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平成２１年度 第３回行財政改革推進委員会 会議録 

 

日 時 平成２１年９月１５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、耕地 弘、坂本 公子、田岡 義三、千葉 眞由美、中村 忠久、 

    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 

    合田総務部長、蔦企画財政部長、高畑環境福祉部長、渡辺産業観光部長、西岡建

設部長、新居教育次長、南総務課長、近泉財政課長、山口財政課主幹、森行革推

進室長、宮岡、藤井 

欠席者 中川 勝弘、中石 昭、西岡 和子（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。お仕事や家事

でお疲れのところ出席頂きましてありがとうございます。朝夕大分涼しくなりまして、

秋の気配を感じるようになりました。先日行われました８月の総選挙で民主党が勝利い

たしまして、明日の臨時国会で首班指名ということで、鳩山政権が発足すると聞いてお

ります。どのような政権になるか、また我々国民生活にどのような影響があるか、地方

分権、あるいは経済状況がどのように変わるかというのは、今後の政権運営にかかって

いると思います。そういうことを見守って行きたいなと思っています。さて、本委員会

でございますけども、前回は市の財政状況それから行政組織、事務分掌、公共施設につ

いてご説明させて頂きました。今回は、先日ご通知申し上げました通り財政計画につき

ましてご説明申し上げ、ご意見を頂きたいと思っておりますので、よろしくお願い致し

ます。それでは第３回行財政改革推進委員会を開催致しますので、よろしくお願い致し

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：皆さんお忙しい所お集まり頂きまして、ありがとうございます。私の大学の方

の都合やなにかで、時間などが動いてしまって、ご迷惑をおかけしました。今日も市の

ご説明を承りながら、忌憚のないご意見をお伺いしたいと思います。それでは、議事に

入ってまいります。まず前回同様取材等の撮影などが入りましても許可したいと思いま

すので、よろしくご了承お願いしたいと思います。それからご発言は後で議事録を起こ

しますので、マイクを通じてお願いしたいと思います。本日この会議でございますが、

西岡委員、中石委員、中川委員がご欠席でございますが、１２名出席で会が成立してお

りますので、ご報告申し上げます。また、議事録の署名人と致しまして、千葉委員と中

村委員にお願いしたいと思います。後ほど署名の方よろしくお願いします。まず前回の
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ご議論の中で、さまざまなご質問とかご指摘がございまして、宿題と申しますか、事務

局に調査、作業をして頂いたものがございます。ご報告事頄としてご説明を頂戴したい

と思います。 

 

事務局：前回委員会の方でですね、委員さんの方からご質問、データの追加要望がござい

ましたので、それにつきましてご説明申し上げたいと思います。市の行政改革の方向性

あるいは、ある新聞社ですね、毎日新聞に出ていたデータの内容の確認、それから特別

会計への繰り出し金についてのご質問があったと思います。まず私の方から行革の方針

ですね、それについてご確認のご説明をさして頂きまして、後の２点ですね、その方は

財政課の方からご説明を申し上げたいと思いますので、よろしくお願いします。今日お

配りしております資料で、報告事頄という綴じたものがあると思います。それをお願い

したいと思います。前回の会議でですね、中村委員さんから市の行財政改革の方向性に

ついて分かりにくいことがあるとご指摘を受けましたので、簡単にご説明を申し上げた

いと思います。市の町づくり、市の将来像につきましては、平成２０年３月に作成され

ました三好市総合計画におきまして示されております。今日机の方に配布さして頂いて

おりますけども、この冊子ですね、これが総合計画でございます。この冊子につきまし

ては、総合計画の策定委員さん、それから関係者の方には配布いたしておりますけども、

一般の市民の方には市報と一緒に概要版として、配らして頂いております。その総合計

画の中でですね、行政の取り組みの１つとして、行政改革がありますので、その総合計

画に沿って行財政改革を進めて行くのは勿論でございますが、この委員会では、市の将

来像、あるいはビジョンについての意見、要望ということを審議する場ではないという

ことを改めてご確認をお願いしたいと思っています。市の行財政改革の方向性について

申し上げますと、今日の資料の２枚目に出てますように、この資料の基本方針というの

が出てますけども、ここにありますように行財政改革の目的は、最小の経費で最大の効

果が発揮できる市民本位の市政を、実現することにあります。そのため行政のスリム化

をするだけでなく、行政サービスの見直し、計画的な行財政の推進と行政の説明責任の

確保を基本としまして、より一層の市民参画を促進し、新たな時代に対応できる行政シ

ステムを確立しなければならない。ということを基本方針として、取り組んでおります。

具体的に言いますと、民間委託の推進、指定管理者制度の活用、第三セクターの見直し

といった財政運営の健全化、それから定数管理及び給与の適正化、人事評価制度の導入

等、人事管理の適正化を図りまして、本庁方式１本化に向けまして、地域の実情を考慮

しながら推進するということにしております。その中の重点頄目としては、下の方に取

りあえず大きく７つの頄目、あと細かく分けておりますけど、こういうふうになってお

ります。各頄目の取り組みにつきましては、資料として第１回目に皆様に配布しており

ます、行財政改革大綱と集中改革プランでご確認をお願いしたいと思います。というこ

とでこの推進委員会では、先程申し上げました行財政改革の基本方針に沿って、今まで
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どおり、今まで取り組んでいる行財政の施策についてのご意見、要望それから重点頄目

の見直し、それからまた追加等がございましたら、それの審議をお願いしたいと思っと

りますのでよろしくお願いしたいと思います。それでは、次に２番目の方、財政課長す

いませんお願いします。 

 

近泉財政課長：確か前回の会の時に、三原さんの方から資料を頂きました、市の財政状況

そう良い説明をしなかったんですが、この新聞報道で上から４位にあるということです

けども、ちょっと見にくいと思いますけども、この新聞報道の指標で使われてます数字

がちょっとイレギュラーな数字を使っています。端的に話しますと、市に入ってくるお

金、歳入と言いますが、歳入の合計額から、道ですとか、俗に言う箱物事業に行く部分

に係る国、県からくる補助金をまず除きます。借金と言われている部分の大きく言えば

地方債、三好市でいえば市債ですけども、借金部分も歳入の総額から控除すると、積立

金すなわち貯金になりますが、貯金を崩して歳入として入れたという部分も控除をする

と、その控除をした部分を基礎的経常収入というような言い方をしております。片っぽ

の出る方ですが、歳出部分ですけも、この部分はどうやってアカウントしているかと言

うと、歳出の総額からですね、道路とか先程言いました箱物にかかったすべてのお金を

控除します。過去において借り入れている市債の償還額、公債費も控除します。新たに

貯金等に回すために積立金をした部分も控除する。その残りの部分が基礎的経常支出と

言われている部分です。ここの収入と支出の比率を求めてる分です。三好市の場合なん

ですが、先程言いましたけども、支出の方です、歳出の方で公債費が相当多くなってま

す。ていうことは、出口ベースから公債費をほとんど引きます。ただですね、ここの部

分に交付税制度というのが入って来てまして、この試算については、交付税制度がその

まま試算に入ってないというか、交付税制度の中で見られてる部分を反映されてないと

いうふうになってます。三好市の場合ですと公債費相当大きいんですが、この部分は、

出口ベースからそっくり除けると、ただ入口ベースの歳入の方から見てみますと、交付

税ですね公債費の約２０年度ベース、決算ベースでいうと７割弱ぐらいが交付税で入っ

てきてます。この部分は、先程も言いましたけども、当然除けずにその部分は大きく収

入として膨らんでいる、という結果になってきまして、それともう１点ですね、三好市

の場合過疎債等非常に有利な起債で、箱物とか道路というのをやってますから、国から

補助を頂いた残りに起債を充当したという場合ですね、ほとんど残りの一般財源という

のがいらないと、単独事業でどうしても適載性が無い、補助金メニューに乗らないとい

う部分が一般財源でやってますから、そこも乗ってこないという話になって、普通建設

事業費にほとんど一般財源が要ってないというのがあります。この２点でですね申しま

すと、一番大きい要因は、公債費の部分の７割弱が地方交付税で補てんをされていると

いう部分で、圧倒的に収入部分が多くなって、支出を引っ込まして、収入が大きくなっ

て、支出が小さくなっていると、結果から見るとこの新聞報道のいうとおり、全国４位
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になってます。ただ本来交付税制度そのもを入れて、さっきも言いましたが正常的に判

断をすると、これは下位から数えた方が早いということになります。なにを意味してい

るかと言うと、指標１と指標２で全国上位、全国下位と分かれて来るというのは、非常

にイレギュラーな団体というまともな結果だろうと思います。非常に財源の乏しい中で、

やり繰りをして、過疎債等の有利な起債を使うことによって、今まで運営をして来たと

いう、歪っていうたら制度があるもんですから、制度に乗っかってやってる訳ですけど

も、全国レベルの平均ベースからは、非常に乖離をしたようなスタイルとなっていると

いうことで、こういう結果が出てるんだと言うことをご報告いたします。それと、これ

は前に田岡さんの方から要望があったんですけども、各会計決算の状況で特別会計に向

けて、一般会計からどれ位の額の繰り出しをしているのかという分を、前出した分の後

ろに６として、一般会計からの繰入金を明示をした表を添付してますので、お目を通し

て頂きたいと思います。 

 

野村会長：はい、ありがとうございました。今のご説明３頄目について、何かご質問など

ございますでしょうか。２番目の点は、これ拝見してみると地方交付税制度によってで

すね、こういう数字になってると特に過疎債等が７割、元利償還金の７割ベースで交付

税に加算されると言いますか、基準財政需要額がかさ上げされますので、そういう諸制

度を上手く戦略的に経営的に結果としては、使っているということは、おそらく言える

んではないかと思います。ただ、それは特例制度を前提にしてますので、今後新政権に

もなりますし、こういう各種の特例制度がどういう体系になって行くのか、中々将来が

見通せないところがあるのではないかと思われます。それから最後の点は、表の一番右

側が、一般会計から特別会計に繰り入れられてる金額だということですね。これは特に

エクセントリックというか、基準外の繰り出しは特にないという原課のご説明でしたが、

それでよろしいんですね。ご説明は、ルールどうりの繰り出し、ルールどうりの繰り出

しとはどういうことかというと、この特別会計がなければ、一般会計でしなければいけ

ない部分だという意味なんですね。特別会計で区分経理してるから会計間のやりとりが

出て来るという位置づけになります。何かございますでしょうか。よろしゅうございま

すか。それではまた、これから後の審議の過程で、ご疑問が生じたら適宜ですねおっし

ゃって下さい。それでは本来のと申しますか、本来予定してた審議頄目でございますが、

財政計画について資料がございますので、これについて事務局の方からご説明をお願い

したいと思います。 

 

事務局：（事務局説明） 

 

野村会長：ありがとうございます。数字ばっかりでてきて恐縮ですけども、歳入、歳出の

状況、今後の予想数値につきましてご説明頂きました。何かご質問、ご質疑等ございま
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すでしょうか。 

 

宮委員：臨時職員を雇っていると思うんですけど、何名でどこの頄目に、歳出の方ですね、

人件費に入っとんですかそれとも。 

 

野村課長：物件費の中の賃金ですね。 

 

宮委員：歳出の１ページかな、資料２の１ページでいうと、歳出の一番上の人件費ですか。 

 

野村会長：物件費の賃金です。 

 

宮委員：これ幾らなんですか、何名で幾らという数字分かりますか。 

 

野村会長：賃金の内訳。 

 

宮委員：これも我々の民間からいうと人件費というか。 

 

野村会長：公共団体の場合は、職員の人件費と賃金を区分けして考えます。 

 

宮委員：それでね、後もう一つ、職員の福利厚生とか共済の拠出金とか、退職金の掛け金

とかいうのは、どこに幾ら入っている。 

 

野村会長：それは、人件費の中ですね。 

 

宮委員：臨時職員の数と平成３３年度の見積もりとね。臨時職員の費用、ちょっとすんま

せんけど。 

 

野村会長：臨時職員の内訳、人数ないし金額、人件費の中の福利厚生と、よろしいですか。 

 

近泉財政課長：平成２０年度決算ベースで、常勤の臨時職員が１１０名で賃金の合計額が、

２億６４７０万弱、ただ、２億６４７０万の中にはですね、スポットで草刈りに来て頂

いた方、２日、３日ないしがけが崩れた時、日雇いで来て頂いた方の賃金も相当含まれ

てます。常勤で来られている方の賃金が幾らかということは、今ちょっと把握をしてな

いです。資料を持ってないので。 

 

野村会長：１日、２日がけ崩れとかね、そういう方も賃金に含まれてる。 
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宮委員：平成３３年の、２８年、２７年度ですか、どれくらいで臨時職員見積もっとんで

しょうか。 

 

近泉財政課長：今回の財政計画の中にでですね、臨時職員の分について幾らというような

試算を起こして物件費を起こしていません。その理由についてはですね、前段で行政改

革の方向性という所もありまして、事務事業のスイム化でおそらく、例えば法律的に必

須事務として、現在掲げられている分もですね、地方分権がずっと進んでいく中では、

おそらく緩和をされて来るだろう。必須事務から外れて来るだろうというのがあります。

そこの先行きが見えないということと、指定管理者制度を導入して行った時に、そこで

浮いてくる分というのが必ずあります。例えば指定管理に馴染まないという判断をして

出さない、そこの事務が必須事務として残るというふうになると、職員で残るか、もし

くは、臨時職員で残るかの判断になるので、現段階でそこまでどこの部分を行政がスリ

ム化できるのか、指定管理に持って行って、人をどこまで圧縮できるかっていうきちっ

とした数字が入ってないもんで、物件費の部分については、大まかな数字で幾ら、この

範囲というので入れてます。 

 

野村会長：こういう推計を出す場合にですね、１０年先のことをあまり細かく考えても、

乖離すること分かり切ってますので、ある程度大まかに捉えて、物件費は物件費でどれ

位のパーセンテージで、増減するだろうかと、そういうふうな計算をされてると、そう

いうことじゃなかろうかと思います。勿論確実に分かってる要素は組み込むんでしょう

けど、そうでない不透明な部分が非常に大きいですから、あまりに厳密な前提を立てて

計算すること自体があまり意味がないということですね。小頄目ごとのそれぞれの要素

で全部細かい推計をして、積み上げているそういう数字では無いはずなんです。また、

そうしてもあまり意味がないだろうと。来年再来年のことは、ある程度もっと具体的に

数字が出るんでしょうけど、５年、１０年先になりますと、いろんな変更要素の方が大

きいですので、そういうことではなかろうかと思います。よろしゅうございますか。 

 

藤井委員：まず、会長に私説明というか、意見を述べる際に、私作成した資料を委員さん

に、お配りしてをして良いかお諮りしたいんですが。 

 

野村会長：結構ですよ。部数あります。お願いします。 

 

藤井委員：それでは、ちょっとお手間を取らしたんですが、今配布した資料は、平成１８

年の時に第１次行革推進委員会というのがあります。今回は第３次というふうに言われ

てるんですけど、第１次行革推進委員会の際に配られたものですが、財政計画が１ペー

ジ目です、２ページ目にはその財政計画に基づいて、実際１８年度から２０年度まで実
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績はどうなんだろうかということで、財政計画に基づいた実績を記載をしてます。それ

の比較をしております。２ページ目の歳入歳出については、非常に全部の比較をする訳

じゃなしに、主だった所だけの抜き書きをしているんで、ご了承願いたいんですが、そ

ういう資料を作っていることをまず言っておきます。私は財政計画と行革審議について

意見を述べたいと思うんですけども、具体的なもんじゃなしに、おそらく行政改革の方

向性という形の方が、的確な意見になると思うんですけど、私は合併後の平成１８年度

の第１次行革推進委員会でも、委員として審議に加わってきたとこです。その際に行革

審議の前提となった行財政改革の財政計画というのが、平成１８年の９月の１５日に示

された別紙の私が今お配りした、資料に基づいた財政計画となっています。行革推進委

員会を合併直後に立ち上げて、審議を依頼されたのは、三好市の財政が非常に厳しくて、

このままでは北海道の夕張市のように財政破綻を起こすということで、財政の健全化を

主目的に無駄を排除して、先程も説明のあった合併の特例措置の切れる１０年後、それ

から交付税の１本算定が行われる１０年後に向けて、財政を健全化するということで、

数々の課題について協議を行って来たと思います。この提言を受けて行革大綱が策定を

されて、具体的な取り組みの集中改革プランが作られてきました。成果については、前

回の委員会、私ちょうど欠席したんですけど、前回の委員会の中で報告を受けたという

ふうに思いますけども、やはり職員とか住民に痛みを伴いながら、一定の成果が出され

たと言うことだろうというふうに思います。しかし、その成果と言うのは、本当に財政

健全化の方向に向かっているんだろうかということが、私は疑問に思います。本日新た

な委員になられた皆様に示された、先程の財政計画の資料なんですけども、この財政計

画は平成１８年度から平成２０年度にかけて、第１次行政改革で示された財政計画を３

年間においては、その実績に合わせて修正されたものです。計画は特に大きな変化がな

い限り、その計画に沿って実行し、計画と実績を比較しながら進めるものではないかと、

私は計画というものは思うんです。今回の資料のように当初の計画がどうであったか分

からないように修正をしながら、今までは財政計画どおり進行したかのように作られた

資料では、何を基本に審議するかということが、私は非常に疑問に思います。例えばこ

の３年間を財政計画と実績で比較してみると、２ページ目の資料を見て頂きたいんです

が、この３年の間で人件費と物件費を合わせて、計画よりも１９億４５００万円削減し

て、その節約分に匹敵する１８億３００万円を普通建設事業に回されています。またそ

の財源として、計画よりも２１億５２００万円も多い借金を増やしています。これは、

行革に求められた財政健全化の方向とは、逆行するんじゃなかろうかと私は思います。

あらゆる経費を行革の名の基に切り捨てながら、その分を公共事業などと一部の企業に

回すという手法というのは、この間の国の政治手法そのものではないだろうかと、私は

思います。このことが国において、今回の衆議院選挙において、大きく政権が交代した

ことになった大きな理由じゃなかろうかなと思います。また、ほかの原因としては、今

まで小泉構造改革が行って来た市場原理主義に基づく、すべてを民間に投げ出す手法と
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いうのが、格差を拡大をしながら地方を疲弊させたということが、今回の選挙で政権が

変わった大きな原因でないかというふうに言われてます。一般財源が乏しく、国に頼ら

ざる負えない三好市といえども、今までの行革の進め方のように、国が示したとおりの

行革指針そのものを進め、あらゆるものを民間に投げ出すやり方については、やはり慎

重に考え直すべきじゃなかろうかなというふうに思います。特に福祉とか教育とかいっ

た市民の基本的なセーフティネットに関する部分についての外部委託とか、アウトソー

シングについては、しっかりと考え直して、今後そのあり方についてもやはり、審議を

しなければならないというふうに私は思います。今議会が開かれている訳ですけども、

今議会で審議を聞いてみると、合併協の決定事頄だからとか、行革推進委員会で定めた

大綱に基づく集中改革プランに記載されているから、実行しなければならないとかいう

ふうな発言が多く聞かれます。端的に言いますとこういうふうなことで、民間委託をし

なければならないという理由をつけながらやっている訳ですけども、端的な例で申しま

すと、今議会の中でも一般質問等で課題となった、三野町における特別養護老人ホーム

長生園の指定管理者制度についても、議会の中で明らかになったように、施設長の方が

平成２０年度については、約１億円の黒字が出ている。それから、繰越金と相殺しても

単年度黒字で３０００万程度黒字がでる。財政課長が議会の答弁の中でも、当面の間約

３０００万程度の単年度黒字が見込めるというふうな答弁もあったようです。そういう

ようなことから考えてみると、財政健全化に向かって行革を進めるというふうなことを

主眼に行革が進められているにも係わらず、単年度で３０００万もの黒字が出る施設も

民間へ放り投げると言うのは、如何なものかというふうに思います。私たちの行革の審

議というのが、今言ったように非常にこれからの財政運営というか、政策についても大

きな影響を与えるんで、非常に国の政権交代によって、財政方針とか政策も不透明です

けども、これらのことも含めて、今後の行革推進委員会の審議の中で十分その点も踏ま

えて、ご審議をして頂けますようにお願い申しまして、私の意見としたいと思います。 

 

野村会長：今、さまざまなご発言がございましたけども、まず前提条件として、大きな政

治の問題そのものはこの場で話し合うことがらとは、尐し性質が違うと思います。それ

ぞれの方が政治的ご意見をお持ちで、それぞれの見方をされてる、それは当然ですけど

も、この場で共通認識を得なければならないということでは無いかと思います。あまり

個々の問題をこの場でですね、議論すると限定が無くなってしまいますので、今は財政

計画というベースで、その範囲でですねご議論をお願いしたいと思います。それで、今

のご主旨の中でですね、１８年９月に示されたものと、今回示されたのも、２０年度ま

では、実決算値で当然修正して行くべきものですね。この範囲で見ても１８年時点で想

定された、例えば２０年の数値かなり乖離している、確かに乖離している部分がありま

すね、人件費、物件費なども小さくなってますし、その分がどこに回って行ったんだと、

それが財政健全化という大きな路線から外れているんじゃないかと、そういうご主旨で
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すね。この点について事務局の方、如何でございましょう。 

 

近泉財政課長：前提で認識が異なっとるところを、説明をさせて頂きます。地方債の発行

を増やしてですね、普通建設事業費に充当したとおっしゃられてますけども、１８年度

から２０年度合計の分で２１億５千２百万ですか、案と乖離をしてると、ここの部分な

んですが、ここの部分は１８年度に作った時の分は、臨時財政対策債は１８年度のみの

発行で、その制度が終わるだろうということで、１９、２０については交付税の方に転

嫁をしております。そこの部分の臨時財政対策債の交付税の先食いの部分が残っていま

すので、そこの部分を合計しますと、ここの部分で１２億９千８百万は交付税の先食い

の部分となりますので、あたかも２１億円そのものが普通建設事業の方に回ったという

ことでは無いです。起債の発行が増えた理由につきましては、合併をしてですね旧の池

田町が整備をしてましたケーブルテレビの部分が、他の地区が未整備だということで議

会の中、住民のみなさまからも、ここの部分は早期に格差是正という話もあったので、

池田町以外にケーブルテレビ網の敶設をしてくれという部分がございました。ここの事

業費で財政計画から見てた部分以上に増加したものが、４億円ぐらいあります。あと火

葬場につきましても、非常に合併をしてですね、近隣から池田の火葬場の方に来る件数

が増えました。老朽化も進んでおりました。懸案事頄でして、ここの分について補助金

が頂けるということで、すべて一般財源で処理をしなければならないということで、懸

案事頄ということで先送りをしてましたが、ここの分についても約４億円程度の事業費

でかさ上げになったと、そういったことで意図的に人権費を減らして普通建設事業費の

方に回したという指摘は、私はあたらないと考えております。 

 

野村会長：乖離の主な所は、財源対策として見込んだ時点で、キャッシュの交付税で来る

のか、あるいはそれに代わる、後々交付税措置をされる地方債で充てられるのか、そう

いうものの予測の違いがですね、現実制度との乖離がありますので、今の前段のご説明

は、そこによる乖離が主なんだと。それから個別の建設事業について個々の事情で計画

の時点で見込んでなかった部分の投資は若干あるということですね。ですから、通常ざ

っと拝見してると、むしろ健全化の度合いというのは、人件費と物件費のなどの推移な

どを見てもですね、かなりご努力の跡が、計画時点よりも今回の方が、かなりご努力の

跡がむしろ見える面もあるのではないか、というふうに私は思いますけども。 

 

藤井委員：今財政課長が申されたことは置いとって、私が言いたいのは、会長が私の資料

を見て人件費や物件費は計画よりも努力をしとると、そういう数値がこの資料を見ると

分かるわけですね。ところが今回財政課が作ったり、行革の方が作られたこの財政計画

を見ると１８、１９、２０は財政計画どうり進んどるじゃないかと、計画というのは、

例えば１０年間のスパンで、こういうふうにやりましょうと決めたら、それに対して計
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画はこう、実績はこうだったということを、比較をしながら進めないとその３年分を実

績に合わせて、それ以降計画を新たに修正しなおすと、全体計画がどうだったかっとい

うことが見えないというふうに私は思うんです。だから計画というのは最初１８年の９

月１５日に、行革推進委員会へこういう財政計画で、行きますからとお示しして頂いた

んだったらそれの計画に対して、確かに財政課長の言うように火葬場の問題とか、ケー

ブルテレビの前倒しの問題とか、いろいろあったと思うんです。そのことについては、

その財政計画を実績と比較をして、この比較額と言うのは火葬場の建設、それからケー

ブルテレビの前倒しというふうに理由をつければいいことで、まったく３年間を実績に

合してしまうと今集まった委員さんは、この資料を見ただけでは、この３年間というの

は第一次行革そのままの財政計画で、上手いこといたんじゃなと言うふうにしか見えな

いと思うんです。だからこれから計画というのは、基の計画というのがあって、それの

増減がどうだったかということを、きちんと表してもらわないといかんなというふうに

私は思うんですが。 

 

野村会長：その点はその通りですね。ですから一度オフィシャルにされた、過去における

計画と現在の時点での乖離と言うのは、分かりやすいようにですね表にも表示して頂き、

あるいは説明が必要なら注意書きをして頂くと、事務局の方でもご努力をお願いしたい

と思います。過去の計画との整合性が保ててない分もさらに分析して、でないと将来の

計画の適正化というのは、判断ができませんので。 

 

山口財政課主幹：財政計画１８年の９月１５日に出された、今、藤井委員さんの方から出

して頂きました。地方債の方にも臨時財政対策債が、１８年度計画の時点では、１８年

度だけ発行するということで、７億２千２百万しか入ってなかったと、結果として見た

ら１９、２０その後もずっと発行してますよ、という部分があって、非常に全体を見た

中に普通建設事業分だけを抜き出して見ないと、分かりずらい部分があると思いますん

で、１８、１９，２０だけでこう持って行くんじゃなしにですね、１８から２７までの

この藤井さんが出してくれた１８年９月のときの計画と、今回出さして頂いた計画との

比較というか、それをちょっとご説明さして頂きたいと思うんですが、よろしいでしょ

うか、普通建設事業分についてのご説明になります。１８年の計画時の普通建設事業の

事業費ですが、平成１８から平成２７年度まで、この１０年間になりますが、事業費で

３６６億４千８百万になります。藤井さんが出して頂いた分を足して頂いたら、分かる

と思うんですけれども、それに伴う起債の発行額、これは今上にある地方債だけを足し

て頂いたら、臨時財政対策債が入ってますので、分かりませんので、普通建設事業だけ

を抜き取りますと、２６４億１千７百万円ということになってます。今度２１年度今回

皆様方にご説明を申し上げました部分での計画の１８から２７までの事業費で、４４１

億４千８百万円、起債額が普通建設事業分が、２７７億３千９百万円、どういうふうな
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増加になっているかというと事業費が７５億円増加してます。それで起債額が１３億２

千２百万円増加してます。これは、先程課長の方からもご説明申し上げましたけれども

ケーブルテレビ、当初１８年度も計画がありました。その部分について４億円程度事業

費がアップしてます。これはプロジェクト事業ということで、事業化を市の政策として

池田町に続いて三好市全域に広げるというようなことでのプロジェクトで実施したその

分が４億円、そこの部分の起債額は７千３百万円減となってます。それと去年の暮から

出ております国の経済対策、地域活性化経済対策であったり、生活対策臨時交付金であ

ったりっていうそういった部分の事業。これ起債の発行はありません。１５億円程度の

事業費が盛り込まれています。あと火葬場の整備事業も４億円、これも起債額が１億９

千百万、あと起債の発行を不要とする森林整備などが１０年間で、１７億円。これらを

足しますと７２億６千３百万円、先程私、事業費が７５億増えたというような部分を申

し上げましたが、今ご説明をした分を足しますと７２億６千３百万円、起債が２５億７

千万円増加要因の中にはあります。先程私は、起債の増加は１３億２千２百って申しま

したが、ここの増加要因では２５億７千万円の増加要因になっとんです。何でこうなる

かというと、通常の道路事業等のですね、道路、地域の下支えをするような事業を１８、

１９、２０、２１と圧縮しとんです。起債の発行額をそれは、事業課の方がかなり合併

してから補助事業を拾うてきてます。できるだけ補助事業でないと採択しないというふ

うに財政課自身が、事業課の方にお願いをしてですね、起債の発行を抑えたいというよ

うなことで、この部分の起債の圧縮が１２億５千万程圧縮してます。したがって、起債

額が１３億で済んだというふうなことになります。あくまで、事業費は７５億程上がっ

てますが、起債という部分については、あくまでプロジェクト事業があった関係で１３

億２千２百万。ちょっとさっきの増加要因で、義務教の耐震化事業がぬけてました。  

２２年度から２６年度まで、３２億５千７百万円いたします。起債額が２４億５千２百

万円これらも２０年度の大震災の影響での国からの指示ということで、当初１８年度に

は計画がございませんでしたが、これを急きょ盛り込んだということで、これを含めて

７２億６千３百万円。起債額が２５億７千万ということでプロジェクトを、実施しつつ

起債額をできるだけ圧縮しとるということだけは、ご理解頂きたいと思います。 

 

野村会長：ありがとうございます。 

 

宮委員：この会議は、計画に沿って数字がどうのこうのという検証の会議じゃないし、過

去の事をとやかく言っても仕方ない。ともかく今財政状況を近泉課長がおっしゃったよ

うに、経常収支比率ですか、かなり悪いとできたら８５％、また、それより良い数字を

出さんといかんということなんで、ともかく財政状況は悪いんですよ。計画は計画で、

もうどんどん前倒しして歳入を増やし、歳出を減らすようにして、経常収支比率を下げ

て行くというふうにするんが、どのようにするかとその手段を、それも会議なんで、と
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もかく計画よりか数字が良かったから、という話じゃないと思うんで、その辺を踏まえ

てこの会議を進めて行ってほしいと思います。それでね具体的に今日の資料の報告事頄

にあったように、２ページ目ですか、重点頄目ありますでしょ。これが基本だと思うん

ですこの会議の、これを如何にして計画を前倒ししてね、どんどん進めて行ってスリム

化すると、その意見を我々市民代表の内部じゃなくて、外部の意見を聞くのがねこの会

議の目的だと思うんで、ちょっと今の話したんは、ちょっとこの会議の主旨からずれて

ることがあると思うんでその辺会長。 

 

野村会長：それはですね。これから将来の財政計画、プランなるものがですね、果たして

合理的であって十分納得のいくものであるかどうか、将来のことですね。これを考える

ために過去の数年間の計画と実績との乖離の原因は、ある程度我々も知っておかなけれ

ばならないと思いますんで、それでご説明も頂戴しました。ただ主眼はおっしゃるとお

り、これから計画をどういうふうに合理的なものとして、作って行くかということだろ

うと思います。特にその中でも経常的な経費を、いかに切り詰めて財政構造を健全化に

向けて行くかということが、我々この会の最終的な使命ではないかという前提で進めた

いと思います。 

 

藤井委員：ちょっと３度目になるんで、非常に気の毒なんですけど、私は今の意見につい

ては、ちょっと反論があるんです。行政改革というのは、確かにこの会で削れるもんは

削ったら良いという議論だけするんだったら、市民に対してどう説明するかですね。市

民がそれを喜ぶかどうか、そのことを含めて行革というのは、私は第１次行革の時も言

うたんですけども、減らすばっかりが行革でないですよと、これをやれば市民が喜ぶん

ですよということを、やっぱり行革の中で話して、方向性は、この問題については、尐

しブレーキをかけるべきじゃというふうなことを、審議するのも行革推進委員会の重要

な役目だろうと思うんです。ただもう、何もかも粗さがしして、減らすことばっかり議

論する委員会では。先程、委員さんの言われることに対して、そのような反論を持ちま

したんで。 

 

野村会長：別にそうではありません。行財政改革ですから、財政的に見れば極力減らせる

ものは、減らしたら良いんですけども、中身によりますね。 

 

近泉財政課長：財政を担当しとる方からも、言わしてもらいますけども、持続的に財政を

運営するために、どうやって財政構造を変えて行くかという話が前提にありまして、非

常に経常収支比率が高い、その中でですね単年度ベースで見て黒字があったから、黒字

もすべて使ってしまう。労働分配率の方に回してしまう、普通建設事業の方に回してし

まうというようなことをやるとですね、後年度に非常に入口ベースで交付税が落ちると
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いうのは目に見えてますから、それを座して待つような形でですね、何か地域でことが

あって財政出動をかけなければならない、経常収支比率を例えば１１０％を１２０％に

してでも財政出動をかけるという話になると、その時基金を取り崩す訳ですよね。取り

崩す基金もないというような状況で、果たして未来の行政を語れるかという話が第１点

あります。そこの所から今回持続的な財政運営のためにどれ位の計画を立てるのかとい

う話で、客観的な数字を入れさして頂いてる訳であります。行政の目指すべき方向その

もを例えば公の施設について、公の施設が持っている固有の目的を、如何に効率的に達

成するかという話は、また別の問題です。そこで如何にその目的をより効率的に達成す

るかという時に例えばお金の話が出てくるとか、人の話が出てくるとか、サービスの話

が出て来る。そこは、市民の皆様がここはここのサービスは維持してくださいていうそ

こは、また財政計画とは、私は別だと思ってますけども。 

 

野村会長：必ずしも財政のみの話でないのは確か、今回は財政計画を拝聴して議論してい

るということでございます。全体としては、必ずしも財政のみの話では無いわけで、行

政サービスの質といいますか、適正な内容そういうものも我々審議して行かなければい

けないということですね。休憩を挟みたいんですが、宜しゅうございますか。 

 

休 憩 

 

中村委員：３回目になるんですけど、今日の委員会の主旨というのは、財政計画の説明を

聞かして頂くといくことで、３回に渡って財政状況はこうだったと、それをよく理解し

て次からいろいろご意見下さいということなんですか。あのそれがはっきりしてたら良

いんですけど、今藤井さんの言われたことなんですけど、基の計画というものをしっか

り見つめながら、財政の運用というものは、適正に検証して行かないかんというのは、

藤井さんの言われるとおりだと思うんです。この財政計画の１８年度から３３年度の、

今日説明を聞いてですね、数字が強いわけではございませんのですが、２５年度ぐらい

までは何とか行けそうだと、３３年になったら大変だという見通しは立つ訳ですねこれ

で、それと歳出の方で維持補修費や扶助費というのは、そのまま財政が大変でもやるこ

とはやらないかんと、そういうことなんですわね。そこらの見通しとかそういう状況を

よく理解さしてもらったということで、全体として経常比率のことなど聞きましたけど、

財政状況は大変悪い状況にあると、今後も大変ですと、それに対して今後どうして行く

かということなんですけど、住民が不安であると、それからここで住み続けたい、そし

て夢も希望も持ちたいと、こういうものを踏まえた財政計画というのは、お考えになら

れたら宜しいんじゃないかなと、こういう気は致しております。 

 

野村会長：今ご指摘のあった色付きの表で、ご覧頂くと一番右側の平成３３年度これが実
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は、平常数値といいますか、これから後の年度は、基本的に経済成長率とかそういう問

題もありますが、基本的に一番右側の３３年度ベースで将来進むであろうとそういうふ

うなことなんですね。ですから、それ以前とですね、３３年以降を比べて頂くとかなり

厳しいスリム化をしないと、こういうことにならないということが、見て取れるんでは

ないかと思います。逆に言いますと平成２７年度までの特例算定期間中ですね、合併後

１０年のこの期間に旧町村をベースにした算定がされますので、地方交付税の交付が。

いわゆる減額補償がされてるわけですので、この期間中にいかに内容的に行政をより中

身の濃い、かつなるべくお金の掛からないものにして行く、そういう知恵を出し合わな

ければいけない、そういうことだと思います。緑の部分が段階的に通常ベースに戻って

行く、そういうことだと思います。他に如何でございましょう。 

 

宮委員：先程、臨時職員の件を聞いたんです。あと特別職の人件費、議員さんとか、その

他の特別職の人件費、これは人件費に入っとんでしょうか。それと後、特別会計の水道

事業をやってる方の人件費もこれに入っとんでしょうか。 

 

近泉財政課長：特別職はすべて人件費に入っております。水道の方ですけども、三好市２

パターンありまして、地方公営企業法適用の企業会計適用の上水道部分の職員と、簡易

水道にかかっている、その部分については、各水道事業会計の方に上水道分、簡易水道

の方に簡易水道の人件費が入っておりまして、財政計画の方には入ってはないです。 

 

野村会長：あくまでもこの表は普通会計です。 

 

田岡委員：財政計画３３年までの出して頂いたんですけど、基本的なことをちょっとお聞

きしたいんですが、人口推計はどうされとんですか、市民あっての財政計画ですよね、

人口はどういう推計をされてね、３３年度は、それはちゃんと立てておられるんですか。 

 

野村会長：私も同じ疑問を持ってます。この表ですね、３３年度までの前提となる基本的

な条件ですね、人口の増減をどう見てるか、平均経済成長率をどう見てるかとか、それ

について、ちょっとご説明を。 

 

事務局：人口問題研究所というものがありますけども、そういった推計の数値を基本に段

階的といいますか、その推計を基に試算をしているというふうになってます。 

 

野村会長：全国推計値をベースにしていると。 

 

事務局：３３年度で行きますと、２４，６３８人ということに見込みをしております。 
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田岡委員：２９年度は。 

 

事務局：２７年度から３２年度までの５年間のスパンで、２７年度で言いますと２万８千

８１人、３２年度については、２５，１７７人という推計で試算を行っています。 

 

田岡委員：総合計画あなたも出とったわね。２９年は総合計画できちっと推計しとるでし

ょ。 

 

事務局：総合計画の中では、目標数値といいますかね。 

 

田岡委員：目標は３万よ、実際は２７，３００人いう推計数値が出てるわね。だからそれ

に基づいて作ってるのかなと思ったんだけど。そうじゃないのこれ。 

 

事務局：実際ですね、総合計画を策定した時から現段階の最新の推計といいますか、そう

いった形の置き換えをしまして、現段階の財政計画については、その数値に置き換えた

という数値にしております。 

 

野村会長：総合計画の前提の値とは尐し違う。 

 

田岡委員：若干違うでしょうけど、そう僕は変わらんと思うよ。だったら毎年の推計人口

を書いてほしいんですよね。 

 

野村会長：こういう場合は、前提となる条件によって数字が違ってきますので。 

 

田岡委員：人口ぐらいは、推計人口書いてもいいんじゃないの。書けるはずやからね。 

 

野村委員：これ宿題で、この表の前提条件をちょっと資料頂戴したいと、そこをどう見る

かが一番前提条件、人口の推移、経済成長率がどうカウントされているかとか、事務局

の方でよろしく分かりやすいようにお願いします。 

 

田岡委員：一番大事な数字と思うよ。それも異論のある人もあるだろうしね。それとね宮

委員が言った人件費、これ総務省で出しているものがあるんですけど、物件費の中では、

２億５千５百万、一部組合負担金で補助費として６億３１百万１９年度出してる、これ

財政課長合ってますか。 
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野村会長：それは、類似団体の平均の賃金の部分と。 

 

田岡委員：全国の類似団体の中で最悪ですわ、最悪の数値がでてるわね。この三好市は、

人件費が高いと、人件費が一番高い。１３２団体中１３２番と非常に厳しい事は、事実

じゃわねこれ。だから後で個々に重点頄目で検討しますけどね、だから人数をどう減ら

すかとかね、最大の課題だと思うんですよね。こういう資料が出てますけどね、財政課

長知りません。 

 

野村会長：類似団体の中でどういうふうになるか、これは財政のみならず、詳しくご説明

頂けたら。 

 

田岡委員：だけど、これ表に出ないね人件費っていうのはものすごいね。 

 

近泉財政課長：人件費の比率ですけども、過疎町村というのもあって、学校、幼稚園、保

育所も相当数抱えてます。非常にその合併でスケールメリットが、本来生きる筈なんで

すけども、山間地を多く抱えてて、集落が点在してるというのがあってですね、どうし

ても面積と人口に比例をしたような形でですね、非常に標準団体からいう所の例えば、

学校も保育所も１校あればいいと、いうような所と比べますと、どうしても地理的条件

等からですね、２校３校、非常に必要になってくると、保育所もある程度本来の面積か

らいうとまた、人口からいうとですね、１園で足りるという部分がですね、２園、３園

抱えているという事情があって、その分をそのまま抱えて合併をして、ここの統合の話

が今現在進んでいますけど、ここが進まんとですね、人件費比率がどうしても落ちない。 

 

田岡委員：それはよく分かります。全国最下位になる必要はないわな。もうちょっとこれ

は、考えていかないかんわな。ここに検討して行くからね。だけど全国最下位っていう

のは、恥ずかしいわねこれ。 

 

野村会長：類似団体の中での比較というのはですね、割とかなり技術的なもんでして、ど

ういう要素で類似団体が組まれているかによりけりですので。本市のように山間部含め

た合併市の場合はですね、特殊要素が非常にあるんです。ご説明あったように、類似団

体の中でどういう位置づけにあるかというご説明は、後々で結構ですから頂戴をして、

その違いの要素が合理的かどうかは、我々検討しなければいけない。 

 

近泉財政課長：人件費のとこなんですけど、１点だけ今後の議論の中で頭に入れておいて

ほしいんですが、あくまで財政計画ということで、どこまで人件費を落とし込んで行か

ないと、行政が永続的に運営できないかいう所から、人件費の額を逆にはじいてるとい
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う所があります。ただ１点ですね先程もお話しましたけれども、どうしてもここを落と

して行かないとですね、自治体の使命であります住民福祉の向上に向けてという仕事が

回って行かない、そこにお金が回らないという状態になりますので、どっかを切り詰め

て行くのは当然のことであります。そこの部分から逆算をして人件費を起こしてる訳で

ありますけども、もちろん学校施設、保育所、幼稚園等の統合を進めてですね、人件費

を落として行かなければならいという面がございます。ただ、今回政権変わったことは

直接関係がないですけど、日本が経済発展してきて今まで地方に対して補助金でもって

振ってきて、例えば普通建設事業者さんの方に発注を掛けて、間接的に所得の移転を裕

福な所から貧しい所に行うという政策がほとんどでした。ただ今回政権が変わることに

よってそこら辺のお金の流れがですね、非常に直接給付、個人に対する直接給付の方に

変わってくるだろうというような形になってます。ここの部分相当福祉の部分が厚くな

ってくるんだろうというふうに予想してます。そうなってくるとですね、本庁の中にい

ます事務的な部分を預かっている部分て言うのは、ある程度人数削減して行くというの

は出来るんですが、どうしても福祉の部分の話になりますと、マンパワーの分ていうの

は、どうしても行政に残ってきます。そこまで例えば削減して行かなければいけないの

かという話になった時にですね、それはもう行政の目的そのものを否定をしてしまうと

いうことになりますので、そういった場合には、例えば労働分配率を下げてもう尐し給

料を下げるとか、そう行った方向でここの計画の範囲で、行かざる負えないのかなと、

ただ単に職員の数を減らして行って、本来のマンパワーの所も減らして、給付するサー

ビスの質を落とす、量を落とすこれだけは避けなければならないと思ってますので、人

件費のとこからですね、ここに合してどこをどういうふうに落として行ってマンパワー

のところ維持するかということを頭の片隅に置いておいてほしいと思います。 

 

田岡委員：今の話で、後ほど検討する頄目でしょうけども、人事室で今適正人員は何人か

と検討されてるということですからね。今の話ね職員減らせば住民サービスが落ちると、

そういう懸念がかならず出て来るんですよ。ある市長がいうてますけど、尐数にすれば

精鋭になるというんですよ。人数が多いから仕事しないということもあり得ると、そこ

えらもよく考えてね、一概に人数を減らすのはどうかという議論は、やめて頂きたいし、

もうちょっと真剣にね。適正人員は何人と、はっきり出したらいいんですよ。ものすご

く躊躇されてね、２年前から市長にも申し上げた。適正人員は何人かと、３百何人かと、

だからもうちょっと市の方でね何人と出したらいいんじゃないですか。そうしないと市

民も納得しないと思うんですよ。みな多い多いというてますからね。多い多いいうてま

すけど何人多いか分からんからね。そういう点を次の議題に。 

 

野村会長：組織、定員の問題は次回まず主として取り扱ったら、拝見したらどうかという

ふうに思っています。今のご両者の議論は非常に、どっちもどっちと言いますか、抽象
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的な議論ですので、今後他の要素も見てですね、あるいは全国の他の団体と比較したり、

いろんな方面から適正な人員、組織がどれくらいなのかということは、議論を進めて行

かなければいけないんじゃないかと思います。この会で市当局に対して、我々はこれく

らいが良いんじゃないかという、最終的にはそういう姿をですね、考えて行くべきじゃ

ないかと今のとこ思います。その他如何でしょうか。 

 

耕地委員：やはりね人件費のウエイト、今日頂きました資料で人件費のウエイトを算出し

てみますと、１９％前後でずっと来てるんですが、その数字とですね先般お送り頂きま

した、６ページの職員数の推移の人員との関連と申しましょうか、この辺りは整合が取

れてるのか、あるいはこれはこれ、人件費は人件費で１９％が適切かどうかというのは、

分かりませんけど、先程、田岡委員からもおっしゃっていましたように、おそらく７２

１㎢もある大きな地域で、面積ばかりが大きくてですね、ほんとうにそういう点からす

ると全国最下位になるんかなという感じもしますけど、類似した市町と申しましょうか、

市というても町に近いような人数に成ってくると思うんですけども、そんな形で類似し

た市との対比と言いましょうかね、そんなんが分かれば良いと思うんですけども、ただ

ただ７２１㎢の三好市ですから、おそらくそのびりの方から数えて何番かになるんかな

という気がしますけど、この表と先程の財政計画との整合性が取れとるのかあたり、ち

ょっとご意見を賜りたいと思います。 

 

野村会長：この資料１で示されてる６ページですね、人員の職員数の推移、これと人件費

の積算が整合してるんかどうかと、ぱっと見たところどうなのかなと思うんですけど、

如何でございましょう。 

 

事務局：人件費の部分なんですけど、資料の１の６ページのとこにありますけど、人件費

の部分については、議員報酬とか各種委員会とか特別職とか一般職とか入ってますけど

も、この職員数の推移とそれと人件費の中に入っております経費については、整合性が

あります。その人数によって試算をしていると。 

 

野村会長：給与だけじゃありませんからね。負担金とか一般的な固定的な部分があります

から、おそらく正しいだろうと思われますけど、ぱっと見たとこちょっと違うじゃない

かと感じがしまうけど、給与だけじゃない、給与だけで考えるとその部分は、完全に分

離している。それから今のご指摘で、類似してる団体との比較指標、これ総務省の方で

もいくつか出してますよね、これで資料もある程度分かりやすく拝見して、他の団体と

比較して行かないと何ともこれ言えないですね。 

 

耕地委員：これ見てみますと、ウエイトが１９％前後になってますから、３３年まで見て
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みましてもほとんど１９％前後。 

 

野村会長：ですから類似団体の中でもいろんな種類の団体があるでしょうから、本市の特

殊性と別の市の特殊性が仮に類似してれば、かなり参考になるかもしれません。今のこ

と分析してませんから。 

 

耕地委員：それともう１点ね、これ話は別になるんですけど、先程、藤井委員の方からも

三野の長生園の話が出ましたよね。今日頂いた資料によりますと１億円程度の黒字とい

いましょうか、もちろんこれ人件費は入っとんでしょうね。ただ特養と養護老人ホーム、

若宮荘、敬寿荘もあるんですけども、ここはここに出てきてないし、特別会計といいま

すか、それらに対しては、どれくらい一般会計から持ち出しがあるのか、これは介護報

酬との関係もあってですね特養と養護老人ホームとが、こんなに収益に差があるんかな

という感じが、あと２か所は赤字なんですか。 

 

近泉財政課長：西祖谷の若宮荘と井川町の敬寿荘だろうと思います。この部分は交付税の

単位費用に入ってまして、措置人員から逆算するとですね、同じ施設ですんで、養護老

人ホームということで、若宮荘と敬寿荘の部分については、２０年度決算ベースで申し

ますと交付税措置をされた部分を加味をして考えると、２つの施設の合計が３百万程度

赤字と長生園の部分ですが、ここの単年度収支で見ますと４千２百万程度でしょうか、

今１億円と出てるのは、過去の累積の黒字の総計です。例えば２０年度なら２０年度で

見たときの黒字の額が、まだ元金償還始まってませんから、３千６百万ちょっとだった

と思います、来年度から元金償還が始まってきますので、ここの部分がおよそ４百万ぐ

らい執行されてきますので、他の経費と入口ベースの歳入が変わらないというふうにな

ると、単年度ベースの黒字額がおおよそ３千２百万程度になるだろうというところです。

ただ、ここの黒字の要因なんですが、非常に職員構成が歪と申しますかイレギュラーな

形になってます。正規の職員の方が圧倒的に尐なくて、旧の三野町時代は、派遣会社と

契約して派遣社員という形でどうも受けてたみたいですが、そういった形で現在臨時職

員が圧倒的多数を占めておる、その関係で正規の職員と臨時職員との給与の格差の部分

が、まともにこの黒字部分ということで、これを逆にいいますと正規の職員だけの直営

に戻してくるとですね、黒字はおそらくでないだろう。まだ赤字ぐらいになるんではな

いかなという試算はしております。 

 

耕地委員：９月１日の新聞に載っておりました、指定管理の中止といいましょうか、申し

入れのあったというのは、この長生園のこと。分かりました。ありがとうございます。 

 

宮委員：先程、職員数のことでね面積が広いから、広いからっておっしゃってますけどね、



20 

 

私はそんなに広ないと思うんですよね。航空写真を見てもね、ほとんど山林が占めてて

おそらく半分以上か３分の２以上か、人の住んでるとこはねごく僅かだと思うんですよ。

だからね、全体の面積でなくて、サルやイノシシが住んでるとこはね省いた面積を、住

民が住んでる面積ですよね。その面積で類似団体と比較すると、じゃあ距離がかなりあ

るじゃないかと、東西祖谷はかなりあります。しかしですね、移動距離じゃなくて、移

動時間でね計ってほしいと思います。たとえば井川の総合支所ね車でわずか１０分、そ

れから山城だと１８分ぐらいですか、三野でさえ３０分かからない。西祖谷これも５０

分ぐらいで、１時間かからない。かなり近いんですよね、それのに総合支所にしてる、

これなんか要らないんですよね、単なる窓口ぐらいで良いと思うんですよ、それ考えた

らねそんなに面積が広いからって、職員数を何割も増しでいらないと思うんですけど、

その辺考えて頂いて適正な職員数は幾らという数字を出してほしいと思うんです。 

 

野村会長：必ずしも空間的な面積という意味だけではなくて、幾つの町村が合併したかと

か、中に幾つの集落があるとか、幼稚園、保育所、子供たちはそんなに遠くへ行けませ

んのでね。ある程度合理化できない面もある。逆に大人の仕事に関しては、もっと抜本

的に統合したら良いでしょうけど、そういうふうないろんな要素をですね検討して、た

とえば本市と類似しているとこが、どの程度類似しているとこがあるのかとか、そうい

う分析をして行きたい。そういうための資料を我々も拝見したいと思います。 

 

近泉財政課長：先程ちょっと誤解を受けたようですけども、非常に面積が広くてという話

をさせて頂きましたけども、面積が広い中にですね、直線距離で道路で行って１０分と

いう所と非常に異なってます。合併をしてまだ年数経ってません。すでに学校もござい

ます、小学校もあって幼稚園もあってという、たとえば旧池田でも西山小学校もござい

ます。近隣でいうと白地小学校があって、馬地小学校があって、佐野小学校がある。こ

こにも幼稚園が全部ある。これをすぐにですね行政の一方的意思表示でですよ、すべて

統合しますという、こんなこと出来んですよね。ただ、みなさんおっしゃったように、

たとえば、その他の非常に幼い子供に負担をかけないですとか、大人が市役所に対して

何かをしに来るという部分については、利便性は増してきてます。そこの部分の話と子

供に掛かって行く負担、小さなお子さんを抱えた保護者の方に掛かって行く負担とを、

同列に並べて議論すべきじゃないと、僕が言いたかったのは、その部分でありますが、

そこは行政として今後も慎重に考えて行きたいと、ただ、事務の効率化に向けて本庁と

総合支所のあり方については、ここの部分は先程も言いましたけども、どうしてもここ

削減して行かないと、福祉に手厚いマンパワーの所が出てこないという話になりますん

で、ここの部分は積極的にスリム化をして行って事務の効率化を上げて行くというのは

当然だろうと思っています。 
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野村会長：一般的に他の団体の状況なども見ますと、合併した場合に本庁と支所との関係

の整合性といいますか、本庁への集約できるものは、どんどん集約して行くというのが

一番分かりやすい、あるいは効果の一番先に現れる合併の、合理的効果ということだろ

うと思います。今のご説明はそう出来ない部分もかなりあるというのも、確かにそうだ

と思うんですね。そういうふうな所をより詳しく、我々見て行きたいと思います。それ

が分かるような資料の作成、検討をお願いしたいと思います。 

 

西川委員：今我々の周囲を見ますと、失業者が相当増えてますが、ハローワークあたりに

求人申しますと、例えば５人すれば１０人以上求人の方がきます。そこでですね、地方

交付税の中でですね例えば、増設された地方再生対策費とか特別枠で雇用喪失推進費等

ありますが、ここら辺りがどこまで将来考えられているかどうかという心配もあります

が、それも見据えてご回答頂きたいと思います。 

 

近泉財政課長：雇用情勢の流動化のお話ですけども、この部分については去年の国の２次

補正、三好市では２月の臨時会を開いて予算を議決頂いて、一部繰り越してますが、ほ

とんどの予算全て発注済みで、国の今回の１次補正を受けてきてる部分についてもすで

に一部分は議決を頂いています。残りの部分については、今開かれています９月定例会

の方に提案をさして頂いております。ここの部分が相当議決をされるというような話に

なりますと、純粋にその経済効果を雇用効果等と計ってみますと、単純計算で申します

と、おそらく全ての予算がはける頃には、日給８千円程度で２５日労働する方について

は、おそらく年間５百人弱ぐらいの雇用者、すべての産業に波及するという仮定をする

と、それぐらい出て来るだろうと考えています。それと別に雇用創出の話で、どうして

も直接的に予算でもって雇用を創出する部分もございまして、その部分については、当

初予算ベースの方で市役所の方で、賃金で計上しております部分ございます。ここで計

上しております部分は今２人まだ未定だったと思いますが、その他の方は雇用しており

ます。ますます急速に悪化するようであれば、交付税の額で相当来ておりますので、さ

らに追加補正等で、安定所の方にですね雇用の助成金というような形で、国の制度の上

に市の単独で上乗せするような形で、補助をしますというようなことも予算通ってます

んで、来て下さった企業の方にどんどんピーアールして下さいというふうにいっている

んですが、ここの部分が雇用効果がまだ出ていないということなんで、場合によっては

直に予算を付けて至急草刈りですとかね、手を付けなければいけない所に直
じか

雇用で持っ

て短期的な雇用の支えというのは、市として当然して行かなければならないだろうなと

考えています。ここの部分がどこまで続くのかという話ですけども、緊急雇用の創出部

分については、今年と来年度の２カ年というふうになってますが、これが制度が終わる

からといって梯子を外して市が撤退をするいう話になりますと、これは市の目的であり

ます地域の発展の梯子を外すという話になりますので、市にとっては自殺行為ですので
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そういうことは、本来やるべきではないし、私は財政課長としてやる考えはございませ

ん。 

 

野村会長：今の中でですね国の今年度の補正予算に対応するものですね。政治的にもかな

り大きな問題にも成ってますけども、年度途中で、しかも大型補正の後に政権交代があ

ったものいですから、やもえない問題なんですが、尐なくとも国が地方に対して執行し

たものについては、国にとっては執行済みなんですよね、地方の方で予算を受けて、予

算化してるものは、かりにキャッシュが出てなくても制度的には執行済みなんですね。

この点まだキャッシュが出てない場合には、取り戻せるじゃないかという議論もあるん

ですけど、一筊縄ではいかないと思いますね。国と地方の間の機関訴訟というんですけ

ど、一旦手を国から離れてるものについてはですね、もうすでに一定の権利が地方に生

じてるというふうな解釈、私自身もそう思いますし、制度的に見てもそうなんじゃない

かと思われますから、これは、本市だけの問題じゃございませんで、全国的に国と地方

の間で本格的に調整されるべき問題であろうと思います。その点関係してる部分はです

ね、尐し大きなレベルの問題になってしまってますので、いかんともしがたい面もあり

ます。ただ、要するに合理的なちゃんとした事業は、きっちり国の方も新政権の方もそ

れは考えると思いますので、そこら辺の状況を見守りながらですね、我々も議論して行

くしかないかと思います。ハード的なものは、まだ物が出来てないものは、あれなんで

すけど、ソフト的な部分は実質的に手を付けてしまっている部分が、かなりありますの

でね、ノウハウの集積が事業執行の背景にありますから、そういうふうなことは、追々

明らかに成ってくるでしょうから、まだ組閣もされてない段階で、我々もちょっと予想

がつかない。同じことは、今日のご説明の中で、過疎対策債が２１年度で切れるんです

か、制度的に時限立法で２１年度いっぱいで切れるんですね。この後どうするかは新政

権はっきりしたことだしてないと思うんです。おそらく戦後時限立法で繋いできた事業

ですので、この類の地方交付税７割参入でカバーして行くという、こういう類のものま

ったく無くしてしますとですね、この国は大混乱に落ち入りますので、そうしますと、

それに相当する何か新政権は別の尐し違うものを考えるのかですね、過疎団体の認定の

仕方、事業の内容その他について見直しをするのかいろんな議論がございまして、担当

省庁もですね各種の案を実は用意してるように聞いてます。ですから今後かなり新政権

が落ち着いた段階で、過疎法の次をどうするんかということは、おいおいそんなに遠く

ない内に出て来るんじゃないかと、それをにらみながら、先程の将来の起債ですね、合

併特例債が使えるうちはそちらにシフトすればかなりカバーできる、それより有利な使

い方もあるかも知れませんので、そこら辺は制度的な要因が関連しますので、極力制度

を有利に活用して運用して行くという市のご姿勢をさらに磨かれてね、そういう意味で

の過疎的な地域における市の経営判断だと思います。そういうことについても我々承知

した上でいろいろ考えて行ったらなと思います。その他の方、特に如何でございましょ
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う。だいぶ時間も迫っておりますけども。聞き残したこと、言い残したこと等ありまし

たら。それでは、次回は２９日にすでに日程的にはセットされてますが、中味的には今

日積み残しないし、若干宿題について資料をお作り頂いて説明頂くのと共に、大きなテ

ーマとして、組織、定員管理に関しまして、まず必須の議題、話題としてですね、将来

のプランニングを組織、定員の面から見て行くと、財政等密接に裏腹の関係にあります

から、こうすればいかがかと思いますけども。当然人件費に係わりますね、ですから組

織の状況、あるいは職員数などの状況などをより詳しく、今日のご質問も沢山その面が

出ていると思いますので、それが結局財政数値に反映してくる分けでしょうから、そこ

に主たる主眼を置いて次回２９日ですね、ご議論頂きたいと、その他のことで何かあれ

ば、時間があればやりたいと思いますけども、おそらくは今日の財政の状況とそれから

次回、組織、定員について承ればさらにいろんなご議論が、出て来ると思いますので、

その状況を踏まえて議論の焦点を展開して行きたいと思います。何か今後の議論の方向

性とかありましたら。今申し上げたご理解で宜しゅうございますか。それでは、長い時

間どうも大変ご苦労様でございました。引き続きよろしくお願い致します。今日は以上

で終了致します。 
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