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平成２１年度 第１回行財政改革推進委員会 会議録 

日 時 平成２１年７月２８日（火）午後７時００分～午後９時００分 

場 所 三好市池田総合体育館会議室 

出席者 委 員 

    木藤 誠治、坂本 公子、田岡 義三、千葉 眞由美、中川 勝弘、中村 忠久 

    西岡 和子、西川 利男、野村 隆、藤井 修身、水野 正則、三原 芳裕、宮 隆英 

    （５０音項、敬称略） 

    市 

    武川副市長、大溝収入役、倉本教育長、蔦企画財政部長、高畑環境福祉部長 

    中内福祉事務所長、渡辺産業観光部長、新居教育次長、南総務課長、森行革推進 

    室長、宮岡、藤井 

欠席者 耕地 弘、中石 昭（敬称略） 

 

事務局：それでは、定刻が５分ほど過ぎましたけれども、只今から始めて行きたいと思い

ます。改めましてこんばんは、本日は、お仕事や家事でお疲れのところ、本委員会にご

出席いただきまして有難うございます。会議が始まる前ですけれども、皆さんにご了承

を得たいのですが、徳島新聞の取材が参っております。写真撮影をされると思うんです

けど、それを許可してよろしいでしょうか。異議なしという声を頂きましたので、ご協

力をよろしくお願いしたいと思います。先程市長があいさつされたんですけども、６町

村が合併しまして、三好市が発足しました。３年が経過しましたけれども、やっと三好

市という名前にも馴染んできたと、住民の方も一体感が出てきたかなと思っております。 

 ご承知のように厳しい財政状況が続いておりまして、行財政改革に取り組んでおる所で

ございますが、市民の皆様のご協力とご理解によりまして、この２年間で約８億円の財

政効果を上げることができました。現在まだプランの進行中でございますけども、そう

言う中、皆様方には公私ご多忙にも係わりませず、三好市の将来のため行財政改革推進

委員会の委員ご就任にあたりまして、ご承諾頂きまして、ほんとうにありがとうござい

ました。それでは、只今から第３次行財政改革推進委員会の第１回目の会議を開催いた

します。本日の会議の日程でございますが、次第にもありますように、この後委嘱状を

皆様に交付いたしまして、その後市側のあいさつをさせて頂いて、自己紹介をして頂き

ます。今回お渡ししております資料の説明をした後、皆様方から会長を選任して頂きま

す。今回の議事をその後ご協議頂きまして、取りあえずこの委員会を閉じさして頂きま

す。休憩を挟みまして徳島文理大学大学院野村先生のご講演をお願いしておりますので、

ご講演を入れまして、全体で約２時間くらいを予定しておりますので、最後までよろし

くお願いしたいと思います。それでは、次第書２番目にあります委嘱状の交付に移りま

す。本来であれば市長から、お渡しするべきでありますけれども、急きょ会が入りまし

て、出席することができませんので、代わりまして副市長からお渡しすると言うように
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なりますので、よろしくお願いいたします。副市長が参りましたら、その場でご起立を

お願いしたいと思います。 

 

 委嘱状の交付 

 

事務局：それでは、改めましてよろしくお願いいたします。ここで、市側のあいさつとい

たしまして、市長に代わりまして武川副市長からご挨拶を申し上げます。 

 

武川副市長：どうもこんばんは、副市長の武川でございます。市長に代わりましてご挨拶

をさせて頂きたいと思います。今日は、今委嘱状をお渡ししましたけれども、第３次の

行財政改革推進委員会ということで、第１次の時からのメンバーの方もいらっしゃいま

す。ぜひ、引き続きよろしくお願いしたいと思いますし、また、新たに委員になられま

した方には、この２年間よろしく、まず冒頭お願いいたしたいと思います。１次の時に

は、この３年間の行財政改革大綱、そして集中改革プランを策定するという、合併以後

初めての策定ということで、多くの議論を頂きましたし、非常に熱心にお話をして頂き

ました。お陰をもちまして、この３年間、非常にいい結果を得られることができました。

これはどういうことかと言いますと、私なりに考えていることなんですけども、この合

併というのは、１つは地方分権の受け皿を作ろうということで、少し小さい町村ばっか

りがこちょこちょやるのじゃなくて、大きな受け皿を作って、そこで沢山の仕事をです

ね、国や県から引っ張ってこようと、いわゆる自治ということをもう少し確立して行こ

うと言うのが、地方分権の受け皿を作るという一つの大きな目的だったと思います。し

かしその目的よりも実は合併直前になりますと、小泉改革によります地方に対する、非

常にお金に対する流れが悪くなったと言いますか、代表的には、地方交付税の大幅なカ

ットがされまして、非常に市町村がそれぞれ疲弊をしてきたということで、このまま続

くとおそらく三好郡内８カ町村、どこの町も村もですね破綻をするだろうと、当時夕張

が破綻をしたということで非常に大きく取り上げられましたけれども、破綻をするだろ

うと、そういうことを何度も何度もシミュレーションをしましたけれども、結局どうし

ようもない状態になったということで、合併をせざるを得ないということもあったと思

います。これは、２つ目の理由でして、これは財政的な理由によって、合併を選択せざ

るを得ないという状況を作ってきた訳です。ということですから、合併をしてまず大き

な目標は、その財政の危機的な状況を何とか立て直そうということが、大きな目標にな

ってきた訳です、この３年間そういうことに非常大きな力を注いできたと思います。そ

の為には、集中改革プラン、行財政改革大綱というのが、非常に大きな道しるべに成る

だろうということで、大きな議論、沢山の議論を頂きまして、１回目の大綱と改革プラ

ンを作りました。それに対しまして、私たちも、市民のみなさん方も、非常に大きなご

協力を頂きましたし、痛みも分かち合って頂きました。お蔭をもちまして現在の段階で
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は、まあまあ思ったよりも少し良いかなと言うような財政状況を、保てることができて

ます。まず目先の破綻は、もう無いだろうということで、今頑張っています。しかしな

がら古い議員さんは、よくご存じと思いますけども、１０年先、合併から１０年先にで

すね、一本算定ということで、交付税が減らせれることに決まっております。５年間段

階的に減って行く訳ですけども、１０年目から５年間、１５年目にですねそのいわゆる

合併をしなかった、元々あった市ということで、一本算定ということで、相当大幅に交

付税が減らされることになってます。この１５年先を我々は、生延びれるかどうかとい

うことを今念頭に置いて、行財政改革をやってる訳ですから、今少し余裕があるかとい

って、それが自由にどこへでも使って良いというものでは無い訳ですね、なかなかそれ

が十分に私たち職員も、なかなか分かりずらいところがありますし、市民の皆さん方に

もなかなか分かって頂けないということがございます。そういったものを克服するため

に、今回第３次ではですね、第３次という名前ですけども、第２次は、１次で作った大

綱、集中改革プランがですね、ほんとうにその通り機能して、上手く働いているかどう

かということを、きつい言葉でいうと監視をして行く委員会でございました。だから計

画を作るんじゃなくて、計画の進捗状況がちゃんと出来てるかどうか、それを監視をし

て頂く委員会でした。今回の委員会は、２つ目の大綱ですね、平成２２年度から５年間

渡りまして、新しい行革大綱を作って行く訳です、それに合わせまして、集中改革プラ

ンを作って行って頂ける訳ですから、非常に大きな任務を持っておるということで、ご

理解を頂けたらと思います。そういうことで、是非これから２年間という任期ではござ

いますけども、是非よろしくお願いをしたいということをお願い申し上げたいと思いま

す。合併して３年間経ちましたけども、分かったことはですね、非常に三好市には、最

初合併する前には観光資源が沢山あったり、いろんな自然が沢山あって、すばらしいも

のが沢山ありますよということは、よく分かってたんですが、合併して３年間で分かっ

たのは、それ以上にですね、沢山の能力とか知識とか、経験とか技能を持った市民の方

がいらっしゃるということが、よく分かりました。こういった市民の皆さん方をどんど

んそういう所に、出てきて頂いてご協力を頂けるということになりますと、もっともっ

と三好市がですね、大きく発展が出来るんかなと言うふうな、そういう気持ちもこの３

年間で大きくしてきた訳でございます。そういう人的な資源にも恵まれた三好市でござ

いますし、そういう意味ではまだまだ、いろんな意味で大きく、或いは楽しくですね、

過ごせるような市になるだろうと思っています。その為に是非この行財政改革大綱、そ

して集中改革プラン、非常に厳しい内容になるかも分かりませんが、皆さん方の真摯な

ご議論を頂きまして、より良い三好市が出来るようなそういうものに、作って行って頂

きたいということを、冒頭お願い致しまして、少し長くなりましたけれども、ご挨拶と

さして頂きます。どうぞよろしくお願い致します。 

 

事務局：有難うございました。それではここで、今日初めてお顔を合わす方がほとんどと
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思いますので、自己紹介をして行きたいと思います。 

 

 市側自己紹介 

 

 推進委員自己紹介 

 

事務局：どうも有難うございました。それでは、よろしくお願いいたします。今日欠席し

ておりますけれども、総務部長、建設部長、議会事務局長でございますが、公務のため

に欠席しております。皆さんによろしくとのことでございます。それでは、資料説明に

移ります。 

 

 資料説明 

 

 議事に入って行きたいと思います。まず最初に６番の会長選任をお願いしたいと思いま

す。この委員会は会議録を作成しておりまして、発言の際はマイクを通してのご発言で

お願いしたいと思います。三好市行財政改革推進委員会要綱で、第４条委員会に会長を

置き、委員の互選により定めるとなっておりますので、どなたかご推薦なりしていただ

けたらと思っていますけども、如何でしょうか。今、事務局一任というご意見が出たん

ですけども、それでよろしいでしょうか。異議ないようなので、事務局案ということで、

事務局の案を申し上げます。事務局といたしましては、会長を野村委員さんにお願いし

たいと思っております。よろしいでしょうか。（拍手）それでは、野村委員さんよろしく

お願いいたします。 

 

野村会長：突然のご指名でございまして、先程ごあいさつ申しましたとおり、純粋の部外

者という点が評価されて、会長のご指名を賜ったんだというふうに思っています。ほん

とうに三好市の実態というのは、私自身ほとんど全く存じません。ただ、地方自治制度

であるとか、地方分権であるとか、そういうことに長年携ってきたというのが、唯一の

アドバンテージかなというふうに、思っているくらいでですね、いろんな制度的なこと、

財政的なこと、その他これからいろいろ難しい検討を、みんなでして行かなければいけ

ないと言うようでございますので、中立的な立場で、進めさして頂きたいというふうに

思っております。一つ円滑な進行、また実りある成果を得る為に、みなさん御協力をよ

ろしくお願いいたします。 

 

事務局：有難うございました。よろしくお願いします。それでは、協議に入ります。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頄で、委員会の会議は、会長が

招集し、会長が議長となると規定されておりますので、ここからは、会長にお願いした
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いと思います。会長よろしくお願いいたします。 

 

野村会長：それでは、会長を仰せ付かりましたので、私が進行させて頂きたいと思います。

本日の会議でございますが、ご覧のとおり１３名のご出席がございますので、先程ご覧

頂きました本委員会の要綱ですね、第６条第２頄によりまして、この会議が正式な会議

として成立しておりますことをご報告申し上げます。次に議事録署名者の方をご指名し

たいと思います。木藤委員さん、坂本委員さん、お二人にお願い出来ますでしょうか。

それでは議事に入ります。協議すべき事柄として、今後のスケジュールについてが唯一

上がっております。事務局から状況をご説明お願い出来ますでしょうか。 

 

事務局：スケジュール等説明 

 

野村会長：今、ご説明ございましたように、まず次回の日程をですね、決めて置かないと

いけないと思います。今の事務局の御説明で、全体のスケジュールだいたい目論見とし

ては、ご覧頂いたとおりでございますので、当面中間報告に向けて、協議を始めなけれ

ばいけないということでございますね。それで、諸般の都合で火曜日の午後ないし、夕

方の時間帯ぐらいが、都合が一番良いということでございますので、そう致しますと８

月の１８か２５辺りと言うことになります。皆様方ご都合の方如何でございましょう。

どうしてもここは避けてほしいというご希望があれば、調整は致しますが、１８は難し

いという感じですかね。お盆ですのでね。２５日の火曜日にしましょうか。時間帯とし

ては、皆様方ご都合如何でしょうか。お仕事の都合がいろいろお有りで、私も大学が始

りますと講義が昼間入る場合もございますので、遅めにしといた方がいいのですかね。

余り遅いと事務局も帰り道が大変ですので、どんなもんでしょう。先程の事務局の案で

は３時ぐらいから５時ぐらいまで、言わば勤務時間の範囲内でおっしゃってましたけれ

ども、もうちょっと遅い方がよろしゅう御座いますかね。７時にしましょうか、よろし

ゅうございますか。 

 

事務局：前回、第１次の時ですね、それも夜７時から会議をしておりまして、２時間から

３時間ぐらい掛かっておりますけれども、遅くなると１０時前になるんですけど、それ

でよろしゅうございますか。 

 

野村会長：それでは、２５日火曜日の１９時ということで、日程のセットを取りあえず先

にさせて頂きました。これからもう少し先になりますと議会のシーズンとかですね、事

務局の方の都合も出てくるかと思いますので、また一回一回調整をして行きたいと思い

ます。 
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事務局：今までの経験上ですね。最低でも２週間ぐらい前にご案内の通知をさして頂くと、

今回の場合、曜日を火曜日ということでご承認を頂けましたら、火曜日という形で来週

の火曜日か再来週の火曜日という話で思って頂けたらと思います。 

 

野村会長：事情によりましてですね、例えば、私なんかは大学の講義とか、その他の用事

の曜日が大体分かっていますので、私の場合も火曜日の午後とか、夕方が一番確実に空

きやすいということなんですね。そういう前提で事務局方の都合とも合わせますと、毎

火曜日の午後ないし夜の時間帯が確実に日程がとり易いと。ほんとは横向きに２，３日

の選択肢があると一番いいんですけど、縦向きといいますか、ある週かその次の週かと

いうふうな選択肢に成らざる負えないと。時間帯も含めて毎回協議をしたいと思います。

８月２５日に関しては、先程のご意見で１９時からが宜しいようですので、そうしまし

たけれども毎回時間帯も可能な時間帯で一番、出来れば明るい方が良いんではないかと

思いますんで、３時以降の可能な時間帯を２時間ぐらいとるということで、毎回それは、

事情を承れば如何かと思うんですけども。９月については、ちょっと完全に詰めきれま

せんけども、候補の日程としては、先程申しました２，３の日程が候補としてございま

す。火曜日の内から火曜日をいくつかスキップして、何週間に一回行うと、時間帯は３

時以降の時間帯で、ご都合のつきやすい時間帯を選択する、というのが原則としてです

ね、そういう進め方をさせて頂ければと希望してます。事務局もそのご都合がよろしい

ようでございますので、その範囲で、毎回決めて行くというので如何かと思います。よ

ろしゅうございますか。それでは、そのほか適宜ですね、ご事情とかご意見がございま

したら事務局の方にお寄せいただければ、極力全員の方がお揃い頂けるように、日程に

ついて調整をしたいと思います。何かございますか。 

 

藤井委員：基本的なことだけ、第１回目の会議ですから確認をしておいてもらいたいんで

すけども、要綱の中でこの委員会は、第１次もそうなんですが、答申もしくは意見を市

長に申し述べた時点で解散をすることになります。第１次の最後の時にも第２次の推進

委員会のメンバーを選出する際に、非常に不明朗というか、その第１次で意見を取りま

とめた委員が何人かは入らずに、新たな委員が、いつの間にか編成されとるというふう

なことがありました。そう言うふうなことで、この委員会それからそれを、次の第４次

になるかもわかりませんけども、それを推進をチェックする機能の委員会の選出の仕方

って言うのを、この会議が１２月頃に解散する時に、どしてこんな形で解散するんだろ

かというのが、第１次の時の意見でしたんで、そのあたりは、会議の持ち方についてき

ちんとやっぱり事務局の考え方を、この場で示してもろた方が、後で混乱しないんでな

かろかと思います。それと第２点目は、第１次の時には、この会議を公開にするか非公

開にするかという問題でも一応会議として、新たに編成をされた訳ですから委員長の方

でそれをお諮りをして頂いて、公開をするとすれば、すべてインターネット、ホームペ
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ージ上に発言した人の名前も含めて、発言内容が記載をされて、公表される訳です。 

 そのことが、はたしてすべての人に良いかどうかってこともお諮りをして頂いて、傍聴

規定はある訳ですけども、その決定をするのは、この委員会で公開にするか非公開にす

るかということは、冒頭、決めて頂かないといけないと思うんです。その意見について

基本的な会議の持ち方ですから、委員長の取り計らいを、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 

野村会長：今ご指摘のまず後の方、第２点ですけども会議の公開性に関しましては、先程

傍聴規定をこのまま呑み込むとしますと、公開という前提なんですね。公開だからこそ

非公開の議決がある訳で、そもそも、実際にいらっしゃるかということは、別にしまし

て、傍聴を認めてるということ自体は、会議のこの性格は公開だということですね。 

 ただその点と、どの程度公開のものを全部インターネットなどで、情報を積極的に発信

しなければいけないかどうかは、また別の問題だと思うんで、どの程度の情報発信をし

て行くのか、行くべきなのか、この点は議論の余地のある所だと思ってます。ですから、

その点は議論して、随時正確な情報をインターネットで迅速に載っけるべきだというこ

とであれば、そうするように事務局にお願いしたいと思いますし、また、そこまでする

必要が無いんじゃないかと、たとえば、文章の議事録を承認したのを何がしかの情報ツ

ールで、公開状態にすると、閲覧可能な状態にするというふうな公開の方法もあろうか

と思いますので、そこは、議論のある所だろうと思います。少なくともこの会議は、皆

様方の合意で、この会議の議決で非公開としない限り、公開であるというのは、元々の

建て方として、スタートの時点の性格として、明らかだろうと思います。 

 

藤井委員：第１次の会議の際には、すべて委員長が、本日の会議については撮影を許しま

すか、傍聴を許可しますかということで、その都度の会議で了承を得た記憶があるんで

すけど、この傍聴規定というのは、その委員長が傍聴を許可した際に、その傍聴規定が

適応されるもんだというふうに解しているんですけども、その点は、それまで厳密にし

なくてもいいというふうにお考えでしょうか。 

 

野村会長：今、私の申し上げましたのは、明確に非公開という議決をしない限り、元々公

開なんではないかと、少なくともスタートの時点ではね。これからどうしようかという

のは、皆様方のご意見といいますか、意見が割れれば表決をするしかありませんけど、

私の解釈といいますか考え方は、そもそも公開なんだと明示的に公開しようと言わなく

てもですね、逆に非公開にする場合には、しようと思ったらできるというふうなことが、

傍聴規定から読み取れますので。 

 

事務局：最初に皆さん方にご了解を得たというのは、この規定にありますように写真撮影
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ですね、ビデオカメラの撮影、これについては、承認を頂いて撮るという形になってお

りますので、それだけ冒頭会長が皆さんにご了解を得たということでございます。 

 

野村会長：写真撮影と、そのまま記録に残る公開の仕方をするかどうかと、段階がちがい

ますので、普通にお聞き頂くのは傍聴が許可された方に対しては、無条件で聞いて頂く

と、写真を撮ったりする場合には、個別の承諾を求めることにすると、そう言うふうに

致しましょう。よろしゅうございますか。もう一つインターネットなどで、積極的に情

報提供、公開をすべきかどうかと、ここら辺は、いかがでございましょう。これ、皆さ

んのご意向と事務局の手間暇の問題もありますので。 

 

宮委員：第１回のときは、会議録ですかインターネットで公開してました。ずっと継続し

て、私はもうそれでいいんじゃないかと思いますけども。 

 

野村会長：分かりました。それ存じませんで私も、会議録を皆さんお目とうし頂いた上で、

ご自分の発言など吟味して頂いた上で会議録を作る訳ですね。 

 

事務局：形としましてはですね。会議録を我々がおこしまして、議事録署名者の方と会長

にご確認を頂いて、それでＯＫのでた物を公開するということにしております。 

 

野村会長：それと同じように会議録が、調整されしだいインターネットに載っけると、閲

覧し得る状態と、そう言うことで如何でございましょう。原則としてですね、もちろん

非公開の議決をした場合は別です。何がしかの都合でですね、個人のプライバシーに関

わることとか、非公開にはし得るというふうにしておけば、問題が出た時には、非公開

の状態ですれば良いと思いますので、そうじゃない限りは、公開しかも議事録ベースで

インターネットで情報を発信するということで、よろしゅうございますか。これは、あ

くまでも原則の取り扱いでございまして、事柄によって例外を設ける可能性は、その都

度、皆さんにお諮りした上で、ありうると思います。それから先程の前半の点ですけど

も、藤井委員さん、先程前半でご指摘の点は、委員そのもの選任の仕方の問題でござい

ますよね。ちょっと私、真意が把握しきれなかったのですけど。 

 

藤井委員：第１回の推進委員会の際の最後の時に、今回の任期も２３年まで残っている訳

ですよね、ただし書きで、市長の諮問に対してそれなりの結論が出た時には、この委員

会は解散をする形をただし書きで取っております。第１回目の時にもその問題で、一生

懸命議論してきた中で、第２次のその答申を出したことをチェックする委員会はどうす

んかという時に、そう言う意見が最後の委員会で出た訳です。そういうふうなことで、

そのあたりは、この第３次の委員会でもきちんと、第４次の委員会の構成も含めてどう
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言う方向で行くかというふうなことは、委員さんの方へ事務局からきちんと、ただし書

きで先程言ってくれたんですけども、そのあたり、このメンバーが再度チェックに入っ

て行くか、それを含めてどういう考えかということについては、ちょっと御説明して頂

いた方が、混乱を招かないんじゃないのかなということで、発言をさせてもらった訳で

す。 

 

野村会長：ただですね、この委員会は、設置要綱に書いてある通りですね、市長さんの諮

問に応じて推進本部に対して必要な助言を行うと言うことですので、それが我々の仕事

の言わば全てなんですね。ですからその後どうするかという、その助言を受けて実際に

どういうふうにやっておられるか、これは市長さんないし市の推進本部の方のお仕事で

して、我々のいわば射程範囲を少し超えている問題なんですね。我々は、第３次の委員

として選ばれて、その中で審議をしますので、与えられた役割は、市長さんの諮問に応

じて必要な助言をすると、したがいまして、その助言をすれば役割としては、第１次的

には終わる訳ですね。ただ、まあそんな形式的なことだけ言っていてもしょうがありま

せんから、おっしゃる通り次はどうして行くんだとかですね、ご説明は、私どもは受け

たいですし、連続してるものですのでね、これだけが独立しているもんではありません

から、連続して進めるべきもんだというのは当然ですけども、ただ固い意味での権限と

か職務とかそういった観点で考えると、我々が次の委員の選任の仕方を言うとか、それ

を言うことは、ちょっと僭越なんではないかと、これは、市長ないし推進本部のお決め

になることであってですね、基本的には、助言ないしその点も含めて助言とか意見を申

し述べることは、あっても良いと思いますけども、自分たちの仕事の次の仕事のことで

すので、これはまた再編成されるだろうと思います。その時の考え方を予めこの会で承

っておくと言うことは、だんだん煮詰まってくればあろうかと思いまので、そこら辺は、

適宜事務局ないし、幹部の方々にご説明を頂戴するようにしたと思います。まだもう少

し先の話ですので、よろしゅうございますか。この次をどうするかという話だろうと思

いますので。それでは、他にご議論ございませんでしょうか。次の８月２５日の会合で

ですね、どういう御討議頂くかという点に関しまして、基本的には、先程の全体のスケ

ジュール表から見ますと市の行政組織とか、財政状況のご説明を受けて、それでこの議

事テーマに上がってます６頄目の案が出てますけど、このような内容の観点から討議を

しようということですね。行政組織とか財政状況かなり全般に亘ることがらですので、

テーマを絞った方が事務局としては、資料を作り易いんじゃないですか。 

 

事務局：今、予定しております現状をそのまま行政の組織というのは、こういうものがあ

ります。課、部にはこういうものがありますとか、仕事の内容はこういうことをやって

ますという話、それから財政状況については、先程、副市長のご挨拶にありましたよう

に交付税の関係なり、市の税収の問題なり、そう言う形のものをご説明さしあげようか
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なと思っています。 

 

野村会長：そうしますとね、テーマ案でその他含めて６頄目ですけども、この観点で１つ

２つに絞ってしまうとですね、たとえば３番を選択すると、定員管理は上手く行ってい

るかの観点から議論を進めるということになりますけども、第１回目から予め、そう言

うふうに限定してしまう必要は、私はあまり個人的には感じないんですけど、皆様方、

如何でございましょうか。出来た資料を全体として、オーバーラップしながら段々具体

の問題に入って行くようなもんじゃないかと思うんですけど、如何でしょうか。資料を

拝見しないと何とも言えませんわね、予めこの観点から我々視ると言っても、なかなか

絞り切れないと思いますけど、如何でしょう。 

 

中村委員：事前配布なんですか。 

 

野村会長：この会で配布されるものか、事前に手元に来るか、そういうご指摘ですね。 

 

事務局：今まですね、３年間やっておりますけども、資料につきましては、最低１週間位

前にお送りさせて頂いてます。早ければ、１０日なり２週間前に送らしてもらいまして、

中味を見て頂くという形にしております。 

 

野村会長：今、お聞きのとおり事前に拝見できるそうです。テーマについては、如何でご

ざいましょう。私今申しましたのは、個人的な意見ですので、この観点にきっちり絞っ

ておいた方が、良いというふうなご意見ございましたら、おっしゃって下さい。事務局

提案の６頄目以外の観点からでも良ろしいかと思います。特にこの点が一番、今まで御

審議をフォローされてきたり、市の状況をご覧になってたりすると、問題点いろいろと

お感じかと思いますので、最初からこの観点に絞り込んでやって行った方が良いと、い

うふうなご意見もしございましたら、そのように事務局にお願いしたいと思います。も

しそうでなければ、まず一般的な資料を頂戴して、市の問題を全体として視た上で、い

ろんな問題点が浮かび上がって来るでしょうから、段々に絞り込んでいく、問題点をい

くつか抜き出して行く、そういうふうなやり方のほうが、私は良いんじゃないかと思い

ますけど、如何でしょうか、皆様方。よろしゅうございますか。そうしますとテーマと

しては、別にここに案で挙げて頂いてるテーマ、それぞれの観点あるということは、勿

論なんですけども、特にこれといって絞らずに、次回、市の行政組織あるいは財政状況

の全般についてご説明を承った上で、審議を進めて行くということで、進めさせて頂け

ればと思います。その他に何かご指摘とか、協議すべきことがら、今までのこと以外の

ことでですね、御座いましたらおっしゃって下さい。 
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田岡委員：その他入れて６頄目ございますわね。これね、３の定員管理の適正化、これだ

けでも２時間ぐらいかかりますよ。こんなに出来ますかね。 

 

野村会長：ですから、これ全部やるという意味ではなくて、実際は目星を付ける意味で、

ガッチリとやって、どれも全部すごく重たい。 

 

田岡委員：出来ない場合は、どうされるんですか。次のとこに持ってくるんですか。 

 

野村会長：ですからね、次回ある程度全体的なことを皆さんに把握頂いた上で、じゃあそ

の次の会に、この定員管理を集中的にやろうとか、民間委託を集中的にやろうとか、そ

う言うふうに状況しだいで、あるいは皆さんのご意向しだいですね。 

 

田岡委員：随分これテーマを掲げてくれたなと思いますけど、これはちょっと無理だろな

と思うよ。 

 

野村会長：密度の度合にもよりますけども、実質的な審議を尽くすのは、時間がかかると

思います。 

 

田岡委員：いろいろ皆さん意見あるんじゃないですかね。簡単に済ませようという本部の

意向かもわからんけど。そうはなかなか行かないんじゃない。これは、ちょっと難しい

と思うけどね。１つ取っても２時間、３時間かかる。 

 

事務局：田岡委員さん、勘違いされとる。これ６つを一遍にやろうと言うんではないんで

すよ。この６つの中から１つ選んでくださいと言う話です。 

 

野村会長：ですから、今申し上げてるのは、こう言うテーマの案がありますけども、次回

はどうしようかと、次の会はもう少しばくっと全般的にした上で。 

 

田岡委員：じゃあ、この中から１つとか２つで良いという意味でいいんですか。 

 

野村会長：問題点が浮かび上がってくれば、たとえばこれについてやろうかとか。そのテ

ーマとして捉えるべき案がこの６つ上がっているということです。よろしゅうございま

すか。次回の資料の内容あるいは、その時のご議論しだいで、その次のテーマをですね

絞り込んだ方がいい場合は、絞り込んでいくということで進めさして頂きたいと思いま

す。その他何かございますか。 
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中川委員：すいません。大体、時間２時間なら２時間、３時間なら３時間と決めて進行し

て頂きたいと思います。 

 

野村会長：大体２時間、念頭に置いておりますのは、２時間位です。 

 

西川委員：２時間ですね。例えば７時から始まると９時でだいたい終わると。 

 

野村会長：そう言うことですね。勿論５分、１０分の上下はあります。原則２時間程度で

で切り上げようと言うふうなのが、原案でございます。他に何かございますでしょうか。 

 

宮委員：先程も副市長がご挨拶で言ってましたけど、１０年経ったら交付税が減らされる

と、１５年経ったら元通りの規模になると、その辺の数字から始まってね、ちょっと詳

しい資料を次回出して頂いて、市の財政状況と１２年後ですか、合併して１５年後のシ

ミュレーションというか、どういうふうになっているか、ちょっと詳しい資料を出して

頂いて、結局この行財政改革というのは、一番に市の財政というか、経営ですからね。

その辺、ちょっとご説明を詳しくして頂きたと思います。 

 

野村会長：それ私からも同じようにお願いしときたいと思います。特に地方交付税の合併

特例ですね。１０年間プラスアルファー続く訳なんですけども、合併特例によってどれ

だけのギャップが出てきてるか、そういう類のことがよく解るようにですね、資料をお

願いしたいと思います。 

 

事務局：８月の２５日ですので、決算認定を議会の方に頂いてないですけども、２０年度

の決算の見込ですね。数字が大体固まってきますので、それを含めた形で数字を挙げれ

るもんは挙げて行きたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 

野村会長：それでは、資料の方解り易い資料を、お出し頂くようお願いいたします。他に

如何でございましょう。それでは、本日は協議すべきことは以上でございますので、行

財政改革推進委員会を、一旦終了させて頂きたいと思います。ご協力どうもありがとう

ございました。 

 

事務局：ここでちょっと一旦、委員会終わらして頂きまして、休憩を１０分間取らして頂

きます。その後２部という形でございますけども、野村先生の講演に入りたいと思って

おります。演題が「解散総選挙と地方分権政策の動向と」いうことでお願いをしており

ます。今後の三好市の行財政改革を審議して行く上でも、参考になると思いますので、

最後までよろしくお願いしたいと思います。それでは、休憩を５分取りたいと思います。 
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