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第７回行財政改革推進委員会会議録 
日 時 平成１８年１０月２７日(金) 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、川西 昭一、喜多 包男、耕地 弘、 
漆川 弘美、高平 和代、谷 敏司、西川 利男、藤井 修身、藤岡 良一、 
森本 諭、矢野 博正、 （５０音順、敬称略） 

    (市) 
    高畑産業観光部長、井下商工観光課長、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、蔦教育次長、中内長寿障害福祉課長、 
森行財政改革推進室長、藤井、西本 

欠席者 緒方 俊則、志磨 久美子、前川 順子、真鍋 和三郎、森岡 真紀、 
山本 佳代子 （５０音訓、敬称略） 

 
事 務 局：紅葉の季節と言いますか、紅葉の便りもあちこちから聞こえるようになりまし

た。まさに秋本番のすがすがしい季節となっております。本日、欠席の届けがありま

したのは緒方委員さん、志磨委員さん、前川委員さん、真鍋委員さん、森岡委員さん、

山本委員さんでございまして、１４名の委員さんの出席を頂いております。今回は、

第３回の委員会でご審議いただきました団体補助金について支援区分と補助率につい

て検討部会で案が出来ましたので、それについてご確認をいただきご助言をお願いし

たいと思います。それと第３セクターについてそれぞれ会社の現状について担当の検

討部会からご説明を申し上げますので、市の第３セクターとの関わり方等についてご

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。それではただ今から第

７回三好市行財政改革推進委員会を開催いたします。最初に伊丹会長よりご挨拶を申

し上げます。 
伊丹会長：皆さんこんばんは。大変こうすがすがしい秋の良い天候に恵まれました連日で

ございますけれども、委員の皆様方にはお見受けするところご健勝のご様子でなりよ

りだと存じます。この行政改革推進委員会も既に６回の会議を経てまいりましたが、

振り返って見ますと三好市の行政組織事務分掌、公共施設についてを振り出しにいた

しまして、三好市の補助金の見直し、三好市の財政のシミュレーションまたアウトソ

ーシングあるいは事務事業の見直し定員適正化等について皆様方のご意見なりご助言

を頂いたわけでございますが、本日はただ今お話ございましたように、団体補助金と

第３セクターについてを議題としてただ今から会議を始めたいと存じますが、どうぞ

１つ限られた時間になろうと思いますけれども十分ご意見とご提言を頂戴できたら大

変ありがたいと思うわけでございます。いよいよ第７回と言う事で十分峠の方へ上り

詰めて来た様な感がいたします。どうぞ１つご審議ご教授を賜りますようお願いお申
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し上げましてご挨拶に代えたいと存じます。本日はどうぞ１つよろしくお願いいたし

ます。 
事 務 局：有難うございました。それでは本日の市側の出席者をご紹介します。高畑産業

観光部長、井下商工観光課長、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、蔦教育次長、中内長寿・障害福祉課長です。それでは議事に入

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

定によりまして会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 
伊丹会長：それでは始めたいと存じますが、まず最初にへそっこニュースの取材が来てお

ります。ビデオカメラ等で撮影を許可してよろしいかどうか改めて１つお計りを致し

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：ご了解を頂いたようですので、どうぞ１つよろしくお願いを致します。それか

らいつもお願いを致しておるところですが、今回も会議録を作成する関係上マイクを

通じてのご発言をよろしくお願いしたいと存じます。それでは本日の会議でございま

すが、１４名の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いたしますことをご報告を申し上げておきたいと存じます。そ

れでは本日の第７回会議の議事録署名者を私の方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：それでは藤岡委員さんと森本委員さんに本日の議事録署名をお願いをしたいと

存じます。お２方どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速１番目の団体補助

金の見直しを議題としてただ今から議事に入りたいと存じます。それでは事務局から

説明をお願いいたします。 
事 務 局：先ほど私の挨拶の中でも申し上げましたように、第３回の委員会におきまして

団体補助金についてのご審議をいただきました。またご提言もいただきました。その

ことも含めまして検討部会で煮詰めたものが出来ましたので、補助金検討部会から結

果を報告申し上げご意見ご提言をいただき、次の行財政改革推進本部に報告させてい

ただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは担当部長からお願い

いたします。 
蔦教育次長：（団体補助金の見直しについて資料説明） 
伊丹会長：１番目の団体補助金の見直しについて検討部会でまとめていただきました案を

いま部長さんの方からご説明をいただきましたが、その資料を補足しながら１つご発

言をお願いしたいと存じます。はい藤井委員さん 
藤井委員：団体等の補助金検討部会で検討した結果というのは、団体とのコンセンサスは

どのような形でとって行くおつもりかお聞かせください。 
伊丹会長：団体とのコンセンサスをどのようにとって行くかという事でございますが、事



 3 

前のヒアリングとかそんなのは。 
蔦教育次長：各団体とのコンセンサスという事でございますけれども、まず第１に各団体

につきましては各課を通して状況等情報等を流しております。まだここで話している

報告というのは決定事項でございませんので、これについて決定ではないという事で

こういう状況ですよって言うのは各課を通じて流しているという事でございます。た

とえば教育委員会であれば生涯学習課は各種団体を呼んでおります。呼んでこの１８

年度の補助金の交付の説明会をしていただいて、今後どうなるかということも質問を

受けてこういう方向ですよということで。ただこれは皆さんにも助言なんかを頂いて

まだ変わるものでございますので状況という事は説明をさせて頂いておるというのが

状況です。 
伊丹会長：藤井さんよろしいですか。ほかにご発言はいどうぞ高平委員さん 
高平委員：私もちょっと２団体に付属しているんで両方から意見を求められているんです

けど、婦人会の方の会長さん来られてないんですけど婦人会のほうなんかも、もとも

と収益性がない団体でほとんどボランティアでやっているのに、経費みたいなのや組

織維持経費が認められないという形になると本当にこれからの活動が難しくなってく

ると思うんですよ。内容的にあまり使われてない方が結構表に出てきて、主にしょっ

ちゅう使ってる方の組織維持経費が出ないとなっているんでちょっと今私らの方も相

談中なんですけど、これでは本当に今からの組織が維持できないという話が出てきて

るんで、そこら辺をもうちょっと考えていただく訳には行かないだろうかっていう所

も有るんですよ。正味、総会についても食料はともかくとして会場使用料や資料作成

費までも出ないという形になっているんで、結構それって金額大きいんですよね。そ

んなのとかもうちょっと考えていただいたり、今始めて聞いたんですけど今２つ入っ

ているって言うのは文化伝承団体の方でもやってるんですが、そちらの方ではもう６

番で入ってるんで教育委員会の方から今年の補助金の申請についてして下さいってい

う形になっているんで、今日聞いているのと話しが大分違うんでねどんなにしたらい

いのかっていうのが教育委員会の方もこれは決まってないですけどいう条件なんです

けど、申請はしなければいけない、内容は変わるかも知れないっていわれたら、ほん

まに申請する方もどうしていいんか分からないていう形が多くて、もうちょっと決め

るっていう方法は難しいと思うんですが急激に変化させられると付いて行けないんで、

そこら辺の内容的な説明をもう少し詳しくしていただけたらと思います。 
蔦教育次長：婦人会の話と文化伝承団体の話が出たと思うんですけども、特に婦人会の組

織維持費についてここを０にされるのは厳しいと言うことなんですけども、一応婦人

会の方の方々にも教育委員会としては来ていただいてお話をさせていただいておりま

すんで、ご意見という事は伺っておきたいという風に思っております。ただ一応婦人

会は会費を取ってやっているという団体だと思いますんで、そこえら辺の所もほかの

美馬市とか色んな所も考えながら均衡をとってやって行きたいと思っております。そ
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れと文化伝承団体についてですけども、これについて先程組織維持率は１００パーセ

ントと言う形を取らさせていただくという事でございます。ただ１８年度は今までと

一緒でございますので、今年度の申請についてはこれは関係ないという事でございま

す。今言いよるのは１９年度以降の話でございますので、今申請している団体がおる

とすればそれについてはあくまでも１８年度は１７年度の８割という形で出させてい

ただくという形になろうかと思います。今話したのは１９年度以降という事でござい

ます。ただあの文化伝承団体という事で我々の方としては色んな団体も調べさせてい

ただいて、たとえば文化伝承団体の中でどっかへ呼ばれて行くというのはあると思う

んですね。何々太鼓さんとかそこへ行って事業するというのがございます。どっか呼

ばれて行くというのはございますよね、そういう時に基本的には多分向こう持ちで旅

費とか出ているだろうという風に判断させていただきます、状況的に。そういう意味

で言ったらそっちはそれで行けるんじゃないかと、ですから組織維持費のみの方が良

いんでないかという風な判断には立たせていただいておりますので、まあそこら辺も

１つご了解願いたいという風に思っております。 
高平委員：今は１８年度でこれは１９年度の事だという話なんですけど、もう既に教育委

員会の方の説明ではこちらの方で申請をして下さいという話が出てるんですよ。 
蔦教育次長：これは１９年度以降ですから１８年度はあくまでも今までの１７年度の８割

で。いわゆるこの１８年度の説明と１９年度の説明を分けてちゃんと聞かないとごっ

ちゃになりますんで、あくまでも１９年度以降についてはこういうやり方をしますよ

っていう言い方を多分しとると思うんですけども、そこら辺の所どういう風に聞かれ

とるか私も入ってないんで分かりませんけども、基本的には皆さんもご存知の通り１

８年度は１７年度の８割という形で出さしていただきます。ですからそういう形で申

請もして頂いておるし、現状も今の申請の用紙は１９年度は使えないという事はござ

います、今の８割はね。そういう意味でこれが出来ると７５パーセントとか５０パー

セントとか掛けるような計算式になりますので別になりますので、今申請している用

紙は今年一回きり使えるという事でございますので、多分聞き間違いだと思いますの

で。 
伊丹会長：ほかに、どうぞ喜多さん。 
喜多委員：先程説明していただいたんで聞き取りにくかったんですが、商工会について組

織維持費は７５パーセント事業費補助っていうんで７５パーセントということですか。

いや、そうではない５０です。各町村合併する前、今これ１９年度は合併するきん１

８年度は１７年度の８割で、１９年度からは５０パーセントということですか。 
事 務 局：喜多委員さん実際に計算したらですね５０パーセントでも商工会さんなり JA 

さんなり商工会議所さんはこの５割５０パーセントになってもいままで通りの額に近

い額になると思います。 
蔦教育次長：これは５０の場合も有ると言う事です。書いてないだけで一応７５で。 
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伊丹会長：耕地委員さん。 
耕地委員：先ほど婦人会の高平委員さんのお話があったんですけども、老人クラブの方も

ですね、今年が去年の８０パーセントになってるんかどうか分かりませんけども、今

度これ事業費と言いましょうか組織の方の費用がカットされてくるとですね、組織の

維持が出来なくて解散するような所が出てくるんでないかなと言う風に懸念されるん

ですけども、もう少しこれはご検討をいただけないものだろうかと。で、事業費につ

いては今後９０パーセントを維持して行こうというお考えのようですけども、我々自

身もですね、自立ということから会費は増額という事を当然やって行かなければいけ

ないんですけども、このままではちょっとこういった点が懸念されるんではないかな

あという風に思います。それからもう１つですね５番の区分５のですね地域振興に取

り組む団体という事でございますけども、これがもう２０年以降なくなる２０年が２

割で２１年度以降なくなるという事なんですけども、たとえば地域活性化の為にです

ねふるさと祭りでありますとか、たとえば葉牡丹祭りあるいはしいたけ祭りこんなも

の全てが全部こういう風な形になっていくのかどうかですね、活性化の観点からする

と非常に残念だなあという風に思うんですがどういうお考えなのかご説明をいただき

たいと思います。 
中内長寿障害福祉課長：いま２点ほどご質問ございましたけど、まず老人クラブに対する

ですね組織維持費いわゆる８割５割２割と言う形で減額になります。それについての

ご質問ございますけど私も担当している訳ではございますが、老人クラブにつきまし

てはですね主に県の補助金を含めた事業費の予算としてですね市のほうは歳出として

ですねいま予算計上しております。一部、市の補助金の分も足しておりますけどそう

いう形で各種団体につきましてはですね事業についていわゆる助成をするというのが

基本的にですねお願いしたいという形でございます。もう１点のですね、先ほど部長

のほうから説明を申し上げましたけど、地域振興につきましてはですね基本的にはあ

る一定の年度を整理をさせていただきたいという形でこういう形の整理をいたします。

ただですね継続が必要な事業このものについてはですね引き続き検討してですね継続

する場合もございますと、言う先ほど説明した通りでございます。 
伊丹会長：森本委員さん。 
森本委員：ちょっと皆さんと違う観点で質問したいんですが、７５パーセントとか５０パ

ーセントとか非常にこう数字的に説明をされてますが聞いて分からんのですよ。それ

でこういう風にして行くと、平成２１年度までには補助金はこれくらい１７年度より

減りますとそういう説明が欲しいんです。出来とるはずなんですこれ６回も７回も会

をしとるんですから。こういう割り振りをしたとすればどういう風に減っていきます

という説明が欲しいんです。私ちょっと違うなあと思うのはこの程度の補助金の削減

で財政再建って出来るんですか。で、各個々の団体に所属しているからって個々の団

体の話をすると、それぞれの団体の言い分を聞くと結果的にじゃあ財政の問題とそれ



 6 

をどういう風に整合性をとるんですかという事になるんで、個々の団体ではなしにも

っと基本的にですねこうやって行くとこういう補助金の額になって行ってこんだけ財

政的に補助金をカットできますゆうような説明をしていただかないと、パーセントや

そんなんだけでやられますと５の所である程度は分かるんですが団体の構図が分かり

ませんので分かればご説明をお願いしたい。 
川西委員：いま森本委員のおっしゃった通り私もこれでは何の事やら分からんのと、第３

回の時でか矢野さんの方から質問で我々が以前に検討したのは１０分の 1であってそ

れよりもっと大きな本丸がある。そこの検討は何処がするんかと今の所誰がするんや

ら分からん、分かりましたら返事をしますっていう事でその回答を聞いてないように

思うんですが私の聞き漏れかどうかどんなんでしょうかね。 
事 務 局：この前の時にですね４回目の時だったと思うんですけども矢野委員さんからお

叱りというかご提言ございまして、その時点で財政健全化部会で大きな方をですね広

域行政なり事務組合の補助金負担金については検討させていただくという話をさせて

いただきました。 
伊丹会長：森本委員さんのご発言で何か市のほうから何か有りますか。 
中内長寿障害福祉課長：いわゆるあの前回の段階でですね１７年度と１８年度の削減額と

いう形でご説明申し上げた時には約３，０００万位のですね減額になりますよって言

うご説明は申し上げたと思います。ただですね今回の分につきましてはですね基本的

な考え方の整理でございます。と言うのは全ての団体の１００パーセントが対象事業

費ではありませんと、ちょっと勘違いしている方もおいでになるかも知れませんけど、

今回のもですね１００パーセント対象というのはですね、たとえば補助金の額でなく

てその事業費に対する対象でございますので前年度の５０パーセントと言うのではあ

りません。いわゆる１００パーセントの事業が対象となりますと、たとえば先ほど言

いましたように会場使用料が１万円の所であれば１万円全額が対象として補助金とし

て出ますよと。たとえば県の補助金で行きますとですね５０パーセントとかいう補助

金ございますわね、５０パーセントというのは１万円のうち５千円が補助金として来

るという額でございます。それと同じような考え方でございますので今回につきまし

てはですねいわゆる予算につきましては財政課を含めまして査定をいたします。ただ

基本的なですね６町村が合併いたしましたので整理をさせていただいたという形でご

ざいます。 
伊丹会長：よろしいですか。 
森本委員：そのうち数字的な事は分かってくると思うんですが、国の補助金でももう補助

金て言うのは非常にベースとして０ですよと、だけどこういう事業しますこういう成

果が見込めます具体的にはこうですっていうような申請をすると、たいした額の補助

金が出るシステムに変わって来とる訳です。本当にやって本当に効果の出る事業には

補助金は出しますよと、だけどベースとしては申請が上がってこなきゃあ駄目ですよ
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と言うぐらいのやっぱり市も考えをしないと７０パーセント出します８０パーセント、

で２割になりますとかっていう数字的な物のいい方でなしにもっと基本的に考え直さ

んと財政改革やいうんは出来んのでないですか。 
蔦教育次長：補助金のほうのやり方ですけど、１８年度はまあ単純に８割という事にさせ

ていただいておりますけども、１９年度以降についてはまだ案が今の所またこの行革

本部の方で案は出してまたやりますけども、ただ申請をしていわゆる精算するという

形になりますんで非常に厳しいというシステムになろうかと思ってます。ですから精

算いわゆる概算払い方式もあるし最終的に精算払い方式でチェックするという風な形

になりますんで、その間こちらの方としては色んな案を今考えておりますけども、補

助金の計算のやり方という事で単純に７５かけるんではないという風な形、７５とい

うのはアッパーでございます。７５パーセント以内とか５０パーセント以内になりま

すという事になります。ですから基本的にはさらにその予算額がある訳ですからその

予算額を超えるような額は出せませんので基本的には以内というか７０だか７５くれ

るっていうんでは基本的にはないんですね。基本的にはそれより下がってくるという

形になろうかと思います。そういう意味では申請書を出して頂いて、最終的には概算

払いであれば精算払いという風な形で最終的にはチェックさせていただきます。です

からそれぞれの団体の事業内容全部見えるという風な形で最終的にはチェックしてい

ただくという事でございます。でまあ単純に先ほど森本さんも言いましたけども単純

な計算方式でやりますと、１７年度のこの団体の補助金に関しては２億４千万ぐらい

が決算額でございます。今度の８０パーセントので行きますと１億９千万円が決算額

になるという事でございますので、さらに今の我々の考えている方向で行きますと最

終的にはそれから７千万位減るという形で、あと１億２千万の１９年度になると補助

金の額になるだろうという風には考えております。ただこれはまだこれから皆さんの

意見もいただいてその率を決める。まだいやこの率は高すぎるいやもっと団体の方は

もっと欲しいという風に言っておりますのでそういう事も考慮すると違ってきますけ

ども、そういう風な形で当初１７年度から見ると約半分位までにはこの団体補助は落

ちるだろうという風には見ております。 
伊丹会長：谷委員さんどうぞ。 
谷 委 員：この補助金で２つお聞きしたいことがあるんですけども、まず１点目は段階を

追って無くなるっていうのが幾つかの区分の中で有るんですけれども、そのそうする

根拠って言いますか考え方でこれを無くしてもやって行けるだろうっていう風に考え

られてこうやるんか、それともそうなって下さいっていうのかそこの考え方をお聞か

せ願いたい。もう１つはこの話の中におっしゃられとったこれは原則ですと必ずここ

で打ち切る訳じゃなくて必要ならば延長します、多分各団体全部必要やという事で延

長をお願いすると思うんですよ、そこでどういう基準ていうか誰がどういう風にそれ

を延長するかしないかを検討するのかをお聞かせ願いたいと思います。 
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蔦教育次長：先ほど言いましたように必要なら延長すると私ども言いました。ただこれは

この団体の中の一部で⑤の所でございますので全部の団体がそういう事はございませ

ん。確実に切るというのもありますので。ただ⑤の所の地域振興に取り組む団体の中

で組織自身については補助しないし、事業費についても７５パーセント以内で３年で

打ち切りと言う風な形を取っておりますけども、これについてまあ必要とあらば補助

期間を繰り延べて延ばしていく事も出来ますよという形で⑤の所については言わせて

いただきます。それと今回だけでなくてまた案が出て実際に補助金を出してやってみ

て、さらには事務事業での評価もしくは補助金評価というのを今後導入して行ってさ

らに状況をやってみて、これは調子悪いというんがあればまた補助金のここで再評価

を行う中で検討を加えて再度また見直しを図るという方向は考えておりますのでご了

解ください。 
伊丹会長：よろしいですか。 
谷 委 員：たとえば今ので打ち切られて無くなるパターンも。たとえば地域振興とかで無

くなるパターンも有ると思うんですけどそれについてはどのように。 
蔦教育次長：段階的に減らすという形でやってます。そういう補助金もございますので、

基本的にはこちらの今検討部会で考えているものはこういうものは必要ないというも

のについては確実に無くなるものもございます。ただ、今後それでやってみてどうし

てもということになると先ほども言いったように、補助金のまたそういう再評価もし

ないかんという風なことも考えれますので、この補助金についてはここだけでもう１

回限りで決まりというのでございませんので、やってみてこれはおかしいなっていう

んであれば再調査を、評価をしてこれについてはせないかんでないかというんがあれ

ば、また補助金の検討部会、その時は検討部会っていうんか分かりませんけども補助

金の評価をさせていただいてやり直しをするという事も考えております。 
伊丹会長：それでは私も会長でなしに１委員としてちょっと発言をさせてください。先ほ

ど高平委員さんから文化伝承の団体の婦人会活動の中身を少しこうお話ございました

し、耕地委員さんから老人クラブ組織の中での活動についてお話がございましたけれ

ども、今あの次世代育成事業というのが国を上げて非常にこうクローズアップされて

おる訳です。次の世代のものに日本の伝統と文化の継承をさせていく使命が高齢者の

皆さんまた各種団体にはあるようにこう思うわけで、特にこの次世代の育成事業と言

うのが各種団体とも競い合ってですね今目玉として事業展開をせられておるこれが実

状だと思うんです。やはりあの今痛ましい事件事故が続発しておりますけれども、こ

れはやはりあの伝承日本の良き伝統と文化がいわゆるそういうようなものがだんだん

受けつがれていないがゆえに、そういうような痛ましい事件事故が発生しているよう

にこう思う訳で、たとえば私は１老人クラブの組織の中に身を置いておりますけれど

も、老人クラブ活動の中の目玉としてですねやはり次世代育成事業と三世代育成事業

というのは大きなウエイトを占めておる訳でございますんで、いずれにしましてもこ
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の団体補助金というのは何時の日かの検討の時に２億数千万という数字が出たように

思うんですが、これをいかにカットしてでもですねわずかな額しか私は浮いて来ない

と、先ほども７千万位しか浮いてこないという話がありましたが、３０数億の負担金

補助金の中でわずか７千万位浮かせてですね、ほんで一体この市が発足をした当初で

あるだけに市民の一体感を醸成して行くとかあるいは連帯感を育成していくとか、せ

っかくその絆を強めていこうとしておる矢先にそう言うような活動の期成を削がれる

ような言葉をこう私は聴くのは非常に辛いようにこう思うんです。どうぞ１つ十分１

８年度の実績をですね検討していただいて精査していただいて、１つ前向きに市民が

せっかくこう連帯感を強め市民としての幸せと喜びをこう味わえるような組織の運営

というんですか、活動の有り方っていうのをさせて頂くようなひとつ方向で前向きに

ひとつ行政の方でも考えていただきたいと、２億数千万の中でですねこの補助金をカ

ットした所でですね何億もの金が浮いてくるはずが無い、そういうような事を１つ是

非私は一委員として提言をさせていただいておきたいと思います。ほかに何かこの問

題でございましょうかね。森本委員さん。 
森本委員：遠慮しとこうと思ったんですが、委員長がそういう発言をされたんであえて一

言言わせていただきたい。この部分この部分この部分でなしに、ほんまに財政的に厳

しいんであれば皆が痛みを分け合うことを考える。確かに大事な事業も有るでしょう

今言われたような本当にほりゃあ大事な事業なんですよ、だけどそれがあるから全て

考えてくれっていうんではなしに全て切りますよと、だけどこれには出しますよとい

うような制度を作っていかないと良くならないんですよその事だけは申し上げておき

たい。 
伊丹会長：いや私が言いよるのはね実績は十分確認を精査した上で出してあげなさいとこ

ういう事を言っている訳であって、どれもこれも調べてですね、万遍につまみ分けす

るような事では私は行政の責任は全う出来たような思いはない訳でして。十分１つ実

績をですね確認を精査した上で１つ検討していただけれはというような発言をさせて

頂いた訳でございます。誤解の無いようにお願いしたいと思います。ほかに何かござ

いましょうか。補助金の問題で、矢野委員さん。 
矢野委員：先ほど川西さんの方から質問も既に出ましたけど、私最初の会で質問させても

らって２億四千幾らのこのいわゆる団体補助金非常に補助費全般で３０億ある２４・

５億どうなっとんだとこれの検討はどうしているのかと言ったと思うんですけど、ほ

とんどが内容が広域連合とあとそれに関係する、ものそれについて今財政健全部会こ

こで検討していると現在検討している訳ですか。 
合田企画財政部長：具体的にですね財政検討部会の方でのまだ会議はやってませんですけ

れども、財政課としましてそういった所へ出てですねヒアリングへ行く計画をしてお

りますんで。今までですね、町村会とかそういったところでのお話でありましたけれ

ども、今回からは事務屋が直接入りまして今日程を組んでますのでそういった所へこ
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れから入っていこうと言うような計画をしておる所であります。 
矢野委員：ということは今後財政検討部会の方で、財政課で責任を持ってやって行くとい

う事は最後のまとめ出す段階では当然我々にも提示があるという捉え方でよろしいで

すか。 
合田企画財政部長：委員さんがおっしゃる通りその部分については財政健全化検討部会の

方で対応していきたいという事で会議の中で提案していきたいという風に思っており

ます。 
伊丹会長：ほかに、高平委員さん。 
高平委員：先ほどの確認なんですけど今言ってた３ページのね補助対象費とかいうのは既

に婦人会とか団体のほうに頂いているんですよ。でもう今年の事っていう話で聞いて

るんですけどこれはじゃあ来年の話でこういう風にしてくださいっていう形で今年は

前年度の分のような形で提出して良いという事ですか。それはちょっと今確認だけに

もう一回担当の者と話をしないといけないので確認をさせて頂きたいんですけど。 
蔦教育次長：今ここで検討しよんですからそれを１８年度すでにするって事は出来ません

よね、理屈からゆうて。だからそれは資料として渡しとんであって、ただ貰ったほう

はこうなるって１８年度出すんだなって言う風に勘違いしとるかも分かりませんけど

あくまでもまだ決まってないですからね、これはね。ですから今検討課題でたとえば

１２月に出して最終に来年の何月かに出すという事の検討結果になりますんで、これ

が既に１８年度からするって言うんがおかしいという事でございますのでただ資料と

して持っていただきたいと、ただまあそれがまだ変わるかもしれませんのでこれはそ

ういう事でございます。 
伊丹会長：団体の補助金につきましては大分こうご意見が出てまいりまして時間が約一時

間ほど経過いたしましたのでこの付近で団体補助金についてのご発言は閉めてよろし

いですか。まだございましょうか。なければただ今から第三セクターについて事務局

の方からご説明を頂いてその後皆様方の方からご意見なりご助言ご提言を頂戴できた

らと思っております。それではよろしくお願いします。 
事 務 局：（第三セクターの資料説明） 
高畑産業観光部長：（第三セクターの資料説明） 
井下商工観光課長：（それぞれの第三セクターの概要説明） 
伊丹会長：以上で説明が終わったようでございます。皆様方からご発言を頂戴したいと思

います。どうぞ西川委員さん。 
西川委員：資料３のところで決算報告書をいただいとんですけどね、その中に株式会社の

ふるさと夢企画さんとかですね、それから東祖谷観光開発株式会社それから四国中央

観光開発株式会社この３社についてはですね監査役が１人しか明記されてないですね。

で、我々としましてはその１人で監査がしておられるんでしょうかということがまず

お聞きしたいと思います。それから先ほどね色んな検討のところで色々と改善策をね
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言われましたけれども、やっぱり第三セクターの経営についてはですね経営者と我々

は従業員がですねコミュニケーションあるいは納得の行く話し合いをしてですね、相

互の信頼関係っていうんですか、それをですね特にやっていただいて１人ひとりがい

つもまあ言われておるようにやる気を起こして、経営にもちろん経営経費の節減はも

とよりですが、収益のですね増収に努力をしていかなければならないと１つ考えてお

るんでそこら辺まあ特に１つお願いしたいと思います。それから各会社にあってはで

すね、販売の先ほど言った拡大に力を入れて努力をして行くということがまず最重要

と思いますのでね、先ほどの利用客に対するサービス向上に努めるとかですね今先ほ

どのピーアールに対しても各方面へ営業に努力をしていくとまあこれは我々もまった

く同じことでして、僕もですねその中の第三セクターの１人としてですね重く置いて

いる所でございますが、是非１つピーアールをしていただくことに力を入れていただ

きたいと思いますがよろしくお願いします。 
伊丹会長：いま西川委員さんから貴重なご提言を頂きましたがなにか。 
高畑産業観光部長：先ほどの監査の件なんですが、まずふるさと夢企画につきましても取

りあえず監査は２名監査委員として２名おるんですが、１人の監査の方が病気休暇の

ために監査できなかった関係で今回は１７年度につきましては監査のサインしとる人

が現実１名となっておるようでございます。それとあの東祖谷の温泉郷なんですが、

これにつきましても監査は２名おったんですが急に途中退職された方がございまして、

最終監査された方が１名になったようでございます。池田中央観光についても監査が

１名で資料がちょっと私分かりませんので。 
伊丹会長：よろしいですかどうぞ。 
西川委員：すいませんわかりました。ただ私思うのですね監査１名でそれでええんだろか

どうだろかっていう疑問も有るんですけど、そこら辺の考え方どうなんでしょうね１

名だけでするっていう事は。 
森本委員：四中観のことなんで私に答えさせて下さい。決算書を見ていただいたら分かる

んですがまったくの不定期運行だけで、金額見ていただいたら分かるんですがまった

くほかの所の会計とは違いまして単純明快でございます。特に夢企画あたりの決算書

はこれずうっと見てみますと利益がなんぼとか言うのしか出とりませんわな。一般財

源から一体なんぼ出とんですぞと言うのがあるんですよ、そう言うなのは一切ご説明

なし私共のほうは非常に規模も小さいし不定期で土日だけと言うので限られた運行し

てますんでいっさい役員も給料を取らず全部ボランテェアです。それで何とか１万数

千とか１０何万とか言うような利益が出るそう言う団体でございます。 
伊丹会長：はい矢野委員さん。 
矢野委員：まずこれ数社三セク有りますが出資率から見ましても名目だけの三セク、実態

は直営その一部を業務委託しているそれしかないなあ、まあこの中で池田ケーブルと

か１・２社はほうじゃないのもありますけどまずこれが第１の印象です。それといま
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森本さんちらっと言いかけましたけど、ふるさと夢企画これも約６千万強がいわゆる

市からの委託。それによってはっきり言いまして大変な人件費がありますよね、こう

いう細かな問題またあとに譲ります。大きい問題から何点かありますんで１つずつ詰

めて行きたいと思います。検討部会、高畑部長のもとで当然やられてるようですが何

回もやられましたさっき説明ありました、というのはね課長から今話がありましたよ

うに検討部会でこういう方針が有りますよと 9 項目にわたってありましたね具体的な

方針、検討部会あってこう言う風に改革をしたいんだって言う具体的な図が１つも出

んかったんですけど、全然話が出てないんですか。それともこういう抽象的な大まか

な方針だけで行こうとされよるんかその点お聞かせください。 
高畑産業観光部長：三セクの検討部会何回行ったかという事で、まずあの全体の三セクの

検討部会につきましては今までに３回すでに行っております。それから癒しの温泉郷

に関係いたしましてはすでにもう６回の検討を今までやって来ております。いま具体

的にどうするかっていう内容が入ってないというご意見なんですが、まず当然合併し

た年の初めでございまして、この決算書が５月の末の決算書が上がってきたという事

でこの決算書を基に検討しよる所なんですが、決算書の中身を見ていただくと良く分

かるんですが、それぞれ累積赤字がずっと出とるようでございまして非常に厳しい状

況になっております。そういう事でまず主に温泉宿泊施設とか観光関連の施設が非常

に多い関係で、これをいかに最終の結論といたしましては、当然観光客の入り込み客

が増えればそれぞれの三セクにつきましても収益が上がって累積赤字が減ってくるん

でないかないう事で、今それぞれの検討部会で検討しておる中につきましてはそれぞ

れの旧６町村で三セクをやっとるような状況でございましたので、これが三好市に１

つになったという事で、これにつきましても三好市におきましては観光立市を目指し

て観光客の誘致で入り込み客を増やそうという事で今観光の関係につきましても色々

検討を重ねてやって行っきょる所でございますが、そういう所を含めまして統一した

ピーアール活動がもっと必要でないんだろうかという事でもうちょっとピーアール活

動を重点的にやっていこうという風に考えております。それから営業の内容につきま

しても、もうちょっとこの三セクの中身を詳しくチェックして何処の支出を減したら

いけるかっていうのも今検討をしとる所でございます。特にそれぞれの温泉施設につ

きましても光熱費が非常に多額の光熱費が掛かっておるという事でこれにつきまして

も基本料金を下げて光熱費を出来るだけ少なくして行こうという事で、これに付きま

してもそれぞれ三セクの基本料金デマンド値を下げる方向で今それぞれの三セクにも

調査をしよる所でございます。そういう事でいま色々改善計画につきましても順次検

討を重ねておるいうことと、先ほど支出の面につきましても、それぞれの温泉施設が

三セクで大歩危温泉秘境の湯それから癒しの温泉郷ってあるんですが、これにつきま

してもそれぞれの旧町村単位でやって行っきょった関係で食材とかクリーニング代と

かそれぞれの材料につきましても単独でやって行っきょったという事でございました
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が、一応三好市になったという事でそういう支出の面につきましても３つ合同で色々

調整をしながら支出の面につきましても購入方法を考えていくともう少し安く経費の

節減が出来るんでないかという所につきましても現在検討を進めておるところでござ

います。以上です。 
矢野委員：今おっしゃったのはいわゆる具体的なあれが出ていないって私の指摘の内容な

んですけど、もう少し突っ込んで聞いてみます。殆どのいわゆる大きな意味での指針

ていうのは先ほど最初に説明ありましたように合併協議会まちづくり小委員会の中で

出てると思います。それを具体的にどういう風に進めていくのか検討するのが検討部

会じゃないかと思うんですが、具体的に新しい市になりました。観光立市と言う大き

な重点目標重点施策があります。それにのっとって観光関係は５か６つありますはね、

この辺りの統合とかいう話が検討部会で出てないですか。というのは今言いました中

で９つの方針の中で評価できるのがいわゆる共同仕入れですね、同じような仕入れが

あれば共同で仕入れして行こうと経営も共同でやって行こうという事はプラス人員の

共同化、て事は最終的には５つ６つの観光事業は全て合併するんだよという位の考え

方少しは出てますかどうか。具体的に言います。観光部門でいえばこの資料にも出て

ますようにね大歩危温泉、東祖谷、西祖谷の株式会社それと四国中央観光も本来的に

は観光のあれだと思います。こういうやつね。それから山城振興なんかもラピス大歩

危とか塩塚高原これも観光になろうかと思います。今言いました５つですか、この辺

りを１つの三セクに統合するとか経営責任の一本化、人員的な面の一本化その中で共

同仕入れ共同営業自然に出来る話なんで、今後とも一本化しよていう話は出てるかど

うか。 
高畑産業観光部長：先ほど説明させてもろうた中にも今後の検討課題としてという事で施

設の統合も視野に入れて検討するという事で、まずその温泉施設につきましても合併

してまだ１年もたってないんでそれぞれの三セクの会社それぞれ取締役がおります社

長がおりますので、まずとりあえず三好市になった時点では検討部会の中身では色々

改善計画も含めてそれぞれの三セクで努力をしてもう一度赤字が出ないように努力し

て行こうと。尚且つそれでもどうしても経営改善が難しいいうような所につきまして

は、検討部会におきましてもそれぞれの温泉施設につきましても将来的には非常に経

営するのが非常に厳しい状況になってきますと統合も視野に入れて検討を進めて行か

ないかんと検討部会でもほういう話が出ております。とりあえずそれぞれの三セクに

つきましても、もう少し色々改善計画とかピ－アールを強化して現時点では努力をし

てここ１・２年ぐらいには改善計画を含めてプラスになるように進めていこうという

検討部会の中の話がそういう事になっています。 
矢野委員：今の件につきましてですが、毎回言わしてもらっております我々は行財政改革

の推進を委員会である市の皆さん方本部検討部会ですけど非常にスピードが遅いって

何回も言われてますわね、今も話しありましたようにこれだけ７つ８つあるやつを
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個々に頑張って黒字いわゆる赤字解消してと基本的にはその通りなんですが、それで

は合併した本当のメリット意味合いないでしょう。個々の町村で一生懸命頑張って来

たけどこういう現実になってるよ営業にしてもこの通りではいかんと。せっかく合併

して１つの市になった。個々に抱えてたこれだけの施設観光関係個々にこれをまた一

生懸命努力してみて黒字化しようとこれ何年待つんですかね。具体的にさっき出まし

た東祖谷観光の公的資金導入も致し方ないだろうという事で検討中だと。これが公的

資金入れて個々の東祖谷だけの努力によって何とか黒字とか、いま合併して何とかせ

ないかん時に一挙に統合に持って行くっていう基本的な発想がなんで出来ないのか。

まず検討部会から出たご意見に対して気がついた１点です。何年も一生懸命努力して

何年か後に統合っていうんじゃなくて、私は観光部門は絶対に早く統合すべきである

とこれは意見として申し述べさせてもらっておきます。他にようけあるんですけど他

の方にふります。 
伊丹会長：何方かご発言がございましょうか。西川委員さんどうぞ。 
西川委員：具体的にお聞きしたいんで、たとえば東祖谷観光開発さんではここに書いてあ

るのでは利用客拡大に努めるとあるんですけど、たとえば専門の営業マンていうのが

いらっしゃるかどうでしょうか。いらっしゃらないとすれば誰が利用客の増大に当た

るっていうことになる予定ですかと。それからまたねどうしてもとなれば他の会社と

の連携というかともに営業活動に共に勤めていくという方向に考えられますが、その

辺りどうでしょうかちょっとお聞きしたいと思います。 
井下産業観光課長：現在あの癒しの温泉郷につきましては、支配人がお客様の送迎とか色々

中でソバ打ちをしながらこう業務をしておる関係上非常にその営業に回る時間的余裕

もないという事で、色々検討部会等の中でも有りましたが大歩危祖谷行ってみる会の

組織が温泉を中心に作られております。そういう所に一緒に加入させていただきなが

ら西部全域での観光宣伝を共にやって行こうという事でそういう話もいま会社の方に

持ち掛けている所でございます。ただ営業専門にと言いましたら今の現時点では非常

に人員的にも苦しい所がございますので、経営的にも非常に今苦しい状況でもありま

すしそういう事をいうてなおさら営業を行わなかったら結果的にはまた反対の結果に

もなろうと思いますが、支配人との改善計画の話の中では冬季が積雪のために休館す

る予定でございますので、冬季を利用してどうにか各方面に営業に回りたいというよ

うな計画も出ているようでございます。 
西川委員：一番はやっぱり営業が一番なんですよね、営業が出来なんだら商売なりません

のでね。その辺りどうしてもやっぱり１つ強硬な事でお願いもしておきたいし、どう

しても単独でいかんとなった場合、統合ということも有りますが、連携そこの部分だ

けでも連携してでもねやって行くことが大事なんだと考えてますんで是非１つ早めに

ですねお願いをしたいと思います。よろしくお願いします。 
伊丹会長：よろしいですか。どうぞ市岡委員さん。 
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市岡委員：ちょうど今東祖谷の出てるのでちょっと発言したいと思いますけども、ひとつ

には公的資金導入して目途があるのかどうかが１つ。それから今色んな営業の話出ま

したけども、結果的に作ったは作ったけれども東祖谷で言えば東祖谷全体としてそれ

を支えていく体制っていうのをしてたかどうかっていうとしてなかったと思うんです

よね。そういう意味では、その営業のやり方も自分たちの村の良いものだから守って

行こういうものを村民の中に作ったかていうと作ってない単なる施設だった訳で、そ

れ以降の所は何も考えてないって言えば語弊があるかも知れないけども、結果的にそ

うなって行ってると思うんですね。それから色んな面であそこはサービス業なのにそ

ういう訓練をしていない、従業員に対してね。だから非常に行ってみたら、例を出し

て言えば西祖谷の秘境の湯に入った時と東祖谷の癒しの温泉に入った時には職員の応

対の仕方がまるで違う、それでやっていけるっていう意識ですね。別段お客さんを増

やさなくても従業員として給料を貰える訳ですから。そのまあはっきり言えば公的資

金投入してくれるんだから潰れる訳もない、そういう状況になってしまっているのに

もかかわらずそれを改善する対策方法も出さずに公的資金を投入しても誰が責任をと

っていただけるんですか。 
伊丹会長：大変こう厳しいご提言がありましたが、どうぞ。 
高畑産業観光部長：今おっしゃる通りで、確かにそのそれぞれの三セクにつきましては旧

町村それぞれ地域の活性化とか人員の確保、雇用の確保と言う事でまあ三セクで色ん

な施設を作っているようでございます。ここで今までの旧町村単位のそれぞれの三セ

クの経営状況という事で今おっしゃった通りになかなかの民間が行うような営業活動

も出来てなかった、まあそういう事で今回あの癒しの温泉郷にもこれをどうしても奥

祖谷の観光の拠点という事で継続をして行こうという方針でございまして、ぜひとも

この施設を残すという事で今考えておりますが、今の現状の状況では非常に経営して

いくのが難しいという事で今特に癒しの温泉郷につきましては、職員、いま現在おり

ます職員のまず研修会も含めて意識改革もやって行かないかんと、民間のノウハウも

色々入れながら経営をやって行かないかんという事で、今色々それぞれの癒しの温泉

郷の職員につきましても、今までの経営の中身につきましても今ちょうど調査といい

ますか情報の収集と色々やっておる所でございまして、これにつきまして今ちょうど

今後分析をいたしまして何処が悪かったのということもこれから検討し、それからこ

こにつきましては専門的な方の意見も聞き入れながら今後どのように改善をして行っ

てええかっていうのを今ちょっと検討中でございまして、特にピーアール、私の思う

所ではそれぞれの旧町村単位でのピーアールのやり方もあまり出来てなかったかなあ

いう気はしておりますので、そこえらにつきましても今後それぞれの温泉施設を統一

したような感じでの温泉施設３つにつきましてもピーアールをやって行きたいという

風に考えております。それで特にそれぞれの三セクが活性化するためにはどうしても

観光客が来ていただかないかんという事で、特に三好市は観光立市を目指すという事
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で、これは三セクとは直接関係ないんですが、それぞれの今商工観光課におきまして

は観光地域の実践プランという事で、これにつきましても国の国土交通省の認定なん

ですが、これが９月に認定を受けまして秘境四国のへそ四国観光交流推進協議会と言

うのを今立ち上げた所でございまして、これにつきましてはこの認定を受けますとソ

フト面それからハード面から三好市の観光振興を図るという事で、色んな観光施設等

につきましてもソフト面ハード面から助成をいただける事業でございます。それから

もう１点はそらの郷山郷物語協議会の設立という事で、これは何かと言いますと、い

ま南の方ではこういう協議会を立ち上げまして体験交流の観光を進めて行こうという

事で、修学旅行生とかそういうのを四国に呼び込んで修学旅行で観光地を見て回るだ

けでなくて体験型の修学旅行をやっとるいう事で、これにつきましても今協議会を設

立する方向で進めておるところでございます。これに関しましてもとりあえずグリー

ンツーリズムとか地産地消ともちょうど連携をはかって体験交流の観光客を取り入れ

ようという事で進めております。それから今もピーアール不足とか言う事でそれぞれ

の合併した三好市のそれぞれの観光施設が非常に多くございますので、これの観光の

ネットワークを形成して観光客がこのネットワークで色んな観光地をずっと見て回る

そういうようなネットワークの形成に向けても今進めておる所でございます。それと

もう１点は、三好市の統合観光の総合窓口を作ってお客様に全ての三好市の観光の施

設が電話とか色んな事で問い合わせがあった場合には即対応できるような観光総合の

窓口の設置をする方向で今現在進めております。それともう１点につきましては、観

光の専門職員の養成という事で、観光特に三好市の観光施設の内容が詳しくわかる専

門の職員を養成いたしまして、観光客のニーズに応えられるようにという事で今専門

職員の養成という事でいま四国観光検定というのが今ございますが、それを受ける方

向で進めております。そういう事でこの三好市の観光の振興を図ることによって第三

セクターにおきましても入り込み客が増加することによって相乗効果も図れて旧町村

単位でやって来とった三セクが三好市に一本になった関係で、そこえらの相乗効果も

図りながら全体の入り込み客の増加を図って行きたいという事で商工の観光の振興と

三セクとも共にやって行こうという事で色々進めておる所でございます。 
伊丹会長：市岡委員さんあの現状訴えられたんですが今のでよろしいですか。 
市岡委員：よろしいかって言われてもなんなんですけども、ただ癒しで言えば先ほどモノ

レールが非常に好調で予想より上回ってるっていう話だって、私もそんなに予測して

なかったんですけどもでもね、非常にあそこは山に登れない人たちにとっては良かっ

たみたいていう結果にはなってるんですけども、ただじゃあ脚の悪い人達が乗ってい

けるようになっている割にはじゃあトイレはすぐ乗り場にあるかって、無いんですよ

ね。そういうね考え方でしか作ってないっていう事なんですよ。だから観光観光って

今言ってますけど、三好市の観光がどうのこうのって、あるいは四国全体でどうのこ

うのっいってそれは、多分自分たちの自主性が無い観光におんぶしたって絶対駄目で
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すよ、それは。自分たちの所はこういう風にやりたいんで四国の皆さん一緒にやりま

しょうよっていうんだったらね三好市にも来てくれるだろうけども、一緒にやりまし

ょうっていうからそれじゃあ参加しましょうっていうんじゃ癒しの湯もそうなんです

よ。先ほど名前でました大歩危祖谷行ってみる会それも最初メンバーに入っていたか

どうか分かりませんけども会合に参加してました。参加してましたけども多分活動し

てません。それは癒しの湯自身に癒しの湯をどういう風にして維持して、観光地とし

て自分たちの所頑張って行こうっていうそういうものが無いからただ参加してただけ

なんですよ。だから大歩危祖谷いってみる会にいい所も参加しても分からない、ある

いはどういう風にするかっていうのも多分自分の所に取り入れなかったと思うんです

よね。だからそういう意味では観光立村して行くっていうのはもう当たり前のことで

あって、幾ら強調しても改善しないんですよ。それからあのもう１つは色んな案が出

てきましたけれども、やっぱりなんと言ってもね、特に三好市で言えば西祖谷のかず

ら橋が大きな徳島県でいってもね三本の指に入る位の観光地になってますよね。だか

らあそこに関わるその民間の観光業者っていうのはやって行けてる訳ですよ。ところ

がじゃあ行政が第三セクターになっている所は何でやっていけないのかっていうと、

そこの所が問題になると思うんですよ。だから温泉温泉いってもどんな温泉目指すの

かって。来るかどうかも分からん非常に先行き不透明な観光になってしまうんです。

だから例を出して言えば、大分県の別府温泉と黒川温泉ですよね。黒川温泉があれだ

け出てきたの何かっていうのは私は聞きましたけども、大分別府とおんなじ事してい

たら自分たちは潰れてしまうっていう事で始まったって聞きましたけども、そういう

自分たちはここにこだわって観光するんだっていうものを作らない限りいくら観光っ

て言っても駄目だって思います。それからもう１つは先ほど矢野さんが言いましたけ

ど、もう本当に早くやらないと毎年公的資金投入しなきゃいけなくなりますよ、これ。

だから本気でやる気があるかどうかっていうのは私は非常に疑問に思ってますね。単

にその時のちょっと痛いところに膏薬を張るくらいの事にしかならないんじゃないか

って思うんで、まあ別に先ほどの話納得も出来ないし、そういう風にしていかないと

いけないんじゃないかっていう事で発言しました。以上です。 
伊丹会長：貴重なご提言をいただきまして有難うございました。藤岡委員さんどうぞ。 
藤岡委員：先ほど部長さんの方から見直しという形で財政課の面々の方でプロジェクトを 

組んでの見直しという事でございますけど、やはり具体的にそれぞれ会社があるわけ

でございますけど、若干業種が違うわけでございますけどそれぞれ会社毎に何年を持

って単年度黒字にするのか、もしくは今の赤字を単年の赤字をこれ位まで減らしてい

くといったものの具体的な年度それと数字を、やはりそれぞれの会社に示す必要があ

るんでないかなと目標を示すとそれによってそれに従事しておられる役員の方また従

業員の方がその目標数字に向かって行っていただくと、仮にまったく逆の方向で駄目

だという事であればその時はもう決断せざるをおえないという事だと思います。統合
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もしくは廃止という事で決断をすると。ただしその為にはやはり早めに年度の目標何

時までにこういう数字を出せといったものを具体的に早く示してあげて、それに向か

ってそれぞれの従業員の方が取り組んでいただくという事でございます。企業におい

ては当然ながら生き残りを掛けて一般の企業が生き残りを掛ける中で不採算部門これ

は切り捨てて行くわけでございますし、一方でいい会社いい部門にはそれぞれ資金人

材を投入して行く訳でございますので、やはり今後ますます地方分権すなわち自治体

としてもこれまで以上に経営意識を持って運営に取り組まないかん訳でして、そうい

う数字年度を限った計画っていうのがそれぞれに示すんが必要でないかなとこのよう

に思ってます。 
伊丹会長：ありがとうございました。いまのご提言について担当の方。 
高畑産業観光部長：確かに今言われた通りでございまして、これ早急に検討を重ねていか

ないかんという風に思うんですが、まず何年に自立するのかっていうのは、今の段階

では具体的な年数っていうちゅうのは決まってませんので、これにつきましてもそれ

ぞれの第三セクターの収入の状況とかそれから支出の状況を細かく分析をして、どの

分岐点によって収支が図れるのかというのを今この具体的にそれぞれの三セクの今ま

での経営の中身に収支とか収入の中に詳しく調査させていただいてそれから改善とい

うか目標年度を立てながら今後進めて行かないかんという風に考えております。ほれ

から特に従業員につきましても民間のホテルなんか見てみますと非常にそれぞれの経

営をやって行っとるのに三セクは何で出来ないのかという所も色々疑問も有ると思い

ます。そこえらにつきましても中身をもうちょっと詳しく調査しないと今の段階で詳

しく分かりませんので、そこら従業員の状況それから日ごろの中身のどういった仕事

の内容かっていうのも今後詳しく調査をしながら民間のノウハウも入れながら職員の

意識改革もこれからやって行かな当然いかんなあというな考えております。先ほども

申したんですが部会の方ではとりあえずいまの努力を色々調査しながら、それぞれの

三セク、地元の雇用もありましたし地域の活性化も図るという事で設立されとるよう

な状況でございますので、とりあえず色んなそれぞれの三セクを調査しながら経営改

善をやって行って、どうしても今申したとおり経営改善が図れない施設につきまして

は、将来的に施設の統合も考えて最悪であれば廃止もせないかんと言う風な状況も来

るかと思いますが、そこえらも視野に入れながら取り合えず改善計画を色々調査しな

がら改善計画をやってみてどしても難しい所につきましてはもっと踏み込んだ所で検

討を進めて行かなければと思っておりますのでこれからやって行きたいと思います。 
伊丹会長：藤岡委員さんよろしいですか。どうぞ、谷委員さん 
谷 委 員：ただ今のお話でこの検討部会にその何時何時までに単年黒字にすると言う期限

を出していただけると理解してよろしいですか。 
井下商工観光課長：それまでに単年度黒字にが目標です。まだそこまで部会でもそこまで

深く入ってませんが、先ほど藤岡委員さん言われました目標数値の設定につきまして
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はこの間の会につきましても、収支の境界線といいますかそこら辺をもう一度施設ご

とに見直しまして一日の収支から入って１ヶ月どれぐらいのお客様が宿泊されるとそ

のラインまで行けるかという事で、それを年間的に見て収支の均衡をとれる数値目標

を設定しようという事で、この間の会ではそこらについて検討はされましたがそれぞ

れの会社についてのその数値はまだ出ていない状況です。 
高畑産業観光部長：ちょっと今年度中には改善の年度って言うのか何時ぐらいに黒字にな

るかっていうのを目標っていいますか、今の段階では詳しく、それぞれの三セクの施

設によって中身は違いますんで、今これ何年までに黒字にして行こうというのはもう

ちょっと時間を掛けて色々して見ませんと難しいんでないかなと思っております。 
矢野委員：先ほど言い残しました事１点だけお願いします。色々数値分析をしながら調査

中検討中といいますか非常にスピード遅い事まだいいよんですけど、ここに決算書あ

ります。２・３期並べて専門家に見せれば３日もあったら結果出ます。現場入ってい

って面接すればこれも１週間も掛からんでしょう。何ヶ月も１年も２年も掛けてやる

話じゃないですよ、対策を出すのにね。だから再度言いますスピード上げてください。

ポイントがずれてる。そういう発想になる。１番の、三セク７つ８つの中の一番の問

題は何かいうと明らかでしょう。これ細かく検討してもないと思うんですが、経営責

任者誰が責任を持って経営をしているのかと。そこのはずなんですよ。隣に四国中央

観光社長おられますが民間の方です。本当にあかん場合はあかん腹くくって経営に当

たっておりますが悲しいことに現在スワン号が運行休航中でございまして、これをお

きまして、経営責任をだれがもっとんかこれをまずお聞きします。８つの三セクが有

りますが、四国中央観光は森本社長という事で私も存じ上げております。池田ケーブ

ルにつきましては、社長は民間の方であるし専属いわゆる常駐専務という方がおられ

ますが、ほんとの意味での経営責任者。これも民間でございます。この２つは分かり

ますんでふるさと夢企画以下西祖谷観光までこれについていわゆる代表取締役どなた

がされているか、そして常駐で責任を持って経営に当たっている現場に張り付いてる

方は名前じゃなくて結構です。どういう立場の方かこれちょっと６箇所について教え

てもらえますか。時間もどんどん来ておりますので短的に余分な細かな説明は結構で

ございますんで。 
高畑産業観光部長：決算書の報告書の上から言わしてもらいますが、１番目ふるさと夢企

画前井川町長でございます。次に株式会社大歩危温泉。旧で言いますと西町長でござ

います。旧の山城町。それから山城もくもくも同じでございます。それから山城振興

につきましても同じでございます。次の東祖谷観光開発につきましては前東祖谷村長

でございます。西祖谷観光開発につきましては社長は民間の方です、池田ケーブルと

中央観光につきましては先ほどの通りでございます 
矢野委員：いま代表者の方だけ全て西祖谷観光開発以外は旧の町長村長。現在もこの方が、

町長村長と言う役は外れてますが、現在も代表者であるという捉え方でよろしいです
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ね。当然常駐はされてないと思います。それぞれポイントの現場に常駐していわゆる

人間の管理、経営上の日常管理されてる方はどういう立場の方がされてます。 
高畑産業観光部長：それぞれの三セクは取締役以外に現実の中身の経営仕事をされよんは

支配人という方がそれぞれの三セクの業務を行っております。 
矢野委員：責任持ってやられてる支配人が完全に民間で今までもそういう仕事の経験が有

る方。はっきり言いましたら池田ケーブルの常駐者、専務がおられますがずっとそう

いう形でそういうもの専門でやられていた方が専務で常駐しておりますという事で山

城振興もくもくまあ大歩危温泉にしても支配人て方が単なる役所の OB とかそういう

形の方なのか本当に経営を任せられる専門家を民間の専門家をおかれておるのかを聞

きたい訳です。 
高畑産業観光部長：私のほうではそれぞれの支配人の方が前歴といいますか昔それぞれの

専門ホテルに従事しよった人かというのはちょっと前歴については私のほうも把握は

してませんので詳しい中身は分からんのですが、現状見てみますとそういう方でない

それぞれの三セクが多いんでないかなという気はしております。そこでちょっと詳し

く調べてみてませんのでよく分からないんですが。 
矢野委員：ここまで色々検討してきたけど分かってないって事は一番大事なこういう経営

責任誰がもつんか、誰にまかすんか、行政何時までも補佐できませんよというものが

基本に有るとすればね、当然どういう人をそれに当てるかっていうのは１番の検討課

題になるはずだけど出来てない。それって経営責任だれに持たすのか、何処まで彼ら

が責任持ってやるんかっていうそこを抜けたらね、さっき言いよったように幾ら色ん

な下の小さなこやっても実行するのはその方ですから、トップの考えかた気持ち次第

です、会社経営っていうのは。それぐらいなものさっきも言いましたように個々にば

らばらに旧町長をトップにおいておる。支配人もそういうノウハウをもたない常駐さ

せて、さあ一生懸命黒字にして下さい。３年後には目標としてこんだけにしなさいよ

というても多分無理でしょう。頑張れば２・３年度考えて後ほどこうします。これは

役所の立場で言いますがそれも無理でしょう。本当に早く同じ業種であれば一本化し

て同じ人員的な育成も一本化して営業も一本化してそれを出来る人間をトップ常駐者

に据えてください。そうしないとばらばらばらばら一生懸命がんばります言うても頑

張った甲斐は１つも結果出てこないと思います。しみじみそれは思います。これは全

国何処でも三セクは同じだと思います。以上です。 
渡邊総務部長：矢野委員さんのご質問ですけどもこの三セクの中で現実に経営をされてい

る支配人まあ責任者ですけども東祖谷観光これははっきり言って OB です。それから

ラピス大歩危も OB ですそれ以外はその道のプロを雇用しております。ですからそう

いった段階につきましては隋分経営改善の兆しも見えているような現実でなかろうか

と思います。以上になります。 
矢野委員：すいません。もう１点だけ。今言いましたのは、私話させてもらいよった観光
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部門だけだと思いますが、ふるさと夢企画につきまして、やってる業務単なる役所の

仕事の中の一部を指定管理者もっと分解すべきだと思いますね。仕事の内容部門ごと

に。スピード感あれば当然スピード一緒に観光部門に分割してそちらにもって行って

もらいたいし、色んなものも単なる管理でない施設の管理でありますわね。これそれ

で本当の意味でもっと違う民間に指定管理委託してもらいたいしはっきり申しまして

膨大な役所からの補助をいれて、その中にこう言う三セクにしては膨大な人件費を使

っております。まずこのふるさと夢企画については根性いれてこれ東祖谷観光どころ

じゃない表面上は黒字になってますはね。累計も黒字になっているとだから残してい

いんだっていう発想は絶対しないで下さい以上です。 
井下商工観光課長：ふるさと夢企画につきましてはご指摘の通りかと思います、図書館運

営とかね交流センターの運営とかそれ以外にもここに書いてありますように、スキー

場管理町民グランドの維持管理町道の維持補修。こういった色んな行政からの業務委

託によって黒字展開経営されているとこういう現実があるという事にはまさにおっし

ゃる通りだと思いますが、ここにつきましても将来的には直営でやっておりますスキ

ー場と併せて一括指定管理者にしたらどうかといったような事も検討部会なり内部で

は検討しております。ご指摘につきましては真摯に受け止めて改善をしていきたいと

いう風に考えております。 
森本委員：当事者ですので黙ってずうっときかせてもらいました。もうしまうようなんで

一言言わせてください。藤岡さんもおっしゃった、矢野さんもおっしゃられたんです

が、三セクは赤字で当たり前じゃないかと言う発想は絶対に持たないでください。そ

んな甘い時代ではないんですよという事をやっぱりこう考えて欲しいんです。誰が責

任者ですか、社長誰ですかって言うたら３月か４月に合併して市長に当選したんであ

れば臨時議会あの臨時株主総会開いて社長になるべきですよ。あるいは助役か誰かを

社長にすべきですよ。そして実際自分がそれを掌握してこうせないかんああせないか

んという事を出さないで、元町村長に社長ずうっとさせといてなんで改革が出来ます

か。本当にやる気があるんかないんかというのを私は聞きたいんです。三セクは赤字

では駄目ですよと今の時代。三セクでもトントンにはしなさいよと。あるいはこの三

セクについては民間にやらせないことであるから赤字でも仕方ないんですよという説

得の出来るようなそういう持って行き方をして欲しいんですよ。少なくとも藤岡さん

言われたように単年度黒字に何時出来るんですかと、それに応えられるぐらいの経営

者になって欲しい。それが無いんだったら三セクやめたらええと思います。 
伊丹会長：色々と貴重な意見ご提言を頂戴をいたしました。おそらく検討部会でも本日の

数多くの有益なご提言を生かしてこれからの検討課題として取り組んでいただけるも

のだろうと確信をいたしております。それでは次の委員会の開催の日どりを決める前

に次の委員会にご提案を予定をされている事務局の方でお考えがあれば。 
事 務 局：それではあの日程も兼ねて案を申し上げたいと思います。２枚目にカレンダー
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をつけておりますけども、後予定では残す所３回、この委員会も３回ほどになると思

います、今年度中ですね。で、１１月に２回お願いいたしまして１２月に１回という

形でお願いしたいと思います。最初に１１月ですけども１１月の１０日金曜日でお願

いできたらと思っております。会場はこの日でしたら総合体育館の２階会議室を押さ

えております。別の日でしたらこちらで施設を探しまして押さえたいと思います。そ

れと議題につきましては今日の会議の内容も踏まえまして、今まで頂いたご意見ご提

言等を箇条書きにさせていただきましてご確認を頂く、それで今までにこの件につい

ては言い忘れたからこれの項目を付け加えてくれとか、あるいはその他のご意見ござ

いましたらその場でまた言っていただくというような場、意見の確認あるいは交換の

場という形で提言に向けての意見の集約の場にしたいと思っております。その時にで

すね、次回の資料といたしましては今までの会議録を皆さんにお送りいたします。１

回から今日までの７回の分までお持ちの方もいらっしゃると思いますけども、改めて

１回から第７回までの会議録、それと簡単にこちらでまとめた意見の箇条書きの分で

すね、それも送らせていただきまして、ご確認を頂く、次回この場でご発言を頂くと

いう形にしたいと思っております。他に議題ございましたら申し出ていただいたら準

備いたしますけどもそういう形での予定をしております。 
伊丹会長：ただ今の事務局の方からお話ございましたように意見確認と意見交換会という

ような形で進めさせていただくと。資料につきましてはお話ございましたように今回

までの議事録を皆様方にお送りを申し上げ、また集約されたものもあい合わせまして

お送りさせていただく。でご検討ご検収いただいて出席をいただくとこういう事でよ

ろしゅうございますでしょうか。 
矢野委員：次回は別に意見は有りませんが、その後の持って行き方で、そこで意見集約し

て確認してそれでいわゆる推進本部に持ち込んで我々委員の代表として会長が出席し

てそこで取りまとめをすると。その後再度こういう形で最終案出来ましたという段階

ね、我々へのフィードバック言うんですか、こういう形を最終的に決定しますという

決定段階では我々何処まで入っていけるんですかね。 
事 務 局：その１１月の２回目ですね、第９回目にはこの委員会の答申書の案ですね、意

見いただいた分をこちらでまとめまして提言書案という形で皆さんにお示ししまして、

それでまたこういう内容でいいかどうかご検討していただくと。その内容でオーケイ

出ました分を会長に提言書を市長に出していただく。それの答えとかあるいは大綱と

の原案ですね、それを最終の時に皆さんにお示しさせていただくという風な方向で考

えておりますけども。 
矢野委員：てことは１２月段階になりますか、最終決定部分が我々の前に提示されるのは。 
事 務 局：はい、最終の１２月でございます。 
矢野委員：了解しました。 
伊丹会長：開会から約２時間３５分長時間にわたりましてご協議をいただきまして本当に
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ありがとうございました。今日は振り返りまして大変有益な有意義なご提言ご助言が

数多く出たように思っております。これからの検討部会におおいにご参考にして重要

な意見としてご提言として取り上げていただければ、大変ありがたいとかようにこう

思っておる所でございます。長時間にわたりましてご協力いただけました事厚くお礼

申し上げ、次１１月１０日金曜日また改めまして事務局の方からご案内状が出ると思

いますが、ご協力ご出席を賜りますよう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。ありがとうございました。 
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