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平成１９年度 第３回行財政改革推進委員会 会議録 

日 時 平成１９年１０月１０日(水) 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 

  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、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、西岡建設部長、蔦教育次長、 

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 東 深幸、上野 誠 （敬称略） 

 
事 務 局：やっと涼しくなりまして、店頭にも秋の実りといいますか、秋を感じられるような季

節となってまいりました。今日は東委員さん上野委員さんが欠席と、それと川西委員さんが

間もなくおいでると思いますけれども、現在７名の委員さんのご出席をいただいでおります。

ありがとうございます。前回は集中改革プランの進捗状況をご説明申し上げ、ご意見・ご提

言を頂きました。今日は財政計画につきましてご説明申し上げ、ご意見を賜りたいと思いま

す。また、その後時間が余りましたら進捗状況もご質問・ご意見等いただいたいと思ってお

りますのでよろしくお願いいたします。それでは第３回三好市行財政改革推進委員会を開催

いたします。最初に伊丹会長からご挨拶申し上げます。 
伊丹会長：みなさんこんにちは。第三回の委員会のご案内を申し上げましたところ、今お話ござ

いましたように、だいぶしのぎやすい季節になりました。何かとご多用の中を繰り合わせい

ただきまして、ご出席をいただきましたことにつきまして、まずもって厚くお礼を申し上げ

たいと存じます。今お話ございましたように、前回の会議で各検討部会の進捗状況のご報告

を詳細頂戴いたしまして、時間の関係で財政計画が取り残されてまいったわけでございます

が、本日はその件につきましての進捗状況のご報告があった市当局の将来的な財政の計画と

いいましょうか、そういうものの素案につきましてのご説明をいただいて、皆さん方から市

民の目線で見た健全な財政運営、またそういうような方向についてのご意見等を頂戴できた

らと、かように思っておるところでございます。なお本日は４時過ぎから市当局の重大な会

議がございますようですので、午後４時で本日の会議は一応打ち切らせていただこうと思っ

とりますので、効率良く進めていきたいと、かように思っております。ご協力賜りますよう

にお願い申し上げまして、ご挨拶に代えたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。 
事 務 局：ありがとうございました。それでは議事に入ります前に、本日の市側の出席者をご紹

介いたします。 
（紹介） 
事 務 局：それでは議事に入ります。毎回の事ですけれど、会議の議長は要綱第６条第１項によ

りまして会長にお願いしたいと思いますのでよろしくお願いします。 
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伊丹会長：それでは議事を始めたいと思いますが、会議が始まる前に皆さんにご了解をいただき

たいと思いますけれども、後ほどケーブルテレビが来会するのではないかと思っております

ので、その件についてご了承頂いたらと思いますがよろしゅうございましょうか。それでは

ケーブルテレビが参りましたら撮影等に許可をすることにいたします。それから毎回お願い

をしておりますけれども、会議録を作成する関係上、マイクを通してのご発言をひとつよろ

しくお願いしたいと存じます。まず本日の会議でございますが、先程お話ございましたよう

に、東委員さん、上野委員さんが欠席されておりますけれども、後程お一人の委員さんのご

出席もあろうと思いますけれども、一応出席予定は８名になっておりますので、三好市行財

政改革推進委員会要綱第６条第２項により本日の会議が成立しておりますことをご報告を申

し上げておきたいと存じます。次に本日の会議の議事録署名の委員さんをご指名させていた

だいたらと思いますが、これも私の方からご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：それでは本日の署名につきましては、谷委員さんと森本委員さんにお願いしたいと存

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。それでは本日のメイン主題

でございます、財政計画についてを議題として、只今から事務局から説明を求めます。よろ

しくお願いいたします。 
事 務 局：前回配布しました、また郵送もしております財政計画説明資料。それについてまず私

どもの藤井補佐の方から説明いたします。 
（事務局説明） 
伊丹会長：ありがとうございました。詳細ご説明をいただきましたが、基本的にそれぞれの検討

部会で各般にわたりましての作業を進めていただいておりますけれども、やはり基礎基本に

なるのは財政の健全化、また財政の効率的な運用だと思いますので、本日時間が限られてお

りますけれども、只今のご説明につきましてのご意見なりご提言を只今から頂戴したいと思

います。よろしくお願いいたします。 
谷 委 員：谷です。まず一番最初前提になっていました財政計画策定にあたってというところの

質問なんですけれども、この健康保険、病院事業、水道事業、うんぬんかんぬんは入ってま

せん、ということで、ここがもし赤字が出るようなことがあれば、財政の方、当然補填して

いかないかんようになると思うんですけれども、それが見込みですよね、見込みと今年間２

５０、２６０億ですかね、でまあやっていく中のこの辺が赤字になったとして何％ぐらい何

かっていう前提のところをお聞かせ願えたらと思います。 
事 務 局：今の質問ですけども、この財政計画の決算額としてはあげてないんですけれども、他

会計の繰出しといいますか、これについては歳出の分の繰出金というところに、他会計の繰

出しというふうなかたちでしております。決算の中のトータル的な決算状況の中には、この

普通会計には含んでないということでありまして、今後その他会計の繰出しについては３３

年度まで見込みを出していただきまして、財政計画の繰出金の中に含んでいるというかたち
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になっています。 
伊丹会長：よろしいでしょうか。他に。十分考察をしていただきましてご発言をいただいたらと

思います。どうぞ矢野委員さん。 
矢野委員：はい、矢野です。ここに以前はシミユレーションでいただきましたが、財政計画とい

うことで平成３３年度までの表もらっとりますが、これはどういうふうに捉えたらいいので

すかね。以前、最初にシミユレーションいただいた時は、現状のままいったらこうなるよ、

大変な赤字になるよという、これはひとつ出ましたわね。今回出ているのは、２１年度まで

いわゆる集中改革プラン、これをやればこういうふうになりますよと。ということは２１年

度ぐらいまでは、改革プランを組み込んでるという捉え方でよろしいんかどうか。それと、

それ以降３３年度まで、とんでもない先まで出ておりますが、これはどういうふうに捉えた

らいいんですか。ひとつの目安というんか。目安ではないよ。財政課から出した完全な目標

数値なんだよと捉えたほうがいいのか。ちょっと全体があいまいで分かりづらいですが、こ

の財政計画の中の数値の捉え方、基本的なところを教えてください。 
事 務 局：まず一点目なんですけども、集中改革プランの反映ですけども、集中改革プラン６８

項目ありましたけども、その財政効果、その金額を出しまして各年度ごとにその区分といい

ますか、性質区分から削減をしております。そういったかたちで平成２１年度までの作成を

しているというふうなかたちになっております。後それともう一点目の平成３３年度までで

すけれども、これについては矢野委員さんがおっしゃられましたとおり目標数値と。３３年

度までにプラスマイナスゼロにもっていくというかたちで、目標の財政計画というふうなか

たちで捉えていただきたいと思います。 
矢野委員：まず聞かせてください。２１年度までは集中改革プラン、いわゆる減らす努力をいた

しますというプランに基づいて出してるってことですが、この４年間で総額いくらダウンに

なってますか。 
事 務 局：１９年度が１億９５００万円。それと平成２０年度が２億７６００万円、平成２１年

度が２億９０００万円。トータルで７億６１００万円。 
矢野委員：７億６１００万円の２１年度までの減額目標があると。これ分かりました。これ十分

理解できると思います。それを前提にしましてですね、この財政計画の中で私どうしても理

解しかねるのが、ひとつの項目に絞りますが、普通建設事業費。いわゆる歳出の方の普通建

設事業費ですね。これがいかにもずさんだなあと。単なる帳尻あわせだなあとしか理解でき

ないですが。他の項目はいろんな部会の必死になった減額の努力を反映しながら細かく出し

ておりますが、普通建設事業費。果たしてこれでやっていけるんかなあという疑問なんです。

ただこれしか使えないんよ。歳入がもうこれだけになるんだから、歳出の方でこれ以上の建

設費は使えませんよという意味は分かるんですが、現実問題、この枠をこれだけに絞って三

好市としてやっていけるんかなあ。ということでちょっと、２１年度からね極端に２９億５

０００万、３７億、３７億、３３億。大体１０年までは３３億。こういう推移しております

が、私の単純な捉え方でいけば、今までやってきた各６カ町村の総事業費ですね、普通建設、
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約この４、５年でも６５億あったと思うんです。ということはそれの半分ですよね。４、５

年前は１００億を越してたと思います。ということで３０億ぐらいの予算で、どういうこと

できるか。私思うのはもう農林関係の予算、建設関係の予算、新設工事、大きな改良は一切

無理だよと。現在あるものの維持修繕、補修しかできないんじゃないかなあ。建物関係でも

給食センターとか学校、これはもう建替えせざるをえん分も出てくるでしょうけれど、あく

までも補修程度になるんじゃないかなあと思うんですけれど、一番詳しいだろうと思う西岡

建設部長、３０億ぐらいの予算で推移した場合どういう雰囲気になります。細かな捉え方は

結構です。大きく捉えて。 
西岡建設部長：その推移でいきましたら、この間まで、まあ合併までの間が約１００社ありまし

た。現実的に平成１８年度はかなり絞り込んでいった。というのは平成１７年度は駆け込み

事業がかなりあったものですから、かなりの絞込みを行っていったと。なおかつこれで絞込

みを行っていくにしても、補助事業というのが今いわゆる内容が変わって交付金事業、とい

うかたちで今現在推移していっきょるんですけれど、ですから単独費というのはほとんど使

えない状況で推移をしよる。ですから維持管理についてはほとんど単独費なんです。ですか

ら維持管理についていったいどこまでできるのか。今現在は橋についても同じようにアメリ

カでおきた橋梁の崩落を含めてですね、いろんなかたちで、その橋の長寿命化とか含めて補

助を出していこうかというかたちで今推移をしよんですけれど、現実的に事業費が減ればか

なり業者さんは多分半分以下でないと持たないんかなというふうな感覚を持ってます。中で

もある程度絞り込んでいく必要があろうかと思いますが、なおかつどうしても林業の関係、

農業の関係含めて農道林道についても、これはなしにするわけにいかないなあと。私の捉え

方としたら、完全に三好市の社会資本という捉え方はしとんですが、おそらくここ数年で絞

込みをしなければ多分持たないだろうなあというふうな認識は持っております。最終的には

おそらく今言よる３０数億の世界でほんとに維持管理費がどこまでいってくるのか。例えば

除雪、草刈等いろんな意味で、建設事業の中でも維持の方に回すお金がかなり出てくるだろ

う。そこらあたりいったいどういうふうなかたちで国から補助がもらえていくのかどうなの

かっていうのを見極めなんだら、事業はちょっと難しいかなっていうふうに感じてます。 
矢野委員：まあおおよその予測ということで聞かせていただいたんですが、相当厳しいな、厳し

いなというか私はとてもできない数字出してるなという捉え方です。何故かと言いますと、

具体的に数値が出てる部分をいきます。平成１９年度の普通建設事業費、これ前回時間ぎり

ぎりで質問させてもらいましたが、６７億７９００。これが普通建設事業費に１９年度なっ

ておりますが、当初のシミユレーションでは、今年の初めの数値では４８億だったわけです

よね。概算でしょうけど、４８億が６７億７９００万円に増えてきてる。約２０億増えてま

すねと。これは何故ですかという問いに、先程も説明ありましたように、ケーブルテレビで

すか、学校、火葬場、これは平成２０年度にも影響してきてるんですかね。ということでケ

ーブルテレビだけ絞って結構ですから、総予算が２０いくらで、その財源内訳、借金がいく

ら、先程西岡部長おっしゃったように交付金がいくらとか、それちょっと教えてください。
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簡単で結構です。概数で。 
来見財政課長：財政課長の来見です。よろしくお願いいたします。ケーブルテレビだけで矢野さ

んよろしいんでしょうかね。１９年度のケーブルテレビが事業費で１４億３７００万円。国

費が２億８７００万円、地方債が、これ過疎債ですけれど１１億２０００万円、その他特定

財源が２８００万円で、一般財源が１８０万円ということです。それから２０年度なんです

けれども、２０年度に１５億２９００万円。これは地方債を１５億円とその他特財が２億７

０００万、一般財源が２４０万円というかたちで１９年度２０年度に計上しております。後、

池田中学校につきましても、平成１９年度と２０年度に出ているというかたちでございます。 
矢野委員：はい、細かな数値は結構です。考え方としてちょっとお聞きしたかったもんで。とい

うのはケーブルテレビとか中学校、統合中学校建設、これに２０億、約３０億ですか、２年

度にまたがって金がかかってると。これに対してお金はどうしたのかいうと、国県からの、

国からの交付金ですか、若干ありますよと。足らん部分は地方債、いわゆる借金をして賄っ

ていきます。ということで特に１９年度で普通建設事業２０億は増えて、いわゆる収入のほ

うで地方債約１５億が増えてきてますわね。当然国・県の支出金も何億か増えてきておる。

これ別に悪いってことを言ってわけじゃないんです。この話は当然今年始めじゃなくて、合

併する時点で分かってたことですよね。そうじゃないですか。はい、どうぞ。 
来見財政課長：前回の時もお話させてもらったんですけれど、去年の８月の時点では一般会計と

いうかたちで財政計画を出していたわけなんですけれども、それでは分析できないというこ

とで、今年の２月の時点で普通会計に戻した関係もありまして、そのように事業費が増えて

いるということもありますんで、よろしくお願いいたします。 
矢野委員：はい。まず二つちょっと指摘させてもらいます。私が来見課長の立場であれば、当初

１９年度の普通建設事業費は４８億。上がってます。予定として。プラス２０億。その借金

で１０億を補填しながら２０億の建設事業費を上乗せするとしたら、トータル６７億って予

算はよう組みません。当初の４８の中から１０億なり５億なり、何とか減らして別個に２０

億、ケーブルテレビとか重要な、絶対やらなきゃいかんていうことで予算あがってくるので

あれば、普通の部分を減らしといて、そういう重要な案件を予算組むが本当ではないんです

か。まあ返事けっこうですが、もろ足してるだけですわね。当初の４８億に２０をポンと足

して、借金でポンと１５億足して非常にずさんな計画だなと私言ったのはこれなんですわ。

ただね、これは合併協議会の中でいろいろ約束事でもあるし、今後も含めてケーブルテレビ

は是非やらなきゃならんと。これは新しい三好市の合意事項に入ってたと思います。だから

これが悪いというわけじゃないんですが、当然この２・３年の間にこれぐらいの金はいるよ

っていうのが分かってるはず。これが計画に出されてなくて突然ポンと上がってきた。てこ

とは、１９年２０年まではそれでよしとしませんか。それ以降の計画、これ絶対無理だよと

先程言いましたけどね、同じ案も上がってくるんじゃないですかという懸念なんです。特に

この予算は、皆さん方給料減らすとかいろんな苦労して、先程聞きました７億６０００万減

らしてますが、政治的な判断の予算なんですよね、最終的に。どなんでもなるんです。その
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あたりどういうふうに捉えられてやっていくつもりなんか。４年ごとに選挙あります。住民

の意向、住民の要望ってことで４年ごとにポコポコ出てくるんじゃないかって懸念しとるん

ですが、そのあたり。だからここでちょっと聞き方変えます。来見課長、それから森課長、

この予算書、予算書っていうよりこの計画、市長、副市長には見せてこれでいいよと了解も

らってますか、どうか。逆のほうからお聞きします。 
森 室 長：正式な意思決定というか、捉え方なんですけれども、先日ですね、本部会議、行革の

本部会議を開催いたしまして、この計画を上程いたしまして、行革のほうではこういう案で

進めますという話をさせていただきまして、その中では特に異論はなかったというかたちで、

この計画を公表してもいいという話は伺っております。 
来見財政課長：ちょっと全体的な普通建設事業費の考えたかをちょっと説明させていただきたい

んですけれども、平成１９年度から平成２７年度までの間については、その平成１８年度の

事業費をベース、これ道路等の生活基盤的整備事業費を大体１８年度と同じ２５億円、これ

は確保していこうという考えで、その上に現在継続事業やプロジェクトでやっておりますケ

ーブルテレビ事業を入れていこうという考えです。それから平成２２年度以降を平成２７年

度までの６年間に、先程矢野委員さんの方から想定できない事業が出てくるんじゃないかと

いうお話がありましたけれども、その間に、今何も想定してはいませんけれども、４１億円

の単独事業費を別に持っています。それともうひとつ平成２８年度から平成３３年度までの

普通建設事業が２２億円程度となっておるわけですが、これは過疎債なり合併特例債がなく

なるということで、このような事業費をおいておるわけですが、この事業費というのは今の

類似団体、産業構造や人口が似てるところの今の事業費が大体このぐらいな事業費なんで、

類似団体と同じぐらいの額は確保していこうじゃないかということで、このような額にさせ

ていただいたということであります。簡単ですけど以上です。 
矢野委員：はい、市長もそれを一応基本的に了解してるということで、はっきり言いまして、市

長責任放棄したのかとビックリしとんですが、まあそれは置きましょう。ただここでお願い

したいのはね、どちらにしても２１年度以降この数字は絶対いかんだろうなあと。当然ここ

に国費、交付金が絡む計画があれば上乗せはしやすいということでしてくるんでしょうが、

それにしても１９年度と同じように地方債、いわゆる借金は増えていくと。これは良い悪い

じゃなくて避けれないというか、この普通建設についてはね。という判断を私はしているわ

けですが。とすれば、ここで出してる建設事業が増えれば借金も増えてくる。借金への返済

も増えてくる。それに２８年から３３年相当経費減らしてますが、とてもじゃないこんなダ

ウンした中でできないなと。これはひとつの危機感持っての話です。ということで結論、最

後言います。前回もお願いしましたようにね、集中改革プラン６０何項目ありますけれど、

その中でここにもありますように、検討部会の中間報告であります地域振興検討部会ね。こ

の中で委員会からもお話しましたように、地場産業の育成とか投資的経費の調査研究組織、

これをもっと徹底的にやってもらいたいと思うんです。皆さん方が一生懸命給料まで詰めて、

住民の補助金いろんなものも詰めて詰めて 4 年間で 7 億 6 千万やっと縮めても、間違った投
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資ひとつがあれば、こんなもん全部消えてしまうってことなんですよ。将来の住民生活も考

えたプラス面のことも含めまして、この地域振興検討部会、これをもっと早く徹底して詰め

てもらいたい。ということは、この中に総合計画で決めましてどうこうっていう、前回も言

いましたように非常にのんびりしたことを書いている。そうじゃなくて、俵市制４年でまず

１期終わります。俵市長が一番この項目、こういう事業したい、これくらい金いるなってい

うの分かってるわけですよ。これを引っ張り出して本当にいいのかどうか。そういう検討を

早くやってもらいたいという、私言いたい結論はそれなんです。いわゆる建設事業費なんて

のは、選挙する政治家がらみったらおかしいですが、三好市でいえば市長であるし、各町村

代表している議員さんの意向なんですよ。これで大きく動いてくるということなんで、黙っ

て見逃していいわけない。制度なりシステムってことで誰がなっても生かせるものを早く作

ってもらいたいなと。その中で平成２１年まで、俵市長の１期目の期限ですわね、そこぐら

いもっと具体的なね、突然２０億増えるんじゃなくて、具体的な数値を出した財政計画を作

っていただきたいなと。こう思うわけですが、合田部長いかがでしょう。 
合田企画財政部長：いわゆる矢野委員さん言われるところの、マイナスばかりになっていく中で

ですね、これからの産業構造自体を考えていかないと、確かに現実見てみると、先程建設部

長のほうから言ったように普通建設事業の関係は、これは国のほうの交付金の関係もありま

すし、起債の関係もありまして非常に事業が落ちていく。それから実際、総合計画の次に実

施計画、事業実施計画みたいなかたちが入っていくんですけども、今のところこれまでの継

続事業の残事業についてやっておるところですけども、非常に補助基準に乗っかるようなと

ころの部分っていうのが非常に数が少なくなって、林業振興、農業振興についての基盤整備

について、ほぼ達成って言ったらおかしいんですけど、その基準に乗らないような状況にな

っていく。さらに交付金制度ということで、国の方からものすごく厳しく、補助基準自体が

厳しくなってきております。そういった関係で先程建設部長から言ったような形の状況が、

この三好市の中で生まれようかというふうに思っております。そういった中でですね、何で

この町で建ていくかということが非常に重要な問題でございまして、逆に行革で言いますと、

経費を節減しながら夢を実現していこうという夢の部分が、矢野委員さん言われる地域振興

検討部会の中でのこれから目指すべき三好市がどういう方向でいくかというところの非常に

細かい振興策、活性化策っていうのが並行して話をしていかないと、絞る話ばっかりしても

いけませんけれど、財源について非常にこういったシミユレーション見てもお分かりのよう

に、財源自体が簡単に出てこない中で、そういった作業もしながら、さらにこの地域の産業

そのものの構図も変わってくるんじゃないかなというんで、そのまま国から県からもらって

くる補助金が減ってくると、地域内循環するお金のほうが回らないような状況がこれから生

まれてくる。それに変わるものということで、いわゆる地域振興というかたちの中で具体的

にどういったものをやっていくかと。今言われてます観光振興であるかとかいうことを柱に

してというような話がありますが、なかなかこれ観光振興についても成果がみられないって

いうのが今までずっとやってきた中で考えられるものですけれども、これも着実にそういっ
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た部門を考える、また実行していくセクトが行政部分の中にいるというふうに考えておりま

す。ちょっと雑ぱくですけれど他にありましたら。 
森本委員：矢野さんの質問っておもっしょいだろ。どっち向いて質問がいてしまうん最終って思

っただろ。これ１９・２０年度の普通建設言よったわな、こんなに増えたって。その前はも

っと増えとっただろ。駆け込みでやったんじゃけん、皆が。それは高いレベルで。ちょうど

来見さんあんたこの間言よったでえ、５００万の家に例えてみればと。家は建て直したいん

じゃけんど、これ収入が減っとるし、老朽化して建て直したいんじゃけんど、建て直せんと。

そうすると柱だけ補強して置くかいというふうになるんよな、民間の家は。これ建設もそう

なんよ。もうできなしゃあないじゃないよ、予算がなかったら。そこらへんまでやっぱり腹

くくったらええと思うわ。そうでないとできん。西岡さん言よったように、ああなってしま

うんよな、半分、もっといくかもわからんけどな。それと比べると６ページの人件費、６減

１増。何年かかってこうするんですかという。で、退職後勧告しますっていうけど、通常世

の中では６５歳まで働こうやと。そうでないと年金入らんじゃないのと。その中でこういう

見込みを立てたのはええんじゃけど、６減１増。こんなことではとてもじゃないんよな。民

間はそうでないんよな、半分以下になるよ。だけど公務員だけこれでよろしいんですかと。

あなた方だけが残って、民間は全部、極端に言うと今西岡さん言われたように、半分つぶれ

ますよ、建設は。他もそうなんよな。しかも１５年で人口が１万５千近くになるんでないか

という予測がある。そうすると財政もっときつくなる。地方税に入らんようになる。そんな

中で、こんな自分に甘くていんでしょうかという。まあ市長おらんけんここで言うても仕方

ないんじゃけどな。そういう問題がひとつある。もうひとつは最初に前提でおしゃんりょっ

ただろ。消防と病院と。これはやっぱり高度な政治判断をしてほしいんよ。そういう腹を、

ほんま市長おったら市長にもってもらいたいんですが、人口が減るとやっぱりそういうふう

に一律に切られてしまうなあ。それではつらいなあと。じゃけん福田さんがなって、地方に

もっとうんぬんというのがほんまにできるかできんか。ここらへんも見極めながらの話です

けれど、今の矢野さんの話を聞いておって、矢野さんがどこへ持っていくか心配しよったん

ですけれど、ここらの比較をちょっとしてほしいほんま。半分以下になる業者が。ていうこ

とは職員もそうなる。だけどあなた方は自分のことはこういうふうにして、まあ行財政改革

をしますという、そこらへんの差が、格差というんですか、あまりにも大きいんでないかと。

これはほんま市長や助役がおったら聞いてほしい話だったんです。以上。 
伊丹会長：何か今のことでお答えができますか。 
渡邉総務部長：まず職員数の話なんですけどね、前回も森本委員さんが最終そういうようなお話

だったんですけれど、合併する前は６カ町村で７０２，３名おりました。それでスタートし

た時には、駆け込みの退職もあって６５６でスタートしたと思うんです。その中でもそのう

ち９０名は特会の職員でした。一般会計が５６７、特会が８９ぐらいおりました。その合計

が６５６だったんです。それで１８年の４月１日がスタートしとります。その中でも５６７

名のうちで、一般事務でいいますと４００名ぐらいなんですよね。それご承知のとおり合併
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の協定の中では１０年をめどに本庁集約を進めながらそれを３４２にすると。類団ではそれ

が３１２でした。一般会計ベースで３１２。ですが６カ町村、広大な面積と飛び地もあると

ういうことで、そうした広大な行政区域、飛び地等を勘案して３０プラス。で３４２を目標

に、本庁集約しながらですけどね。都市部だったら多分、合併してすぐさま本庁集約できた

んだと思いますけれども、今ご承知のとおり本庁と総合支所方式をとっておりまして、一挙

に集約できないということがあります。たぶん一本庁で集約できたとしても、多分職員数減

らせないんですよね、首切れませんから。ですから年次計画で常時本庁集約あるいはアウト

ソーシングしながら最終的に職員を、半減までいきませんけどね、５６・７％までもってい

くと。そういう方向でスタートしているところでございます。６減１増につきましてはすで

に取り組んでおりまして、今１９年４月には一般職で５５４。それとこの中には昨年    

１特会、秘境の湯ですけどね、６名を一般職に回した経緯がありあます。ですから１４あっ

た特会、今１３特会になってます。そうした特会事業につきまして、アウトソーシングある

いは民営化というかたちで今検討しておりますので、これは６減１増は当てはまらないと思

います。多分減だけになるんですけれどね。そうする中で現在、その時、指定管理あるいは

民営化した時に現段階で残ってた職員につきしては当然配置転換をする必要があるというこ

とで、ですから一般行政職のおいても６減１増がそのまま当てはまらないということになり

ます。配置転換した職員を配置しなければなりませんから、６名退職しても１名も採用でき

ないこともあります。そうしたこと総合的に勘案しながら職員の適正配置を考えていかなけ

ればならない問題だと考えております。それと、先程言いましたように、５６７名の中に一

般事務は４００人なんですけどね、それ以外に幼稚園と保育所、用務員さんとかね、学校の

給食センターの調理員さんとか、いろんな方が２６２・３名おるわけです。ここにつきまし

ても今後配置・縮小・統廃合は止むを得ない状況になってます。多分に保育所、幼稚園、小

学校の統廃合は難しい問題がありますけれども、前回も最後に申し上げたんですけれど、例

えば今子育て支援、国・県・地方あげてしていますけれども、現実的に３，４名しか児童、

園児いないよと。ですが３，４名でも最低２名の職員いるんです。１名じゃだめなんなんで

す。そういうことを考えれば大変申しわけないんですけれども、その時は統廃合はしなけれ

ばならない。あるいはこれは廃止かもわかりませんし。そうしたこと考えれば、私非常に厳

しいとみておりました合併協定の中でいわれております、職員の半減近くの目標数値ってい

うのは達成されるんではないかというふうにみております。それと普通建設事業費ですけれ

ども、これにつきまして先程来見課長から説明あったように、一定レベルの基盤整備、パイ

ロット含めて毎年２５億の事業費、ベースとしてあります。その上にどんだけのその時その

時の需要・ニーズに応じた事業をプラスしていけるかといったのが、この３０数億であった

りするわけです。ですが２８年度以降の２２億につきましては、それさえもできないような

状況になっておりますけれど、これは今置かれる全国的な、いわゆる３万レベルぐらいの類

団に見合った普通建設事業費のレベルがこんなもんだと。全国的に見てもこれ以上の事業が

できてないのが現実ですということですが、この時点までいけばまさにもうメンテ中心にな
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った事業になるんではないかというふうには考えております。ですけどもこれが３３億３４

億であれば一定レベルの基盤整備が今後とも継続できるといったシミユレーションになって

ます。ですがもっと大切な大きな事業ないのかって矢野さん先程も言よりました。まあ市長

も約束した事業もあります、それ以外にね。それはケーブルテレビだけでもありませんし、

中学校の統合だけでもありません。あるいは火葬場、これは火葬場は突発的に沸いた方の事

業なんですけれども、横の船井跡地もありますしね、三野の堤外地利用の話もあります。工

業団地の整備の事もいいますとね、いろんな事業、今まで約束されてきた事業もあります。

新山開発もそうですしね。そういった突発的な事業は今後とも当然出てくるだろうと考えて

おります。ですからその時は財政シミユレーションって見直ししなければならないのかなと

いう気もしとりますし、ここ１年間でできます総合計画の中の実施計画等が出来上がった段

階で、そうした事業をどのように財政計画の中に網羅していくのかなといった宿題もあろう

かというふうには考えております。以上走る走るで概略でございますけれどお答えに変えさ

せていただきます。 
伊丹会長：いずれにしましても矢野委員さんまた森本委員さんから多方面にわたりましてのご意

見・ご提言がございましたが、是非ひとつ十分斟酌していただきまして、有効適切な財政運

営をしていただきたいと。まあお話を、お答えを聞いておりますと類似団体に似合った予算

措置を、例えば地方建設事業費等についても置いているということでありましたけれども、

やはり三好市というのは７２０平方キロという広大なこう、その中でも都会的な形態をなし

ている所と、本当に過疎に悩んでいるような所もございますので、そこいらも押しなべてで

すね、類似団体とはいえやはりある程度形態が違う地方公共団体でございますので、そこい

らも十ひとつご配慮いただけたら大変ありがたいんでないかと思いますし、また社会資本の

整備にしましてもまだまだ立ち遅れている所が三好市内にはずいぶんあるように思っており

ますので、やはりあの絞るところは絞って、膨らませるところはしっかり膨らませて、やは

り市の将来的な夢と希望のある住みよいまちづくりをすることが効率的な財政運営の基本で

ないかとこういうようにこう思っておりますんでお願いをしておきたいと思います。それで

今２時５３分でございますので３時まで休憩を取らして頂きまして３時から残る１時間、集

中的に財政計画ご提言もいただいたり、なお時間が残りましたら先般ご説明をいたしました

検討部会のついてのご質疑を頂戴できたらと思っとります。それでは大変勝手ではございま

すが７分間休憩を取らせていただきます。 
(休憩) 
伊丹会長：財政計画のご説明をいただきましたことについてのご質疑・ご提言を頂戴できたらと

思っております。まあ本当にこの財政の問題についてはなかなか難しい問題が多々あると思

いますんですが、何か係数を見られて、こういうところにこういうご配慮いただきたいとい

うようなところございませんですか。 
森本委員：数字は数字として一生懸命作ってくれとんでそれはそれでいいんですわ。ただひとつ

これに精神を入れるのは市長や副市長ですわ。執行者ですわ。執行者がやっぱりどういう考
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えを持たれとんかなあと。私あんまり高いところの人じゃけんお話をする機会もないんで、

お伺いする機会もないんじゃけど、やっぱりケーブルテレビがあるけん、課長連中が今やら

れてますわな。ああいうのを市長や副市長が、「こういうのが出てきてます。数字はこうです。

だけどもっと厳しいです。だからこうします。」とかいうような意思表示を本当はしてほしで

すなあと。年頭の挨拶にもチラっと出たぐらいで、あれでほんまにやれるんかなという危惧

を持っとんです。やっぱり数字は数字として出てきとんですけど、ホンマにやる気があるか

どうか、にかかっとるような気がしますので、これ数字をいくらつついてもそんなに大した

問題でないんです。確かにこういうふうにして計算ができてきて、ひとつのこういう計画が

できとんじゃけど、これをやるのに何と何と何がネックですと。いうのをやっぱり出してい

ただいた方がええんかなあと。さっき申し上げたとおり、財政、数字はこうなんですけど、

やっぱり借金してでも生命を今ここで維持せないかんとか、あるいはこの財産を守る為にこ

の消防はいるんだとか、そういうものはやっぱり説明をすればわれわれ市民も分かるんです

よ。それだったらそういうのを税金ででもどうぞするかえとか、それは出てくるんで、是非

そこらの政治判断を踏まえて、やっぱり市民にもっと、トップあるいはその近辺の人がやっ

ぱり意思表示をしてほしいなあと。それがあって初めて市民への、まあ言うたら言葉は悪い

んですが教育、こういうふうにしてくださいというそういうところの理解があって、初めて

行財政の改革やいうのはできるんであって、まあ失礼な話をしてしまいましたが、数字は数

字としてこれ以上数字をつつく必要がないんじゃないかなと思います。 
伊丹会長：ありがとうございました。今新聞報道等でですね、県の財政計画が毎日議会を通じて

報道されておるんですが、私共にとりまして身近な市の将来的な政策課題といいましょうか、

そういう面での取り組み方というものが、情報伝達が十分でないという気はみなさんなさっ

ておるんではないかと、こう思っております。県も非常に厳しい財政運営の中でですね、職

員の給与カットとか特別職の大幅なカットとか、具体的の数字が新聞テレビ等で報道されて

いるわけで、県も厳しいんだなあという県民のみなさんの意識がですね、持たれておると思

うんですが、やはり市の、今森本委員さんのお話がございましたように、市のトップのそう

いう面での姿勢というか、そういう面での具体的な意思表示というのがやはりもっといるの

ではないかというような思いがするわけですが、そういう面ではどうですか。高平委員さん

どうですか。ご発言下さい。係数は今森本委員さんお話ございましたように、係数としてプ

ランニングできておりますんで、そういう面での生きた財政運営をしませんとね。やはりい

かないとこう思っとりますがね。そういう面で、市民の目線でこの金をどういうように生か

してほしいというような面で何かご発言がありましたら。 
高平委員：今言われてた金額面に関しては、はっきり言わしてもらって数字をいくら並べていた

だいても私らには解らないです、正直。もう本当に説明をいただいても解らないです。あま

りに桁が多すぎて。で本当にいろんなところ、森本さんや矢野さんが言われたように、いろ

んなところのへずってへずってしても、現実ちょっとした失敗でそれがダメになるっていう

のも見えますし、人数が、職員なんかも人数が減ってるんで、ほんとにちょっとした出張と



- 12 - 

かが多くて、支所なんかも半分くらいいない時もあるんで、書類の提出とか確認とかが滞っ

たり、100％、同じ課があっても 100％分かってるものではないんで、その担当者がいないと

分からないとかいうのが多々出てるんでね、そういうところもどうにかしてもらいたいんで

すけれども、さっき言われたように、総勢６００何人かいた中の事務員は４００名です。で

現業もこれだけ、老人ホームとか給食センターとかいろんなところに現業の人もいらっしゃ

るんですけど、今現在時々聞くのは現業とかはやっぱり技術とかも含めてしてるんですけど、

そこから事務職へ移った方もいらっしゃるしするんで、現業も本当に人数どんどんどんどん

減らされているんで、そういうところの人からも何かあったとき、人間なんで事故とか病気

とかあって人数が減ったりした場合に、外からアルバイトが入ったりするんですけど、私ら

から言わせばすごく失礼な言い方なんですけど、本当に本庁方式で全部本庁に行ってしまっ

ているのを、人間は 100％確実に動いているかっていうのが分からないんですよ。支所は一

杯一杯でいつも足らない状態で動いているのが分かるんですけど、そういうのをじゃあアル

バイトじゃなしに事務職から現業へ一時的な出向というか、そういうことができないかって

いう話したら、それは事務職から現業はぜんぜん職種が違うから無理ですっていう話は出た

んですよ。でも一般の私らから言わすと、同じ仕事場内で他から雇うよりは内輪で調整がで

きるものなら内輪で調整したほうが人件費の削減とかにもなるんじゃないかと。１年間とか

長期になる場合は別にあれだと思うんですけど、１ヶ月２ヶ月っていう単位だったらそうい

うので動かしたりしたらどんなだろかって話をしても、まったく職種が違うからそれは無理

ですよっていう話しは地元の支所の方からも聞いたことがあるのですけど、結局私らも現業

の人や事務職の人らとも普段、生活状態で付き合ってるうちに仕事場の内容とかも聞いてた

ら、やっぱり訴えたいけど今、削減削減で言っても無駄だし、とか言うのを結構聞かれるん

で、本当に職員自体は、本当は言いたいことはたくさんあるはずなんですよ。もっとこうや

ったら削減できるっていうのも確かにあると思うんですけど、これを言っても多分伝わらな

いしっていうのも中にあると思うんです。それをどうやって引き出すかっていうのは同じ公

務員じゃなくて、別の第三者機関じゃないけど、何かそういう話をできる所を持ったほうが、

全体的にもっと仕事がスムーズにいく場合があるんじゃないかと思うことがあります。先程

本当に厳しい話をしてましたけども、私らの近くもいうたら、公務員か建設かっていうぐら

い仕事をしてる人が、そういうところの人が多いんで、建設関係も先程言われた半分になる

かもしれない。現実休職とか退職とかいう状態になってるんで、これ以上公共の仕事が無く

なったら、地元で生活ができないっていう人が増えているんで、どうすれば地元に人間が残

れるかっていうのが多分一番大切なことじゃないかと思うんですよ。皆がそんなにたくさん

儲けなくてもいいから、何とか生活できる基準を残せる生活ができればいいと思うんですけ

ど、本当に今の状態では地元にいると生活ができないところまですでにいってるんです。な

んか方法がないかと思うけど、ちょっと普段から行政に委託しすぎのところも元々あるんで、

そこらへんはこっちも考えないかんと思うんですけど。ちょっと取り留めのない話になって

しまってあれなんで、またも少し意見がまとまったらまたお願いしたいと思います。すみま
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せん、私の意見だけ言わせていただきました。 
伊丹会長：何か財政のことで下大寺さんございましたら。 
森本委員：ほんま市有財産が今どれぐらいあるか知んのやけど、具体的には。もう売ったらわ。

ほんま。今緊急にこれだけは残さないかんっていうものは別にして、他のもんは、そういう

体制を示してみたらは一回、市民に。これも売り出した。あれも売り出した。市はよっぽど

困ったんやなっていうような、そういうひとつのアドバルーンを揚げるために市有財産を売

り出しました。市有財産って市の財産な。売れるもん売り出したら、そこまできたかってい

うのをみんな見るんよな。ところが今はぬるま湯につかっとるけん、分からんけん、まあま

あいける、まあまあいけるわ、お互いが。それぐらいの気でしかおらんのでないんかなあと

思う。見せてみたらおもしろいと思う。市有財産を売ったと。売りに出したと。競売にかけ

た。競売とは言わんけどな、あれは。差し押さえでないけん。そういうのも一つの面白みで

ないかひとつの提案をしときます。 
川西委員：以前に部長さんのほうから、四国の市の中で最大の森林の財産を持っとんで、これを

有効に活用したらなんかなるだろうって言うた時に私言うたんですが、この際方法はないと。

外材が入ってきて今ここ５年や１０年ではどうもならんから売ってしまったらええって。森

本さんの意見に同調するんですが、思い切って売って、今山林熱心にしよる人もおるんです

けども、ここ吉野川から、三好病院からこっち見た所でも大阪の方に出計らった人の山で、

もうどうにもならん骸骨の山みたいないっぱいあるんで、それに市も仲間入りしとるし。そ

れから補助金をもらって山林で何かっていうのも、将来的にはどうかなるか知らんきんど、

これはほんまに山林に愛着を持った熱心な人に売却して身軽にするのが私最高でないかと思

います。森本さんの売るっていうことに関連してお先に申しましたきんど。 
渡邉総務部長：何からお話していいのかよく分からなくなったんですけども、まず高平委員さん

の人事交流とかね、今いろんなすべての職場でアンケートも取ってます。昨年度も取ったん

ですけどね。例えば将来の配置転換。これは避けては通れない課題ですから。と申しますの

は先程言いましたように、特会部分あるいは幼保とかね、そういった共同調理場とか民営化

あるいは指定管理の方向へ進めなければならない、避けて通れない課題がありますから、そ

の時はそうした職員を配置転換しなければならないんですね。ですから今現在でそういった

人たちの希望調査もしてます。同時に本庁・総合支所の一般事務の方にも希望的な調査もし

ています。これはいわゆるヒアリングなんですけどね。そうした中で、結構現業職場から一

般事務やりたいというかたは沢山おります。ですが先程高平委員さんおっしゃいましたよう

にね、一般事務職から現業職、これはないです。ほんまの５００名、６００名おっても数名

しかおりません。現業でもいいよっていう人も中にはおります。ですが現業職は専門職が多

いもんですからね、一般行政職から現業への配置転換は、普通は無いのが普通なんです。で

すけども、先程言いました現業職の方が一般事務をやってみたいというかたは大変多いです。

ですが、そうしたことで人件費の削減にはつながらないんですね、実はね。総合支所ばかり

減してっていう話しありますけれども、私の目から見たら、公平な目で見たら私は本庁の方
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がやっぱり厳しいという認識を持ってます。ですから総合支所の方はどんどん人が減ってね、

大変なんですよって、これは大変なっていうのは分かります。今まさに本庁と総合支所方式

の中で６カ町村があるのとほとんど変わりませんから。本庁へ集約したのは企画と総務部門

だけなんですよね。それ以外の機能、全部総合支所持ってるんです。そうしたことからいえ

ば、６カ町村があるのと全然今変わらないんですよね。その中で事務は地方分権の名の下に

どんどんどんどん増えています。国や県から下ろされた事務事業は毎年のように増えてるん

ですね。ですけども人員は減っていると。そういう中で総合支所の方は、市民の方も支所の

人数が足らないってことも言われますけども、それは本庁と総合支所全般見渡した限りでは、

私はまだ本庁職場に人が足らないかなという気もします。そういう意味ではバランスが取れ

ているんだと思いますけども、非常に厳しい状況になってます。今のままではなかなか人事

交流といいますか、人事異動さえもできない状況になってます。ですから本庁集約ができな

ければまさに人事異動さえも厳しい現状があります。ですから私いつも議会でも申し上げる

んですけども、できる部署から本庁集約していきたいということいつも申し上げております。

ですが総合支所に行ったら市民の方、あるいは職員の方から抵抗があるのも事実です。です

けどもはっきり申し上げましたら、このままずるずるずるいったら財政シミユレーションう

んぬん以前に５,６年で破綻的な状況を向かえてしまいます。何もできなければね。そのこと

は是非市民の方のご理解いただかなければならないと考えています。それと先ほど森本委員

さん言われました市有財産の件なんですけども、今行革の中でも取り組んでおりますように、

三好市は不要な財産はどんどんどんどん処分していきたい。処分する方向で考えております。

現に不要な財産たまに見かけると思うんですけども、一般公募して処分にかけてます。です

が市有財産は完全把握できてない実態もあります。例えば国道とか県道で改良されて、昔の

カーブのところ全部残っておるんですよね。あれなんかきちんとした登記もできてない。持

っとっても仕方ない。１銭も生まない。逆になんかあったら事故責任とかね。財政負担が伴

うような財産もあります。そうしたものはどんどんどんどん処分したいんですけども、きち

んとしたそういう財産の把握さえできてない財産もあります。１２００，１３００町歩ぐら

いの山林を持ってるんですけども、これ先程川西委員さんからお話ありましたけれども、今

これ処分私はできるように思えないんですよね。例えば、非常に立派な材がある山林もある

んですけどね、今全部処分して売っても、よっぽど場所のいいところでないと赤字になりま

す。まあ道路際とか出しのいいところだったら、それもかなりな自分の手でやれば１割ぐら

い収入あるんかなと思うんですけども、全部外部の委託で搬出すれば赤字にしかならない。

そういう状況の中では、処分っていうのは非常に難しいかなという気はしています。それと

旧町村単位で政策的に取得した山林もあるんですよね。池田で言えば黒沢湿原みたいに、黒

沢湿原守る為に政策的に周囲の山林取得したと。こういうところは処分もちろん当然できま

せんし、それと処分に大きな抵抗あるのが旧町村で財産区が保有していた山林ね。これにつ

きましてはそういった、旧の財産区の方の山林に対する愛着が非常に強いものですから、簡

単には処分できない現実もあります。ですが、学校用地とかね、いろんなかたちで空き地も
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ありますし、無駄な市有財産があるのも確かです。そうした財産につきましてはきちんとし

た現状把握とともに処分するべきものは処分していきたいとは考えております。以上簡単で

すけども。 
伊丹会長：開会以来財政の問題についてご意見を頂戴いたしましたが、なお財政のことでご発言

ございましたら。どうぞ谷委員さん 
谷 委 員：谷です。私はずっとこのシミユレーション、財政シミユレーションっていうのがひと

つのポイントなんだろうと思ってまして、このシミユレーションがこれでいけるんですよね

っていうものが出来上がったら納得できるんだろうなってずっと思ってきたんですけども、

今日皆さんのご意見、委員さんの意見聞いてまして、逆にいうたら今回これでいけるよなっ

ていうシミユレーションが出るのがマイナスになっとんじゃないかなっていう気がちょっと

してきたんです。ていうのは、ほんまに危機なんだったらもっと厳しい数字、これもうここ

で破綻するよっていう数字が出たら、各市民の人も例えば学校、合併せざったらやっていけ

んとかですね、細かい話しをすればゴミじゃってこのままぼんぼんぼんぼん出しとったらい

かん。分別せないかんのじゃとかいう。そこを説得できる数字、厳しい数字、こう並べたら

市民の人分からんので、もうちょっと分かりやすい数字っていうのを、難しいとは思うので

すけども、もし出せれるものなら出すっていうのもひとつの手かなって今感じたんで、みん

なで危機感を持たなんだらいかんのかなって今感じました。ちょっと意見として言わせても

らいます。 
合田企画財政部長：非常に、シミユレーション見て分かれと言われてもなかなか分かりにくいと

思います。このシミユレーションで動かんとやれないよというかたちのものが出てますんで。

そのために何をやって実行していくか、この数字に近づけていくかという。これそのままの

状態でいくと２３年ぐらいにはもう基金なしになるというような状況の中で、切羽詰ったと

ころでいきますんで。全体的に、全国レベルで言いますとうちの数値っていうのは、財政的

な数値って言うのはめちゃくちゃ悪い。徳島県全体も悪いんですけど、平気でおるのが不思

議なぐらい、よその全国レベルでいうと、かなり、めちゃくちゃうちよりもいい状態の中で

も数年前から行財政改革を着実に実行してきておるところがいっぱいあります。そういった

中で、徳島県全体悪い中でですね、特にうちも悪いですよね、特に借金が多いと。ビックリ

するような話しで。県も約１兆円の借金とうことで、予算が５０００億ということなんで、

県の財政課の人と話ししよって、それうちといっしょじゃなって言ったのが１年前なんです

よ。うちも２５０億の予算で５００億の借金ということでいえば状況的には同じ。というこ

とで、今県がやられておる改革ですね、かなり厳しいものが出ておるという中で、この数値

を途中で変にいじくるとこけるという話ししかないということでございますんで、そこら辺

はきちっとやっていかないかん。そのためにはどういう方策でどうやって具体的にやれるか、

今からこちら側で検討していかないかんというふうに思っております。それからこのシミユ

レーションだけで分かりにくいということについては、分かりやすいのができたらいいなと

いうふうに思っております。検討するって言ってもできるかどうか分からんのですけど、非
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常に市民の皆さんにこの状況が分かっていただいて、共に協力していただくっていうところ

がいると思います。先程森本委員さんが言うたような内側の改革っていうものもやっていか

ないかんという切羽詰まった状況にありますんで、そこらへんは自覚しております。自覚し

ただけではいかんので実行していかないかんと、いうふうに思っております。 
伊丹会長：ありがとうございました。どうぞ。 
下大寺委員：あんまり大した意見でないんですけども、いろんな事で改革やられる時にするのは

みんな人、人間なんですけども、その人間がここの人は一生懸命やってるけどもこっちにつ

ながってないとか、行政は一生懸命やって広報にも載せとるよって言うけど、それも全然見

ても分からんとか、見たこともないとかっていう住民の方が大半だと思うんですね。例えば

小さいことでも、さっきの財政計画に関しても、職員にも研修会をして説明をしましたって

言いますけども、研修会で職員の反応がどうだったのか、職員が嫌々それを聞とるのか、や

っぱり自分達もやらないかんいうふうに、現実にやる気に燃えておるのか、そのあたりも全

部人間なので、それから住民と行政っていうのがまったくビャーンと離れてしまって、私の

地域ではいろんな地域活動やってますが、その中に行政に行っきょる人がその中に入り込ん

できて、土曜日とか日曜日とかいっしょに草刈したり、いっしょにイベントしたりとかいう

のにものすご参加してくださる方が大勢おりますが、ほとんどの方が出てくれるんで、中に

はまったく関係ないよっていうんで、休みの時は自分の楽しみだけに生活楽しんでおられる

方も中にはおられますけど、まず人間関係、組織の人間関係、それから地域の人間関係、そ

ういうのがうまいこといかんと、なんぼここで一生懸命皆が頭悩ませても、それから市長さ

んがこうしなさいっていうたところで人は動かんと思うんで、そのあたりが一番難しい事で

はないかと思います。それと建設業の関係でも、私は現場の１０人までの事業所さんのお友

達とか、今までの人間関係で今も交流がある方がおいでるんですけど、みなさん入札に行っ

ても絶対取りたくないというか取れたらよわるというか、今何月だけど今年初めて入札に行

くとか、そんな状態で県もいろいろ経営革新をしなさい、転業を図りなさいとかいっぱいパ

ンフレットも作ってセミナーも開いてしてくれるんですけど、それに行く、転業する為には

ある程度の期間、次のことがお金になるまでに時間がかかります。時間がかかる余裕が自分

にはありません。余力がないので、明日からお金が入る事業でないといかん。自分の力があ

る人は、次に経営革新でいろんなことを別にやれるっていうのはほんの一粒の人で、辞めた

いっていうのが現場の声です。辞めたいけど何してええやら、なんちゃするものないから何

ヶ月に１回頼まれる事に行こうかとかいうんで、すごい大変なのが建設業の現実でもありま

すし、男の人が儲からんと商売もうまいこといかんので税収も上がらんし、ずうっと回り回

ってみんなが悪くて、これはなかなかめんどいことだと思いますけど、民間の事業所の民間

感覚で、例えば広告料の収入、ごく少ないんですけど、どういうあたりで広告募集している

かわかりませんが、例えば大阪の地元出身の方の事業所さんに広告載せてもらうとかってい

うふうな、もっと広げてするとか、とにかく人っていう、人間っていうのがとっても大事か

なって感じました。 
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渡邉総務部長：先程財政問題につきましては、当初予算の歳入歳出予算、あるいは決算の時に広

報でお知らせするようにしておりますけども、広報の中ではこうしただけの表でなくて円グ

ラフにするとかね、できるだけ市民の方に分かりやすいようなグラフにしたいと考えてます。

その中に説明していくとかね、厳しい状況についても説明していくようにしたいと考えてい

ます。それと職員の認識の問題ですけども、財政問題から始まって１０何回ぐらいのいろん

な研修を持ってます。意識改革とかね、行政評価もそうですし、防犯とか交通安全対策とか

もそうだったし、AED の取り扱いとかね、いろんな形で、１０何回だったと思うんですけど

ね、職員研修もどんどんどんどん進めておりまして、職員にはかなり正確にといいますか、

正しくは認識はできてると思います。ですが合併当初、はっきり言うて６カ町村間に大きな

温度差もありました。これは職員もそうでしたし、議員同士も、今後ろに議員さんおいでる

んですけれども、議会の中でも温度差もあります。今も多分温度差ありますけどもね。まし

て市民レベルになりましたら、とんでもない大きな温度差があると思います。ですから１連

絡所の廃止についてでもたびたび廃止せんとってくれって陳情もありますしね、議会でも取

り上げられたこともありますし、一般質問にも出されたことありますし、現場に行ったら猛

烈に反対いただいたこともあります。ですけども、もうはっきり申し上げましてね、合併前

の説明が悪かったんだと思いますけども、旧町村でいいやつは全部残してね、悪いやつは良

い例をあげて高位平準化の話しをされるんです。まさに合併前にそうした説明をしてきたと

いうね、説明責任を果たせてなかったという現状ありますけども、もうそういう情勢じゃな

いと思うんですよね。そのこときちんと、行政も市民に対して説明しきれてないっていう現

状あります。これは全地域にケーブルできたらね、ケーブル、テレビ画面通してそうした説

明もできるんかなと思うんですけども、それ以外でありましたら、各旧町村単位で開催され

ております自治会長会とかね、そんなところに行って財政的な状況といったものをきちんと

説明してね、ご理解をいただく必要があるのかなという気はしています。今後絶対取り組ん

でいかなければいけない課題であるとは認識しております。 
伊丹会長：山本委員さん何か。矢野委員さんどうぞ。 
矢野委員：先程から土建業の現実とかね、いろんな厳しい話出ています。これが現実で、民間は

実際生活する中で危機感、すごい危機感を持っとんですよね。これはどうしようもない。だ

けど次の手どうしようもないなってことで、半分諦めかかっているような感じ。ただ一番危

機感ないんが、はっきり言います、市長を始め役所なんです。ということで、森本さんが一

番最初言いましたね、市長、副市長こういう数値だけでなくて、実行する上で内容こうやっ

てくれっていう。あれが一番大事と思いますので、今日の会議録、多分市長も見ないでしょ

うから、再度拡大コピーして表面につけて渡してあげてください。これはお願いでございま

す。やっぱり４年に１回選挙する市長、これが一番の問題だと思います。問題というか力も

っとるし、権限もっとるしという意味の問題なんです。その人がやる気なかったら、いくら

我々議論してもいわゆる徒労で終わるだけで意味ないと思います。それとひとつだけすみま

せん。１０ページ。財政計画説明資料、合併特例債の項目ありますわね。特例債の発行予定



- 18 - 

額ってことで真ん中にありあます。合計で１４０億あまりを発行して、発行可能額は２１５

億ってことは約７０億を残しておこうという計画になっておりますが、これは平成２７年度

まで１０年間のうちに使い切らないと、それを過ぎてしまうと使えない分であるという前提

で、企画財政の方で７０億の金は絶対手はつけないよというお考えか、いや、いざっていう

時はこれ是非使いたいなって言う本音の部分あるのか、ちょっとその辺り聞かせてください。 
合田企画財政部長：これは非常に有利な起債でございますんで、この分について７割国のほうが

見てくれる起債でありますんで。今のシミユレーションの中でこういったかたちで残るとい

うかたち、借りれるけど借りられない状況があるということなんですけど、この中の変化で

ですね、この部分について事業入れていくってことはありうるだろう。状況の変化っていう

のが、たちまちは国のほうが官僚が全体に握ってますんで、なかなか自民党とかそれぞれの

政治判断でできる部分っていうのが崩れそうにない状況が今のところあるようですけれど、

ちょっと前にも景気がええっていうことで法人税が増えたけど、その部分にあてになってた

交付税が上の方で取られてしまったと。取られたって言うたらおかしいんですけど、法律か

らいうとルール違反みたいなことをやられたような状況もありまして。非常に地方としては、

普通だったらあの分についてはこちらの方にきて交付税が増えるはずだったというふうに僕

自身は認識しておったんですけど、途中からどうも雲行きが怪しくなって、やっぱり国の財

政状況で上の超法規的な措置をとられて、なんか頂けるなと思っとった交付税が入らなんだ

というような状況もありますけども、当然この部分については有利な起債を借りれるという

状況がありますんで、今の計画の中ではこういった形で余すような形になってますけど、許

されるなら使って地域振興に図っていきたいと。そういった自主財源ができればですね。３

割とそれがまた７割が交付税措置でくるから、期間的にはその時にすっとくれるわけではな

いし、７割補助金ですよって話ではなくて、起債を払う中でまず財政難になりますんで、そ

ういった非常に、こういった財政シミユレーションの中で考えていかないかんと。机上の計

算になりますけれど、そういった自主財源として余裕ができれば、是非この地域の振興に使

っていくことが大事なことじゃないかなというふうに考えています。 
矢野委員：最後に山本さんが閉めていただきまして、７０億、そのうちの３割を返せばええって

ことですが、３割だったら２１億ですか、返す部分は。これまあ１０年２０年で返していく

ってことで償還できる可能性があるんかどうか。将来交付税も下がってくるなあということ

の中で、できるかどうかという判断だったと思います。そのあたりも含めて、過疎債という

有利な借金できるのは２１年度で終わりますよと。そして今ここに出てますように、合併特

例債も２７年度で終わりますと。２８年度からは順次交付税も落ちていきますと。いわゆる

踏んだり蹴ったりの状態になるわけですが、最近国の状況ちょっとあれば教えてください。

地方いわゆる格差、都会と地方の格差、これを何とかしなればならんてことで、この間の参

議院も自民党負けたり、福田首相に代わって地方地方ってこと盛に前面に出てきてます。い

わゆる過疎債に変わったり合併債終わった後、地方何とかしようかっていうそのための、こ

ういう過疎地に対する何だかの政策っていうので出かかっておりますか。それともまだ全然
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ないか。 
伊丹会長：また情報収集していただいて。 
矢野委員：まあないとしたら、平成３０年ぐらいに向かって地獄、お互いに一緒になって地獄み

ていくしかないかなということで腹くくりましょうや。そういうことでよろしく。 
伊丹会長：時間が迫ってまいりましたが、財政の問題で何かまだ他にご意見がございましたら。 

どうぞ。 
山本委員：別に回答いりませんので、ひとつだけお願いしたいことがあります。今日もお話ずっ

と聞かせてうただいていたんですけども、結論からいうと、今の三好市が夜逃げしたくても

できない状態だということは、市民は結構みんな分かっています。そんなに分かってないん

じゃないかというようなかたちのお答えもちょっと聞いていて、それは私の勘違いかも知れ

ませんけど、そういう状況はみんな知ってますので。ただ地域格差は別に国の話しではなく

て、国の方がないかもしれませんが、三好市の中ではもうすでに池田とその周辺地域に格差

が相当出ています。それは物的なものだけじゃなくて、精神的な面でもいろんな面で池田ば

っかりという話は私はあっちこっちで聞きます。別に三野の人だけが言よんのとは違うんで

すよ、それは。言うときますけど。そういうこといっぱい聞きますよ。それでも格差がない

って。国の格差があるかって聞かれて、ないっておっしゃったかもわからないけど、そうじ

ゃなくて、こっちのほうも考えていただかないと困りますと思いました。財政問題について

いろんなこういうもの見せていただいて、分かりにくいものもあり、説明聞いたら分かるも

のもあり、それでも一生懸命していかないかんわなあとは思いますが、こういった行財政改

革の名において、地域格差を深めたりとか弱者切捨てをするような行政にはなっていただき

たくないというのが私の願いです。それだけはお願いしたいと思います。支所のことについ

ても、いろんなことについても公平な視点でっていうふうにおっしゃる言葉もありましたけ

れども、公平な視点ってどこの視点なんだろうと私は今不思議でおれなかったんですよね。

それは市役所の視点、それともこっちからの視点。中間をとった視点とおっしゃりたいのか

なあと思ってましたけども、それだったらもう少し、お金を無いものはないなりに、必要な

ところには使って、必要でないところには切ってますっていうようなことをはっきり言える

ようなものを市民のほうに提示していただけたら、みんな今無いのは分かっているんだから

相当納得すると思うんですよ。そこのところをはっきりしていただけたら有難いなあと思い

ました。行財政改革でお金が無いといいながらも、それでも未来に託すものであったり、未

来につなげていけるものであったりとかいうことにお金を使っていただきたいというのが、

使わないかんのでないかなというふうに思いますし、その中で今中のことばかり言って誠に

申し分けないんですけども、ついこの間も私いろんな会に出させていただいて、事務局の方

に話しさせていただきましたけれども、あまりの、そうそうこれを言うとかないかんとひと

つ思ったのは、合併のまちづくり計画書のことがきちんと説明されてなかったんじゃないか

というお話しがちょろっとありました。説明してなかったけど今始まっているからっておし

ゃってますけども、それって市民だけじゃなくて職員さんの中でもあるんじゃないですか。
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私この前ひとつの会に出て事務局さんと話しててきちんとした連係が取れてないのがごっつ

い分かりましたよ。この私があまりの悔しさに涙が出ましたもの。細かくは言いませんけど。

押さえようと思ったけどあまり腹が立って、情けなくて涙がボロボロボロボロ出たんですよ。

それだけ職員さんの中ではまちづくり計画書であったりとかその本位であるとかまったく理

解されてないというふうに私は感じました。そういう職員さんの中で、この行財政計画って

いうのを立てた中で、それを私たちはどういうふうにせえっていうんなっていうふうにも思

いました。私はそれでも市の当局方を、事務局の方を信用しますから、職員さんと住民とが    

両輪あってこそ市の運営と思ってますので、絶対私は信用しますけれども、信頼を裏切るよ

うな、そういう職員さんのまず教育をしてから話しを持っていってくれないと、不信感ばか

りつのってどんな協力もできないんじゃないかなというふうに思いましたので、そのことだ

けお願いしたいと思います。 
伊丹会長：他にご意見・ご提言がございましたら、先程下大寺委員さんのご発言の中にですね、

職員が充分オールマイティー、オールラウンドでないというようなお話しのように私もお聞

きしましたけれども、やはり幹部職員になったらそれぞれの道でのエキスパートといいまし

ょうか、専門的な知識と経験豊富に持たなければならんと思いますけれども、やはり若年の

職員につきましてはできるだけ部署を変えてオールラウンドにですね、転属してもすぐに市

民の質問にお答えできるような職員養成というのは、育成することは非常に大事なことでな

いかと。私も今県の方でいろいろ関係しておりますけれど、県もそういうようなかたちで、

大体係長ぐらいまではそれぞれの部署の転属をさせると、いうような方向で県は向かってお

るようでございますが、やはり市もですね、行政の職員配置の問題については、そういうよ

うなことをしながら、将来の適材適所のエキスパートを育てるというような主眼で人員配置

をしていく、やっぱり考えを持たなければならんというような思いはいたしております。そ

れでは財政計画についてのご説明をいただきましたが、質疑はこれぐらいでよろしゅうござ

いましょうか。それでは次のですね、今全般的な検討部会の進捗状況のご説明をいただき、

財政計画のプランニングについてのご説明もいただきましたので、それらを受けましての第

４回目の会議を１２月頃にという事務当局のお話でございましたので、ちょっと室長の方か

らお話しを聞かせて下さい。 
事 務 局：一番最初の今年度の会の時、年間スケジュールの中で申し上げたんですけども、１２

月前後に今年度といいますか、今年のまとめといいますか、１２月頃までには大体各種計画

あるいは方針等がまとまる予定ですので、それができましたら本部の了解を得た段階ですけ

ども、できましたらそれを皆さんにお示ししてご意見を賜りたいということで、１１月の下

旬か１２月の始めにできましたらお願いしたいと。１２月議会の日程も絡みますけども、で

きましたら１１月下旬にお願いできたらと思ってます。会場の方は先の事ですんでこちらの

方お任せいただきたいというふうに思ってますけども、よろしくお願いいたします。 
伊丹会長：今お話ございましたように、第４回目の委員会を、１２月は議会が開会されますので

１１月下旬頃ということで、日程等につきましては事務局の方にご一任をいただきたいと思
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いますが、それでよろしゅうございましょうか。それではそういうことで次回の会議の設定

をさせていただきたいと思います。市ご当局の皆さん方が４時過ぎには退席しなければなら

ないということで、ちょうど時間が４時前になりましたのでこれで会議を終わりたいと思い

ますが、本日は大変ご多忙の中をお繰り合わせをいただきましてご出席いただき、貴重なご

提言・ご意見を開陳をしていただきありがとうございました。市ご当局の方でも皆様方のご

意見・ご提言を十分生かしながら、将来の方策を目指していただけるものだと確信をいたし

ております。どうぞひとつ今後ともご協力を賜りますようお願い申し上げたいと存じます。

だんだん涼しくはなってまいりまいたが秋とは申しましても気候不順の折でございますので

ご健康には十分ご留意をいただきまして次回ひとつご健勝なお姿でご出席を賜りますように

お願いを申し上げ、また市の幹部職員の皆様方ご多忙の中ご出席を賜りいろいろご指導・ご

助言をいただきましたこと厚くお礼を申し上げまして閉会とさせていただきます。本日はあ

りがとうございました。 
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