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第８回行財政改革推進委員会会議録 
日 時 平成１８年１１月１０日(金) 午後７時～午後９時４０分 
場 所 三好市池田総合体育館会議室 
出席者 (委 員) 

  伊丹 一夫、市岡 日出夫、上野 誠、緒方 俊則、川西 昭一、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 
藤岡 良一、前川 順子、森岡 真紀、森本 諭、矢野 博正、山本 佳代子 

                             （５０音順、敬称略） 
    (市) 
    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、蔦教育次長、西岡建設部長、森行財政改革推進室長 
藤井、西本 

欠席者 藤井 修身、真鍋 和三郎（５０音訓、敬称略） 
 
事 務 局：暦の上では立冬も過ぎまして冬と言う事でございますけども、日中はまだまだ

暖かい陽気でございます。本日は藤井委員さんと真鍋委員さんがお仕事の都合で欠席

されております。今まで７回行財政改革推進委員会を開催しまして、皆様から色々な

ご意見ご提言をいただきました。それを基に市長への答申を作る訳ですが、まだまだ

意見を言いたい、提案したいということがあろうと思います。今回はこういう事をふ

まえまして、各項目につきまして皆様からご意見ご提言を頂戴したいと思います。そ

うして次回ですけども、第 9 回には答申案をご審議いただきまして、市長に答申を出

すという形に持って行きたいと思います。本日もどうぞよろしくお願いします。それ

ではただ今から第 8 回三好市行財政改革推進委員会を開催いたします。最初に伊丹会

長からご挨拶を申し上げます。 
伊丹会長：皆さん今晩は。大変こう時節柄あわただしくお忙しいお昼間お疲れの所ご出席

をいただきまして有難うございます。今お話ございましたように、本日は第 8 回目の

行財政改革推進委員会でございますので、何か委員会の会議もあと残り少なくなった

ように思いますので、最後の詰めの会議が充実した形で本日も開催できますようにご

協力をお願いを申し上げておきたいと存じ上げます。なお、先般 10 月の 30 日に行財

政改革本部会議が市役所で開催されました。私もご案内をいただきましたので出席を

させていただきました。その時の模様につきまして少しここで触れておきたいと存じ

ますが、市長はじめ幹部職員が出席をされておりまして、市長の方から行財政改革の

推進についての決意の大変力強いお話を頂戴をいたしました。その後、各検討部会の

当日までの協議の内容等についてご報告が有ったわけでございますが、その前に私の

左の行財政改革推進室の森室長さんの方から、皆様方から 7 回までの会議の中でご提

言ご意見を頂戴しましたことを、そこの意見提言要約集にまとめて有るような中身に
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基づきましてご報告をさせていただきました。その後、検討部会の部長さん、また座

長さんからそれぞれの検討部会の内容について仔細の報告がありまして、その後本部

会議の委員の皆様方がお互いに三好市の行財政改革について真摯なご発言を討議を

交わされていたように思います。大変こう何かこう力強い思いをいたしましたけれど

も、その中に私どものこの委員会の提言とかあるいは助言ご意見が十分こう将来共に

反映されるような形で是非して欲しいなあという思いを強くいたしました。どうぞ一

つ本委員会の皆様方の貴重なご意見なりご提言が本部会議のその最終的な集約の中

に強く大きく反映されるように是非して頂きたいものだと、かようにこう思っておる

わけでございます。今日は第 8 回と事で、先般事務局の方から意見提言要約集等、第

7 回までの議事録を皆様方の方にご送付を申し上げておりましたので、ご精読いただ

きご賢察をいただいておられると思いますので、どうぞ先ほど室長の方からお話がご

ざいましたように、まだまだ皆様方のご意見ご提言が数多く残されておるのではなか

ろうかと思っておりますので、本日そういう風な事で一つご発言ご意見を頂戴出来た

ら大変ありがたいとかように思っておる所でございます。どうぞ限られた時間になろ

うかと思いますけれども、最後までご協力ご審議を賜りますようにお願いを申し上げ

ましてご挨拶に代えたいと思います。本日もどうぞ一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。それではここで本日市側の出席者をご紹介いたします。

渡邊総務部長、合田企画財政部長、新居環境福祉部長、高畑産業観光部長、新居環境

福祉部次長、西岡建設部長、蔦教育次長以上です。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：それでは議事を始めたいと思いますが、いつもの事でございますけれども、本

日もケーブルテレビの取材が見えておりますのでそれを許可してよろしいかどうか

をお諮りをさせていただいたらと思います。いかがいたしましょうか。 
委  員：意義なし。 
伊丹会長：よろしゅうございましょうか。それでは了解を頂いたと言う事で進めさせてい

ただきます。それから次に申し上げることも毎回の事でございますけれども、本日の

会議のご発言につきましてもマイクを通じての議事録作成上ご発言をお願い申し上

げ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、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

本会議が成立することをご報告を申し上げておきたいと存じます。次に本日第 8 回目

の議事録署名者でございますけれども、私の方でご指名をさせていただいてよろしゅ

うございましょうか。それでは私のほうからお願いをしておきたいと思います。前川

委員さんと森岡委員さんに本日の会議の議事録署名をよろしくお願いしたいと存じ

ます。お二方よろしくお願いいたします。 
それではレジメにございます 1 番目の意見提言書の確認についてを議題として、ただ
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今から事務局から説明を求めたいと思いますお願いいたします。 
事 務 局：（意見提言の要約集の確認についての資料説明） 
伊丹会長：それでは今お話ございましたように、お送り申し上げました意見集約のものと

議事録を照らしあわして皆様方からご発言を頂戴したいと思うんですが。どうでござ

いましょうか。一つずつ第 1 回目取り上げたこと、第 2 回目取り上げたことと言うよ

うなことで項目ごとに行きましょうか。総括的に何からでも多面的にご発言を頂くよ

うにいたしましょうか。特にご意見も無いようでございますので、意見提言の要約集

に基づきまして、１枚めくりましたら行財政改革の方向性について、歳入の確保につ

いて、広域連合等の負担金についてを順次大きな項目として羅列されておりますので

それに基づいて行きましょうか。いかがでございましょうか。どうぞ、耕地委員さん。 
耕地委員：この項目ごとにですねご意見を言ったほうが良いんでないかなあという風に思

いますけども。 
伊丹会長：いま耕地委員さんから項目ごとに進めたらいいのでないかというご発言がござ

いましたですが、その様なことでよろしゅうございましょうか。 
委  員：意義なし。 
伊丹会長：それでは、めくりまして行財政改革の方向性について。これは基本的な姿勢で

ございますけれども、これにつきましてお読みいただいて感じられること、またこう

あるべきでないかというような事についてのご発言を頂戴したいと存じます。矢野委

員さん。 
矢野委員：行財政改革方向性についてという事は、今まで検討部会もなかったし絞り込ん

で我々討議した項目じゃないですよね。というか反対に一番最初に私からも提案させ

てもらいました。各論に入る前に、総論時に色んな行財政全般についての考え方を聞

いたらどうかという事だったんですが、各論に入られてしまいました。という事で、

ここに何項目か出ているのは色んな検討部会に対する意見出よる中で出てきたものを

まとめたという事でよろしいですね。とすればこの件につきましてはね、後で追加し

て、もっとあの大きい意味のいろんな考えあると思いますんで聞いてもらいたいと思

います。今までのは、各それぞれの検討部会の出てきた件についての協議ということ

だったと思いますのでね、お願いいたします。 
伊丹会長：いま矢野委員さんからご発言がございましたが行財政改革の方向性、これは基

本的なものでございますので、後ほど時間をとって協議をしたいという事でございま

すので、次ページ２ページでございますけれども、歳入の確保について、広域連合の

負担金について、支所連絡所等について、補助金についてというのが２ページ３ペー

ジにまとめられておる訳ですが、その歳入の確保と広域連合等の負担金これを一括し

て議題として出しておきたいと思いますが、それらについてのご意見ご提言ご助言が

ございましたらご発言を頂戴したいと存じます。上野委員さんどうぞ。 
上野委員：最近、新聞によく掲載をされている問題で、市税の滞納、それから公営住宅の
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家賃の滞納というのが最近新聞に取り上げられていまして、各市町村のですね、収入

の状態を掲載をされておりますけれども、三好市におきましては当然市税の滞納とい

うのが億単位であると思うんです。それから公営住宅の家賃の滞納等もあると思いま

すけれども、それに対してはどのような姿勢で取り組んでおられるのかという事をお

聞きしたい訳です。それと併せてですね、私たちも厳しい生活の中から市民税等々を

市に納める税金は極力滞らないようにということで努力をしておる訳ですけれども、

中には支払い能力があるにもかかわらず市税を滞納している、あるいは公営住宅の家

賃を滞納しているという市民がですねおるという風に聞いておる訳ですが、それはや

はり市民の公平性といいますか、いわゆる正直者が馬鹿を見るというような事がある

と市のこれからの色んなですね、行政の進め方についても市民の協力が十分に得られ

ない場合もあると思うんですよね。ですからそういう風な面で払えない所っていうの

は多少猶予が有るかも知れませんけれども、やはり法律に則って厳しく取り立てると

いうような形で出来るだけ市民の義務であるところの市税については公平に進めてい

ただきたいという風に思う訳です。膨大な市の予算から比べると滞納したものを厳し

く徴収をしたについてもわずかな額になるかも分かりませんが、やはり皆さんが、市

民の皆さんが公平であるという、負担が公平であるというところから考えると非常に

大事なもんでないかなあと思います。以上です。 
渡邉総務部長：上野委員さんのおっしゃる通りかと思います。滞納の原因も色々有るかと

思うんですけども、ひとつには長引く経済不況に伴う法人税収入とか個人所得税の減、

こういったことが市の減収にもつながっておりますが、滞納で言いましたら生活困窮

者あるいは行方不明とか、死亡者で継承者がいないものとか色んな形がありますが、

最近多いのが破産宣告破産者ですね。自己破産された方。こういった方が大変増えて

きております。ですが、中には上野委員さんがおっしゃいましたように収入がありな

がら収めようとしないといった悪質な例も見られます。そうした滞納者につきまして

は、いま現在、今年から徳島県に、総合事務組合の中に滞納整理機構を置いておきま

した。滞納整理機構と連携しながら徴収にあたっている所ですが、滞納整理機構もス

タートしたばかりという事で１市の滞納整理の割り当てられた額っていうのはまだ少

ない状況です。３０件以内という形で制約ございます。ですが、その滞納整理機構と

いった名前のおかげでかなり徴収が進んでいるといった例も見られますから、今後と

も滞納整理機構とも連携しながら税の公平な確保のためにも積極に取り組んで行きた

いと考えておりますが、なにぶん三好６カ町村で、新聞報道見られた方はご存知だと

思うんですが広範囲に、多岐にわたっておりまして、今の税務課職員だけ、この中に

まで意見出ておりますけども、税務課職員だけあるいは収納課の職員だけでは対応で

きない所が確かにございます。ですから、市税の徴収につきましては本庁舎全職員あ

るいは総合支所とも連携しながら今後取り組んでいきたいと考えております。時には

徴収月間等をもうけて全職員で取り組むとかそうした姿勢が必要であろうという風に
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も考えておりますし、悪質な滞納税者につきましては、はっきり申し上げまして預金

とか年金とかあらゆる金融機関とも連携しましてあらゆる手段を講じまして、最終的

には差し押さえといったことも視野に入れながら取り組んでいきたいという風に考え

ております。よろしくお願いします。 
伊丹会長：上野委員さんよろしいですか。 
上野委員：２００６年の３月９日の新聞では、池田町が１億１８８１万円という事で三好

市を合わせると１億９６９７万円の滞納があるという事です。今おっしゃったように

生活困窮者であるとかあるいは事業がうまくいかない、あるいは倒産をしたというよ

うな事でやむを得ず滞納しているというか、滞納というより払えない状況が生み出さ

れているという状況が有ろうかと思いますけれども、やっぱり税の公平性から言って

も悪質滞納者については差し押さえとかあるいは公的手段を通じて是非とも収納率と

いいましょうか、上げていただきたいと思っております。以上です。 
伊丹会長：まさに収納率を高めていく努力が求められている時期だと思いますので行政の

方でも是非一つ頑張っていただきたいとこう思います。他にこの歳入とか広域連合の

負担金等につきましてのご発言等ありませんでしょうか。なければ先般、本庁方式の

問題も出たように思いますので、支所連絡所についての何かご意見ございましたらご

発言を頂戴したいと思いますが、耕地委員さん。 
耕地委員：１０年を目途にですね支所を廃止して本庁方式に統合するというような、合併

協議会の方でも出されておりましている訳でございますけども、１０年と言わずです

ね出来る支所から画一的に、何時それどうこうていうんでなくて、出来る所あるいは

出来る課といいましょうか部署といいましょうかそういった所からですねやるべきで

やって行くべきではないかなあという風にも考えておりますし、それから連絡所。こ

れは井内には、井内の連絡所については郵便局がないかと思いますけども、将来窓口

郵便局の窓口が出来たらですね、証明書でありますとかあるいは戸籍抄本とか取れる

ような、国の方はそんなことを言っているようです。国といいましょうか郵政へのほ

うはそんなことを言っているようでございますけども、場合によりますとそういうこ

とも含めあるいは証明書とか抄本取るのであればですね、郵便の窓口会社とかあるい

は社協も一つのなかにひっくるめてですね考えていてもいいんじゃないかなあという

事でですね、出来るだけ早くできる所から、総合支所全部一発に、それとこういうん

でなしに、画一的に決めてしまうんでなしに出来るところからやっていったらどうか

なあと。その為には住民とのコンセンサスも必要でありましょうしね。サービスの低

下をきたさないような方向ということも考えながら進めていく事が肝要でないかなと

いう風に思いますけども。 
渡邉総務部長：はい。この件につきましては耕地委員さんのおっしゃる通りだと思います。

この件につきましては検討部会のほうでも十分検討しまして１０年後と申しましたの

は完結年です。ですがまさにおっしゃいましたように３年後あるいは５年後・７年後
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といった形で、出来る部署から統合して本庁方式に移行していくと。これはもう当然

のことでありますし、このまま１０年間総合支所今のままで行くんだよということが

あれば多分４年後位には財政破綻してどうもこうもならない状況になっていると思い

ます。ですから検討部会の中でも出来る部署から速やかに本庁一本方式にしていくと

いう事はもう決定しています。また総合支所を一挙に５年後、例えばですね５年後・

７年後に一挙に本庁方式に移行するんではありません。それも非常に手段的には難し

いと思います。ですから今耕地委員がおっしゃいましたように出来る支所からやっぱ

り本庁方式に移行するべきであるということだと思います。でなければ人員の削減も

図れませんし経費の削減にもつながりません。まさにご指摘の通りだと思います。そ

れと連絡所ですね。井内連絡所につきましては合併協定書の中にも３年以内を目途に

廃止ということが決まっていますけども、委員さんの中からも証明書の発行だけでは

ないよと。住民との心のつながりの話もされました。まさにその通りだと思うんです

が、耕地委員さんから例を上げられました郵便局での証明書の交付これは確かに可能

です。近くに郵便局があるようですし、今すでに三好市でも大歩危局とか出合郵便局

ではワンストップサービスといいまして郵便局で一般証明が全部受けられるような制

度も現にありますし、井内連絡所につきましてはそういった対応っていうのは十分可

能です。あとは如何に住民サービスを提供していくかという事ですけども、この連絡

所の廃止につきましては当然３年以内という目途が決まっておりますけども、その時

には十分住民にも周知して交通弱者の足の確保といった観点も総合的にカバーしなが

ら取り組んでいくべき課題であろうという風には考えております。以上でございます。 
伊丹会長：よろしいですか。他に連絡所とか支所の問題。どうぞ森岡委員さん。 
森岡委員：私は職員ということもあって、この間仕事の関係で支所の方何箇所も回らせて

いただいたんですけども、支所っていうのが地域の住民の方にとってすごく大きな拠

り所になっているんだなっていうのを感じました。コストの面から考えますと出来る

だけ早急に廃止という事はそうであろうと思うんですけれども、やはりそこに住んで

らっしゃる住民の感情にも配慮していただきたいなということと、支所の廃止のメリ

ット面もたくさんあると思うんですが、もし廃止した場合のマイナス面についての補

いっていうのが十分出来る土壌をまず作っていくべきではないかなという風に思いま

す。火災ですとか、そういった災害の時に職員が消防団とかに入って現地にすぐ行け

るような体制を取れていた事とかが十分に対応できなくなるんじゃないかっていうよ

うな不安もちょっと聞いたりしますのでそういう部分も配慮をして欲しいと思います。

先ほど部長のほうからワンストップサービスの話があったんですけれども、私が薦め

るっていうんではないんですけれども、高知県では職員自身が郵便局に当番で配置を

されていって証明書類の発行だけではない住民サービスを展開しているという例もあ

るので、そういったことも考えて住民の皆さんの負担とか不安が出来るだけ少なくな

るように考えていって欲しいと思います。 
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渡邉総務部長：支所の速やかな本庁方式の一本化、本庁方式の移行これははっきり申し上

げて避けて通れないというふうには考えております。ですが私の個人的な見識では１

０年後完結年とは申しましたけども、最終的に総合支所完全廃止とはいかがなものか

なという気はしております。事業部をね本庁方式に移行するんは特に問題はないと思

うんです。今のままで、中途半端なままで総合支所に残せば本庁も総合支所もうまく

機能しないっていうか、現実の問題がもう現にあらわれております。ですから事業課

につきましては速やかな本庁方式で一本方式の方がいっそう三好市の為にも望ましい

んかなっていう気もしております。ですが相談窓口ですね。受付窓口なんかはやっぱ

りどんどん高齢化が進み足の悪い方が増えて来ると。そういった交通弱者の事を考え

れば、やはり各所に受付窓口的なものが必要なんだなと、将来的にも必要なんかなと

いう気はしております。ですからその時には十分住民とのコンセンサスが必要になっ

てまいりますけども、今の総合支所出張所あるいは逆に連絡所的に残すような事も考

えなけりゃいけないんかなというような気はします。ですけども、今から十分詰めて

行く問題でございますし、いずれにしても結果は出ていない問題です。ですから森岡

委員がおっしゃいますような事は現実的に出てくるんかなという気はしております。

以上です。 
伊丹会長：他に関連するご発言がございましょうか。矢野委員さんどうぞ。 
矢野委員：総合支所の取り扱い、将来的にはこれもう閉鎖せざるおえない基本的な考えあ

ると思いますが、先ほど話出ておりますように、これを廃止した場合のマイナス面を

どうカバーするか、住民サービスの。これにつきまして以前に池田町の議会の中でも

出たと思いますけど耕地さんもおっしゃっておられました。それぞれ地区には郵便局

もあり農協も有ります。それと社協もある。それと今度市の大きな事業としていわゆ

る過疎バスですか、それに対する連絡所的なのも必要になろうと思いますけれども、

そういうものを連帯何とかこう総括する中に支所機能住民サービス機能をその中に組

み込んで、その小さないわゆる山間部小さな地域の中で住民サービスプラスそういう

ほかの任意的なもんも一緒にサービスがこう出来るようなね、これをアウトソーシン

グの一部になろうと思うんですが、そういう捉え方も是非しとってもらいたいと思い

ます。財政面見たら絶対これはもういつまでも置けないというのははっきりしてます

んで、廃止したとしても違う形では残して行けるし、さらに今言ったような形にもっ

て行ければ反対にもっと小さな地区にね、小学校単位ぐらいにでもそういう形におい

ていっても財政的に厳しくなるという事はないと思います。今後ケーブルテレビ、IT
関係の技術も使うのは可能なんじゃないかなと判断しています。今後ご判断ください。 

耕地委員：私、社協といいましたけれども、社協もですね将来は合併といいましょうか本

庁方式になるんですけども、いきなりね全部っていうわけには行かないからね東西祖

谷で合併してと。あるいは東の方は東の方でという風な形で最終的には全ての旧６カ

町村に置くような形にはならないと思いますんでちょっと補足させていただきます。 
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渡邉総務部長：先ほどの矢野委員さんのご意見ですけども、まさにおっしゃる通りです。

たぶん総合支所を廃止した時には山間部の高齢者、足の悪い方あるいは寝たきり老人

とかね１人暮らしの老人とかそういった方も今後増えてこようかと思うんです。まさ

にそうした弱者の福祉をどのように考えるかというようなことにつきましては社協な

り、多分その時には訪問介護とか在宅介護とか福祉部門の充実が不可欠になってこよ

うかと思いますが、NPO 法人とかねやっぱり地域の老人は地域で守るといった地域

でお年寄りを毎日交互に循環するとかねそういったシステムの構築も考えながらやっ

ぱり地域福祉を考えていくべきだという風には思っております。それと先ほど森岡委

員が火災の時が一番困るんだという話がありました。確かに総合支所で若い方は殆ど

といっていいくらい消防団に加盟しています。これが本庁方式になれば本庁に集まっ

て、例えば東西祖谷とか火災が起きてもすぐに出動出来ないとそういった事態もない

とは言えないと思います。ですが、この件につきましては議会でも色々ご意見有るん

ですが、地域には男性の方よりも元気なご婦人の方も沢山いらっしゃると。是非婦人

消防団といった各婦人消防団の育成あるいは自主防災組織の育成といったことも踏ま

えながら総合的に地域防災地域消防のあり方を考えて行きたいという風に考えており

ます。以上です。 
伊丹会長：いずれにしましてもこの本庁方式というのは、この間本部会議でも熱心なこう

討議がされたように思います。やはり行革の中心課題はこの本庁方式に何時移行して

いくことが行革のやはり中心課題だというような思いが、この間私も聞かせていただ

いて致しておりますけども、色々問題があろうと思いますけれども前向きにやはり１

０年といわずですね、一刻も早くこの様な方式を取り入れることが行革に進む最大の

課題だとこう思っております。ほかにこの問題で何かありましょうか。はい、山本委

員さん。 
山本委員：前の時にも話をさせてもらいましたが証明書だけという話ではなくて、私たち

が欲しいのは地域の拠り所だと思うんです。先ほど話にも上がったように役場に対し

て何を求めるかというのは証明書とかそういう事務手続きだけではなくて、住民の拠

り所っていうのを求めてるっていうのが私は大きいと思うんです。ですから、先ほど

例えばその職員を郵便局にとか社協にとか、書類を社協でとかそのいう郵便局でとか

いう話も挙がりましたが、はや郵便局なんかも民営化になってるし小さい郵便局なん

かはどんどんこれから閉まっていくだろうと思うんです。後いま社協のほうでもおっ

しゃってたように本庁方式にいずれはなるだろうという話があったら、そういった所

は初めから無くなるっていう事を考えとかないかんということになりますので、出来

れば地域地域にある公民館とかそういった所で教育とか事務手続きとか、それから他

の相談窓口とか一括して行えるように公民館をもう少し活用できるような、住民が寄

りやすくて拠り所にしやすいような所っていうのを考えていただいたら良いかなあと

いう風に思います。公民館もわりと人がいなかったりとかする所もあると思うんです
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けれども、大きな支所っていうのを無くすよりは財政面でも多少は違ってくると思う

ので１人２人、１人でもそこにいてくれれば住民としては助かるなあという風に思い

ますので、公民館の活用も含めてもう一度考えていただけたらありがたいなと思いま

す。 
伊丹会長：他にこの問題で関連することございませんか。 
漆川委員：先ほどの話なんですけど。災害のことなんですけど火事とか色々有るっておっ

しゃいましたけど、県のほうでしたら県の人と民間の人と国とか、県とかだったら大

規模な協定書とか結んでいるんですけども、市のほうも市民と市の当局の方で例えば

大規模な災害が来た場合にそういう協定書といいますかそういう民間との間で何かこ

う策が有るのではないかと思うんですけどお考えにはなっているんでしょうか。 
渡邉総務部長：民間団体の協定書の話を、災害の。今具体的な協定書は有りませんけども

今日もこの会場で第１回の防災会議を開催したんですが、その中に民間の団体の方も

たくさん委員さんには加盟されてます。４２名の委員さんなんですけども、各地区の

消防団とかね各会の代表者等の会合だったんですが、そういった形で各種団体の連携

は図るようにはしております。また三好市だけではなくて近隣市町村あるいは場合に

よったら少しはなれた遠隔地との協定といったことも考えてます。近くの地域であれ

ば災害を共用する訳ですよね。三好市が災害を被れば近くの四国中央市とか東みよし

町とか美馬市とか同じように災害を被ることもございます。その時に協定なんてあり

えない場合が多々あるんですよね。ですから、遠隔地の市と自衛隊とも災害支援協定

を結びたいと今考えております。当然、地震風水害、火災も全て含めて地域同士の連

携を図るといった観点からはそういった民間レベルとの災害支援協定といったことも

重要であろうという風には考えております。 
伊丹会長：他になければ次に進めたいと思いますがよろしゅうございますか。 
矢野委員：歳入の件に戻らせてもらっていいですか。歳入確保についてという事で３項目

上がっておりますけど、これも１つの中心議題じゃなくて財政のシミュレーションの

中で出た話だと思います。という事で大事な点私感じております、１点だけ。民間の

会社であれば合併していわゆる経営改善する場合に当然我々がやっているように経費

のカット仕入れから営業経費から色んな経費のカットをいたしますが、それ以上に売

り上げ企業であれば当然おおもと売り上げがあると、これについてどうしていこうか

とこれが中心課題になる訳ですけど、地方自治体の場合には売り上げに該当するもの

が自分たちの力ではどうしようもないという今までの流れがありますんで殆ど議論に

乗ってこない歳入をどうするかっていうのは、ただしこれからはこれについて相当突

っ込んだ自治体のひとつの仕事役目としてやっていく必要があるんじゃなかろうかな

とそう思う訳です。具体的にいいますと、決算に出ておりました大きな項目で人件費

扶助費それから借金返済の公債費とか物件費とか補助費それぞれ検討課題出てきまし

たが、一番大きな項目の投資的経費ですね、これに全然我々切り込んでおりません。
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検討部会も投資的経費はノータッチで今まで来てると思います。将来の収入増、地方

自治体では非常に難しいですが、やはり収入増を考える時にこの投資的経費どういう

風に使っていくのか。合併しまして合併特例債も１００億以上１５０億近くのものが

あります。当然投資的経費にまわっていくと思いますが、これを今まで通りの道作り

しましょう、そこの林道しましょうとか橋造りしましょう、一般の普通建設費にどん

どん多分ほっておけば使われていくでしょうけど、そういう今まで通りの投資の仕方

でいいのかどうか特に財政シミュレーションなしでも５年後厳しくなりますよ、さら

に１０年後２０年後どうしようもなくなりますよという時に今この投資的経費をどう

いう風に変えていかなきゃならんのかという検討をですね。これは私一番大事と思っ

ておりますので、ぜひそういう行財政改革ですんで改革の大きな項目に入れていただ

きたいなと、歳入の確保を。具体的にいえば投資的経費の切込み結構です。以上です。 
合田企画財政部長：ただ今、矢野委員さんから言われた通りでございまして、いま現在の

所我々の地域では国からの交付税がやっぱり中心となっておりますけれども、どんど

ん迫ってきますとやはり歳入の確保ということで、投資したお金が地域内で循環する

という形でそれぞれの市民の方々が恩恵を受けていくという形を出来るだけ取ってい

く政策を持っていかないかんという風に思ってます。例えば特産品の開発で地場の物

が地場の採れたものを確保してという風になると、かなりこう中で循環していくとお

金が循環する。その循環する方法をやっぱり具体的に検討して行かないかんのではな

いかなという風に思います。そういった気持ちで矢野委員さんから言われた提言を受

けてですね真摯に受け止めてそういった形の政策をどうしたら取れるかというような

ことを考えていかなきゃならんという風には考えてます。 
伊丹会長：この間の本部会議も矢野委員さんね一般建設費については議論がなされておっ

たようでございます。その中身は詳細は分かりませんけどねそう言う議論は交わされ

てはおったように思います。 
矢野委員：この項目じゃなくて後の事務事業の見直しのところで同じようなことを言おう

と思っておりましたんですがここにも出ましたのでもう少し話させてもらいたいんで

すが、いま合田部長おっしゃいました。こうしたいと思うということですが具体的に

ね、私はいわゆる経費の中の大きい項目投資的経費、１７年度決算で約１００億って

いう。人件費でも５０億、それの倍１００億ってもんがあります、これは後、１８年

度以降減らしていこうっていうことですが、多分そんなに減らないんじゃないかと私

は思ってます。これの使い方どういうものに投資していくんかというね何処かで専門

的に是非詰めていただきたい。先ほどの繰り返しになりますが、そうしませんと先日

の財政シミュレーションでも交付税２００億使ってよろしいよという中で３０億は積

み立て基金にまわして行きましょう、残りの１７０億の中の１００億を普通建設事業

にまわして行きますと。普通建設事業に組み込みましたら多分いわゆる普通の事業に

消えてしまうと思うんですがね。今までだったらそれでよかったと思います。合併し



 11 

て特例債１００億も使える、こういう実状を前にして今までどおりの考え方で１年進

めますとそれは継続事業になりますのでこの会で何回も言っております。スピードを

上げて早くどっかで合併特例債の使い方も含めた投資経費の使い方ですね、何のため

に合併したのかと言うことも十分考えながら１０年後大変だという財政シミュレーシ

ョンも勘案しながら大至急これについては打った手を入れていただきたいと思います。

繰り返しになりましたけどお願いします。 
緒方委員：私も先ほど合田部長おっしゃったんですけども同感でしてですね、今回の全体

見ていきましても手法として歳出カットと基金の取り潰しで当面しのいでいく話だっ

たんですけれども、やっぱりそれではぎりぎりになってしまうと思うんですよね。交

付税だって当てになってかない世界になってきますんで。やっぱり時間かかってもで

すね芽を出していくといいますか、産農業みたいなことをですね考えてやって行く。

それもその地域内でお金が回っていくだけではなくて地域外からもお金を稼いでくる

産業をですね。それと地域資源を使ってですね、例えばその観光資源だってもっと掘

り起こせばあるのかもしれませんし、そういった風な産業の特産物があるかと思いま

すけども考えていただいてですね進めていただきたいと思います。これまでの会議の

中で総合計画か作っていく話かなんかあったと思いますけども、そういったものの中

でもですね、行革っていうのは一つの言ってみれば絞ってくる話ですけども前向きに

エンジンとして進んでいくような方向の話をですね、そういった役割分担の中でやっ

て行く方法があると思うんですよね。そういった前向きの話も同時にですね芽を出し

ていく話をですね今の矢野委員さんもありましたけども投資の中を整理して絞ってい

く重点的にやって行くなかでですね考えていく方向あればなおいいんじゃないかと私

も期待をしてますんで。 
伊丹会長：貴重なご提言を矢野委員さん緒方委員さんから頂戴をできましたが、どうぞ市

のほうでも十分受け止めていただいて是非そういう方向性を見出していただきたいと

かように思います。それでは次に団体補助金についてを。どうぞ。 
西川委員：歳入確保についての中でですね、市有財産の正確な把握と有効利用ありますん

ですが以前にもですね、僕はこだわるんですが、森林のことをですねもういっぺん確

かめたいと思います。以前にはですね木材価格の低迷という事でなかなか収入色々厳

しいなあというお話しもありましたが市有財産の森林がですね今千二・三百ヘクター

ルあると記憶しておるんですが、それをですね、やっぱりいま国が進めております治

山事業とかですね森林整備、これまあいわゆる国が金を出してやる整備なんですが、

そういう事で将来においてですね価値観をあげるためにはそういう利用に早く取り組

んでですね整備していく。中には見直してですね、いわゆる間伐事業を進めておりま

すけどもそういうもので収入上がってまいりますんでね、それをもう一遍色々な形で

見直していただいてですね何とか早く収入を上げ整備してですね将来期待できる価格

に持っていくことが第一だと思いますんでね、是非その辺の所も見直しを十分して頂
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いて早くですね取り組んでいただく、いま取り組んどる所もありますが遅れておる所

もそうとうありますんでねそれも一つよろしくお願いしたいなという所でございます。 
合田企画財政部長：ここで木が太ればええというわけじゃなしに中身が問題でありまして、

やはり木の世話をして、適正な世話をしていくことによって材価が上がるような状況、

ただ大きになったから、ほっておいて大きくなったからいい値で売れるかって言うと

売りに出たときに全然値が出ないというような状況、これ西川委員さんは専門家でご

ざいますんで分かっていると思いますけども、そういった中で適正な時期にですね間

伐なり保育をやって行くことが重要なことでありまして、広い面積にあんまり手入れ

もしていない大きな木があってもですね、それはまあイタンポのたけたような木であ

りまして伐って出しても人夫賃も出ないというような木になるという事で、やっぱり

基本的にはこれだけの林業を抱えた地域でありますからずっと将来的にそういったも

のに保育それから良い木を育てるということを根強くやって行くという努力が必要じ

ゃないかという風に思います。で、そういった中で材価は色々ありましょうけれども

将来的には国産材というのはこれば木がありますから、差別化をするためには今言わ

れてます４０年生から５０年生の木っていうのは段階の世代と同じでございまして全

国にいっぱいあります。そういった木が一気に６０年生になったから７０年生になっ

たから値が出るかというとそうではなくて、やはり世話をして良い木に育てとったら

単価が上がるという風によく聞いたことがあるんですけども、そういった気持ちでや

って行かないかんという風な事はちょっと部外の所で言わせていただいたんですけど

も、そう言うシステムを作って行かないかんのではないかなという風に考えてます。 
川西委員：今の部長さんの聞いたお話っていうのは私も少し山はやっとんですきんど、手

入れをするのを日当全部０にしてつぎ込んでここしばらくは採算がとれません。市で

人を雇うたり色んな事をしてもそれはもう外材が一切入ってこんようなればですが今

のところそれは、部長さんに聞いたお話、絵に描いた餅です。非常に失礼なですきん

どそれはもう今考えれる余地がないところ。おそらく私はちょっと極端なきんど熱心

な人に売却でもしてお金を取るほうがましではないかと思います。どれほど、あちら

に議員さんも来ておるし山の熱心な人はよく知ってます。もうやったらまったく全て

赤字です。３月ぐらい一生懸命やって市場へ出して５万円か６万円、トラック賃も出

んぐらいの状況です。以上です。 
伊丹会長：関連することありますか、はい。 
西川委員：すんません。こだわって申し訳ないんですが、今いわゆるおっしゃる通りでね

個人的に財産ていうのが一番事実ですが、今どうしてもですねそれ以外の国が進めて

おる治山事業とか整備はですねそれ以外のところで補助金流すとかですねあるいは国

の事業を全面だしてきますがそう言う団地化して乗っかってですねそれでやればです

ね十分間伐でも採算取れる所になっております事業は有ります。これはやってもやら

んでもじゃなくやらざるおえんて言うかね CO2 の森林で３．９パーセントのね削減
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ていう事からするとやらなんだらいかん部類のもんであろうと思いますが、森林組合

もそういう所進めてますが、その中へですねどうしても乗っかる方法、例えばさっき

言いよった CO２の山林ですがそれは１２００ヘクタール相当なもんですがこれは十

分それに乗っかっていけばですね、例えば最悪の場合でもお金がいらずに整備が出来

ますしその中へですねそれを出すための作業路っていうのもこれも事業の中に入りま

すがそういうのも入れてですね何とかしてやっぱり乗り切ってそして将来につなげる

という方向を考えてですね、ほうっておくとですね将来さっきいいよったように０の

世界があるもんで早く今整備するという事をお願いしたいという事を見直して行って

いただいたらありがたいなと思いますが、今はそのいう時期的な追い風のところがあ

りますんでね決してお金つぎ込んで無駄でないと僕は信じておりますがそういうこと

も一つお願いしたいと思います。 
渡邉総務部長：先ほどから西川委員さんが市有林のお話ございましたけどもおっしゃる通

り千二・三百町歩ございます。この市有林につきましては殆ど官公造林的に、良い山

は全部分収造林になっています、殆どがね。ですからまだ一部に広葉樹林もあります

けどもある意味では広葉樹林も大切なんですよね。まさにおいしい空気と水を育む緑

のダム構想といったそういった公営的機能を考えれば、やはり悪い山をね無理やり造

林する必要はないと思うんです。やっぱり広葉樹は広葉樹で大切にしていくべき山林

もございます。ですが、先ほどからあの木材価格の話が出ておりますが、確かに今多

分歴史上最悪の事態だとは思います、木材価格的には。場所によったら出しても赤字

にしかならないと。よっぽど条件のいい所であれば多少残るんだなといったぐらいの

程度ですという話はあっちこっちから聞こえてきます。ですけども先ほどから合田部

長言いましたように、年齢的にやっぱり若いですわね平均すれば３０年から５０年ぐ

らいの木が多いです。今、杉でも４０年５０年ではいい物にならないっていう話は専

門家から聞いています。前、西川委員さんからも聞いた事あると思いますけども杉で

も手入れしたもんで５０年６０年７０年かければそれはそれで採算取れるもんになり

ますよとか、檜であれば６メーター以上の無節といったものを大事に育てれば８０年

あるいは１００年、こうしたサイクルがもし計れるんであれば市には十分採算取れる

んだって言った専門家の意見もあります。現実その通りだと思うんですけども、今非

常に歴史上最悪の状況の中ではそれも厳しいなと、ですから慌てて伐採する必要はな

いんじゃないかっていう気はしております。世界的には日本へも外材の輸入が規制さ

れつつある状況になってます。いま外国からどんどん入ってきたやつが次第に細くな

ってますよね、かなりあの限界点に来てると思うんです、産地輸出国におきましても

ね。それとどうしても緑の砂漠化あるいは砂漠化が進んでおりましてその規制を国際

的な環境保全といった観点から規制をかけようという動きが非常に強まっています。

そうした状況の中からすれば国産材が必ず見直される時期が来ると私はかように考え

ておりますから、この時期を乗り切って行けばやがて芽は出てくるんでないかなとい
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うふうな気はしております。そうした夢と希望を持ってね森林整備を進めていかなけ

ればなれないという風には個人的には考えております。 
合田企画財政部長：やっぱり直接生身の金を使こうて整備をするということになると、や

はりその経費たるや厳しいものがありますのでね。まあ治山事業なり国の政策国の国

道保全という見地からもまた CO2 の関係からもまだまだここの部分は落とせない環

境にあろうかと思いますんでね、そういった形の事業に乗っかってやはり市有林自体

をいい物にして行くという事をやっぱり検討して行きたいいう風に思っておりますけ

ども。 
伊丹会長：それでは時間が大分経過しましたので次に入りたいと思います。団体補助金の

件が終わりまして休憩を取りたいと思っております。それではただ今から団体補助金

について３ページにこうまとめていただいておりますのでそれにつきましてのご発言

をお願いをしたいと存じます。どうぞ、耕地委員さん。 
耕地委員：これ上からですね５つ目ですか、適切なものは出すべきであり新たな補助金も

必要となってくるとこう書いてありますけども、適切でないものに補助金を今まで出

してたんではないとこう思うんですね。だからその適切と言う表現がですねちょっと

曖昧というかですんで、この表現をですね、例えばまちづくりとかですね何々こうい

ったようなという何かこう表現がですね漠然と適切と言うんでなくてこの表現を変え

るべきでないかなとそんな感じがいたします。いわゆる地域活性化とかあるいはまち

づくりの為にとかいう風に移行しないと、今までですねほな不適切なものに補助金を

出してたかなあとこういう事にもなってくるし、この適切なというのは非常に表現と

しては逃げとしてはええんかなあと思いますけどあまりにもちょっと曖昧な感じがい

たします。以上です。 
渡邉総務部長：これは意見の要約集になってますから委員さんから出されたご意見だろう

と今思いますが、確かに耕地委員さんおっしゃる通りかと思います。これまで適切な

物今まで適切でなかった補助金あるんかというようなことも言われましたけども、そ

うではなくて出せればいいなっていう状況だったと思うんです。補助金のそもそも出

発につきましては自立促進ということがございました、自立促進のために組織育成も

ありました。その為に３年ないし５年とか１０年とかずっと継続的に出してきた補助

金もあるんですよね。そうした中でもやはり基本的には各種団体維持活動だと思うん

です。行政に頼まれたから始めた団体じゃないと思うんですよね。やっぱり自分の組

織交流とかね活性化、元気付けといった意味もありますしね。色んな目的あると思う

んですが、その団体がそれぞれ目的を持って目的のために活動されてきたと思うんで

す。行政に押し付けられてされた団体は１つも無いと思うんですよね。そういう意味

では、補助金は本来は自立の促進にためにあったという事だろうと思います。ですか

らそうした意味において、もう現に自立でやっていけるといった団体につきましては、

申し訳ないんですけども補助金を削減させて欲しいというような気持ちもあります。
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願いもあります。それと適切なものを出す、これはまさに行政の応援団的な活動に対

しては今後も、それは事業費になったりあるいは委託料になったりするかも分かりま

せんけども、形を変えて必要なものは残さなければならないといった事を書いてるん

だと思います以上でございます。 
伊丹会長：他にこの団体補助金についてのご提言ご発言ございませんでしょうか。どうぞ

藤岡委員さん。 
藤岡委員：ここに書かれとるのが提言の要約という事でございましたら、ちょっとまとめ

の書きっぷりについて修正をお願いしたいと思いますけども、上から３番目と４番目

でございます。まずこれからの自治体運営っていうのはますます経営的意識をもって

取り組む必要があるということでございまして、その中で今後の補助金のあり方って

いうのは補助金の件名ごとに事業評価、ここ補助金評価となってますが、事業評価を

行っていく必要があるんでないかという事でございまして、事業評価というのは計画

実施そして評価見直し、そのサイクルを事業評価として今後行っていく必要があるん

でないかと。それも毎年じゃなくて一定期間期間を定めて事業評価を行っていくと。

場合によってはその評価結果を市民の方々に公表するといったことも必要になって来

るんじゃないかなという事でございます。そしてまた事業評価になじまない補助金に

ついてはサンセット方式ということで一定期間でもって打ち切るといったものも採用

していくというべきでないかという事でございます。 
渡邉総務部長：ここには補助金評価となっておりますけども補助金評価は当然だと思いま

すが、これにつきましては事務事業の評価でしかないですよね、まさに今言われまし

たように事務事業の評価事業評価といったものは１９年度から早速取り入れて行きた

いと思っております。これも決定事項ということで申し上げてもいいかと思います。 
伊丹会長：他にございましょうか。矢野委員さんどうぞ。 
矢野委員：藤岡さんおっしゃいましたようにこの中、要約集ちょっと要約しすぎじゃない

ですか。関係してない人が読んだら委員会こんな事しかしとらんのかって言う捉え方

になりますよという事を含めてお聞きしたいんですが、これはどういう風に使われる

わけ。ただ今日の取りまとめだけの資料ですか、それとも次回本部に対して提言書を

出しますわね、それのたたき台として意見書もこういう形になる訳ですか。 
事 務 局：先ほど私ご挨拶の中で申し上げましたように、これが答弁書のたたき台基にな

りまして新たに答弁書はまた文言変えましてですね、表現変えましてこの中の項目が

入ったような形で文書化させていただきたいと。で次回その文書化したものを皆さん

で検討していただいてこの表現で良いかとかと言う形を見ていただけたらと思ってお

ります。ですから答申書はこういう形ではありません、項目の羅列でなくて文章化し

たものになります。 
矢野委員：それなら理解できます。答申書というんですか、それを出すにあたりまして今

日出ているような項目であればはっきり言いまして何も分かりませんですので、こう
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いう会議録、全員たぶん本部の人も関係者も細部にわたって読んでくれる人少ないと

思いますので、これを要約する場合に本当にこの発言してる内容の中でキーワードっ

て大事なとがあろうと思いますけどもこれ絶対はずさない形の要約これをお願いした

いと思います。 
伊丹会長：有難うございます。矢野委員さんの今のご提言については最終的にまとめあげ

る素案の中に十分生かして行きたいと事務局も考えておるようでございます。ご了解

を頂いたらと思います。他にございましょうか団体補助金について。どうぞ川西委員

さん。 
川西委員：前回も質問したんですが、この補助金の我々がやる分は２億４千万ですが、そ

の大きな分の補助費等の検討はどなんなっとるんかというような事だったんですが、

合田部長がその事は盲点であって矢野さんのご指摘でそれが出きてなかったからこう

こういう事でやりますという事で、その次にこの第４回の３ページ４ページで事務局

からの回答でこの広域関係ですね前回ご説明しましたように、今までは今言われたよ

うに郡の町村会なり市長あるいは議長議員さんが集まりましてそれぞれ広域の予算を

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

町と議会が４名ほどです。全部で１０名という形で協議しておりますけれども、行革

の検討部会のほうではまだそういうそこまで、本当はいけないのですけれども予定し

ておりません。前回申し上げました通り補助金寄付金審議会というものが過去ありま

したのでそこでやってもらおうかなあという感じでおりました。ここで提言いただき

ました関係上、またこちらの方も新たに検討部会どこかまだ決めておりませんけれど

財政健全部会というのがございますので、そこで検討していただけたらと思っており

ます。では説明が出来たと思わんの、私は。あの時質問したのは検討部会っていうの

はどういうメンバーでどういう構成で何時このお願いしたやつが通ったんかという事

を聞きたかったんじゃけども、色々あるんで言わんかったんじゃけども、ちょっとこ

れで検討部会で検討するようになっとりますよではちょっといかんと思うんですけど

もね以上です。 
合田企画財政部長：広域連合等の負担金についてというような事でございましてですね、

それが補助金のうちの指摘された所でございます。これにつきましてはですね財政課

の方で担当してまして、１９年度の当初予算に向けてですね広域連合の一般と特別会

計の当初予算につきまして事前査定会っていうのをやっております、それで前にも言

ったんですけども、日にち的にですねまだやれていないんです。で、１１月１５日に

ですね清掃センターの一般会計についての査定を行なう。それから１１月１７日にで

すね三好広域連合の事務局の一般会計と特別会計それから育成センターの一般会計、

介護保険センターの一般会計と特別会計、消防関係の一般会計という事で事務的に査

定会という形で連合の方に赴きましてチェックを掛けるという事でございます。その

後今までの町村会でやられておったような、それぞれ議会からも出ております議員さ
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ん委員さんですかがおりますから、それから首長の所へもそう言ったところでチェッ

クをかけたものが上がって行くような形になろうかと思います。それでその時点でか

なりチェックをかけた時点でカットする部分も出てくるかと思いますけども、なおそ

れから上がってもまたカットがあるかまた復活する部分があるか分かりませんけども、

今のところも１９年度の当初予算に向けて財政課が事務的なチェックを行なうという

事で、１９年度からの予算に反映させて行きたいという風に考えております。で、こ

こでチェックについてどういったことチェックしたかという事は今日の段階ではまだ

やれてませんので、次回２４か２７にこの会があるという事でございますのでこの１

５日と１７日にやりました事前査定会についての内容について若干のご報告はして行

きたいという風に思っております。 
川西委員：先ほども言いましたように我々が検討するのは２億４千万でそれの１０倍もあ

る大きなやつが本丸の方が残っとんですが、そこはチェックがいいかげんにならんよ

うにしっかりお願いいたします。 
伊丹会長：有難うございました。ほかにございましょうか、森本委員さんどうぞ。 
森本委員：この団体補助金について前回も私言わしてもろうたと思うんですが皆さんの考

えとちょっと違うんですが、やっぱりあの補助金は０ベースで本当にこうこうこうで

必要なという補助金については今まで以上に付けたらええ総額では今より減したい。

それと今の広域連合の問題ですが非常にこれは難しくて結局、矢野さんもおっしゃっ

たんですが、最終は三好市の市長と東みよし町の町長と議会の代表ここで決まること

であって、行政組合としてこんだけ要りますと言われたものをここでチェックしてど

うなるんかなと。意見としては色々申し上げることあろうと思うんですが、やっぱり

本当の主体になる市長と東みよし町の町長と議会の代表の方が本当に必要な行政組合

の経費っていうんはこうなんですっていうのが自分たち本当に把握できてそしてそれ

を実行しているのかどうかが問題であって我々はそれを信用しとんですが、そこら辺

を十分考えながら提言は提言として申し上げたいなあと私も思っております。 
伊丹会長：有難うございました。４ページでございますがアウトソーシングについてのご

発言をただ今から頂戴したいと存じます。これにつきましては協議の時に大変ご熱心

なご発言を数々頂戴いたしましたけども、まだ残されてある所もあるんでないかと思

いますんでご発言を頂戴できたらと思いますが、そこにまとめられているような事で

よろしいんでしょうか、矢野委員さんどうぞ。 
矢野委員：アウトソーシング上から４つ目ですね、５年以内に民間委託を行なうべきであ

るとまとめておりますが、これ多分皆さんスピード遅いよ、もっとスピード上げなさ

いよという中で私発言させてもろうた項目じゃないかと思うんですけども、私言いま

したのは民間委託だけ５年でしなさいよという話じゃなかったと思っとります。ての

は財政改革から全て、人員の適正化検討委員会６つ７つ中で全部が１０年スパンでや

ってるこれでは遅いんじゃないか、５年で仕上げるべきじゃないかという事で色々改
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革のスピードを上げて１０年じゃなくて５年で仕上げるぐらい全般を５年でやるべき

じゃないかという風に言ったつもりです。 
伊丹会長：その通りのようでございます。他にございましょうかアウトソーシングで、ど

うぞ上野委員さん。 
上野委員：先般このアウトソーシングの検討の時にですね、私すでにアウトソーシングが

進んでいる県内の市等についてアウトソーシングのメリット・デメリットあるいはど

のような財政的な効果が出たかというような事をですね調べていただきたいという事

でお願いをしたんですが、その後そういう風な資料が示されてない訳なんですけれど

も、アウトソーシング民間委託民営化を積極的に進める上ではやはりその様なアウト

ソーシングをした後どのような財政的な効果が出るのかという事が分からないではな

かなかこれが具体的に進まないと思うんですよね。それでその様な事で数値的な資料

をお願いをした訳ですけれども、三好市が実際にアウトソーシング進めた場合の経費

的な節約等についてはなかなか数値的に示すのは難しいという風なお答えだったので、

それではじゃあ鳴門市等ですね既に民間委託民営化が進んでいる所の資料を調べてい

ただきたいなあという事でお願いをしたんですが、どのようになっているのでしょう

か。 
事 務 局：その宿題いただいておりまして県内だけでなく近くの四国中央市なり丸亀です

ね坂出市等の資料も見させていただいたんですけども、明確なこの事業が総額何億で

民間委託すれば何億という数字というのが出てなくてですね、実際にこういう集中改

革プランの数値的なメリットで出ていますのは単に人件費職員の賃金給料です。民間

委託した場合の賃金の比較のみが出てまして、多分その事業費についてはどうして出

てないかと申しますと、それぞれ前ご説明したと思うんですけども、契約の仕方によ

って事業の節約の金額が変わってくるんでないかと思いますので、一つ例を挙げます

とゴミの収集についても何処までやって何処までの事業費で契約するという形で金額

変わってくると。目に見えてすぐに効果を出せる数字として出せるのは人件費だけで

ないかという形で他の市の計画書の方もなってるみたいで、その中で人件費について

はそれぞれの市の臨時賃金にプラスアルファーした額それが正規の職員との差でこん

だけ差がありますよという形で挙がっておりましたのでそういう数字でしたら三好市

としても出せるんですけども、それでは委員さんのご希望の数字でないんでないかな

と思います。また、色々データーを探している段階でございまして契約の仕方につい

て何処までこの数字を入れるかというのも各検討部会なり我々の方でも検討しており

ますので、真に申し訳ないんですけどもしばらくお待ち願えたらと思っております。

お願いします。 
上野委員：アウトソーシング部会がですね開かれて何回か開かれたというようなご報告が

あったんですが、この行革委員会の後また部会の方開かれて何か具体的にアウトソー

シングについて決まったことがあるのでしょうか。あの時にはあまり具体的な結果と
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いいましょうか、施策については発表はなかったと思うんですけれども。 
事 務 局：具体化している分で言いますと、地区はどこかまだはっきりしてませんけども、

ゴミの収集業務でございますが、以前の資料の中にも入ってますように、来年度三野

町が２名から１名になるという形で１名ではゴミの収集できませんのでその部分、三

野町とは限りませんが、何処かの地区を民間委託するとで臨時職員を雇わないでその

１名の方、もし三野町がなりますと三野のその職員の方は池田の方に来てもらうとか、

その色々案はございますけども、後、逆に池田から三野へ行ってそれで池田の１部を

民間委託するとかいわゆるこれは何処の地区とか決まってませんけども、ゴミの収集

業務については１地区民間委託をするという方向が決まっております。 
合田企画財政部長：もう一件ですけども西祖谷の秘境の湯を職員６名で直営でやっており

ましたけれどもこれにつきましても、あそこのホテルの方の第三セクターに一括管理

をしていただくという事で話を進めております。具体的に何回かの会の中でもそうい

った方向性は出たわけなんですけど、具体的にも今検討していますので来年度からは

そういった形を取っていくという事でございます。 
伊丹会長：上野委員さんよろしいですか。他に森本委員さんどうぞ。 
森本委員：上野さんの質問と関連なんですけども、これあの各７つの検討部会ずうっと行

なわれて会長の話では１０月３０日にそういう本部で会議があったそうなんですが、

その時の最終の報告やいうんはここへは出てこんわけですか。 
事 務 局：この間の本部の会の報告内容というか文書でと言うことだと思うんですけども

今のところそれは考えておりません。市長には了解を得てませんけども、最終といい

ますか答申書出ました次の段階ですね。その時には、１０回目区切りの会でございま

すが、その時には市長に出席を願えれたらと思っております。本部の方についてはい

つも言いますように会長さんと相互連絡という形でやっておりますのでご了解を願え

れたらと思います。 
伊丹会長：谷委員さんどうぞ。 
谷 委 員：今のお話なんですけども、ちょっと私最後のまとめの全体の所で言わせて貰お

うと思っとったんですけども、次回でこのまとめ、答申書をまとめるんですけども、

検討部会で検討された内容が我々には来ないですよね。１回説明を受けまして我々が

意見言いましてそれだけですよね、言いぱなしじゃと思うんですよ。例えば今私がす

ごい気になっとんのは財政シミュレーションなんですけども、矢野委員さんがあの財

政シミュレーションを聞いてこれは合併した１０年間の延命だけのシミュレーション

ですよねっていうこと言いましたよね。要は１０年以降が大切な訳ですよね。それが

今のシミュレーションでは１０年の延命しか出来てない。そこから先はもう多分また

合併せなどっかと合併せないかんかなんかという話しか出来てないのに、もう次回そ

の答申書をまとめるっていうのは私自身はちょっと納得がいってなくて、我々にはそ

れ付託されてないって言われたらそれまでなんですけども、この組織図いま見とんで
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すけども検討部会で検討された内容ある程度返してもらって、我々がそれで納得でき

た上での答申書っていう形に出来ないもんかと。もう時間もないんですけども、逆に

言えば私１番最初にもらった時の任期は２年あるんですよ。それはまあ分かりません

けれども出来んもんだろうかって私どもとしては来週答申書をまとめるのは反対です。

もっとフィードバックいただいて議論した後でまとめたいと私の意見として言わさせ

ていただきます。 
伊丹会長：谷委員さんね、私もそう言う見解を申し述べたことがあります、それは非公式

ですけれどもね。やはり検討部会で真剣にこう協議をされたその中身を我々の方へも

知らしていただいてどういうような方向に進んでいるのか、やはり我々が認知した上

で発言をして行くということが大事でないかというような事は申し上げたことがある

んですが、それがまだ実現出来ておりませんのでそういうご発言になったと思うんで

すが、何か。 
渡邉総務部長：谷委員さん、推進本部の検討部会の最終的な集約したものを持ってもう１

回この委員会で審議したいという事でしょうか。私は検討部会とこの推進委員さん、

皆さん方の答申内容をね無理に調整する内容はないと思うんですがね。やっぱり行政

は行政で一生懸命どういった形の行革が考えられるかという事を真剣にいま議論して

います。ですけども推進委員さんは推進委員会としてはこういう事を行政に望むとい

った答申で私は別に良いと思うんですよね、それが必ずしも整合性がとれてなかった

らいかんという問題ではないと思うんですが。私の立場の方の検討部会もこの推進委

員会の答申書に照準を合わせて最終的な検討部会の結論を推進本部のほうへ提出しよ

うかと思っとったんですが。ですから時期的には同じになるんですよね。私のほうが

先にこういったものを提案して皆さん方が最終的に審議するという形は考えてはなか

ったんですけども。 
谷 委 員：そのもし時期的に同じぐらいなんだったら我々が言ってその内容ふまえて検討

をしていただいとんでしょうからそれを聞かせてもらって、その後でまとめても全然

遅くはないんじゃないかという気はしとんですけども、その整合性は無理に取ろうと

かそういうんじゃなくて、今のこの内容は１回言っただけですよね。だからその内容

について何回かこうやり取りしたのを答申として出せないんだろうかって言うのが思

いですけども。 
渡邉総務部長：よく分かります。私たちはその逆のことを考えとったんですけども、最終

的にはこの推進委員会としての答申案が出た段階でそうした意見を出来るだけ採択す

る形で検討部会にまとめたい、したいという風に考えとったものですから同じ事を考

えとったんでないかと思います。推進委員会としては検討部会の最終的な案を持って

最終的な答申に反映したいという考え、私たちは逆に推進委員会の最終的な答申案を

もってそれもう出来るだけ検討部会での方針に取り入れたいと、それをもって最終的

な検討部会としての方針を本部へ提出しようと、同じ事を逆の立場で同じ事を考えと
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ったと思うんですがそのすり合わせ必要でしょうか。 
谷 委 員：しつこいですけども、どっちかが結論を出してそれでそれを聞いたどっちかが

オーケイじゃなくて何回か中間報告という形で１回聞かせてもらいましたけども、

我々もそれだったらまとめて中間報告で出してっていうんで何回かやり取りがあって

いいんじゃないかと思うんですけれどもどうですか。 
渡邉総務部長：考えられる方法とすれば早くこの推進委員会の答申素案ですね、案の前の

素案でもいいんですけど素案を出すと。検討部会は全体の素案を出すと。そういった

中で再度審議するっていう事は可能ですけども、これまでの経過のように検討部会ご

とに提案してそれをまた審議するという形ではね時間がどうしても足らないと思うん

ですよね、検討部会７つありますから。またこれまでやって来たように各検討部会ご

との審議をするという事では時間的にも難しいもんもありますし、ですから一括的な

提案をまとめて双方が出すというそういう話だったら可能性は有ると思うんですけど

も、答申案の素案を出す検討部会は７つの検討部会でまとめたものを一括で提案する

とそういった中でお互いに審議するという方法は可能だと思うんですがいかがですか。 
事 務 局：各検討部会もですねご存知のように温度差もありますんで、この意見をすぐに

反映して会議を進めている検討部会もありますし、まだ日にちがあるんで、時間があ

るので検討部会これからもう少し経ってからまとめようという所も有ります。素案同

士をこの場に出してある程度委員会として推している部分をもっと答申書に反映させ

たいあるいは思いを反映させたいというお言葉です。それで時間的にでしたら１２月

に入ってになるんですけども１２月も議会がございます。で、その場合ですと各担当

の部長なり座長が出て来れない場合がございます、ですのでそれぞれの検討部会の結

果については紙の今回のような、これよりもう少しましですけども、こう言う形での

ペーパーで出していってご説明して見ていただくという形しか取れないと思うんです

けども。個々に説明っていうのは無理かなと。その場合に今度答申書の素案ですけど

もそれもそれじゃあこちらの部会の方に見てもらえるかと言えば、なかなかその一括

して見てもらうという事は難しいかなという事で説明が出来ない部分も出ても大丈夫

ですよという事であれば、１回余分に会議を開きまして答申書、そういう意味でいた

だいてから答申書を出すという形にもっていってもこちらの方は大丈夫だと思います

けどもその説明が出来るかどうかというのはちょっとご了解頂けたらと思うんですけ

ども。 
伊丹会長：関連何か、谷委員さんありますか。よろしいですか。 
谷委員：私だけの意見で決めるのもあれなんで、私の意見として今の話です。 
矢野委員：今の話、時間がないから。議会があっても夜空いてるはずです。というのは私

最初に言いました。補助費の中でいわゆる広域連合の件も検討部会べっこで検討部会

として最終的にはどういう風に検討したってものをここへ出すという話なんですよ。

他のもんもそうですが財政シミュレーションの件にしましても色んなやつを最終的に
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我々に提示してくれるんですねと。我々が言った意見について検討部会で検討しなお

してそれを提示しますって今まで聞いておりましたんで納得した訳ですが、今の話で

すと提示する時間がないって事でしょちょっとおかしな話。 
事 務 局：時間がないっていうのはこの答申書を出すのとそれぞれの検討部会との検討結

果のすりあわせといいますかそれについて時間がないという話で、非常にこちらの都

合で悪いんですけども１２月中には答申をいただきたいと。その答申に検討部会で検

討された内容も反映したいというのも谷委員さんのお話だったんですけども、それを

すり合わせて行く時間がないという形でございまして、そういう意味での時間がない

という意味で数字的に皆さんにお示しするというのは答申後でよければ出せるという

事で思っておりますけども。 
矢野委員：そのタイミングですけども答申最終次回まとめますわね。それを一つのたたき

台として各検討部会が最終的に検討部会としての案を作成するわけでしょう。それを

本部に持ち込んで本部で集中改革プランを作成するわけですね。これがいわゆる１２

月が期限であるという事で本部に持ち込む前の各検討部会の案ですね、て事は我々こ

こで一生懸命何回も７回８回やってこれがどれだけ取り入れられとんのかそれについ

て我々も確認したいんですよ。渡邉部長はそれはそれで出して検討部会は検討部会で

案出して両方こうしながら本部での作成に入るから整合性なくても良いじゃないかっ

て事なんですがこれについて反論させてもらいます。前回前々回言いましたように検

討部会皆さん方は市役所の職員の立場で本気で改革の案が１つも出ていない。だから

前回も市長助役出せって言ったんですよ。本気の改革案出て相当厳しい方針が出て来

よるなあ、反対にこの委員会でちょっと待ってくださいよそこまで厳しくやられたら

住民も困りますよというぐらいのもんでも出るかと思ったんですが、単なる文書の羅

列で財政的金額的裏づけ一切出てないでしょ。財政健全化にしてもその部会にしても

ただ自然の流れを出してるだけで、私注文出してますけどそんなもんじゃないでしょ

と。各検討部会いま検討してる５年後１０年後こういう形にもっていってくれと目標

数値を出すのが財政健全の役目じゃないかと。それは他の部門と調整しながらやりま

すとやった結果を教えてもらいたいんですよ。それがない現在までの中途半端な検討

部会から出てきたものを本部に持ち込んでやっても我々意見は出しますけど専門家じ

ゃないから本当に突っ込んだ意見まで行けてない部分も沢山あるんですよ。という事

で何処かで文書でしかできん場合もあるでしょうし、どっかで我々の意見取り入れて

検討部会が本当によっしゃこれは改革もう１回練り直さないかんなという努力の結果

が見えるような検討部会の結論を是非知りたいですね。いかがですか。 
事 務 局：次回というのは１１月中でお願いするんですけども、その時にはちょっと間に

合うかどうかっていうのは非常に申し訳ないんですけども、各検討部会これからそれ

までに間に合うようにまとめ出来る範囲のことを出してくれという風には伝達しよう

とは思っておりますけども、そういう関係でしたら１２月にも２回開催してその検討
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部会の内容ですね、今までの検討部会の内容を皆さんにペーパーだけになるかも分か

りませんけども出させていただくと。で皆さんのご意見が反映されてるかどうかって

いうのを確認していただくような場にもって行きたいなと思っております。間に合え

ば間に合った所は次回に掲示して皆さんに見ていただくという形にもって行きたいと

思いますけどもそういう形でよろしいでしょうか。 
森本委員：あの最初にこういうのをくれたでしょ。これの中ではね直接各検討部会とここ

がするやいうことがないんですよ。ところが谷さんもおっしゃったように本当知りた

いという所があってそれにはプランの進捗状況の報告が毎回あってしかるべきなんで

すよ。こういう委員会が７回も８回もあったら部会でやんりょる事が報告を全部上げ

てくるのはこの図から言うと当たり前でしょ、違いますか。だから最終の局面に来て

こういう話になってしまうんです、段取りが。最初一回目の時にちょっと言葉を荒げ

たと思うんです。こんなスピードで行って何が出来るんですかっていうのを言ったと

思うんです。組織の問題とか事務分掌の問題とかいうのを１回とってしもて後一体大

事な所どうなるんですかっていうのを一回目に言ったと思うんです。最初終わってみ

るとここへまたもんて来とんですよね。だからこういう風に集中改革プランの進捗状

況というんで常に部会から上がってきた、本部へ上がってきたもんを流したり報告受

けてそれについても我々考えたりもっとこうでないですかという意見も言ったりと思

うんですがそれはもう既に時遅しですが、出来るだけ谷委員さんやの意見の忖度して

あげてあと１２月までに可能な限り皆が納得したりあるいはある程度理解したりしな

がら答申書が作れるように事務局として努力をして欲しいと思います。 
伊丹会長：是非あの今各委員さんからご提言がありましたような形で事務局の方でもご努

力を頂いてお互いにすり合わせながらですね立派なこの素案が出来るように勤めてい

ただくようにお願い私の方からもしておきたいと思います。緒方委員さん。 
緒方委員：事務方の方が約束してもらった話はですねきちんと示していただきたいと思い

ますけども、最後は市長が決めて行く話なんですね。やはり市民の側っていうのはプ

ロでありませんから分かんない事も沢山ありますんで、市長を補佐するのは職員の皆

さんですから職員の皆さんが責任を持って決めていただくというスタンスが一番大事

だと思うんですね。私はその答申を出すのと示してもらうのと逆だってかまわないと

思うんですね。答申が後に示してもかまいませんので。その代わり答申書に載せたも

のをですね責任もって各検討部会のほうで検討してもらってですね市長さんに間違い

なく挙げてもらうと。市長さんに判断してもらうと。そういうプロセスが確保出来れ

ばですね、約束してもらったのもはちゃんと示していただく必要もありますし、あた

しも見たいと思いますけどもそのタイミングの前後はですね事務方の１２月までに作

らなくっちゃいけないって判断の中で決めていただければ良いんじゃないかって私は

思います。 
渡邉総務部長：先ほど申しましたように基本的に我々はこの推進委員会の審議、検討のた
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たき台として検討部会の検討結果あるいは中間的な報告をこの場でして来たと思うん

ですね。それをもって基本的な行政側の方針、骨格的なもんは出てると思うんです。

ですから私ら本来この推進委員会は一応各検討部会から問題定義されたらそれを持っ

てどんどん何回でも自主的に寄せていただいたら良いなという気は最初からしており

ます。ですが今各委員さんから出ましたように推進委員会の意見も網羅した検討部会

の方針が見えてこないと、それを聞かせて欲しいという事であれば最終的な素案をま

とめる前に検討部会の方針的なものを文書だけのものになるかも知れませんけどもそ

れを提示する中で最終的にまた今日のようなディスカッションを交わせたらいいなと

いうふうには考えております。 
伊丹会長：ぜひ各委員さんのご提言をふまえて善処していただければこれに優ものはない

とかように思っております。よろしくお願いいたします。 
矢野委員：各細目からちょっと飛んでおりますけど、今の部長の話聞きまして最終どんな

になるんかなってちょっと分からんので再確認で聞くんですけど。という事は私１番

ポイントにおいておりました財政シミュレーション。財政部合田部長もおられますが

色んな要望も出しておりました。皆の本当のこの改革の中心におって数値出していけ

よという話でございますが、それを含めましてねここになんで財政のが出てないんで

すか、今日。歳入からずうっとなりましてアウトソーシング・定員管理・人件費・事

務事業・第三セクターその他一番大事な財政が入ってないって事はあまりたいした発

言が財政についてはなかったから省いてるとしか考えれないって事は私さっきずっと

申しておりますが、皆さん方検討部会で財政改革行財政改革といってますけど本気の

改革の熱意がひとつも感じれませんよと。度々言っちゃうんですけど１番最初に言い

ました。総務省から６項目について検討しなさいこれを住民の意見も聞きなさいそし

て集中改革プランとして公表しなさいとこれをやってるだけじゃないですか。それに

則ってだから１つも熱を感じんのですよ。熱感じたら１０年先１５年先あんな大変な

提示があった財政について今日なんで出てないんですか聞かせてください。そう言う

ことも含めて皆さん方は熱意感じんからさっきも検討部会どういう結論出すんかもう

１回教えてくれって言ってるんですよ。お答えください。 
伊丹会長：どうも本質的な委員会の性格そのものに突っ込んできたようでございまして、

いまアウトソーシングの所からはみ出た今の件について何かありますか。 
事 務 局：財政シミュレーションっていうか財政部会の時の話でございますが、これ項目

特に入ってないんですけども、これ言ったら矢野さんに叱られますけども、その他の

所で軽く見たんではないんですけども、財政改革にスピードが必要で地域とかあるい

は事業は金額だけで管理でなく量でも管理する事も必要でないかとか、先ほど言われ

てましたように合併特例債の使い方ですねそれの話ですね、いま全部が出てないんで

こちらの拾い方が落ちていれば今日のこの会でもう１回出していただきたいという形

で出しておりまして、本来は財政シミュレーションという項目が入ってなかったもん
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で落ちているんでないかなという話だろうと思います。これは特に財政関係の項目を

設けなかったのがこちらの落ち度でございまして、決して落としていた訳ではないと

思いますんでその点ご理解をお願いしたいと思います。全部が出来てないのでその点

はこういう意見があったのに落ちてるという形でご助言をお願いできたらと思います。 
渡邉総務部長：先ほど合田部長からも話しありましたように、矢野委員さん前回の要望の

中で最終的な財政シミュレーションの提示の話ありました。補助金問題とか広域連合

の問題とかねまだ問題が残っておりますからそれは最終的に１１月末を目途に中間的

な報告をさせていただきたいという話があったと思うんですが、財政シミュレーショ

ンにつきましては全ての検討部会に関わってきます。まさにアウトソーシングがそう

ですし事務事業見直しもそうです。定員適正化そういった検討部会の方針によって財

政シミュレーションもおのずと変わってこようかと思います。そういった意味におい

ては各検討部会の合同部会を近々のうち２回ないしは３回位持ちたいと思ってます。

その中で全体的な部会の方針とそれを反映した定員適正化、給与額、財政シミュレー

ションといったものを最終的にまとめて行くといった形になっておりますので、そう

した意味におきまして最終的に１２月には一定の案をシミュレーションを出せるんか

なと言う気はしています。ですけども、アウトソーシングの方針たとえば４年か５年

計画あるは定員適正化の５年計画、事務事業見直しの５年計画といったものが具体的

に定まらないとそれを反映した財政シミュレーションにはあくまでもならないという

現実もございます。 
矢野委員：という事で１２月段階であろうと出していただける訳ですね。という事はさっ

きの話に戻りますがそういう形色んな意見出したものを検討部会で詰めなおして、そ

れをフィードバックしていただきたいっていうのはその通り考えとってよろしいでし

ょうか。 
渡邉総務部長：委員の皆さん方はそういった要望が強いようでございますので、１回検討

部会ごとにまとめたものを１つの案として推進本部の草案という形で提示はしたいと

考えております。 
矢野委員：今ので了解しました。１点だけ。これも提言になりますんで後のまとめ方で取

り入れてもらいたいなという項目なんですが、切り口の問題なんですよね。先ほどか

ら言ってますように、我々この委員会、それから検討部会も総務省指示の６項目補助

金だアウトソーシングだなんだっていうね、そういうところから切り口で来てますん

でポンポンとこうもれてる部分も出てますが、本来は市の予算書、決算書より人件費、

公債費先ほど言いましたように投資的経費、補助費、物件費そっから切り込んで行く

のが私本来だと思っておりますのでただもうスタートとして違っております。最終的

にはやはり検討部会で検討して詰め込んで行ってやはり財政部のほうで当年度当初は

１億５千万あったけどこれだけの計画実行すれば２年後３年後には１億２千万になり

ますよと。そういう金額での表示捉え方これは財政部大変でしょうが是非やていただ
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きたいと思います。先ほど渡邉部長言いましたように最終的に検討部会と財政部での

すり合わせの下に財政計画が正確なのがあるという事で出てくるという事で、そうい

う数値で例示を何とかしてもらいたいなと思います。これは要望です。 
伊丹会長：色々と有難うございました。フィードバックしてアウトソーシングについてご

意見がございましょうか。なければですねちょっと進めたいと思いますが、定員管理

と人件費の項目についてご発言を頂けたらと思いますが。これも検討部会での中身の

情報というかそういうものが分かってないので、私どもの意見提言としてそこに羅列

がされておるんですがその様なことでよろしいでしょうかね。それじゃあまたフィー

ドバックも出来ますので次のページの６ページの事務事業について何かお感じのこと

についてご提言をいただければと、どうぞ耕地委員さん。 
耕地委員：前の方で言ったほうが良いのかここで言ったほうが良いのかちょっとよく分か

りませんけども、今ですね市のほうでは業務の改善提案とかアイデア提案とかそうい

う制度が有るのかないのか質問させていただきます。 
事 務 局：業務のですね簡略化なりあるいは６つの町村が１つになりましたんで戸惑いも

ありますので、そのへんの提案制度というか質問制度といいますかそういうのは当初

５月からうちの方で取り扱っております。 
耕地委員：実際に制度があるんですね。 
事 務 局：はい、あります。 
耕地委員：報奨制度かなんかがあって。 
事 務 局：報奨制度ではなくて単に事務の改善という形での提案書ですね、そういう報奨

なりっていう形ではないです。 
耕地委員：業務改善とかねそういった点からやはり業務の改善提案とかあるいはそこまで

まとまらなかったらアイデアでも出してですね専門家で検討する、そういった提案制

度をですね中へ入れておいて欲しいなあという気がいたしましたんで質問させていた

だきました。 
事 務 局：先ほど申し上げました通り５月からやっておりますので職員がまだ理解してな

い部分がありますのでその点はピーアールに勤めて徹底して行きたいと思ってます。 
谷 委 員：今の耕地委員さんの提案でここへ入れていただけるのなら提案制度をやってま

すだけじゃなくて、例えば１人月に何件って言うノルマがないと絶対に有名無実にな

ります。企業は必ず、もちろん企業の場合は報奨ありますけども、ノルマを決めて出

してます。だからどんどん提案が出て行きます。企業でやっとる場合業務があります

んで別にノルマがなかったら絶対そんなのにはまず手をつけんと思うんですよ、だか

ら本当にここへ入れていただけるんならノルマを付けるっていう文言も入れていただ

きたいと思います。 
伊丹会長：一応意見として事務局の方で取り上げていただけるようでございますから、他

にございましょうか。事務事業の見直しといいましょうか、どうぞ矢野委員さん。 
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矢野委員：会議録の中でね第６回が事務事業の見直しとなっておりますわね。第６回のこ

の会議録の中で２３ページちょっと見てもらえますか。２３ページから２４ページに

かけて細かく読みませんがこれをもう一度事務局の方再チェックして要約したものを

この要約事項に入れていただきたいと思います。２３ページの私の発言の中段から下

ですね。中段の下から２４ページにかけて書いとります。これは後で読んでもろうて

結構です。発言いわゆるこう言う発言あったよっていうのは要約して入れていただき

たい。ていうのは事務事業が検討部会から出てきておりましたのはいわゆる庁舎の統

合。その中の事務事業の機構の統廃合とかその範囲のことを抽象的に出してきてる。

それ以上に一番大事な部分抜けてるんじゃないか、本当の意味の事務事業の見直しそ

れをここで私言ったつもりです。内容は１番最初に出ました歳入の時に歳入の項目で

私申し上げたのと同じ内容になると思うんですが、どちらかに入れてもらえればいい

話ですが、私は本当に大事な話と思っておりますので是非取り上げていただきたいと

思います。以上です。 
伊丹会長：事務局の方でその後発言を真摯に受け止めていただいておるようでございます

のでご理解を頂いたらと思います。他にございましょうか、高平委員さん。 
高平委員：旧町村の時に本当はしなければいけないことだと思うんですけれども、借地や

借家等で現在まだ移行しててとても古くて使えないものを、そのまままだ賃貸料を払

ったりしてる事がまだまだあるみたいなんで、そういうのを出来るだけ早急に取り壊

すとかそういうのをしていただきたいと思うんですよ、急に三好市になったからそれ

をして欲しいと言っても難しいと思うんですけど、借地をして家を建ててるのに老朽

化して全然使えない物があったりするのでという話を聞かされるんですよ、そういう

のも含めて内部の削減にもう少し色々な方面に目を向けて取り組んでいただきたいと

思うんですけど。 
伊丹会長：ご提言としてご理解してよろしいですね。他にございませんようでしたら急ぐ

ようでございますが次のページの第三セクターについてご発言があればお願いをした

いと存じます。 
上野委員：第三セクターの国の総務省の第三セクターに関する見解という中でですね定期

的な点検評価という項目があって、第三セクターの財政改革全般を担当する部局関係

者あるいは民間公認会計士等経営に関する有識者第三セクターの経営責任者等で定員

点検評価を行なうための委員会を設置するという事が書かれておりますけれども、三

好市においてはまだ現在はおそらく設置されてないということでしょうか。 
高畑産業観光部長：第三セクターについてですが、これにつきましては行革の委員会でも

色々意見いただいたんですが、委員会の時にもちょっと説明させていただいたんです

が、１０月１日に第三セクターにつきましては本格的に改善に向けてやって行こうと

いう事で、第三セクターの担当という事で財政課の方で具体的に今日ここに色々意見

を書いていただいとんですが、殆どこれに添ったような感じで各第三セクターの会社
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に行きまして職員の方々にも集まっていただいて健全な経営の改善とかそれから職員

の意識改革それからピーアールをどうしていくかという事を具体的にそれぞれの第三

セクターに入って行って検討しとるとこでございまして、これからの定期的な点検と

か評価もこれからやって行こうという事で今も進めては行っきょんですが、今具体的

に委員会を設置してそれをやって行こうという委員会設置につきましては今の段階で

はまだ設置をされておりませんが、こういう点検評価もこれから市といいますかが入

って共に第三セクターとやって行こうという事で順次進めて行っとるところでござい

ます。 
上野委員：これは三好市の出資率が９０数パーセントという所が殆どだろうと思いますの

で、これに関する第三セクターに関しての最高責任者であります大株主というのはや

はり三好市長ということで考えてよろしいんでしょうか。 
高畑産業観光部長：当然９０パーセントを殆ど超えとる第三セクターの株主でありますん

で、三好市という事になろうかと思います。 
上野委員：先般も部長さんのほうから色々話を頂いた訳ですけど、各セクターの責任者、

社長というのがですね旧の町村長が就任をしている。今もこうずっと就任が継続して

いることが多いようですが、こういう旧町村長が社長をしてるために業務の改善につ

いての提言であるとかあるいは命令とまで言いましょうか、ここらの所が遠慮がある

んでないかなあという風に我々は思う訳ですけども。民間であればですね、大株主が

在って株主総会等が開かれまして、普通はいわゆる経営が赤字が何年も続いとる場合

は当然株主総会で経営者の交代という風なことが当然ある訳ですけれども、第三セク

ターはそこまでなかなか行かないようですが、これからはやはり強い権力を持ったこ

の国の方針にも書いてありますように委員会が設置をされてですね、先般の話では現

在の状態で２年ぐらい様子を見ようかという風な話しがあったんですが、何年間も既

に累積の赤字がある訳ですから急に経営手腕が向上してこれが黒字に転換するという

事はなかなか考えにくいと思うんですね。したがってやはりこのより専門的な知識を

持った、ここに書いてありますような公認会計士でありますとか経営のエキスパート

が集合した点検評価を行なう委員会を設置をして頂いて、より強い力で経営の改善命

令が出せるような状態に早くしていただきたいなという風に思います。 
合田企画財政部長：第三セクターにつきましては非常に厳しい状況のところもあるという

事で、資金ショートが１２月頃にはおきてくる施設もひとつの会社もあります。そう

いったことで、先ほど高畑の方からも話をしましたけれども、まず財政課と商工観光

関係それから農林関係とそれぞれのセクションに分けましてチームを作って、プロジ

ェクトチームを作ってましてその中で、それは総合支所もそれぞれの三セクの井川町

なら井川町の三セクそれから西祖谷は西祖谷の三セクにそれぞれの三セクに支所の担

当課長支所長が、総合支所長がはいった形でそういったプロジェクトチームみたいな

ものを組んでおりまして、その中で一つ一つ検討をしております。特に１２月に資金
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ショート等をおこすような可能性がものすごく高い施設につきましては専門家も入れ

まして、この専門家というのは中小企業診断士でございますけども、１回ほど専門家

を入れての会議をしてます。その後も断続的に会議を持ちながらなかなか前に進まな

い組織的に問題がありますとかその管理の内容でありますとか資金の関係とか色々な

面からの検討が必要でございまして、断続的にやっておる訳ですけども結論的なもの

まで到達していないという状況でございます。いずれにしましても１２月の時点でそ

ういった結果が見えてますのでそれに向けての経営改善という形、それから資金手当

てというようなこともこれから検討していかないかんという風な状況にあります。ま

た他の三セクにつきましても今年に入ってから９月段階で何処ともが中間というよう

な事でありますので、ここら辺のところの数値的なチェックはして行くというような

ことでやっとりますけれども、なんせ三セクがぎょうさんありましてそれぞれ厳しい

状況でやってます。その中で特に厳しい所については取り上げて断続的な会議をやっ

ておるという状況でございます。 
伊丹会長：時間が随分経過してまいりましたが他にございましょうか、第三セクターにつ

いて。 
山本委員：今日は手短に話します。第三セクターについてこの前のこの会議録読ませてい

ただきまして、今市からの話も聞かせていただいたんですが、営業部門の充実でなく

て営業部門の第三セクター統合する必要があるっていう意見がここに書かれてありま

す。会議録の方にもそう書かれてありますが、私はここに産業の方についても統合す

べきだと思うんです。まとめれるものは全部まとめた方がええと思います。個別に色々

言う事もないと思うんですけども、今日テレビさんは帰っておらへんけどケーブルテ

レビにしたって６千万からの赤字を抱えとるはずなんですよ。そしたら私らは三野町

とかそういう他の所は見えもせんテレビに６千万の赤字を一緒に払ってるんですよ。

そういう風に、観光についてもそうですし、最後のチャンスを与えれるだけの余裕も

ないと思うんです。ですから早急に色々考えてらっしゃると思うし必死に立ち直ろう

となさってる所もあるだろうし中小企業診断士もはめれるという所もあるだろうけれ

ども、そういう事をやっとる間はこれに関してはないんじゃないかなという風に思い

ます。三好市は観光立市という事をやって行くんだったらこういう事はもう、統合す

る所があるところは全部統合してやって行く必要があると思うので市としてもそちら

の方向を向いて。なんていうんですか、頑張ってるからもうちょっと待ってっていう

んじゃなくてすぐ統合するべきは統合してやって行かないかんのではないかと思いま

すので、統合でかまいませんのでご検討ください。 
伊丹会長：有難うございました。９時４０分が参りましたので一応この付近で本日はご発

言を閉めたいと思うんですが、まだございましたらお１人ぐらい、無ければ。どうぞ。 
耕地委員：行財政改革の方向性というのは後回しにしたんですけど今日もこれやらないの

かどうかね。結局これはですね行財政改革というのはですね行政だけでは出来ないん
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ですね。だから第三セクターも市民もやはり市の状勢というのを十分に認識してです

ね協力しながらやって行かないといけないし、いま行政改革、財政改革をやらなけれ

ばですね将来負担が重くなる、あるいは次世代に負担をかけるような事になりますん

で、若干の痛みはですね仕方が無いけれども、その為にはね十分市民に対する説明と

いいましょうかね、いわゆる情報公開をしながらそして協力体制を作って行くという

ことが必要なんでこの辺りがこの中に一応入れて行く必要があるんでないかなという

風に思ってるんですけども提案として申し上げます。 
伊丹会長：事務局の方でもですね後２回ぐらいを予定しておったようですが、回数を増や

しまして、先ほどご提言が色々ありました検討部会の情報開示も含めてですね今日残

っておりますその他の件とそれから高平委員さんのご発言が残っとんですが、それと

根本的な、いまご発言がありました行財政改革の本質といいましょうかそんなものに

ついて次の機会にですね回したいと思っておるんですがご了解いただけますでしょう

か。それではですね本日の協議をこの辺で閉めましてレジメにございます次の会議の

日程等について事務局の方からご提案を申し上げます。 
矢野委員：行財政改革の方向性とその他その項目を次回に延ばすんであれば、私先ほど発

言しました財政についても加えていただきたいと思います。 
事 務 局：それでは次回の予定でございます。日付でございますが２週間後１１月の２７

日の月曜日でお願いできたらと思っております。会場の方はこの体育館を押さえてお

りますのでこの会場でお願いします。そして議題って言いますか先ほどから出てます

ように本日の残りそれと検討部会でまとまりました分ですね、その分を掲示させてい

ただくという形で進めさせていただきまして答申書の原案はその次に持って行きたい

なと思っておりますのでよろしくお願いします。 
伊丹会長：いま事務局からお話ございましたように１１月の２７日月曜日と言ういでご了

解いただけましょうか。それから当日の協議の内容につきましても今お話がございま

したような形で進めさせていただいたらと。高平委員さん残っておりますけども次の

冒頭でという事で。それでは閉会にあたりまして一言だけ挨拶を申し上げたいと存じ

ます。長時間にわたりましてご熱心なご提言ご発言をいただきまして本当に有難うご

ざいました。いよいよ大詰めを迎えたように思っておりますので、あと３回ほどござ

いますけれども実りある提言が出来ればこの上ないこの市のためにも役に立つのでな

かろうかとこう思っておりますので、どうぞ１つまた体調整えていただきまして２７

日ご出席を賜りますようにお願いを申し上げまして本日の会議を閉じたいと思います。

本日は本当に有難うございました。 
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