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平成２１年度 第４回行財政改革推進委員会 会議録 

 

日 時 平成２１年９月２９日（火）午後５時００分～午後７時００分 

場 所 三好市役所 第１会議室 

出席者 委 員 

   耕地 弘、坂本 公子、田岡 義三、千葉 眞由美、中石 昭、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音順、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、新居教育次長、馬渕人事室長、

岡人事室長補佐、森行革推進室長、宮岡、藤井 

欠席者 木藤 誠治（敬称略） 

 

事務局：みなさんこんばんは、定刻が参りましたので、始めて行きたいと思います。昼間

はお仕事あるいは家事でお疲れのところご出席頂きましてありがとうございます。朝夕

は大分しのぎやすくなりましたけれども、まだまだ昼間は蒸し暑いといいますか、汗ば

む陽気が残っておりますので、体調管理には十分気をつけていただきたいと思っており

ます。本会ですけれども、前回まで３回までですけれども、三好市の行政組織、事務分

掌、それから公共施設、財政状況について市の現状をご説明申し上げました。また、前

回につきましては、財政計画につきまして、説明を申し上げご意見をいただいたところ

であります。今回からは、個々具体的な各論に入ってまいりまして、ご協議をお願いし

たいと思っております。まず今回は、先般ご通知申し上げましたように組織再編、定員

管理についてご説明申し上げまして皆様方からのご意見を頂きたいと思っておりますの

で、よろしくお願いします。それでは只今から第４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：皆さんお忙しい所お集まり頂きまして、ありがとうございます。今日は引き続

き前回、財政の長期的なプランをお伺いしたんですけれども、今日は、組織再編、定員

管理の観点から資料を作成して頂いておりますので、それを軸として全体の問題をです

ね、議論を深めていきたいと言うふうに思います。ひとつよろしく進行にご協力のほど

お願をいたします。 

  

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項の規定によりまして会長にお願いしたいと思います

のでよろしくお願いします。 
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野村会長：それでは、早速議事に入りたいと思いますが、その前に毎回でございますが、

取材がお見えになった時には、原則として撮影等の許可をしたいと思いますので、よろ

しゅうございますでしょうか。まだお見えになっておりませんので、特に不都合がおあ

りの時は、その旨おっしゃってください。その時に非公開にするかどうか議論したいと

思います。それから、これも毎回お願いしてますが、ご発言はマイクを通じてお願いい

たします。本日の会議でございますがご覧のとおり一人まだ遅れていらっしゃいますけ

れども、その他の方全員がご出席でございますので、本委員会の要綱６条２項、定足数

の条項によりまして会議が成立しておりますことをご報告申し上げます。本会議の議事

録署名委員、毎回指名させて頂いてますが、今回は、中石委員と中川委員の二人にお願

いしたいと思います。よろしくお願いをいたします。それからですね、内容に入ります

前に、日程についてなんですけども、この次の会ですね１３日と２７日あらかじめ仮の

ご予定を頂戴したかと思いますけれども事務局の方で重要な会議が入られまして１３日

は開催不可能というご報告受けております。一応それで協議をしました結果事務局の都

合がついて直近の日程という意味では２０日の火曜日にさして頂きたいと存じます。大

変事情がありまして、大変恐縮なんですけども次回１３日の代わりに２０日ということ

でとりあえずのご予定をお願いをしたいと思います。それから先はもう尐し調整をした

いと思います。従いまして２７日というのは、連続するといろいろ準備も大変ですので

その次は更に先の週と１１月に入る週と次の次はなるかと思います。とりあえず２０日

の火曜日ですね、原則としてこの時間帯を中心に調整いたします。本日の５時からの時

間帯でお願いしたいと思います。日程についてはご都合等、後ほど最後の時にまたお伺

いいたします。それから前回に追加といいますか、財政計画に関連いたしまして、様々

なご意見を頂戴いたしました。その中でですね事務局の方から説明してほしいとご要望

のありました中でですね一番主要な部分、基礎的データ、財政計画をお示しになるに対

して人口とか成長率とか基礎的な前提条件ですねこれがよく分らないとそれによって随

分数字が違ってまいりますので、その点についての宿題があったかと思いますので、ま

ずそちらの方を事務局の方からご説明をお願いします。 

 

事務局：前回ですね田岡委員さんの方から基礎データがあれば示してほしいということで

したので、今皆様の机に 1 枚、真中に三好市の黄色のラインが入っていると思いますけ

れどもこの将来推計人口データをお示ししたいと思います。内容についてご説明いたし

ます。 

 

事務局：将来推計人口の資料説明 

 

野村会長：今のご説明につきまして何かご意見とかご質問とかございますでしょうか。     

この手の推計は１市町村単位で勝手に推計する訳にもいきませんで、全国的なトレンド
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を踏まえて比較的信用しうる推計値をもってこざるを得ないですよね結局。ですから今

お示しいただいたような人口動向を一応前提とするのがリーズナブルではないかと、そ

れしか方法がないんじゃないかと県単位の計画なんかもこういう形で扱っていますし、

そもそも国全体の計画もそうなんですよね。あくまでも推計ですのでね。 

 

田岡委員：ありがとうございました。私の持っている資料と推計人口見ますと若干違うん

ですけどね、これは出したとこの推計の仕方によって違うんじゃないかと思うんですけ

どね、ちょっとあまいことはあまいですよね。他の地区も見ましてもね。いわゆる人口

が増えると思われる松茂、北島、藍住なんかが低く抑えとんですよね、こういうところ

で操作してんのかなよく分かりませんけどね、あの辺りは人口がもうちょっと増えると

いう数値が出とんですね。２０３０年で 20,084 人ですよね三好市は。こちらの推計では

17,859 人と。結構差はあることはあるんですよね。とり方によったら、だいぶ変わって

くるのかな。どれをとるかっていうのは難しい問題ですよね。 

 

野村会長：社会増減の評価の仕方ですね。県内の人口の動向でもですよね、何処にどれだ

けの産業が入るかによって県内の異動がありますよね。ですから県内だけでみたら社会

増減ていうですけども、それの人口の流れが読み切れない、そういう要素はございます

ね。ですから、あんまり議論しても１０年、２０年先の話ですから我々も分らないしあ

る程度えいやーで、人口動向を見るかによって違うということは認識しとかなければい

けないと思います。他にいかがでございましょう。それでは、前回お伺いした財政計画

は、今のような人口推計に基づいて数値が計算されている。それから経済成長について

は、これは一律にみてる訳なんですかね。税収なんかは成長率が関係してきますよね、

そこはカウントせずに現在の水準で数字が入っているんですかね。基本的にはね。とい

うことは地方債の返済についても同じようにカウントされていますから実際は成長率が

プラスでですね、弾性値というんですけども１パーセント成長率が上がったときに何パ

ーセント税収が上がるかという数値があるんですけども、それをカウントしていくと借

金しているほうが有利なんで、総体的に有利になってきます。そういう将来の経済数値

の乖離がですね現在価格で計算してると、債務の方もそういうふうになっているから、

結果的にはですね税収などは成長率がかかるのが普通だと、ゼロパーセントであるはず

がありませんのでね、ただマイナス成長もあり得ますから、なんともいえないんですけ

ども、そういうことはちょっとお含みを頂いていた方がいいかもしれません。それで本

日の本題といいますか、メインディッシュなんですけども、お手元の資料に基づきまし

て、組織、定員関係について、資料に沿ってご説明を頂戴したいと思います。よろしく

お願いいたします。 

 

事務局：類似団体比較表の資料説明 
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馬渕人事室長：三好市定員適正化計画、組織変更計画(案)の資料説明 

 

野村会長：どうもありがとうございました。膨大な情報が含まれているかと思いますけど

も、分りやすいご説明大変ありがとうございました。我々が理解をより深めるために、

補足若干さしていただきますと、前半２つの資料ですね、類似団体別の指数の比較がご

ざいました、類似団体と申しますのは、これは総務省が統計上の便宜のために定めてい

る分類なんですね、それで類似団体別に数値を集計しております。この分類は人口の規

模と産業別構造ですね一次、二次、三次産業の比率でこれで分類されておりまして、本

市はⅠ―Ⅰという類型にあたると、その類型に属するものは全国で１３２市。最初の資

料の色のついた資料これ２ページで１３２市が載っていると思います。これらが本市と

同等の、類型に属している団体だということですね。それで、これ見ていただきますと

総務省の分類は比較的荒っぽいんですよね、全国の全団体を対象にして一応人口規模と

産業構造ですぱっと割っていますけどもこの団体ずっと見て頂きますとですね、かなり

幅の広い分類なんですね、私こん中で幾つか住んだことありますけども、こことここと

が一緒なのかと思うぐらいバリエーションがあるんで、そこで市の方では、一枚目の資

料の後半の部分は類型の中でも比較的本市と条件が類似してるんじゃないかと思われる、

特に人口と面積ですね、面積がかなり類似団体１３２団体比べてみるとかなりの差があ

るんですよね。ですから面積が類似していると比較的条件も類似しているんじゃないか

という推測を元にですね、赤字で抜き出してある１３団体について詳しく資料を作って

頂いている、それが最初の表の半ページといいますか、小さい紙、ここに職員数の詳し

い数値が載っております。それで２つ目にご説明頂いた、定員適正化計画の進捗状況、

これは先ほどの１３２団体全体の平均数値ですね。抜き出した１３団体ではなくて、類

似団体全体の１３２団体の平均値との比較を分析をして頂いております。そこんとこご

注意を頂きたいと思います。ちなみに国、県の定員に対する指導などはですね、基本的

には類似団体の数値をベースとしておこなわれるのが一応の目処といいますか、通例で

ございます。行政内部ではですね。そういうふうに私は受け賜わっております。それで

今のご説明につきまして何かご質問とかご意見等自由にお願いします。はい、三原委員。 

 

三原委員：今の説明の質問ですが。定員適正化計画の１ページ目の類似団体の比較の表の

ところでですね、今説明ありましたように、単純値というのは類似団体１３２団体の単

純平均というふうに理解したらよろしいんでしょうか。下の説明の２つ目のアスタリス

クですか、そのところに人口１万人当たりの職員数を算出したものっていう記載がある

んですが、これはどんなんでしょう。単に生の数字を足して１３２で割ったという理解

でよろしいんでしょうか。それに対して、右側の修正値というのが今一よく意味が分ら

なかったんですが。 
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野村会長：ちょっとご説明お願いできますか。この定員適正化計画の１ページ目に比較表

が載ってますね。この数値をどうやって算出されたのか。 

 

馬渕人事室長：完全に正確かどうか分りませんけれど、先ほど言いましたように修正値に

つきましては、そういうただ単に、産業とかそういうものだけでなく、面積とかそうい

う案件を踏まえて、単純値でなくより現実的に近いものとして修正を加えてたものと私

は理解しております。 

 

野村会長：それは、今の人口１万人あたりの職員数を算出したものと書いてありますけれ

ども。ここに載っている数字は本市の５３９というのは普通会計計の生の数値ですよね、

それに対応する類似団体の数値３１９と単純値でなってますけど。これは１３２団体の

単純平均値なんでしょ。 

 

馬渕人事室長：これはたまたま２０年４月１日の数値が単純値と修正値がまったく同じだ

ったんで、普通は単純値より修正値の方が多いということになるんですが、今回はまっ

たく一緒ということになってます。 

 

野村会長：そのことの以前の問題として人口１万人あたりで比べ直している訳ではないと

いうことですね。最初のブルーの表の１３２団体のこの値を平均した値。これが３１９

人なんですね。人口１万あたりの職員数の指数ではなく生数字の平均値ではないのかと

思われるんですが。ほんとに単純に１３２団体を普通会計計で割ると３３９になるそう

ですね。ですから違うんですね。 

 

三原委員：それとちょっとすいません。これ人の数を検討していく上でですね、正規の職

員の方とそれと嘱託、臨時職員を合わせて考えていく必要があると思うんですが、その

意味でですねその嘱託、臨時職員の数という形が、三好市が１８年度から２１年度まで、

５ページの上側に記載して頂いとるんですが、これのですね先ほど言いました全国の類

似団体のですね、ところの数と、それをひっくり合わせて、多い尐ないを議論をやって

いく必要があるのかなという意味から申しますと、その類似団体のところの所属されと

る嘱託、臨時職員の数というのもお示し頂いたほうのほうが分り易いのかなと、いう気

がします。 

 

野村会長：おっしゃる通りトータルにこれ議論しなきゃいけない問題なので、数字があり

ましたら、嘱託、臨時職員の類似団体表、私は見たことがないんですけど。実務的な統

計とってないんじゃないかと思うんですけど。私がやってました時代はなかったですね。

このご時勢ですから数字は取ってるかもしれません。ちょっとこれは、県の方へも問い
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合わせていただけませんか。全国一律に集計値はあるかないか分ると思いますので。お

っしゃるとおり問題としてはですね、正規のフルタイムの職員と、臨時職員と両方見て

ですね、考えなきゃいけない問題であるのは確かだと、ただ把握できる統計数値が、他

の団体との比較に耐える数字があるかどうかですね。定員管理については、毎年その国、

県通じて調査してますので、参考にできる数字はないことはないと思うんですけども。

私は見たことがないです。類似団体と比較できるものは。 

 

馬渕人事室長：先ほどの説明ですが、単純値というのは、あくまで単純に平均を出したも

ので、修正値につきましては、例えば、議会とか総務とかいろいろ部門別ありますが、

それをさらに細分化して再計算し、より現実的に近いっていうものが修正値ということ

でございます。先ほど言いましたように今回はたまたま同じになっておりますが、傾向

としまして、単純値より修正値の方が大きいというのが、今までの傾向ではなかろうか

と思っております。 

 

宮委員：先ほどの説明で、これ修正値出てますわね。平成２０年４月１日現在だけだけれ

ども、人口がどんどん減っていって約１０年後ですか、２０２０年２万５千人程になり

ますわね、人口が。それから２０３５年には１万７千と、ですから減らす目標値として

１０年後には１万人あたり今３．２というたから、２．５ですね。ということは、結局

この修正値というのは、今の現在のオーバー数であって。ですから我々目標とするのは、

交付税が減らされた時、平成３３年の修正値というか超過数をほしい訳なんですよね。

結局あれでね、今でもかなり超過してますわね、１８７名ですか一般行政の、普通会計

で２２０名、これ年が経つごとに、人口どんどん減っていきますんで、１０年先はいく

ら目標にしたらええんかと、超過数を。いうこともほしいわけですね。それと後ですね、

さっきの部門別職員数一覧第１表の、このカラーのこの部分ですね、これ平成の合併し

たとこも入っとんですね。ということは、これを基にしたらいかんちゅうことですね。

ここもオーバーしてかなり減らさんといかんちゅう団体でしょ。だからそれと比較して

もいかん訳で、三好市も同じやけど。それ以外の平成の合併してないとこの数字を目標

にするということですわね。 

 

野村会長：そこは、なんとも言えないんでないですかね。この１３２には、今回の合併で

合併したところと、そうでないところ両方ありますので。この時点で見た平成２０年４

月１日現在の数値ですので。 

 

宮委員：三好市と同じでオーバーしとるとこが、かなり入っとることですね。目標として

はそういう数値を外さないといかんと、修正値から。それと後ひとつよろしいですか。

もらった資料の衛生の５の２、部門で衛生ってちゅうところで、その下に衛生一般２２
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名あるんですけど、この内訳ちょっと教えてほしいんですけれど。かなり三好市多いん

で。 

 

野村会長：というよりも、他の市が尐ないとこありますよね。条件が違うんでしょうね。

一部事務組合がやってるとか。 

 

馬渕人事室長：それぞれの総合支所に、いま環境水道課を配置しておりますので、その関

係だとは思っております。それから総合支所にもそれぞれの医療それから衛生部門の職

員も配置しておりますので、そういう関係で総合支所の今の配置によって、こういう結

果になっているということです。 

 

宮委員：それと清掃ですね。ごみ収集のところ１３名、これも多いんですけど、これなん

で、他の類似団体だいたい０なんですけどね。なんで１３名なんか。 

 

馬渕人事室長：これは今、山城、池田、井川につきましては、収集業務直営でやっており

ますのでその関係であります。 

 

宮委員：ということは、もう即これも０にもっていかんっていうことやね。よそは０でや

っているから。民間委託ですね。民営化ですね。 

 

馬渕人事室長：今までの流れとしては、先ほど言いましたように、退職不補充ということ

で、臨んでおりますので、そういう委託部門も徐々にエリア拡大で、来年の予定では、

いま山城地区直営でやっておるんですが、それを直営ではなく他の方法でと、今検討を

しているところであります。 

 

野村会長：今のご質問関連で、いずれもどっかでやらなきゃいけない仕事ですので、いま

は、市の組織そのものに着目してみたことで、例えば一部事務組合でやるとしたら、他

団体と合同にやると意味合いであって、それなりの経費がかかるわけですね、負担金と

いう形で。民営化した場合には、民営団体への委託費、それをどうトータルで捉えてい

くかどうか、そういう問題だろうと思います。ですから他団体と比較する場合には、執

行体制が、各市によって違いますので、そこの違いをよく吟味していかないと、見えて

る数値の違い実質的な違いをどうなのかということを議論して頂きたいと思います。そ

れでは他にいかがでしょう。 

 

水野委員：保育士さんのことが書かれておりますね、５０歳から５４歳のところに、非常

に沢山おいでる、やがて保育所は危機的状況がおこるなあと、これについての対応は色々
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お考えになっとるだろうと思うんですが、これ若い方ばっかりが、そう多様な保育士が

生まれたらそこはある程度相当な混乱が起こるだろうというふうに思います。やっぱり

ベテランと若いものとの年齢構成がうまくいって、子供の教育ができるというのが私の

考えなんですけどね。やがてこの時期には、中途採用いわゆる年齢制限を今よりかはも

っと上へもち上げて、他県で保育所の経験も深いような方、三好市へ一家で帰ってきた

いというような人なども考えながらしていかないと保育所が大変になるなあというふう

に思います。ひとつの見方でございますが、お願いをしたいなあと思います。 

 

野村会長：保育所については、こちらの資料ですね、最後のページに個所数、本市が１０

カ所、類似の中でも類似する各団体を記載されております。今のご指摘は、これ前提と

して保育士の方の年齢層の点で、退職される方の補充する場合には、比較的高齢で経験

のある方にターゲットを絞って、何人かもっていった方がいいんじゃないかと、そうい

うご提言です。ご趣旨は。そこら事務局の方いかがでございましょうか。 

 

馬渕人事室長：いま先ほど申し上げましたように、今回合併して初めて保育士それから幼

稚園教諭の採用を今２名計画しております。それとそこの採用につきましては、これま

で幼稚園と保育士は交流というのはなかなか、できなかったんですがそれは資格としま

しては、両方の有資格者を募集しておりまして、保育所と幼稚園の交流というのもひと

つ考えていかなければならないと。それともうひとつは、幼稚園、保育所の組織そのも

のを、それを今検討しておるところでございますので、それにつきましては、教育委員

会の新居次長からご説明をいたします。 

 

新居教育員会次長：教育委員会の次長の新居です。幼稚園と保育所について、幼保の一元

化についてはかねてからいろんなご議論があって、なかなかしかし進まない状況でござ

いますが、新たに一元化というひとつの中に具体的に認定こども園制度っていうのが昨

年からでき、法的にはできるという話になっておりまして、三好市も今回、教育振興計

画をつくるにあたって、幼保の一体化を推進していくまたは、幼稚園それから保育所の

統廃合を進めていくと、こういう中で、いわゆる今のマンパワーが不足する中を補って

いきながら、なお且つ、民間委託もしくは民営化を進めていくと、こういう方向で、実

は行財政改革推進本部の中で、幼保検討部会を立ち上げておりまして、そこでいろいろ

な今後の具体的な進め方について検討している最中でございまして、今年中ぐらいには、

ひとつの推進計画ができるかなということで、今検討を進めているところでございます。 

 

宮委員：さっきの保育士の数の問題なんですがね、５０から５４歳が２３名で、多いから

これ退職したら困るではないかというご意見だったんですけど。逆に２３名の方が多す

ぎるんであって、結局それは、職員数の状況、三好市定員適正化計画で超過数のところ
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で民生で７２名ですか、教育の３３名ですか。これどっちなんですかね。保育士が入っ

とん。民生ですね。７２名ていうたらかなり多いのでね、これ削減せんといかんので、

仮にもう５０歳以上の人は全部退職してもまだ、余るぐらいと違います。将来子供もど

んどん減ってるし、ですからそういう心配は、補充はいよいよ尐なくていけると思いま

す。それからですね、保育所の数がね、これ例えば池田町なんですけど、町中に４カ所

もあるんですよね。第一保育所、それから大泉保育園、かめの子学園、それから尾本保

育園、で民間が３つ保育所あるんで、もう第一保育所は将来いらないんじゃないかと思

うんですけど。そういとこで、保育士さんの数はもういらないと、ですからもう町中に

車で５分か６分ぐらいのところにね、４カ所も保育所あるんですよね、近い将来３つぐ

らいにして、２つとかいうふうになると思いますけど。民間がやっていることはもうね、

コストの高い、市がすることはないと思いますので、こんなん廃止にしたらいいと思う

んですよ。それから三野もね保育所の数が多いんで、その辺もちょっと、例えば井川町

でしたら１カ所しかない、三野町が何カ所、２か所ですか。それも１つぐらいに統合で

きると思いますんで、そのへんやっぱりね統合して、ほんで民間がやっているところは、

民間に任してしたら、保育士の数もそんなにいらないんじゃなかろうかと、思うんです

けど。思うというかそうしてほしいと。 

 

野村会長：幼稚園、保育所の問題大変な財政負担の伴う問題ですので、この会でもですね

トータルの方針としてですね、先ほど幼保一元化の点をどうするか、それから直営方式

の幼稚園ないし、保育所それをどうしていくかという、この大きな論点から、我々行政

改革という観点から意見を述べなきゃいけないと思います。ただこれ自体がここで方針

を全部決めきれる問題でもなかろうかと思いますので、なんか事務局の方からご説明が

ございましたら。ご指摘の点などを踏まえてですね、この行政改革の視点からご提言を

まとめていきたいというふうに思っております。何か補足説明ございましたら。 

 

馬渕人事室長：宮委員ご意見ごもっともだと思うんですけど、ただ、現実のところ実際、

保育の希望というのも非常にありまして、今現在、職員では当然年齢によりまして、何

人に対して職員何名という基準もありますので、実際は毎年２０数名の臨時職員を手当

てしてやっと運営をしているというのが現状でございます。それと三野につきましては、

２カ所あるのを１カ所というご意見もありましたけれども、それらにつきましても保育

所の施設の関係で、面積要件というのもありますので、どうしてもそれはいろいろ中々

難しい問題も含んでおりますので、それらも含めて先ほど教育次長が申しました計画の

中で、検討していこうと今しているところでございますので、ご理解を頂きたいと思い

ます。 

 

千葉委員：今現在、子育てをしているものとしてちょっとお願いなんですけども、幼稚園
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と保育所ですね、三野の場合、幼稚園というのは、太刀野地区だけの子供たちが行って

いる状態で、大多数の子が保育所からすぐ小学校に上がるようになってます。池田町と

かみたら、幼稚園の設立がちゃんとなってて、旧の町村によってね、幼稚園も３年間看

てくれるところもあれば、１年のところもあるし、そういうふうなのをまた、ちゃんと

同じようにしてほしいのと。それと先ほどおっしゃってた私立の保育所の問題ですけど、

やっぱり働いている私たちが、女性が働いているのは、やっぱり給料とか子育てにお金

がかかるので、仕事をせなんだらいかんから保育所に子供を預とるんで、実際はもう自

分で看たいんじゃけど、預けなんだらしょうがないということで預けとるんです。私立

の場合だったら料金の問題があって料金が一律になってくるんで、ちょっと高くなって

きたりするんで、直営でなく私立の場合は、また金額のほうも変わってくると思います。

幼稚園にうちの子供がいっていた時にも、子供たちも尐なかったんですけど、７人の子

供しかいなかったんです、太刀野の方では。その子供７人に先生１人だけだって、もう

廃止されて用務員のおばさんも居らないようになって、その先生が病気で休まれた時に

ね、臨時の先生が来られたときに、何も分らない方が保育所の方からも助けに来てくれ

たり、そういうふうなのをあったのに、人数尐ないところは、私も統合というかね、保

育所と幼稚園もう一つにして各町村同じようにしてくれたらそれがもういいと思うんで

すけど、やっぱり町に１つになったら、送り迎えとかそういうふうなことも、小学校も

同じです。統合するにしても山間部で、やっぱりうちの方は、小学校３年生から自転車

通学なんです。県道を通って自転車通学なんで、それもヒヤヒヤしながら、ヨタヨタし

ながらね乗っているような状態なので、そういうようなことも考慮して頂いて一元化と

か統合だとかいうことをして頂きたいとお願いします。 

 

野村会長：そのとおりですね。合併各町村、幼保に関しては、サービス水準が基本的に違

う部分があるから、それをどうするか。それから民間の幼稚園、保育園との比較をした

場合に料金水準、保育料等の水準の問題がございますね確かに。それから、実際に通わ

れる児童さん幼児さん、自分で歩いて行ける距離が非常に尐ないですのでね。特に幼稚

園、保育園ですと、通学、通園の問題ですね、そこら辺よく考えないと容易に行政改革

の観点からだけで統廃合しちゃうとかというのも、なかなか言いきれない要素もあるか

と思います。そこら辺は、よく個別に吟味していかないといけないと思います。 

 

新居教育員会次長：幼稚園について、ちょっと誤解をされて、ちょっと間違っておりまし

て、市内１７園の幼稚園があって今年２園が休園して今１５園です。三野の幼稚園もす

べてのどこの市内の子供すべて入れます。今現在ね。三野幼稚園という、太刀野分校の

中に併設しておりまして、合併前の当初は、分校の地域だけの幼稚園として３歳、４歳、

５歳の園児を預かってたと、そういことがあって、合併後も続いたんですが、昨年から

そういうことで、園児も預かっております。ただ、非常に小学校と２キロも離れたとこ
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ろでポツンと幼稚園だけあったり、非常に３歳、４歳、５歳児ですが５歳児は全部保育

所へ行って３歳、４歳児が幼稚園におるとそういうふうな状況もありまして、今後三好

市内の幼稚園の在り方についても、三野について幼稚園は、今後幼稚園としては４歳、

５歳児を基本的に預かろうと、その後、保育所の統合をということで今現在検討をして

おります。徐々にではありますが、幼稚園の預かり方についても、統合していくと、そ

れから保育所についてですが、無認可の保育所は別ですが、認可保育所は民間もそれか

ら市の保育所も料金まったく同じでございます。そういうことで、ご心配決していらな

いと申し上げたいと思います。その上に立って幼保検討部会の中で、今年度中にはです

ね、きちんとした方針も出して、推進委員会の方へも出させて頂くこういう機会がある

と思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

野村会長：尐し幼稚園に関して、一律の認識が尐し、おっしゃっていたのと時点が尐し違

うんでしょうかね。そういうことですね。市内全域から入園可能だということですね。 

 

千葉委員：三野はもともと太刀野分校の方だけ行ってたんですけど、現在はね、全域から

って言うんじゃけど、その親御さん達がね、やっぱり、今もおっしゃってたように、距

離があるのと、それと基本的に幼稚園はお昼までなので、午後児童館に連れていくので、

ほの２キロの距離を、いま中学校の横に児童クラブがあるんやけど、そこまで送り迎え

を親がせなんだらいかんていうことでもうみんな保育所の方に預けて夕方まで看てもら

っているということになっているので、また近くにでも寄せてくれるなり保育所ともう

統合してしまうなりして頂いたらと思います。 

 

耕地委員：定員適正化のことでですね、若干ちょっとお尋ねしたいことがあるんですけど

も、この膨大な資料でもってですね、類似団体それから修正値ということでいきますと、

三好市の職員数はですね、これでいきますと、２２０名がオーバーするとこんな感じで

現在なっておる訳ですけども、ただ２ページの方でですね、５０歳以上の人員でもって、

６減１増という計算をしてみますと、１０年間でですね、２２０名ほど、減尐すること

になる訳ですね、それでもなお且つ、７０名ぐらいちょっと多いんですけども、今後将

来ですね、定年延長とかですね、再雇用ということを。定年延長よりかむしろ再雇用が

私はいいんでないかと、定年延長しますと、給料どんどん上がっていったんでは困るん

で、むしろ再雇用制度をもって年金が頂けるまでの間をですね、職員の、それを若干考

えて行く必要があるんではないんかなあと、そのあたりについてですね、どのように市

として将来をお考えなのか、お聞かせを頂きたいというふうに思いますけど。 

 

野村会長：再任用の点については、今、同じ資料の６ページ、最後のページですけども、

再任用も含めて、検討進めるということが記載が既にしておられますが。事務局の方で
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詳しいご説明を。 

 

馬渕人事室長：再任用制度につきましては、今現在制度としてはございます。ただ今の現

状としまして、人件費の抑制、それから職員数の減ということが、今当面は、求められ

ておりますので、現実のところそれを適用した例はございませんが、将来２００人とか

いう減尐になってきた場合に、実際に個人的に類団の数字で、この三好市がよっぽど大

きな組織とかないかぎり、面積的に考えますと、中々まわしていくのは難しいところも

ありますんで、そのあたりは今後考えていかなくてはならない問題かなと認識しており

ます。 

 

耕地委員：今のですね、結局１０年間で２２０名減りよったんでは、そんな悠長なことを

財政面から考えられんのですね。そうしますと、退職勧奨もしていかなくてはならない、

これが今後非常に課題と言いましょうか、そのあたりが非常に難しいんでないんかなと

実は懸念が私自身はもってるんですけども、そこらあたりのですね、今後の適正化とい

いましょうか人員削減計画というのが、これが非常に難しくなってくるんではないんか

なという気がしてるんですけど、ただ減せ減せ減せ減せだけでですね行ったんでも、や

っぱり現在の職員の将来のことも考えていけないし、そこらのこともですね一応、考慮

しながら適正化計画というのは考えていく必要があるんじゃないかなという気がしてる

んです。 

 

宮委員：今、職員数についてあれなんですけど、平成２０年の段階で２２０人これ多いで

すね。民間企業だったら、人員削減ということで、２年ぐらいですぐ希望退職募って減

らす訳なんですよね、行政の場合は、２年という訳にはいかんので４年、５年とかけて

減らしていく訳なんですけども、民間で言う希望退職ですね。そういうことをやって退

職勧奨ですか、これ５０歳以上の人が多いんで、５０以上の人を対象に、範囲を広げて

退職勧奨制度をしたらどうでしょうか。 

 

馬渕人事室長：今の市の勧奨制度につきましては、勤続２５年以上若しくは５０歳で１０

年以上勤続というのが、勧奨対象になっておりますので、既に制度としてはじめており

ます。傾向としまして、これまで定年と勧奨を比べると定年２に対して勧奨１というふ

うな数字だったんですが、今年度末の退職者を見ますと、逆転しまして勧奨の方が上回

っておるっていうのが現実でございます。 

 

宮委員：ですからね、今言っているのは、おそらくこれ職員削減するのはスピードが私に

言わせれば遅過ぎる、もっと早く減らしてね、１０年計画ですか。もっと早く５年ぐら

いでやって、勿論平行してね組織改革ももっと早くしないと、例えば総合支所がね６つ
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もあるでしょ本庁入れて。こんなのおかしな話なんで、支所方式にして出来るだけ、組

織を改革して、並行して人員削減ももっとスピードを速めないと恐らくこれ、まだ１０

年先の話ではいかんやっぱりね、もっとスピードを５年ぐらいで終わるぐらいに、本庁

１本方式にねするように、もっていったらいいと思うんです。そしたら、財政面みても、

もうちょっとこう楽になるんと違うかなと。我々民間企業の考えなんですけどね、最近

で言うたらね三越が千人削減と２年ぐらいでやりますからね、２割カットにね、そうし

ないと民間企業でしたら倒産ですよ、民間企業でしたら、こんなのんびりした改革のや

り方だったら、もう尐しスピードを速めるようにしたらどうですか。いま勧奨退職のこ

といいましたけどね、三好市は今言った２５年以上とかね言ってますけどよその自治体

だったら５０歳以上、２５年勤続以上だったらね、勧奨退職やってるとこがありますか

らね。 

 

馬渕人事室長：三好市の場合は、５０歳以上で１０年勤続だったら勧奨退職ということで

す。 

 

宮委員：ああそうなんですか。それはどんどん進めて行っている。 

 

馬渕人事室長：はい。 

 

宮委員：分りました。 

 

野村会長：今のご指摘、一般論としてですね、全体の改革のスピードが民間企業の経営改

革と比べてはるかに遅いんではないかとそういうことですね。ですから改革するんであ

れば、スピードをもっと速くしたほうがいいということだろうと思います。田岡委員ど

うぞ。 

 

田岡委員：今の話の続きなんですけど。２２０名多いというのは、現時点の話ですからね。

５年先、１０年先にはもうちょっと減らさないかん訳でしょ。私試算したんですけど、

２２０人減らすとですね、大体９２億ぐらいの１０年間で、財政効果があるんですよ。

ですからこの厳しい時代にね、９２億浮くんなら早くやらないとね間に合わんと私は思

いますけどね。これは根拠は、退職金と退職手当債を発行して１０年間で返済するでし

ょ。９２億出てきますから、できるだけ早めにね結論出して、勧告して市長に決断を仰

ぐようにして頂きたいと思います。今あれですか人事室で、なんかやってんですかね。

人員削減について。この間なんかそんな話でましたけど。なんか検討会やっておられる

んですか。 
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馬渕人事室長：人員削減についてですか。 

 

田岡委員：はい 

 

馬渕人事室長：人員削減につきましては、基本的には定年と勧奨退職で、個々にはやって

おりません。 

 

田岡委員：いや、この前検討をやり始めったていう話だったんですけど。 

 

馬渕人事室長：それにつきましてはですね、いま一部話も出でますけど類団の数字自体も

今は３１９人ですが１年前はそれより１８人多かったと、数値も動いとんで実際に三好

市として類団でなく実際にほんまはどれくらいの人数がいるんぞと、それをやっぱり見

極める必要があるということで、その作業にかかっているということをご説明をしたと

いうことです。 

 

田岡委員：私もそう思うんですよ。類団のね基準から行くと確かに２２０名多いんですけ

ども三好市としてほんとに何名が適正なんかと出して頂かんとねちょっと話進んでいか

ないと思うんですよ。それは何時ごろでるんですかね。一番肝心なところですけど。 

 

馬渕人事室長：今、それにつきましては、実は定員、組織につきましては部長級で組織す

る部会を作っておりまして、その中でそれと来年の２２年４月１日の組織をどうするか

っていうことを協議しておりますので、それらの中で検討していきたいと考えておりま

す。当然職員数を考える場合には、組織も当然ですが例えば、ひとつひとつの業務をど

うするというのが、実際はそれが答が出ん限り正確なもんが出んと思いますんで、難し

い問題であります。 

 

田岡委員：私これをやるについてはね、人事評価制度も早急に導入せないかんと思うんで

すよ、やる気を起こさなきゃね、人数減らすんですから、１．５倍ぐらいの仕事しても

らわなきゃいかんですから。できるはずなんですよ。民間はそうやっとるはずですから

ね。だから市もやろうと思えばできるはずなんです。そのやる気があるのかどうか分ら

んのですよ、僕はね市が。なんか何時まで経っても出てこんからね。人事評価制度も１

年延ばす訳でしょ。２２年から導入いよったのが、なんか理由は分らんけど、延ばした

と、どういう訳かよう分らんのですけどね。だからそういうことは、さっささっさと導

入していかないかんと思うんですよね。どうなんですか。 

 

馬渕人事室長：人事評価制度につきましては、制度導入については決定しておるんですが、
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制度導入したものの、ひょっとすると制度の中身によっては、組織そのものの不協和音

を生み出すような可能性も含んでいる制度ですので、そのあたりは、慎重にやっていき

たいということで、今現在、全職員に対しまして、アンケート調査を実施しまてそれを

分析が終わったところでございます。それをもとに今年度評価制度の制度設計に取り組

んでいこうと考えているところです。 

 

田岡委員：１年延ばしてですか。 

 

馬渕人事室長：これはまあ当然どこもそうですが、例えば管理職から試行するというよう

なことも当然そういうようなことになろうと思いますので、１年延ばすということでな

くそういう目処がついた段階で、早い段階でやっぱり管理職からでも試行やりたいと考

えているところであります。 

 

田岡委員：というのは国家公務員が人事院が今年の４月から新しい評価制度導入しました

よ。国はもういま率先してやろうとしている訳ですからね、市も一緒にやらなきゃいか

んのじゃないかと思いますけどね。確かに ABCDE の５段階かな、やっぱり評価 B ばっ

かりだと昇給、昇格もできんと、中々厳しいね国は考えているようですけど、やっぱり

そういうの見習ってね、むしろ早めに導入されたらどうですか。私も２０何年間、人事

評価制度やってきましたけど、考えれば考えるほど難しいんです、これは。やればやっ

たでいいんですよ。いつかは踏み切らないかん訳ですからね。私も一番初め課長になっ

た時には、これ大変な仕事だなと思いましたよ。大体未完成な人間がね、やる訳ですか

ら。いつかは踏み切ってやらないと進んでいかない訳ですよね、そこえらひとつ考えて

くださいよ。いつでもいろんな会議には出て説明はしますけどね。 

 

野村会長：その点は我々の報告に向けてですね、より議論を深めていきたいと思うんです

けども。ちなみにいまご指摘のように、国家公務員についてもですね、今の人事評価の

制度的に見直しあるいは抜本的な改革がなされる方向であると、いうこともございます

し、それから各県単位では、私の知る限りでは、もう数年前から期末勤勉のうちの勤勉

手当には成績率という概念が今の法体系にございまして、勤務の状況に応じて、差をつ

けれるんですね、実際に差をつけているところ、県単位ではいくつかございますし、そ

れを職員のやる気とか将来の昇給の可能性とかそういうところに反映していくと、いう

ふうな連動した仕組みがいくつか導入されているところもございます。ですから、でき

るだけ先ほどのご指摘のとおり、スピード感をもって人事評価制度というものをですね、

早急に導入していったらどうかというのは我々の検討の対象としてですねあるんではな

いかと思います。他にいかがでございましょう。中村委員。 
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中村委員：私もちょっと包括的なことになるんですけども、数字を財政からですね組織か

らそれぞれお話を頂きまして、行革推進室の行政改革に対する、意気込みっていうです

か、やる気っていうのは、非常にここまでやるかという部分も感じます。すべてが、つ

めていい悪いじゃなしに、評価すべきところは評価しなきゃならんと思うんですが、た

だなんて言うんか皆さんのご意見の中にですね、もっとスピード上げよとか、もっとし

っかり取り組めとこういう部分もあることは、事実でありますけれども、この数字から

職員の数からそれから組織、これ見ますとですね、ただ住民が聞いたら寂しい将来だな

というのを実感するんでないでしょうかね。私、行政改革っていうのは、住民の実感に

あると思うんです。この数値的にまとめ上げただけのもではないと、自分が住んどると

ころの実感を味わうっていうのが行革でないかと。これ将来夢があるんか希望あるんか

職員もですね、こんなに減ってしまうんか、それから住民もこんな小そうなってしまう

んか、ああ合併は地方を切り捨てるっていうのはこのことなんじゃなとこういうような

感じを受けるんでないでしょうかね。ですから住民の意識っていうのを住民自治という

ことをここに書いてますわね、住民自治で住民意識がどうなっているのか、ほんとにこ

の組織改革の中にですね住民と立ち向かって住民の実態の中から組織がきちっとできと

んかどうか、組織だけで色々考えてみよったらですね、財政じゃ人口減じゃいよったら

当然こういう表になると思うんです。しかし住民といかに立ち向かうか、職員もですね

こんだけ減っていくんだということになるんは職員にも十分意識を高めてもろたり、説

明もしたりですね、住民や職員ていうのも大事にしていかないかんとこう思うんです。

ただ切り捨てる話ばっかりではないんかなとこういうことを感じます。それと、住民自

治ということなんで、行政でこの状態からいうたら、市をよう担いきれんと思うんです

よね、ほんなら地域に任せ、地域もですね限界集落があったりして、住民自身が地方自

治ができないと、そうするとですねそれぞれ例えば私は福祉の方なんですが、福祉事業

なんか、色々小さな事業いよったら１００事業ぐらいあります。それらの社会資源をど

のように、この中へ放りこんでいくのか、そういうことによって組織をつくる。ですか

ら住民や職員やそれから社会資源やそういう全体像の中で組織っていうのをきちっと見

ていくっていうのを、こういうことも考えていかんのでないかなと、この数字はですね、

ほんと私としては、行政の方々が思いきった数字はだしとると私は感想として感じます。

そこらをしっかりとお願いしたいなと思います。 

 

野村会長：いま人員削減をメインテーマに数字を吟味してますから、印象が違うかと思い

ますけども、行政改革の全体は必ずしも人だけを減らしていったり、財政的になるだけ

減らしていったり、それだけの話だけでは勿論ないと思いますので、背景にはそれに見

合った職員の方の意識の改革であるとかですね、前向きに行政をどうやっていくための

工夫があるんかどうかとかあるいは新しい IT 技術などをどうやって効率的に導入したら

いいかだとか、そういった様々な問題がこの連動してあるんだろうと思いますので、そ
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ういう点もこれからですね、問題点を皆さんとご議論をしていきたいと思います。おっ

しゃる通り単純に減らすだけがあれではございませんと思います。私は。 

 

中村委員：それとですね、議会なんかがどうなってるのかね、人数はこれでいいんですか、

歳費はこれでいいんですかっていう問題も当然これ出てる問題で、それもひとつ考えら

れるんで。職員もですね、再雇用やなにやしてますけど給料減らして、あれワークシェ

アリングって言うんですかね多くを分け合うと、そういうような部分もですね取り入れ

て行政に沢山職員を置いてですね、やる方法やってある訳ですね、方法論は色々あると

思いますけど。こう切ってしもうたわ失業者ばっかり出てくる、こういうことも考えな

いかん、それともう一つはですねこれ数字ばっかり見てですね、もう２０３５年には半

分になりますと、この自然減だけを考えるだけでなしに、これに抵抗せなんだらいかん

と思うんです。抵抗する組織をきちっと作って、これはどないしても２万５千でいくん

じゃという、そういう人口だけでなしにね、すべての面で、やっぱり自然減の話でなし

にそれを食い止める組織もするし、いろんなことを考える必要があって行革をすべきで

ないでしょうかね。そこにやっぱり厳しさをもたなんだらいかんと思います。 

 

宮委員：いま住民の感情とか言われましたけど、私もですね８年間池田から出て、東京圏

と大阪圏、まあ関西圏におったんですけど、ともかくこっち帰って来て、びっくりした

んは、最初転入届出したんですけどともかく仕事がのんびりしている、いま田岡さんが

言うたように１．５倍働きって言うけど２倍、３倍働いてもええとちゃうかなというぐ

らいじゃし、それから職員はともかく多いです。人口の多いね都市なんかも職員の動き

が全然違います。で人口の多いところでも転出転入届してもね、窓口で２人か３人で、

住民も多い時は、長い時は２０分ぐらい待たされるんですよね並んで、そういう状態じ

ゃけど、田舎へ帰ったら待つ時間はないわ仕事は遅いわ、これやっぱりそういうとこ変

えていかなっちゅう感じなんですよ。例えばごみの収集にしてもね資源ごみですと池田

町の時、車１台で取りに来て運転手が積み込んで去って行くけども、池田町の時は３人

も乗ってそれで猪鼻峠の上まで捨てに行くのに焼却ですか３人で運んでるんですよね、

如何にこれ人が多くて無駄なことをしているなと、私が知っている限りでは、やっぱり

職員数が多い仕事のスピードが遅いそれから当局の方に失礼なんですけどもそれからも

っと職員数減らさんといかなちゅう声の方がよく聞こえてくるんですけど、まあその点

ちょっと今の話と全然反対の方向で私はもっと、これ客観的な数字書いてますけどね、

これに向かってどんどんスピード速めていかないとやはり三好市の将来考えたらね財政

状況悪うてねもう住民も困るしね結局最悪夕張市に近い状態かああいうふうになったら

困りますからね、どんどんどんどん改革進めて行ってほしいなと思います。 

 

野村会長：今のようなご指摘はそれぞれの方の印象によって違うと思いますし、なんとも
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言えない部分もあると思います。遅いと感じるか、速いと感じるか、役所の方の仕事が

ですね、そういうふうなことが中々両面の意見が恐らくおありだろうと思います。私は

推測でしか分らないんですけど、私が本籍地の兵庫県の作用町というところなんですけ

ども、戸籍を取ったりいろいろ役場と接触しますよね、本市よりは恐らくはるかに遅い

仕事をやっているところもありますので、それ比較の問題であってですね、最終的には

この当市の住民の方がどう感じるかというところで意見を集約していくしかないんでは

ないかと思います。市民のための市役所ですので市民の方がお前らこんな遅いのなにし

とんやとあればもっと速く、いや逆にもっと市民のペースに合してほしいということで

あればそれなりの対応をしていく、何とも言えない問題ではないかと思いますので、こ

れは引き続き様々な方のご意見とかご印象を踏まえて我々としても報告をしていきたい

というふうに思います。尐し時間をかけていきたいと思います。はい、どうぞ西川委員。 

 

西川委員：組織変更のところでですね、先ほど管理職の退職者の数字があがっていたんで

すが、来年のは２１名、それずっと退職されるんですが、そうするとですね管理者の新

しい数字はどういう数字になるんでしょうかと、それから管理者にしても立派な退職者

おると思いますが、そういう方々が辞められた後ですね、そういう管理はきちっと出来

るようなことになるんでしょうかどうか、そういうことお聞きしたいんですが。 

 

馬渕人事室長：これはあくまでも、予定でございますが、来年の２２年４月１日には、今

年度９５に対しまして７５ぐらいの数字になるんかなと、そこを目処に考えております。

それと２点目の後の後任の管理職のことでございますが、ちょっとそれについては、私

自身何とも言えませんので、ちょっとすみません。 

 

事務局：管理職の数についてはですね、当分の間はですね、余程のことがない限りですね

新規の管理職は設けないということでいってますので、いま人事室長が言ったように２

１名減って取りあえずは１名増ですけど出来る限り管理職は今の現状でいくということ

で、組織再編でですね課が増えたら課長が増えますけども今の現状ではそれでいくとい

う話になっておりますので。 

 

馬渕人事室長：それはまず大丈夫ではないかなと私個人としては見通してはおります。 

 

野村会長：個別の人事政策の問題はちょっと我々としてもですね、論議をしかねますけど

ね。中村委員どうぞ。 

 

中村委員：関連するんですけど。一つですね支所なんかを廻る機会があったんですけど、

もの凄く空き室があるんですね、これがまた本庁方式にしたら支所の部屋はどんなにな
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るんでしょうかね、これは非常に頭が痛い、スペースの問題ですね。その問題をひとつ。 

 

野村会長：空きスペースの有効な利活用とかそういうようなことはどんなんでしょう。 

 

事務局：前回の第１次、第２次の委員さんの時もですね、そういう話が出ましてですね、

旧の役場ですんで、住民に非常に馴染みが深いということで、それと住民も寄り易いと

いうことで何かの施設を残してくれと、それか何か集会所なり公民館なりそういうこと

で残してほしいとご意見は、その前の委員さんもありました。 

 

合田総務部長：実はその話しでですね今回４０名余る職員が辞めるということで、そうい

うなことになりますと、どうしても総合支所の方の組織自体が、これまでもずっと減っ

てますけども、流れの中で今度産業課が一本化するとか、後いま環境水道課がところに

よっては集約しとんですが、していくところもあってそこら辺のとこもあるということ

で、支所の体制が弱くなってきているいうような形になろうかと思うんですが、そこら

辺のところでですね、総合支所自体をですね先ほど言われたように施設自体も大きなも

のがあるので、その施設を有効利用して地域のひとつ何といいましょうか、集える所と

して、住民の皆さんが気軽に使えるような施設運営をしていこうじゃないかと、今最近

になりまして、総合支所長とか部長含めまして、市民課長、総合支所に居るところで実

感されとる人らに集まってもらって協議をしていこうと、まず来年度に向けての１カ所

からでもモデル的なものをしたいなと、今はまだイメージ的に言えば、場所によったら

支所の中に金融機関が入ってたり商工会が入ってたり郵便局が入ったりとか農協とかそ

ういうのもあります、そういった中で住民がやってる団体も支所を使って支所へ行った

らなんでも出来ると、一応何でもできるかなと、その地域によってのひとつの中心的な

役割をとれるような総合支所っていうものを、考えていこっていうようなことで最近に

なりまして動きだしたとこなんですけど、まだここで発表できるほどはやれてないんで

すけど。この１０月に入りまして庁議って幹部会議があるんですけど、その後支所の人

に集まってもらってその話をやっていこうということで、その部分につきましては、危

機管理関係も含めましてですね非常に支所が手薄になるということで、危機管理の部門

での細かい手当てですねやっていきたいなと、ただ職員だけで動くだけでは大きな災害

出た時出来ないということで関連業界も含めてですね、そういうシステムをつくってい

こうというようなことを今考えておりますので、それを早急にやろうというふうに思っ

ております。 

 

野村会長：鋭意ご検討を頂いているということですので、一般論としては旧役場庁舎って

いうのは、その旧町村の住民の方にとっては、愛着のある施設でしょうし、それから地

理的にも物理的、空間的にも近いはずですから、どやって有効に利用して行くかですね。



20 

 

色々な何て言いますか、長年の社会的な積み上げが反映した施設であろうと思われます

のでよくご検討を頂いてですね、また中村委員おっしゃってる住民の心理的な問題にも

非常に影響すると思われますので、よくご検討いて進めて頂くようにお願いをいたしま

す。 

 

中村委員：ひとつだけお願いをしたいと思いますが、是非ひとつ住民の声を充分にお聞き

になってお願いをひとつしたいと。それと組織をですねどんどん作られて、かなりきっ

た組織をされておるんですけど、どうしても行政縦割りで、ここの課へ行ったらこっち

の課のことは知らんとこういうのをもう私ずっと体験的にある訳なんですが、出来るだ

けその横断的、柔軟な運営がどのように出来るのかっていうことをひとつお考えになっ

て頂くことと、それと出来るだけ厳しく早くっていう話も委員の中にありますけども、

責任というのをね、行政っていうのは割合責任者が出てこんのですね、責任を業務の柱

にして物事を考えると、そうするとはっきりとした業務分担が出来る思うんです。責任

がどこにも見えない、なんか直ぐにグループになってやって、どこで責任を取るんです

か、こういうことなんですね、誰が責任取るんですかっていう責任体制を明確にすると

本腰性根に入って事が出来るんではないかと私は思います。その点ひとつよろしくお願

い致します。 

 

野村会長：最後の点は本市に限らず公務員社会、一般に対して指摘されている大変重要な

点だと思われますので、みんなで決裁すれば怖くないというのが役所のですね、私も経

験した体質ですので、大変良くないことだと思います。この時代にそれぞれの職員が自

分なりの責任、それぞれを分担して責任ある判断をして頂くということですね。 

 

水野委員：今日は皆さん方非常に熱心に、協議なさって７時が近くなっておりますが、も

うひとつだけ、申し上げたいと思うんですが、３ページの所にですね、上から５,６行目

の所に、こうあります、単に職員数を抑制することだけでなく、長期的な市の将来を見

据えた職員の採用計画をもとに進めていきますと、ここのところとても意味があると思

いますが、なるほど人件費っていうのは、今非常に大きい問題になっておるとこれをな

んとかして抑制していこうという協議が今盛んに行われている訳ですが、ただし後ろの

方にあるように市の将来像を見据えて採用計画を進めるっていうのがここがまた非常に

大事なところと思います。と言いますのは、これを見据えていかないとそれぞれ住民の

方から見まして、ああ三好市で住んでいて良かったなあということに繋がらないような

状況が起こるんでないんか、もう市の方ではパッサパッサ切って切って切りまくってい

っきょる、誠に寂しい市になんりょるなあと、例えば私が住んどる三野町で言いますと

これ前からあります、住民の意識としてね。どうして三好市にひっついて行くんならっ

ていう意識が今もありますよ。三好市になってろくなことがなかった。例えば最近で言
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いますと、特別養護老人ホームの長生園が指定管理者制度になって民間化される、これ

はもう５０年も歴史がありますよね、これが第一歩で次は三野病院という公立の病院が

あります。ここへ来るんでないんかなあ。この７月に出た答申書に再検討云々という文

書がある、私が思うのは、なるほど現在のね財政状況からみて物事を判断するんでなく

てもっと長い今までの歴史とこれからどういう市を創るんぞという将来のビジョンてい

うのを行政の方々自負心を持ってねしっかりと練って練って練りまくって住民に三好市

になって良かったっていうような結論を出していただきたいなあと思います。 

 

野村会長：その通りでしょうね。私のような外部の人間から見てもそう思いますので、各

旧町村の方、またそれなりに長年の歴史経ておられますからまだ意識は抜けてないし、

またそれが地域性を生んでおられるんでしょうからね、それぞれご不満も色々お有りだ

と思いますので、それらを全部受け止めて新しい三好市としてトータルで工夫していか

なくてはいけないと思います。時間も迫っておりますので。宮委員どうぞ。 

 

宮委員：長生園の話ですけど、なんか民営化がいかないっていう感じだったんですけど、

逆に民営化するとね、ランニングコストが下がってその分、財政面で浮いてきてそれを

住民サービスに還元すると、そういうことで三好市の将来考えたらね、やはりできるだ

け民営化すると、民営化できるものは。それでですねひとつ、その件で学校給食センタ

ー、これ３５名これ非常に類似団体と比べたら突出してますわね、これ見たら何カ所も

あるんですよね、これはね三好市で２カ所ぐらいに統合して民間委託これ出来ませんか

すぐ出来ると思うんですけどね。 

 

事務局：あのですね、平らな地形でですね、ある程度集約できる地形でしたらね、給食セ

ンターっていう形で、市内に１カ所ないし２カ所で集約してですね出来ます。しかし三

好市の地形からいいますとですね、給食を配送する時間ていうのが、今現在多分２時間

以内に配送しなければいけないというふうになっていると思うんです。それと２時間経

つとお汁物等が冷えますよね、それもやっぱりサービスの低下になりますので、ある程

度子供たちには温かい食事をしてもらいたいということで、今の三好市の地形からいい

ますとですね、１カ所２カ所に集約してですね、給食センターをするということは、非

常に難しいので、旧町村単位で１カ所というのは、可能性はあると思いますけども、市

内で１カ所ないし２カ所で統合してそれで給食を配送するということは非常に難しい問

題であると思います。 

 

宮委員：今のあれですけどね、井川町にあるますわね、給食センター、池田にもあります

わね、車で１０分ですわね、配送するのにね、その差しかないこれで二つもいるんかと

一つでいいじゃないかと、今いうたようにね、時間がかかるとかどうのこうのはね、公
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務員だからできないのであって、民間委託したらノウハウ持ってますから１０分や３０

分ね、３０分以上でも温っかい食事届けますよって民間業者ちゃんとやってますし、実

績もあるし、設備とかノウハウね、その点はもう今、道も良くなって１０分や２０分ね

違ったってね、今の考えてっていうのはちょっとおかしいと思います、今の時代に。 

 

野村会長：そこはご議論おありだと思いますが。一般的に言ってこの分野は、民間部門の

ノウハウとかですね、サービス水準が非常に高くなっているのは事実だろうと思います。

この地域近辺でどうか私も存じませんけども。今のような問題、例えばこの表見ますと

岐阜県の下呂市が同じような悩み抱えているような２４名抱えておられるんですね、例

えばこういうところは、どう工夫しているんかと、どうしようとしているのだろうかと

か、色々情報を収集して行って頂ければですね、我々としても議論しやすいんではない

かと、現状の体制を前提にするならば、可能な限り統廃合を何処までできるのかとそう

いうふうな事をですね、より詰めて頂いて吟味していきたいと思います。 

 

田岡委員：あんまり時間ないんですけど。水野委員と中村委員のお話を聞いてますとね、

ばっさばっさ切って将来、三好市どうなるんやと、人口減るわ、職員は減るわ、将来ビ

ジョンがないってお話でしたけど、私先ほど言いましたようにね、２２０名減らしたら、

１００億近い金が出る訳ですよ、それを将来の三好市のために投資する訳ですから、投

資して人口減を減らし産業を振興すると、そのための金なんですよ、そのために我々行

財政改革やっている訳ですから、ちょっと認識をあらたにして頂かないとですな、こん

なばっさばっさ切るだけの悲観的な将来像じゃないんですよ。それをするために何をし

なきゃいんかかっていうのを我々がやっている訳ですからね、１００億の金出てきたら、

いろんなこと出来ますよ、将来１０年後１５年後を三好市どうのやと、そこに投資して

いく訳ですから、いわゆる一般企業と一緒ですよね、いわゆる選択と集中、だけど行政

は中々選択集中できませんけども、多尐は出来るはずですよ。将来の飯の種は何処にあ

るんやと、そのための金を捻出している訳ですから、尐し認識を新たにして頂かんとね、

悲観的なことばっかり言われても困る訳です。以上です。 

 

野村会長：財政論的に見たらその通りですね、経常的なものをいくら絞り込めるかによっ

てその分、ポジィティブな行政政策経費に廻せると、それから本市の場合、先般の会で

説明いただいた地方交付税の合併特例がございますので、特例期間が過ぎるまでは、基

本的に現段の水準のものの交付税が維持される、そこにプラスのギャップがありますの

で、そこら辺をどうポジィティブな政策に市全体として投入していかれるかと戦略的に

ですね、そういうことが我々の検討している問題の裏側と言いすか、向こう側にあると

それはその通りだと思います。そういうことも踏まえて我々いかにそういうプラスのた

めの、貯め銭を如何にだしていくかという議論をですね、深めていければと思います。
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はい坂本委員どうぞ。 

 

坂本委員：一言だけお話させて頂きたいんですけど。やっぱりこれは、いま田岡さんやら

宮さんがおっしゃったように、もう市民も職員もやっぱり危機感を持ってやっぱりお互

いに譲れるところは譲らないかんし、やっばり全体に行政だけに任すんでもなく、市民

だけに冷たいあれをして我慢をさすんでなく、やっぱりお互いこういう会をもっている

んですからもうみんながこれ３万もう近々人口も切ると思うんですけど、やっぱり市民

も職員も一体になって危機感を持って是非とも検討していい案ができるように私も一言

だけお願いしたいと思います。 

 

野村会長：先ほど来のご指摘で、行政の限界といいますかボーダーラインといいますか、

行政がどこまでをやるべきか、中村委員ご指摘でしたっけ、地域団体、あるいは住民の

側が何処まですべきかとそういったような点も含めてですね、市の当局と私どもと議論

しながら、果たして行政が何処までを、どれだけのコストを持ってやるべきなのかとい

う観点からもですね、市全体の住民の側からみた場合もトータルな行政というのを我々

も吟味していきたいというふうに思います。また今後そういう議論を深めていければと

そういうふうに思っております。他の方もいかがでございましょう。ご発言とかござい

ましたら遠慮なく。はい宮委員どうぞ。 

 

宮委員：老人福祉の方でですね、今話のでました、三野の長生園ですか、これあの、指定

管理者制度にもう計画して進むと思いますけど、その次、井川町に養護老人ホームの敬

寿荘ありますね、これはどんなんですか。同じように並行して進めないんですか。指定

管理者制度また民間委託とか、出来れば売却とか民間にそういうのは、計画どんなんで

しょう。 

 

事務局：行革の計画ではですね、平成２７年度までにですね、今言われた市内には、敬寿

荘と西祖谷に若宮荘がありますけれども、長生園と合わせて３施設ですね、すべて指定

管理を指定していくとそういう方向で今検討をしております。あと長生園はご存じのよ

うに指定管理を出していますけれども、あとの２施設につきましては、２７年度までに

統合なり改築して民間譲渡なども考えながら検討していくということで、今の段階では

２７年には指定管理をしていく方向で計画をしております。 

 

野村会長：時間もだいぶ来ておりますので、今の問題を中心にですね、今いろんな方向性

をおっしゃってましたけど、より詳しく私どもも、お聞きして民営化あるいは指定管理

の問題なども含めてですね、この点のもって行き方がかなり経費の面でもかなり影響し

てくると思いますので、次回のメインテーマとして取り上げてもいかがと思うんですけ
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ど。はい、西川委員どうぞ。 

 

西川委員：三好市からですね、派遣職員が出てますね、それから向こうからも来ておられ

るんでしょうが、それは今どれくらいの人数の方、将来またそういうこともずっと続行

されるかどうか、ちょっとそこをお聞きしたいと思います。 

 

野村会長：県とか他の市町村への人事交流という意味ですか。 

 

西川委員：市からへね、例えば県とかここへ書いておられるように、よそへですね派遣、

それからよそからも来てますよね。よろしくお願いします。 

 

馬渕人事室長：県から受け入れているのは、医師が１名、西祖谷の診療所、それから高松

の通産省へ１名とあと県へは今２名、市町村課それから後期高齢者広域連合へ、それと

四国営林局と今年初めてこれは派遣だけでなく向こうからも受け入れをしておりますけ

ど、交換という形で今年から１名共に交換して、市の農林振興課の方で業務について頂

いております。それと、東京の総務省の外郭団体の情報関連のところへ１名、今年から

勉強を兼ねて出向させております。 

 

野村会長：他団体への派遣とかそういのをどういうふうにしたらいいというご指摘なんで

しょうか。 

 

西川委員：今後ですね、そういうものを続行されるかどうか、ちょっとお尋ねしたいんで

すが。 

 

野村会長：それはいかがですか。 

 

馬渕人事室長：これまで、市長の方もそういうことには積極的でございますので、是非取

り組んでいけということで、基本的にはそういう派遣が決まりましたら、全職員にそう

いう条件等を提示しまして公募の形で、今までは職員を決めていたということです。 

 

宮委員：今職員の話なんでちょっと。今５０歳から６０歳の層が厚いんで、出来るだけ早

く希望退職して、有利に条件でかなり優遇して、退職勧奨っていうんですか、していた

だいて、ほんで６減１増なんで減った分ね、やはり３０までの人をね、それか３５まで

の人を雇えますからね。新規に雇うに当たってね、もうやっぱりね僕思うのに、新卒じ

ゃなくしてＵターン組の、即戦力と民間企業の経験者、今人事考課の話してましたけど

ね、民間企業は当たり前のことをやってんです。もう何十年も前から、査定の仕方もね
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ちゃんとノウハウも知ってるし、経験者、私もそうですけどね、やられてる方ですけど、

だから出来るんですよ。そういふうにやっぱり外部から、違った経験者を入れてね、や

はり出来たら２０歳代から３５までの間でね、出来るだけ中途採用の人をね、有能な人

をね、採用してほしいと思います。そうしないと新卒で入ったらね、言うたら悪いけど

ね、もうその雰囲気に染まってしまってね、これでええんかなと、こんな仕事しててい

いんかなっていう感じでずっとそれが管理職になって、結局ね部下を指導できない、状

態になりますからね、ですからそういうことで中途採用者を積極的に採用してほしいん

です。 

 

野村会長：今のご指摘も含めて、組織の体質改革のためには、外の血を入れる。あるいは

西川委員ご指摘のように、外との交流をもっと深めるとかね、そういうことが必要だろ

うと私も思いますので、そういうふうな方面から我々の検討をですねもっていきたいと

思います。確かに新規採用の方、何年か経てばそのままの体質に向かってしまうでしょ

うから、そうではなくするには、民間である年齢まで、比較的若い層で働いてこられた

方でそれなりの人材がいらっしゃってたら、例えば公募すれば今全国から殺到しますの

でね、そういうふうなことも含めてですね、いろいろ採用政策っていうんですか、検討

していったらいかがと思います。 

 

馬渕人事室長：それらも含めまして、今現在、今年も第一次試験終わったところなんです

が、年齢制限を実は２８歳ということで設けとんですけど、それを先に延ばすというこ

とも今現在検討していますので、現在２８歳という年齢制限の中では、やっぱり結果的

には、新卒よりも色々経験を持った方の受験というのもかなり多くは受験して頂いては

おります。 

 

野村会長：今のような観点からも我々も見て分析し、あるいは提言していくということで

今後進めていきたいと思います。その他にいかがでございましょう。特になければ、本

日の討議はここら辺にさして頂いて、次回は取りあえず先ほど冒頭に申し上げましたよ

うに、２０日ですね、２０日の１７時ということで、一応のご予定をお願いしたらと思

います。その先はちょっと事務局の都合もあるでしょうしね。もう尐し調整して次回ま

でにご相談できるように、その先の日程はですね。取りあえず日程的には２０日の１７

時ということでご予定をですね、お願いをしたいと１３日が残念ながら組めませんので、

その代わりということですね。それで次回のテーマですけども先ほどご議論出ました、

民営化とか指定管理含めた一種のアウトソーシングといいますか、民間部門との関連性

ですね、これによって経費節減の効果がかなり違ってきますし、それからもっと大きな

問題として行政と民間の受け持つべきボーダーの問題ですね、これかなり哲学的な問題

になりますけども、そういう論点も含めてですね、ご議論をそれをメインにしていった
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らいかがと思います。仮にそうするとして、その他に何かもっとこういうテーマ、ある

いは資料を要求すべきだという点ございましたら、今日のご議論のところ何か足りなか

ったこととかですね、おっしゃって頂ければ事務局の方にお願いすることはしたいと思

いますが。何かございますか。次回のテーマに関連して。あるいは追加的に、今日のテ

ーマでも要求しておくべき資料とか、そういうのがありましたら。 

 

宮委員：平成３３年の地方交付税の特例措置が終わったところでの、職員の目標数値を出

してもらえないでしょうか。 

 

西岡委員：この適正化計画書の中の３ページのところに２番のところ、定員適正化の基本

的な考え方っていうことで、そこに①から④まで、表現されていますよね、このあたり

すごくいろいろ考えられて並べられた表現と思うんですけど、これを棚の上のぼた餅に

しないで、是非これを必ずこれからの計画立てる時に、勘案して頂きたいと思います。

１から４まで、これをお願いしたいと思います。 

 

馬渕人事室長：先ほども宮委員から同じようなご意見があったと思うですけど、一例とし

て単に削減するだけでなく、一例を挙げますと例えば、今医師不足というのが非常に問

題になっているということで中々医師の手当ても難しいということで、市長の指示によ

りまして、それならそういう要望に近づけようじゃないかということで、初めて昨年で

すが保健師につきましては、定数を増にしまして、そういうことについても取り組んで

いる例もありますので、今のご提言真摯に受けまして検討さして頂きたいと思います。 

 

野村会長：いいことが書いてありますのでね、この通りやってもらいたいということです

ね。宮委員ご指摘の定数についての、長期的っていったらいいんでしょうか中長期的、

本市の場合ですと交付税の特例算定が切れる時点ですね、その時点に何人ぐらいになる

べきなのか、そういう一応の目処をですね、分るような資料を準備をいただけますか。

フルタイムの職員を減らす代わりに臨時職員これだけカバーするんだとかですね、これ

はおっしゃるのは中々、現時点で恐らくされてないと思うんですよね、部内でも、市長

さんとの間でもね、だから仮アイデアみたいなもんになろうかと思うんですけども、事

務当局のですね、一応我々の答申を考えて行く場合の参考資料として拝見できれば非常

に前向きの議論ができるような気もしますね。今の点いかがでしょう。中長期の人員削

減といいますか、もっていき方、臨時職員等をどうやってカバーしていくんだろかとか、

何か資料を頂戴したいと思います。田岡委員。 

 

田岡委員：１２８名の臨時職員と嘱託職員、今現在おりますね、どの職種かちょっと類型

で分けていただけますかね、職種を。単に１２８名じゃなくてどういう仕事をしている
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のか。そうせんとこれが段々増えていくね、物件費が増えていくので、何しとるこっち

ゃ分らんのでね。ひとつお願いします。 

 

野村会長：ここは財政的に言うと、人件費から物件費にシフトする問題となりますので。

人件費理論だけではだめであるということですね。それでは、今の点を宿題にして頂い

て、事務局の方でちょっと作業をお願いしたいと思います、よろしゅうございますか。

それでは、今の宿題とそれから民営化、指定管理を含めたアウトソーシングの問題をメ

インテーマに進めていきたいと思います。それでは今日は、以上でございます。どうも

ご協力ありがとうございました。 
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