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 第９回行財政改革推進委員会 会議録 

日 時 平成２１年３月２４日(火) 午前１０時～午後０時１０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、下大寺 歌子、矢野 博正 

（５０音訓、敬称略） 

    市 

合田総務部長、蔦企画財政部長、中内福祉事務所長、渡邉産業観光部長、 

西岡建設部長、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、高平 和代、谷 敏司、森本 諭、山本 佳代子 

 （敬称略） 

事 務 局：春爛漫といいましょうか、福岡のほうでは桜も満開という便りも届いておりま

すけども、本日、年度末もむかえまして、何かとお忙しい中、本委員会にご出席頂き

ましてありがとうございます。本日は、上野委員さん、高平委員さん、谷委員さん、

森本委員さん、山本委員さんから欠席のご連絡がきております。前回は、今年度の集

中改革プランの進捗状況についてご報告・ご説明させて頂きましたが、今回につきま

しては、先日ご通知申し上げましたように、平成 20 年度集中改革プランの実績見込み

ができましたので、それのご報告・ご説明申し上げまして、ご意見を賜りたいと思い

ます。それでは只今から第９回三好市行財政改革推進委員会を開催いたします。会長

からご挨拶を申し上げます。 

伊丹会長：改めましておはようございます。何かとお忙しい中、お繰り合わせを頂きまし

て、ご出席を頂きまして厚く御礼を申し上げます。今お話ございましたように、年度

末が近づきまして、公私にわたりましてご多忙の中だと思いますけれども、お繰り合

わせを頂きましたこと、本当にありがたく思っております。今日は、本年度の最後の

会議になろうかと思っておりますが、出席委員の数が尐し尐ないようでございまして、

何か寂しい思いが致しますけれども、ご出席頂きました委員の皆様方には、是非ひと

つ貴重なご意見・ご提言を頂戴できたらと、かように思っているところでございます。

また、市の幹部職員の皆様方には、議会開会中でございますし、また、特に明日は閉

会日ということで、何かとご多用の中、お繰り合わせを頂きまして、本委員会にご指

導・ご助言を頂きますことを、大変ありがたく、厚く御礼を申し上げたいと存じます。

どうぞひとつ、いろいろとご答弁を頂きますようにお願いを申し上げておきたいと存

じます。私共の任期も、この７月が第二次行革の任期のようでございまして、そろそ

ろ肩の荷を降ろせるような時期が近づいておるのではないかと、私も何か安堵の感を

覚えておりますけれども、委員の皆さん方にも是非、行財政改革委員というお立場で、

三好市の将来を見通した中での行財政改革のあり方、また、その進捗状況についてご
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検討頂き、検分を頂きまして、貴重なご意見・ご提言を頂戴できたら大変ありがたい

と思いますし、市の方でも皆様方のご提言を核にして、将来的な指針が作り上げられ

るのでなかろうかと、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

も行財政改革推進計画、集中改革プランの進捗状況について、先般、資料も送って頂

いてご査収を頂いたところでございますけれども、多尐、印刷漏れもありましたよう

でございまして、本日、資料の出し直しがなされておるようでございますので、その

ほうに基づきまして本日の会議を進めたいと思いますので、よろしくお願い申し上げ

たいと存じます。本日ご出席頂きましたことを厚く御礼申し上げ、ご協力頂きますこ

とをお願い申し上げまして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。それでは議事に入りたいと思います。会議の議長は

要項第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：いつものことでございますけれども、会議が始まる前に、ご出席を頂いており

ます委員の皆様方にご了解を得たいと思いますが、まだお見えになっておりませんけ

れども、ケーブルテレビのへそっこニュースの取材等が参られましたら、取材をさせ

てよろしいかどうかをおはかりしたいと思いますが、いつものとおり許可してよろし

いでございましょうか。 

委  員：異議なし。 

伊丹会長：ありがとうございます。それではそのようにとりはかりたいと思っております。

それから毎回お願いをしておりますけれども、本委員会は会議録を作成する関係上、

マイクをお回し申し上げますので、マイクを通じてご発言をお願い申し上げておきた

いと存じます。なお、本日は、先ほど申し上げましたように、多数の委員の皆様方が

ご出席できておりませんけれども、三好市行財政改革推進委員会要項第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を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私の方からご指名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：それではお許しを頂いたということで、川西委員さんと下大寺委員さんにお願

いをしたいと存じます。どうぞよろしくお願い致します。それでは実質議事に入りた

いと存じます。平成２０年度集中改革プランの実績見込みについて、資料に基づきま

して事務局からご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。今のご説明につきましての事等につきまして、それ

以外につきましても関連することもあろうと思いますが、私からひとつ。やはり公立

病院の将来的なビジョンとして、今月の８日に徳大の記念館でシンポジウムがありま

して、私も参加をさせて頂きましたが、やはり将来的には三好病院、半田病院、三野
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病院の公立病院の総合的な３次救急病院としての体制確立のためのビジョンを、やは

り将来的には考える必要があるのではないかという様な事を私も申し上げたわけです

が、そうなってくると、立地条件の問題とか、場所の問題、いろんな事で地方自治体

との係わりが出てまいりますので、そういうものも含めて、長期的ビジョンの中で地

域医療を支える拠点病院としての位置づけ、役割というものを市のほうでもご検討頂

いておった方が良いのではないかと。時期は早過ぎるのではないように思っておりま

すので、是非ですね、三野病院は内科医は３人だけでございますので、３病院の協定

も結びましてけれども、やはり地域医療の確立のためにも、そういうような将来的な

構想が県の方にもあるようでございますので、是非ひとつ、先駆けてですね、三好市

が主体性を持って、三好病院を、あるいは３公立病院を統合、再編する場合の立地場

所は是非ひとつ三好市に、市内に確立できるような基礎というか体制作りをしておく

必要があるのでないかというような思いがいたしておりますので、是非ひとつそうい

う面で、地域住民の皆さん方が安心・安全、心安らいで病院にお願いができるような

体制を作り上げてほしい、こう思っています。もうひとつはですね、老人ホームを経

営されておる市所管のものがあると思うのですが、群馬県でああいうような悲惨な事

態が出てまいりましたので、やはりこれはある程度行政の責任も、群馬県の事態でも

あるように思いますので、そういう面で積極的に、前向きにああいうような安全管理

体制の確立というか、地域住民の皆さん方のご協力を一旦事ある時に応援を求めなけ

ればならない体制、そういうようなものの確立っていう事が急がれるのでないかと。

出来ておるとすればこれにすぐるものはありませんけれども、そういう面で他山の石

としてですね、是非ひとつ、西祖谷の方にも老人ホームを抱えておると思いますので、

是非そういうものにつきましてご検討いただければと思っております。もうひとつは

私が関係しまして、明日、三好市内の５つの小学校に AED、緊急事態の場合に対応で

きる自動体外除細動器を提供するわけでございますけれども、これが三好市内には７

箇所配置しておると思います。その上に小学校に８校、箸蔵寺に１箇所、それだけの

配置が出来ておりますので、いざという時にそういう AED が使えるような、十分使い

こなせるような習熟度を持つ地域住民の皆さん方が一人でも多く生まれるような体制

をですね、マップの作り上げと共に AED が機能できるような習熟度を得られるような

研修会というか、そういうものを市の方で、教育委員会の所管になるのかどこになる

のか分かりませんけれども、ご検討頂いて、積極的に、前向きにおとりあげを頂けた

らと、こう思っております。もうひとつ、この間、岡山の血液センターの所長が池田

の方に参りまして、三好市役所の方をご案内させて頂いたんですが、市役所の建物の

東側にですね、交通マナー日本一 三好郡という立て札があるんですね。で、三好郡

というのはまだ残っているんですか、という話が岡山の血液センターの所長からあり

まして、これは平成１８年の３月で無くなったんですという話をしたんですが、ああ

いうものを一刻も早く市の行政として対応しておくべきでないかと。架け替えるのは
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わけないことで、郡を市に直せばそれで良いわけあります。そういうものをやはり三

好市の玄関看板でございますので、小さいところでございますけれども、やはり対応

して頂くような日常のセンスが必要でないかというような思いが、私も恥ずかしい思

いがしたわけですが、是非そういうもの、小さい事でございますけれども、おとり上

げを頂けたらと思っております。いろいろ申し上げましたけれども、回答はいらない

と思いますけれども、是非ひとつ、そういうものについてお取り組を頂きますように

お願いをしたいと思います。以上でございます。委員の皆さん方、何かございません

でしょうか。 

矢野委員：前回、欠席しまして申し訳ございませんでした。今、説明いただいた細かな各

項目についてどうこう言いましてもらち明きません。今日時点での私の印象というの

か気持ちですね、申し上げたいと思うんですが、当初は、約２年前、スタート時点、

非常に燃えておりました。今はしぼんでしまって、今まで２年間、何やってきたんか

なと。非常に気持ちが萎えております。気球をよし上げてやろうと思ってどんどん膨

らましかけて、熱気を一生懸命送っているつもりだったんですが、現在はその熱気も

冷めて、上がる予定の気球は上がらずに、途中まで膨らんで、回を追う毎にどんどん

萎んでいってるみたいな、そんな雰囲気です。何故そういう事になったのかなあ。こ

れは私だけの捉え方なのか、いろいろその点、我々委員も含めて反省してもらいたい

なと。これが現在の心境でございます。という事で２点ほどお尋ねしたいんですけど、

議会の方の動きというのは行政側にお尋ねしてもらち明かない話かと思いますが、来

年でいわゆる組み換えになりますわね。選挙になる。定員の問題。それと歳費の問題。

何か今出ている範囲で教えてもらいたいんですが。どういう話が進んでますかね。 

合田部長：議会の定数につきましては、議会内部での話がありまして、定数は２４という

ことで決定しております。それぐらいしかあまり分からないんですけど。歳費は、合

併協の話だと、最初の時は総額決めてカットしたんですね。合併したときには総額の

予算に合わせた形でカットしたので、類似団体レベルに戻るんじゃないんかなという

ような意識はしていますけど。全域でやりますから。選挙区選挙をスタートの時はや

ったんですけど、１４、６、３ですか、そういう地区割で３８名を選んできたわけで

すけど、今回はその分、垣根は取り払っての２４名の定員という事でやるようでござ

います。後、報酬関係の事については具体的には聞いてないんですけど。 

矢野委員：先ほど言った類似団体のそれから見ていけば、月額３０万ぐらいの歳費を考え

てると思います。それで２４名でやった場合に、歳費がトータルで減るんかと思った

ら多分増えるでしょう。皆さん方、給料を一生懸命カットしたり特別ダウンもしてみ

たり、人件費で相当苦労されている。その中で議会のほうがこの行政改革、どこまで

理解されているのか。一番のチェック項目は次の定員と歳費の決め方なんですが、ま

だ詰んでいないというよりか、２４人はもう決定してるって事ですよね。ただ、これ

皆さん方に聞いても仕方の無い話やね。どこに、どういうように話をもっていけばい
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いのかなっていう事をお聞きしたいわけです。行財政改革委員会として、行政側の皆

さん方にはいろいろ注文を出しております。提言もしておりますが、議会の問題をこ

こで出しておけば、間接的にでもその意向が伝わるのか。伝わらんとしたらどういう

ルートで、どういう話を、どこへ持って行けばいいのかなっていう事をお聞きしたい

のですが。 

伊丹会長：第一次行革でですね、この議会の、今お話ございました定員の問題とか、そこ

いらの話を挙げようとしておった時もあったように思いますけれども、議会自らがや

はり議会の事については決めるべきではないかというような話になって、第一次行革

でも全然、話題、議題として挙がってこなかったのが現状ないかというような思いが

致します。 

事 務 局：今のところそういうルートは無いんですけども、委員会は民間の団体でござい

ますので、そういうご意見があるという事を議会の事務局に伝えましてですね、我々

を除いて、委員さんだけで会議を持って頂いてご意見を賜るという方法が出来るかな

と。それは議会側の意向でそれは嫌だよと言われたら言えないんですけども、反映す

る場所としては、委員会から議会のほうに申し込んで会をしたいという話しか無いの

かなと。現段階ではですね。ただ、理論上、この委員会っていうのは市長の諮問機関

でございまして、議会は関係無いよと言われましたらまた対応が難しいかなと思って

おります。私共の方といたしましてはこういう意見というか、話を聞いて欲しいとい

う形での申し入れは、委員さんのご意見が多ければしていきたいなと思っております。

ただ、その中に我々は入れないという形でご理解をお願いできたらと思っております。 

矢野委員：具体的な話として会長お願いしたいんですけど、議会の中にこの行財政改革委

員会、特別委員会ありましたね、その委員会と我々委員と項目を絞りまして、今度の

改選期での定員と歳費について、いわゆる内輪だけの話が出来ないのかどうか。議会

全体とやりましてもちょっと筋が通らない話になろうと思います。それと、行政側の

ほうから申し入れをするだけであれば、何を申し入れするのか内容もピンとこないし

と思うんですが、そこまでやる必要が無いか、ほっとっても良いのか。ほっとった場

合、議員さんは、私も OB ですのであまり言えませんが、多分、自分たちなりの論理

で結論出してしまうでしょう。はたしてこれで良いのかな、この改革委員会としてそ

れではやはりちょっとまずいんじゃないかということで、議会の中の委員会、どうい

うように判断されよんのか。いかがでしょうか。 

事 務 局：議会の中の特別委員会は無くなっているんです。地域活性化委員会は残ってい

ますが。 

川西委員：国会議員でも次の選挙のことを考えておる人は政治屋で、次の世代のことを考

えよる人は政治家っていうんで、今、国会でも政治家っていうのはあまりおらんよう

で、ちょっと市議会においても将来的な事を本気で考えとる人はあんまり無くて、次

の選挙のことばっかり考えとる人が多いんでないんかと言ったらちょっと失礼に当た
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るんですが、早もう私のところにも、道路の淵に構造物があるんですが、市議選挙の

看板を出させてくれと。謹んでお断りします。何か変に思われたら困りますよと。そ

ういう準備されてる方もおりますけれど、矢野さんのおっしゃるように、合併の特別

債を食いつぶした時どうなるか考えよる人は案外尐ないんでないかと思います。行政

の方から議員定数を云々っていう事はおそらく道がないんだろうけども、市長さんだ

ったら自分の政治生命を賭けて、市の将来のためには議員定数を減らさないかん。大

きな声で叫んでくれたら効果があるんでないかと思いますけれど、議員さん自体で自

分の足を手術するような大英断の結果は、私は出んのでないかと思います。皆、初心

に帰って、もう一度これから１０年、２０年先、三好市の人が生活も出来ない、介護

も受けられない、また、保険まで変になるっていうような時代が、このままほっとけ

ば来るのは見えとんですが、私も経験も薄いんですが、何とか一助になろうと思って

来たんですが、矢野さんと同じように、大きなアドバルーンが次第に萎んでしまって、

最初に思っておったように、市長さんのやり方見ても、いろいろやりました。行財政

改革推進委員会っていうのをこしらえて、諮問機関をしていろいろ意見を聴取しまし

たが、何も出来ませんでしたっていう結果になったら、これもう長い間、皆さんと一

緒にいろいろ拙いなりに考えてきたが、いよいよ結果は出なかったっていう終わりに

なるのは、７月といえば間がないんですが、ほんまに寂しい結果でないかと思うんで

すが、最後の知恵を絞って部長さん方、行政の方、皆が力を併せてもう尐し成果の出

るものに出来たら良いのでないかと思います。以上です。 

伊丹会長：ありがとうございました。他に。 

矢野委員：それでは特別委員会は無くなっているということなので、他の委員さんのご意

見も聞かなければ私の一存でいきません。会長、ちょっとまとめて頂いてね、委員会

無ければ議長宛に、議会の中の議長はじめ有志の方と我々行革委員会のそういう話の

場ですか、これが持てないかどうかっていう申し入れをさせてもらうっていうのはい

かがでしょうか。 

伊丹会長：今、矢野委員さんからご発言の出ております議会の編成の問題ですね、議員定

数の問題、また、歳費の問題というのは市民の関心度の高い問題だと思っております。

将来に亘って避けて通れない課題だと思っておるんですが、今ご提言ありますように、

行政の方から議会の方へ申し上げるのはなかなかだと思いますが、私が皆様方に代わ

りましてですね、議会の方へこういうような委員会としての意向があるので、是非ひ

とつそういう場をセッティングして欲しいというような事を申し入れする事について

はいかがでございましょうか。 

下大寺委員：今の市議さんの報酬はっきりと私は分からんのですが、町議の時代とあまり

変わってないとかいうレベルでしょうか。それで、町議さんの時代もそうだったんで

すが、なかなか議員報酬だけでは若い方はもう出ることもできん、生活しないといか

んので。結局、報酬が安いと年金生活者になってから、他の収入が得られないで、そ
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の議員報酬だけでやっていく、子育てをしていく、教育をしていくっていう人材は市

議さんにはなれないっていう辛い部分もありますが、その辺りが微妙に、良い人材が

得られるんかっていう。どこかを退職された方、それからそういう面で何も用事が無

くなった方、そういう方のみが市議さんになられるっていうのも何か悲しい事だと思

うので、一概にこの報酬っていうのを、人数は減ったけど今まで通りという事がはた

して良いのかどうかっていう。もうなり手が無いっていうか、そういうのがあるんか

なってふと思うんですが、今の報酬ってどれぐらいなんですか。 

伊丹会長：仄聞するところですね、今の歳費というのはですね、旧町村時代の平均レベル

ぐらいになってるわけですね。当然人員が削減されますと報酬というのは新しい、新

制度の形になると思いますので、報酬は当然上がってくると思いますね。類似の行政、

自治体のレベルに合わすとすれば３０万を超える、いくらぐらいになるのか私は分か

りませんけれども、そういうレベルになってくるんでないかと。だから議員定数が減

ると、現在は３０数名ですから２４名になりますと、当然歳費は上がってくると。こ

ういう事にはなるとは思いますけどもね。 

下大寺委員：今、実質はサラリーマンでお勤めされてる方とか、自営業の方とか、ご職業

を持たれて、他に収入がある方のほうが多いかもしれませんが、もっと若い人で、専

業でそれをやりたいっていう人はなかなか育たんのかなっていうつらい部分もあると

思うんですけど。その辺りがどうなんでしょうか。 

事 務 局：歳費ですけど、正確な数字でないんですけど、うる覚えですみません、多分、

市議さん２０万６千円ぐらいだったと思います、月額ですね。合併協議の時の話し合

いでは、定数が減りましたら、それの総額ですね、３８名かけた分をその定数で割っ

た額、今で言いますと２４名で割った額で、総額で超えないというような申し合わせ

になりますので、今の２０万６千円で見ますと、２４名ぐらいになりますと３０万前

後になるのかなと。議長・副議長は別ですけども、一般の議員さんで３０万ぐらいに

なるのかなと。それか、もうすくし高ければ３２・３万になるのかも分かりませんけ

れども、その辺のラインが定数減の時の報酬かなと思っております。 

伊丹会長：矢野委員さんからご提言がありました議会との話ですね、これは私共の任期が

７月の初旬まであるようでございますので、いずれにしましても来年の選挙につきま

してはですね、もう２４名で執行するということが決まっておりますので、次の段階

に向けてですね、次の行財政改革委員会が有るのか無いのか私も分かりませんけれど

も、有るとすればそういう所で、次期の通常選挙の時にですね、そういう体制が採れ

れば良いのでないかと。来年の選挙が迫っておる今の時期にですね、定数が２４名と

いうことが決まっておりますので、それを削減するとかという事については、なかな

か出来かねるかと思っておりますので、提言として、一般市民感覚の中で、出来るだ

け私個人としてはですね、定数は出来るだけ減らして、歳費は出来るだけ高くあげて、

それで市民のために目線を向けて頑張って頂けるような議会活動をして欲しいと。こ
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れは私の個人的な気持ちなんですが、そういう面でひとつ、そういう事をお伝えする

ような場を、将来的には考えてみなければならんと思いますけれども、窓口としてそ

ういうような話をですね、行政の方からも議会事務局長の方にお話をして頂いて、そ

ういうセッティングが出来ればこれ以上の事は無いと思っておりますので、当委員会

の７月の任期の中で出来るかどうかは分かりませんけれど、前向きに努力はしてみる

という事で矢野委員さんどうでしょうか。それではそういう事で、議会はひとつの独

立した権限を持った機関でございますので、そういう面でご了解を頂けたらと思いま

す。他に何か進捗状況のご説明の中で。 

矢野委員：前回、前々回もこの効果額、いわゆる実績が出ておりますが、金額で言えば９

割方が人件費である。人件費以外、物件費、その他、諸々のものが２０年度段階でほ

とんどまだ効果が出てないですねと。これは重ねていう話ですが、その辺りも細かな

事は別にして、全体、大まかに掴んだ上でお尋ねしたいんですが、２年前にひとつの

シミュレーション、表を頂きまして、そこでこれだけ厳しい将来見通しになっていま

すと。５年後あたりじゃ３億、５億っていう欠損が出ます。それと、合併後１０年後

に合併特例債も使えなくなる。交付税もそれから徐々に落ちて１５年後で完全に大幅

ダウン、一挙にダウンになってしまう。そういうシミュレーションで、相当厳しい覚

悟で行財政改革を進めていかなきゃならんなという前提があったと思うんですが、今

のままで行って、こういう形で進んで行って５年後、１０年後大丈夫なんでしょうか。

その辺の大まかな見通し。それをちょっとお聞きしたいんですが。こんなもんで大丈

夫ですよっていうお考えなんでしょうか。 

近泉財政課長：矢野委員さんおっしゃったようにですね、今の方向性で行けるのかという

と、おそらくちょっと方向性ずっとるだろうと。で、人件費のところで落としていく

というのは短期的に確かに効果が出ます。合併効果の部分があって、どうしても人件

費に先、人員を適正化していくという事で先行的に人件費部分が結果として落ち込ん

でるというのは事実です。ただ、将来的に見ますと人件費以外でもう尐し落としこま

ないと非常に苦しくなるだろうというふうに考えてます。で、平成２０年度ベースで

地方交付税を見てみますと、交付税の肩代わりの臨財債というのがあるんですけど、

ここの部分で約１２０億円ぐらい。矢野委員さんおっしゃったように、これが合併し

て１０年が経って激減緩和措置の５年間を過ぎますと、２０年度で換算しますと、１

２０億円あった交付税ベースで言いますと、２０億円が無くなります。１００億円に

なるという事です。ここで２０億円が落ちるという事の意味はですね、一般財源が２

０億円消えて無くなるという事ですから、人件費のところでそこまで落とし込むとい

う事になりますと自殺行為になりますので、矢野委員さんおっしゃったように、例え

ば補助費ですとか、扶助費っていうのは福祉にかかってる部分がほとんどですので、

ここはまず１００％落ちないと思って頂いとった方がいいと思います。落とししろが

あるのが補助費と残りは物件費という事になってきますので、ここをなんとかしない
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とどうしようもならないという事。後、もうひとつは将来、借金であります市債をで

きるだけ発行を抑制をしていかなければですね、今良い目が出来ますけども、後にな

って実際に担税力のある方がこの市に住んだときにですね、非常に分権化が進んでま

すので、税率も全国違うようになってくるだろうと思います。という事は、過去の良

い目の、自分らは良い目は出来ないけども負担だけ増えるという事になりまして、こ

のプランにありましたけども、定住を促しますなんか、こんな町に来ないようになる

と思います。最低のサービスで最高の税率なんて町に来ないようになる。そういう事

を考えますと、もう尐し物件費の方で落とし込んでいくという努力が非常に大切にな

るだろうと思います。ちょっと具体的といいますか、非常にテクニカルなところの話

になりますけども、将来の負担の健全度ということで実質公債費比率というのがあり

ます。これが現在、２０年度の決算見込みで言いますと１７．６％ぐらいですけども、

この部分を先ほど言いました２０億円が無くなったというふうに仮定をしますと、２

３％ぐらいに押し上がります。２３％に押し上がるという事は、この間出来た法律で

すけども、財政健全化法というのがありますけども、ここの部分で限りなく早期健全

化団体の指定を受ける恐れがあるという話になってきます。これを受けるとですね、

中で健全化計画を策定して、議会に諮って議会も議決を致します。したがって議会の

方もそれに沿った予算でないと議決が出来ないというような事になって、また、外部

の監査委員等も入ってきます。会計監査法人になりますけども、そこが入ってきてき

っちり監査をするという事になります。そういう事を想定しますと、非常に行政サー

ビスも、義務的経費っていわれています福祉の扶助費ですとか、教育委員会関係の教

育費の一部分を除いてですね、ほとんど落とし込んでいくという事になりますので、

加速度的に行政サービスは落ちるだろうと。ただ、その後に何が来るかというと、先

程も言いましたけども、高負担の、税の部分が上がって来るという事になりますので、

最悪のシナリオになります。そこから考えますと公債費の元、すなわち借金を返す元

を出来るだけ将来につけ飛ばさないという事と、１７年に合併をしてますから２７年

までにですね、矢野委員おっしゃったように、非常に大きなウエイトを占めてます物

件費の部分を如何に落とし込んでいくかっていうのが、おそらく２７年までの三好市

が明るい未来になるんかどうかの分かれ目だろうというふうには思っております。以

上です。 

矢野委員：細かくご説明頂きまして、結論がね、近泉課長も出てなかったんですけど、現

在こういう推移をしております。多分、収入の方で交付税が当初見込みより相当上が

っているはずでわね。その辺りも含めて、今年いけた、来年ぐらいなんとかいけるな

と。いわゆる目先の生き残りで終わっとんのか、いや、そうじゃないですよと。１０

年１５年先、大変な現実、明らかに分かっている現実問題、それに向かって特例債の

使い方とかいろんな問題、１０年１５年先の手をどこでどういう形で打ってる、それ

はどこに出てるんかという事をお聞きしたいわけですが。手は打ててるのか。私は現
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在、２０年度までの経過見た上で、１０年１５年先、約１０年間に特例債、何百億も

使いながら効果的な手が全然打たれて無いなと判断してる訳です。それでは何のため

の行財政改革なのかと。このままだったら来年、再来年、この４・５年赤字の補填で

使う分使ってしまってという感じになるじゃないかと。当初に提言させてもらった一

番心配している事です。赤字補填のために特例債使わんで下さいという。何か具体的

に１０年先に向かって、こういう手を打っています、これがここに現れていますとい

うものがあれば出してもらいたいなと思いますが。 

近泉財政課長：はっきり申しますけども、矢野委員さんおっしゃった事、非常に難しい事

だろうと思います。私らは就職したときにですね、選挙っていうセレクションを経て

就職してる訳でありません。時の首長の方で任命を受けています。結局、そこの本当

のコアの話に、三好市自体を将来どういうビジョンに基づいて設計していくんかって

話は、議会も含めて、おそらく首長のところの選挙というファクターを通して、民主

主義の過程を通した中で、有権者の判断を仰いだ形で明確なビジョンを策定するのが

筋だろうと思います。で、現行のところですね、そこに向けての明確なビジョンとい

うのは私の目から見てもはっきり見えないというのがあります。どういう将来的なビ

ジョンをするのか、総論部分はありますけども、特にここっていう所が見えにくいの

が実際だろうと思います。ただ、向こう３年ぐらいの間はですね、どうしても子育て

支援の方に力を入れて行きたいという事があります。小さなお子さんをお持ちの方が

三好市って良いなっていう事で、三好市の方においで頂ければというような事もあり

ますので、積極的にですね、向こう３年間は義務教施設の統廃合も視野に入っていま

すけども、耐震化を積極的にしていくという事と、子育て支援の市単独で何か上積み

のサービスが出来ないかという事を積極的に検討していきたいという事にしておりま

す。それと別にですね、三好市の場合、非常に、日本そのものがそうだと思いますけ

ども、土建国家って言われてますけども、土建業者さんの構成比が、他の世界レベル

から言いますと突出して高いです。その中でも田舎の構成比レベルで言いますとすご

い高いです。あまり行革、行革でいきますと、今の１００年に一度と言われてる経済

危機の分が、おそらく田舎の方ではもう尐し遅れて来るだろうと。その波が遅れて来

たときにですね、あくまでこういった改革プランに固執をして財政出動もしないって

いう話になりますと、正に角をためて牛を殺すような結果になりますので、地域の産

業構造を考えた時に、それはしたくないという事です。現況でお話をしますと、ある

程度どうしても社会資本の整備という事で、生活道の必要な場面もございますので、

現在のところはどうしても投資的経費の部分のほとんどの部分が、市道と農道・林道

の部分に偏っています。ただ、そこのところを総合的に勘案しますと、もう尐し投資

的経費の分がですね、どういった社会資本に向かって整備をしていくのかっていう事

を、本来の民主主義の過程の中で話して頂いてですね、そこを積極的に決めて頂いて、

ある程度将来的には重点投資をしないとですね、いつまでいっても私はおそらく金太
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郎飴的な町にしかならんだろうと思います。そこを絶対１歩超えんとですね、おそら

く特色があって、今、市長が掲げてますけども、生まれてよかった、住んでよかった

っていう町にはならんだろうと思います。こういう事をあまり言いますと、私は民主

主義の外にいる人間ですから、ちょっと変な語弊があるんかもしれませんが、私は、

財政を預かるものとしてはそういうように思っています。 

伊丹会長：ありがとうございました。いろいろ課題があろうと思いますが、時間がもうあ

まりありません。東委員さん何かご発言ありましたら。 

東 委 員：もうそろそろ私達の任期が終わるという事で、本当に選んで頂いて、行財政改

革推進委員ということなんですけども、十分に任が果たせてなかったなって、本当に

良く分からないまんま、欠席もさせて頂いて大変申し訳なかったなっていう思いはあ

ります。それはお詫び申し上げたいと思うんですけども。ちょっと何回か出席させて

頂いた中で感じた事を尐しお話させて頂いて、今、お話して頂いた事はすごく難しか

ったんですけども、本当に素晴らしいビジョンをお持ちなんで、逆に民主主義の中に

入って頂きたいなというぐらい、あれぐらいの議論を沢山の私たち市民に、今、現状

こうなんですよと。だから皆で知恵を出しませんかっていう、そういうのが本当はも

っともっと必要なんだろうと。で、その会議自身もよくよく考えてみたら、どうして

こんなに居心地が悪いんだろうと思ったら、市民の数が圧倒的に尐なくて、行政の方、

しかもお偉方の皆さんがとても多くて、ここに座っててものを言うのもしんどいとい

うところでして、もしこれから市民の声を聞こうとか、市民の目を活かしていこうと

かいうふうに、この行財政改革推進委員会っていうのがもし続いたりしていくとか、

あるいは別の会議などでそういうふうな会を持とうという時には、市民の方が数が多

いぞというふうにして欲しいと。そして実際にはこの委員をやってみて初めてお金を

頂けるんだということが分かったんですけども、予算の関係がおありなんだろうと思

います。そんなお金は別に尐なくても、もっともっと自分達の町の事だから聞いてみ

たい、参加したい、意見を言いたいという人、募ればいるんじゃないかなと。どうせ

誰も来てくれへんっていう事ではなくて、もっともっと集まりやすい時間にして、金

額は尐ないけどこんだけ出るよ、皆来ないっていうような感じで、そしたらもっとも

っと、いやほんならわしも意見言いたいわとかいう人達、それこそ議員さんも入れて

どうなってんのっていう話が出来るような、そんな会議になったら、もっと議論も深

まっていくのかなと。正直、私達、こんだけ沢山の項目をチェックして、どう思いま

すかと言われて、正直言えないと。分からないというのが正直なところです。だから

もっと沢山の人が関れば、自分はここに関心があるからここに関してこう思うってい

う意見が沢山出てくるだろうというふうに感じました。で、私が関心を持っていると

ころは、私自身が NPO 活動、市民活動しているという事なので、そこにちょっと言わ

せて頂いたら、これからはやはり財政が苦しくなるので、市民の力をもっと活用しよ

うという事で進められていて、私達も沢山支援して頂いたりもしてるんですけども、
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思ったのは、じゃあ三好市の中で団体を育てていこう、人材を育てていこうという時

に、やっぱり行政という塊ではなくて、行政で働いておられる皆さん、職員の方、お

一人お一人が、例えばひとつ市民活動の NPO の会員になるとか、そこへの関与を何か

していく、寄付をするとか会員になって活動をするとか、そちらを進めていかれるっ

ていうのもひとつなんじゃないかなと。それを今度はもっともっと市民の人にも参加

してくださいと言っていけば、行政ではお金がないんですよ、でも、皆の寄付でなり

たってるこの NPO はこういう事業が出来る、そういう団体を増やしていけるように、

職員さん、一人一人の意識も尐し変えていかれるような、そういうふうになっていっ

たらって思います。ついこの間、３月の１４日・１５日に徳島 NPO フォーラムってい

うのをこの三好市で開かれたんですけど、その時に私が参加させてもらって感じたん

は、社協の方がものすごく一生懸命して下さった。職員の方が。で、彼らがそういう

事を日常の中でやられたら、もっともっとすごい事がいっぱい出来るのにって。若く

て能力のある方が一杯いらっしゃる。ただその人達が、誰かが言い出したそのお手伝

いだけするんじゃなくて、主体的にもっと動けるようになったらもっと良いのになっ

て。三好市の職員の方も素晴らしい方が沢山いらっしゃるから、その方達が仕事のと

ころだけやってるっていうんではなくて、自分も市民なんだという意識を持って頂い

て、それが活かせるような、その方達の能力が単に職域の中だけではなくて市民とし

て活かせるような、そういうようになっていったら、ちょっと三好市変わっていける

んかなっていうふうに思いました。ありがとうございます。 

伊丹会長：貴重なご提言頂きまして、ありがとうございました。本日ご臨席頂いておりま

す市の幹部の方々も、十分お聞き取りを頂けたのでなかろうかと思っております。せ

っかくの機会でございますので、もっと時間を取りたいと思いますが、ちょうどチャ

イムも鳴りましたので、まだまだあろうと思いますが、本日の会議、後も詰んでおる

ようでございますので、以上を持ちまして閉会をさせて頂こうと思いますが、事務連

絡等ございますので、事務局の方からお願いします。 

事 務 局：貴重なご提言の数々、ありがとうございました。当初から出ております現委員

さんの任期が、この７月の５日となっております。後３ヶ月ほどですけども二次三好

市行財政改革推進委員会として、いろいろなご意見ですね、ご提言を残りの任期でま

とめて頂けたらなと思っております。それを基に次の計画、あるいは市長の政策への

反映の糧といいますか、参考にさせて頂きたいと思いますので、出来ましたら後２回

ほどご足労ですけどもそういう会を設けて、お願いを出来たらと思っております。事

務的に申し上げますと、４月は定期異動とか年度始めでこちらも準備はなかなか出来

ませんので、５月の連休明けぐらいに次回の会をお願いできたらと思っております。

それで、その会でいろいろなご提言を頂きまして、その次の会でまとめた物をご確認

頂くような会を設けていきたいなと思っております。それと、今日の会議中にありま

したような議会との意見交換といいますか、そういう会につきましては、決まり次第
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ご連絡を申し上げるという形にしたいと思いますけど、そういう事で会長さん、お願

いしたいと思います。 

伊丹会長：先程、会議の中で、矢野委員さん、また、東委員さんの方からいろいろご提言

がございましたが、そういうものも含めましてですね、まとめの中に集約をさせて頂

いて、第二次行革の提言といいましょうか、そういうものの中に十分入れさせて頂く

ような作業日程が組まれるようでございますので、そういう面でご理解を頂いたらと

思っております。それでは、いろいろとご発言の事もあろうと思いますけれども、市

の幹部の方々も午後の予定がございますので、午前中で会議を切り上げさせて頂いた

らと思っております。閉会にあたりまして一言だけ御礼を申し上げておきたいと存じ

ますが、開会にあたりまして申し上げましたように、本当に年度末になりまして、何

かと公私に亘ってお忙しい中、お繰り合わせを頂きまして、お運び頂き、ご出席を頂

きましたことを重ねて厚く御礼を申し上げたいと存じます。後１・２回、７月までに

会合をもたせて頂くようなお話でございますので、是非ひとつお繰り合わせを頂きま

して、今度は集中改革プランの中にというのでなしに、大乗的な見地の中から将来の

三好市のために、皆様方からありましたような事も含めましての提言内容がまとめら

れれば、大変素晴らしい事でないかというような思いが致しております。どうぞひと

つ、ご案内を事務局から資料が作成出来次第ご案内させて頂きますので、お繰り合わ

せを頂きまして、ご出席を賜りますようにお願いをしたいと存じます。お互いの手で、

将来の三好市の形作り、姿作りのためにお互い力を合わせ頑張っていく事が、私共の

役割ではないかとこう思っておりますので、よろしくお願いしたいと存じます。また、

市の幹部方々にも大変ご多忙の中、ご出席を頂きまして、ご助言を頂きました事、大

変ありがとうございました。どうぞひとつ、皆様方が三好市行政を進める上の中核組

織でございますので、ご健康にご留意を頂きまして、ご活躍を頂きますようにお願い

を申し上げておきたいと存じます。それでは本日の会議を以上で終わりますが、どう

ぞひとつ時節不順の折でございますので、ご健康にご留意を頂きまして、それぞれの

立場でご活躍を頂きますようにお願いを申し上げまして閉会にさせて頂きます。本日

はありがとうございました。 
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