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平成２１年度 第５回行財政改革推進委員会 会議録 

 

日 時 平成２１年１０月２０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 

    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音順、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、中内福祉事務所長、 

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、 

馬渕人事室長、藤山三野病院事務長、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：皆さん、こんばんは。定刻が参りましたので、始めていきたいと思います。さわ

やかな天高く馬肥ゆる秋といいましょうか、さわやかな季節となりました。１日の寒暖

の差が１０度を超えるということで、紅葉の季節も間もなく始まると思います。ただ、

そういう寒暖の差が激しいので、体調の管理には十分お気をつけいただきたいと思って

おります。また、新型インフルエンザの疑いのある患者につきましても、市内で発症し

たというふうに聞いております。そういうことで、皆様方にもまた手洗いとかうがいの

励行をお願いしたいと思います。それでは、本日もよろしくお願いします。前回は、組

織再編、定員管理につきましてご説明申し上げ、ご意見をいただきました。今回は、先

日ご通知申し上げましたように、アウトソーシング、民営化あるいは指定管理につきま

してご説明申し上げ、ご意見を賜りたいと思っております。それでは、ただいまから第

５回三好市行財政改革推進委員会を開催いたします。最初に野村会長からごあいさつを

お願いします。 

 

野村会長：皆さん、こんにちは。お忙しいところお集まりいただきましてありがとうござ

います。ようやく涼しくなってまいりまして、議論もしやすい環境になってまいりまし

たので、最終報告に向けてですね、どんどんと議論を進めていきたいと思います。ひと

つよろしく議事の進行のほうにご協力をお願い申し上げます。 

 

事務局：ありがとうございました。それでは、本日の市側の出席者をご紹介いたします。

まず、会長の隣、合田総務部長です。次、渡邉産業観光部長です。後ろに行きまして、

中内福祉事務所長です。次は、蔦企画財政部長です。次が新居教育次長です。次が高畑

環境福祉部長です。次が藤山三野病院事務長です。それと、私の隣が南総務課長です。



- 2 - 

あとは事務局でございます。よろしくお願いします。それでは、議事に入っていきます

けども、会議の進行につきましては、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。よろしくお願いします。 

 

野村会長：それでは、始めさせていただきます。毎回でございますけども、取材が入りま

したときには、カメラの撮影等を原則として許可したいと思いますので、よろしくご了

承をお願いいたします。それから、毎回お願いしておりますが、会議録の作成をしてい

ただきますので、ご発言はマイクを通じてですね、ご発言をお願いしたいと思います。

本日の会議でございますが、お二人、耕地委員と中石委員がご欠席でございますが、私

を含めまして１３名出席しておりますので、推進委員会の要綱第６条第２項によりまし

て定足数を満たしております。会議が成立しておりますことをご報告申し上げます。次

に、議事録署名委員でございますが、今回は西岡委員と西川委員にお願いをしたいと思

います。ひとつよろしくお願いいたします。それでは、議事の中身ですが、前回からの

宿題と申しますか、ご意見、ご要望がございました。臨時職員の状況でございますね。

これについて、ご説明を報告いただきたいと思います。 

 

（事務局説明） 

 

野村会長：以上の臨時職員の状況のご報告につきまして、何かご意見とかご質問とかござ

いますでしょうか。はい、どうぞ。 

 

田岡委員：臨時職員の中の一般事務補助員っていうんですけど、どんな仕事をされとんで

すか。一般事務。 

 

事務局：一応、職員にかわって病気休暇とか産前産後、育児休業ですね、そういう方にか

わって簡易な業務をしていただくんですね。 

 

田岡委員：こんなに必要なんかな。他の課の全員でカバーできないの。 

 

事務局：それは非常に難しいというか、カバーするということは難しい職種もありますん

で。 

 

田岡委員：そんなに仕事量が多いわけ。単純な僕は発想やけども、そんな多いの。そうで

すか。ようわからんけど、僕は。 

 

野村会長：はい、どうぞ。 
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宮委員：前回の会で職員の削減計画３２０人でしたね、たしか。ということは、今五百数

十名おるんやけど、約２００名近く余剰というか、余ってますわね。そういうなんに、

この一般事務ね、何でその余剰人員でカバーできないのかと、単純な発想ですけどね。

その組織改革がまだできてないというんはありますけど、それにしてもねこの二十数名

ぐらいでしたら、もう即臨時職員雇わないで、その２００名近くいる余剰人員でカバー

できると思うんですけど、その辺ちょっと我々理解できない、民間人から見たら、一般

市民から見てもね。他の部門もそうですけどね、これは仕方ないけど。 

 

事務局：１つ確認しておきたいのはですね、最終目標、今の現在では３２０人程度に職員

数を減らしたいという目標はありますけども、それ以上の職員は余剰人員ではございま

せんで、今ちゃんと余剰じゃなくて、それぞれの職務をやっておりますので、余剰とい

う言葉では表現はちょっと差し控えていただきたいと思います。 

 

野村会長：でも今、共通したご質問でですね、要するに一般事務というのはかなり一般的

な仕事でしょうか。例えば、コピーとかですね、簡易なお仕事でしょうから、一般の通

常の職員で充てれば十分足りるんではないかと、そういうご指摘ですよね。そういう努

力がどれぐらいされてるかというご指摘だろうと思いますけども、そこら辺いかがでご

ざいましょうか。このほかの職種の方でも一般事務は普通はこなせるはずですよね、普

通はね。はい、どうぞ。 

 

三原委員：データとして２１年３月とこの９月という、直近の２つのデータを提示いただ

いとんですが、これだけを見てもですね、３月と９月で合計数値で２２名か、増えてお

りますが、ここを例えば１年前とか２年前とか比較して増加傾向にあるとか、増えたり

減ったりしておるとか、そのあたりの傾向としては数字的にはどうなんでしょうか。心

配なのは、職員数はだんだん減ってるんだけども、片一方で臨時職員のほうが増加傾向

にあるというんであれば尐し問題かと思いますので、そのあたりの経年的な数字の傾向

をちょっと教えていただきたいんですが。 

 

野村会長：系列的な傾向ということですけども。いかがでしょう。 

 

事務局：臨時職員の数ですけども、１８年度が１０８名、１９年度も１０８です。２０年

度が９７名、年間通してということで、２１年３月とはちょっとまだ数字が違いますけ

ども、この時点と年間とまた違いますんで。 

 

野村会長：大体１００名前後で推移してきているということですね。はい、どうぞ。 
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坂本委員：この下から５番目の保育士とか幼稚園の教諭なんかでも、実は私もたまに児童

館のお手伝いに行くんですけど、児童館やそれから幼稚園の教諭の資格を持ってる方が

事務局に、本庁とか支所とかそういうあれに入ってますよねえ。そしたら、そういう方

をこの臨時職員にあれするんじゃなくて、そういう方をやっぱり本庁へ１回入ったら本

庁でずうっとおいでるんじゃなくて、せっかく資格を持ってる方が多いのに、そういう

臨時職員にするんじゃなくて、やっぱりもう一回資格を持っている現場へ帰っていただ

くというのはできないんですかねえ。 

 

野村会長：事務局いかがでしょう。 

 

事務局：職員の配属で、資格があればそれを優先するんですけども、今まで保育所でおら

れた方でもですね一般事務の希望というか、そういうことで配属替えというのがござい

ます。その場合、もう一般事務のほうに配属されますと、ほかの職種に臨時的に行って

もらうということは非常に難しい、制度的に難しいということです。 

 

坂本委員：今現在子供さんがそれでなくっても減っているような状態なんですよね。小学

校でも幼稚園でも合併しようっていうような時代に、臨時の方を置くんだったら、もう

そういう事務のほうへ希望はしておいでても、せっかく資格を持ってる方がおいでるん

だったら、やっぱりそこはまた話し合って幼稚園の方へって、現場の方へっていうこと

はできないんですかね。 

 

野村会長：いかがでしょう。要するに、保育士としての臨時職員の採用数見てもかなり多

い数だと、もっとほかに人材がいるはずだということですね。そこら辺の状況はどなた

かご説明していただけますか。 

 

中内福祉事務所長：尐し説明させていただきたいと思います。保育士に関するご説明なん

ですけどね、資格を持っている者で私どもの子育て支援課に１名おります。これは、県

のほうから権限移譲の件で、民間も含めての保育所の指導監査を実施せよという形でで

すね、昨年度から１名は資格を持っている保育士を指導監査のためにですね保育所業務

の事務に充てております。また、この保育士のですね増減につきましては、三好市とし

ては子供さんをですね希望する方についてはお預かりしたいという形で、保育士の数に

ついてはですね臨時職員の、その年の入所されるお子さんのいわゆる数によってですね

増減するという形になっております。例えば、ゼロ歳やったら３人に１名の保育士を充

てないかんのですけどね、そういう形で毎年の申込者によってですね増減があるという

ことはご理解願いたいと思います。 
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野村会長：よろしいですか。それでは、宮委員どうぞ。 

 

宮委員：職員数の、前回ね、定員適正化計画で出ておるこの、私３２０って言いましたが

３１９って書いてますわね。これ平成２０年の類似団体との比較で３２０名と出てます

けども、結局問題なのは交付税が減らされて、もとの状態っていうかな、合併特例の交

付税ですね、それがなくなるのが平成３３年ですか。 

 

野村会長：１０年後ですね。 

 

宮委員：約１１年後ですね。急にがたっと減るわけですから……。 

 

野村会長：段階的に。 

 

宮委員：段階的だけども、５年間でね。そのときの三好市の人口というのは、推計で大体

２万４，０００ぐらいですね。となると、類似団体と比較したら恐らく２４０名ぐらい

だと思うんですよ、前後だと。もっと減ってるかもわかりません。１０年先ですから。 

 

野村会長：現在の指標で考えるとですね。 

 

宮委員：ですから、目標としては１０年後にはね２４０名ぐらいの職員数というかね、適

正にしなければならないのに、こんな状況で五百数十名もおるのを１０年後にねえ、２

４０名まで持っていけるんかどうかというね感じがするんですけどね。もっとどんどん

どんどんスピードを速めてやっていかないと、これ間に合いませんよ、適正化。本題は

結局１０年後ですからね。今は交付税がねあと６年間安定してますけどね、これあとの

残りの５年で急激に落ちてきて、１１年後はもうまた定員がかなりオーバーしてるとい

う状況になって、人件費が多くてひょっとして財政、恐らくもう危険な状態になってる

姿が見えるんですけど、もうちょっとこれ、こんな甘いやり方ではと思うんですけど

も、どうなんでしょう。 

 

野村会長：今のご指摘は本体の定数、定員についてのお話じゃった、臨時職員のこの問題

ではなくて。臨時職員のご説明に関してはいかがでございましょう。今の問題は非常に

重要ですので、最終報告に向けてよく検討をですねしていきたいと思います。今の臨時

職員のご説明に限っての論点としてはいかがでございましょう。 

 

田岡委員：いわゆる将来的にね財政がやっぱり逼迫してくるわけですから、今言ったよう

に３２０人でも多いというようなんが、今宮委員の説明ありましたけどね。そういうこ
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とを踏まえても、この臨時職員ね、安易に僕は雇ってんじゃないんかなという気がする

んですよ。もうちょっと厳しくねやるんだという気構えでやらないと、みんな助け合っ

て課内でやればいいわけですから、できるはずですよ。だったら１００名前後に抑える

ようにね答申してください、市長に。こんなん多過ぎますよ、これ。安易にこれ雇って

んじゃないかと思うよ、僕らは。１００名でもできるでしょ。やってきたんだから。人

口も減っとんでしょ。そこらをもっと認識を新たにしてもらわないとね、何のために

我々やっとんかわからんわね、ほんま。 

 

田岡委員：ぜひぜひそういうふうに改めてもらわないと。安易にね増やしゃいいってもん

と違いますよね。お願いします。 

 

野村会長：その他についてご質問とかご指摘、臨時職員の問題に関していかがでございま

しょう。はい、どうぞ。 

 

宮委員：臨時職員に関しましても、今人口約３万２，０００ぐらいですか、結局１０年、

１１年後は臨時職員もこの同じ数字、１００名前後ではいけませんわね。やはり人口が

２万４，０００ぐらいになると思いますんで、その時点だったら３分の２ですか、大体

７０名ぐらいを目標に臨時職員も減らしていかんと思いますけどね、その辺計画はあり

ますか。どんなでしょう。 

 

野村会長：いかがでしょう、臨時職員の将来像ですね。どなたか。 

 

馬渕人事室長：人事室の馬渕でございます。臨時職員の削減のことでございますが、計画

としましては、集中改革プランの中に削減の数値を掲げております。ただ、実際のとこ

ろ今現在、業務の見直しといいましょうか、例えば清掃業務をとりましてもそういう退

職不補充ということで、委託に出さない限り収集作業はどうしても要ると、それにつき

ましては、職員が退職したときは臨時職員で補うと、そういうふうな方向を取っとりま

すし、先ほど保育士の数が多いということもあったんですが、そういう保育規模、一応

児童何人に対し何人という配置基準も決まっておりますので、それらに基づいて配置し

なければならないという現状もあります。ただ、一般事務職につきましては、もう原則

は置かんということで当初からしておりまして、今ここに書かれておるのは主にそうい

う長期の病休者とか、そのような対応で進めております。ただ、実際のところ、指定管

理とか、業務委託とかそれを進めん限り、なかなか臨時職員の件というのも困難な状況

に現在のところはあります。 

野村会長：今のご指摘は、正規職員について圧縮をしていくべきなのとともに、臨時職員

についても比例的かどうかは別にして、かなり圧縮しなきゃいけないんじゃないかとい
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うご指摘だろうと思いますが、ケースによってはですね、これは私の個人的意見として

聞いていただきたいんですけども、本命はやっぱり、本丸といいますか正職員の数を圧

縮していくのが本丸であって、それによってこの業務が手薄になりそうなところは、む

しろ積極的に臨時職員でカバーしていく、そういう考え方は１つあってもいいんじゃな

いかと思うんですね。どうしてかというと、人件費負担の問題と将来の拘束性、退職金

手当とかそういうことをトータルで考えると、臨時職員にある程度たくさんの仕事を振

り向けるというのは、トータルの人件費負担の負担圧力はかなり下がるんですね、将来

の拘束性などを考えるとですね。ですから、やっぱりここは先生方おっしゃってるよう

に、本体の職員をどうやって圧縮していくか、そういうところに我々も一番の精力を傾

注してですね、言ってみれば臨時職員の数が１０名プラス・マイナスしようが、全体の

財政的な将来拘束性というのはそんなに損なわれないんではないかというふうに、これ

一般論ですけども、私は思いますので。職場の現状でいろんな複雑な事情がおありでし

ょうからですね、一概に論じることはできないんですけども、考え方によってはもっと

戦略的に正規職員をもっと減らしていって、そのかわり必要なとこへは臨時職員で臨時

的にカバーを積極的にしていくんだというふうに、割り切っていく方法もあるかと思う

んですね。そういうことも含めてちょっと今後ですね、最終報告に向けて議論をしてい

ければなあというふうに思っております。今の点は、私の単なる意見ですので。いかが

でございましょう、臨時職員の問題について特にその他ございましたら。よろしゅうご

ざいますか。 

 

委員：（なし） 

 

野村会長：じゃあ、本体の論点に移らせていただきます。きょうアウトソーシングを中心

に議論しようということで、資料をご用意いただいております。お手元の資料に基づき

まして、ご説明を事務局のほうにお願いをいたします。 

 

（事務局説明） 

 

（藤山三野病院事務長説明） 

 

野村会長：どうもありがとうございました。ご説明は以上でよろしいですか。それでは、

ただいまご説明ちょっと膨大になりましたけども、最初のアウトソーシングの基本的な

考え方、それから指定管理者制度を含めたいわゆる広い意味でのアウトソーシングの実

態、それから最後に今公立病院についてのプランをご説明いただきましたけども、これ

らについてご質問など、まずアトランダムに伺います。水野委員、どうぞ。 
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水野委員：今三野病院の事務長さんから説明を聞きましたんで、十分にわかったとこでご

ざいますが、事前に私が質問をいたしましたもとは、この会に出てくる一番最初のとき

に、第２次ですかね答申書をいただいて、そこを読んでおると、民営化の話が出てい

て、公立三野病院について将来民営化について検討いただきたいとかという文章があっ

たような気がいたします。申し上げますと、あの答申書の４ページに出ております。公

設公営である必要性があるか再度検討いただきたい、これを読んでおりまして、最近、

昔、今事務長さんが説明されたように、三野病院にくっついておりました特別養護老人

ホーム、あれ廊下でつながっとったわけです。事務長さんが言われたように、病状が悪

くなったらすぐにベッドのまま病院へ入院して、元気になったらまたそのまま特別養護

老人ホームへ帰ってくると、養護老人ホームと公立の三野病院が連携した、私ども旧三

野町民からすると、いわゆる福祉厚生のセンター、象徴、シンボルであるという、こう

いう考え方が町民の中に広く行き渡っておったんです。それのもとはですね、私が中学

生時代ですから、昭和二十何年、恐らく１９４５から５０の間です。医者が全くいない

三野町であったと。それで、その当時の行政の責任者が九州大学まで先生を雇いに何回

となく行って、それも半田病院が先輩格でしたから、半田病院から教えてもらって、九

州大学へお願いに何回も足を運んだということをご本人に、私が青年時代ですから、そ

の行政の責任者はもう４０、５０の方から直接私話を聞いたことがある。手土産にお米

をボストンバッグへ入れて持っていったんですよという話を、私は大人同士が話し合っ

ておるのを横で聞いたことがある。そんなふうにして苦労なさって、あの当時の行政の

責任者が苦労なさってつくり上げた病院と特別養護老人ホーム、これは三好郡で特養は

一番先にできました。三好郡内のお年寄りがたくさんおられて、三野町の方ばかりでは

ございませんでした。それが、私どものこのまちの茶飲み話に、特養が今度指定管理者

になると、次は町立病院が危ないぞと、次に出てくる言葉が市になってろくなことがな

いのうというのが、畑で休み時間にお茶を飲みながら、これどこでもあります。三野町

内でこんな話が至るところで今なされておる。これは、やっぱりいかんなあと、私も公

立三野病院へ１カ月に１回必ず院長先生に診てもらいに行っておるんですが、職員の

方々っていうのは本当に一生懸命仕事をされております。最近は、この改革プランにあ

るように、この近くのいろんな老人ホーム、介護者がついてその老人ホームの自動車で

来られておる風景、最近よく見かけます。この改革プランの中にそういう文言も入って

おります。これを実際になさっておいでるんだなあと。アウトソーシングにしても、窓

口は全部そういう方がお二人常におられるし、それから給食も全部直営でありません。

もう積極的にこのアウトソーシングは相当入っております。さて、素人の私からいっ

て、改革プランといったらさほど、専門家でございませんが、素人的に申し上げて、良

いお医者さんがおるところには患者がひとりでに集まる、これはもう大きな鉄則です。

事実、３０年ぐらい前でしたか、産婦人科の立派な先生がおられて、これもう郡内、美

馬郡からたくさん来られておった、これを県の三好病院に引き抜かれたんです。町立は
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無理やり県立に引き抜かれた。今度は国の研修医制度を変えたがために、医者が集まら

んようになった。ここにあるわけで。 

 

野村会長：済みません。病院運営の細かいことをですねこの場で議論するのとは尐し違う

と思いますので、病院の経営形態を市としてどういうふうにすべきかとかですね、アウ

トソーシングをどの程度すべきかとか、そういう問題がまさにこの委員会の仕事かと思

いますけども、病院プロパーのいろんな運営の仕方の問題についてはですね、お時間も

ございませんし、また別の場面で、この委員会以外でですね議論すべきことではないか

と私思うんですけども。ひとつ簡潔に願いましたらありがたいと思います。 

 

水野委員：わかりました。三野町民にそういう気持ちがあるっていうことを十分ご理解を

いただきたいと思います。以上です。 

 

野村会長：はい、宮委員。 

 

宮委員：済みません、水野さん。なんか話聞いてると民間になったらいかんとか、アウト

ソーシングがちょっといかん、なんかいかん、公立じゃないといかんような話なんです

けど、そうなんでしょうか。三野病院の。 

 

野村会長：今のご趣旨はそういうニュアンスだったかと私も思いましたけど、ただご報告

は現在の経営形態、公営企業として経営していくというスタンスのご報告ですよね。そ

れで、公営企業法一部適用が現状なんです、これは法律上当然適用なんですけども。全

部適用に持っていくという検討事項が、２１年度の取り組み内容の先ほどのペーパーの

中にも入ってます。ただ、２５年度目標というこのペーパーでですね、全部適用。全部

適用をいつすべきかというのはまさにこの委員会で方針をですね煮詰めるべき事柄かな

と思います。だから、ご報告のスタンスは民営化ではなくてですね、公営企業として、

地方公共団体の、このまま運営していくと。確かに、経理資料を見ますと、市の一般財

源への負担をそう大きく強いるもんではないという、そういう前提があればですね、公

営企業のままでやっていくのが一番公共的な事業には対応しやすいと、経営形態として

はそういうことじゃないかと思われますので、ご報告の趣旨はそういうところだったん

じゃないかと私は受け取りましたけども。済いません、宮委員、どうぞ。 

 

宮委員：公立病院の改革プラン１ページ目ですね、先ほど事務長さんですか、説明あっ

た、この中で公立病院として今後果たすべき役割、概要と書いてますけど、これちょっ

と私医師会のメンバーに聞いたんですけどね、その中の西部医療圏での２次救急医療を

担うとありますけど、これはもうできませんわね、内科医３人では。やっぱり脳外科と
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か、心筋梗塞を起こしとるとかね。２次医療というのは近くの半田病院と旧三加茂町の

Ｔ病院ですか、あそこがねその能力があると。３次医療でしたらもう県立の三好病院、

その辺に位置づけされるんじゃないかというんで、これはちょっとおかしいなというこ

となんで。それとあと、小児科の診療再開を目指す。これ近くに隣の東みよし町です

か、Ｋ医院さんがありますよね、専門の。それから、半田病院もありますし、それと医

師が、これ小児科というのはもう数が尐なくて難しいというんで、これはちょっと。そ

れから、尐子・高齢化で子供数も減ってるし、三好病院でさえ１人しかいませんわね、

小児科医が。そういう現状なんで、ちょっと難しいんじゃないかということなんです。

中にね、これすばらしいとこに目つけたなというんが、リハビリですか、リハビリを中

心とした病院を目指すということなんですけど、これ現状は三好病院でもねお隣の県

の、名前言うとＨ病院とかあっちのほうへもう回してますわね、リハビリ患者。地元に

近くないですわね、県西部に。だから、その辺に特化して、リハビリを中心とした方向

性ね、もう内科とか小児科とか、もうそのありふれた、スーパーマーケットみたいな食

品でありふれたもんを売って競合するんじゃなくて、もう近くにＭＴ病院、大きいのが

ありますわね。あっちのほうが患者さん多いんですけどね、それからＭ病院も近くにあ

るし、Ｋ病院もあるし、ちょっとしたら半田病院もすぐ車で行けるし、そういう現状で

すからね。そうしないともう患者、お客さんが分散されて、これ将来財政的にね恐らく

三好市のお荷物になりかねないんで、この現状ですと。そういうことで、ちょっと。 

 

野村会長：総合デパート的じゃなくて、ある程度収入が確保できるような、特化していっ

たほうが経営戦略上はいいんじゃないかと、そういうことですね。 

 

宮委員：そういうことなんですけど、それとあと一つお聞きしたいんですがねえ。その次

の２ページ目に、上に１日平均患者数、入院と書いてますけど、これ平均在院日数とい

うのはどれくらいなんでしょうか。わかります。 

 

藤山三野病院事務長：３０日超えとります。 

 

宮委員：かなり長いですね。よそと比較して、半田病院なんかと比較して長いんですけ

ど、それでねえ、入院患者が５０台ですね、５０人そこそこ、病床が６５ぐらいです

か、ベッド数。７５ですね。一般が６５でね。結核はないと思いますけどね、一般６５

としても、これ数字かなり悪いですね。５０台で推移しとん。利用率が低いですね。 

 

野村会長：利用率が７割強ですね。 

 

藤山三野病院事務長：一応、このプランの中では、７割をとりあえず超えればとにかくオ
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ーケーですけれども、８０以上を目指しなさいというところはございます。 

 

宮委員：もう公立病院だとね、大体９０以上を超えないと経営的にもう危ないと、なって

いかないというデータもありますんで、その辺をちょっと考えていただきたい。それ

と、その下に救急搬送件数、これはやっぱりねこの数字が示してる、これはもう１カ月

に２件ですか、２件もないね。これ年間ですか。１カ月に１件か２件ですね、救急車の

搬送件数。これはもう２次病院としての機能を果たしてないという証拠なんです。その

辺考えていただいて、コンパクトな病院で、三野病院のいいとこはね、やはりコンパク

トで規模を大きくしてないと、市の負担も恐らく赤字出しても尐ないと思います。それ

でやっていけるんだと思いますんで、あとはちょっと努力していただいて、赤字を黒字

化するようにしていただいて、とりあえずは公営企業法全部適用というふうにしていた

だいて、もうだれか責任者しっかりした人を置いて、もう今そうですわね。県立三好病

院がそうやし、半田病院もそうですね。全部適用なってますわね。そういうことで、早

急にやっていただいて、これすぐできますからね、全部適用は。早急にやっていただい

て、できるだけ採算面でもよくしていただいてと思います。 

 

野村会長：今のご指摘はコンパクトな経営に徹して、早く公営企業法全部適用に持ってい

くべしと、経営管理者、公営企業管理者を置くということになりますけど、経営責任を

明確化まずしていくということですね。いかがでしょう。水野委員、はい。 

 

水野委員：しつこい感じになるかもしれませんが、生まれてこの方公立病院の三野病院に

お世話になってきた気持ちから申し上げて、今の発言された宮さんが、内科はほかにも

あるんじゃからとかという、財政的にもこうじゃからとかいう気持ちからの結論を持っ

ていく行き方には、なかなか私どもはなじむことができません。改革して努力してって

いうことには大いに理解をしておりますが、積極的に例えばリハビリをしっかりやれ

と、これもわかります。内科はほかにもあるんじゃからもうええじゃないかという感じ

にはなりかねておりますので。 

 

野村会長：よろしいですか。そういうふうにおっしゃってるんではなくてですね、この委

員会は経営的な、財政経営的な観点から見ていくということですので、経営戦略的に比

較的にペイするといいますか、収入の上がりやすとこにある程度特化した上で、早く公

営企業法全部適用して、これ経営責任を明確化することになりますので、財務規定等の

みならずですね管理規定も適用すると、全国の多くの公立病院が今そういうふうになっ

ておりますので、早くその水準に持っていくべきだと、そういうふうなご意見なんです

ね。ですから、病院の詳しい中身をここで議論しても延々と続きますので、またいろん

なご意見をお持ちの方はほかにも病院に関してはいらっしゃると思いますので、ここで
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は市の施設の一つとしての経営という問題、側面からのみですね議論しようという、そ

の範囲でのご意見なんですね。ですから、それのことは特におっしゃってない。 

 

水野委員：黒字化は、ほら大いに努力目標としてそれはやらなくちゃあいけないと私も思

いますが、尐々赤字が出てもやはり市民全体の気持ちからしたら、病院は私はそれでい

いというふうに思っております。 

 

野村会長：それはご意見として承っておくことにしましょう。ほかの方いかがでございま

しょう。田岡委員。 

 

田岡委員：いろいろ議論あると思うんですけども、県立病院はもう黒字化になっとんでし

ょうね。半田病院は５，０００万ぐらいかな、年間。もう何年前から黒字なんですよ。

だから、黒字を目指すのは当然なんですよ。赤字でもいいというのはちょっとまたおか

しな議論になるんでね、皆黒字になってきたわけですよ。だから、そういう努力はやっ

ぱりすべきだと思うんですよ。赤字でいいなんて初めから言うたら、これ何もならんで

すよ。だから、黒字を目指すということをしてもらわないといかんわけですね。ちょっ

とお聞きしたいんですけども、小児科をやるなんていう、もうとてつもないことを考え

ておられるんで、医者の導入、給料どれぐらい払う予定なんですか、これ。確保が難し

い言うてますけどね。 

 

藤山三野病院事務長：一応、この計画では年間１，５００万円程度を見込んでいます。 

 

田岡委員：１，５００万では来んやろうなあ。無理だわ、そりゃ。もうあきらめて、こ

れ。 

 

野村会長：あくまでも今後の役割の目標として書いてるだけで。 

 

藤山三野病院事務長：宮委員も先ほどおっしゃったんですけども、これあくまでも２月に

できたままで、まだ中身見ておりませんので、そのあたりもおっしゃったとおりで、宮

委員、ほんまさすが我々がこれから行くって思ったことをそのままおっしゃっていただ

いたんで、言われたような方向性に今行っておりますので。 

 

田岡委員：それとね、２ページかなあ、収支計画。収支計画で、料金収入が２０年度から

２１年度にかけて急に上がっとんやけどね、これ医者がふえて上がったわけじゃないわ

ねえ。なんでこんなに上がるんかなあと思うて。 
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野村会長：どこですか。 

 

田岡委員：収支計画。別表のね。 

 

野村会長：企業収益。２０から２１年度のとこですか。 

 

田岡委員：ねえ、こんだけ急に上がるのはなんか要因があるんかなあと思ってね。 

 

藤山三野病院事務長：先ほども説明しましたとおり、実はリハビリテーションに積極的に

取り組んでおります。そのあたりの実績が、今現時点でも出てきておるっていうことは

先ほど説明したんですけれども、そのあたりを見込んでのことです。 

 

田岡委員：そうするとね、その下に職員給与費というのが、これも随分上がっとんですよ

ね。というのは、リハビリテーション科の職員を増やしたということですか。 

 

藤山三野病院事務長：そうですね。それと、先ほどのお医者さんの増とかも見込んだりと

か。 

 

田岡委員：お医者さん増はできない言うたでしょうが。 

 

野村会長：増を見込んでるわけですね、これ数字はね。 

 

藤山三野病院事務長：あくまでも計画をした以上は、見込みを入れとくべきなので。 

 

田岡委員：何科の医者を増員するんですか、お医者さんの増加。 

 

藤山三野病院事務長：小児科医の先生を見込んだという、平成２２年度は小児科医の先生

を見込んだということで、それによって料金収入がどう上がるとかね、それと先ほど言

ったリハビリテーションがますます軌道に乗っていくとかね、そういったところを見込

んでということです。 

 

野村会長：バラ色の将来像をひとつ盛り込んで。 

 

田岡委員：バラ色はわかりますけど、現実的には難しいよね。 

 

藤山三野病院事務長：おっしゃるとおりで、そのあたりはまた２１年度も半分終わりまし
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たので、そのあたりの２１年度の決算見込みを見ながら、当然これは見直しをしなけれ

ばなりませんので、そのあたりの作業も今後待っておるところでございます。 

 

田岡委員：黒字化を目指すということで、２１年度からこれ赤字じゃない決算報告の予定

になってますよね、これ。そうですね、これ。これは中を見ますとですね、市の補助金

をいただいて、２，０００万か３，０００万ね、それをいただいた上での黒字化です

か、これ。 

 

藤山三野病院事務長：そうですね、当然入っております。 

 

田岡委員：ということは、もう独立採算でやったわけじゃないと、市の補助を受けてると

いうわけですね。 

 

藤山三野病院事務長：公立病院には法律で定まった繰り出し基準がございます。 

 

田岡委員：それを入れてですか。 

 

藤山三野病院事務長：そうです。ですから、それ以外に余分にもらったということじゃな

くて、法律に定まったままの金額は入っております。 

 

田岡委員：じゃあ、もっと黒字を出さにゃいかんということやね、本来言えば。 

 

野村会長：繰り出し基準に書いてある仕事はですね、本来なら一般会計でやるべき仕事だ

という考え方なんですね。ですから、その分は当然に一般会計から繰り出していいわけ

ですので、公立病院だからこそ繰り出しという関係になりますけど、普通なら、民間の

病院がやるんだったら補助金を出さなきゃいけない、そういうタイプの仕事なんです

ね。義務的な予防接種のとか、そういうたぐいのものですので、赤字、黒字という関係

では、基準内繰り出し込みで見ていただくのがいいと思いますね。我々、この委員会と

しては、基本的に病院が一般会計からの赤字をずっとこう支えていかなきゃいけない、

そういう状態でなければですね、独立してやっていただくんであれば、それは一般の市

の財政という観点から見ると別にいいわけですよね。そういう前提で議論をしていただ

いたら。 

 

田岡委員：いやいや、それはそれを目指してもらわなきゃいかんわけですからね。確か

に、さっき宮委員が言ってたリハビリテーション科にね特化するっていうのは、ほらす

ばらしいことだと思いますよ。確かに、足らないんですよね。だから、小児科目指すよ
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りはリハビリテーションのほうがずっと効率がいいと思いますよ。 

 

野村会長：その辺は、近隣の他の病院との連携関係とか、いろいろ固有の問題があると思

いますので、実際に利用される方は必ずしも狭い意味での市民のみではないでしょうか

らね。ほかの公立病院とか、民間病院との連携関係の中で存立してるわけですからね、

一定の戦略がそこに、経営的な戦略があっていいかもしれませんね。 

 

田岡委員：確かに、調べてみましたら、三野のＴ病院は小児科もあるし、産婦人科がない

だけかな、ほかは全部あるもんね。それから、半田病院はもうほとんどあるとこでし

ょ。だから、余り競合するいわゆる医療圏内でね、余りそんな無駄なことをする必要は

ないと思うんですよね。だから、むしろ特化して、リハビリテーションやるとか、そう

いうほうに目指すべきだと思うんですよ。そのほうが、いろんな医者に聞いてもそう言

いますよ。ドクターのいろいろ意見を聞いてねやってもらったらどうですかね。そのほ

うが将来黒字になる可能性が高いと思いますよ。 

 

野村会長：そのほかにいかがでございましょうか。 

 

西川委員：２ページ目なんですけど、一番下に病床数現在は７５床と書いてますが、これ

が適正化の予定では６０に減ってますが、先ほどの今後果たすべき役割はかなりこうい

ろんなことを書いてますが、なぜそのいわゆる適正化が７５から６０になるんかなあ

と、予定のことをお聞きしたいのと、それから病床の利用率の状況がその上にあります

が、これ一般と書いてますが、ちょっとこれお尋ねですけど、ここで１８年度では７

３．５ですね、それから１９年８１．６、そしてそれがですね別紙のほうではですね、

病床の利用率がですね１８年度実質では６３．７、それから１９年では７１．９と、こ

うなってますが、その辺のことをちょっとお尋ねしたいと思います。 

 

藤山三野病院事務長：適正化の件なんですけれども、先ほどちょっと触れましたけれど

も、今現在診療棟のほうが新しく改築されて、今診療を行っております。入院棟のほう

が、先ほども言いました昭和５３年にできたものがそのまま残っております。２期工事

をやりたいという話をしましたけれども、この２期工事完成後の病床数、これは県との

協議がありまして、そういった暁には６０床にしなさいっていうのが、県との話の間で

ございます。それが、もう旧三野町時代から書類として残っております。ですから、そ

れと１病棟６０床という基準がございますので、それによって現在の７５床が６０に減

るということでございます。あと、入院の率なんですけれども、これは１８年度７３．

５、１９年度８１．６、これは計算どおりで出てくる数字でございます。別紙とおっし

ゃったのは１ページのほうですかね。 
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西川委員：収支計画ですね。その一番下の分ですね。 

 

野村会長：結核を含んだ数字ということですね。結核病床の１０の分がありますよね。そ

の違いですね。 

 

藤山三野病院事務長：この別紙のほうは結核が入ってるので、その分で減ってるんです。 

 

野村会長：分母が１０違うってことですね。７５を分母にするか６５分母にするか。 

 

藤山三野病院事務長：別紙でないほうは、一般のほうだけですので、結核除いてますの

で、計算上そういう数字の違いが出ております。 

 

西川委員：わかりました。それからですね、別紙の支出の分の中ですね、１番の医療費用

の（５）のその他ですね、かなり基金が膨らんでますが、多分これ２３年度において入

院棟の改築とか２期工事ですね、それのいわゆる経費が入っとるんかなあと思うんです

けど、ここの内容的なものはどんなもんでしょう。 

 

藤山三野病院事務長：多分２３年度の７０という数字をおっしゃっているんだろうと思う

んですけど、これは除却の分です。入院棟を取り壊しますので、それの資産が残ってお

りますので、帳簿上それを消すということで、それがここに出てくるわけです。 

 

野村会長：ちょっと技術的な問題ですな、それは。 

 

藤山三野病院事務長：会計上の数字が出てくるということです。 

 

西川委員：わかりました。 

 

野村会長：はい、藤井委員、どうぞ。 

 

藤井委員：藤井ですが、先ほどから議論を聞いていると、きょうは議題がアウトソーシン

グとそれから指定管理者の話だったんですけども、病院の改革の話、それも内容に非常

に踏み込んだ内容ばっかり進んでいるようなんで、尐し議長も修正をしてほしいという

ふうに、まずは思います。それで、私のほうはアウトソーシングについて基本的な部分

だけ、これは最後の答申にも触れる問題ですので、ご意見を申し上げたいと思うんです

けども、いろんなコスト論ばっかりのことを言うんですけども、私も水野委員さんとよ

く気持ちわかるんですけども、この外部委託、アウトソーシングをする際に、一番何が



- 17 - 

大事かっていうと、その策定指針なんかは、これは事務方が書いた文書だろうというふ

うに思うんです。住民の意識っていうのは全然この中へは盛り込まれてないということ

で、本当に住民合意がない限り、アウトソーシングにしても、例えば個別に入ると、そ

の長生園の指定管理についてだって住民合意も何もなしに、唐突に行政が方向性を出し

てやっていたということに、今三野町なんかでも問題あるしということが起こっている

んじゃなかろうかというふうに思うんです。だから、コスト論ばっかりじゃなしに、や

はりこのアウトソーシングをする際には、きちんとした住民の意識を尊重した上で進行

していただきたいということを申し上げて、私はもうそれだけ意見として申しますん

で、最終的なこの大綱がつくられるか、答申の際にはそのことを十分に配慮して、よろ

しくお願いしたいということを申し上げて、意見としたいと思います。 

 

野村会長：アウトソーシングに際しては、その地元の住民の意見、意向を十分忖度すべき

だと、そういうことですね。ご意見として承っておきます。今、ご指摘もございました

病院の点について、非常に細かい議論も含めて出ておりますが、時間の都合もございま

すので、病院についてはまた必要ならですね、必要ならまた個別の場があり得るかもし

れませんが、この委員会、きょうの委員会としては病院以外の一般のアウトソーシング

の問題についてですね、ご議論をちょうだいできれば幸いでございます。ご協力お願い

できれば幸いでございます。はい、中村委員。 

 

中村委員：先ほどの病院の件でちょっと１つだけ思うんですが、７５床から６０床に適正

化するっていうこの感覚ですね、病院の適正化っていうのは３００床ぐらいが適正化と

いうお話を私は聞いてます。かなり６０床でやると苦戦するのと違いますか。 

 

野村会長：そこは県が病床数のある程度のこのめどを出してるわけでしょ。 

 

中村委員：かなりな特色を出すとか個性を出さないと厳しい前途があるんじゃないかとい

うことをちょっと１つ。 

 

野村会長：３００床と相当大きい病院ですね。 

 

中村委員：それはそれでなんですけども、一応本当の収支をあらわそうとしてればです

ね、こういう小さいところではとても収支が出るようなことではないと。全体の合理化

の問題とかですね、それから効率化の問題とか、そういうことになれば、福祉施設でも

小さいところは採算合いませんからね。ですから、これをどう採算を合わすかっていう

のは、私は非常に関心が高いところでございます。それが１つ。 
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野村会長：病院の経営っていうのは、病床を大きくすれば採算がとりやすいっていうもん

ではないとは思いますね。 

 

中村委員：ではないんですけどね、ほんならどれだけが適正化という、総合病院でそうい

ういろんな意見もありますけども、私も深いことは存じませんけどね、そういうことも

言われております。 

 

野村会長：一般的に考えれば、病床の稼働率がいいほうが経営はよくなるということです

ね、一般的には。 

 

中村委員：そんなことも外野でお聞きしておりますので、参考にしてください。指定管理

者制度の問題なんですが、指定管理者制度っていう、今日いただいた２枚目の上のほう

のＱアンドＡですね、ＱアンドＡを見ていただいて、先ごろ心配されとるようで、サー

ビスの低下っていうところなんですけれども、この指定管理者制度もですね、最近に生

まれてまだまだ内容は成熟しとらんと思うんです。恐らく、行政も本当に十分理解でき

て管理者制度なのかと、またこれを受けた事業所もですね、この管理者制度は本当にこ

れでいいのかというように危惧するところが内容としてあります。それで、サービス低

下のとこなんですけれども、業務の範囲及び管理の基準をあらかじめ条例で定めるとい

う、この文章が非常に気にかかるんです。果たしてどこがその業務の範囲のレベルなん

か。それから、管理の基準というのはどこにあるんかね。指定管理者制度っていうの

は、どこまでこう周囲を抑え込んだ感じを市がするのかどうか、それができるのかどう

かね。 

 

野村会長：よろしいですか。この点は、制度的に地方自治法の改正でですね、本来公の施

設が公共的な団体といいますか、しか管理人ができなかったんですけども、民間事業者

を含めて範囲を広げようというときに、一定のことを条例に書いときなさいという仕組

みになってるんですね。そのことをこの②で説明をしてると。 

 

中村委員：それはよくわかるんですが、実態はですねその管理者制度の中身が、業者が受

けて果たして運営として適正なのかどうか、ここらがまだ十分に成熟しとるようには私

は思いません。 

 

野村会長：まだ始まったばっかりの制度ですしね、成熟はしてないと思いますよ。 

 

中村委員：これからよほど管理者制度の、決まりましたら、よく業者との話し合いをし

て、本物にしていく必要があるんではないかということを１点と、もう一つですね、指
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定期間というのがありますねえ、一番下に３年から５年という。これもですね、果たし

て業種によってこれでええのかどうか。職員の問題もありますし、それから次へつなげ

る問題もありますし、そういうことから踏まえましたら、この期間というものもその指

定管理者とよく話をせないかんのかなと。そういうことを非常に感じますし、指定管理

者制度自身が実態になじんどらんという感じもせんでもないんです。実際問題、きょう

の指定管理者制度につきましては包括的な中身しか出ておりませんけれども、そういう

ことを非常に感じます。その点を十分ご理解いただいて、今後のですね管理者制度の契

約とかそういう運用についてもですねご配慮いただけたらと思っております。お願いし

ます。 

 

野村会長：この制度は、始まって運用され始めてからまだ数年ですね。平成１８年からで

すので、まだ時間が経ってませんのでね、これから試行錯誤を経て洗練されていくのだ

ろうと、全国的にもそう思うんですけども、今のようなご指摘を踏まえて、よくですね

この制度の有効に活用していかなきゃいけないというふうに私も思います。何か。 

 

事務局：それとですね、指定期間ですね、今３年から５年が原則ということで、市のほう

が進めておりますけども、その業種といいますか、施設によりましてですね、３年後あ

るいは５年後にですね新たにまた更新する場合は、その業者が非常にできがいいと、言

葉は悪いんですけども、非常に優秀な業者でしたらそれを配慮していこうかなと、ある

程度選定の基準に点数をプラスするなり、あるいは公募しなくても随意契約でお願いす

るようになるとか、ある程度最初の３年、５年というは試験期間のような形で、表現は

悪いんですけども、それでその後１０年なり１５年あるいは２０年というふうな形で、

施設によって年数は変えていいかなと思ってます。それと、業務の範囲ですけども、こ

れは先ほど会長が言われたように、法律上で決まっておりますので、一応条例ではお示

ししますと、中の詳しい業務につきましては、締結した業者とですね市と業務提携とい

いますか、協定書を結びます。そこで、細かく決めていただくということになっており

ますので、多分成熟してないのでわかりにくいとは思いますけども、その協定書の中で

煮詰めていくということに今しておりますので、そういうことでご了解をいただきたい

と思います。 

 

野村会長：期間については、別に法定の条件はないんですか。 

 

事務局：ないんです。 

 

野村会長：条例で範囲を決める。ですから、今ご説明があったように、試用期間というこ

と、試し用の試用期間みたいな考え方で、最初の１回３年ないし５年でやっていただく
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と、それで非常にそれがいいようであればその後は継続していく可能性もあり、またそ

の逆もあると、そういうことですね。とりあえず様子見だということですね、期間につ

いても。ほかにいかがでございましょう。西川委員、どうぞ。 

 

西川委員：西川です。指定管理者制度導入基本方針の２ページ目の№５、指定管理料と利

用料金制度がありますが、これ見ますと、施設の収入だけでは管理運営は非常に難しい

ところがあるんで、それでは利用料金と指定管理、両方併用した管理の運営とあります

んですが、その中で指定期間中、これ５年のもあるし３年のもあるし１０年もある予定

ですが、原則として変更はしないと、指定管理者制度の導入の施設が、これの表を見る

と大体２２年度４０施設あるんですが、その中で指定管理料のみのが４件と、それから

併用が２０件、２３ないし４ありますが、これの合計金額がここへ出ておるのが１億

１，９００万余りとなってますが、この長い期間続けると、それのいわゆる予定の金額

が将来これでどんなんでしょうかという心配がありますが、この辺どうでしょうかね。 

 

野村会長：財源負担が大き過ぎるんじゃないということいいですか。いかがでございまし

ょう。 

 

事務局：これはですね、金額的に非常に大きくなっておりますけども、市がやった場合で

すね、直営した場合でもこれぐらい、これ以上要ると、これプラス人件費が入ってくる

ということで、非常にこれ以上の金額が要ると。一番いいのは利用料金制で全部やって

いただく、ゼロでやっていただくのが一番いいんですけども、それにつきましては人口

が非常に尐ないということと、それとそれだけ利用者負担だけでやるという業種という

か、施設でもないということで併用が出てきているということになっております。です

ので、この点につきましては、先ほど言いました試験期間といいますか、３年、５年の

状況を見ましてですね、次回の更新のときには金額を見直す。例えばですね、この上の

４、５、６と色がついているところですけども、ここの３施設につきましては、更新前

は非常に金額が尐ないんですけども、管理料が７０万でお願いしてました。しかし、こ

の内容によりましては、これは利用料金制を導入するんで、管理者料はゼロでいいでは

ないかという結論を出しましたので、これはゼロにしたという形で、更新時あるいは再

募集のときにその料金については見直していくということにしております。 

 

野村会長：指定管理制度は一種の契約みたいなもんですので、その契約期間中はこれかえ

にくいんでしょうね、上向きにも下向きにもですね。そういう性格はある程度あります

ので、最初の指定管理料の決め方そのものが適正であるかどうかという議論はもちろん

あるんですけども、始まってしまえばその契約期間中は法律的にはなかなかかえにくい

もんだろうと思います。藤井委員、どうぞ。 
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藤井委員：藤井ですけども、ちょっと指定管理についてご意見が出とるようなんですけ

ど、ちょっと教えていただきたいことがあるんですけども、協定書を指定管理者と交わ

す際に、その指定管理を受けたその管理者の管理運営事項もあると思うんですよ、その

管理者は。その部分で、協定書にはどの程度盛り込めるかお聞きしたいんです。協定書

の中へは、管理を運営さす立場にとってみれば、いろんな小さな干渉したくなるし、管

理者としては管理をする上で、できるだけその指定管理を受注する市から干渉を受けた

くないという部分があると思うんですけども、そのあたり協定書でどの程度まで盛り込

めるか、もし法的にあれば教えていただきたいんですが。 

 

事務局：法律的にはですね、特に縛り、その点についてはないです。いわゆる現状の利用

状況ができるような形が最低限保障できるようにしろという形でございます。どちらが

やるか、細かく煮詰めてもいいですし、指定管理者にすべて任せて、例えばこれだけ管

理料を支払うから、その中で自由にやってくださいという場合もありますし、一々個々

この業務については幾ら使ってくださいとか、幾らの経費は見ますからこれでやってく

ださいとかというふうな、個々にそれぞれの施設によって状況が変わってきます。です

ので、どこまで入っていい、どこまで入ったらいけないというのは、法律上も今現在う

ちが契約してるとこにもないということで、基準というのはないです。 

 

野村会長：私も現物の契約書を見たことがないんですけども、大分違うと思うんですよ

ね、施設の種類によってですね。もう一つ、あくまでもこれ公の施設ですので、何がし

か事故などがあったときの賠償責任というのは自治体側にあるんですね、基本的には、

国家賠償法上の責任もありますので。だから、１００％全部自由にしていただくわけに

は、市の当局としてはいかないと思うんですね、責任という問題がありますので。 

 

藤井委員：もう一つだけ。指定管理者の人事権まで協定書の中へ盛り込むことができるか

どうか教えていただきたい。 

 

事務局：人事権というのは、当然それは受けた業者の権利ですので、こちらからは、こう

いう事情がありますので、ある事情があればこういう事情でお願いしますというお願い

だけで、縛りはできないというのが法律上の問題だと思います。 

 

野村会長：それは越権でしょうね。どういう代表者がなられるかによって市の側が判断す

るんであって、相手方のその社内とか組織内の人事については、これは越権だろうと思

います。はい、田岡委員、どうぞ。 

 

田岡委員：確かに、この指定管理ね、任せるということは非常に財政面でも効果があると
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思うんですよ。ただ、私が危惧するのはですね、こんだけ３９施設あるんですが、市と

してのチェック体制っていうのはどうなっとんですかね。うまく市民サービスが当初の

目的のとおりいってるかどうかって、これ大事な点なんですよ。このチェック体制はど

ういうふうに今なっておられるんですかね。それと、この表の施設名称がずうっとあり

ますけども、関係する課はどこですか。これ一遍書いてくれますかね、関係する部署。

部署皆違うでしょ。それと、指定管理者の関係する部署ね、きっちり関係する部署がや

ってもらわないかんわけですから。そういう意味では、ちょっと細かい一例を申し上げ

ますと、３６番のふるさと交流センター図書館というのがありますね。これがねえ、総

論ばっかりじゃなくて各論もちょっと言いますけども、各論を知らずして総論は論じら

れんと思いますのでね。図書の購入をですね９月までほったらかしにしとったんです

よ。市からは予算が４月に行ってるはずですよね。それをね、図書館長、いわゆる経営

者が独断と偏見でずっと止めてたと、５カ月も。これ市民のサービスどころやないわ

ね。停滞どころじゃなく減退ですか、こんなことが起こるんですよ。だから、チェック

体制はどうなってんのかと、僕はお聞きしたいんですよね。必ずチェック体制やらない

かんし、できればねモニタリングありますよね、モニタリング契約に入っとんですか

ね。だから、第三者いわゆる利用者によるモニタリング、これアンケート調査はね絶対

やらないかんと思うんですよ。これやらないと、経営改善にもならないし、市民サービ

スの向上にもならない。もう独断と偏見で適当にやってると、こんなことを許していい

わけないですよ。教育委員会のこれ管轄ですよね、本来は。それで、理由を聞いたけ

ど、何かわけのわからん理由の説明受けましたけども、こんなことが起こり得るんです

よ。だから、チェック体制をどうするか、ちょっとお聞きしたいと。 

 

野村会長：指定管理に出した場合のチェック体制、どの程度。 

 

事務局：この点につきましては、議会でもいろいろ議論いただきまして、こちらのほうと

いたしましては決算時期ですね、３月末に事業に終わりますんで、その時点で決算と同

時に事業報告書という書類を出していただくと、その中で各担当課が精査して確認をし

ていくという話で、書類上のことだけみたいな感じですけども。 

 

田岡委員：そんなことでね、市民サービス向上できるんですか。行政としてしっかりせな

いかんでしょ、こういうとこは。だってこういうふうな事例が起こっとんだからね。 

野村会長：１つ間違えると民間部門がむしろ役所的になっちゃってるということですね。 

 

田岡委員：だから、ほったらかしではいかんということですよ。 

 

事務局：それとね、先ほどご指摘のあったモニタリングのことなんですけども、今現在契
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約している、今年更新した以前の契約の分ですね、それについては協定書の中でモニタ

リングという言葉が入ってなかったんです。この分につきましては、今まで契約したと

こにはできるだけお願いするというふうにしてます。新たに更新したとこ、新たに契約

したとこにつきましては、モニタリングをやってくださいと、協定書の中に入れて、そ

れで内容も確認していただくというふうなことには変えていっております。 

 

田岡委員：半年に一遍とかね、やっぱりそれぐらいのねモニタリングやって、市がやった

らどうですか、業者任せじゃなくて。顧客満足度調査っていうのはねやるべきだと思う

んですよ。そうせんと、よくなるはずがない。だって、事例が起こっとんだから。だか

ら、そういうことをよく考えてほしいですよ。今市民が迷惑を被ってるわけ。 

 

野村会長：サービスの向上につながなければ意味がありませんのでね。 

 

田岡委員：意味がないですよ。サービスの減退ですよ。低下しとんですよ。頼みますよ。 

 

野村会長：これはまた、何らかの形で報告書にもそういう考え方を盛り込めればと。 

 

藤井委員：指定管理者の権限がどこまであるかっていうことになりますね。 

 

野村会長：そうですね。本質的に同じ面を含んでますね。 

 

藤井委員：行政は管理者に指定を任せたという、こんな図書の管理については指定管理者

が管理するんだと。だから、指定管理者制度は問題あるということを言いたい。議会が

調査できるというのもある。 

 

野村会長：それをちゃんとやらないかんということやな、その調査をですね。制度的な問

題ですわね。この法改正を伴う問題ですので、余りここで議論してもですね難しいんで

すけども、運用上さまざまな問題があるというのは事実だろうと思います。はい、宮委

員どうぞ。 

 

宮委員：今のことに関連してなんですけど、この指定管理者導入施設一覧の表ですね、こ

の中の公募、非公募のとこに、非公募が３４、あと公募がわずかですね。これほとんど

非公募なんですけど、どういうふうにしてこれ、なぜ非公募が多いんでしょうか。それ

ともう一つ、指定管理者に行ってる、俗に言う天下りですねえ、市の職員とか議員と

か、そういう大体状況はどんなんでしょう。 
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野村会長：なぜ非公募が多いのかという点と、それから相手方の団体への職員の、いわゆ

る天下りというか転職の状況というのは。 

 

事務局：済みません。資料のほうで今ご指摘があったので、訂正させていただきたいと思

うんですけど、新たな色を塗ったとこでですね、４、５、６の３施設、それと１６番で

すね、これはすべて公募です。これ前回、更新前が非公募でして。 

 

野村会長：４、５、６と１６番が公募だってことですか。 

 

事務局：そうです、公募です。白い部分は非公募が多い、どうしてかということですけど

も、これは合併前にですね、旧町村の時代に契約した施設でございまして、見ていただ

くと指定管理者がそれぞれ旧町村に関連のある団体がなっております。多分これは想像

ですけども、それぞれの施設、この指定管理者になってるところがですね、委託契約、

昔の管理委託をですね、されとった関係上、合併すると指定管理者制度が導入される

と。公の施設っていうのは直営か指定管理かという形になりますので、それを心配され

てですね、それぞれの団体のほうに指定管理を任せたらスムーズにいくんでないかと、

急激にかわるよりかは、今までやられたとこにとりあえず任せておいたほうが施設の管

理もできるということでお願いしたのかなというふうに、これは想像ですけども思いま

す。それと、それぞれの団体についても、その委託料である程度の事業を運営をしてい

たということで、それが一気になくなるというのも、またその団体にとっては痛手にな

るということで、今までの管理委託料がそのまま指定管理料になったような経緯もある

と思いますけども、急激な変化じゃなくて、とりあえず３年なり５年は合併前のそのま

まの状態でやろうというのが、多分旧町村のときの考えかなと思っております。 

 

野村会長：職員の後半の問題。 

 

事務局：職員のほうの天下りというか、そういうことについては、市の職員がそれぞれの

団体に入っているということは、私も聞いておりません。 

 

野村会長：よろしいですか。はい。 

 

宮委員：それとですね、指定管理者の名前を見ますと、例えばふるさと夢企画ですね、こ

れ井川町なんですけど、これつい最近まで元町長が社長やってましたわね。あと、役員

の名前見てもほぼ町長の取り巻きということで、これ指定管理費もかなり出してますわ

ね。ですから、これ見てると何かその辺のねえ、天下りの受け皿になってんとちゃうか

なと、半分。全部が全部じゃないけど、ほとんどこれ見たらねえ、もうほとんど第三セ
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クターですね、ほとんど市の出資比率が９９％とか多い東祖谷観光にしたって、これ山

城もくもくですか、そういうとこに、もうほとんどこれ市の身内の組織が管理者制度に

なっとるようなもんで、西祖谷観光でしたら、これは元職員が、恐らく総務課長ぐらい

が社長しとったかしてるかの団体ですわね。ほとんど、もう本業がうまくいってない、

赤字経営の人が管理者になってると。その辺、ちょっとねこれはおかしいなと思うんで

すけど、その辺ちょっとどんなんでしょう。 

 

蔦企画財政部長：今おっしゃった東祖谷とかふるさと夢企画というところ、それと西祖谷

のところの役員というふうな形で、私ども第三セクターの分について関係しております

ので、ちょっと答弁しますけども、それぞれ、合併直後は、言われたようにふるさと夢

企画についてもですね、いわゆる今言うたように町長、それと市の職員のＯＢとか、そ

ういうのがおりました。これにつきましても、こちらのほうとしてもこれはおかしいと

いうんで、今は全部これはもう違う方になっていただいております。東祖谷も当初、い

わゆる昔の村長さんが社長でということだったんですけど、これについてもおかしいと

いうふうな形で、役員会等ともして株主総会して、これも退いていただいて、新たな民

間の方というふうな形になっております。ただ、秘境の湯だけにつきましては、今おっ

しゃったように、これは個人的なことでいかんのですけど、社長さんは元この西祖谷山

村の職員だった方というふうな形になってます。そういうふうな形になってましたけ

ど、今までそういう意味では、市になって合併直後のとこでは皆さんが言われたような

状況にあったんですけども、そういうのは今んとこ改善できてるというふうな状況では

あります。 

 

野村会長：ちなみに市の出資法人については、市としては出資者としての権利もあり、義

務もまた、経営義務といいますかね、経営責任もあるわけですので、今のご議論はかな

りちょっと難しい論点を含んでると思いますね。指定管理制度は、必ずしも純粋民間の

みにせよという考え方ともまた違うわけなんですね。ですから、いわゆる第三セクター

を、特に２分の１以上の出資でつくっておられる場合には、それに対する市のちゃんと

経営していかなきゃいけないという責任もあるということですね。そこら辺をトータル

で考えていかなきゃいけない部分もあるのかと思います。大分時間も過ぎております

が、水野委員、どうぞ。 

 

水野委員：細かな話ですが、１つだけ教えてほしいんですが、私が住んどる場所から山の

ほうを見上げると、ここにも載っておる公園があるんです。名前が健康とふれあいの森

っていう公園があるんですが、毎晩思いますことは、目の前に実にこうこうと光ってお

る展望台がある。晩遅くまで電気がついておる。この冬場はお客さんないんです。特

に、夜はないんですよ。これは、あの電気代は市が払う契約をしとんかなあ、指定管理
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者が払っておるのかなあ、考えてみたらあそこにバンガローがありまして、そこは指定

管理者が利用料を取って、自分とこの収入になっておるんです。その電気代は恐らく指

定管理者が払っておると思うんですが、公園の中の展望台の電気は、これは恐らく指定

管理者でなくて市で払っとんだろうなあ、市はお金がないない言いながらすごいなあと

いう印象を持っとんです。そのあたり、契約書に載っとんですかね。 

 

野村会長：管理料として払った分には節減協定がありますか。ご説明できます。ちょっと

細かい論点ですが、重要な点を含んでると思うんですね。 

 

渡邉産業観光部長：健康とふれあいの森、産業観光部の観光課の管轄になるんですけど

も、展望台が遅くまで照明がついているということについては、ちょっと把握ができて

おりません。ですけども、こういうふうに指定管理料７５０万計上しておりますよう

に、指定管理料をお支払いしている以上は、光熱費どこが負担しているんかという話で

なくて、市がお支払いしていることになります。これが独立採算で、利用料金制は敷い

ているんですけども、やっぱりこれまでのこの施設ができて以来の収支見てましたら、

どのように頑張ってもまとに採算はかれる状況でないということから、実は２１年に見

直ししたんですけども、それまではずっと９５０万ぐらいお支払いしておりました。そ

れを、できるだけ経営の中身を全部分析して、ここは改善できるんじゃないかという形

で２００万ぐらいを削減したんですけども、そういう形で２１年度は７５０万の指定管

理料をお支払いをしております。であれば、その電気代につきましても、当然市がお支

払いしているということは言えようかと思います。以上でございます。 

 

水野委員：それで、水道代についても契約者と、相手と細かく詰めてもらいたいなあと。

例えば、バンガローを利用する人たちが炊事をする、その水道代はやはり指定管理者が

払うべきでないんかなあ、こう思ったり。そのあたりのどこまでが市が払う、どこから

はあんたとこですよっていうとこまで詰めてほしいなあと。 

 

野村会長：余り細かいことまでちょっと議論し切れませんけど、考え方としてはおっしゃ

るとおりですよね。管理料として払ってしまえば、その部分に関する節減効果は余り期

待できないということがありますので、そういうことも含めて、やはり先ほどご指摘の

あった監視というんですか、市のほうがきっちりと調査しながら管理、監視していかな

きゃいけないということだろうと思いますね、指定管理制度についてはですね。よろし

ゅうございますか。はい、宮委員、どうぞ。 

 

宮委員：ちょっと三野病院のことなんですけど、公立病院改革プランの３ページですね、

下のほうに点検評価公表等と書いてますけど、これ構成メンバー、自分とこの病院を評
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価するわけですね。これ見たら、もう院長とか市の担当者とか書いてますけどね、ちょ

っと偏り過ぎとんで、自分とこの評価するのに、もう内輪でええことしか言いませんわ

ね、院長にしたって。ですからね、これ外部から専門家入れて、そっちのほうに評価し

てもらう、多尐入ってもいいけどね、そういうとこからちょっと改善してほしい。例え

ば、病院の会計ですとね、これはコンサルタントみたいな会計のプロがおりますわね、

その辺にチェックしてもらうとか、あと医療機関ですからねやっぱりそういうドクター

をメンバーに入れるとか、そういうふうにちょっと変えてほしいと思います。そうしな

いと、これ書いとるメンバーだったら、もうちゃんとした評価できないと思います。 

 

野村会長：病院に限らず、市政一般についても言えることではないかと。 

 

宮委員：以上です。 

 

野村会長：というご指摘でございますので、ひとつよろしくお願いします。これは病院に

限らない問題だと思います。自分のことは自分でなかなか評価しにくいというのが、だ

れでもそうですのでね、やはり外部の方の意見をかなりの比重で入れていかなきゃいけ

ないと、こういう評価する場合はですね。そういうことだろうと思います。ほかにいか

がでございましょう。 

 

田岡委員：さっき質問した関係部署一覧表ありますかね。 

 

野村会長：では関係するセクションですね、これは細かいですから委員にだけ説明してい

ただけばよろしいですか。全員が見る必要がありますか。担当セクションを入れた一覧

表。 

 

事務局：一覧表はお配りして、もう説明はいいということですね。 

 

野村会長：じゃあつくって配ってください。次回それをお配りいただくということで。ほ

かにいかがでございましょう。よろしゅうございますか。ちょっと時間も大分、一応予

定の時間２時間をめどにしておりますので、経過しておりますが、まだおっしゃりたい

ご意見ありましたら。よろしゅうございますか。 

 

各委員：（なし） 

 

野村会長：それでは、きょうの議論は一応閉めさせていただいて、次回以降の予定をご検

討お願いしたいと思います。一応、心づもりとしてはですね、１１月に２回開催して、
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そのあと最終答申案に向けた意見交換などをやっていくと。年内に、１２月中に最終答

申案が上がるようにというのが、一応ですね至上命令と考えていいのかしら。予算の年

内編成と同じ程度に、時間的な意味ではですね。かなりタイトになっておりまして、お

手元の今日の資料ですね、冒頭の資料でカレンダーがございますけども、１１月につい

ては来週……。今月は来週のみですので、火曜日ですと３日の日が休みになります。す

ると直近といいますか、１週間置きと考えて、１０日の日、それから２４日、一応ご予

定をいただければと思うんですけども、皆さん方のご都合はいかがでございましょう。

一応の予定として次回は１０日、その次は２４を予定したいと、時間は原則として、こ

のきょうの時間帯、１７時から。よろしゅうございますか。 

 

田岡委員：昼間は、先生忙しいなあ。 

 

野村会長：私もこの時間帯でもちょっと講座を１つ休講にしないと来れないんです。 

 

田岡委員：休講にしたら。 

 

野村会長：そうですね。ただ、毎回休講だと後が大変なんですね。休講にした場合は、早

目に私は一応来れますけども、いかがでしょう。時間帯早めますか。 

 

坂本委員：２時か３時は。 

 

野村会長：そうですね、２時か３時。３時ですと、私ぎりぎりで、坂本委員いかがでしょ

う。３時ですと私ぎりぎり間に合います。昼過ぎ講義終えて来てちょうど３時ぐらいに

なります。５時のほうが。遅いほうがいいという方と両方いらっしゃるもんですから、

大変苦しいんですけども、いかがしましょう。じゃあ、一応ちょっと申しわけございま

せん。そうですね。事務局のほうも都合は何かあります。 

 

事務局：大丈夫です。 

 

野村会長：可能であれば早目に３時からやりましょうか、可能であれば、一応ですね。 

 

坂本委員：それは来週のこと。 

 

野村会長：次回１１月１０日ですね。１１月１０日については、じゃあ１５時を基準にし

て、調整します。ここは女性主導で。 
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坂本委員：今月は。 

 

野村会長：今月はなしで１１月１０日１５時。そうですね、前、一旦予定したのがちょっ

と振り替わってますので、今日やって来週抜きで、休みを挟んで１１月１０日１５時

と、この方向で。ちょっと最終決定は尐し待ってください、保留させてください。事務

局と私の都合もありますので。 

 

宮委員：会長が必ず出られるようにスケジュールをしてください。 

 

野村会長：はい、極力、今までもそうしてますし、なるべくもちろんそうしますので。そ

れで時間のご希望も通していただいておりますんで、極力そうさせていただきます。そ

れじゃあ、原則として次回は１１月１０日の１５時という方向でお願いしたいと思いま

す。その次は、２４日に一応予定したいと、時間等はまた後ほど調整したいと思いま

す。次回の話題なんですけども、今積み残しております課題としては、第三セクター関

係、今日もちょっとご議論でましたね、第三セクターの経営状況、それから各種団体の

補助金負担金というかな、そういうものを総ざらえしなきゃいけないという課題が残っ

ております。特にご意見なければ、次回はそれを中心にご議論していただければという

ふうに思っております。何かご指摘ございますか、テーマにつきまして。 

 

田岡委員：もうあと何回。 

 

野村会長：そうですね、１１月に２回をやって、その後１２月に一、二回でまとめなきゃ

いけない。今の予定としては、その１１月の２回の議論を経た上で、それを踏まえて早

急に原案をたたき台をつくっていただくと、事務局のほうに、１２月。１２月の早目に

出していただくと、それをたたき台にして必要な討論を行うというのを一応私のほうで

は念頭に置いてますけども、そのとおりうまく進むかどうかはわかりません。 

 

田岡委員：そうなると、４回やるということ。 

 

野村会長：そうですね、それぐらいやらないとできないということですね。 

 

事務局：今１週間置きに置いてるのは、資料の作成と、それと資料を皆さんに見ていただ

く期間、それで１週間置きという形になっています。 

 

野村会長：それでは、以上で本日の委員会を終了させて頂きます。どうもありがとうござ

いました。 
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