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第９回行財政改革推進委員会会議録 
日 時 平成１８年１１月２７日(月) 午後７時～午後９時４０分 
場 所 三好市池田総合体育館 
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、高平 和代 
谷 敏司、西川 利男、藤井 修身、藤岡 良一、前川 順子、真鍋 和三郎 
森本 諭、矢野 博正 

                              （５０音順、敬称略） 
    (市) 
    高畑産業観光部長、渡邉総務部長、来見財政課長、新居環境福祉部長、新居環境

福祉部次長、蔦教育次長、上野水道課長、森行財政改革推進室長 
藤井、西本 

欠席者 喜多 包男、耕地 弘、漆川 弘美、志磨 久美子、森岡 真紀、山本 佳代子 

（５０音訓、敬称略） 
 
事 務 局：日ごとに寒さが厳しくなってきましたが、風邪を引いて体調をくずさないよう

に、十分な管理をしていただきたいと思います。本日は、喜多委員さん、耕地委員さ

ん、漆川委員さん、志磨委員さん、森岡委員さん、山本委員さんが欠席の連絡を頂い

ております。真鍋委員さんについては、おい出ていただけるものと思っております。

１４名の委員さんがご出席ということになっております。今回は前回に引き続きまし

て、行財政改革推進委員会でのご提言ご意見の確認と、追加したいご提言ご意見等を

お願いしようと思っております。なお各検討部会において、皆様のご意見がどのよう

に反映されているかという確認がしたいというご要望がございましたので、資料２の

検討部会報告書を参考にしていただきたいと思います。またテーマとして前回上げて

おりませんでしたが、市議会について皆さんのご意見を頂戴したいと思っております

ので、この点についてもよろしくお願いしたいと思います。それではただ今から、第

９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い

たします。 
伊丹会長：皆さん改めまして今晩は。大変お疲れのところ又お足元の悪い中お運びをいた

だきまして本当に有難うございます。既に８回の委員会を積み上げてきた訳ですが、

本日は今お話ございましたように、まだまだ皆様方のご意見、ご提言、ご助言を頂い

ていないものもあろうかと思いますので、さらに突っ込んだご検討を頂けたらとこの

ように思うわけです。さらに今お話ございました資料２の各検討部会の資料が、先般

お手元に届けられたかと思いますので、それらにつきましても、ご高察をいただきま

して、ご提言、ご助言を頂戴できたらと大変ありがたいと思っております。それから、

議題に上っておりませんでした市議会の問題につきまして、今回この場で色々と皆様
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方のご意見、ご助言を頂戴できたら大変ありがたいとかように思っておるわけでござ

います。限られた時間になりますけれども、どうぞ一つよろしくお願いを申し上げた

いと存じ上げます。本日は体調を崩されて欠席された方が何名かおいでますので、時

節柄どうぞ一つご自愛をいただきまして、ご健康にご留意いただきまして、次回の会

にもご出席をいただきますように、お願いを冒頭申し上げておきたいと存じます。そ

れでは本日の会をただ今から始めたいと思いますのでよろしくお願いを申し上げます。 
事 務 局：本日、市側からの出席者を紹介いたします。渡邉総務部長、来見財政課長、新

居環境福祉部長、高畑産業観光部長、蔦教育次長、新居環境福祉部次長、上野水道課

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、会長にお願いします。よろしくお願い

します。 
伊丹会長：それでは、議事を進めさせていただきたいと思います。初めに本日もいつもの

通りでございますけれども、ケーブルテレビと徳島新聞社のほうから取材にお越しい

ただいておりますが、皆様方にご了解を頂けたらと思います。いかがでございましょ

うか。よろしゅうございましょうか。 
委  員：異議なし。 
伊丹会長：それでは了解いただきましたので、どうかよろしくお願いいたします。また会

議録を作成する関係上、マイクを通じましてのご発言を、お願いをしておきたいと存

じます。本日の会議でございますけれども、委員１４名のご出席を頂いておりますの

で、三好市行財政改革推進委員会要綱第６条第２項の規定により、会議が成立してお

りますことをご報告申し上げておきたいと存じます。次に、議事録署名者をご指名申

し上げたいと思うんですが、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、本日の会議の議事録署名者として矢野委員さんと市岡委員さんにお

願いをしたいと存じます。お二方、よろしくお願いを申し上げます。ただ今から、会

議に入りますが、事務局から説明をさせていただきたいて、それから皆様方のご助言

を頂けたらと思っております。それではお願いします。 
事 務 局：（意見提言の要約集の訂正、追加確認についての資料説明） 
来見財政課長：（広域連合、一部事務組合等の負担金についての資料説明） 
伊丹会長：いま、財政の、特に広域行政のものにつきましての査定の状況等についてお話

がございましたんですが、先般の委員会の時に最後に矢野委員さんの方から財政の問

題についてご提言を頂いて、引き続いてというようなお話もございましたが、何か今

の事で。 
森本委員：前回からもそうなんですが、この問題非常に政治的な問題なんですよ。なぜか

というと、市民の生命と財産を守るこういうものの予算をどういう風にして理解して

もらうんか、切って行くの。市民の生命財産を守る消防であったり、そういう青少年
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の健全育成もそうでしょうが、そういうものの予算を、交付税が減るからカットせな

ならんもんだろうかなあ。我々の立場からすると言い易いんですが、高度な政治判断

を要する所の問題ですので、これは非常に物が言いにくいもんでないかなあと私はお

もっとんですが。 
伊丹会長：いま森本委員さんから、やはり消防とかそういう風なものについての、私ども

市民にとっての本当に命と財産を守る重要な機関でございますので、そこえらについ

ての予算の締め付けというのがいかがなものかという話もございますが、他に。 
矢野委員：いま森本さんがおっしゃった、消防、青少年育成それに限って言えばその通り

だと思うんですが、今日の口頭の説明だけで具体的な資料がないんで分かりかねるん

ですが、ゴミ処理、し尿処理ですね、これも相当の金額占めてると思いますけど、こ

の辺りについて、先ほど現場がどうも理解できてないんであまり突っ込んだ追及にな

らなかったっていう話なんですけど、財政課だけでそういうヒアリングしたとか、打

ち合わせやったという事ですか。 
来見財政課長：先ほども説明したんですけれども、今回査定をしたのは両方の、東みよし

町と三好市の助役、財政課担当、東みよし町の参事等が参加して査定を行なった所で

す。その後のもう１回連合長と副連合長のほうで、もう１回査定を行なうというよう

な形になっております。先ほど、具体的に中身が分からないと言ったのは、その後に

連合長と副連合長の、実際に知っている人の査定がもう１回入るというような事でご

ざいます。ですから私の方としては、ある程度需用費等については削減をさしていた

だいたんですけども、それもわずかな額であって、実際にそっからの額っていうのは、

連合長なり副連合長がもう１回行って行くという形でございます。 
矢野委員：広域連合につきましては、首長それから助役それと議員もおりますわね、現在

は１市１町４名ずつです。、単なる予算これだけ厳しいよ、減らして行きますよってい

う説明じゃなくて、内容を知ってる当事者としてね、特に議員も含めて、本当に各当

該役所の方は行革やって行ってる。それと平行して広域連合としてどういうものが出

来るんか。やはり独自に調査、研究さす必要があるんじゃないですか。はっきり言い

まして、我々入っていっても来見課長おっしゃったように、内情を相当突っ込んでみ

ないと分かりません。単なる数字見ただけでこれ減らせあれ減らせではね。さっき森

本さん言いよったように、本当に減らしたらいけない部分まで突っ込まざるを得んよ

うになりますんで、変な結果になってしまう。ちょっとやり方を考えてみませんか。

広域連合という１つの特殊な組織だけに、知ったかぶりして中途半端なことをやって

もね駄目だと思いますんで。せっかく議員がおります。議員を上手く使うったらおか

しいですけど、責任を持った行動を取ってもらえたら、違う面が出てくると思うんで

すが。 
来見財政課長：今年はこういう形で予算査定した訳なんですけども、いま矢野委員さん言

われたように、そういう方向も検討して行きたいという風に思います。それから、先
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ほど森本委員さんのほうから、消防費が３分の２になったから３分の２、それぐらい

減らしていいものかというような話があったと思うんですけども、実際にはある程度

消防費に重点を置いて、６億が４億になったのが４億３千万とか４千万とかいう数字

になるのは、政治判断の中で大丈夫だろうと思うんですよ。ただ、今ある６億を５億

５千万にしかならなかったという事になりますとね、他の部分を相当切らないと、他

の部分に相当しわ寄せが来る訳なんですよ。ですからある程度やっぱりそれに見合っ

た額に近づけないと、他の部分にすごいしわ寄せが来るという事は事実なんです。で

すから、ある程度、消防の方に市長が力を入れて何千万かは入れようじゃないかとい

う話は当然出てくるかと思うんですけれども、実際にはそれが目標になってくるかと

いう事でございます。 
森本委員：先ほど、高度な政治判断のいる問題ですって言うたのはそこなんですよ。他は

切り込んでも、これだけは残さないかんとかいうもんが必ず出てくるんですよ。ご承

知のように、夕張の再建計画を見ても本当に厳しい状態になってしまう訳ですよね。

市民が逃げる訳ですよ。たった２ヶ月かそこらのうちにパパッと他所の市に移ってし

まう。そう言う状態が夕張にはや出てきとんですよね。そうすると、我々はそうなら

ない為に今からどうするかっていうのを皆で考えておかないかんのであって、こうい

うその時に一番困る生命財産、一番行政がもっとも大事にせないかん市民の生命財産

を守る、病院も入ると思うんですがね、そういうところをどういう風にして確保して

行くのか、その為にこういう所にはこういうしわ寄せ行きますよというようなことを

しないと、一律にバーッとカットしてしまうようなやり方は、非常にまずいやり方だ

なあという風に思っとんです。だから補助金にしてもそうなんですよ。一律に何パー

セント何パーセントというような、そういうものをするしか脳がないかなあという、

これは非常に失礼な言い方ですがそういう思いがしてならんのです。 
緒方委員：今の査定やって、いくつか質疑応答ありましたけども、僕もよく理解できない

のは、現場状況分からないから査定が出来なかったんで、今年の査定は終わりました

って話し出すけども、そういったような説明をこの場でするんだったら、査定をもう

１回やりなおしてくださいって話になってくるんじゃないかと思いますけども。意味

がよく分からないんですけども。 
来見財政課長：今言いましたのは、さきほど矢野委員さんのほうからありましたように、

初めてなんですよね。そしてその中身っていうのが、例えば消防なりの、介護保険は

入っていますけども、衛生組合の話っていうのは現場が入ったことない訳ですよ。で、

実際に予算が出た時に、これが本当にいいもんかどうかっていうのが、分からないわ

けなんです。向こうは当然必要だって言って来ますわね。どんなに使いよるかも私た

ち実際に見たことがないです。市だったらこの予算に対してこれだけ使っているから、

これはもっとカット出来るんじゃないかっていう話が出来るんですけれどもね。そう

いう事なんですけどね。ですから今から実際には現場の方へも、職員をおくり込んだ
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りする事も必要でしょうし、先ほど矢野委員さんおっしゃられたように、議員さんも

分かってる人も入れて、査定することも必要になってくる、今後はですよ。たちまち

今までは、行政が入らなくて連合長、副連合長の所で査定をしてた所へ、初めて今回、

市の職員が入ったという形なんです。ですから、今からだんだんとそういう話が出来

るような形にはして行きたいという事です。 
緒方委員：そういうふうな事だったら、今年は査定しなかったという形になってくるんで

すね、結局。査定したって事は言わないほうがいいと思いますけど。 
来見財政課長：そうですね。現状を言いますとね、中身を聞いて、今からほんならどんな

問題があるん、例えばゴミなんかですとあと５年でもう満杯になると言うんですよ、

それはどういう計画ですか。どのくらい事業費いるんですか。そういう話をね実際そ

の話はどういう風に進んでいるんですかと。実際にそうでしたら今からすぐにでもゴ

ミの有料化、そういうのも進めないとすぐに５０億貯めるやゆうたって。ですからそ

ういう話を実際に聞いていった事なんです。ですから消防につきましても、西消防署

がもう１７センチも傾いていると。これ今の計画では何もないですけども、それは早

く改善、どういう風にするんかっていう計画を早く出していただかないと、今のまま

ほっとくわけにはいかないですから、統合するなりどういう風にするんか、そうゆう

計画をね、早くそちらの方で出してくださいと、そうゆう話をしたのが現状なんです。

ですから実際に個々に切ったというのではあまりなかったという事なんです。 
川西委員：先般も私申したんですが、検討委員会のほうでやっとるっていうご返事があっ

たんですきんど、それでは検討委員会でやんりょるうちに入らんと思うんですよね。

検討委員会いろんな調査して、これはこういう風に切れるっていう資料を十分そろえ

ていて、その金額を査定するんだったら検討委員会になるきんど、推進委員会みたい

にこんな囲んで好きなこと言いよったんでは、検討部会のほうはいかんと思うんです

がね。それで分からんてゆうのはなんもしよらんって事でないかと。そこへ調査して

色々これはこれで、こんだけのものが適正なもんかどうかっていう資料を十分そろえ

ていって、初めて、それぐらいやってないんだったら今先生がおっしゃったように、

してない、やってない、出来てないに通じるんでないかと思いますが。 
渡邉総務部長：先ほどから来見課長が言っていましたようにね、昨年今もそうなんですけ

ども地方自治体と広域行政、関わりありますけどもね、これまで全然別の部署だった

んですよね。一緒に仕事をしたことないんです。ですから、その事務事業の中身も十

分各自治体で精査できてないっていう現実なんです。一緒に事務やったことも一度も

ございませんしね。広域連合と各町村間ですから、職員の交流もありませんしね。で

すから、現実に査定といっても中身が十分こちらの方で把握出来てませんから、向こ

うが一生懸命必要なという事に対して、こちらのほうがこれはもういらんのではない

かっていう事が言えないということを申し上げているんです。今年はもう第一段階で

すね。まずは１８年度の決算をきちんと精査しての話になろうかと思います。昨年ま
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での私の感覚としましたら、各三好市を構成する６カ町村が、一万円ぐらいから経常

的な経費を削減してきたんですよね。事業費からね、消耗品とか印刷製本とかね食料

費とかね、あるいは燃料費とかといったもの、ずうっと一万円レベルで削減してきた

んですけども、広域連合の中にはやっぱり治外法権といいましょうかね、聖域みたい

なのがあって、もちろんきちんとした査定が出来てないもんですから、広域連合長と

副連合長が、あるいは助役ぐらいが入って多少の予算査定をしてきたという経過はあ

るんですけども、本当の現場サイドに立った事務事業の査定っていったらこれまでも

出来てないんですよね。ですからそれを全然一緒に仕事もしたことがない我々が、今

年から参加していくよって。勝手な予算編成はささんよという話を。今年がもうその

第一歩スタートラインにたったばかりです。ですから、現段階で中全部きちんと調査

して把握して査定せいっていうのは、まさに無理な話なんですよね。ですから、基本

的には今年の事を第一歩として考えて、１８年の決算を十分チェックし分析して、来

年以降の査定については、きちんと明確に踏み込んだ査定をしていきたいという風に

は考えております。そこで殆ど人件費の話しなんですが、消防費なんかは森本委員さ

んおっしゃいましたようにね、削減っていっても経常的経費の削減であってね、人件

費は多分、今の構成されている人達が殆ど団塊世代の人ばっかりですから、今後はそ

ういった若返りをはかっていく上では、削減にはなると思うんですけどね。それは定

数は関係ありますから、若返ったから削減になったっていうのは、実際の削減じゃあ

りませんよね。ですから定数がどうなんか、今の三好市の３万４千、あるいはこうし

たとんでもない広い行政区域の中での、適正な定数のことも十分網羅した上で考えて

いくべきだという風には考えております。清掃のことなんですけども、行政が自治体

レベルと広域の中で、ともに考えて行くべき問題であると思うんですけども、これは

かなりな部分で民営化の方向で検討が始まったばかりです。ですから、収集について

も出来るだけ民営化できるものは民営化していきたいといった方向で進めてますけど

も、この中身についても今から議論をして行く事であって、現段階でゴミ行政こんだ

けの経費が削減出来るんでないかといった具体的な方針が、広域連合にしても自治体

においても、きちんとまだ示せる状況じゃないという事ですね。多分ここ数年間かけ

て、そういった民営化のことも含めて検討して行くべき課題ではという風には考えて

おります。 
伊丹会長：今までの案を皆様方のご意見なり、市当局からのお話をこう聞いておりますと、

広域連合というのはまさに聖域的な領域であって、今までの予算の編成とか、そんな

ものがどなんなっているのかっていう事が、具体的に財政当局で把握してなかったと

いうようなこう気がしてならんのですが、おそらくそういうような体系で来ただけに、

財政担当の方々も大変ご苦労なさっとるんだろうと思いますけれども、現場から要求

するのは当然ごくあたり前の事で、これはいるんだと、これはなくせられたら困るん

だというような意見で集約されてくると思うんですが、そこえらにメスを入れるのが
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査定だと思いますので、今後一つ広域行政といえ広域連合といえども、そういう聖域

化せずに、新市の行財政の健全化のためにも、頑張っていただかなければならんので

はないかというような気がするんですが、いま財政シミュレーションの平成１８年度

から３３年度までのが、財政当局からお配りをされておると思うんですが、これも合

い合わせて１つ来見課長のほうからご説明を頂いて、平行してこうあい合わせ合い合

わせながら議論を詰めていただけたらとかように思います。 
来見財政課長：（財政シミュレーションの資料４の説明） 
谷 委 員：今のお話はよく分かったんですけども、この平成３３年で今目標としとる０に

なった時に差し引きが０っていう事ですよね。今度、そこから３３年度以降はそこは

０に目標を達成できたとしたら、以降はオッケイっていうことなんですか、そこを聞

かせてください。 
来見財政課長：３３年度に三好市の交付税が一本化されて、そこからは総額が変わらない

わけなんです。１０年間は普通交付税もある程度減ってきますけれども、１０年間あ

る程度減って、その後の５年間で急激に減る訳です。その最終年度が平成３３年度な

んです。そこからは交付税なりも殆ど横這いですんで、これが達成されればその後の

交付税等の削減は見込まれませんので、大体上手くいくというような話でございます。

ですからここが一本化になる最終の数字でございます。 
伊丹会長：よろしいでしょうか。財政の問題でさらにこう付け加えてご提言等ございまし

ょうか。 
矢野委員：この資料ちょっとお伺いします。一番下に書いてます、２７年度でプラス１０

億円ですね。これは単年度という事は平成３３年度差し引き額０にという事は、３３

年度で単年度で０と。という事は２７年度をとればそれまでにマイナス７億８億って

ずっとありますわね。これも当然減らしていく、順次減らしていって。 
来見財政課長：２７年度で１０億円にするという事は、８億１千５百万の差があるわけな

んですよ。差し引き額いま１億８千５百万になっとるでしょ。それが１０億にすると

いう事は８億１千５百万だと。単純に１０年で割りますと毎年歳出を８千万、歳出と

歳入で８千万の上乗せをして行かないと、８億にはならないという事なんです。です

から、最初の１０年に特に重きをおいてやらないとなかなか出来ないと。後ろの方へ

いきますと当然総額も減りますんでそういう事にしてます。 
矢野委員：目標としてこれ分かりました。ただ、ここへもって行くにあたりまして、基金

の使い方、それと合併特例債、過疎債含めて特に合併特例債、これはこの１０年間で

ほぼ使い切るという形での捉え方しとんですか、それとも基金は出来るだけ残して行

こうとか、何らかの条件をつけてこの目標を１０億というものを出しているか。 
来見財政課長：これね、実際言いますと２７年度にプラス１０億という数値になりまして

も、今の基金の２６億４千万、自由に使えるお金の基金が２６億４千万ぐらいあるわ

けなんですけど、それは４,５年でなくなる訳なんですよ、実際には。ですから今日も
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打ち合わせの中で話させていただいたんですけれども、退職手当債なり行政改革推進

債を入れてつながないと、対応できないという話なんです。ですから何時の時点から

その退職手当債、一般退職にもあてれるようになっとるんで、その部分を２０年度ぐ

らいからそういうものを充てないと、その前合併協で決まりました内部基金を使わな

いともたないんで、今のところあれは旧町村単位で使うということになってますんで、

その退職手当債なり行政改革推進債なりあてて、この場はしのぎきらないかんと。途

中何年後かにすごいマイナスの所が出てきますよね。これをしのいで、後のほうでプ

ラスにもっていって合わしていくというような形でございます。 
矢野委員：合わせまして合併特例債の使い方で、当初に説明受けた分で私理解できてない、

これはこのシミュレーションにどう結びついてるかがちょっと不明確なんですけど、

最初の資料に普通建設費の中にですね、試算方法として平成２２年度からは、合併特

例債による単独事業として６年間で４１億円を別に計上していますと、２２年度から

別途に４１億円を合併特例債使ってやりますよって事を計上してる。これが、このシ

ミュレーションの中に、６年間で４１億っていうのが入ってきてる訳ですかね。２２

年度だったら３３億あと３２億、３１億ずっと３１億ですわね。 
来見財政課長：そうです。単年度にねこれどういう事かといいますと、公共事業の事業費

っていうのを大体いくらかという事で試算しているわけなんですけれども、先ほどの

６年間の４１億っていうのは新たな需要、例えば先ほど言いましたけど、ゴミの焼却

施設なんかは実際には入れてない訳なんですよ。そういうような物に対応するために

毎年５億円なり、６億円ですか、総額４１億円の数値を別に見込んでいるというよう

な事でございます。ですから、通常見込んどんのは道路関係事業費、平年度ベースで

大体、２７年度ですと３１億６１９７万６千円ですか。そういう道路事業費のあれを

見込んでいると、その他に新たな事業の分を他に見込んでいるという事です。その内

に６億円が入ってますけどもね。 
矢野委員：６年間で４１億ですから、７億弱ですね。これはこの３０何億の中に入ってい

るという捉え方でよろしいですね。併せましてね、合併特例債の発行予定額というこ

ういう資料も頂戴しとんですが、建設事業分として１００億強を組み込んでますが、

これも当然シミュレーションの中の地方債の中に入って、歳出の方の普通建設事業費

の両立てで入っていると捉えていいんですか。 
来見財政課長：そうです、その通りです。平成２２年度から。平成２１年度までは大体１

億程度しか特例債を入れてません。２２年度から過疎債がなくなるという事で、２２

年度に１８億４千万、それから２４年度以降は合併特例債を普通建設事業分として大

体１６億４千万ずつ充てこんでます。総額が１０４億６８００万円になるわけなんで

すけども、これは発行可能額の大体５６．９パーセントだという事でございます。 
矢野委員：私、一番懸念しております件、今から申す事なんですが、数値としてこれ理解

できました。問題はこの合併特例債の使い方なんですが、約１００億、これを建設事
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業費分として２２年度から２７年度にかけて使っていく。基金造成分では３１億です

か、こういう形でいわゆる特例債はこういう発行予定でこういう風に使って行きます

よという事はね、大半がじゃないんですか。これ、予定としてシミュレーションに入

れとるわけでしょ、何が違うんですかね。 
来見財政課長：前にも説明させていただいたんですけども、ある程度この額でいけばこう

なりますよと。ですから実際にはここの委員会なりあれで、もっとしなくちゃいけな

いとかそういう話、こういうのが抜けとんじゃないかいう話が出まして、これをもっ

と多くしろとか、もっと少なくしろとかいう話の中で、この普通建設事業の分につい

てもこれから検討していくという事なんです。ですから、これが委員さんの中からこ

れが多すぎるんじゃないか、もっと減らすとか、逆にこれではとても足りないという

ような話の意見が出ましたら、これからの財政計画の中でその意見を反映した財政計

画を作っていくというような事でございます。 
矢野委員：その通り理解しております。私が言いたいのは、これだけの特例債を発行して

使っていって、はっきり言いまして、普通建設事業が３０何億ぐらいしか出来ないよ

というシミュレーションですよね。１７年度１６年度６カ町村あわせて１００億を超

えた建設事業やってますわね。これ一挙に１８年度で３０億台に落としておりますが、

という事は、殆どがいわゆる普通建設事業、道路であれ橋であれ、生活関連のそうい

うものに消えてしまうのが３０億位じゃないかなと思ってるわけです。という事は、

合併特例債を１００億使っても、２．３０億の投資的経費ですか、しか取れない予算

ですわね。という事で、合併前に準備会でも色んな話出ましたけども、色んな事業を

合併特例債を使ってやりたいなあ、ただこれは決定せずに新市に先送りされておりま

すが、特例債の遣い方について、もう少し突っ込んだ検討が必要なんじゃなかろうか、

１００億入れてもこの中にもうべラッっと６年間で３０億ぐらいの中に埋没してしま

う。非常にちょっと危険というかええかげんな予算組みになりはせんかなと危惧して

いる訳なんです。もっとゆうてしもうたら人件費検討してます。色んな物件費とか補

助費も検討していますが、一番大きな投資的経費ね、いま全然ノータッチで来てる訳

ですが、それがこういう特例債の使い方で、単なる数値で出てきてますけど、非常に

合併特例債なんの為にあるのかなあ、単なる赤字補填、通常の歳入歳出やった中の赤

字補填に１０年間で消えてしまう、そういう危険性を感じますんで、特例債をどう使

うか、いわゆる投資的経費の吟味ですね。何に使っていけば将来のためにいいのかっ

ていう、投資的経費のいわゆる分析、検討、これが必要なんじゃないかなと思います。

それがこういう数値に表れている、ご理解いただけましたでしょうか。 
伊丹会長：いま矢野委員さんからご提言がございましたような事を、十分一つお汲み取り

をいただいて、検討部会のほうで一つ将来像を描いて欲しいと、こんなお願いをして

おきたいと存じます。なお、いま財政の問題を、行財政、特に財政の問題についてご

意見をいただいておるんですが、他に何かございましょうか。なければ検討部会の報
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告書とか、あるいは意見提言要約集の所で、財政改革の方向性についてというところ

が１ページに出ておる訳ですが、そこえらも含めて一つご意見ご提言を頂戴できたら

と思うんですが、いかがでございましょうか。検討部会の方から、補助金とか定員の

適正化の問題、事務事業、アウトソーシング、第三セクター、それぞれ検討部会で今

日まで進めてきておる中身を先般お送りをさせていただいておるわけですが、それら

も含めて一つご発言を頂けたらと思います。 
緒方委員：財政シミュレーションの話に関係してくるんですけども、こうやって１５年間

の見通しを出してもらって議論になってきてるわけなんですが、この１５年間ってい

うのはその合併特例、当然合併特例にかなり引っ張られてきた議論で１５年間なって

きてんだと思いますけども、まず、多分１５年間できっとこの通りになって行かない

はずなんですよね。相当違ってきてるはずだと思うんです。これまででも三好市、各

町におきましても、総合計画作る時にシミュレーションやってるはずですけれども、

それを見ていきましても多分その振り返ってみて殆ど全然違うことになっているんじ

ゃないかって思いますけども、あまりこういったような１５年間もの出してですね議

論していくの、会には意味がありますけども、本当はせいぜい５年ぐらいをピッチに

ですね議論していくような形にしていって、そこに集中して議論していくような形の

ほうがですね、実際は、議論としてはより実りあるものになっていくんでないかとい

う感じがいたします。ですから、例えばその基金が２４億ぐらいでしたっけ、ある話

ですから、それが例えばそのこのまま使っていきますと、平成２１年度ぐらいにパン

クしちゃうわけですね。ですからその向こう４年間でこのまま行きますとパンクする

という話とかですね、年間８千万とか１億円とかですね、そういった事を努力してや

っていくとかですね、そういった具体的な事を話をしていってですね議論していく、

それで退職手当債とかですねそういったものはなるべく使わない方がいいと思うんで

す、やっぱりですね。そういったような方向でやって行くためにはどうすればいいの

かって事をですね、もう少しきっちり議論していく議論の仕方がですねいいんじゃな

いかという感じがいたします。 
渡邉総務部長：いま緒方委員さんの方から、総合計画の話が出たんですが、三好市になっ

て６カ町村１つになってね、三好市っていう計画って実はないんですよね。合併協で

作成されたのはまちづくり計画しかないです。ですから先般の総合計画策定委員会を

立ち上げて、これは民間の方もたくさん応募していただいて、今まさにスタートした

ばかりなんですけども、当然その中には事業計画も出てきます、１０年計画ね。です

から今回の財政シミュレーションについては、先ほども他の委員さんから話があった

んですけども、地方交付税が１０年間は６カ町村あったものとして個々に算定したも

のを、その三好市の交付税として算定されとったんですけども、１０年以降に激変緩

和で５年間は常時減らしていきますよという事ですから、まさに１５年後の財政シミ

ュレーションを見てないと、この５年間であろうが１０年間であろうがシミュレーシ
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ョンたたないんですよ、実はね。１５年後にはまさに 1 市としての算定になりますか

ら、ドーンと激減します。その時を見越した財政シミュレーションは、やっぱりきち

んと立てておく必要があるという形から、今回の提案にはなってますけども。その上

で矢野委員さんからも先ほど話があったんですけども、合併特例債の活用につきまし

ては、合併前には合併特例債といえどもたかが借金ですから、これは出来るだけ使わ

んという方が最善なんだという話もしてきました。ですけども、今の基金の情勢とか

ね国の補助金とか、交付税の今後の見通しといったものを考えれば、最低でも歳入歳

出のバランスをはかりながら、この程度の合併特例債を起こすことと、普通建設事業

を起こしていく事は、もう最低レベルだと思うんです。ですけども、三好市のニーズ

といえばこのレベルじゃないと思うんです。まず１６年、１７年はちょっと異常です

けどもね、はっきり申し上げまして駆け込みあったと思います。ですから、それ以前

のでいいましたら、三好市の６カ町村で毎年６０億位の建設事業のニーズはあったと

思うんですよね。それが、１６、１７年度の駆け込み的な１００億という時期もあっ

たんですが、３０億程度は最低限のニーズとしてやむを得ないという数字で、歳入歳

出のバランスを考えて上で、最低限これは必要だという事をシミュレーションとして

おこしていくわけでございます。ですけども、多分ニーズとしてはもっとはるかに超

えたものはあろうかと考えております。先ほどありましたように、多分最終処分場も、

あともう５年か６年ぐらいしかもたないという方向をされてるようです。そこには当

然、歳入歳出両面で出てきますから、そういうことが影響されてきますから、当然こ

のシミュレーション変わってくるとは当然考えられますけども、１０年計画スパンの

なかで、やっぱり３年ないし５年計画ごとに見直していくという事は必要であろうか

という風には感じております。 
緒方委員：総合計画の話は、過去に２０年前３０年前に作った総合計画がありますでしょ。

それが今振り返ってみて相当変わってきてるでしょっていう話を言っただけなんです。

ですから、そういったもんだったらシミュレーションはそんなもんだっていう話をい

ってるだけなんで、今つくった話ではまったく関係ない話だと思います。交付税の１

０年間５年間とかの話でも分かりますけども、ただ議論としてはそういったものなん

で、税収だって相当変わってくるはずですし、補助費だって人口変わってきたら変わ

ってくる話だし、もろもろのものがですね、交付税以外のものが大分変わってくると

思うんで、そういったこともあるんでちゃんと議論しようと思ったら、向こう５年間

位でせいぜい議論したほうがまだいいんじゃないかという事を言っただけです。 
渡邉総務部長：まさにおっしゃる通りだと思います。中長期計画にあっては、３年ないし

５年にはきちんとした見直しが必要であると認識しております。 
森本委員：数字の面で話はあんまり聞きとうないんですが、こういうシミュレーションを

やって、夕張みたいにならん為に何が一番大事だと思いますか。私は、意識改革が出

来ないと、いくら数字を並べても駄目じゃないかと思うんです。職員さんもしかり、
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市民の意識をどういう風にして変えれるか、市長から始まって、どういう風に説得で

きるか、もうそこにかかっとんじゃないですか。そういう所をやっぱり実際の数字を

上げながら、一番大事なのは数字じゃなしに意識を変えてもらう、意識を変えてもら

わなんだら、見よってもサービスの低下は駄目ですよというような、そんな合併協の

項目に引きずられるとどうなりますかという事なんです。だから、合併してこういう

財政になったらサービスは絶対低下しますよという事を分かってもらうだけの、そう

いう覚悟がやっぱり政治に携わる人っているんでないですかなあ。一番大事なとこは

そこでないかと思うんですが。 
渡邉総務部長：まさにおっしゃる通りだと思います。この開会前にもそういう話を実はし

てたんですけども、夕張市の話も出てきました。それ以外に自治体は忘れたんですけ

ども、赤字再建団体になって、１０年間、２０年間再建プランをたてて、まさに市民

の意識改革、そこからスタートした自治体がございます。１０年掛かる再建を３年間

で達成したといういいお話もございますけども、まさにそれは市民の意識改革でした。

職員は当然なんですけどね。その中にはいろんな建設事業もそうなんですけども、環

境美化とかね、そういったことも全部市民の手でやったっていう話も聞いてます。そ

れと、自治体での特別付加といった制度も取り入れたということです。それにもう市

民が積極的に理解を示して、町を上げて取り組んだという事例がございまして、１０

年かかる再建プランを３年間でたち上げたという事例がございます。まさにこうした

大きな改革につきましては、意識改革が第一番という風に感じておりますし、間違い

ないことだと思います。ですけども、きつい意識改革を求めんでも、こんな財政、赤

字再建団体に陥らないような事を努力することも必要なんかなと思っております。 
真鍋委員：今森本さんがおっしゃったように、やはり意識改革って非常に大切だと思うん

ですけども、それの、やはりその具体策としては、情報公開それも徹底した情報公開。

そして非常に失礼なんですけども、ここでいただいている資料、本当に複雑な財政の

事だったり、複雑な補助金の話だったりなんですね。これを多分、いくら全て情報公

開出したとしても、一般の人にはわからない。だから、いかに分かりやすい書類を上

手に加工して情報公開するかという、生のデーターですという生を出したって我々わ

かりません。専門家の方でさえ先ほどの査定の時になかなか分からないとおっしゃっ

てるんだから、我々素人は生データーを頂いても、さっぱり分からないという話です

から、それを分かりやすく、それこそこれから行財政改革の推進の委員会、事務局あ

たりをずっとですね、これはもうここ何年間で終わるっていうんじゃなくて、ずっと

置いていただいて、その方々がこれをこれらを加工して、食べやすい刺身に切ってで

すね、そして我々に食べさせていただいて、分かりやすく理解すれば、先ほどの森本

さんおっしゃったような、何が一体問題なのかとか、何をどうすればいいのかってい

うのは、ここに書いていると思うんですよね、データーの中に。そうすれば、大変な

んですよね。実は行政の皆さん方より市長だとか議員さんは、もうそれやられたら大
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変なことになって、それこそとんでもない事だと思うんですが、でもやはりそうした

事によって、その市民の監視というかウォッチがですねきちんと効いて、いい議員さ

んがというか、そういう風な色んな知識だとかという事がより我々の代表としてふさ

わしい方が議員さんになられるでしょうし、市長になられてやって行かれるんじゃな

いかなあと。本当にこんなに今見てても複雑すぎてですね、先ほど本当に懇切丁寧に

説明していただいても、なかなか理解できないというのが本音のとこなんですよね。

ですから、これをいかに分かりやすく加工していただくかというのは、本当に大切な

ことだと思います。色んな補助金の所でも、この前も言いましたけども、多い順に並

べて、こうベスト５をですね出していただくとかすればより分かりやすいんですが、

なかなか非常に問題ですよね、確かにね、色んな面で。 
渡邉総務部長：この問題につきまして、旧の池田町のときもあったんですけど、予算決算

を広報等で紹介していた時があったんです。数字の羅列でなくて、懇切丁寧に文章も

交えて分かりやすく、一般住民に分かりやすいものにしてくれという要望もありまし

て、１回チャレンジしたことあったんですけれども、大変好評だったんですけども、

それでもなおかつ分かりにくいやという話もありまして。ですけども、三好市になり

まして特に当初予算とかね、決算なんかも広報等お知らせしてますので、それは出来

るだけ懇切丁寧に説明文を加えたようなもので、出来るだけ住民に分かりやすいよう

に公開したいとは考えております。 
西川委員：私のほうからもね一つ、市長さんあるいは幹部のみなさんにね特にお願いをし

ておきたいものがございますんで、よろしくお願いをしたいと思います。いま市にお

いてはですね、優秀な職員の方々が多数いらっしゃるとお聞きしておりますけども、

今ね適材適所っていうかね、そういう配置することにご苦労をなさっていることはお

聞きしておりますけども、それが三好市においては、現状の人材っていうのは一番、

市の財産だと僕らは思っております。そこで、その財産をね活かすためにどうしたら

ええかという事を考えて、もっともそれが重要であると考えるものでございますが、

検討部会におきましてもですね、相当協議し検討されておりますが、どうかですね間

違いのない評価をされていただいて、現状いわゆる現場の職員がですね、とくに行動

しやすい職場っていうかね、それが大事なんで、職場といわゆる組織作りをですね再

検討していてだいてですね、これ毎日毎日が進化だとおもうんですが、その進化の改

善をすることを特にお願いするものでございますんでね、そのいう事に対して一つお

考えをいただきたいなと思っておりますので。 
渡邉総務部長：今後まさに西川委員さんおっしゃいましたように、行政評価なり人事評価

が必要という事は間違いない事実だと思います。人事評価の前にまずは行政評価が必

要ですよね、その上にたって人材の育成もおっしゃる通りです。その為にいろんな今

まで各研修にね、職員も積極的に参加しているっていう状況があります。その中で、

行政評価進めながら、次はやっぱり人事評価。これはもうまさに職員の意識改革の根
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底がそこにあるんですよね。人材の適材適所の話がありますけども、やはりきちんと

した職員一人ひとりが意識を持って、自己改革意識をもって行政に取り組むと、そう

いった方針が必要であるという事は分かっていることですから、その為の第一弾とし

て一つには人事評価制度があるんです。私、企業が行なっている人事評価と、行政が

行なっている人事評価とではすこし違うと思うんですよね。行政のうえでも企業が行

なっている人事評価制度を取り入れていくのがいいなという気がしております。自己

評価をまずしていただくと。課長が係長以下の職員をね評価するとかね、部長が課長

を評価するのではなくて、まず一人ひとりの事務分掌の中での自分の自己評価からス

タートとすると。そういった事を１９年度以降ですかね、速やかに取り入れていきた

いなという気はしております。 
伊丹会長：色々とご提言を財政を中心にいただきましたが、いずれにしましても市民によ

り良いサービスを提供するのには、財政が健全であるということが一番根底にあるわ

けで、その為には先ほど来見課長からお話もございましたように、本庁方式を一刻も

早くするということ、更には定年の問題、そういうような適正化の問題等についても

突っ込んだ検討が要るのでないかというような事であったように、こう思うわけでご

ざいますので、また色々となお頂戴をしたいと思います。本日第２の議題でございま

す、市議会のことにつきまして事務局の方からご説明を頂いたのち、色々とご助言ご

提言を頂けたらと思っております。それでは、よろしくお願いいたします。 
事 務 局：（市議会について資料説明） 
伊丹会長：以上ご説明が終わった訳ですが、これに基づきましてのご意見なりご助言を頂

けたらと思います。 
緒方委員：この資料をだしてる意味がよく分からないんですけども、これ、なんの為に出

してるのか説明をいただきたいんですが、旅費をもっと削りましょうかって話ですか、

それとも報酬をもっと削りましょうかって話なんでしょうか、事務局が作った意図が

分からないんですけども。 
事 務 局：先ほど申し上げましたように、議会は政策形成能力なり立案能力、あるいは情

報公開等が求められるという形で、市議会についても要望が市民にもあるという形に

はだんだんなってきておりますけども、今回合併しまして今の説明にありましたよう

に、三好市の市議会の定数っていうのはいま３８名で、４年後には法定でいきますと

２６名になるという形でなっておりますけども、市民の皆さんの感覚で２６人という

のはどうなのかなあと。非常に変な話なんですけども、他の市の小松島市でしたら１

９名、他の市でしたら２３名という風に、法定よりも少なくなっている。これを、今

回この委員さんの声が全ての声ではないんですけども、市民の感覚でのご意見として

何人ぐらいにして欲しいというようなお考えですね。それから報酬についてもいま現

在合併協で決まりました額、これがだいたい旧池田町の議員さんの報酬でございます。

それでいいのかどうかという判断をいただきたいという、判断って言ったらおかしい
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んですがご意見をいただきたいと。これが今の議員さんの活動を見られて多いとか少

ないとかいう話です。一概には言えないと思うんですけども、感覚としてもう少しあ

げたらいいとか、あるいは今の活動ではもう少し下げたらいいとかいう風な単純なご

意見をいただけたらと思っております。 
藤井委員：議会の議員等の定数とかそういう問題については、非常にちょっと触れにくい

という感じがあります。特に私は行政の立場ですから、直接関係する部分があります

んで言いにくいんですけれども、私見として聞いていただきたいんですが、私は合併

協の協議の際にずっと、ある程度合併が固まるまで傍聴行けるときは行ってます。最

後に、議員の定数の問題が議論されたのが議事録に残っておると思うんですけども、

最後の方にあったと思うんです。大半の委員さんが特例定数は使うべきじゃないとそ

ういう事で、法定定数一本で今回行こうという、いったらいいんじゃないかという声

が非常に多かったように思います。しかしながら、この議会の特例定数を使って小選

挙区制でやるというような項目は、議会の議員さんが設置した委員会の中で提案をさ

れて、私が感じるような、法定協議会で感じたのは、その委員さんの強いご意見によ

ってこの方向性が決まったような気がしました。そういう風な事で私は、これは私見

ですけども、小選挙区制っていうのは、市が職員側も一体感を作り出そうという努力

をしている中で、議会の議員さんが小選挙区制で選ばれてきて、自分が選ばれた地域

を特に重視をしながら議論をするというのは、やっぱり一体感が生まれにくいという

という気がいたします。出来るだけ早くと言うたら意味合いが出てきて問題になると

思うんですけども、次の選挙からはきちんと全市一区の選挙区として、三好市全体で

働く議員さんとしてお願いをしたいというのが私の気持ちです。それと、もう一つは

この歳費の問題ですけども、私も何人かの議員さんお付き合いしている人もいるんで

すけども、やはり議員といえども生活をしながら、これを議員が自分の一つの趣味と

してやるんだったらともかくですけども、議員活動をきちんとやっぱり生活を議員歳

費の中でやりながらやっていこうという議員さんにとっては、この歳費では私は出来

ないという風に思います。副業を持ちながら議員活動をするんだったらともかくです

けども、やっぱりこの議員という仕事に自分のことをかけてやるんだったら、ほかの

市並みに歳費については生活費も保証する意味合いで十分な裏打ちをすべきじゃない

かなあという風に思います。議員定数の問題っていうのは、市民全体で議論をしなが

ら、少なくなればなるほど民主主義っていうのは低下をする訳ですから、そのあたり

は十分全地域の声が議会へ反映出来て、市民の生活が潤うようなかたちが保障される

ような活動がやはり必要じゃないかなあと思います。私達の生活の方向性を決めたり、

法律を決めるわけですから、そのあたりを適度の報酬や人員というのは、どうしても

支出をしなければならない経費だと私は思っておりますんで、私の私見としての意見

を申し上げます。 
森本委員：私ここで、この問題が出てきたんがなんでかなあと思いよったんですが、議員
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の定数を決めるのは議会なんですわ。それが、どうしてもいかんのであればリコール

というのがありますんで、それぞれの手続きをふんでやればいい事で、我々がここで

何人がいいですよというような事を言ったとしても、議決権が我々にあるわけでなし、

議会で決めること、自助努力してやっていくことでございます。私も色んな議員さん

との付き合いがあるんで、お前ら多いのう、３８人とか多いのうという話をしたら、

やっぱり皆良識がありますから考えとんですよ。２２人位がええんでないのってゆう

のは、議会の議員さんから出てきてますんで、４年、３年何ヶ月か先の選挙では、適

当なとこに落ち着くんでないですかって思いますわ。それと、今の生活費うんぬんと

いうのは色んな考えがありまして、例えばアメリカに無報酬、いわゆるボランティア

の議員、そんなのがあっていいんでないかなあと。色んなものの考え方があるんで、

そういうのをやっぱり考えながら、議員さんは議員さんなりに一生懸命考えてくれよ

ると私は思っとんです。それがどうしてもいかんのなら、リコールされたらよろしい

んでないですか。 
真鍋委員：議会と行政っていうのは独立しているんで、行政の委員から付託された委員会

ですから、議会に対してですね言うのは少し、議会軽視になると思いますんで、たく

さん言うのはまずいかなあと思います。森本さんがほとんどおっしゃっていただきま

したんで。 
伊丹会長：しかし、一般市民の気持ちとしてね、ご発言をいただいたらよろしいんでない

んでしょうか。 
上野委員：今おっしゃったように議会の議員さんの歳費、給与が高いか安いかとかいうの

について、仕事をしっかりしていただければ、逆にいくら出してもいいんじゃないか

なあと思うわけですけども、おそらく次の選挙では、いわゆる三好市一区になって２

６人、条例定数２６人が最高ですからそれ以下、それかそれ以下になるんだろうと思

いますけれども、広大な、県下一広大な三好市という事ですから、必ずしも小松島が

１９人とか吉野川が２２人となっておりますけども、少なければ少ないほどいいとい

うわけでもないように思うわけです。各住民の声を吸い上げるためにはある程度の人

数も、細かな住民のニーズを聴くためには必要でないかなあという風な気もしており

ます。おそらく次はですね、この２０万６千円がグッと報酬が上がっていくと予想は

されますけれども、これが高いか安いかについては、今おっしゃたようにですね、分

からないと思います。それよりも、住民市民の要望としては、議会に対しての要望と

しては、行政のチェック機関としてしっかりと仕事をしていただきたいなあというこ

とが、我々の言えることじゃないかと思うわけですけども、いま行財政改革について

ずっと一生懸命話をしているわけなんですが、総務省の方針といいましょうか、にお

いてもですね、議会についてはですね、行財政改革大綱の進捗状況や執行機関の行な

う行政評価の結果等についての報告、説明を求めるなど、執行機関に対する監視機能

を自ら高めていく取り組みを、積極的に行なうという風なことが書かれておるわけで
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すから、これからますます行財政についての厳しい取り組みが求められているわけで

すから、議会の、市議会の皆さんには是非ともこういう風な、いま話合いが行なわれ

て、また具体的なプランが策定されると思いますけども、その進捗状況、実行の状況

についてしっかりと見極めてもらって、行政機関に対して意見を述べて欲しいなあと

いう風に希望をするわけでございます。私たちがここで今いろいろ話をしております

けれども、私たちは今要するに話を、意見を言うだけであって、進捗状況であるとか

評価については、おそらくなかなか公的にといいますか、このような委員会を通して

言う事が出来ないと思いますから、あとは議員の皆さんにしっかりと状況を監視をし

ていただきたいなあという風に思います。以上です。 
藤岡委員：私も森本さんとか真鍋さんと同じで、この場でこの話をするって言うのは場所

が違うんでないかなという意見でございます。もっと違う場所で違うメンバーでやっ

ていただくのが筋じゃないかなあということで、資料そのものもまさに、こちらの方

の人数と月額報酬についての議論という中でされとると思うんですけども、この議題

出すこと自体が、そちらのほうに話を持っていくというのが、ちょっとどうかなって

いう感じがします。行財政っていうなかでお話をしていくというなかでメンバー選ば

れておるわけですから、やはりそちらの方に限られた回数、限られた時間の中でやる

わけでございますんで、そちらの方に集中した議論をした方がよろしいんじゃないん

でしょうか。これが半年かけてやるんであれば、途中でこれもかまわんと思いますけ

ど。そんな感じでこちらの方に集中するべきではないと、このように思います。 
伊丹会長：ありがとうございました。それでは議会の問題については森本委員さんからご

発言がございましたように、やはり私どもの声としては、この数字を見てですねどう

こういうというような立場ではございませんし、ただ感じとしてですね、やはり先ほ

ど藤井委員さんからお話ございましたように、定数の問題だけぐらいが市民の声とし

てですね、出てくるぐらいの事だろうとこう思っておりますんですが、市民の声とし

ては、藤井委員さんが合併協の中でお声があったような事をちょっと触れられておら

れましたですが、それが正直な所でないかというような気がいたしますけども、この

問題については私どもの方として、突っ込んでこう色々と意見を交わすとか、ご提言

申し上げるとか、ご助言申し上げるというような枠ではないように思うんですが、こ

の問題はこれぐらいでピリオドを打ってよろしゅうございましょうか。議会の問題に

ついては。事務当局のほう市当局の方も、こういう空気を十分一つ察していただいて、

しかるべきところでしかるべき方向性を見出していただくように、議会の良識を待つ

という事に結論はなろうかと思いますが、それでよろしゅうございましょうか。この

問題は。それではまたフィードバックしていただいて、行財政改革について残された

時間、残された問題についてご提言ご助言をいただけたらとかように思います。 
真鍋委員：以前に交付金などがですね、補助金だとかいう風な事で、ある方とお話してた

時に、その方は政治家というんですかなんですけども、ずっと政治家をされてる方だ
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ったんですけども、補助金だとかなんとかは、その地方にとって国とか県から貰った

もんである、という考え方なんですか。我々から見てるとそれ税金じゃない、我々が

払った税金じゃないって思うんですよね。でも、その方は貰ったもんだから、国や県

から貰ったもんだからとかいう感じが、ものすごく感じるんですよね。それっていう

のは先ほど森本さんもおっしゃってましたけども、考え方の基本の中に、この金は税

金である、市民や県民や国民皆が払った金である、だから大事にしなきゃあいけない、

少なくしなきゃあいけないという風な考え方の所で、少し何か違うんじゃないかなあ

というところを感じたことがありました。別に貰うことが悪いとかゆう事を言ってる

んでなくて、使い方のときにその税を、交付金だからという言い方をせずに、税をと

いう言い方をしてると、皆から集めたものだという風な考え方があると思うんですけ

ど、補助金って言って、誰かがくれるような感じを持ってしまうんですね。決してそ

うじゃなくて、それは消費税やら色んな所得税やら、色んな所の税で集まったお金が

分配されて初めて我々の所へやってくるわけで、そこの考え方をやっぱり我々みんな

が、我々もその補助金だと言っていただくことがあります。これは税なんですよね。

やっぱりそれは非常にこう大切に使わなくちゃいけないという風な所があるんですが、

そこのところがポンとそのときに抜けてしまう事があります、本当に。だから、そこ

の所我々も皆さんも一緒に、これは税だという風な考え方をもう一度はっきりと見直

した中で、財政シミュレーションだとかなんかにあったって行かないと、交付金がい

くらぐらいくれる、建設国債がいくら出せる、過疎債がいくら出せる、なんか簡単に

言ってるんですけども全部税なんですよね。だからそこらへんの所をもう一度やっぱ

りきちっと踏まえた上で、色んな話をですねして行かなきゃいけない。で、その税を

いかに有効に使うかという風な事も、単純にそれだけに使う、意外と単純にこれだけ

に使ってしまう。今言われてますよね。道路を掘って色んな工事をするんでも、電線

を入れるだけに掘るなと。一緒に色んなものを入れてしまうのに皆協議して、１回掘

ったら１回で３つぐらい終わってしまうような掘り方をしようじゃないかと、という

風な事を言われてます。これはやっぱり税をいかに効率的に使うかという事が言われ

てるんだと思うんで、そこらへんのここにもたくさん色んな普通建設事業費だとかあ

りますけども、そのへんの感覚を皆さん方も一緒になって無駄使いしない。ただ一つ

の課だけで考えるんでなくて、皆でよってここ掘るけど誰かここ掘った時に何か使わ

ないのっていう風な横の連絡が、横串がきちっと通るような形で、その使い方を定期

的に上手く効率的にやっていくという事を考えていただきたいと思います。 
伊丹会長：大変貴重なご意見をいただきましたが、何かございますか。 
来見財政課長：実は今回も予算査定をしたわけなんですけども、１００パーセントいま言

われました交付金というものがございました。それを、最終的には飛ばしたんですけ

ども、そういうことなんです。実際にね何に使うか何も分からないのに、交付金だか

らっていうんでポンと出てきたわけなんです。実際聞いてみますと、担当者もどうい
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う風にするもんか、あとはもう向こうの指示の通り、これぐらいいるから１００パー

セント交付金だから使うというような事なんで、真鍋さんおっしゃったその通りだと

思いますので、これからもそのようにして行きたいという風に思います。  
緒方委員：だんだん意見を言える機会も最後みたいになって来てますんで。行革はやっぱ

り、市民と行政が相対立するような形でずっと来てると思いますけども、市役所とし

て市民がですね、市役所っていうのは自分たちの役所だと思っていくようなことを、

そういった方向に持っていくように作っていくべきだと思うんですよね。その為には、

先ほど幾つか何人かの委員さんからお話しありましたけども、まず情報公開がやっぱ

り大事だと思いますし、色んな政策を作った時にも、今回のこういった席もいいと思

うんですけども、別途政策についても機会があったらですね、市民に意見を聞くとか

ですねやって行ったりとか、そういう事をやっていけばいいんじゃないかと思うんで

すよね。そうすれば、市民が自分たちの物だと思ってくればですね、当然その無駄使

いも、当たり前ですけど自分の家庭に関してはするはずないんですね。無駄使いを抑

えてくると思いますし、借金だってもしあればですね、普通の家庭であれば借金を出

来るだけ減らして行きたいとか、借金しないようにして行こうとしていくはずですか

ら、そういった観点で市役所も見てくれると思うんですよね。そういった風な方向で

市民と一緒になっていくような市役所にしていく方向でですね、仕組みをかえていく

という事が、根本にはやっぱり大事かなという気がいたしますね。あとそのもう一つ

今回の議論の時に、項目にも上がってなかったせいだと思いますけども、今その公共

の部分なんかもですね、もっと市民と一緒に役所が取り組んでいく形に変わってきて

る所があるんですよね。よく新しい公共とかですね、市民皆公共とか言い方してきて

ますけども、まだまだ NPO とか地域活動っていうのは活発でないかも知れなせんけ

ども、今回の行革の計画作っていく時にはですね、行く行くはそういった方向に成っ

て行くはずですから、そういったような取り組みも促進していくような事もですね、

ちょこっと書き込んでおくということも大事なんじゃないかなって感じがいたしまし

たんで。そういった点も配慮してもらってですね、取り組みやってもらえればという

風に思います。 
渡邉総務部長：情報公開につきまして、まさにご指摘の通りです。三好市を立ち上げる時

に最重要課題として、抜本的な行財政改革と住民の共同参画といった方針を打ち出し

てきたんですけども、どういった形で市民が参画できるかといった事につきましては、

情報公開が必要だと思うんですよね。市民に積極的に参加してくれと呼びかけまして

もね、どういった形で市民が行政に参画できるんか市民は十分よく分からないという

事ありますよね。ですからそういう意味では、ドンドン情報公開していって、市民が

参加しやすいような条件整備を整える、これは当たり前のことです。そういった方針

の下に、色んな三好市の計画策定していますけれども、すべての計画にといっていい

くらい市民の参画を、一般公募を含めて求めております。それ以外にも、新聞もそう
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ですけども、ケーブルテレビとかね、あるいは市報なんか通じて色んな形での情報公

開っていうのは、積極的にいま現在もやっておりますし、今後も重点的に進めて行き

たいという風には考えております。 
伊丹会長：情報公開がきわめて大事なことでございますが、やはり行政の方として、一般

市民の皆様方に情報公開をする技術ですか、表現というか、そこえらも分かりやすい

表現、いわゆる行政用語をふんだんに使われるとさっぱりこう分からないわけで、そ

ういうような工夫もしていただきたいし、一般市民が参加しやすいような環境を整え

るという事もまた大事な事だと。気安く参画できるというような気配りもまた行政の

方でいるのでないかと、いうような気がいたします。一つよろしくお願いしたいと存

じます。ほかに。 
森本委員：一番最初に、行財政改革の方向性についてというのがあるんですが、これはど

ういう基本、行財政改革を今やらなければならないっていうことを周知する事と、こ

ういう方向でやりますっていうのと、そういうものは最後には市長のほうから出てく

るんですかなあ。 
事 務 局：前回も申し上げました通り、今日でとりあえず皆さんのご意見ご提言を集約し

まして、次回にこの会の答申書を出させてもらいます。それで、その答申書を見て市

長のほうから、行革本部のほうで行革大綱なり、集中改革プランを作成していくとい

う形になります。 
森本委員：この方向性について、我々に諮問されとった訳ですか。それをあげて大綱を作

ってこうですっていうのが出てくる訳ですか。 
事 務 局：そういう形でございます。 
森本委員：諮問を受けたっていう意識が今までなかったんですわ。たとえばちょっと聞か

せていただきたいんですが、２９億の物件費を歳出で出してますわな。１８年度です

か、これを見たら。そうすると、こういう物を物件費について入札をしていく訳です

わな。指名入札か何か分かりません、見積もりって言うんか何か分かりませんが、そ

ういう時あるいは業務の委託管理をどっかにやらすとき、そういう問題について行財

政改革の基本の方針っていいますか、こうこうと非常にこう基本は密着に出てくるん

ですよ。たとえば、１円でも安いんなら市外の人に全部発注しても結構ですよという

ものの考え方をしていくのか、１円高かろうが２円高かろうが、極端な話ですよ、高

いのはわかっているけど、市の内部で、今の市民の商売をされてとる方やそういう方

に任していくのか。あるいはいま緒方さんのおっしゃったような、ボランティアであ

ったり NPO であったり、それは業者の団体からすると非常にいやな団体なんです。

行政や頼む方からすると非常に良い団体なんです。ところが同じような、たとえばシ

ルバーがあるおかげで、本来の業務をやっている方が、非常にそういうエリアってい

いますか営業区域を狭まれている。それが、どこで融合していったんが一番いいんか

なあっていうような、そういう基本をやっぱりみんなでやっておかんと、おいおいこ



 21 

れやったはいいけど、全部よそへいってもうたなあという事になったときに、はたし

て、今でも池田の商売人さんが手を上げかけてしまっている、衰退している、市街地

が衰退しているというのはそこなんですが、そういう点と行財政改革の方向とどうい

う風にマッチングしていくのか、そこをちょっとあれば聞かせてください。 
事 務 局：今のご意見ですけども、この要約集にも入れてますけども、こういうご意見が

あったという形で入れてますけども、そういう風なご意見ですね、相反するといいま

すか。行革進めていくと多分最初のうちに出たと思うんですけども、節約するあるい

は縮小するというのが改革でないかと、そういう意識が多いと。しかし、必要なもの

があるので、その分についても拡充していく、広げていくという事も、行革の一つで

あるというご意見をいただきました。それで、我々事務局としまして、そういうご意

見をふまえまして、行革の本部には今の言ったように経費だけでありませんよと、地

元の成長、発展が大事ですよという形の文言を入れて、それで大綱を作っていきたい

なと思っております。ですので、皆さんからいただいたご意見、この中には相反する

ことが何個かあると思いますけども、そのへんは答申書の中に盛り込んで、本部長の

方に提言というかたちでお示しをしたいなと思っております。 
真鍋委員：この方向性のところというのは、やはり一番大事なとこだと思うんですね。２

番目にこれ１０年後の三好市の姿を考えて、行政改革を進めていくべきであるという

風に書かれてますけども、本当に諮問がですね１０年後の三好市の姿というものの諮

問であるならば、ここでは一切そういう風な話はしてないですよね。どういうまちづ

くりになったらいいんだろう、という風な話は一切なかったです。それの検討部会の

報告書を今ちらちらっと見ましたら、そういう検討部会はないですね。いったいこれ

は、どういう姿なんですか、１０年の三好の姿っていうのは。かけないんじゃないん

でしょうか。どうかくんでしょうか。 
事 務 局：ここに書いてある１０年後の姿を考えて行革進めるべきというかたちになれば

ですね、各検討部会では、それぞれのテーマでそういう長いスパンで考えてなかった

というお叱りで、もっと長い目で１０年後でも三好市を存続できるような形での改革

を進めていけというご意見をいただいたので、ここに書かれてます事と意味が違うと。 
藤井委員：答申という言葉を使ったんで、私は発言するようになったんですけども、これ

一時期、森本委員さんもおっしゃったんですけども、市長からも何でもいいきんご意

見を言うてくれという事が挨拶だった訳です。なんらこの委員会に対して、このこと

について諮問するから、協議をして答申してくれという風な会議ではなかったと思う

んです。前回までは、推進室のほうも提言書としてまとめると。今回これ出とるのは、

賛否両論の提言が出とると思うんです。これを答申書として、委員会の一致した意見

としてこういう風な方向で答申をしますやいう書き方はこれで出来ますか。そんなこ

とは私出来ないと思うんですよ。だから前回までは推進室は提言書としてまとめると

言うから私はこのような形で、それぞれの委員さんから出た意見を推進本部のほうへ、
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委員会の意見としてこんなんがありましたという事を羅列して出すと。それだったら

それを本部会議の方で議論をしながらどれを踏襲するかは、本部会議の一つの議論の

過程でしょうけども、ここの意見はこの提言書をまとめるというだけでいいんじゃな

いんでしょうか。それを答申書としてまとめるというのは、私は反対です。 
川西委員：私も藤井さんのおっしゃる通りで、何回の時か会長さんの方からもそれを決め

るんではなく、それについての意見を述べたらそれを持っていって、向こうで決める

んだっていうようなご回答があった訳ですが、それが大分変わっとるようですが、私

も藤井委員さんと同じようにそういう風に受け止めて。最初応募した時には、色々骨

格を作るのに参画できるのかいなと思うたんですが、話を聞っきょるうちに、とにか

く知っとる事を言えと。ええ事があったらとってやると。それをむこうへ持っていっ

て採用してやると。ここで決める事ではないっていうような回答をうけとるように思

っております。 
事 務 局：取り方の違いかなと思うんですけども、この皆さんのご意見なりご提言が行革

大綱を全て作るということではございませんで、賛成の意見、反対の意見色々取り混

ぜて答申書という形に、形は答申書ですけれども、文章化してそれで本部に上げると。

市長にわたすと。市長のほうはその答申書を見てその通りするか、あるいは別のこと

するかっていうのは分かりませんけども、参考にさせていただくと。大綱なり行革プ

ランを作るのに皆さんの意見を参考にさせていただいて、より良いものを作っていく

という事だろうと思うんです。この会で皆さん方が色々ご心配いただきまして、ご意

見いただいていますけども、全て大綱を作るのに皆さんの意見が、全部採用されるか

っていうとそうではないということで、形としては提言集のような形になるけれども、

表現といたしましては答申書という形で市長に出させていただきたいと思っておりま

す。最初に申し上げましたように、１つの言葉に対して賛成反対の両論あると思いま

す。それでこの答申書に対しては、こういう意見がありますけども、少数意見って言

ったらおかしいんですけども、逆にこういう意見もありますよ、そういう点を注意し

て改革を進めてくださいという風な形に表現して行こうかなあと。採決とれる場合で

したら採決とっていただいて、一つに意見にまとめていただきますけども、どうして

も無理なご意見がありましたら、それは両論併記というような形で出させていただく

という風に私の方は思っております。 
渡邉総務部長：今のお話ですけども、実は私共も当然発会式した時に市長から正式に諮問

をしたという風に認識をしておりまして、正式に文章をもっての諮問という形にはど

うもなってないようなんですけどね、それから言えば委員皆様方、私たちは諮問を受

けてないよと、だから答申をやらないでいいだろうという話も分からん事はないんで

すけども、実は議会とか市民会議、あるいは総合支所の移動市長室の中でも、推進委

員会に諮問を申し上げておりますと。で、１２月には委員会から答申がございますと。

そういった話をずうっと当たり前みたいに私共も話してきたもんですから、ぜひ答申
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をという形でご理解をいただきたいと思います。よろしくお願いをいたします。 
藤井委員：議事録読んでみたら、無いはずなんだけどね。 
渡邉総務部長：実は私も途中で、この前そういう話がちらっとありましたよね。それ以外

も何回かこの委員会の問題にふれた話があったんです。あっちこっち、支所間でも議

会の中でもあったんですけども、諮問はいたしております。１２月には答申をいただ

きます。ずっと明言、お答えしてきたもんですから、私も当たり前みたいに感じてお

りますけども、よくお聞きしましたら、森本委員さんとか藤井委員さんがおっしゃる

ように、正式には諮問を受けてない、文書ではどうも諮問という形にはなっていない

ような事になってます。 
藤井委員：文章っていうよりも、市長は挨拶に来て、あの言葉が諮問だった訳ですか。聖

域なきご意見をお願いしますという。なんらこれこれの項目についてこの委員会でお

願いしますって言うんじゃなしに、全ての事について頼むわと言うて帰った市長です

きんね。それが答申、諮問じゃと言うんだったらおかしいんじゃないんですか。やっ

ぱり正式なこの項目についてお願いをしますということに対しての議論をして、ひと

つの一本化をしながら、答申していくのが委員会の正式な性質じゃきんね。今回はこ

の提言書をまとめただけでも、諮問を受けてないんだから、市民の意見を本部会議に

対して提言をするという形でいいんじゃないんですか。 
渡邉総務部長：やっぱり、この提言集は提言集としてまとめて、それをふまえた答申とい

う形のことになると思います。ですから、先ほど森室長が言いましたようにね、皆さ

ん方からいただいた意見を持って一つの答申にまとめるというのは、かなり難しい作

業ではあります。ですけども、一部にはこういった意見もあるといった答申になろう

かとは思いますけども、それ以外に１件提言集という形で添付書類として付けるよう

な形になるのかなという気はしておりますけども、実はこの委員会を立ち上げる前か

ら私共は、民間公募あるいは推薦された委員さんによる、民間による推進委員会を立

ち上げて、委員会にご諮問申し上げると。最終的には答申という形でお答えをいただ

く方向付けを示していただくといったことを、この組織を立ち上げる前から、そうい

った方針のもとに説明もしていた経過がございます。ですから、一番最初の発会式の

時に、きちんと市長から答申を申し上げますという言葉がなかったかも分かりません

けども、まさに諮問という事でご理解をいただきたいと思います。 
伊丹会長：先ほどから、答申と提言っていう言葉がですね出ておりますが、私の感じとし

ては、皆さん方から今日まで、本日で第９回の会合を重ねてきた訳ですが、色々と皆

さん方からご意見なりご提言を頂戴していました。そういう事をまとめてですね、中

身は提言だと思います。ただ、まとめる表紙の冊子がですね答申書になる。だから、

二重性格的なものになるんじゃないかと思いますけれども、中身はやっぱり何にもこ

うまとまった意見というのは集約出来てない訳ですね。だから、提言集的なものにな

ると思いますけども、しかし市長本部の方へ提出するのは、やはり委員会としての、
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何回か重ねてきたご意見なり、ご提言集をまとめあげた文面になろうかと思いますん

で、そこえらを一つご理解をいただいて、市当局が考えておるような事でよろしいん

でないんでしょうか。そんなに、答申と提言集とそんなに角ばったもので議論をする

必要もないんでないかっていうような思いがいたしますが、いかがですか。 
谷 委 員：要綱に諮問て書いてありますけども。 
藤井委員：最初、立ち上げた要綱は確かにそうですけども、いま会長さんが言われたよう

に、これをあと１回の会議の中で、事務局どのような取りまとめをするか分からんの

ですけども、文面上この提言項目読んでみると、本当にもう反比例するような言葉も

所々見えるんです。その部分を、一つの文章化していく会議の持ち方も、会長さんは

もうそのつど出た意見を、他に意見ございませんかという事で、今までの８回、９回

の会議の中では、取りまとめをせずにここまで来られたわけですよね。どっちの意見

に皆さん賛成ですかという風な事も集約せずにこられとんで、最後の１回でそれをど

ちらの方向かへ集約していくわけでしょ。それは大変な作業だろうという風に思うん

です。集約する際には、それぞれ今まで言うてきた人は、そっちの方向の意見を重視

してもらいたいから、どちらを主に書かれるかによって文書っていうのは変わってく

るわけですきんね。そのあたりを次の会の中で事務局がやり切れるかどうか。どうで

すか、もう１０回で事務局の方としては諮問がされたと仮定して、答申書としてまと

めるという考えですから１つの文章になるわけでしょ。 
伊丹会長：しかし、要綱のですね、第２条に委員会を市長の諮問に応じてという言葉があ

るでしょ。この推進委員会を平成１８年５月２５日三好市告示第１０８号で。そこの

第２条に諮問に応じてと。諮問という言葉が出てきておるわけですね。 
藤井委員：言葉は出てきとっても、実際今までの会議の中では委員さん全員といいません

けども、委員さん自身が市長からは具体的な項目についての諮問は受けずに、もう聖

域なきご意見をお願いしますという事で今まで議論を、思ったことを言うて来たとい

うようなことが、中心課題だったような気がしとるんですけども。 
伊丹会長：その通りだと思いますけどもね。 
渡邉総務部長：まさに行財政改革全体の改革に対する諮問だったんですけども。 
矢野委員：諮問か答申か言葉の使い方は別にしまして、会長、事務局いま藤井さんおっし

ゃるようにね提言でも答申でも言葉の使い方はどっちでもかまいませんが、どういう

形でまとめるんか。いま藤井さん心配しよったのは、当然諮問に応じた答申であれば、

意見集約してひとつの大きな方向、少数意見はこれ位ありますよとか集約するんか。

するんだったら、次回１回で出来んでしょって言ってる訳ですよ。先ほどからの話は

集約しませんと。ここに提言要約ありますわね。これをもう少しこう上手く整理する

くらいの答申にもって行きたいという考えなのか。どちらなんですか。 
事 務 局：出来ましたら意見の一本化をしていただきたいんですけども、そういう時間的

な余裕は多分ありませんので、いま現在出ていますこの意見提言要約集、これをこち
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ら事務局なりに文章としてまとめさせていただきます。それで、この表現で答申され

たら困るという方も出てくるとは思いますが、その場合はご意見をいただきまして、

訂正はいたします。相反する意見が併記された場合ですね、この場合もどちらかに統

一したいというご意見がありましたら、その場で可否決を取っていただくと。両論併

記でもいいよという話であれば、そのまま両論併記で答申書として出させていただき

ます。この委員会としてのご意見として出すのであれば一本化が必要ですし、両論併

記してくれという話であれはそのまま出すという話をさせていただきたいと思います。

ご心配されとりますように書き方、どれに重点を置いて書いたかによってそれぞれ意

見が、見方が変わってくる可能性がありますけども、それは私の方の文章力が無いと

いう形でご理解いただきまして、今回のこの要約集を１つあるいは２つの文章に分け

て書かせていただくという風に思っております。で、その場で、次回お示しした分で

ご判断いただいて、これでいいとか、これでこの答申書あるいは提言集では駄目だと、

表現を変えてくれという形であれば、表現を変えて市長に出させていただくという形

にしたいと思っております。 
伊丹会長：いま室長の方からお話ございましたような方向で、最終的な会合につなげて行

ってよろしゅうございましょうか。 
緒方委員：この今出てきている意見提言要約集を基にっていう話だってんですけども、今

日出た意見とかもあったので、追加してお願いをしたいと思います。 
事 務 局：今回の皆さんのご意見も参考にさせていただきまして、答申書には反映させて

いきたいと思っております。 
矢野委員：今回のっていうことは、今回言い足らん分１つございますんでお聞きします。

検討部会報告書を頂戴しておりますけれど、これ今まで各部会の報告受けて審議した

内容ともほとんど変わっておりません。補助金部会が大分突っ込んでやられているな

っていうぐらいで、あとはもうそのまま。ということで、財政のシミュレーション、

先ほど来見課長の方で２７年度は差し引きプラス１０億円、こういう大きな目標が出

ています。こういう目標にそったシミュレーション、最後数値が出てくると思うんで

すが、当然６つ７つの検討部会、このシミュレーションと合致しないとおかしいです

わね。という事であれば、先ほども出ましたように１０年１５年先じゃなくて、５年

先、平成２２年度、5 年先にこういう文章で書いてある、こういう色んな改革をした

ら金額的にどれぐらいになるんか。人件費が 5 年後にはこれくらいっていうか、いく

ら減りますでいいです、総額は出んでしょうから。人件費ではこれくらい減らしてい

きます。物件費ではこれくらい減らしていきます。そういう期限を５年なら５年と短

めに置いて、金額の目標値ですね、これが出す予定ありますか。部会毎に。 
渡邉総務部長：まさに、この委員会の答申を受けまして、市として行財政改革大綱あるい

は集中改革プランを策定して、最終的には３月議会に提案するという、そういう段取

りになってます。ですから、この委員会での答申を出来るだけ取り上げるという形で
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の検討部会への報告、最終的には検討部会で合同部会を設けて、最終的には４年間で

すけどもね、集中改革プランという形では４年間の数値的なものも出てきます。その

中には定員適正化もありますし、事務事業の見直しもありますし、アウトソーシング

も４年後に、３年後には何処そこ取り組んでいく、４年後には何処そこ取り組んでい

くとかね、そういった具体的な方針も出てきますし、それを踏まえた財政シミュレー

ションは、４年間はきちんとしたシミュレーションが活かされるという風には、認識

しております。ですけども、それはあくまでも答申を受けて、今後２月末ぐらいを目

途に各検討部会、部会毎の調整をはかりながら、最終的には集中改革プランという形

で議会に提案するという、そういう作業が残っております。その資料を今、委員さん

皆様に示せっていうのは不可能な話です。委員さんの答申を受けて、答申を踏まえた

行革大綱、あるいは集中改革プランを策定していくと。最終が３月議会にそれを提案

すると。そういった事になっておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 
事 務 局：それでですね、１２月あるいは１月早々にですね、行革大綱なり集中プラン、

本部で決めて行きたいと思っております。決まりました案を皆さんにご覧頂きまして、

ご意見をいただきたいと思っております。答申書を参考に大綱、集中プランを作りま

す。皆さんの意見が反映された形で、大綱なりプランが出来ているかという確認をさ

せて欲しいという形でしたので、いま部長が言いましたように、２月の末になるかも

分かりませんけども、出来た段階で皆さんにお示しはしていきたいなあと思っており

ます。 
矢野委員：以前から疑問に思っている点なんですが、我々は市長から１つの文章で頂戴し

ています期間は、たしか２年間だったと思います。そして、ここで最初にもらった資

料の中で、我々委員会はどういう事をするのかという事で、行政改革に関する検討部

会から出た資料に基づいての審議助言ですね、そのあと集中改革プランの進捗状況に

対し、評価、意見、助言とある訳ですよ。以前に、助役にもちょっと聞いたことがあ

る、いま渡邉部長もちらっとおっしゃった。なんかこれで提言がすんだら、我々任務

を終わりだっていう捕らえ方の話をチラッと聞きました。いま渡邉部長もチラッとお

しゃりかかったけど、期限２年と、ここに書いている改革プランの進捗状況まで、そ

れに対してタッチ評価して、意見、助言、どちらが本当なんですか。 
事 務 局：一番最初の会の時に、この委員会のこの要綱をご説明する時に、任期という項

目で、第１項に委員の任期は２年とするという形であります。次に但し書きで、その

任務が達成された場合はその時までとするという但し書きを設けてあります。その時

に私説明させていただいたと思うんですが、現委員さんは市長の諮問が、行革大綱と

集中改革プランの策定というかたちで諮問しておりますので、議会で承認された段階

で、皆さんの任期は切れるようになりますというご説明させていただいたと思います。

いま言われた、あとの進捗状況の確認等っていうのは、真に申し訳ないんですが、こ

の現委員会には諮問されていないという風に我々はとっております。その表について
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も、一番最初の会にご説明したと思いますけども、今回の行革推進委員会の立場とい

うのは、行政改革に関する審議、助言という項目が今回の皆さんの立場でございまし

て、集中改革プランの進捗状況に対しての評価、意見、助言っていうのは来年度から

の話になりますので、今回の委員さんには入っていませんというご説明をさせていた

だいたと思います。体制の流れの図というかたちで出させていただきましたんで、特

例という形で出したらよかったのかも分かりませんけども、要綱に書かれているもの

と行革の本部の設置要綱ですね、設置規定というのがございますので、それの関係を

分かりやすく図に示したものでございまして、関係のないところを削った方が良かっ

たのかもしれませんけども、一応、組織、体制のイメージ像をここに示させて頂いて

いるという形でございます。 
伊丹会長：色々とご意見が、終盤が来てあろうかと思いますが、いかがでございましょう

か、次回もう１回は定例会を開く予定にいたしておりますので、残された議論といい

ましょうか。 
矢野委員：いま話しでました。集中改革プラン出来上がる段階にはもう我々はお役ごめん

だと。そういう事であればね、説明の仕方が悪いんですが、現実そういう事であれば、

集中改革プランが出来上がった段階で委員会を再度開くんか、開かれずに出来上がっ

たもんを配布されるだけなのか。それによりましては私もっと言いたいことあるわけ。

私は２年間、スタートして残り 1 年間はどういう風に進むのか、我々チェックする立

場で居れるんだなという気持ちがありましたんで、中途半端な言い方で置いたままに

してるのもいっぱいあります。それが出来ないと。もう答申してお仕舞いだよと。チ

ェックも何もできない事であれば、ちょっと不満が残りますね。ちょっとじゃない相

当大きな。先ほど森本さんおっしゃってましたように、この一番ポイントになる方向

性について、ここらあたりほとんど議論されてない。我々は今後タッチできないんで

あれば、そういう所まで本当にやりたかった。だから、一番最初にいわゆる総合的な、

個別に入る前に話しませんかって私が出させてもらったのもそういうことなんですけ

ども。どうも中途半端になりますね。次回どういうまとめ方をしていただいて、それ

がどういう本部の方で利用されるのか。結果は何らかの形で見てみたいと思いますけ

ども。なんか、なんか変ですね。 
伊丹会長：まさに、会そのものの性格といいましょうか、そこえらが色々とこう受け方、

取り方がそれぞれ違いますようでございますんで、もう１回会議がございますので、

十分そこで煮詰めていただいて、最後の形をどういうようなかたちで締めくくるか議

論をさせていただいたらと思います。まだまだご意見があろうと思いますけども、こ

の辺で終わりたいと思いますが、よろしゅうございましょうか。 
委  員：意義なし。 
伊丹会長：それでは次回の事につきまして、事務局の方からご提案を申し上げたいと存じ

ます。 
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事 務 局：次回でございますが、１２月１３日水曜日でお願いをしたいと思います。会場

の方は決まっておりませんので、ご連絡をさしあげたいと思います。議題は、いま申

し上げましたように答申書の原案の審議というかたちでお願いをしたいと思っており

ます。 
伊丹会長：長時間にわたりまして、色々とご提言ご意見をいただきまして、本当にありが

とうございました。師走の月に入りまして、大変ご迷惑をおかけすると思いますが、

次回１２月１３日水曜日、時間は午後７時からと思いますが、場所につきましては、

事務局の方からご連絡を申し上げますので、ご出席を賜りますようお願いを申し上げ

たいと存じます。大変、夜分冷え込んでまいりましたので、お気をつけてお帰りをい

ただきまして、ご健康にご自愛をいただきまして、次回是非ご出席をいただきますよ

うに、お願いを申し上げまして、本日の会議を終わりたいと存じます。本日は本当に

ありがとうございました。 
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