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 第６回行財政改革推進委員会 会議録 

日 時 平成２０年６月３日(火) 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、上野 誠、川西 昭一、高平 和代、谷 敏司、矢野 博正 

（５０音訓、敬称略） 

    市 

武川副市長、合田総務部長、蔦企画財政部長、高畑環境福祉部長、 

中内福祉事務所長、渡邉産業観光課長、西岡建設部長、栗下議会事務局長、 

新居教育次長、森行財政改革推進室長、藤井、西本 

欠席者 東 深幸、下大寺 歌子、森本 諭、山本 佳代子 

 （敬称略） 

事 務 局：それでは始めていきたいと思います。平年より７日早い梅雤入りという事で、

雤の季節となりました。本日は何かとお忙しい折、本委員会にご出席頂きありがとう

ございます。今日は下大寺委員さん、山本委員さん、東委員さん、森本委員さんが欠

席されております。まず、４月の組織再編により行財政改革推進室は、総務部総務課

の課内室になり、名称も行革推進室という名称に変わりましたのでよろしくお願いし

たいと思います。名称が変わりましても行革担当という事でございますのでよろしく

お願いします。前回は、平成１９年度の集中改革プランの実績見込につきましてご報

告・ご説明させて頂きましたが、今回は、前回ご通知申し上げましたように、平成２

０年度のスケジュールと推進体制についてご報告・ご説明申し上げ、ご意見を賜りた

いと思います。それではただいまから第６回三好市行財政改革推進委員会を開催いた

します。最初に伊丹会長からご挨拶を申し上げます。 

伊丹会長：皆さんこんにちは。今お話ございましたように梅雤に入りまして、大変不順な

天候が続きますけれども、何かと大変ご多用の中お繰り合わせを頂きまして、ご出席

を頂きましたことを厚くお礼申し上げたいと存じます。今お話ございましたように、

一昨年の１２月に第一次行革の答申をさせて頂きまして、集中改革プランに基づきま

して、市ご当局の方では鋭意それに沿いましての行財政改革にお取組みを頂きまして、

先般新聞に出ておりましたような２億数千万の成果を出したというような情報も流れ

ておりますけれども、本日は副市長さんがお越しになっておられますけれども、市ご

当局の方で鋭意この問題について前向きにお取組みを頂きまして、実績を積み上げて

頂いておりますことにつきまして、心から敬意を表する訳でございます。今後ともこ

の行財政改革が順調に、円滑に進捗致しまして、三好市の将来にビジョンが持てるよ

うな行財政改革が確立できれば大変幸せでなかろうかと、かように思っているところ

でございます。今日はご案内のように、平成２０年度に入りましての最初の会議でご

ざいまして、ご案内頂きましたように、本日の会議は平成２０年度のスケジュール及
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び推進体制等について、市ご当局の方で素案を作って頂いておりますので、それのご

説明を頂きながら、委員の皆様方のご意見・ご提言を頂戴出来たらと、かように思っ

ておるところでございます。どうぞひとつ、本日も大変委員の数が尐ないようでござ

いますけれども、格調の高いご提言を頂戴出来ますように、心からご協力お願い申し

あげまして、開会の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。

なお、本日の会議でございますけれども、副市長さんを始め幹部の皆様方、４時から

予定もございますので、４時には終了いたしたいと思っております。本日は２０年度

のスケジュール、推進体制等のご説明に基づきましての皆様方のご意見・ご提言でご

ざいますので、時間がそうかからないかも分かりませんけれども、一応４時をめどに

本日の会議を切り上げたいと思っておりますので、ご了承頂けたらと思っております。

それでは本日の会議、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

事 務 局：ありがとうございました。今日は、今年度の最初の会ということでございます

ので、副市長がまいっておりますので、副市長よりご挨拶を申し上げます。 

武川副市長：皆さんこんにちは。今日は第６回の三好市行財政改革推進員会ということで

お集まり頂きまして、大変ありがとうございます。もう新聞等、あるいはこの委員会

でも皆さんご存じと思いますが、平成１９年度の進捗状況につきましての大まかな結

果が出ております。今のところ目的を達して余りある効果が出ているという事でござ

いまして、一年目を経過して何とか頑張ってこれたなと。これもひとえに皆さん方の

ご努力のおかげだろうということで、まず冒頭お礼を申し上げたいと思います。今年

は、私たちが作りましたいわゆる財政シミュレーションと集中改革プランの乖離部分、

約一億尐しあったんですけども、この乖離部分を職員の給与をカットをして埋めてい

くという、最終手段といいますか、そういう手段も取らせていただきながら、職員の

給与もカットするという協力も頂きました。それで、平成２０年、これから集中改革

プランの実施に向けて頑張ってまいりたいと思いますので、どうかまた一年間、是非

皆様方の叱咤激励といいますか、我々が尐しでもゆるまないように是非よろしくお願

いしたいと思います。尐し話は変わりますけども、先般、東京の内閣府にあるんです

けども、地方分権改革推進委員会というところを訪れる機会がございました。本当の

軽い気持ちで陳情あるいは要望に行った訳でございますけども、非常に激論になりま

した。いわゆる地方改革・分権のあり方について、地方と中央との考え方の違いって

いうのが本当に明らかになるような、３０分ぐらいの時間でしたけども、大きな議論

をしてまいりました。やっぱり中央からみると地方、地方からみると中央という考え

方の乖離が大きい部分がございまして、これをもって地方分権を進めていこうという

ことでございまして、今も中間報告が出されておりますけども、例えば一級河川の二

県にまたがらない河川の管理については、各県に権限をおろすというような内容が出

されております。これ一つとりましても弱小県にとりましては、じゃあ財政の裏付け

があるのかどうかという、そういうことも大きな懸念事項になっておりまして、そう
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いったことで具体的な議論になっているところでございます。そういった中で地方自

治といった言葉が叫ばれまして、あるいは地方の時代という言葉が言われだしまして

非常に長い時間がたつわけですけども、ようやく昨年あたりから、政府の中から地方

自治体という言葉じゃなくて、地方政府、いわゆるローカルガバメントという言葉が

ようやく出されるようになってきたと思います。いよいよ本物に尐し近づいていった

んかなということで、私は尐し安心をしたんですけども、いわゆる地方分権が進んで

いく中で、自分たちのことは自分たちで完結をしていくという、そういう地方政府の

在り方が求められているんだなということを、つくづく痛感をしている最近でござい

ます。そう意味で県内で見てみますと、今、県からどんどん権限移譲で仕事がおりて

きておりますけども、三好市をとってみますと、県内ではやっぱりそういう意味では

トップクラスといいますか、優等生で、今、沢山権限移譲を受けているところでござ

います。そうしますと、自分たちのことは自分たちで完結をしていこうという事がや

や前進をしていくという訳でございまして、ただ、そのためには職員の資質の問題、

あるいは技能の問題がおおきく問われてきておりますので、これから行財政改革とい

う、片一方で見るとマイナスをずっと行っているような部分がございますけども、是

非それを地方政府を確立していくというプラスの部分に転じていきたいというふうに

考えております。ちょっと取り留めもない話になってしまいましたけども、そう意味

で、決して行財政改革はあらゆるものを小さく小さくしていってマイナスにしていく

っていう事ではなくて、将来大きなプラスになるような、そういった中身をもってい

きたいなっていうふうに考えております。そうは言いましても集中改革プランに従い

まして、今後それを忠実に推し進めていきたいという覚悟でございますので、是非、

今年１年間、またよろしくお願い致します。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。それでは議事に入ります前に本日出席しております

市側の出席者を紹介いたします。副市長、合田総務部長、蔦企画財政部長、栗下議会

事務局長、中内福祉事務所長、新居教育次長、渡邉産業観光部長、西岡建設部長、高

畑環境福祉部長と、先ほど言いましたように、この度、総務部総務課付となりました

ので今回から総務課長が出席するようになりました。よろしくお願い致します。それ

では議事に入りたいと思います。会議の議長は、三好市行財政改革推進委員会要綱第

６条第１項の規定によりまして会長にお願いすることになっておりますので、よろし

くお願いします。 

伊丹会長：それでは議事を始めたいと思いますが、会議を始める前に、まだおみえになっ

ておりませんけれども、徳島新聞とケーブルテレビの方で取材に参りましたらそれを

許可してよろしいかどうかを先にお伺いしておきたいと思うんですが、許可してよろ

しいですか。 

委  員：（異議なし） 

伊丹会長：それではそういうことでおみえになりましたら許可致したいと存じます。あり
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がとうございました。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

る関係上マイクをお回し致しますので、マイクを通してのご発言でよろしくお願い致

します。なお、本日の会議でございますけれども、三好市行財政改革推進委員会要綱

第条６第２項により過半数でございますので、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。それでは次に本日の会議の議事録の署名委員さんを

私の方でご指名させていただいてよろしゅうございましょうか。 

委  員：（異議なし） 

伊丹会長：それではご了解いただいたものとして、本日の議事録署名者に上野委員さんと

川西委員さんによろしくお願い申し上げたいと存じます。お二方どうぞよろしくお願

い致します。それでは議事に入りたいと存じます。最初に平成２０年度のスケジュー

ル及び推進体制等についてを議題として、事務局からご説明を申し上げます。よろし

くお願い致します。 

（事務局説明） 

伊丹会長：ありがとうございました。それでは資料が事前に配布されておられましたけれ

ども、本日訂正分が再配布されております。ご覧になりながら委員の皆さん方からご

質問・ご意見等がありましたら、項目に捉われず全般的な、どこからでも結構でござ

いますので、マイクを通してご発言を頂けたらと思います。 

矢野委員：矢野です。私、前回ちょっと体調崩して欠席しておりまして、送ってもらった

資料見せてもらってたら２・３ちょっと気になってる点がありまして、欠席しておる

という事で会議録を見せてもらいまして、その中で委員の方でのいろんな議論ができ

とんであれば黙っておこうと思ったんですけど、会議録の中でも出てきていなかった

点が何点かあるわけです。とういうことで会長、前回の資料に戻って何点かお尋ねし

たいんですがお許し願えますかどうか。 

事 務 局：会議録持って来て無いんで、矢野委員さん実はですね、各部長もその分持って

来て無いんです。で、後ほど今年のスケジュールのところでお願いしようと思ったん

ですけども、次回に１９年度の決算が出ますので、そこで実績報告をさせて頂こうと

かなと。その中でそのご議論またお願いできたらと思っておりますけどもどうでしょ

うか。 

矢野委員：今日は、配ってもらってる説明の中で、９月にそういう１９年度の確定実績、

財政計画あるようですんでこれでもいいんですけど、そこへ持って行く前にちょっと

一言お願いしたい点もあるんですよ。９月にこれを出してもらうにあたって、前回の、

当然議論されてるだろうなと思う内容につきましてね、お聞きしたいんですけど、よ

ろしいでしょうか。 

伊丹会長：資料は持って来てませんけども。どうぞ。 

矢野委員：ありがとうございます。ちょっと順を追って具体的に申し上げます。資料がな

いという前提なんで。前回、組織の変更という説明がありました中で、この行財政改
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革推進室が市長直属から総務部総務課の中のひとつの部署に変更になっていると。こ

れは何かひとつの大きな方針変更。どういう利用でこういう形になったのかなという

ことでお聞きしたかった訳です。 

事 務 局：大きな理由と致しましてはですね、集中改革プランあるいは行革大綱をつくる

までは市長直属の部署でいろいろな計画をしろという形でございまして、本来であれ

ば１９年度早々に出来ましたので今年の組織と同じような形で、どこかの部に属して

ですね、それで進行管理をしていくというのが良かったんですけど、途中でなったん

で変な形になりましたけども、単独でやるのもいいんですけど、総務部あるいは企画

財政部、どちらかの部に属しましてですね、それで全体的に一緒に進行管理をしてい

った方がやり易いという形で、今年度から総務部に入ったということでございます。 

矢野委員：今の件につきましては結構です。もうひとつ具体的な件で、議事録見せてもら

いましたら、事務局の方からこの行財政改革推進計画・集中改革プランの進捗状況で

説明という事だけで、具体的な説明内容が会議録に出て無かったんですが、どういう

説明されたのかなと。と言いますのは、給与関係・人件費関係以外は、この計画書ほ

とんどが１９年度については方針策定とか検討かですね。いわゆる抽象的な言葉で結

果報告があって、これが計画どおりですよと。計画通りの内容が全然明示されてない

のがほとんどの項目ね。給与の適正化とか役職者の給与の見直しとか、そういう人件

費関係は細かく数値をあげてやられてる。ほとんど抽象的な言葉で数値上がってない

んですが、これはどういう説明を前回の委員会の中で各委員さんにされておりますか。 

事 務 局：今日はお渡しした資料しか持って来てないんですけども、それぞれの方針です

ね、それから計画を策定という形でございますので、その辺については出来次第皆さ

んにお配りするという形で、今日は持ってこれてないんですけども、それぞれの計画

や方針につきましては、そういうものが出来ましたので計画どおりと。中身について

はちょっと異論があるかもしれませんけども、そういう説明をさせて頂きました。そ

れから具体的な数値につきましては、すぐにわかるものにつきましては、決算前でも

大体の予想がつきますので、それの数値をあげさせて頂いたと。で、ここに入ってい

ない数値につきましては、決算が出ました段階で実績報告をさせて頂くという説明を

させて頂いております。それから、それぞれ目標とした回数とか数量ですね、それが

計画の１００％の場合は計画どおり、極端な例ですけども、それが２～３％以下なら

計画以下という形で、目標の回数あるいは数量を基準に致しまして計画どおり、計画

以下、計画以上というような表記にさせて頂いております。前回でご議論を頂いたの

が、収納率が非常にバラつきがあるので、その辺をどうにかしてほしいという話がご

ざいました。それから、目標は当然１００％までいかないといけませんけども、まだ

例年どおりとか例年より下がっている市民税とかありますので、それはどういう事だ

というご質問を頂きましたけども、それにつましても税源移譲によります市民税の増

税という形で、額にしたら同じなんですけども、率にしたら下がるというようなご説
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明をさせて頂いております。ですので、数字が固まっているあるいは固まり易い数字

につきましては、具体的な数字をあげて説明をさせて頂きまして、あがってない分に

ついては次回の実績、決算が出次第きちっとした数字でご報告させていただくという

ようなご説明をさせて頂いております。 

矢野委員：ちょっと資料なしでやっております。申し訳ございません。何の話をしとんの

かなと分からん部分あろうかと思いますので、具体的に再度お聞きしたいんですけど、

この２３番目にあります本庁方式への移行という取組内容について、これは平成１９

年度は移行計画の策定と。これは計画どおり策定致しましたと。これは計画どおりで

すと。これはこの文書に書いておるわけですが、単なるこれを読み上げただけの説明

になっているのか、それとも移行計画、こういうような計画を作りましたというのを

具体的に説明されているのか。その具体的なものは次回に繰越しているだけなのかと

いう事で、これはひとつの例ですが。ほとんどが計画策定、計画どおりできましたと。

非常に抽象的で、せっかく中間報告に時間とって頂いておるのに内容がひとつもわか

らない訳です。 

渡邉産業観光部長：今、矢野委員さんからご質問いただきました組織再編、機構改革の計

画ですけども、これは計画どおりという報告になっております。私が報告させていた

だいたんですけども、１９年度には組織・機構改革の中で、例えば教育委員会部局だ

ったら１９年度から完全本庁集約を図ります。これは本庁集約を図りました。そうし

た中で文化財課というのを新たに設置したんですけども、そうした形で完全本庁集約

を図っております。それと建設部の中の地籍調査課。これも本年度から完全本庁集約

という形で、事務所は山城総合支所の中に配置しております。それ以外にも総合支所

の産業観光課と建設課を統合して産業建設課という形で統合もしてきました。そうし

て、余剰人員という訳ではないんですけども、本庁の産業観光部の中、昨年までだっ

たら商工観光課だったんですけども、そこを商工政策課と観光課に分離していきまし

た。もちろん商工政策課につきましては、中心市街地の活性化であったり、あるいは

企業誘致であったり、そうしたことに積極的に取り組んでいくといった姿勢と申しま

すか、また、観光課につきましては合併当初、以前から合併協定書の中にありますよ

うに、三好市の将来のリーディング産業として観光をとらえていくという形で充実を

図っていくんだというようなことを説明をし、そのとおり実行しております。それ以

外に全般的な三好市の組織再編につきましては、２３年度までには総合支所の市民課

を残すぐらいで、他の部署につきましては基本的には本庁集約を進めたいという計画

の基に、今現在、２０年度までには計画以上に実績をあげておりますよというような

報告をさせて頂きました。ですから計画どおりというような報告になっています。よ

ろしいでしょうか。 

伊丹会長：ありがとうございました。 

矢野委員：本庁方式への移行という事で、今のような説明を前回の委員会でやって頂いて
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るってことですね。次回に実績の確定、財政計画含めて報告あるということなんで置

きますが、これ見させてもらっておりましてね、人件費がらみ以外、それから収納率

を上げるとか、数値があがってる項目と、他ほとんど数値があがってない。努力目標、

どこを目標にいっているのかなあと。やはり数値で出してこないとわからないんです

よね。ただこういう事をやりました。それは結果として財政改革、行政改革にどれだ

け貢献してるのかというのが検討しようがない。判断しようがない訳です。というこ

とで次回に実績確定、財政計画出してもらえる訳ですが、各項目において数値、金額

で出してもらえるのかどうか。是非これは金額で表示できる部分は追及して金額にし

てもらいたいなという。これは要望ですが。これ一点と、前回一番最後に財政効果と

いうことで、総額で２億２千万減額できておりますと。最初、副市長ご挨拶の中でも

１９年度目的を達成して余りある結果であるというように言われておりましたけど、

これはっきり申しあげましていわゆる人件費だけなんですよ。人件費の減額が、退職

者含めて１億８千６百万。それの差額、３千４百万が人件費以外の減額なんです。非

常に人件費、いわゆる給料、役職手当、いろんなもの頑張ってダウンして頂いており

ますが、それ以外のが非常に遅い。やってないとは言いません。９月期待してまたし

てもらいますが、抽象的言葉だけであって、本当に遅いというか効果が出てない。ま

だ金額として出てないというように考える訳ですが、その辺含めて次回、９月に確実

に金額として出していただけるか。当然金額で出てくれば財政計画の中に、当初のシ

ミュレーション、それと比較しながらこれだけ頑張って落としていきますよという

個々の計画が出てくれば、財政計画の中に入れたという相対的な比較表が出ると思う

んですが、そういうことを考えて次回、財政計画・実績確定出していただけるのかど

うか。次回の出し方についてお伺いします。 

伊丹会長：今、矢野委員さんの方から、より詳細な資料として次回報告できるかどうか、

また、昨年についても実績として２億いくら出ておるけれども、人件費以外の改革の

中身というのが十分わかりかねる、理解しかねるというようなご発言でありましたの

で、次回そういうものが出せるかどうかという事ですね。 

事 務 局：前回お配りしました進捗状況の中で、金額の目標を掲げておりますものはそれ

ぞれ金額で、概数ですけども実績としてあげさせて頂いておりますので、それを決算

で具体的な数字に替えてご説明したいと。それからそれぞれの方針・計画書等の策定

になっておりますものは、それぞれの冊子になったものを皆さんにお配りして、こう

いう計画書ができましたという話で配布していきたいと思っております。具体的な数

字として、今、矢野委員さん言われましたように、表せるものは可能な限り数字でど

れだけ経費が節減できた、あるいは収入増になったという形のものをわかりやすい形

でご提示していきたいなと思っております。我々の感覚と委員さんの感覚が違います

ので、これが我々がベストと思ってもご異論、ご意見があろうかと思いますけども、

できる限りわかり易い数字を出していきたいなと思っております。よろしくお願いし
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ます。 

矢野委員：これで置きますが、今の話ですと数字で出せないものもあるような感じで、出

来るだけ、明確な確定数字じゃなくても結構です。目標数値としてこの４年間、２１

年度までにこうしたいんだと。そのうち１９年度はこうなりましたと。ひとつの見込

み数値でも結構ですので是非出してもらいたいと。というのは、もう一度繰り返しま

すが、財政計画、当初シミュレーション出してもらってます。これは１０年１５年、

非常に長いスパンででてますんで、先々のは置いておくとして、平成２１年度、集中

改革プランの結果を出す２１年度、この時で１８年度と比べて２０億を減らさないと。

２７０億を２５０億。２０億減らさないと後持ちませんよと。それでもまだ赤字にな

るというシミュレーションが出てます。今ここで金額として提示されているのは人件

費関係中心で７億いくらです。これは前回の資料ですので平成２１年度までに７億６

千万、その内７億２千万が人件費関係なんですけど、７億６千万はこういう形で頑張

って落としていきますというのを出しておりますけど、財政計画シミュレーションと

比較していくのであれば、２０億落とさないかん。これをどうするのかという大きな

問題残したままなんですよ。ということで、財政計画と、その中に数字を組み込んだ、

当初のシミュレーションとのいわゆる差額ですか、どういうふうに推移して行くのか

というのを、なんとか数値に出してもらいたい。言葉で言うて頑張ります、これしま

す。非常に綺麗ですが、はっきり言って評価のしようも無い、比較のしようも無いん

ですよ。ということで数値にこだわりますが、次回是非お願いしたいと。以上です。 

伊丹会長：よろしいですか、今の。 

事 務 局：はい。出来る限り数字で出せるものは数字でご報告申し上げたいと思っており

ます。 

谷 委 員：私も矢野委員さんと同じで、前回どうしてもスケジュールが都合付かなくて休

んでまして、全く同じ事なんですけども、送って頂いた、問題になっている前回の集

中改革プランの進捗状況を見せて頂きました。申し訳ないのは矢野委員さんみたいに

議事録は取り寄せてませんので、今の話で、ちょっと筋がおかしくないって思ったの

は、一番最初に書いてます、この進捗状況は２月現在のもので出納閉鎖後、５月３１

日に実績値を修正し公表しますとなっていますので、私はこれの正式番が今回、この

会議で頂けるのかなっていうのが一番思ってました。で、我々に付託されたたことは、

今はチェックをせいという話ですから、まずこの計画どおりっていうのは、もちろん

計画を策定するというという計画で、計画ができたわけですから計画どおりなんです

けど、その計画がほんならどうなんやというのは、やっぱり我々は見せてもらって、

それに対しておかしくないですかっていうようなことは言わんといかんと思ってます

んで、それを基にこれを見てると今回は無理なんだなっていうふうに思いまして、今

の矢野さんの話と同じなんですけど、９月にこれが出てくるって言うんではおかしい

んじゃないんかなと。今日は無理にしても、この行革委員会のスケジュールとして、
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例えば今月末とか来月頭にもう一度正式版を出して皆さんに見てもらいますよってい

うのが必要なんじゃないんかなと思いますけれども。どうでしょうか。 

事 務 局：９月というのは昨年度の流れと致しまして、こちらが次の議題としてあげてる

だけでございまして、それぞれいつ会議するというのは皆さん方で決めて頂けたらと。

それと、この５月３１日後にという形で、これは行政の出納閉鎖ですね、これが５月

３１日になっております。６月１日にすぐ出るかと言えば、集計した数字っていうの

は多尐、１カ月ぐらいかかりますので、きちっとしたものが出ました時に集中プラン

の実績という形で数字を固めたものを皆さんに見て頂く、検討して頂くというふうに

思っております。その時期については出来次第するか、それか我々が思っている９月

ぐらいの段階で、財政計画と一緒に検討して審議して頂くかっていうのは、皆さん方

のご都合に合わせますという話でございます。 

伊丹会長：私も谷委員さんと同じような思いだったんですよ。ただ市の出納閉鎖が５月末

になっておるでしょ。そういうことで理解はしておったんですが、思いは同じような

思いでありました。 

谷 委 員：私の意味としては、予定に当然入っていて欲しかったなっていう意味なんで、

そこを頂けたら結構です。それともう１点、別なんですけれども、これを見させて頂

いていて１点気になったところなんですけれども、項目としては２６番の、すみませ

ん、資料皆さんないという事なんで読みますけど、業務改善提案制度の導入という事

で、これも今後進めるうえで、今、言わせて頂きたいんですけど、１９年度の提案実

績が２件ってなっとんです。これも、この項目がここに入る経緯としては、職員さん

の意識の改革っていうのが重要ですねっていう委員会の計画策定の中で話があって、

その中で誰か委員さんが業務改善提案制度っていうのを入れたらっていうような提案

を元にこの項目が入ったと記憶しておりまして、そこで私自身が言わしてもらったの

は、ノルマでも課さないとこれは有名無実になってしまいますよっていうのは、私は

強く感じてまして、そこは言わしてもろたんですけど、今回の計画の中にノルマって

いうのは出来てません。で、これを今後進めるうえで、このままいったんでは本当に

有名無実になってしまうと思います。前後しますけど、この２６の項目って、私は特

にこれをやったからっていうて財政的にドラスティックに、ガーンと減るとかいう問

題では無いですけれども、一人ひとりの職員さんの意識を改革していくっていう、皆

でやっていくっていう上では、非常に私は大事なことやと思ってまして、そういう意

味ではもう一度、この１９年度の２件って言うのは多分、試行みたいなところで進め

られてると思うんですけど、どういうふうに進められて、なんで２件なんやという所

を、今日じゃなくて結構ですので、次回に合わせてお聞かせ願えて、今後はこの２件

を、一般企業だったら多分１年間で千件とは言いませんけど数百件はなかったらおか

しい話だと思うんですよ。五百人の職員さんが提案する話ですから。その辺をもう一

回ご検討願えてお聞かせ願えたらと。計画をお聞かせ願えたらと。 
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伊丹会長：いかがですか。 

事 務 局：はい。この辺につきましてはですね、この要綱といいますか、どういうふうな

形で作っていくという形で、昨年９月にそういうものが出来ましたと職員に周知させ

てもらったんですけども、その中で職員も慣れてないと。我々の周知不足という面で

非常に意見が尐なかったという形で。これにつきまして、今、谷委員さん言われまし

たように、ノルマを課すのが良いかというのはまた別問題と致しまして、我々はこう

いうことも業務改善の提案意見ですよと例示でもあげてですね、小さいものでもあげ

てもらおうかなというような啓発に努めてまいりたいと思っておりますので、よろし

くお願いします。 

伊丹会長：よろしいでしょうか。他に。平成２０年度のスケジュール及び推進体制、それ

からもうひとつはそれが終わりましてから本委員会の今後のスケジュール等について。

今、谷委員さんからのご発言もございましたように、推進委員会のスケジュールにつ

いては後ほど、決算ができました時にですね、いつ開くかということですね、決めた

いと思っておりますが、第１項目の２０年度のスケジュール及び推進体制等について

の更にご意見、ご提言を頂けたらと思いますが。 

上野委員：第三セクターの見直しというのについては、これは財政健全化検討部会で行わ

れるんでしょうか。 

事 務 局：１７の第三セクターの見直しでございますね。これは財政課の方でプロジェク

トチームを作りまして、それで検討しているという事で、それぞれ第三セクターから

決算なり改善計画等を提出して頂きまして、それで検討しているということでござい

ます。 

上野委員：部会の中には入ってない、検討部会の中では担当されてないと。 

事 務 局：はい。この件につきましては、検討部会というのではなくて財政課が単独で受

け持ちまして、財政課の中でプロジェクトチームを作って調査検討をしているという

ことでございます。 

上野委員：ひとつ具体的に第三セクターの件でお伺いをしたいんですが、ちょうど行財政

改革推進員会、第１次の時だったと思いますが、開催をされている時に、東祖谷のい

やしの湯のことが破綻寸前という事で、公的資金を導入するという事で、新聞などで

も話題になった訳なんですが、その後その委員会の中での説明において、先ほどプロ

ジェクトチームを作って民間の会計士とか経営コンサルタント、また市の幹部の方が

ですね、経営改善のために強力なテコ入れをするという話であった訳なんですが、そ

の後どのような経営の改善、また、具体的にその収入とか経費等について、どのよう

にいやしの湯においては改善がされたのか、分かっておればちょっとお聞きしたいな

と思うんですが。 

合田総務部長：上野委員さんからのご質問ですけれども、いやしの温泉郷につきましては、

昨年の状況でございますけれども、入込客数というのは非常に、モノレール効果があ
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ったり東祖谷が脚光を浴びたという事で、かなり観光客が入りまして、入込客は増え

ました。それで全体の売り上げ自体もかなり伸びておりまして、それが２千万程度の

伸びと。前年度に比べましてその程度の伸びは示した訳でございますけれども、内容

的にはまだまだ厳しい状況でございまして、売上が上がったにもかかわらずまだ赤字

は、昨年もかなりの赤字を出しておるという状況であります。中身は原油の高騰で、

お風呂がありますので、そこら辺のコストがアップしておるとか、元の組織そのもの

も大幅に変更しておりますけれども、その中身の中でダブりの雇用があったりしたと

いうような事もございまして、昨年１年間の状況として損益の関係でいいますと非常

に厳しい状況であります。 

上野委員：いやしの湯ひとつに限らず、八つある第三セクターが非常に、ほとんどのとこ

ろで厳しい状況にあるという事なんですが、行革推進大綱を出すにあたってのこの第

１次委員会の中でいろいろ第三セクターについても話し合われたかと思いますが、ひ

とつの最終的な方向としては統合・廃止等も念頭に置いてという事であったんですが、

やはり何千万、６・７千万だったんでしょうかね、いやしの湯は。具体的な数字は分

かりませんが、今後とも非常に市全体の厳しい財政状況の中で、第三セクターへこの

ようにどんどんと言いましょうか、公的な資金が投入されるようでは、民間の会社で

考えればとうてい考えられない事なんですが、施設の利用であるとか地元の雇用の安

定とかいうような考えによって、ずっと赤字でありながら継続されてるのが現状だと

思うんですが、この非常に大きな経費が係る訳ですので、この見直しについては十分

に検討して頂きたいといいましょうか、行革のスケジュールに乗せていって大胆に検

討して頂くようにお願いしたいなと思っております。 

合田総務部長：その分につきましては、先ほど室長からも話があったんですけど、プロジ

ェクトチームを編成してまして、その中でそれぞれの決算が出た時以外にも四半期ご

との取締役会には出席しながらですね、問題点を浮き彫りにしながらいろいろ対策を

練っておるところでございます。ただ、収支が繕うという形に今年なったのは秘境の

湯なんで。あと、それ以外の温泉施設で言いますと、サンリバー大歩危といやしの温

泉郷については、このままいくと過疎債を入れた資金がなくなる状況でございますん

で、早く収支を繕うような施策を入れていかないかんという事で、それぞれ改善計画

が出てますので、その改善計画に則ってチェックを入れながらやっていくというよう

な形を今のところ採っておりますんで、そういったプロジェクトチームを中心にした、

行政側と致しましてはプロジェクトチームを中心とした形で問題点を確認をしながら、

早い段階でのチェックを入れるというような体制を採っております。 

伊丹会長：ありがとうございました。他に。本日の議題でなくても結構でございますので、

ご発言を頂けたらと。 

矢野委員：今日頂いております資料は、２０年度の取組内容の中で各項目ごとに出ており

ます。今、上野さんおっしゃった第三セクターの見直しも含めてですが、最後の方５
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４・５５番の地場産業の育成、人口減尐。これは商工政策課中心で進めると。第三セ

クターは財政課でやっていくという方針になっておりますが、まず地場産業、地域振

興も含めた総合計画が計画をたてるから、それを具体的にやっていくという方針の説

明を受けてます。総合計画に出ております地域産業の育成、これは多分、抽象的な言

葉で出していると思いますが、すでに２０年度に入っております。６月です。何らか

の実施計画。地場産業の育成、人口減尐も含めた、第三セクターをどうにかしなきゃ

ならんというのは、観光立市を掲げる以上、これは全部リンクすると思いますが。と

いうことで総合計画を具体的にどういう形で実施していくのか。計画っていうのは概

略でも進んでおりますかどうか。 

渡邉産業観光部長：地場産業の育成、振興という形で、確かに矢野委員さんおっしゃられ

ましたように、総合計画は元来総花的でございまして、基本的な構想・計画・考え方

を示すのが総合計画でございまして、この後の実施に関しましては、３年間の実施計

画を策定しながら、ローリング計画の中で具体的なプランを策定していく予定で、今

現在作業が始まったばかりでございます。そうした中で、各部署でこれまでにも取り

組んでいる課題は沢山ございます。特に観光産業の育成で言いましたら、先般その基

本となる観光基本計画が策定されたばかりです。三好市の観光基本計画。これも各分

野で代表する方の専門家の方も委員にお招きしまして、４月に基本計画を策定したば

かりと。この後の作業としましては、県が多分中心になって最初取り組んだと思うん

ですけども、今、国の方で打ち出しております観光圏計画の策定。これは実施計画に

なりますけども、この計画策定に取り組んでいく予定で、今、協議している段階でご

ざいます。それと併せて、これも内閣府で制度化されたばかりで各委員さんご存じた

と思うんですけども、地方の元気再生事業がございます。この中で多分祖谷地方が中

心になると思うんですけども、平家落人伝説、物語作ったり漫画作ったりそういった

伝承、歴史伝承を復活させていくといいますか、そういったものを守っていく。ある

いは古民家を再生していく。古民家につきましてもそこで体験学習や宿泊もできるも

のにしていくとか、あるいは古民家を利用したレストラン経営をするとか、そんな具

体的な計画も今から策定する予定にしております。同時に山城町、大変熱心に妖怪祭

りですかね、そういった怪遺産。これも世界で２番目、日本全国で２番目という形で

認定されたばかりなんですけども、これを生かしたいわゆる地域おこしという形で、

妖怪祭りだけでなくてね、塩塚の野焼きとかラフティングも先般リバーフェスティバ

ル開催されたばかりなんですけども、ああいった事を定期的に開催していくとか、地

域全体を包括した地域おこしプランを、具体的なプランを策定していく。そのための

ソフト事業もあらゆる角度から今、国・県の方も要望しているところですし、そうし

た協議会も地元に作っていきたいというふうに考えております。そうした観光産業を

リーディング産業としていくんですけども、それだけでなくて農林業、商工業、どの

ように有機的にそれを連携していくかという事が大きな課題になってこようかと思い
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ます。そうした中で、商業関係では中心市街地活性化計画が中心になってくると思う

んですけども、それと併せて商工会議所・商工会が今、中心になって新たな観光土産

品といいますか、特産品の商品開発とブランド化に向けた取り組みもしているところ

でございます。同時にいろいろな村おこしが地域活動の中で、ひとつの核になろうか

と思いますけども、先般ですかね、昨日でしたか新聞報道もされましたようにラピス

大歩危を道の駅として今後利活用していくと。その中に新たな地域特産品コーナーを

設けたい。そこでいろいろなイベントも開催するといったことも、今、正に具体的な

プランになってこようかと思います。一方でグリーンツーリズム等の農山村体験旅行

の受入と書いておりますけども、グリーンツーリズムと田舎暮らしは相共通するもの

がございますが、農山村体験学習につきましても、これまで山城を中心として西祖谷

とか池田とか井川、三野の方まで行っておりますけども、体験修学旅行生の受け入れ

も、今、年に３回４回。今年ももうすでに３校受け入れしました。まだ９月ぐらいに

１校あるという事で、今年だけでも確定しているので４校ございます。都会の方にい

ろいろな農林業の体験をして頂くというようなことも、どんどんアピールしていると

ころでございます。それと併せて、これも一昨年から取り組まれておりますけども、

三野町を中心としたＮＰＯ法人のふるさと力。ここが積木ハウスと併せていわゆる小

さな農園なんですけどね、どのくらい広さあるか分かりませんけど、期間的に６ヶ月

とか１年とか、２年でもいいですけども、そこへ体験的に住みついて頂いて農作業体

験もして頂くと。そういうような施策も市とそうしたＮＰＯ法人、力を併せて取り組

んでいるところでございます。以上、簡単に代表のみのご説明になりますけども、い

ろいろな角度から取り組んでいる最中でございます。以上でございます。 

矢野委員：観光立市、リーディング産業という事でよく分かるんですが、ここで出ており

ます１７番、第三セクターの見直し、財政課担当。これはいわゆる財源如何に減らす

か。マイナスの、後ろ向きの目的なんですよね。今話出ました５４番５５番。これは

減らしたうち幾らを使って何をやっていこうか、将来をにらんでという前向きのプラ

スの政策な訳で、これは商工政策課でやっていこうと。当然、今大事なのは、いわゆ

る第三セクター。余分なお金を減らす。これも大事ですが、さらに大事なのがこの５

４番５５番だと思います。いろいろな計画、案を練られてる。前から気になったんで

すが、第三セクターをそのまま置いとけば、今いろんなおっしゃったこれからやらに

ゃならん事が、第三セクターがあるために、温存しておるためにマイナスになりゃあ

せんかと。思い切って第三セクター整理・統合して行く。これは必要なんじゃないか

なと思いますが、そういう話はまだ出ておりませんか。ごめんなさい。第三セクター

の中でも観光部門についての話です。 

合田企画財政部長：第三セクター、元々設立が地域の活性化のため、地域振興のために作

ったというような事でございまして、その中で非常に中の経営が厳しくなっておると

いう状況が、今ある訳であるわけでございますけれども、やはり第三セクターで運営
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をしておりますけれども、施設そのものは２０億程度から１０億程度から３０億程度

ですか、そのぐらいの施設が３カ所にございますので、そこはやっぱり利用しながら

やっていかないかんというふうに考えております。第三セクターの検討はそういった

経費の節減という事もありますけれども、財政課が中心になってという事でございま

すけれども、観光課の方も入っていまして、そのプロジェクトチームの中では地域で

どう活かしていくかという事も考えながらやっていくと。それから第三セクターとし

ては、３つの観光施設を統合した形でやっていきたいなっていうのが、最終的にはそ

ういった形を早く採りたいというような事で進んでおりますけれども、それぞれ個別

にいろいろな問題がございまして、すぐに統合することができないか、その下準備を

しながらですね、出来ればそんなに大きな組織ではないので、やはり統合っていうの

は最終的にはやっていかないかんというふうには考えております。 

伊丹会長：よろしいですか。他に。 

高平委員：今回は本当に言う事無いと言うたら失礼なけど、スケジュールについてはあん

まり、もうやっていただかなければ仕方がないから格別と思ってたんですけど、今言

われた渡邉部長のお話、前向きで出来れば素晴らしいことだと思いますけど、特に祖

谷を中心にと言って頂いたのですごく有難いことなんですが、これが正直１０年前な

ら、もしかしたら目的通りのことができるかもしれないというふうに、つい考えてし

まうところがあるんですよ。もう現状、あと１０年するとどれだけ人間が残るんだろ

うかというところまで来てるんで、今現在元気な人が後何年もつのか、私らも観光関

係もしてるので、そういう歴史、伝統、文化、いろいろな方面で動いてますが、現実

もう動きにくくなってるんです、すでに。で、本当に祖谷っていうのは昔話から始ま

って、本当に古い建築物、いろいろなお話とかがいっぱいあって、本当にＰＲしたら、

ＰＲしたらというか、私らでもいろいろな事に触れて祖谷って素晴らしいんだなって

いうのを再発見することが多々あるんです。ですが、あまりに主軸となる人が高齢す

ぎて、後の人は本当に今の生活が一杯一杯なんで、後に続けないんですよ。で、高齢

で、今度続く人は凄く若くって中間層が全然いないんですよね。ですから、今さっき

言われたことに関しては、失礼な言い方やけど、私らから言わすとちょっと絵にかい

た餅に近くなってきているんじゃないだろうかと。本当に地域がみるみる減尐してる

のが実感としてわかるんで、それを止めるために今の話をされてるんだろうと思うん

ですけど、そこまで行くのに全然見通しが今の状況たたないんで。もうどんどん人は

出て行く。特に今、市の統合計画とかあるんで、正味公務員の人が出られたら本当に

お年寄りしか残らないんで、それをどうやって止めるかっていうのが多分一番の悩み

なんですけど。本当に子供なんかも凄く尐なくって、何かしようと思って動こうと思

っても、その人数とか高齢化で、やり始めてからやっぱり無理とかいうのが沢山ある

んです。ですので、そこの根本的なところをどうにかしたいとは思うんですけど。ち

ょっと取り留めのない話で悪いと思うんですけが、本当にここ１０年前と比べたら凄
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く体に感じてる人口減尐・高齢化なんで、本当に池田町内やと比べたら失礼なんです

けど、もう本当に、あとこの地域で、この校区内でじゃあ１０年後に何人残るんだろ

うっていう話がすでに出てるんです、現実。外へ出るっていうんではなくて、高齢す

ぎて減尐するっていう方が多くって。ですので、地域が、人間がいないのに何かをし

ようっていうのは多分、今から先すごく多くなってくると思うんで、その辺の見通し

なんかも含めてちょっとお願いしたいと思います。 

渡邉産業観光部長：貴重なご意見、大変ありがとうございました。尐子高齢化の問題は、

東祖谷の問題だけではございませんけども、三好市全体の深刻な問題というふうに受

け止めております。多くの限界集落を抱える中で若い方が尐ない。残っていた若い方

が最近子供を産まないといった尐子化の問題。これが１０年を見通した場合にどうな

んだというご心配は、祖谷だけでなくて旧の６カ町村全てにございます。そうした中

でも東祖谷、大変私は元気だというふうに感じております。高平委員さんおいでます

し谷委員さんおいでますし、三好市職員の中でも東祖谷の方、大変元気です。前向き

に地域づくり、村おこしを考えておられます。そうした中で、先ほど私が申し上げま

した地方の元気再生事業。これは、私は間違いなく認可されるというふうに確信もし

ております。これ認定されましたら２年間ぐらいの事業になりますけども、ソフト事

業だけでも２千５百万の助成金が来ます。これは１００％補助です。そうした中で、

ご存じだと思うんですけども、アレックス・カーさんもこの計画参画にも非常に熱心

に取り組んでおられまして、国なり関係省庁も積極的に事前に歩いて運動もされてる

というような状況もございまして、正にアレックスさんの、ちいおりの古民家再生も

このプランの中に入ってるんですけども、源平ゆかりの地という形で、ひとつのきち

んとした形の物語を作成したいという事はもう事実でございますし、これはソフト事

業の中で出来るというように確信もしております。それと、古民家の再生とかそこに

滞在宿泊できる、あるいは望ましいのはそこで定住して頂く事がベターなんですけど

も、アレックスさんのようにゆくゆくは地域に定住される方も出てくるんじゃないか

と期待もしております。そういう形で、アレックスさんはネットを通じて全世界へ祖

谷地方のアピールもして頂いておりますので、最近特に外国人の入込客が増えており

ます、三好市の。特にかずら橋なんかはここ数年見たら３倍ぐらいに増えています。

昨年だけで言いますと、多分かずら橋訪れた方だけでも５千人を超えておるんじゃな

いかというように記憶しております。そうした形で全世界に注目される祖谷地方、こ

れはアレックスさんを中心にして今後どんどんどんどんＰＲをして頂きたいと考えて

います。それと同時に三好市が今から観光をリーディング産業として取り組んでいく

中で、やはり中心になってくるのが東祖谷、西祖谷、山城地方・大歩危小歩危ですね。

このあたりがどうしても中心になってくると思います。それといかに中心市街地とか

周りの農林業がうまく有機的に連携していくかという事が、三好市に与えられた最大

の課題というふうに考えておりますし、これ後退した話でなしに、是非実現していく。



- 16 - 

 

市長なり副市長がよく言いますように、絵にかいた餅でなくてこれを食える餅にして

行くんだという気概を持って取り組んでいきたいと考えておりますので、委員さんを

はじめ、地域の皆さん方に積極的にご理解もご協力も頂きたいというふうに考えてお

りますので、よろしくお願い致します。実現していきたいと思います。 

伊丹会長：心強いお答を頂いて。よろしいですか。他に何かございますか。それでは私が

尐しお尋ねしたいと思いますが、今日の資料の１１ページにですね、指定管理者制度

の運用委員会の協議内容がございますが、この中に６月中に施設のピックアップをし

たいと。だいたい三好市に指定管理に向かうような施設というのはいくつぐらいある

んですか。これからピックアップする施設というのはどれくらいあるんですか。 

事 務 局：今ですね、条例等で指定管理できる施設というのが４７施設ございます。今、

それぞれの課におろしまして、それ以上に指定管理できる施設がないか調査を今やっ

ておりまして、それが出来次第この指定管理者制度の委員会にかけて、この施設をや

ろうという話で進めていこうかなと思っています。一番てっとり早いのが集会施設で

すね。各自治会なり町内会に一つ二つあると思うんですけど、そういうので可能性の

あるのはしていこうと。あるいは、農業関係の施設ですね、そういうのも指定管理し

て民間にまかした方が利用しやすいというものが出てきましたらそれをお願いすると

いう形で、今各課に照会中でまだまとまっておりませんけども、多分、数は今４７施

設ありますけども、倍近く候補としてはあがってくるのかなと思っております。 

伊丹会長：そしたら、施設がピックアップされたら、その施設の指定管理者に入りたいと

いう公募制度で見定めていくんでしょ。 

事 務 局：はい。原則は公募でございますけども、例示させていただきました集会施設に

つきましては、その町内会、地元の方が管理した方がいいという事になれば、公募で

なくってその近くの住民の方にお願いするという形で選任をさせて頂く可能性もあり

ますけども、原則は公募でお願いできたらと思っております。 

伊丹会長：それは何かで周知して下さるんでしょうね。この２１年４月１日にスタートす

るんですから。 

事 務 局：はい。他の市町村もやっておりますけども、指定管理する施設になりましたら

ホームページで公表して、市報でも公表して管理者を募集していますという形で皆さ

んにお知らせすると。随意契約でしたらこの施設はこの方に指定管理をお願いしまし

たという形でのお知らせはしていこうと思っております。 

伊丹会長：その時に一番お願いをしておきたいのはですね、ただ採算とかそういうことだ

けではなしにですね、例えば私も時々お世話になるんですけど、三野の紅葉温泉。こ

れなんかも、いま確か社会福祉協議会が運営管理をしておると思うんですが、これな

んかもおそらく将来的には、指定管理の制度に導入される枠の中に入るのではなかろ

うかと思いますけれども、ここいらをですね、地域の高齢者社会の中で施設のあるべ

き役割等も鑑みて、十分配慮しながらこの指定管理制度の指定・決定については、十



- 17 - 

 

分ご配慮いただきたいという事をお願いをしておきたいと思います。 

事 務 局：はい。その件については、市議会でもご質問いただいたんですけども、金額だ

けでなくて、サービス向上というのを第一目標に致しましてですね、その上で経費が

節減できたらと思っておりますので、市民サービスが一番という形で考えております

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。他に何かございましたら。 

川西委員：行財政改革って一口で言うたら簡単なようなけれども、大変な仕事で、どれ一

つとってもものすごく労力を要する仕事で、本当に大きな仕事にあたった関係の部長

さん達はご苦労と思います。以前に返りますが、矢野委員さんから指摘された補助金

の見直しという事で、各種団体の３億円ぐらいの補助金は上からこれだけにすると、

絞ると。それの１０倍に近い大きなのはどこがそれの査定をするんぞって言うたら、

その当時はどこがやるんか分からんかったと。その後で、次の会の時に企画財政部だ

ろうという事で、今おいでてる企画財政部長さんが、これは大変難しい問題で、なか

なか大きな分の、し尿とかごみの分はという事で、それも大変だとは思いますが、こ

れどうぞ減らんかではいかん。こちらの方でもの凄く勉強してこんだけ、こんだけで

やりなさいと業者を納得さすだけの資料を勉強せなんだら私はできんと思うんですけ

ど、そこらあたり、その後どれだけ効果が上がったんか、そこらをひとつお聞かせさ

せて頂きたいと思います。 

武川副市長：広域連合への負担金の話ですか。ごみと清掃の負担金とか消防の負担金、あ

るいは介護保険の負担金が広域連合へ市から直接負担金という形でいってるんですけ

ども、広域連合もですね、三好市に引き続きまして昨年、行革大綱を作りました。集

中改革プランも作って、この４月からそれを実施している状況ですけども、平成１９

年から２０年にかけましては、ごみの量が相当減らすことに成功しました。全体の、

三好市民が出すごみが、ちょっと数値よく覚えてませんけども、数％の率で下がりま

した。下がるという事は当然負担金も下がるということですから、三好市は、去年広

域連合にお支払いをした負担金より平成２０年はだいぶ額として減ってます。消防も

行革をやって、消防は８１人という人件費が大半ですから、人を減らさん限りは無理

なんですけども、今、消防の統廃合の話もしてますけども、今のところ人は減ってま

せんけども、経常経費としては相当減ることができました。事務員が１人減りました

のでその分は尐なくとも減ってます。そういうことで、広域連合へ対する負担金は去

年から見るとだいぶ減っております。これから先ももう尐し減らそうという事で、今

努力をしてますけども、これは我々が努力をするだけでなくて、市民の皆さん方がご

みを減らして頂くという事を基本において頂ければ相当減りますので、こういったこ

とも取り組みの中のひとつとしてはやっていきたいなと。それとね、第三セクターの

話がよく出てますけども、今年の決算がほとんど出たんですけども、８つある第三セ

クターの中でも４つは単年度黒字です。今年、西祖谷観光が黒字に転換しましたので、
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これで井川の夢企画と、池田にあります四中観はいま休業状態ですけども、一応黒字

は黒字という事で、ケーブルテレビも単年度黒字を出してます。後、ですから４つ、

一番問題なのは先ほどおっしゃられました東祖谷のいやしの温泉と、山城の大歩危温

泉、サンリバーですね、これが一番大きい。で、何とか赤字を減らそうという事で、

ひとつは改善計画を作って取り組んでますから、大分、赤字は縮小していってるんで

すけども、例えばラピス大歩危も第三セクターが運営しているんですけども、ここを

今、先ほど部長が言いましたように、道の駅に指定をしようという事で。これは合併

前からずっと取り組んできたんですけども、やっぱりなかなかできなくて、合併効果

っていうんですかね、尐し大きくなっていろんな人がおりますから、いろんなところ

で話をして行くうちに何とかなるんじゃないかという事で、今見えてきました。もし

あそこが道の駅に指定をされると多分、黒字どころでないくらい収益があがってくる

と思います。相当収益があがってくるだろうと思ってますので、これで５つぐらいは

何とか黒字でやっていけるのかなと。後の３つをどうするかがこれから問題になって

くるんですけども、極力赤字を減らしていく。もちろん作った時の目的がある訳です

から、今、高平さんおっしゃったように、東祖谷に人がどんどんいなくなってますけ

ども、尐なくともいやしの温泉には若い従業員が何人かはいま住みついて、生活をし

てもらってます。これが目的で作った温泉でもある訳ですし、西祖谷の秘境の湯でも

ですね、地元の若い人たちがたくさん働いていますので、そういう意味では効果が出

てるという事です。それを第三セクターだけじゃなくて、民間の力を借りて、いま渡

邉部長からも説明しましたからあまり詳しくは言いませんけども、民間の力を借りて

もっともっと雇用を増やそうという。それが今、観光をリーディング産業としてとい

うことで、我々が取り組んでいる中身なんです。ちょっと話それますけども、そうい

う事で今年からは大歩危、祖谷からずっとルートをつたって東祖谷の剣山まで。この

ルートを観光できちんと売り出していこうということで、今、沢山説明をしましてけ

ども、今まではなかなかできなかった民間との協力。例えば、空音遊(くうねるあそぶ)

の保坂さんといろいろと、体験学習なんかでもお世話になったりして意見も頂いてま

すけども、あるいは先ほど出ましたアレックス・カーの株式会社ちいおり。ちいおり

プロジェクトが今、ちいおりトラストというように名前が変わりましたけども、ここ

が今、何とか東祖谷で雇用が達成できるような取り組みをしようということで、古民

家の再生に今年からかかってもらえるという事ですから、これは大変難しい仕事なん

で成功するかどうかっていうのは非常に難しいですけども、成功すれば東祖谷に若い

人たちが何人かは尐なくても雇用が生まれるという、そういう取り組みをしてます。

一方では三好の中心市街地についてどうしていくんだという話がありますから、今言

いうように中心市街地活性化計画とかいろいろやってますけども、今日新聞で見て頂

いたように、ようやくこの中心市街地にも徳島から企業が来てくれることになりまし

たので、５年間で６０人の若い人たちが雇用ができるということですから、大分この
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辺で活気が出てくるかなと。昨日も環瀬戸内海の各企業にずっと担当が行ったんです

けども、食品会社からもある意味では三好に対する興味が示されたというようなこと

もありますので、もっともっと企業も呼んできたいということで、出す方も減らしま

すけども入ってくる方も増やそうと今考えてます。今年は、今なんで東祖谷がブーム

かというと、全日空が東祖谷へ特別な限定のツアーを組んで入ってきています。これ

はね、今年の４月からボンネットバスが出たんですけども、東祖谷の。ボンネットバ

スが行くのは大体二重かずら橋とか、だいたい我々が知っている所へ行きます。今Ａ

ＮＡがやっているのは、我々も知らないところ。御火葬場とかね、鉾杉とかですね、

そういう、ちょっと市民でもあまりいった事がない所をタクシーで回ろうというすご

いツアーなんですけども、そういう事もありますし、ＪＡＬも限定で今来てくれてま

す。それでボンネットバスも入ってますから、今年は東祖谷すごいブームになるかな

というような気もしてます。それを我々は十分にものにしていきたいなと考えていま

すので、是非そういう意味でよろしくお願いしたいと思います。ちょっといらん話に

なりましたけども。 

事 務 局：補助金・負担金の見直した結果の実績でね、約３千万見込んでいます。で、広

域連合への負担割合の見直しで約２千５百万位。団体なりイベントの補助ですね、そ

れで約５百万位を見込んで、両方で３千万位実績で見込んでおります。 

川西委員：分かりました。私が聞いとんのは、その実績がどういう事で。言うたんですが、

向こうから下げてくれとは言わんと。それは誰も言いません。こうこうこうこうでこ

ういう値段で、入札みたいにこういう値段でやりなさいって。こちらできちっと資料

を持って、大きなきつい話じゃけんど、下請け会社の値段を値切るように市もえらい

ときですけん、当然きちっとした、これはこんだけで出来ますちゅうデータをはじき

出して、聞いたんですが向こうは言うてくれませんって、そんなんでは私はひとつも

改善せんと思う。その前の回答はそれだったけんな。それではやる気がない。しよる

うちに入らんっていうんで、ちょっと不安に思っとった訳です。それで、大変と思い

ますけれどひとつよろしくお願い致します。 

伊丹会長：ありがとうございました。大分時間が経ってきたんですが、本日の議題の第１

号議案の平成２０年度のスケジュール及び推進体制についてのまだご発言がございま

したら、お願いをしたいと存じます。 

矢野委員：今おっしゃった、２千５百万。３千万って聞きずらかったんですが、どういう

ことですか。 

事 務 局：団体補助金については、方針決まりましたので、合併協議でもいわれましたよ

うに、８割、５割、２割という申し合わせ事項によりまして、補助金についてはカッ

トしてまいりました。で、広域連合への負担金につきましてはですね、市の方針とし

て聖域なく見直しという形で、広域連合へ対しても協議を重ねながら負担金を見直し

ていったと。その結果、約２千５百万位見直しができたということでございます。 
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矢野委員：広域連合に対して２千５百万の負担金減額ができたという捉え方で。三好市と

して２千５百万減った。東みよし町はいくら減ってますか。金額聞きまして、負担金

総額で２０億あろうと思います。それの２千５百万。よく頑張ったのかなあ。それと

もええかげんな結果だなと判断しかねるんですけど。これは決定してる決定機関って

いうんですか、あくまでも三好市から見れば俵市長であるし、武川副市長であるし、

議会としても議員代表出て行っておりますわね。決定はそこでされるけど、そういう

いう案っていうんですか、これだけ行革こういう形でしていきましょうって案はどこ

で作られているんですか。 

武川副市長：先ほど申し上げましたように、昨年１年間で行革大綱を作りました。それは

広域連合で作ったんですけども、三好市からも２名、それから東みよし町からも２名、

職員がね、１年先に経験がありますから、職員が行って一緒に中身をほじくりながら

作りました。それを広域連合の議会で承認を受けている。全く自治体と同じやり方を

やっています。集中改革プランも同時に提出をして、広域連合の議会で議論をして頂

いて認可を受けてるといいますか、そういう事でスタートしました。この４月にね。

で、ひとつは広域連合に対する市と町の負担割合というのがありまして、合併する前

は８カ町村が負担割合でそれぞれ決めたやつで負担をしてたんですけど、合併すると

６つと２つになりましたから、負担割合が大きく変わってくるんですよね。それでな

かなか話が最初、合併まできませんでした。１年かけて負担割合を、話し合いをして

決定をしました。平成１８年度中に決定をして、１９年度からスタートをしたという

ことですけども、それでいうと、負担割合としては尐ない合併をした東みよし町が増

えたという事です。多い合併をした、いわゆる、最初８カ町村の時はそれぞれ基本が

ありましたから、基本が無くなりましたんで、もう１回新たに決め直しても６つの基

本が無くなったのと２つの基本が無くなったのとはえらい違いですから、三好市の方

が率としては減った訳ですね。で、中身があるんですけども、それを急にやってしま

うと向こうが破綻してしまいますので、３年間で徐々に合わしていくという経過措置

をとっているわけです。これが負担割合の変更による三好市の減った分。これは１９

年度に減ってますから今年は特にそういうことで出て来てませんけども、それと行革

を広域連合の中でやった結果、職員数で、正規職員で１名と臨時職員が５名ですか、

減ることになりました。それだけでも人件費でもどんと落ちましたから、その人件費

を負担割合によって三好市と東みよし町が受け持っていますので、当然、負担金とし

ては減ってきていると。おまけにごみの量が減りましたんで、ごみの総量に対する三

好市の量が減りましたんで、負担のお金も減ったという事ですから、ちょっと細かい

数字は覚えていませんけども、室長が言ったくらいの数字は三好市の負担が減っただ

ろうという事でございます。ただ、これから恐ろしいのはですね、清掃センターがも

う寿命に近くなってきます。あるいは井川にあるし尿処理センターですね。今は浄化

センターって言いますけども、これもあと１０年以内に更新時期がくるという事です
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から、それをどう建築・改築していくのかという事によって、またその建築費や改築

費の負担金っていうのは、将来大きなウエイトを占めてくる可能性があるという事で

すので、それに向けてできるだけ負担金を減らしておいて、余力を持っていきたとい

うふうに考えてます。 

矢野委員：広域連合の場合は業務がら現業がほとんどだと思います。人員削減っていうの

は１名やそこらで難しい。人を減らすっていうのはね。後は給与とか賞与とか昇給の

問題なんですが、いわゆる本庁を中心に市の方は、先ほども資料出ましたように、年

間で２億いくら、その内の約１億８千ですか、人件費カットしてる。３年で７億超え

てやっていこうかと削減する中心にある訳ですが、そういう検討は、いわゆる広域連

合ではやられてないんですか。内容は副市長が一番詳しいと思うんですが。 

武川副市長：集中改革プラン見て頂いたらおわかりと思うんですけども、今、矢野さんが

おっしゃったとおり現場の現業職員が大半でして、特に一番多いのは消防職員。８１

名という定数を持っていますけども、これを減らすっていう事になりますと、例えば

救急車に３人乗らないかんという法律がありますので、３・３・３で回してる西祖谷

と山城があるんですけども、これが回らなくなってくる。この８１減らすっていうの

はもの凄い難しい問題があります。それでもなんとか統合って、名目統合しながら、

例えば西署と池田署、名目統合しとんです、実は。西署にはですから署長がいません。

署長は池田署の一人でいってると。給料面で言いますと削減は三好市より先やってま

す。３％の削減をもうすでに２年目に今入ってます。１年早く広域連合の方はやって

おりますので。それから当然市よりは低いレベルで今推移をしておりますので、それ

は守っていこうという事で今やってます。 

伊丹会長：他に何かありましょうか。時間がもう差し迫っておりますが、４ページのです

ね、最後に私の方からひとつちょっとお願いをしておきたいんですが、三野病院の経

営健全化というのが出ておりますが、病院だけの関係者で経営健全化っていう指針が

出来るんでしょうかね。やはり私は三好病院とか三野病院っていうのは、地域の中核

病院としてですね、地域医療支援病院の性格があるように思うんですね。だから、そ

の地方の方々の意見、医療施設というのはその地方の文化財だと思っておりますので、

だからこれが無くなるというということになると大変なことになりますので、やはり

未来永劫にその地域の中核病院として存続させるためには、やはり財政的な健全化を

もたらさなきゃならんと思いますが、その方策としていろいろあると思いますので、

地域住民が地域の中核病院としての性格といいましょうか、そういうものを認識して

頂くような場の設定というものもいるのではと思っておりますので、是非ひとつ、特

に三好病院は、私もちょっと参画しましたけども、非常時の災害救難センターでもあ

りますし、やはり地域の中核病院としての性格もありますので、三野病院も同様だと

思っておりますので、どうぞひとつそういうような面で、三野病院の経営健全化につ

いては、市の行政の方も十分お入り頂いてですね、多面的な角度から病院経営の在り



- 22 - 

 

方っていうのを検討・確立をして行く必要があるんでないかと思っておりますので、

ひとつご配慮いただけたらと思っております。 

矢野委員：財政課の方にお願いしたい。９月に、９月かもっと早めるか別にしまして、次

回、財政計画出してもらう中で、歳入で地方交付税、片や歳出で公債費っていう事で、

地方交付税の中に過去の借金部分を国が見ましょうという事でこの中に入ってる部分。

いわゆる通常の交付税と借金返済用の交付税。これを区分けして書いてもらいたいな

と。２段書きでね。同じく並列になるんですが、歳出の欄で公債費、いわゆる借金払

いが、これも純粋な意味での借金払いと国が交付税で見てくれた部分の借金払いがい

くらと。これもやはり２段書きで。というのは、交付税上がってるのか下ってるのか

分からんのですよね。どんどん下がりますよという話は聞いとんですが、ポンと上が

ってみたり、また極端に下がってみたり。よく聞いてみますとそういう調整が入って

るって事で、是非区分けをして出していただけたらなと思いますので、お願いします。

以上です。 

伊丹会長：それでは今のご意見につきましてご配慮いただけたらと思います。他にないよ

うでございましたら、この第１号議案の平成２０年度のスケジュール及び推進体制等

については、本日の会議では一応ご了承頂いたという事でよろしゅうございましょう

か。第２号議案の推進員会の、本員会のスケジュールにつきまして事務局からご発言

をひとつお願い致します。 

（事務局説明） 

伊丹会長：次回につきましては、先ほど谷委員さんの方からご発言がありましたように、

決算が出来次第、９月という事になっておりますが、今お話がございましたように、

出来るだけ早い時期に委員会を開いて頂いて、その実績を確認もさせて頂いたら、そ

れに基づいての、行財政改革についての進め方等についてご意見を頂戴できたらと。

かように思うんですが、それでよろしゅうございましょうか。したがって、６月・９

月・１１月・１２月という事になっておりますが、この９月が尐し早まるかも分から

ないという事でご了承頂けたらと思っております。委員の皆様方の方から他にはご発

言ございませんでしょうか。 

矢野委員：度々重複の話になりすみません。次回、１９年度の実績確定の分と財政計画っ

てなってます。それから１１月には進捗状況。ということは、私、一番最初に話させ

てもらった中で、まず１９年度の実績は数値で出てきますね。これはいわゆる財政計

画対比しながら分かる事で、問題は２０年度・２１年度のいわゆる実施予定ですね。

いわゆる今回の分には計画策定とか実施とか評価は計画どおりとか単純なもので、内

容が全然見えなかったんですが、２０年度・２１年度についての実施計画をある程度

具体的に出していただけるのか、それは全部１１月になるのか。次回に出していただ

けたらありがたいと思うんですが。 

事 務 局：トータル的な最終の目標というのはプランで最初にお示ししておりますけども、



- 23 - 

 

全体的な最終目標ですね、最終計画というのは行革プランのとおり進めますけども、

個々に多尐変わってきております。それで、その分につきましては前回のこの表です

ね、これに近い形で今年度の目標、数値、あるいは目標回数、数量ですね、をお示し

出来るものはお示しして、２０年度の計画はこうですというような話で進めさせて頂

きたい。それは次回の時に出来ましたら出していきたいなと思っております。 

伊丹会長：本当に長時間に渡りまして、格調の高い、内容の深いご発言を頂戴できました

こと、大変ありがたく思っております。お疲れ様でございました。今、数々問題指摘

もできたように思いますので、何分市のご当局の方でも本務以外のプラスアルファ的

なものが多分にあるんでなかろうかと、かように思っております。大変なご労かける

と思いますが、どうぞひとつ三好市の基本を掲げる非常に大事な時期だと、こう思う

っておりますので、お骨折りを更に頂戴できたらと思っておるところでございます。

いずれにしましても、三好市がこの行財政改革を通じまして将来に明るい展望といい

ましょうか、本当に三好市に生まれ住んで良かったと、幸せであったと感じられるよ

うな地域づくりをお互いに進めていくことが大事でなかろうかと、かように思ってい

るところでございます。どうぞひとつ委員の皆様方には気候不順の折りでございます

ので、健康に十分ご留意を頂きまして、次回またご案内を申し上げますので、是非ご

出席を賜りまして、いろいろとご質疑・ご意見を頂戴できたらと大変有難いと思うと

ころでございます。最後になりましたが、副市長さんをはじめ市の幹部の皆さん方、

大変ご多用の中ご出席を頂きまして、いろいろとご答弁も頂き、示唆のあるいろいろ

お話を頂戴出来ましたこと、大変有難く思っておるところでございます。今後とも市

の将来の運命を担う方々ばかりでございますので、どうぞひとつご健康にご留意を頂

いて、ご活躍頂けますようにご祈念を申しあげましておきたいと存じます。それでは

本日の会議をこれで終わりたいと存じます。お疲れ様でございました。ありがとうご

ざいました。 
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