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第６回行財政改革推進委員会会議録 
日 時 平成１８年１０月１２日(木) 午後７時～午後９時４０分 
場 所 三好市役所第一会議室 
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、志磨 久美子、高平 和代、谷 敏司、西川 利男 
藤井 修身、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) 
    倉本教育長、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、平西子育て支援課長、馬渕人事室長 
岡人事室長補佐、森行財政改革推進室長、藤井、西本 

欠席者 藤岡 良一、前川 順子 （５０音訓、敬称略） 
 
事 務 局：抜けるような青空に、秋たけなわを実感する季節となりました。本日は、藤岡

委員さんと前川委員さんがお仕事の都合で欠席されていますが、予定では１８名の委

員さんのご出席をいただきまして、本当にありがとうございます。前回はアウトソー

シングについてご審議をいただきましたが、その中で経費節減効果はどのくらいかと

いうご質問が有りましたけども、現在、資料収集中で試算ができておりません。契約

の仕方とか方法にもよりますので、出来次第ご報告をいたしたいと思いますのでご了

承をお願いします。 
   今回は、事務事業の見直しと定員適正化について後ほど担当の検討部会からご説明

申し上げますので、ご意見、ご提言を賜りたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。なお、前々回の財政シミュレーションの折に人件費関係のご質問、職員数が減っ

ているのに人件費が増えているというご質問についても、定員適正化についての中で

説明させていただきたいと思っています。それでは只今から第６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：皆さん今晩は。今日の昼間は夏を思わせるような気温でございましたけども、

最近とみに昼夜の気温の差が激しゅうございますので、ご健康にはくれぐれもご自愛

を賜りますようにお願いを申し上げたいと存じます。既に５回の委員会が開催されま

して、事務当局からご提案をいただきましたそれぞれの議題につきまして、格調の高

い貴重なご意見なりご提言を頂戴してまいりましたが、どうぞひとつ今晩もその様な

線でご発言を頂戴できたらと思います。いまお話がございましたように本日は事務事

業の見直し定員の適正化というような、現場に直結するような貴重なご意見を頂戴し

なければ前に向いて進まない議題が提示されておるように思っておりますので、どう

ぞひとつ民間と言いましょうか、市民の立場での視点の十分なご意見をお伺いできた
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ら大変ありがたいと思うわけでございます。どうぞひとつ限られた時間になろうと思

いますけれども、ご提言ご助言を賜りますようお願いを申し上げましてご挨拶に代え

たいと存じます。本日は本当にお疲れでございますけれども、どうぞひとつ最後まで

よろしくお願い申し上げます。 
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。最初に新居環境福祉部長、次に平西子育て支援課長、高畑産業

観光部長、倉本教育長、新居環境福祉部次長、合田企画財政部長、西岡建設部長、馬

渕人事室長、岡人事室長補佐です。よろしくお願いします。それでは議事に入ります。

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、議事をただ今から始めたいと存じますが、最初に本日もケーブルテ

レビのへそっ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

が、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いいかどうかご意見を

頂戴したいと存じます。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。それか

ら会議を始める前に毎回お願いをいたしておることですけれども、会議録を作成する

関係上、本日もマイクを通してのご発言をお願いしておきたいと存じます。なお本日

の会議でございますけれども２名の委員さんが欠席でございまして１８名の委員さん

がご出席ございますので、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、第６回の議事録署名者

を私の方からご指名をさせて頂きたいてよろしゅうございましょうか。それでは、谷

委員さんと真鍋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、本日提案されました第１の議題でございま

す事務事業の見直しについてを議題としてご提案を申し上げます。事務局から説明を

お願い致します。 
事 務 局：以前お配りしております合併協定書で４ページになりますが、１２事務組織及

び機構の取り扱いの中で、事務組織については１０年後を目途に本庁方式にする。新

市の事務組織及び機構は住民サービスの低下をきたさないよう十分配慮した事務組織、

住民が利用しやすく簡素で効率的な事務組織、新市まちづくり計画を円滑に遂行でき

る事務組織、新たな行政課題に速やかに対応できる事務組織という４つの方針に基づ

き整備する、ということが明記されています。そこで、行財政改革推進本部では事務

事業検討部会を設置し、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。また２の定員適正化についても関連がありますので、続けて定員適

正化検討部会の進捗状況等をご説明申し上げ、委員の皆さんのご意見を賜りたいと思
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いますがいかがでしょうか。 
伊丹会長：いま事務局のほうから、１番目の事務事業の見直しと２番目の定員適正化につ

いての２議題を関連があるので資料説明を２つ続けて行い、ご意見をその後賜りたい

との提案がありましたが、そうしてよろしいでしょうか。 
委  員：異議なし 
伊丹会長：それではご了解をいただきましたので先に両方の状況説明と資料説明を事務局

にお願いいたします。 
事 務 局：それではまず資料１の説明を兼ねて状況説明を事務事業検討委員会の責任部長

であります新居環境福祉部長と座長の平西子育て支援課長にお願いし、引き続き資料

２の説明を兼ねて状況説明を定員適正化検討部会の座長であります馬渕人事室長にお

願いします。なお責任部長は渡邊総務部長ですが、本日公務出張中でありますので皆

さんにご討議ご助言をよろしくお願いしますとのことでございます。それでは新居部

長よろしくお願いします。 
新居環境福祉部長：皆さん今晩は、改めまして大変ご苦労様です。私あの事務事業検討部

会ということで責任部長という役を仰せつかっております新居です。隣に居ります課

長が子育て支援課長の平西課長を座長といたしまして部会を進めております。私が概

要を説明して詳しくは平西課長のほうから説明を申し上げますので、よろしくご審議

をいただきましてご意見を賜りたいとかように思っておりますのでよろしくお願いい

たします。事務事業検討部会は委員の数が１１名と事務局でやっております。毎月３

回開くという事で０の付く日が基準と言う事でやっております。ただ今９月議会等ご

ざいまして４回の会議が終わったところでございますので、まだまだ検討段階という

ことでご理解をいただきたいと思っております。とりあえず事務事業検討部会、旧町

村の総合支所の事務事業から入ろうと言う事で、支所の関係がただ今進んであるいは

又済みました所で、本庁にはどうしたらいいんだという風な検討に入っております。

ただ今までの資料を見ていただきますと、事務事業についてと言う事で検討事項とし

まして効率的な行政運営をするという話。あるいは事務事業評価の導入、本庁方式へ

の移行、支所共通の事務事業。この支所の共有の事務事業をただ今検討をやりまして

終わった所で、途中に本庁の話に入っておる所でございまして、支所別に排除する事

務事業、あるいは２ページの組織体制の検討、その中で統廃合、集約可能な施設。給

食センター。先日やりましたアウトソーシングと多少重複する所がありますが、そこ

は事務事業検討部会でも重複しながら検討すると言う事でやっておりますので、ご理

解を賜りたいとかように思っております。民間活力等の積極導入、効率的なゴミ処理

計画の検討、遊休地施設等の有効活用と言う事で（３）は今後の課題ということで、

こういう事をやったらいいんじゃないかなと言う事で今検討中でありますので、色々

と皆さんにこの事について課長のほうからご説明を申し上げ、ご審議いただきご指導

いただけますように思っておりますので、課長のほうから説明をさせて頂きます。よ
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ろしくお願いいたします。 
平西子育て支援課長： （事務事業について状況・資料説明） 
馬渕人事室長： （定員適正化について状況・資料説明） 
伊丹会長：以上２つのご提案をいただきました議題は関連いたしますので、説明をしてい

ただきまして、説明が終わりましたので、委員の皆様方のご発言をお願申し上げます。

はい、藤井委員さん。 
藤井委員：事務事業の事で同一フロアの問題が言われたと思うんですけども、私は今、地

域福祉課というところで勤務していまして、そこでは今、特別弔慰金と言う事務があ

って戦没者に対する特別弔慰金とか戦傷病者に対する特別弔慰金の事務があるんです

けども、その事務をするときに戸籍抄本とか住民票を取って貰わないとその事務が進

まないわけです。ということは住民の方が来て１つの用務をするときに、本庁から保

健センターまで移動してももらわないかん訳です。そう言う風な観点で建設課もしか

り、この池田町の庁舎が狭いために色々と分散をしている分があると思うんですけど

も、１０年後に向かって本庁方式に移行する際に、同じような形で本庁一本化する際

に住民に不便を掛けるような気がするんです。そのあたり庁舎の建設計画、そんなも

のも含めて、何か物的な広さの問題をどう考えているのかお聞かせを願いたいと思い

ます。私が言ったのは直接、今、おそらく市民の方が合併をされて、市の色んな課が

分散をしたことによって、本庁と支所の間も確かに課題はあるんですけども、本庁内

においてもそういうふうな問題が生じているという事に対して、事務事業の見直しの

部会では同一フロア方式という形を検討されていると言うことがあったものですから、

物的な形ではどういう風な形で考えているのかという事をちょっとお聞きした訳です。

おそらく伊丹委員さんは直接そういう関連の困ったことがなかったと思うんですけど

も、住民の方にはおそらく何人かは本庁行ってから又保健センターまで歩いて来ない

かんと言うことを経験されている方がおられると思うんで意見として言ったまでです。 
伊丹会長：確かに実感としてですね、そう言う様な不便さって言うのを感じる方はおいで

るんでないかと思いますので、そういう風な事については市役所の方でですね、十分

将来を見据えた中で住民のサービス向上の為に検討していただきたいと、どのような

形が良いのであるかって言うことを模索をしていただきたいと、こういう事もお願い

をしておきたいと思いますが。 
事 務 局：戸籍のほうはどうか分かりませんけども、住民票についてはですね、機械等の

設置で出先でも取れるような設備が出来るかなと思っております。庁舎新築について

は、合併協議の中で新たに庁舎を設けないと言うようなお話があったと思いますんで、

そういう風なハードの面って言うのは難しいなと思ってください。同一フロアと申し

ましても、出来るものから順次、職員数も減ってきますのでその辺で出来るものから

やって行こうかという風な検討だと思いますんで、すぐにどうこうという形はなかな

か難しいかなと。ただ IT 革命と言いますか、電算の機械が進んでおりますので、そう
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いう面である程度利便性を追求して、住民の方にご迷惑を掛けないような体制を整え

ていくという風に思っております。 
伊丹会長：ほかに、森本委員さん。  
森本委員：小さい話はちょっと措いておいて、ずっと説明を聞きよって感じたことでちょ

っとお話をしてみたいなと思うんですが、議会を聞いていてもそうなんですけど、当

局の答弁が、結局協定書がありますからってこれに逃げ込む訳です。で、あの協定書

って言うのは市になりたいが為に飛び地まで作って合併をする。そのために譲歩すべ

きでない所までどんどん突っ込んで協定書を作ってしまった。それ基本にして行革っ

て出来るんかな。みんな聞いていると、結局あの協定書がありますからって協定書に

逃げ込む。そうすると議会の議員さんにも質問を聞いてもそれ以上よう突っ込まんの

ですな。私はあれ以来市長が選ばれて議員が選ばれてそこでやるんだから、協定書に

あまりとらわれる必要はないんじゃないかな。たとえば私もちょっと今晩の為に聞く

ところへ行って聞いてきたんですが、電話で何回か聞いたんですが、究極の行革と言

いますか行政改革をやった岩手県の滝沢村。たぶん名前は聞いておると思うんですが、

あそこは人口が５２,９４３人の村です。職員は３００人。面積は確かに狭いんですが

盛岡市のちょっと北の方にあるんですが、１８２．３２平方キロで５２,９４３人の人

口で職員３００人。で、村長が柳村って言う方で、１２年前に村長になられたそうな

んですが、たぶん聞かれた方もおると思うんですよ。でそこへ国交省の新入の人間を

研修に派遣すると。何でかなと。私もこれ色々聞いたもんですから見てないんで分か

りませんが、確かに何か有るんだろうなそこはと。でその村長の経歴もお尋ねしたん

ですが、労働組合に若いときに入って、社会党の村会議員になって村長に出て敗れて、

友達３人と小さい土建会社を作って自分でユンボに乗ってやんりょって、結局現職が

辞めたんでその時選挙に出て当選したのが１２年前。１２年間にこういう成果が上が

ってきた。それは色んな苦労もしたり人の情が分かったりしながらやってきた人らし

いんです。すると村長とは呼ばれんらしいんですが社長と呼ばれる。職員ではないら

しいです。会社員、社員らしいんです。そういう意識にもう１２年間でガラッと変わ

って来とる。そして、今言われた事を明日できる。それは予算的に大きな事であれば

そうは出来ませんが、たとえば穴を土を持って行って埋めるとか、そんな細かいこと

は今言われたら明日には完全にします。で、村民と信頼関係がごっつい出来とんです。

そう言う所でないと行革なんて出来んと私も思とんです。ほんで、お話を聞いていま

すと協定事項が有りますからって逃げ込んでしまう。それではちょっと本当に潰れん

といけるんかな市は。合田さんが企画財政部長をされてますんで心配ないだろうと思

とんですが、合田さん昭和２５・６年生まれですか、この村長も２５年生まれなんで

す。で結局逃げ込むとこがあるんです。合田さんにしたって３年かすれば退職でそれ

までには潰れんから貰える物は貰える。ところが市民はそうではないんですな。潰れ

たら今払いよる金の何倍もの公共的な金を払わないかん、そんな所へ我々は追い込ま
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れるんじゃけど皆さんは追い込まれん。だから話を聞いていると非常に各種類似団体

はよく出てくるでしょ。何で自分独自のもんが考えられんのか。で、そう言う所と横

並びで、言えば護送船団ってよく言われますな。皆で渡れば怖くない。そういう状況

を作ったんでは困るんじゃないかなと、だからもっと突っ込んだ、腹をぶっちゃけた

本当のところを出しながらやって行かんと、三好市はどうなるんでしょうなと。たと

えば特殊勤務手当てというのを皆さん知らんと思うんです。どんなもんにどんな手当

てが出よるか。議会に出られた方はご存知だろうと思うんですが。こんな手当て要る

のって。一般の会社の人からすれば。そんなのがまかり通っとんですよ、今でも。で、

それも全部そうですが、期限を明示せんのですな皆さんの場合は。これはこの時まで

にやりますとか言うのはないんですよな、どれ見ても。そして類似団体に逃げて同じ

様にします。これではちょっと。まあ皆さんにこれ言うて失礼なんですが、本当は市

長であったり助役であったりそういうところに話をせんといかん問題なんですけど、

こういうことを分かってほしい、皆にも分かってほしいと思うんです。だから、そこ

ら辺の細かいことは色々有りますよ、３百何十人がええんかとか何処の人間をどうせ

いとかいう細かい事は色々だけどそれを我々が言ってもそうじゃない、やっぱり皆さ

んが積み上げてこんだけの仕事量がこういう仕事量があるからこんだけいるんですっ

て言うようじゃないと分からんの我々は。で、も一回戻るけど滝沢村で調べてくださ

い。そこは市長で部長がおって課長がおって課員、全部課員。課長補佐も要らん。係

長も要らん。課長が直にやるそうすると、コミュニケーションもはかれるし事業の進

捗も早い。しかも予算の編成までオープンにする皆に分かるように。隠れて予算の編

成なんかしないんですそこまで行っとる。そうでないとやっぱり駄目なんですよね、

じいっともう５回私も委員会へ出さしてもらって聞かしてもらいよるんですけど、言

われたら出してくる。言われなんだら出さない。しかも言われても類似団体がこうで

すからという物しか出してこない。それではちょっとまずいんではないかな、長い話

になりましたが。 
伊丹会長：貴重なご提言を頂きましたが何か事務当局でその事についてございますか。真

鍋委員さんどうぞ。 
真鍋委員：今の森本委員さんのすばらしい意見だと大変賛成でございます。森本委員さん

がおっしゃった、合併協定書に書いてある、表向きをパッと見ると現行の通り新市に

引き継ぐと言う風には書いているんで、従来通りやるんですよという風な言い方にな

るんだろうと思うんですけども、しかし一方で文言を見ると現行通り新市に引き継ぐ

が、引き継いだ後変えたら行かんとは書いていないわけですね、一切たぶん。で、そ

れをここでやる訳ですから、合併協定書に書いて有る訳だから変えれんという論議は

ですね、どうもこの合併協定書を読んでみるとそうではないなという風な感じがする

訳です。だから、その辺、合併協定書を根拠にして変えれんという論議は当たらんと

思います。その辺、今後の論議の中で一緒に書いておるから変えれんとかやりにくい
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と言う論議はちょっとあわんなという風な感じがします。それからもう１つ先ほどの

給料の件でちょっとだけ特殊勤務手当ての話がありましたんで。これは質問なんです

けども、大分以前にわたりというと言うことがあったと思うんですが、いま現在はな

いとは思うんですが、その辺の有無についてですね、お聞かせいただきたいという風

に思います。 
馬渕人事室長：先ほど今年の４月で人事院勧告どおり給料の改定があったという説明をし

ましたけども、運用につきましては今からの決定事項なんですけども、全て職務職階

とかいうか、職務に準じた給料表の運用ということで今考えております。 
伊丹会長：真鍋委員さんよろしいでしょうか。私のほうからお尋ねをすると言うのはちょ

っとおかしいんですが、私も本庁と総合支所とがある。決済がですね、どのような形

になっているのか。いわゆる本庁に部長がおりますわね。部長のところまで、総合支

所長のほうで決済をしたやつが部長まで上がってこなければならんのか。そこいらの

決済の手順ですね、節目節目のやつを。私この間も助役とちょっと話したんですがそ

こいらどんなに成っとんでしょうかね、決済いわゆる総合支所で幾つもの判を押して

きてそれを又本庁へ持ってきて判を押すと言う様な事はなさってないんでしょうかね。

総合支所で決済が全部通っとるんでしょうかね、ある一定のところまでは。そこいら

のそのクリアーで出来る線はどんなんでしょうかね。私が聞くのはおかしいんですが

お答えいただけますか。 
事 務 局：本庁の課が起案して支所に命令したような事業については、本庁で決済もあり

ますけども、総合支所で起案して総合支所に予算が配置されています事業については

支所で決済。総合支所長の決済で次は助役という形で、本庁の部長にはあまりいって

ないというか、大事な用件の場合は来ますけども、支所は支所で次は助役という形で

決済をまわしているようでございます。 
伊丹会長：再問ですけどもね。それであったったら部長と言うのは、総合支所で事業が展

開されているとか、活動が展開されているという事は掌握は出来ているんですか、い

ないんですか。その二重決済になっているんじゃないですか。 
西岡建設部長：建設部に関しましてはですね、施行伺い含めまして全て本庁課長と部長を

通して助役に決済採ると。一応今の段階では金額の多少にかかわらず施行伺いについ

てはですね、起案その言いとった工事に関しての起案につきましては全て助役まで回

すと言う事で今現在動いています。 
伊丹会長：有難うございました。だから起案の段階からですね、やっぱり上のほうにあげ

ていって本庁で確認をしておくと言う事が非常に大事なことでないかと言う様な思い

がしますね。総合支所と本庁との関わり方と言うのが検討課題でないんでしょうかね。

何方かご発言いただけませんか、ご説明をいただきましたことについて。どうぞ。 
西岡建設部長：今の話なんですが、先ほどおっしゃった協定の中の話を含めましてですね、

合併協の中で話し合った流れの中では、殆ど支所で対応できるような物になっており
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ました。ただ、本庁での取りまとめを含めましてそこら辺りが出来ないと言う事で、

協定書については破棄させていただいた上で再度全てを上げていただくと言う形でい

ま現在執り行っています。それで、条例等につきましてはなかなか議会でないと訂正

が出来ないんですが、規約につきましてはですね、殆どのものについて改定をしてい

かないと出来ない様な状況がありますから現段階で、内規規約ですね、これに付きま

しては協定を無視しまして現在随時行っているということでご了解いただけたらと。 
伊丹会長：有難うございました。今、西岡部長さんから協定書が金科玉条のものではない

と言うような意味合いのものだと思うんですね、ケースバイケースで執行されている

と言う様な語意であったように思いますが、何か皆さん方のほうで事務事業の見直し、

そういう事についてのご説明をいただいた中でのご提言ご助言ありませんか。喜多委

員さんどうぞ。 
喜多委員：ちょっとお尋ねいたします。ここに先ほどご説明がありました、人事評価制度

の導入を視野に入れながら権限の強化、管理職員の能力向上を計っていくという説明

があるんですが、市役所の前の合併しなかった町村の時代から人事評価制度というも

のはなかったんですか。私たち商工会では人事評価システムというものは、職員が自

己評価して５から１分けの自己評価して、これを商工会事務局長がおる所は事務局長

がそれを見て又評価して、またそしてそれを会長が評価して、それを県のほうへ送る

というようなシステムが商工会では出来ておるんですが、市役所とか前の町村単位で

はそういう職員の評価システムというものは無かったんですか。ちょっとお伺いした

いと思います。 
馬渕人事室長：私の知る範囲では合併した６町村何処にもなかったと思っております。 
伊丹会長：これは喜多委員さんね、人事評価制度というのはどの職場でも既に殆どがやら

れている訳ですよ。この公的な機関だけが無かったと。時代遅れだとは思ってはおり

ますけどもね、新市になってですね、この人事評価制度これはもうぜひやっていただ

かんとですね、やっぱり謙虚な姿勢で人を見つめるという事は非常に大事なことだと

思っております。おそらくあのしっかりやっていただけるだろうと思っております。

他に、どうぞ高平委員さん。 
高平委員：私言うのいつも些細なことなんですけどね、新市になって、私ら西祖谷からお

年寄りとかが新市になったが為に本庁へ来なんだらいかんとかいうイメージを持った

方も、いろんな書類関係で提出するのに本庁へ来なんだらいかんというイメージが出

来た人も沢山いたみたいなんで、遠路バスとか汽車とか使ってね、本庁の方へ来て目

的のとこへ着いたら、本庁もまだ慣れてなかったことも含めて担当者がいないという

んで帰られたという話を多々聞いたんですよ。多少じゃないんですよ。けっこう何件

も聞いたんです。そういう本当に西祖谷東祖谷の方から来ると池田の本庁って言うと

１日がかりになるんですよ往復で。それなのにここまで来て担当がいないって言うん

で年寄りは担当がいないと帰るんです。普通なら担当がおらんでもどうにか成らんか
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って若い人はつめるんですが、お年寄りはああそうですかって帰るんですけどね。そ

ういうのも聞いたし、現実、支所へ書類を持っていった場合、これは本庁でした方が

良いでよ。支所でしたら一旦支所で預かって本庁へ持っていって、又支所へ戻ってき

て当人に渡すような話になるから本庁へ行ったほうがいいでよと言われたりして、結

局何処へ行っていいんか分からんでもうええわと言う書類の処理の仕方が、もう池田

まで行かな出来んのだったらって言うような感じの事も多々有ったんですよ。今ちょ

っと最近は話し聞かないので大分改善はされたと思うんですけど、そういう担当者が

いないときのバックアップとかはどんなになっとるのかなって言うのがあるんですよ。

今だにたまに聞くんでね。お年寄りが分からんで結局一日掛けて行って結局なにも出

来ず帰ってくるって言う話っていうのはあるんですけど、どんなんだろうかて言うの

がなんですけど。 
新居環境福祉部長：たぶん環境福祉部のことであろうかと思います。合併直後にですね、

色々と担当が代わりましてですね、ご迷惑をおかけしたじゃないかと言うのは事実で

ございます。皆さんにお断りをしなければいかんのですが。それとですね、以前であ

れば各旧町村、厚生課という名前で大体の旧町村で呼んでおりましたが、厚生課に行

けばそういう福祉関係はたぶん出来る、今は本庁行きましたらですね、たぶんその長

寿障害福祉課って言うところが１階にございます、市民課って住民票とか戸籍とか担

当しとります廊下の前にあるその課が担当する仕事でないかとかように思うんですが、

名前がですね、長寿障害福祉課という事で皆さんお年寄りの方がですね、そう言う名

前になれないために迷われたんでないかなと言う気もします。今ですね皆さんにご迷

惑をおかけしたんですが、今はそういう事で来ていただければですね、担当もきちっ

とした対応も出来ますし、それとですね、１つはたとえば私は三野町出身なんですが

三野から来た場合に池田とかあるいは東西祖谷から来られた職員がですね、やはり顔

を見てないという事できちっとですね、説明が両方ですね、お年寄りの方あるいは職

員の方がですね、説明が両方が出来んかったと、そういうことでなかなか対応が出来

んかったんでないかとかように思っております。今は合併も７ヶ月過ぎましてですね、

落ち着いては着ておりますので対応は今後は出来るんでないかなと、今まではご迷惑

をおかけしたことと思います。 
伊丹会長：よろしいですか。耕地委員さんどうぞ。 
耕地委員：質問が 1 点あるんですけども、今日いただいた資料もこの間いただいた資料も

同じなんですが、下のほうの注釈の中のですね、合併に伴う人件費削減効果 2 億 8 千

万というこの金はですね、17 年度と 18 年度を比較してこういう風な削減効果になって

いるのか、あるいは 10 年間を見てみますと年間 1 億いくら平均してもそうなるし、そ

の辺りがどういう風に出されたのか。それから 1 つですね、人件費の一般企業では 55
歳ぐらいになりますとですね、給料上がらないんですね。むしろ給料下がるんですよ

ね。だけど、公務員今は国家公務員も同じだろうと思うんですけども、そういった頭
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打ちがないのか。ずっと給料が毎年定期昇給と言うような形で上がっていくのかどう

かですね。そこらも実際は見直す必要があるんじゃないかと。子育て中はですね 45 歳

ぐらいまで、子供が大学へ行っている時代がですね、ずうっとお金がいるからぐうっ

と上がっていっても 55 歳過ぎたらですね、ある程度子供の教育も終わってくるし、そ

うなって来るとそんなにも給料が必要でなくなるんだから減せというのが一般企業と

言いましょうか社会の考え方なんですけども、その辺りが今後どういう風に考えられ

ていくのか、その 2 点について質問したいと思います。 
馬渕人事室長：説明不足のところもありまして申し訳有りませんが、合併に伴う人件費削

減効果と言うのは 17 年度と 18 年度を比べた額でございます。それから職員の昇給に

つきましては、先ほどから何回も出とるんですけども、今年の 4 月から大幅な制度改

正に成りまして、昇給ストップという制度はなくなりましたけど、実際に今年の４月

から大幅な給与の削減になりましたので、いま市の職員においてみますと約 3 割、年

齢から言うと 50 ちょっと前位から上の職員は今の職にある以上、課長補佐や課長にな

るなりしないかぎり昇給は、実際に昇給はないという現状でございます。 
耕地委員：それではですね、高給取りが 6 人辞められて若い職員が入ってくる訳ですよね。

だからその差と言うのはかなり大きいんじゃないかと思うんだけども、人員の削減比

率よりもですね、人件費の削減比率のが僕は逆に人件費の削減比率が大きいんじゃな

いかと思うんだけども、これは僕の勘違いか分かりませんけども、退職の余分な分を

２００万から８００万をのけてでもですね、乖離が３パーセント幾らありますね。人

件費のほうが高くなってますね。だから新陳代謝分と言うのは当然、定昇があるだろ

うと思いますから上がっていくんだろうけども、それは高給取りが辞めたことによっ

てその新陳代謝分が定昇と言う形になっていくのが自然的な考えでないかなとこうい

う風に思うんですけども、この辺りについてどうでしょうか。 
馬渕人事室長：詳細な、本当に一人ひとりの詳細な計算をしてないもんですけど、たしか

に職員数につきましては純減ですよね。職員数が減ってそこから増えることはありま

せんけども、給与につきましてはやはりその昇給部分を含んできますので、この３．

９パーセントという差が出てきたんじゃないかと。現段階では私はそう理解しとんで

すけども。 
伊丹会長：あの普通、耕地委員さんのような捉え方が、全ての方がそうであろうと。感じ

方としてそうだろうと思います。あのここいらは十分事務当局で精査をしていただい

てですね、やはりあの高給取りが辞めて非常に低い初任給が一人入って、その差は相

当な額だと思いますしね。それが昇給分の予算て言うのは、もう当然この中の予算に

はじめから入っとるわけであってね、だからそういう数字は厳然と事実がある訳で、

数字として出てこなんだらおかしいんじゃないかと言う風な思いがしますはね。そり

ゃあもう全ての委員さんがそんなに思っとんじゃないんでしょうか。はい、どうぞ。 
森本委員：あの収入役っていうのは今どういう仕事をされとんですか。 
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伊丹会長：これは森本委員さん答弁が出来るような立場の方がないようなので、次回 1 つ

またその件についてはですね。確かにあのそういう既に収入役のない自治体も随分あ

りますしね。あの 4 年後にはないらしいんですよ置かないらしいんですよ。まあそう

言う事がいま事務当局から耳打ちされましたけども。他に。 
森本委員：4 年間あなた方は要らん金をほうりなさいと言いよんですよ。 
事 務 局：あの要る要らんて言うのは分かりませんけども、自治法の改正でですね 4 年後

にはもう収入役と言う役職は無くなると。でまあ助役と言う役もなくなって副市長と

いう形でそれは２人置けるという自治法改正がありましたんで、そういう風な形のお

話でありまして、要るか要らないかという話になりますと難しくなりますんで。 
伊丹会長：はいどうぞ、漆川委員さん。 
漆川委員：いま人件費のことになって、ちょっと私も火がついてきましたんで発言させて

いただきますけど、今日 NHK のニュースを見てましたら、県職員の方の給与について

ニュースが流れてたもので。企業と民間の、こう言っては何なんですが、公務員の方

は民間の給料とかご存知なんでしょうかね。そしてあの徳島県の場合も比較するのが

どうも大型の１００人以上の人数の方とか従業員が１００人以上もしくは５０人以上

と比べての給与のあれなんですけど。市のほうではそういう民間との比較と言うのは

なさってるんでしょうかね。 
馬渕人事室長：これまで通りですね、市独自でそういう調査をした事もありませんで、基

本的には国の人事院勧告に基づいております。国の人事院勧告も昨年からと思うんで

すが、それまで１００人以上の従業員の規模を５０人以下までこう拡大しております

ので、それに基づいて今のところは行こうと考えております。 
漆川委員：でもやはりあの市の市民といたしましては、皆さんは市民の為に働いていただ

いて市民は助かっておりますので、やはりそういう点では三好市での一番の企業とい

うのは分かりますよね。そういう所と一度何社かと比較をしていただいたらと思うん

です。それは私だけでなくて、色々あの学校関係でもそうおっしゃる方もおりますの

で又よろしくお願いします。それともう１点職員の意識改革の事なんですけども、各

種研修ってございますよね。この研修って言うのは年何回かそれは各部署に分かれて

なさるんでしょうかね。 
馬渕人事室長：研修に付きましても専門分野の研修、それから一般的な職員としての必要

な研修と色々別れておりますけど、機会があるごとに職員についてこう言う研修があ

ると言うことの案内をさしあげまして、非常に多くの方に現在そういう研修には行っ

ていただいております。 
伊丹会長：山本委員さんどうぞ。 
山本委員：森本委員さんほど嫌われることはないと思うんですが、私も若干嫌われるかも

しれないんで先から言っておきます。先ほど漆川委員さんがおっしゃった様にですね、

だいたい国にしても県にしても比べる企業さん、給与の面で比べる企業さんていうの
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は大企業を基にしとるって言うのは皆しっとることであって、うちのような町、この

様なちっちゃい市になりましたら出来ればその大企業１００人何とかって言うんより

も中小企業の方と比べていただいて、先ほどからずっとお金の話出てますけれども、

何十歳になったら昇給ないですよとかいう話じゃなくて、もっとこう全体的な事で生

涯給与で比べてみてもらえんかなと言う風に思うんです。でまあ私もあの市の職員さ

んて言うのは頑張ってくれはるかたもいはるし、それから高額納税者でもありますし

そういうことを考えるとあんまり言えんなという気持ちもあるんですけども、でも生

涯給与で考えると民間のその言う企業さんと比べた所でもやっぱり差が出てくるんじ

ゃないかなと思うし、ましてその大企業なんかここの市にあるわけでもなくってある

のは中小企業ばかりであって、そういうところと比べて言うことをまず考え直してい

ただいたらいいかなと言う風に思いました。それからですね、話を元に戻しまして事

務事業検討のほうなんですけども、こちらの本庁方式への移行についてと言うことで、

地域の発展に云々かんぬんとありますので是非これはここに書かれてあるように、地

域の実状と言うのをちゃんと見ていただいてしていただきたいなあと思います。そう

いう風に私ここであえてこうやって申し上げるのは、何処そこの町の何処そこの誰と

は言いませんけども住民が行ったときに、うちの町ではそんなことはして無かったけ

ん私ようしませんと言った職員さんもおいでるんですよ。そこの町でしてなかろうが、

代わって来ただろうがなんだろうが、やっぱり均一均衡のとれた事はせないかんと思

うので、職員に関しては旧町村云々かんぬんと言う問題じゃないと思うんです。もう

すでに。半年以上たって 3 月から今までの間ですから、ある程度の時間もあったと思

いますので、そういうような事がないようにですね、それは初めから話し合いは出来

てなかったらまずい事だと思うんですよ、職員間で。そういう研修とかいいよったけ

れども研修とか言う以前の問題だと思うんです、これは。人として。そういう事もあ

ると思うので気をつけていただきたいなと。そのことを含めてねやっぱりこれからの

研修はしていただきたい。昔はようけいましたよね、何処の人でもお日さん西々と言

ってはばからない人とか、あと私のボーナスは机の上に立つとかいう人とかね、そう

いう人とかがおいでた訳ですよ。私も子供ながらにふーんと思って聞いていましたけ

ども、まさか今そんな方はおいでんと思いますけども、住民ってそういう事だけはや

けに覚えているんですよね。今して無かっても昔しよったけん今も有るんじゃないか

って事をやっぱり持っていると思うので、真に申し訳ないけども先生とかそういう方

と一緒に聖職と思ってやっていただかんとこれはしょうがないなと言う風に思います。

で、事務事業の 2 ページの方に各種行事イベントは可能なものか民間主導の実行委員

会等へ移行すると言う事になりますが、これは実際していかないかんだろうと思いま

す。していかないかんと思うけれども今までは、これは民間の方も悪いところがある、

おんぶに抱っこって言うのがあったから。そういうのがあると、いきなり放りつけら

れてもどうして良いか分からんと言うところがありますので、これに対応出来るべく
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職員さんもやはりそういうようなお勉強もしていただいて、どういう風に言ったら民

間に伝わるかなというのも私等も頑張るけど職員さんも頑張っていただきたい。て言

うのは福井県の実例によりますと、これは公民館の話になりますが、公民館の社会担

当主事、青年連合会なんかがごっつい無くなっちゃった。でもそこの市では青年って

言うのがきちんと活動する母体が無かったらいかんからと言う事で、公民館単位で頑

張りましょう。その主事さん達をある１つの団体の研修に放り込んでそこで徹底的に

勉強させたって言う、その結果として各公民館に青年団が又復活しましたよって実例

もあったりしますので、そう言うそういった所の実例を拾いながら市のほうでも対応

していただいて、あまりその現実性が無いって言ってごっつい失礼かもしれませんが、

比較対照する場合にね、そういう所のを持ってこずにいい所の先ほどの岩手の話も有

りましたけど、そういうような事業に対しての良い事って言うのを拾ってほしいとい

う風に思いました。又その行事とかそういう事をするにあたって、遊休地の有効活用

って言うのもあると思いますが、総合支所の空き室っていうのも出来るだけそういう

団体に貸し出していただけるようなシステム作りをして頂きたいとも思います。こと

に三野町って言うのはね、私三野町ですが、庁舎が古いんですよ。どんだけ古いんか

って言うたら文化の森に移転された前の県庁舎ぐらい古いんですよ。それで建設関係

の人になるとこれは素晴らしいと言う事らしいんです。これを保存するだけで１つの

運動が出来るよって言うぐらい古くて素晴らしいもんらしいんです。今はちょっとシ

ョートケーキの様な色になっていますけど、私が子供の時には、こし餡に生クリーム

を加えたような和菓子の渋い色だったんですよ。そういう感じもありますのでね、た

だその２階が議場になってますが、私なんか議場に上がりますと梁の上から動くなと

言われるくらい古い訳なんで、そういう所の保管をしながら壊れないような所を作っ

ていただきながら、そう言うような歴史的なところもあるので保護していくという方

向も考えつつ、有効に活用していただくような方法をしていただけたら良いなと。民

間にも何処そこ借りたらなんぼいるって言う事が沢山有りますので、そういう事のな

いように実行委員会なんかも、庁舎使うて、ここ空いとるけんというような感じでタ

ダで貸していただけるような形でしていただくと、イベントなんかもやり易いなあと

いう風にも思います。一旦長いので切ります。ほんまは有るけど。第２部に引き続い

てと言うことでここで切っておきます。 
伊丹会長：今第２部と言う第１部の終わりと言う事でございますが、ちょうど一時間とい

う時間ちょっと越えましたので１０分間の休憩をただ今から取らしていただきたいと

思います。小休いたします。 
伊丹会長：会議を再開いたします。ご発言をお願いいたします。はい、西川委員さん。 
西川委員：色々と検討いただいとる中で、合併のメリットって言う中で、本庁に集約する、

あるいは指定管理者の導入ですとかそれから民間の委託ですね。これに対して相当な

やっぱりあの人員削減するんですが、僕が考えるのに余剰人員が出るとまあこちらは
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判断しております。相当あの自然の現象で減っていくとはお聞きした通りなんですが、

余剰の人員があるとすればですね、それをどういう風に配置転換していくかと言う事

も疑問に思う点も有りますしね、それから出来ればですね、そういう方々の知恵を余

剰人員をですね、ここに掲げておるように遊休地施設の有効利用でどういうようにし

て収入を得られるとかですね、市の財産をどういうように有効に検討して、そして収

入になるかどうかと。それからですね、単純な考え方なんですけど、使用とかですね、

あるいは郵便物なんかこう配っているものの中でですね、広告料とか色んな収入源を

ですね、何とか生かせる方法は知恵を絞っていざとなったらどうなるかなと言う思い

があるんですが、その辺のとこお伺いしたいと思うんです。 
馬渕人事室長：職員の配置につきましては、正しく西川委員さんのおっしゃる通りと思う

んですけど、いま総合支所方式をとっておりまして、これについては先ほど説明があ

ったと思いますが、短所として効率化が図りにくいという事もあります。それから今

後それぞれの部会で、組織、それからアウトソーシング等検討されておりますのでそ

れらと併せまして、どういう形での職員配置が一番合理的で経費が安く上がるのかと

言う事も、今後やはりそういう面で考えて行かなければならないと考えております。 
事 務 局：新たな収入源でございますが、いま各町村っていうか他の所ではですね、はや

りが、ホームページにバナー広告料と言う形で収入を増やすとか、後、県が公用車の

ホイルベースですね、広告を掲載してある程度の収入を見込むと。後、市長のマニフ

ェストに出てたんですけども、封筒に広告を掲載するとか、市の広報誌にも広告を入

れたらどうだろかと言う案はありますけども、具体的に検討はしておりませんので、

これも検討課題として進めて行きたいなと思っております。 
森本委員：多分、次３セクが出るんだろうと思うんですが、今のお話は、市が儲けるのは、

簡保センターのああ言う不動産を貸したりあるいは土地を転がしたりああ言う形式で

上手に儲けれるんじゃけんそういう事をやったらええと。で、もっと考えないかんの

は公用車がいったい何台あるんだろうと。ほんまに必要な公用車ってどれだろうと。

切らないかん所はほんま言うたら、有り余って何処から手付けたらええんだろうかっ

て言うぐらい有ると思うんですよ。やるかやらんかだけなんですよ。やる意思がある

んか無いんか、最後は。あれば出来るんですよ、本当。いらん、言うたら我々個人だ

ったら車でも小っさいのにしようかとか、税金高いきん小っさいのにしようかとか色

んな事考えるんじゃけど、自分の金で出て行かんもんじゃけん、そこまで考えんでえ

えわけよね、皆さんの場合は。これは皆さんに当てはめて言よんでない。これは市長

であったりそういう立場の人に言わんといかん事ですが。やっぱりあの自分の所で切

らないかんのは何だろうかって言う、それさえ分からんのかなと言う様な。それをや

る気がほんまに有るんかいなと。だから有効利用する必要ないんですよ。やって赤字

出すんだったらやらん方がましなんですよ。もっと現実に出来るのは、要らんもんを

ほんまに必要なんかどうかもう一回見直したら、明日からでも金が浮くことは沢山有



 15 

るんです。それをやる意思があるんかないんかって言うのを本当は聞きたい。 
伊丹会長：何か今の件で、よろしいですか。まあ要望じゃね。はい上野委員さん。 
上野委員：この事務事業検討部会の資料を見せていただきました所、私のような素人には

ですね、事務事業の効率化と言われても何がどうなっているのか分からないんですけ

れども、これを見たところですね、既にこの４回事務事業検討部会が開かれているに

もかかわらず、かなりこうきれいな報告書といいましょうか、教科書のような報告書

になっているなあと。既に４回開かれているのであれば、実際にこの三好市で見直す

べき事務とか事業は何なんだろうかと言う事をですね、このような今まで慣例的に行

われてきた事務あるいは事業、これはまあ必要ないなと。あるいはこれとこれの事業

は統合すべきである。もう既に必要なくなった、時代の変遷によって必要なくなった

事業だなあとか言う事でですね、具体的なこのこれこれとこう言う風な事業と言うの

が、三好市における事業見直すべく事業って言うのが全然書かれてないので、我々こ

れ見たって何の事だか良く分からないんですが、そして又具体的にこれの事業を統廃

合しあるいは廃止すること、あるいは又新設の事業も有るかと思います。これによっ

て人員の有効的な配置あるいは費用の節減がどれほど出来るのかと言う事ですね、も

っと具体的に提示をしていただきたいと思いますし、最初の、この委員会の最初の資

料によりますと行財政改革推進本部の方では、１２月に大綱の作成、集中改革プラン

の作成と言うことで、具体的な改革プランを策定せないかんという事になってる訳で

すから、この４回開いた時点ででは、もっともっと具体的な事業名とか事務の名前等

が出てきておって当然ではないかと思うんですが、是非ですね、こういう風なこう具

体的な目標設定をしていただきたいなと思います。それと、この文章では向上に努め

るとか検討するとか努力するとか移行するとか言う事であって、平成何年何月までに

事業についてはこの様にやる、変えて行きます、あるいは廃止します、あるいは民間

委託しますとか、そういう風な目標設定ともうひとつは時期の設定が全然課書かれて

ないという事は、これ努力をしたけども結果的には出来なかったとか、今、移行する

ための検討中ですとかそういうことになってしまうと思いますので、是非ともその具

体的な目標の設定と達成時期をこのプランには書き込んでいただきたい。そうしない

と結局ずるずると十年たっても同じやなあと言うことになってしまう可能性があると

思うんです。でそれまでに結局十年も先の話になると既にまあ破綻してしまっている

かも分からないという風な心配もする訳でございます。以上です。 
伊丹会長：何か。 
新居環境福祉部長：今のご質問ですが実はお叱りを受けましたように私も答弁が、きちっ

とした答弁が未だに出来ませんが、実はこの推進本部でですね、７つの部会がありま

す。たとえば私たちは事務事業検討部会あるいは前回はアウトソーシングであったり

補助金の部会であったりします。その補助金の色んな７つの部会をですね集約する時

期がもう少しで来ます。その集約する時期が来ればですね、たとえば私たちの事務事
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業検討部会はですね、アウトソーシングの前回ありました部会とですね、重複する部

分が先ほど申し上げましたようにありますので、そこえら付近を整理精査してですね、

皆さんにその時点については、１００パーセントと言えませんが、多少なりともお示

しが出来るんではないかと。ただ今、叱られますが検討中であると言う事でございま

す。たとえばですね、私は環境福祉部でございますので、ゴミの収集業務、先だって

お話をさせていただきましたんですが、１９年の４月からですね、出来る所から民間

委託、民営化しようと言う事で今日も東西祖谷の方へ行って担当者と午前中ずっと話

をして来まして、山城町地域あるいは池田井川あるいは飛び地であります三野。とり

あえず三野からですね、１９年の春から始めまして民間委託と言う事で、かなりその

設計をやらなければ特に分かりませんが、いくら安くなるっていう話は未だきちっと

精査していませんので出ませんが、多分いまやっているよりは安くなるんじゃないか

と、かように思っております。その他はですね、アウトソーシングで有りますように、

色んな給食センターのセンター化でありますとか、民間活用を積極的に導入すると言

う事で、きちっとした事務事業検討部会等はやっておる最中でございますが、今だそ

の数値とか資料というのは出せませんが、先ほど言いましたように７つの部会がそろ

って出せる話合いが出来ますと、出せる段階には皆さんに資料が提供出来るのではな

いかとかように思っておりますのでよろしくご理解をいただきたいと言う風に思いま

す。 
伊丹会長：どうぞ。 
森本委員：今日はちょっとテンションがあがっとんで何回か言わせて貰いますけど、事務

局の方はそういう委員会出られとんでしょ。各部会出られとんでしょ。そしたら２回

目か３回目に川西さんが、ゴミの問題でゴミを出さない方向でこう言うことをしたら

どうですかって言う聞きましたな。聞いたでしょ。そういう委員会でこう言う話あり

ましたよって言うのはお話されましたか。ゴミの収集を効率化するって言うその以前

に、ゴミを出さないようにしたらいらんじゃないのと。コンポストも話しましたよ、

川西さんは。そういう事は委員会で出されましたか。事務局として。 
事 務 局：今のお話は、前回ちょうど川西さんにしていただいたんですけども、結局です

ね、今日の２つの部会でもそうなんですが、前回のアウトソーシング、それからまあ

全然絡みがないかもしれませんが、第３セクターとの方にも関係してくるかも分かり

ませんので、それぞれ前回とは１週間ほどしか経ってませんし、それで各部長さんに

出席していただいてますのである程度は理解されておりますけども、ただ部長さん一

人の意見では検討部会の話がまとまりませんので、ある程度その会を開いていただい

て、ここういう部会ではこう言う検討されとると言う話はされていますけども、結局

その部員っていいますか、検討部会の中に職員が入っていますけども、それの総意と

いうか、ある程度話をして決めていかないと、責任部長とか座長の単独の意見でこの

検討部会の意見はこうですよとか言う話にはなりませんので、その辺がじれったいと
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言うか、すぐに答えが出てこないと言う話になります。本当は中の職員同士ですんで

すぐに出来るでないかという話も分かりますけども、ある程度やっぱりこれだけで職

員もやっていませんので、仕事も持っていますんで、やっぱりあの１週間ないし１０

日に１回という形の会合になりますんで、その辺の調整っていうんはまとめてやりた

いなと思っておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。すいませんどうも。 
伊丹会長：谷委員さんどうぞ。 
谷 委 員：定員適正化に付いてちょっと私の意見を言わせていただきたいんですけども、

今までずっと参加させていてだいて、この支出のベスト３が人件費と言う事で、まず

ここに小泉流で言えば改革の本丸じゃって言うところの１つなんだろうと思います。

で、これをもう手をつけていかん事にはどうしようも無いんだろうと感じます。その

中で、多分定員の適正化って言う所と給与の適正化って言うのは対で進んでいかない

と行かんのじゃないんだろうかと思いまして、私は前回休んどったんですけれども議

事録を読ませていただきますと、多くの皆さんがこの定員適正化、ここではないです

けれどもで、その定年を待たれてって言う事でスピードが遅いって言うのが多くの意

見が出とったと思います。それでもし、その財政シミュレーション的に成り立つんで

あればそれはそれで給料に手を付けんでもええと思うんですけれど。シミュレーショ

ンして成り立たんのであるならば、民間で言うならばワークシェアリングていう形に

なるんやと思うんですけども、ここに入って行かんといかんのだろうって思っていま

す。でちょっと合併協定書で一般職の身分の取り扱いと言うところで、職員の給与に

付いては適正化の観点から統一を図る。現職員については現給で推移し合併後速やか

に審議会を設置し調整するってなっとんです。この審議会を設置するっていうのが合

併協議会において、委員さんがわざわざここをこの審議会を設置するって言う文言を

協定書に入れてくれていう要望があって入ったと私は記憶しとんです。この審議会っ

て言う意味はって言いますか、私が理解した所は、たとえば今だったら人事院勧告と

かありますよね、その辺で壁を越えるために審議会を作ってほしいっていう事があっ

たんだと思うんですよ。この今回の適正化部会の基本方針の給与管理の適正化のとこ

ろで、人事院勧告や国県の動向を見極めながら他市との均衡にも考慮しとなっとんで

すけども、この辺が、今までにも意見がありましたけども、他市との均衡の前に民間

との均衡という所を考えていただいて、そのためにはやっぱり審議会って言うのが、

民間が入った審議会、民の意見も入る審議会って言うのが要るんじゃないんだろうか

って言うのを感じ入ってます。まあそこら辺を私の意見として言わさしていただきた

いと思います。以上です。 
伊丹会長：有難うございました。大変こう貴重なご意見を拝聴いたしましたが、なにか事

務当局でこの件についてありますか。正に谷委員さんのご発言の内容と、おそらく委

員の皆様方もそういう感じを受けておられるのでなかろうかと。前回の委員会の時に

ですね、やはりこう計画スパンが長すぎるというような話が随分と出て参りまして、
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おそらく事務当局のほうでもそれを真剣に受け止めていただけておるのではなかろう

かと思っております。ただこの行財政改革と言うのは、検討部会と言うのは、現場職

員、部長クラスが部長になってですね、やってる訳ですね。だから特別職との意思疎

通の問題が重大な鍵を握るように思うんです。事務事業の見直しにしても職員の適正

化の問題にしても。これは特別職のいわゆる首長、市長を中心にした特別職の考え方

といわゆる現場職員、部長を筆頭にした現場職員との意思疎通という考え方が、ある

いは職員の声の吸い上げとか言う様なものも要るでしょうし、そこえらのまとめが大

事な事ではないかと言うような思いがしますが。他に何か。どうぞ市岡委員さん。 
市岡委員：職員の適正化っていう事でちょっとお聞きしたいんですけど、適正化って言う

のは算出の基準は分かるんですけども、果たしてじゃあその３００、広域を計算して

３４０人ぐらいになった時に行政サービスがこれまで通り出来るかどうかって言うの

は非常に私は不安になる訳ですね。て言うのは特に本庁方式になっていけば、東祖谷

のような所はほとんど職員がいなくなる可能性が大きくなる訳ですよ。そうすると合

併して池田は栄えて東祖谷なくなるって言うんだったら何の意味もないと思うんです

よね。そういう意味では、適正化って言うことの基準て言うのが非常に、適正化って

言っとるわりには分からないて言うのが１つ。もう１つは、行政の中で行政改革につ

いてどれだけ話し合いをして、危機意識を持って望んでるのかって言うのに対して非

常に疑問を持っています。森本委員から先ほど最初の頃に話しましたけども、一番何

が信頼関係を生むかって言うと、情報の共有化だと思いますね。部長課長以上の人は

話し合いを持って結構意思疎通してるのかも知れないけども、三好市全体の職員の意

識として、その水準に達してやって行けてるのかどうかって言うのが非常に疑問な所

である、１点。それからもう１つは市民との間の情報の共通化って言うのがなさない

限り、お互いに信頼されない限りやろうと言ったって、上からただ命令されてるだけ

で実施するのに非常に色んな軋轢が出ると思うんで、その辺はどういう風にお考えで

しょうか。 
伊丹会長：答弁出来ますかな。 
合田企画財政部長：専門外になるんかも分かりませんけど、ちょっと個人的な意見も入る

かも知れませんけど言わせていただきます。先ほど言いましたように１点目の職員と

の共通認識と言う事でございますが、言われたとおり幹部会とか管理職会とかそれぞ

れ、部によりましても部の管理職会もやりまして、それを又課長が持ち帰って課の打

ち合わせをやっていくという形で、直接全体で会えないような状態はあります。それ

は人数の関係でそういった形でやっていこうかと思います。まず職員との関係と言う

ことになりますと、やはりあの共通認識を持たないとそれぞれ旧の町村出身でござい

まして、色々なやり方も違ってまして、ここの所が、職員の共通認識と言う所が一番

合併、早く一体化さすって言うことが大事な事でございまして、たとえば同じ旧町の

出身でございましても本庁へ来とる人間と旧町の所におる支所におる人間との共通の
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認識って言うのは、７ヶ月経ちしておりますとかなり差が出来ているんじゃないかな

と言う風な事は、自分も個人的に考えるとそういった事は思います。そう言った点、

それぞれ出身旧町の出身者どうしの話し合い、本庁での話し合いとか言うのも有りま

すし、今後ですね、そういったお互いの、職員同士の共通認識と言う所はずっと図っ

て行かなくっちゃならないと。まず職員が一体化せんと市の一体感というのが生まれ

ないと思っております。それから２点目の市民との関係と言う事でございますけれど

も、当然市民と行政の職員と言うのは一体化してそれぞれまちづくりにとか地域の活

性とかに付いて、お互いの意見がどんどん言えて、良い施策があるんだったら予算付

けれる限り又予算が付かない場合はお互いに創意工夫をしながら、その地域を活性化

していくと言うような事が大事でございます。今の所ですね、僕の感じとしてやはり

まだあの合併の混乱と言うのがありまして、もう１つそこら辺しっくりしてない所が

ありますし、旧町でもそれぞれ話し合いが出来ておった事が、何となくこう大きく広

がったから住民の方々も何かこう遠慮して言うて行きにくいなと言う様な所も有るん

じゃないかなと言う風に思っております。そう言った所もこれからの三好市として、

色々な面で発展をさして行くような形の中で、それぞれのご意見を伺おうかって言う

所。それからお互い個人的にも職員と市民との間のコンセンサスとる。お互い言いた

い放題言えてなるほどなと言う風うな所があらゆる場所で欲しいと思っております。

ただ今まだそういった形になっていない状況であろうと思いますけども、個人的にな

りますけど、そういった場をどんどん取って行って一体感を早くしたい。その為にも

まずは職員の一体感と言う事が大事で有りましょうし、次に市民との一体感と言うよ

うな事を、こう日ごろ考えながら仕事しとる訳でございます。ちょっと答えになった

かも知れませんけど今言われた所の話は非常に重要な問題であろうかと思いますし、

それぞれ職員がそういった気持ちでこれからやって行かないかんと言う風に考えてお

ります。 
新居環境福祉部次長：失礼します。行政評価の検討部会の担当責任者と言う事でさせてい

ただいております環境福祉部次長の新居でございます。いまご質問に有ったような事

にも関連するかと思いますんで、ちょっとこの行政評価検討部会の報告時間が、多分

次回はもう３セクと言う形でその次は総体的な議論と言う形でなかろうかと思うんで、

今日事務事業の中でも出ました事務事業の評価について、評価制度についてと言う話

もございましたので、ちょっとそれと併せてですね、ここでご説明させていただきた

いと思います。今の住民への皆さんへのいわゆる講評とかですね、職員間の意思疎通

をどう図るかとか含めてになろうかと思いますんで、ちょっと説明をさせていただき

たいと思います。行政評価システムと言う事で、実は徳島県とかですね、徳島市でも

もう既に取り組んで、ここ数年から取り組んでおるようでございまして、今この検討

部会でまだ２回しか検討部会しておりません。まず行政評価と言う事なんですけども、

この事に付きましては先ほどもちょっとお話がありましたけども、政策とかいわゆる
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施策とかそれから事務事業についていわゆる客観的な数値です。これはあの成果指標

等を使いながら具体的な数字を用いまして、有効性や効率性を評価しながらその結果

を行政運営に反映して行くことで改善して行くという形でですね、行っていく行政評

価システムを是非ですね、この三好市でも取り入れて行きたいなと言う事で現在も検

討部会で検討しておると言う事でございます。これはいわゆる今の政策とか施策とか

事務事業の中身をですね、計画の段階から、実施それから評価してそれを改善してい

くと、こういうな形の流れにになろうかと思うんですけども、政策と言うその大きな

柱で、これは今後、いわゆる三好市の総合計画の大きな課題になろうかと思いますが、

それぞれ環境とか福祉、産業、教育、文化いうような大きな三好市のこれからどうす

べきかと言うような視点から、まちづくりの方向性を示したもの、政策、いわゆるこ

れが政策評価と言ってもいいと思うんですが、そういう評価それから又施策と言う事

で政策と言う大きな、いわゆる目標を達成する為に個々の数値目標、政策を実現する

為のいわゆる手段として施策と言うのが有ろうと思いますが、それをきちんと施策評

価をして行くと。それから又その施策という目的の為にそれぞれ個々の事務事業を沢

山しておりますが、これが行政の中で具体的な事務事業を我々職員やっております訳

でございますが、これをきちっと評価して事務事業全てについて手段として、本当に

これがいま現在住民サービスの為に成っているんかとか含めて評価していくと。これ

をですね、住民の皆さんにも最終的には公表していくと言う形になろうかと思います

けども、今日色々議論いただいている中身も具体的な数字が分からないからと言う事

も含めてですね、一つ一つの大きな政策施策、具体的な事務事業を含めまして、全て

職員がですね、一つ一つ担当職員担当課において毎年度これを行政評価しながら、具

体的に事務事業を予算化するときに生かして行ったり、その後住民に対してきちんと

評価について公表して行くというそう言うシステムをして行くという風な考え方で今

検討を続けている所でございますけれども、ただこれにつきましては、色んな方法が

ございます。色んな方法の中で行政評価システムを職員間にもちこめばですね、行政

評価をする仕事が目的になってしまって、仕事が疎かに成るという事があってはなり

ませんので、簡単な形のこの行政評価システムを職員間にも職員の中へも浸透させて

行けたらなという風に思っております。それによってですね、行政の説明責任の向上

を図れられる目的、導入目的ですね。それから又効果的効率的な行政の推進にも役立

っていくだろう、それから市民に随時対応した行政運営をすることが出来るだろう、

それと先ほど言いました職員の能力向上にもなって行くだろうと言う４つの目的を持

ちながら導入して行こうじゃないかという事で、今後、具体的にどういう形が一番や

りやすい方かな、又職員の皆さんもそれを取り組んで頂けるかなと言う方法を探りな

がら、行革委員会の今年度末までには間に合わんかも分かりませんが、次年度以降に

これが取り込めるような形で出来たらと言う風な考えでおります。長くなりましたが。 
伊丹会長：ありがとうございました。緒方委員さん。 
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緒方委員：行政評価に関しましては、色々と課題が沢山あって各団体とも導入に対しては

色々と難しいことがあるみたいなんで、そういったのをクリアーして導入していただ

けると思っております。先ほどの人件費の話に戻りますけども、相対的に６名退職に

なって行って１名新規採用って言う話ですけども、現状もかなり少数精鋭でやってい

るはずですから、かなり大変な事じゃないかという風に私も思います。そういったご

苦労も多いと思いますが、たとえば今回事務事業と併せて定員削減の話出てきてる事

はですね、結局先になってきた分は、役所の中の事務の効率化と人材育成能力アップ

で対処して行くんだって言う事をおっしゃっておりますけども、団体によってはです

ね、住民の方と話し合いを進めて行ってですね、一定住民の方にも痛みを分かち合っ

てもらうと、今回の行革の中にも出てる状況もあると思うんですけども、今後そうい

った事がですね三好市の方で進められていくのかどうかって事に関しては今の段階で

はどうなんでしょうか。 
馬渕人事室長：将来的には当然そういう論議というのも必要になってくると思いますけど、

いまの現段階におきましてはそこまでいたっておりません。 
緒方委員：と言うことは、今回の集中改革プランでそこまで出てこないって話ってことで

すね。私もいくつかの全国の事例見ている中でゴミ収集の話が出ていましたけども、

生ゴミ回収に関しては役所の方で集めないという風にして行ったりとかですね、各家

庭で処理してもらうようにして行きたいとか、あるいは収集場所の方に住民から持っ

てきてもらう事をやってもらったりとかですね、そう言った事をやってる所もいくつ

か見てきたりしていますし、新規施設を作る場合はですね、維持管理は住民にやって

もらっている所もいくつか有るみたいなことが有りまして、少しずつ単に役所の負担

を押し付けると言う意味合いでなくてですね、住民との信頼関係の基に立ってですね、

住民との共同で公的な仕事を分担し合うんだって言う意識を住民の方に持ってもらっ

てやっている事例がいくつか見られますんで、ご参考までに紹介させていただきたい

と思います。もちろんそういった事が、先ほど森本委員から話がありましたし市岡さ

んからも話されましたように、住民との信頼関係が無ければですね、出来ないと思い

ますけれども、そういった風な動きも見えますんで紹介だけさせていただきます。 
伊丹会長：ありがとうございました。市岡委員さん。 
市岡委員：今ちょっと話を聞っきょってふと思いついたんですけど、行政改革して行く時

に市民の意見をどれだけ取り入れれるかって言う事で考えた場合にね、今は、私はよ

う使わんのですけど、パソコン使ってホームページ開いてこの項目に付いて意見を求

める場合、全国から色んな案が出ると思うんですよね。そういうやり方でもして、市

民がどれだけ関心を示してくれて、なおかつ参加してくれるかって言う事を考えない

限り、今までのように行政改革委員会でこう言う風に決まったと。決まったからって

言うんで説明に行くのって言うのは、市民とすれば決まったことを聞くだけでね、そ

れに対してこう言う風に選択してどれが出来るかって言う選択の余地無かったらね、
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参加する意味無いんですよね。そういう意味では、もっと多くの市民の意見の聞ける

状況を作って欲しいなと思います。 
事 務 局：もちろん全地域市民の方からご意見いただくっていうのが一番いい事だと思い

ますけども、なにぶん全部の方から聞けないと言う事で、市民の意見を聞くと言う形

で皆さん方委員さんに各階層各団体からでていただいて市民感覚のご意見をいただく

と言う形の今方法を取っておりますけども、たぶん市岡委員さんの言われたのはパブ

リックコメントと言いますか、それぞれ委員になってなかっても意見を出せるような

場を設けろと言う事だろうと思いますけども、それについては非常にやりたいんです

けども、その辺すぐに出来るかどうか、パソコンていうかホームページではすぐ出来

るんですけども、全部の市民の方にその事が周知出来るかという事はなかなか難しい

かなと思っておりますけども、ある程度市民の方のご意見を聞ける場というのは何ら

かの方法で設けて生きたいなと思っておりますけども、本来その意見を聞くと言う場

が委員会の場であると言うことが基本でありますので、その辺をご理解いただけたら

と思います。決して委員さん以外の方の意見を拒否すると言う訳ではございませんけ

ども、そう言う事をもし委員さんの中で聞かれた場合はどしどしこう言う方の意見が

あるという形で我々に連絡なりして頂けたらなと思っております。委員さん以外の意

見というのは又別の方法で何らかの形で反映できるようにこれから考えて行きたいな

と思っております。 
伊丹会長：はい矢野委員さん。 
矢野委員：一番最初に森本委員さんの方、相当厳しい、これで改革出来るんかなと言う問

いかけありました。これに絡みましてね、ちょっと総体的な事でお聞きしたいんです

が、検討部会いままでの５つ中間報告いただいて意見を言わさしてもらっております

が、これは我々の前に出てくる前に、市長助役いわゆる三役にもある程度の提示はさ

れて出てきている、それともまだ何もされてないのか。これをまずお聞きたいと思い

ます。 
事 務 局：市長助役が入りますと意見に偏り等が出ると困りますので、取りあえずは検討

部会だけの内容で報告させてもらっております。 
矢野委員：はい。現在時点では市長助役のいわゆる意見と言うか、こう言う方向に検討部

会、各検討部会が進んでるんだなと言う実態把握もされてないと言う捉え方でよろし

いですか。 
事 務 局：はい、そういう形で取っていただいて結構ですけども、先ほど新居部長が言い

ましたように、早々に各部会集まりまして、行革推進本部の中で報告してすり合わせ

をして言う方向で近々に設けて行きたいと思っております。 
矢野委員：あのね、一番最初に発言させてもらったと思うんですが、委員会我々参加して

おります。総務省からの指示があって集中改革プランを提示しなきゃならん。住民に

もそれを公表すると。作文になってしまうんじゃないかなっていう懸念を申し上げた
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訳ですが、このまま行けばやはり単なる作文になってしまうなと言う印象を持ってお

ります。とてもじゃない。改革推進本部、推進委員会その態をなしていない。はっき

り申します。これであればね、役所の方は改革推進本部ですわね。我々は改革推進委

員会です。このまま中途半端な改革案をまとめるのであれば、改革阻止本部、我々は

改革阻止委員会になってしまうんですよ。一番大事な本当の改革をしなきゃならん時

に、中途半端なものを住民にもそして出た委員にも職員にもそれを最終案ですと言う

ことで納得さす事は、どの改革の場合もそうですが、中途半端でまとめてしまうって

言うのがこれは改革推進にならん。逆に阻止になりますよと。このまま行けば総務省

への単なる作文の改革プランを出して、住民に対してはこんなもんでいいんだなと言

う形の、いわゆる改革阻止の動きにしかならないよと再度申し上げておきたいと思い

ます。と言う事で最初に聞いたんですよ。市長助役も全部こう言う流れになってんの

本当に知っとるんですかと非常に心配してます。最終的にそれを集約して１２月にま

とめる予定でしょうが、多分そんな我々が言った意見きれいにまとめて、今出ている

案よりか相当素晴らしいんもんになるとはとても考えれません。なぜかと言いますと

具体的になります、財政検討部会でシミュレーションしてきました。それに関連して

の補助金からアウトソーシングいくつかの、今日も２つ出ましたね検討部会。スケジ

ュール出た中での一番的確に現れていると思うんですが、皆さん方は１０年間、これ

で１０年間は延命できるな、１０年間の延命施策を出して来とんですよこれは。森本

さん先ほど最初に言いましたように、部長課長以上皆さん方中心になってる方々は１

０年間在籍しております、１５年先本当に責任の無い立場に我々もなる訳ですよ。１

０年間だけの延命策に落ち入っとんじゃなかろうかなと。はっきり申します。合併し

なきゃあ２・３年しかもたないよって６カ町村一緒になりました。合併して１０年間

は交付税も激減しないよと。１０年間国が方針出して延命できた訳です。こんなつま

らん案出さんでも１０年間は延命出来るんですよ。ちょっと努力すれば１０年間はい

けます。ただ一番何が問題かって１０年先１５年先大変なことになる訳でしょ。これ

は皆がこの間の財政のシミュレーションで出ましたようにとても１０億って言う金が

足らなくなるよ、だから今我々やらなきゃならんて事は、自分らの在籍の１０年間の

延命せんでもこれは出来とんですから、１０年後に向かって職員や役場だけじゃなく

て地域住民、地域産業含めてですよ、三好市三好郡全体がどういう風に生き残って行

けるんかなって言う。それに対して２つしかないと思うんです。今までやんりょった

通りではいかんから何をやめるんですかと。もう１つは、代わって１０年１５年先も

生きて行けるように、生き残れるように何を新しくしなきゃならんのですかと。やめ

る事って新しくやる事なんですよ。やめることを今一生懸命、それも行政の中だけの

無駄を省こう、歳出を落とそう言うやり方を一生懸命話しておりますが、それも定員

適正にしても退職を待つだけ、人件費そこにも切り込まない、色んな他の各検討部会、

本当に改革する気持ちは１つも出てない。ただ今までのやり方を何も止めずに若干修
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正するだけ。これが何を止めるかと言う今日までの何回かの話。検討部会の中で言わ

れている事はそう言う事なんですよ。一番大事なね、本当に１０年１５年先生きて行

ける、生き残って行ける、その為に今何をしないかんかっていうのはここでお聞きし

ます。どこかで、検討部会か森室長の推進室でやっているのか、市長・助役の段階で

やっているのか、それともこれから始まるでしょう三好市の総合計画、又１年掛けて

やるでしょうけど、そこで１０年先考えていまやっておかなきゃならん事。合併特例

債約２００億使えますが、それを使ってでも今やっとかないかん事を何処でどうされ

ておりますか。それともそれは必要ないと考えか。これ何方かちょっと。あと室長か

ら聞かせてください。 
事 務 局：今言われた１０年後ですね、その先の事に付いては、いま現在私の所では、本

来は考えなきゃいけないんですけども、そこまで先の事というのは考えておりません

で、現在の改革をどういう風に進めていくかと言う形だけの内容のことしか考えてお

りませんでした。 
矢野委員：事務事業見直しの件は、この委員会の中で本来事務事業見直しと言うのは、今

言いました。何をやめるかって事じゃなくて、やめるんも当然必要です。その次の、

変わって何をすべきなのか。一生懸命何をやめるかで歳出を減らしながら、金を浮か

しながら合併特例債も使って、次世代のために何を今必死になってやらないかんか。

これが事務事業の見直しと私は考えてたんですが、それは１つも無いですはね。そう

いう話は検討部会の中では出ました。出てないですか。 
新居環境福祉部長：職員でですね、検討部会やるのには色々の忌憚の無い意見と言う事で、

出来るだけ色々な事についてですね、客観的に、職員の立場と言う事で何方かの発言

が有りましたようにやはり守る体制になってしますので、客観的な意見を出来るだけ

出せよと言う事で、色んなこれ以外の事についてもですね、色んな事の意見は実際に

は出ています。まとめる時になかなかまとまりませんが、出来るものはやろうじゃな

いかと。話の話題には出そうじゃないかと言う事で話し合いの場には出ていますが、

今出ていないのがあります。 
矢野委員：あのね、検討部会７つも作って色々努力なさっております。これはよくわかり

ます。ただし、いかにも分散してしまってですね、我々は何のために合併したんか、

合併したら全て終わっている訳じゃないでしょ。６カ町村それを結集して、職員の皆

さん中心に、本当に厳しい時は１０年後に来るってはっきりしてる。それに対して、

さきほど何方かおっしゃってました歳入の方策も含めて、皆さん方の行政の中だけの

改革じゃないんですよ。地域の３万７千・３万５千の住民の生活。そこで稼がないか

ん地域の産業の問題もある訳です。そういう問題全部含めて、本当に１０年先どんな

にしたらええんだろか、生き残れるんだろうかな、そこに絞って、誰かが今早く結論

出して、住民の意向も入れながらね、結論出して軌道に乗せて、それを今それをせず

に何時やるんですか。その為の改革推進だと私は捉えてこの委員に成らしてもらった
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んですけど、先日から非常にカリカリきております。これだったら今日出席しており

ませんが、渡邊総務部長非常に文書作成能力素晴らしいもんがあります。彼に３日間

預けて総務省宛の文章ぐらいすぐ作りますよ。それであって出来上がったものを出し

てきてシャンシャンシャンでそれでいいじゃないですか。本当にやるんだったらもう

少し性根を入れなおして下さい。今大変なときなんですよ。と言う事を含めて最初に

言いました。市長助役は最後にまとめに入るんじゃなくて、本当にこう言う形で進ん

でいる、こんなもんで良いんですかって言う我々の意向を聞く意味でも、どちらかは、

市長助役どちらかはこの会に出席してもらいたいと思いますがいかがですか。 
森本委員：委員長ちょっと関連して聞きたいんですが、こう言う部会を作ったときに市の

トップ、あるいはその近辺が、こう言う方向で検討してくれと言うような指示は有り

ましたか、各部長さん、部会に。こうしたいからこう言う方向で、あなたの部会はこ

れが出来るように検討してくださいと言うたのか、ただ単にこの問題に付いて検討を

してくださいと言うたのか、そこら辺はどんなんですか。 
事 務 局：特にこの部会にこの部門を集中的に検討してとういう指示は有りません。で、

実はですね、先ほどちょっと説明でしなかったんですけども、市長助役に対して今の

検討部会の状況を説明していないと言う形でお叱りいただいたんですけども、結局各

検討部会もですね、皆さんにご報告申し上げておりますけども、その途中で皆さんの

ご意見を踏まえて、それで本部に報告というか、各検討部会の内容を報告して、それ

で市の方針に持っていこうという形での取り組み方でございますので、途中報告でま

ず市の方針を決めてから皆さんに途中経過を報告する方法じゃない、いわゆる検討す

る段階から皆さんのご意見を参考にさせていただいて、それでそれぞれの部門の問題

を検討していくと言う風な方法を取らしていただきたいんで、市長助役については報

告していないと言う形でございます。それとこの会に市長助役を参加させよと言うご

意見ですけども、これに付いては最初の打ち合わせのときに私申し上げたと思うんで

すけども、本部とこの委員会との行き違い、すれ違いがあっては困りますので、この

会の代表であります会長さんに本部の部員になっていただいて、それで本部と委員会

との報告、相互の意思疎通をしていただくと言う形の立場をさしていただくという形

にさしていただきたいんで、市長助役がおりましたら色々な市の方針は特に出てきま

すけども、そう言うのは考えずに皆さんのご意見をいただいて本部に報告、あるいは

検討していただくと言う方法をとっておりますので、そういう形で助役市長がこの場

に出席しないと言う形になっております。ご了解いただきたいと思います。 
矢野委員：あのね、本当に本当の意味の改革いう形で検討部会が色んな案を出してもらっ

て、我々も必死でそれに対して考え述べて順調に行ってるんであれば申しません。そ

ういう事は。市長助役の事は。はっきり言いまして、枝葉末節 どうでもええような、

会社の事務所で言えばね、鉛筆一本消しゴム１つのことを一生懸命やってるように私

は聞こえます。本当に大事な部分の改革いってないから。このまま行ってしまうと１
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２月末にはまとめるわけでしょ。とても今から修正とても聞くようには思いません。

だから先ほど言いました枝葉末節の事も大事でしょうが皆さん方にそれはお任せしま

す。本当に大事なものが、これは市長助役含めて全員での意思ってものがいるんです

よ。それを何もせずに、細かな事を一生懸命進めまして、最後に色んな意見が出たか

らちょっと若干修正しましょう、これでもう今回の改革プラン出来上がりです、多分

そうなるでしょう。断言しておきますよ。だからそれではいかんのですよ。だから早

めの段階で市長助役に出てきてもらいたいって事ですよ、大筋を修正を加えな駄目で

す、これでは。以上です。 
森本委員：ちょっと補足すると、たとえば小泉さんが諮問委員会を私的であろうが公的で

あろうが設けるとしたら、私はこういう政策をこういう方向で行きます。だからあな

た方は理論武装して下さい。議会に出した時に負けないような理論武装をして下さい。

これを教えてください。本来はそういうもんなんです。だから聞いたのは、こう言う

指示有りましたかって聞いたのはそこなんです。本当に議会を通さなものを前へ進め

ませんのでね、国も県も町も。だから自分の意見、自分の考える方向はこうですと、

だからそれが通るように負けないように理論武装するために皆さんのお知恵を貸して

くださいと。本来の諮問委員会とか私的諮問委員会でも、公の諮問委員会でも、ある

いは皆さんのように専門家ばかり集めた諮問委員会でも、実行委員会って言うんか

何々部会って言うんでも私がこうしたいからこれの理論武装をお願いしたい。だから

それが出てないから何やら分からんような、これは失礼しました。そう言う物の言い

方はいかんのでないかと思うんですが、こう言うようなものがどんどん出てきて早５

回。次は、私は自分の関連する３セクですんで次はこじゃんとした資料を出してくだ

さい。こじゃんとした３セクの。８つあるんでしょ。その本当の意味の個々の、３セ

ク個々の。まとめて総体の話はしとうないんですよ。だからこの３セクはこうです、

この３セクはこうですと、だけどそのバックはこうですと言うとこまで資料として用

意しておいてください。そうでないと、３セクごったにしてものを言われたんでは困

ります。いま矢野さんがほんま心配しとったのは、結局文章だけ書いて出されたんで

はなんも出来ませんよと言う事です。そこら辺で質問をした訳です。 
伊丹会長：今、矢野委員さんと森本委員さんのご発言の趣旨は、おそらくあの上部の方々

の意向を受けて検討部会の方で積み上げておるのかどうかということだろうとこう思

うんですけども、私も先ほどちょっと触れましたように、やはり特別職のいわゆる市

長をトップにしてですね、そういう方々との、あるいは部長をトップにしたこう言う

検討部会と十分意思疎通がなされていないとなかなか難しい問題があるだろうなと、

特に行革の場合はですね。そう言う事でまあ基本的なご提案をご定義をいただいたよ

うにこう思っております。事務当局の方でも十分１つ斟酌していただいて、今後の推

進委員会の資料提示とかあるいは私どもの役割というものをしっかりとお示しをいた

だけれは大変ありがたいと思っておる訳でございます。ただこの委員会は、本部の委
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員会がまとめあげる行革大綱についての助言提言を市民の柔軟な考えの中でさせてい

ただくと言うことが私どもの使命のように思いますので、ただこう言うような文言を

こう言うような文面でまとめ上げると言う様な事では私は無いように思っております。

基本的にはやはり市長をトップにした行革本部が作り上げる訳です。それに私どもの、

皆様方のご意見がいかにこう反映されるかと言う事が非常に大事な事でありまして、

そういう意味で１つご発言をいただいて、しっかりと行革本部の方で取り上げていた

だけるようなものになって欲しいなあと言うよな強い思いがしております。時間が迫

ってまいりましたが、どうぞ。 
川西委員：いま会長のお話で趣旨はよく分かったんですが、どうも今の形では矢野さんの

おっしゃるように、どうも改革はひとっつも出来よらんような感じがするんで。最初

に市長がおいでた時に聖域無き構造計画、小泉さんの言葉だけ真似したんでは困ると、

公約もあるでしょうし利害もあるでしょうし、それから合併の協定書があるだろうし

その非常に難しい中を舵を取りながら成果を得る為に大変な決意でやらないかんもん

で、森さん辺りおそらく寝る間もないほど頑張っとんだろうと思うんですきんど、こ

の事務局のやり方が僕はおかしいんじゃないかと思うんですが。豊臣秀吉の竹中はん

べいか黒田かんべか知らんが武田信玄の誰それって言うぐらい、市長と同等ぐらいの

力をもっとる人間が、市長と一体となって市長の意思を受けて本気でやらなんだら。

小泉さんの調子のええ話の真似だけしたんでは、どうも市長の取り組み方は全然やっ

てないし、しかも今聞くと市長にこんな話が今まで行ってないって。陣頭指揮とって

これはこうせいこれはこうせいって政治生命に賭けてでもやると。自分の選挙公約と

の矛盾点はこう言う風にする、そんな指示があったんかと思って私は聞いとったんじ

ゃけど、ほなまったく無いんだったらこれもう今までやったのが無意味な話でないか

と思うんで、会長おっしゃったようにあくまでも一般の意見を吸い上げてそれを反映

さすって言うんじゃけんどどうも反映せん。最後には一般の方から公募もしました。

各種団体の学識経験者も委員になって入ってもらって色々検討しましたが、結果こん

な調子でなかなか難しいものです。何も出来ませんでした。その出来なかった我々隠

れ蓑に使われるような気がしてならんのですが、それが私が言いよる事が間違うとっ

たら幸せですけんど、矢野さんがおっしゃるように、どうもそう言う線で必然的な気

がしてならんのでひとつ頑張って。それから市の取り組み方も、森さん辺りも大変た

まらんと思います。ほりゃもうちょっと、森本さんが失礼なこと言いよったけんど、

４年後に無くなってもええような人あたりに踏み込んで、中心になって７つの委員会

のまとめの要の役をしてもらって相互に連絡をして、もうちょっと迫力のある推進会

にしてもらいたいと思います。以上です。 
伊丹会長：ありがとうございました。事務当局はいたく受け止めて欲しいと思います。他

に山本さん。 
山本委員：２部を始めようと思いましたが、皆さんのお話で私の言いたいことも大分言っ
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てくださいましたので、私今日ガックリが２つありましたのでその事についてお話し

たい事とお願いが１つあります。ガックリは先ほどお話にあったように、市長さんの

方まで話が言ってなかったって言う事は第一のガックリなんですけど、私池田のここ

の庁舎に来さしてもらうの初めてだったんです、今日。ですから少し探検もさせても

らいましたけども、まず最初にガックリだったのは女子トイレ使わしてもらいました。

小姑のようなことで真に申し訳ないんですけど、女性職員さんのポーチが幾つか有り

ました。民間では絶対ありえません。どっか隠してます、置いとってもええけど。そ

れからここ会議室ですよね、って言う事は私ら民間人も来る訳ですよね、そこにそこ

の資料、歳出歳入のあれ重要な書類だったんじゃないんですか。ガックリですよ。こ

んな事普通の会社だったらありえませんよ。この緩さ。この緩さが、今回のこの会に

繋がっているように思えてならないんです。ですから私は職員の意識改革と資質の向

上と有りますが、人材育成に努める職員の資質向上と意識改革を図って人事評価制度

の導入をして、先程も研修に行くって、行かせますよっていう風な事が有りました。

それはもう大いにやってください。でも出来る順番はどうぞ管理職の方と労働組合の

幹部職員の方から先に行ってください。そういう事は、細かいこんな小さい事だと思

いますよ、ほんまに言いよる事は。だけどこの隅々に渡るこの緩さがね、全体の財政

に関わって来るんじゃないんでしょうか。高平さんも言ってたじゃないですか。要ら

ん印刷物が多すぎるわなって。これも緩いでしょ。今風に言えば。この積み重ねでな

いんですかって私は思いますので、ほんま小姑で絶対嫌われるとか思いながら言いま

すけども、そこは是非お願いしたいと思いました。 
伊丹会長：今ご発言いただききました内容は、大変こう的を得たようなご発言であったよ

うに思います。やはり行財政改革の第一歩はそう言う所から進めなければならんので

ないかと。やっぱり気持ちよい事務所役所でなければ気軽くこう足が運べるような役

所でなければならんのでないかと言う風な思いがします。で、途中高平委員さんから

役所へ参りまして、担当者がいなかったら全然分からんでお帰りになったと言うよう

なお話も有りましたけれども、私の聞くところではですね、本庁の東京のですねキャ

リア官僚なんかはですね、移動して２日目にはもう全てその職所の中身をですね、答

弁が出来るような体制を作っておると言うようなお話を聞いたことも有りますし、や

はり市役所においてもそれぞれの担当部署に配置を命ぜられたら、それぐらいの内部

研修をですね、積み重ねて欲しいなという風な思いが市民の中に有るんでないんでし

ょうかね。やっぱりそれが市民の便利さに通じていくと言うよな気がいたしますんで、

どうか１つ又頑張って欲しいなあと言う思いがいたしております。他にもう時間がご

ざいませんが、はいどうぞ。 
高平委員：先程の話にも含まれるんですけど、窓口だけじゃなくって本当に中に入ってい

る人が公務員て言うんでくくられててるんですけど、本当はサービス業だと思うんで

すよ。その割りに上から見たようなものの言い方から態度、入ってきても私関係ない
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からっていって、各支所でもそうですけど、必要な人が必要な所へ行ってあれするか

らかんまんとか言う所が結構有るんですよ。だからもうちょっとこう本当に民間と一

緒で出来るだけ何ですかとかそう言う声を掛けるのが有れば、もうちょっと市民との

疎通が出来るはずなのに、本当に出来るだけもう関わると仕事が増えるとかいう感じ

がどうしても見えるんですよ。本庁の方では始めて今回来たんで昼間の仕事の具合は

分からないんですけど、支所なんかはもう今人数が減ってすごく仕事が増えてるんで

すから出来るだけ話しかけないでって言うような感じの所が出てくるんです。で、他

から来た人なんかも、私は他所から来てるから中の事は分かりませんとかそう言うの

結構有るんですまだ。そこのほんま意識改革から始めていただきたいと思います。 
伊丹会長：はい、ありがとうございました。１つ真摯に受け止めて欲しいなあと思ってお

ります。他にご発言有りませんでしょうか、本日の議題に付きまして。 
西岡建設部長：矢野委員さんの質問とか色々有るんですけど、これって我々いま検討部会

の途中報告と言う事で行政側としての、先般もお話したと思いますけど、行政側の途

中の今の意見。ですから先程新居部長もお話したんですが、ここでお話できるものと

出来ないものとあると。そういう流れの中で今現在検討部会を開いていると。で、最

終のまとめをした段階でこう言うお叱りを受けるんであればですね又あれなんですけ

ど、我々途中報告した事に対して皆さん方の意見だけでですね、そういう形ってちょ

っとこの行財政改革委員会の皆さん方と違うんかなっと。ですから、前回のとき私申

した通り出来ましたらですね、やっぱりあの皆さん方民間の方の柔軟な意見も聞きな

がら我々のいわゆる、ただ市長からトップダウンしてやるのであれば部会とか言うの

成り立たないと思います。ですからここへ市長とか助役が来て話してしまえばですね、

行財政推進委員会、会長さんおい出てこう言った形のまとめっていうのは出来ないん

じゃないかとそう言う風に私は思っておるんですが、そこら辺りも含めましてお考え

いただけたらなという風に思っております。 
矢野委員：それでも結構でしょう。ただし、本当に皆さん方が責任を持ってやって貰える

んであれば結構です。５回の色んな検討部会の報告頂戴しました。本当に改革と言え

ばもっと熱い必死になった危機感も有るしビンビンくる熱いもんがあるはずなんです

が、今まで何もなかったから、このまま行くことに対して心配して言ってるんです。

市長助役来なくて結構ですが、部長課長それぞれの責任者の方々が本当の意味で責任

を持って最後のまとめをして貰えるんであれば結構ですよ。お任せします。 
事 務 局：今言っていただいたように、責任を持って皆さんに納得して頂けるような改革

を出来るように持って行きたいと思いますのでご協力をお願いしたいと思います。 
伊丹会長：それでは時間も来ておりますので、本日の議題の事務事業の見直しと定員適正

化、十分な論議が出来たかまだ分かりませんけども、次回もございますので、先程森

本委員さんの方からは次の委員会の３セクの問題などに付いても予告を頂きましたの

で、事務当局大変ご苦労が多いと思いますけれども準備をよろしくお願いします。そ
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れではですね、次に第７回委員会の委員会の開催日程について、前回第５回の時に申

し上げておりますように、１０月の２７日金曜日と言う事で申し上げておった様に思

いますのでここで確認をさせていただきまして、事務局からそれに向けての事につい

てご説明をお願いします。 
事 務 局：今申し上げました通り次回は１０月２７日金曜日午後７時で。会場でござい

ますけれども、前回と同じ保健センター２階の多目的ホールを取っておりますのでそ

ちらでやりたいと思っております。文章資料とともに送らせて頂きます。内容といた

しましては、第３セクターについてご審議いただくと。それと団体補助の方の区割り

あるいは補助率等が検討部会の方である程度方向が決まりましたので、それに付いて

ご意見を頂戴したいなと。たとえばこう言う団体は支援団体の何に分類しましたと。

補助率については７割９割と言う形で方向が決まりましたので、それを見ていただい

て、甘いとか辛いとか言う形でご意見をいただけたらと思っておりますのでよろしく

いお願いします。 
新居環境福祉部長：ちょっと時間を頂いて。お叱りを頂きながら頑張っておる所でござい

ますが、お願いとご協力を。こう言う風にペットボトルですね、出来ればこう言う形

で素っ裸にして下さい。それで三好市の清掃代金かなり下がります。キャップをはず

してください。ご協力とお願いをいたします。森本委員さんに言われました減量化に

多少つながりますので。これは燃やしてはいけない物です。資源化する物なんです。

そういうご協力をお願いします。 
伊丹会長：長時間に亘りましてご審議を頂きまして有難うございました。お疲れになった

事だろうと思います。次、第７回の委員会を１０月２７日金曜日、午後７時から保健

センターのほうで開催することになっております。資料につきましては、前もって事

務局の方からお送りして下さるように成っておりますので、十分精査検討してご出席

をいただければ大変ありがたいと思っております。色々委員会の基本的な形と言いま

しょうか、狙いと言いましょうか、使命と言いますか、役割と言いましょうか、そん

なものに付いても矢野委員さんの方から貴重なご提言を頂きましたので、事務局の方

でも十分推進委員会の役割と言うか、そう言う物についてこうこう有るべきあって欲

しいなと言うような事をお示しを頂きながら、私どもが審議を、提言ご助言を申し上

げたら良いのでなかろうかと言う思いがしております。大変長時間に亘りましてご協

力いただきました事は厚くお礼を申し上げ、次回のご出席について心からお願いを申

し上げまして本日の会議を終わりたいと思います。有難うございました。 




	会議録⑥.pdf
	名称未設定.pdf

