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 第８回行財政改革推進委員会 会議録 

日 時 平成２０年１２月２２日(月) 午後１時３０分～午後３時２０分 

場 所 三好市池田総合体育館 

出席者 委 員 

    東 深幸、伊丹 一夫、川西 昭一、高平 和代、谷 敏司 

（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、 

新居教育次長、南総務課長、近泉財政課長、森行革推進室長、藤井、西本 

欠席者 上野 誠、下大寺 歌子、森本 諭、矢野 博正、山本 佳代子 

 （敬称略） 

事 務 局：平成２０年も今日を含めて後１０日となり、何かとお忙しいところご出席いた

だきまして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、森本委

員さん、矢野委員さん、山本委員さんが欠席されるというご連絡をいただいておりま

す。前回は、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報告、

ご説明させていただきました。今日は、先日ご通知申し上げましたように、今年度の

集中改革プランの進捗状況をご報告、ご説明申し上げましてご意見を賜りたいと思っ

ております。それでは只今から第８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：皆さんこんにちは。師走もせまりまして大変お忙しい中、このような会合を持

ちましたことを大変恐縮を致しておりますけれども、年内にどうしても１回会議を持

ちたいということで、今日のような日をセッティングさせていただき、また、会場に

つきましても池田町内で確保が難しいということで、本日は井川総合支所のほうでお

世話になったわけですが、これも合併をしてこういうところに足を運ばせていただく

ことも、市民の一体感を募らせる大きな絆になるんでなかろうかと、こんな思いが致

しております。本当にご苦労様でございます。今日は、先ほどお話ございました様に、

今日に至るまでの集中改革プランの進捗状況、先般資料をお送りいただきましたけれ

ども、目を通して見ますと大変ご苦労いただいておることが思い浮かばせていただく

わけでございますが、そのようなものにつきましての詳細ご説明をいただく為に、市

当局のから幹部職員の皆さん方がお越しを頂いております。どうぞひとつご拝聴いた

だきまして、是非ひとつ足らざるところをご指摘も頂いたり、ご提言を頂ければ大変

ありがたいと思っておるところでございます。今日は師走という時期的なこともござ

いますし、また、市の幹部職員の皆さん方の今後のご予定もございますので、４時に

は終了させていただこうと、こう思っておりますのでご了解を頂けたらと思っており

ます。それでは只今から本日の会議を始めさせて頂きますので、よろしくお願い致し

ます。 
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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市側の出席者をご紹介

致します。合田総務部長、高畑環境福祉部長、蔦企画財政部長、新居教育次長、中内

福祉事務所長、南総務課長、近泉財政課長と行革推進室の事務局です。よろしくお願

いします。それでは議事に入ります。議事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がすることになっておりますので、会長にお願

いしたいと思います。お願いいたします。 

伊丹会長：それでは議事を始めたいと思いますが、最初にいつものことでございますけれ

ども、ケーブルテレビ等が参りましたときにはビデオカメラ等での撮影を許可してよ

ろしいかどうか、お伺いをさせていただいたらと思いますが、いかがでしょうか。 

委  員：異議なし。 

伊丹会長：了解をしていただきましたので、ひとつご協力をお願い申し上げます。それか

ら毎回お願いをしておりますけれども、会場が手狭でマイクがなくても十分お聞き取

りを頂けると思いますけれども、会議録を作成する関係上、マイクを通してのご発言

をお願いしたと存じます。最初に、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６条第２頄により、５名出席しておりますので、会議が成立し

ておりますことをご報告を申し上げておきたいと存じます。次に議事録署名委員さん

でございますが、谷委員さんと東委員さんに本日の会議の議事録をお願いを申し上げ

たいと思いますが、よろしゅうございましょうか。おふた方どうぞよろしくお願い致

します。それでは議事に入りますが、まず資料に基づきましての集中改革プランの進

捗状況についてを議題として、事務局からご説明を頂きたいと思います。よろしくお

願い致します。 

事 務 局：(説明) 

伊丹会長：今、全体的なものではございませんけれども、先般お送り頂きました集中改革

プランの進捗状況について、事務局のほうからご説明を頂きましたが、ご繙読頂いて

おると思いますので、お気づきの点、どの頄目からでも結構でございますのでご発言

を頂けたらと思います。よろしくお願い致します。せっかく幹部職員の皆さん方お越

し頂いておりますので、何か事務局からご説明頂きました上に、補足的にご説明を頂

ける物がありましたらお願いをしたいと思いますが、ございませんでしょうか。 

谷 委 員：谷です。これ、もちろん読ましてもらったんですけれども、我々に今、この行

革委員に付託されておるのは進捗状況をチェックしなさいという事なんですけれども、

正直言いまして、進捗状況うまい事進んでいるのか進んでいないのか、これを読んで

も分からんっていうのが、本当に正直なとこです。まだ、年度のまとめがあったんで

出たんだと思うんですけど、前回頂いた集中改革プランだったら、１８年度、１９年

度、２０年度、２１年度っていうので、実際に実施しよるとか計画とか出とったんで、

それを見らしてもらったら分かるんですけども、それをここで言うても仕方ないんで

すけども、その上で聞きたいとすれば、今、効果のあったものと遅れているものって
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いうのをまとめて言ってもらったんですけれども、遅れているのは何番と何番かをお

聞かせ願えたらと思うんですけれども。 

事 務 局：遅れていると言いますか、当初の計画ですね、改革プランを作った段階での意

味で言いますと、５番の病院の件ですね。これは未だに公営企業法の全部適用ができ

ていないという形でございます。それから老人ホームの指定管理者制度の導入という

形で、これも２１年度から指定管理者制度を導入するとなっておりますけれども、ま

だどの施設から導入するかということが決まっておりません。それと２ページの１９

番ですけども、これの中には計画がふたつありまして、協働基本計画につきましては

策定できておりますけれども、自治基本条例については検討についたという段階でご

ざいます。それから２２番の自主防災組織の拡大につきましても、目標が今年度６０％

を予定しておりましたけれども、まだ５割前後という形で遅れております。それから

業務改善提案制度につきましては、制度は出来ておりますけれども、提案件数が尐な

いと、成果が上がってないという形です。それと３５番の人事評価制度の導入につき

ましては、先ほど申しましたように、今年度から試行で導入するとなっておりました

けれども、１年遅れるというような形になっております。大きく遅れているといいま

すか、目立っているというのはこれらの頄目かなと思っております。後、徴収率等に

つきましてはまだ年度途中ですので、数字が挙げられませんので、進んでいるかどう

かっていうのは、まだ判断しかねる所でございます。 

伊丹会長：私もこの資料を送っていただきましてね、読ませていただきました。やっぱり

平成１８年の１２月に第１次行革で答申をさせていただきましたですね。その時点の

段階で頄目別に、例えば最後が６８ですか、こういうようなものにつきましてね、細

分化して、平成１８年度の答申時点でこういうような段階、こういうような状況であ

ったと。例えば用務員の問題にしても給食の問題にしてもですね。それから１９年度

ここまで手をつけて段階的に進めさせていただきましたとか、そして２０年度に入っ

てこうこういうような事をというような、そういうような進捗状況というのは、現時

点のこの状況を私どもに知らせて頂いたんでは、どこまでどんなに手をつけたんやら

さっぱり分からんわけですね。やっぱりそれは私も今日はお願いせないかんと思いよ

ったんですけどもね。確かにご努力を頂いておるその姿は推測できるんですけれども、

やっぱりどこまで汗と知恵を流して頂いたのかが十分我々には分からんわけですね。

そこいらをひとつこれからの資料提供の中でですね、ご検討を頂けたら大変ありがた

いと思うんです。今日出てきておりますのは、今の段階でここまでに積み上げてきた

のはこうなんだと。過去のプロセスが全然わかりませんのでね、そういう面でひとつ

ご尽力を頂けたらありがたいと思うんですけどもね。他にございませんか。 

谷 委 員：今お聞かせ願えた番号の中で、多分次の段階考えないかんのは、遅れてます。

私は当初からそんな計画通りには行くとは思ってないです。それは皆さんそうだと思

います。で、進んでいく段階でいろんな誤差といいますか、おかしい事も出てくるん
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で、その時点でほんなら次はどうするんですかっていうのが大事なんで、今、番号挙

げたんについて、遅れとんやからこういうふうに次はやっていこうと思いますってい

うのをお聞かせ願えたら、皆さんとりあえず納得できるんかなというふうに思います。 

事 務 局：先ほどの説明の中でも申し上げましたけれども、５番の病院につきましては、

公立病院の改革プランの策定中でございまして、県の方針に沿いまして病院の方も計

画を立てていくということで、それが出来次第市の方針というのも出来ますので、そ

れに合わせて経費の節減と言いますか、そういうことについてもやっていただくとし

ております。それから老人ホームにつきましては、下準備といいますか、条例改正が

出来ましたので、関係部署との協議をもっと掘り下げて、何年度という明記以外にで

すね、項番といいますか序列、この施設から行いたいという形での方針を決めていき

たいと。３施設ありますので、どれからいくかっていう、今は何年度というので迷っ

ておりますので、年度は本当は表記したいですけれども、それより先にどの施設から

やるかという形で行きたいかなと。その辺も各施設、担当部署と協議を進めて、もっ

と掘り下げて、指定管理も出来るんかというのも、もう１回協議をしていきたいなと

思っております。それと自治基本条例でございますけれども、これにつきましても今

年度中に基本的な研究会を立ち上げて、それで市民の皆さんに入っていただいて協議

するか、あるいは総合計画立てたような形での組織を作りまして、来年度の今頃には

もうたたき台といいますか、基本の方針が出せるような形にしていきたいなと思って

おります。人事評価制度でございますけれども、これにつきましては全職員の評価を

するんでなくて、昇任関係ですね、課長補佐以上の昇任につきましては、この人事評

価制度を導入いたしまして、昇任の参考にしていくという方針が決まっておりますの

で、この辺につきましては２１年度から行いまして、全職員についてはその状況を見

まして、１年後か２年後かになるか分かりませんけれども、とりあえず試行という形

で、課長補佐以上の昇任について人事評価制度を導入していくという形にしておりま

す。自主防災組織の組織の拡大ですけども、これは担当課がそれぞれ、市内各地区を

回りまして、単独では難しいところにつきましては、社会福祉協議会が進めておりま

す地区住協ですね、そことの連携を深めて、自助、共助という形での、重要性をお願

いを致しまして、設立に向けて進めているということでございまして、先ほど言いま

したように、市の自主防災組織連合会というのが出来ますと、それぞれ連絡、調整が

しやすいのかなと思っておりますので、この辺についても設立を早めにお願いをした

いと思っております。具体的に遅れているからどうするっていう具体的に言える段階

っていうのは、このようなものだと私は思っておりますけれども。 

伊丹会長：他ございませんか。 

東 委 員：ちょっと素人っぽいかも知れませんけど、もう尐し教えて頂きたいと思います。

例えば９番の児童館の児童クラブ化の所で、指定管理の方向で検討していたが業務委

託で運営することにしたという事なんですが、指定管理にした場合にこれこれこれだ
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けの削減とかこういったメリットがあるということ、業務委託した場合にこれこれの

メリットなりあって、なぜ指定管理が難しくなって当初予定していた指定管理でなく

業務委託になったかとか、そこら辺がもう尐し分かるように表現して頂けるなりして

頂けたらもっと見やすく、先ほど谷委員さんのおっしゃられた進捗状況が見えるよう

なグラフ化するとかひっくるめて、誰が見ても理解しやすいっていうような形にして

頂けたらありがたいかなと思います。 

中内環境福祉部長：私のほうから児童クラブ関係についてご説明申し上げます。今まで児

童館、児童クラブという２つの放課後に児童をお預かりする制度がございました。今

年度全てを児童クラブという形に名称も変更いたしまして、次の段階で指定管理か業

務委託でやっていくということでございますが、実は昨年度も２つの児童クラブを新

たに設置を致しました。山城町と池田町のほうで。その際にいろいろ議論もしたわけ

でございますが、指定管理といいますと効率化あるいは業務の内容にもよりまして、

そういういろんなものを含めて指定管理が良いのかどうかというのを判断するべきで

ございまして、実際いいますと、児童クラブにつきましては子育ての観点からいきま

すと、市内同じようなサービス、制度を確立していくという中で指定管理の競争原理

は働かないというのがひとつございます。それともうひとつはですね、やはり今実際

に指定管理をしている内容をみてもですね、業務委託的な内容でですね、全てを指定

管理してなくて、一部だけを指定管理していると。業務の内ですね。そういうような

指定管理になじまないとかいろんな面が出てまいりましてですね、これだったら子育

て事業につきましては全て業務委託という形で運営をして行こうという方針を展開い

たしまして、そういう事情がございまして、全て２１年度からは業務の委託という形

に変更させて頂く事に致しました。 

伊丹会長：よろしゅうございますか。 

東 委 員：ありがとうございます。もうちょっと細かくすみません。指定管理っていうの

は業者とかが全部自分たちで何もかも決めていくっていう事で、それだと標準化しな

いので、サービスというのをこちらの、行政の方から同じように、標準化するように

委託していくという意味ですか。 

中内福祉事務所長：失礼致しました。ちょっと説明が足らなかったようで申し訳ございま

せん。ひとつはですね、サービスの内容については、基本的な内容については市全部

が同じ様な形で決めております。ただ、その運営については個々の児童クラブで特色

ある運営して頂いて結構ですという形をとっております。ただ、運営していく上でで

すね、指定管理だったら全てのですね、いわゆる子供さんをお預かりした運営、ある

いは光熱水費からいわゆる維持管理ですね、そういう全てをその指定管理の中でやっ

ていくというのが基本だと思います。ただ現実にはですね、その全てをやっているの

は池田の児童クラブだけで、他については市役所のほうで維持管理をやっていると。

ただ子供さんをお預かりする運営だけをですね、普通で言う業務委託ですね、それだ
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けして指定管理をしていると、そういう所もございましてですね、先ほど言いました

採算性で言いますとですね、私どもの方では全ての、子供さんをお預かりする日、い

わゆる月曜日から金曜日までお預かりするんだったら月２千円、土曜日１日お預かり

するんだったら月３千円とか、そういういわゆる使用料も統一させて頂きました。指

定管理はそういうところも個々に変えることも出来ます。それではちょっと市内の中

でですね、お預かりしたところで金額が違うというのもおかしいことになりますしで

すね、規模的にも大きいところと小さい児童クラブございまして、きちっと市が責任

もって運営する上ではやはり業務委託として、その運営だけに必要な費用を支払うと

いう体制をとっておいた方がですね、均一が取れるんでないかということもございま

して、全て業務委託に変えていこうという形で、子育て支援の一環として変更した訳

でございます。 

東 委 員：ありがとうございました。サービスの質が均一になるようにということですね。

ありがとうございました。 

近泉財政課長：指定管理者制度を入れるというようになりますと、同じサービスを供給で

きるとろが幾つかあって、そこから一番いい提案を受けたとこに決めて、結局安いコ

ストで良いサービスを受けるという事になるんですけども、ここの部分が児童クラブ

ということになりますと、どうしても保護者を含めた形で運営委員会というのを立ち

上げて、そこが運営主体にならざるを得ないんです。で、そこひとつなんです、主体

が。ということは指定管理を入れてコストを入れてコストを下げるという意味合いが

ゼロに近いということで、そことだけ契約することになりますので、後は所長が言っ

たようなところの理由でこういうふうになったというところです。 

伊丹会長：具体的な数字とかそういうのが出ておりませんので、なかなかご発言が難しい

と思いますが。どうぞ。 

谷 委 員：先ほど遅れとると言われた中にあったんですけれども、２点あるんですけれど

も、１点目は人事評価制度なんですけれども、今年度は管理職って言われたんですか

ね。 

事 務 局：２１年度が課長補佐以上です。 

谷 委 員：それって私は、人事管理制度ってすごく難しいと思うんですよ。ほんまに出来

るんかなっていうのが、これ出てきた時の第一印象です。課長補佐以上にするんで、

もう具体的な評価の内容とかは出来とんですか。これをもって評価するっていうよう

なものが。 

合田総務部長：谷委員さんおっしゃる通り非常に難しい。それで何箇所か視察にいったん

ですけどね、それぞれの自治体、１０年も前からやっとるとこでもさほど進んでない。

自治体の名前は言えないんですけど、県内の市なんですけどね。そんな状態でありま

した。もう１箇所行ったんですけども、それも３年目か４年目になってるんですけど

も、うちよりそれぐらい前から始めてるんですけど、そんなに進んでない状態なんで
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す。全体的な国のレベルでの話なんかで統一的なものが出てきたらという所もあるよ

うなんです。実際、合併したら特に、誰が評価するするんか、評価する側のレベルが

統一出来るんかどうかいろいろなそんな話もあったり、評価される側の話とかそんな

話しがいっぱいありまして、書類だけは分厚い書類になるんですけど、じゃあ実際出

来るんかって言ったらどこから手を付けようかなっていう状況なんです。とりあえず

部分的にここから行こうっていうのは、とりあえずはそこが足がかりかなっていうの

が今のところの評価なんですけども、それでじゃあどこまで進むかっていうのはちょ

っとまだそこまで検討が出来てない状況なんですけど、早い段階で入れないと変な話

になるということは間違いないことでございまして。先発隊があまりいないと。やっ

てるけど全然動いてないというような状況なんで、今委員さんおっしゃった様に非常

に難しい、中に入ってみると難しいというのが今の現状でございます。ちょっと説明

になってないかもしれませんが、すみません。 

谷 委 員：私なんでこれ言ったかって言うと、今のは多分そうやと思うんですよ。ほんで、

なんでこれ言うたかって言ったら、もうここへ出してしもたから何年以内にせないか

んとか、それが逆に行革にマイナスだと思います。だから、出きんことは出来んで、

検討したんですけども出来んのですっていうのを言って頂いて、ほんならどうするん

ですかっていうふうに考えていかんと、そんなのが多いんじゃないんかなと。もう１

点って言よったのが２６番です。提案制度。これもやる気あるんですかっていうレベ

ルですよね。ほんまにやる気ありますっていう。もうここに出てるから無理やりする

のは止めましょう。出きんことは出来んで、次どうするかを考えて行きましょう。 

川西委員：私は言い方がきついんじゃけんど、これは、こういうものを提案しました。結

果、あまりやる気が無くて、それはしたんですけど出来ませんでしたで、市の方はお

茶を濁したいんでないんかっていう、そういうふうに悪く取る面もあるんです。それ

とひとつお聞かせ頂きたいんですが、昇給、成績不良者に対する、評価でなしに欠勤

とか遅刻、早退記録簿によってはっきりでとる場合、欠勤とか突発欠勤とか遅刻がど

れぐらい続いたら昇給の延伸をやっとんか、ちょっとお聞かせ頂きたいんですが。昇

給の延伸やいうのは無いんですか。それから、部長には悪いですけど、山城の職員は

ものすごく給料が高いっていう、抜擢昇給をどんどんどんどん発令した結果なっとん

だろうと思う。その抜擢の基準というのはどういうものか、合併してその後も一生懸

命やっとる職員には抜擢もやらないかんし、それから不祥事を起こしたり遅刻が続く

ようなときは、何回ぐらい遅刻をしたら昇給を延伸さすっていう制度があるんか無い

んかひとつお聞かせ願いたいんですが。 

南総務課長：今、細かいルールここには持ってないんですけども、例えば病休なんかでも

休む場合があります。３０日ルールっていうのがあるんですけども、それを超えたら

全て、最初の休んだ時から日数を換算しましょうと。何日休んだらどうですよ、昇給

延伸しましょうとか、そういうルールは全部あるんで、そのルールに基づいていま運
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用しております。中身については。休職とか、いま６００何人職員おりますので、そ

れぞれ生身の体ですから、それぞれ諸般の事情がありますので、それはルールに基づ

いて昇給の延伸なりやっております。 

川西委員：遅刻、早退についてもやっていますか。 

南総務課長：遅刻っていうのはチェック全部しております。基本的に遅れた場合は、遅刻

ではなく時間休とかで取っています。１時間遅れるのであれば１時間年次休暇を出す

というような形でやっております。 

川西委員：それは尐し甘いんと違いますか。時間を減らしただけで業務に支障をしとる分

っていうのもあるし、私はある団体の監事をやっておったんですが、そこには欠勤簿

も遅刻、早退記録簿も延伸制度も無いし、まさか市当局がそんなんが出来てないとは

思わんのじゃけんど、どうも見とる感じ、しまりが無いところを見るとそれがピシピ

シとやれてないんじゃないかという危惧を抱いてお聞きしたんですが。 

南総務課長：あの方は遅れてきよるとか、そういうような第三者的に見ればそういう部分

があるんですけれども、基本的には朝、突発な用件が出来まして遅れてくるというよ

うな事案があります。それについては今、年次有給休暇の関係で処理をしております。 

合田総務部長：僕の方から旧町村の給与の関係のバランスなんですけども、今、山城と言

われたんですけど、山城が高いわけではありませんし、給与の調整についてはほぼ旧

町村同じ様な形にはなっています。その中で、前歴換算とか、途中で入られた方につ

いての前歴の見方とか、そんなんで遅れている部分、現場部門を多く持っているとこ

ろの職員の前歴がきれいに見えていないとか、そういう部分があるようですけど、全

体的にはほぼ、一般職についてはですね、ほぼ同じレベルかなという認識は持ってお

ります。一応、合併する前に各町村間で調整をしてきて下さいというような事でして

ますので、前歴についても、ちゃんと法律、人事規則のほうでありますから、それに

のっとってきちんとやるような形になるんですけど、ずっと、これまでも町村によっ

て、試験採用っていうのが４８年ぐらいから入ってる所、山城が４８年ですかね、僕

らは入ったときは試験を受けたんですけど、それぐらいの所と、途中で入っている一

般職のおる所も何年か遅れとるみたいですけど、一般職についてはある程度、ほぼ並

べてますけど、特に現業の部分についてそれぞれ途中で縁故採用みたいな形の、今ま

でずっと臨時できよったからっていうんで入ったのが町村によってはあるみたいです。

そこの所はきちっとした前歴が取れてないっていうところがあります。 

川西委員：分かりました。それと先ほどおっしゃった、厳しい言い方かと思いますが、所

定時間に遅れて来た場合に、年休処理でその時間を引くだけでは私いかんと思うんで

す。その人が来ないためによって会議とかなんとか遅れるとか次の計画が。それに対

するペナルティっていうのは年休で処理するだけではいかん。所定の時間に来なかっ

たんに対するペナルティっていうのは、私は今の厳しい世の中には当然せないかん。

ただそれを年休処理で、時間で引いて休みはそれで処理しましたっていうのは、ちょ
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っと今の時代に甘すぎと思いますね。 

南総務課長：無断の欠勤はまず無いっていうのが前提でお話しよんですけども、まず交通

事情とかいろいろな関係でも遅れてくる場合があるんですけども、事前に職場のほう

へ電話を頂いて、今朝、例えばお父さんが調子悪いんですと。病院連れて行ってきま

すのでちょっと遅れてきます。何時ごろになる予定ですと。そういうような話を、私

いまさせて頂いている関係で、欠勤とかそういうのは今はありません。 

川西委員：しかし、無断の遅刻とかいうのは無いていうことは無いでしょ。チェックして

るので無いっていう事は無いでしょ。金銭の横領さえあるんですから。無断の欠勤や

遅刻が無いっていうのは、チェックしとらんだけって私は思うんですけどね。 

南総務課長：いえ。だいたい事前に電話は頂いております。先ほど説明したように。欠勤

でどこいったんか分からんっていうようなのは無いと思います。 

東 委 員：すみません。３６番の職員の資質の向上という所、これこそ本当に数値化しに

くい部分だろうと思うんですね、とても。評価っていうのは誰がどう評価するとかい

うのを、これすごく難しいと思うんですが、接遇ですかこれ、倫理研修を実施という

事なんですけど、多分市民からしたらね、行革なんかをどんどん進めて下さって財政

情勢が良くなるのはすごく嬉しいんですけども、それと同時に職員の方が私たち市民

に接して下さる時に、ちょっと笑顔であったりとかしてくれたらすごく嬉しいなと。

そんなに大きく変わってないんだけども、親切にしてくれるとか丁寧に対応してくれ

るとかいう事が、すごく私たちが望んでる事だろうと思うんですけれども、そうした

ものを何らかの形、例えば目安箱のようなものでプラス評価するだとかマイナス評価

するだとか、何かこういう所を改善してほしいというのを組み入れていくとか、そう

した仕組み作りていうのか、市民からの評価を取り入れていくっていう方向性か何か

作っていただけたらなというふうに思います。ファーストフード店みたいなあんなに

スマイルでなくても良いんですけども。三好病院なんかは本当に意識改革すごいされ

たんかなと思う。この間しばらく看護師さんの対応を見せていただいてると、素晴ら

しく優しいんですね。そうしてもらったら、何も変わらなくてもすごく気持ちがいい。

住んでて嬉しいとかいう感じがすると思うんですね、この町の中でもね。だから、そ

うした、そっちの方の意識改革っていうのを進めていって頂きたいなというふうに思

います。ちょっとこういうのは数値では出ないでしょうけど、ニコニコマークを市民

に貼ってもらうとかね、いろんな方法が考えられるかなと思うんですけれども。よろ

しくお願いします。 

伊丹会長：今、東委員さんから貴重なお話を頂きましたが、確かにその様な接遇というか

対応というか、今、高畑部長さんもおいでますけど、三好病院、県立病院は３病院と

も経営戦略会議というのがありまして、この２５日に本年度の最後の会があるんです

が、そういう面で患者とか来院される方々への対応というのは全く変わってきたと思

っております。ただね、こないだある所で講演をさせて頂いたんですが、市民の皆さ
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ん方の窓口である市役所はですね、やっぱり人材の育成というのが大事だと思うんで

すよ。人ザイのザイというのは財産の財もあるだろうし、在るというのも材木の材も

あるだろうし。ただ在るだけの人ザイでは駄目なんであって。財産になるような人づ

くりをする事が大事だと。なくてはならないような人づくりをですね。そういう事を

ある企業でお話をさせて頂いたんですが。確かに、私も三好病院の方と多尐かかわり

ましたけれども、ああいう所の職員の対応と市役所の対応は大分違うように思うんで

すよね。やっぱり温かみというか、ゆとりがあるような応対が出来るような、特に市

民課とか、直接市民と接する所の人材育成というのは、非常に大事だと思うんですよ

ね。そういう面でひとつ頑張って頂けなければならんのでないかと。そういう面では

やっぱり市役所っていうのは外部講師を招いての講演、研修会が無いんでないかと思

う。現場研修がですね。やっぱりそういう面でひとつ頑張って頂かないかんと、こう

思っているんですよね。他にございませんか。 

高平委員：高平です。２２番の自主防災組織の拡大について、先ほどこれも予定のパーセ

ンテージに届いていないって言われてたんですけど、私も地域の組織の一部に入って

いるんですけど、名簿はすぐ出来るんですよ、正直。ですからこういうのを上げるの

はすぐだと思うんですけど、現状、今、三好市になる前の組織のない状態でも防災に

関しては役場とかそういう公共の機関の人が第一に走っていって、消火なりしてくれ

ていたものが、三好市になって、いまいう本庁形式になって集まってきている状態で、

昼間の防災自体ちょっと不安もあるのに対して、住んでる人の高齢化とかで組織はあ

るけど現実にこれ本当に動くんだろうかとかいうのが多分あると思うんですよ。そう

いう方が、この組織も作らないといけないけど、近所で火事があった時にこういうの

があったら便利よな。じゃあ作っておこうかっていう状態で作ってるのと、じゃあ現

実、火事だったら近所人が寄って、お年寄りでも何でも動ける人が出来るだけ防災に

努めるとは思うんですけど、じゃあ災害の時にこういう一人暮らしの人とか、本当に

寝たきりの人とかをどうするかっていう所まではやっぱりなかなかいけないんですよ。

今の状態、本当に若い人はみんな外へ仕事に行っているんで、どれだけの人間が現状

動けるかとか、そういう所までチェックが必要なんじゃないかなって普段思うんです

けどね。私のところは特に急傾斜地なんで、ちょっとした地震、山火事でも大きな災

害になるところなんですけど、地域としては、高齢化すぎて終わってしまってるとい

うような言い方をしたら悪いんですけど、地域なんで些細な事がすごく気になりだし

てきたんですけど、そういうのに対しての、周りにも頑張ってもらおうって言うんで

すけど、肝心なところはどういうふうに、話を聞いていたら消防も広域の方がいろん

な事で、市も予算を削減してるんだから広域の方も削減してるんで、人数も減ったり

してるんで、現状じゃあこの広い三好市の中のカバーはどうなって行くんだろうかっ

て、あまりに削減しすぎても手が届かなくなるんで、そこら辺もどう考えていらっし

ゃるのか、ちょっとこれを説明せいって言うのは難しいかもしれませんけど、ちょっ
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とお聞きしたいんですけど。 

合田総務部長：非常に難しい。まず自主防災組織、今、旧町で言いますと、三野町と山城

町が極端に低くて、他のところはかなりの数値まできてます。三野と山城が何故低い

のかというと、自主防災組織っていうよりも消防団の方が結構世話を、地域の世話を

してまして、団の活動で、分団あたりで団員に対して地域を、出身とか隣から出てい

る部分に班割をしてまして、そこら辺の連携をしてるんで動いてないところがありま

して、そういった事で率が低くなってるのかなと。二つの町村については。他のとこ

ろはかなり自主防災組織自体は出来ております。特に池田町あたりでも、この秋にで

もですね、防災訓練を自主防災組織がやってますけど、それはきちっとした訓練をや

ってまして、池田は特にね、そういった形の事をきちっとやられておるみたいです。

消防団自体が住民が多いもので、そこまでしきれないというような所があるんかなと

も思うんですけど、自主防災組織っていうもの自体もレベルが高いようです。そうい

った旧町村によってアンバランスが生じてますので、まずは組織をこしらえて、そう

いった連合っていうような形の中でですね、情報交換をしながら、今の池田の自主防

災、正に自主防災組織であるというような形の、全部避難訓練やって、消火から何か

らその場でやりますので、小学校も含めてやるとか、この間、白地でやられたんです

けどね、僕も見に行ったんですけど、半日ぐらいかけてずっとやって、非常に、そう

いった意味では皆が一緒に動くんでね、５００人ぐらいが動いてますけど、校区で。

そういった形のものあちこちで出来るようにしていきたいなというのが目標なんで、

一番心配されているのは過疎地域、特に限界集落とか、限界集落がありますと隣は準

限界集落で次に限界集落になりそうな感じのところになるんですよね、大体が。隣に

若い人がおるところがあるかっていったら無いような状況で、限界集落の隣は限界集

落、その横は準限界集落という様な形に、全体でいうたらなってるようです。もうひ

とつ枠を広げるような形で、限界集落だけでだったら無理なんで、枠を広げるような

形で組織をしていかないかんのじゃないのかなというふうな事を思ってますけど、ま

ず自主防災組織をきちっとこしらえて、連合的なものでの協議会が出来るような形に

持っていかないかん。それから中身の話に。実際、出来てあがってきてるからその組

織は機能するんかと、実効ある組織なんかと言われるとまだまだ。なんぼかはありま

すんで、まず組織を作って次はちょっとでもレベルの高い組織に持って行こうってい

うのが今の課題なんで、まだまだ遅れていますので、特に地震なんかの時は、この自

主防災が一番最初に役割を果たすんではないかと。地震やおきたら実際仕事でやんじ

ょる人達は全体が来るから、それぞれの所へ行けないですから、そこの防災っていう

ところで、初期に何をするかっていうのが地域で自助、共助の部分。公助が一番最後

に来ますから、そこら辺の構えはやっていかないかんという事で、頑張ってやりたい

と思っています。 

伊丹会長：それでは開会して１時間１０分経ちましたので、まだおありだと思いますので、
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１０分間休憩しましょうか。２時５０分に再開したいと思います。よろしくお願い致

します。 

伊丹会長：再開いたしたいと思います。まず私から、教育委員会のほうで、次長さんもお

こしになっていますが、学校統合の問題について取り組んでほしいと。そういうよう

なものも行革の委員の中に、進み具合の段階を説明していただいてもいいのではなか

ろうかと思っております。例えばですね、私は中学校というのは４学級がないと適正

な職員配置が出来んのですね。４学級があって始めて９教科専門職員が配置されるん

であって、２学級や３学級では免許外教科を教えなけりゃならんのが実態なんですね。

そういう面で池中、一中が統合されるという、大変喜ばしい事なんですが、そういう

面の大英断的な事も行革の一端でなかろうかと、こう思っておりますので、今後ひと

つ前向きにお取り組みを頂けたらと思っております。それからもうひとつ、この間、

旧６町村、６地区を組織の関係でよく回るんですけれども、移動市長室にですね、ご

参会する市民の方が非常に尐ないと。どの会場共ですね。そういうお話をこの間聞き

まして、出来れば、移動市長室というのは年１回ぐらいしか、おそらくそれぞれの地

区で行われていないと思いますので、そういう時には事前に周知なされておるんだろ

うと思うんですけども、できるだけ多くの皆さん方が出られて市の幹部、または市長

さんを含めて、そういう方々との意見交換をして頂けるのが良いのでなかろうかと。

特に三好市の７２０平方キロの中には、地域の特性というのがそれぞれ違うと思うん

ですよね。そういう面で是非、移動市長室の内容の充実というか、成果が上がるよう

な移動市長室にして欲しいというような意見が、この間、西部の方でありましたので、

ご伝言をしておきたいと思うんです。もうひとつは、井川町がやっとケーブルテレビ

が完了したという話、完了したのかどうか知りませんけども、最後の手立てがなされ

ておるようなんですが、その進捗状況等についてもですね、やっぱり行革の委員の皆

さん方に、これぐらいまで進んで加入率がこうこうだと。地域によって違うと思うん

ですけど、池田では何％、加入率がですね、あるいは井川ではいくらというような事

も、やはり知らして頂く事も非常に大事でなかろうかと、こう思っていますので、そ

ういう面につきましてもひとつご検討いただきまして、次回の行革の委員会が２月か

３月に行われるだろうと思いますので、その時にはそういう面につきましても、何か

私どもの耳に入れて頂けるような事がありましたらお願いをしておきたいと、かよう

に思っております。何かございませんでしょうか。どうぞ。 

東 委 員：これもまた行革に反する事なんかもしれないんですけども、今すごく景気が悪

いと。そして格差っていう事も言われてて、非常にパート職員の方とかが生活がすご

く厳しいというようなことを聞いているんですけども、正社員との格差がすごくある

っていうふうにも聞いたんですけども、この同一価値の仕事には同一賃金をっていう

ような事も言われてるんですけども、単に経費を削減するためにパートを増やしてい

って、正規の職員の受けてる待遇とものすごく差があるというような形で、パート職
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員をどんどん増やしていくっていう事を私たち市民はして欲しくないなと、私自身は

思うんですけどね。パートをどんどん採用されるとしても、きちんと待遇を考えた、

市民に優しい、パートの人も正社員の人も同じ市民であって、痛みを分け合うってい

うのか、そういうような体制が出来ていったら良いなっていうふうに思うんですけど

も、あまり行革にはならないのかもしれないですけども。 

高平委員：同じ系統の質問なんで一緒にお願いしたいと思って、よく言われる臨時職員、

パート職員さんの話が出るんですけどね、何かの時にはひとくくりで何人って感じで

言われるんですけど、その中には多分、給食とか老人ホームとかいろんな所の人、現

業に携わってる人と事務職に携わってる人とかいうのが、多分、分けられると思うん

ですよ。でも話に聞くのは全部ひとくくりで、臨時職員って感じで、すごく、人数だ

け見たらごっつい沢山いるんですけど、必要な人もいるんですよね、その中に。臨時

職員が多いから減らせとかいう話も聞いたりするんじゃけど、現実、本当に必要な、

事務の人も必要だと思いますけど、現業はどうしたってその人がなかったら成り立っ

ていかないんで、そこら辺は分けて話をすることは出来なんでしょうか。よく議会な

んかでもひとくくりで話をされるんですけどね。いつもこれって何人ぐらいの、どう

いう割合で、事務の臨時職員と現業で時間的に仕事をしてる人とかっていうのを分け

て話をちょっとしてもらえたらっていつも思ってたんですけど。今の質問に足して答

えて頂けたら。 

近泉財政課長：今のおふた方の質問ですけども、確かにおっしゃるとおり臨時職員の中で

ですね、私どもの方でひとくくりにして言ってるって話があります。その部分につき

ましては、一応、公務員の一番最初についた給与表を適用している臨時職員の事だと

ご理解をしておいて下されば大体いいのかなと思います。若干違いますのが、例えば

保健師の資格をお持ちでないとどうしても就けないという、保健師のところで臨時的

に任用するという分については、若干資格手当てみたいな形で月給そのものを上に持

っていってます。で、そういう臨時の方については社会保険ですとか雇用保険とかも

全て完備をしているというようになってます。あと若干、用務員さんのところでです

ね、先ほども出ましたけども、例えば給食の調理業務を無くして、無くしてというか

結局、共同調理場のほうで調理をして持っていくという事になりますと、そこの部分

がどうしても用務員さんにお願いをしていたと。そこが無くなってくるという事なん

で、そこが一人分のワークの量が要るかっという話がありますんで、そこは時間を区

切ったパートさんにお願いをするというような事の２本立てになってます。確かにお

っしゃるように、特に田舎でですね、雇用の場が無いという所で正職員の数を落とし

て臨時職員の方に行くっていうのはどうかなという、ひとつの考え方もあると思いま

すけども、非常に、三好市の場合ですけども、財政が非常に厳しいという事で、万遍

なく住民の皆さんにちょっと負担をお願いせないかん、負担というか、お金を頂戴っ

ていう意味じゃないですけども、今まで１，２００円いってたんが１，１００円にな
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ったり１，０５０円になったりっていういような、目に見えん負担増になってるんで

すけども、人件費そのものを下げてきて、じゃあそこを上げるのかっていう。今、財

政的に豊かじゃないですから、トレードオフの関係になっています。こっち取ったら

こっちとれんという事で、現在のところはですね、ある程度、合併もして職員数多い

というようなところもありますので、そこは下げていって、１日ワーキングの仕事が

例えば４時間ワーキングになったらそこまで落として臨時職員なりで対応して、落と

した分を出来るだけ他のサービスに振り分けるというような選択をとってますんで、

今はそれで行ってるという事で理解をしてもらいたいと思います。 

新居教育次長：教育次長の新居ですが、実は私、合併協の事務局もしてましたんで。実は

この行財政改革を推進していくと。この根本的にはですね、やっぱり行政のする仕事

は何かっていう事を見極めて、いわゆるこの計画立ってるんですよね。ですから民営

化とか指定管理者制度とかを導入してですね、極力、行政はこういう仕事をしますよ、

行政では責任を持つけども民間で指定業務をしてもらいましょう、それとも一切行政

はタッチしないで民営化して行きましょうっていう、こういう方向性でこの行革の計

画立ってます。そんな中で、三好市は本庁に統合しますよと。合併時には６００数十

人いたのを約半分の３４０人、その当時の、平成１５年当時の類似団体の規模で大体

３４０人ですから、それに１０年後にはして行きましょうと、こういう目標を立てた

訳ですね。で、ある委員さんはですね、そんなにしないで６００人、職員皆さんおっ

てやって下さいよという委員もいました。じゃあどうするんかってったら、給料を半

分にして下さいと。公務員の給料を半分にして倍の職員を雇ってやって下さいという

委員もいました。しかし最終的にはそうじゃくて、職員を減らす。減らすんじゃけれ

ども、いわゆるきっと行政の役割は分担してもらって、民間にもやって頂いたりもし

ながらして行きましょうっていう事で今の現状になってます。６人減の１名採用とい

う事で行ってます。後何年後からは毎年３０名規模で退職者出ますんで、ずっと減っ

ていきますんで、職員。その中で今、現業部門はもう補充していません。退職しても

補充していません。そういう状況で、現業部門については極力民間に、民営化したり

指定管理者みたいに公設民営化して委託するとか、パートで地域の方にお願いすると

か、こういうやりくりで現在いとるという中で、ただ賃金的にはですね、いわるゆる

本当の民間の最低賃金っていう話ではなくて、ある程度の、今の公務員給与に準じた

形のパート手当てというような形でしたり、また、今の臨時職員に方については雇用

保険等も入ったりしながら、そういう手当てもしながら、やっぱり分業していこうと

いう考え方ですかね、そういう事でやってると。後は先ほど財政課長が説明した中身

でしているという事なんです。 

伊丹会長：よろしいですか。他にございましょうか。やはり行財政改革、これは必要な事

なんですけれども、今ちょっとお話がございましたように、やはり行政がやらなけれ

ばならない役割と使命というのがあるわけですよね。行政でなければ出来ないものが
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ある。それがやっぱり滞るような行財政改革では具合が悪い訳で、人的にも財政的に

もですね、やっぱりそれはしっかりと確保しながら効率的な行財政改革を進めて欲し

いと。これが偽らざるところだと思うんですがね。行政に支障が出るような行革では

これはまた困る訳で。他に何かありましょうかね。今日は人数が尐のうございますん

で、なかなかご発言が難しいとは思うんですが、何かありましたら、ちょっと方向が

違う内容でも結構ですが。せっかく幹部職員の皆さん、お越しになっておりますので。

今、次長さんの方からですね、学校の統廃合の問題、それを教育委員会の方で進めて

おりますので、その現状についてご説明させていただこうかということですが、ちょ

っとお聞きして頂きましょうかね。 

新居教育次長：先ほど会長の方から次回にはというお話もあったんですが、実は新聞報道

でもちょくちょく出てますんで、教育振興計画を本年度中に教育委員会で立てるとい

うことで、この２５日に定例教育員会ございまして、その場でこの間に審議していた、

今年初めから審議して頂いた内容を答申頂きます。答申を尊重しながら今年度末には

教育委員会の方で策定をするという方向です。で、学校の統廃合についてもですね、

ただ、基本的にはやっぱり地域住民の意向を最大限尊重するという中で、ひとつの方

針としては、小学校であれば１学年１０人を確保するような方向で、小学校であれば

６０人規模。ただし、旧町村に最低１校は存続しようねと、こういう中身になってい

ます。中学校については、同じく１学年１０人規模の３０人規模。中学校については

最低旧町村に１校という内容は今は謳われておりませんけれども、そういう状況にな

ってまして、具体的に、本当は振興計画を策定した後、それぞれ旧町村へ統廃合、今

の現状、学校の耐震化はこうなってまして、学校、皆さんどうでしょうかとご意見を

伺う予定だったんですが、実はもう旧町村によってですね、２、３人やいう学校が結

構ありまして、じゃあ来年度からどうしますかという話が急ぐという事で、旧の山城

町についても小中学校の PTA の会長、副会長等々お集まりいただきまして、そういう

意見交換会を持って、それぞれ PTA の皆さんからまずお話をして下さいよという話を

してまいったところです。後、東祖谷については、谷委員さんおいでますが、昨年の

１１月ぐらいから PTA の役員さん皆さん中心になりながらいろいろご議論頂いて、も

う小学校については統合してほしいと。それから中学校についても、もう非常に学校

が老朽化しとんで建て替えて欲しいという事が議会にも請願されております。この２

４日には、閉会日、請願が採択されると思いますが、教育委員会においても２５日の

定例教育委員会の方で陳情受けてますんで、統合の方向で承認されるものと思ってお

ります。そういうところで、実はもう耐震化についても学校については待ったなしと

いう状況で、耐震化と統廃合を併せてですね、市民の皆さんのご意見をこれからどん

どん聞いていくという場を持っていきたいと。来年の１月には井川町でも PTA の皆さ

んお集まり頂いて、そういう話の場を持とうかなという計画をしています。現状では

そういう、統廃合については段階に来ているということで。ただ、教育委員会がもう



- 16 - 

 

これでなければいかん、こことここは統合しますよという方向では持っていかないと

いうことだけはね、確認させて頂いて、とにかく皆さんの意思の中で決めて頂くとい

う方向で行きたいと思っております。 

伊丹会長：ありがとうございました。やはり学校は地域の文化施設、文化財ですからね、

やっぱり地域の皆さん方のご意向も十分斟酌をしながら、ひとつご検討を頂ければ大

変ありがたいと思っております。何か皆さん方で今お聞きしておきたいことはござい

ませんでしょうか。 

高平委員：今の新居次長さんの話は、大体大きいところではそういう話なんだろうなって

いうのは分かるんです。で、もうはっきり言って現状、PTA の役員さんを集めてどう

こうよりはもう総合で、全員集めてでも、ちょっと今おる PTA っていうか、私も正直

今年卒業なんで、私らは小学校の事について今聞かれても答える権利は無いんですよ。

はっきり言って。地域も大切なんじゃけど第一が子供が大切じゃと思うんですよ。地

域は基本残して欲しい。私らでも出来れば１年でも長く小学校は残して欲しいんです

けど、現状、今、私の子供が行ってる学校は、今年はまだなんとか、来年もなんとか、

再来年になったらもう６人というふうに、急激にどんどんどんと減っていって、後入

ってこない状態なんですよ。既に来年は幼稚園が無くなって、１クラス無くなって、

もう既にそれだけで教員が２人減るっていう状態までもう来てるんで、今現在、本当

に親は切羽詰ってるけど、どう動いていいか分からないっていうところまできてるん

ですよ。それを今さっき PTA の役員さんを集めてって。もう役員さんを集めてる状態

ではないんです。個々の話を聞いて欲しいところまで多分いってるところもあると思

うんです。ですので、できるだけ話し合いをする機会を増やしてもらいたい。でも親

としてはできれば近くにおきたいが、本当に１人２人では授業がやっていけないって

いうところがあって、親自体もどうしていいか分からない。統合を進めて良いのか、

このまま学校が無くなるのを、自然消滅するのを待った方が良いのかっていうのを選

択しきれないんですよ、正直。だから、やっぱり他の人の話を聞いて皆でこうしよう

っていう話をする機会を。校区別は出来るんですよ。何かの会の時にじゃあどうしま

すかって話は出来るんですけど、尐なくても旧行政区ごとぐらいか、もう尐し古い行

政区ぐらいの範囲とかで話し合う機会っていうのを設けてもらえたら、親としてはあ

りがたいかと思います。またそういう機会もよろしくお願いしたいと思います。 

新居教育次長：是非そういう機会を持ちたいと思いまして、今までは教育委員会の方でそ

のことについてですね、地元に入ったりしながらそういう話し合いを持って下さいっ

ていう話をした事も無いですから、今回、改めて教育振興計画でひとつの方針を出し

ますので、いわゆる６０人規模で小学校行きましょうねと。それに基づいて PTA を含

めて地域の皆さんでお話頂くという機会をこれからどんどん持って頂きたいというこ

とを、これからお願いしてまいるようになると思いますので、よろしくお願いします。 

東 委 員：すみません。ちょっと質問です。７番の保育所、幼稚園のところで、認定こど
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も園方式の導入というのがあるんですけど、これちょっと教えていただいていいでし

ょうか。 

新居教育次長：幼稚園と保育所の検討部会長も私させて頂いております。今年４回ぐらい

検討部会の中で、今の現状どうかということを再確認しながら、今後どうしていくか

という事で話をしておりますが、その中で認定こども園という、いわゆる幼稚園と保

育所が一体化した施設。今までは文部科学省と厚生労働省で、それぞれ、いわゆる保

育所は保育に欠ける子供を預かる施設。０歳児から５歳児まで。で、幼稚園はいわゆ

る就学前教育を３歳児から５歳児までする施設。別々にやってましたが、ごらんの通

りの尐子化の中で、本当に尐ない１人の幼稚園とか、保育所も定員が８０人あっても

２０人ぐらいの保育所があったりとか、幼稚園が１７園と保育所が１０保育所と民間

保育所２入れて１２あるんですね。そういう状況ですから、今検討しておるのは、本

来この行革の検討は民営化若しくはということで、民営化方針の策定となっておりま

すが、今現状ではとりあえずこれを統廃合しながら、いわゆる幼保の一体化を進めて

いったらどうだろうかという、その方向で検討をさせて頂いているような状況です。

で、認定こども園というのは、具体的に、例えば今の保育所、０歳児から５歳児の保

育所の中へ幼稚園の教育も入れて、保育所型の認定こども園とか、幼稚園の中に保育

所を入れて幼稚園型とか、それかもう全く新しい幼保一体型の施設で認定こども園と

いう形で。それはもう保育に欠けてる子も欠けてない子も一緒に保育を受けて、いわ

ゆるある程度決まった時間は、４、５歳児は教育をすると。その後、残った方は保育

もきちっと守られると。こういう様な内容です。 

東 委 員：ありがとうございました。 

伊丹会長：どうでございましょうか。ないようでございましたら、ここら辺りで打ち切ら

せていただいてよろしゅうございましょうか。それではご質疑、ご提言も無いようで

ございますので、本日の議事は以上で終わらせて頂きまして、次回の予定もあるよう

でございますので、事務局の方からご説明を頂けたらと。 

事 務 局：資料の件につきましては、いろいろご指摘頂きましたので、次回の資料につい

ては年度の決算といいますか、達成見込み数が出せると思いますので、ある程度具体

的な形のものになろうかと思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。そ

れで次回、第９回でございますが、３月議会の絡みもございますけれども、２月の下

旬、あるいは３月の議会の合間という形を予定しております。今申し上げましたよう

に、議事としては今年度の決算見込みというか成果見込みの数値を出しまして、皆さ

んにいろいろご意見を頂きたいなと思っておりますので、お願いしたいと思います。

それと、会場のほうですけど、今回は特別に井川でさせてもらったんですけども、本

庁周辺の会議室が開いておりましたらそちらでやりたいと思っております。その辺に

つきましては事務局にお任せ頂けたらと思っております。特別にこの会場でどうだと

いうご意見がありましたらこちらの方であたってみまして、行けるようであればやっ
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てみたいなと思っておりますけども。お願いします。 

伊丹会長：今、お話ございましたように、２月下旬から３月の議会の合間を見まして、本

年度の最後の会議をしたいという事でございますが、これにつきましては事務局の方

にご一任をさせて頂いてよろしゅうございましょうか。 

委  員：異議なし 

伊丹会長：それでは会場の問題、それから期日の問題等につきましても事務局の方で、公

務の間をぬいましての時間のセッティングになろうと思いますので、よろしくお願い

したいと存じます。それでは、師走半ばといいましょうか、もう年の瀬が迫って参り

ます時に、会合を開かせて頂きまして大変ご迷惑をおかけした事をお詫びをしたいと

存じますが、本日は大変お忙しい中をお運びを頂きまして、ご熱心にご発言を頂きま

した事につきまして、厚くお礼を申し上げたいと存じます。また、市ご当局の幹部職

員の皆さん方、何かと公務お忙しい中をお繰り合わせを頂きまして、ご臨席を頂きま

して、始終ご答弁を頂いたりご示唆を頂きました事を厚くお礼を申し上げておきたい

と存じます。どうぞひとつ、ご参会の皆様方には、年の瀬が迫っておりますので、体

調管理にご留意を頂きまして、ご健康でお健やかに良いお年をお迎えになられまして、

２月下旬におそらく開会できますでしょう最後の、本年度最後の委員会にご出席を賜

りますようにお願いを申し上げておきたいと存じます。慣れてない地理状況のこの会

場でございますので、どうぞお気をつけてお帰りになってくださいませ。本日は本当

にありがとうございました。以上をもちまして終わらせて頂きます。 
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