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第３回行財政改革推進委員会会議録 
日 時 平成１８年９月４日(月) 午後７時～午後９時２５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、志磨 久美子、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、森岡 真紀、森本 諭、矢野 博正、 
    山本 佳代子 （５０音順、敬称略） 
    (市) 
    渡邉総務部長、合田企画財政部長、新居環境福祉部長、高畑産業観光部長、 

西岡建設部長、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 漆川 弘美 （敬称略） 
 
事 務 局：9 月になりましたが、まだまだ、残暑は厳しいようでございます。お体には十分

お気をつけになりましてご活躍をお願いしたいと思います。本日は漆川委員さんがＰ

ＴＡの会で欠席ということになっておりますが、その他１９名の皆さん全員ご出席頂

きましてありがとうございます。前回は、三好市の行政組織、事務分掌と公共施設し

ついてご説明申し上げました。今回は、先日ご通知申し上げましたように、補助金に

ついてという形でご説明申し上げまして、皆さんのご意見を賜りたいと思います。そ

れでは、ただいまから第３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：あらためまして皆さん今晩は。朝夕は随分と秋の心地を感じるような冷え込み

を覚えておりますけれども、昼間はまだまだ残暑が大変厳しいようでございます。そ

ういう中、ご出席頂いております委員の皆様方には、お見受け致しましたところ、ご

健勝のご様子でなによりだと存じます。今、お話ございましたように、ご健康にご留

意いただきまして、ご活躍を頂きますようにお願いしたいと存じます。ご案内申し上

げました第３回の委員会に１９名の委員の皆様方、昼間お疲れのところお繰り合わせ

を頂きまして、ご出席を賜りまして、真にありがとうございます。先ほどお話ござい

ましたように、先般はいろいろな角度でお話を頂戴いたしましたが、今日は補助金と

いうことで、改革本部の補助金検討部会の会長さんもご出席を頂いておりますので、

後ほどその検討部会の審議の中身についてご説明も頂戴をしたり、皆様方から、先般

お手元に届いていられると思いますけれども、補助金のいろんな子細に渡りましての

資料等ご賢察、ご高察いただいておると思いますので、そのようなことについて、ひ

とつ皆様方からご助言なり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。本日はご出席を頂きまして本当にありがとうございました。どうぞ一つ本日も
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格調の高い、中身のある論議ができますようにご協力のほどお願い申し上げまして、

開会のご挨拶に代えたいと思います。どうぞひとつよろしくお願い致します。 
事 務 局：ありがとうございました。議事に入ります前に、本日、市側の出席者をご紹介

致します。前から、蔦教育次長、中内長寿障害福祉課長、合田企画財政部長、渡邉総

務部長、西岡建設部長、新居環境福祉部長、高畑産業観光部長、事務局です。それで

は議事に入っていきます。会議の議長は、要綱第６条第１項の規定によりまして会長

になっておりますので、会長によろしくお願いしたいと思います。 
伊丹会長：それでは議事をただいまから始めたいと存じますが、最初に、前回もご了解を

いただきましてけれども、本日はケーブルテレビのスタッフがお越しを頂いておりま

すけれども、撮影等について、皆様方にご了解をいただいたらと思いますが、いかが

でございましょうか。 
委  員：異議なし。 
伊丹会長：ありがとうございます。それでは、ニュース番組の取材等につきましてビデオ

等の撮影を許可いたしたいと存じます。なお、会議でございますけれども、前々お願

いを致しておりますけれども、会議録を作成する関係上、マイクをお届けいたします

ので、マイクを利用してのご発言をお願い申し上げたいと存じます。それから、開会

にあたりましてお話ございましたように、今日は、１名の委員さんが欠席でございま

すけれども、１９名の皆さん方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、この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。それでは、第３回目の行革推進委員会の議事録署名者を私

のほうでご指名さし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、耕地委員さんと志磨委員さんにお願いをしたいと存じます。お二方

どうぞよろしくお願い申し上げたいと存じます。それでは、先般の第２回目の時に、

高平委員さんのほうから、学校給食の補助金についてという質問が届いておりました

けれども、時間の関係で今回に延ばさせていただいた訳でございます。それを先に取

り上げさせていただきまして、議論を深めさせていただいたらと存じます。それでは、

事務局のほうから、学校給食の補助金についてご説明をお願い致します。 
事 務 局：（学校給食関係資料説明） 
伊丹会長：ありがとうございました。高平委員さん、質問の中でですね、給食費の保護者

負担金と、これからどうなるのかというような内容のご質問であったと思うんですが、

今の説明を受けて何か質問のご発言を１回していただいたら。 
高平委員：この質問の意味は、さっき説明していただいたのと微妙に違うんですけど、前

回案内いただいていた各種団体っていうか、そういう行政組織等の変更みたいな感じ

のイメージを受けましたので、今、私自身がＰＴＡの１人であるので給食センター等

の民間委託っていうのに対して、できれば反対をさしてもらいたいと。できるだけ地
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元の人に地元の食材を使って続けていただいたいと思ったので、この資料をお願いし

たんです。現実１ページのほうで見ていただいたら分かるように、合併に際して金額

が下がってるんです。親としては、本当はありがたいことなんですけど、それに対し

て必要でない一般財源からの支出っていうのもおかしなことかなというんで、多少こ

れが金額上がったところで、多分ＰＴＡからの苦情っていうのは少ないと思うんです

よ。できるだけ給食費に対して、もっと他のところにも相談していただいて、金額上

げていただいた形でも、存続ができると思うんです。ただ、ＰＴＡとしては安ければ

良いっていうんでもないですし、特に池田町のほうが人数が多いんで金額が下がって

るんですけど、本当に見ていただいたら分かるように、東祖谷みたいに各調理場が離

れてたりするんで、一人当たりの金額が上がってるんですよね。それを今までより安

くして、じゃあ、足らない分を一般財源とか特別財源から出すっていうのもなんかお

かしな感じじゃなっていうんで、１回こういう資料を頂いたら分かりやすいかなと思

って、事務局のほうに資料の提出をお願いしたんです。この給食費に関しては、合併

協のほうとか教育委員会のほうでお話されたみたいなんですけど、ＰＴＡのほうには

何も無かったんです。こういうのはどういう風になっているのかなっていうのが疑問

にあって。第三セクターとかと一緒にされて、民間委託にただポンっと放り込まれた

りしたらちょっと都合が悪いんで、できるだけ地元の品物を使って、子どもらに安心

で安全な食事を提供していただきたいと思って、資料のほうをお願いしたんです。で

すので、前回の話とも今回の話とも微妙に内容が違ってくるんで。一番初めに受け取

った気持ちとして、これは民間委託にされるんじゃっていうイメージを持ったので、

この資料の提出をお願いしたんです。そしたら、前回、話聞いてるとそういう内容で

はなかったので、ちょっと内容的にはずれたかなっていう感じはしたんですけど、そ

ういう意図で提出をお願いしましたので、そこのところは了解して頂きたいと思いま

す。 
伊丹会長：それでは、事務局の藤井さんのほうからお話ございましたことでご了解を頂い

たということでよろしいですか。何か給食費の問題で、他の委員さんのほうで何かご

発言がございましたら。 
耕地委員：この資料を細かく、分析というところまでいきませんけれども。年間１人の児

童が２００食、食べるとして、その計算をいたしますと１食当たりがね、池田町で７

５０円ぐらいについているんですね。そういうやり方が良いかどうかよく分かりませ

んけれども、池田町が７５０円、それから井川町で６２０円でしたか。東祖谷になり

ますと１，７００円からいっているんですね、１食当たり。これが実はそこらの問題

で、持ち出しが非常に、３倍以上に持ち出しがなっているんじゃないかなと。できれ

ばいきなり外注というわけにはいかないんだろうけども、結局は人件費が、職員の人

件費が高くなってそういう結果が出てきてるんではないかなという風に感じるわけで

ございましてですね、将来はやっぱり外注にすべきではないかと。場所によると、例
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えば東祖谷なんかはちょっと難しいかとも思うんですけれども、一元化するとかね。

各学校でやるんでなしに、どっかまとめてやったらですね、もう少し単価が安くでき

るんではないかなと。そういう風に感じましたのでですね、そのあたりを今後検討し

たらいかがかなと提言をしたいと思います。 
蔦教育次長：耕地さんのほうから言われた話なんですけども、実際に今行財政改革の関係

のアウトソーシングの部会のほうでは、今言われた話がなされていると思います。１

食当たりで見ますと、先ほど池田が７５０円と言ってましたけど、三好市全体で、高

い１，０００円超えるとこも合わせますと８０８円、今回金額的にはなっております。

ですから実際には、１８年度で給食の食数でいうと、６０３，５９９食作るようにな

りますので、いわゆる台風とかで休みがない限りこの食数を作ると。それで人件費ま

で含めて計算すると８０８円というのが今年度、１８年度の会計になっております。

効率からいうと池田は職員１人当たりで１０７食作るということになっております。

１番少ないところ東祖谷で職員１人で１０食作るという風な、こういう１０倍の開き

がございますので、そういう意味では、池田だけでおればの話なんですが、実際にこ

ういう風に広域で合併しますと、そういう風なところも出てきておりますので、将来

的には合併協の中で話がでてきている中においては、いずれかは民間委託という風な

形でならざるを得んという風に思ってますけども、ただ、これは学校との絡みがある

んで、今後三好市になって学校の統廃合っていうのがでてきますから、そのことを見

ながらですね、給食。実を言うと給食センターの施設が幾分古いというのが沢山ござ

いますのでその建て替えという条件を考えながら、今後考えていかないかんだろうと

いう風に思います。ただ、そこまで、民間委託にいくまでに何とか給食を低く抑えた

いという風な意味においては、まだ入札をしているのはこの池田だけだったんで、今

後入札によって価格を下げていくという風なことも考えるという風に思ってますし、

まだまだ十分に、本来なら、一般財源から５００万超えてやっておりますので、これ

を無くそうと思えば入札という制度を取り入れて、いわゆる仕入れを安くするという

風な形を採らないと、今後できないだろうと思ってますから。ただ、民間委託いくま

での間、十分な合理化もしていかないかんという風な道筋があるんで、最終的にはそ

こにいくかも分かりませんけども、それまでにちゃんと合理化していってできるだけ

安くしていきたいと思ってます。ですから合併協の話の中では、池田が２３０円、幼

稚園、小学校が、中学校は２５０円だったんで、実際にはそれより高い３００円超え

るところもございましたんで、一応そういうところも全部２３０円と２５０円にしま

した。これは合併協の中の話で一応合意を得たことなんで、そうすると一般財源から

出さないかんところが、いわゆる池田と井川を除いて全ての町村が一般財源から出さ

ないかんということになってますんで。だから今のところ池田以外は入札とかそうい

うことをやっていませんので、そういうことをやることによってなんぼかでも安くし

ていきたいという風な。まだまだこちらで努力できる範囲がありますんで、そういう
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ことをしながら当面やっていきたいという風に思ってます。だから、皆さんが思って

いるように、ゆくゆくは、将来的には委託せないかんのでないかっていう腹があろう

かとは思いますけども、そこまでいくまでにまだまだ十分合理化していける段階がご

ざいますので、そういうことは当面、教育委員会としては学校の統廃合も含めながら、

給食センターの位置をどこにするか。ただ、今考えているのはあまり遠くへまで運ぶ

というのは非常に不自然なんで、ある程度どこかに拠点、拠点、拠点を設けてその中

である程度のところを作って持っていくということにしないと、池田からわざわざ東

祖谷までという風なことはできませんので、そこらへんは十分に考慮しながら今後検

討していかないかんという風に思っています。 
耕地委員：それはね、地域が広いからよくその弁は分かるだけども、類似団体ということ

で出していただきました資料の中見てみますとですね、給食の人をどこへ入れとるか

よく分かりませんけれども、給食という形で見てみますと、小松島なんかは給食セン

ター人員０とかですね稚内も０とかね。全体の数からいきますと４０％が、外注され

とるんかどうか分かりませんけれども、職員が０になってるんですよね。そのあたり

がちょっとよく分かりませんから比較のしようがないわけでございますけども、よそ

はかなり外注に出してるんではないかなと。そんな感じがしたわけでございますので

発言させていただきました。 
伊丹会長：他に学校給食の件につきまして、何かご発言がございましたらお願いをしたい

と思います。なければ本論の、本日の議題の補助金の見直しにつきましてに入りたい

と思いますが、それでよろしゅうございましょうか。 
前川委員：今の学校給食の件でちょっと私たちの願いを申し上げておきたいと思います。

今の学校給食は、学校の子どもたちの健康にとりまして大きな役割を果たしておりま

す。いろいろ栄養面も家庭とは違う栄養面を、日本食を子どもたちにも味あわしてい

こうとか、その学校給食の中にも様々な教育の要素、それから子どもたちの成長の要

素を取り入れて食育を進めております。ただ費用を節約するということだけで、子ど

もたちの心の成長とか体の成長などの要素の含まれているものを、むげに業者委託に

よって、弁当形式とか、ただ簡単に作れるものとか。今だったら温かいもの、季節に

あったものなどいろいろ考えてして下さっておりますので、むげに経費だけを節約し

たいというそういうことだけでは無くて、将来的にほんまに子どもたちを健康に、健

やかに育てるのは、食べることが元々だということを頭に入れておいていただいて、

今後の給食についてより良い方法を考えていただきたいと思います。共同調理場の合

併なんかも十分できると思いますので、同じ町村に何個も共同調理場は無くても。そ

んな面でも費用を節約できると思いますので、子どもたちの食については十分に、な

によりも大切に考えていただきたいと。そのように思いますので、よろしくお願いい

たします。 
伊丹会長：確かに学校給食の問題については、様々な問題があろうと思いますし、また、
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食育、食べることによって子どもたちに与える影響っていいましょうか、そのような

ものについても、将来的には深く考えてみて学校給食を捉える必要があるようにも思

います。それでは、本日の主題でございます補助金の見直しについてを議題として只

今から進めてまいりたいと存じます。それでは、補助金の見直しについては、合併協

議会のほうでいろいろと進められておると思いますし、また、検討部会のほうで今日

まで進められておると思いますので、事務局のほうから最初ご説明を頂いてそれから

議論に入りたいと存じます。 
蔦教育次長：（補助金について資料説明） 
中内長寿障害福祉課長：（補助金について資料説明） 
伊丹会長：ありがとうございました。それでは事務当局のほうから検討部会のいろいろ検

討された中身についてご報告を頂いたわけでございますが、ご意見等をただいまから

頂戴をしたいと思います。 
真鍋委員：先ほどご説明いただいたんですけども、この７の後に書いてある参考というと

ころで、１７年度決算額２４３，４１６千円っていうのが、１７年度決算額の補助金

の総額という風に考えてよろしいですか。これでもちろん補助金に関してはいろいろ

それぞれの考え方あると思うんですけども、市当局としてこれを徐々に減らしていっ

たときに、各団体のですね、パワーと言ったらおかしいんですけども、活動全体のパ

ワーがどうなるんだろうという風に思われてるんかというのをちょっとお聞かせいた

だきたいというか。もちろん８割５割２割という風に徐々に削減していくというのは

よく分かるような気はするんですが、必要なものは必要として出していくと。それに

ついて住民のもちろん賛同を得ながら、いろんな面もあると思うんですが。例えばこ

こにある消防団運営交付金があがってますけども、これなんかにしても当然消防の必

要性って言うのは皆さんが感じておられるんで、重要だと思ってると思うんです。老

齢化して消防団員が減ってるとかですね、女性を入れなきゃいけないとかいろんな、

大変な問題があろうかと思うんですが、こういう風な問題でも例えば、ただボランテ

ィアの防災隊だとか、そういう風なものだけに頼ったような運営を行って良いのかっ

ていう問題もありますし、全体として交付金・補助金を下げていくと言うだけで本当

にいろんな市全体のいろんな活動がどういう風になるんだろうかと。必要なところに

は出す。ただ何らかのルールを設けて、８・５・２だという風なだけではちょっと問

題があるんではないかなという風な感じをするんで、そのへんをどういう風に今後で

すね、皆さんがこれはどうなんだという風なところを協議したりなんかするような場

は、もちろん議会でやられるとは思うんですが、それについてのご意見をちょっとだ

けお聞かせいただきたいなという風な感じがします。 
蔦教育次長：今、真鍋委員さんからお話しのあった８割５割２割という風に下げていくと

いうことですけど、これについては全ての補助金についてその様にするということは

ございませんので、これは最初、冒頭誤解の無いようにお願いしたいと思います。あ
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くまでも補助金を切る団体について、いわゆる１８、１９、２０年という経過措置で

８、５、２という風にしていくということでございます。例えば、さっき言われた消

防の関係なんかは、これは切るということはできませんので、これはいわゆるこの区

分の中で言うと①にあたるやつなんで、内容的には行政活動を補完する団体で活動に

収益性が無い団体という風なことでございますんで、こういう風な団体の中には自主

防災組織も含めて交通安全協会支部とか交通安全母の会とかいろいろございます。そ

ういう団体については、今後も組織の維持費と事業費について支援していくという風

な、そういう全てさび分けをしていきますので、一律に全てが８、５、２になるとい

うことでは無いということは冒頭お願いというかご理解をしていただかないと、ちょ

っと意見が違ってきますので。ですから、いわゆる①の団体は組織維持費と事業費に

ついて支援していきますよと。②についてはどういたしますよと言うとか、③につい

てはいわゆる事業費についてだけですよと、いろんな分け方をしてる訳です。そうい

う風なところ、例えば、④について特に商工会議所、漁業組合、観光協会、商工会さ

んとかいろんなグループがございます。これについては組織の維持費と事業費につい

て全額ではないですけど、他の構成員の負担状況を踏まえて今後検討していくとかい

う風なことを書かさしていただいておりますので、一律に全て切るということではご

ざいません。ただ、切るような団体もございます。例えばなん団体か切らさせていた

だくというのが中にはございまして、そういう団体については先ほど言いましたよう

に８割５割２割という風な団体。どの団体を切るかというのは今言いませんけども、

一応そういうこともございますので、今後必要なものについてはやっていくという風

な姿勢ではあると考えております。 
森本委員：あんまり分からんので最初からちょっと基本的なことを皆さんの前で合意をし

たいと思うんですが、地方自治体についての補助金とは一体どういうもんですか。そ

れと補助金の予算、例えば今真鍋さんが言った２億４千３百万というのが全て一般財

源から出るのか、あるいは財源の元は例えば国からの補助金がこうだとか、そういう

ものが有るのか無いのか。国・県・市とか、国・県・町とかいうような関係の補助金

は有るのか。そういうものを１回、補助金とは一体なんですかと。自治体が出す補助

金とは一体なんですかと。それをちょっと皆で合意をしとかんと、補助金を切るじゃ

切らんじゃいうような話にまでまだいかんと思いますので、地方自治体における補助

金とは一体何なのか。それの交付規則というのはどういう風にして作るのか。そこら

へんか説明を頂きたい。 
中内長寿障害福祉課長：何点か質問頂きましたけれど、私どものほうでお答えできるとこ

ろについてはお答えしたいと思います。最初にこの中の財源でございますけど、２４

３，４１６千円と金額書いておりますし、１８年度決算見込みにつきましても２１４，

８７２千円という形で、参考という形で書かれております。１７年度の決算額の８０％

につくと１９４，７３２千円ということでございますけど、この分につきましては基
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本的には一般財源でございます。ただですね、どうしても区分がしにくい団体、例え

ば、老人クラブの補助金あるいはシルバーの補助金、これにつきましてはいわゆる県・

国のほうから補助金がきております。そういうものも一部含ましていただいて計上さ

せていますけど、基本的には財源につきましては一般財源を中心に考えております。

今回の検討部会の中では出てまいりました。補助金につきましてはいろいろあると思

うんですけど、いわゆる一つは各種団体が、一定の市ないし町のほうから、行政のほ

うから補助金を出して育てていくと。育てていってその団体の活力を生み出すという

こともございます。また、先ほど私どものほうから、いわゆる市が全体の事業を行う

場合ですね、どうしても隅々まで行うことができませんので、自治会、私どもの旧で

言いましたら町内会でございますけど、そちらのほうに事務のお手伝いを願ってです

ね、それに対する補助金という形で、交付金的なものでございますけど歳出で出して

いる場合もございます。そういう補助金については広範の範囲で捉え方はいろいろご

ざいます。そういう中で今回につきましては、現在の各旧の町村のほうでいわゆる補

助金が、答弁になるかどうか分からりませんけど、いろいろな方法で、これは補助金

に該当するのかというような項目についても歳出がされておりました。いわゆる一般

の節の事業費として歳出するのが適当ではないかと思われるものにつきましても補助

金として出してるものもございました。そういうとこにつきましても一定の６町村の

公平さを保つため、また、補助金の基本からですね、そういういわゆる事務事業ある

いは事務費で一般の消耗品的な出すものが、補助金として出したものもございました

ので、そういうところにつきましては一定の整理をさせていただきました。検討部会

の中では補助金の範囲は広くございますけど、一定の事業費と事務費に対する補助金

と。２つが大きな流れ出ないかと思っています。そういうところを含めながら検討し

ているところでございます。 
森本委員：よう分からんのですわ。はっきり言って。もっと本当のこというと一つずつ具

体的に言うていけばいいんですが、例えばこれ面白い話なんですが、へそっ湖まつり

今年止めましたが、あれに昔の国交省っていうんですかダムの。今は水機構っていう

んですかあれ。あそこから多分補助金ではなくて地域対策費という、そういう名目で

助成を頂いていると思うんです。止めたんで、今年はしてないんで、去年ですか、し

てないんで置いて無いだけの話なんですが、そういうのも含めて、結局何々実行委員

会とかいうようなところへ補助金をまとめて出すんだろうと思うんです。例えばこれ

いろんな補助金の対象があるんですが、一体、今説明されたように事業費として組ん

で当たり前のものを補助金で組んで出すんかなと。だから補助金というと、一般市民

からしますと、あまりよろしくないという捉え方をされますんで、できれば補助金と

いう項目はもっともっと下げて、いわゆる各課の事業費の中で、当然必要なものは事

業費で組んでいただけるというほうが、かえってすっきりするし、一般市民からは理

解が得られやすいんではないですか。 
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渡邉総務部長：補助金問題につきましてはいろんな場面があると思いますけども、今森本

委員さんがおしゃったのは、まさに町が行うべき事業に対する補助金につきましては

おっしゃる通りだと思います。事業費で計上するか外部団体に委託するのであれば委

託料で計上すべきだという風に考えています。ですけども、基本的に補助金と申しま

すのは任意でございますから、いろんな団体が自主的な活動に対する支援という風に

私どもは捕らえております。ですから補助金もいろいろありまして、民間活力の醸成

あるいはそうした活動団体の育成、これは中内が言いましたように育成もありますし、

町づくりの正に応援団的な活動組織もありますし、ひとつは村おこし活動に対する助

成といったように、地域の活力を醸成するという意味でそういった団体を育成すると

いった補助金もございます。基本的にはそうした団体が自主的な活動を行うものに対

して補助金を出す、これ任意の補助金ということが言えようかと思います。 
森本委員：本来補助金というのは為政者が政策経費として使ったのを補助金だったんです。

自治体や国やいうところが、そういう為政者、いわゆる政策を執行していく人が。そ

れが補助金だったんです。ところがもらって当たり前の補助金になってしもとんのは、

これはちょっと今時代感覚としてもう１回見直して欲しいなと思います。 
真鍋委員：今森本さんが言われたこととはちょっと違うかも分かりませんけども、先ほど

次長のほうから補助金は減るとこは在るけども、減らないで、８・５・２っていう風

に減っていかないとこもありますよという風なお話だったと思うんですけども、補助

金というのはやはり国とか県とか、そういうとこからある程度の財政的なものがあっ

て市のほうから我々に補助していただいたりというのがあったと思うんですけども、

それも特定のこういう風な目的でこういう風なことを補助してもいいですよっていう

ことだったと思うんですけども、これから先っていうのはやっぱりそれが無くなって

どうも全体として市に入ってきたり、そういうような場合に、それが特定の、いわゆ

る紐付きで上から降りてこなくなった場合にですね、それをどういう風にしてここの

特定の事業に当てていくのかと。今まで通りだという風なことでおっしゃいましたけ

ども、そこの全体のパイが例えば減額されたときに、どういう風にしてじゃあ現状維

持ができるのか。それともできないのか。多分、今、この補助金というのをやってる

目的というのは、紐付きというのが無くなって全体として上から交付されてくるとい

う風なことに基づいて、今のうちにですね、この補助金の問題とかいろんな問題を併

せて話し合っていこうというのが、この行政改革全体のいろんなとこも、それにも引

っかかってきてるんだと思うんですけども、そういう中で今森本さん言われたあり方

とか、そういうもんも含めてやはりもう一回見直して考え直していかないと、もう明

日には８割になり５割になりという危険性がですねあるのではないかなという風に思

いますんで、もう一回、今森本さんがおっしゃったような補助金とはという風なとこ

ろできちっと話し合っとく必要があるのではないかなと。こんなとこには出すけども

これはちょっと難しいですよとか。例えば食事のことさっきもちょっと言われました
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けども、食事なんかは人間が生きていくためにどこでおたって食わなきゃいけないん

だから出しませんとか。極端にいえばですよ。だからそういう風なものを決めてやっ

ていかないと、これからは間違いなく元の原資が減ってくるんだろうという風な中で、

こういう風なものを考えていくうえには必要なんじゃないですかね。補助金とはとい

うところ話し合う場っていうか何かが必要なんでないかなと。 
中内長寿障害福祉課長：今のご質問でございますけど、確かにご助言いただきましたこと

についてはそういうことも十分考えられます。ただ、基本的にはいわゆる国から事業

が降りてきましたものについては事業予算として、各一般的に補助金とは別に計上さ

れているのが主でございます。先ほど私のほうから説明いしましたシルバー人材セン

ター等につきましては、やはり一定の過去の補助金のこともございましたので、今回

この中に出しておりますけど、基本的には国・県の補助金についてはそういう形で、

一般事業の中で措置をさせていただいた事業も沢山ございます。ただ私どものほうの

今回のものにつきましては、各旧町村の中でいわゆる一般財源を中心にしながら、そ

れぞれのいわゆる特色ある補助金といいますか、そういう形で歳出をだしていたもの

を中心的に計上させていただいております。そういうことで、いわゆる補助金が減額

されたら、いわゆる国の減額されたら紐付きに併せてどうなるのかという話でござい

ますけど、そういう事業につきましては、いわゆる国のほうの補助金の中のいわゆる

基本的な内規とか、何年間についてはこの事業を存続するかぎりは補助金を出します

よと。そういうものもございますし、また、それぞれに要綱に則って事業を行い、次

の段階では５年間の期間とかいうのが付きましたら新たな事業を展開するか、あるい

は、そのままに終了するのかというのが国の補助金制度の中にはあると思います。そ

ういうことも含めまして、今回につきましてはそういう事業は別にいたしまして、主

に一般財源を中心にしながら歳出がされているものを中心に今回は検討しております。

先ほど言いましたように、一部につきましてはそういう風な形の補助金もきておりま

す。紐付きというのはいわゆる言葉ちょっとが分かりにくいかも知れませんけど、国

のほうからこの事業については、例えば百万の事業を行うについて国が５０万出しま

すよと。２分の１、国が５０万出しまして、残りの２分の１、いわゆる４分の１です

か、２５万については県のほうで補助金を出しますと。残りの４分の１については各

市町村なり実施する団体で補助金を出してくださいと。そういう場合はこの補助金は

使えますよっていう、いわゆる国・県のほうからこれを使うことによって補助金を出

しますという形の認定されたものについて紐付きとかいう呼び方をしております。そ

の分がいわゆる無くなった場合はどうするのかということもございますけど、それぞ

れに今言った事業予算についてはそういう形で対応しております。今回お願いしてお

ります私どものほうの検討の中でもそういうものもございますけど、主には、今言い

ましたように、一般財源を中心にしながら特色ある補助金を出しているものについて

を主に検討としてさせていただいておりますのでご理解のほどお願い申し上げます。 
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伊丹会長：今、中内座長さんのほうからお話ございましたようにね、私もお聞きしておる、

側聞しておるところでは、やはり各６カ町村で補助金の出し方って言うのがもう千差

万別なんですね。いろんな一つの事業の名目は同じであっても出し方の温度差ってい

うのは随分あるわけで、そこいらを市になりましたこの機会に何とか調整をして画一

的なものにしていきたいというようなことが、思いがあるんでないか。だから国とか

県が、いわゆる紐付きですね、そういうようなものについては恒常的にやはり出して

いかなと。その補助金という、森本委員さんからお話がありましたように、名前がい

いかどうかはまた別にしてですね、事業費としての出し方っていうのはあるんでない

かというようなことをちょっと聞いておりますけれども。 
藤岡委員：企業の立場ということで意見を述べさせていただきますけれど、まさしく地方

分権ということでございまして、これから自治体、ますます経営という意識を持って

自治体運営をしなけりゃならないという時代であるかと思います。そういう中で補助

金につきましてはやはり、事業評価を行っていくということで、計画・実施それから

評価・見直しといったサイクルでもって事業評価を行っていく。件名ごとにですね。

そいうったもので事業評価になじむ件名については、毎年若しくはかなり件名が多い

んであれば２年３年に１回のサイクルでそういった事業評価をしていくというのも必

要じゃないかなと思うわけでございます。したがって事業評価をする件名、それから

一定期間でもって補助金を打ち切るっていうサンセット方式というのがございますけ

れど、そういったものもいろいろ件名ごとにサンセット方式でいくのか、事業評価方

式でいくのか、また、それになじまないというようなさび分けをしながら性格別にそ

ういった評価をしていっていくんじゃないかなという風に考えとるわけでございます。

したがって、これ見ますと個別方針として支援の必要性を検討するとか、一定割合の

支援を行うということでございますけど、その後に必要なのが評価・見直しを行って

いくといったものも最終的には必要じゃないかなと。このように考えます。 
伊丹会長：この資料の何枚目ですか、実績報告により内容を精査して補助金の額の確定が

行われますと。今藤岡委員さんのご発言の趣旨と全く同じだと思いますが、やはりそ

ういうことが各町村で行われていなかったのが補助金の実態でないかというような思

いもいたしますので、市当局が考えられておることが将来的にやっぱり十分に検討さ

れて行くっていうのが大事でないかというような思いがいたします。 
耕地委員：補助金をですね、中身を十分審査してそして適切な補助金は当然出していただ

けなけりゃいけないんじゃないかという風に思うんですが、ただ、既存の補助金だけ

で無くてですね、新しい補助金も必要になってくるんじゃないかなと。福祉の立場か

ら申し上げますと、合併になりまして地域がこんだけ広くなってまいりますと、隅々

まで福祉の恩恵がですね、享受できなくなるんじゃないかと。そんかな感じが実はし

ておるわけでございましてね。小地域ネットワークによる、結局まちづくりというの

を進めていかなければいけないと。そうなりますと、池田町で今行っております地区
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住民福祉協議会、池田町に２１団体あると思うんですけども、これをですね、あとの

５カ町村にもですね、広げていかなければいけないんじゃないかなと。そうしますと

やはり組織の立ち上げにはですね、若干支援を必要になってくるんじゃないかな。助

成が必要、まあ補助金という立場をとるかどういう立場をとるかは別といたしまして、

行政も声だけの支援でなくて、やはり後押しするような立場の支援というのが必要に

なってくるんではないかな。そういう観点からですね、こういった新しく事業とか新

しくできる団体に対しましてもですね、一つ十分ご審議をいただきましてご協力を、

減すだけでなくて増えてくる分もあるんだということも念頭におきましてですね、今

後ご審議をいただいたらええんじゃないかなという風に思っています。以上です。 
伊丹会長：正にその通りだと、私もそう思います。他に何かございますか。 
西川委員：この参考資料の中にですね、１７年度の団体っていうのが４７８団体ですね。

そして１８年度はですね３９２ってありまして８６減ってますが、これは主に統合な

んでしょうか廃止なんですかということですね。これに対するいわゆる交付について

ですね、上にありますように交付規則っていうんとですね、要綱ってありますがここ

らへんもちょっとどんなんかなっていう。それ基づいてやられると思いますんで、そ

このへんのことも知りたいなと思うのが２点目とですね、それと先ほど紐付きの事業

が出たんですが、ここに書いてあるほとんどが団体を対象にしたもんですが、それ以

外にですね、先ほどの国・県の補助にプラス市の補助金というのが事業の中にも大分

ありますがね。大事な事業の中にそういうもんありますが、それのいわゆる市がです

ね、国・県に対する市の厳しさの中でどういう風にやっぱり今から考えていかれるだ

ろうかという。国・県がありましてもですね、市が無いんですということになればそ

の事業が０になる可能性がありますんで、そのへんも併せてお聞きしとったらと思い

ますんでどうぞよろしくお願いいたします。 
中内長寿障害福祉課長：今３点ほどご質問ございましてけど、最初にいわゆる統合・廃止

の件数でございますけど、この分については今調整中でございます。ただ見込みとい

たしましては、いわゆる６町村あるいは一部の町村がありませんので４町村とか、そ

ういうところの団体については一つに統合しているのもございます。そういう理由で

いわゆる件数が減ったものもございますし、もう１点につきましては、いわゆる先ほ

どちょっと僕のほうからいわゆる補助金に馴染まないというんですか。これは普通の

事業として、委託として歳出すべきものではないかというものも含まれておりました。

そういうものにつきましては、補助金でなく事業費予算の中の、一般歳出の中で計上

するべきだというものについては廃止という形の方向性を今出しているところでござ

います。また、今後そういう形の統廃合、あるいは事業の見直し等で整合性が持つよ

うな形で、この補助金については一定の区分をしていっているというのが現状でござ

いまして、これに書いておりますのは現在のところの見込みでございます。２つ目の

要綱につきましては、先ほどいわゆる要綱無しで補助金を出していたものもございま
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す。ただ、今後補助金を出す場合は一定の方向性を定めるべきでないかという意見も

ございます。そういう意味で、市民全体の方にこういう団体でこういう補助金を受け

ることができますよというのを示す一定の方向性っていうんですか、そういうものを

要綱の中で定めていくべきじゃということで、今、検討課題の上っております。３つ

目の事業予算でございますけど、これにつきましては国・県のほうからいわゆる補助

金の申請をした場合、その事業決定がされると思います。事業決定をする前に通常で

したら、いわゆる市のほうから担当部局を通じて、いわゆる要望ないしそういう活動

しているものについて補助金がつくかどうかという話だと思うんです。ですからその

要望活動する段階で各担当部局のほうから、市のほうと財政も含めましてご相談いた

だいて、そちらのほうで認められたものが通常は補助金の交付申請の対象になるんで

ないかと思っております。そういうもので予算が無いから無理ですよって言うのは、

その辺のところは財政とか協議の中になると思います。ですから第一段階とすれば事

業予算を申請する場合は、担当部局のほうで財政と打ち合わせをして、その上で申請

って言うんですか、要望活動を行うのが筋でないかと思います。これは私どものほう

の範疇以外でございますけど。ただそういう中で今後進めていけば、いわゆる財政当

局のほうも全体の事業費を掴むことも容易にできるんではないかという風に思ってお

りますし、そういう動きもあって良いのではないかということも思いとしてはありま

す。 
矢野委員：先ほど真鍋委員の中内課長への質問で、補助金総額年間２億４千３百万強、こ

れだけですよっていうニュアンスで私聞いたんですが、はっきり言いまして、え、え

と思ったんですよ。ということで財政部長お聞きしたいんですが、１回目か２回目で

配布いただいた資料の中でね、三好市の経常収支比率等比較表という、その中に１７

年度決算額があります。具体的に申し上げますと、歳出の総額は３百１０億。膨大な、

６カ町村のあれでね。３百１０億、その中で人件費関係が５１億とか公債費が５３億

とかそういう大ぐくりの項目があります。その中で補助費等で約３０億って出しとん

ですよね。この補助費等につきましてちょっとお伺いしたいんですが、今補助金等の

検討部会では２億５千万弱の、これが総額のつもりで検討されているようですが、そ

うしますと、残り、ここの決算額に出ています３０億と２億５千万との差額２７億５

千万。膨大な数。年間歳出３００億の１割近いんですよね。ちょっとその内訳ね。２

０何億ありますよ、現実ですね。この内訳ちょっと大まかで結構です。あまり細かく

は必要ないです。教えてください。 
合田企画財政部長：ここで話しておりますのは各種団体の補助金ということで、この統計

上の補助費等の中には事業費補助、だいたい事業費に関する補助金でして、ここで額

がものすごい小さいですけど、今日話にのってますのは、各種団体への補助金・交付

金というところに限ってますので、普通会計のほうの歳出のところでの補助費等って

いうのの内には入っていますけど、額は全然違います。 
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矢野委員：今、部長おっしゃった通りで結構なんですが、２７億５千万って言う、補助金

とは申しませんが、補助費等として出ているこの内訳ですね、大ぐくりで結構です。

委員として出席してる皆さんが、２億５千万以外にこういうやつがあるんだなっての

を分かる程度に簡単でいいです、説明お願いします。 
合田企画財政部長：この補助費等には広域の負担金等も入ってまして、そういった額がか

なりの部分を占めてまして、いわゆるその部分がいくらかというのはちょっとすみま

せんが今手元に資料を持ってませんので、この補助費等に付きましての明細について

は次の機会に提示させていただきたいという風に思いますけれども。広域の負担金と

いうことになりますと、かなり多額の補助費というのが出てくるかと思います。本日

の、ここでのお話につきましては、各種団体への補助金・交付金ということでござい

ますので、ご理解をお願いしたいと思います。今言いましたようにこの補助費の内訳

につきましては、次の機会の時に提示したいと思いますのでよろしくお願いいたした

いと思います。 
矢野委員：次の機会っていうことでそれは是非お願いしたいんですが、私がおぼろげなが

ら知ってる範囲では、補助金、呼び方は委託料かも分からんし、いろんな名目に変わ

っているかも分かりませんが、今、部長おっしゃった三好郡の広域連合、ごみ処理か

らし尿処理やってる。そういうところへ莫大な補助金が出てるはずですし、バス会社

に対しても、いわゆる住民の利便性考えて補助金出てるでしょうし、それ以外にも第

三セクターとか、何らかの委託するのに委託料なっとんか補助金になっとんか分から

ん。相当の分が有る。それが補助費等ということで約３０億あるわけでしょ。私、一

番言いたいのはね、我々委員としてここへ出てきています。補助金改革、行財政改革。

補助金の問題だ。今から我々一生懸命考えるわけですけど、その中に先ほど言いまし

たように、２億５千万弱が補助金の総額ですよ、そうおっしゃったよね。我々全部そ

う思いますよ。合併した後６カ町村になって約３００億の金使っている中で、２億５

千万だけを補助金か。０．８％もないな。はっきりいって違うわけでしょ。というこ

とで中内座長に申しますが、っていうことは、この補助金検討部会っていうのは今話

ありましたように、単なる地域の、各種団体だけの限定して２億５千万弱の、これを

どうしようかっていう検討部会やられてるわけですか。私はそれだったらほとんど意

味が無い、そう思うんですがどうですか。 
中内長寿障害福祉課長：今の矢野委員さんのご質問でございますけど、私どもの今回の検

討部会につきましては先ほど次長のほうから説明しましたように、団体に対する支援

の方針について合併協議会の中で一つの議題となっておりました。今回の私どものほ

うのいわゆる団体支援の方針ていう形で書かれておりますけど、この分についての補

助金の検討部会でございます。そういう意味合いでは、他の先ほど委員さんのおっし

ゃられました補助金あるいは負担金になってるかも知れませんけど、三好広域に対す

る事業負担、その分については私どもの部会ではなく別の、いわゆる行革本部のほう
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の検討課題でないかと思っております。 
渡邉総務部長：今の矢野委員さんのご発言の三セクの話も確かにございます。ですから他

の検討部会の中にはアウトソーシングと事務事業の見直し、正に第三セクターの検討

部会といった部会もございます。そうした中で総合的に補助費につきましては考えて

いくべき問題であるとは認識しております。 
矢野委員：私ども委員の役割について、私ちょっと勘違い今までしてましたんで再確認お

願いしたいんですが、今日のように補助金という問題提示されます。改革のいわゆる

本部ですね。座長がおって、ひとつの原案が出てきますね。これについて我々は審議

したりっていうよりか、単なる意見をしたり注意したり感じたものを述べるだけで、

いわゆる審議して策定するのは本部にあるという形で捉えてよろしいかと思うんです

が、それだけに今言いました、今後ね、もっと大きな補助金的なやつ２０何億につい

て、我々に提示があるわけですか。それともこういう２億何千万だけの補助金検討部

会とか人件費の検討部会とか。当初に上がってたところで終わってしますんでしょう

か。私は終わってしまうんじゃないかな。本当の財政改革せないかん２０何億を情報

公開言うけど、我々委員の前に出さずにそのまま進んでいくんじゃないかなという心

配の元に言ってるわけです。 
事 務 局：貴重な意見ありがとうございます。今まで説明しましたように、この補助金に

ついては単なる団体補助の関係でございまして、いま矢野委員さん言われたとおりそ

れぞれの大きな補助金、それは今まで各町村、郡で寄付審という形で検討してまいり

ました。市になりましてそういう団体というか組織ができておりませんので、それに

ついてこれからどうするかというのはまだ決まっておりません。ですので、その中で

も皆さんの意見としてこういう方向で組織を立ち上げろとか、こういう方向で広域の

ものを考えて欲しいという要望、それはこちらのほうで本部なりそれぞれの部会のほ

うに持ち上げて行きたいと思います。個々に大きな補助金についてはまだこちらのほ

うも準備ができておりませんので、次回の時に予定しておりますのが財政計画を予定

してます。それでその部分と絡めて、こういう方向に財政的に動いていくんでないだ

ろうかという形で持って行きたいと思いますんで、その中でまたいろいろなご意見、

ご提言をいただけたらと思っております。そういうことで矢野委員さん、ちょっと答

えは違うかも分かりませんけど、そういう形で進めて行きたいと思いますがどうでし

ょうか。 
矢野委員：進め方として理解いたしました。ただ一点だけさっき言った同じことを言いま

すが、我々はこういう形でいろんな資料を頂戴してそこで意見具申したり、いろんな

助言をしていくのが役目になってます。その時に新市の補助金は２億４千５百万しか

ありませんよと。こういう情報公開っていうんですか、提示をされたんでは本当の意

味の、我々なんのためにここで会を開いているのか。意味が無いわけ。ほんとの意味

の情報を出して下さい。そうしませんと、単なる我々はガス抜きだけになってしまう、



 16 

といことを言いたいわけです。ということで次回そういう資料提出をお願いします。 
伊丹会長：今、矢野委員さんからご提言がございました方向で、事務当局のほうで次回の

議題、資料として提示をしていただけるようなことでございますので、よろしくお願

いいたします。時間が大分迫ってまいりましたが、他にご発言がございましょうか。 
緒方委員：今の確認みたいな話になってきますけども、この補助金の種類の中に挙がって

いるリストですけども、さっき団体補助って話をおっしゃってましたけども、どうい

ったものを団体補助と言っているのかってことなんですけどね。例えば上から２つ目

学校祭の補助金とか、コミュニティ活動補充金とかですね、婦人会レクリエーション

大会補助金とか。これなんかは普通は事業補助っていうんだと思いますけども、これ

も団体補助になってるわけですか。これは特定の事業に対する補助みたいな名称だと

思いますけども。こういうのは。 
伊丹会長：団体補助と事業費補助ですね。その選別というか、区分けをどうしてるかとい

うこと。どうぞお答えください。 
中内長寿障害福祉課長：今、先生のほうからご質問ありましたように、そういういじめ問

題のそういう補助金は各旧町村では歳出として出しておりました。そういうものにつ

きましては、先ほどちょっと説明させていただきましたけど、私どものほうでこれは

事業費予算だという形で、廃止の項目とかそういう分類に今回させていただきます。

ですから団体補助金には該当しないと。私どもの検討の中でそういう種類が出てきま

したよと。大まかなところを書いております。 
緒方委員：じゃあ、団体補助金出しなさいと言ったら、こんなん出てきましたと単に機械

的に並べていっただけだということですかこれは。 
中内長寿障害福祉課長：先ほど言いましたように、いわゆる事業予算の中で歳出すべきも

のについては、今回廃止という形で整理・統合しております。 
緒方委員：私も先ほどの他の委員さんおっしゃってたけども、手続きの面がですねやはり

大事かなという感じがいたしました。一件だけ意見といいますか要望といいますかで

すね。やはり補助金を出すときに幾つかご指摘あったみたいに、やはり漫然とですね

ずっと補助金を貰い続けていって、結局その効果を発揮しないということは良くある

と思うんですね。これどこでもあると思いますけども。そういったような観点で、や

はり先ほど藤岡委員さんご指摘あったみたいにですね、例えば２・３年で一応区切っ

てみてですね、で、成果を確認していくとか、そういった方式がすごく大事だと思う

んですね。ですから手続き面をもう少しですねしっかりしていってですね、その補助

金出す時の採択の時にもっと透明性のある方式でやっていって、出すときには期限を

付けていくとかやっていったりとか。で、終わった後にはきちっと毎回毎回成果を確

認していってですね公表していくとか。そういった手続き面なんかも今後導入してい

かれれば、より効果的な形になる感じがいたしましたんで一言申し上げます。 
谷 委 員：またちょっと戻るんですけども、この会の進め方なんですけども、私の持っと
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ったイメージ、今回、今日臨んだのは藤岡委員さんとか今緒方先生が言われたことを、

本会の答申としてそれをどうしても入れてもらおう、という決意といいますか思いで

私は来たんですけども、このまま会が終わって次回別の議題ってなってしますと、こ

の会で今日やったことは、誰かが何か言いました、誰々さんが何言いましただけが並

んでいくんか、会として市長に対してこういう答申をするんでという風に決まるんか、

ちょっとそこをもう一回はっきりお願いいたします。 
伊丹会長：ご心配いただいとる通りだと思うんですが、事務当局、室長のほうとですね十

分相談をしましてですね、皆さん方のご発言の中身につきましては、今議事録が十分

精査できて毎回でておりますので、それらをまとめましてですね、この会としての答

申・提言として市の行革本部の方に提出をすると。こういうことになりますので、誰

彼の発言の語録だけを残すので無しに、総意としてこういうような。その件につきま

してはまた皆さん方にお謀りをさしていただいて、こういうことでよろしいでしょう

かと。こういう提言でよろしいでしょうかということをお謀りをしたいと。かように

こう思っとるんですが。 
谷 委 員：そのまとめていただいたやつを出していただいて読みますよね。そので例えば

今回補助金が終わったとして、それ読んだ後に、いや、そうじゃない。これ読んでも

う一回これ入れて欲しいていう議論はもう一回できますか。 
伊丹委員：その件につきましてはね、確認作業ということで最終的な段階でですねできる

と思います。是非それはしなければならないのではないかと。お互いの、２０人の意

思統一をした上で提出をすると。こういうことにしなければ会議の意味が薄れてくる

んでないかという思いがいたしております。 
谷 委 員：分かりました。ありがとうございます。もう一つ言わせて下さい。それで今回

の、先ほど言われました、藤岡委員さんとか緒方先生言われたと、私は絶対答申入れ

て欲しいと言いましたけど、それは今予算、補助金ついたときに、例えば頑張って努

力してその補助金以内で抑えられた時、それ皆さん今どうやられとるか。一般的にも

し返したら次回はこの額減らされるけんそんだけ使えって使ってますよね。それはも

う無駄遣いですよね。返納もできるように。それから継続的な事業をやろうって考え

た時に、例えばあなた方の団体は５年で補助金を廃止しますよって最初に言われたら、

その間で絶対貯めたいわけですよ。その頂いた補助金を頑張って貯めて、継続させる

ために貯めたいわけですよ。そのへんまで精査して補助金の額を決定という、その精

査のところにどうしてもそこらへんまで突っ込んだのを入れていただきたいっていう

のが私の意見です。お願いいたします。 
事 務 局：今、検討していますのは、補助金を今までの通り申請したら即いくらって補助

金を出すんじゃなくて、事業を実施していただいて、その結果、実績報告をいただい

てからお金を出すと。いう形になりますので、余るという形は出てこないと。５年後

にこういう大きな事業をしたいので積み立てたいという理由があれば、それはそれで
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担当課に言っていただければ、ある程度は認めますけども、基本的には今年の事業、

例えば今年１８年度、事業をやりますよね。そしたら最後の２月３月に実績報告を出

していただいて、それに見合った補助金を出すと。確定すると。いう形になりますの

で、前もって補助金を出して今まで通り事業やってもらうっていう形ではないという

形になります。今検討している方法ですね。 
谷 委 員：そうしたらもう一つ質問なんですけど。今のこの実績報告により内容を精査し

てっていうのは、まず初年度は補助金をいただいて、次の年度に、もう一回補助金を

頂くときに精査して額を決めるっていう意味だと私は理解しとったんですけども、そ

うじゃなくて事業が終わった後でいただけるなら事業の計画は立てられないんじゃな

いですか。くれるかくれんか分からんかったら。 
事 務 局：いや、それでですね、先ほどの説明の中であったように、食事代は１，０００

円まで認めましょうとか２，０００円まで認めましょうとかいう形で細かい項目はま

たお示ししますという話しで。交付決定とかは、国・県の補助金と同じような形で申

請していただいて、その内容で OK となれば交付決定はいたします。確定するという

確定行為ですね、お金を出すという行為が実績報告で出させてもらうということです。 
谷 委 員：分かりました。 
伊丹会長：内示という方法でですね、補助金の内示をすると。 
藤井委員：１点、個別的な問題じゃなくて、谷委員さんが言われたこの会の進め方の問題

で、会長さんのほうはこの委員会っていうのは、本部へ対する助言とか提言だとおっ

やったので今までなにもその方向で言っていたんですけども、谷委員が言われたよう

に、この会で何かを答申という形でまとめるという風なことになれば、さっき会長さ

んが皆さんの意見を聞いて一本の形で答申の形をまとめたいという風なことをおっし

ゃったんですけども、そうするんだったらこの委員会の性質上、やっぱりきちんとそ

の少数意見もあるわけですから、きちんと両論併記で本部のほうへ取りまとめをお願

いしたいっていう風に思います。何かの形で民主的に多数決っていう風な形を最後は

取るかも分かりませんけども、意見としてはきちんとやっぱり少数意見も併記した形

で、こういうことがこの委員会での大勢的な意見であるけども、こういう少数意見も

あったということは、きちんとした意見としてまとめて本部への提出をお願いしたい

という風に私は思います。以上です。 
伊丹会長：一応、答申の方法としてですね、そういう方法もあろうかと思いますが、委員

会の要綱の中にですね、議題それぞれについて多数決で決めるというようなことにも

なっておりますので、一応の方向としてはそういうことになろうかと思います。ただ、

両論併記の場合も出てこようかとは思いますけれども、そういうご意見は十分尊重し

ていきたいと思っております。 
高平委員：この資料いただいたときにね、初めのほうが私も分かりにくかったんで、基本

的に補助金の種類のほうを先見せてもらったんですよ。ですが出してるかと補助金名
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だけでは何を言いたいのか、今さっき先生言われたように、ただ羅列してるだけって

いうような資料の出し方をされても、さっき言われたように、この分は３年後には無

くなりますよとか、そういうのまでできたらちょっとあれしてもらったら、内容的に

に私らもこういう風な形で進めていくんじゃな分かるんですけども、ただこれ現実に

こんな会もあるんかえって感じの話が多いんですよ。これ本当にどこでやってるんだ

ろうかとかいう会がけっこうあって。ものによっては課が違うのに同じ団体に補助金

が出てたり、そういうのを今から縮小していくんだろうとは思うんですけど、内容が

全然把握できないんで、はっきり言うと前の資料だけだったら前のだけの資料のほう

が、これについて話をするんじゃなっていうのが分かるんですけど、反対に補助金の

種類っていうのが付いたがために余計分かりにくくなってる。これを入れるんだった

ら、これはどういう内容でどういう補助金が出てます、っていうのまで本当は欲しい

と思います。ですので、現実私らも婦人会のほうに入ってますけど、すでに昨年度か

ら８０％カット。今から先どんどんカットしていくっていう風に言われてますけど、

ボランティア団体なんで自立してくれと言われても、ほとんどが働く主婦が婦人会等

やってますので、自立さすと潰れます。はっきり言うと。ですから存続さしていただ

けれるんだったら、こういうのは消防団みたいに優遇されなくてもいいですけど、も

う少し見直ししていただきたいっていうのをして欲しいっていうところもあると思う

んです。そういうのも含めてもうちょっと分かりやすく説明を頂きたいと思います。 
蔦教育次長：確かに最後につけている補助金の種類等について、本来は支援区分はどこで

すよとか、これは将来廃止しますよという風につけてもいいんですけども、現在まだ

補助金検討会、途中経過ですので、これを出しますと、皆さん団体が見て私のところ

は廃止されるとか、私のとこはいけるＯＫじゃとかいう風な話になると非常にまずい

ということがあるので除けてます。ただ内容的にはある程度検討してます。ですから

例えば婦人団体連合会さんについてはここの分に入って例えばっていう風に全部書い

とるこっち資料ありますけども、それを言うてしまうとここから話が出るという話に

なってしますとまずいと。ただ、こちらのほう３回検討会しましたけど終わってない

んで、それはちょっとご勘弁今願いたいという風に思うんです。ただ最終的に皆さん

の意見を頂きながら、最終的な決定にもっていきたいので、その点はちょっとご理解

願えたらなという風に思います。 
志磨委員：今、高平さんがおっしゃったと同じような意見を持っとります。そして今そう

いうこと言ったんでは皆さんが動揺するかとおっしゃられたんですけど、私たち帰っ

たらここで言ったことまた皆さんにも報告しています。どういうことがあったってい

うことを。会員の皆さんに。その時に今日行ってこういうことがありましたっていう

のを言います。その時にそれじゃ婦人会は今後どんなになるんですかっていうような

ことを聞かれます。その時に私たちはどういう答弁をしたらいいかって。やっぱりこ

こに生涯学習課と書かれております。それも必要ですけどやはり、まあ言ったらボラ
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ンティア活動が多いんです。今度も敬老会ですか、それも婦人会がして下さいって今

することになって皆さん一生懸命しています。そういうボランティア活動、日赤の奉

仕団とかそういうのをしていますので、もうこれで３年で８割５割２で後は無くなり

ますよっていうようなことを、今でないんですけど、前の公民館のかたにちょっと言

われたんです。それで皆さんこれからどんなにしますかって。それだったらもう婦人

会活動。私たちもう本当に会員が少なくなってきているんです。それで高齢化にもな

っています、婦人会っていうのは。とお金をどうして工面するかって。そういうこと

ができないんです。そうすると補助金が無くなると、これからの活動があまりできな

いなっていうようなことも思いますので、どんなになるかっていうのをお聞かせいた

だいたら良いと思いますが、よろしくお願いします。 
中内長寿障害福祉課長：先ほどいろいろ説明させてもらったんですけど、ちょっといわゆ

る行き違いといいますか、そのへんもございまして、全部が全部無くなるっていうわ

けではございません引き続きお願いする団体については一定の補助金を歳出させてい

ただいて、共に市の行政の補完をしていただきたいという気持ちはありますし、そう

いう補助金の流れは残ります。誠に申し訳ございませんけど、先ほど私どもの担当部

長であります蔦次長が申し上げましたように、現在検討部会の途中でございますので、

途中経過かとして今日は報告させていただきました。１８年度のいわゆる補助金につ

きましては、先ほど言いましたように概ね８割で、そういう形の合併協の基本方針で

どの団体についても歳出としてはその前後のお金をお願いしているとこでございます。

誠に申し訳ございませんけど、今年度の予算につきましては各担当課がございます。

婦人会でしたら教育委員会の生涯学習課のほうで担当しております。そちらのほうに

再度確認していただいて、そちらのほうとご相談っていうんですか、確認をしていた

だいたほうがより分かりやすいと思います。こちらのほうが現在１８年度については

進めておりますし、各部会の構成員についても各部局から担当職員が参りまして協議

をしております。ですから全組織を網羅しておりますので私どものほうからは、検討

部会の途中経過っていう形しか申し上げることはできませんけど、そういう今後の方

針等については各部局のほうでまたご相談もお願いしたいと思います。 
上野委員：一市民として非常に心配をするのは、補助金の減額であるとかカットというこ

とになると、今出たような話が必ず出てきて、いわゆるそれぞれの出身母体というと

語弊があるかも分かりませんけども、団体を守ろうという話が必ず出てきて、いわゆ

る補助金とかそういうようなものは、いわゆる一旦手にした既得権ということでそれ

を減額されたりカットされるのには非常に強い抵抗が当然予想されてくると思うわけ

ですね。それにはまた町の有力者であるとか、また圧力団体となるべく組織等が出て

きて、最初の計画通りには補助金の減額等が進まないということが予想されるわけで

すけども、おそらく今まで町村単位で補助金が出てた状況というのは、いわゆる慣例

的に、決算報告であるとか、事業報告等が出てそれについて検討した結果、また再度
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続けて補助金を出そうかということよりも、おそらく去年出たからまあ今年も出そう

かとか、あるいはちょっといわゆる厳しいので若干減額して出そうかというようなこ

とで、あまり詳しく検討されること無く慣例的に出されてきた補助金がほとんどだろ

うと思うわけですけれども、今回新しく三好市ができあがった時点で、この支援区分

だとかあるいは個別方針というのができたわけですよね。今まではこれ無かったわけ

ですよね。それからあるいはきちっとした補助金の申請をするとかそういう風なこと

が載っておりますけれども、是非このことについては、この支援区分あるいは個別方

針等に則った方針で是非ともこの補助金の査定といいましょうか、支出をしていただ

きたいなと思うわけでございます。いわゆる慣例的な補助金の支出とか、あるいは圧

力のある団体には出て声の小さいものには補助金をカットするとか、そういうような

ことでなくて、ある一定の規則に則って補助金は出して欲しいなという風に思います。

補助金が止められたら自立ができないとかいう風な、あるいは活動が縮小するという

ことも当然あるかとは思いますけれども、いわゆる非常に１回目の財政ということで

も説明をされましたけれども、平成１７年度には経常収支比率が１００％ということ

で非常に厳しいことが分かっておりますし、将来的にもあまり好転するという望みは

無いわけですから、やはり切るべきところは切る、伸ばすべきところは伸ばすという

ことで、冷徹にというと語弊がありますけれども、きちっとしたルールに則ってやっ

ていただきたいなと思います。 
伊丹会長：ご提言として事務当局で受け止めておいて下さい。 
川西委員：矢野委員さんが発言されて。本丸の説明がでんで出丸の討議だけしよったんで

すが、大きなところが今度矢野委員さんの提言によって出ることになったんですけん

ど、市長が聖域無き構造改革をやるっておっしゃったけんど、どうも大事なところ、

１０分の１ぐらいのを皆よってやかましい言よるんで、もっともっと大きな業者に対

する補助金とかを精査したら、ぽこっと皆さん、各種団体の人が安心できるような結

果が出るんでないですか。それはそれで次説明してくださるようですが、これから後、

先般私が繰り返すようにこの１０回程度の委員会では人員配置の問題とか、いろいろ

な膨大な問題をとても精査できんで、行財政改革委員会を開いて、皆さん協力してし

ましたけんど何もできませんでしたっていうのが残るんでないんでしょうかね。それ

を心配しますので、どうか本丸まで開けて我々にも提示していただいて、よく討議し

てええ結果を得たいと思いますのでよろしく。残すところ無いように提示していただ

きたいと思います。以上です。 
緒方委員：もう少し。補助金の種類の資料がですね、やっぱりこれ見るとすごく分かりに

くいなと思うんですけども、最初の１ページで支援区分をですね、①～⑥で団体ごと

に振り分けやってきてますよね。したがって補助金の種類もですね、課があって補助

金名ではなくて団体名がまずあって、団体名に対する補助金とか委託費とかですね、

そういう風な順番で出してくるべきじゃないかと思うんですね。そしてその団体を①
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～⑥に区分していくっていうのを議論していく方式にしていかないと、やっぱりこう

いったような形だったらどうしても議論しにくいし、もし市の中でこういう形で議論

しているのであれば、整理しなおして議論していったほうがなんか分かりやすいんじ

ゃないかなという風に思いました。団体、例えば婦人会とかですね、学校とか消防団

とか団体名がまずあって、それに対して補助金とか委託費とかですね。そういった整

理の仕方をしないと議論できないんじゃないかという風に。議論するときはですね。 
蔦教育次長：今のやり方、補助金っていう形で、これ団体補助ですけども、やってますけ

ども、これについては合併協の中でこの支援区分っていうのは決まってまして、これ

を今さら変えるっていうのは難しいかなと。 
緒方委員：いや、支援区分は良いんですけども、補助金の種類のリストのほうですね、団

体名をまず頭に出していって、それに対して補助金はこんなんありますよということ

にしていかないと、議論できないんじゃないかと。 
蔦教育事業：団体ごとに整理していったほうが良いということですかね。 
緒方委員：じゃないと議論できないと思いますね。 
蔦教育事業：一応これ団体じゃないのも全部入って。 
緒方委員：いや、それじゃあ団体補助でないんだったらこのリストから外さなきゃいけな

いと思いますけども。だから分かりにくい、議論すごく混乱していくんだと思うんで

すよね。 
蔦教育次長：多分いじめ問題対策補助金ってございますよね。これなんかはこちらでは団

体補助じゃないということで。 
緒方委員：だから今日団体補助の議論するんであれば、そういったものはあらかじめ事務

局で外さなきゃいけないんじゃないかと思いますけども。 
蔦教育次長：一応外していったんですけども。例えば学校関係、学校教育課の分は本当は

もっと、この４倍ぐらい有るんですけども、そういう分については団体補助じゃない

というので相当外しました。外して残ったのがこれだけであるという風な形を取らさ

せていただいておりますんで。 
緒方委員：よく説明分かりませんけど、後もう一つですね、前回の資料のときに類団比較

でてきましたけども、やはり補助金もそうですけど、できたら他団体の状況とか比較

できる資料ですねもしあればより議論しやすいではないかと思いましたんで。ご参考

までに。 
事 務 局：先生にこの前ご注意いただいたように、比較資料を本当は用意しなければいけ

ないですけども、今回は検討部会の途中経過というか、検討内容の報告という形だっ

たんで比較団体出さなかったんですけども、言われたとおりできるだけそういう見や

すい形で資料準備していきたいと思いますので、すいませんよろしくお願いします。 
真鍋委員：今のに追加なんですけども、例えば先生が今おっしゃったような話とか、それ

から補助金の種類のところなんですけども、ここにずっと、一番上いじめ問題対策調
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査部補助金からずっと次のページまであるんですが、その前のページに例えば下から、

消防団運営交付金、社会福祉協議会補助金、自治体交付金という風にありまして、平

成１８年の金額を、その３つを足してみると約１億２千万位になるんですかね。とな

ると１８年度の見込み額の約５５％ぐらいこの３つでいってしまいますよね。そうす

ると多分上位１０個か２０個集めると多分９０％ぐらいいくんじゃないかなという予

想がされるんですが、そこらへんをですね、金額の高い順に並べ替えていただいとく

と、金額を書いておるとですね非常に議論も何を議論せないかんかということも分か

りやすいと思うんですよね。下のほうの年間５万円とか３万円とかそのへんの話を本

当に一生懸命何時間もかけてするのか、それとも１億円とか１億５千万の上位３つだ

けの話をすると、もっと効率的にいろんな話ができるという風なことだったり、それ

から給食の先ほどの資料にしても、例えば所要経費っていうのは書いてたりします。

それで１食の給食徴収額っていうのが書いてるんですが、徴収額×食数で収入がいく

らあって、例えば経費がいくらで一体その差額がいくら出てると、マイナスがいくら

という風なんを、マイナスの大きい順に並べてると非常に分かりやすいですよね。そ

いう風なのがこの行革の委員会に出してくる資料としては、そういう皆さんがパッと

見てパッと分かる資料を出していただきたいんですよね。そういう風な出し方という

のを事務局のほうで今後出すときにですね、次の資料でも、どうせ資料はエクセルか

何かで作られてるんですから、それで並べ替えも簡単でしょうし、パッとやっていた

だければスッとできるんじゃないかなと思われますんで、そのへんをよろしくお願い

したいと思います。 
事 務 局：真に言われるとおりで、こちらも気をつけてこれから、順位つけるかどうかっ

ていうのは難しいと思いますけども、比較、・対照しやすいような形で数字を出してい

きたいと思っております。 
伊丹会長：大体議論が、時間的な制約もございまして誠に恐縮なんでございますが、出尽

くしたといえば出たかなという思いがいたしておりますが、９時２０分が参りました

ので、ここらあたりで本日の会を、ご発言を閉めたいと思いますが何かございましょ

うか。なければですね、今日の会はこのへんでおきたいと思いますけれども、基本的

にこの団体補助につきましては、総額的に見ましても２億４千万、５千万近くのもの

でございますんで、全体的な市の予算から見ると本当に微々たるもので、私の個人的

な考え方なんですけれども、できるだけ６カ町村の皆さん方が３万４千いくらの方々

がご一緒になったんですから、できるだけ交流の実を挙げれるような補助については、

しっかり出してあげていくべきでないかっていうような思いが個人的にはするわけで

すけれども、財政との関わりもございますのでなかなか難しいものがあろうかと思い

ますけれども、市当局のほうでできるだけ団体補助、あまり火を消さないような方向

で一つ頑張って欲しいなというような思いがいたしております。つきましては次の、

第４回目の委員会の日程を決めさしていただいたらと思っておりますが、素案として
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９月２２日金曜日午後７時から、場所等につきましては事務当局のほうでご連絡をさ

せていただきますが、第４回を９月２２日金曜日午後７時ということで開会をさせて

いただいたらと思っておりますが、いかがでございましょうか。できるだけご都合を

つけまして、次の回につきましては事務当局から三好市の財政計画についてご提示を

頂いて、皆様方のご審議を頂戴できたらと。かように考えておるようでございますの

で。９月２２日ということでご了承いただけましょうか。それでは約２時間半に亘り

ましてご協議を頂きまして本当にありがとうございました。今日は補助金ということ

で集中的にご議論いただきましたですが、事務当局のほうで皆様方のご発言内容等に

つきましては、十分まとめさせていただいて、最後にまたご高察を頂こうかと、かよ

うに思っておるところでございます。いろいろと大変お忙しい中、ご出席をいただき

まして本当にありがとうございました。どうぞ９月２２日お繰り合わせをいただきま

して、ご出席いただきますことお願いを申し上げまして閉会にいたしたいと思います。

本日は本当にありがとうございました。 
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