っていきますんで、国全体のパイが減ってきますんで、そ

ういった意味合いでもですね、非常に交付税に関しましては厳しく見積もっていくべ

きなんじゃないかという感じが致します。したがって、先ほど合併特例債と過疎債の

話があってですね、借金をしていっても交付税で見てくれるという話がありましたけ

ども、この部分もですね、かつてであればそうだと思いますけども、ちょとそういっ

た観点では厳しめに見ていったほうが良いかなと感じが一般論としてしました。私が

提出しましたメモの関係ですけども、今回、非常に専門的な分野に入ってくる部分が

ありまして、なかなか一般の市民の方に馴染みにくい分野かと思いましたんで、ちょ

っと簡単にポイントの紙を作らしてもらいましたけども、先ほどご質問にありました

ように、ポイントにつきましては資料１の正に９のこの資料をですね、これを説明す

るがために他の資料が全部あるという風に思って頂ければと思います。１点目に書い

てますようにですね、正にその毎年毎年出てくる赤字額の累積とですね、実際三好市

が手元に持ってます実額ですね、これ５１．７億円て書きましてけども、先ほどの説

明を見ていきますと、２８億円ぐらいの話だということでありますので、それとの差

額の話であります。毎年の赤字をですね、見積もっていきましても、私計算していき

ますと平成２４年度末で５０億円赤字になってきてですね、丁度その一般会計の手持

ちの持ち金がですね、５１億円でありますので、これでついに貯金が空っぽになって

しまうと。そういった計算になっていってました。したがって平成３３年以降の話が

何度か強調されてましたけども、そういったことはまず考えられない話でありまして、

正に平成２４年度でパンクしていきます財政で、三好市自体がパンクしていきますん

で、そこをどうするかということで、それまでどうするかということをまず考えてい

かなきゃいけないんじゃないかという感じが致します。それをどうするかという話の

ためにですね、個別の対応策が有るということで、それが２番目の話で書いてますけ

ども、まず歳入の関係はですね、沢山、この９ページの資料見ていきますと並んでお

りますけども、大きい所だけ見ていって頂ければ良いじゃないかという感じで思って

まして、それがこの４つだという風に思います。地方税に関しましてはですね、景気

の動向によってですね、税収は変わってきますけども、特に国税とか県の税金は法人

に頼ってきますんで、法人の税収でかなり変わってきますけども、市町村の場合はで
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すね、そういった法人とかに頼らない税項目になってきてますんで、基本的にはあま

り景気に対しては変動が少ない、そういった点では非常に助かっているわけですけど

も、これに関しましては先ほども有りましたように、人口減の影響を見てやっていく

べきだろうと思います。したがって徐々に減っていく方向だと思います。地方交付税

につきましてはですね、、先ほど申し上げましたように、これまでの時代と少し状況が

変わってますので、少し厳しめに見ていったほうがいいんじゃないかなと思ってまし

て、丁度その今年の７月にですね、基本方針２００６というのが閣議決定されてきま

して、２０１０年度の初頭までにですね、国の赤字を大幅に減らしていくっていう方

向になってきてまして、それで赤字が減らない部分はですね、消費税を上げていくっ

て話になってきてます。したがって、そういったことになってきてまして、これから

国と同時に地方のほうもますます減っていく方向になってきますので、そうすれば、

借金していった分の返済部分はですね、地方交付税はくるでしょうけども、それ以外

の一般行政部分がですね、これからもっと減らされてくる可能性がありますので、そ

ういった観点で少し厳しめのほうがいいかなという感じが致しました。あと、国・県

支出金と地方債、借金で入ってくる分ですけども、これはですね、事業の量によって

額が変わってきますけども、一般的にですね、見ていきますと、先類似団体の資料、

先ほど後で見ておいて下さいという話がありましたけども、その資料を見ていきます

とですね、三好市の場合は結構、他の団体と比べますと少し多めですね。おそらくこ

れは過疎債とか合併特例債に頼っている結果だと思います。２点目の歳出につきまし

てですね、これも大きいところだけ着目してみますとですね、人件費・物件費あたり

を見ていきますと、これも類似団体と比較していきますと、三好市の場合かなり大き

くなってきてます。これはですね、今後、本庁方式を採っていくというのと合併効果

が出てきますという話がありましたけども、元々の発射台がですね、少し多かった可

能性があるなというのが１点と、人件費とか物件費に関しましては、各団体といろん

な圧縮手法を導入してきてますんで、そういった圧縮手法をよく分析していくべきで

ないかという感じが致します。扶助費は飛ばしまして、あと、普通建設費と補助費と

公債費は、これは先ほど申しましたように事業費に伴っていく分でありまして、沢山

事業やれば増えてくるものなんですけども、これも類似団体と比べていきますと、非

常に大きいわけですね。先ほどからの繰り返しになりますけど、過疎債とか合併特例

債とか、そういった特殊な起債に結構守られてますんで、その分に頼ってる分だと思

いますけども、そのベースになってきます交付税自体がですね、これまでと違ってる

状況があるんじゃないかという感じが致しますんで、そうしますと、やはりこれまで

と違ってですね、過疎債とか合併特例債に依存するような財政運営っていうのは少し

厳しくなってくるんじゃないかなというのが全体的な印象です。以上でございます。 
伊丹会長：ありがとうございました。財政検討部会で、検討する課題も今提示されたよう

に思いますが、先生ありがとうございました。市当局からの説明を詳しく頂いたわけ
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ですが、また、緒方委員さんのほうから課題といいましょうかこ、れからの問題提起

もさせて頂ましたが、皆さん方のほうからのご意見なりご提言を頂戴したいと存じま

す。 
耕地委員：ご説明聞いた中でですね、１７年度の１人あたりの近隣市との比較というのが

出てましてですね、４ページですか、資料２の。普通建設事業費が膨大に多いんだけ

ども、今後もどうなるのかが１点。今後どうなるのか。１７年度はこういうことなん

だけども、１８年度以降、どの程度下がってくるのかと。もう一つはですね、人件費

が高いということは、当然、この美馬市・阿波市・吉野川市に致しましてもですね、

合併してあまり三好市と差が無い。１年ぐらい早いんですかね、１年か半年、吉野川

市とか阿波市が早いかと思うんですけども、これは地域が広く、こういったことで人

件費が高くついてるというのは分かるんですがですね、先ほどの人件費の説明の中で、

勧奨退職をしてですね、そしてこれ計算されていますね。最終的に２７年度までの計

算。それは退職優遇制度を入れてあるんですか、無いんですかね。優遇制度無しで、

例えば３年前で１割とか、それの全然自動的にそういう風な退職してくれるだろうと

いう考え方で入ってるのか、あるいは、勧奨退職する場合に優遇措置を講じているの

かどうか。そのあたりを一つお聞かせいただきたいのと、物件費が高いのも、先ほど

の普通建設事業費と同じように、後年度どうなるのか。それについてですね、お答え

頂きたいと思うんですが。 
来見財政課長：まず、普通建設事業の話なんですけれども、平成１７年度は約９０億とい

う数字が入って相当高くおると思うんですけれど、この財政計画の中では、平成１８

年度以降１番多いと年で５２億３千７百万円だということです。その試算の元にあり

ますのは、今ある三好市の地方債残高をこれ以上増やさないためには、単年度の借金

の借入ですね、これをもう４０億円以下にしようという計画の中で、４０億という数

字が１人あたりの借金の額が今と同じ額ぐらいの借金の額になるんです。ですからそ

れ以上は発行しないというようなことを決めて、あくまでもこれは仮の数値なんです

けれども、この計画では平成２０年度に４３億円と単年度で超してますけれども、原

則的には４０以下に抑えたかたちで、普通建設事業をやっていこうということなんで

す。ですから、更にこの委員会等でこれをもっと減らそうと言うことになりますれば、

もっと普通建設事業を減らす計画でいかなければならないと。逆にもっと必要である

ということなら、少ないときには地方債の借入が２０億という風な数字になっており

ますので、多少増やしていくというようなことでございます。人件費につきましては、

先ほど言いましたように、勧奨退職を見込んでと言いましたけれども、３年前の職員

を１割退職すると、２年前の職員が２割退職すると、１年前の職員が３割退職すると

いうことでこの人件費を見込んでおります。そして、割り増しですけれども、当然そ

のことも見込んで試算しているということです。ですから、この人件費につきまして

も、皆でもっと下げないと財政持たないということになりましたら、人件費もそうで
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すし、普通建設事業もそうですし、補助費も全部もっと一体的に下げていかないとこ

の行財政改革はもたないというようなことになろうかと思います。物件費につきまし

ては、実際には相当、本当はもっと落ちてくるようなことを想定しとんですけれども、

これも今の時点で普通に行けばこういう風になるというような数字でございますんで、

先ほど言いましたように、本庁方式を本当に、１０年後が目標という風になってます

けれども、そのようなことになればドーンと、先ほど電気代の話しましたけれども、

新聞だって取らなくて良いし、本だって要らないということで、この部位は相当これ

から落ちてくるということでございます。ただ、今はやっぱり旧６町村時代との比較

ですんでやっぱり物件費においても高いと。１８年度はですね、合併の初年度であり

ますので逆にいろんな設備等をすることがございますけれども、これにつきましても

これからドンドンドンドン下げれるものだという風に考えております。以上です。 
耕地委員：関連してですね、いわゆる職員数がね、結局６７％ぐらいになってるんですよ

ね。１８年に対する２７年がね。しかし実際にですね、それで市の仕事がですね、で

きるんかどうか。実際に人員のほうのシミュレーションどの程度やっているのか。そ

のあたりについてはいかがなもんでしょうか。 
来見財政課長：合併しないと考えますと、旧町村時代で、例えば６町村でそれぞれの仕事

をしていたと。ところが合併して６町村が１つになりますと、１人の職員が１つだけ

したら丁度いけるでしょ。先の６つの仕事を１人ずつ分けるんですから、６人よって

今まで６つの仕事をしていたやつを、持ち寄るわけですから１つだけしたら良い。専

門的な仕事ができるということでありますんで、たとえ６人に１人の削減をしても１

人が２つの仕事をすれば、今まで６つの仕事をしていたわけですから、２つの仕事を

すれば半分の仕事ができると考えていただいたらですね。これは人数においても減ら

せるものと考えております。今まで例えば１２人でやっていた仕事が６人でできると。

今はですね。そうゆうことになってる訳なんです。 
伊丹会長：よろしいですか。他に。 
真鍋委員：ちょっと教えて欲しいんですけども、普通建設事業費というところがあるんで

すけども、ここのところで、ここが例えばですよ、極端な話をしますので、１８年度

の３３億５千百万が半分になったらですね、上の歳入のどこがどう減るのかてゆうの

をちょっと教えて頂きたい。バランスが、ここが減ったらここが減るっていうのがち

ょっと分からないもので。 
来見財政課長：例えば、１９年度の普通建設事業４８億ですが、それですと国県の支出金

が大体１２億ぐらい充ててる。１８年度ベースにしてます。５３億の事業の中でちょ

っと話をさせて頂きますけれども、国県の支出金が１３億５千万円。地方債ですね、

道路とか公共事業するための借金です。これが３９億７千万円。これは先ほど言いま

した過疎債や合併特例債を充てます。その他の特財がありまして、一般財源、どうし

てもですね、普通建設をする場合には一般財源が要るんです。それが大体９千万円。
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これが１８年度をベースに起こした財源です。ですから国県支出金と地方債と一般財

源が上の歳入の欄で見ているということでございます。その内、地方債については先

ほども言いましたけれども、７０％とか５０％戻ってくるんで、その分の跳ね返りが

また普通交付税になると。ちょっとややこしいんですけれども、そういう仕組みにな

ってます。 
真鍋委員：もう１回だけすみません。１９年度の４８億の普通建設事業費があって、国県

支出金が。 
来見財政課長：ちょっと資料が古いやつがあるんですけど、５３億での話をちょっとさせ

て頂いて。今、４８億の数字が無いものでさせてもらったんですけど、大体５３億で

いくとそのベースだと。５３億でいきますと、国県が１３億５千万円。地方債、借金

が３９億７千万円。一般財源が大体９千万円ぐらいの比率でいると。 
藤岡委員：財政改革には本来、スピードが必要であるわけでございますけど、あまりにも

急激な縮小になりますと地域に与える影響が大きいと思いますけれど、市当局として

は、収支均衡・基金からの繰り入れ０、これをどの年度においているのかなというこ

とを、ちょっと目標をあれば聞かさせて頂きたいと思うんですが。 
来見財政課長：先ほどの、平成３３年度に地方交付税の算定が一本になると。そこが一番、

三好市で歳入に占める地方交付税の割合が落ちる時期なんです。その時点で先ほど１

０億８千万ほどの赤字になると言いましたけれども、それが目標になります。そこの

時点で０にする。ですから、段々段々に０にする計画を立てておかないと、ここ数年

は当然貯金等有りますんで。１０年間で見ますと大体５０億あればあるんです。何も

しなくても。基金の組み換え等をうまくやればもつんですけども、実際には３３年度

の単年度で１０億８千万の赤字が出るというところに目標をおかないと、大変なこと

になるということでございます。それから普通建設事業につきましては、今までも事

業担当者を呼びまして説明会を致しました。といいますのは、少ない財源で沢山の公

共事業ができる方策が沢山あるわけなんです。例えば、補助金を貰って、継ぎ足し部

分の一般財源ですね、その部分は１万円で１万円の事業しかできませんけれども、補

助事業を利用すれば１万円あれば１０万円の事業ができるということで、その継ぎ足

し部分は今まで何十万も出していた市町村がありました。その部分については、継ぎ

足しは１万円にしてくれと。例えば、消耗品なんかは千円にしてくれというようなこ

とも言いました。それから、道等の整備について、一般財源でですね、道を直してい

るところも沢山あったわけなんですけれども、それなんかも有利な過疎債とか地方債、

そちらのほうに切り替えてくれと。なるべく有利なもの使ってくれというような説明

も致しました。それから、繰越事業におきましても、それをすると単年度で何千万も

損をするようなことがあったわけなんです。そんなこともありまして、その事業につ

きましても単年度でやるようにしてくれと。これは１９年度の話なるんですけれども、

そういうことも申し添えまして、事業担当者にも少ない経費でなるべく多くの公共事
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業ができるようにということで、事業担当者を呼んで、なるべく公共事業を急には減

らさないような計画を立てていこうと考えております。以上です。 
藤岡委員：ということは、１５年先を目途にしてということですか。 
来見財政課長：ここ数年だけを見ますと、単純にはいけるわけなんです。例えば１０年間

を見ますと、それでも厳しいことは厳しいんですけれども、１０年間の計画だけです

とゆるい計画で持つわけなんですよ。ゆるい行財政改革で。ところが、それからドー

ンと普通交付税が落ちるその先を見とかないと大変なことになるということなんです。

ですからそこを見据えた財政計画が必要だということでございます。 
藤岡委員：１５年と言ったらすごく長いという感じがするわけでございますけど。特に答

えは要りませんけど、感じとしては１５年先というのはものすごく長いなという感じ

はします。 
来見財政課長：５年間、２８年度から３３年度にかけて一本算定の試算をしてますけれど、

２０億程度減るっていうのは間違いないんです。それだけは意識としてもって頂きた

いと思います。 
緒方委員：１０年間だけであればゆるい計画で済むっていう話は、ちょっとどうかなと思

ったんで発言させて頂きますけれども、私の試算では平成２４年末でパンクするって

いうことになってまして、先ほどの話では平成２０年でパンクするって話だったんで

すけども、じゃあパンクしていった後ですね、平成３３年までどうやって生きていく

のかという話を説明していただければと思いますけども。パンクしてしまいますよね。

それをどうやって生きながらえていくんですか。平成３３年まで。 
来見財政課長：これはあくまで最初に説明しましたように、たたき台の数値なんです。で

すから、今からこの部分を、不足額が減るような計画を皆さんに出して頂いて、これ

を減らすという、最終的にはそういう計画が出てくるということなんです。そのため

に、今からどの部分を減らしていくのかを、いろんな検討部会でやっているというこ

とです。 
緒方委員：分かりました。ただ、減らす手法はですね、やはり行政のプロの方が案を作っ

ていく部分があると思いますので、市民の意見で出てくる部分も結構あると思います

けども、そこのところをよく見据えて考えていく必要があるかなという風に思います

けども。 
合田企画財政部長：行革の関係で、検討部会がいろいろあるんですけれども、そこらの形

でアウトソーシングでありますとか、定員適正化の部会でありますとか、事務事業の

検討会、ここら辺の話がですね、煮詰んでくるとですね、出の部分の数値が今の数値

から下げていくと。それでどこまでできるかということで、一応平成３３年を目途に

して、ずっと下げていく形のものを作っていかないかんという風に考えてるんですけ

どね。今はまだ、最初に言いましたようにこの数値はたたき台でございまして、これ

から行革の部会なり委員会が進んでいくごとに、数値がどれば改善せないかんか、改
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革せないかんかということが出てこようかと思うんです。その中にここの表のところ

が埋まっていって、目標というのがあるかと思います。これは目標でございまして、

入のほうもですね、交付税の関係もいろいろこれから制度的にどういう風になってい

くかっていうのは、まあ良くはならないと思いますんで、そこら辺の所も、もっと厳

しく見ていかないかんのじゃないかなと思ってます。 
緒方委員：とすればですね、この平成３３年度までの差し引き額の合計金額がですね、い

くらになってくるのか、計算しないと分かりませんけども、１０８億ですかね。１０

８億と現在の一般会計の基金が５１億ですから、４９億ありますんで、この４９億を

どう減らすかというのが目標になってくるとで宜しいんでしょうか。そのために歳出

をどうカットしていくのかっていう話になてくるわけですね。 
来見財政課長：もう一つありますのは、先ほど基金の話をちょっとしたんですけども、合

併協議会の中で、内部管理している分、それと個別管理している分について仕方がな

いんですけれども、ソフト事業の分で内部管理している分が２０億あるわけなんです

よ。それを私らのほうとしては早く使わなければ歳出の削減だけでは難しいんじゃな

いかという風にも考えております。 
緒方委員：だから、それが入っていって５１億という計算になっていくんですよね。 
来見財政課長：別に除けています。 
緒方委員：入ってないんですか。いざとなっていけば背に腹は変えられないというところ

もあるっていうことではありますけども、そいうことを含めてもやっぱり２・３０億

円以上は向こう１５年間でカットしなければいけないということになってきて、それ

は１５年間積み上げの額ですから、毎年毎年幾らになってくるかっていうのをまた考

えていかなきゃいけないと思いますけども、そういうベースの話だということで良い

んですね。 
上野委員：先ほどから人件費の話が出ておりますが、人件費の削減については、いわゆる

人員の削減、６減１増ですね。それから勧奨退職による人員の削減のみによっての人

件費の削減というのを考えておいでるのでしょうか。いわゆる定員の管理ということ

だけなのか。実は先般、徳島新聞９月１４日付で、鳴門市の行革ということで記事が

でておりましたが、鳴門市は相当厳しいということを聞いております。ですから、三

好市も当然厳しいわけですけれども、一概に同じレベルで話することはできないかも

分かりませんが、新聞記事によりますと、２００５年度から５年計画で取り組んでい

る行政改革、集中改革プランで初年度の成果を発表したということで、初年度で６億

８千９百万あまりの削減があったということで、その中で主なものについては、定員

の管理と給与の適正化ということが載っておりまして、退職者の不補充で職員を減ら

す。あるいは事務事業の見直し、民間委託等で臨時職員及び嘱託の職員も減らしたと。

それから２８種類あった特所勤務手当の支給対象を１９種類に改めた。もう一つは給

与と期末手当を市長３０％、助役・収入役・教育長２０％の減額、管理職手当３０％
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減額という風なことによって、経費節減で初年度６億余りの節減を達成したいうこと

が書いてあるんですけれども、三好市の場合のこの人件費の削減については、先ほど

お聞きしたように人員削減のみで今のところ考えている数字なんですか。それとも、

相当厳しい予想が先ほどおっしゃってましたので、部会のほうではいわゆる給与につ

いてまでですね、給与の削減というところまで話は出てるいのでしょうか。あるいは

将来厳しくなればそれも検討課題に上がってくるのでしょうか。それをお聞きしたい

と思います。 
来見財政課長：まず特殊勤務手当の話なんですけれども、これにつきましては、もうすで

に、合併前にほとんどの機特殊勤務手当は無くしております。鳴門市の場合の例が出

ておりましたけれども、合併前にすでに６町村で合併協議会の中で協議致しまして、

大分といますかほとんど特殊勤務手当についてはカットしているという状況です。先

ほど言いましたように、人員についての分はやっていると。ただ、今申されたように、

給料、期末手当の削減についてはこの部分については見込んでいませんが、いまから

当然その部分もやらなければ。検討の対象に入ってくると。カットがですね。そうい

う風に考えています。以上です。 
合田企画財政部長：全体の事業の中で、人件費、それから補助金、補助費とか、全て含め

ましてですね、カットの対象としてやっていかなくっちゃならんということで、同じ

痛みを全体に持っていくというような形になろうかと。あるところだけをカットして

あろとこはしないという話にはならんと思いますので。そんな形でこれから検討して

いくようになろうかと思います。各部会での検討が進んでくると、段々と全体像が明

らかになってこようかという風に思っております。 
伊丹会長：委員会の時に市長からお話ございましたように、領域的にも聖域の無い行財政

改革というようなことでございましたものですから、やはり上野委員さんのご発言に

ありましたように、全ての領域、分野に亘って検討していくことがこれから求められ

るのでなかろうかというように思いますが、何かご質疑ございませんでしょうか。 
藤井委員：私も行政マンとして不勉強なところも披露する形になるんですけども、少し。

この財政シミュレーションの中で気になるのが、やっぱり公債費がこの数年間６０億

近く支払わならんだらいかんというような状況の中で、過疎債のように交付税で補填

される有利な分については多少借金があっても仕方が無いんですけども、借金残高約

５７０億の中に不利な借金が無いだろうかということをお聞きしたいと思います。実

は私も７・８年前に住宅ローン借りて家を建てたわけですけども、その際に公庫で固

定金利で、その際はおそらく３．何％だったと思うんですけども、借りてきていたの

が低金利時代に入って、数年前にある金融機関から借り換えをしたら安くなるでよと

いう風な話を受けて借り換えをしたんです。そしたら借り替え手数料やいろんな手続

きを払ってもある程度金額が安くなったということが、個人的にはあります。自治体

の借金も同じで、今２０数億の基金があるわけですけども、確かに基金というのは財
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政の不足分についてこれから先は重要な金額になるんですけども、それを少し前倒し

というか、先に不利な起債について繰り上げ償還なりを実施をして、不利な分につい

ては先に仕舞いをしながら、全ての額は、基金を全て使うわけにはいきませんけども、

一部でも不利な分は仕舞いをすれば、公債費の６０億なりの部分が少し前倒しで減額

できるんじゃなかろうかなという気がするんですけども。これは素人考えかも分かり

ませんけども、そのあたりを少しお聞かせ願いたいと思います。 
来見財政課長：平成１７年度末の地方債残高、借金残高が４９４億３千４百万円あると言

いましたけれども、その内、国の見返りの無い分、ほとんどが国から戻ってくると言

いましたけども、全然戻ってこない額というのが約３０億円あります。ただし、公営

住宅とか地域総合整備資金貸付事業債とかは、当然交付税措置のあるものは借りれま

せん。公有林もそうなんですけども。ただ、その内ですね、市中銀行から借りてる分

が、それの全額か分かりませんけれども、ある程度あるわけなんですけれども、その

部分については、藤井さんおっしゃられたように繰上償還をすることができます。そ

れをすると確かに得なんです。利子の部分についても交付税措置があるということで

当然得なんですけれども、今の基金残高からはちょっと。先ほど説明しましたけれど

も、繰上償還していくことはちょっと無理だと考えております。逆に考えていますの

は、償還年数を、例えば今１０年にしているのを２０年にして緩やかにしていこうと

いうようなことを。借り換えして延ばしていこうと。なるべく将来的な財政を考えて

そういうにしていこうということがありますけれども、今の基金の中で、先ほど言い

ましたけれども、２２年度で即赤になるというような中で、基金を取り崩して繰上償

還するっていうのは今のところ無理だという風に財政課の中で考えております。 
真鍋委員：立場的に商工会議所から出ておりますので、非常に言いにくい質問なんですけ

ども、例えば物件費だとか普通建設事業費のところでお聞きしたいんですけども、物

件費等で、以前にコピーの機械のメンテナンス、保守費用なんかが単年度でやってる

から非常に高くて、それをリースにするだとか、そういう風なのにすれば１億円ぐら

い払ってたのが２千万円ぐらいに下がってしまったとか、また、そういう風なことが

報道されていたと思うんですが、今、非常にネットワークということで、コンピュー

タにかかっている費用っていうのが非常に多いと思うんですよ。当然それのメンテナ

ンス、保守管理は単年度事業ということでやってられると思うんですけども、そうい

うなのについても、今、当然見直しの対象になってると思うんですけども、それの経

過とかどうなってるかちょっと教えて欲しいと思います。それから、もう一つ、例え

ば普通建設事業費なんですけども、三好市の場合には、よく最近入札が非常に激しい

入札になっていてですね、計画・設計価格に対して落札率が９８だとか９７だとかい

う風な話がよく出ておりますけども、最近はいろんな厳しい競争になってきて８０％

ぐらいになってるという風なのが、この前の新聞でも出ておりました。例えば、この

１８年度の３３億５千百万円を９５で計算して、それが８２で計算するとそれだけで
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４億５千９百万円、約４億６千万出てくるわけですね。それの６割が地方債ですから

２億７千６百万円の地方債が減るということですよね。７年で約２０億の地方債が減

ってくるという風な、単純なこれは計算ですが、そういう風ないろんなところを計算

しながら市のほうは計画をされているのか、それともそういう風な競争は、もちろん

競争が無ければ事業者としては有難いですけども、そういう訳にはいかんでしょうし、

人員も削減されるし、物件費も下がってくる。いろんな面で競争が激しくなって、も

ちろん安いコストでできてくるという風な面が、この中には多分織り込んではないん

じゃないかなという風な感じがするんですが、その辺についての市の考えていうのか、

そういう風なものをもう少し激しくしていこうとされているのか、いわゆるまんまで、

過去のままでいくのかとかその辺も含めてちょっと教えて欲しいと思います。 
高畑産業観光部長：直接、私担当でないので詳しいことは分からんのですが、農林事業関

係のほうで言いますと、確かに工事発注する時点で高い落札率と低い落札率になりま

すと、当然落札率が低くなりますと工事するメーターあたりの単価が当然安くなりま

す。それでたちまち単年度事業としましては、単価が安くなるということは、全体の、

国から補助金もろてる関係で、金額、落札額が低くなったっていうんで国の補助金も

当然事業費が減ったら下がってきますので、それを返納するってことはできませんの

で工事を延長すると。補助金を満額使うために工事を延長するということは、結局は

安い落札額でしますと延長が早く伸びるということで、完成が早くなるということで、

メーターあたり非常に単価が安くなって、落札率が低くなると当然有利になりますん

で完成が早くなるということで、落札額が低くなるほど経費もかからんようになると。

結果的にはそういうようになりますが、確かに三好市、よその比較もあるんですが、

面積がよその市、今の吉野川市とか美馬市とか３市の市合わせたのが今の三好市にな

ってまして、非常に面積が広い関係で住民の生活道としての道路というのが非常に貴

重なということで、確かによその市と比べますと普通建設事業費が多いというのは、

当然そうなるんじゃないかと思います。そういうことで、そこいらも、普通建設事業

費を抑えると確かに歳出も少なくなってくるんだろうと思うんですが、そこいらも非

常に住民の生活道は非常に重要なことでございますので、十分検討もしていかないか

んなという気はしております。そういうことでよろしくお願い致します。 
来見財政課長：普通建設事業の話で、災害復旧事業の話があるんですけれども、山城町の

場合ですね、前なんですけど、補助金が６６．７％あると。国の補助金がですね。残

りの分についても災害復旧事業債っていうのはほとんど国からくれるわけなんですよ。

その場合には、予算執行率がなるべく１００％に近い額で執行できるような形をとっ

たわけなんです。 
伊丹会長：他に物件費の問題でね、財政削減の方策をご提言があった。そういうことで何

か市のほうで。 
来見財政課長：そのメンテナンスの分を単年度でっていうのは、その分は真鍋さんご指摘
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のように全然含んでいません。ただ、今からそのような複数年度の契約、今度も水道

システムの問題も出てますんで、それなんかにつきましても５年間のメンテナンス契

約とかいう風なことで検討しております。物件費については、真鍋さんご指摘のとお

り相当切り込めるところがあるという風に思ってますが、ただ、１年目なんでやり方

がまだ見えてないというのが現状なんです。ですから２年目からそのようなことにも

取り組んでいきたいという風に思っております。 
矢野委員：まず人件費で、先ほど上野委員さんおっしゃておりましたように、検討部会の

定員検討部会はあるけど給与金額検討部会無いんですね。一番上野さん質疑しており

ましたように、鳴門の例も出されておりましたが、これは退職者が出た。勧奨した退

職者プラスして１０年後にこういう動きになりますよということですね。はっきり言

いまして、今日残ってる皆さん方、退職されるまで給与に触らないということは何の

痛みも感じないということなんですよ。これ一つ試算出てますが、３３年にはどうし

ようもないよ。当然大幅にもっとカットしなきゃならん。住民に対しては、いろんな

使用料の負担増もお願いせないかんし、更に補助関係から、相当な痛みお願いしてい

くわけですよ。その時に、それを執行する一番大元の市役所の中が定年退職の皆さん

ご苦労様でした。我々は、後は６人に１人しか新人が入りませんので、我々は給料は

安泰ですと。何の身を切ることも、血流すことも無しに相当厳しい行政改革やらない

かんと。できますか。住民にどういう説明していくかということで、１０年先一挙に

できんとしたら、５年先で約２．５％金額で下げるように計算してますわね。という

ことは５年遡って今年、来年から２．５ぐらい。２．５っていったら一人月１・２万

になりますか。皆さん方高額所得者がそこで５万負担すれば、若い人は下げんでもい

けるぐらいの。まあ、どういうカットの仕方があるか分からんのですが、執行する責

任者の下で、市長以下、鳴門の例もありましたように、やはり幹部から自分たちの血

を流していく。流した上で、住民の皆さん何とか協力お願いしたいっていう。これは

一つ姿勢の問題です。ということで、上野さんおっしゃったけん、私も大賛成ですし、

また適正委員会に話伝えておいて下さい。これ１点目でちょっと長くなります。すみ

ません。ここへ出てくる数字がね、いかにもええかげんじゃなと思いよんです。って

言うのは、人件費、１８年度で５１億１千万でしょ。最後に、２７年度で４０億９千

万。約２０％下げてますわね。人員削減計画見たら３０％から３４％下げとんですよ。

５年後見ても人員は１２％下げとんのに給料は２．５％しか下がってない。というこ

とは年とって高給の皆さん方退職した後、若い人６人に１人入れていきますが、人件

費上がる計算これやってるわけですよね、１人あたり言えば。これ言よる意味分かり

ますか。単純に人員削減計画と人件費の増減を言ってるだけです。ていうことは、ま

ず数値の置き方自体ね、非常にええかげんに置かれてる。これが１点。からめて、も

う一私分からん点ありますんでお聞きします。今日、財政シミュレーション頂きまし

た。それよりか何回か前にこの資料頂いてるでしょ。これは新市まちづくり計画書。
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合併協議会の時の。これは早くから出回って、我々委員にも配っていただいて。これ

の最後のページにね、歳入歳出、いわゆる財政計画あるんですが、この数字と今日出

てきた数字全然違うんですよ。これ合併前から変わってくるの当然でしょう。１点だ

け絞ってお聞きします。一番問題の地方交付税。以前の試算では１８年度は１００億

強。今回のは１２０億強。このあたりはまだいいんですが、５年後の２２年度になり

ますと、合併協での試算では８２億になっとんですよね。これは今日出たのは１２６

億。そして最後の２７年度には６６億円減りますよと。はっきり言って一つの脅しみ

たいなもんですが。それが今日のは１１０億ありますよと。この間に、毎年３０億か

ら４０億の交付税の金額が変わってきてる。これちょっと委員は早めにもらってます。

見てる方もおられると思います。地方交付税についてだけちょっと説明して下さい。

どうしてこうなったのか。 
来見財政課長：地方交付税についてご説明致します。一つは、前の財政計画の中では、生

活保護費に係る基準財政需要額につきましては、国・県の補助金と地方交付税で１０

０％まかなわれますので、その部分は前の財政計画には含まれていません。その部分

がまず６億８千６百万円あります。それから、交付税試算する上で、公債費の話をし

たと思うんですけれども、１７年度の公債費、相当地方債借りてやってますけれども、

その部分も全然前の財政計画では見込んでなかったということもあります。それとも

う一つは、今年度の地方交付税がそうなんですけれども、去年より１０億増えとんで

す。去年の総額９９億より１０億円。生活保護費の関係が先ほど言いました６億８千

万。それから国庫補助金負担金の９千２百万、地方債の償還も先ほど言いましたよう

に２億７千６百万円。そのように増えているわけなんです。その分が含まれています。

ですから、１８年度時点の見込みが前の計算ですとほとんど横ばいだというやつが、

実際には公債費の償還分もありますけど増えてると。もう一つ、臨時財政対策債とい

う地方交付税を補填するための赤字地方債があるわけなんですけれども、この部分に

ついては、交付税のほうで１９年度からは見らせて頂いてます。平成１８年度は７億

２千２百万あったわけなんですけれども、その分については、全部地方債で見るんで

なしに、交付税のほうで見らせて頂いてます。先ほど地方債の借入の話をしましたけ

れども、そのようなことで総額がこのように増えているということなんです。実際に

はですね、この行政経費、地方交付税の行政経費についきましては、１０年間で１１

億程度減るような形で試算しております。それからまた５年間で２０億ぐらい経ると

いうことで試算してますんで、その数字になってます。ですから、前の財政計画が、

私も入ってたんですけど、ちょっと厳しい数字が。実際には、この前も財政課内で話

をしたんですけれども、このぐらいの数字が妥当だろうということで、今後の５年間

の地方の歳入歳出一体改革の率を見込んで試算してますんで、今回のほうが良いだろ

うと思っております。以上です。よろしくお願いします。 
矢野委員：来見課長ね、今おっしゃった個々の金額も出てましたけども、もう１回よく見
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直ししてみて下さい。なぜか言いますと、５年後、平成２２年度で言えば、合併協の

時出たの８２億円。今日の出たの１２６億円。４０億違うんですよ。歳入が今日は一

挙に４０億増えたんですよ。私、これずっと見せてもらって、これを元にいろいろ考

えよったんですが、今日の見てびっくりしました。これが２２年度４０億円。その前

の２１年度のやっぱり４０億円ぐらい。３０億４０億って金額が一挙に増えてきまし

たんで、これはすばらしいなと。ってことは、課長ね、借金しました。その借金後ほ

ど交付税で補填くれるという説明ありましたわね。あれが最初の合併協の時、入って

なかったんじゃないですか。３０億・４０億って言ったらその金額です。６割。収入

に入ってなくて、支出の借金支払いのほうには入ってる。今日のと比べたらそういう

ことになるんですよ。今日のは収入のほうにも交付税として上積みしてくれてる。当

然だから借入、返済のほうにもそれは上積みして入ってる。だから今日のが正しいだ

ろうな思って、あまり問題視すること無いと思いますが、それは確認の上で、これ皆

に配って。こっちのほうがよく出回ってますよ。こういう資料が出てきて、どれを参

考に考えたらいいのかないう時に、迷うっていうより、迷う以前の問題です。ってい

うことは私、先言った人件費で人間が３０％減っとんのに、給料は２０％しか減っと

らん。どういう試算しとんだと同じことなんですよ。これが２点目です。それと最後

１点にしますが、そういう形で以前のに比べますと、収入は３０億・４０億増えてま

す。毎年。そして比べてください。支出のほうも無造作に当初の計画より毎年３０億・

４０億増やしとんですよ。以前の歳出計画はなんだったんかと。人件費も増えてます。

物件費も増えてます。増えてないのは普通建設事業費が増えてない。公債費も若干し

か増えてないとして、補助費も増えてる。収入が増えたから歳出も約３０億ぐらいポ

ンポンポンポン増やして、今日の計画出てるわけよね。そして１０年後には基金も何

もかもありませんよ。３０年後にはこうなりますよ。さあどうしましょう。非常に中

途半端な資料しか出てない。来見さん言い訳でおっしゃってました。これは正規の計

画を策定する前のたたき台だという説明ですが。これから減らしていかないかんのだ

と。財政担当者であれば目標。ここまで減らしていかないと、とてもじゃないけど改

革できませんよ。各検討部会はここまで減らした検討してくださいっていう金額を提

示していくのが財政の役目じゃないんですか。逆なんですよね。そういうことを含め

て、一番、国で言えば財務省。一番主要ポストです。こういう財政計画やる時、財政

担当のほうでこういう資料しか出せない。全体リードできないとしたら、誰がやって

いくわけですか。市長は、はっきり言ってこんな細かなことわからんのですよ。今後

本当に進めていく上で、そのあたり十分に反省しなおして見て下さい。本当にあなた

たちは重要な位置におる。時間が長くなりますが、もう１点だけ言わせて下さい。合

併特例債１３０億を使う計画です。それをこの１０年間で使ってしまう計画になって

ます。建設のほうで１００億。積み立てで５億ずつ積んだやつを２７年度ではほぼ０

になってしまうような。このままの計画だったらですよ。このあたりが一番勘違いさ
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れとんじゃないかと気になる、心配します。ということはね、合併して、合併のメリ

ット生かしていろんな経費を落としなさい。その代わり交付税は１０年間落ちないよ

うに配慮しましょうと。これでなんとか我慢して、特例債２００億っていう権利あり

ます。三好市。この２００億は何のために使うかって言ったら、さっき言った３３年

以降、１５年後以降ですね、１５年先とんでもない事態になるっていうのが分かって

るから、その時にどんなに自立してやっていくんか。国はできんよ、そんなには。そ

のために２００億使っていいですよと。７割補填しましょっていう話じゃないんです

か。これだったら１０年間延命した中ですべて使い切って、トントンでなんとか延命

できたな。３・４年しか生きれんかったのが１０年生きれたなっていう計画なんです

よ。それから更に５年先は知りませんよっていう。これがそのまま正規の計画になれ

ばそういうことなんですよ。何のために合併したのか、何のために特例債あるんか、

基本的に考え直してください。これはまだ出てきてないいろんな検討部会の中、財政

として厳しく捉え直して、それを検討部会に伝えてもらいたいと思います。合併した

意味を全然これでパアになってるんです。以上です。 
来見財政課長：それでは質問にお答えさせて頂きたいんですけれども、まず、物件費・扶

助費等の全体計画の中なんですけど、前の財政計画ですね。この中ではもう目標数値。

例えば、物件費は大体５％減だとか、維持補修費は３％減で、それが目標数値だとい

うことで入れたんですけれども、実際にはですね、繰出金とかそういう数値は、今回

の場合は各課で調査をいたしまして、実際に繰出金。特別会計への繰出金が実際には

どういう風に動くんだという風なことを調査いたしました。前の時には単順になんぼ

かかろうがマイナス何％だという風なことで入れたわけなんですけれども、今回の分

については、行財政改革推進室のほうで調査をして、ある程度、各課における本当の

数字を入れてもらったということで、大分数値が違っているようなことが出ておりま

す。それから地方交付税につきましても前の資料を見てみますと、例えば池田なんか

は５％とから６％の見込み。公債費の話は別なんですけども、町村によってバラバラ

だということもあって、厳しいこともあってそういうことになっとんだろうという風

に思うわけなんです。人件費の話が出ましたけれども、それについては矢野議員さん

言われるとおりで、このまま数年間を置きますと１０数年後の職員については、一挙

に何％カット、１０％カットという時代が来ると思います。ですからやっぱり皆で、

先ほどもありましたように、今から皆である程度は削減していかなくてはならないん

じゃないかということです。それから合併特例債の話が、先ほど建設事業費に６０％、

基金事業に１００％使ってるという話をしましたけれども、基金事業につきましては

やっぱりこれ程有利なものはございませんので全額使って、将来の子どものために使

っていくということでございますけれども、普通建設事業についきましては、ある程

度、公共事業を落とさない範囲で２７年度までは入れたということです。２８年度以

降は類似団体の規模まで、相当落とした形で入れているということでございますんで、
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これについては、今から私たちもどのような事業費にするか等について検討していか

なければならないという風に思っております。全部の質問の答えになっているか分か

りませんけれども。 
矢野委員：お答え、今この場では全部は結構ですんで今のでいいと思いますけど。非常に

考え方、捉え方がどっかで勘違いされてるんじゅなかろうか。７つの検討部会ある皆

さん方が、それぐらいの認識だったら、やはり当初言よったように国に対する作文し

よんじゃなと。そうしか思えん訳です。先ほど言ったこともう１回だけ繰り返します

が、１０年間延命させて上げましょう。そのために交付税そんなに下げずにいきまし

ょう。特例債２００億使っていいですよ。それで１０年後のとんでもない時の手をち

ゃんと打ちなさいよと。自分たちで。これが合併した時の特例債、いわゆる交付税の

対応の原則やったと思います。ということは、１０年後に大変な事態が目に見えてま

す。１０年間は生きながらえました。１０年後に２００億の特例債使って、どうした

ら自分たちでやっていけるんかな。その対策は多分どこでも練ってないでしょ。練っ

てないから財政が１００億を普通建設債にぶちこんでみたり、積み立てに５億ずつし

て３０億出したけど、それは１０年後までに使ってしまう計画になっているし。この

ままでいけばね。どっかで大きな勘違い。本当に行財政改革やって、この１０年間の

話じゃないんですよ。はっきり言ったら。１０年間は国が補償してくれました。１０

年後どうするんですか。それを突っ込んでもっていくのが財政の役目であるし、市長

中心に、もっと幹部の方かもしれませんけど、それに対する対応策を出していくんが。

その一部ですよ。今一生懸命減らせるって言よんのはなね。以上です。 
緒方委員：お答えは要りません。せっかくの機会ですので少し提言をさせて頂きたいと思

いますけども。今矢野委員さんのご質問にあったみたいにですね、交付税っていうの

は非常に三好市にとって大事な財源なんですけども、１年違うと１０億２０億簡単に

動いていくような、そういったような危うい財源でもまたあるんですね。したがって、

全体の見積もりとしまして、やはり厳し目に見積もっていくべきだと思いました。そ

れが１点です。後、先ほどの話でですね、私も勘違いしてまして、やはり平成３３年

まで大体１０８億円の赤字であってですね、一般会計の基金が５１億っていうことで

あれば、やっぱり５７億円をなんとかしなければいけないということになってくるん

だと思うんですね。それが１５年間ですから、１５年で割っていきますと年間４億円

という話だと思うんですけども。これはラフな計算ですけども。そういった年間いく

ら減らさなきゃいけないと。それで人件費なんかは急に減らないでしょうけども、そ

うすると何で減らすのかということを、ある程度財政当局でですね、一定各部会のほ

うに割り当てしていくとかですね、そういった手法なんかもあるのかなといった感じ

が致しました。後、合併特例債に関しても、今矢野委員からあったみたいにですね、

めい一杯使ってるところって多分あんまり無いんじゃないかと思いますんで、そこも

いろんな他団体の状況見ていかれたほうがいいんじゃないかと思いました。後ですね、
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普通事業費に関してですね、単年度借金の借入４０億円をアッパーにしてるって話で

すけども、これが目標として良いのかどうかというのもよく見ていったほうが良いん

じゃないかということも思いました。後、１９年度以降、臨財債をですね、交付税で

見てるっていう話がありましたけども、これが一般的な方法なのかどうかっていうの

もちょっと確認していったらどうかと思いました。最後もう１点ですけども、先ほど

真鍋委員の時にですね、落札額との差額で余ってきた分を補助金返せないんで、結局

事業費の道路の延長とかに使ってとか話ありましたけども、僕始めて聞いて面白いな

と思ったんですけれども、もしそういったことであればですね、事業費の管理ってい

うよりも事業量管理をすべきじゃないかと思いますね。ですから向こう１０年間で事

業費を何億円ってことじゃなくて、向こう１０年間で、例えば道路延長何キロって決

めていってですね、それでその例えば８年で達成すれば翌年９年１０年はしないとか

ですね。そういう事業量管理の手法なんかも導入するべきなんじゃないかということ

も思いました。以上です。 
西川委員：財産の収入なんですけど、ちょっとこれの内容を知りたいんですけど。 
事 務 局：市の財産収入なんですが、それぞれの市の所有の土地の貸付料の収入という風

になってます。駐車場の収入であるとか。そういった形の収入を見積もっています。 
西川委員：山林なんかはどなんなっとんですか。 
事 務 局：地目のほうは出てないんですけども、それぞれの所在地しか出てないんですけ

ども、山林ですと通信設備、中継所とか、そういったところの土地の使用料、そうい

ったものの収入とかはあります。 
西川委員：今からなんですか。検討部会で検討するのは。財産収入は。 
事 務 局：そうですね。今からになります。 
伊丹会長：いろいろとご提言なりご意見を頂戴致しましたが、行財政改革につきましては、

この財政の将来の仕組みを作り上げるっていうのが、全てに亘って関連をしてくるこ

とだろうと思いますし、また、人件費の問題等もございますけれども、これにつきま

しては、検討部会の責任者が今日はお見えになっておりませんので、また次回そのよ

うなご質疑も頂ける機会があろうかと思います。 
来見財政課長：１点だけ。先ほど地方交付税を甘く見とんじゃないかという話の中で、ち

ょっと１点だけ話させてもらいます。１８年度の一般行政経費を１０７億８千７百万

見てます。それから１０年後、９５億７千３百万円。約１２億２千万円見てるわけな

んですけど、これ地財計画と同じ率で落とした形で見ているわけなんですけれども、

三好市の場合には償還のやつが、１７年度に急激にやってますんで、その分が相当あ

るということでこういう形になっとんです。ですから、一般行政経費だけを見てもら

いますと相当落としているわけなんです。その辺はちょっと、償還費と一緒に入って

きますんで。ちょっと増えた形でおかしい、そんなにあるわけないという話が出てま

すけども、もう一度きれいに精査させて頂きたいと思います。よろしくお願いします。 
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伊丹会長：今、市当局のほうからあのようなお話がございましたですが、この問題につき

ましては、まだまだご質疑もあろうかと思いますけれども、時間が相当更けておりま

すので、この件につきましてはこれぐらいで締めくくらせて頂きたいと思いますが、

よろしゅうございましょうか。それでは、その他の件につきましても、もうおきたい

と思いますので、次に第４の第５回の委員会の開催日程等につきまして、事務局のほ

うで素案があるようでございますので、担当者のほうからご説明をさせて頂きます。 
事 務 局：それでは説明させて頂きます。今日の資料の２枚目にカレンダーを付けており

ますけども、当初予定しておりましたようにこの委員会、１２月含めまして１０回ほ

どお願いしておりますので、１０月は３回ほど、上旬・中旬・下旬と３回委員会をお

願いできたらと思っております。それで最初の上旬ですが、すぐに１０月２日月曜日

でお願いしたいと思います。会場についてはもう予約しまして、２日もここが空いて

いるということで、この場所、保健センターでお願いしたいと思います。テーマです

けども、今日もちょっとお話の中でありましたけども、アウトソーシング、外部委託

ですね。民間委託について検討部会ありますので、そこから中間報告になりますけど

も、検討課題をご報告させて頂きたいと思います。それと今会長が言いましたように、

人件費については、検討部会に名前が入っていませんけども、定員適正化検討部会の

中で人件費についても見て頂いていますので、そこの責任者が総務部長がなっており

ますので、次回は総務部長に出席して頂きまして、人件費に関しても現在の状況です

ね、それを説明させて頂きたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 
伊丹会長：その他、今日確認しておくことがございましょうか。なければですね、次回は

先ほどお話ございましたように、１０月は３回開会をしようと思っておりますので、

１０月２日月曜日午後７時、場所はこの保健センターのようでございます。是非一つ、

ご多用の中ですが、お繰り合わせを頂きまして、ご出席を頂きますようにお願い申し

上げたいと存じます。また後ほど、市のほうからご案内状もまいると思いますし、資

料等も送られると思いますので、十分精査をしてご出席を賜りますようにお願いした

いと存じます。それでは、長時間に亘りまして、ご熱心にご討議を頂きましてありが

とうございました。まだまだ結論的なものも出ておりませんけれども、市のほうに私

どもの考え方と。また、受け取り方、受け取りました感じ方、そのようなものをご提

示できたのでなかろうかと。こう思っております。また次回にも人件費の問題等もご

ざいますので、合関連することであろうと思いますので、どうぞ一つ十分ご討議を賜

りますようにお願いを致したいと存じます。それでは本日の会はこれで終わりたいと

思います。お気をつけてお帰りになって下さいませ。ありがとうございました。 
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