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平成１９年度 第５回行財政改革推進委員会 会議録 

日 時 平成２０年３月２７日(木) 午後１時３０分～午後４時００分 

場 所 三好市保健センター 

出席者 委 員 

    東 深幸、伊丹 一夫、川西 昭一、高平 和代、山本 佳代子 

（５０音訓、敬称略） 

    市 

    俵市長、渡邉総務部長、合田企画財政部長、新居環境福祉部長、西岡建設部長、 

新居環境福祉部次長、森行財政改革推進室長、藤井、西本 

欠席者 上野 誠、下大寺 歌子、谷 敏司、森本 諭、矢野 博正 （敬称略） 

事 務 局：定刻がまいりましたので、始めていきたいと思います。春の陽気と言いますか、

うららかな季節になりまして、また、今日は年度末をむかえまして何かとお忙しい所、

ご出席いただきまして本当にありがとうございます。今日は、上野委員さん、下大寺

委員さん、谷委員さん、森本委員さん、矢野委員さんが欠席ということで連絡いただ

いております。現在は 5 名の委員さんのご出席ということになっております。前回は、

今年度策定予定のそれぞれの計画(案)、方針(案)、それと併せまして集中改革プランの

進捗状況についてご報告、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、平成 19 年度の集中改革プランの実績見込ができましたので、ここで

ご報告申しあげましてご説明、それからご意見を賜りたいと思いますのでよろしくお

願いします。それでは只今から第 5 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頂きます。 

伊丹会長：皆さんこんにちは。議事録を録る関係がございますので、マイクなくてもお話

が通じるかと思いますけれども、マイクを通じましてご挨拶申し上げたいと存じます。

弥生３月も終わりに近づきまして、桜の季節になりまして、ご出席を頂きました委員

の皆さん、また、市長さんをはじめ、市ご当局の幹部の皆さん方、ご健勝のご様子で

心からお喜びを申し上げておきたいと存じます。今お話ございましたように、第５回

目の本年度の会議の開催をご案内申し上げたところ、お繰り合わせを頂きましてご出

席を頂きましたこと、心から感謝を申し上げる次第でございます。また、公務極めて

ご多忙の中、直々に俵市長さんのご出席を頂き、これまた皆さんと共に感謝を申し上

げておきたいと存じます。一昨年の第１次行革で答申をさせて頂きまして、それに基

づきましての集中改革プランが市ご当局の方で作り上げられてまいりまして、発足以

来２年になりますが、今お話ございましたように、精力的に行財政改革のお取組みを

それぞれの検討部会の方で進めて頂きまして、実績評価ができる段階になってまいり

まして、本日、平成１９年度の集中改革プランに基づいての進捗状況のご報告を頂き

まして、委員の皆様方からいろいろとご高見のご提案を頂ければ大変ありがたいと思

う訳でございます。行財政改革は、三好市が発足しまして２年になりますが、３年目
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を迎えいよいよ後半になりますので、三好市の将来を形作る基礎、基本になりますも

のと思いますので、今後ともお互いに英知を出し合いながら頑張っていかなければな

らん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でござい

ますが、４時には切り上げようと思っております。今日は委員の出席の数が尐のうご

ざいまして寂しい思いが致しますが、どうぞひとつよろしくお願いを申しあげまして

ご挨拶に代えたいと存じます。どうぞよろしくお願い致します。 

事 務 局：ありがとうございました。続きまして俵市長からご挨拶申し上げます。 

市  長：第１次答申を頂いて以来、昨年は４回に亘りまして当委員会を開催して頂きま

して、大変ご熱心なご審議やご検討を頂いたというふうに承っておりまして、あらた

めまして皆様方に心から厚くお礼を申し上げる次第でございます。第２回目の９月の

委員会におきましては各検討部会の進捗状況のご説明やらご検討、そして１０月の第

３回目は財政計画について、第４回目の集中改革プラン進捗状況について集中的にご

審議・ご検討いただきました訳でございまして、本日はいよいよ第１次答申を頂いた

集中改革プランの実績をご説明申しあげまして、また皆様方からご指導・ご検討を頂

きたいというふうな委員会でございます。どうぞよろしくお願いを申しあげる次第で

あります。やっと今月、平成２０年度の当初予算編成も議会でお認めを頂きまして、

いよいよあと残す５日ばかりで新年度を迎えることとなったわけでございます。そう

いう中で私どもは合併以来丸２年間、様々な計画を立て、そして将来に向かって三好

市を継続して、持続できる三好市づくりのためにどうあるべきかというようなことを、

市民の皆様も積極的なご参加を頂く中で、計画作りや検討を進めてきたところでござ

います。これは旧町村時代から比べますと隔世の感があるわけでありまして、ありと

あらゆる事務事業の検討や計画の中に、市民の皆さんが当初からご参加を頂くという

形は、これは新市の本当の特色と申し上げてもいいと思っておるわけであります。以

前は審議会方式でですね、職員が策定したことを発表致しまして、特段ご意見がなけ

れば決定と、このようなことで委員会もわずか１・２回というようなことでの審議会

方式がはびこっていた訳でありますが、私共は新しい地方分権化社会を築く、そして、

三好市を将来自立できるような、そういう自治体を創っていく為には、やはり、その

为役であります市民の皆様方が積極的に、自らの意思でご参加を頂いて、そして関係

各機関と共に協力をして作り上げていくということが必定だと考えておる訳でありま

して、そういう意味におきまして、市民の皆様の各種会合におきますご参加を大変心

強く思っているところであります。しかしながら、戦後、我が国の社会体制の在り方

を含めて、行政もしかりでございますが、中央集権的な形を作って国威の高揚であっ

たり、また、全国各地やナショナルミニマムと言われるようにどこに住んでいても国

民としての恩恵をこうむれるというような、そういう政策が執り行われてきた訳であ

りまして、私共はそういうことに本当に慣れ親しんできたところであります。そうい

う社会体制から今日的なグローバル化や市民の皆様の価値観の多様性や、また、十人
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十色と言われるいろいろなお考えを実現するためには、今までの社会ではとてもでは

ないがやって行けないというような大きな流れをですね、地方分権という形でこれか

ら実現していこうと。長い間の国民の知恵と努力によって今やその歩みが確実に、そ

して本格的に進んできておるところでございます。昨年１２月の第２期分権法ができ

ましてから、いよいよその作業もピッチを上げておりまして、１次改革の中で小泉内

閣が執り行いました三位一体改革など、財政や様々な政治改革など道半ばの今日的な

課題を、第２次分権におきましてはそれを思い切って進めていきたいという多くの方

の考え方が、今集約されまして進んでおるところであります。今年の５月・６月ぐら

いには、第２期分権の委員会の方から正式にこうあるべきだという勧告案が出される

ことになっておりまして、今その作業も急ピッチでございます。そういう中で、私共

地方自治体や地方の社会を取り巻く状況というのが大変大きな変革がきたしておると

ころであります。社会構造もしかりでありまして、国内での様々な为産業が海外へシ

フトするというような、そういう時代であったりします。国を支え、社会を支える大

きな産業がものの見事に大きな転換期を迎える。また中には消滅をするというような

こともある産業もある訳でありまして、そういう中で私ども地方というものも都市と

の格差であったり、全国の様々な地域での格差というものも大きく出現をしてまいり

ました。そして国や地方を取り巻く大きな借金をどう解決するかという三位一体改革

を始めとする手法によってですね、今その解決に全力をあげておる訳であります。そ

ういう中で私共、三好市も決してその枠外におれる立場ではございません。完全な社

会の一員として国や県、また関係機関と共に相協力をしてこの諸課題を解決していか

なければ、自らの地域が生き延びる、そして地域住民の皆様がお幸せに将来とも生活

していくことができる、そういう地域が作れない訳でありまして、そういう中で我が

三好市が合併もし、そして様々な諸課題に取り組んでいるところであります。行財政

を改革して、自らが为体的な役割を果たせるような、そういう役割をきっちりと、市

民の皆様にご参加を頂きながら方向も作り、見直すべき問題は見直しながら様々なシ

ミュレーションを掲げて進んでいきたいというようなことで、当委員会の発足をした

訳でございまして、昨年来、集中改革プラン等が着実に実行できるかどうかというこ

とを、当委員会の皆様にご審議やご検討を頂いておるところでございます。その過程

におきまして、積極的にこの目的をご認識を頂きまして、お取組みを頂いております

ことを重ねまして厚くお礼を申し上げる次第でございます。２０年度、三好市の財政

も大変緊縮、厳しい状況ではございますが、組織の改編も相まって、より実効性のあ

る計画をたてたつもりでございますので、２０年度はそれを着実に実行して、三好市

の発展を図ってまいりたいと、このように考えております。どうか皆様におかれまし

ても格段のご理解とそしてご指導、ご鞭撻を賜りますよう心からお願いを申しあげる

次第でございます。結びになりましたが、伊丹会長をはじめ各委員の皆様方、本当に

何かとご多用の中、積極的に当委員会にご参加を頂き、真剣なご議論を頂いておりま
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すことを重ねてお礼を申しあげましてご挨拶とさせて頂きます。どうぞよろしくお願

いを致します。 

事 務 局：ありがとうございました。それでは議事に入っていきたいと思います。会議の

議長は要綱第６条第１項の規定によりまして会長にお願いしたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

伊丹会長：市長さん、ご挨拶ありがとうございました。それだは只今から議事に入りたい

と思いますが、毎回お願しておりますけれども、会議録を作成する関係上、ご発言に

つきましてはマイクを通してのご発言をお願いを致しておきたいと存じます。なお、

本日の会議でございますけれども、欠席の委員さんが上野委員さん、下大寺委員さん、

谷委員さん、矢野委員さん、森本委員さんでございますけれども、委員５名の出席を

頂いておりますので、三好市行財政改革推進委員会要綱第６条第２項により会議が成

立しておりますことをご報告申し上げておきたいと存じます。それでは議事を始める

前に議事録署名者を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。

それでは誠に勝手ではございますが、本日の議事録署名者を山本委員さんと東委員さ

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致します。それでは平成

１９年度集中改革プランの実績見込を議題として事務局からご説明をお願い致したい

と存じます。よろしくお願いします。 

事 務 局：（平成１９年度集中改革プラン実績見込説明） 

渡邉総務部長：（平成２０年４月１日の組織再編について説明） 

伊丹会長：只今市ご当局の方から詳しく、事前に資料をお送りして頂いておりましたので、

考察は加えて頂いたと思っておりますのですが、詳細、ページを追いましてご説明い

ただきましたことについて、委員の皆さん方からのご意見なりご提言を頂戴できたら

と思っております。何方からでもご発言をお願いしたいと存じます。 

伊丹会長：それでは私のほうから、全くご説明を頂いたことと関係は無いのですが、６カ

町村が合併をして、池田が本庁舎となりまして、後の５カ町村の旧役場の建物がかな

りスペースとして余裕ができているんじゃないかというような思いがしますので、そ

こいらの有効利用と言いましょうか、市の財産物件だと思いますので、そこいらの計

画については何かあるんでしょうか。 

渡邉総務部長：特に無いというのが正直なお答えとなります。１８年度・１９年度と移動

市長室を開催してきたんですけれど、その中でも総合支所の有効活用の話はありませ

んでした。ですが、中に市民団体の活動拠点とか集会所の設置を望むような声はござ

いました。そうした声がある中で、将来的には総合支所も活用できるのではないかと

いうことは申し上げてきたところであります。 

伊丹会長：将来的に防災拠点としてですね、それぞれの防災組織の拠点として、また、ボ

ランティアの活動拠点としての活用等についても検討を要するのではないかと思いま

すので、できれば立派な建物ばかりでございますので、市有財産として価値ある効果
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的な運用計画を立てていただければ、地域の皆さん方が大変喜ばれると、幸せに繋が

るのではないかと思いが致しますので、将来、旧庁舎の活用方法等についても行革の

一環として、検討課題として取り上げて頂ければありがたいと思っております。 

川西委員：３０番の臨時職員の適正配置ですが、私が言ったのと違うような形で、６減１

増やいう形。それは議会にもよるしエキスパートの人がやっとんですからそれはそれ

として、私の考え方としては、こういう行財政改革やるんだったら三好市の業務量に

忚じた定員をきっちとはじきだして、残りの人間はいろいろな指導とかに使って、合

併した時にかなりな余剰人員ができて、退職も勧奨して減してるんですが、私は今の

業務量に対しては職員が有り余るほど勤務しとると思うんですが、臨時職員がなぜ必

要なのかと思うんですが、１８年・１９年には臨時職員が一体どれくらい雇うとるん

でしょうか。それをちょっとお聞きしたい。臨時職員を雇わんでも沢山集まってきと

る人間で十分業務内容こなせると思とんですが。素人考えですが。 

渡邉総務部長：ありがとうございます。１８年度・１９年度の雇用人員につきましては、

この集中改革プランの３０番にありますように、１１７名で推移してきております。

１９年度は実質１１２人になっておりますけれども、１８年度からは５人減となって

おります。２０年度につきましてはここに計画出ておりますように１１０人ぐらいを

予定しておりますけれども、ひょっとしたら産休とか育休とかで１１０人では収まら

ないかも分かりませんが、この内訳につきましては、これまでもご説明したことがあ

るかと思いますけれども、一般事務職では１０名ぐらいしかおりません。ほとんどの

方は専門職員の代わりの臨時職員でございまして、本来６減１増に伴わない１減１増

でなければいけないところへ、正規職員を雇用しなくてそこへ臨時職員を配置してる

ということで、例を申し上げましたらレセプト点検。これも専門職です。運転業務、

あるいは老人ホームの介護員とか、介護補助員ですね、それと病院の看護師、準看護

師の方。これは本来、正規職員でなければいけないんですけれども、それを臨時職員

でカバーしてきたという経過もございます。後、保育所、児童クラブ。これは保育士

さんですね。この方も専門職ですけれども、そうした部署とか、用務員さん、幼稚園

の教師、こういった方ついても本来は正規職員を置かなければいけない部署ばかりな

んですけれども、厳しい財政状況等もありましてこれを臨時職員でカバーしてきたと

いうのが実態であります。ですから、川西委員さんは一般事務職の方が多いんじゃな

いかというような事だと思いますけれども、一般事務職については１０名ぐらいしか

おりません。以上でございます。 

川西委員：分かりました。もうひとつ。４１番の地籍調査事務支援システムの統合。地籍

調査っていうのは、今現在、どなになっとんでしょうかね。井川町なんかもとん挫し

て止まってしもとんですがね。 

西岡建設部長：地籍につきましては、予算的に旧町の１町村分ぐらいしか補助が来ており

ません。約８千万円ぐらいだったと思うんですが、その状況で６町村すべてをカバー
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できるだけの予算が無いものですから、各年度交替で、３町村ぐらいを交互という形

で、今回本庁集約をしまして人員の減を行いまして、３町村ずつでやるというふうに

思っております。 

川西委員：分かりました。ついでと言ってはなんですが、地籍調査は、私は国の方からか

なりな補助金があって、それでどんどん進めてきとんかなと思っておるんですが、そ

れも予算が厳しいようですね。それと以前にもお話ししたんですが、市の財産管理っ

て大変だと思いますが、何か十分管理できていないようで、私が見たところの感じで

は当然市のものじゃと思うのに、それは地域のもんじゃというような回答しよる担当

の人がおるように思うんですが、１０年ほど前に私が、町のときに、地域には権利あ

りませんよと。管理権だけがあるんで、今までどおり草刈ったり管理をして下さいと。

そういうことはしますが、地为は町の方になっておりますと言よったところが、地域

の方に権利があるような回答をした方もおるような。境界を調べるのも大変でしょう

が、侵害されんように。我々のところは良心的になんとかきれいにしましょうと思と

んですが、不法に占拠するっていうような不心得な人もおるわけですから、そこを頑

張って十分管理して頂きたいと思います。以上です。 

渡邉総務部長：ありがとうございます。市有財産につきましては、広大な面積、为に山林

なんですけども、先ほど川西さんが言われましたように、きちんと境界確定出来て無

い市有財産は沢山あります。国調が三野町しか終わってないものですから、ほとんど

の市有財産について、きちんとここからここまでが市の財産ですよという官民境界が

確定出来ていないのが実態です。その上で、合併した時に旧町村から旧町村時代の財

産台帳を送って下さいというお願いをしたんですけども、きちんとした財産台帳を送

っていただいた総合支所はありませんでした。一覧表みたいなのは送っていただいた

んですけれども、それに図面も付いていないということで、事実上、境界確定が出来

ていないのが実態ではないかと思います。先ほどお話がありましたように、地籍調査

もなかなか遅々として進まない状況の中で、市有財産の管理については大きな懸案事

項になっておりますけれども、今、川西委員さんから一例がありましたように、市の

財産、地域の財産、この件について見解が分かれているのも現実問題としてはありま

す。ご承知のとおり財産区とか、井川も財産区がありますけども、ここは完全に公選

法に基づいた議員さんがおられます。きちんとして、財産区が管理している財産。そ

れと今、委員さんが言われましたように、いわゆる明治２２年以来の村有地が、当時

の地域有といいますか、その後合併もあって町になったり、今は市になっております

から、市有財産ということが言えようかと思いますけれども、一つに慣行権というの

があるんですね。旧慣ですね。旧慣により使用権が認められている市有財産も沢山あ

るんです。先般も三野町の市有財産の議案を提案したんですけども、これも明治２２

年から、多分１１７・８年になるんでないでしょうかね、その間一切行政は管理して

ないんですよね。いわゆる旧の住民組織に管理権があったんです。いわゆるこれは明
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治の合併のときの名残だと思いますけれども、その当時から明治時代の村に使用収益

権を与えてきた、認めてきたという経過もあります。これは現在も生きております。

そうしたことから、市有財産であっても使用収益権については旧慣に基づいて地元住

民組織に権利があるといった財産もあることは確かでございます。以上でございます。 

川西委員：引き込みの関係で私の所にはＪＲとも隣接した土地もあるし、河川の分もある

し、市との分もあるんですが、市の分は地域の誰それ名義がついて誰それ外何名って

いうものは、それはなんの分ですが、そうでない引き込みの分は地域が管理しとって

もポツダム宣言の何年以降は、地方事務所の方へ用地買収の事務にいっきょた詳しい

人がおって、ああそうですかっていいかげんに聞いたんですが亡くなってしもうて、

あの時もっと詳しく聞いとけば良かったんですが、今、ここそこがややこしくなって

ね、私のところにも今、看板を立ててお金をもらいよるところはあるんですけれど、

ああゆうところは、何も無いところは市のもんじゃし、管理権は今までどおり、草刈

ったり地域のものとしてやって下さい、広告料もあげますって。もろとんじゃけんど。

誰それ外何名っていうのとそうじゃないのがややこしいんで。裁判をして、高速にか

かった時に地域の人と３名ほどの山の人と裁判したんですが、結局、山を手入れして

私のもんじゃと思ってしとった人が裁判で負けたんですね。裁判官も誰が見てもおか

しいというような判決が出る場合があるんですわ。これは絶対あんたのほうがええで

しょっていうとったのに、裁判負けて、地域の中で争って裁判費用だけかかって、そ

して結局その公団からもらったお金でいろいろ始末して。仲良く分けておけば良かっ

たのに大損しったっていうような結果がある。私のとこの場合は、半分ずつ部落と町

とで分けんかって。後は、管理権はこちらにあるっていうように仲良く始末がついた

んですけれど。結局、裁判で争うて、誰が見てもこっちの人が勝つだろうって人が負

けて、その費用なんかは皆なで始末したって言よりましたけど。結局、日が経ってみ

たらおかしな結果が出ますんで、市の方も大変だろけんど頑張って、おそらく調査す

るっていっても大きな金がかかるだろしね。それから鉄道とか河川の分は図面持って

ますんでね。うちの上の方になったら全く図面のないものもあるんでね。そこら大変

と思いますけんど、おいおい始末していって下さい。我々死んだあと分からんように

なりますけん。 

東 委 員：申し訳ないです。引き受けておきながら２回も欠席しまして十分な役にもたて

て無いのでとても言いにくいんですけど、本当に今見せて頂いたら市長さんをはじめ

行政の方も給料を抑えながらすごく頑張って下さってるんだなって。行政改革、２億

円カットですか、削減も進んできて素晴らしい取り組みをして下さってるんだなって

いうのはすごく分かりました。それから、市民としては２流３流かもしれない。議会

もちゃんと見てなかったりとかして大変申し訳ないなと。市民参加っていうのが民为

为義の原点ということから言うと、なかなかいろんなことに参画していけなくて、関

心ももうひとつ持ってなくて、こんだけいろんなことがあっても分からないことの方
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が多くて、ここへ座っているのがすごく申し訳ないっていう気持ち今するんですけど、

それと同時にひとつ思ったのは、私の勉強不足であれなんですが、いろいろ、一つ一

つの事業に関して進めておられる中で、例えば、そこに関わる当事者の声を拾うって

いうようなシステムというのか、にはなっているんでしょうか。この行政改革進めて

いってる。例えば、学校給食の統合の問題にしても子供の声を聞くとか、お母さん方

の声を聞くとかというような取組っていうのか、そういうような事がされてるのかな

っていうの。行革を進めていってお金をどんどん減らしていくと。素晴らしいことな

んですけども、その結果、福祉の質が低下すると。実際に利益を受ける人、私たち市

民一人一人が暮らしにくくなってきたとか、すごくしんどくなってきたとかいうので

は本末転倒っていうのか、町の行政っていうのは市民一人一人が幸せに安全に暮らせ

るために有るものだと思うので、どんどんどんどんお金を削っていった結果、そこで

すごく暮らしにくくなったとか、不安になったとかいうことではこの行革の意味が無

くなってくるんじゃないかな。私は声が拾われてくるシステムができてるか。もし、

その声によって計画の変更とか修正とかができるようなシステムなのかっていうのが

ひとつですね。だから当事者の声を拾ってくるというのが。あともうひとつは、民間

に委託とかされた時に、よくどっかで聞いたんですけど、民間に委託した結果、十分

にケアとかきちっと出来なくて。例えば、老人の介護で虐待がおきたりとか、プール

の管理を任せたら実際に事故がおきたとかいうようなことも聞いてます。そのチェッ

ク機能というんでしょうか、全面に委託してしまって、後は任せてるんだからってい

うことであれば、それをチェックする機能っていうんですか、そういうのがあるんで

しょうかっていうその２点、教えて頂きたいです。 

西岡建設部長：私、ちょうどアウトソーシングの部会の部会長をしておりますから、いろ

んな形で、給食につきましてはやはり食育とかいろんな観点から、アウトソーシング

がすぐにできるような問題ではないんじゃないかと。ですから、給食業務につきまし

ては直営で良いものを食べさせていきたいというような形の部会での話し合いを持っ

ております。それと、一部民間委託しましたごみの収集業務ですが、民間委託したこ

とによって回数が増えて皆さんが喜ばれているというのは聞いているんですが、ただ

後のチェック機能につきまして、どこまでチェックが入っているかというのは担当部

でないと、私の方ではちょっとわかりかねるんですが。部会としては、先ほど言いま

したように、子供を大事にするためにはやはりアウトソーシングしていくようなもの

でもないんではないかという形で、我々は今の段階では考えていると。ただ、今後、

学校統合によりまして子供さんがいなくなって、学校統合された場合につきましては

やはり給食センターをある程度まで統合を図って、一体どこまで運べるのか。時間の

問題ですね。時間の問題も含めて、ある程度古くなった施設については統合していく

というような話はしております。 

新居環境福祉部次長：ごみ収集の例えばチェックなんですけど、毎月きちんと業者の方か
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ら報告も受けまして、あとは随時きちっとした収集業務ができているかっていうこと

もチェックをしています。そういうことでありますので、これにつきましては全て、

指定管理をしているところも含めて、実績をきちんと出してもらったり、中間である

程度精査せてもらったりという形で、いわゆる公設民営の場合はそういう形でチェッ

クしていると。ただ民間委託する場合にそこの契約関係の中でという形になるかと。

市としてはそういう形できちんとしていきたいと。チェックしていきたいと。 

東 委 員：是非、子供の声とかお母さん方の声を、部会とかそういう所だけでお話をしな

いで、是非、声を拾い上げていっていただけたらなと。あともうひとつ、オンブズマ

ンって、私詳しくは知らないんですけど、オンブズマンっていう制度があるところが

ありますよね。ああいうのは三好市の中ではまだ声が上がってこないんですか。 

伊丹会長：市内では耳にしませんね。三好市内ではまだね。そういう意識がそこまで、市

民の関心というか、そこらの盛り上がりが無いのかもわかりませんけど。三好市内で

は、私の聞き及ぶ範囲では耳にしたことが無いように思いますね。 

東 委 員：市民の中からそういう声が上がってくればいいんですけどね。市の方からもそ

ういう制度を作ろうという声をあげて頂けたら。こういう行革のも４人でどうだこう

だいうよりか、もっと広く一般の人にオンブズマンになりたい人というのか、そう人

を公募しといていろんな観点から、人権施策はどうだとか土地の施策はどうだとか市

民環境はどうだとか、それぞれの関心のある人たちを集めてチェック機能を、そこで

市民側がチェックできるような機能制度を作っていく。行政側の細かいチェックして

いくというのもひとつ重要だと思うんですけど、市民側がチェックする機構を市が率

先してこれから作っていく。先ほど、一番最初に市長がおっしゃられたように、政治

のシステムそのものを尐しずつ変えていかないと。市民参加にしていって自分たちの

方にしていかないと多分駄目なんだろうと。今そういう過渡期なんだろうと思うんで

すが、私たち本当にまだまだ、私自身も意識がそれほど高くないので偉そうに言えな

いんですけど、そうやって市の方からも市民一人ひとりの意識を高めるような啓発的

な取組として行っていただけたら嬉しいなと思います。 

伊丹会長：今の東委員さんのご発言がありましたんでね、この委員会は、市当局の方から

ご指名を頂いた委員と、公募委員ですね。そういう市の行政について見識のある方々

が手をあげて頂いてですね、そういう公募委員の方も入られているわけなんですよ。

だから広く市民の皆さん方のお声を代表するような見識のある方が入られて、たまた

ま今日は出席の委員の方が尐のうございますんで、オンブズマンではございませんけ

れども、市民の直接、生の声を聞けるような仕組みにはこの委員会はなっているわけ

なんですよ。そこはご了解を頂いたらと思います。 

川西委員：東委員さんのご意見に反論するようになりますが、今おっしゃってくれたんで

すけれど、市民の声は議員さんだろうし、市の本当の方針を決めるのは市当局のベテ

ランの人がやるんで、我々は横からオブザーバー的に変わった眼で、視線を変えてみ
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るっていうので、あんまり荷を超えて市を良くしてしまわないかんという、これだっ

たら私や大変じゃって考えたらしんだいんで。本当は市長さんが政治生命をかけてや

ってもらうと。それから議員さんも政治生命をかけてやってもらうと。それから学識

経験者の人もやっぱり子孫にええ市を送るために頑張ってもらうと。我々はその点楽

な気持で、横から変わった眼で見て尐しでもプラスになることが提言できたらってい

う軽い気持ちでいきませんか。僕はそう思うとるんです。とてもこの年が来て、物忘

れしかけて、この大きな責任を持っていとったのに何しよんならと言われたんでは困

るんで。補助金の削減のときに金額なんですが、全部で３０億で、祭りとか小さな老

人会補助とかいうのが１０分の１の３億円程度で。私も老人会の方へ出よんですが、

市の方から補助金をどうやらこうやらで抑えて。今、経済停滞しとんは年寄りがよう

けお金を持って有効にように使わんからって、補助金やあんまり当てにせんと老人会

活動は自分の力で金出し合ってやろうっていうのは、市から金くれんけん会の運営が

どうなるっていうんで頑張んじょったんですが、し尿処理とかごみ処理とかその大口

の、９対１の９の方の経費の節減とか絞り込みというのがずっと落ち着いてきて進ん

できとんですが、質問した時に一体そこの絞り込みはどこがするんでって言うたら、

さあ、どこかなあっていうような状態だったんで、今は市の方も本気でやんじょんで

しょうけんど、こっちの方の大きな分をほったらかしといて、小さな１０分の１の３

億円分のを言うんだったら老人が怒るのも無理ないと思うんで、その大きな方のごみ

処理とか広域の大きな団体の補助金も、そこらも十分検討して、ある部長さんが言よ

った、なかなかそれは向こうが言ってくれんけんって。言ってはくれんのですわ。こ

こは、うちはここまで安くしますよや言えんきん。これは、これの仕事はこんだけあ

ったら出来るんじゃけんこうしなさいっていうように研究してしっかりやってもらっ

たら、３億円分の削減については、我々年寄りは大いに協力しようと思っとんで。会

長もおられることですけんど、だいたい老人はようけ金もって振り込み詐欺にかかっ

たりしよんで。十分よう使わんからいま日本がおかしになんじょんですけんどね。そ

の大きな分の９の方の削減はしっかり市の方で絞ってもらいたいと思います。その小

さいのは協力して、祭りも市のお金がなくても、なでしこ祭も今年も囲碁の方しよん

ですが、どうしますかって言うけん、いや補助金くれんでも私はやりますって言うぐ

らい。なかったら皆で出し合ったら出来るんですからね。そういうことでよろしくお

願いします。 

東 委 員：川西委員さんがおっしゃって下さった、決して私もだいそれたことを提案した

わけではなくて、そんな大きな責任もよう負いませんで。本当に私たち市民が横から

ガチャガチャと違う視点で言えば良いって。本当にその通りだと思います。それが出

来るだけ沢山の人が、本当にその問題の当事者が参加できるっていうシステムをどう

作っていくかっていうことが大事なんだろうと思うんです。本当に全然知らない所の

事に関してあれこれ言えって言われても、本当に何も言えないっていうのが実情で、
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自分が関わってる、自分が興味あるとか関心があるっていう部分に関して初めてこう

だああだって言えるので、やっぱりそういう人を集めて、その声を拾い上げていくっ

ていうシステムを、本当に作っていただけたらすごく嬉しいなと思います。全然、川

西委員さんと反対では無いんで。市長さんとか議員さんとか本当に頑張って、今も頑

張ってくれてますけど、今後とも頑張ってくれたら本当にうれしいなと思っています。 

伊丹会長：この集中改革プランの進捗状況はね、市の広報等を通じまして、市民の皆さん

方に周知をして下さる手だてもして下さるはずですからね。そういうもので広く意見

を頂戴できたらと思っております。 

高平委員：先ほどから東委員さんとか川西委員さんとか言われているのは凄く有難いこと

なんで、私も小学生の母なんで、給食関係もすごい気になりますし、学校統合に対し

てももの凄く気にはなるんですけど、割と当事者には何も連絡が無いんですよ、現実。

正直、いま大変なのも分かるからやっぱり行政との話し合いというか、給食にしても

費用が掛かり過ぎるから委託してどうこうよりも、いちおう私らにおろしてもらって、

もうちょっと金額をあげるとか、そういう話し合いっていうのはあんまり無いんです

よね。せめてアンケートとかって言ったら、とんでもない難しい話のアンケートばっ

かり入ってくるし、自分らがこうしてほうしいとかいうような感じの意見を出すって

いう機会は確かに無いんです。統廃合にしても私ら何回も、西祖谷なんで回数あった

んですよ。もう統合します、しません、止めました、また統合しますっていうのがあ

ったんです、今までも。ものによっては、ひどい時には統合しますと。これは統合し

ますかという相談ではなく、統合するんですっていう話がポンっときて。それはなん

ですか、違うでしょ。それは統合しますか。こういう状況なんでもう統合したらどう

ですかとかいうんだったら分かるけど、もう言った瞬間に統合するんです。じゃあす

るんですなら会なんか要らないでしょって。そんな感じの会があったんですよ、現実。

４月から統合するんだなってこっちで段取りつけたら、ちょっと選挙の絡みもあった

りして、急に４月前ぐらいにやっぱり止めましたとかいう感じで。そういう事もあっ

たんです、現実。それで父兄は振り回されてるんですよね。ですから、本当は個人的

には統合して沢山の子供らの中で勉強はさせたいけど、じゃあ小学生に朝の７時ぐら

いからバスに乗って、中学校と一緒に学校へ行かせた方がええんかとか、すごい個人

的には、皆がやっぱり不安なんで話し合いっていうのが多いんですよ。ですけど、そ

ういう機会は、学校内の一部の親同士ではやっぱりあるんですけど、学校内も無いで

すし、他の学校との話し合いっていうのも無いんです、現実。行政としては縮めた方

が人件費も安いし、管理もしやすいんで楽なとは思うんですけど。第一、小さいとこ

ろから順番に始めていって統合するっていう形にもっていけないかなと。本当に子供

たちが減ってるんですよね。ですから、親としては、本当は学校は地元におきたいん

です。おきたいけど、子供らマンツウマンで先生と授業することが本当に良いことか

っていうのは、一番頭を悩ませているところです。ですから、行政の方に私らの方か
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ら人数が尐ないから統合さして下さいとも言いにくいし、絶対うちの方は統合しませ

んとも言いにくいんです。ですから、その考え方を変えるためにいろんな集まって話

をする機会とかができればいいかなって。そうすると給食の話もその時に、今の状態

でできれば、費用的に大変だったらもうちょっと値段をあげますかとか、あげてもい

いですかとかいう話も入ったり、いや、どうしても大変だから民間委託したいんです

けどっていう話が入ってくれば、すごくやり易いかと思います。本当に、私らも先生

に言っても仕方がないことじゃし、私ら個人個人で話しても前に進まない話なんで、

どうしたらいいんだろうっていうことばっかりで、自分らが頭いっぱいになってしま

って、いつ統合すんだろうか。いや、ないんだろうかっていうのが毎年のことなんで

す。この年度末になると。ですから、いつそれを目安に統合しますって言われたらま

たらそれも厳しんで、なんかの機会で集まれるような、話し合いできるようなところ

があれば良いかなと思います。それと、川西委員さんに言われたように、広域連合み

たいなおっきな団体も確かにあれじゃけど、うちも事務職ですから消防の方に行って

たんで、ちょっとした話もあります。時々聞いたりするんですけど、消防なんかは人

数が減ると出動回数がちょっと厳しくなるんですよね。現実、今年度減るっていう。

普通、余剰人員が１人あって、何かでお休みになったらその人が入ってっていう状態

でいっきょったものを、丸々定員数なんで、その人が休むんだったらじゃあ他で普通

は休憩を取らないといけない人が入らないといけないとか、そういうような形にもな

っているみたいで、今から大変なんですとかいう話も出たりして、それに上乗せで三

好病院の先生が減ったりとかいう条件があって、じゃあ三好病院が受け入れしなきゃ

半田病院、半田病院が受け入れなきゃ徳島市内の方とか、どんどんどんどん、大阪の

方じゃないけどタライ回し状態になってくる。そんなのも含めて、ただ単に締めたら

いいっていうもんではなくて、中身はこんな状態なんでどうにかなりませんかってい

うのもちゃんと聞いてもらって、補助金を両方で。失礼な言い方で悪いんですけど、

事務職がこんだけいっきょんじゃきんこれだけ減らして下さいって言うていって、向

こうでじゃあどこを減らすかっていうと人件費しか減らせんよなっていう話になった

ら、人数を減らすと業務に支障がきても、それは山の中の人が、救急車が要っても一

旦出てしまったやつを池田からまた東祖谷まで入るのかっていう話になったりして、

すごく大変な条件も出て来よるですよね。本当に今の状態でいくと、三好病院が駄目

なら東祖谷あたりだったら川之江や観音寺の方へ行くんだったら高知の方がいいとか、

全部越境になるんですよね。そこらへんも大変だとは思うんですけどね。ただ、本当

に減らすことだけを目的にじゃなくって、どうすると皆に、全体に同じ福祉がいける

かっていうことをしっかり考えて頂きたいと思います。すみません。ちょっと支離滅

裂で悪いんですけど。 

渡邉総務部長：大変貴重なご意見ありがとうございました。最初の小学校の統合問題です

かね。共同調理場の統合問題かも分かりませんけども。確かに小学校の統合について
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は慎重に考えなければならない問題だと思います。これまでもそうでありましたよう

に、多分、ほとんどの６カ町村でも小学校の統合で行政が仕掛けたことは無いと思う

んですよね。私も記憶ないんですが。ですけども保護者の方と地域住民の方の考え方

が大きく差異があると思います。保護者の方は２名３名、数名ぐらいになったら学校

を替わりたいって言うんですよね。子供のために、将来のために競争社会の中で、友

達がたくさんいる中で勉強もさせたいっていう希望があるんですよね、現実問題とし

て。ですけども、地域にとったら学校といったものは子供から老人まで、世代間交流

の拠点、地域の交流拠点。これが無くなるということは、過疎に拍車をかけるといっ

た問題から大反対されるんですよね。ですから保護者の考え方と地域社会の考え方全

然違うということから、私どもはこれまでずっと保護者と地域の方の意向に任せてき

た経過があります。こちらから何年に廃校しますよ、休校しますよと言ったことはま

ず無かったんです。この問題につきましては、今後も慎重に構えていく必要があると

思うんです。多分、数名になったら保護者の方から出るんですよね。どこそこの学校

へ行かせますからって。それを聞きつけて地域の方が大反対される。その中へ教育委

員会なり行政が入って調整をしてきたり意見を聞いてきたことはあります。ですけど

も、最終的には地域の皆さん方に判断をお任せしますという形できたと思うんですよ

ね。今後も非常に厳しい問題ですけれども、先生方が県費職員なもんですからね、私

共は学校がそこに存続すれば、皆さんがどうしても、１名２名になっても、最後まで

卒業させたいんだっていうことでありましたら、基本的にはそういったご意見を尊重

していきたいと考えておりますが、その中で問題になってくるのが学校ごとにある調

理場の問題なんですよね。給食センターの問題。これはどうしても、数名でも調理員

さんって置くんであれば１名２名置かなければならないんですよね。施設の管理もせ

ないかん。そういうことから、近隣の、近いところの学校、幼稚園等であれば共同調

理場とか給食センター的なものは、できることなら統合もしなければならないという

ようには考えてます。多分にこれは避けて通れない課題かなと思います。例えば、数

名の規模の小学校が何校かあってね、それぞれに調理場あるっていうのはどうしても、

現実問題として難しい問題もありますから、これはどうしても１ヵ所にするとか２カ

所にするとかいった形の統合っていうのは、絶対出てくるだろうとは思ってます。そ

れと、民間委託のお話なんですけども、私ども民間委託、指定管理も含めてですけど

も、３つの大きな目的を持ってます。１つは行政コストの削減。もうひとつは、サー

ビスは絶対低下させてはならないということと、民営化することによって新たな雇用

の場が生まれる。この３つが大事だということで、どれが欠けても民間委託というの

は非常に難しいのではないか。逆に、させてはならない民間委託ということもあると

思うんですよね。そのことをきちんと分析しながら、方針を決めていきたいと考えて

おります。そうした中で、先ほど学校給食の話出たんですけども、これも現場行った

ら必ず民間委託反対されます。今の給食費は、小学校でいいましたら２３０円とか、



- 14 - 

 

中学生でも２５０円です。これはいわゆる給食費だけでのランニングで考えているん

ですよね。施設のコストや人件費なんかは考慮してないんです。これを含めたらこん

な額で到底できないんですよね。先ほど建設部長が言いましたように、食育の問題も

ありますし、地産地消の問題もある。それから学年にあった栄養のバランスも考えな

ければいけない。それを低廉な価格でサービスを提供していくということを考えたら、

いま直ちにこれを民営化していいということには、私はならないと思うんですよね。

これは現場の声もそうであろうと思いますし、先ほど東委員さんがおっしゃいました

けども、現場の対象となる方の声を聞いたのかと。こういうことは学校給食の審議会

の中でもいろいろ検討されてますし、代表されて出てこられるＰＴＡの方からもそん

な声もあります。基本的には、学校給食については民営化というのは厳しいんではな

いかなと。して良いかどうかといった問題については今後とも慎重に考えていく必要

があると考えております。不十分かもしれませんけど、お答えとさせて頂きます。 

伊丹会長：高平委員さんよろしいですか。他に。無いようでございましたら、私の方から

もひとつふたつちょっとお願いをしておきたいと思うんですが。ひとつはですね、こ

の資料見せて頂きますと、税金の納税制度なんですが、口座振込の充実がさらに求め

られているように思う訳で、特に市民税とか固定資産税とか軽自動の収納率が非常に

低いように思いますんで、やはり行財政改革の人件費の問題とも連動してくると思い

ますので、是非、口座振替制度の充実に更に市の方でご努力を頂けたらと、こう思っ

ておるところでございます。もうひとつは、児童クラブの制度が本格的にスタートし

て、聞き及ぶ範囲では旧６カ町村の中で、東西祖谷についてはまだそういう制度の導

入については検討されていないようでありますけれども、これは子供の将来的な健全

な育成といいましょうか、放課後の安心・安全な遊び場の確保とか、いろんな観点か

ら、県の教育委員会も非常に重要視して、児童クラブの設置向けて取り組んでおられ

るようでございますんで、市の方でも出来るだけ児童クラブの、指定管理者制度導入

の中で実現をしていただければ、将来的に子供の健全育成のためにも良いのではない

かというような思いが致しておりますので、是非、教育委員会の方でお取り上げをし

ていただいて、積極的に児童クラブの設置に向けてですね頑張って頂けたらと、こう

思っております。もうひとつですね、今、ＡＥＤの設置が、赤十字も関係しておりま

すが、進められておりますので、市为催の大規模な集会とか行事等がかなり催されて

年間おるのではないかと思っておりますので、そういう場合にＡＥＤがあるというこ

とだけで、それの操作が出来る人がいないと人命救助に当たらないわけで、やはりそ

ういうような習熟訓練っていうのを市の職員は率先してですね、していただけるよう

な仕組みをとられているだろうとは思いますけれども、どこにＡＥＤが配置されてい

るのかというマップも将来的に、市独自で作り上げておく必要があるんじゃないかと

いうような思いが致しております。私もこの間、ある所の市内のある場所で集会があ

りました時に行っておりましたが、そこにはＡＥＤがあるんだけれども、そこの職員



- 15 - 

 

がその使い方を知らないと。聞いてみると全く訓練を受けたことがない。勉強をした

ことがないというような話を聞きまして、寒気を感じたわけですが、やはり有効に人

命救助のための、いざというときの初動体制は非常に大事なことでございますので、

是非ひとつ、市の職員の集会の場に出る方々の習熟度を高める訓練というか、勉強を

是非して頂いて、お願いをしておきたいと。要望ばかりでございますが、お願いをし

ておきたいと思います。 

総務部長：３点のうち、税の問題ですけども、ご指摘の通りだと思います。口座振替制度

なかなか進まないんですけども、納入いただいている方に、その度に口座振替をでき

ませんかとお願いをしてます。ですが、ご承知の通り三位一体の改革の中で補助金交

付金の削減と税源移譲の事がございました。その時に定率減税が２年経過措置で廃止

されてきた経過があります。半分、今年は完全に無くなりました。そうした形の中と、

老年者年金控除の廃止の問題等々もありまして、一部には国保税で上がった方もあり

ますし、それらは税制に係るものなんですけども、市になって税が上がったという方

が沢山おられました。そうした中で、安易に口座振替はせんという方が多いんですよ

ね。お願いできませんかって言ったら、今のままでは自動的に引き落とされるのは嫌

じゃとか、きちんと説明を聞いてから支払いたいとか、そんな声が７・８割帰ってく

るんです。そうしたことから、なかなか進まない。かなり進んではいるんですけども、

そうした経過の中から引き落としやめてくれやと言う方もおられました。ですから、

あまり率が伸びてないというのが現状ですけども、これにつきましては、きちんと税

制といったものと、こういうふうになっている状況とをいったものをきちっと説明す

る中で理解を求めていきたいと考えております。それとＡＥＤの問題でありますけど

も、今現在、社協とか本庁・保健センターとか公民館、総合体育館にもありますし、

教育委員会もあるんですかね。学校関係はちょっと把握できてないんですけども、か

なりな個所には配置はしております。ですけども、会長おっしゃるように、十分この

ことを市民の方が知らないことがありますので、今後こういうところに配置してます

よという事は、きちんとお知らせもしていきたいと思います。また、昨年も職員のＡ

ＥＤの研修もしてきたんですけども、これにつきましても毎年、定期的に研修を重ね

て誰でも使えるようにはしたいというふうには考えております。以上です。 

新居環境福祉部次長：児童クラブの件なんですが、合併してから１９年度に２カ所、箸蔵

と山城の政友小学校へ開設いたしまして、現在１０カ所、放課後児童クラブ開設して

います。このことについて先ほども指定管理等々する場合のいわゆる当事者の意見の

反映をどうするかという話もありましたが、実は、井川町が児童館ということで直営

でしておりました。合併後に児童館を廃止させていただきました。児童館というのは

１８歳未満の誰でも利用できて無料でございます。そういうような運営をしておった

のを、皆さんにご協力いただいて児童館を廃止させていただいて児童クラブという運

営方式にして、個人負担金も頂き、但し、今現在は負担金も他の地域の児童クラブよ
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りもずっと安く抑えておりながら今現在直営でございます。今度これを民営化しよう

という形で、何回となく保護者の皆さんと協議させていただいて、２１年度から公設

民営という事で、指定管理ではなくて、いわゆる保護者の皆さん、学校関係者、行政

も入って運営組織を立ち上げて一緒に運営しようという形で、そこへ業務委託さして

いただく、こういう方向でさせてもらっておりまして、その協議を何度となく重ねて

おりますが、なかなか保護者の皆さんも無料から負担がいるようになって、なお且つ

直営が民間化と。非常に不安を抱えておるというような状況で、現在、共に運営委員

会を保護者の皆さんも一緒に取り組んで下さいという形で進めさせて頂いております。

そういう形で、今後も児童クラブというのを立ち上げていきたいなと。これが、補助

金的には１０名以上、小学生の低学年の３年生から１年生まで１０名以上で補助金を

使うという基準がございますが、実は、これは放課後子どもプランといいまして、教

育委員会関係は教育子どもプランという事業がありまして、今の放課後児童クラブは

厚生労働省の管轄という形で、上では一緒なひとつの補助金として今後やっていきま

しょうねということで、小さな学校については放課後子どもプランという形で３カ所、

西祖谷の西岡小学校なんかもしておりますが、放課後、ボランティアも含めてそうい

う組織もありますので、教育委員会部局、それから厚生部局、連携して進めていきた

いなと思っておりまして、一宇の方には早く放課後作りなさいよと、こちらの方から

持ちかけておりますが、なかなか今のところはちょっと難しいかなという話も聞いて

おりまが、進めていきたいなと思っております。 

事 務 局：ひとつですね、納税の機会という形で、今は直接納付と口座振替のふたつしか

ありませんけども、実は２０年度検討をしておりますのがコンビニ収納ですね、それ

とクレジットカードの収納。これを市民の方の希望がありますので、そういう形での

納税が出来るようなシステム作りを研究していきたいなという形で、検討部会を立ち

上げまして、できましたら２１年度早々にでもそういう形での納税をお願いをすると。

といいますのは、結局、最近は香川の方に働きに行かれて納税する時間がないという

形で、コンビニだったら２４時間開いているんでやりやすいというご意見もありまし

たので、そういう形で出来るだけ、手数料もいりますけれどその辺も協議しながら機

会を増やしていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。 

伊丹会長：ありがとうございました。他に。時間が迫ってきておりますが、山本委員さん

何か。 

山本委員：いろいろあるんですけれども、一旦ものを考えてから言わなんだら、いろいろ

と波風が立つという事もよくありますので、そうしてちょっと大人になろうかなと努

力しているところなんですけども。今日の話のいろいろな中で、委員さんの中で交わ

されたことで１点あるのは、私は公募でここにいらせて頂いております。公募で委員

になった限りは責任を持って市民の一声を出来るだけ広くここに伝えようと努力して

まいりました。それが伝わるかどうかというは私の問題でもあるし、全体のことにな
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るので一言では言えませんが、尐なくとも私は、この会にオブザーバーで公募した覚

えはありません。また、行政のイエスマンになろうと思ってここに来たわけでもござ

いません。そうしたことをお汲取り頂いた上で行政の方でも私の公募を選んでいただ

いたと思っております。私は公募してここに座らせていただいている限り、その責任

と誇りを持ってこの委員会に臨んでおりますので、そういった状況をお汲取り頂けた

らいいなと思っております。それから、いろいろなお話がありましたが、私、一番初

めの時に、ここに来させて頂いた時、行政改革の名においての弱者切り捨ては止めて

ほしいという事をまず最初にお願いしたように思います。合理化と切り捨てとは、言

い方はよく似ているかもしれないけど、全然内容は違うんだという事を今一度お願い

したいと思います。なぜ今になって私がこのようなことを申すかといいますと、ご努

力頂いている行政改革、合理化進んではきておりますけども、これを市民が合理化と

きちんと受け取らずに切り捨てと受け止めているものが非常に多いと思っております。

そういう声を実際によく聞いております。部長級・課長級でそんなことは無いだろう

というお答も今日何回もありましたけども、実際に市民がそういうふうに思っている

という事は、何らかの市民間での知識の不足もあるであろうし、行政側からのアプロ

ーチも尐なかったこともあるであろうし、両方の責任でると思いますので、その辺を

もう一度これから進めていくにあたってみていただきたい。今回の合併は痛みをもっ

て合理化していかないかんという事は、初めから私は分かっておりましたけども、覚

悟を決めて手術台に上るのと、何も考えて無くて、言ったら闇打ちや流れ弾に当たっ

て痛みを感じるのでは大違いだというような事だと思います。今、市民の中で覚悟し

てこの痛みを耐えて三好市を良い市にしていこうふうに思っている市民もなかなか尐

ないとも思いますので、その辺を行政の方では今一度お汲取り頂いて、精神的な面の

ケアも考えて頂ければいいかなというふうに思いました。以上です。 

市  長：ありがとうございました。いろいろとご議論いただく中で、今、山本委員さん

がお話になったような事は、新しい市民にとって大きな不安とですね、将来に対する

不安といいましょうか、現在に対する不満といいましょうか、そういうものが交錯し

ているんじゃないかなというふうなことを沢山感ずるところでございます。この行財

政改革を進める中で、一番最初にそういうことが議論をして頂いたと私共も思ってい

る訳でありますが、合併当初にサービスは低下をさせないというようなことを大きな

目標に掲げて合併も致しましたし、もちろん私共の行革につきましてもサービスの低

下というものの本質をよく見極めてですね、そして市民の皆さんがより理解をしてい

ただく、そしてお互いが協力できるというような形を作っていきたいというようなこ

とで、行財政を改革していきたいというような事で大綱を作り、集中改革プランを策

定をさせて頂いたところでございます。で、アウトソーシングとか委託の問題もそう

なんですが、指定管理の問題もそのとおりでありますけれども、指定管理は法律が改

正をされて、法律にのっとった制度でありますけども、従来、地方自治体が地方自治
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体に準ずる団体のみに委託が出来るという、そういう制限つきの事務執行をやってい

た訳でありますけども、本来、民間でできることは民間でやってもらったら良いんじ

ゃないかと。国がすべてやるんじゃない。地方がすべてやるんじゃない。自治体じゃ

なくても民間でできることは民間でやろうじゃないかというようなことで、大きな意

味ではアウトソーシングという手法の中で、指定管理という一つの手法を導入した訳

でございまして、この指定管理を選ぶかどうかという事も慎重に議会でも議論をし、

またそのシステムを作り、相手もよく選んで、そして承認をしていくという。念には

念を入れたやり方をしている訳でありまして、決してサービスを切り捨てるとか、弱

者を切り捨てようという考え方では一切ない。逆にですね、行政を進める我々の要諦

というのは、いかにして弱者の方を救済するかという、いかにして弱者の皆さんに手

を差し伸べるかということがいつも検討課題でありまして、これが出来なければなか

なか実行に移せないというのが現実の問題であります。しかし、すべてが、例えば負

担をゼロにする、受益だけを差し上げるというのは限度がある訳でありまして、そこ

にある程度の制約とか制限とか、より合理的とか多くの皆さんの共感を得るとかいう

ようなことがなければ、決して制限とか基準を設けることができない訳でありまして、

そういうことに最大限の苦心をしておるところでございます。山本委員さんが今お話

になった中で、よく合併をして池田だけが栄えるじゃないかとか、本庁だけが栄えて

支所が全部空っぽになって、住民サービスがゼロになってくるんじゃないかっていう

ようなお話に。全てが三段跳びのような形式でよく市民の方が議論をされる訳であり

ます。例えばの話ですが、井川町井内に支所がございます。合併６カ町村の中で、支

所があったところが井内だけが残っている訳ですが、ご承知のように井内と辻の間に

は県道に２５０ｍ程のトンネルをして、今の総合支所と支所の間はわずか７分くらい

なんですよね、車で走ったら。しかし、従来から支所があることによって、地域の人

たちはそこで慣れ親しんでいる訳ですから、ちょっと下駄履きで行けばいいと。便利

だから置いてくれという、そういうお気持ちはある訳ですけれども、６カ町村の全体

を見渡した時にやはりここはご辛抱頂いて、将来は廃止をしていこうと。一挙には廃

止にする訳にはいきませんので、まずご理解を頂こうと。その次に廃止をしていこう

というような手法を取らせていただいておる訳であります。総合支所も何回かご説明

申し上げたかと思いますが、総合支所で職員をすべて配置して今迄のように行政をす

るということになりますと、合併という意味が非常に薄れてきます。例えば、合併の

大きな目的は、同じようなものをより効率的に効果的な行政、それがひいてはお一人

お一人の市民の皆さんの負担に繋がってくると。そういうようなことを総合的に勘案

して合併というのは進めていきます。行財政改革も進めてくるというような事であり

ますので、市民の皆さんのサービスだけは低下をして、負担が大きくなるというよう

なことになりますと、それは勿論ストップをかけて他の方法を考えていかなければな

らないというような事になろうかと思う訳であります。そういう意味で、山本委員さ
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んのご指摘になったこともあろうかと思いますが、十分ご理解を頂くような努力を

我々がまだまだ出来て無いかなという反省は致しておりますので、具体的な例があれ

ば、またいろいろとご指摘を頂いて、共に市民のサービスを向上させていくような方

法をとっていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いをいたします。 

伊丹会長：ありがとうございました。他にございましょうか。 

東 委 員：もしかして私、山本委員さんにすごく失礼な印象を与えたんだとしたらお詫び

申し上げたいと思います。市民として私自身がレベルが低いということで、委員とし

ても私自身が本当にこれだけの仕事を引き受けさせて頂いて、十分その職責が果たせ

たのかって。自分が十分な仕事もできなかったし、その役もできなった、能力もなか

ったなってことで申し訳なかったっていうことを申し上げたかったので、決して他の

委員さんの質がどうとかいうことではなくて、山本委員さんのように誇りを持ってこ

の仕事に公募されたっていうのは、それはすごく尊敬させていただきたいと思います。

もし、そんなふうに誤解を受けたのでしたらお詫び申し上げたいと思います。失礼い

たしました。 

伊丹会長：他にございましょうか。今、市長さんの方から行革の本質的なことについてご

指導頂いた訳ですが。それでは最後に私の方から一つだけですね、自为防災組織が４

１％ということが、数字が出ておるんですが、これは近々の課題として是非ひとつ全

域に自为防災組織、自助・公助それぞれありますけれども、やはり自为的な防災組織

を確立するという事は非常に大事なことだと思いますので、行政が大いに为導してで

すね、組織設立のためにご努力を頂くようお願いを申しあげておきたいと存じます。

他にございませんでしょうか。市の方からも特にはございませんでしょうか。 

渡邉総務部長：只今の自为防災組織の育成の件なんですけども、この表の上では４１％に

なっておりますが、実際は５０％超えております。５１．何%まで上がってきています。

実は、西祖谷は昨年まで０だったんですけども、今年一挙に７９％まで出来ました。

それと、三野町でも社会福祉協議会の方が地区住協の中で一生懸命取り組んで頂いて

いるところです。また、山城町におきましても、全ての自治会長さんに自为防災組織

の立ち上げの話をしておりまして、持って帰って前向きに検討していきたいというお

答を頂いておりますので、多分２０年度においては８０％に近い目標を達成できるの

ではないかという期待もしているところです。基本的には自为防災組織は１自治会単

位の自为防災組織もございます。あるいは数集落を一つの規模とした自为防災組織も

ございますし、公民館単位で大きな自为防災組織もあります。また、中西の方では三

縄小学校区を一つの防災組織の規模にしたいというような大きな組織もありますし、

旧池田でいいましたら、この旧池田町内二つか三つくらいしか防災組織がないんです

よね。こうした大規模な防災組織もありますけども、基本的な考え方としては社協で

取り組んで頂いております地区住協クラスの防災組織を将来の方針と定めて努力して

いきたいというふうには考えております。また、この件につきましては、今朝の防災
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会議の中でも社協の方からお話ありまして、共に連携してやっていこうという意志の

申し合わせもしておりますので、是非そういった形で進めていきたいと考えておりま

すので、皆さん方も是非ご理解とご協力を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：それでは、もうご発言も無いようでございますので、私共の任期がまだ１年あ

るようですのでございますので、次の第６回目の委員会の開催につきまして、５月ぐ

らいに開催をしたいという事務局の話でございますが、その日時とか場所等について

は市当局の方にご一任をさせて頂いてよろしゅうございましょうか。 

高平委員：５月下旬の方でお願いしたいのですが。 

伊丹会長：６月に入りますと議会が入りますので、どうしても５月中と思いますので、ご

意向を受けまして５月下旬ごろに。日時の設定等については事務局の方にお願いをし

ておいてよろしいでしょうか。それではそういうことでご了解をお願い致しておきま

す。それでは予定を致しておりました４時がまいりましたので、ここらで閉めたいと

思います。本日は本当にお忙しい中をお繰り合わせ頂きまして、ご出席を頂き貴重な

ご意見・ご提言を頂戴出来ましたことを大変ありがたく思っております。先ほど市長

さんの方から行財政改革のあるべき姿といいましょうか、その様なものについてお話

を頂きましたが、やはり私共の使命は三好市の将来を形作る基本的なものの、行財政

改革推進のためのお手伝いといいましょうか、そういうための市民の声を届ける場だ

と思っておりますので、どうぞひとつそれぞれの資料に基づきまして、多くの市民の

皆さん方のお声もお聞きとり頂きながら、また次の会に臨んで頂けたら大変ありがた

いと思う訳でございます。本当に大変なご多忙の時期であろうと思いますが、ご健康

にご留意頂きまして次回是非ご出席を賜れますようお願いを申しあげておきたいと存

じます。また、市長さんをはじめ市の幹部の皆さん方には大変ご多用の中、長時間に

渡りましてご指導・ご助言を賜りましたことを厚くお礼を申し上げておきたいと存じ

ます。今後ともやはり市当局の方で精力的にこの問題に取り組んで頂くことが、市民

の幸せ、市の発展に繋がるのではないかと思っておりますので、どうぞ今後とも一つ

ご協力を賜れますようにお願いを申しあげておきたいと思います。それでは本日の会

議をこれにて解散をさせて頂きたいらと思います。ありがとうございました。 
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