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平成１９年度 第２回行財政改革推進委員会 会議録 

日 時 平成１9年９月２０日(木) 午後１時３０分～午後４時００分 

場 所 三好市池田総合体育館 

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 

    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、蔦教育次長、 

高畑産業観光課長、新居環境福祉部次長、来見財政課長、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：お疲れ様でございます。朝夕は大分しのぎやすくなってまいりましたが、まだ、日中は真夏

日が続きまして秋の彼岸の入りということでございますけれども、まだまだ暑さ、残暑が厳しい状

況でございます。皆さんにも体調管理には十分気をつけていただきたいと思います。本日は上野委

員さん山本委員さんが欠席ということで、現在８名の委員さんが出席していただいておりますので

始めていきたいと思います。 

前回は今年度の大まかな全体の流れと体制をご報告、ご説明させていただきました。今回は先日

ご通知申し上げましたように、各検討部会の進捗状況と、財政計画案についてご説明を申し上げ、

ご意見を賜りたいと思っております。 

それでは只今から、第２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：皆さんこんにちは。今お話ございましたように、今まで経験した事のないような残暑の厳し

さでございますけれども、委員の皆さん方にはご健勝のご様子で心からお喜び申し上げます。今お

話ございましたように、今後の健康管理に十分ご留意いただけたらと思っております。今日は第２

次の行財政改革推進委員会の第２回目の会合であろうかと思いますが、今お話ございましたような

中身で本日の会議を進めてまいりたいと思っております。昨年の１２月末に、第１次委員会の答申

を市ご当局にさせていただきました。その中には皆様方の貴重なご意見やご提言を盛り込んだ内容

が、委員の皆様方の創意を受けて答申をなされたように思っておりますが、その後、市当局ではそ

れぞれの検討部会のほうで、それに基づいての具体的な詰めと言いましょうか、進め方、あるいは

取り組まなければならない課題等につきまして、いろいろご努力をいただいておるようでございま

す。本日は具体的にそれぞれの検討部会の現在の進捗状況、また、お取り組みの状況等についてご

説明をいただいた後で、委員の皆様方から貴重なご意見を頂戴できたらと、かように思っておると

ころでございます。先般来の３月議会、あるいは６月議会、９月議会等々の議事をテレビ等で拝見

をいたしておりますと、やはり行財政改革というのは、総論は賛成であるけれども各論になってく

ると非常に難しい問題があるように思っております。いささかでも行財政改革の計画を後退させて

は私はならないと。県のほうでも現在新聞報道等でなされておりますように、大変な状況になって
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おるようでございますので、やはり私どもの三好市におきましても大鉈を振るいまして、行財政改

革に真剣に取り組んでいかなければならん時が今まさに来たように思っております。どうぞひとつ

市民の目線で、視点で住民を代表する皆さん方でございますので、どうぞ忌憚の無いご意見、ご提

言を頂戴して、市当局の検討部会等に十分に反映させていただけるような貴重なご意見を頂戴でき

れば大変ありがたいと思っておるところでございます。どうぞひとつ本日も限られた時間になろう

かと思いますけれども、昼間大変お忙しい中ご出席をいただきましたのと、せっかくの時間でござ

いますので有意義な委員会になればと、こうかように思っております。ご協力を切にお願い申し上

げましてご挨拶に代えさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

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こちら、市側の出席者をご紹介します。 

（紹 介） 

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項の規定におきまして、会長にお願い

いたしますのでよろしくお願いいたします。 

伊丹会長：それでは議事を始めてまいりますが、会議を始める前に皆さんにひとつご了解を頂戴でき

たらと思いますが、今日はケーブルテレビの「へそっこニュース」の取材がきておりますので、

ニュース番組の取材でございますので、ビデオカメラ等での撮影を許可してよろしいかどうかと

いうことをお諮りをさせいただいたらと思います。いかがでございましょうか。かまいませんで

しょうか。 

委    員：異議なし 

伊丹会長：異議なしのお声がありますようでございますので、撮影を許可する事にいたします。なお、

前回もお願いいたしておりましたが、会議録を作成する関係上マイクをお回し申し上げますので、

マイクを通してのご発言でお願いをいたしたいと存じます。 

まず、本日の会議でございますけれども、上野委員さん山本委員さんが欠席ということであり

ますので、委員８名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ます事をご報告をまず申し上げておきたいと存じます。次に議事録

の本日の署名の委員さんをご指名さしていただいたらと思うのですが、いかが取り計らいましょ

うか。私の方でご指名させていただいてよろしゅうございましょうか。それでは本日の議事録署

名者として、下大寺委員さんと高平委員さんにお願いをしたいと存じます。どうぞお二方よろし

くお願いいたします。 

それでは早速でございますが、本日のレジメにありますように第１号の議案として、各検討部

会の進捗状況についてということを議題として、只今から事務局から説明をお願いしたいと存じ

ます。事務局お願いいたします。 

事 務 局：はい。前回の委員会では今年度の大まかな全体の流れと体制ということをご報告申し上げ

ました。その後検討部会についても担当部長、部員なども決まりまして、また集中改革プランの

各項目の今年度の計画等が大まかに決まりましたので、資料を基にご報告、ご説明申し上げたい

と思います。その後各担当部長おいでておりますので、現在の進捗状況についてご報告申しあげ

ます。最初にこの間お送りいたしました集中プランの今後のスケジュールというこの資料をお願
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いしたいと思います。まず表紙をめくっていただきまして１ページです。集中プランでの項目は

全部で６８項目ありました。その内、全庁的な課題・問題、複数の部・課にわたる課題の２６項

目につきましては７つの検討部会で検討していくこととしております。その項目の今後のスケジ

ュールを掲示しております。この表の上の欄でございますが、一番上の左にあります番号、これ

は集中プランの項目番号で表しております。次に項目名、担当検討部会名、その横にスケジュー

ルといたしまして平成２２年３月までのスケジュールを４ヶ月ごとに区切って表にしております。

この検討部会ですが、アウトソーシング検討部会、行政評価検討部会、財政健全化検討部会、そ

れからこの表でいいますと二つ飛ばしていただきまして、補助金検討部会の４部会につきまして

は昨年度に引き続き設置しております。責任部長も昨年度同様でアウトソーシングが西岡建設部

長、補助金検討部会が蔦教育次長、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

が新居環境福祉部次長にお願いしております。昨年ありました定員適正化検討部会、事務事業検

討部会、第三セクター検討部会につきましては、定員適正化検討部会と事務事業検討部会、この

二つは内容的に重複している部分があったり、また、事務事業につきましては行政評価検討部会

とも重複しておりますので新たに組織再編人事評価検討部会を立ち上げました。で責任部長とし

て渡邉総務部長にお願いしております。それと第三セクター検討部会につきましては、現在財政

課を中心としたプロジェクトチームで検討されておりますので、この行革のほうでは廃止いたし

まして、新たに地域の地場産業の育成、人口減少の対策、若者の職場の就業の場の提供、あるい

は団塊の世代の対策等を検討する地域振興検討部会を立ち上げております。それと三野病院の経

営につきまして、独立行政法人化、あるいは地方公営企業法の全部適用、一部適用等のどれをと

ったらいいかという検討する為の三野病院経営検討部会を設置しております。責任部長につきま

しては、地域振興検討部会に高畑産業観光部長、三野病院経営検討部会には新居環境福祉部長に

お願いしております。次のページでございますが、次のページ２ページからは、残りの４２項目

につきまして、各担当部署で実施していくものをそれぞれ項目ごとに、それぞれの今後のスケジ

ュール表として表しています。この表の上の方の番号等は先程と同じでございますが、番号があ

りまして項目名、次に担当部署名として担当課の名前を入れております。これも２２年３月まで

のスケジュールというかたちにしております。この担当部署の中でですね、２ページの下から二

つ目といいますか、５８、５９にＫＫプロジェクトというのがございます。下から項目でいいま

すと５番目ですね。項目名で５８、５９。ここのＫＫプロジェクトとありますけれどもこれは庁

内のケチケチプロジェクトというプロジェクトチームの略でございまして、大溝収入役を座長に

空調・照明等の管理、あるいはコピー・事務用品等の事務消耗品等の経費節約といいますか、節

減について検討しているプロジェクトチームということでございます。今後のスケジュールとし

て大まかに今分かっておりますのをこの表にしまして、色分けとういうか分かりやすく表したも

のでございますので、参考にしていただきたいと思っております。簡単ですけれども以上でこの

資料の説明を終わります。それでは各検討部会の部会長からお願いしたいと思います。それでこ

の１ページの上から順番に行きたいと思いますので、最初にアウトソーシング検討部会の方から

お願いいたします。 

西岡建設部長：建設部長の西岡です。どうぞよろしくお願いいたします。日ごろは土木行政に対しま
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して多大なご協力いただきまして、心よりお礼申し上げたいと思います。本年度もアウトソーシ

ング部会長ということで、今私を含めまして部員９名でアウトソーシング部会を開催いたしてお

ります。５月から９月の１４日までの間で３回程会議をやってまいりました。本年度につきまし

てはですね、三野地区でゴミの委託が民間委託を開始いたしております。児童館、児童クラブの

運営につきましても児童クラブへ移行していったと。秘境の湯の保養センターにつきましては指

定管理者制度で現在実施されているというふうな形でございまして、本年度につきまして、今現

在学校給食業務、ゴミの収集業務、学校用務員、特別養護老人ホーム並びに幼稚園、保育所、児

童クラブにつきまして資料を、今後のシミュレーションを含めまして資料を今現在収集を行って

おりまして、それが出しだいそれに基づいて協議を行っていこうというふうに考えております。

それで本年度は本当にアウトソーシングして良いのかどうかというかたちで、まず学校給食なん

ですが、これにつきましても、なぜ学校給食が始まったのかとか含めてですね、今後学校だけで

なく、例えば老人ホーム並びにお年寄りの一人世帯等についてですね、学校給食を含めてそうい

うものができないかどうかとか、アウトソーシングでなくてそういうものも含めて逆にそちらの

方に向いて移行できないかとかいうふうなかたちも含めて検討したいというふうに考えておりま

す。それからゴミにつきましてもですね、単に民間委託だけでなく、有料化してから民間委託す

るか、そこらを含めてそれも検討していこうという形で、そういう流れで今年はアウトソーシン

グについて検討したいというふうに思っております。今現状ではそのあたりでございます。以上

です。 

事 務 局：次に行政評価検討部会。 

新居環境福祉部次長：失礼します。行政評価検討部会長をしております、環境福祉部次長の新居でご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

今行政評価検討部会ということで、３８番、その導入というかたちでございます。スケジュー

ル的には今年度若干遅れておりますが、スケジュールどおりほぼ進んでおります。まず行政評価

ということで、この点に関しましては、合併した三好市がこの制度をきちんと導入して、評価を

しながら事業を進めていこうというかたちでございまして、政策や施策、事務事業について客観

的な数値、成果指標などをもちいて有効性、効率性を十分評価してその結果を行政運営の改善に

つなげていくと、こういう制度でございます。これにつきまして平成１９年度につきましては試

行導入をして制度設計をする、２０年度から本格実施をするということで、行政評価につきまし

ては一番大元といいますか、総合計画がございますが、その政策、またその下にあります施策、

施策を実現するためのそれぞれの事務事業、三好市には１，０９０、１，１００ほどの事務事業

がございます。それぞれについての行政評価というかたちで、来年度はこのすべての事務事業に

ついて行政評価制度を導入していこうと。その上に基づいて今後施策評価、それから政策評価と

いうかたちで、３年がかりでこの制度設計をしていこうというかたちで準備を現在進めておりま

す。この５月に行政評価検討部会、私を含め１２名、行政評価につきましては行革推進室が事務

局になっていただいておりまして、１５名の中で検討部会を進めておりまして、５月２２日に第

５回目を開催しまして、いわゆる我々でもなかなか行政評価を導入するにあたってできないとい

うことで、第三者の視点から見た方向性、また確実な導入と将来有効な活用とするということで、
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行政評価の専門家にサポートしていただきながら進めていこうというかたちで進めております。

で早速今年のこの７月でございますが２日間かけまして、市長、三役以下いわゆる１８０名の職

員、２日間４班に分けましてですね、この行政評価とは何かという研修から含めまして、改めて

この行政評価についての学習会を行ってきたところであります。その後、先程申しました１，１

００ほどのすべての事務事業につきまして、各担当職員に今後５年間この事務事業の将来予測と

いうものを立てていただいて、現在それを集約をさせていただいておりますが、それに基づきま

してこの１０月４日には第２回目の、これも市長以下三役、他幹部職員５０名、１日ここで缶詰

になりながらですね、それに基づいて、いわゆるお互いに共通認識をきちんと持とうじゃないか、

幹部の方で、というかたちで研修会をする事になっております。その後、それぞれ研修を深めな

がらですね、今年度について末には、評価制度を導入するにあたりましてのスタートプランを、

この末には作成したいなあというかたちで、いわゆるわれわれ職員としても初めての内容、取組

でございますので、まずは自己研讃を含めた研修を今年度はしっかりやりながら、２０年度に本

格導入に向けての今回は研修をしていくというような流れで、今着実に研修会含めまして現在進

めているという状況でございます。具体的には報告できませんけれども、以上なことで簡単では

ございますが報告に代えさせていただきます。 

事 務 局：次に財政健全化検討部会で、合田部長今日公務で遅れるということで、来見財政課長にお

願いします。 

来見財政課長：それでは財政健全化検討部会の報告をさせていただきます。この部会においては７人

の部員で作業を進めておりまして、５月２２日に検討部会をもって、現在それぞれの担当課にお

いて項目ごとに作業を進めているところでございます。まず、科目ごとに申しますと、項目番号

４２番の歳出削減目標額を設定した財政計画の策定につきましては、今回計画案を出していると

ころではございますけれども、財政課並びに行財政改革推進室と当初計画の見直し作業を行って

いるところございます。特に平成１９年度の地方交付税が当初計画より大幅に減っていること、

また、平成１９年度の普通建設事業がほぼ確定されたこと、また、平成１８年度に歳計剰余金処

分積立が可能になったことなどによる繰上げ償還の実施を計画に盛り込んで、今回計画案を提出

しているところでございます。 

次に項目番号５２番の広告料収入の確保につきましては、すでに平成１９年度より開始し、８

月末現在市報への掲載が２２件・９業者、ホームページ上でのバナー広告１０件・３業者を実施

しております。今年度の見込みとしましては、８月末までに５５万円が収入済みとなっておりま

して、今年度においては８５万円程度の自主財源が確保される見込みでございます。 

次に項目番号６０の借上げ料の見直しでありますが、現在事務事業にかかる借上げ料の現況を

調査しているところでございます。土地借り上げ料の基礎は地価を参考にしており、旧６町村の

地価の把握と市内地域、地区間の是正に向けた方針案を作成したいと考えているところでござい

ます。 

次に項目番号６１の委託料の見直しですが、現在までに委託料を２２程度に分類し、委託業務

の現状把握をおこなったところであり、業務の委託方法、入札制度の徹底等による委託料の抑制

にむけた方針案を作成しているところでございます。 
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次に項目番号６２の使用料・手数料の見直しでありますが、只今各課から出てきた資料を分類

を行っているところでございまして、公平性が図れるような方針案を今後検討していきたいとい

うふうに考えています。 

次に項目番号６７の広域連合、一部事務組合の検討でありますが、すでにみよし広域連合及び

みよし環境衛生組合の東みよし町との負担割合の見直しは実施しておりまして、翌年度以降の軽

減が図れる事になっております。また、みよし広域連合におきましては、今年の６月１１日に行

財政改革に取り組む組織を立ち上げておりまして、三好市及び東みよし町からも２名ずつ担当者

が加わって事務事業などの洗い出し調査、広域行政組織の見直し、定員・給与の見直し等、来年

３月をめどに行財政改革大綱及び集中改革プランを作成することとしております。大綱に基づき

行政運営の能率化と合理化を図っていきたいと考えております。以上でございます。よろしくお

願いいたします。 

事 務 局：次に組織再編人事評価検討部会。 

渡邉総務部長：どうもみなさん大変ご苦労様でございます。それでは引き続きまして組織再編人事評

価検討部会の現状についてご報告させていただきます。当部会の部会長を務めております、総務

部長の渡邉でございます。どうかよろしくお願い申し上げます。当組織再編人事評価討部会につ

きましても、この５月２３日に部会を立ち上げて以来６月７月と３回の検討部会と、その後、各

総合支所のヒアリングをこれまで行ってきたところでございます。この部会の役割といったもの

がここに２３から３５までありますように、総合支所、連絡所等の統廃合とか本庁集約だったり

とか、組織・機構の再編といったことで、私も含めて６町村から１０名の委員で構成しておりま

す。部会の主な検討課題でございます総合支所・連絡所・出先機関の見直し、組織機構の再編、

定員管理の適正化、臨時職員の適正配置、人事評価制度の導入にむけた検討などとなっておりま

すが、本年３月に公表されました集中改革プランの進行管理ということで、ご承知のとおり合併

協定の中では、１０年をめどとして本庁方式へ移行するとなっておりますが、三好市のおかれて

おる非常に厳しい状況を考えれば、今日までの行財政改革の推進に関する協議や審査をふまえて

も、できるだけ早く本庁方式に移行する事が望ましいという事はいうまでもありません。とうて

い１０年なんか待てるような状況ではありませんし、私、議会の行革委員会の中でも５年６年以

内に本庁集約が図れなければ三好市は未来はないですよ、破綻をするしかないですよということ

もはっきり申し上げてきたしだいでございます。職員数にいたしましても本庁集約が完結した、

合併協定では１０年をめどというとで、１０年後には、それまで６５７名で新市はスタートした

んですけれども、１０年以内にはそれを３４２名にするよといった目標数値を出されております。

いわゆる６名の退職者に対して１名の新規雇用しかしない、６減１増の基に現行の事務事業を遂

行していくためには、また、適正な人員配置を行っていくためにも、すみやかに本庁集約をしな

ければならないというふうに考えております。まずそのためにも今は現行機構の再分析と各部署

ごとの組織再編・機構改革について、まずは検討・分析しておるところでございます。と同時に

できる部署、できるところから統廃合と適正な人員配置をやっていきますよということを、具体

的に支所のヒアリングの中でも申しあげてきております。また同時にこうしたことにつきまして

は当然アウトソーシング検討部会との連携が不可欠でございまして、アウトソーシングの進行具
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合によったら職員の配置転換もありますし、職転換もあります。そうした適正な人員配置等もあ

わせて考えていく必要があるということで、それも含めてまずヒアリングをおこなっておる状況

でございます。また、本年度中には組織・機構改革の年次計画と申しますか、いわゆる５年間で

本庁集約を完結させるという目標に向かって、年次計画を作成していきたいと考えております。

この業務内容がほとんど人事に係ることでございまして、人事室長を座長として、人事室が事務

局となって、６カ町村ずっと歩いてひととおりのヒアリングを終えた段階でございます。先程で

きる部署からと申し上げましたが、私昨年もこの委員会の中でも、あるいは議会の中の行革委員

会の中でも申し上げてきましたが、まず始めとしては産業建設部かなというふうには考えており

ます。総合支所の産業観光課と建設課を統合して産業建設課とする。そのことによって本庁集約

する中で、退職とか欠員補充したところ、あるいは建設部とか商工観光部といったように、新た

な行政課題を抱えている部署へ適正な配置をしたいということで、今計画を策定中であります。

なお、定員の適正化につきましては、今後取り組む行政評価制度もふまえて、各部署の事務事業

の内容や量を的確把握する必要があるということで、今現在では９月末から１０月にかけて、各

部署のすべてのヒアリングを終えたいというように考えております。一応今人事の方で計画して

おりますのは、９月末から１０月中旬ぐらいまでには全部署のヒアリングをひととおり終えたい。

改めて各部署の事務事業の見直しを行う中で、新たな行政課題を抱えていることもお聞かせいた

だく、協議をさしてしていただくということから、的確な機構再編と定員の適正化を図っていき

たいというふうに考えているところでございます。以上簡単ですけれど報告にかえさせていただ

きます。 

事 務 局：続きまして地域振興検討部会。 

高畑産業観光部長：失礼いたします。地域振興検討部会の部会長をさせていただいております、産業

観光部の高畑です。よろしくお願いいたします。地域振興部会なんですが、地域振興部会は５４

番の地場産業の育成・研究調査、それと５５番の人口減少対策、この中には大きな項目がござい

まして、詳細には若者定住、それから団塊世代の対策、子育て支援、就労の場の確保という４点

がございます。それと投資的経費の調査研究組織の確立ということで、これにつきまして各関係

課７名の職員の中で検討部会をおこなっておるところでございます。それでまず地場産業の育成

研究調査なんですが、これにつきましてはまちづくり推進課を中心といたしまして総合計画を策

定中でございます。これにつきましては現状と課題、基本方針、具体的な施策等を作成しまして

やっていこうということで、この総合計画につきましては１２月の定例会に提案すべく、今作成

中でございます。ほぼ素案というのができあがっておるようなところでございます。それと観光

基本計画なんですが、これにつきましても平成１９年度末に策定していこうということで、１９

年度末を目標に今観光基本計画を検討中なんですが、現在は観光振興に精通している方々のご意

見をいただくということで、策定委員さんの選任中でございまして、この策定委員さんが確定い

たしますと早急に策定委員会を開催いたしまして、今年度中を目指して基本計画を作っていこう

ということで進めているところでございます。それから中心市街地活性化基本計画なんですが、

これにつきましてもすでに本庁内では推進委員、それから幹事会をおきましてそれぞれの各課か

らの事業等を集約いたしまして、それと同時に商工会議所中心に民間事業者による事業の集約を
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しながら、計画策定を現在進めておるところでございます。すでに計画といいますか、基本計画

の素案等を作成しまして、協議中でございまして、これにつきまいても今後、この事業等が具体

的に実行可能な事業なのかということを詳細に精査行いまして、最終の認定に向けて今進めてお

るところでございます。次に人口減少対策なんですが、この中に若者定住につきましては、すで

に市のホームページに定住促進のための各種の支援施策等掲載いたしまして、ＰＲをすでに進め

ているところでございます。住宅につきましては木造住宅推進補助金、それとか、ふるさと団地

のＰＲをすでにすすめておるところでございます。その次の団塊世代対策につきましては、これ

につきましても徳島県の団塊の世代向けホームページとういことで、徳島県への移住・滞在・観

光に関する支援の情報サイトをすでに掲載いたしまして、それと総務省のポータルサイトにおき

ましても、交流居住の進めということで市の観光情報や滞在プログラム情報を掲載して、情報発

信をすすめておるところでございます。それと同時にＩターン・Ｕターン等の推進ということで

定住促進、体験交流のための居住の設備、滞在型市民農園ということで、これにつきましても本

年度から国の新たな事業でございます農村活性化プロジェクト支援交付金、１９年度の新規事業

なんですが、これにもこの事業で市民農園についても計画していこうということで、準備を進め

ているところでございます。同時に三好市の空き家調査の実施も継続しておこなっておるところ

でございます。それから子育て支援事業なんですが、この子育て支援事業につきましては、まず

子供が非常に減少するということで、子育て支援を充実していこうということで、まず保育料の

軽減、これにつきましても平成１８年４月から三好市独自に３歳児以上で４階層以上の保育料を

一律２万５千円に統一とういことで、平成１８年４月から実施しております。それから保育時間

の拡充ということで今、平日で３０分、土曜日は夕方の５時４５分までの保育時間の拡充をおこ

なっておるところでございます。それから一時保育の充実ということで、従来三好市に１０保育

所あったんですが、今まで１保育所のみ実施でありましたが、１８年度から５施設新たに実施し

て、今後もこの実施可能な施設より積極的に実施していこうということですすめております。そ

れから児童手当の拡充ということで、これにつきましては平成１９年４月より３歳未満の第１子、

第２子の支給額に乳幼児加算、５千円を加算して月額１万円の増額をすすめております。それか

ら放課後児童健全育成事業の推進ということで、学校の空き地とかを利用した放課後の児童クラ

ブを順次すすめるということで、今回９月議会にも新たに２箇所提案をさせていただいたところ

でございます。それから就労の場の確保なんですが、これにつきましてはすでに６月議会に三好

市の企業立地促進条例を制定いたしまして、企業誘致のパンフレットを今作成しておりますとこ

ろでございまして、それと同時に三好市内の遊休地の調査も順次すすめております。そして企業

への情報提供資料の収集作業もすすめているところでございまして、現在の動きといたしまして

は、何件かの申し込みというか問い合わせもございまして、現在検討・調査中でございます。今

後も立地を希望する企業に対しまして、情報提供おこないまして新たな企業の立地を促進してい

きたいなあというふうに考えております。最後なんですが、投資的経費の調査研究組織の確立と

いうことで、三好市ご存知のとおり非常に莫大な市債残高を抱えておりまして、三好市といたし

ましては今後、計画的に投資的経費を抑制して市債残高の減少に努めるということで、まず投資

的経費の調査研究組織を関係部署を中心といたしまして確立をいたしまして、事務事業の見直し
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を行っていくようにしております。具体的には財政計画の範囲内で市債の発行限度額を定めまし

て、優先事業を精査しながら事業執行を行っていくと、そういうことによって公債費の負担の軽

減を図るということで、今すすめているところでございます。以上よろしくお願いします。 

事 務 局：次に補助金等の検討部会。補助金検討部会。 

蔦教育長：どうもお世話になっております。補助金検討部会の蔦でございます。よろしくお願いいた

します。補助金検討部会といたしましては、私を含めて１０名の部会員になっておるところでご

ざいます。現在まで６月１２日と９月１２日にそれぞれ部会を開きまして、１９年度の検討課題、

２０年度以降にどうするかというふうなことを現在検討しているところでございます。まず、今

までの検討内容でございますけれども、まずひとつには１８年度の各課で団体補助金の実績の確

認をおこなっていくということを決めています。イベント補助金、これにつきましては、基本３

年間のサンセット方式の打ち切りでやるというような形、さらには市の主催するイベントに関し

ましては継続させる必要があるだろうということで、区分整理を今後行っていきたいというふう

に思っております。それと今年の始めそれぞれの各団体の方々にご説明申し上げましたけども、

１９年度より実施しておる新しい補助金制度、いわゆる団体への補助金制度について、つまり団

体の支援区分、さらには補助率５０％から１００％までの補助率、さらには限度額を勘案した新

しいチェックシートに基づく補助金制度について、１９年度実施でございますけれども、これに

ついてそれぞれの団体から上がってくる状況をみましての更なる検討を進めていこうということ

も進めております。それで特にもうひとつ大きなことといたしましては、団体補助金とかそうい

う補助金以外のものにつきまして、つまり負担金の部分も非常に大きなものがございますので、

先程財政のほうから言われました、広域の負担金を除いたほかの負担金の部分につきまして、負

担金の検討をさせていただきたいということであります。いわゆる上部団体、国・県・郡さらに

はそれぞれの組織への負担金がございます。これにつきまして検討させていただく、検討させて

いただくということは廃止をできるものはさせていただきたい、そしてその影響を調査させてい

ただきたいし、他の自治体では払っていないのに三好市だけ払っているようなもの調査というふ

うな加入状況の把握をして、精査をおこなって負担金の削減に努めていきたいというふうに考え

ております。それと今後新しい補助金がまた出てくるということがございますので、新規の補助

金に対しての対応ということで、これもサンセット方式ということで３年間の打ち切り方式で検

討していくというところでございます。２回の補助金検討部会を開きましてけれども、この中で

１０月中には補助金検討部会での方針等を検討し決定して、さらには行財政改革推進委員会本部

の中でも方針の決定をしていけたらなあというふうに思っております。特に今年度につきまして

は、先程も申し上げましたように、負担金の部分について、今回１８０件あまりの負担金につい

ての削減等々の調査をおこなっていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願い申

し上げます。 

事 務 局：最後になりましたけれども、三野病院経営検討部会。 

新居環境福祉部長：失礼します。三野病院経営検討部会を担当しております、環境福祉部の新居でご

ざいます。三野病院検討部会は私以下１１人の部員で構成しております。只今までに２回の検討

部会を開催をしたところでございます。病院の院長、あるいは病院の総看護師長等現場を担当し
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ておるものが部員として出席しておるためにですね、午後４時から三野病院の会議室で開催して

おる状況でございます。三野病院検討部会ということで担当はしておりますが、この検討部会非

常に難しい部会であると私は思っております。三野病院今回の決算で当年度の損失を７００万余

り決算で出しております。お医者さんの数が少ない、常勤医師が３名と少ないということと、外

科・整形外科診療も週に１回ということで少なくてですね、新築改装いたしておりますが、患者

数は減っておる状況であります。第１回の検討部会５月２５日に開催いたしましたが、合併時に

よりますと独立行政法人への移行とか、経営健全化を図る公営企業法の適用を全部適用にすると

かということで、その検討を進めているところではあります。とりあえずは全部適用の勉強をし

ようということで第１回の会合は終わりました。第２回目をどうするかということで、これはど

こかで全部適用のことをよく知っている人を探して、全適とはどういうことかいうことで話しを

聞こうと、第２回目６月２８日には、県の西部総合県民局から市町村の支援担当ということで２

名の県の職員さんをお願いをいたしまして話を聞いています。その内容から、三野病院の院長が

診察をしている為にですね、管理者を院長にするということになりますと、病院自体が機能しに

くくなるのではないかということが危惧されます。県は県立３病院を管理者を決めて、全適に移

行しています。県立病院の方は、小回りが利くということで歓迎はしておりますが、三野病院に

ついては医師不足等がありまして、県が言いますのは、今、何故三野病院が全適か。はたして全

部適用にするとメリットがあるのか、という疑問があるということでございます。まあ全部適用

すると財務組織・職員の身分の取り扱いの、まあ３つの内容から構成をされるんでございますが、

身分の取り扱い等につきましては、職員は不安をもっております。そういうことから第３回目の

会議には類似病院が、全適をやった類似病院がですね、あるのかインターネット等から探し出し

まして、現場に出向いて話が聞けるものだったら話を聞こう。あるいはそういうところの資料を

取り寄せて勉強していきたい。まあ３回目近く開催される予定でございます。そういうことで勉

強していきたい。かように思っておるしだいでございます。以上でございます。 

伊丹会長：ありがとうございました。今１ページの検討部会スケジュール、上のほうからそれぞれ担

当部長さんのほうから、現在進捗状況等についてのご説明をいただきましたが、なかなかご理解

をいただけるのは難しいかと思いますけれども、お聞き取りをいただいた中身でどうぞひとつご

発言を頂戴いただけたらと思います。 

それじゃあ再開いたしますが、どうぞひとつお聞き取りをいただいた中身で。 

私の方から口火をきるのはいかがと思いますが、私はいつもナンバー５番の三野病院の問題です

ね。これ私ども三好市の実力からしてですね、市民病院を将来的に継続維持できるのかどうか、

そういう力があるのかどうかっていうことがいつも疑問に思うのですが、早くそのような力がな

いとすれば、ベターの方向をできるだけ早く見つけ出すことが、市の財政負担にも好影響を及ぼ

すんでないんかというような思いがいたしますが、そんないわゆる町立病院が市民病院というこ

とになったわけでございますが、おそらくこれぐらいの自治体で市民病院を持っているところは

全国的にも少ないんでないかと。私も赤十字に関係している関係で病院の事に関しましては非常

に関心があるわけですが、そこいらが将来的に新居部長さんどうなんですか。 

新居環境福祉部長：非常に難しい質問をいただきましたけれども、やはり三野病院ご存知のように三
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好市の中でも西部には医師不足、三野病院自体は医師不足でございますが、その旧三野町のほう

にはお医者さんたくさんおります。医者数が１０人以上常に常駐するという状況でございまして、

やはり三野病院ですね、三野病院自体の医師数の確保ということで頑張ってはおるんですが、非

常に医師が少ないために診療科目が少ないということがひとつの原因であろうかと思っておりま

す。新しい病院が建ってもですね、やはり外科・整形外科が週１回と少ないために救急患者が少

ない。やはり外科が、救急には外科が付きものなんで救急車があまり来ないということで、やは

りそういう診療科目を増やせるような、将来的には努力をしていかなければならんなとかように

思っています。今回今年からリュウマチの専門のその診療科目を増やしたわけなんですが、専門

的な常駐しとった内科の先生ですが、それと徳大から来ていただいとります先生によりまして、

リュウマチの診療科目を増やしたわけで、これからも少しは期待できるんかなあということで、

私たち今後見守っていかなならんなあと思って、只今は新しい診療棟できましてけれども苦労し

ておる状況でございます。それと医療法の改正によりまして、おとといも院長の話があったんで

すが、お医者さんが出せる薬がですね、最長９０日分まで薬が出せるということで、そうなると

外来の患者数が減ってくる、いっぺんに９０日分の薬を出すということで、今までは最高２週間

あるいは４週間分であって、最低１ヶ月に１度は来院をしてくれたという話なんですが、最長３

ヶ月までお医者さんに来ていただけないで薬が投与できるということでございますんで、こうい

うことにつきましても苦労している状況でございます。将来にお医者さんが増えてくれればなあ

という期待をしている状況でございます。 

伊丹会長：どうぞ三野病院につきましても将来的な方向を見定めて対応していただくことをお願いし

ておきたいと存じます。どうぞ川西委員さん。 

川西委員：川西です。先程１８年は７００万っていうんですが、その前とその前、３年分位の赤字の

額ちょっと。それとまだ他にも聞きたい事あるん。三好病院が大赤字で苦しんでおったというが、

その建て直しにすごく向こうで実績を上げてきた先生をお雇いしたところ、三好病院も他の県立

病院もみな良くなっとるし、私も今年湿疹でちょっとお世話になったんですが、行ってビックリ

したんじゃ。先生の態度から看護師さんがもう全然変わってしもうて、行ったら先生が立ち上が

って医師の誰それですってお辞儀せられた。今、あの担当の方には失礼なんきんど、あんな様な

状態ではとても三野病院の建て直しはできんのとちがうんかと思うんですが、なにかもっとバリ

バリとした腕の立つ人に内容の検討と財政建て直しの方向を考えていただかなんだら、医師がた

らんの何だと。私も昔の三野で事務長しよった人間と知り合いがあるんですが、来た先生が、い

ぬ算用ばっかりしよるは、給料の話をする、中で患者が増えたらものすごく機嫌が悪い。だいた

い赤字の原因は雇っとる先生の質が悪いんとちがうんかと思いますが。それとＡ病院にＢ大学か

らお雇いしていた先生は、今Ｂ大学の助教授になって帰られとる先生は、汽車の際まで一生懸命

診療して、夕ご飯は詰めてください、汽車の中で食べますからと言うてぎりぎりまでやってくれ

る。そこに赤字になる原因は中の内部構造とか雇うとる先生に問題があるんと、それと建て直し

の見方、検討があまりにも生ぬるすぎるんとちがうんかと思いますが。あるひとつの面だけはお

うとるか、全体像は掴んでないかと思いますが、ひとつは参考にしていただける話でないかと思

います。以上です。 
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伊丹会長：ありがとうございました。三好市の実力からしてですね、そういうような市民病院という

ものを、将来的に永続的に確保できるかという問題を早く洗い出していただいて、何かいい方向

を見出す事が大事ではないかというような思いがいたしております。何か他にご意見。森本委員

さんどうぞ。 

森本委員：ご説明を聞きながら思ったんですが、非常に慎重な、我々からいうとちょっと拙速ぎみに

やってほしいところが非常に慎重なやり方といますか、言葉かえると落ち着いてるなあと。これ

でいけるんかなあと。例えば三野病院の問題に関連して考えますと、基本の問題を考えよんかな

あと。それは何かというと、いわゆる市民の健康、それを高めていくために三野病院が必要なの

か、必要でないのか。そこらへんを三好病院との兼ね合い、あるいはつるぎ町の半田病院、そう

いうところの実績、やり方と比べながらどうしても我が市の中で三野病院が必要だという結論に

達するんかなあと。そこから始まるんであるんだとすれば、建て直すためにどうしたらいいのか

というのが出てくるんですが、不必要なもんであれば立て直す必要もない。早速止めたらいい。

そこらの基本的なところを検討委員会で検討されよんかな。医師がどうです、患者の数がどうで

す、そんな問題より前にもっと広い意味で、三好病院・半田病院・三野病院。三好市の市民の健

康のために三野病院は必要かどうかっていうのをまず最初に考えてほしい。検討してほしい。そ

れが必要でないんなら止めるためにどうしたらいいんか。今までいろんなひも付きをもろうとる

とすれば、どういうふうにせないかんのかとかというのが、次の段階で出てくると思うので、そ

こらへんは検討されましたか。 

新居環境福祉部長：検討部会２回目に入ったところでございまして、それまでにもですね、院長、旧

町の時代から三野病院を今後どうするかという話で、かなり皆さんにご指摘も受けたしですね、

改革をせないかん部分も改革をしてきてはおるんですが、やはり三野町ご存知のように、今おっ

しゃっていただいたことよく分かります。病院の勘定どうするんだと、市民の健康どうするんだ

ということでございます。三野病院東部地区で中核的な医療を担う施設として頑張っていかなき

ゃならんというふうなことなんですけれども、言葉悪いんですが、病院ですからこの言葉似合い

ませんが、顧客といいますか、固定した患者さんがかなりおります。その患者さんはやはり近隣

といいますか、同じ町の中に３軒、４軒病院があるわけでありますが、他の病院にはいかないで、

やはり市立の三野病院でなければならんいう患者さんもかなり来てくれております。そういうこ

とでやはり言葉悪いんですが、バスで送迎はできるような状況でありません。介護保険の担当で

ありますのでバスで送迎している病院もありますが、三野病院そこまではやりきれない状況でご

ざいますんで。かなり患者さん来てはくれております。苦しい状況ですが先生もかなり頑張って

くれておりますし、一時のその状況よりはかなりましになったというか、そういうふうに感じて

おる状況でございます。検討は今後いろんな方法で検討していかなければならん、かように思っ

ております。 

伊丹会長：どうぞひとつ多面的に検討を深めていただいて、将来のあるべき姿をひとつ検討部会のほ

うで確立をしていただければと要望しておきたいと存じます。他に何かご意見、ご説明をいただ

けたら。どうぞ谷委員さん。 

谷 委 員：谷です。子育て中の立場からなんですけど、地域振興検討部会の５５番の人口減少対策に
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ついてなんですけれども、高畑部長から若者定住についてとか、子育て支援ということでいろい

ろ対策をやられとるっていうのをお聞きしまして、旧の町村時代から比べたらかなり画期的とい

いますか、かなりありがたい政策もあるなあと思うんですけれども、ただ、たとえば具体的に言

いますと、保育料が２万５千円とかですね、時間外の保育とかですね、その辺は都会並みにやっ

と追いつきつつあるんじゃないんかなというレベルやと思うんですよ。だから本当に人口減少対

策として、三好市に若い人を住んでもらう為には、もうちょっと、もう一歩進めた施策が必要な

んじゃないかと。この財政難の時ですから大変なんですけれども、ここについてはお金の使いど

ころじゃないんかなと思ってまして、例えば保育料をなくするとかですね、そのくらいの事があ

ってええんじゃないかと思います。１０年前に私大阪から東祖谷のほうに帰って来たのですけれ

ども、その時に山城は帰って来た人に対して確か５０万、ちょっと定かでないんですけれど、か

何かを支給しますというような政策をしてました。私は泣く泣く東祖谷の方に一家４人でしたん

で帰ったんですけれども、そういう思い切った政策をもうっちょっと検討していただいてやると、

近隣におる人も三好市に住んでみようかとか、三好市市内でちょっと仕事を探してみようじゃな

いかっていうような思いも出てくるんじゃないかと。だからもう一歩進めていただきたいと思い

ます。 

伊丹会長：高畑部長。 

高畑産業観光部長：非常にありがとうございます。当然人口の減少対策ということで、今子育て支援

につきましても、検討進めて実施も進めておるとこなんですが、この人口減少対策につきまして

は、当然三好市内に企業等がなければなかなか帰って来ても大変だということで、地元で雇用す

る場所を提供せないかんということで、まず雇用対策を本格的にやっていかないかんなあという

ふうには考えとりまして、とりあえず今年度三好市に企業誘致を今積極的にＰＲしとるところで

ございまして、すでに何件かの問い合わせも頂いとりまして、三好市に企業を進出していこうと

いう企業も今いろいろと関係当局とか参入していただける業者とも協議をすすめとるところもご

ざいまして、まずは人口といいますか、地元で働く場を提供するということを第一重点において、

そういうことによって若い人も地元に残っていただいて子供も作っていただけるということで、

それによって人口減少に歯止めがかかるんでないかなあということで今進めとるとこなんですが、

今ご提言をいただいた中身につきましても、また子育て支援課のほうが一応担当になっとんです

が、そこいらとも十分協議を重ねまして、子育てする人が住みやすいというか、子育てしやすい

また環境ができるように、部会の中でも検討してみたいというふうに考えております。よろしく

お願いします。 

伊丹会長：どうぞ高平委員さん 

高平委員：高平です。今子育ての件について私も今現状子育てしてるんで、子育てもしたり仕事もし

たりいろんなことをやってますけど、本当に子供を学校が終わってからでも子供をほったらかし

にでもしないと、仕事が続かないんですよ。本当にどっか集めて見てくれるところがあればすご

くありがたいんですけれど、ある程度人数が多いところはそういう児童クラブとかができますけ

ど、話にはあったんですよ。学区内でもしかしてＰＴＡの人が、ちょっと時間がある人がその間

子供を見たりっていうことをすれば補助もしたりできますよって言うけど、みんな仕事してるん
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ですよ、子育てしてる人は。それで今の状態、児童クラブなんかの設立もはっきりいって難しい

ですけれど、後さっき若者定住のこともでてましたけど、いろんなホームページとかも出してく

れてるみたいなんですけれど、基本的に住宅とかが現在家族連れとかじゃないと入居ができない

とか、すごい条件が厳しくて私たちが知ってる人でも、西祖谷なんかほとんど個人でお家を貸し

たりとかいうところがないんで、ほとんど公共の住宅とか団地とかしかない状態なのに、一人で

は住めないからっていうような条件で、池田のほうから通っている人も結構いるんですよね。金

額的にも高くって３万５千円とかそんなになってくると、本当は仕事場が近いんだから近くに住

みたいけど池田のほうから通ってきたりとか結構あるんで、そういうところも見直ししてもらい

たいなあと思うのと、後、団塊の世代の話はこの間ニュースでも流れておりましたけれども、他

の市町村でもそういうんで、そういうイベントを一応うちの方はこういうふうに環境も良いです

よ、見に来てくださいというイベントを起こしても申し込みがないとか、こちらから一生懸命Ｐ

Ｒはしてるんですけれどね、現実は、してるんですけれど、歳をとってから山の中で環境はいい

いけど何かあったらどうしようとかそういうのが多くて、そういうのもはっきり言って難しいと

思うのですよ。本当にこっちへ引っ越してこようというぐらいの人の気持ちにならないと、多分

若い人も、団塊で退職してからの人も、戻ってくるには難しいと思うんです。そこまで話がいっ

てるかどうかっていうのもあるんですけど、話がバラバラになって悪いんですけれど、先程言っ

てた行政評価検討会なんかも、評価制度の導入で一般の人も入ってるって聞いたんですけども、

何名ぐらい入っているんですか。入ってないんですか。それで評価って内輪だけで評価してるん

ですか。 

新居環境福祉次長：行政評価の制度、システムを導入するにあたって、今、行政評価システム、三好

市にあった行政評価システムはどういうものか、どうしようかということで研究中、で今後これ

から今年度中に試行して制度設計を今年度末に作ろうと思っております。来年に向けてはそれぞ

れの今職員がしてる事務事業１，１００ほどあるんですが、それぞれ個人・担当者がですね、今

実際どんな事務事業をしているよと、これをきちんと評価していこう。評価を点検するのはその

上司がしてですね、それを再度評価した中で改善が必要ならば改善して次年度に生かそうという、

まずはそこからしていきますが、それを施策評価、政策評価に生かして３年設計の中で、いずれ

は３年後には第三者委員会、これは民間の方にも入っていただいてきちっとした政策評価したも

のについてね、第三者委員会の中で政策を評価していただくと。ここまで３年間計画でいこうか

と。とりあえずは職員自らが意志改革しながらそういう評価していこうじゃないかと。そういう

取組をまずしているということでご理解していただきたいなと思います。 

高平委員：厳しい話をして気の毒なんですけどね、この間新聞に載られた方のことも含めて、やっぱ

り１名でもそういうかたがいらっしゃったら全員がそういうように見られる場合があるんで、本

当に上司の人が、失礼な言い方するけれど、上司の人が管理できるのかというところまで詰めて

話をしてもらえたら。やっぱり全体を見るっていうのは難しい話だと思うんですけれどね。細か

く細分化してできるだけ全体の仕事を分かる方をみつめていただきたいと思います。ちょっと内

容が飛び飛びになったんですけれどね、アウトソーシング検討部会の学校の件なんですけど、私

らも今さっき言いましたけれども子育て中なんで、できるだけ地元の地産地消でお願いしたいの
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と、ゴミ収集業務もアウトソーシングなんで、たまたま今回でひどい条件が重なってちょっとお

願いしたいことがあるんですけれど、今週、来週で１週間飛ばして再来週と３連休が続くんです。

そうすると、細かい話して悪いんですけど、私らのところは月曜日と木曜日が収集なんで、月曜

日が飛ぶと木曜日のみ、１週間に１回収集なんで生ゴミなんぼ絞って出しても大変な状態になっ

てるんですよ。今収集の方も大変な状態になっていると思うんで、そういうめったに３連休が３

回も続いたりはしないとは思うのですが、そういう時の対応っていうのも部会のときに一緒にお

願いしたいと。ですから今だったら放送とかテレビを通じて、余裕がある時いつそれ収集します

とか連絡いただけたら、皆も合わせてくれると思うんですけども。もうちょっと家庭の方にも協

力していただきたいなあと思います。すいませんちょっと支離滅裂になって悪いんですけれど。

これで終わります。 

森本委員：やっぱり自分の事は自分でせないかんのですよ。本来助けてもらうものではない、行政に

は。やっぱり自分のことは自分でやっていくんだということを、すべてこれからは市民にお願い

せないかんと。そういうお願いを、自覚を持ってもらうためのそういう活動をしてほしいと思い

ます。そして議論の噛み合うところで渡邉さんにお願いしたいんですが、例えば人員の適正化、

その裏には給与の適正化、これも当然あるんで、今の三好市の規模で、人口で、あるいは面積で

やっぱりここまで絞らんといかんなと、今現在勘として、具体的に積み上げた数でなくて結構で

すが、大体数としてこれぐらいじゃなというのが掴めていれば、自分としてですよ、議論の中で

なしに渡邉さん個人として、これぐらいかなと。それと今の給与のレベルが三好市の平均的な給

与者、サラリーマンと比べてやっぱり公務員がどれくらいのところにあるんかんなあと。私は決

して高いとは思ってませんが、実際の仕事と比べて、実際やんりょる仕事と比べてですよ、これ

ぐらいかなと。人によってバラつきあると思うんです、確かに。やんりょる人と、やってない人

と、失礼ながら。平均してみるとこれぐらいかなというのもあると思うんで。それにしなさいと

いう話ではないんで、渡邉さんが今個人として適正の人員はこれぐらいで、平均的は適正の給与

っていうのはこれぐらいかなというのをちょっと聞かせてください。 

渡邉総務部長：まず定員の件なんですけども、先程も概要説明の中で少し話さしていただいたんです

けども、合併協定の中では三好市の類団ね、その当時３５，０００人余りでしたから、３５，０

００から５０，０００人までの前後の類団ね、Ｂ２っていうランクに位置づけされるんですけれ

ども、そのＢ２でいう類団からいえば、３１２なんです、これ一般会計ベースの話ですけれども。

ですがご承知のとおり四国一広いというとんでもない行政区域を抱える三好市ね、まさに山河の

中に点在する６町村を抱える三好市の立地条件考えてプラス３０、３４２を本庁集約の暁の目標

数値とされています。３０っていうのは何にも根拠はありません。多分単純に３０足しただけだ

と思いますけれども、私はこの数字が多いか少ないかという議論は実はスタートしたばかりであ

まり言いたくはないんですけれども少ないです、はっきり言いましてもね。今の本庁と５つの総

合支所ね。多分本庁方式っていいましても完全な本庁方式なんてできないんですよね。多分連絡

所とか出張所とかの形で５つの今の総合支所を残さないかんのです。今の高齢化のことを考えた

らね。市民サービスのこと、住民福祉のことを考えたらね、完全な本庁集約なんてできません、

都市部みたいにね。庁舎 1 箇所ですよ、こんな事はまず考えられないんです。から言えば３４２
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の目標数字なんてね、私は不可能だと思っておるんですけれども、これは今スタートしたばかり

で２年目で早から不可能なんか言えませんから私言いたくはないんですけれどね、あくまでもア

ウトソーシングと連携しながら３４２目標に向かって頑張っていきますとしか言ってないんです

けれども、非常に厳しい状況です。一般会計ベースでも。その上実は１３の特別会計抱えておる

んですよね。ここがアウトソーシングが可能なんですけれども、ここは確か民間委託が進めば削

減できます。６減１増でなくで、これ減だけですね。ですから一般会計ベースだけで考えたら今

の目標数っていうのは厳しいものがありますけれども、特別会計含めたすべてで考えれば私は適

正な職員配置はできるんじゃないかという気はしています。ですから今のままで、６減１増でず

っと進んでいったら、一般会計ベースでいったら１０年後実は３９８になるんです、６減１増で。

増さないわけにはいきませんからね。公務員は高齢化するようになりますから更新を図るために

も１増は必要だと思うんです。いけば３９８。いわゆる３４２、目標数値にはとうてい届きませ

んけれども、それ以外の特別会計の分野で私は減数できるんではないかという気はしています。

また一般会計の中でも保育所とか幼稚園とか、実は用務員さん、こういう方も一般会計の中に含

まれとるんですよね。用務員さんについては大変申し分けないんですけれども、将来的には現在

の山城みたいに廃止の方向に進んでいくと思います。幼稚園も、大変これも先程から子育て支援

の観点で話されてますけども、その施設に数名の児童しかおいでん時にそこに２人３人の職員を

配置できるかったら、これも非常に厳しいんですよね。そういったことは是非市民の方にご理解

いただければならないと私は思うんです。それができないっていうんであれば、たぶん三好市も

破綻に向かうしかないと思うんですよね。そういった意味においては、私は定数については適性

化できるんではないかと自信も持ってますし、ぜひそれをやらなければ三好市の未来はないなと

いうふうに考えております。給与の事なんですけれども、都会のほうでは経済の復興の兆しとい

いますかね、今年は有額回答の企業も出ているようですけれども、田舎のほうでは確かにおっし

ゃるとおり厳しいもの情勢があります、いまだにね。経済回復の兆しも見えてこないということ

で、先般６月議会でしたかね、議員さんからもそんな質問がありました。地域の民間企業のサラ

リーマンと比べて公務員の給与はどんなんだと。そこで商工会議所が調べた年齢別、経験年数別

で分析した数値があったんですけれども、４０代ぐらいまでだったら今の三好市の職員とあまり

変わりありませんでした。９，０００円ぐらいですかね、経験年数でいう４０歳位までの給与レ

ベルっていいましたらね。ですけども企業の場合でしたら４０でピークなんですよね。５０だっ

たら逆に下がってるような感じなんです。というのは経験年数も５０代でも伸びてないですよね。

いわゆる中途採用が多いんですかね、という気もしたんですけども。若年層については公務員も

地域の方も民間企業の方も給与的な差はないという気はしてます。ですけども民間で言う５０代

の方、これが結構２３年とか２７年とか経験年数伸びとっても給与水準が伸びてない。いわゆる

頭打ちが早いんですね。そういった民間の厳しい実態があるのは事実です。最近は国の人事勧告

につきましてもそういった民間のこれまでの推移といったものを参考にしながら、以前みたいに

一律勧告ってこないんですよね。若い世代にウエートを置いた勧告。カットする時にはいわゆる

年配の方を大きく削減するとかですね。例えば１年前に出ました公務員改革、給与改革の中では

平均に言いますと４．８％の削減だったんですけれども、若い方は、２０代でありましたら２．
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８％ぐらい、私らぐらいの５０代だったら７．２％削減。今はその制度改革に基づいての給与体

系が国の給与となってますけれど、そういう比較でいえば全く、４０代ぐらいまでであれば、三

好市内でも民間との差はないという気はします。それが森本委員さんおっしゃる高いか安いかと

いう議論なんですけれども、これは業務量っていうのは民間と比較しようがありませんから、ま

ったく異なる業務をおこなっておりますから、一概にここで安い高いの話、私申し訳ないですけ

れどもできないんですが。という状況でございます。 

森本委員：市民サービスとかそういうとこへとにかく逃げこまんでほしいんよ。逆に市民サービスを

しますよ。だけど、できることはしてくださいよと。そういう持っていきかたをせんと絶対に改

革やいうのはできんけん。皆がぬるま湯につかってまあまあまあまあでいくと、合田さんおるけ

ど、ぽしゃるよ。やってくださいよと逆に。私らもこうしますというのを具体的に出して、言う

たら悪いんですけれど、お互い教育して、お互いが教育し合って、勉強し合ってやっていかんと

ほんま大変になると思いますよ。 

渡邉総務部長：今の件ですけれども、よく議会の中でもそういった議論されるんですけれども、議員

の皆さん方も申し訳ないんですけれども、各地域の付託を受けて議員になられている方ですから、

市民の声を議会で反映させるしかないという立場に置かれています。ですから市民サービス低下

させるなとしきりに言われるんですけれども、合併ってはっきり言いましてサービス低下します

よね。サービスの水準の低下のない合併は、私は考えられないと思うんですけどね、ある意味に

おいてはね。ですけれども、できるだけサービスを低下させない方向で頑張らなければいけない

というのも事実なんです。ですけれども、合併前にはサービスの高位平準化なんて話をね、バラ

色の未来の話をしましたね。そういう意味では説明責任を果たせてないんじゃないかなと思いま

す。今森本委員さんおっしゃいましたように、まさに強い痛みを分かち合うでなくて、強いるよ

うな構造改革の中で市町村合併や地方分権があるわけですから、そのことを、痛みを市民にも分

かち合っていただかなければならない。補助金の削減なんてまさにそうですしね。多分これから

ある意味で先程言いましたように保育所の問題とかね、小学校、中学校こうした統合まで将来は

さけて通れない課題だと思います。それ以外に公民館的なものとかね、いわゆる各総合支所にあ

る集会所にしたって、今かなりな分野で市が抱えている集会所があるんですよね。ですけども町

によったら、集会所っていうのは自治会の財産ですから自治会が管理するのが当たり前ですよ、

建設もあたり前ですよ、そういった町もありますし、建設も管理も全部町がやっているとこもあ

ります。ですけど、それはやっぱり地元の財産、自治会の財産として地元に返すべきだと思いま

す。これもサービスの低下といえば低下なんですよね。ですがそういった痛みを分かち合ってい

ただかなければ、横に合田部長おりますけれども、三好市の未来はないと思います。１０年持た

ない。おっしゃるとおりだと思います。ですけどもその事を職員がまずは理解していく事が大事

だと思いますので、今日まで財政状況だとか行政評価また意識改革、いろんな研修活動やってき

ました。多分１０数回やってきたんですけれども、そうした中で職員の意識改革を図っていると

ころです。先程森本さんが言われましたように、給与につきましてもそうした厳しい三好市にお

かれる行財政状況もふまえて、職員自ら、はっきり言いまして削減も含めて提案してくれと申し

出ていることころでございます。ありがとうございました。 
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合田企画財政部長：大部分は渡邉部長が話ししとんですが、ぼくの名前が出たんでちょっと言わせて

もらいます。さきほど森本委員さんから非常にありがたいお話といいますか、自分のことは自分

でするという気持ちを全市民がもってやっていかないと、この改革はできないというふうに考え

ております。それともうひとつ行政の守備範囲ですね。ここのところが各旧６町村でバラバラに

なってますけれど、どうも良い方良い方に合わそう合わそうとする。ですけれどそれではとても

じゃないけど釣り合いが取れないというような状況がありあます。合併したらバラ色の世界があ

るかというたらこれは元々ない話でありまして、お金が、プライマリーバランスが崩れた段階で

走ってまして、積立金を食って各旧町村は財政運営をやっていきながら、そのうちパンクする状

態の中で今回の合併がなっています、財政的に見ると。そういったことから言いますと、全体で

痛みを分かち合いながら、行政の守備範囲も絞っていくようなかたちになろうかというふうに思

います。ところが今までやってきたから、そのまま旧町のままやっていきたいっていう思いがそ

れぞれ住民の中にあるんです。自分とこが正しいというふうに思ってるかも分かりません。そう

いったところは考え直しをして、入ってくるお金でしまいがつくような話にせんと。限りある財

源で、限りない財源ではありませんので。非常にこういう過疎町村は過疎債とか起債を借りた分

の払いも大きいです。５００億近い借金の中で２５０億レベルの予算を組んでますから。徳島県

もおなじなんですけど、５，０００億の予算の中で１兆円の借金がある中でやってまして、非常

に厳しい状況になってまして、それと比べると、県と比べると三好市の場合は緩やかな感じでい

ってます。県はかなり厳しく事業も絞ってますし、いろいろな人件費削減についてもいろいろの

提案が出ておるようでございます。そういった中でこれからも後、会計の報告、財政のシミュレ

ーションなんかも話をいたしますけれども、数字だけ見たらものすごいカットですから、それに

伴う行動が必要だということで、それはそれぞれの部会の中で、どれぐらい切れるかと、行政と

してどれぐらい切れるかと。住民は納得していただける切り方を、職員も含めて、人件費ももち

ろん傷みますんで、やらんと持ちませんから。お互いのコンセンサスをとりながらこの地域がや

れるような形を、今からどんどん話をしていかないかんというふうに思ってますんで。ひととお

りの決算が出て８億円ぐらいの剰余金が出て積み立てして、今回繰り上げ償還をしようかなとい

うような話になってますけど、１８年度については若干結果的には良かったようですけれども、

１９年度の交付税を見てみますと、ものすごい厳しい状況になっていまして、この行革の対策が

急がれるし、即実行していく部分をどんどんやっていかんと、将来に向けてどんどん悪くなって

いって、小さくなっているのに大きなカットをしなきゃならんという状況が生まれてくるので、

まだ図体が大きいうちにどんどん切っていこうと、早くからやらんといかんというふうな認識を

しおります。具体的に今ここでいろいろ部会報告があったですけれども、ぼくちょっといなかっ

たんですけど、そんなに取り組めてないので、どんどんこれやっていかないかんと考えてますの

でよろしくお願いいたします。 

伊丹会長：時間が１時間半終わりましたんで休憩をしてねと思うんですがいかがでしょうか。この検

討部会のご説明についてのご質疑が終わりましたら、ある一定の時間で打ち切りまして、本来の

財政計画に、第２番目に問題に入ろうかとこう思っているんです。予定は最終４時半と思うので

すがね。それでは今ご報告についてのご質問ございますか。休憩しましょうか。今３時７分です
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から１５分から再開する事にいたします。よろしくお願いいたします。 

この説明をうけて４時頃まで質疑の時間があればさせていただいて、できるだけ早い時期にも

う１回セッティングさていただいてこの会を開催させていただくと。こういうことで進めさせて

いただいてよろしゅうございましょうか。どうぞ。 

矢野委員：今おっしゃったのは、このスケジュールについてはとりあえず今日は置いて、財政計画の

説明に入ると。あと後日ってことはどれくらい間置いてという予定になりますか。と言うのは結

論先言います。スケジュールについてちょっとまだお聞きしたい件があるんです。財政計画いう

のは、お聞きしますが置いたままになるでしょう、たぶん。膨大な内容になりますんでね。すべ

て置いたままにすれば、ちょっとお聞きしといて次回やるまでに再度ちょっと検討お願いしとき

たい件が１点ありますんで。４時までしか時間とれんとしたら、それ是非スケジュールについて

先質問もう１点お願いさせてください。 

事 務 局：日程的に今月中はちょっと難しい問題がありますんで、１０月に入ってという形になろう

かと思います。それでは今言われたとおり、まだご意見もあるようなんで、会長さんおいでるん

ですけれども、スケジュールについてひととおり皆さんのご意見を頂いて、次回に答弁できるも

のは次回の時に答弁させていただいていただくという形で今日進めていかせてよろしいでしょう

か。それで時間があれば財政計画の説明も行って、それについてのご質疑・ご意見については次

回の時に受け賜るという形で進めさせていただいてよろしいでしょうか。 

伊丹会長：今室長のほうからお話があったのは、私が言ったこととはちょっとニュアンスが違うんで。

先程の検討部会の部長さんの説明を受けてのご質疑を受け賜って、その後時間の許す範囲内で財

政計画の説明を受けて次回にと、こういうお話であったように思いますが、私の方とちょっと違

っておったのですが。そういうことでよろしいですか。財政計画の説明が時間かかるでしょう、

かなり。どっちにしましょうか。 

東 委 員：すいません。私最初からすごく頭が悪いのか、ついていけない部分がすごくあって、やっ

とこれの資料だと言われて見て、ずっと説明していただいたんですけども、やっぱりこれだけの

項目をざぁっと説明されて、他の副資料がどっかにあるんかと思ったんですけれど無くて、そう

いうの無しで、さあ進捗状況についてどうですかって言われて皆さんご意見出されてすごいなっ

て思ったんですけども、正直言ってこれだけの内容のものをね、この短い時間でやり取りとりし

てどうなんだこうなんだというは、あまりにも時間が項目に対して少なすぎるんじゃないかと思

うんです。このそれぞれの部会に一般市民が入っているかどうか私もわからないんですけど、行

政評価検討部会には入ってないと先程のお答えでしたけれども、そういうところに私らみたいな

一般の者が入って、それってこうじゃないんですか、遅いんじゃないですかって先程意見が出ま

したけれども、そういう場で言うんだったらまた事細かい話にずんずん入っていけて、もっとも

っと早くとかもっとこうしたらっていうのがそこでどんどん出ていっていいのかなと思うんです

けど、これだけの場で、これだけの時間でそれをやり取りした上でっていうのはちょっと無理が

あるんでないかなと今感じたんですけれども。それは私の能力の無さなのかもしれないんですが。

で、実際にこんな事言ったらあれなんですけれども、お金も頂いてって、ビックリしたんですけ

れども、結構これだけ頂くいう事はこの会議にお金がかかっているってことですよね。そしたら
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例えばもっともっと市民でもいろんな意見出したい、ゴミの問題にぼくは関心があるんだとか、

子育て支援のこっちの方に興味があるんだとか、人員の給与の事につてもっともっとぼくは意見

持ってるとかいう人がたくさんいらっしゃると思うんです。そういう人が参加していろんな意見

出すほうが、それが開かれた事になって、それでもっともっと早く行政改革進めていけるんじゃ

ないかな、市民が先程も森本委員おしゃってましたけれども、自分達で市とか自分達の町を良く

していくっていうことにかかわれる事すごくうれしい事やと思うんですけれど、今は何かこう説

明をざぁっと聞いて、はい説明しましたよ、はいいいですか、で終わってる。なんかそれだけで

終わってしまうんかなって思ってしまいましたんですけれどいかかでしょうか。 

事 務 局：東委員さんと下大寺委員さんは今年初めてということで分かりにくい点も多かったと思う

んですけれども。最初の資料の説明で申し上げましたとおり、集中プランの項目ですね、これは

前回の時にお渡ししとると思うんですけれども、今、東委員さんおっしゃられた事は去年の段階

でのお話でして、今年の場合は集中改革プランの実行に移っておりますので、それがどのくらい

進んでいるか、あるいはどこまでできているのかという検証の場ですので、どの部門の専門家と

か私はこの部門が得意ですという話ではもうないと、そういう形ですんでご理解いただきたいと

思います。 

東 委 員：それはわかるんですけれどもね、今出てきたご意見とかは結局先程の三野病院の事にして

も、行政評価ですか、の事にしてもそういったことじゃないんでしょうか、結局。そこのところ

でもっとこうじゃないか、ああじゃないかというご意見を今出されてたんではないんですか。そ

この部分ではなかったんですか。 

事 務 局：結局今の段階では計画書を作りましたと。それをどう実行していくかとうい話でして、最

終的には後戻りするかも分かりませんけれども、現在はとりあえず書いた絵に近づけていく作業

を今我々がやっていると。それが皆さん、委員さんのご意見いいただいて、遅い早いそれからも

っと市民に目配りをしろとか、あるいは状況を考えてやれというふうなご意見をこの場でいただ

くという事ですんで。本当は東委員さんのおっしゃられるように専門家の方何名かおいでて、掘

り下げてやるのもいいんですけども、なかなかそれは難しい問題ですんで。 

東 委 員：私いってるんは専門家の方じゃないんですよ。一般の市民の方でアウトソーシング検討部

会とかそれぞれの部会にこういう進捗状況推進委員会ですか、こういう委員会の人二人か三人で

もいいと思うんですけれど、そこでそういうやり取りをやったほうがもっと細かくいくんじゃな

いかと。今本当に永遠とやってらっしゃるの聞いてたら、ここ、また先程に戻るかもしれません

けれどもって、実際戻っているんじゃないかな。そのレベルのお話をなさってて。進捗状況うん

ぬんというよりも、もっともっと基本的なところをおしゃってますよね、先程から。そのことに

かけて時間かかってるわけですよね、こうやって。じゃないんですか。現実として。だからもし

それだったらこういう部会は、この会はそれぞれの部会にそれぞれの担当の方がおいでていただ

いてっていうふうにしたほうが、もっといくんじゃないかと思ったんですけれど。すみません。 

川西委員：おっしゃることはよくわかるんですが、もうロケットは目的の方に飛んでいっきょんで、

わずかな軌道修正に応じるかもわかりませんが、もう参考程度に聞こうかということで、その中

で出るのも我々が当時言うた意見と相当違うたものが幾分その中には含んどるんが、答申になっ
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とるんでそこにギャップがあるんで、そんな事今言うなっていうわけにはご当局も言えんきにい

ろいろ出よるだけのことでございます。ネガティブな話ばっかりしよったら申し訳ないんで、ち

っとええ話もしますきんど。市になってから保健所のほうで保健師さんのご指導が適切になって

ようなって感謝しとります。私もドックいっきょるの止めて市の方の集団検診受けて、保健師さ

んのメタボとかなんとか言うて、体重を減らせ、塩分を減らしなさいとか言うのを素直に聞いて

病気にならんように頑張っております。森本委員さんのおっしゃったように、ちょっと三野病院

に対する考え方もおかしいと思うんで、森本さんがおっしゃるように、究極は財政の問題でなし

に市民の健康にどうかということで、病院とか究極は皆が予防に徹して、病人がなくなったらえ

えんじゃきど、患者が減ったきん困るというような話が出るんが本末転倒しとるんで、皆が、市

の厚生課になるんかな、頑張ってくれてるように保健指導徹底して病人を減して、病院が儲から

んでもええし、病人がなかったら市の為に金がいらんでええんでないかという、本来の姿に返っ

てもらったらええんでないかと思います。ほんで東委員さんに言いますけれど、去年 1 年間かか

ってしてきた事の結果を聞っきょるんで、その中でいろいろ意見が出るのをそれもまた次の段階、

何年後、これで市が終わるわけではないので参考に聞いてあげましょうという会でございます。 

伊丹会長：今、川西委員さんが。ああいう方向性、内容なんですよ。ちょうど下大寺さんと東委員さ

んは初めて第 2次の委員会にお入りになってちょっと中身がですね、今まで検討してきたことが、

夜遅くまでかかって何回かやったんですが、１２回ほどやりましたが、そこいらの中身がご理解

賜っていませんでしたので大変失礼しました。それでは検討部長さんからのご説明に受けてのご

質疑は、今日はおかしていただいてですね。どうぞ 

矢野委員：渡邉部長だけではないんでしょ。おしまいになるってのは、後ろにもおられるし。という

ことで特に高畑部長に、総務部長も絡んできますけれども、お聞きしたい件がありますんで、す

みませんけども１点絞りますけれどもね。その前に本当は財政絡めてお聞きしたかった。ポイン

トだけ言いますと平成１９年度の予算。歳入歳出。これが以前にお聞きしたよりか約２０億増え

ておるわけですが、中身見ておりますと公共事業、これが約２０億増えてる。それに対して１５

億の起債借金をしてる。これの内容を本当はお聞きした上で高畑部長の管轄に移りたかったんで

すが。簡単に１分、２分で財政部長か課長。１９年度だけ。約２０億。 

来見財政課長：実はですね、これ前一般会計のほうでやってたんですけれども、決算を分析する上で

決算統計というのがありまして普通会計の方で移しました。その関係でケーブルテレビ事業を今

年度繰越事業含めまして１９億ぐらいあるわけんなんです。その分で増えてるということでご了

承願いただきたいというふうに思います。 

矢野委員：それで理由は分かりましたので。私言いたいのは、合併する前のいわゆる普通建設事業費、

いわゆる公共事業費ですが、７０億８０億、６カ町村合わしたらそれぐらいあったと思うのです

が、今の予定では毎年度３０何億とか、後半になりますと２０億代まで落としていく。１９年度

も４８億だったのが、今おっしゃったように約２０億のケーブルテレビ事業があるんで６７億６

８億と。どんと増えてる。増えてるのが悪いという意味ではなくて、増えるんが当たり前だと私

は思っています。ということで２１年度以降に２０億台や３０億の前半で本当にいけるのかなあ。

いけるわけないでしょと。まあこれは後回しにします。財政に対する説明がまだありませんので。
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ということ前提にしまして高畑部長にお聞きしたい。先程の中で地域振興検討部会、地場産業育

成研究調査、人口減少、投資的経費の調査研究組織の確立と。これにつきまして具体的にちょっ

と進捗状況お聞きしたいんですが。他の検討部会、アウトソーシングからいろんな６つぐらいあ

りますが、これは財政の中の規模をいかに縮小して、いわゆる倹約してという目的でありますけ

ど、この地域振興検討部会だけは逆ですわね。他で一生懸命削ったやつ、その金を、無い金を集

めてどういうふうに使っていけば１０年後の市のためになるか。そこから出てきた研究課題だと

思います。てことは当初話しありましたように、総務省の指針には無い項目、三好市独自の検討

部会ですよね、ここだけが。ということで改めてお聞きしますが、地場産業の育成研究について

総合計画で現在まとめ中だという話がありますが、前回、前々回かなあ、市長も出られた時に総

合計画でやってもほとんど意味ないんじゃないかと。総合計画って言いうのは本当にもう全てを

網羅した総花的計画にならざるを得ないからピンボケになりますよって話させてもらいましたけ

ど、改めて部長にお聞きしたい。ほぼ原案できてるということなんでね。地場産業育成研究調査

について、どういう原案ができてるか。ポイントだけ教えてもらいたいと思うのですが。 

渡邉総務部長：総合計画も市民委員さん含めて３０数名の委員さんで検討しよんですけどね、各部会

に分けて。その中に地域振興検討部会あるんですけれども。総合計画の中身は非常に委員さんお

しゃいましたけどね、総花的といったらなんなんですけど、基本構想、基本計画からなってます

から、いわゆる可能性があるものでもすべて網羅したような計画になってます、これは事実なん

ですけども。それ以外にその基本構想・基本計画に基づいた実施計画を、１０年計画を策定する

ようにしてます。同時に。それはまあ５年ごとに大きくは見直していくと。同時に毎年毎年の実

施計画についてはローリング計画で毎年見直していくというかたちになってます。その中では具

体的な事業名も出てきますし事業内容も出てくるようにはなってます、最終的には。まだ、粗で

きちんと実施計画までもまとまっていません。基本計画・基本構想が大方まとまった段階です。 

合田企画財政部長：１２月議会で出すんです。昨日議会の一般質問の後全員協議会で、それも初めて

たたき台みたいなものを議員さんに渡して、全体を１５分程度の説明でおいてます。議会も生コ

ン状態で出してこいというようなことがありまして。昨日渡して、あとパブリックコメントを入

れながら、なお、中身をやっていこうかなというところでありまして、具体的にいろいろな、一

応たたき台はできてますけれども、公式的にはお話できるところまで進んでおりませんので、後

パブリックコメントも入れながらまだ委員会のほうでも練っていかなければいかんというような

状況でございます。 

矢野委員：総合計画、何年かごとに組み直しておりますけれど、いつものことなんですよね。総務部

長おしゃたように、実施計画がないと具体的にはわからんのですよと。実施計画が出た試しって

のはほとんどないですよね。出るような、出たような。てことは１２月議会に諮ったとしても、

いわゆる抽象論で終わる総合計画、これが議会とおるだけなんですよ。ということで、私ここで

地域振興検討部会作ってやる上で、総合計画出してもらうのは結構ですが、本当にここで地場産

業具体的にどうするんかなと。それが具体項目で何で出てこないのかな。完全な先送りなんです

よね。総合計画ってものの中へ送り込んで、総合計画も抽象論で先送り、また毎年実施計画作り

ます。なかなか作らない。今度はね。それからめてね、高畑部長６８番の投資的経費の調査研究
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組織。これ先程の説明でも聞き捨てならん言い方されよった。おかしいなと思って集中改革プラ

ン改めて見せてもらうとね、ああそうか、こんな事しか書いてないのかと思ったんですが、何ペ

ージだったんですかね。一番最後か。すみません。お手元、前回もらったやつの中に、ずっと綴

じ込みで、集中改革プランっていうことで資料ちょうだいしています。その一番最後２２ページ。

ここに公共工事として、番号６８番、投資的経費の調査研究組織の設立と。この中で先程高畑部

長おっしゃったとおりの事書いてますね。投資的経費の調査研究組織を設立し、ここまではいい

んですが、市債発行限度額を定め、優先事業を精査して事業執行し公債費負担を軽減させる、こ

の項目は我々委員会の中で是非入れてもらいたいということで出した項目、特に私力入れて言わ

してもらいました。私言わしてもらった内容と、調査研組織作る内容はあってますが、目的が全

然違うんですよ。これですと投資的経費、何の為に組織まで作って調査するんかという、その目

的はいわゆる市債発行減らして公債費負担を軽減させる為にということですわね。そんな組織作

る必要ありませんよ。財政部に任しとったらええんで。市長や助役と喧嘩になるかもわからんけ

どね。これは財政の責任ですから。私っていうか、委員会で是非お願いしたいっていうたのは、

これは投資的経費、本当に今から大事なお金なんですよね。この６項目７項目一生懸命節約して、

軽減して、金を浮かしてそれをどういう投資して１０年後、いわゆる住民がというか地域が少し

でも活性化するための先行投資ということでしょう。そのための何に投資したらいいのかな。こ

れを調査研究しなければ意味ないんですよ。という事で戻りましてね、最初の５４番、地場産業

の育成、はっきりいってこれと連動しているはず。１０年先に役所の中の収支はまあとんとんに

なったけど、公共投資２０億３０億しかできんで、地元の産業、がたがたになっとるかもわから

ん。それではいかん。その１０年先睨んで、今どういう先行投資したらいいのかなあ。それが公

共投資に対する、いわゆる投資事業に対する組織を作ってどうするか。てことは地場産業どうす

るか。人が減るのをどういうふうに対応するか。それに対して投資的経費を何に使っていけばい

いのか。減らすほうじゃないんですよ。少ない金を何に使かえばいいのかということが６８番。

そのための組織を作ってくれと言う事を申しあげたつもりなんですよ。ということで元に戻りま

す。地域振興検討部会で３つの項目挙げています。本当に大事な項目です。これをやるうえで特

に調査研究組織の確立、組織設置を１９年１１月までに作るようになってますが、これもう組織

作っておりますか。それまず１点だけお聞きします。 

高畑産業観光部長：地域産業育成研究調査のところのでなしに６８のほうですかね。 

矢野委員：はい６８のね、投資的経費の調査研究組織の確立っていう項目で、１９年８月から１９年

１１月のところでですね、組織の設置っていう項目ございますわね。いまもう９月ですから調査

研究組織ができあがっているのかなということをお聞きしているわけです。 

高畑産業観光部長：今矢野委員さんの中で投資的経費の調査研究組織を確立ということで、今のスケ

ジュール予定につきましては８月から１９年１１月ということで今計画をしとるところでござい

ますが、これにつきましては、実は調査研究の確立といいますのは、まず投資的経費につきまし

て、非常に厳しい財政の中で投資的経費をどのように活用していくかということで、とりあえず

投資的経費の見直しをせないかんということで、まず事業をやっていく上で、三好市としてはど

の事業を重点的にやっていかないかんとかいうのをそれぞれの関係部署といいますか、これは関
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係部署の方と財政を含めましてこれを作っていかなければいけないと思います。そういうことで、

この中で将来的にどうしてもやらないかん事業と、どうしても単独では厳しい状況でございます

ので、これにつきましてもいかに補助事業とってくるかというようなことにつきましても、この

中で十分検討していかないかんと思います。そういうことで、今まだ具体的には組織決定はまだ

できておりませんが、これにつきましても財政とか農林振興課、それから建設部と共に今後事業

の洗い出しをしながら優先順位をつけて、将来の三好市の活性化のためにはどういう事業を優先

的にやっていたらいいかということを、これから進めていこうというふうに計画はしております。 

矢野委員：って事はまだ組織設置正式にはされてないと考えてよろしいですね。それでしたら幸いで

す。というのはここに書いておりますように６８番、投資的経費の調査研究組織がね、先程言い

ましたように、単なる公債費減少のためだけの目的で作っても意味ありませんよということで、

一部修正はお願いしたいなと。そして組織を作るのであれば、地場産業どうする、人口減少対策

どうする、この３つ絡める中で、他の検討部会はマイナスですが、さっき言いましたように、こ

の部門だけプラスの、将来のためのプラスの金の使い方の項目なんですよ。ということで、本当

に１０年先どうするんだっていうことを地場産業も含めて、いろんな問題含めて、税収も含めて

ですよ、それの本当の研究、もっと突っ込んだ深い研究があって、今までは、従来はこういう投

資してきたけど、はっきり言うてその投資何の効果もなかったなあ、そういう反省も含めて、今

後違うかたちでどういう投資をしていけば本当の意味の三好市の１０年先になるんかという、そ

ういう調査研究してもらいたい。それをして他からうちは先これだけ使わせろとかいろんなある

と思うけど、投資的経費はやはり１０年先のために使うのは当たりまえだよと言えるようなね、

そういう調査研究の組織をして方針を出してもらいたいっていう、そういう意味合いなんですが、

いかがでしょうか。 

高畑産業観光部長：はい分かりました。投資的経費につきましても三好市としては非常に建設業に関

しては主要産業でございまして、これを財政厳しいということですべてなかなか減額するという

のを難しい状況でございまして、今申したとおり、この事務事業の見直しの中でもまず一般財源

っていうのが市の財政負担にならないような補助事業とも研究しながら、また、地元の活性化も

図れるようなそういうところで、これからこういう検討を重ねていく部会を作って、組織を作っ

て十分検討していきたいというふうには考えております。 

矢野委員：高畑部長ずっと長い経歴の中で、産業建設、長かったですか。いわゆる農林関係とか建設

関係。どうしても部長ぐらいの年齢になってきますと、そして経歴として建設畑、農林畑、実務

多くなりますと投資的経費いうたら農林・建設、ここのいわゆる公共事業が投資的経費だという

考えが非常に強い。頭切り替えてください。こらからの投資的経費何が必要なのかっていうのは、

その切り替えが必要だと私は思っとりますんで。農林・建設だけに対する公共投資が投資的経費

である、それこだわっておりましたら、１０年先の投資はすべて間違った方向にいくと思います

よ。一応これ私の感覚的な意見ですので。以上です。 

伊丹会長：ありがとうございました。後１０分ぐらいになりましたので、財政計画の説明については

次の会にいたしたいと存じます。それ先程検討部会の責任者のほうからご報告がありました件に

ついて、残された時間せっかくお越しでございますので、下大寺委員さんどうぞご発言を。 
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下大寺委員：東さんといっしょで２年目から、実行ということで入ったのでややちんぷんかんぷんな

ところは２回目ですからありました。とにかくメモを取って、長い説明ですので、一部始終メモ

をしとかんと、多分聞いたままで帰るとまったく次の時には忘れてしまってると思うんです、私

の頭では。それで今日は一生懸命メモを取ったんですが、いろんな事で、アウトソーシングにし

ましても、詰めて、詰めてゴミの事でもただアウトソーシングだけでなくて、減らすのはどうし

たらいいかということを住民も参加していろんなとことろで検討していくべきですし、すでにし

ておられことと思うですが、高畑部長さんのところに行きまして、私は前職商工会に努めとった

ということで、山城町っていうのは過疎対策っていうは４０年前から過疎対策事業っていうんで

それとの戦いであったように思います。それで同じような事を補助金がきたからそれをして、や

ってみて、よく似た事をまたやってっていうんで、平成３年からはＵターンとかＩターンの定住

促進事業ということで、今ご出席の合田部長さんが産経におられる時に、その奨励金とかのこと

も確か作っていただいたと思うんですけれども、この項目の中にやや人口減少対策とかそれから

少子高齢化対策とか団塊の世代のＵターン・Ｉターンとか、ややよく似た事業がまた新たに出て

きておりますが、なかなか難しい問題で、なんぼしてもなかなか難しい。この間、先程も言われ

ましたように、県の事業で誰も応募が無かったっていうのはすごい悲しいですけど、あれはああ

いうふうにチラシをまいただけでは絶対多分来られんし、団塊の世代の人、まだお勤めしてる方

がおられるんで、それも仕方がないかなあと思うんですけれど、やっぱり都市との交流で、どん

どん出身者も含めて、何回かこっちに来よるうちに価値観が変わってきて、ここえとこじゃなっ

ていうふうに地道に持っていく必要もあると思いますけども、今までの私たちの失敗も含めて、

もう少し進化した方法で事業を、せっかく投資的経費ということで、今矢野さんってすごいなあ

と私思ったんですけど、財政・財政・財政ばかり考えると、１０年後には財政はいけても何にも

魅力のない町・市になったんでは何にもならないから、やっぱりそのあたりを、行政は一生懸命

考えていただいとると思いますし、住民も限られた人が参加してますけども、まだまだ住民の人

たちにはこういう事がやられとるってことは全く分からん人が多いですし、日々の生活で近所と

仲良くして、近所でイベントもして、いろんなことで最近は地域でいろんな活動すると申請した

ら若干お金を頂けるということもあって、すごいみんな元気になって、住民の方たちは本当に困

っとる人ばかりでなくて、これを楽しんどるっていう人もいっぱいおられますんで、どうぞ住民

の人も有効に活用して、入れ込んでいって是非三好市がですね、お金だけでなくて、もっともっ

と住んでおる人、結婚の問題にしてもずーと前から何回も方法を変えてやったんですけれど、や

ってもやっても難しい、ＵターンもＩターンもやってもやっても難しい問題を今取り上げておら

れるんですから、是非ともそういうことを違った形で成功に導いていただきたい。私たちも協力

したいと思っております。 

伊丹会長：非常に貴重なご提言を頂きましてありがとうございました。何かそのことで。 

高畑産業観光部長：貴重なご意見ありとうございました。このＵターンＩターンの問題ですが、旧町

村知恵を絞ってやってきたところなんですが、この団塊の世代対策につきましては、非常に、い

ろいろ聞いておりますと、団塊の世代の方っていうのは、非常に田舎に帰ってきてしたいってい

うのは、団塊の退職した方の１割ぐらいの方だろうという予想でございまして。何でかというと、
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年よってくると病院も近い、交通アクセスも非常に良い、すぐ出たら店がある、どうしてもそう

いうところで生活したいっていうのが団塊の世代の方だそうです。中に１割ぐらいの方がああ田

舎なんて行きたいなという人が１割か、せめて２割ぐらいの人がおるだろうと。そういう人を是

非とも呼び込もうということで、これは今回出さしてもろとんは、先程申したとおり、県が３泊

４日とか４泊５日でＰＲをしたっていうのもあったんですが、聞くところによりますとなかなか

ＰＲ不足で、問い合わせはあったんですが、団塊の世代といっても平日というか仕事しよる間に

そういうとこ行けって言われてもなかなか行けないと。そういうことで今回申し込みの方がおら

なかったというような情報も聞いております。そういうんで今回団塊の世代につきましては、今

私説明の中でも申したんですが、新しい事業が、１９年度新規事業でプロジェクト支援事業って

いうのがありまして、団塊の世代の方が帰って来て生活するっていうのは、山間部っていうかご

っつい山間部のとこもええっていう方もおる、中にはやはりさっき申した、店に近い、交通アク

セスがええとか病院が近いとか、そういうとこも多分、いろいろ団塊の世代がこっちにＵターン

する時にはそういうとこもいろいろ考えるそうでございます。そういうことで今回新しい事業で、

三野のほうに今すでに計画をしとりまして、今年度１１区画程度を団塊の世代の庭園付というか、

市民農園付の体験できる施設をすでに計画しております。それによってとりあえず団塊の世代の

方がそこで１ヶ月２ヶ月、最長で２年なんですが、そこで体験をしていただいて、それが非常に

体験していただいたらこっちがええなっていうんであれば、こっちに永住していただくという計

画で、これ具体的にすすんでいることでございまして、是非ともこれを実現をして、三好市にで

きるだけ定住していただくというのを考えとりまして、これにつきましてまず設備ができました

ら、当然ＰＲをしていかんとなかなか難しい状況でございますで、ある程度施設が整備できます

と、本格的なＰＲも含めて宣伝をしていきたいというふうに考えております。是非ともよろしく

お願いいたします。 

伊丹会長：ちょうど盛り上がったとこなんですが時間がまいりましたので、実はですね、今日は財政

計画のご説明もいただく予定でございましたが、できておりません。また検討部会の部長さんの

ほうからご説明をいただいきましたことについても、まだまだご意見があろうかと思いますんで

すが、したがいまして１０月の７日から２０日頃までの間で次の会合を持ちたいと思いますが、

どうしても都合の悪い日がありましたらちょっとご発言をいただいてと思うんですが。ご都合の

悪い日がありましたら。なかなか急でございますので。できるだけ全員ご出席いただけけるよう

な日がいいと思いますので。特にございませんでしょうか。もしありましたらですね、お帰りに

なりまして、この日は都合悪いという日がありましたら市の行財政改革推進室のほうにご連絡を

いただけたら。だいたい第２週、第３週の間で取りたいと思っておりますので、よろしくお願い

したいと存じます。それじゃあ開催の日取りにつきましては事務局のほうにご一任させていただ

いてよろしゅうございましょうか。それでは閉会にあたりまして一言お礼を申し上げたいと存じ

ますが、１時半から始めまして約２時間３０分、本当に貴重なご提言、ご質疑いただきましたこ

とに厚くお礼申し上げたいと存じます。ただ東委員さんと下大寺委員さんにつきましては、第２

次行革からお入りいただきましたから、過去の流れが十分ご理解いただいてなかったということ

で、誠に私の方として申し分けないと思っておりますが、どうぞひとつこれからの審議の中で貴
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重なご提言を頂戴できたらと更にありがたいと思っております。検討部会のほうでも全市民の声

を反映すればいいんでございますけれども、なかなかそれは物理的に難しゅうございますんで、

公募の委員さんを含めまして、この私ども１０人に市民の声を反映さしていただきたいと、こう

いうことでこの委員会が開催されておりますもんですから、どうぞひとつ市民の皆さんのご意見

も頂戴しながらひとつご提言を頂戴できたらと思っております。また、渡邉部長さんはじめ、関

係の幹部の皆さん方、大変お忙しい中ご出席いただきまして丁重にご説明賜りました事、厚くお

礼を申し上げたいと存じます。行革に取り組む責任者として大変ご苦労が多いことだろうと思い

ますけれども、この難局、高いハードルを乗り越えないと行財政改革の身を結ぶ将来の夢はない

と思っとりますので、どうぞひとつご健康にご留意いただいてご活躍いただきますようにお願い

申し上げておきたいと存じます。それでは４時過ぎには各部長さんそれぞれ公務があるようでご

ざいます。これにて閉会をさせていただきますが、どうぞひとつお気をつけてお帰りいただきま

すように。次の会は是非ご出席賜りますようにお願いを申し上げたいと存じます。本日は本当に

ありがとうございました。 
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