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第５回行財政改革推進委員会会議録 
日 時 平成１８年１０月２日(月) 午後７時～午後９時４０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、志磨 久美子、高平 和代、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) 
    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、新居環境福祉次長、上野水道課長、森行財政改革推進室長 
藤井、西本 

欠席者 漆川 弘美、谷 敏司 （５０音訓、敬称略） 
 
事 務 局：十月に成りまして、いよいよ秋本番という季節になって来ました。今日はお仕

事や家事でお疲れのところ、十八名の委員さんのご出席を頂きまして、本当にありが

とうございます。谷委員さんと漆川委員さんが、ご家庭の事情で欠席をするというご

連絡を頂いています。前回は財政のシミュレーションについてご説明させて頂きまし

たが、その中で人件費等についてご質問が有りまして次回にご説明させて頂くという

お話でしたが、こちらの日程の都合で次回人事関係の説明をさせて頂きますのでその

折に一緒にさせて頂きたいと思いますので、ご了承願いたいと思います。 
   今回は、アウトソーシングについてご説明申し上げますが、市の事務事業について

たぶん具体的に入るのは初めてでないかなと思っておりますので、後ほど担当の検討

部会からご説明申し上げますけども、又ご意見ご提言をよろしくお願いしたいと思い

ます。それでは只今から第５回三好市行財政改革推進委員会を開催いたします。最初

に会長より挨拶を申し上げます。 
 伊丹会長：改めまして、皆さん今晩は。今、お話ございました様に随分こう秋風が肌で

感じるような好季節になりましたが、委員の皆様方にはお見受けする所ご健勝のご様

子で心からお喜びを申し上げたいと思います。本日は只今お話ございました様に、時

節柄何かと大変ご多用の中お繰り合わせを頂まして、１８名の委員の皆様方のご出席

を頂きまして、アウトソーシングについてのご審議ご協議を頂くこと大変ありがたく

思うわけでございます。どうぞ一つ十分なご意見なりご質疑を頂戴したいと存じます。

なお、詰めまして開催を致しておる訳でございますが、本日が第５回目という事でご

ざいます。又、本日は最後には第６回目の日程等につきましてのご協議を賜りたいと

かように思っている所でございます。それでは只今から第５回行財政改革推進委員会

の会議を始めたいと存じます。どうぞ一つご協力のほどよろしくお願い致します。 
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事 務 局：伊丹会長ありがとうございました。本日こちらにおります市側の出席者を簡単

にご紹介いたします。最初に西岡建設部長、次に上野水道課長、高畑産業観光部長 、
合田企画財政部長、渡邉総務部長、新居環境福祉部長、新居環境福祉部次長。それで

は審議に入りたいと思います。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項の規定によりこの会の会長が行うことになっておりますので、伊丹会長にお願

いしたいと思います。 
伊丹会長：それでは、ふつつかでございますけれども只今から会議の議事を取り仕切りた

いと存じます。よろしくお願いいたします。尚、始めに本日もケーブルテレビのへっ

そこニュースの取材が参っております。ニュース番組の取材でございます。ビデオカ

メラ等での撮影をいつもの様に許可をしてよろしゅうございましょうか、御計りをし

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：ご了解頂きました様でございますので、ご協力のほどお願い致します。それで

は会議を始める前にご連絡をお願いをしておきたいと存じますが、毎回申し上げて居

ります様に、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をしておきた

いと存じます。そして、本日の会議でございますけれども先ほどお話ございました様

に１８名の委員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します事ご報告を申し上げたいと存じます。それでは、

会議を始める前に議事録署名者をご指名をさせて頂きたいと思いますが、いかが取り

計らいましょうか。私の方でお願いをしてよろしゅうございましょうか。それでは、

本日の会議の議事録署名者として西川委員さんと藤井委員さんにお願いをしたいと存

じます。お二方どうぞ一つよろしくお願い申し上げたいと存じます。それでは、只今

から本議題の議事に入りたいと存じます。まず一番目のアウトソーシングについてを

議題として事務局から説明をお願いを致します。 
事 務 局：合併協議で民営化による経費節減の取り組み方針の中で三好市の抱える職員数

の課題に対し、具体的検討を行い早期実現に取り組むため行財政改革推進本部ではア

ウトソーシング検討部会を設置し検討を行うこととなりました。現在までの進捗状況

をご報告申し上げ、委員のご意見を承りながら取りまとめて行きたいと思いますので、

よろしくお願いします。この資料の説明ですが状況等の説明を兼ねまして、検討会議

の責任部長であります西岡建設部長と座長の上野水道課長に説明をお願いしたいと思

います。それでは、よろしくお願いします。 
西岡建設部長：今晩は、ご苦労様です。我々、新市になりまして建設部といたしまして取

り組んでいる簡単な事業につきまして先にご報告させて頂こうと思ってます。７２０

平方キロと言う事で皆様方の身近な道路を含めまして、今現在鋭意努力を致しており

ます。ただ、８月に初めての入札を執り行いまして今随時入札を掛けて行っていると

言う所でございます。猪鼻道路でございますが現在１９年度に半ば位から土地買収に
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掛かりまして出来た所から随時２０年度から工事に掛かって行くと言う事で今現在進

行中であります。また、山城町の大歩危トンネルこれに付きましては平成１９年度か

ら用地買収を行い、すべて出来上がった所から随時トンネルを抜いていく約２．４５

キロメートル。そういう形で今現在われわれ鋭意努力しておりますので、またご協力

のほどよろしくお願いを致します。 
（アウトソーシングについて説明） 

上野水道課長： （アウトソーシングについて資料説明） 
伊丹会長： 有り難うございました。それでは、只今から皆様方のほうからご質問あるいは

ご意見等頂戴をいたしたいと思います。 
藤井委員：アウトソーシングの部会の方から説明を受けたんですけども、まず一点お聞き

したいのはアウトソーシングの部会と言うのは、どういう構成で検討されているかと

言う事をお聞きしたいんです。と言うのはこの調理員にしても、それから清掃にして

も用務員にしても実際本当にこれは長年公務として必要だと言う事で行政は配置をし

て来ていたと思うんです。しかしながら、突如としてこの間財政が苦しくなったから

と言う事で切れる所は切って行こうと言う、そして特にこれを見ると退職を待って不

補充すれば何とかここは業務を無くすることが出来ると言うような観点でしか考えら

れないと言う様にしか見れないような気がします。本当に清掃にしても、ほんなら民

間に例えばお願いをするとしても、この７２０平方キロと言う広大な所で池田町内や

そういう国道なり県道網がきちんと整備が出来て人家が密集している地域なら民間も

そら参入するかも分かりませんけれども、例えは東租谷やそう言う風な山間縁々の山

間地域、１軒行けば次の家まで１キロも２キロも行かんと家が無いような地域、でも

サービスはやっぱり市民としては同じ様に提供して行かなければならないと思うんで

す。そう言う中で本当にそこに民間が参入してきちんとした同じ様なサービスを提供

出来るかと言う事も検討に値すると思います。それから、井内支所については住民合

意の問題も出ましたけれども、私の山城町の地域でも先般議会の９月議会でもある一

般質問の中で出てきましたけども、大歩危郵便局の集配業務が廃止になると言う問題

についても何ら住民に説明なしに郵政省が一方的に集配業務無くするとか、それから

ＪＡの支所にしても東西祖谷を無くしたり大歩危を無くしたりして合理化をして行く

と言うふうな事も住民周知が本当に少ない形でやられようとしてます。そういう中で、

本当に井内支所も長年ずっと地域住民の中ではこの件についてもある程度の証明件数

もまだ有るようですから、そのあたり住民合意どう言う風な形でやって行くのかと言

う事もお聞かせを願いたいと思います。まずは第１点目の本当にそのアウトソーシン

グ部会の中で検討するなら、その職場の人が入って本当にどうして今まで直営でと言

うか公務でその仕事がやって来たか、現在本当にこれ今退職を不補充をしてしなくて

もいい仕事かと言う事を、お互いにやっぱりその職場の仲間も含めて議論をする必要

が有るんじゃなかろうかなという風に思いますんで、まあその辺についてお聞かせ願



 4 

いたいと思います。それと三野病院の事について１点お伺いしたいんですが、１５年

度に短期の利益が突出しとります。それから、１７年度に大幅な赤字を出してます。

この辺りはどう言う原因で１５年度の短期の利益が増加をして１７年度には大幅な赤

字に陥ったかと言う事を、これについてはやっぱりこの三野病院を存続させて行く。

それから、市の市民病院としてきちんと受け入れを正常化さして行くと言う観点から

すれば、どしてこうなったんかと言う事をまずちょっとお聞きしたいという風に思い

ますんでどうぞ宜しくその点お願いします。 
西岡建設部長：まず検討部会の構成メンバーですけど、これにつきましては各課から入っ

ておりまして、今申しました、呼んでお聞きした方、７ページにあると思うんですけ

ど７ページにある病院経営、児童館の運営並びに用務員、応接員意外に付きましては

全て課長他課員が入っております。それと、今申しました流れの中で田舎の方が逆に

出来ないんじゃないかと言う風なお話があったんですが、現実的に今現在東祖谷が民

営委託されております。ゴミの収集に付きましては、それから西祖谷に付きましても

臨時職員１名で対応していると言う事で今現在それ以外の所がゴミの収集業務の直営

で行っていると。それと、人員の問題が有りましたが今我々新しい三好市に成りまし

て同じレベルの同等ぐらいの人員の適正な市に対しての人員配置と言う観点から行き

ますと大体約３４０名程度の人員、今現在６５５名おります。これが最終的には同等

の市、同じレベルの単位の市に付きましては３４０人程度が妥当であろうと言う風な

見解が出ております。そういう観点から申しまして現業部門、つきまして直営で行っ

ていくと言う方針を執ればですね全体的な流れとしては本課の職員を切らざる負えな

いんでなかろうかと言う風な話になろかと思います。それが良いのかどうかって言う

の私もちょとハッキリとは申せませんが、ただその辺りの形で財政を整えて行かない

と市の財政はもたないよと言う風な話が有りまして、実は私もあまり好きでないんで

すけどこのアウトソーシング部会の部会長をしております。ですから皆さんその、来

て寄って頂いた上で皆さんのご意見を聞きながらですねこう言うアウトソーシングと

いう形で今現在行っております。只、此間の行財政の委員会でも申したんですが、昔

は土木の世界って言うのは手身と足で行なっとたんですけど最近はもう機械化されて

ですね殆どもう人員が要らなくなった状況ですね。ですから一体何処まで人員を切り

詰めて行ったら良いのかって言うのを私もハッキリした事は分からないんですが、出

来るだけ沢山居るほど市としては潤うもんですからそう言うものを目指しながら、尚

且つそれが民の段階でそう言う周囲の声を含めてですね考えて行って頂こうかと言う

事で現在アウトソーシングの部会を行っています。ただこれにつきましては先ほども

私最初に申した通りですね、これはあくまでも行政サイドの意見でございます。です

から先ほど最初に申した通り民間の柔軟な頭の中でですね皆様方の中でお考えを頂い

てその辺りの答申をして頂けたらと言う風に思って居りますので宜しくお願いします。

それと集配業務につきましては私詳しくないもんですから総務部長から説明して貰い
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ます。 
西岡建設部長：集配業務に付きましてはですね今ここで話するべきで無いもんですから、

ちょっとお断りさせて頂きたいと思います。 
新居環境福祉部長：それではあの三野病院のことで御座いますが、私直接の担当で御座い

ませんが三野町出身と言う事で発言をさせて貰います。平成１５年度のは何故黒字が

多いかって言うのは給食部門を外注と言う事とその年にインフルエンザ等の風邪ひき

さんが多かったそういう事で御座います。その平成１７年度の赤字で御座いますが、

退職者が多かったと言う事で退職金が沢山要ったそういう事で決算がこう言う事にな

っております。 
伊丹会長： 有り難うございました。森本委員さん。 
森本委員：私はまったくの民間ですので今の藤井さんの意見はその立場でお伺いをしてお

いたらええなと思いますが、民間の立場に説明を受けますとやっぱり民間とは違うな

と物の考え方が。これ前回にもある委員さんから発言が有ったように、スピードって

言うものはどう言う風に考えとんかなと。これを見ますとまったく定年で補充しない

と退職で補充しないと其れだけの事かなと。だからトップのリーダーシップが私は問

われるんだろうと思ってます。皆さんの立場ではそういう事は言えないだろうと思う

んですが、やっぱりこう言う事をやって行く時にはトップがそれなりの決断を持って

摩擦が有ろうがやらねば成らんことはやって貰いたいと。そう言う事でないと出来ん

なあと言うのを感じさせられました。そこら辺は返事は回答は要りませんが委員の皆

さんにもやっぱりそれそれ考えてほしいなあと。最後はトップの決断とリーダーシッ

プでないかという風に感じました。 
伊丹会長： 有り難うございました。どうぞ西川委員さん 
西川委員：西川です。短期目標の中でですね単純な質問ですが１から４までの間の事でお

尋ねします。ゴミ収集の業務って言うんですかこれ職員の欠員て言うのが１８年度か

らですねかなり始まるんですが、この配置を検討して１８年度から民間委託を実行し

て行くおつもりが考えが有るんかどうか。それから二番目の井内の連絡所なんですが

機構改革時っていう事も有るんですがこれに廃止すると言う事で御座います。それは

何時の事なんでしょうかと。短期って言うのでそんな長い間でないと思いますが、先

ほど質問も有りました様に地域住民に事前に周知をされておるかどうかと言う事で御

座いますし、三番目の三野病院につきましてはですね経営責任の明確化とあるいはで

すね業務のいわゆる効率化これのちょっとどう言う事か説明を簡単にお願いしたいし、

それから４番目のですね学校給食についてですが学校の統廃合などの将来の計画が示

されてまでとかですね、また学校統合計画策提示って書いてますんでね、まあそう言

うんでこの表のね数字見るん限りではですね、そう感じが見受けれるんですがまあそ

こら辺のちょっと説明をお願いしたいと思います。 
新居環境福祉部長：それでは環境福祉部と言う事でゴミの収集業務についてご説明を申し
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上げます。ゴミの収集業務で御座いますが１８年度から職員が退職すると言う事で御

座いますが、これ１８年度と言うのは１９年の４月１日からやると言う事でご理解頂

きたいとかように思いますんで、あの例えば三野池田となっとんですがやはり定年退

職する言う事で今は何日かと言う事で秒読みの体制に入っとると仕事は精一杯やっと

んですがそれでやっておりますが、ゴミの収集業務についてで御座いますが１９年度

から出来る所からと言う事で取り敢えず三野町エリアが決まっているもので御座いま

すからゴミの収集のやり方収集範囲、あるいは範囲というのは町内の範囲です。それ

はあの飛び地ですから他所へ広げる訳に行きませんが、その収集業員のあり方等につ

いて見直しを進めてですね１９年４月から民間民営化にやる目標で今検討中で御座い

ます。それから後は池田地域に職員配置をしながら随時各旧町村単位で民営化を考え

てやったら良いかと言う事で検討に入っておる所で御座います。 
西岡建設部長：井内の連絡所の廃止につきましてですがこれにつきましては最終には十年

後を目処に合併協ですけど十年後を目処に統一化を図っていくと言う事で御座います

が、現在の状況で行けばですねかなり職員の退職補充が出来ないもんですから６名１

名と言う形での退職補充を行っていく観点から行けばですね、かなり近い将来に相互

指揮が保てないんじゃないかと言う風な懸念を致しております。ただ我々の今建設部

におきましてもですね職員が足らないと言う事で今回３名ほど補充を致したんですが、

やはり支所からそう言う形で支所を残すのか本庁残すのかという話が多分出てまいる

かと言う風に考えてます。ですからそう長くない時期で相互指揮って言うんを無くさ

なければ行財政改革につながら無いんじゃないかと言う風には考えています。それか

ら学校給食の話も含めまして今検討部会で行っているのは、いわゆる以前に耕地委員

さんからもお話が有ったと思うんですが一食当たり２３０円頂いている。で一食いく

らで出来るかというお話があったと思うんですけど、約８００円から１，０００円当

たり掛かっていると一食その辺りの費用がです。ただ食育の観点から子供さんのそう

いう観点から言ってどちらが良いのかって言うのは先ほど申した通り民間に移行する

のが良いのかそれとも行政がやるのが良いのかと言う見極めはする必要が有ろうかと

思います。それと相対的な流れで先程も申したんですが、これはあくまでも行政側サ

イドで考えている事を申し述べた訳ですからこれが良いのか悪いのかと言うのが先ほ

ど申した通り民間の柔軟な考えの下でお考えを頂いて答申を頂けたらと言う風に考え

ておりますので、それ以上我々がこうですという話を今ここで出来る範囲以内には持

っていないということで御座いますのでひとつよろしくお願いします。 
渡邉総務部長：井内の連絡所の事で補足説明させて頂きます。実は合併協の申し合わせ事

項、協定項目の中に三年以内を目処とする事が謳われています。ちなみに２ページに

１６年度１７年度の証明書の発行件数等が実際御座いますが、これで言いましても一

日７件有りますよね証明書発行件数がね。それには２名の職を配置する訳ですけども

１８年度に入っては４月以降１日３件か５件まで減少しております。こうした中で先
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程水道課長から有りましたように１０月１日付で１名体制をとっています。ここの主

な要因業務につきましては証明書等の発行なんですが、市民課の業務と言えようかと

思います。連絡所では今でも印鑑登録なんかは総合支所でなければ出来ない事になっ

ております。ですから１名にしても総合支所の市民課と連携すれば従に対応できると

言う事で御座います。このまま推移すれば合併協の申し合わせ通り３年以内に廃止と

いう方向になるんかなという気はしております。以上で御座います。それと西川委員

さん病院関係の収支の経緯は部長から説明があったと思いますがそれ以外になんか有

りましたか。 
西川委員：責任の事書いてありましたんでお尋ねたんですね。 
渡邉総務部長：１ページですかね。 
伊丹会長：１ページの③の最後の文面の経営責任の明確化ということでしょ。 
上野水道課長：部会としましてはですね市長が兼務という風な形ですので それだったら公

営企業法を全部適用して一般民間企業に準じたような経営をして行くべきではないか

なということで事業管理者を置きましてですね、つるぎ町ですか半田病院も管理者が

居りますのでああいう形でですね運営をして単年度ごとの財政状況がきちっと市民に

対して報告が出来るような形を目指すべきではないかなと言う風な形です。 
西川委員：先ほどの何処もでしょうけど地域の住民に徹底した周知をされておいでるかど

うかと言う事もどうでしょうか。  
渡邉総務部長：合併協の申し合わせ事項に付きまして全市民に連絡が入っているはずです

けども、いよいよ来年から廃止すると言う事が決定した時には当然住民説明会等は開

催して行きたいと考えております。 
西川委員：どうも有難うございました。 
伊丹会長：西川委員さんね資料一番最初に頂きました第三セクター等の経営方針に関する

報告書というのが有りますがね、その１５ページに公営企業と言うのが載っておりま

すのでまた一つご熟読を頂けたらと。それじゃあ森本委員さんどうぞ 
森本委員：三野病院の事なんですが協定書には町立三野病院は現行の通り新市に引き継ぐ

となっております。もう既に引き継がれておる訳ですが。引き継がれたら県立の三好

病院があって人口４万少々でそこに市営の病院が本当に必要なのかどうかと言う様な

検討はされよる訳ですか。そういうのが無くてただ単に三野病院はこういう風にしま

すああいう風にしますと言う様な所の見当から入った訳ですか。引き継がれて現状が

こうで三好病院との兼ね合いがこうだから将来的にはこうするべきだと言うような検

討はされて無い訳ですか。 
西岡建設部長：難しいですね。と言うのは今現在あるやつが市に引き継がれ来とる訳です

から、これが在るべきか無いべきかと言われたら我々も今のところ返答の仕様が無い。

ですから将来的な感覚で皆様方がどう言うお考えによってですね、市民の感情という

のが一番大事になってこようかと思います。ですから我々行政サイドで在るべきか無
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いべきかと言われたらちょっと返答に困るもんですから申し訳ありませんがこの程度

の返事で宜しくお願いできたらと。 
伊丹会長：やはりあの行政のトップがお出でていないと中々この問題については明確なお

答えが出ないと思うんですが。他に何か御座いましょうか。どうぞ上野委員さん。 
上野委員：このアウトソーシング民間委託あるいは民営化と言う事についてはですね大前

提にいわゆる財政の健全化とかあるいは民営化による経費節減の取り組みと言う大前

提が有るわけでその為に民間委託であるとか民営化を検討していると思う訳ですが、

それぞれにですね既におそらく数値が予測されているのではないかと思う訳ですが、

短期目標早期に実現をしなければならない６項目。三野病院についてはなかなか難し

いと思いますが６項目について民間委託あるいは民営化をした場合に現況に比べてど

の程度の経費の節減が出来るのか、まあ額がですね難しければ何パーセントぐらいの

経費の節減に成るということに付いてちょっと教えて頂きたいと思っています。 
西岡建設部長：それにつきましてもね非常に難しい問題でいわゆるあの民間委託するとな

ればですね入札制度ていうのがたぶん出てくると。ですから一つ例をとればですねゴ

ミ収集につきまして全体でいくらで出来ますかという入札制度に成ろうかと思うんで

す。それで今現在人件費含めまして直営でやっている部分のこれ一応例を見て頂けた

ら分かるかなと思うんですが、最初のゴミ収集で委託している東祖谷、臨時職員が賄

っている西祖谷これが大体委託料金に近い状況でないかという風に考えます。それと

直営との比較まあ面積とか量の問題も有ろうかと思うんですがこの辺りでの判断にな

ろうかと言う風に思います。それから先程申しました給食業務、これにつきましても

坂出とか宇多津町ですか今現在委託している所も現状で進んでいるところも在るんで

すが、今申したように一食あたり８００円から１，０００円という形の費用これが現

在２３０円親の方から頂いているのが２３０円になってます。ですからその辺りこん

だけになりますと言う事は私も今すぐは申せないんですが安くは成ろうかと言う風な

判断は出来るんでなかろうかと。ですからここで一体いくらこの民間委託したら安く

なるのかと言われましたら数字的には今の段階では申し上げにくいと考えております。 
上野委員：すいません。数字としてはなかなか出すのが難しいかも分かりませんがおそら

く予測としては高くなるよりは安くなる可能性のほうが高いんではないかと思う訳で

すが、現在あの先般の財政状況の将来の予測と言う風なものから見ましても非常にこ

う厳しい状況が見込まれるわけですが、その場合に先程の森本さんがおっしゃったよ

うな形でやはりもう少しスピードアップをしていかないと破綻目前になってどうしよ

うかと言う事が間に合わない訳ですからやはり現在も余裕がないと思いますけども、

もっと少しでも安くなると言いますかそれを十分検討してですね少しこう民営委託民

間委託等のですねスピードアップをしていかなければならないんでないかと思います。 
伊丹会長：お答えよろしいですね。他に。どうぞ喜多委員さん。 
喜多委員：用務員のことでお伺いしたいと思います。用務員さんで又運転手さんと言うの
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はこれどういう事で運転手が要ったのか又応接員が要ったのか。山城は用務員さんは

今から２０年以上になると思います、今会長さんをされとる伊丹校長先生が山城へ在

籍の折ぐらいでなかったんかと思います。それでも先生方には大変迷惑を掛かったん

であろうと思いますが、それで十分機能を果たしていっておるのにいまだに用務員さ

んがこの三好市内の学校に沢山居られると言う事は実になにでございますが、用務員

さんと運転手さんと言うのは何処の学校に居ってどういう仕事をされとったんかちょ

っとお伺いしたいと思います。 
上野水道課長：只今の喜多委員さんのご質問でございますけども運転手さんは総務課それ

から給食センターそれぞれに配置されとる職名の運転手さん全てという形です。 
喜多委員：ここに運転手さんと書かれておるのは学校だけの運転手さんではなかったんで

すか。 
上野水道課長：その通りです。 
喜多委員：ここの用務員さんの小学校の用務員、運転手、応接員と書かれておるのは学校

関係だけではないんですか。市全体の役場を市長を含めての。 
上野水道課長：その通りです。運転手と言う職名のみで勤務をされとる方と言う見解です。 
喜多委員：いや学校だけに運転手さんが居られるんだったらどういう仕事をして居ったの

かちょっとお尋ねしたかった。有難うございました。 
伊丹会長：関連して応接員て言うのはどういう業務をなさっとるの。 
上野水道課長：名称のみ職名のみが違うと言う事で、確か１名だけだったと思うんです。

応接員て言う方が今の質問は。でいわゆる用務員さんという形で問題ないかなと考え

方としてはですね職名としては同じ様な実務をされています。補足なんですけども職

場につきましては秘境の湯の１名のみ配置されとると言う事です。 
伊丹会長：耕地委員さんどうぞ。 
耕地委員：アウトソーシングの中のですねこの短期目標と中長期目標という形で短期で６

件と中長期で２件出とるんですけども、短期と言うのはインターバルをどの程度３年

位が短期と言うのか５年まで取っているのかこの辺りをお聞きしたいんとですね、や

はりあの出来るだけもっと早いねさっき上野さんがおっしゃったようにですね早い時

期に出来るだけやったほうが良いんではないかというふうに私は思ってるんですけど

も、その辺りについてですねインターバルをどの程度とってるのかお聞かせ頂きたい

んですが。 
西岡建設部長：先程から申しております通り行政サイドで考えた意見でございます。です

から先程申した通り柔軟な皆様方の頭の中でお考えを頂いて答申をして頂けたらと言

う話で、インターバルに付きましては今現在申しておりますようにある程度我々行政

サイドでは退職補充をしないような状況で考えていく言う風な結論になっていますが、

あくまでも行政サイドの意向でございます。ですから皆様方行財政委員の方々からは

皆様方の意向としてですねそういう形の答申をして頂けたらと言う風に考えておりま
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すもんですから、これはあくまでも参考意見としてお聞きをして頂こうと言う事で

我々これ中間発表という形で今日も話をしてる所でございます。ですからこれが最終

的な市の結論と言うものではございませんで行政サイドのアウトソーシングの意見は

こうですと言う形のものは出しておりますから先程申した通り本当柔軟な意見をして

頂いた上でご答申頂けたらと言う事でお話をさして頂いております。 
耕地委員：まあ可能な限りですね前へ持ってくるべきではないかと言う風に私は思います

けども意見として申し上げときます。 
伊丹会長：はい有難うございました。２・３の方々からやはりあの一番最初森本委員さん

からご発言有りましたようにもっとこう行財政改革のスピードアップをしなければな

らんのではないかと、財政の面を見ましてもですねそういうご意見が十分出てきたよ

うに思うんですが。それともう一つは先程ちょっとお話がありましたように行政責任

者の英断と言いましょうかねそう言うような事がなけれは行財政計画のこういう様な

事はアウトソーシングの問題についても中々難しいんでないかと言うよな意見が先程

から出てきたように思うんですが。他にご発言は頂けませんでしょうか。どうぞ藤井

さん 
藤井委員：ちょっとこう今までの全般的な委員のご意見をきっきょったらおそらく委員の

中からお前は行政の中に居るからというご批判も受けるかも分かりませんけども、合

併の中でサービスは低下ささんていう約束で６町村合併したはずなんです。そん中じ

ゃけども確かに今色んな形で財政今まで聞いて来た中でも苦しいというのが分かりま

すけども、何だかこのサービスを物凄く低下をさせる方向で議論が進んでいるんじゃ

なかろうかと思います。給食の問題しかり本当に子供たち私たち私の子供や孫やにそ

の２３０円で食べさせてお腹一杯になったらそれで良いのかという感じがします。そ

うじゃなしにやっぱり子供達が給食の中で教育の一貫として成長できるような事を、

主としては教育との一貫として責任を持ってほしいというふうな気持ちもあります。

もう１点西岡部長が行政の行政サイドの意見ですと言う事をしきりにおっしゃってま

す。行政サイドって言うのは私も分からんのですけども私も行政の一員になっとんで

すけども、全体的に三好市の行政職員全部がほんならそう言う今の西岡部長が言った

方向で納得しとるかって言えばそうじゃないと思うんです。今給食調理をしよる人か

ら用務員、清掃の人それぞれがやっぱり今の仕事に確信と自信を持って精一杯やっと

ると思うんです。それをその人ら皆が民間でもええわというような気持ちを持っとる

とは私は思っていません。そういうことで、私は行政の一端におる立場で委員になっ

とるもんですから、そう言わざるを得んのですけども、そういう形であまりにも急速

にお金だけを考えるような議論が進みすぎるんじゃなかろうかな、ということを心配

をして意見といたします。それに対して答弁は要りませんけども、私の意見としてお

聞きして頂きたいと思います。以上です。 
西岡建設部長：先程申したとおり、行政サイドの意見と申しますのはですね、いろんな形
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の方々が入りになりましてですね、その上で皆さんの意見をまとめたもので、私の意

見ではございません。それで、そういう流れの中で申したのが、今現在の行政サイド

として答申が欲しいというお話でしたので、こういう形での今現在の中間答申という

形のものでございます。それと、今申したとおり私も食育の観点から直営が良いのか

どうなのかという話でございますが、全体的な全国の流れといたしましたらですね、

例えば、給食を直営でやればですね、食育に関して本当に子供さんのためになるのか

ならないのか。そのあたりの流れから、今現在全国的には給食、ゴミ問題がですね、

民営化になっていっているんではなかろうかという風に考えています。ですけど、そ

れが急速にやるのじゃなく、皆さん方の合意を得ながらですね、やっていくのが良い

んじゃないかということで、こういう答申をしておりますもんですから誤解の無いよ

うにお願いします。 
真鍋委員：今までずっといろんな議論があったと思うんですけども、まず、アウトソーシ

ングの検討部会。先程もどなたかがお話をされておりましたが、アウトソーシングの

内容について、ここに書かれている内容だけという風なことなんですけども、その他

にもまだまだ市全体の業務の中ではあるんじゃないかなという風な感じが致します。

それからもう少し市役所の中の業務も有るんではないかなという風な感じも致します。

原則的に私が考えるアウトソーシングっていうのは、もう今の時代ですから、住民に

対するサービスの部分はですね、全てアウトソーシングしても良いんじゃないかなと。

その方がむしろサービスが向上するんではないんかなという風なぐらい思っておりま

す。それから、まだ市役所の中の業務でもようするに、今西岡部長いらっしゃるんで

非常に言いにくいんですけど、例えば設計だとかですね、最初の基礎設計だとかいう

風なもんでも市役所の中でやるという風なこともあるんですが、例えば機密扱いの契

約をして外へ出すということも可能なんじゃないかなと。最初から。とういう風なぐ

らい、いろんな業務がいろいろ役所の中にはあるんではないかなという風なことが一

つあると思います。それから食育の問題でありますけども、食育とういうのが非常に

今錦の御旗的に扱われて、その食育があるから民営化、アウトソーシングはおかしい

っていうのは、ちょっと当てはまらないかなと。正に食に対する知識の向上だとかそ

ういう風なものを食育と言うんであって、人件費の問題であるとかですね、材料費の

問題であるとかそういう風な問題も一緒になって、全部ひっくるめて食育があるから

値段が安くなったんはおかしいというのは、ちょっと議論のすり替えのような感じが

して、その辺はちょっとおかしいなという感じが致します。それから、やはり時代と

しての背景として、今こういう風な中央集権から地方分権という形で、どんどんそう

いう風なものが流れていく中での経済的な非常に厳しい状態という中ではやはり、今

までに、過去にやってたものをずっと引き続いてやっていく議論というにはもう時代

が変わったという風なことで、頭をそこで変えてですねやっていかないと。過去にや

ってる方の、用務員さんとかですね。小さい頃にはその方々にはお世話になっていた
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わけですから、非常に感謝しているわけですけども、これから先もそういう風なもの

を続けていくのかというと、何か少しおかしいなという風な感じが致します。いろん

な意見でございますけども。 
西岡建設部長：今のご意見ですが、現在ですね、建設部含めましていろんな事業に関しま

しては委託を行っております。それで最初に私お話申し上げたとおり、行政でやらな

ければいけない仕事とそうじゃない仕事の見極めっていうのが一体どこでどういう風

にして行くのか。やはりその辺りは難しい問題があろうかと思います。それと先ほど

藤井委員さんもおっしゃっとるんですけど、住民サービスについてですね、どこまで

どういう形でやっていけば良いのかというのも、今後大きな課題ではないかという風

には考えてます。ですから先ほど申したとおり、私あまりアウトソーシング好きでな

いんですけど、たまたま部会やれということでやっておりますが、ある程度までは住

民サービスの低下しない状況を考えつつですね、やっていかなければいけないものは

やっていかなければいけないんじゃないかという風な考えは、個人的には持っており

ます。ただ、今日の簡単な報告につきましてはですね、あくまでも中間報告というこ

とで、我々部会の者１４名が集まってですね、話し合った流れの中で今現在こういう

状況にありますよということでの報告でございます。 
伊丹会長：一番最初ご発言ありましたことにつきましてはね、事務事業の見直しとか職員

の適正化とかいうようなのがまた検討される時期があると思いますので、ご了承いた

だいたらと存じます。 
山本委員：幾つか意見と、それとお聞きしたいことがあるのでお願いします。一つ目は井

内連絡所のことについて先ほどらい、質問があったりご答弁があったりしてて、私も

聞いててよく分かるんですけれども、合併協でそういう話になったからと言えば私も

話が言いにくいことになりますが、それはちょっと置いといて頂いてですね、状況的

に言えばですよ。別に連絡所とか、今は連絡所の問題だけども、将来的に機構改革に

なると他の支所の話にもなってくると思うんですが、証明書を取るためだけに役場が

欲しいわけでもないし連絡所が欲しいわけでも無いと思うんですよ。何回か前にも私

言わしてもらいましたけども、同等市では３５０人程度が職員さんの適正じゃってい

うことを何回もおっしゃってますが、同等市のところに秘境は無いと思うんですよね。

人数が同じかも知れんけど、広さとか、自慢じゃないけどこの三好市には秘境がある

んだよっていうことも考えてほしいし、もう一つ飛び地があるのよということもある

から、そういうことを考えて支所なんかは、合併協の時には１０年ぐらいしたら統合

してもしゃあないはなという話もしておりましたけれども、別にそういう事だけで、

証明書だけ取るんだったら、パソコンでこの頃、これからしていくんじゃないんです

かっていうこともあるから、そうじゃなくて、住んどって本局まで行けんけど役場に

こういうことがあるんですよっていうことを、もの言うためにもその支所っていうの

は必要だと思うんですよ。電話だけでは話にならんことも沢山ありますから。そうい
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うことも考え合わせていただいて、支所のことについては機構改革の時にそういう意

見もあったよということを忘れずにいていただきたいなとまず思いました。それから

ですね、ようけあるんですよ。この前休んどったから。それでですね、４番目の学校

給食のとかそういうことについて、先ほどらい質問あがってましたけど、私もアウト

ソーシングについてはどちらかといえば、合理化していくべきはしていくべきだと思

うんです。しかも早いうちにしたほうがええと思う。だけど、学校給食なんかはでは

高平委員さんが前にも出して下さったように、いろんな問題があります。こういうこ

とがあるんですよということを出して下さいましたよね。いろいろ文書で。そういう

ことをですね、入札時にこういうことが条件ですよって初めから言えないもんですか

ねっていうことをまず前提に。例えば給食だったら地産地消でお願いしますとか、そ

れで約束してね。そういうとこでなかったらうちはできないのよとかいう風なことが、

初めから言うてもろとくとか、そういうこと出来ませんかっていうこと。それから、

１ページ目のところで、全体的に地元団体とか民間委託とかっていう風に書いてあり

ますけど、５番の児童館だったら地元団体等を指定管理者としてって言うけど、この

地元団体ってどこって思うし、後、児童館なんかも民間委託って書いてあるけれども、

民間委託っていうのは具体的に言ったらシルバーとかそういうところを考えたらええ

んだろうかとか、それから、違う話になると、中長期になると先ほどから出てますよ

うに退職者が出ても入れませんよと。でも指定管理者制度を導入するとか民間にする

とかっていうような間で、その期間退職者が出たからってといって入れなかったらそ

この保母さんなりなんとかでやって行けるんですかとか、養護員さんでやって行ける

んですかていう問題とかどんなんでしょう。他のやつだったら退職者が１８年には何

名とかいう風に出とるけど、老人ホームとか幼稚園のほうには出てないので、ちょっ

とその辺とかも教えてもらえれば考えやすくなるんじゃないのかなと思ったりもして

おります。私は決してアウトソーシングが反対とかじゃなくって、やるべき事はドン

ドンってやっていったほうがええとは思うけれども、そういったところをもう少し教

えていただきながら、これみてくれてる方も沢山おいでるだろうから、そういうとこ

ろもやっぱりもう少しきめ細やかにやっていただけたらと思います。私の質問したと

ころ分かりましたでしょうか。聞いたところ。幾つか言いましたけど。 
西岡建設部長：まず支所につきましてですね。これにつきましてはおそらく今の段階で行

けば、人員の配置がどういう風になっていくのかによってですね変わっていくんでは

なかろうかという風に思います。我々の建設部を取りましてもですね、例えば東祖谷

の支所の方を１時間かかって本庁まで来て欲しいと。通勤して。通ってまた１時間し

て現場へ行って現場で１時間見て１時間して帰ってくると。こういうロスっていうの

は非常に難しい問題があろうかと。ですからこれにつきまして、最終１０年って言っ

てますけど、１０年でもよう統合しないんじゃないかと。まして先ほど申したとおり、

住民サービスの低下っていうのを招く恐れがある部門につきましてはですね、市民課
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とかいろんな形で考えていくべきでないかなという風に考えてます。支所につきまし

てはその程度しか私も分からないんですけど。給食の問題ですけど、この入札制度、

私も実はいろんなところ調べてきた経過もありまして、これにつきましては地元の食

材で、尚且つこういう材料でこうして下さいという資料を明記し、尚且つ配送までの

時間とかがあるみたいですから、我々の地域、７２０キロ平方メートルにつきまして、

１箇所で調理して運べるだけの時間は少ないだろうと。ですから調理した後２時間以

内に食べなければいけないという風な規定がありまして、これも全てを１箇所で統一

化してセンター化するっていうのは非常に難しい地域性があるように思います。それ

で先ほど申したとおりもし外部委託するということになれば、かなりまで市のほうが

細かい点で指定をして行っているのが、今民間委託している場所の現状という風に認

識してます。それから幼稚園とか保育所とか老人ホームの職員の話なんですが、これ

につきましてもゴミ問題等と同じでですね、ある程度職員の方々が退職したら配置転

換というか人事異動を行ってですね、その上である程度委託していく部門、直営でや

っていく部門というのを随時見ながら、そういう流れの中で民営化していくという風

なことも考えられるんじゃないかなという風な話し合いを今現在しております。です

から、何回も申すようですが、我々行政サイド本当に、こうしたら良いんじゃないか

なというぐらいの感覚の元で今やっている訳ですから、皆様方がどういう観点で思わ

れているのかっというのとはちょっとニュアンスの違う面もあろうかとは思うんです

けど、今現在我々がやっているのはそういう形でやっているということでご認識いた

だけたらと思います。 
事 務 局：後ですね。児童クラブの指定管理者の問題があったと思うんですけども、これ

は直接の担当ではないんですけども、聞いた話によりますと大野児童クラブ、山城児

童クラブ、池田児童クラブが指定管理者で運営委員会というところに委託しておりま

すけども、この運営委員会といいますのは、学校とＰＴＡが共同で設立いたしまして

そこの児童クラブを運営していくと。急遽作ったような団体らしいんですけども。本

来なら三野町がされてますように、社会福祉協議会等ある程度の決まった団体の方が

良いんじゃないかと思いますけども、指定管理者急いだ面で運営員会という学校のＰ

ＴＡと学校の先生等で組織をしまして、児童クラブを運営していくという風な形にな

ったみたいでございます。 
森岡委員：事前に配っていただいた資料と自分なりに調べてみたことで、ちょっとメモ書

きしたものがあるのでそれを言わせていただきます。資料で頂いたように６項目がア

ウトソーシングの対象として検討されているということですが、どのような形で委託

するのが望ましいか。委託した場合にどれ程の効果が期待できるかについて、詳細が

不明であるということで、上野委員さんもおっしゃったんですけれども、何か具体的

な資料というものがあれば公開できる範囲でご提示をお願いしたいと思いました。例

えば、一部だけアウトソーシングするのかその部分を全体アウトソーシングするのか
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とか、そうした場合に具体的な数値ではなくてもどういった効果を上げる目的でやる

というようなものがあればもう少し分かりやすいかなという風に思いました。それと、

ちょっと調べた中で、アウトソーシングでの主な問題やトラブルとして、サービスの

質が思ったよりも低かったとか、実施する前よりもコストが上昇してしまったという

ことがあるということですので、こういった面についても、もしそういったアウトソ

ーシングをするのであれば、契約のときに明確に内容を挙げるように検討していただ

きたいという風に思います。これで逆の効果が出てしまったのではアウトソーシング

事態が成功したとは言えないのではないかなという風に思いました。他の自治体では、

夏ごろにもニュースになったんですが、指定管理の委託による施設での死亡事故の発

生とか、保育部門の委託計画に保護者の方が猛反発をしているということで計画が頓

挫しているという実態があるみたいなので、それについても実際にアウトソーシング

をした場合のメリット、デメリットというのも吟味をしていただいきたいなという風

に思いました。先ほど、西岡部長のご答弁にもあったんですけど、給食部門について

はやっぱり一定時間に運ばなければいけないというのを私も聞きましたので、このこ

とについては、例えば配送部門の委託であるとか、調理場自体はやっぱり点在しなけ

ればいけないと思うので、それを全部委託するのかということも含めて考えていかな

くてはいけないのではないかないう風に思いました。それと自分ごとなんですけれど

も、役場に入ってから何年か経つわけですが、どうして公共サービスが発生したのか

ということと、現在も公共サービスである必要があるものは本当に全く無いのかとい

うことと、そもそも自分自身、公務員とはなんだろうかということをよく考えます。

外部委託化の流れというのがかなり進んでいるので、自分が不要物であるようなレッ

テルを自分自身貼られているんじゃないかなっていうことに悩んだり苦痛を感じてい

ます。お昼休みとか仕事帰りにスーパーとかで買い物をしていると、住民の方からい

ろいろな相談や問い合わせを受けることが度々あるんですけれども、自分の担当では

ない内容のお話を聞く場合にも、その方にとっては役場の人として認識をしていただ

いてるのじゃないかなという風に思っているので、そういった住民の方の気持ちと言

ったら何か変なんですけれども、そういった部分も考慮してアウトソーシングについ

て検討していかなくてはいけないのではないかなという風に思いました。以上です。 
西岡建設部長：上野委員さんからも話があったんですけど、これ入札したら一体いくらに

なるかっていうのが分からんわけですよね。この事業自体をやった場合にですね。そ

れと、給食についてもですね、おそらく一箇所では難しいだろうという風な話になろ

うかと思います。ただ、値段はおそらく９割９分高くなることは無いだろうという風

に考えます。値段的な話になればですね。それと、細かい点で指定管理者制度の問題

ですが、これにつきましても、今現在指定管理者制度でいって安くなってるって部門

はかなり少ないなという風に感じてます。ですから、これにつきましても、旧町村か

ら受け継いできた業務をそのまま旧の町にあった団体に指定管理を委託しているとい
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うことで、今後ここらあたりもですね、どういうような形でやっていくのか。入札に

するのかどうするのか。そこらの話が多分また出てくるんでないかという風には感じ

ます。それと公務員の論理の話になってきたら、私はあまり考えたこと無いんですけ

ど、やはり私がやっている、入って私も３０数年になるんですけど、建設事業畑ばか

り歩いてきまして、やはりその地域のために一体内をしてあげれるんか。地域の人が

何を望んでいるのか。それに対して出来る限りの業務に対してお答えしていきたいと

いうことで、今まで頑張ってきたように思うんです。ですから、その辺りは皆さんマ

チマチかとは思うんですけど、私はそのつもりで今まで公務員をやってきたという風

に認識してます。後、細かい点で私も分からん面があるもんですから、私からはこの

程度に。 
伊丹会長：いずれにしましても、私の個人的な考え方としてでもこのアウトソーシングは

避けて通れない問題だと。そうは思います。そういう意味で今日せっかくの議題とし

て出ておりますので、まだ時間がございますのでご発言を頂けたら。 
高平委員：今、給食関係についても、私も西祖谷なんで西祖谷のことしか分からないんで

すけど、西祖谷の給食センターのほうは、中学校の寮のほうに教育委員会があった件

も含めて、給食センターが寮の中にあったんでね、給食センターの人が学校間を移動

するので、今現在役場の教育委員会のほうは支所のほうへ移動してるんですけど、支

所を経由して各学校へ文書通達とか、その他学校からの教育委員会への通達とかも含

めてやってるんですよ。給食の配送だけでなく。ですから、そういうのも含めてやっ

てるんでね。ただ単に完全に給食センターを単独にした場合、この学校、教育委員会

からの通達関係が全部、各単位になってくるんでね、先生方の負担も増えると思うん

ですよ。ただでさえ本当に現実私ら子供が行ってるんでね、学校へしょっちゅう行く

んですけど、殆ど事務やってるんです。学校の先生は。３時半ぐらいまでは授業なん

ですけど、それから後は殆ど、うちのほうの学校は先生が協力的なんで４時半ぐらい

まで子供らを遊ばしてくれるんで、共働きの親には助かってるんですけど、殆ど学校

の先生は学校に子供がいるのに見えないんですよ。もう事務が殆どなんで。でも事故

があった場合もあります。現実。それに関しては親のほうは子供が、言うたら本当は

帰らなければいけないのに学校で遊んでたんでっていうのは多少。そういうところも

見てるんですけど。これ以上あんまり先生に負担をかけると教育のほうもずれてくる

んで。そこら辺も含めて考えていただきたいんですけど、それ以外で今もアウトソー

シングの話してたんですけど、そういう外部委託できることは外部委託をどんどんし

ていこうっていう風なのもあるんですけど、やっぱり昔からの公務員の感覚って言っ

たら失礼なんですけど、予算がこんだけ計上できたからこんだけを使わなければいけ

ないとか、そういうところが多少あって。現実ちょっと今、私資料として持ってきた

んですけど、今年の敬老会の敬老者への文章なんですけど。婦人会の人、役員会しま

した。現実この資料必要なんだろうかという意見が多数あったんです。市になって初
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めての敬老会なんで、市民課のほうも多分力が入ったんだろうと思うんですけど、こ

れだけだったら別に問題は無かったんです。今年は力が入ってるなぐらいでよかった

んですけど、これが各支所に１００部以上残ってるんですよ。必要かどうかっていう

のをともかくとして。この資料、事務局のほうにもその話をしたんですけど、作るの

は確かに何百部単位ですので、必要じゃなくてもこんだけ作ったら同じ値段っていう

んだったらいっそそれ作るかっていうところが多少あるんです。現実、そやけどこれ

作ったら処分もしなければいけない。これは何処がするかっていったら、やっぱり市

がリサイクルなり焼却処分なりしなければいけない。そこまで考えて、市民課のほう、

市民課って言ったら失礼なけど、官公庁全体的に見直していただいて、アウトソーシ

ングも必要で、必要なところはどんどんしていかないかんけど、内輪の細かいところ

も、もっと締めていくような話をしていってもらいたいと思うんですよ。それについ

てどうでしょうか。 
伊丹会長：後段の事務事業の見直しね。これはまた次の機会にね、先ほど真鍋委員さんか

らご発言ありましたような事務事業の見直しの議題でね、会議が開かれるようでござ

いますので。 
渡邉総務部長：印刷の関係ですけども、私も担当部署じゃないんですが、知ってる範囲に

よりますと対象者数プラスαぐらいは印刷したようです。ですけども、対象者全員に

お配りできてないんでないかということです。敬老会に出席された方には配っており

ますけども、それ以外、出席されてない対象者の方にお配りできてないっといった実

態があるんじゃないかということです。それが各所に１００部とか余ってると。そう

いう状況になってるんじゃないかなという気もします。 
高平委員：西祖谷の場合は今から。明日敬老会なんですよ。そしたら一端頂いて全戸配っ

たんです。それに且つ１００部余ってるんですけど。それに関してはどうでしょう。 
渡邉総務部長：それは配送間違いでしょうね。そんなことないんですよね。全戸配ってま

だ余るということはまず考えられないんですが。多分数え間違いだと思います。それ

とですね、給食センターのことがよく議題にあがるんですけども、正にアウトソーシ

ング検討部会でもまだセンター化が良いのか、民間委託が良いのかはっきり決まって

いません。今、小学校が２３０円とか中学校が２５０円で給食やってますけども、保

護者から頂いている給食費は正に材料代だけなんですよね。それを民間でやってその

まま出来るかっていったら大きな疑問があるんです。給食費を人件費や施設整備とか

メンテナンスとか、全部含めたらその３倍とか５倍とかとんでもない額になると思う

んですが、民間であればそういった施設整備、人件費も全部加味して給食費を設定さ

れるんですよね。ですから今よりも安く私は給食が民間で出来るとは疑問があります。

それと１ヶ月前に栄養士さんがきちんと１ヶ月献立ですね。年齢に応じた栄養のバラ

ンスなんか全部考えて、その元に給食があるんですよね。そこの件に関しましては、

民間に１年間の献立渡してこの範囲でやるんでよ。２３０円でやってください。２５
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０円でやってくださいって言ったら、私は多分民間で受ける方はいないと思います。

ですから、このアウトソーシング、６項目ありますけども、安易に外注するんじゃと

いうことが決まっているわけじゃありません。今そのこと含めて直営が良いのか民間

委託が良いのか。そのことにつきましては、正に住民サービスを第一に考えて、住民

が大きな負担を伴うような改革っていうのはあまり好くないと思うんですよね。まず

はサービス水準をキープする。民間に負担をこれ以上求めない。民間がなんぼでも相

応の負担をするんですよっていうことであれば、民間委託も簡単に出来ると思うんで

すけども、行政はそうじゃないと思うんですよね。まず第一に民間ありきの行政サー

ビスを考えると。その上で直営が良いのか、民間委託が良いのか。そういうことを真

剣に議論すべきであろうという風には考えています。以上でございます。 
山本委員：先ほど高平さんのお話があったとこなんですけども、別に高平さんはそのこと

一つのことを言いたい訳じゃないと思うんですよ。フォローすると。１００部余った

からとかいう話じゃなくて、所内で他のことでもそういうことが行われてませんかっ

ていうことだと思うんですよ。だからアウトソーシングのことも、もちろん考えなあ

かんけんど、でも中のほうでもうちょっと締めるところは締めてもらえんかなと。そ

ういう話し合いは出来ておりますかっということを、多分お聞きになったんじゃない

のかと私は理解しとんですけども。そいうこともあると思うんです。先ほどそこで立

ち話しよったのも、やっぱり所内の、次の時にその事務事業のこともするということ

だったんですけれども、それ以前の話としてですね、アウトソーシングの話もきちん

とせないかん。その中でもう一つしてもらわないかんのは、やっぱりソフトの話だと

思うんです。こんだけ退職者をあんまり入れませんよ。人員減らしますよっていう風

になると、少数精鋭で職員の方頑張っていただかないかんていうことになると思うん

です。私はこんだけ広いとこなので、ほんまに無理を掛けるんだろうなという風に思

います。だからこそ、そういった方たちのほうで、ソフト面、職員の、さっき森岡さ

んもおっしゃったけれども、そういう気持ちの問題とかそっちのほうを育てるってい

うようなことも、やはり同時にしていかんかったら、薬一生懸命飲んで、アウトソー

シングっていうくすり一生懸命飲んで、結局、昼夜問わず働っきょるみたいな、なん

か何しよるんやら分からんというような形になってもいかんので、その両輪がなかっ

たら私はいかんのでないかなと思うんです。頼むべきとこは頼む。でもうちで出来る

ことはうちでする。それで私ら市民として何が出来るんかっていうのはまたここで考

えないかんことなんかも知れませんけど、片方だけこうやって突き詰めていって、そ

れでもまだ皆の意見を聞かな分からんのですわっていうようなんでも、またそれはな

んのことにもならん。早よせないかんことは早よせないかんことやしということで、

やっぱりそれは英断もしていただかなければいかんなという風にも思います。また、

職員の方やって市民なんですから、同じ市民という立場で考えてもらえれば、このア

ウトソーシングのことについてもなんについても、うちだけで考えよるけんっていう
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ようなそういう話じゃなくて、一緒に考えるっていう立場にもう少し立てれるんじゃ

ないかなという風にも、今回お話を聞いててそういう風に思いましたので、是非、こ

れは要望でかまいませんので、アウトソーシング部会のほうでも、職員さんの内面の

ほう、ソフトの面のほうもどういう風にしていくかっていうことを、少数精鋭でこれ

から頑張らないかん。我々しんだいけんど、ほんでも同じ市民やけんなんとかせんか

のっていうような話っていうのを、ドンドンもう少ししていってもらうなりっていう

風な、その両方でお願いしたいなって思いました。 
真鍋委員：今おっしゃったの非常によく分かるんですね。同じ市民だからっていうのはよ

く分かるんです。しかし、同じ市民で、何年か後に財政が破綻して我々市民の税金が

非常に高くなる。市民税が高くなる。いろんなものが高くなる。ということを我々が

甘んじて受けるんなら同じ市民で、皆でかぶっていこうという風なことだと思うんで

すけども、それがなかなか出来ないからこういう風な議論をしている訳で、やはり議

論がうちでやれば安くなるっていうのは、確かに家庭だとうちでやれば安くなるんだ

けども、公共だと非常に高いコストの人がやるからうちでやれば高くなるという風な

議論になるという風なことで、非常にその辺をもう一度皆が認識しておくべきではな

いのかなという風に思います。以上です。 
藤岡委員：まずアウトソーシングですけど、アウトソーシングっていうのは２兎追うべき

だと思います。その１兎目はコストが安くなるというのが１兎でありまして、２兎目

っていうのはサービス。サービスが今より良くなると。この２兎追うのがアウトソー

シングでございますんで、私自身アウトソーシングすることについては、さほどどう

かなっていうようには感じておりません。それから、８ページの資料の中で、民間委

託等の状況という中で、三好市、阿波市、吉野川市、小松島市ということでそれぞれ

の、各市の取り組み状況というのが出とるわけでございますけど、三好市を見てみま

すと、欠員不補充で段階的にっていうのが、ゴミ収集、学校給食、用務員さん、老人

ホーム等で出てくるわけでございますけど、感想でございますけど何か他に策は無い

のかなという感じでございます。一言で言うたら無策っていうような感じかなと。阿

波市を見てみますと、短い言葉で書かれてるんですけど、１８年度民間委託の方針を

策定という中で、すぐに１９年度からやるのか、また、５年先、１０年先という結論

になるかも分かりませんけど、いずれにしても民間委託ということに取り組まなけれ

ばならないっていうものが感じられてくるなという気がします。それから吉野川市に

おいては、学校給食の中で調理、配送業務の民間委託を検討ということで、一部でも

出来るところからやっていこうじゃないかなというような気持ちが現れてるんかなっ

ていうような感じでございますんで、横並びしたら少し分かるかなという感じがしま

す。これは感想です。それからちょっと質問なんですけど、電子自治体の構築ってい

うことを今後ますます進められるわけでございますけど、そういった庁内の情報シス

テムの維持とか情報処理について、ここには、民間委託の中には出ておりませんけど、
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このお考えっていうのは今後どういう風にして進められるのかなっていうことをちょ

っとお聞きしたいんですが。 
西岡建設部長：藤岡委員さんのお話なんですけど、我々もゴミ問題、給食の問題ですよね。

これについて今現在おいでる職員の方々とどういう風な形でやっていくのか。藤井委

員さんとお話がちょっと食い違うかも分かりませんけど、例えばＪＴが民間委託した

ときにですね、給料は保障します。そのために民間委託して、その分の補償を行って

民間するとか。いわゆる今我々が申してるように、ある程度今おいでる職員の方々で

すね、この辺りのフォローもしなければいけないと。先ほど総務部長が申したとおり、

例えば学校の給食センター化をするとなればですね、大変な費用が掛かると。これを

一体どういう風な形でやるのか。ですから、ただ直営でやっても民間でやってもその

もの自体の今あるセンター化するとなればですね、これは大変な費用が掛かるだろう

と。民間委託する場合に一体どうするのか。今ある施設を使って補充しながらやって

いくのかどうするのかとか、いろんな問題も検討してまいりました。それで、最終的

に我々が皆さんと話し合った流れの中ではですね、やはり即座にですね、移行するっ

ていう話っていうのはなかなか先ほど申したとおり、行政サイドの考えとしては難し

いんかなというのが私どもの意見で、とりあえず今集約した形なんです。 
渡邉総務部長：情報通信網の管理の件ですが、ご承知の通り今広域連合のほうで基幹系は

一応整備しております。１８年度中には６カ町村の主な施設までは光ファイバーケー

ブルが整備されると。その後、１９年度から多分３年以内だと思いますが、過疎債の

充当が２１年度までということで、３年以内には６カ町村全ての加入系まで整備する

予定では進んでおりますけども、ご承知の通り後のメンテ、維持管理等につきまして

は、直営部分と三セク部分があります。ですが池田町では三セクエリアのほうがほと

んどウエイトを占めとんですけども、他の５カ町村でいえば三セクが参画しにくい旧

町村が殆どです。特に山城、東西祖谷なんかの山間部につきましては、三セクではや

れないと思いますし、その部分につきましても、ユニバーサルサービスの観点から、

行政が担当しなければならないと。ですけども、その後の維持管理につきましては、

もちろん直営では管理出来ませんから、ＮＴＴネオメイトですね。今の池田町にあり

ます三セクのケーブルテレビのほうへ委託して管理していくと。そういったことが現

状です。 
事 務 局：先ほど、資料の中の民間委託の状況で他の市より手緩いというか甘いというご

意見だったのですけども、実は、阿波市、吉野川市、小松島市というのは行革大綱で

きていまして、集中改革プランも行革本部等で決定したものですから、きちっと何年

度にやるという形での文書化されているものでございます。三好市の場合は今策定中

でございますので、ここで具体的な数値ですね、何年以内にやるとか、何年度後には

必ずやりますという形では書けないと。これは行革本部なりこの委員会での提言を受

けて数値化していくという形になりますので、そういう意味であまり具体的に書いて
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いないということになっています。 
伊丹会長：是非、阿波市とかですね、吉野川市のような明確な数値目標をセッティングし

て欲しいというご要望であったと思います。 
前川委員：今日は学校関係のアウトソーシングが出ているんですけれども、確かに学校の

ほうにもアウトソーシングっていうのは、経済のほうから考えると必要かなと思いま

す。それで、今の学校の現状はいろいろ新聞等の報道でお分かりのことと思います。

子供たちが本当にいろいろなことで様々な個性があって、昔のように先生が言うたか

ら聞くというようなそうゆう風なんじゃなくて、３０人おったら３０人一人一人にか

かわらないと子供たちは自分の中に入っていかないという、大変な今子供たちが多い

わけです。その中で、学校の人員を県からも減らすということで減らされていっきょ

るし、また、今回用務員さんもある学校はなくなるとか。本当に今現在でもギリギリ

の状態で、何か一つ子供たちが怪我をしたりすると養護の先生もいない学校もおりま

すので、先生の対応がそれこそ大変で、その上に用務員さんがしている学校環境の整

備とか、このごろ学校でもよく作っております畑の草取りとかそういうようなんもか

なり子供たちの勉強に役立っているんですけど、そういうようなフォローもやってる

んです。それが先生がすると、子供たちからどうしても先生が手が離れるということ

になって、そんな大変な現状もありますので、そこのとこを含みおきいただきまして、

用務員さん等の引き上げを考えていただきたいと思います。子供を教育するのは、や

っぱり人間です。機械とかコンピューターとか、それはいろいろなことで、伝達手段

とかいろいろ大切だと思うんですけど、子供の心とか子供の能力を伸ばすんはやっぱ

り人間でないと、本当に心が育つ子供にはならないと私は思います。機械で育ったら

やっぱり機械だけの子供なんです。それで学校給食とかいろいろあるんですけれども、

これからの子供の学級数とか生徒数の表がここにあるんですけれども、本当に三好市

は子供の数が減っていきます。それで子供の数が減っていくと学校は、もう一桁の人

数の学校が多くなるというか出てきますが、そういう風な一桁の学校。これは住民の

方といろいろ話をしなければいけないんですけれども、学校給食も一桁の学校を統合

するとか、近くの学校を併せるとかそういう風なことも考えていかなくてはいけない

時も来るだろうと思うんですが。そういう風なことで、市のほうは学校の統合とかそ

んなんは視野に置いているんでしょうか。 
渡邉総務部長：今日は教育委員会部局が誰もおりませんので、明確なお答えは出来ません

けども、教育委員会でもその件につきまして明確な検討はしていません。ですけども、

容易に想像できるんが、やっぱり山間部で絶対的な人口の減少もありますしね。特に

若い世代の方が非常に少ない。そうした中で、少子高齢化と過疎がドンドン進展して

いる状況の中では、自然減は間違いなくありますし、２名とか３名とか少数になれば、

保護者の方が違う大きな学校へやりたいっていう希望もございます。地域の住民と保

護者の考え方が違うんですよね。保護者は大きな学校へ行って集団の中で生活させた
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いとかね、競争させたいという気持ちがあって、よそへやりたいと言うんですけどね。

数人になればね。地域で言えば、やっぱり学校と地域社会は昔から密接な関係があり

まして、世代間交流の拠点であるしね。そういう観点から学校がなくなれば過疎に拍

車がかかるということで２面性があるんですけども、やっぱり自然減はもうやむを得

ない状況だとは思うんですね。その時には学校統合っていうのは、当然考えていくべ

きですし、それに併せて、先ほど委員さんが言われました、用務員さんの統合と言い

ますかね、外注は出来ないと思うんですよ。私はね。用務員さんは。用務員さんのお

仕事は、先ほど委員さんが言われましたようにね。環境整備だけじゃありませんから。

学校行事に対する湯茶接待とか、給食のお手伝いとか、いろんな分野で用務員さんと

いうものがあるもんですから。これまでも経費削減の観点から補充はしないよと。で

すけども臨時職員とか地域の方をパートで雇用して対応してきたっていう現実がある

んですね。そのことにつきましては、一概に民間委託はできない状況にある。ですけ

ども、学校周辺の環境整備に限定すれば、シルバー人材センターとかそうした外注も

考えられますよということを、このアウトソーシングの中の文面には含まれていると

いう風に解釈をお願いしたいと思います。以上でございます。 
前川委員：出来るだけ学校から人数を減らさないでお願いできたらと思います。 
矢野委員：アウトソーシングということで、検討部会ご苦労さんでございます。私も基本

的には積極的に進めるべきだと。ただ先ほどから何人か、皆さん方話出てます。アウ

トソーシングも含めて、いわゆる実行計画、いかにものろいな。スピード遅いよと。

１０年計画ですね、ほぼ。市長、三役含めて今日おられる皆さん方、１０年後に責任

持てる立場でおられるかどうか。私は、計画としては５年に短縮してもらいたい。こ

れは一つの要望です。それとアウトソーシング。いわゆる外部委託やる場合に、これ

は国の方針、官から民へという大きな流れが前提にあると思いますが、大都会での官

から民。そしてこういう我々のような過疎地での官から民。まず民の成熟がある場合、

無い場合。田舎ありません。こういう極端な過疎地の中で、国の言うとおりの、いわ

ゆる民間、官から民へアウトソーシング。これを鵜呑みにしないで進めてもらいたい

な。これも一つ要望でございます。これもっと具体的に言いましたら、先日第一中学

校と池田中学校、統合。これはＰＦＩ方式ということで民間の力を使ってやろうと。

ただ、いろんな財政事情の関係で中止になりました。私は良かったなと思っているわ

けです。っていうことは、同じ民間に委託するにしても、私の持論ですが、三好市内、

せめて旧三好郡内。その内に金を降ろしてもらいたいっていうことなんです。県外大

手。いわゆるＰＦＩでもし統合中学やれば、後の維持管理まで県外、地元じゃない県

外の大手に丸取られされてしまうよという発想です。最初に言いましたように、過疎

地、田舎だからこれはちょっとまずいよと申してる訳でございまして、同じ様に四電

の支店長藤岡さん、それから真鍋さんからちょっと出ておりましたように、委託の中

にコンピューター関連で相当大きな金が。それも地元でも出来る可能性があるに関わ
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らず県外業者に委託されてると思います。これは委託料になるんか、科目はいろいろ

あるでしょうけど。ということでアウトソーシング。いわゆる外部委託する場合に、

私一番ポイント置いてもらいたいんが、田舎であるからこそ、この地域内、いわゆる

地域住民の生活、地域の産業ですよね。そこまで配慮した金の出し方を、基本的に捕

らえとってもらいたいと思うわけです。特に県外大手に出ていく場合は、そうとう大

口の金が動きます。これが地域内に回るんか、県外にポンと放り投げられるんかで、

地域内のいわゆるお金の循環ていうのがガラッと変わってきます。ということで、ま

ず金の出し方っていうんでね、お願いしたい。これは西岡建設部長分かってますけど、

私よう議論さしてもろた、特にアウトソーシングという綺麗な名前で、国の言うとお

りの方針で何気なく動きますと、田舎は大痛手くいますよという提言でございます。

それともっと具体的な件で１点だけですが、先ほどから大分話出ておりますけど、い

ろんな形で地域内に委託します。具体的に言えば、ゴミならゴミの処理をね、今、仮

に総額２億かかっていると。１０人の職員で人件費６千万と仮定しまして、２億かか

っているやつを民間委託しました。１億７千万。いわゆる１割５分で出来ましたと。

３千万も減額になった。これは素晴らしいなといった時に、気をつけてもらいたいん

が、約１０名なら１０名、６千万っていう人件費、職員かかっとったのが、その人た

ちはどうなったのかな。多分今のままの、今日の方針からしたら配置転換しながらと

か、職員の退職を待ってということは、４年間５年間その１０人の６千万という人件

費はゴミという事業から離れただけで、他の部署でずっといかされてるわけですね。

ということは１億７千万で安く民間に渡したけど、６千万っていうのはやっぱりかか

ってるよ。以前２億でしてたのが２億３千万になったよと。いわゆる経費ダウンにな

ってないんですよね。これは一つの例です。単なる指定管理者。チョコチョコ出して

ます。これは金額大したことないですが、やはり今までかかっていた職員は別に退職

したわけじゃないんですよね。他の部署に移っただけ。ということでやはり、人件費

というものをどういう風に考えるか。西岡部長先ほど言ってましたけど、なかなかこ

れはリストラするわけにいかん。保障されてますね。身分として。更に人事院勧告で

給与まで保障されてる。そのあたりにどういう風に切り込んでいくんかっていうのが、

アウトソーシングだけじゃなくて、いろんな意味で７つの部会のポイントになってく

ると思いますんで、これまた次の適正化の中でお話したいと思うんですけど。そうい

うことで、ポイントとして国の言うとおりのアウトソーシング。民へ渡してしまう捕

らえ方、田舎独自のもんに捕らえ直しお願いしたいな。これは検討部会への提言です。

そして今言いました、単なる事業民間に渡して金額減ったなていうんじゃなくて、１

０年先睨んで職員、人件費をどうしていくんという、そういうトータルの考え方も忘

れないでお願いしないなと思います。以上検討部会、意見言うてくれということなん

で、提言でございますんで返事は結構でございます。 
伊丹会長：貴重なご提言を有難うございました。それでは緒方先生のほうからご発言をち
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ょっとお願いしたいんですが。 
緒方委員：私は中身の意見っていうよりも、資料の出し方に関して最後に意見を言わして

いただきたいと思いますけども。今回、西岡部長も大変ご自身であまり好きじゃない

っていう話なんですけども、こういった風な一応の案を出していただきましてお疲れ

様でした。これまでの資料の出し方を見ていきますと、何か生データを出してもらっ

てですね、それで市民の意見を聞くっていう形だったと思いますけども、今回は曲が

りなりにも市の考え方出してもらって、それに対して市民の意見を聞くという形にな

ってきてますんで、おそらく市としてもですね、こういった形の出し方のほうがです

ね、市民の皆さんからの有益な意見が出てくるんじゃないかと思いますんで、今後と

もこういったような方式にしていってはどうかと思います。今回の市民の意見では、

もっとスピードアップをしていってはどうかという話とですね、トップの英断をとか

いう話が出てきまして、これもやっぱり具体的な案が出てきてるからこそ出てきた意

見だという風に思います。ただ、西岡部長のほうから、市民の柔軟な考え方でってい

う話があるんですけど、やっぱり市民の皆さんっていうのは今の話にもあったみたい

に、地方公務員法の身分保障の話とかですね、そういったような話はご存じない方も

おられますんでですね、なかなかそこら辺のとこまでもし意見をもらうつもりであれ

ばですね、例えば市のほうから幾つかシミュレーションを出すとかですね、いうこと

やっていったほうがより有効ではないかという感じが致しました。後、先週向こう１

５年間で１０８億円の赤字が出てきますよと。これ何とかしなければいけませんと。

そういったような意見を出して下さいっていう話で、シミュレーションの話がずっと

あったんですけども、そういった風なこと見た後の今回ですから、やはり実際アウト

ソーシングやっていってですね、どれくらいコストが下がってくるかって、実際やっ

てみないと分からないんですけども、試算は出来ると思うんですね。ですから１５年

間で１０８億円やるって話になってきますとですね、今回の西岡部長出していただい

た案ではですね、じゃあいくらぐらい挙がるかなってすごく気になってくるんですね。

先週そういった数字見たばっかりなんでですね。ですから、そういう風なことがもし

分かれば、やはり出していったほうが良いんではないかと思いますし、トップの英断

をっていう話になってきますとですね、トップの市長さんもですね、そういった数字

がなければですね、多分英断できないと思います。どこまでアウトソーシングで切り

込んでいけばですね、どのようになっていくのかっていう話ですけども、どこまでや

っていけばどれくらい金額が出てきて、その結果、その財政再建という観点からいき

ますと、どれくらい効果が挙がるのかというのが分からなければですね、やはりどこ

までやっていくかっていう話は、最終的に市長さんも判断できないんじゃないかと思

いますんで、もし、市民のこういったような場に出しにくいんであればですね、それ

はそれで結構ですけども、中ではそういったことを出して、最終的な判断を仰ぐべき

なんじゃないかという感じが致しました。そういったことで、今後の資料の出し方に
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つきましてもですね、こういったような形にやっていったほうが良いんではないかと

感じが致しましたんでちょっとご意見まで。 
伊丹会長：有難うございました。貴重なご提言をいただきましたので、事務当局のほうで

十分、一つ活かしていただければありがたいと思います。他にございましょうか。特

にご発言がないようでございますので、レジュメのその他のところへ入りたいと存じ

ます。それでよろしゅうございましょうか。それでは本日の会議はご発言がもう無い

ようでございますので終わりたいと思いますが、次の第６回の委員会を、市ご当局の

ご都合もございますので、１０月１２日木曜日。場所につきましてはまた事務局のほ

うからご連絡をさせていただきますので。次の事務局案では、事務事業の見直しと定

員適正化についてを議題として会議を進めたいと思っております。それでは何かこの

機会にご発言がありましたら、本日の議題以外で。 
矢野委員：１０月も、もう日程詰まってきとんですけど、次は事務事業見直し、それと定

員適正化。これやって、後のね。１０月もう１回ぐらいあるでしょうし、１１月。ど

ういうスケジュールで、最終どういう詰め方をしていくのか。ちょっとスケジュール

面を聞かせて下さい。 
事 務 局：大部煮詰まってきましたんで、次回、今言いましたように事務事業の見直しと、

今日のテーマとダブるとこありますけども、全般的な形での事務事業の見直しですね。

それと冒頭にも申し上げましたが、人件費を含めた定員管理の適正化についてを次回

やります。その次ですね。第三セクターの検討という形で、皆さんのご意見をいただ

きたいと思っております。それと時間を少しいただいて、３回目ですかね、団体補助

金いついて内容をご説明しましたが、それの具体的な方針が決まりそうなので、それ

についてもう１回皆さんに意見をいただきたいと思っておりますので、団体補助金に

ついての会をその第三セクターと同じ回に設けたいと思います。それでその後、２回

ほどございますけども、今までのこの会で皆さんからいただいた意見をペーパーに出

さしていただきまして、それでもう１回ご確認をいただくと。それぞれの問題につい

てご確認をいただいて、提言書と言いますか、答申書にどういう表現でいくかという

のをご論議をいただきたいと思っております。それと答申書についての内容のご確認

という形で原案を示させていただきまして、最後に皆さんのご意見で答申書の確認を

させていただくという形で、２回ほどは皆さんの答申書へ対するご意見の取りまとめ

の会といたしたいと思います。そのような段取りで思っておりますけどもどうでござ

いましょうか。 
矢野委員：７つの検討部会ある。これで全部クリアするんですかね。 
事 務 局：検討部会、一つ抜けているのは行政評価の検討部会です。これはですね、行政

評価といいますのは、やるのは当然どんなことでも出来るんですけども、市の計画で

すね。総合計画なり基本計画が出来まして、それに向かっての行政評価、反省でござ

いますので、まだその点の計画書が出来ておりません。ですので、行政評価の部会と



 26 

いうのは、それのマニュアル作りと言いますか、どういう方法でやるか。あるいは、

職員への周知の方法という形での検討でございまして、実際にやるのは、総合計画な

り基本計画が出来ましてからの評価という形になりますので、答申書出来た後でマニ

ュアル等が出来ましたら皆さんにご覧いただいて、ご確認をしていただけたらと思い

ますけども、答申書までにはちょっと無理かなと思っておりますので、ご了承をいた

だきたいと思います。 
高平委員：すみません。第三セクターの件についてですけど。１２日は決まってるんです

けど、その第三セクターの日にちっていうのは決められないんですか。 
事 務 局：よろしければここで決めていただいてもいいんですが。よろしいですか。案と

して、今思っている案を言って、それで決めていただいて。２７日の金曜日を予定し

ていますけども、もし都合が悪ければ２５日の水曜日を考えておりますけどもどうで

しょうか。 
伊丹会長：一応、第６回は１２日、７回を２７と計画を致しておるんですが、高平委員さ

んご都合悪いですか。そういうことで日にちをセッティングさせていただいたらと思

っておりますので、ご了解をいただいたらと存じます。他に確認をすることはござい

ませんでしょうか。 
山本委員：先ほど緒方先生のおっしゃた、アウトソーシングした時の試算がもしできるん

だったら、忙しいかも知れんけど、是非出していただけたらありがたいんですけど。

要望です。 
上野委員：三好市の試算が非常に難しいのであれば、すでに先行して、例えば鳴門である

とか小松島であるとか、アウトソーシングをすでに実施しているとこがあると思うん

です。もちろん市の規模とか人口とか財政の状況が違うので、別にそれが全く三好市

に適応するものではないと思いますけれども、一つの参考としてですね、もし三好市

が出ないのであれば、見せていただくと、先ほど部長さんのお話でもですね、お一人

は学校給食については上がることはないと。もう一人は民間は受けられないんではな

いかという風なお話で、市当局でも意見がマチマチだったような気がいたしますので、

実際に実施をしているところが一つの参考の事例としてですね、近年のうちに進んで

ると思うんですよ。ずっと１０年も昔のことじゃなしくて、近々に実施しているとこ

ろが幾つかあると思いますので、それをちょっと調べていただいて、参考事例にして

いただければと思います。 
西岡建設部長：意見の違いっていうのはですね、総務部長と私の同じなんですよ。という

のは、要するに施設をどういう形で作っていくかっていうのに対してですね、委託す

るにしても直営でするにしても施設自体を作らなければいけないと。今の現状でやっ

ていくのか、それともセンター化してきちっとした建物を建ててその維持管理を任す

のかという話なもんですから、内容的なものはですね、同じ話なんです。ですから、

センター化するとすれば、その施設もかなり老朽してますから、このもの自体をやり
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直さないかんかも分からん。そのための費用が、莫大なお金が必要になってくると。

そういうことでの話で、これは総務部長も私も同じ感覚でお話させていただいており

ます。 
上野委員：センター化しても民営化しても、その施設の更新というのはしなければなりま

せん。民営化したから施設の更新をして、直営であれば施設の更新をしなくても良い

ということは無い訳ですから。いずれにしても、センター化すれば施設の更新をする

という条件は同じだと。 
西岡建設部長：そういうことです。 
事 務 局：試算の件でございますけども、非常にうちのほうの試算をするのは、人件費の

面だけでしたら出やすいかも分かりませんけど、トータルの業務全てになりすとちょ

っと難しいかも分かりませんので、出ましたらやりますけども、他の市の試算で状況

が違いますので、どのくらいの規模でやっていたものがどのくらいになったと。どの

くらい経費が削減できたというのは出てると思いますんで、その辺の資料は間に合い

ましたら出させてい頂きたいと思いますので、よろしくお願いします。 
川西委員：先ほどの矢野さんの意見に賛成なんですが、ゴミ収集の場合、アウトソーシン

グやっても利点の錯覚性言よると思うんですが、それをやったことによって職員を全

部外せるわけでなんですからね。僕の場合は、森本さんもおっしゃったけど、スピー

ドが遅いと。僕の考えとしては、この井川４名池田何名というのを、これをゴミの適

正量に応じてバサッと要因をきちっと決めて、それによって浮いた人間はゴミを出す

量を減すほうの啓蒙に回らすと。井川町昔、厚生課長、分類搬出のことで説明に来た

時に、私が分類を間違わんようにするんも大事なきんど、まず田舎におったらゴミを

極力出さんように努力すれば半分にできるって。それで課長さん、川西さんに話して

もろたら私言うことがなしになったっていうた。その課長が回られたあげく、ゴミが

急激に、半減するぐらい減った。出し方を指導することによって、ゴミ自体の量をグ

ッと減せるはずなんで。これは人員を適正化するんは難しいと思いますきんど、なん

かあわっしょるようですきんど、機構改革とか人員削減とか合理化という場合には、

最初に線を引かんと。退職に合わして仕事をしよったんではいつまで経っても、それ

こそ矢野さんのおっしゃるように、５年に縮めてくっれって言うきんど、僕はもう今

すぐに少ない人員を編み出して、それによって業務をやっていくべきと思います。部

長もおっしゃた、行政サイドのなんじゃっていうことですが、実際はそれでは到底追

いつけんのでないかと思います。それでゴミの例を一つとってもそれですから、まず

ゴミの量を減す。これは絶対出来ますから。厚生課長が回ったあげくに、ゴミの量が

井川町でバッと減ったんですきんど、しばらく放っておいたら、元の木阿弥で。今日

も家のゴミも一体どういうことしとんかと思たら、栗の皮からバナナの皮から皆袋の

中に一緒に入れとんです。こんなものは、街中の人は困りますが、田舎では穴掘っと

いて放りこんどいたら何年か後には肥料に変わるんです。そんなんまで油を使って焼
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くちゅうのは非常にもったいないんで、そういうこでも高平さんがおっしゃったよう

に、市が先頭になって不要な印刷物をこしらえたりすることを慎んでもらって、買い

物に行くときは袋を持っていって不要な袋をもらわんように。とにかくゴミを減らす

っていうことをまず第一にして。アウトソーシングやいうのは、矢野さんのおっしゃ

るように、すぐその人間減らせんのですから。絶対的には得はいかんと思います。そ

ういう観点で一つご検討をお願いします。以上です。 
伊丹会長：いろいろ今日は活発なご意見、ご提言を頂戴いたしまして有難うございました。

おそらく市当局、また、アウトソーシングの検討部会でも貴重なご提言を頂戴しまし

たので、参考にしていただきまして、やはり将来の三好市の運命を左右するのがやは

りこの行財政改革でないかと。こう思っておりますので。市長が当初申されましたよ

うに、聖域なき行財政改革と。こうことで議論を進めておるわけでございますんで。

次は先ほど申し上げましたように、事務事業の見直しと定員の適正化と。正に一番大

事な、急所に入ってくるような気が致します。どうど、一つご多忙の折だとは思いま

すけれども、是非お繰り合わせをいただきまして、ご出席をいただきまして、ご意見、

ご質疑を頂戴できますようにお願い申し上げたいと存じます。今日は開会を致しまし

て２時間４０分本当に有難うございました。お疲れ様でございました。以上をもちま

して本日の会議を終わります。 
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