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 第７回行財政改革推進委員会 会議録 

日 時 平成２０年１０月１日(水) 午後１時３０分～午後４時００分 

場 所 三好市池田総合体育館 

出席者 委 員 

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

矢野 博正 

（５０音訓、敬称略） 

    市 

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、 

近泉財政課長、山口財政課主幹、森行革推進室長、藤井、西本 

欠席者 東 深幸、森本 諭、山本 佳代子 

 （敬称略） 

事 務 局：定刻がまいりましたので始めて行きたいと思います。久し振りで、皆さんお元

気で、今日は心配されておりました台風１５号も温帯低気圧になりまして、被害も無

いように思われ、一安心しております。しかし、この２・３日急に冷え込みまして、

朝夕はすっかり秋の気配を感じるようになりました。今も暖かくなってきましたよう

に、寒暖の差が激しいようでございます。体調の管理には十分お気をつけ頂きたいと

思っております。本日は東委員さん、森本委員さん、山本委員さんが欠席でございま

す。現在、７名の委員さんのご出席を頂いております。前回は、今年度の大まかな全

体の流れと体制をご報告、ご説明申し上げました。今日は、先日ご通知申し上げまし

たように、各審議委員会、検討部会の進捗状況、それと財政計画についてご説明申し

上げ、ご意見を賜りたいと思っております。それでは、ただ今から第７回三好市行財

政改革推進委員会を開催いたします。よろしくお願い致します。最初に伊丹会長から

ご挨拶を申し上げます。 

伊丹会長：あらためまして、皆さんこんにちは。時節柄、何かと大変ご多用の中、お繰り

合わせを頂きまして、ご出席いただき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。本日は、第７回目の三好市行財政改革推進委員会ということで、すでに本

日の諸資料につきましては、先日お送りを頂いた訳でございますが、本日は、市当局

の方から幹部職員皆さん方のご出席を頂きまして、いろいろご説明、ご報告があろう

と思っておりますので、それらに基づきましてご意見、ご質疑を頂戴できたら思って

おります。ご案内のように、三好市も発足して３年目をむかえまして、２年と半済ん

でおる訳でございますが、市ご当局のご努力を頂きまして、それなりの効率的な行政

の実行、また、財政の健全化に向けてお取り組みを頂いておると。いろいろと新聞報

道等を通じまして、市のご努力については、私共も推測をさせて頂いておるところで

ございますけれども、やはり将来を展望しました時に、弱小市の自治体でございます
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ので、なおメスを入れて行かなければならないのではないか、というような所がある

のでなかろうかと、こう思っております。どうぞひとつ、市民の皆さん方に変わりま

して、ご意見、ご質疑を頂戴できたら大変ありがたいと思っております。お互いの手

によりまして、三好市の将来の明るい展望が見えるような行財政改革計画が、プラン

ニングができ、それが推進出来るような事ができれば何よりだと思っておるところで

ございます。本日は、市当局の幹部職員の皆さん方のご予定もございますので、午後

４時で本日の会議を終了させて頂こうと思っておりますので、効率的な運営にご協力

を賜りますように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。それでは、会議に入ります前に、本日の市側の出席

者をご紹介致したいと思います。合田総務部長、西岡建設部長、蔦企画財政部長、新

居教育次長、中内福祉事務所長、高畑環境福祉部長、栗下議会事務局長、渡邉産業観

光部長、近泉財政課長、山口財政課主幹、後は事務局です。よろしくお願いします。

それでは会議に入ります。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：それでは会議を始めたいと思います。議題に入ります前に、ケーブルテレビ等

の取材がまいりました時に、取材を許可してよろしいか、それを前もってお伺いをし

ておきたいと思いますが、よろしゅうございましょうか。 

委  員：異議なし 

伊丹会長：それでは了解していただきましたので、ご協力をよろしくお願い致します。そ

れから、これも毎回お願い致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、ご発言の際にご活用いただけたらと思っております。まず、

本日の会議でございますが、東委員、森本委員、山本委員さんが欠席されております。

現在の出席が７名でございますので、三好市行財政改革推進員会要綱第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。次に、

本日の議事録署名委員をご指名させて頂こうと思いますが、私の方からお願いしてよ

ろしゅうございましょうか。 

委  員：異議なし 

伊丹会長：それでは下大寺委員さんと高平委員さんに、本日の議事録署名をお願いをした

いと存じます。お二方、どうぞよろしくお願い致します。それでは会議を始める前に、

最初に報告事項がございますので、事務局から説明をお願い致します。 

事 務 局：(報告) 

伊丹会長：ただ今のは、平成１９年度の実績及び平成２０年度の計画に基づきましての報

告ということでございますので、いろいろご質問、ご意見等も今の報告を受けまして

おありと思いますが、この後続いての財政計画とも非常に関連をしておりますので、

その時に、ただ今のご報告についてもご意見、ご質問を頂戴できたらと思っておりま
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す。そういうことで進めさせて頂こうと思いますのでよろしくお願い致します。それ

では、第一番目の議題として、各審議委員会、検討部会の進捗状況についてを議題と

して、事務局から説明をお願い致します。 

事 務 局：(説明) 

伊丹会長：ありがとうございました。それでは、ただ今、資料に基づきまして事務局の方

から進捗状況のご説明を頂いた訳ですが、加えて補足説明がございましたら、それぞ

れの検討部会、委員会の担当部長さんの方からご説明を頂けたらと思っておりますが、

ございましょうか。無いようでございますので、今、事務局の方から進捗状況につい

ての概要説明を頂いた訳ですが、これに基づきましてのご意見、ご質疑がございまし

たら、ご発言を頂戴できたらと思っております。 

谷 委 員：谷です。今、ご説明いただいた実質効果一覧の中で、実質効果マイナスってい

うのがなんぼかありますけど、この効果がマイナスっていうところは、なんでそうな

んかというのをご説明頂けたらと思うんですけど。 

事 務 局：まず、３番のごみ収集業務の民間委託につきましてのマイナスの事なんですけ

ども、ここは民間委託を行いまして職員は減りました。ですが、ここの実績数値とし

ては、職員が減った分は計上しておりません。人件費を除くという事で。ですので、

逆に民間委託したことによって、委託費なりが増えたという事で、その分がマイナス

効果と言う事でここには出ています。実際の経費の総額と致しましては、進捗状況の

方で入っていますけども、減っております。総額としては。次に４４番の税の徴収の

とこなんですけども、これは徴収率が悪くなったという事でマイナスになっておりま

す。次のマイナス、５１番、保育料の現年につきましても、徴収率の減で減尐となっ

ております。５９番の光熱水費削減のマイナスにつきましては、使用量自体は減りま

したけれども、価格の高騰によりまして１８年度よりも費用が増えたという形になっ

ております。以上です。 

伊丹会長：よろしいですか。他に。 

上野委員：上野ですけど、今の関連の質問になるんですが、４４番の市税等徴収率の向上

のところがいわゆる実質数値が今回はマイナスと。徴収率がマイナスになったという

ことなんですが、先ほどの審議委員会・検討部会の中間報告の中にも、収納事務検討

部会で、公金を納めやすい環境づくりと言う事で、これは、市税等は公金になるんで

すね。こういうふうに努力を市の方がしているにもかかわらず、前年度のいろいろの

行財政改革推進の大綱を立てる時にもですね、この徴収率のアップという事が入って

たと思うんですけども、何故これがアップを目指しているにもかかわらず、また、い

ろいろな納めやすい環境づくりをしているにもかかわらずマイナスになったんでしょ

うか。私共の生活を考えるとですね、本当に払いたくても払えない人達が増えつつあ

るんじゃないかと。悪意で払わないとか、あるいは、市の徴収の怠慢で徴収率が落ち

てるというよりも、払いたくても払えない人が、この不況とか経済状況、商業の方も
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同じですし、いろんなハンデを抱えた人達がですね、そういうふうな状況が日本全国

的にも増えてますし、地方においてはもっとその状況が厳しい訳ですけれども、そう

いう事も、私が予想するのには、そういうような所も増えているんじゃないかなとい

うふうにも思うんですが、その方が、市の方の怠慢で徴収率が減ったよりも、その方

がすごく深刻な状況でないかなとは思うんですが、ちょっとご説明を頂けたらと思う

んですが。なぜ努力しても徴収率が落ちたかという事について。 

事 務 局：前回の時もちょっと申し上げましたし、３月もちょっと申し上げたと思うんで

すけど、市民税につきましては、国税の所得税とのバランス調整といいますか、地方

に財源を移譲するということで、住民税の方が、市民税がですね、１０％にフラット

化されたという事で、それから非課税の方についても、今まで非課税だった方が、そ

の率を見直した関係で課税されるようになったというふうな関係がございまして、今

まで納めて無かった方が納めるようになった。あるいは、金額的に言いますと、税額

にしますと２倍３倍になった方もおいでるという形で徴収率が下がったと。金額につ

いてはそんなに差がないと思うんですけども、率にしましたら、調定額から比べます

と収納額が低いんで、収納率が下がるというふうになっております。そういう事で、

決してこちらが怠慢しているという事では無いんで、ご説明して、ご理解頂くように

申し上げているんですけども、やはり今まで税額がこれだけだったのに何で上がるん

ぞという話で、所得税かかって無い人については全然メリットがなかったという形で、

なかなかご理解いただけないという方が多いと聞いております。 

西岡建設部長：税に関しては私も細かくは分からないんですが、住宅使用料につきまして、

かなり滞納されている方がおいでまして、今、個別に来ていただきまして、上野委員

さんがおっしゃっておられた、職が無くなって払うのがなかなか払えないんですって

いうのも聞くんですが、今、誓約書を入れて頂いて、住宅の使用料につきましては、

収納率がかなり、担当を含めましてかなり努力を致しまして、現在あがってきつつあ

るんですけど、それでもなおやはり生活苦みたいなのが結構あるみたいです。それで、

月々の家賃の上に滞納の分を誓約して頂いて、今入れて頂いているところで、どうし

ても悪質な方は退居して頂くというふうな形で、今、対応しております。税について

は細かいことは分からないものですから。 

伊丹会長：上野委員さんよろしいですか。 

谷 委 員：谷です。この４４番っていうのは市税等徴収率の向上っていうのを目的にやっ

て、結果がマイナスだったっていう事なんで、効果があがってないというか、逆効果

になっとるという話なんで、具体的にどういう取り組みをされて駄目だったか。言え

ば、次どうするんやって考える時に、どういう取り組みをされて駄目だったんかをお

聞かせ願えたらと思うんですけど。 

事 務 局：税務課の担当じゃないので、聞いた話での回答になりますけども、税務課の方

と致しましては、新たな滞納者を増やさないという形で、現年度の徴収に力を入れる
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と。それによって過年度、前年度分についても納入をお願いするという形で進めて行

くと。それから西岡部長が言いましたように、悪質な場合は差押等の法的措置も考慮

に入れて、強硬手段を交えてお願いしていくというふうな対策をして行くと聞いてお

ります。それから、昨年も１０月の末に行いましたけども、滞納者の方の家を夜間、

市長以下、管理職員で回りまして徴収を行うという形を、今年もする予定になってお

ります。昨年の効果と致しましては、７百万円ぐらいあったんではないかと聞いてお

りますけども、今年度もその形で職員が家の方に回ってですね、それで納税をお願い

するというふうなことをして行くと聞いております。 

伊丹会長：谷委員さんよろしいですか。他にどうでしょうか。矢野委員さんどうぞ。 

矢野委員：矢野です。お疲れ様です。この実質効果一覧の最後にまとめてもらっておりま

す歳出の欄で、人件費が１億７千万強、物件費が３千百万強、補助費３千２百万強と

いうことで、ほとんどは人件費なんですよね。物件費が、項目でいえば１０項目ぐら

いで３千百万やっと出ておりますが、これは１９年度の実績という事で財政効果を表

しておりますけども、２０年・２１年もこの１０項目ぐらいの中でしか財政効果が出

ない、数値化出来ないという実態なんですか。それとも年度替わって日数がたてば、

他の項目においても財政効果として数値が出てくるという捉え方して良いのかどうか。

その点、まず１点お伺いします。 

事 務 局：今あったご質問の件なんですけども、この後、財政計画の説明の参考資料にも

添付しておりますけども、今現在としては、集中改革プラン６８項目ありますけども、

その効果としてあげております。それで、平成２０年度と２１年度、そういった事に

ついては、今の項目の中で財政効果として表しているというふうな形になっています。

参考資料の１ページ目、先にお送りしておりました資料で参考資料というのがありま

すけども、これの１ページ目、ここで平成１９年度の実績額、これを反映させまして、

平成２０年度と２１年度については、この計画額で財政計画に反映させているという

事になっています。 

矢野委員：事前にお送りいただいたこの参考資料ですね、今おっしゃったの。ここにおい

ても、やはり１９年度と同じで人件費がほとんどと。物件費以下、これ金額でいくら

ぐらいになりますか。何百万かになってしまいますわね。１千万も無いと。これ２０

年度計画は合計が３億３千８百万強、ほとんど変わらない。何百万かがそれ以外の。

人件費以外の１０項目ぐらいしかないその他の項目、６０何項目の中の人件費除けた

項目の中で、財政効果を見込める、いわゆる今やっているいろんな活動、これは財政

効果を認めないっていう活動を続けている訳ですか。そこの所をちょっとお聞きした

いんですよ。もっと具体的に言いましょうか。これで何番になってますかね。行財政

改革推進計画で４１番。この４１番は今回の財政効果の中にはひとつも出ておりませ

んが、この中に電子自治体の推進という事で、いわゆるコンピューター関連、相当の

投資も見込んで、更に４１番最後の公共ネットワークの構築。これはケーブルテレビ
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の事だと思うんですが、この辺も含めてですね、単なる事業の拡大計画だけじゃなく

て、ここにおいて相当の金を出す上でのロスが、現在既に発生しているはずなんです。

これをチェックする部門っていうのはあるんでしょうか。これはどこで取り扱ってい

るのか分からんし、財政健全計画の中には委託料の見直しという項目がありますが、

コンピューター関連は外部への委託が相当あるんじゃないかという事で、委託料の見

直しなんかで、これだけ財政効果出せますよと。そういう見直しの部会っていうんで

すか、どの部門でやられてて、それが数値化出来ないもんかどうか。私は、金額とし

たら、予算としたら相当大きなものがコンピューター関連に投資されてる。それが日

常、我々はどうしてもタッチ出来ない、野放図に相当のロスを含ましたまま出金され

てるんじゃないか、そういう考えを持っておるもんですから、それが委託料になるの

かどういう形になるのか分からんですが、どういう状況になるのか。分かる方で結構

です。お聞かせ下さい。 

事 務 局：今の矢野さんのご質問を検討していますのが財政健全化検討部会で、それぞれ

の委託料とか借上料・使用料・手数料の見直しを行っております。先ほど申し上げま

したけども、方針決まりましたので、それの資料っていうかデータといいますか、基

礎数値を今把握中でございます。 

近泉財政課長：財政課の近泉です。今、矢野委員さんおっしゃったようにですね、現行の

状態で行きますと、確かにここのシステム化をしていく分について、効率化を求めて

いくということと簡素化を求めていくというのを目標にしてますけども、ベンチマー

ク方式みたいな感じで指標をどうやって落としこんでいくかということは、意志統一

出来てません。例えば、ひとつの情報がペーパー上でありますと。それを各課が利用

したい、仕事の上で利用したい時にですね、ペーパーで持っているよりかは、データ

ベースで持ってて、そこから引き出した方がより正確で、迅速に出るというそこの評

価の部分と、矢野委員さんがおっしゃったように、委託料の費用対効果の所を、実際

踏み込んで議論出来てません。だから、私が客観的に見ててもですね、何でもかんで

もコンピューター化を、時勢に乗り遅れないためにやっていこうという変な風潮も、

ある意味、あるのは事実です。どこまでの効率化と、どこまでの費用対効果を考えて

システムを構築していくかっていう大本の議論、おそらく出来てないと思います。こ

この件に関しては。で、前段の質問ですけども、財政効果の分なんですけども、どう

しても決算ベースで申しますと、非常にパーセンテージが約５分の１、２０％程度占

めるのが人件費という事になってきます。後は、同じく２５％、これもっと超えます

けども、占めるのが公債費、過去に借り入れている分の借金の払い額です。ここはさ

わりようが無いと。後、扶助費っていう所についてもですね、義務的経費というよう

な形で、法律的にほぼ９９．９％支出が義務付けられてます。で、ここの分について

も、高齢者比率の話はありますが、どうしても義務的経費という事で出さざるを得な

いということで、圧縮不可能という事になってきますと、どうしてもその財政効果を
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求めようとすれば、パーセンテージ的に多い人件費の所にいかざるを得ないというこ

とと、後、物件費についてもですね、私、合併して相当減るんだろうなというふうに

予想してました。で、各支所で人数も減ってますんで、相当ここ、例えば光熱水費か

ら始まって、物件費と言われてる部分は減るだろうなと思とったんですけども、結局、

支所ある限り減らんのですね。思ったほど。全く。電気つけてやってますんで。コン

ピューターも動いてますんで。ひとつの部屋を、例えば会議室を使う回数が尐なくな

ったというぐらいしか減らんのですよね。結局、合併効果そのものが、限りなく本庁

方式に移行してこんとですね、どうしても出にくいっていうような形になっとんです。

で、短期的に財政状況を好転させようというふうになると、どうしても最終の中で占

めるパーセントの多い人件費とかにならざるを得ないというのが現況です。ただ、非

常に効果、これ試算はしてないですけども、公債費についてもですね、合併以降、起

債発行額の総額の計画を立てています。その分についてもですね、例えば、交付税算

入がゼロ、結局、お金を百万借りたと。後年度で百万は返すんですけども、国の方か

ら過疎債ですと７０万くれる訳です。それが全然、ゼロの借金もある訳なんですよね。

そこの部分は今、償還がかかってまして、合併して以後については、そういう起債は

起していません。原則。合併した１７年度末の数値で言いますと、借金に対して国が

補てんをしてくれる％が約６８％でした。で、１９年度末で見ますと約７０％ちょっ

と超えてますので、そこの部分についての効果っていうのは非常に出にくいんですけ

ども、そこの部分で試算をしても約何億っていうお金は、実際的には出てきてます。

ただ、今回のここの部分について、ここにはそれがあがって無いという事になってま

す。 

矢野委員：近泉さんには後ほど財政の方でお聞きしたい点あるんでおいときますけど、こ

のコンピューター関連で、今後の新しい投資の金は別にして、現在いろいろ管理、シ

ステム管理からいろいろしているのが、経費が上がってきてると思いますが、これは

物件費であがっとんですか。それとも他の項目に紛れ込んでるのか。この物件費、維

持補修費、普通建設に分けると。 

近泉財政課長：メンテにかかっている部分、いわゆる保守・点検の部分ですね、既に入っ

ているシステムの部分については、保守点検料だけになってますんで物件費です。１

００％物件費。で、新たにシステムを構築をする場合、金額にもよりますけども、そ

の部分については投資的経費で取る可能性はありますけども、現行入っているシステ

ム、その物の経費についてはオール物件費です。 

矢野委員：これはお願いですが、ご存じのように、出してる数値のとおり、人件費しか大

幅には減らせないなと。物件費はもっと減らせると思うんですが、財政の改革という

事で、人件費ばかりが効果出ている。これで果たして良いのかなという疑問がひとつ

あります。その中で今、話し出ました委託料を含めた、いわゆるコンピューター関連

の、これは土木建築、いわゆる普通建設、これは積算から入札から相当厳しい状況に
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なっておりますが、このコンピューター関連、投資、後の維持メンテナンスを含めて、

非常にルーズな、金額的にルーズな世界でまだ残っているじゃないんでしょうか。そ

こへメスを入れて下さい。非常に大きな金額が動いている項目だけに、財政効果をあ

げようと思えば、いわゆるこれを黙って見逃す手は無いし、非常にロスが多いんじゃ

ないかと思っております。これが物件費に響いて来るんだろうし、投資的経費に響い

てくる。ということで、これは財政検討部会の方の仕事になりますか。であれば、重

ねてお願いしときます。 

蔦企画財政部長：財政健全化検討部会の部会長の蔦です。この分につきましも、先ほど財

政健全化の部会の中間報告で申し上げましたけども、実を言いますと、これ以外にも、

委託料の他にも借上料を含めまして、この部分についてまだ十分論議出来て無いのが

状況でございまして、特に委託料につきましては、先ほども申し上げましたように、

廃止、縮小、継続、直営というふうな分類分けがまだ出来てません。ですから、委託

料の分についての当然、その部分がまだ出来てませんので、中間報告にありますよう

に、この部分についての効果がまだ出て来て無いというのが現状ですから、今の所こ

の効果は出て来ないというふうに考えてますけども、特にコンピューターの分につき

ましては、特に矢野委員さんがおっしゃいますように、非常に委託料等々が硬直的な

ものがあります。どうしても、委託するとその委託業者をコロコロ変えるという形に

はならないというふうな状況もございますので、そういう意味では、どうしても別の

業者にすると全てまたやり替えというふうな形で、非常に厳しいという点もあろうか

と思います。そういうこともありますけども、今後、その部分も含めまして、財政健

全化検討部会の中のひとつの項目の部分でございますので、今後とも矢野委員さんが

おっしゃったような形で十分検討していきたいというふうには考えております。 

伊丹会長：いろいろご発言を頂きまして、第２号議案に財政計画についての議題が計上さ

れておるようでございますので、かなり財政についてのご発言が多かったように思い

ますので、その時に集約をさせて頂いたらと思っておりますが、第１号議案の進捗状

況についてのご発言が他にございましょうか。私の方から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、１ページにですね、更新施設の指定管理者運用方

法というのがありまして、旧三野地区の施設・物件ばかりだと思っておりますが、こ

の中に行政を補完する唯一の組織団体としての社会福祉協議会が、かなり噛んでいる

施設ばかりだと思っております。そういう面で、住民の皆さん方に指定公募をする場

合もサービス低下にならないような対応ということを従前に綿密に立てて頂いて、社

会福祉協議会が、現在正規職員として運用している所がかなりあるように思いますの

で、そこいらの、十分社協の方ともコンタクトをとって頂いてですね、社協が占める

役割、使命というものをお見捨てにならないような形で対応していただければ大変あ

りがたいと思っております。もうひとつは、２ページに本庁集約業務というのがござ

いますけれども、先ほど財政課長さんのお話ように、物件費の集約が全然出来ていな
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いと。いわゆるコストダウンが出来ていないと。これはやはり支所がある限り、総合

支所がある限り下がらないんだというようなお話がございましたが、将来的にはやは

り本庁方式にならざるを得ないと思っております。この間、美馬の市長にお会いする

機会がありまして、いろいろ美馬の将来的な事について雑談を交わさせて頂きました

けれども、やはりどの自治体とも本庁方式を進めざるを得ないという空気が強いよう

でありますので、そういう場合にですね、やはり今の旧池田町役場の庁舎だけでそれ

が機能を果たせるとは到底考えられません。そういう意味で、将来的にその箱ものを

どの様な形で集約をして本庁方式に対応するのか、そういうビジョンも次の委員会に

は提示が出来るような形でひとつ進めて頂くと。それがやはり市民の負託に答える私

らも大事な用件でないかと思うんです。ただ本庁方式といいましても、やはり役所が

分散しておるという事は、大変住民にとりましては不便でありますし、やはりそうい

うような箱ものを、財政が大変厳しい中ではありますけれども、やはり目的達成のた

めには取りかからざるを得ない宿題だと思っておりますので、そこいらもひとつ十分、

組織再編検討部会などで十分ご検討いただいて、明るいお答が出てくるような、市民

の皆さん方に、東西祖谷・山城・三野・井川の方々が心配をなされるようなことがな

いような形で対応して頂けたら大変ありがたいと思っております。要望的な事を申し

上げておきたいと思いますが。他になければですね、１時間が終わりましたので休憩

を１０分とりまして、本来の財政計画、第２号議案に入りたいと思います。 

伊丹会長：それでは始めたいと思います。事務局から説明をお願いします。 

事 務 局：（説明） 

伊丹会長：ありがとうございました。以上、財政計画につきましてのご説明を頂いた訳で

ございますが、一番行財政改革の根幹をなす部分だと思っておりますので、ご発言を

頂いて、ご意見・ご質疑を頂戴できたらと思っております。どうぞ、谷委員さん。 

谷 委 員：谷です。今ご説明頂いたこの参考資料の中の財政効果一覧、また同じなんです

けど、この計画の物件費の中のマイナスというのも、先ほど説明頂いた、人件費が入

って無いんでここマイナスになるんですよ、で良い訳ですよね。確認なんですけども。 

事 務 局：そうです。 

伊丹会長：はい。矢野委員さん。 

矢野委員：まず単純なお尋ねします。この参考資料の方で、歳出６９番に職員給料の減額、

２％～４％。これが２０年度の計画、２１年度計画で８千万尐々上がっておりますが、

これはこの２年間だけ実施をすると。ちょっと内容を詳しく教えてもらいたんですが。 

事 務 局：２０年度、２１年度、２年間ですね、職員の給料を、給料表は１から６級まで

ございます。そこで、１・２級が２％、３・４・５級の職員が３％、６級の職員が４％、

給料部分だけをカットさせて頂くと。各種手当についてはカットをしないという形で、

この２年間だけお願いしているという状況です。 

矢野委員：はい。分かりました。こちらの方の表ですね、説明資料の中の表の方で、歳入
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の方の地方債が平成２２年以降ですね、昨年度と比較でもこの地方債の発行が１０億、

４億、６億と。トータルで相当増えておりますが、併せて下の段、歳出で、普通建設

事業費が２２年度、突如５３億と増えて、後４０億代で推移しています。これ、説明

が先ほどありましたように、三好市市内全域で学校の耐震工事をやるということです

かね。 

山口財政課主幹：財政課の山口です。どうぞ、よろしくお願いします。とりあえず２２年

からですね５カ年、２６年度までの間、事業費については３３億７千万、起債額では

２１億という事で、三好市全域の小学校、中学校の耐震補強もしくは改修といった計

画を、今の段階で事業費を財政計画に入れておるという事で、どこを改修するかとい

うふうな事は、今ちょうど診断をやってますので、それらの結果に基づいて、ある程

度この事業費も上がるかも分かりませんが、逆にもう尐し下がるかも分からないとい

う事で、現段階の予定と致しまして、事業費で３３億７千万、起債額２１億という事

で、シミュレーションには反映しております。以上です。 

矢野委員：一応、耐震のはやらざるを得ない事業という事で分かりました。後、問題は普

通建設事業、いわゆる投資的経費ですが、これは当然、将来にわたって、人件費のよ

うにこういう対策とって、こういうふうに減らしますよという事じゃなくて、とりあ

えず仮の数値を入れとんじゃないかと判断しますので、改めてお聞きしたいんですが、

２０年度でケーブルテレビ関係、ほぼ終了したと考えてよろしいですね。そして２２

年度から学校耐震の工事が始まると。問題は市長なり、トップの方から合併特例債を

使ってでも任期中に、あるいは任期超えるかも分からんが、こういう事業どうしても

したいんだと。突き詰めれば、総合計画に唱っている事業。これを政治的判断に基づ

いてでもやりたいんだっていう話は出ておりませんか。 

合田総務部長：特にこれをやるっていうのは無いですけどね。 

矢野委員：これをお聞きしますのは、今日集まっておられる皆さん以外に、市長、副市長、

それからいろいろ文句を言います議員さんにしましても、４年に１回の選挙が２年後

にあります。その辺絡めまして、合併後の事業として、ケーブルテレビ終わりました。

どうしてもこれをやらないかんという、やってくれという、これは住民の要望になる

んでしょうけど、これが絶対出てくるはずなんですよ。その時に、この普通建設事業

費、これでは多分足らなくなるでしょうから、ケーブルテレビ、それから耐震と同じ

ように、いわゆる起債、地方債を増やしてでもやらざるを得んようになるんじゃない

かなと。という時に、この地方債、これだけ発行していった場合にですね、三好市と

して健全な枠というのがあると思います。総額で５０億なら５０億とか。これに対す

る現状の計画で余裕が有るんか無いんか。地方債の状況で行きますと、期末残高が４

８０億から２７年度では３３０億位まで減らしていっておりますが、多分これはもっ

と増えるんじゃないかという前提で、５００億超えると、今問題になってます財政再

建団体に落ち込むから、枠ないんですよっていう想定ですかね。それとも、まだ尐々
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の、市長が言って来ても、借入金増やしていけるよという状況なんでしょうか。 

山口財政課主幹：この財政計画作成するにあたって、先ほどからの池田中学校の関係とか

ケーブルの関係とかっていうふうな、今のプロジェクト事業自身はですね、想定し、

当然ながら完了に近づいておるという事で、今後想定される物っていうのが十分把握

できてない関係もあってですね、この合併特例債っていうのが平成２７年度まで発行

出来ます。そういった関係で、ある程度の事業費っていうのは、計画はございません

が、ある程度、この財政計画には反映しておく必要性があろうということで、事業費

についてはですね４１億円、起債の発行額が３９億円の合併特例債という事で、２２

年から２７年度の間にですね、ある程度平均取った額を発行するということで、計画

は無いんですが、その４１億円の事業費をここの計画には盛り込んでおるということ

で、その額以内だったら、今の現段階での計画であればこういうシミュレーションに

なると。逆にこういったとこまで事業費というか事業をしなければ、今の、現段階の

感覚で言えばもう尐し後年度の負担っていうのは当然ながら減ってくるというような

事で、４１億円は想定をしております。 

矢野委員：ちょっと聞き方悪かった。１１ページの地方債残高の推移っていう所で、２０

年度末で４７０億強ということで、年間予算が２百４・５０億の自治体で、借り入れ

の期末残高、限度額はどの辺まで見れますかという事を聞きたい訳です。５００億い

けるんか、いや８００までいけますよと。合併特例債のように７割後で返してもらえ

るんだったら８００はいけますよと。その辺りは掴んでおりますか。 

近泉財政課長：今回の財政計画で発行を予定をしております地方債の部分ですけども、こ

の部分が健全な財政をして行く上でのアッパー部分だと考えて頂ければよろしいかと

思います。トップの方がどうしてもこれをやるというふうになった時は、ここのまず

優先的には枠内で、例えば、２カ年３カ年の継続費みたいな形で、財政出動を分散し

てやって頂くというような事になるだろうと思います。で、若干の上乗せについては

ですね、まだ枠はあるというふうには考えてます。ただ、日本全体で人口がどうして

も減尐していかざるを得ない。実際に所得を稼ぎ出す方の比率が非常に尐なくなって、

高齢者ばかりになっていく中でですね、例えば、後年度負担をお願いするような事を

果たして政治家がやっていいのかどうかっていう議論があるだろうと思います。今の

子供って選挙権持って無いですから、選挙権持って無い奴にはものも言わさずに、黙

って借金つけまわしてやってきたんだよっていう事が出来るんかどうかっていうとこ

ろだろうと思います。ただ、地方債の発行としては、これより若干、もう尐し上ぐら

いであればなんとかいけるだろうと。基金もありますんで、なんとかいけるんではな

いかなというふうには判断しております。 

矢野委員：ありがとうございます。そういえば基金も取り崩しを極端に減らして残してい

ってると。３０億程度は残していくという事ですね。それとさっきの話、ちょっと戻

ります。今年以降に大きな投資計画ありますかいう事でお聞きしたんですが、今の所
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まあ無いというお話ですが、総合計画の実施計画。私一番聞きたいのは、これ何番に

なりますか。推進計画で地場産業育成ですか。これに対して対策、計画で、総合計画

に唱ってそれを実施しますと。総合計画出来ましたと。当然、これに基づいて、ケー

ブル終わったよ、もうすでに終了しましたという時に、次、何らかの計画があるはず

なんですよね。それが今の所、目玉として出てないっていうことですわね。非常にさ

びしいなと。選挙直前になって、来年ぐらいにまた飛び出してくるんかなと思います

が、この辺りは職務離れてでも、どなたか市長なり幹部の大きな流れつかんでいる方

おりませんか。無いってことは、総合計画何も実行しないよと。通常、毎年やってる

平常の事業をただ同じように１００年１日の如く繰り返すだけですよという事になる

訳ですが、これは地場産業の育成だけじゃなくて結構ですが、他のものも含めて、観

光立市って言ってる観光面で、ソフト面ばっかりじゃなくて、金こんだけ放り込んで

でもやりますよという、予算付ける事業って本当に無いんですか。これ１点だけ。最

後です。聞かせて下さい。 

渡邉産業観光部長：産業観光部長の渡邉でございます。矢野委員さんの最初の質問が、ケ

ーブル終わった後に、三好市を代表するような大型事業は特にないんかというお話で、

特にはございませんというお話なんですけども、当然、総合計画に基づいて、各部署

で様々な事業・課題を沢山抱えてます。産業観光部で言いましたら、正に農道・林道、

これは新設でまだ要望が沢山ありますし、この維持管理も大変な量になってきてます。

これだけでも大変ですし、今、正に地球的課題といいますか、国家的課題になってお

ります食糧自給率の向上対策。そのために、農業農村を守っていかなければならない

といった、大きな課題があります。そこで今、一生懸命耕作放棄を調査しておるんで

すけども、多分これからは耕作放棄、農地と農地以外に完全に区分されると思うんで

すね。農地でないと認めた農地に対しては、一切補助金は出ない。そういった方針が

国から出されてくるんだと思います。もうひとつは、地球環境保全上、広大な森林資

源を適正に未来へ継承していく必要があるという形で、今、林業につきましては高齢

化と後継者不足から、なかなか手が回らないといった状況であります。ですけども、

誰かがこれを守っていかなければ、荒廃化がどんどん進むんですよね。森林が荒廃す

れば災害を誘発すると。そこに住む人々にも危険も及ぼすと。そういった大きな課題

も抱えています。ですから、そうした森林の適正保全にもどんどん投資もしていきた

いというふうに考えてますし、そうした予算については、国においてもかなり充実し

た予算計上がされております。全体的に見たら非常に厳しい予算状況なんですけども、

そうした農地の保全とか森林の保全に対する対策費については、従来と変わらないぐ

らい充実された予算計上されてると。これにつきましては、三好市はご承知のとおり、

全体の８７％が森林ですから、これを適正管理していくといった義務があるというふ

うに考えてます。観光立市につきましては、どこまで行政が投資していくんかといっ

た問題がありますから、民間活力と併せて考えて行くべき課題であるというふうに考
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えてます。それと、全体的に人口の定住と申しますか、そのための若者定住策として

企業誘致があります。ご存じのように、三野以外では平地、平地がないんですけども、

三野地区を中心として、地権者の同意を確認しながら、工場団地を形成していくと。

その上で、全国の企業に情報提供をしていく。併せて、例えば帝国データバンクから

全国のいろんな企業のデータを頂いて、今後進出とか増設を予定している会社につい

ては、私共の企業誘致条例、併せて工場適地の情報発信もしながら、こちらから直接

企業に出向いて行って誘致をお願いしていくと。そういった施策も必要だと思います

し、そうした予算計上は必ず今後出てくるというふうには考えています。以上です。 

西岡建設部長：私が今考えているのは限界集落を含めまして、いろんな形の管理面がかな

りかかってくるんでないだろうかと。それと今、橋梁につきましても、１５ｍ以上の

橋梁が１４０箇所ありまして、これがかなり耐震的に持たない様な状況が来てます。

これにつきましても、随時考えていく必要があると思います。それから猪ノ鼻トンネ

ルが出来る事によって、こちらへ来て頂くような方策を取るためにも、今、渡邉部長

が言ってましたように、農業関係で北嶺の関係の有効利用とか、いろんな形で有効利

用が出来る土地の取得を含めて、これも考えて行かなんのかなと。私が考えているの

は、大きな事業も必要かと思うんですけど、住みやすい、地域の方が住みやすい様な

状況の町づくりっていうのが必要になってくるでないかと。今現在住んでる方が、も

っともっと住みやすくなる方法を考えて行かないかんのかなというふうには考えてま

す。その第一点としては、上水は完備してますが下水道が出来てないとか、いろんな

形での住みやすい町づくりっていうのは、これから非常に必要になってこようかと思

います。若者定住もそうなんですけど、私が考えているのは、今住んでいる方々が、

もっと住みやすい様な状況の町が出来ないかというふうな形で、我々は取り組んでい

きたいというふうに考えてます。 

合田総務部長：先程、直接のハードの施設事業について頭の方に思い浮かんだんで、矢野

委員さんの質問について、それは具体的な話は今ございませんというふうなお答えを

した訳でありますけれども、日本全国的に言いますと、財政的にそこそこの所は箱も

のもやってますしですね、こういった財政状況で、借金も多いし厳しい中であります

けれども、やらなきゃいかん事業が出てきた時は、思い切っていかないかんというふ

うには考えてますんで、箱物は駄目よという話ではなくして、これは絶対住民の方に

要るような施設については、部長それぞれ言いましたけれども、いわゆる公助、共助、

自助というような形で住民にも負担をかけながらですね、そういった地域づくりをし

て行く中で生み出した財源をですね、そういったこれは要るぞという物については、

箱物も辞さないといった様な、そういう計画も立てるべきであろうかと、個人的には

思っておりますけれども、そういった点で全国的に進んでおります市町村であります

と、今だにやってますんでね、そういった所も見習いながら、何が必要なんかってい

う事に対して、あんまり臆病になってもいかんのじゃないかなというふうには考えて
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おります。ただ、こういった財政状況の中でですから、最近の国際経済でありますと

かそういった事で、また財政的に厳しい状況が出てくるんかなというような含みもあ

りますけれども、そういった気持を持ちながらやっていかないかんというふうには考

えてます。先ほど言われた分については、大型事業の施設整備っていうのは、今、具

体的には無いというように捉えて頂ければというふうに思いますけれども。 

伊丹会長：他に。どうぞ、高平さん。 

高平委員：高平です。先ほど何回か学校の耐震構造についてっていう話があったんで、先

日、教育関係の方で、学校の統廃合の事も新聞に載ってましたので、今から先、２２

年から耐震構造について修理していくような感じ、補助していくような感じの話にな

ってるみたいですけど、２年後までに、耐震の工事をする前に統廃合を相談して、ど

うしても地域的にしないという所も中にはあるかとは思いますけど、今の子供の現状

を見ると、２・３年というよりかは、１０年先には、もしかしたら無くなる学校、そ

のまま置いておいても無くなる学校っていうのも出てくる状態だと思います。それに

関して、市の方ではどういうふうな方向で統廃合を進めて行くかっていうのは、多分、

新聞の方に載ってたように、小学校６０人、中学校３０人以上の学校を作りたいと。

そうすると、各学年１０人ぐらいいるので、単独授業が出来るというふうに出てたん

ですけど、補足で、旧行政区にはそれを切っても残すというふうには書いて頂いてた

とは思いますけど、現状、西祖谷なんかは、既にその人数を切ってるんですよね。だ

から、ただ統廃合を進めて行くのか、それともちょっと遠くても交通を優先して他の

地域に回すのか、そういう所も考えているのかどうかというのも、ちょっとお聞きし

たいと思って。予定には、これには入って無いんで、本当は言う気は無かったんです

けど、あまりに耐震構造のが何回も出てくるもので、ちょっと気になってたんでお願

いしたいと思います。 

新居教育次長：この質問については、議会でもいろいろ、一般質問の中でもございました。

で、新聞でも一昨日ですか、第５回の審議会を開いて頂いた内容が新聞にも載りまし

た。実は、この耐震化という問題と、このいわゆる小中学校の適正規模、適正配置、

これ小中学校だけじゃなくて、いわゆる修学前教育、幼稚園の１７園あって、例えば

子育て支援の保育所も１０保育所あると。全てが今の尐子化の中で運営されていてと

いう状況があります。これは、合併以前に、それぞれの旧町村で、それぞれの教育の

あり方、修学前、それから子育て支援のあり方を、それぞれの旧町村で、保護者の皆

さん含めて、こういう取り組みをして行こうという事で、それでやられておったと。

これを、合併の機会にひとつ同じ考え方で統一しようという話もあったんですが、非

常に出来にくいという事で、合併後、それぞれ今後どうしていこうという話で合併し

ました。その後、今年３年目という事で、この２月に、いわゆる三好市の教育振興審

議会というのを設置させて頂いて、今後のあり方について、是非、審議してくれとい

う形で、今５回の審議会を開いて、今のような状況で中間取りまとめが先般出来まし
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て、今後、１０月に１カ月間、パブリックコメント手続きを取らせて頂きます。それ

は今後のあり方を含めて。実は、耐震の関係は今までも国の方で、平成７年の阪神淡

路大震災があった時に法律が出来て、地震防災対策特別措置法が出来て、その後、早

く、特に学校については早く耐震補強しなさい、して行きましょうという取り組みが

あったんですが、この間、ほとんどの、国全体として取り組みが進んでなかったとい

うことで、あらためて先般の四川省の大地震があって、これはいかんという事で、今

年の６月ですね、それの法律改正がされました。この法律改正の中身が、とにかく補

助率もアップするので早く進めよという内容で、特に耐震補強、補強できるところは

補強しようと。後もうひとつは、耐震診断もしてない所は市民の皆さんに公表して、

危ない施設でいつまでも教育するのはおかしいじゃないかいう意見も含めてですね、

推進体制を取っていくという形にされました。その両方が今、三好市に課せられてい

るという事で、教育振興計画審議会の中でも、その両面でご審議いただいて、今度パ

ブリックコメントでますので、是非その中身を見て頂けたらと思います。先ほどいろ

いろありましたが、やっぱり投資的経費の中に大きな、学校の統廃合も含めた町づく

りの視点で、確かに教育を一義的に考えるんですが、町づくりも考えて行かないかん。

限界集落がこんだけ増えてる中で、どうしても学校、今まで学校を中心にしながら町

づくりが形成されてるやつを、今後どう転換していくのかっていうのが大きな課題だ

ろうと思うので、そこと含めて審議会の答申を１２月に頂いて、教育委員会の中でい

ろいろ議論して、計画をまとめていきたいと。その方針に沿って、今後進めていきた

いという事です。耐震化も今回いろいろ補正予算出していますが、とりあえずは診断

をすると。診断をしてない訳です、三好市は。優先度調査という事で、どの施設から

順次診断していきましょうねっていう優先度調査はしとんですが、耐震診断がまだ５

３棟、いわゆる耐震性のない建物の診断をして行く。診断に基づいて市民の皆さんに、

この施設はこういう診断内容でましたという事を公表して、その上で統廃合を検討し

ていただきます。で、５年後、１０年後、そういうことであれば早くいわゆる統合し

ましょうねと。どうしてもここは残るから補強しましょう。若しくは、もう統合して

改築して、新築して新しい環境施設整備しようということで、今、３３億円という事

業費を投資的経費の中に、現時点の考え方で入れさせて頂いているという事です。よ

ろしいでしょうか。 

伊丹会長：よろしいでしょうか。下大寺委員さんどうぞ。 

下大寺委員：すみません。質問が全く一緒だったんです、発想が一緒で。学校が統合にな

った時に、山城でもあるんですけども、体育館の立派なのもプールの立派なのも、何

年か前に出来たばっかりなのに、２・３年経って廃校になったとかいう所があります

ので、是非、この耐震化の事と統廃合の事とを関連付けてご検討頂きたいなと思って

手を上げましたら、同じ質問だったのですみません。終わります。 

伊丹会長：財政計画とも密接に関係しておりますんで、やはり市の財産でございますので、
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そこいらは当事者の方で十分ご検討して頂けると思っておりますが、やはり地域とい

うのは学校が文化施設でございますので、文化施設を中心にその地域が安定した発展

とか、住みよい町になっている訳ですから、お互いの交流の場でもございますので、

そこいらは、多面的に教育委員会の方でまたお考え頂いてですね、有効利用・有効活

用をですね、統廃合になった場合にですね、して頂けるんじゃないかと。それが当然

の義務だと思っておりますので、お願いをしておいたらと思います。他にどうでござ

いましょうか。財政計画について。 

川西委員：川西です。６６番と６７番、団体補助金の見直しと広域連合、環境衛生組合等

への関与の見直しと。以前の時に、かなり具体的な数値を言ってくれてるんですが、

今回は０ということで、関与の見直しと、最初、団体補助金の削減という時に、各種

団体は頭からナンボ減しなさいと切れるんですけど、一体広域連合、この大きな１０

倍もの予算の補助金の分は誰がこれを見るんですか、削減をするんですかって矢野さ

んがご質問になった時に、市の方は、どこがするんやら全く分かって無いっていうよ

うな話だって、今になってみたら、見直しっていうの、前は事務局の方から、かなり

具体的な数字を言ってくれて、団体の方の金額が千５百万と、広域の方が２千５百万、

これでとるきんど、これは余りにも尐ないし、目標もないし、これ本気でやっていた

だっきょんかいなと思うんですけんどね。前、合田部長がおっしゃった、行ったらな

かなか言ってくれんのですわって言うきんど、言うてはくれんと思いますわ。こちら

の方で、これはこんだけで絞りなさい、こんだけこんだけの計算書をもっといて、こ

んだけの予算でやれと、ナンボ減して下さいというのを市の方から打ち出さなんだら、

私の方はこんだけ減しますよというのは、私、言うてくれんと思いますので、これは

一応、もっと大事なイベントとか伝統行事の分をビシビシ切んじょんですから、ここ

ら辺りは大きな１０倍の金額を予定しとるんですから、本気でやって頂きたいと思い

ます。それと、これに関連せんのですきんど、私、常に言よんですきんど、公共の土

地ね、土地の管理はできよんかって言うんですが、うちの地区の場合は、年に２回、

皆が出て全部草刈やしよんじゃけど、聞くところによると、その土地に草刈の請負を

させて、銭払いよるとこもあるっていうんですが、そういう事は無いでしょうかね。

私の所は全部、地区以外の公共地の分の草刈は、全部地区でしよりますし、井川町の

場合は皆それだと思いますが、池田町では請負に出して刈り賃払いよるとか聞くんで

すが、それはどんなでしょうか。 

山口企画課主幹：広域連合の削減の分についてご説明をさせて頂きます。今ここに数値が

入っているのは、平成１８年度後半から東みよし町と三好市に負担割合の見直しって

いうのを進めて、１９年度から以降反映された数値が入っています。それで、ここの

負担割合の見直しで言いますと、１８年度と比較すると三好市の方は１９年度が２千

５百９８万４千円の減尐というか効果が出とると。ここには計画という事で数値が入

っていませんが、今後の見込みとしては、平成２０年度が３千９百万程度、その次が
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７千万程度、２１年度がですね、こういった形で削減効果っていうのが、負担割合の

見直しに基づいて効果が表れるっていうのが、もうすでに決定しています。それとみ

よし広域連合と、今回統合した環境衛生組合っていう部分のですね、去年、行財政改

革大綱、また、集中改革プランの策定をしようじゃないかというんで、東みよし町か

らも２名、三好市からも２名の市の職員が参加を致しましてですね、去年の６月１１

日にそういった会が立ち上がり、以後、１９年度中数回のいろいろな検討をして来た

所でございまして、内容としては事務事業等の洗い出し調査であったり、広域行政組

織の見直し、定員、給与、手当の見直し、人材育成の推進であったり、財政の健全化

等という事で検討を致しまして、２０年の３月に大綱と集中改革プランっていうのが

作成をされて、すでに取り組んでいるところでございます。具体的にどういった形が

２０年度の予算に反映しとるかっていう事なんですが、とりあえず給料っていうふう

な部分については、平成１９年度から広域連合３％のカットっていうような形で継続

しております。それと新たな部分では、消防関係の手当、救急出動手当だったり、そ

ういった部分の廃止、又、航空隊派遣の手当、火災出動手当、夜間特殊勤務手当等の

廃止、消防の休日勤務手当の見直し、夜間勤務手当の見直し。後、環境衛生組合関係

も、汚物の不快手当とか、そういったこともございますが、そういったものも見直し

をされた部分。それと広域連合自身の総務関係を一元化した関係で、パート職員も５

名、２０年度から削減されております。それと他に、物件費関係で普通旅費であった

り、需要費・役務費関係・委託料関係なんかも、かなり改革するべく計画を立ててで

すね、かなりの額の削減っていうふうな事を、集中改革プランの方には反映をしてお

るようでございます。そういった関係で、今ここの中で反映をしておるのは負担割合

での見直しという事での２千５百万程度を結果としてここに載せてますが、先ほど申

し上げましたとおり２０・２１以降も負担割合の見直しの効果、並びに広域の中のプ

ランに基づいた改革っていうのが進められておりますので、そういった形での削減は

なされて来るというふうな事でございます。 

渡邉産業観光部長：引き続きまして、市の施設の草刈とかを市がしてるんですか、地元が

してるんですかという話があったんですけども、川西委員さん、市の施設っていうの

は公園的なものと、市道とか農道・林道とかいろいろありますけど、先、公園の方な

んですけども。 

川西委員：よその場合はどうか知りませんが、私有地と公道の間にかなりな市所有の土地

っていうのがあります。草刈らないかん所が。うちの場合でも、管理は昔からの事で、

皆寄ってせんかという事でしとりますが、隣の地区はそれを下請けに出してお金を払

いよるとかいう話を聞くんで、こっちは、井川町は皆しよるが池田はそれに金を払い

よるっていう、よその事をとやかく言うたらいかんけど、それから管理が、私が会長

しよる時には、昔の事で難しんですが、ポツダム宣言以後の民有の共有地では、誰々

他何名所有というやつは部落の持ちになるが、そうでない分は市の方へおさめるって。
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私の方も中瀧町長と、それは、地権は役場へ移ると。後は、管理権だけうちらの方に

あるんじゃという事で、管理権だけ頂いたけん、一生懸命刈んじょりますきんど、何

か使いもできるし、現実には広告棟が建っとる訳ですからね、管理権がるんじゃとい

う事で刈っとりますが、池田町の場合は、それは刈らずに市の方が人を雇うて刈んじ

ょるという事で、それ話しよる人がおるから、また何処かで問題になると思いますん

で、検討しておいて頂いたらと思います。 

西岡建設部長：その関連につきまして、同和対策法があった時に、その地区についてはそ

ういう同和対策室との流れの中で、草刈について約束をしてきた経過があるみたいで

す。ですから、最終的に同対法が切れた段階ではやはり、そういう形で見直しはして

行くべきかなとは思ってますが、その関連がまだそのまま残っている様な状況であり

まして、その他の地区につきましては、全て、ほとんどの幹線につきましては地域の

方々にやって頂いております。 

伊丹会長：他に。時間が大分迫ってまいりましたが、財政計画について残っておりました

ら。 

矢野委員：簡単に質問しますんで、簡単に答えて下さい。計画の表の中で、歳出の物件費

ですが、昨年度と比べまして１億１億１億、２億２億、最終は３億と、毎年の分で相

当増やしております。地方交付税が増えた分、６億増えればその内の２億位が物件費

に来てる。先ほど近泉さんおっしゃったように、もっと減ると思ったけど減って無い

と。計画上減らさない様な、いわゆる庁舎の統合の問題を話されましたが、これはも

っとつっこむべきだと思います。単純な最終の数字から判断して。すぐ上の段の人件

費が、職員の皆さん方の相当なご努力も含めて、約１０億減らすような、５０億が４

０億ですわね、１０億減らす計画で進んでおります。すぐ下の物件費は、２５億が最

終、１０年後も２５億。多分こんな計画は無いと思います。って事は、去年と比べて

１億１億２億って増やしてる。これの見直しとですね、それに対しまして歳入の方で

繰入金、いわゆる基金を取り崩して歳入に入れておりますのが、これで１億、２億５

千、１億７千、１億７千と。それまで５億、６億あったのをここまで減らしてきてお

ります。これはすばらしいやり方、考え方と思いますが、さっきの物件費をもっと見

直す中で、これはゼロに出来るんじゃないかな、基金として残しておいて、１０年後、

１５年後、本当に厳しい時に使えるように、これを反対にゼロにして、物件費、もっ

と頑張って１億そこらを落としていくという、この辺の見直しを是非お願いしたいと

思います。物件費の見直しの中に、先ほど私いましたコンピューター関連のいろんな

委託料なり、今後の出費も含めて、可能性あると思いますので、是非お願いしたいな

と。そういう要望です。 

近泉財政課長：ちょっと１点お断りしておきますけども、物件費の中で、今回、行革推進

室の方でも相当指定管理者制度というようなことで、直営部分から民間委託をして、

指定管理者制度を活用して、総体的なコストを下げていこうということで、その部分
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の人件費の圧縮が指定管理者制度で図れるという事でありますけども、反面、その場

合に、利用料金制度というものが取れる施設の指定管理者制度という事になりますと、

物件費そのものが発生しないという事になりますけども、どうしても上昇要因として

は、指定管理者制度を進めて行けば、まあ人件費に比べて物件費の増えは極端に尐な

いということにはなるんですけども、当然、総体的に見たら削減効果は出るという事

になるんですけども、物件費そのものを押し上げる一つの要因にはなってくると。矢

野委員さんが前段でおっしゃったように、確かに物件費の部分、相当本腰を入れて見

直しをせないかん部分が沢山あると思います。落とすべき分は落とさないかんのです

けども、反面、制度を導入することによって、指定管理者の部分は委託料という形で

物件費が上がりますという部分ございますので、極端におそらく、削減はしていきま

すけども、アップ要因もあるという事で、相殺効果で思ったほどの削減は出来んだろ

うなと思っています。 

伊丹会長：よろしいですか。 

矢野委員：おっしゃる意味は分かりますが、納得は出来ません。ただ、もうここで議論す

る話でもありませんが、この項目別に見ていった時、人件費、これが一番多く削るよ

うになるでしょう。後、扶助費削るわけにいかないと。公債費削るわけにいかない。

何が削れるか。はっきり言うたら普通建設でありますけど、いわゆる投資的経費と物

件費なんですよね。そういって見て行った時に、物件費の中にまだまだ削れる部分、

近泉さんは今ああいう言い方をしましたけど、それ以外の項目でまだまだあるはずで

す。それを削ってでもやはり基金として、１億・２億崩すやつを、それを半分にでも

する、いや全部取り崩しは止めたと。１０年後厳しいから残しておこうと。そういう

努力をお願いしたいなと思います。あらためてお願いします。 

伊丹会長：要望という事でよろしいですか。他に財政計画についてでなくても結構でござ

いますので、この機会にご発言を頂ける事がありましたら。無いようでございました

ら、以上で本日予定されておりました議事については終わらせて頂いたらと思ってお

ります。それでは次に、今日の次第の第５の所でございますが、第８回の委員会の開

催日程について、事務局の方で何か素案がありましたらお願いをしたいと存じます。 

事 務 局：前回の年間スケジュールの時にも申し上げたというか確認して頂いたんですけ

ども、次回、１２月までに１回お願い出来ましたらと思っております。議会の関係も

ございますけども、出来ましたら議会前にお願いしたいなと思っております。議事に

ついてはご要望があればそれにしますけども、現在こちらの方で思っておりますのは、

全体的な進捗状況ですね。２０年度の全体的な進捗状況が、もう半年経ちますので、

それについてご報告申し上げるという事でお願いしたいなと思っております。会場の

方は、また日にちが決まりましたらこちらに任せて頂きたいなと。そういうふうに思

っております。 

伊丹会長：今お話ございましたように、年内にもう１回というような事でございまして、



- 20 - 

 

１１月の下旬から１２月にかけてという。ここいら日程、会場等につきましても事務

局の方にご一任を頂けましょうか。 

各 委 員：異議なし。 

伊丹会長：はい。それではまたご案内があろうかとは思いますが、１２月に入りましたら

師走の月でございますので、公私にわたりまして大変お忙しいと思いますけれども、

ご協力を頂けますようにお願いを致しておきます。それでは予定を致しておりました

議事、議案がすべて終わりました。本当にありがとうございました。予定をいたしま

した４時があと５分でございますが、これで終わらせて頂きますが、本日は、いろい

ろと基礎、基本になります財政計画の問題とか、いろんな事で多面的なご討議を頂き

ましたが、どうぞひとつ次回も是非ご出席を頂きまして、市ご当局の行財政改革に向

けてお取り組み頂いていることに報えるような成果が出れば、大変ありがたいと、こ

う思っておるところでございます。だんだんと時候が寒さに向かってまいりますので、

ご健康にはくれぐれもご留意を頂きまして、ご自愛を頂きまして次回にお会いできる

事を楽しみにしておきたいと思います。本日は本当にありがとうございました。また、

市の幹部の皆さん方には何かと公務お忙しい中、ご臨席を頂きまして、ご丁重なご答

弁、また示唆を頂きましたこと厚くお礼を申し上げておきたいと存じます。また今後

ともご指導、ご助言、ご教授を頂きますようにお願いを申しあげて、本日の会議を終

わりたいと思います。それではありがとうございました。 
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