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平成１９年度 第４回行財政改革推進委員会 会議録 

日 時 平成１９年１２月２０日(木) 午後１時３０分～午後４時００分 

場 所 三好市役所第一会議室 

出席者 委 員 

    伊丹 一夫、上野 誠、川西 昭一、下大寺 歌子、高平 和代、谷 敏司、 

    矢野 博正、山本 佳代子 （５０音訓、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、森行財政改革推進室長、藤井、西本 

欠席者 東 深幸、森本 諭 （敬称略） 

事 務 局：ただいまから始めていきたいと思います。年末を迎えまして何かとお忙しい折、

本委員会にご出席いただきありがとうございます。本日は東委員さん、森本委員さん

が欠席されておりますけども、8 名の委員さんが出席されております。前回は財政計画

についてご報告、ご説明させていただきましたが、今回は先日ご通知申し上げました

ように、本年度策定予定の計画（案）、方針（案）ができましたので、集中プランの進

捗状況と合わせてご報告、ご説明申し上げ、皆様方のご意見を賜りたいと思っており

ます。それでは第 4 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。今お話ございましたように、年の瀬を迎えまして、何か

とご多用の中お繰り合わせをいただきまして、第 4 回の委員会にご出席をいただきま

したこと、厚く御礼申し上げておきたいと存じます。お見受けするとご健勝のようで

ございますんで、どうぞひとつご健康にはご留意いただきまして、年の瀬をお健やか

にお過ごし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。さて、行財政

改革委員会も第 4 回目を迎えたわけでございますが、ご案内のように今朝ほどの新聞

でですね、驚くべきような、本当に眼を疑うような記事が第一面に出てまいりまして、

まことにびっくりをいたしたわけでございますが、いずれにしましても、私も県の関

係にいろいろ関わっておりますけれども、県があれだけ思い切った給与の削減である

とか、知事自ら 25％の賞与のダウンであるとか厳しい体制の中で県の財政を健全化し

なければならんという思いで頑張っている中でですね、地元の市の行政があのような

かたちでいいのだろうかと。いずれにしましても、議会はもちろんでございますけれ

ども、市の幹部職員の皆さん方がこの機会に襟を正していただいてですね、たとえ休

暇をとっているといえども、ウィークデイにいかなる体制で臨めばいいのか、という

ことを真剣に掘り下げていただく。これが市民の声でなかろうかと、こう思っており

ます。本当に何か断腸の思いがいたしてならないわけですけれども、どうぞひとつ行

財政改革が、昨年 12 月 28 日に第一次行革で答申をしたわけでございますが、あれが

どのように計画を実践に移されているのかどうかということが、本日つまびらかにな
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るのではなかろうかと思っておるのですが、やはり私どもが皆様方の貴重なご意見、

ご提言を集約した中でご提示申し上げておるわけですが、それがすべてではございま

せんけれども、いささかでも三好市の将来に夢と希望が持てるような行財政改革がや

はり取り組んでいかなければならんのではないかというような思いがいたしておりま

す。今日はそれぞれの検討部会のほうでですね、現在進んでいる、取り組んでいる状

況をつまびらかに説明をいただけるわけでございますが、どうぞひとつご聴取をいた

だきましてご提言・ご意見を頂戴できればいいのでなかろうかと思っております。い

ずれにしましても三好市をこよなく愛し、将来の夢と希望が持てるような市作りのた

めの行財政改革でございますので、是非お互いの英知を結集しながら意見・提言をさ

せていただければ大変ありがたいと、かように思っておるところでございます。本日

は午後 4 時までとなっておりますが、限られた時間でありますが、ご協力をいただき

ますよう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こちら側の市側の

出席者をご紹介します。 

（紹介） 

事 務 局：それでは始めて行きたいと思います。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 頄の規定によりまして会長にお願いしたいと思います。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、議事が始まる前に皆様方にご了解をいた

だきたいと思いますが、本日は徳島新聞社のほうから本席に見えておりますのですが、

許可をしてよろしいかどうかお諮りいたしたいと存じます。いかがでございましょう

か。よろしゅうございましょうか。 

委  員：（異議なし） 

伊丹会長：はい。異議なしという声でございますので、ご相席を了解いただいたものと存

じます。それから毎回お願いをいたしておりますけれど、会議録を作成する関係上、

ひとつマイクを通してのご発言をお願いしておきたいと存じます。本日の会議でござ

いますが、先ほどお話ございましたように、東委員さんと森本委員さんが欠席されて

いるということですが、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 頄により会議が成立しておる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者でございますが、私のほうでご指名

をさせていただいてよろしゅうございましょうか。それでは上野委員さんと矢野委員

さんにお願いしたいと存じます。どうぞよろしくお願いしたいと存じます。それでは

議事に入りたいと存じます。お話ございましたように、集中プランの進捗状況につい

てを議題として、事務局から説明を求めたいと思います。よろしくお願いいたします。 

（事務局説明） 
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伊丹会長：ありがとうございました。今、総括的にアウトソーシングの問題から投資的経

費の件につくまで、各分野にわたりましての検討部会の議論の中身を、また取りかか

っております姿をご報告、ご説明いただいたわけですが、何かそれぞれの頄目に分け

てご質疑というわけにはいかんと思いますので、全体的にどの頄目からでも結構でご

ざいますのでご質問・ご質疑・ご意見等ございましたらご発言をいただいたらと思い

ます。 

山本委員：山本です。お世話になります。4 ページの補助負担金審議会、仮称になってます

けれども、こちらの庁内組織とありますけれど、これは市役所の中での組織というこ

とですか。それとも外部からも入れての組織ということですか。 

蔦教育次長：座って失礼します。今ご質問あった点でございますけれど、これは庁内組織

ということでございますので、一忚内部だけの組織ということになろうかと思います。 

山本委員：そしたら内部だけの組織ということで外からいれるというのは難しかろうなと

は思うんですけれど、まあ公平にしていただきたいなあというふうなことを切に要望

いたします。それから先ほど総務部長さんのほうからありました、行政評価導入とそ

れから組織再編のことなんですけれど、この前も感じたんですけれど、支所をなくす

のが大前提、本署のみにするのが大前提にあるというような感じが受けられますが、

何回も言いますように、支所の重要性っていうのをもう一回考えていただかないと困

るなあいうふうに思います。支所のほうに人間なんか残しとくような手間はないって

この間おしゃってらっしゃいましたようですけれど、そうでもなさそうですし、   

勘案していただかないと困るなあというふうに思います。ただでさえ格差が生じてお

って、池田中心になるのは結構ですよ、庁舎がありますから。かといって他の合併 5

町村が沈み込むことになると大変困りますし、これから高齢者などは特に山間部のほ

うに多くなってきます。そうしたときに支所がないということはどういうことかって

いうのを、もう一度考えていただいて、こちらのほうを再編なり、何なりしていただ

かないと住民が暮らせなくなります。岩手県のほうでは合併して一つの村がなくなっ

たっていう例もありますし、そのことは合併協議会の中でも大分訴えてはまいりまし

た。そういったことがないようにというふうに合併協議会のほうでも訴えてきていな

がらこういうようなことになる。支所がなくなることと学校がなくなることが地域を

殺すことになるということは当然お分かりのことだと思いますので、お金がないとか

そういうこと、それをどうにかしていただかないとこの問題は解決しないと思います

ので、その辺は何言よんぞというお顔をなさらずにもう一回考え直していただきたい。

お話し合いを願いたい。それでできないんだったらこちら住民としてもいろんな手は

打たなんだら、私たちの生活を守るためですので何かせざるにはおれなくなりますよ

ねということはご承知おきいただきたいと思います。今のところは以上です。 

渡邉総務部長：はい。今山本委員さんから総合支所をなくさないでという切実なお話あっ

たんですけれど、おっしゃることはよく分かります。理解もできるものでございます。
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ですが、一般的に市町村合併の場合、都市部の合併だったら翌年度でいきなり本庁集

約なんですよね。ですけども、まさに四国一の広大な行政区域を抱える三好市。飛び

地もあります。飛び地以上に辺地もあります。飛び地といったらすぐ三野町のことば

かり言われますけども、東西祖谷なんかにおきましたら、三野町以上の、飛び地以上

の飛び地、辺地であるこということがいえようかと思います。そうした中で、そうい

った立地条件等踏まえながら、10 年を目途とした本庁方式といった方針を合併協の中

では打ち出してきたと思います。いきなり本庁方式ではなくて、できる部署、できる

ところから本庁集約していくと。完成型が概ね 10 年を目途としたというかたちの合併

協定書の中身になっております。ご承知のとおり、先般、財政シミュレーションも提

示しながらご説明したところですが、その削減できる大きな要因の中に、はっきり申

し上げます。普通建設事業費と人件費がございます。ですが普通建設事業費につきま

しては、合併前の多分標準的な 1 年間の普通建設事業費は 60 億か 70 億だったと思い

ます。そういったかたちで 15 年度 16 年度までは推移してきたと。ですが合併した今

は 30 億円台になってます。多分 10 年後にはこれを 20 億台にとどめなければ、財政運

営できないといった状況になっております。その中でそれ以外に、これは普通建設事

業費を削減するということは非常に、雇用の場の確保とか税収の問題、あるいは建設

資材等含めた流通問題、地域経済の活性化といった観点からいえば非常に厳しいもん

があるんですよね。逆に削減よりも失うもののほうが大きいといった課題もあります。

だけどもそれ以外に削減できるといったら人件費、あるいは各施設の統廃合による物

件費等の削減しかないんです。ですけども、前回も申し上げましたけれど、物件費は

簡単には削減できません。これは施設の管理委託の問題、統廃合の問題、そういった

あらゆる課題をクリアしなければ簡単に物件費は削減できるもんじゃないということ

はあきらかです。そこで次に何が削減できるかと言ったらまさに人件費しかないんで

すよね。人件費を削減するためには職員定数の削減。これは全国の類団の標準的な指

標を参考にしながら、広大な行政区域といったことを勘案しながら多尐の微調整をし

ていく。そうした数値的な目標数値も合併前は 342 ということで提案もされてきまし

た。それは現在の類団に直しましたら 353 ぐらいになるんですけども、これは大きな

変わりはありません。そうした中で、６減 1 増で計画的な定員管理の適正化図ってい

くと。これは誰がどのように言われても避けて通れない課題でありまして、人件費も

思うように削減できなければ三好市の財政というのは 10 年どころか 5・6 年で破綻的

な状況を迎えてしまいます。そうしたことから市民の皆様方にも議会にも、当委員会

にもご説明をしながらご理解を求めてきたところでございます。ですが先ほども言い

ましたように、山本さんが言われました切実な思いというものは、私もひしひしと感

じております。ですから合併協定書の中でいう定員の適正化につきましては、完全な

本庁集約されたかたちの中での 342 という数字だったんですけれども、私どもの検討

部会の中では本当に広大な行政区域を抱える三好市、あるいは高齢化がどんどんどん
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どん進んで交通弱者の足の確保といった観点、あるいは住民サービスの観点等々とい

ったことを考慮すれば、本当に 10 年後に完全集約できるかといったことにつきまして

は、私自身も多尐の疑問も感じていると。そうして高齢者の対忚、常日頃の住民の相

談窓口といったことを考えれば、連絡所とか出張所とかそういうかたちのもので総合

支所を一部残していかなければならないんでないかなということも今、真剣に議論を

しているところでございます。今はこれ以上のことは申せませんが、このことにつき

ましては各総合支所の市民の皆さん方や、代表として来ていただいている議会議員の

皆さん方にも十分な議論を重ねる中で、真摯に考えていきたいと考えておりますので、

ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。以上でございます。 

伊丹会長：ありがとうございました。やがて本庁方式ということは取り上げられると思い

ますが、役所の中にはそれぞれの部署がございますので、部署の特性に忚じてですね、

集約できるところは集約して、一日も早くですね、また山本委員さんからご発言あり

ましたように、地域の特性の中でどうしても置かなければならないようなものは置い

ておくというような、取捨選択ということが余地があるのではないかというような思

いがしております。例えば道路の補修の問題にしましても、広大な面積になるがゆえ

に、市道の範囲というのはおそらく総延長は数え切れないぐらいのキロ数があるだろ

うと思うんですが、どの箇所を優先的に投資的経費の中で直していくかということに

ついては、やはり支所ごとに管理をするというのではなしに、部長さんの下で総括的

に目配りをしながら優先項位をつけていくということも大事でないかというような思

いがしますし、やはり部署によって本庁にまとめ上げることがベターであればそれは

一刻も早くしたほうがいいし、住民との接点が多いものについてはやはり勘案せざる

を得ないのではないかというような思いがいたしておりますので、今渡邉部長さんの

ほうからお話ございましたが、どうぞひとつ適切な処理の中で検討していただければ

大変ありがたいと思っております。他になにか。どんどんご意見を頂戴できたらと思

いますが。どうぞ。 

上野委員：上野です。まず最初にお詫び申し上げたいと思うんですが、第 2 次の行政改革

推進委員会になりまして、私、今日 4 回目ということですけれども、今日が始めての

参加で、今までが昼の会ということでなかなか仕事との差し障りがありまして、過去 3

回欠席をしたことをお詫び申し上げたいと思います。そして質問をさせていただきま

すが、過去 3 回欠席をしておりましたので質問内容がちぐはぐになるかもしれません

が、お許しをいただきたいなと思います。最初のアウトソーシングの事ですが、今日

ご説明をいただいのは、表題のとおりアウトソーシング推進基本概要ということで、

基本的な方針であったわけですけれど、前にいただきました集中改革プランの今後の

スケジュールのスケジュール表によりますと、アウトソーシング部会の学校給食、ご

み収集業務、学校用務員、児童館・児童クラブの運営等についてはですね、このスケ

ジュールによりますと、平成 19 年 8 月から平成 19 年 11 月までに計画案の作成または
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計画決定というようなことになっておりるわけです。すでに平成 19 年 11 月を過ぎて

おるわけですので、この頄目に出ております学校給食、ごみ収集業務、学校用務員、

児童館・児童クラブの運営等について、どのような検討がなされて、計画案が作成さ

れ、また計画が決定しているのかについてお伺いをしたいと思います。スケジュール

ではすでにそういうふうなことになっております。そして平成 20 年 4 月には実施とい

うスケジュールになっとるわけですから、現在概要の説明というだけでは進捗状況の

説明にはならないのではないかなと思いますのでよろしくお願いいたします。 

西岡建設部長：アウトソーシングの検討部会長をしております建設部長の西岡です。今、

上野委員さんがおっしゃられてました、今まで何回か会を重ねまして部会での現況報

告といいますか、案の話なんですが、まず学校給食業務につきましては、平成 20 年度

より尐子化と教育内容の充実のため、学校の統廃合等の検討を行う検討委員会を設置

し、計画が策定される予定でございます。学校給食業務につきましは、施設の調理可

能数と配送可能範囲で学校の規模や位置に大きな影響を受けるため、現状だけで施設

の統廃合等を行うと二重投資になるという可能性もあります。そのため学校の統廃合

問題と同時に学校給食業務についても検討を行う必要があると。また、平成 20 年度よ

り調理員配置基準を定めまして、職員の適正配置を行い経費の削減に努める。また平

成 21 年度に東祖谷地区の給食センター化を行い、項次学校統廃合計画や施設状況によ

り給食施設の統廃合を行っていくというふうな今現在の予定でございます。ただ食育

も含めまして、すべてアウトソーシングするのがいいのかどうかっていうのは今から

検討必要でなかろうかというふうに考えております。またごみの収集業務ですが、平

成 19 年度に三野地区の委託を開始しました。平成 20 年度より東・西祖谷地区の業者

委託を行ってまいりたいと。収集回数や収集ルートの調整を行い、項次民間委託を進

めていくというかたちで今現在取りまとめております。また学校用務員につきまして

は、学校給食の配膳等、配送員が兼務するかパートで対忚するかを調整しまして、原

則欠員補充は行わない方向で進めていくと。次に老人ホームですが、市営の 3 施設を

平成 21 年度より項次指定管理者に移行していくため、平成 20 年度から条例改正等の

必要な手続きを進めていくと。次に児童館・児童クラブでございますが、昨年度に計

画策定済みでございまして、平成 19年度より児童館が児童クラブに移行しております。

平成 21 年度からの全施設民間委託に向けまして作業を行っていく。尚内容等により業

務委託の検討も行う必要があると。次に保育所・幼稚園でございますが、幼保一元化

を含めました保育所・幼稚園の役割の見直し、尐子化によるそれぞれの配置、統廃合、

民営化について検討委員会で検討を行っていく必要があると。以上でございます。 

伊丹会長：上野委員さん、よろしいですか。 

上野委員：今おっしゃったことって文書化されて、今までに発表されていたんですか。 

西岡建設部長：まだ最終的に文書化してみなさんにご提示するところまでいってないもの

ですから、先般議会での行政改革委員会の中でも、とりあえず最終的には皆さんにお
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配りするような話になろうかと思うんですが、今の現段階では一忚口頭での説明とい

うことで、ご勘弁をいただいてるところでございます。 

伊丹委員：ほかに。山本委員さんどうぞ。 

山本委員：今日は私ここに来る前に 4 つのことをお伺いしようと思って来ました。今朝ほ

どで 5 つになったんですけれども、まず 4 つのことから片付けたいと思います。まず

は第 1 点目にアウトソーシングのことなんですけれども、三セクのことで各町村とも

足を引っ張ってきた経緯もありますんで、その件については今お話聞かせていただき

ましたから、まあまあできるところからサクサクとやっていただきたいなあというふ

うに感じましたのでもういいです。次に三野病院の経営のことについてこちら書いて

ありましたので見ておりました。三野病院のことについては、市民感情とかいろんな

ものを合わせたときに、遠いからこんなとこいらんじゃないかとか、行けないんだし、

他に普通の病院があるんだからそれでいいじゃないかっていうご意見もあるし、三好

病院があるからいいじゃないかっていうご意見もあるのも私も分かっております。し

かしながら先程来申し上げましたように、これからの高齢化社会、それから高齢者の

中でも年金だけで生活しなければならない所帯が増えてくるということ、それから低

所得者が増えてくるであろうということを考えたときに、市民病院の重要性っていう

のが、そこにまずあるんではないかというふうに思います。遠い近いではなくて、市

のほうでそういった方をも病院にちゃんと行けるように担保しなければいけないんじ

ゃないかなあと思いますので、その点をよく含めてお考えいただきたいなあと思いま

す。また、三野病院の経営のことについてですけども、いろんなお話があると思いま

すが、先ほど医師を一人二人増やさなければというようなこともありましたけれども、

まず医師増やすどうのこうのよりも、増やしていただきたいんですけども、体質改善

のほうをまず最初にお願いしたいと。体質改善については私がここで細々と言うこと

ではないと思いますが、さまざまな嘆願書とか意見書が市長宛等々にすでに送られて

いるはずですので、そちらのほうを是非ここにいる皆さんで見ていただいて、どうい

うことを書かれているか、どういうことが三野病院で行われているか、ということを

もう一度検証していただきたい。その上で医師のことを考えていただきたい。この三

好市の市の病院というのは先ほども言いましたように、これから大変重要になってお

ります。救急病院としては三好病院があるかもしれないけども、それ以外のところで

お金がなかったら年はとれんのか、金がなかったら病気になっても死ぬしかないんか

というようなことのないようにするためにも、市の病院というのは重要です。ですが、

内情、この表を見ていただければ良さそうに書いていますけれども、入院数のほうを

見ていただいて、もう尐し詳しくしていただければどういう事になっているか分かる

と思いますので、なぜそういうことになっているのかということをもう一度考えて、

考えてというか調査していただいて、よりよい方向にお願いしたいなと思います。な

かなかこういうふうなところになりますと、医師がなかなか来にくい場所ではあるけ
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れども、いいお医者さんをどうか一人でも多く置いていただいて、高齢者やそういっ

た方が安心して暮らせるようなことにしていただきたいなあと思います。よろしくお

願いいたします。そのことはお願いです。また、後の二つなんですけども、一点は先

ほども人件費等の話が上がりましたが、これがね、私、行革の中でなんでこの話題が

どうして出てこないのかが不思議でたまらなかった二点なんです。その一点目は、今

日はここで言ってもしょうがないんかもしれないんですけれども、議員の方の定数問

題ですよね。人件費ということから考えれば。議員さんの定数は合併協の中では 20 な

いし 21 ぐらい。多くても 24 まで。法定では 26 まで。だけどそこまでいらんだろう。

24.22 それぐらいでないんかという話になっておりました。だけど、初めて合併した年

だから今のままの、前回のままの人数で一回目はいってもらって、でも次からは定数

を減らそうねというような。だからそのために、じゃあそのためにするんだったらこ

のままでもいいですよっていう話で今の定数になっていると思うんです。とするなら

ば、当然私は 6 月の議会で尐なくともその話は載ると思ってたんですよ。定数改正っ

ていうのを出してくるであろうと。出なかった。9 月にも出なかった。いまだに今回も

出ていないようだ。どうなっているんでしょう。もう合併始まって、こういうことは

まだ間がないけんっていう話ではないと思うんですよ。こういうことは一番先に出て

きてしかるべき件であろうのに、まだ議員定数のことも話にも上がってこない。議員

さんたちはいったいどういうことをお考えなんでしょうか。そのことは是非市の当局

のほうから、是非議員さんたちにどうぞお尋ねください。もし聞けないんだったらど

うぞ、議長さんをお呼びください。そして行革の中の一環として是非お話を伺わせて

いただきたい。そのように切望いたします。そしてもう一点。これも不思議でならな

いんですけども、合併してある程度の月日が経ちました。それでも一回も出てこない

のが職員さんのお給料の平均化というか一律化です。格差がありますよね、まだ。前

の町村のままいってるんですから。私格差があるとかないとかそういう、あの人がよ

うけ仕事しよるからこの人にやれとか、そういう話じゃなくって、どうして同じよう

な給料にならないんでしょうか。何で割合が変わらずに旧町村のままいってるんでし

ょうか。そこを平均化したらだいぶ違うんじゃないですか。それから課長以上の方の

お給料のこともいろいろなさっているようですけれども、あまり表に出てこれない。

どうしてそれができなんでしょう。そのお給料の改正については、どこでどうして変

わらないんですか。もし、ちまたで言われているように、何とか何とかが忙しいんだ

ったら、その方のほうがいろいろ言ってくださるんだったら、その執行委員長さんを

是非呼んでください。そしてお話を伺わせてください。なんでそういうふうにできな

いんですか。人件費が一番大変だって今総務部長さんもおっしゃった。そこを変えよ

う。そこからでなかったら変えられませんよっていうのに、何でそのお話が一回も上

がらないんでしょうか。今までの行政委員会。この前も集まりました。今回も始まり

ました。でも今回だって話、この二件について話上がったことがないですよね。タブ
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ー視してるんじゃないですか。触らな、一番触らないかん事じゃないんでしょうかと

私思いますんでこの２点是非お願いしたいです。それから今朝ほど生まれました疑問

についてなんですけども、私ね、ゴルフに行くなとは申しません。ゴルフどうぞ行っ

てください。私も見るの好きですし、健康のためにはいいと思います。だけど、私、

えっどういうことっと思って今朝ほど尐しの時間だったんですけども、ちょっと調べ

させていただきました。それで市の職員の方、議員の方、行った方のお名前だけはち

ょっと挙げることができたんですけども、このメンバーで、今日も徳新さん来られと

るけれども、どういうふうに思われるかっていうのは、これなんかあるんじゃないの

と思われても仕方ないですよね、このメンバーは。知りたい。教えてあげませんけど

もね。それはそれとしてあれですけども。これは私のあれでかまいませんけども。こ

のメンバーと、この市の職員とこの議会の議員さんとそれから OB の方数名と伺って

ますけども、この人達が集まって本当にゴルフだけしたんですかって疑われて仕方な

いじゃないですか。私議員さんの中の、まあちょっとお名前は差し控えさせていただ

きますが、いろいろぐるぐる回って聞いてましたら、ほんまになんかあったんじゃな

いですか。なんかの裏談合とかそんなんじゃないですかってぶっちゃけ聞きました。

そしたらそうじゃなくてただ単にゴルフしたかっただけじゃっていう話だったんです

けども、さあそれを一般の人がどういうふうに受け取るか。そのまま受け取ってくれ

るかどうか。まあまず無理ですわな。その方がおっしゃるのには、この時期に行って

ええんかっていうふうにお尋ねしまいたところ、ええんじゃ、ええんじゃ。今問題な

いわだ、行かんかよっていうふうな主催者の方のご返答だったそうです。議員さん同

士の話ですからね。なんでこの市の職員さんが平日に有休とっていかれたか私は解せ

ない。でどうして誰も止めなかったのかも解せない。誰か一人ぐらいはいなかったん

ですか。でも新聞に載ってましたけど、一番市の職員のトップの方が行ってるんだっ

たらそりゃ断れんのかなあという気がせいでもないのですけど。いろいろあると思い

ますよ。人件費だけじゃなくて、その他にもこの町になってからいろんなものが、い

ろんな問題が起こってるんですよ、今。こんだけ格差が激しくなってきてるんですよ。

各町村の人がどういうふうな思いで、飛び地だけじゃない、遠いとこって私前から言

ってますけど、東祖谷にしても、西祖谷にしても、山城にしても、井川にしてもいろ

んな問題抱えているんですよ。でも市街地だからって池田のほうだけ優遇されてるっ

て話があるんですよ。そういう話が全部ある。その時になんでこういう支所長さんや

ら、課長さんやら、部長さんやら、室長さんやら、主幹さんやらが集まって、こんだ

けの怱々たる方が行かれるんかなあ。危機管理ってどういうものなんですかねえ。そ

の時に職員のトップたる方はどういうふうな対忚だったんですかね。何にも思わなか

ったんですかね。まあええや、たまにやけん行ってええかなあ。議会が取りあえず終

わったけんええかと思って行かれたんでしょうか。私はそのほうがよっぽど問題だと

思います。危機管理がないって言うのもありますし、さっき冒頭で会長さんおっしゃ
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られましたけど、そういう一番初めからぬるいぬるいと言ってますけども、こういう

ことに現れてるんじゃないですか。上が上だから、下が下になるんじゃないかしらと

いうふうに思いますし。猛省を要望いたしますし、市民に対して、おそらくこれは市

民のほうでもこれからいろいろ話が出てくると思います。尾ひれも付いてくると思い

ます。その前に是非市当局、議員さんからのきちんとしたお話というのを何らかの機

会で出すなりせんことには、憶測が憶測を呼んでとんでもないことになりかねません

し、正直言いまして議会に対しての私たちの信頼もありません。議会議員とこれだけ

市の当局の部長連中がいっしょになっとんじゃけん、どんだけ市のために私たちが下

から議員さんにお願い、これ言うて、あれ言うて、こうしたらええわって言うたって

市の当局となあなあではなっていう議会では話になりませんものね。そういうふうに

思ってる方はたくさんいらっしゃると思います。それについて是非市当局、議会とし

て市民に向けて何らかのコメントなり謝罪なりするべきであると思います。それがで

きない限りは行政委員会としての活動はなかなか難しいかと存じますので、その辺よ

ろしくお願いいたします。以上です。長くなりました。 

谷 委 員：谷です。ちょっと山本委員さんの後で言いにくいんですけども、上野委員さん

が言われたことを私も同じ疑問を感じたんで、ちょっと言いたかったんですけども、

この資料今日いただきまして、検討部会のスケジュールを見てますと、さっきのアウ

トソーシングだけじゃなくて、ほかも平成 20 年にはほぼ実施というのがずらっと並ん

どんですけれども、今例えばアウトソーシングの例に上がりましたけれども、指針と

いうか方針というのが今決まんりょって、果たして各この方針を当てはめていくわけ

ですよね、いろいろな、ごみ収集とかいろんなところに当てはめていくので間に合う

のかなって、遅れてはないんですかっていうのを確認したいなと思っただけで、先ほ

どの西岡建設部長さんの話ではいろいろ個別には進んどるようだったので、進んでる

のかなと思ったんですけども確認です。遅れているというか、これで一忚予定通り進

んでるんですね。 

伊丹会長：私も同感なんですが、昨年のですね答申を差し上げまして、集中改革プランが

出来上がって、どれだけが緒に就いたのかなあという思いで今もおるわけですが、今

西岡部長さんのほうからも具体的なお話しがございましたですが、あれはひとつのエ

リアに過ぎないわけで、やはり全体的に行革がどのようなかたちで確実に進んでいる

のか、取り組まれているのかということが私どもの聞きたいところでございますので。

他にありましたら、女性の委員さん。ございませんですか。どうぞ。 

下大寺委員：あの小さいことばかりで具体的な話になりますけれど、15 ページに中心市街

地活性基本計画っていうのがいろいろとできるように書いてございますけれども、現

実の池田の駅前通り、銀座通り、いろんなところを見るにつけて、この中に商業者が

入って、やるのは商業者ってことなんですが、池田の商業者の方がこの計画にどのよ

うに入っておられて、どういうふうにお考えなのかをちょっと。上野さんは池田の商
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業者なんでちょっとお聞きしたいなあと思うんですけども、池田の商業者の実態はど

うなんですか。 

西岡建設部長：これ中心市街地活性化法につきまして、ハード面で今、建設部の中で池田

の駅前から総合体育館に向いての道路拡幅、これをまちづくり交付金事業で約 9 億ち

ょっとですかね、それで今回、今年から工事をやるようになってます。それと今現在

駅前までの間が、栄町のバスターミナルから駅前までの間のカラー舗装ですね、これ

が先般できあがったんですが、そういう流れの中で駅前の広場、踏み切りを渡って、

今一方通行になっていると思うんですが、約 8 メートルの道路と 2 メートルの歩道、

10 メートルの幅員で体育館のほうに向いて今道路を計画して作業中であります。ただ

中心市街地活性化法っていうのは、まちづくり交付金事業も含めましたいろんなかた

ちでの地域の方の取り組みによりまして、補助金をいただいて地元が 3 割程度の費用

だったと思いますが、それによって地域が活性化されるような構想を皆さんで練って

いただくと。商工会議所を中心にしましてですね、いろんなかたちの流れで、産業観

光課等含めましていろんな計画を立てて今後ともそういう事業をやっていくと。いう

ふうなかたちで今現在練っている最中だろうと思います。例えば銀座通りにつきまし

ても、今シャッター街になっているのをいろんな方法で開けていこうと。ですからい

ろんな流れの中で方法はいろいろあると思うんですが、私個人の考えなんですけれど、

三好農林高校の方の作られたいろんなものを売るとか、いわゆる一般的な大きなフレ

スポがあるものですから、通常のパターンでやるんじゃなく、いろんなかたちでの取

り組みをしていく必要があるんじゃないかなと。そのためにはシャッター街を開けて

人を呼び込んでいくと。そういうふうなかたちの流れを街の流れの中で検討していっ

ていただいて、それを実行していくというかたちで今現在計画進めているところだと

思います。以上です。 

伊丹会長：この機会に西岡部長さんにお願いしておきたいと思いますが、池南にＪＲの西

に歩道橋がございますね。あれがさび焦げとんですね。こないだ私兵庫県の方をご案

内して三好市社会福祉協議会のほうへいっしょに同行したんですが、この歩道橋はい

つ塗装したんでしょうかというようなお話で、あれはＪＲの管轄だと思うんですが、

是非働きかけてですね、やはり駅構内というのは三好市池田の顔だと思いますんで、

ホームに下りたとたんにですね、西見たらですね、さび焦がれておる歩道橋が目に映

るわけですね。是非ひとつ行政のほうでもですね、ＪＲのほうに働きかけていただい

て、是非あれを全面塗装やりかえるような方向で、池田の顔だと思いますんで、いろ

いろ行事が総合体育館で行われます関係で、やはり通路を見たときに何か哀れな寂し

い思いがしますので、ひとつご検討いただいて、ご努力いただけたらとお願いをして

おきたいと存じます。 

西岡建設部長：伊丹さんよろしいですか。実はその歩道橋につきまして、この間バスター

ミナルまでの整備をしまして、バスターミナルをやったときにその塗り替えを予定し
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ておりました。ただ今回の道路に二重投資になるもんですから、そこを撤去しなけれ

ばいけないというかたちの流れで、今度の事業ですべて撤去したいというふうに考え

ております。それと今回の道路につきましては、この間議会でもお話しましたが、体

育館や船井跡の利用だけでなく、新山開発につきましてもかなり広い道路がございま

して、そこへアクセス道がほとんどないということで、今回それも兼ねまして道路を

広げることによって、今度バスターミナルとして第一のあれができたんですが、第二

の目玉としまして阿波池田駅構内というか広場を含めた事業展開をしていきたいとい

うふうに考えております。 

伊丹会長：ありとうございました。それでは勝手でございますが 1 時間半ほど過ぎました

ので今から 3 時まで休憩を取りまして、息を吹き変えてまた第二次のお話し合いに入

りたいと存じます。それでは 5 分間休憩をさせていただきます。 

伊丹会長：最初に渡邉総務部長さんのほうからいろいろなご意見につきましてのお話があ

るようなのでお聞きとりをいただいたらと思います。 

渡邉総務部長：それでは山本委員さんからいろいろご質問なり、ご提言あるいはご意見等

いただいたんですが、三野病院の問題については後ほど担当部長よりご説明したいと

思いますが、先、人件費の件でひとつに議員定数のお話がございました。私は合併協

には参加してなかったんですが、合併協の中の申し合わせ事頄としましては、第１期

につきましては広大な行政区域を考慮して定数を 38 にすると。6 町村の小選挙区制を

しくというかたちで 38 名という定数特例をしいてきた経緯があります。その前段では

合併はたぶん 6 町村で定数は 72 名だったと思うんですが、たぶん井川で 1 名欠員があ

りましたから実質は 71 名だったんですけども、その時に最初の話は在任特例という話

もあったんですよね、合併協の中では。ですけどもあまりにもやっぱり多すぎるから

定数自体考えていかなければならないというかたちで、定数特例 38 に出てきたと思う

んです。山本委員さんおっしゃいますように当時三好市、今も同じでございますけれ

ども、人口規模からいいましたら議員定数は 26 です。26 ですが第一期、4 年間ですけ

ども、4 年間は定数特例 38 名でいくということが決定していたと思うんです。ですか

ら次回の選挙におきましては議員定数を何名にするかという議論も含まえた上で、上

限が 26 ですけども 24 になるのか 22 になるのか、それは議会の中で今後検討していく

課題でありますけれど、次期改選時には必ず議員定数は法定定数の 26 名以下になるの

ということは間違いございません。議員報酬につきましては 72 名も、38 名も 26 名あ

ろうが７２名の時の報酬の範囲内でするということで、今 38 の定数特例につきまして

は旧町村レベルの低い報酬でお願いしているのが現状でございます。この件につきま

して以上でございますが、次の職員の給与改善、格差是正の話ですが、これにつきま

しては議会の中でもたびたび議員さんの中から今だに格差あるから是正してくれって

いう話あります。この件につきましても合併協議の中で、新市においての調整は非常

に厳しいものがあるから各町村ごとに合併までに調整してきてください。その調整結
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果を尊重して三好市の職員給与として扱わせいただくという話が決まっていたと思う

んです。その中ではっきり申し上げまして池田、山城除く４カ町村についてはきちん

と調整してきた町村もありました。それも完全な形で調整できたかといったらどうも

そうではないようなんですが、４カ町村でそれぞれ調整してきたという事実は事実で

ございます。そうした中で調整に当たっては職員それぞれの方の前歴をきちんともう

一度再チェックをしながら不利益な前歴加算、あるいは初任給の格付けされてる方に

つきましては各町村の責任において調整して新市発足までにお願いしたいということ

も決まっていたようです。ですが今山本委員さんおっしゃいますように、完全な形で

調整しきれなかった町村、実はあったようですけれども、その件につきましても労働

組合からも格差是正の話がでております。ですからどういうかたちで調整ができるん

かということを職員組合としても十分中身をチェックして、再度協議せんかという話

まではしたことはありますし、今現在もしているということは事実であります。今後

に残された課題かなという気もしております。それと先ほど冒頭に会長さんなりお話

ありましたように、今朝の新聞報道の件なんですけども、この件も正直申し上げます

けども、合併前の池田町時代も親睦交流コンペをやったことあります。この時も当時

の議員さんが、当時池田町の議会といいましたら県下有数のというか県下一の激論を

交わす議会ということで県下に名が知れ渡っていました。そうした中でも議会、理事

者、職員お互い立場は違いましたけれどもその願いはただひとつ。共通の願いといっ

たものは当時の町の発展であり、町民の幸せ、それ以外ないということで、激論は激

論として交わしながらそういった問題について今現在、町が抱えている課題について

真摯な議論、本音の議論を交わす場も必要であるというかたちで、その当時もゴルフ

コンペもひとつの手段だったんですけれども、それよりもたくさんな議論を交わす場

をお互い設けてきました。それが新市におきましても、昨年もそうした経過から池田

町の人が中心になって親睦コンペをやったんですけども、今年は 2 年目ということで

それを拡大してきた経過あります。今回も誰からとなく議会のほうから、そうしたほ

んまにひざをぶつけた真摯ある議論できる場を設けんかという話がありました。それ

はいいですねと私も賛同しました。そこで提案があったんが、たまたまゴルフの好き

な方が中心になってそうした提案あったもんですから、ゴルフの親睦コンペはどうな

らっていう話があって、それもいいですねって私もはっきり率直な気持ち申し上げま

した。それじゃまあ昨年もやったように会議閉会後やりますかっていう話があったん

ですけども、そうした中で 19.20 が実は休会だったと。休会の見通しがたったという

ことで 21 日以降になったら土日挟んで再度集まるのは非常に難しい問題もある。また

年も瀬も迫って慌しい中では難しいのっていうかたちで、休会日にせんかいやってい

う話が実は自然とまとまったというのがまったくの偽りのない経緯でございまして、

新聞報道にもありますように、一部市民から不信、なんかあるんじゃないかいったよ

うな誤解を招くような発言もあったようですけれど、そういったことは一切ございま



- 14 - 

 

せんということをはっきり申し上げておきたいと思います。先ほども言いましたよう

に、議場では語れない三好市が抱えた多くの課題、三好市の未来について真摯な議論

せんかいや、本音の話せんかいやというようなことで集まったのがこの親睦コンぺで

ありましたし、後の懇親会の中では本当の意味で、今抱えている問題について話し合

ったことも事実でございます。その中で松尾川温泉問題を捉えて、この工作でないか

という話もあったようでありますけれども、これは一新聞報道による、一市民の声と

いうことだったんですけれども、そんな話は一切ございませんし、もし工作するんだ

ったら反対されてる方を引き込んでそういうコンペとか議論の場にも来ていただくん

ですけれど、まあ反対されてる方の議員さん 1 名の参加もございませんからそうした

工作も一切ございません。そういうことで、ですが山本委員さんからお話もありまし

たように、また冒頭会長さんからお話がありましたように、市民の目からすれば何か

あるんでないかというような見方もあるんかなということにつきましては、私共職員

としては猛省を促すところであるというふうには考えておるところであります。簡単

ですけどもお答えにかえさせていただきます。 

山本委員：そのまま言うたら火に油ですよ。今のそのままいうたら火に油ですよ、たぶん

市民は。申し訳ないけど、言いたいことは良くわかる。そりゃもう議会の中で話でき

んことがたくさんあるし、あるだろうからそれはかまわん。暇なんだろう。議員さん

が、職員さんと話することは大事なことは私もようわかる。そのことはわかるけど、

なかったとしても期間を考えてみてって。休会中だったらいいんですか。議会の日程

の中に入っとんでしょ。とりあえず、一般質問終わった後だといっても。 

渡邉総務部長：全部審議終わってますんで。 

伊丹会長：いずれにしましてもですね、まあ不適切であったということは、率直に認めざ

るをえないんではないかと思いますんで、今後こういうことが二度と起こらないよう

に襟をただしてですね、市民の皆様が安全で、市民のための行政を進めていただける

ような姿勢を貫いてほしいとお願いをしておきたいと存じます。ほかに。矢野さん。 

矢野委員：ほぼこの行革のいろんな案が出かかって最終になってきてるんと思うんですけ

ども。すみません、その前に矢野でございます。今日の議論、これまでも何回かの議

論の中で、我々は行政改革の改革推進委員会であるということを委員として再度自覚、

気持ちを持ってもらいたいと思うんです。具体的に申し上げます。山本さんおっしゃ

った三野病院、これも当然わかる問題として、三野地区、東西祖谷、総合支所をこれ

を何とか残してくれ。これは地域住民の当然の願いであろうと思いますが、行革推進

する上で残したんでは行革にならないという大前提があるはずなんよね。だから最低、

今言ってる 30 人 40 人体制であれば、そのうちの何を残してもらいたいんか、地域と

して。ぎりぎりに残す中で、それじゃもっと違うやりかた、今までと違うやりかたが

あるよと。これは前に話しが出たと思うんですが、郵便局とか農協とかいわゆる公民

館関係の主事も含めて、さらにタクシー業界の組合もあります。そういうものと市が
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協議しながら東西祖谷等どっかの支所に最低限の役所の業務と、今いった郵便局業

務・農協業務・公民館業務、地域の交通を考えればタクシー業界とのひとつの場所に

集まった連携プレー。そんなものを各地区に残してくださいよとか、そういう提案が

あってしかるべきだと思うんです。今まであるものを既得権益みたいに、つぶされた

ら困るんじゃ、なくされたら困るんだでは私たち委員の役目がひとつも果せんなと。

以上は私の感じたことです。もう一回委員としての基本に戻ってもらいたいし、私自

身もそう自覚しなおさないかんなと思っております。本路戻ります。15 ページでちょ

っとお聞きします。前から私申し上げてた頄目になるんですが、真ん中に具体的な実

施計画、1 に総合計画ということで出しておりますがね、前にもいいましたように総合

計画、いわゆる読んで字のごとく、総合計画で言い換えたら総花計画とういうことで

本当に大事な地場産業の育成、これから後の頄目含めまして、投資的経費の調査研究

もこの中はいってくると思います。それから人口減尐対策もはいってくると思います。

そういうこと含めた総合的な地場産業の育成に対して総合計画で対忚しますよという

ことで改めてここへ出されておりますけども、今総合計画ほぼ原案出来上がって、こ

の 12 月議会にも提出されて説明もあったと聞いておりますが、概要ちらっと見せても

らった範囲ですんでわかりかねますけども、俵市長が池田町長でスタートした平成 11

年 12 年、池田町の総合計画作っております。池田町もっとさかのぼれば、真鍋町政時

代、周りはいわゆるバブル全盛の本当にすばらしい上り坂の時代、約 20年前ですわね。

伊丹会長がまだ助役さんをされてた頃かと思います。私知ってる範囲では 20 年前の総

合計画、そして俵町制スタートの約 8 年前の計画が今回の内容がほとんど変わらない

んですよね。私目に見えてそういう結果にならざるを得んと思うから、総合計画でこ

の問題を、地域産業の育成・対忚を総合計画でやるのは無理だよと。独自に研究組織

作らないだめですよと今まで言ってきたつもりです。この委員会の中で言わせてもら

いました。ということで総合計画一番詳しいのどなたですか。総務部長。昔の池田の、

私今言いました真鍋町政時代、20 年前。それと俵町政スタートの 8.9 年前。それと今

回のと比較できるとしたら、渡邉部長か西岡部長しかおらんと思います。申し訳ござ

いません。池田の実例あげて言ってますんでね。大きく変わった点があったら教えて

ください。 

合田企画財政部長：総合計画の話がでましたんで、まちづくり推進課のほうでやってます

けども、今回の総合計画にあたって、まず市民手作りの計画ということで、コンサル

等使わずにそれぞれ職員当てながら市民の委員さんもご意見をいただきながらやって

きたというひとつの計画でございます。もうひとつ総合計画というのは矢野委員さん

も言われたように、詳細に渡ってまでは突っ込みはなくて、やはり総花的な形にはな

らざるを得ない宿命を持ってます。そういうことはひとつの上位の計画ということで、

次に計画します実施計画との関連で、時代がたってくると総合計画に入ってないよう

な状況も実施計画でやらないかんというような話がでてくるわけなんですけども、そ
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ういったものも総合計画の中では読み込んでおくと。1 行でも入っておればいろいろな

実施計画で事業計画をあげていくところでまあ OK よという話になるんですけど、そ

ういった性格のものでございまして、全体的に総花的で特徴的なものがないようなも

のに仕上がるかな。非常に大きな問題でも 2 行か 3 行で押さえてしまっておるという

ようなところあります。そうした中でまず総合計画を充実しましてその後、いわゆる

実施計画ですね、それについてはそれぞれ細かな話になってくるし、優先項位も考え

ていくというような形になろうかというふうにも思っとりますけれど、そういったこ

とをこの 12 月の議会で総合計画を通しまして、後 3 月、年度末までにいろいろな計画

を立てていこうと。例えば過疎計画、辺地計画、山振計画、そういった計画、地域福

祉の計画、観光関係の計画、そういったいろいろな計画を、総花的な総合計画を詳し

く実施していく形をとっていくということで、今後ですね、いろいろなかたちのもの

が出てこようかというふうに思っております。全体的に、三好市としての全体として

の産業振興の課題としましては、今まで公共部門でやってきた事業がこういった財政

危機の関係から、またそういったことで非常に圧縮せざるを得ない状況があるという

中で、じゃあこれからどうやってこの三好市をやっていくかということになると、自

前の、例えばリーディング産業として位置づけとる観光でありますとか、それに絡め

た特産品の開発とかいろいろな創意と工夫を持って、今までの行政主導型でないよう

なかたちで産業振興していかないかん時代がきてますんで、非常に難しい問題ですけ

れど、そういったものをチャレンジしていかなんだらその地域は成り立っていかなく

なるというふうに考えてますんで、そこら辺の知恵を今からの細かい計画の中で出し

ていくと。それで予算の多寡はありますけれども、そういったところへ事前的に配分

していくというよな。それはお金も厳しいですから合併による国の財政支援であった

り、スケールメリットを生かしたこういった行革をしながら、そういったお金を生み

出だしながらそういったところへ、これから地域が元気になれる政策へ打ち込んでい

くというようなことを考えていかないかんというふうに思っております。以上です。 

矢野委員：8 年前俵市長からいただいた答弁思い出しながら、ほぼ同じ説明を今合田部長か

ら受けましてびっくりしました。というのは総合計画というのはこういうもんですよ。

当たり前の説明であるし、今言った抽象的な、きれいな言葉で説明するしかないわけ

であって、具体的にこの総合計画の内容についてこの場で論争しようと思いませんし、

ただここに出てきておりますいろんな各頄目、検討委員会でこれはカットしていきま

しょう。総合支所もいずれ一本化しても本庁せないかんとか、地域住民にとって厳し

い話が出てきて、これ実行されて、尐なくなった経費、それで尐しでも浮かしたもの

をどういうふうに投資していくんかっていう投資経費の調査研究組織も作ってってこ

とでしょ。その一番大元になるんが下敶き、青写真ですか、それが地場産業育成研究

調査。これがあってはっきりした目路できるような、そういう方針があってこういう

投資的経費もこのように使いましょうという金の使い方の具体量にも入れるはずなん



- 17 - 

 

ですが、総合計画あてにしながらやっていきますと、これはどこに金使ってもいいよ

と。要は財政的に国が補助金出してくれる効率のいいとこ優先してやりましょうと。

今までやってきたやり方なんですよ。これをそのまま踏襲してやりますよというのと

同じなんです。今度作ろうとしている総合計画を、ひとつのいわゆる下敶きにして投

資的経費の使いかを考えるのであれば今までと何も変わりません。だからちょっとや

ばいなと思ってお聞きしといたわけ。ということで 20 年前の池田町の総合計画、8 年

9 年前の池田町の総合計画と中身がほぼ同じですが、合併までして何とかせないかん、

行革として今もこういうことをしている。それを受けて総合計画、今までと違う方針

というのはどっかに出ておりますか。今回の総合計画にどっかに出ておりますかとい

うことをお聞きしたかったわけ。 

渡邉総務部長：先に矢野委員さんから度々池田町時代の話が出ましたので、当時の総合計

画一部携わった人間としてお答え申したいと思います。総合計画の位置づけにつきま

しては先ほど合田部長説明したとおりでございまして、上位計画では全総、国の全国

総合開発計画ございますし、県の長期振興計画ございます。それを踏まえた市町村の

総合計画、概ね 10 年計画でございますけども、私が担当していた当時も総合計画を策

定した経過の中で、議員さんからこの総合計画全部実施すればどれぐらいの財源が必

要なんだという話もありました。私はその時に概略で今の池田町総合計画 10 年間のす

べての事業を実施すれば 600 億円はかかりますという話もしました。ですが、当時の

池田町の財政状況をふまえれば 10 年間やれる事業はせいぜい 150 億ですと。ですけど

も 10年というのはかなり中長期的な視野に捉えて総花的な計画になっておりますけれ

ども、そうした中で 3 年間のローリング計画の中で緊要度の高いものから項次着手し

ていくというお話もしてまいりました。ですが、実際は前回の池田町総合計画の時に

はきちんとした 3 年間のローリング計画の実施計画はできなかったんが現実です。そ

うした中で一番今回の総合計画と違う点は、最初に市民の共同参画といいますか、今

三好市はすべての計画策定について、計画段階から市民の方に参画していただいて計

画策定しております。今日の行革審がそうですし、総合計画もそうです。国土防災計

画これもそうですし、すべての計画策定について市民の参画を求めてきたと。市民の

声をできるだけ反映した計画、実現性の高い計画策定を目指してきたということはひ

とつの大きな違いかと思います。後ほど合田部長から今回の総合計画の中身について

は説明あろうかと思いますが、ひとつには財政、いわゆる国・県の補助金があるから、

交付金があるから、いい起債があるから、これは当然優先項位の上位にはランクされ

ていますけれども、その前段としてきちんとした年度ごとの実施計画を策定していく

と。これをずっと 3 年計画、ローリング計画で毎年見直していくと。そうしたことを

踏まえながら、本当に三好市にとって何が緊急性が高いのか、何が重要なといったこ

とを十分議論しながら、優先項位を決めながら、必ずしも財政確保だけでなくて、必

要であれば一般財源もどんどん投資していかなければならない。そうしたことを議論
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しながら取り組んでいきたいというふうには考えております。これはひとつの基本方

針です。その中には、やっぱり中には合併当初から言われておりますように、観光を

将来のリーディング産業として取り組んでいくと。これは、観光産業はあまり補助金

がありません。ですけども三好市の共通した課題として、ひとつには観光リーディン

グ産業として他産業との有機的な連携を図っていくということは確かに有意義なこと

だと思いますし、人口の定住の問題、そういった問題が非常に難しい状況の中では、

観光交流産業を積極的に取り組んでいく手段もございます。40 人の交流人口があれば、

1 名の人口の定住に匹敵する経済効果があるともいわれています。これは世界経済学者

が言われたことですけれど。そうした中では６カ町村の共通する豊富な資源、観光資

源、歴史文化遺産等々といったものを有効的に活用していく、積極的に PR していく。

そうした中で交流産業の拡大を図っていくということがひとつは言えることだと思い

ますし、防災計画についても、三好市はご存知のとおり 87％が山林でございまして、

その間には大小無数の渓流河川を有していると。そうしたことから災害に非常に弱い

地域ということがいえようかと思います。そうした観点では自主防災組織の組織率の

アップ、あるいは防災事業については各部署をあげて積極的に取り組んでいく必要が

あるということはいえようかと思います。この 2 点は優先項位の中でも上位に匹敵す

るであろうというふうに考えております。それと池田町時代には企業誘致といいなが

ら立地的な問題もあって、不可能に近いような状況だったんですけども、さきの議会

では、県下でも有数の企業誘致条例も制定しましたように三野町を核として、今後ど

んどん積極的に企業誘致策を進めていきたい。その中で若者定住の場、雇用の場、就

労の場の確保、若者定住、人口の定住にも結びつけていきたい。地域経済の活性化に

も結びつけていきたい。そういった政策は優先的にどんどん進めていきたい。という

のが大きな 3 点の課題。優先上位にランクされる三好市におかれておる重要な施策だ

ろうと考えております。 

合田部長：すみません。前の俵市長と偶然同じような話になっとると、そういうような話

はあんまりしたことはないんですけどもたまたま。今回、過疎の関係、過疎の真っ只

中におる市でございますんで、過疎法が平成 22 年の 3 月に失効とういうことで、次の

過疎法の樹立を目指していろいろ地方の方で動いてくれてますし、県でも研究会立ち

上げて、最近には中四国の県がひとつになっていろいろ国への働きかけをやっとると

いうような状況があります。そういった中で、国のほうの流れとしては再度の過疎法

というのが形を変えて、これまでのハード中心からソフトへ移行してくるというよう

な状況が生まれつつあるかなというのがこれまで、かなり経済対策も含めて、国の方

から地方へ事業を振ってきた。地方はそれを受けて無駄ざるところでありますけれど、

いろいろな国の支援を受けながら雇用対策であったり、社会資本の充実であったりと

いうようなことでやってきたわけですけど、ここで大きな転換期を向かえておるとい

うことは、ハード事業からソフト事業の方にシフトされるというのが、今までハード
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事業でやってきたところで作った道は誰も使わないとか、作った施設は誰も使わない

とかいうような形が今全体的に言われている話でありまして、じゃあなんなんかって。

やっぱりそこに住む人間がこれを使う、利用する、そして楽しくやっていくものとい

うのはなんなんかっていうことを考えていかないかんというふうに考えていますので、

そういった形に事業自体変わってくるのかなと。これまでもそういったことを考えな

がらやらないかんのですけども、いったら国のメニューにのっかってお金を取り込ん

でこようというのがありまして、議会の中でも、6 町村の中でそういったことばかりや

ってきとる町村もあれば、自主財源多尐ぶれがありますんで、いいところだったら住

民に関係のあるところにお金を使おうとか、そういったぶれがありましてそれぞれ 6

町村の特色があります。そういった中で渡邉部長も言いましたけど、補助率のええほ

うばっかりいったら使わんものができてくるんで、そこら辺は特色を出して一般財源

ででも対忚する分は対忚していって、やはりそこで住む人達が使うもの、使って便利

になるものというものを中心に考えていかないかんと。財源もありますけれども、そ

ういったことはずっとやっていかないかんということは、これまでも議会の中でもそ

ういった話をずっとしてきたところであります。今スケールメリットって経費の面で

僕ちょっと言ったんですけども、逆に合併してスケールメリットと事業の関係でもあ

ろうかと。ひとつは観光を例にとりますと、東祖谷が脚光を浴びてまして、三セクの

中でもいやしの温泉郷だけが売り上げアップというような形で、大歩危と西祖谷のと

ころが厳しくなってきてるというような状況もあります。そういった全体的に観光落

ちとんですけども更に奥地へといいますか、そういった新しい観光地を目指して人が

動くのかなと。そういった中で東祖谷だけで今までやってきたんだったらできないも

の、西部観光協議会もあったんですけどもなかなか限界がありまして、今はひとつに

なってますから、東祖谷の資産ですね、平家の落人がらみの資産とか、ちょうど落合

の国指定。この間も観光アドバイザーが来て話しするのに、あれに指定されたら 100

万ぐらいの人は来るよと。ただ売込みが悪いだけじゃわと。全国そういった類似の施

設はやっぱり 100 万ぐらい来るぐらいのレベルなんですよというような話を受けまし

たけどもそれをうまく利用するとか。それから池田町だけだったら、竜ヶ岳ですね。

これはすごい資源なんですけど、道が悪いとかいろいろあって売り込みもできてない。

それも圏域としては祖谷に行く入り口のところにあると。いうことでもっと滞留時間

を長くするというようなかたちから考えれば、祖谷街道を片道は通ってもらって竜ヶ

岳を見てもらうというようなかたちを売り込まないかんと。それも今ひとつになって

ますから、すべてひとつになってますから、そういったかたちのものが取れようかと

いうふうに思ってます。観光だけでなくほかの面でもそういったことが考えられるん

じゃないかと思ってますので。はい。 

川西委員：川西です。もう古い話になってお忘れかと思いますが、渡邉部長さんがおしゃ

っていました定員の事ですが、定員策定のときに話が出たときは６減 1 増っていう話
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が出たときに、そんな話はやめてくださいと。行財政改革にいっておまえそんな話決

めてきたんか。そんな生ちょろいことではだめだと。今三好市にどういう人間を配置

せないかんかっていう人間をきちっと決めて、その余剰人員はごみのとか、いろいろ

な指導とか、境界の確定とかいろいろせないかん。いっぱいある。臨時雇ってしよる

の使うて、ある一定の人間でピシッとして、その余った人間はほかのほうに指導とか

にしてくださいというのをいつのまにか消えてしまって、今部長おしゃったのは、5.6

年先に 30 人 40 人辞めたら困るっていうような話。私の考えとはまったく違ったとこ

ろにいっとるのが現状です。それは仕方ない。私ひとりがそういうても。しかし賛同

してくれる人もおったんですが。こんな定員の策定、6 減 1 増やいうのは、これは殿様

の茶席物心の工事計画みたいなもんでこれはおかしいと。それから補助金の削減で、

前矢野さんが言われた、大きな中でその 1 割の分の各種団体の小さいもの、婦人会じ

ゃの、老人会じゃの。そんなのちくちくちくちくして、それはもう現実にしよります

が、ごみ処理とかそういう大きいぶんはどこがチェックするんですかっていうたらチ

ェック機関が分からなんだ。そのまま決めたんでしょうきんど。その次にお聞きした

らなかなか難しい話で忚じてくれんのですって。そりゃ、こうこうで私のほうから尐

なくしますよは言うてくれん。これはこんだけこんだけの業務内容に対してはこんだ

けしか払えんという。こっちのほうでどっさりと勉強していってきちっとしたものせ

んと。防衛庁と同じようで水増しされても、ああ、よろしゅうございますって言よん

と、防衛庁と一緒な体質でないかと思います。それと財産管理。これも聞くところに

よると、境界がはっきりせんのがいっぱいある。身近な例で、これは市のものじゃと

いうのにそうではない。もう部落持ちじゃって言うて。うまく言うたら個人の場合は

どんどん境を取り込んでいきます。市の境界確定、賃貸料を取るにせよ、どこにどん

だけのものがあるか、十分わかってないかと思うんです。前森本委員から厳しいのだ

からどんどん売れって言うたら、ご回答では境がはっきりせんから売れんというよう

な市のほうのお返事もあったんでよく調べてください。十分管理ができてないんでな

いかと思います。それから第三セクターの監督、黒字化の監督っていうのも誰がどこ

っていうのは、役割ができているんでしょうが、これも黒字にするための尻をたたく

人がおらんのではないかと思います。温泉で前私が話ししましたが、行ったら入りな

さい。用意ができとらんから出なさい。責任者が挨拶に出てくるんかと思えば、挨拶

に来ないと。給料はびっくりするような給料もらいよると。それで大赤字になって特

別債の借ったのを払えんから、しょうないからまた何千万もの補助金を出して赤字を

増やしよる。第三セクターの中でも努力で 50 万円程度でも黒字にしたところもあるん

で。責任者が本気でやる気になったら黒字化できるところ、まあ黒字化できんかって

も赤字を大幅に減らすっていう可能性があるんではないかと思いますが、そういうふ

うな尻たたく人がおらんと、第三セクターはまあまあ国の独立法人みたいなもんで、

どんどん使っといて足らなんだら補填してもらえるような体質になっとんでないかと
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思います。それは私の憶測ですけれど、そこに発破かければかなり経費が節減できる

と思います。それと谷さんや上野さんの話ともダブるんですが、合併で大変だったと

は思いますが、今言よる話はだいだい合併の前にあらあらの筋道がついとって、初年

度には全部片付いて、実施段階に移っとらないかんと思うんですけれど、全然できて

ない。去年一年は答申せえと言うてそれを言うて、そして今実施段階のあったとかな

かったと言よりますけれど、今まだ検討するっていう話ばっかり。私も最初から危惧

したんですけれど、財政再建委員会というのをこしらえて、市民から、一般からも公

募したり学識経験者にも来ていただいていろいろ検討しましたけれど、なかなか行財

政改革というのは難しいもんで、どんだけもできませんでしたというような道具に使

われるんでないかというような危惧をもってましたが、もうここわずか 3 月あまりで 2

年が済むんですけれど、どうもその心配が危惧でなかったよう気がするんですが、ひ

とつがんばってそういうことのないようによろしくお願いします。 

渡邉総務部長：川西委員さんからいろいろなご質問なりご意見あったんですけども、まず

最初に私のほうから先の人件費問題についてお答えをさせていただきたいと思います。

6 減 1 増が生ぬるいという話でしょうか。もっとどんどんやれっていう話でしょうか。 

川西委員：6 減 1 増やいうことや、私やもうここで提案したや言われたら恥ずかしい、止め

てくれって言うてます。議事録見て下さい。載っとるだろうと思います。 

渡邉総務部長：聞いたことも承知しております。ですが 

川西委員：私の意見でどうなるものでもないから辛抱しましたけれども、その後も全部生

ぬるいんです。 

渡邉総務部長：よく分かりました。実は今、合併と同時に本庁集約した事務事業と言いま

したら企画財政部と総務部だけなんですよね。それ以外の部署につきましては、各総

合支所に総合機能全部持たせていると。ですから総務、企画以外はまさに６カ町村が

あるのと全然変わらないんですよね。そうした中で今の人員配置があるんですけども、

これはやはり合併して最終目標としては本庁集約を図らざるを得ない。これは全国ど

この自治体も同じです。これができない自治体は多分財政破綻しかない。こういうこ

ともはっきり明言できます。そうしたことから計画的に本庁集約をしなければならな

い。これは避けては通れない課題であるということもきちんと申し上げておきたいと

思います。ですが、今現在 6 町村あると同じような状況であるもんですから、その中

で毎年 20 名 30 名の職員が辞めたら、本庁も総合支所も今のままでは機能しなくなり

ます。すべての事務事業残したまま職員だけどんどんどんどん減っていくんですよね。

だったら本庁も総合支所も職務遂行できないでしょ、職員いなくなるんですから。で

すからできるだけ速やかに計画的に本庁集約して、いわゆる事務事業のスリム化、合

理化を図っていきましょうというのが本庁集約なんですよね。ですけど川西委員さん

おっしゃいますように、それが削減のための削減であってはいけなと思うんです。き

ちんと三好市の 10 年後、将来を見据えた組織機構改革を考えた中で、どういった部署
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にはどんだけの人員が必要なんか。そういった適正な人員配置をきちんと議論する中

でなければ、完全に 6 減 1 増でずっとやっていくんだよという話ではないと思うんで

すよね。ですから川西委員さんおっしゃいますように、三好市になって新たな行政課

題を抱えている部署には適正な人員配置をしなければならないんです。その一方では

そうした事務事業を遂行するためにも、スクラップアンドビルド、廃止、縮小できる

部署は廃止、縮小していかなければならない。そうしたことをきちんと議論した上で

定員適正化計画あるしね、機構改革なり組織再編計画というものをきちんと今から策

定していくんです。はっきり言いまして、全国の類団のさっき話しましたけども、類

団は 3万 4千人、人口おるから 340 人でええわっていう単純な数字ではないですよね。

各部署ごとにどんだけの事務事業やって、その部署にはどんだけの人員が平均的に配

置されてますという全国の標準的な例があるんです。その上に三好市の広大な行政区

域、将来、10 年後といいますけれども、10 年後にも多分、市民サービスの最終的な目

標も立てながら計画的に進めていくというのが、その中に 6 減 1 増が単に出てきただ

けなんですよね。必要な場合によったら 7 減 1 増にするかもしれませんし、新たな行

政課題抱える部署ができたらそれもやっぱり修正せないかん。それ以外に統廃合の問

題もあります。本庁と総合支所以外にね。この前も言いましたけれども、それがやっ

ぱり用務員であったり、小学校もそのうちに 2 名 3 名なったら、保護者の方から統合

してくれって率直な意見出るかもわからん。ですけれども 2 名 3 名でもずっと開放し

てほしいって強い要望あればできないかもわからない。ですけども 2 名 3 名の児童生

徒がいてもそこには 3 名 4 名という職員がいるんです。先生がいるんです。保育所も

同じですね。今三好市では幼稚園だったら 4 人以下になったら統合したいという内規

があります。保育所も同じよね。4 人 5 人、極端に言ったら 2 人の園児がおったら最低

2名の職員がいるんです。1人だったら休みもできんし、トイレにも行けませんからね。

そういった部署が本当に、例えば保護者が残してくれって言われても残せるんか、財

政的に可能なのかといったことをきちんと議論せないかん。理解を求めていかないか

ん。そうしたことで、いわゆる普通会計ベースになるときに、企業会計ベースを含め

た、今委員さん言われましたように、アウトソーシングのことも含めてきちんと全体

的なプランの中で定員の適正化というのを図っていかないかんということを申し上げ

たところでございますので、ご理解を賜りたいと思います。 

川西委員：それはよくわかるんです。私も池田でおるときに 18 名の減員の案を当局から下

ろしてこられた。国鉄の場合はおっしゃったような類似団体とは違う、同じようなか

たちのところだからね。そこで 18 名斬りなさいと。パッと斬ったら受けたときにこれ

で 18 名斬ったら汽車が動くかと。そこで本職でいろいろな経験を積んでいる人がやっ

とんのはそのとおり指導されたらできるんですわ。徳島では 122 名の 98 名で。24 名

斬ったんです。これもこれも大変じゃと思うのができるんです。今部長に言ったのは、

本当に失礼なん話ですけんどね、それは部長が自分で考えたんでもっと大所高所から、
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その一番ええのはお神さんに頼んで適正人員を割り出してもらったらええんじゃきん

ど、自分で蛸の足切るように、自分で自分の完全なものはできません。それはええよ

うなものをしたように思うきんど、それは保身の利欲がかなり動いておりますわ。こ

れはもっともっと検討して、それから類似団体を参考にしてっていうのを、それも私

いうたんですが、類似団体でなしに三好市としてここでっていうものをぱんと割り出

しなさい。それ今厳しいけれどそれでずっとやらないかんと。山本委員さんが言よっ

たけれどね、昔からいう、乏しきを憂いず等しからざるを憂うということで、支所を

斬ることをばっかり、僕は頭の中に本庁をもっとスリム化できるっていう案をもっと

る。自分の首がとびそうな部署の変更じゃの統合じゃのいうの部長ができますか。ほ

んじゃけど僕は市長にもいうたんじゃけど、市長が本気になって行財政改革の血出る

ようなのは市長が本気になって、助役や収入役を使って頑張らんと、一人の力ではど

うにもならんのですよ。渡邉行革大臣があんだけやっても、官房長官出てきて総理が

後押しせなんだら、そんな部署斬るやいうてできんのです。それだからお言葉を返す

ようで非常に失礼ですけれど、部長がお引きになった線は、我田引水です。そこにま

だまだ斬る余地があると思います。そこにはやはり自分で自分の線を引っきょるて甘

さがあると思います。山本さんには厳しいけれど、支所の統合じゃ保育園の一人や二

人のところは斬らなんだら、思い切ってやってください。それはねえ。夕張のように

なってからでは間に合わんのですきん。それで今考えることは、県やの対忚に比べて

三好市はゆっくりしとるなあ。昔からいよる、隠居の茶席物心みたいなのんきなとこ

ろあるなあと思いよったん。これも失礼な話ですけれどこらえてください。ひとつの

意見ですきん。お願いします。 

渡邉総務部長：さっきの指標の話なんですけどね。類団の標準的なしおりというのはまさ

に、いわばお上から決められた指標なんですけどね。全国類団ではこうなってますよ

って話なんですけども、多分三好市に置かれています状況っていうのはそれ以上に厳

しいものがあります。ですからどんどんどんどん統廃合進めていきます。アウトソー

シングも取り組んでいきます。それと機構改革を言いましたけれど、これはまさに本

庁の機構改革なんですね。統廃合も最終的にやらないかん。これ当たり前です。です

けれども最終的には本庁統廃合するんでなくてね、本庁の統廃合も、総合支所の統廃

合も同時並行でやっていくということを一番最初に申し上げたんです。ですから川西

さんおっしゃいましたような方針で三好市今取り組んでいますのでご理解いただきた

いと思います。 

合田企画財政部長：第三セクターの件が出ましたんで、第三セクターは 8 つあるんですけ

ども、主に今観光関係の三セク 3 つ、ホテル関係、東祖谷と西祖谷と山城にある部分

が中心になって改善策なんかやっとんですけれど、担当部局は財政課を中心に商工観

光課と、それは本庁の関係で、支所が支所長と産業観光課長、それぞれ支所のところ

で入ってくるかたちでそれぞれプロジェクトチームを組んでいます。そういったかた
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ちでそれぞれ四半期ごとの部分のデータをいただきながらチェックをしています。そ

れともうひとつ、今までのそれぞれの各町村によって温度差がありまして、やれとる

ところとやれてないところいろいろありました。そういった中で今いやしの温泉郷、

東祖谷の改善計画を立ち上げまして、その後中小企業診断士に頼んだ改善計画であり

まして、それが東祖谷、次に西祖谷ができまして、今度の議会で報告したのが大歩危

温泉ということでやってまして、なかなか一気に、1 年でぺらりと変わるような話では

ないんですけど、そういった改善計画ができて、それを基に従業員にそれをきっちり

腹に入れてもろてやってもらわないかんいうのがあるんですけど、そういった話に今

いってます。それから今の形態だったらしばらく赤字がまだ続くでしょうけど、実は

出資金をかなり入れてますんで、過疎債を借りて、これは 70％は国が見てくれるお金

なんですけども、それを出資金としてそれぞれの施設へ市が出資しています。その中

で運営をしてくださいよと。というようなことでやってます。施設についてはこの間

ＮＨＫのなんか、その施設は、うちの場合は公設民営で行政が建てて、行政が払って

いますんでうちの負債でこう。それも起債を借りてますんで、有利な起債を借りてま

して、過疎債とか過疎債に類するようなもんで 66％ぐらい国から跳ね返ってくる借金

をしましてそれで建ててまして、今のうちの借金の中にそれが入ってますんで、向こ

うに合わせてないんで、向こうが倒れた時その分がこっち降りかかってくる心配はな

いんですけれど、要は運営するところは責任を持ってですねやってもらわないかん体

制を作らないかんので、そういった中でプロによる改善計画をどう実行していくかと

いうところまで今きてます。まだなかなか問題はいっぱいありますけれど、今後プロ

ジェクトチームを中心にしてきちっとしたかたちのものを作っていきたいなと思って

います。 

川西委員：担当大臣みたいに担当者を尻叩く人を決めたらどうですか。 

合田企画財政部長：ちょっと中身が複式になりますし、こっち側の職員側は単式でやって

ますんでなかなかひとつの決算見るんでもね、財務諸表見るんでもなかなか分かりに

くいところもあるんです。そういった点もあるんで得意な職員が極端に尐ない。そう

いった中でやるから専門家がするようなかたちでプロジェクトチームを組んでいます

ので、それも比較的数字に強い財政課はそっちのほうをチェックしてくれよというよ

うなことでしています。 

伊丹会長：時間がぼつぼつ、締め切りの時間がきたようですが何かご発言が。はいどうぞ。 

山本委員：支所を残せと私お話してますけれど、ずっと前のものを見てください。既得権

とか行革委員の元に戻れとか、今、川西さん言われたときにピンとこんかったけれど、

川西さんがおしゃった時にこれは誤解されとると思ったのでそれだけ正させてくださ

い。私支所を残せというて今のまま残せなんて一言も言うてないんですよ。て言うか

前のときに一人でもいいからどなんか残す道はないかということを考えてほしいと言

うたわけで、そのことを言よるわけで、そのぐらいは考えられるんじゃないですかっ
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てことを今いよんですけれど、でもこちらの方ではどうも根底から全然ゼロにしてし

まうっていうことをどうも頭の中にあるようなからそのことを正よる。そんだけの話

なんでそこを間違わないでいただきたい。私は行財政改革ちゃんとしていっていらん

ものは斬っていってくださいよって始めから言うてますので、そこは同僚委員として

ように私の言よることもまともに聞いてください。悲しいかなと思いますんで、最後

に申し訳ないですけれど。 

伊丹会長：それでは終わらせていただいてよろしいでしょうか。一忚ご提言・ご質疑が終

わったようでございますので本年度内、3 月までが年度でございますので、もう一回ぐ

らいこの会を持たせていただいたらということでございますので、その日程等につい

てですね、実は事務局のほうから 2 月の下旬か 3 月に入る頃、議会開会でない時期に

ですねこの会を持たせていただいたらということでございますが、いかがでございま

しょうか。そういう方向でよろしゅうございましょうか。また日時、日程、場所等に

つきましてはまた事務局のほうからご案内申し上げるということにさせていただいて、

またその時の資料等につきましても今回のように事前にご送付させていただくという

ことでご了解をいただいたらと存じます。それでは大変師走ご多用の中お繰り合わせ

をいただきまして長時間に渡りまして慎重にいろんな角度からご提言・ご意見を頂戴

できましたこと大変ありがたく思っております。第一次行革推進委員会でも聖域とし

て全然議論がでなかった議員に定数の問題も今日は山本委員さんのほうからご発言が

ございましたし、給与の問題であるとか、総合計画がこの 12 月議会で採択されました

ら、また次の私共の委員会にもそれはご提示されるのでなかろうかと思っております。

ただ職員数の問題にしましても、素朴な市民の感覚として 342 人が定数であると。標

準であると。当然広域行政でございますのでプラスアルファの人員は当然のことだと

思いますけれども、今もって臨時職員の方々がずいぶん市役所の本庁、支所を含めま

してお勤めなられていると。大変不思議だなあと素朴な市民の感覚としてですね 600

幾十人の上にプラス臨時職員の方々がおる。どういう仕事をなさっとんだろうかなと

いうような素朴な声もあることを、どうぞひとつ市当局のほうでも十分お聞き取りを

いただいて、やはり適正な人員配置、適正な規模での市の行政運営を是非つかさどっ

ていただければとこう思うわけでございます。いろんな角度からご提言をいただきま

したが、どうぞひとつ師走も残り尐なくなってまいりまして慌しいと思いますが、よ

いお年を迎えられて次の第 5 回委員会にはご健康をご留意をいただきながらご出席賜

りますようにお願いを申しあげておきたいと存じます。また、本日公務大変ご多用の

中市幹部の皆さん方、ご出席いただきましていろんなご説明、ご指示をいただきまし

たこと厚く御礼申し上げておきたいと存じます。どうぞひとつよいお年を迎えられま

すことを再度お願いを申し上げまして、閉会に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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