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平成２１年年度 第２回行財政改革推進委員会 会議録 

日 時 平成２１年８月２５日（火）午後７時～午後９時 

場 所 三好市池田総合体育館会議室 

出席者 委 員 

   木藤 誠治、耕地 弘、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、水野 正則、三原 芳裕、宮 隆英 

   （５０音順、敬称略） 

   市 

   合田総務部長、中内福祉事務所長、渡辺産業観光部長、新居教育次長、馬渕人事室

長、近泉財政課長、森行革推進室長、宮岡、藤井 

欠席者 中石 昭、藤井 修身（敬称略） 

 

事務局：こんばんは、定刻が参りましたので、始めて行きたいと思います。今日１人の方

見えてませんけども、追々見えると思いますので、始めて行きます。昼間は、お仕事や

家事でお疲れの所、ご出席を頂きましてありがとうございます。お盆も過ぎまして、も

うすぐ秋ということですけれども、まだまだ暑い日が続いております。暑さに負けない

ように皆さんには、体に十分にご留意されまして、この夏を乗り切って頂きたいと思っ

ております。前回ですけども前回は、この行財政改革推進委員会の組織と役割それから、

スケジュールというものを説明させて頂きました。今回は市の行政の組織あるいは、事

務分掌それから三好市の財政状況というのを、ご理解頂くためにご説明するということ

にしております。それで、その中で皆様方にご意見なり、ご質問を受けて行きたいと思

っております。それでは、只今から第２回行財政改革推進委員会を開催致します。最初

に野村会長からご挨拶を申し上げます。 

 

野村会長：皆さんこんばんは。お忙しい中を第２回行財政改革推進委員会にお集まり頂き

ましてありがとうございます。ようやくちょっと涼しくなって参りまして、過ごしやす

くなってきましたけれども、議論の方は、これからどんどん熱くなって行くように、皆

様のご参加、ご協力をお願いしたいというふうに思います。それでは、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。議事に入りますけども、その前に先日配布しました資

料の中で、１の三好市行財政組織資料の中ですね、教育委員会の部門が落ちておりまし

たので、今日追加して配布させて頂いております。それとですね、補足資料として、カ

ラー刷りの分２枚組ですね、それも今日お配りしておりますので、よろしくお願いしま

す。それと今回の市側の出席者でございますけども、こちらから、合田総務部長、渡辺

産業観光部長、中内福祉事務所長、新居教育次長、次にこちら近泉財政課長、馬渕人事
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室長です。よろしくお願いします。議事に入ります。会議の議長は、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、会長よろしくお願いします。 

 

野村会長：それでは、早速議事に入らせて頂きたいと思います。実は、前回失念しました

ことが、１つございまして、会則を見ますと私会長が、何だかの都合でいない時とか、

そういう時のために、予め副会長を指名しておくというふうな規定がございます。どん

な状態でもなるべく迅速に、臨機応変に会を運営できるようにした方が、良いと思いま

すので、僭越ながら予めご指名をさして頂きたいと思います。実は私、よその県生まれ

で、かつ徳島市から参っておりますので、事情を全く存じません。これも大変僭越なん

ですけども事務局の方で、案がございましたら、お願いしたいと思います。 

 

事務局：それではですね、第１次の委員さんでもありますし、流れもご経験上あるという

ことで、耕地委員さんにお願いしたいと思いますけど、よろしいでしょうか。 

 

各委員：同意の拍手 

 

野村会長：耕地委員さんご指名をさせて頂きますので、私の代りにですね会の運営が必要

な時には、ぜひ、よろしくお願いしたいというふうに思います。 

 

耕地委員：皆さん方とは、初めての方もお出でますし、常々からお世話になっておる方も

多い訳でございますけども、年がいっとるから、お前代りをせえと、こう言うことかな

あというふうにも思っとりますし、水野先生がお出でるのに、失礼かなというふうにも

思いますけども、ご指名を頂きましたので、そんなことで、務めさせて頂きたいと思い

ますので、どうぞ今後ともよろしくお願い致します。 

 

野村会長：有難うございます。よろしくお願い致します。それから、この会原則として公

開で行うとふうに、前回ご議論したかと思うんですけども、公開してかつ、マスコミの

方々にもオープンにするというのが、原則としてそういう考え方で、運営さして頂きた

いというふうに思っとりますけども、本日、徳島新聞社さんお見得になってますけども、

カメラ等の取材を原則として、認めて行くと言うことで、ご了解を頂きたいと言うふう

に思います。前回もお願い致しましたけども、会議録、後で筆稿で起こしますので、ご

発言はですねマイク装着して、マイクに入ってないと後で聴けないものですから、よろ

しくご配慮のほどお願い致します。それから本日の会議、ご覧のとおり藤井委員が欠席、

中石委員が今こちらに向かっておられるのかな、という状態でございますので、定足数

は満たしております。会議は成立しておりますのでご報告申し上げます。それから議事
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録署名委員、耕地委員、田岡委員お２人にお願いしたいと思います。よろしゅうござい

ますか。後ほど議事録の署名をお願いしたいと思います。それでは、議事の中身に入り

たいと思います。先程事務局の方からもご説明ありましたように、市の財政状況につい

て、その他を順次議題として行きたいと思います。まず財政状況からですかね、ご準備

の方は、事務局の方からご説明をお願い致します。 

 

近泉財政課長：（市の財政状況について資料説明） 

 

野村会長：どうも有難うございました。概略ある程度お解り頂いたかと思いますけども、

何かご質問とか、ご意見とか御座いますか。 

 

田岡委員：非常に厳しい財政状況というのは、よく解ったんですけど、経常収支比率がね、

これ９０何パーセントに成っていますけど、実際は、決算カードで視るとですね、１０

０％超えとんですよね、だからその実態をですね市民の方にも、充分教えてあげるべき

じゃないかと思うんですけど、いわゆる１９年度で１０４．２％ですかね、１８年度も

１０５ぐらいに成って実際は１００％超えとんですよね。どうなんですかね、財政課長。 

 

近泉財政課長：今の経常収支比率の話なんですけども、田岡委員さんお持ちの部分は、先

程、私の方でお話しました、交付税の先食いと言われている部分で、臨時財政対策債と

いう部分がございます。そこの部分を除いた数値ですね。国の方針として、今は現行交

付税の身代わりと言うことですので、交付税と同列に扱うということに成ってますので、

それを入れて計算をすると、先程言いましたけども、この部分この表でお示しをしてる

ここに成ってくるというふうに思います。 

 

田岡委員：だから、これが所謂本当の実態の姿じゃないかというふうにね、おっしゃる方

も結構多いんですよ。だからそれはそれで、公表すべきじゃないかと、１００％に行っ

てないというのは、ちょっとおかしいんじゃないか、と言うことを私は言いたいんです

けどね。そこえらは、充分お願いしたいと思うんですけど。それとね、もう１つお伺い

したいのは、合併特例債というのは、合併する前は２１５億かな、予算として挙げてま

したよね。合併協議会の時に、憶えてますかな、２１５億起債できる範囲があるという

ことであったんですが、実際は、１３０億ぐらいになってますよね現在、ある市長あた

りに聞くとですね、非常に使いづらい面があると、何でもかんでも使えると言うもんで

もないと、確かにそう言う意味ではね、一杯一杯使わないのは、当然なんだと思うんで

すけど、そこら当たりどうでしょうかね、あんまり使い道が悪いんですかね、合併特例

債というのは。 
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近泉財政課長：合併特例債なんですけど、おっしゃる様に合併協議会の部分では、ほぼ満

額に近い額を発行するように予定をしてました。ただ、合併特例債部分なんですが、２

本になってまして、将来の町づくりに資するために基金を造成する、という部分に使え

る合併特例債、この部分が上限が三好市の場合、３１億２千万円というふうになってま

す。この部分は、１００％満額発行しようという計画になってます。充当率が９５％、

即ち１億円を基金造成するというふうになりますと、９千５百万円の合併特例債を起こ

せます。この部分は、後年度で交付税として、７０％元利償還金が返ってくると、非常

に有利な貯金ですので、ここの部分が平成１９年度から、２４年度まで毎年４億７千５

百万円ずつ発行して、合計５％の一般財源を付けて五億円、平成２５年度には、２億７

千万を発行して、３億を積んで行こうと、合計ここの部分の３１億２千万円は１００％

発行するということを前提としております。ただ、ここの分以外の所謂、事業費と言わ

れてる部分に充てる部分なんですが、この部分は発行可能額が、１８４億１千万三好市

ございますが、今現在、財政計画上入れたいなと思ってる部分については、アッパー約

１３４億程度で、約７３％弱の発行に抑えようということにはしています。 

 

野村会長：前段のですね、基金積み立て分は、発行すればするほどいわば得なんですよね。

キャッシュですからね。後段の分は事業があって発行できるもんですから、コンセプト

にはまる事業がなければ、無理して発行しなくていい訳です。発行もできない訳ですか

ら、それが約３割ぐらい、そういう状況になってます。ですから建設事業に対応するも

のは、物を作って始めて地方債があり得る訳で、無理やりその為に物を作る訳には行き

ませんので、むしろ健全な考え方をしておられるとも見れると思うんですけど。 

 

近泉財政課長：それとですね、１点その合併協の時も話は出てたんですが、合併特例債の

部分についてはですね、事業に充てる部分、この部分については、過疎債が時限立法に

なってました。今年度で一旦切れるということが予想されてましたので、過疎債で行け

る部分については、積極的に過疎債で行くと、合併特例債は出来るだけ後年度に回して

行こうと、過疎債が無くなった時に、充当率過疎債１００％ですけども、合併特例債９

５％になって５％は、絶対一般財源いります。交付税算入率は、同じく７０なんですけ

れども、出来るだけこの合併特例債を、後年度分に残したいということで、過疎債と辺

地債とで、ほとんど対応してきてると言うのがありますので、残りから計算すると約７

２～７３％ぐらいの発行で止まるだろう。これちょと多めですけども、ここまでで止め

たいという数字です。無ければ使わないということです。 

 

野村会長：より財政措置の有利な過疎債と辺地債に、なるべく振った方がですね充当率が

高いですので、制度上可能な範囲で、そちらに振り向けておられると、その分特例債の

分が尐しシフトしてくると言うことですね。いずれにしても交付税だのみなんですけど
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ね。交付税だのみの制度なんですけども、今のご説明は、非常に合理的じゃないかと思

います。作るものとしては同じなもんですから、過疎債で作ろうが、辺地債で作ろうが、

特例債で作ろうがほとんど同じ場合が多いですから。なるべく有利な財政制度をとった

方が、市にとっては有利だと、将来の元利償還に対応した交付税措置がですね、充当率

１００％×７０％が来る訳ですので、都合充当率５％のちがいの分だけ違ってくる訳で

すね。 

 

田岡委員：それともう１つね。健全化法に基づく４指標というのがありますよね。さっき

の第４表、ここに実質公債費比率で平成２０年度は、１７．４となってますよね。これ

ですけども１８％を超えると、県の許可が必要なんですか。これは、国が決めた基準で

しょうけどね。 

 

近泉財政課長：健全化法の４指標の実質公債費比率ですね、この部分は、早期健全化比率

が２５％で、財政再生基準が３５％ですから、４指標から言うとまだ。 

 

田岡委員：他の市町村言ってるけど、１８％を超えると県の許可が必要と言ってましたよ。 

 

近泉財政課長：それ起債制限比率の話でないですか。ここの４指標は、それとまた別の話

になりますので。 

 

野村会長：起債制限比率と実質公債費比率は、尐し違いますから。計算の仕方が尐し違い

ます。 

 

田岡委員：これは、今言った２５％ですか。 

 

野村会長：あまり良くないけれども、まあまあ、ぎりぎりですね。他に如何でございまし

ょう。 

 

三原委員：今、三好市の財政が、非常に厳しいというお話を頂いたとこなんですが、実は

ですね、前回第１回目の委員会が、７月の２８日だったと思うんですが、たまたまとい

うことなんですけど、翌２９日付けのですね、毎日新聞にですね、関西社会経済研究所

という団体がですね、その全国の７７５市の財政健全性を調べられてですね、全国市の

財政健全度ベスト５とワースト５というのをですね、新聞に出ておる記事をたまたま見

つけまして、ベスト４番目にですね、徳島県三好市と書かれておりまして、確か前の日

に非常に厳しい、厳しいからこの委員会を開いておる筈なのに、あれどうしたんだろう

と言うことで、健全度を見る見方というのは、いろいろあるかと思いますが、今こう言
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う形で新聞に記事として出ておりますので、この記事は、三好市の市民の方がどの程度

見られたかは分かりませんけど、こういった見方としてはあり得るのか、中味ちょっと

私も詳細チェックした訳ではございませんけど、先生このあたりは、ご存じですか。 

 

野村会長：私、存じませんが。この数字から見るとですね、ベスト４のはずが無いんです

けど、なんででしょう、指標がちょっと違うんだね。今の東洋経済の、ちょっとそれ事

務局で御調べ頂いて。 

 

近泉財政課長：この部分ですけども、税収中心の収入で、経常的な支出を賄えるかどうを

判断したと、ここがメインになっていますので、さっきも言いましたけども、これで判

断されると経常収支比率が、１００なんてことは、まず考えらんのです。だからこれワ

ースト４でないかなと、明らかに毎日新聞というパブリシテイの、明らかな間違いでな

かなと。 

 

野村会長：ちょっとこれ事務局にお調べ頂いて、謎が解明できたらまた発表頂いたら。 

 

近泉財政課長：あの１つ考えられる部分はですね。三好市も３セクを沢山抱えてますけど

も、所謂第３セクターでですね、三好市の３セクの在り方が全国的にも特異なあり方な

んですが、ハード部分についてはですね、合併前の町村ですべて整備をしております。

会社を設立する時に各町村が出資をして設立した会社です。したがいまして、すべてホ

テル部門ですとか、いろんな部門の３セクがありますけども、いわゆる、公設でそこの

施設は公設です。運営が第３セクターという形で運営してます。こういう所で他の自治

体の個別名を出すのは、はばかれますけども、いわゆる３セクを非常に抱えてて、逆に

その第３セクターの方が非常に隠れた借金をしてた、そこが破綻をする時にですね、最

終自治体が債務保証なりの形をしてて、そこが表に出た時にどうにもならない、そう言

う事態というのは、今の３セクの中では、実際に借金が１円もございませんので、そこ

ら辺が加味されたのかなというふうに思います。 

 

野村会長：他団体では、土地開発公社などへの損失補償をしている場合があった、そこの

カウントがですね、民間団体だからそこを重視しておられるんじゃないかとか。推測な

んですけども、お調べ頂いて次回、普通会計で見るとベストいくつとなるような数字じ

ゃないんですけどね。事務局の方でお願いしたいと思います。よろしゅうございますか。

他に如何でございましょう。 

 

西川委員：自主財源について、ちょっとお尋ねしますが、１８％に成ってますけども、心

配なのは、こういう推移で行くものか、あるいは将来まだこれが減るか、あるいはまた
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増やすとすればどう言う形で、これを自主努力して行かれるのかということを、お尋ね

したいと思います。 

 

近泉財政課長：はっきりと申しますけども、このまま何も策を練らずに、ずっと推移をし

て行くと言うふうになりますと、過疎化に伴いまして、どんどん人口が流出して行く、

高齢化比率も高まってくるというような所から見ますと、今から担税力が出てくる方、

現に担税力のある方が、他に流出する可能性が高いです。したがいまして、その税その

ものも課税客体の方が出て行かれるということで、課税客体の減尐もありますけども、

このまま推移すると、地域内の経済力が非常に弱くなってくるおそれがあります。課税

客体が尐なくなるということと、１人あたりの所得の総体が尐なくなってくる、２つの

ダブルパンチを喰らうだろうというふうに考えています。自主財源部分で申しますと、

非常に税の部分が大きくございまして、ここの部分をどうにかして、域内産業を活性化

させて、担税力のある方が域外に出て行かないような行政運営をしないと、課税客体が

ますます減ってくる、所得も減ってくるというようなことになるので、そこを重点にし

て行かなければいけないなと。ただ、このままにしてますと、ここはもう尐し落ちてく

るだろうと、行政の前段も言いましたけども、どこまでを行政の範囲として、きっちり

行政はここは守りますよというような鴨居をきっちり設ける中で、逆にここで申します

と、使用料のとこなんですが、１２番、１３番、分担金・負担金、また使用料・手数料

ここの部分は、応能負担の部分ではありません。能力に応じて払って頂く部分ではない

です。ここの部分は、行政からいかなる役務を受けて、それに対する対価として払って

頂く部分だと思っていますので、ここの部分を適正な対価にして行くというのも、１つ

の行政の公平な手法ですし、自主財源を賄ってですね、そこはそこのお金で出来ればや

りくりして、普通の税等の一般財源は他の経費に回して行くというのが、本来の行政運

営だろうと思ってますので、できればそう言う方向でやって行くべきだと、私個人は考

えています。 

 

野村会長：自主財源の主なものは税収ですので、今、税収についてはご説明のあった通り

で、人口の状況とかですね、産業の状況などから考えて、厳しい将来展望だろうと。そ

れから使用料、手数料意外と額が大きくて、シェアで３．６となってますよね、意外と

額が大きいんですね。昔から値上げしてない、値上げができていない使用料とかですね、

あるいは合併前と合併後の整理がまだついてない部分とか、これから調べて行けばいろ

いろあると思いますので、やっぱり便益を受けられた方からは、相当の対価を頂戴する

という考え方が、ある程度浸透しないとですね、自主財源としての使用料・手数料もな

かなか確保し難い、そういうことではなかろうかと思います。他に如何でございましょ

う。 
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田岡委員：第５表の説明が無かったんですが、これ特別会計の方なんですが、これ全部見

ますとみな黒字ですね。これの歳入の中に一般会計からの繰入はございませんか。全然

これ入ってないけども。 

 

近泉財政課長：ここの特別会計に対する繰入ですか、繰入あります。ただ、繰入基準内の

繰り入れをやっております。赤字補てん型の繰入は一切無いです。 

 

田岡委員：ほんとうですか。だったら、額をどれぐらい繰入ているかここに書いてほしい

ですね横に、そうせんと分からんでしょこれ。 

 

野村委員：この表からは、分かりませんね。 

 

田岡委員：だからそれは、書くべきじゃないですかね。一般会計からどれぐらい繰入てる

のかと。 

 

野村会長：性善説に立って、今のご説明を信用するとですね、繰出基準内の繰出というこ

とは、これは本来一般会計で持つべき部分という意味ですから、もしそれが本当であれ

ば、その点に関しては健全だろうと思われます。 

 

田岡委員：独立会計が原則でしょうからね。これは、一般会計から安易に繰出すべきもの

じゃないですよね、そうせんと経営が安定しませんわな、誰でも出来る経営で、平易な

経営になりますからね。だからこれはちょっと書いてくれますかな。説明してもらって

も納得できんもんがあるんでね。 

 

野村会長：次回、一般会計からの繰出がどれ位あるのか。一般的に言いますとですね、基

準内繰出は病院が一番多いんですね。ですから基準外のいわば赤字補てん的な繰出はさ

れていないと言うことですので、後でデータをだして頂くということで、よろしゅうご

ざいますか。 

 

田岡委員：それと第３セクターの話がなかったんですけど。第３セクターも管轄でしょう

からね、ご説明いつかやって頂けますかね。第３セクターの予算配分はもうされとんで

すか。特に井川町のふるさと交流センターなんかに対する予算。 

 

近泉財政課長：３セクに対する予算配分と言いますけども、３セクいろいろございまして、

例えば西祖谷、東祖谷の部分については、一切こちらからお金が現在行っておりません。

サンリバー大歩危、もくもくもそうですね、池田ケーブルもそうです。いろんな部分で
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行っているのがふるさと夢企画さん、あそこの部分なんですが、井川町にあります、ふ

ると交流センター部分、図書館を中心としてますが、あの部分がふるさと交流センター

という公の施設という指定管理者が、井川町時代ですかね、すでに協定書を結んで５ヵ

年間コンクリートしております。この部分は議会に正式には、提案してないんですがこ

の９月に同じく井川町の腕山スキー場の部分が、応募入札をかけたんで手を挙げて応募

頂いたのは、同じくふるさと夢企画でここも指定管理で、議会が通ればそれで、決着を

します。あとのこまごました委託料をどうするかということなんですが、そこの部分が

はっきり見えてこないと出てきませんので。 

 

田岡委員：まだ向こうに行ってないということですね。委託料が。 

 

近泉財政課長：いえ今年度分は、予算に計上してますけども。 

 

田岡委員：もう行ってるんですか。 

 

近泉財政課長：予算に計上してますが、支出ベースでは出てないと思います。 

 

田岡委員：まだ出てないんですか、そうですか、細かい話ですけど図書館がありますよね。

図書購入費用が毎年２百万ぐらいあるんですけども、我々要望しとんだけどまだ５ヶ月

経っても図書購入してないんですよ。 

 

近泉財政課長：図書購入費なんですが、あの部分についてはですね、指定管理者にお任せ

して、指定管理者の方で買って頂くと言うのは、三野にも図書館がございます。池田に

も図書館ございます。ここの部分は全市的に図書選定委員の方で、一定で選定して買お

うということで、指定管理料からは外してですね、市の自家予算で図書を購入するよう

にしておりますので、指定管理者の方でお買いになるというのは、今年は無いです。 

 

田岡委員：今、行ってる訳ですね、図書購入費が。 

 

近泉財政課長：市から行ってるって言うんじゃなしに、市の９款の図書館費の中に予算を

置くんで、市が執行をします。 

 

田岡委員：だから市の方から、行ってる訳でしょ、購入費用としては。買うと言う事は、

それだけ買えるように成っていると言うことでしょ。なんで、５ヶ月も買えないんかな

と。 
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野村会長：あまり個別の事業の話を続けますとですね、時間的にきつくなって来ますので、

別の機会に第３セクターあるいは、その他の出資法人の全体の状況についてですね、ご

説明頂いて把握できるようにですね、市の財政構造としては、非常に重要な問題だと思

いますので。ここの問題をここで処理すると言うことではないと思いますので、それは

また個別にご意見をおっしゃって頂いたり、お願い出来ますでしょうか。よろしゅうご

ざいますか。 

 

宮委員：ちょっと、確認の意味でズバリ聞きたいんですけど、１ページ目に交付税の、普

通交付税額を書いてますわね、平成１８年から平成２７年、これ合併して１０年間です

か、一定に交付されてますわね。その金額と平成３３年合併して１６年目ですか、その

時の交付税だいたいどの程度の、約２０億程度と見とんですけど、そんなもんでしょう

か差は。 

 

野村会長：それは先程、１０ページであったようにこの制度は、金額一定という意味では

なくて、合併した現在の市の状況で算定した数字、毎年、毎年算定する訳ですね。合併

が無ければどうだったか、と言う数字を比較して高い方を採ると、合併後１０年間高い

方の数字を採るという制度ですね。そのギャップが概ね単年度当り約２０億前後、先程

の表でそれはだいたい明らかですね。１０年過ぎると激変緩和で減って行くと言うこと

ですね。 

 

宮委員：２０億という差ですけども、これは人口が一定で考えた場合ですね。 

 

野村会長：その数字は年々で違うんじゃないですか。大体で考えて１９億、２０億位だと、

年々違ってくると。これからどうなって行くか、５年先、１０年先の数字はちょっと読

めないですね。人口の動向とかですね。旧町村と比較した時のギャップがどうなるか、

必ずしも読めないんじゃないですか。大体考えて２０億程度マイナスということです。 

 

宮委員：分かりました。 

 

野村会長：ちなみに今の制度なんですけども、合併特例法の目玉になってる制度でして、

１０年間こういう措置をとると言うことですね。通常合併ですと普通３年なんですね。

かつての特例法でも５年というもんですので、１０年間約２０億、余分にというのはち

ょっと語弊がありますけども、本来の計算される財政需要より余計にこの分を、ご褒美

と言いますか、合併のいろんな関係の経費とかですね、いろんな方のご努力、地域のご

努力全体に２０億づつくらい、向こう１０年間、合併後１０年間来るということですの

で、その金額は、総額にすると２００億プラス、激変緩和の分がありますので、２５０
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億くらいに成るんじゃないですかね。その期間の間にきっちりとした新しい市を作り上

げる、この分は、市として完全に自由に使える財源ですので、その使える分をより多く

して行く努力が必要だというふうに思いますし、先程の説明もそう言う主旨だったんだ

と思われます。 

 

水野委員：数字については、さほど強くございませんですが、質問させて頂きたいと思い

ます。第５表の所に８ページですね、ちょうど私が住んでいる所も関係して来るんです

が、関心が高いんですが、病院がございますわね。今現在は三好市立三野病院となって

おりますが、ここの決算状況っていうんですか、これはここに出てこないんですかね。

出ておるんですかね。 

 

近泉財政課長：ここの部分なんですが、三野病院の部分と旧池田町の町中と一部の簡水を

含めましたけども、いわゆる上水道事業と言われている部分が、法適用会計いうことで、

一般のここに掲げてます特別会計と別にですね、企業会計方式で経理をしております。

お尋ねの三野病院なんですが、粗で申しますけども収入ベース、企業会計ですので、ち

ょっと専門的な話になりますが、収益的収支と言われている部分の３条予算と言われて

いる部分と、資本的収支と言われている部分の４条予算がございます。収益的収支の方

だけで黒赤を見るということになってございます。他の会計と違って、それで申します

と病院についてはですね、収入が約６億３千万、２０年度決算です。支出が６億７千８

百万程度で、実質、決算上は４千８百万程度の赤字決算に成ってございます。ただ、４

千８百万の要因なんですが、ご存じのようにあそこが、合併後に新しくやり替えた部分

がございます。そこの部分の減価償却が始まってます。キャッシュが出て行かない減価

償却費の部分が、赤字幅をはるかに超える部分です。ですから会計的に見ますと、私、

ちょっと疑問な所もあるんですけども、ああいう施設をやり替える時というのは、一般

の施設と違いまして、また起債を起こしてやる訳ですね。民間で言うファイナンスリス

クを負ってない状態なんです。資金の手当てを負わなくていいような状態の運営が今ま

では続いてきた。赤字の幅がキャッシュとして出て行かない減価償却よりはるかに小さ

い額であれば、キャッシュ部分は先程いいましたけれども、資本的収支と言われとる所

で普通の会計もそうですけど、民間の会計もそうですが、元金の払い部分はそこに出て

きます。あと資本形成の部分はそこに出てきます。それをも含めて、減価償却の額の方

が大きいというふうになりますと、中では留保資金というのではないですけど、キャッ

シュの部分はどんどん積み重なって行って、お金は増えてるんだけれども繰越の赤字額

だけが累積するということになってきます。非常に分かりにくいんですが、これまたや

り替える時は、また地方債を起こしてやってですね、その時に減価償却をして除去費も

ほとんどかからないいうような時になってれば、制度的に繰越欠損金はいつかは、処理

をしなければいけないんでしょうけども、民間のとこと違って、する制度的な意味があ
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るのかなという私は逆に個人的にはあるんです。ここの部分については現在赤字になっ

てますけども、たちまち経営そのものを揺るがすようなキャッシュ部分が減っていると

いうのはありませんので、まだ楽観はしております。 

 

野村会長：地方公営企業法適用の企業会計については、今のご説明で企業としては、一応

順調に長い目でみると、一般会計からの膨大な繰り出しとか、そういうのを要する状態

ではないと、そういうことのようですね。ですから企業会計に着目して議論してもいい

んですけど、ちょっと専門的になりすぎますし、企業会計は自治体の会計の中なんです

けども、制度的に全く独自の事業として一般企業と同じように成り立つかどうかと、ス

トック会計も含めて中長期的に成り立つかどうかということですので、原則として会社

に準じた経理の仕方をしてる訳なんですけど、今のご説明ですと構造的な問題は無いん

ではないかと思われます。もしそうで無いとしたら、また御説明を頂戴したいと思うん

ですけど、よろしゅうございますか。それでは、ちょっと休憩を入れたいと思います。 

 

 （休  憩） 

 

野村会長：それでは再開をさせて頂きます。ご確認ですが、この場で全ての議論をやり尽

くすことは時間的にも難しいですので、問題点があれば簡潔にご指摘頂いて、次回以降

説明を求めたり、そういうふうな進め方をして行きたいと思います。財政状況について

個々に議論して行くとかなり膨大なものになりますので、今日のところは概略を、共通

認識を情報として持って、今後の議論の礎にして行くというふうに、お考え頂きたいと

思います。その上で後の議題もできればこなして行きたいと思います。概ね９時前後を

終了の前提としておりますのでご協力をお願いしたいと思います。先程の財政状況につ

いてその他、これだけは次回以降の為に、言っておきたいことございましたら。 

 

田岡委員：ちょっと提案事項ですけど、ご検討願いたいと思うんですけども、将来の三好

市にとって、財政を市民が把握するということは、一番大事なことなんですよね。その

為にもですね、財政白書を市民と一緒に作るというのは、どうなんでしょうか。それか

ら予算編成の過程で、市民が参加するとか、これ他の地区では、やってるようなんです

けどね。三好市では、全然そういう提案もないし、将来のことを思えば財政白書を作る

とか、予算編成の過程で市民が参加するとか、いわゆる協働ということをおっしゃって

おられるのでね、市長も。協働作業ですからねこれ、一番大事なことですよ。そこら辺

りを尐しご検討願って、来年くらいからは導入して頂くとか、それをお願いしたいんで

すよ。何年か前に近泉さんおっしゃってた、市民への説明会をやるから希望のとこは、

おっしゃって下さいと言ってましたね。０だったんですかね、そんなんですよ三好市は

ね。だからそいうことを啓発とか啓蒙して行かないとね良くならんですよ市は。だから
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突破口をして行くと、一つご検討を願いますかね。大事なことだと思うんですよ。 

 

野村会長：いわゆる財政民主主義的な進め方ですね。かなり大きな言わば政治姿勢の問題

も関係すると思いますが、事務局の方でお考えは。 

 

近泉財政課長：名称はともかくとしてですね、財政状況の近況等については、現在市報で

概略はお知らせはしておりますが、もう尐し詳しい形でホームページ等に載せて行きた

いなと考えています。それと一点予算編成の中に市民委員を入れて下さいというご要望

だったと思いますけども、現行の法律の制度はですね、自治法もそうですけども、憲法

上もそうでして、間接民主主義をとっております。予算の編成過程が現行の法律内であ

くまで、市長に属していて、予算の議決権は議決機関である議会の方に属しております。

すごく膨大な量の個別事務事業について、いくらの予算をどれほど載せて行くかという

非常に細かな作業が予算査定となってます。その中に市民委員さんの方に入って頂くと

いうことになるとですね、制度的な私は、ちょつと衝突が起こるんじゃないかなと、そ

うではなくしてですね、広く私前段言いましたけども、三好市が進むべき方向とどこに

軸足をおいて、どういった施策に重点的に財源を振り向けて行くのか、いうようなこと

を市のですね、例えば市長、議員、職員含めて市民の方と十分に議論をしてですね、コ

ンセンサスをして、それを僕は予算編成に反映をさせて行くと言うのが、現行のおそら

く法律の制度だろうと思っていますので、今田岡委員さんおっしゃられたことが、すぐ

に出来るかというと非常に疑問符が付きます。 

 

野村会長：確かにいろいろ制度的な問題とか、位置づけはあるんですけども、市民の方の

直接のご意見をどういう形で活かしていくかと、コンクリートの意味では今ご説明のと

おりなんですね、首長さんが予算編成権があって、議会がそれに対する審議権、承認権

があるというのは間違いないんですけども、だからと言って市民が何も言っちゃいけな

いということでもないですから、どういう形で市民の方のご意向を踏まえて、仕組みが

いいのか、あるいはそういうことは必要ないのか、そういうなことは今後ですね中長期

的な観点も含めて、もっと大きな市全体の観点が入ってくると思いますので、後々ご議

論をして行きたいというふうに思います。財政白書などは、白書と呼ぶかどうかは別に

して、より良い、より多くの情報をホームページベースでも、冊子でも市民の方に提供

頂くと、これは必要であろうし、市民の方のご関心をより高める必要があろうかと思わ

れます。それはご努力の方ですね、事務局の方でお願いしたいと思います。他に如何で

ございましょう。それでは、一旦財政状況についてのご審議は閉めまして、もちろん後

ほど次回以降ですね、議論すべき所はどんどんお申し頂ければと思いますが、今日提供

されております資料、他の部分について行政組織、公の施設ということで、手短にご説

明を頂けますか。 
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事務局：資料１の三好市の行政組織あるいは、事務分掌につきまして、人事室長の馬渕の

方からご説明を申し上げます。 

 

馬渕人事課長：（行政組織、事務分掌について資料説明） 

 

野村会長：ありがとうございました。資料２の公の施設についても、簡潔にご説明を頂け

れば。 

 

事務局：（公の施設について資料説明） 

 

野村会長：ありがとうございます。時間も大分推しておりますので、細かい議論は次回以

降ですね、さして頂きたいと思いますが、何か総括的な所でご質問とかですね、ご意見

とかございましたら。 

 

中村委員：この行政大綱を見せてもらったりですね、前回、今までにずっと行革をされた

中味も見せてもらいまして、かなり議論をされて緻密な取り組みが、進められとるとよ

く理解できるんですが、先程の財政事情のお話を聞かしてもろたりしましてですね、現

状分析が出来てだいたいこういうようになるだろうと、いろいろと工夫したらこうなっ

て行くだろうということは、分かるんですけれども、三好市としてですね、それでは１

０年先にこうなるんですけど、三好市はどうしたいんかっていうね、いうものが大綱に

も何も見えんのです。その中に１つだけ言えるのが、住民が誇れる特色あるまちづくり、

住民主体のまちづくりていうのは出とるんです。しかし、それ以外の中味が描かれとら

んのですね、どうなって行くのかという、どうしたいのかという、そうすると分析した

ら１０年先こうなるけれども、こういうことをやってみたら１０年先は変わりますよと

いうものが出来るんかどうか、かなり議論されておるんだと思うんですけども、それが

まず経営学なんか、みなさんお勉強されて、まずビジョンが１つ必要なんでないんかな

と、そしてその作業のですね、この行程表を見ましても行程表の作業内容が書かれとら

んのですね、我々も次に来たら何をお話合いをしたらいいんかと、話し合いを重ねて行

くと、最後にこのようになりますよという物が行政改革なのか、我々のその場、その場

の意見を聞いてまとめて行くのが行政改革なのか、ここらの所をもう尐し明確にして頂

きたいなとお願いしたいと。次はですね行政組織の問題なんですが、行政組織につきま

してもきちっと整理されて、今の現状を整理整頓が出来ておると思うんですが、果たし

て、次に切り開くとかですね、道筊を別の所に見い出すとか、こういう物に挑戦すると

か、そういうような課があっていいんでないかと、例えば他所にもありますように未来

課とか、事業創設課とか思いつきで書いとんですが、それから市長の移動市長室とかあ
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りますけども、これはもう、課として意見を聞く市民談話室とかを設けて専任でやると

か、どっかこう切り開く突破口を設けると、しかも財政も重点的に、多尐は市民も辛抱

してもらわなければいけませんけども、これだけはやったらですね１０年先はこうなり

ますよという物を、立ち上げて行くとかね。そういうものが必要でなかろうかなと思っ

ております。行政組織については、そういう挑戦するとか、切り開く部門をお考えにな

って頂けたらありがたいなと。それと、答申の中のオールラウンドの職員を作りたいと、

それからエキスパートの職員を作りたいと、良く分かるんですが、それぞれがですね、

かなり複雑な環境になって来ている。特に市の場合には生活が重視されて来る、おそら

く福祉環境課の金が中心になってですね、消極的な部分がどうしても消費していかなけ

ればならん、積極的な切り開く部分のお金がなかなか回らんようになると、こういうこ

とも考えましたらね、専門官というその環境に精通した人ですね、例えば特に福祉なん

かであれば、あの当時のことからですね、その今、将来についてかなり展望が立てれる

ような人、振り返れる人、そういう人をきちっと要請して専門官を設けると、それから、

それぞれにいろんな生活は、生活の専門官とか、現場は、現場の専門官とかそういうこ

とが非常に大事でないかと、特にこれから高齢化社会に成ってきますと、人格専門官み

たいなものも置いてですね、談話室なんかで来てもらうと、こういうような尐し１つの

枠からはみ出た取り組みをする方法が、あって良いんでないかなという気が、全体とし

ての私の感想なんですけれども感じました。どちらにしても行政行程表につきましては、

何を次に話し合いし、また話し合いを重ねてきたら、次に最終はこの第３次の行革の答

えがどうなって行くのか、ここらまで分かると次々と考えを整理しながら話し合いが出

来るんではないかなという気もしました。 

 

野村会長：今のご指摘は最終答申をにらんだグランドデザインのようなものですね。意識

しながら考えて行かなきゃいけないんじゃないか、と言うことであろうと思われます。

その通りだと思いますが、その前提として現状をある程度把握して、無駄を如何に省い

たらどれだけの余力が出て来るかとか、そういう所を分析して、意識しながらこの会で

ですね出せる答申を練り上げて行きたいと、いうふうに私としては、思っております。

より議論と時間も多尐かかる問題ではなかろうかと、大変大きなお話でありますので、

尐なくともいわゆる後ろ向きと言いますか、その話だけではなくて、より将来に向けて

より積極的にどういう展開の仕方があるのかということも、もちろんですね含めてこれ

から議論していかなければならないと、いうふうに思います。 

 

馬渕人事室長：行政組織の所で新しい分野を切り開いて行くというご提言があったんです

が、これに近い内容について、市長からも指示を受けておりますので、今後の検討課題

と捉えておる所でございます。 

事務局：先程ビジョンを示してほしいというお話でしたけれども、我々といたしましてで
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すね、我々の市の方針をですね、この場でこういうことをしたいとお示ししますとです

ね、その方向にみなさんの意見が固まる可能性があるんですよね。ですので、今現在は

こういう方向にしたいというのはお示ししないでですね、みなさんのご意見を自由に出

して頂いてですね、それで、まとめて頂きたいなと思っております。それと先程会長が

言われたように取りあえずは、市の現状を把握して頂いてですね、それで、こういう問

題を検討してみたいとか、こういう問題については意見があるという形のものを、示し

て頂ければですね、それについて議題としてこちらも資料を集めてですね、みなさんに

ご検討を頂くという形で進めていきたと、それぞれの意見をまとめた分をこの会の総意

として、答申書としてまとめて頂けたらと思っていますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

 

野村会長：それでは、今ご説明頂いた２つの資料などに関しまして何か。 

 

西川委員：産業観光部の農林振興課、森林林業の立場からちょっと提案をしたいというこ

とですが、今地球温暖化の問題とかＣＯ２の削減ですね、災害が非常に多く成って来て

いる関係で、事業も大分増やして頂いてる面もございますし、ありがたいことなんです

が、ただ、我々としましてもですね、森林の調査を進めるために非常に行き詰っている

部分もありますし、特に三好市の場合は、民有林、私有林が多いということで、非常に

調査にひまがいってるとこなんですが、できればですね共々市の方へもお願いしたいの

ですが、何かそういう形の指導する立場も含めましてね、森林の調査室とかそういうも

のが特にあれば、ありがたいなと思っとるんですが、その辺の所ちょっとお尋ねしたい

と思いますが。 

 

野村会長：個別のご要望とかですね、勿論それはお伝えしたいと思うんですが、またそれ

は個別の場面でですね、いろいろご意見をおっしゃられたら如何かと思うんですが、よ

ろしゅうございますか。今日のところは、全体的な組織について。 

 

西川委員：お尋ねしたいのはですね、この内容の中に総務部とか産業観光部とかその中で、

公有林、公有財産とかですね、市有林とかありますけど、市有林は公有財産の中に含ま

れとんですかね。 

 

馬渕人事室長：公有です。 

 

西川委員：そうすると農林振興課にも私有林の管理ですね、東祖谷の出張所にもそういう

管理がありますが、環境福祉部の方にですね公有財産の管理とかですね、産業課にも市

有林の管理というのがありますけど、これ重複しとるもんか、別々にまた違った面で管
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理なさっとるかその辺お聞きしたいなと思います。 

 

野村会長：それは当然管轄が違うんじゃないですか、同じ概念の中でもセクションごとに

違う。重複はしてないんじゃないかと思いますが。管轄としては、言葉としてはいっし

ょになってますけど、そういうことじゃなかろうかと思います。 

 

水野委員：１つ教えて頂きたいなと思いますんは、１０ページいわゆる公の施設の１０ペ

ージですね。高齢者福祉とあります、上から３行目三野町の所で、三好市特別養護老人

ホーム長生園がございます。正規職員９、臨時職員が１６、これの中身です職種別に事

務系の職員が正規が何名、看護師さんが何名と、例えば介護職員、正規が何名で臨時が

何名かこれを教えて頂きたいなと。 

 

馬渕人事室長：まず正規職員につきましては、９名の内訳としまして、事務職が２名です。

看護職が３名、介護員が３名、１名が用務職、臨時職員につきましては、事務職が１名、

栄養士が１名、後は介護職です。 

 

事務局：この施設はですね給食と言いますか、食事の方ですね作るのは民間委託をしてお

ります。 

 

野村会長：他にございますでしょうか。時間もだいぶ押しておりますので、ご発言の今ま

で無い方いかがでございましょう。 

 

宮委員：職員数についてお伺いしたいんですけど、合併協議会でですね、６減１増と言わ

れてる、これいつまで６減１増にこだわってというか、続けて行くんですか。これはも

うその時決まったんで、仮にね１０減１増とか２０減１増とか、０とかそういうことは、

でも良いんでしょ別に。 

 

馬渕人事室長：それはおっしゃる通りなんですが、現在の運用状況と言いましょうか、つ

きましては、一般事務職、保育士、幼稚園教諭については、６減１増ということで、そ

れから看護師それから保健師につきましては、１減１増。技能職につきましては、採用

０という形で実際運用しております。先程言いましたようにいつまで６減１増で行くん

かということは、ほんとに大きな問題でございまして、合併して４年が経過するんです

が、実際のところ４０数名の職員数を、何で減らしてきたかと言うと、総合支所の組織

再編のみによって、行ってきた事実がありまして、今のところ申しわけないんですが、

本当の行政改革と言いましょうか、事務の改革という所までは取り組めて無いのが、実

情でございます。この前の行革の答申にもありましたように、今作業を進めておるとこ



18 

 

なんですが、実際に三好市として今の行政サービスを維持していくためには、実際、類

似団体の職員数じゃなく、何名の職員がいるのか、今議論を進めておる所でございます

ので、そのあたりの数字が出ましたら、６減１増いつまでやるのだというような答えも、

自ずから出て来るんだろうと、私としては思っています。 

 

宮委員：分かりました。 

 

野村会長：その点もこの会でですね、どういう考え方が適当か再議論をしていっては如何

かと思います。一応の現在までの目途として、６減１増ですか、基本的な目途として進

めておられるということだろうと思います。他に如何でございましょう。 

 

田岡委員：やはり財政面から行きますとですね、いわゆる職員数の問題と言いましょうか、

部署別の要員と言いましょうか、ある程度のサービスは低下させないで、なお且つ合理

的な適正配置をして行くということが必要なんでしょうが、結局はですね定年退職を待

ちながら、そういった要員の適正確保といいましょうか、適正要員というのも考えてい

かなければ当然ならない。人件費が大きなウエイトを占めてると思うんですが、だから

実際に三好市は適正な職員数というのは、幾らかというようなことについてもですね、

十分審議され、検討されていると思うんですけども、そこらあたりはどうなってるんで

すかね。 

 

馬渕委員：先程申し上げましたように、それらについて今議論を始めた所ということでご

理解を頂きたいと思います。いままでは、類似団体より何人多いからから類似団体並み

にするというような、漫然たる数字でしかなく現実には数字は無かったんです。職員数

２１年度５２８名に対する職員数は、３１９というような類似団体の数字でございます。

実際に３１９でこの広大な三好市の行政運営がやれるかと言えば、今のところは、それ

はちょっと無理だというのが私の個人的な意見でございまして、５つの支所だけでも６

０ないし７０の職員数が居りますし、保育所もいくら民営化それから、そういうことを

進めましても、どうしても小さな保育所につきましては、もう直営でやらざる負えない

と、給食調理場にとっても同じでございます。そのあたりどうしても三好市の特殊事情

というのもございますので、それらを踏まえた三好市としての、先程申し上げました通

り、適正な職員数は幾らというのを、早く出して行かなければということで、今作業を

進めているところでございます。 

 

田岡委員：非常に地域が広いし、サービス低下、住民サービスの低下をしないで、行くと

なったらこれ大変なことだというふうには思うんですけど、そこら辺りも行政改革の中

で十分検討して行かなければならない事項ではないかと思いますし、またその辺りにつ
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いてもですね、十分ご検討頂けたらと思います。 

 

野村会長：大変難しい問題ですね。今ご説明あったように類似団体での比較というのがご

ざいまして、同じ程度の規模の全国の他の市と比較する訳ですけども、そうすると単純

に比べてみると、ちょっと多めになってると、ただその要因として合併をまだ仕立てで

あるし、地理的にも広いし、旧町村ベースでこの割り振られてる公共施設、公共施設の

ご説明はありましたけども、その要素がかなりございますわね。ですから一朝一夕には

なかなか行かないんでしょうけど、ただ、そのままずっと５年１０年やってくと財政負

担がかなり大きくなってしまう。だからそれをどうやってソフトランディングさせなが

ら、よりスリムに効率的にして行くかということを、この会でまさに考えて行かなけれ

ばいけないかというふうに思われますので、ここも議論を深めて行きたいと思います。 

 

耕地委員：そのあたりが今後はですね、住民との協働と言いましょうかね、やっぱり行政

だけでサービスして行けったって、それは大変無理だと思うんで。 

 

野村会長：サービスのボーダーそのものも、場合によっては見直していかなければならな

いと、行政がどこまでやるべきかと。 

 

耕地委員：だから地区住協に若干そのサービスのお願いをするとか、自治会とかあるいは

地区住協そのあたりも活用していくことも必要でないかな、というような感じは持って

いる訳です。 

 

野村会長：そういうことも含めて、検討を進めて行きたいと思います。他にいかがでござ

いましょう。それでは時間も大分迫っておりますので、次回の段取りについてですねご

相談したいと思います。次回のテーマと言いますか、どれだけやっても尽くせない部分

があるんですけども、何か今までの議論あるいは、前回でました全体の論点がございま

したけど、何かご希望とか、取りあえず次の会どうするかと、何についてまずするかと

いうことについてですけども、何かご希望とかご意見とか、今日宿題的に残った部分、

ご指摘のあった部分、またご説明頂くということは当然あると思いますけども、事務局

の方ではどうですか。 

 

事務局：今日の持ち越した宿題と関連するんですけども、先程ビジョンというお話もあり

ましたんで、財政的な面のビジョンという形で、財政計画ですね市の決算が把握できま

したので、それに基づいて毎年財政計画を見直しております。その分を財政状況の説明

でありましたように、平成３３年度までの一本算定になるまでの財政計画というのを、

みなさんにお示ししてですね、こういう計画で良いかどうかというご意見と言いますか、
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そういうのをやってみようかなと思っていますけどどうでしょうか。 

 

野村会長：如何でしょう。一番中長期的にトータルに見れるんではないかと思うんですが、

財政計画を１０年スパンで見てみるとですね。人事、組織、人件費などの面も全て集約

されてトータルの議論を進めて行けるんじゃないかと思いますので。 

 

中村委員：議論されとる中で、もう既に行政経営というか、行政企業という企業的な発想

の中にプラス、企業ではありません行政ですよ、という考え方をですね、先程言われま

した職員の意識とか、考え方とか捉え方とか、そういうものをきちっと整理整頓して行

かないかん過程にあると思うんです。そういうことで、横断的な協調的な取り組みが出

来る、マネージメント力というもを、付けないかんのじゃないかというようなことと、

それからどの部分でもあるんですけど、責任の分野というのが明確でないと、責任の所

在をはっきりさせるということと、企業ということになれば効率、効果、合理性、ＰＤ

ＣＡがどうなのか、Ｃをどう考えるかというようなものが、そういう部分もですね先程

の話の中で財政の整理をすると同時に、それを掌る人間の部分をきちっと話するという

ことも大事じゃないかなと、こういう気もいたします。 

 

野村会長：今の点も含めてですね、議論を深めて行きたいと思いますが、取りあえず次回

は財政計画を承ってそれをベースにして、今のご指摘の論点などにもつなげて行くとい

う大体の整理でですね如何かと思います。もちろん議論してみないとですね、予め範囲

を決めておくのはなかなか難しいものですから、それぞれの場面でそれぞれご指摘頂い

たのを、段々集約して行くということでなかろうかと思いますので、そういうことで宜

しゅうございますか。 

 

西岡委員：よろしくお願いします。ちょっとお伺いしたいんですけど、この委員会は出さ

れた答申書も引き継いで行くんですよね。前回の委員会で協議されたことを資料として

頂いているんですけど、これを繋げて行くんですよね。全然切れるということではない

んですよね。 

 

野村会長：全く切れるということではないでしょうけど、今までのものを踏まえながら次

の答申に進んで行くんでしょうね。 

 

西岡委員：先程、中村委員さんが言われたみたいに、計画的に進めて行くタイムスケジュ

ール、大まかなタイムスケジュールの説明はあったんですけど、繋げて行く、次にどう

いうことを協議するというのを、年間計画みたいなそういうことがあると、我々も協議

することが分かりやすいかなとは、ちょっと今まで聞いてて思ったんですけど。その辺
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りはどんなんでしょうか、ビジョンていうんでなくて、残された課題をこれから協議し

て行くとか、そんな所の整理が必要かなとも感じたんですけど。 

 

野村会長：当然、この答申としてまとめて行く過程でですね、この今おっしゃってる議論

も深めて行くべきだと思いますし、今回あるいは次回は、まだそこまで至らない全体的

な状況の把握と認識の統一をこの会として、いわば新たにして過去のものの段取りをよ

り具体的にして行くとかですね、当然そういうことも進んで行かなきゃいけないと思っ

ております。宜しゅうございますねそういう認識で。他に如何でございましょう。それ

ではテーマとしましては、財政計画、それから今日いろいろ論点としてでた宿題を、次

回取り扱って行くということでお願いしたいと思います。 

 

（次回日程調整） 

 

野村会長：他に何かございましょうか。それでは、時間大分過ぎまして恐縮ですけども、

どうもありがとうございました。本日は以上で終了いたします。次回よろしくお願い致

します。 
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