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平成１９年度 第１回行財政改革推進委員会 会議録 
日 時 平成１9 年７月 6 日(金) 午前１０時３０分～１１時５０分 
場 所 三好市役所第１会議室 
出席者 委 員 

  東 深幸、伊丹 一夫、川西 昭一、下大寺 歌子、高平 和代、谷 敏司、 
森本 諭、矢野 博正、 （５０音順、敬称略） 

    市 
    俵市長、武川副市長、倉本教育長、大溝収入役、渡邉総務部長、 

合田企画財政部長、新居環境福祉部長、西岡建設部長、新居環境福祉部次長、 
森行財政改革推進室長、藤井、西本 

欠席者 上野 誠、山本 佳代子 （敬称略） 
事 務 局：おはようございます。定刻が参っておりますが、川西委員さんが少し遅れるとご連

絡ありましたので、先に始めさせていただきたいと思います。本日は、足元の悪い中ご出

席いただきまして本当にありがとうございます。ようやく梅雨らしい天候になりまして、

水不足といいますか、渇水の方も少し緩和されるということを期待しております。委員の

皆様には、先日ご就任をご依頼申し上げましたところ、快くご承諾いただきまして本当に

ありがとうございました。また、今日は会議が始まります前に、ケーブルテレビがニュー

スの取材に来ておりますので、カメラ撮影の許可をお願いしたいと思います。それでは、

ただいまから第１回三好市行財政改革推進委員会を開催いたします。 
委嘱状を交付いたしますので、市長が参りましたらその場でご起立をお願いしたいと思

います。 
(委嘱状交付) 
事 務 局：みなさんよろしくお願いいたします。それでは市長よりご挨拶を申し上げます。 
市    長：おはようございます。ご案内申し上げました、第１回三好市行財政改革推進委員会

を申し上げましたところ、委員をご引き受けをいただきました皆様、このようにほとんど

の方のご出席いただきまして、まことにありがとうございました。私ども昨年３月１日に

三好市が合併をしてスタートさしたところでございます。早速取り巻く行財政の思い切っ

た見直しを図り、また、将来につけてのさまざまな行財政の効率的な運営を推進するため

に、行財政改革に取り組んだところでございます。昨年の７月に市民会議を開催させてい

ただきまして、多くの市民の皆さんのご参加をいただき、夜間にもかかわりませず精力的

に大綱の策定や、集中改革プランの策定に専念をしていただいたところでございます。こ

のたび、この改革案を実行ながしうる為に、今後２年間に渡りまして、推進にあたりまし

ての評価や、また、皆様方からさまざまなご意見やご助言をいただきながら、着実にこの

改革案を実行に移してまいりたいと、このような事で本委員会を発足させたところでござ

います。 
昨年来、委員をお努めいただきました多くの皆さんのご了解もいただき、またこのたび
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女性の皆さんのご参加もいただいたり、また地域のバランスも図りながら新たな委員さん

のお願いを申し上げましたところ、ご快諾をいただきまして、本日このような会を迎える

ことができました。皆様方に心から感謝を申し上げますと同時に、前段申し上げましたよ

うに、私共三好市を取り巻く行財政の諸課題を市民の皆様、行政、協働いたしまして効率

的な運営を図っていくための混合推進型にお取組をいただきたい。このように思うしだい

であります。経験豊富な知見の高い皆様方でございますので、どうか大所高所から行財政

の改革につきましてのご意見やご助言を賜りますように、心からお願いを申し上げるしだ

いでございます。さて、もう合併して１年過ぎてみますと、昨年の１年間っていうのは、

旧６ヶ町村のそれぞれの行政を引き継いでの 1 年間であったわけでありますが、その間に

おきましても、ただいま申し上げましたようなさまざまな計画等に取り組んでまいりまし

て、本年いよいよ合併初年度という第１歩を踏み出したところでございます。しかしなが

ら私共地方を取り巻く経済、財政状況というのもまだまだ厳しい状況にあります。その上

昨年１２月８日に成立をいたしました第２次の地方分権推進法によりまして、本年４月１

日からは新たな地方分権の施策が具体的に展開をされている最中でございます。これはも

とより今日まで私共は目指してまいりました地方の分権を着実に進めることによりまして、

住民の皆さんが、おひとりおひとりが、その地域で健やかに、そして意義深く生活ができ

るということが目的でございます。そういう意味におきましても取り巻く状況というもの

は、大変厳しいものがございますが、この際、私どもの知恵と、そして努力を結集をいた

しまして、この難局、難題を乗り越え、将来持続できる三好市の建設、そして発展する三

好市づくりに専念をしていかなければいけないと、このように考えておるところでござい

ます。本年は具体的な施策が様々な面で、今、職員総ぐるみで取り組んでいるところでご

ざいますが、市民のご参加やご協力あってのものでございます。今後とも私どもはその精

神を忘れることなく市民の皆様と協働したまちづくりを推進していく決意でございますの

でどうか皆様方の格段のご指導、ご協力を心からお願い申し上げまして、簡単ではござい

ますが開会にあたりましてのご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 
(自己紹介) 
事 務 局：(配布資料説明) 
事 務 局：それでは、質問等はまた後ほど受けることにいたしまして、次第のほうに戻って、6

番目の会長選に移っていきたいと思います。会長は委員の中から互選をしていただくと言

うことでございますが、その前にこの委員会、会議録を作成しておりますので、その関係

上マイクを通してのご発言をよろしくお願いしたいと思います。会長についてどなたかご

意見ございませんでしょうか。 
ないようでございますので、事務局のほうからご指名させていただいてよろしいでしょうか。 

委   員：異議なし。 
事 務 局：事務局案ということでございますので、こちらの案を申し上げます。 
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会長に伊丹一夫委員にお願いしたいと思いますがよろしいでございますでしょうか。 
委   員：異議なし。 
事 務 局：それでは伊丹委員さんよろしくお願いいたします。 

それではここで、会長にご就任いただきました伊丹会長さんからご挨拶を頂きたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 
伊丹会長：改めましておはようございます。大変こう重要な職責を負う事になりましたが、大

変ふつつかでございまして、皆様方のご意見を十分集約をしながら市のためにお役になる

事ができるかどうか、大変心配をいたしておりますけれども、ご協力のほどお願い申し上

げたいと存じます。昨年の１２月２７日に当初スタートいたしました推進委員会の答申を、

市長さんのほうにさせていただきましたが、それまで大変ご苦労いただきました委員の皆

様方もおいででございますので、この席をかりましてご協力いただきました事につきまし

て、心から感謝を申し上げるしだいでございます。ご案内のように、先ほど市長さんのほ

うからお話ございましたように、行財政改革というのは、大変こう市にとりまして、重大

な役割といいましょうか、これからの将来の三好市の姿を形作り上げるうえの基礎基本的

なものだと考えておりますが、やはり行財政改革といえば、一口で行政のスリム化とか、

あるいは削減という視点で捉えられがちでございますけれども、やはり将来三好市を背負

わなければならない、時代を背負う若者の皆さん方に夢と希望をもたれるような行財政改

革、削減するところがあれば、やはり充実強化をしていかなければならない分野もあるの

ではないかと。これが行財政改革だとこう私自身はこう思っておりますが、そういう意味

で財政の大変ひっ迫した中でどのような手立てをしていったらいいのか、皆様方の見識の

高いところからひとつご指摘、ご提言をいただければ大変ありがたいと思うわけでござい

ます。大変ふつつかで十分な取りまとめといいますか、進めができないかもわかりません

けれども、お許しをいただいて、ご協力を賜りますよう心からお願いを申し上げまして、

また市ご当局の適切なご助言とか、あるいはいろんな私共への指導助言等、心からお願い

も申し上げましてご挨拶に代えたいと存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 
事 務 局：ありがとうございました。改めて、よろしくお願いいたします。 

それでは、協議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項で、「委員会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。」と規定されていま

すので、ここからは会長にお願いしたいと思います。会長よろしくお願いいたします。 
伊丹会長：私のほうから議事を進めたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

委員の皆様方には、よりよいひとつご審議を先程市長さんのほうから、また、事務局のほ

うからお話がございましたような観点から、議事がスムースに円滑に進むようご協力をお

願い申し上げておきたいと存じます。まず、本日の会議でございますが１０名中８名の委

員のご出席をいただいておりますので、三好市行財政改革推進委員会要綱第６条第２項に

より、会議が成立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。 
次に本日の議事録の署名委員のご指名をさせていただいたらと思いますが、私のほうでご
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指名させていただいてよろしゅうございましょうか。 
委    員：異議なし。 
伊丹会長：ありがとうございます。それでは本日の議事録の署名委員に、東委員さんと川西委

員さんにお願いをしておきたいと存じます。お二方どうぞよろしくお願い申し上げます。 
それでは、ただいまから議事に入りたいと存じます。協議１、今年度の取組、スケジュ

ール等についてを議題として、事務局からご説明をお願い申し上げておきたいと存じます。 
事 務 局：ご説明申し上げます。まず、三好市の取組につきましてご説明を申し上げたいと思

います。次第書の２枚目に「行財政改革の流れ」といたしまして、これまでの取組状況を

表にしておりますので、お願いいたしたいと思います。市長のご挨拶の中にもありました

けれども、一覧表にしたものでございまして、行財政改革の流れといたしまして、１８年

３月１日に旧６町村が合併いたしまして、三好市が誕生いたしました。で、行革推進本部

を７月１１日に設置しております。その後を受けまして７月２４日に行財政改革推進委員

会を設置いたしまして、答申書を出されますまでの１１回会議をいたしております。で、

１２月２７日に市長へ答申書を提出しております。この答申書を受けまして、本部では行

財政改革大綱、それから行財政改革推進計画、いわゆる集中改革プランを作成しておりま

す。これの大綱、推進計画の素案の説明をこの推進委員会にいたしましたのが、今年の２

月２７日でございます。この時点で昨年の委員さんについては一応任期切れという形にな

りました。ご了承いただきましたので任期切れという形になりました。で、そのご了承い

ただきました案を市議会に報告いたしまして、ある程度ご了解いただきましたので３月２

８日に公表いたしまして、２８日から実施しているという形になっております。今年度、

１９年度からは、集中改革プランにそって実施していく事になっておりますけれども、そ

れの進捗状況に対しましての評価・意見・助言等につきましてはこの委員会がおこなって

いくという形になっております。次に３枚目の１９年度のスケジュール表というのがあり

ますのでそれをお願いいたします。大まかな全体の流れといたしまして一番上に全体スケ

ジュールというのをつけております。 
   各項目、検討部会、担当課それぞれの準備期間という形で位置づけております。５月か

ら実施期間に入りまして、８月、９月には中間報告の時期といたしまして、３月には１９

年度のまとめ、計画の見直し、それから次年度への計画策定という形で全体の流れを示し

ております。次にその下のほうに移りますけれども、下の行革本部のスケジュールでござ

いますが、４月には年間スケジュール、進め方の確認という形で４月２０日に開催してお

ります。５月から必要に応じて随時開催いたしまして、９月には検討部会、各担当の中間

報告を受けまして進捗状況に応じまして計画の見直し、あるいは取り組み方法を見直す。

という会議を予定しております。来年の３月には１９年度のまとめ、計画の見直し、次年

度の計画策定、公表する項目等の確認という形での会議を予定しております。この推進委

員会でございますが、この進め方、スケジュールについては、今日この会に諮って決めて

いただきたいと思っています。流れといたしましては本部と同じように９月頃、中間報告
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を受けまして、３月にまとめや、次年度へのご意見をいただけたらと思っております。次

に集中改革プランの進行管理でございますけどもこれは、市職員の組織のほうでございま

す。４月中に検討部会、担当課等を決めまして、それで進行管理を行うという形にしてお

ります。４月には担当課、検討部会が決まっております。現在各部会、課ごとに進行管理

方法を決めて進めているところでございます。８月、９月には進捗状況をこの委員会、あ

るいは本部に報告、それから２月、３月には今年度のまとめを委員会と本部に報告しても

らうという形になっております。一番下の市議会、市民でございますが、ここでは随時必

要に応じまして進捗状況を報告していくという予定にしております。方法といたしまして

は、市報、あるいはインターネットのホームページで公表するという形にしております。

公表する場合につきましては、行革の本部に諮って行うという形にしております。今申し

上げましたように今年度の推進委員会の進め方、役割といたしましては、集中改革プラン

の進捗状況に対しての評価・意見・助言をいただくという事になりますので行財政改革の

進捗状況の監視役といいますか、推進についての助言・指導をいただけたらと思っており

ます。私ども事務局といたしましては、１８年度の決算書が整います８月末か９月に１回、

それから、今年度の進捗状況がある程度把握できます１２月頃に１回、それから、それぞ

れの取りまとめ、あるいは年間取りまとめですね、それから次年度への計画の検討ができ

ます３月に１回という形で、３回を基本といたしまして、その他必要に応じまして適宜１

～２回開催していただけたらというふうに事務局としては思っていますのでよろしくお願

いいたします。後協議事項で、よろしければ次回の開催時期もご希望があればお願いでき

たらと思っておりますのでよろしくお願いします。 
伊丹会長：ありがとうございました。ただいま室長さんのほうから年間のスケジュールといい

ましょうか、当委員会発足をいたしました年間の会議の開催の回数であるとか、開催の日

時とかそういうようなものを本日は第１回でございますのでおおよその方向付けといいま

しょうか、そういうものを決めていただきたいということでございますが、今、今年度の

当委員会の進め方につきまして事務局から説明がありましたように、集中改革プランの進

捗状況、検討部会でそれぞれ精力的に進めていただいておりますので、その進捗状況を私

共がお聞きをさしていただいて、それの評価・意見・助言ということのように私もこう思

っておりますので、毎月開催というのではなしに、事務局では来年３月までに３回、８月、

１２月、３月とこういうことでございますが、そういうようなお話を受け賜ったのでござ

いますけれども、委員の皆様方のほうからその件についてのご発言を頂戴できて、方向付

けができたらと思っておりますが、ご発言をひとつよろしくお願い申しあげたいと存じま

す。先ほどお話がございましたように、録音をする会議録の関係もありますので、マイク

を通じてひとつご発言をお願い申しあげておきたいと存じます。 
はい、谷委員さんどうぞ 

谷 委 員：谷です。ちょっと今ずれるかもしれんのですれども、まずお伺いしときたいという

か、お聞きしときたいのが、前回も市長の我々に対する諮問内容が何なんかというのを会
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議が進む途中でもめたと思うんですよ。だから今回も文章でどっかにですね、あの今見て

ましたらこのイメージ図っていうところにはちょっとあるんですけど、なんか、これが諮

問内容ですよ、ていうのを書いていただけとったら途中でそれ見返して、あっ、その内容

なんだなって思えますんで、まずそれをひとつお願いしたいと思います。 
事 務 局：はい、今日の市長のご挨拶の中にもそれらしいって言いますか、そういう発言があ

りましたけれども文章として残しておいたほうが後々、という形でございますので改めま

して会長のほうに出させていただきまして、それを会長の了解を得られましたら、各委員

さんに文書でご通知するような形でよろしいでしょうか。 
伊丹会長：ありがとうございました。他に。森本委員さんどうぞ。 
森本委員：８月か９月に１回目が今お話があったんですけど、これの一番後ろにこういう部会

があるんですが、この部会の責任者を全部出ていただいて、その部会でこういう検討しま

した、現状こうです、ここまで行っておりますということをピシッとしてもらわんと、抽

象的な意見ばかりでは困りますんで、それだけちょっと。それを８月、９月にするんか１

２月にするんか知りませんが、そういうやり方をお願いしておきたいと思うのですが。 
事 務 局：この８月、９月につきましては、今年のそれぞれの検討部会、あるいは担当課の年

間計画がまとまりますのでそれを皆さんにご示しをすると。である程度成果があがってい

るものについては具体的にご示しをさせていただくと。当然８月末９月には１８年度の決

算が出ておりますので、それで報告したいのでございますけれども、１８年度の事業につ

きましては、あまりこの集中プランの反映はされておりませんので、決算の数字としては

ご報告を申し上げますけれども、具体的な活動については１２月になるかなと思っており

ますのでよろしくお願いします。 
伊丹会長：できればこの委員会の開催の時に、検討部会の部会長さんにもご出席いただいて、

そのつど、その時点での進捗のレベルをお話をいただくようなご努力を是非お願いをして

おきたいと、こう思っております。他に。どうぞ。 
谷 委 員：前回の最後の会の時に、財政シミュレーションの結果を聞かせていただけるかと思

っとったんですけれども、聞かせていただけてないんで、多分次の会の時に我々がその各

部会の進捗状況はお聞きできたとしても、それが全体でどう進んどんやっていうのはやっ

ぱり財政シミュレーションの結果が必要だと思いますんで、お願いしたいと思います。 
事 務 局：はい。そのつもりで決算が出た段階で、今あるのもあるんですけれども、決算が出

た段階で修正したものをお示しようかなと思っておりますので、お願いいたします。 
伊丹会長：他に。どうぞ高平さん。 
高平委員：高平です。一応始めの文書に出てたんですけど、やはり回数が少ないので昼間って

いうのはやっぱり変わらないということですね。多分大体の方が他の部長らもいっしょで

すけれども、仕事を持ってる人が多いんで欠席率がやっぱ多くなる可能性も出てくるんじ

ゃないかとは思うんですけれども。 
伊丹会長：今回、本日発足しました委員会の開催につきましてはね、回数も少のうございます
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のでできるだけ事前に手早くですね、予告といいましょうか事前にお知らせをして、ご都

合つけていただくというような方向で、前は夜分ずっとこうさしていただいたんですが、

やはりそれぞれ支障のある方もあるようでございますので、今度は昼間、午前になるか、

午後になるかは事務局のほうでご検討いただいて、市ご当局の方々の都合もございますの

で、そこいらで考えておりますんで、昼間と、こう原則としてですね、そういうような方

向でと、まあ思っております。 
他に。谷委員さんどうぞ 

谷 委 員：谷です。われわれ今回任期２年ということで、今、計画は３月までなんですけども、

もう１年これ以降次もあると思っとってよろしいんでしょうか。 
事 務 局：スケジュール表につきましては今年度の分だけでございます。といいますのは、今

年取り組んでいきまして、どういうふうな方向性来年度変えるかわからないというかたち

で、とりあえず今できていますのは、今年度のスケジュール表というかたちでお示しして

おります。委員さんにつきましては今年、来年度を通してそれぞれご助言・ご提言をいた

だくという形を思っておりますのでよろしくお願いします。 
伊丹会長：前の委員会は大綱を作り上げる事と、集中改革プランを作成して、市当局にご提示・

ご提言を申し上げるというのが使命でありましたもんでありますから、昨年の１２月２７

日に答申をした時点で一応本務が終わったというような考え方でないでしょうか。今回は、

進捗状況を皆様方の高い見識の中で見定めていただいて、足らざるところはベースを上げ

て頑張ってくれと、いうようなことの委員会だと、こう思っておりますんで。 
他にございませんでしょうか。矢野委員さんどうぞ。 

矢野委員：矢野でございますが。ちょっと理解不足で申し訳ありません。スケジュールとして、

８月、９月くらいに中間把握ということで、これは検討部会から中間状況報告があってそ

れを基礎にしてやる委員会で、中間把握をやると。後は一挙に３月、年度末、ここでその

年度の進行状況、これに対する意見書の提出という形になっとんですが、結局２回ぐらい

しか委員会はやりませんよということとすれば、これは膨大な数、量ありますわね。検討

部会７つもある。どういう時間設定して、どんなイメージなんか。私の頭の中でくるっと

回らないんですよ。もう少し詳しく説明してください。 
事 務 局：先ほど私の説明不足っていいますか、とりあえず８月、９月には決算が出ますので

それをふまえての中間報告、あるいは状況報告というかたちでこの委員会開いていただく

と。もうひとつは１２月頃ですね、年末に今年の取組の状況がある程度報告できるんでな

いかなと思いますんで、１２月頃に１回お願いできたらと。３月に今年の取組の状況の報

告が出ますので、報告受けての３月に１回。それと当然量が多いんで、３月にはそれ１回

では終わりにならないであろうと思いますんで、それ以外にトータルで１回か２回余分に

お願いできたらという形で、トータル５回まで、までったらおかしんですけれども、５回

ぐらいお願いできたらと思っておりますのでよろしくお願いします。 
伊丹会長：矢野委員さん、基礎基本的にですね、８月と１２月という節目を事務局のほうでお
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話をいただいたんですが、８月に、次回開いた時の中身といいましょうか、内容によりま

してね、また開催の日取りも変わってくるだろうと、こう思ってありますんで、そこいら

弾力的に捉えていただけたほうがいいんでないかと思いますんで、それでよろしございま

しょうか。 
矢野委員：具体的に時間設定の話なんですが、今までですと検討部会６つ７つある中、1 回に

ひとつの検討部会から案件が上がってきて、それをその日 1 日かけてやってきてましたわ

ね。このスケジュールでいくと 7 つの検討部会から状況報告が一挙にぼんっとあがってく

る。これをどれくらい時間をかけて、我々委員会でやる予定なんですかね。 
伊丹会長：できればですね、私の希望として 7 検討部会の、例えば 8 月第 2 回開催するにあた

って事前にですね、ご案内といっしょに、進捗状況と集中改革プランが出とるもんですか

ら、あれに対をしながらここまでできておると、いうようなものの事前資料をお送りいた

だいた上で、考察を加えていただいた上でご出席をいただくと。こうゆうことにしたら多

少そこいら時間的な集約ができるんでないかと思っておりますがいかがでしょうかね。 
矢野委員：どうしても先ほどから言ってますように、会の進行をイメージできない。私がもし

主催するんであれば、1 回の会に 4 時間 5 時間かかるなと。どんなふうに持っていったらい

いんだろうかな。全然自分なりの整理がつかないんですが、多分 2 時間ぐらいの設定で 1
回目の中間報告をやる。たたっと流して次 12 月にもっと詰めたかたちにやる。単なる出て

きた途中経過をご承認下さいっていう、たぶん中身の検討する時間はないんじゃないか。

それぐらいの簡単な委員会で通されるつもりなんか、いわゆる時間をどういうふうにとっ

ていくんかってことは、我々委員会の任務、どこまで入り込んでいいのかっていうイメー

ジできない。こういうことなんですが。今日の結論でなくて結構ですが、もう少し突っ込

んだ形、いろんな問題あると思いますのでお願いします。 
事 務 局：はい。できる限りご要望に沿ったかたちで会議は開催していきますけれども、心配

されていますように、今回の委員会につきましては、昨年のように個々いちいち計画をた

てていくというかたちではございませんで、この推進計画の中身について、このとおりで

きているか、あるいはできていない。あるいはもっとこうしたらいいんでないんかという

ふうな形での委員会になろうかと思いますので、昨年までのずっと掘り下げた形での委員

会にはあまりならないんでないかなと私のほうも思っております。これは甘いかもわかり

ませんけれども、とりあえずはこの推進計画がスムーズにできるかどうか、スムーズにや

っていけてるかどうかというのが大事でございまして、それ以上の効果をあげるためには

またどうすればいいかというかたちのご意見を皆さんにいただく。いうふうに思っており

ますので、ご理解をお願いしたいと思います。 
伊丹会長：いずれにしましても、案外計画というのはプランニングだけで終わるケースがある

わけですけども、行財政改革については、やはりこの目に見える形で進めなければ、また、

形付けなければならんとこう思ってますんで、そういう面から見て、行政の方で、検討部

会の方で、細かい進捗状況を私どものほうに事前にお送りを頂いて、考察も加えていただ
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いて、検討も加えていただいて、委員会に望んでいただくような形で、時間の会議の時間

の中身というのは、やはり充実したもので終始したいと思いますし、その時間をどれほど

ということについては、推進室の森室長さんとも十分相談しながらセッティングしてみた

いと思っておりますんで、ご了解いただいたらとこう思っております。 
他になにか。どうぞ 

森本委員：森本です。了解はするんですが、そういうふうに進めれる条件っていうのは、この

検討部会が本当にピシッとしたものを出していただいて、「現状こうです」と、で「こうい

う計画でここまでいっております」というのをピシッとしていただければ、それはできる

んですよ。だからそういう責任を持ってほしい。ここまできたんだから。どうせやるんで

すから。だからそういう会にしてほしいとお願いしよんです。 
市  長：私からも一言お話をさせていただきますが、いろいろ皆さんにご熱心にこれからの

進め方をご協議いただいておりまして、皆さんの熱意が伝わってくるところでございます。

もとより行政が進めておりますことは、私共もそれぞれの職員が責任ある立場、そしてさ

まざまな法基盤に則って、各種事業、市民の皆様の為に行財政を運営をさせていただいて

おるところでございます。また、関連する議会の皆様のいろんなご審議をいただいてです

ね、ご決定いただくものは市民代表の議会の皆さんの公的な機関で正式にご決定をいただ

いて、これを着実に推進していくという、こういう手順でおるところでございます。そし

てその中で、集中改革プランにつきましては、皆様方から大所高所から、このようは項目

で、こういう目的を立てていただいておりますので、私共にとりましてもこの目的を着実

に推進をする事が、市民の皆さんの付託に答えることになるわけでありまして、そういう

意味では、ただいまお話になりましたような皆様により分かりやすく、より具体的なご説

明も申し上げていかなければいけませんが、皆様方におかれましては、市民の立場からし

て、いろんなお考えや、見方があろうかと思います。素直に、率直にそこらへんもまたご

提言やご意見を賜れば、また行政のほうといたしまして、真摯に受け止めさせていただい

て、直実に実行できるような取り組み方をしていきたいと、このように考えております。

ただ、これらの事業を進めるにあたりましても、国や関係機関との様々な意見調整も進め

ながらやっておりますので、今決めた事が即実行できるかというようなことにはなかなか

至らんこともたくさんあるわけでございまして、そういう意味におきましては 1 年という

単年度で予算を計上し、実行するという今の行政の仕組みからしましてですね、皆さんの

ご期待に十分お答えできない面もあろうかと思います。そこらへんは、また担当のほうか

らですね、詳しくご説明を申し上げさせていただきたいと、このように思いますのでどう

かよろしくお願いをいたします。いずれにいたしましても大所高所からですね、ご意見を

賜れば大変ありがたいと、このように考えておりますので、よろしくお願いいたします。 
伊丹会長：ありがとうございました。他に何かございましょうか。新しくメンバーにお加わり

いただきました皆さんのほうから何か、当委員会に対してこういうような審議、協議を進

めてほしいというようなご意見等がございませんでしょうか。 
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下大寺委員：マイクでいう事ではないんですけども、初めて参加しましてずいぶん初歩的なグ

ッと元へ戻るんですが、この検討部会のメンバーの方っていうのは皆さんこの表にありま

した中で職員の方なんですか。 
伊丹会長：詳しく室長さんのほうからお話を申しあげますけれどね、検討部会というのは、市

ご当局に勤務をされてる管理職の方とか、職員の中からですね、市長さんの、本部長さん

のほうから委嘱をしてですね、それぞれ 7 つの検討部会で具体的に突っ込んだ話をですね、

ここはこういうようにしていったらいいだろう、ここはこういうように広げていって、深

めていったらいいだろうというようなことをですね、多種多面的な方向から検討していた

だいて。ちょっと事務局のほうから、検討部会の中身についてね詳しくお話をさせていた

だきます。 
事 務 局：それでは、検討部会のほうでございますけども、この検討部会、各責任者ですね、

部長がなっております。アウトソーシングのほうが、西岡建設部長。補助金検討部会のほ

うが、蔦教育次長。財政健全化検討部会が合田企画財政部長。行政評価検討部会が新居環

境福祉次長。組織再編人事評価検討部会が渡邉総務部長。三野病院経営検討部会が新居環

部長。地域振興検討部会が高畑産業観光部長。ある程度各部長関連の方に部長はなってい

ただいておるという形でございます。その中で部員でございますが、昨年は補佐以上とし

ておりましたけども、今年度はそういう枠を取り払いまして、それぞれ各部ある程度 1 名

ずつぐらい入ってもらうと、若手でもどなたでもいいという形で、ある程度全庁的に選ん

でいただいております。人数は少ないんですけれども 10 名という形で、だいたいどうして

も課長、課長補佐が多くなるんですけれども、枠を取り除いておりまして、ある程度のご

意見を頂くという話にしております。今現在、検討部会のほうは 4 月に発足しまして、今

現在第 1 回、議会もありましたんでそうしょっちゅうできませんでしたので、1 回目今年の

方針を決めていただくというかたちでの会議を開いておりまして、7月に入りまして2回目、

それの具体的な方策等を今随時開催していただいているという状況でございます。ですの

で、8 月末 9 月にはある程度今年の実施計画といいますか、活動内容についてはある程度方

針をご報告できるんではないかな。と思っております。 
伊丹会長：よろしいでしょうか。勢力的にですね、本務、勤務外にですね、そういうことで本

部長の下でですね、それぞれの部会部長さんを中心に検討を進めておりますんで、その具

体案がわれわれのところへ出てまいりますんで、考察を加えていただいてですね、是非ひ

とつご提言をいただいたらと思います。他に川西委員さん何かございませんか。 
川西委員：ちょっと今の中の議題から外れるんですが、検討部会ですが、第三セクターあたり

でも何か、一人の方がやっとるんですか、職員を誰か担当でどこそこが見いっていうよう

な貼り付けとる人はおらんわけですか。 
事 務 局：はい、各検討部会それぞれ各課職員入ってますけれど、個人にこれを検討せえてい

う形でなくて、それぞれ検討部会に任しておりますので、検討部会として意見をまとめて

ほしいという話をしております。 
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川西委員：ちっと個人の何を出して悪いのですけんど、私この 3 月に祖谷の温泉行ったんです

けんど、これ話題になっとるか、どんなんかいなと思たんですきんど、所長も挨拶にも出

てこんし、四国四県の国鉄のＯＢ会の懇親会があったわけですけんど、香川の方は用意が

できましたから入ってくださいって入ったら、皆席に着くとまだ料理ができませんから、

また、元の所へ帰ってくださいって、誰っちゃ文句も言わずにまたすごすごと行っきょる

し。このごろ旅行なんか行ったら、今の朝のドラマでないきんど、女将さんあたりは張り

切って必ず挨拶に出てくるきんど、所長も挨拶にもこんし、職員もその連携が取れんし、

入れという人、出て行けという人で、あまり改善されてないちゅうのを感じたんです。個

人の箇所を出して悪いんですきんど、そこらあたりやっぱり職員誰か、その、外してまで

とは言わんが、指導にあたる人を、私が常々言うとったんですきんど、今の仕事を分けて

するんでなしに、適正な要員を配置したらその残りの人間は、ごみの処理とか、そういう

面で経費節減できるとこに有効に利用したらずっとよくなるんでないかということを言う

とったんですが、少しもそういうことの影は見えんかったんで、その後また何ヶ月か過ぎ

とるから、実施段階で進んでいっきょんかと思いますが、そこらあたり、できたのを見に

行っただけではいかん、直接指導をする人が必要でないかと思います。ちょっと、今の話

とずれますが参考までに申し上げます。 
市  長：第三セクターにつきましてはですね、いわゆるこの検討部会でいろいろ検討してお

りますし、もうひとつは昨年の 9 月から企画財政部の中にですね、プロジェクトチームを

作りまして、第三セクター9 つあるんですが、ひとつひとつですね、財務だとか経営とかで

すね、人事だとかですね、総合的にすべて今診断もしたり、再建策も立て上げたりですね、

改革案を作ったりということを順番にやってるところです。そのひとつに職員の研修であ

るとかですね、それから経営をうまくするっていうような新たな経営策だとかですね、い

うようないろいろこう提言をしてるとこなんですが、今、川西議員さんのお話をいただい

たようなことも、実はたくさん他にも声を寄せられております。非常に我々も実は困った

もんだというふうにも思いますし、何とかしたいという気持ちでおります。そういう経営

とかいろんな事につきましては、商工・観光という専門の部が一応担当する事になるわけ

ですが、第三セクターという独立の法人ですので、これからはそこの責任でですね、どん

どんやってもらうようにする。我々は株主としてきちんと責任を果たしてもらえるような、

株主の期待に答えてもらうような、もちろん市民ですね、答えてもらえれるような事をこ

れから要求もしたりしていきたいと思います。あくまでも自己責任をきちっとさしていき

たいと、いうふうに今やり替えておりますので。大変貴重なご意見をいただきましてあり

がとうございました。今後、またいろいろと検討させていただきます。ありがとうござい

ます。 
伊丹会長：ありがとうございました。東委員さん何かございませんか。 
東 委 員：初めてでして、識見が本当低くてよく分からずに委員をお引き受けしますというこ

とで、大変今申し訳ないことをしてしまったんかなあと思ってしまったんですが、例えば
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この検討部会見渡しましたらすごい広範囲に渡るんですんですけれども、例えばこちらに

おいでの委員さん方は、非常に識見の高い方々で、こういうことをすべてチェックってい

うか、できる方ばかりお集まりなのかと思って、私なんかある一定の部分にはすごく興味

があって、そういうところに知りたいなあっていうようなこともあってお引き受けさせて

いただいたんですが、全然まったく分からないと、どういうふうに検討を加えていいのか

分からないような分野ていうんですか、分野ごとにそういうこの項目には関心があるって

いう人を集めるとかですね、いうようなことしていただけたらあれだったかな。私なんか

ちょっとそういうようなことが理解できずにお引き受けした私のほうが、間違ってるのか

なとも思ったんですけれども。もしかしてもっと若いお母さん方とかでしたらこういう、

例えば幼稚園、保育所の問題とかそういうことに関心のある方が、進捗状況とか見てもっ

とこうしてほしい、ああしてほしいだとかそこで言えたりできるんかなってチラッと思っ

たりしました。またその進捗状況だけを判断するのか、そこにちょっと、もっとこのほう

がいいんじゃないんですかというようなことを言える委員会なのか、単に遅いんか、進ん

でるのか、進んでないんか、そこを判断するだけの委員会なのか、その辺がちょっと私分

からないっていうところもありまして。すいません十分理解していなくて。 
伊丹会長：この委員会はね、進捗状況の報告を受けてここまで進んでいますとか、こういうこ

とを手がけておりますということの詳細は私どものほうにお話があるわけですが、それに

ついてですね、各委員さんから高い識見の中でですね、経験の中から編み出されたものを

ご提言もいただいたり、ここはこうしたほうがいいんでないかというようなご提言もいた

だく、そういうような会でございますんで、ご遠慮なしに各部会でお話し合った事につい

てはご発言をいただいて結構だと思いますのでよろしくお願いします。 
東 委 員：多分特定の分野以外のところでは全然発言できないと思いますけれどもよろしくお

願いします。 
伊丹会長：まあ１００％ねえ全方位外交はきませんけれども、それぞれの長年の経験の中でで

すね、ご提言をいただければ大変ありがたいと思っておりますんで。他に今日は第 1 回目

でございますんで、大体今日は年間の当委員会を発足させていただいて、委員会の開催の

方向付けといいましょうか、それからまた、委員の皆様方のお顔合わせといいましょうか、

そういうようなことの会合であったように思うんですが、時間が、12 時が迫っております

ので具体的な突っ込んだ詳細についての検討といいましょうか、そういうようなところま

で進みませんが、次の会の日程等についても最終的には決めておきたいと思いますんで。

なお、本日の会でご発言いただけるようなことがございましたら、ひとつご発言をいただ

けたらと、こう思いますが。特にございませんでしょうか。先程事務局のほうからお話ご

ざいましたように、年間の大体進め方というのは、方向付けが出たように思っとりますの

で次回、まあ市の決算が出た 8 月頃というお話がございましたですが、これについては、

具体的な何月何日というわけにもいかんと思いますけれども、8 月１４，１５，１６はお盆、

阿波踊りもございますので、それ以後がよろしいかと思いますんですが、9 月の始め、また
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は 8 月の下旬ということで、そういうことで、全員の皆さん方のご都合をお聞きするわけ

にもいけませんけれども、事務局のほうで日時等を、会議の中身も考察をしていただいて

ですね、時間をどれくらいかかるというようなものをおよそお示しをいただけるような方

向で事務局のほうへお任せをしてよろしゅうございましょうか。 
委  員：異議なし。 
伊丹会長：それじゃあ、8 月下旬から 9 月の上旬、9 月は市のほうも議会開会がございますので、

そこいら合間を見ながらですね、それじゃあ設定をしていただくような方向で。検討部会

からの具体的な資料の提示もあろうと思いますので、そこいらをどれぐらの時間をかけて

委員会を開催したらいいか考えていただいた上で、午前、午後、集約をさしていただいた

らと、こう思います。それでよろしいですか。 
終盤がきたんですが、今日何か他にご発言がありましたらひとつちょうだいできたらと

思いますが。 
事 務 局：今、次回の予定と言いますか、8 月下旬から 9 月というかたちでご了解いただいた

んですけれども、こちらのほうも今回は早めに皆さんにご案内差し上げまして決めていき

たいなと。昨年は 1 週間前という形でしたんですけれども、できましたら 2 週間、あるい

は 10 日ぐらい前までに皆さんにご連絡を差し上げて、できるだけ皆さんにご出席いただく

ような形の方法をとっていきたいと思っておりますのでよろしくお願いしたいと思います。

それと、会議の日程をご通知申し上げまして、もし何かその中で議題にあげてほしいとい

うような項目がございましたら、その後にファックスなり電話でこちらのほうにご連絡い

ただけたら準備をさせていただくというふうにしたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 
伊丹会長：それでは 12 時がもう近くなりまして、第 1 回目お顔合わせ、またこれからの委員会

の進め方、また委員会の性格等について、ご討議をいただいたわけでございますが、どう

ぞひとつ先程市長さんのほうからお話ございましたように、大所高所から検討部会で出て

くる集中改革進め方等の具体的なものについてご示唆をいただければ大変こうありがたい

と思っております。本日は大変天候の悪い中、またお忙しい中ご出席をいただきまして、

ご協力賜りましたこと厚くお礼を申し上げておきたいと存じます。また、市のほうからは

市長さん始め、幹部・部長さん総揃いでご出席を賜りまして本当にありがとうございまし

た。今後ともひとつ、市の将来を形付ける本当にこう重要な中身だと思っておりますので、

ご努力をいただきますようにお願いをしておきたいと存じます。大変ふつつかな会長にな

りましたけれども、ひとつ最後までご協力ご指導賜りますようにお願い申し上げまして本

日の会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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