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平成２１年度 第６回行財政改革推進委員会 会議録 

 

日 時 平成２１年１１月１０日（火）午後３時００分～午後５時４０分 

場 所 三好市保健センター 多目的ホール 

出席者 委 員 

    木藤 誠治、坂本 公子、田岡 義三、中石 昭、中川 勝弘、中村 忠久 

    西岡 和子、西川 利男、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、中内福祉事務所長、新居教育次長、近泉財政課長、      

桧尾観光課長、森行革推進室長、宮岡、藤井 

欠席者 耕地 弘、千葉 眞由美、野村 隆、（敬称略） 

 

事務局：今日は足元がお悪い中、また何かとお忙しいところ、ご出席いただきましてあり

がとうございます。朝夕も大分冷え込みまして、秋たけなわと言いましょうか、紅葉の

便りもちらほら聞かれるようになりました。また、本日もよろしくお願いしたいと思い

ます。きょう野村会長ですけども、急遽大学のほうの教授会が入りまして、今日はちょ

っと出席できないという連絡が来ましたので、皆さんによろしくとのことでございま

す。そこで、早速ですけども、今回の会の議長及び進行役でございますけども、そのこ

とについて皆さんにお諮りをしたいと思います。本来でしたら、会長不在のときは職務

代理ということで耕地委員さんにお願いしとんですけども、耕地委員さんもちょっと今

朝から連絡がとれないということで、ちょっと朝、家族の方に聞きますと病院のほうへ

行かれたということで、あと連絡が来てないので、ちょっと来られても遅くなるかなと

いうことで、ここで皆さんにご協議をお願いしたいと思いますけども、どういたしまし

ょうか。 

 

 （事務局一任との声） 

 

事務局：こちらの案でよろしいでしょうか。こちらの案ですけども、恐縮でございますけ

ども、代理の代理という形で急遽今申し上げるんですけども、三原委員さんにお願いし

たいと思っておりますけども、どうでございましょうか。 

 

各委員：（異議なし） 

 

事務局：それでは、三原委員さん、議長席のほうへ、済いません、お願いします。今回で

ございますけども、前回はアウトソーシングについてご説明申し上げまして、皆様方に
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ご意見をいただきました。今回につきましては、先日ご通知申し上げましたように、補

助金、それから負担金、それと第三セクターについてご説明申し上げまして、ご意見を

賜りたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。それでは、急遽で

大変失礼ですけども、きょうの議長役ということで、三原委員さんにちょっとごあいさ

つをお願いしたいと思います。 

 

三原会長代理：済いません、急遽議事進行役を仰せつかりました三原でございます。先ほ

ど本当に話があったばかりで、ちょっと慌てふためいておるのが実情でございます。今

回が第６回目ですか、６回目ということで、委員会でありますので、実り多い議事とな

りますようによろしくお願いしたいと思います。 

 

事務局：ありがとうございました。本当に急遽で済いません。最後までよろしくお願いし

ます。それでは、市側の出席でございますけど、隣が合田総務部長でございます。後段

のほうです、後ろのほうですけども、中内福祉事務所長です。新居教育次長です。檜尾

観光課長です。それと事務局です。あとは１時間ほどになってからでございますけど

も、財政課長も出席予定でございますので、よろしくお願いしたいと思います。それで

は、議事に入ります。議事の進行ですけども、要綱では会長ということでなっておりま

すけども、きょうは急遽代理という形で三原委員さんにお願いしたいと思います。それ

では、議事を始めます。三原さんお願いします。 

 

三原会長代理：それでは、始めさせていただきます。毎回でございますが、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。本日の会議でござ

いますが、私を含めまして１２名出席しておりますので、推進委員会要綱第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致しま

す。次に、議事録署名者でございますが、今回は、藤井委員と水野委員にお願いをした

いと思います。よろしくお願いいたします。それでは、議事ですが、前回に委員の方か

らご質問がございました。これについて、ご報告をいただきたいと思います。 

 

事務局：それでは、前回ですね、委員の方からご質問といいますか、データの追加要望が

ありましたのは、指定管理の担当課を示してほしいということで、本日の資料と一緒に

１枚物のですね、表題ついてないんですけども、施設の名前、それから担当部署、それ

から指定管理者の名前、それの１枚物の資料がございます。それで、施設の担当課はご

覧の通りということになっておりますので、よろしくお願いします。ご質問のほうあり

ましたらよろしくお願いします。 

 

田岡委員：担当部署、これやっていただいたんですが、指定管理者のところですね、ここ
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の担当部署はどうなっとんですかね。 

 

事務局：指定管理につきましては、業者がたまたまこれは皆さん社会福祉協議会とか第三

セクターとか出てますけども、本来はどの業者がなるかわかりませんので、そこの担当

というのはありません。 

 

田岡委員：いや、そうじゃないでしょう。ふるさと夢企画とか、第三セクターであれば財

政課でしょう、担当。 

 

事務局：いえ、それは第三セクターだからたまたま市がある程度関与してますけども、指

定管理者っていうのはどこが、どの業者さんがなるかわかりませんので、そこの業者に

ついてどこが担当してるかっていうのはわかりませんので。 

 

田岡委員：いやいやいや、そうじゃなくて、例えばふるさと夢企画が、これ生涯学習課が

この交流センターの管轄になっとるわけでしょう。指定管理者はふるさと夢企画になっ

とるわけですな。だから、このふるさと夢企画を担当する部署はどこかと聞いとんで

す。 

 

事務局：それにつきましてはですね、第三セクターについては本日ですね、中でやります

んで、はい。 

 

田岡委員：だから、このずっと上から担当部署があるはずですわ。 

 

事務局：ですから、これたまたま社会福祉協議会とか第三セクターになってますけども、

本来この指定管理者についての担当課はございません。施設の担当がありますけども、

本来は指定管理者についての担当課は設けておりません。 

 

田岡委員：どういう意味かな。独立してるわけ、管理する……。 

 

事務局：ですから、この指定管理者っていうのは、たまたま市に関係ある業者がたまたま

なってますけども、本来はどの業者がなるかわかりません。一般の民間企業がなるかわ

かりませんので、その指定管理者については担当課っていうのはございません、市とし

ては。 

 

田岡委員：そうだったら、これ担当が財政課でしょう。 
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事務局：いや、ですからそれは、第三セクターについてはきょう本日の議事でありますの

で、はい。 

 

田岡委員：だからだから、これ指定管理者でも担当部署があるはずでしょうって聞いとん

です。あるんでしょう。 

 

事務局：はい。それはありますけども、第三セクターについてはきょう本日ですね、やり

ます。 

 

田岡委員：わかるけど、これあるんじゃないですかって聞いとんですよ。第三セクターは

財政課のプロジェクトチームが管轄してるということですね。そしたら……。 

いや、そしたら指定管理者に対する担当部署がないということですか、今。そしたら、

やりっ放し。チェック機能はないの。チェック機能はないの。 

 

事務局：いや、整理させてもらいますと、施設がありますね、施設の担当課はございま

す。それの指定管理者というのは、担当課を含めてそれぞれで選定をします。その場

合、指定管理者が決まりましたら、担当課がその施設の管理状況ですね、それから事業

報告書については指定業者から担当課がいただきます。で、管理をします。ですので、

ここに出てるのはたまたま市に関係する業者ですけども、どこの業者になられても、そ

の担当課、施設の担当課が管理といいますか、連絡をするということでございます。 

 

田岡委員：そしたらね、一番上の社会福祉協議会が三好市井川老人福祉センター、担当部

署が長寿・障害福祉課になっとるわね。そうすると、福祉課が社会福祉協議会のまた担

当部署と、こういうことですね。そういうことですね。そう解釈すりゃあいいわけです

ね。 

 

事務局：そうです、はい。 

 

田岡委員：わかりました。無しかな思って。それ担当部署が無いんだったら、入ってチェ

ックしてもらわんと。 

 

三原会長代理：他になければ、本日の議事１番目の「補助金・負担金について」事務局に

説明をお願いします。 

 

事務局：（事務局説明） 
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三原会長代理：ありがとうございました。それでは、ただいまの説明に対するご質問、ご

意見がありましたら、どなたからでも結構でございますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

藤井委員：藤井ですけども、今説明あった補助金の項目なんですけども、一応３年間、１

８年度から補助金の適正化ということで、これは第１行革の中でも出されて、集中改革

プランの中でも記載されとる項目になるんですけども、これが完了した時点で廃止団体

というのも、この表を見ると外部の団体がその廃止をされているような状況にあると思

います。このような団体、廃止された団体とか、それからまた補助金適正化でいろんな

区分に分けられて運営経費等が除外されたような団体についての今の時点での経過って

いうんか、検証はどのような形でされているかということをちょっとお聞きしたいと思

うんです。いろんな形で廃止されとんのを見ますと、商工観光とか農林業の補助金とい

うのが大分廃止の対象になって、この旧町村しかなかったような補助金もあったわけで

すけども、そういうな廃止に伴って、今の三好市の政策っていうのは商工観光、それか

ら農林業を振興していこうというのが市の方針のはずなんですけども、その政策とこの

補助金の流れっていうか、廃止されとる流れというのは逆行するんじゃなかろうかなっ

ていうふうに私は思います。それから、特にイベント関係の予算が大分減額をされてい

るように思うんですけども、地域の中でそれぞれの町村で小さな単位でやったイベント

等も、この合併の適正化の中で大方の補助金が整理されたり廃止されたりしてきている

と思うんですけども、この三好市が今非常に衰退をしているというか、元気がないとい

うのは、本当にこの１１月期間中は三好市の文化月間となっとるわけですけども、何か

一つ統一性がないというか、それぞれの地域でもっと活発に動かないと三好市というの

は元気にならないというふうに思うんですけども、その小さなイベント等の補助金がば

っさりと切られているんで、非常に三好市全体を見ると元気がなくなってきているんじ

ゃなかろうかなというふうに思います。そういうふうなことで、やはりこの３年間を一

応総括をしながら、この第３次の集中改革プランや大綱の中ではやっぱり補助金ももう

尐し、国の政策としても人に優しい方向へ行っきょるっていう政策転換もなされたわけ

ですから、尐し補助金についても見直しをして、例えば団体の中でその運営費はだめで

すよっていうふうに縛りをかけてるわけですけども、本当にもうその団体自身が高齢化

もしたり、それから事務局も原則としては団体にお任せをするというふうな形で行政は

突き放しているわけですけども、本当に手助けをしないとその団体が存続できないとい

う団体もたくさんあると思います。そういう中でやはり三好市としては、これから先こ

の補助金の運営要綱というのも尐し和らげて、それぞれの地域に優しい、団体に優しい

っていうふうな補助金の形態も尐しとってもいいんじゃないかなというような気もしま

す。そういうことで議論の素材となるわけですけども、そういう形で尐し補助金につい

てのたがを緩めてもいいんじゃなかろうか、それによって三好市全体をもう尐し元気に
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するという方向もひとつ模索すべきじゃないかなというふうに思いますので、そのあた

り審議をよろしくお願いします。 

 

事務局：補助金を出すのに、いろいろ基準を決めております。それでですね、今藤井委員

さん言われたように、地域を活性化するための補助金というのも非常に大切かなと思っ

ておりますけども、それぞれ目的がないのに補助金だけ出すのも非常に問題があるとい

うことで、申請された段階でこの補助金をどういうふうに使いますということがわかっ

て、それが非常に地域の活性化なり、その団体の産業の発展が見込められましたら、そ

れは新規の補助金として支給してもいいかなと思っておりますけども、ただ単に今まで

補助金、例えば１０万もらってたから１０万くれというふうな補助金の申請はいかがな

ものかなと思っておりますので、それぞれ目的があればそれに対しての効果もこちらは

期待しますので、それがあれば補助金は出してもいいかなというふうに考えておりま

す。 

 

藤井委員：もう一点だけ、今１８年度から２０年度までのこの表に書かれとる団体が、ち

ょっと読んでみたら２８団体が廃止というふうな字句になっとるようなんですけども、

その団体、現在も存続しているかどうか。だから、補助金が廃止されても存続をしてい

るかどうかについて、もし把握しとったらお聞かせいただきたいんですが。 

 

事務局：１ページ目から、婦人会レクリエーション大会補助金、これは団体じゃなくて、

大会の開催の補助金ですんで別にしまして、地域物産関係補助金、これ観光課長、わか

りますかね。自衛隊父兄会については、多分存続はしとると思うんですけども、実態ち

ょっとわかりません。それから、食品衛生協会の補助金で、食品衛生協会についても存

続はされとるかなとは思っております。精神障害者につきましても、団体としては存続

されておるというのは聞いております。阿波池田木工研究会っていうのは、多分存続は

しとると思うんですが、規模縮小でないかなと思っております。それから、商店街補助

金、これは行事の補助金でして、次、たばこ小売組合につきましても団体としては存続

されとるかなとは思っております。それから、若手後継者育成ですけど、これも事業と

いうことで団体でございません。それから、生産組合等補助金、これは各種生産組合、

いろいろな農産物の品種ごとに生産組合があったということで、それについては役割が

終わったということで、こちらは廃止しておりますけども、団体については存続してい

る団体もあると思います。それから、地域農業集団、後継者クラブですね、それについ

ては存続していると聞いております。それから、猟友会についてもあると思います。そ

れから、林業クラブについても存続はしているというふうに聞いております。次、２枚

目につきましては、山城交流委員会ですね、これについては縮小、会議を縮小して存続

させているということでございます。にぎわいもそうですね、２つともそうだそうで
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す。さくら結婚サポートセンターにつきましては、これちょっと復活した形になってお

りますけども、今年度で切れるという形になっております。そらの郷についても、これ

は広域連合でされとったと思うんですけども、今年度廃止っていうことで、今現在は存

続をしております。それから、三野体育協会につきましては、これは市の体育協会に統

合されたというふうに聞いております。一番最後のほうですけども、いじめっこ問題あ

るいは学校、これはそれぞれ行事のことでして、団体につきましては井川の菊友会です

ね、これについても多分団体としては存続しとんかなというふうに聞いております。そ

れから、次の英霊にこたえる会、これについても団体としては存続しているというふう

に聞いております。それから、日赤社、これについては西祖谷地区だけだったので、こ

れを廃止という形でおります。それから、土地改良水利組合、これについても団体とし

ては存続されていると聞いております。最後のみどりの尐年隊、これについても団体と

しては存続されているというふうに聞いておりますけども、あとのことについてはちょ

っと担当課から聞いておりませんので、何ともちょっと今日は答弁できません。 

 

藤井委員：済みません、何が私言いたかったかといったら、確かに補助金を適正化して、

一つの市になったんだからでこぼこをなくするという方向も最初合併したときの協議会

の中で出た話で、されたのはわかるんですけども、今行革室長が話しされたように、非

常に存続しているか存続してないかもわからないし、どうも元気がないようにだんだん

なってきているんじゃなかろうかなというふうに思うんです。確かに補助金があるから

団体が元気になるじゃという話ではいけないんですけども、しかしながらやっぱりそこ

を一つの今までの町村の中で補助金を出しながら育成をして強化をしていっきょった分

をばっさり切ったもんだから、今三好市全体で出る意見というのが三好市になってもよ

かったことないとか、元気がないとかという言葉が出てくるんじゃなかろうかと思うん

です。やっぱりこの補助金、やっぱり市がバックアップしながらでも応援してますよと

いう一つの形として補助金というのは、政策的なことになるかもわかりませんけども、

元気にする一つの方策でもあるんじゃなかろうかと思うんです。だから、地域の中で小

さなイベントに対しても、例えば補助申請があった場合には柔軟に対応するとかという

ことを次のこの集中改革プランの中では尐し和らげてもええんじゃなかろうかなという

ふうな意味合いで、今廃止団体についてはどうですかとか、それから合併の一つの基準

をつくってやった段階で、一応３年の期間が終わったんですから、それを検証しなが

ら、やっぱり余りきつくたがを締め上げた関係で元気が尐し落ちたんだったら、尐しそ

こに投入してもいいんじゃないかなというふうな意味合いで私は発言しましたんで、そ

ういうふうなことも最後の答申書の中では、もしいければお酌み取りをいただいて、よ

ろしくお願いしたいというふうなことで発言をしたいと思います。よろしくお願いしま

す。 
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近泉財政課長：私財政担当ですから、補助金関係、予算査定のファクターすべて通ってま

す。藤井さんおっしゃったことよくわかるんですけども、例えば補助金の考え方につい

て、団体の存続そのものに対して補助はしないと。団体が何かをなさるという分につい

ては、団体に対する補助でなく、事業補助という考えでとらえてます。したがいまし

て、その団体が地域でこういった活動をしますよという部分については、団体補助とは

別にそこの部分は判断でもって、それは貢献するから出しましょう、出しませんという

判断はしてるつもりです。ただ、ずっと引きずってきた事業だけをずっと細々とおやり

になってる団体っていう部分についてはですね、一旦すべて上げていただいた段階で再

度ゼロから見直しましょうっていうゼロベースでひっかかったとこがたくさんございま

す。それで、なくなった分についてもですね、再度こういう事業がやりたいんだという

ようなことがあれば、事業費補助のほうである程度カバーできますんで、もう一旦団体

ありきっていうのを切りたかったと、団体でなしに団体がやってる事業に対してどこま

で助成をしていくかっていう方向のほうに転換をしたかったというのが実際のところで

すので。 

 

中石委員：済みません、中石と申します。３年間で補助金を７５、５０かな、２５で、ゼ

ロカットに持っていったわけなん、これはこれで僕は一つの案としてはよかったと思う

んです。僕やもう夏祭り実行委員会というか、奧祖谷のほうでしていたわけなんですけ

れども、やはり市からの補助がなくなる、補てんというか、というのはやっぱり歩いて

回って協賛金をいただくという、何というかな、みんなで回って、また入ってくる業者

にも声をかけて尐しでもいただくという、そういう努力をしたわけなんですけれども、

ただ、今藤井さんも言ってたように、確かになくなるからっていうとこもあると思うん

ですよね。ただもう一つ、僕思うにはいろんな団体の補助金を削減していって、５０％

ぐらい、３年前よりかはすごく財政的にはよくなってるんですよね。逆に３年か２年ぐ

らい前から、三好文化祭りですかね、ああいう事業が始まったんですよね。この２年間

か３年間見ていると、あの文化祭りって何なんだろうっていうふうに僕はとらえてたん

ですね。行っている人には大変失礼な話なんですけれども、お客さんもいないし、やっ

てる人はみんな同じやし、そこにすごい観客が来ればすごいいい話なんですけれども、

あちこち旧の三好郡というか、場所場所でやっていて、それでお客さんもおらんのに、

またいろんな補助金切って、また新しく初めてで、それやったら僕が昔行った三好文化

祭ですが、あれはすごく意味があったと思うんですよね。旧三好郡で三加茂町とか、三

好町も入ってきてたわけなんで、その伝統、あと時代背景もあるんでしょうけれども、

僕ら小さいときっていうのは、あのお祭りというのは３日間すごくもう、何て言うか

な、時代が本当すごく大きく影響するんですけれども、楽しみだというか、あと学校を

踏まえて部活の大会がありましたんで、それに夢中というか、一生懸命って。あれがな

くなって、小さい旧のイベント、三好の文化祭りを始めても、果たして意味あるんかな
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という気はするんです。なんで、補助金を切っていって、そこでたたかれても残るとこ

っていうのは多分残ってくるだろうし、また今おっしゃられたように、もう一回新しい

ことを申請して拾っていただける分は、する側ですよね、努力としてそういう形ではい

いと思うんですけれども、ただこれを切って新しいことをして、これが不発に終わって

というとこが見えるので、三好市に元気というのであれば、もう尐し企画を練ったとい

うか、本当全体をとらえたような企画をして大きいイベントをしたほうが、イベントい

うか、行事をしたほうがいいような気もします。 

 

新居教育次長：教育委員会次長の新居ですが、昨年から教育委員会のほうでも三好市の１

１月を文化月間と位置づけて、三好市民文化祭ということでずっとしてますが、今お話

がありましたが、既存のイベントはそのまま生かしていこうということで、新たに文化

月間の中で国の助成金なんかもいただきながら、ある程度の人形浄瑠璃とかですね、そ

れからクラシックのコンサートとか含めて、そういう古典芸能とか、そういうことを含

めてですね、そういう新しい事業もそこに加えたということで、旧来の地域地域それぞ

れやってるお祭り、イベントについてはそのまま今現在も行ってるということなんで

す。それを例えば１１月の旧の三好文化祭を復活という形で、最初はそういう考え方い

ろいろしてたんですけども、なかなかそれでは一つ行事も重なったりいろいろするか

ら、いわゆる地域がやっぱり元気にならないといけないから、地域の既存のイベントを

しながら新たなイベントを起こしていこうじゃないかということで現在こうなっとるわ

けですんで、これについても実行委員会、すべての団体寄っていただいた実行委員会の

中で、こういうイベントをしようということでその中で決めておりますので、今のご意

見参考にさせていただいて、文化行事、文化月間、ぜひ大いに地域から盛り上げていき

たいというふうに思いますんで、ご理解いただきたいと思います。 

 

中村委員：この方向性っていうのは私もこのとおりかと思うんですが、ただ、今までの住

民の意識、団体の意識が、お金をもらって今までやってきたというこの体質があるわけ

ですね。補助金をくれるものだという認識をどのように意識変えをするのか、それから

お金がないから補助金が出ないと、そういう今までお金があったからくれたという体質

を、お金がないからもうできないと、こういうような単なるそういう認識、廃止すると

か中止するっていうときに、行政がどういう橋渡しをしたりですね、どういう連携を持

ったりしておるのかというのが行政としての大きな役割でないかなと。どんどんどんど

んお金がないんじゃから減していきますよというのを、それもそうなんでしょうけれど

も、その団体に対してですね、どのように新しい意識づけができるのかということでな

いかなということと、もう一つは先ほどもお話がありますように、やっぱり統合すると

か整備するとかですね、もう尐し全体、これだけの多くの団体や負担金、補助金がある

わけなんですけど、どのようにして統合、整備するかっていうことも見直さないかんの
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じゃないかなと。それと、それこそ鳩山総理大臣の所信表明ではないんですけれども、

新しい公共性とか、新しい助け合いっていうものも、地域再生のあり方ですね、ここい

らも行政として今一度再検討をする必要があるんでないかと、それをして住民の意識、

団体の意識というものが現状でどのように自立、自己責任を持てるかということをしっ

かりとご協議、連携をとれることが大事でないかなと、このように思います。 

 

田岡委員：いろいろ補助金の問題、いろいろ問題点あろうかと思うんですけども、実は私

こっちへ帰ってきまして１２年になるわけですけども、地域に根差したこのイベント、

文化祭り、たった私２回ぐらいしか出てないんですよ。ばかにしたというか、都会育ち

で田舎は大したことないだろうなという概念でおりました。つい最近、井川町の本当に

久しぶりにこの間出たんですけども、非常によかったですね。地域に根差した、地域し

かない、また地域の住民が協力して非常に盛大にやってる、私はこれしかないんじゃな

いかなと思いますよ。都会は非常に派手なイベントやってますよね、集客力もあるし。

だけども、私はやっぱり田舎はこういう地に足がついた、大したことないけどこつこつ

やる、これからやっぱりいいものが出てくるんじゃないかと思いますよ。だから、今総

論ではいいことおっしゃいますけども、各論を見た場合、私このやり方でいいじゃない

かと思うんですよ。非常に補助金ということで市の財政も大変ですから、だんだん削っ

ていかざるを得ないと思うんですけどね。そういう意味では、私見まして、１２年間で

２回しか見てない、まことに申しわけないですけど、非常によかったと思いますよ。私

の女房も随分いろんな意味で協力させていただいて、非常なにぎわいだったと、横にお

る坂本さんも大変ご苦労されて、大変でしたけどね。随分集まりましたよね。だから、

ほかの地区は私知りません。三野とか山城とか池田はどうやっとんか知りませんけど

も、確かにそういう意味では、私これぐらいのことでじっくり足、地につけてやれば、

これいいと思いますよ。都会生活で見て、田舎を見て、こう思いますからね。私は非常

にいいと思いますんでね、ぜひそういう意味では補助金も大分もらってるようですけど

ね、井川町。いや、そういう意味で私いいと思いますけどね、ひとつ頑張っていただき

たいと思います。それと、これもう一つちょっとお聞きしたいんですけど、老人クラブ

の補助金っていうのが年間６００万ぐらいありますよね、ずっと。これの組織率ってい

うのはどんなもんなんですかね。７５歳以上とか、６５歳以上を対象にして老人クラブ

へ入ってくれと、こういう勧誘がありますよね。私もありました。ありましたけど、断

りましたけどね、まだ元気やから入る気はないということで。だけど、７５歳、７５歳

で人口何万人に対して、何千人に対して、老人クラブ何人入ってんのと。というのは、

特定の人数の人を対象にこの補助金６００万を使ってんじゃあ意味ないと。幅広く老人

を元気にするために老人クラブあるわけですから、そういう意味でどれぐらいの人数が

入っておられるのか、ちょっと参考のために教えていただきたいんですよね。わかりま

せんか。 
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中内福祉事務所長：老人クラブの会員数ということになると思うんですけど、実は老人ク

ラブにつきましてはいわゆる国、県の補助金を含めて６００万という形で一応計上させ

ていただいております。といいますのは、友愛訪問とかという形で独居老人のほうに訪

問してもらったりとか、老人クラブにしてもらってる事業もございますので、そういう

ものを含んだ補助金という形でご認識をお願いしたいと思います。ただ、人数につきま

しては、ちょっと僕のほうの手元に資料が無く、３，０００人は入ってると思うんです

よね、クラブは５９ぐらいありましたので。会員のほうにつきましてはですね、原則と

しては６０歳から希望される方が加入できるということで、クラブによってはその年齢

も違いますけど、おおむね６０歳から加入ができますよということになっております。 

 

田岡委員：３，０００人ということは、対象人口からしたら何割ですかね。 

 

中内福祉事務所長：６５歳の人口がですね、今１万１，８００ぐらいだと思うんです。で

すから、おおむね４分の１ですね、４分の１から、２５％から３０％の範囲だと思いま

すけどね。 

 

田岡委員：それは、今後ともこれいわゆる人数を増やしていって、老人元気になってもら

わないかんという趣旨でやられてんじゃないかと思うんですけど、どういうんですか

ね、老人という言葉が余り僕は好きじゃないんだけども、そこいらはどうなんですか

ね。もうどっかのとこは老人やめて、何とか言よったな。長寿クラブだったかな、何か

ね。 

 

近泉財政課長：田岡委員さんおっしゃったこともっともだと思います。私もここの部分は

財政担当として若干異論があったとこです。その理由なんですけども、もともと補助を

振っていってお元気になっていただこうとかっていうんは、ある意味先進国の福祉の使

命です。医療費を抑えようっていう政策的なとこもありますけども、逆に経済が非常に

まだ貧しい状態のときっていうのは、どうしても福祉がですね、行政が実行する福祉っ

ていうのは選別主義になってます。どうしても弱者と呼ばれる方に対する福祉に特化を

しないとですね、財源がないという状態だったんですけども、日本も幸いに高度経済成

長を遂げまして先進国の仲間入りをしてですね、行政もある程度税収等で非常に財政の

規模も大きくなってきて、福祉のあり方そのものが昔の選別主義からある程度普遍主義

のほうに変わってきてるんで、ちょうどその端境期にある部分がですね、例えば本来の

普遍主義ということになりますと、田岡さんおっしゃったように、例えば老人の方全員

に行き渡るような事業が本来ですけども、そういう手だてが現在老人クラブをファクタ

ーとしてしかないというとこですね。したがいまして、その老人の方がみずから何かを
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なされる事業に対して補助をするか、老人クラブっていう主体に対して、そこが表に出

てきて何かをされることに対して補助をするか、それかもうめいめいに振るかっていう

手段になってきます。現在のとこはめいめいに振るっていうことが非常に技術的に困難

ですので、あくまで中間団体を通して補助金を振って、老人の方に元気になっていただ

きたいという手法をとってます。ただ、これがいつまでも正当化できる、普遍主義から

いったときに本当に正当化できる行政のあり方かっていうことになってくると、例えば

老人クラブの活動の仕方、老人の皆さんが地域でいかに貢献していただけるか、または

行政と協働していただけるかっていう、そこまで踏み込まんとちょっと上滑りの議論に

なって終わりますので、ここは僕はもう尐し時間をかけて、市民の中で共通のコンセン

サスを持って議論すべきものだろうと思ってます。 

 

田岡委員：僕も質問したんはそこなんですよ。１回か２回集まって、ごちそう食って、ほ

んで歌って終わりと、そういう感じはしますよね。それに補助金どうなんかなと。 

 

坂本委員：１回飲んで老人会か、それは私、婦人会がちょっと調理裏で見た感じでは、絶

対そうではないと思います。 

 

田岡委員：何やっとんですか。 

 

坂本委員：ちょっと言いわけさせていただくようなんですけど、例えば学校関係に評議員

クラブなんかが今年度から教育関係でできたんですけど、そういうところへも参加し

て、この間のなでしこまつりなんかも長寿クラブと子供さんたちとが事業をして、そし

て昔の物を大切にせないかんとか、わら草履をつくって、こういうふうにするとか、昔

の遊び方はこういうものがあったとか、そういうこともやっておりますし、それから地

域の清掃なんかもやっておりますからね、絶対年に２回、３回、飲んで食ってパアでは

ありません。もうそれは。 

 

田岡委員：いやいや、わかるんですよ。だけど、飲んで食ってがメインになっとると、そ

こいらは僕はちょっとね。だから、奉仕活動をやってもらうのも結構なんですよ。だけ

ど、どっちが主体かようわからんというのが私の感じです。 

 

事務局：組織維持費なり飲食代ですね、これについてはちょっと先ほど説明詳しく言って

ないんですけども、原則見ないということで、昔でしたら総会代という形で飲食代が出

てたんですけども、それは認めないということで、何かの行事ですね、湯茶とかです

ね、お弁当を出す場合でも会員は認めない、お弁当は。来賓の方だけ認めるというふう

な補助基準になってますので、その辺はご了承願いたいと思います。 
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水野委員：１つは、２つあるんですが、１つはお聞きしたいことですが、これ大分前の話

です。老人会に入りますと、弁当が出たり、いろんなサービスが婦人会よりかずっとい

いと。６０歳になったらもうさっぱり婦人会をやめて、そして老人会のほうへ加入す

る。婦人会は自分自身で募金活動やったりして、お金を集めて苦労なさっとる。だんだ

んだんだん会員の数がですね、老人会のほうがサービスがええもんだからそっちへ行っ

てしもうて、婦人会活動が下火になっておるというようなことが大分前から各地で恐ら

く起こっとんだろうと、私が知っとる範囲でもそんな感じが非常に強くします。そのバ

ランスは行政のほうでよく見つめとっていただかないと、例えば災害の場合の関係で急

に炊き出しをせにゃいかんという場合が、やっぱり婦人会に動いてもらわないと、これ

は地域はもたないと。老人会に炊き出しでなしに、やっぱり婦人会に頼まな仕方がない

なあと、そういう意味合いで婦人会をもっと強化せないかんな、そのあたりのバランス

を行政のほうによく見つめていただいて、もう老人会のほうばっかり寄らないようにし

ていただきたいなあと。これが一つです。もう一つは、この補助金の関係の場所に私も

２つほどかかわっておるんですが、１つはもう補助金が切れてしまったら、林業クラブ

をずっと前からお世話をさせていただいた。金額は今までほんの尐ししかいただいてお

りません。もう２１年度からは切れましたから、ある意味ではきれいさっぱりしとりま

す。もう自力でやらにゃいたし方ない。例えば緑の募金の植樹活動、こういうのは林業

クラブとしては行政に対するサービスで、ボランティア活動でどんどん動いております

から、補助金はもらってませんが、行政あるいは地域のために私たちはある、その持っ

ておる技術でもって努めておるんだという自意識を林業クラブは持っておるとこです。

これはもう今までもほんの尐ししかもらってませんから、もうきれいさっぱり自立心は

できつつあるなあと思っております。それともう一つは、この行政即ではありません

が、社会福祉協議会の関係で例の賛助会費っていうのを集めておりますよね。それから

分けていただいて地域の住民の福祉協議会のお世話もしておるとこでありますが、その

中でとにかくいただいたお金を社会福祉に貢献するような意味合いの行事をやろうでな

いかっていうことを努めておるとこです。いろいろたくさん世話人をつくって、ああで

もない、こうでもないと、こういろんな意見を聞きながら、行事を３つ、４つ、毎年い

たすんですが、これは一般論ですが、いろんな意見の中でやっぱり何十年もの間補助金

をもらって、それをネタにして、場合によっては尐しアルコール分が入ってもええんで

ないかっていう意見もそりゃあ出てきますよ。しかし、それに歯止めをかけるんは私の

役で、煙たがられておる場面もあるんですが、先ほど財政課長さんやらがおっしゃった

とおり、事業の内容がまさに社会福祉に貢献しておるかどうかっていうことから脱線せ

んようにということと、いただいておるお金っていうのは我々自身が賛助会費として出

したものの中の一部をいただいておるんだから、アルコール分は絶対だめっていうのは

私も煙たがられるんですが、言っております。これは先ほど行政の方が言われたよう

に、アルコールはだめというのはそれでいいと思うんですよ。大事なのは、住民自身が



- 14 - 

主体になって、それぞれの目的に自分自身の力でやろうっていう意識が、これ急にはな

かなか変わらんのですよね。しかし、変えていかないかん時代になっておるなあという

のは、これ私の感想です。 

 

宮委員：私、これ補助金出しとるリストを見てびっくりしたけど、かなり多いなという気

がするんですよ。これ全部ね、どんなんですか、結局我々市民の税金ですわね、補助

金。これ皆各団体、全部きちっとした決算報告書を出してもらって精査してるんでしょ

うか、どなんでしょう。 

 

事務局：各団体ですね、こちらのほうから様式を決めましてですね、それぞれのシートと

いいますか、その枠に入れて補助率を掛けて、必要経費は８割なり５割なりという形で

各担当課から精査して上がってきております。 

 

宮委員：それでですね、結局今言った、もう何ちゅうかな、私もいろいろ昔からイベント

をやってきたんですけど、もう一切補助金ちゅうか、民間の寄附っちゅう形で足を運ん

で汗を流して集めることをやってきたんで、もう町や市に安易に補助金出してくれっち

ゅうてね、出してくれたら、そらありがたいんですけど、無くていいもんばっかりだっ

たんですよ。ですから、あったらあったでそりゃありがたいけども、結局もう何でもか

んでも補助金、行政に頼んでちょっとでももらおうという考えではいかんから、やはり

原則としてやっぱり今言ったように、きちっとしたこれ補助金と審議委員会設置してま

すから、ここできちっと精査してやってくれたら、もうこれでいいと思います。そうし

ないと、もう団体によったらね、何でもかんでも行政に金出せ金出せっちゅうのが多い

んですよ。結局今言った婦人会にしても、私決算報告書をちょっと見たけどね、もうこ

んなん、この団体ね、結局いろいろ活動してますから事業費収入もあるし、結局もう要

らんなと、婦人会には。私が見たらね。結局わずかなお金やし、要らんと思う。やって

いける団体なんですよ。それから、あと文化祭りにしたって、私も寄附金集めてきます

から、ちゃんと出してます。やはりそれなりにお金を集めよう思うたら、行政にお願い

するんじゃなくて自分らが足運んでね、もう仲間とか知り合いとかいろんな企業に寄附

金なんかでお願いしとると思うんでね。ですから、この辺は厳しく査定していただい

て、決算報告書もきちっと精査していただいて、無駄な税金を使わないようにお願いし

たいと思います。 

 

三原会長代理：ちょっとそれに関連して、ちょっと私のほうから質問させてもらいたいん

ですが、今宮委員が言われた審議会にお聞きして、きちっと事前チェックしておるとい

うお話を先ほど説明、事務局のほうからいただいたわけですけど、具体的に言います

か、大まかで結構なんですけど、この審議会の場で審査にかかって、例えば１０件申請
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があったときに、仮にあったとしたら、原課はこの審議委員会の中でだめだというよう

なものは、実際数字としてあるんでしょうか。単に事務方から上がってきたものを追認

しよったんでは余り意味がないんで、今までの実績としていかほどのものかというのを

ちょっと教えていただけたらと思うんですが。 

 

事務局：今現在ですね、８、５、２、０という形で、今年度が最終のとこですので、各課

それぞれ正確と、非常に言葉悪いんですけども、正式に切るとかという話は持ってきて

おりません。ただ、そういう８、５、２の中でですね、今年度はこれぐらいの予算だろ

うということで補助金をいただきたいという流れのものはありますけども、実際に上が

ってきて切ったものっていいますと、額を減額したものはございます。それぞれ各担当

が、それぞれ切られるのを前提っていうことで、あやふやなものは上がってきてないと

いうのが現状です。必ず幾らかの補助がつくものについて上がってきているということ

で、例えば５０万ですけども、内容的にはもう３０万にしようとか、それからもう尐し

支給要件を厳しくしようという形での要綱の制定をお願いするとかという形で、今現在

上がってた中で、この補助金はだめですという話の分はこの審議会には上がってきてな

いというのが実情です。 

 

三原会長代理：そしたら、時間もたっておるようでございますので、１つ目の議題につい

てはこの辺でちょっと。 

 

西岡委員：済いません。今、宮委員さんが言われたことにちょっと一言、私も婦人会に入

ってますので、ちょっとこの場で言わせていただきたいんですけど、婦人会は収益はほ

とんど上がっておりませんので、もうほとんどボランティアでやっております。本当骨

身を削ってさせていただいてますので、もし誤解があればちょっとほかの会員にも困り

ますので、ちょっと訂正させていただきます。以前は募金を集めたりしたら、その何割

かをいただいてたんですけど、今はそれもなくなっておりますので、本当もうボランテ

ィアですよね、坂本委員ね、はい。それをちょっと、はいはい。 

 

坂本委員：坂本でございます。私も市の理事のほうを４年ぐらい前から加えらせてもらっ

てちょっと活動してるんですけど、赤い羽根を売ってっていうのはちょっともうそれは

大きな誤解です、はい。もうこれは、うん、はいはいはい。国から、まあ言うたら年末

助け合いの日赤共同募金で来ていることで、売ってではないんです。そこんとこはもう

重々、はい。そして、この今赤い羽根を、今一番年末の赤い羽根を募金で回らせていた

だいてるんですけど、それは市からいただいてるもんではないんです。これは日赤共同

募金を通して集めた分の何ぼかを補助金としていただいてるもんで、市からいただいて

るものでは絶対ありませんので、はい。今合併はしたんですけど、まだ昔の各地域の旧
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町村単位で井川町は今現在１人会員５００円をいただいて、それをもとに活動している

んですけど、確かにもう先ほど水野先生がおっしゃったように、６０歳と６５歳がちょ

うどはざまになるんです。そして、６５歳からはもう正式な老人会に入ろう思ったら入

れるんで、勧誘においでるんですよ、６０歳になったから賛助会員になってくださいと

かね。そして、どうしてももう婦人会はボランティアばかりで、もうえらいことばか

り、老人会に入ったら楽しいことがあっていいんですよって言うて、そういう勧誘が来

るもんやから、もうますます婦人会は減ってくるんです。そして、若い方はやっぱりお

仕事せないかんもんやから、子育て真っ盛りやから婦人会には入れませんと。どうして

も婦人会はボランティア活動ですので、一番大きいのが敬老会のああいうこととか、い

ろいろなもろもろのお手伝いをさせてもらってるんですけどね。だから、今一番はざま

で、若い人と長寿クラブとのはざまがもう婦人会で、もう活動がしにくいような状態な

んですけどね。もう市から確かに補助もわずかもらってます。だから、それなりに協力

もさせていただいてるんですけどね、誤解のないようにだけはお願いしておきたいんで

すけど、はい。 

 

宮委員：うちの家内も今婦人会に入ってて、一生懸命会費集めたり、いろんな事業に出て

ます。すべてボランティアです。それで、決算報告書も毎回見せてもらったけど、ボラ

ンティアだから基本的に補助金なんて要らないんですよ、特別な事業をしない限り。ほ

なけん、別に会費集めて収入にしてるし、それからいろんなお手伝いしてね、赤い羽根

も寄附金集めで多尐入ってくるから、一生懸命婦人会のためにと収益上げるために、も

う各家庭回って、もうほりゃあ集めてます。そういうふうにしてやったら、別に市の補

助金ってね、まあ言うたら悪いけど、ほんのわずかなんです。もう数万円ぐらいです

か。ですから、なかったって、結局繰越金もあるしね、なかってもいけるんですよ。た

だし、これは池田町の話であって、ちょっと井川町とか西祖谷のほうですか、はちょっ

とわかりませんけどね。今言うたように、もう年寄りが多いし、もうほりゃあ会費だけ

払ってくれるとこがほとんどなんですよ。若い者はなかなかね、忙しいやどうのこうの

言うて参加もしない人も多いんですよ。お金だけもらってる、正直言うてね、余りええ

ことないけど、なかなか婦人会のお手伝いしてくれる人も毎年減ってます。恐らく人口

も減ってるから、組織もやっぱり弱体化してると思うんですけどね。ほなけどね、補助

金に頼らないで活動したほうが、かえって活性化ちゅうか、婦人会も活性化すると思い

ます、それなりに。ということで、ちょっとたまたま婦人会の名前出してもらいました

けど、そういうことなんです、はい。 

 

三原会長代理：そしたら、ちょっと。 

 

西岡委員：ちょっと補助金のところなんですけど、この補助金というのはあくまでも市か
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ら出てる補助金なんでしょうか、それともいろんな国とか県からの事業費、いろんな事

業費あると思うんですけど、それは入らない、入ってないんでしょうか。 

 

事務局：市の単独の補助金ということで、ご理解お願いします。一部、国からの委託事業

の中は、中に入ってますけども、はい。 

 

西岡委員：１点なんですけど、補助金の負担金、審議会っていう内容がここにプリントさ

れてるんですけど、定例の委員会は年に１回と書かれていますが、年に１回っていうこ

とは１日で全部終わってるということなんでしょうか。何かたくさんいろんな機関に補

助金を出されたり負担金を出されているんで、１回だけで本当に協議が十分できてるの

かなあとちょっと疑ってしまったんですけど、十分精査をしていただいて、切るにし

ろ、継続するにしろ、先ほど婦人会のことではありませんけど、やはりどういうふうな

活動をしてるか、その内容もきちっと見ていただいてやっていただいてるんかどうか、

ちょっと聞かせていただきたいんですけど。 

 

事務局：それぞれ実績報告なりですね、その担当課が関係する団体から意見を聞いて、補

助金増額してほしいなり、あるいは現状でいいという話を聞いていただいてですね、そ

れをこちらのほうへ上げていただくということで、その第一に担当課で一回の精査はし

ています。その中で変動ある分、それから何か問題がある分につきまして、その委員会

に上げてですね、担当課を交えて話をするという形で、とりあえず当初予算の計上です

ね、それについては年１回、この１１月か１２月にやるんですけども、それでやりま

す。それとあと新規ですね、その分につきまして随時開催しておりますので、年に１回

というのは定例会だけですので、臨時会もございますので、そこで審査しています。数

が多いんで１日ですかということですけど、今現在は１日で終わってますけども、これ

から内容によっては２日、３日かかる可能性もありますけども、今現在は１日で終わっ

ております。 

 

西岡委員：済いません、もう一点なんですけど、その審査の結果、もう終わりましたよと

か、継続しますよっていうことは文書通知だけで、あと団体とヒアリングしたりとか、

そんなのはなくて、もうそれでぱしっといってるんでしょうか。 

 

事務局：団体からのお話を聞くとかという形のもんではなくてですね、その団体との接点

というのは担当課が窓口でやっていただきますので、そこで協議していただくと。結果

については、その担当課を通してそれぞれの団体にご連絡していただくという形をとっ

てます。もしそれでご異議があったらですね、また新たに別の臨時会で協議をしていく

というふうな方式をとっております。 
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三原会長代理：そしたら、お時間もたっておりますので、尐し休憩を入れたいと思いま

す。そしたら、あの時計で３５分から再開したいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 

（休 憩） 

 

三原会長代理：再開いたします。本日二つ目の「第三セクターについて」を議題としま

す。事務局に説明をお願いします。 

 

事務局：（事務局説明） 

 

三原会長代理：ありがとうございました。それでは、ご質問、ご意見等がありましたらお

願いします。 

 

水野委員：私自身が体験して、そしてそのとき思ったことを申し上げます。ちょうど１年

ぐらい前ですけれども、私がお世話しておる林業関係の研究グループ、高知県の西のほ

うの大正町（現四万十町）というところへ勉強しに行ったんですが、大正町の話はこれ

は林業関係者の間では非常に有名な森林組合ですので、特に作業道をつくることについ

ては林業の世界の方々はよくご存じの森林組合です。ここで、ここが非常に盛んにちゅ

うか、苦しい林業の世界の中で努力をされておるんだなあということを思って帰ってき

たんですが、大体常勤の職員が５０名おる。実際に作業道をつくる作業班も常時動いて

るのが３つあるとか、それから営業関係、これは非常に活発に行われておる状況も説明

を受けました。その話の中で、おたくのほうの池田中学校、今建設途中ですね、あそこ

から求められて木材を送るとか送ったとかという話も話の中に入っておりました。その

段階で私思ったのは、この山城のもくもくですかね、しんこうですかね、いわゆる集成

材をつくっておいでる。大正町も集成材をやっておりましたが、そういうことからし

て、池田中学校の材料を大正町から買うんでなしに、この土地の山城からどうして買わ

なかったんかなあ、土地のものを使うていくために、そういう点では行政とよく中で連

携をとってしていただいて、この営業成績を上げるように、よその森林組合にとられん

ようにせないかんなあっていうことを私は向こうの熱心な営業活動の話の中で感じたん

です。恐らく今、西川さんおいでておりますから、あとお話があろうかと思うんです

が、やっぱり第三セクター、一番大事なのは出資者が例えば９０％以上行政、森林組合

の場合は、出資者は組合員ですから、おしりをたたかれるのはもう地域の組合員です。

行政がそのかわりをなさるんですから、そのあたり連携というか指導というか、おしり

のたたき方上手になさって、赤字を早く無しにするようにお願いしときます。こう私の

感想です。 
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宮委員：これ第三セクターの８社ほどあるんですけども、ともかく基本的にこれ累積赤字

ですね、これ民間企業で言う。どんどん増えていって、かなり大きな額の、これ基本的

にもう設立して１０年近くとか、１０年以上たってるもんもありますけども、それと出

資比率がもう９０％超えてるもんに関しては、もうこれは私、もう累積赤字が減ってる

もんはともかく、もう増えてるもんは基本的にもうこれ整理したほうがええと思うんで

すけど。そうしないと、これだれが責任とるんかっちゅうたら、結局三好市がこれとる

ようになると思うんですよ。どんなんでしょうか、これ、私はもう例えば一番ひどいの

が東祖谷観光開発、これ１億超えてますね、幾らかな。これなんかもう清算というか、

そういうふうに持っていけないんでしょうか、財政課長さん。 

 

近泉財政課長：全国的に第三セクターで想定されてます部分と若干市の第三セクター、状

況異なってます。一番違う点はですね、ハードの施設部分はすべて官営です。官営とい

うか官設です。官が補助金なり起債なりを充てて設備はすべてつくっております。管理

運営だけを指定管理という形でお渡しをしてます。そこがまず第１点、国が想定してい

る部分とは違ってます。それともう一点、大きなところなんですけども、会社の設立の

ときに各団体どこも過疎債をすべて借りて、過疎債を充当をして会社を設立をしてま

す。過疎債が終わるまでですね、適債事業という認定を受けて過疎債を借りて会社を起

こしてますので、それをつぶるという話になると、すべて繰上償還で一括で返すという

ようなことになってくるということです。過疎債については交付税という制度がありま

すけども、その中で元利償還金の７０％を交付税で見ますと、逆に言えば市町村のほう

としては３０％をお払いをすればオーケーですというようなことになってます。施設も

ほとんど過疎債でやってます。それと、もう一点ですけども、特に夕張なんかはそうで

したけども、隠れ債務はすごいありました、三セクのほうに。ただ、三好市の場合はで

すね、各三セクでプロパーで借金をされてるというところはございません。決算に出て

きた黒字、赤字っていうのが正味の部分になってます。今、宮委員さんおっしゃられた

その東祖谷なんですが、ここの部分が、去年ですかね、去年の７月ぐらいに経営者の方

を交代をしております。ことし平成２１年度の恐らく決算は若干黒字になるか、恐らく

とんとんぐらいまでに回復をしてくると。そこの主な要因ですけども、非常に地域的な

ところもあったんですが、食材等の仕入れ率が非常に高かったと。私のほうで、これす

べての会社のほう、若干損益計算の部分で分岐点計算を最小自乗法で行っておりますけ

ども、それに適さない会社はありますが、大体行っております。客観的に見たときにで

すね、そこに向けてやっていけるっていうのは、ほぼ９０％から９５％ぐらいは恐らく

やっていけるんだろうというふうに考えてます。とても今のような状況で容認できるよ

うな経営状況じゃないです。それとですね、こういうことを言うと何なんですけども、

合併をする前に各町村で第三セクターを立ち上げて、そのまま合併に至ってます。私、

第三セクターのプロジェクトチームというのを持ってますけども、そこの中で各三セク
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の社長さんなりとお話をさせていただきました、最初に。そのときに出た意見がです

ね、やっぱり先のビジョンがなかったというのはもうはっきりしてます。例えば３億円

を借りて施設をつくりました。２億円を借りて、過疎債ですけども、２億円を借りて会

社をつくりました、ということは５億ですよね。利息を省くと、例えば先ほども言いま

したけども、７０％は国から交付税という制度で補てんをされるということは、１億

５，０００万を地方が払えば、３億５，０００万の負担を強いられないという形になっ

てます。そこの部分でモラルハザードを起こしたんかどうか知りませんけども、例えば

利息を入れずに話をしますが、１億５，０００万の負担の中で赤字を垂れ流してでも、

例えば１０年間を営業する、１５年間を営業して、例えば過疎の部分は、過疎債という

借金の部分は１２年ですべて終わります。だから、極端な話を言うと、１２年を過ぎて

会社をクローズするのは全然財政的な負担もありません。だから、尐なくとも１３年を

超える期間でですね、例えば先ほど言いましたけども、償還額が１億５，０００のとき

に、２億、３億、４億、５億が地域に収入としてあれば、事業として十分ペイできてる

じゃないかという、その偏った見方で経営に当たってられたという部分が見受けられま

す。そこのとこは、そうではないでしょうと、そういうことで、例えば地域のほとんど

の会社は地域の雇用とですね、特に先ほど例に挙がりましたけども、山城もくもくにつ

いては、林業の衰退っていうのは非常に貿易の自由化の工業の部分ですね、そこの部分

の一番裏側に当たって犠牲にされてきたとこです。外材が入ってきて全然林業家が成り

立たないというふうな、私はこれ国の責任だと思ってますけども、そういうことをやら

れてます。公益的な部分とある意味収益的な部分とを抱えて、三セクもめいめいばらば

らになってます。収益的な部分については、恐らく何とか経営を立ち上げ直せばいける

んではないかなというふうに思ってます。ただ、残るのがですね、先ほども出ましたけ

ども、もくもくの公益部分を担ってる部分、ここがどういうふうになっていくかと、私

はここはある程度若干赤字になってもですね、公益目的のためには例えば公営企業、水

道なんかそうです、病院もそうです。ここの部分で、そこの必要性そのものを認める、

公益目的を認めるっていうんであれば、公営企業会計に準ずるような明確な繰り出し基

準を定めて、そこを下支えするというのが私は大事なんだろうというふうに思います。

市になってからですね、そういう話を経営者の方々にお話をさせていただきました。そ

の中で、それで近泉君、これだったら、２０年やって会社がつぶれて、施設もやりかえ

のときになってしたって、１億５，０００払うとるところにおれは７億の銭稼いだよ、

こんなおいしい事業はないじゃないかという説明を受けます。だけども、そこまでおい

しい事業でね、そこまで雇用を地域で支えとんだったら、社長、あんたの一存で経営い

かようにもできますよねと、前に黒字になったときもあるんでしょう、ですからそうい

う黒字の体質にしていただくと未来永劫地域で雇用も生まれる、他の地域からも所得の

移転も得られますよね。こちらが、逆に旅行業でないですから、向こうさんが交通費を

出してきていただいて、こっちでお金を落としてくれるって非常におもしろい商売です
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んでね。三好市っていうのは、これといった産業もないっていうのが現状です。その中

でどうやって地域内の所得を上げていくかっていうことになると、財政構造も同じです

けども、裕福な地域から交付税という所得の移転を受けてます。それと同じで、裕福な

地域で稼いでいただいた方は観光目当てに来ていただいて、泊まっていただいて地域の

資源を消費していただいて、三好市のほうにお金を使っていただかないとですね、尐

子・高齢化進んでどんどん過疎化が進んでますので、ますますこの地域は疲弊をすると

いうようなことでありますんで、ここのホテル部門、いわゆるこれもう収益事業、プロ

パーですけども、ここの部分についてもしっかり筋肉質の経営体質を築いていただいて

私はやっていただきたい。市のほうとしては、そういう意味合いのもう現状でクローズ

するという考えは持っておりません。 

 

宮委員：わかりました。ともかく黒字化で、出来るだけ努力していただいて、経営者が悪

かったら、やはり出資比率、これほとんど１００％近いんで、権限を持って適切な運営

ができる社長なり役員にかえていただいて、できるだけやはり我々の感覚で、もう赤字

は減らしていって黒字化して、我々民間企業みたいなように正常な運営ができるように

持っていってほしいと思いますんで、ぜひとも財政課長、頑張ってやってください。お

願いします。 

 

近泉財政課長：ちょっとつけ足しで言っときますけども、合併するまではですね、やっぱ

りお話をお聞きをすると、どうしても第三セクターっていうことで官に対する甘えのほ

うがもう９９．９％でした。ただ、合併してからは相当経営者の方、何人もお会いをし

て、ちょっと意見が合わない方っていうのは交代も願った方がございます。あくまでこ

この三セクですけども、すべて商法法人、ですから経営者の方も商法にのっとって、例

えば市が筆頭株主、株主に意図的に損失を与えるようなことだけは避けてくださいと、

あなたは商法上の取締役で社長ですよと、そこを前面でお話をしておりますので、現在

は大分、大分というか、そこのところはきっちり経営者のほうには頭に入ったんかなと

いうようには感じております。 

 

田岡委員：今の話を聞いておると、歴史的に見たらやっぱり経営者と市との間に割合なれ

合い関係があったじゃないかと。手ぬるい関係で、こういう赤字体制になったんじゃな

いかと私思いますけどね。今の純資産をね、これ１９年度で自治省が出しとるやつです

けど、例えば東祖谷観光、市が１億４，９００万出資してますけども、今の純資産、い

わゆる財産はもう５，０００万に減ってると。３分の１に財産減っとんですよね。これ

は財政課長も把握されとんでしょう。 

 

近泉財政課長：当然繰越欠損金出てますから、その部分は株主資本金を圧縮してますの
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で、ここらは把握をしています。 

 

田岡委員：いや、ほかの山城もくもくも３億出して、もう今２億ぐらいだと。山城しんこ

うも１億４，０００万で１億３，０００万ぐらいと。それから、西祖谷も４億で３億

と、これみんな純資産が減っとんですよね。そりゃあ赤字ずっと垂れ流しやからしょう

がないと思いますけどね。普通１０年間やっとって、民間企業だったらもうとうに責任

はとらされるわ、もうそりゃあもう廃止ですよね。それがずっと今まで来たというのは

どこに問題点があったか。ここいらやっぱり検証していくべきだと思いますし、私チェ

ック機構はほんまチェック体制が今までやられとったんかどうかね、株主、大株主でし

ょう、株主総会で何でも決議できますよね。社長かえるのもいいし、報酬も決められる

し、合併もいいし、廃止も決められるし、そういう機能を発揮してきたのかどうかね、

なれ合いでやってきたからこういうことになったんでしょう。と私は思いますよ。だか

ら、そこえらをもうちょっと踏まえてやられたらどうですか。私もいろいろ見てますけ

ど、あるとこの社長さんは問題点多いのがありますよね。そういう社長をなぜかえられ

ないか、そこもやっぱり市の責任じゃないかと思うんですよ。大株主があれやけど、市

民が大株主ですよ、これ、そこいら間違わないように。市が皆さん方が大株主じゃない

んです、市民が大株主という、そこえらももっと認識をしていただいて、しっかり管

理、指導してもらわないと、これずっと続きますよ、赤字。何で廃止できないかと、今

過疎債の問題出ましたけども、それやったら民間に売ることはできないんですか、民間

に譲渡。廃止ができないんなら、民間に譲渡はできないんですかと。 

 

近泉財政課長：会社がですね、ここの旧のときに、旧の町村のときにしてますから、定款

上そこの施設をするっていう定款になってます。ですから、そこの施設の管理運営の指

定管理が外れた途端に会社の存続目的が定款上ゼロになりますから、当然会社がクロー

ズ、目的を達せない会社になりますから、法的に。当然クローズということで、出資金

はすべて繰上償還という形になっております。それと、田岡さんがおっしゃったように

ですね、合併前までは第三セクターの一番悪い部分でなれ合いの部分でですね、各第三

セクターの経営者の方も行政のほうにおんぶにだっこ。悪いことに行政のほうも、市民

の皆様からお預かりをしている税の中から施設をつくってます。会社も設立をしてま

す。そこの大株主です。一番経営権握れるとこです、裏からね、事実上。商法上、ばし

っと株主の責任を果たすべきところだったんですけども、そこの部分が逃げてたと。内

部のなれ合いでもって逃げてたと。これでは会社にも悪いですし、市にも悪いです。ひ

いては市民の皆様に一番悪いと。そういうことをやってると、それ以上にですね、その

地域でそこで雇用されてる方が、だめになったときはぱっさり首を切られます。これ見

ていただくとわかりますけども、特にここから下のほうでなしに山間部のほうに三セク

固まってまして、本当に雇用の場っていうのは若い方が残っていただく非常に僕は貴重
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な場だというふうに思ってますので、今までのようにですね、市も例えば株主責任を放

棄するような形でやっているということになると、これは私、こういう言葉好きじゃな

いですけども、ある意味三セクと共犯で市民に損失を与えるということにもなりかねま

せんのでね、そういうことは一旦もうリセットをして、再度きっちり商法法人ですよ

と、市のほうはしっかり株主としての指導もしていきますし、権限も行使しますよとい

うことが私は大事だろうと思いますんで、田岡さんおっしゃったことはそのとおりだろ

うというふうに思ってます。 

西岡委員：済いません、東祖谷の観光協会のお話が出たので、ちょっと先日体験したこと

をちょっと報告したいと思います。たまたま紅葉の時期だったんで、いやしの温泉郷へ

市民何人かと行ったんです。ただ、私は観察するために行ったんじゃなくて、たまたま

利用したんですよ。いやしの温泉郷と、それとモノレールと。それで、モノレールに以

前乗ってすごく怖かったんで、私はもう乗らないということで友達だけ乗って、いやし

の温泉郷で待たせていただいたんです。そこで座ってると、アメリカ人の若い女性が２

人来たんですよ。英語で言うから、ホテルの方は英語はできない方なんで、もう一生懸

命日本語で言うんですけど、アメリカの方はここに予約しとったと、泊まりに来たんじ

ゃって言うのにね、職員の方はもうノー、ノーって、きょうは部屋がないんですって、

一緒に行った者も泊まりたかったけど、部屋がいっぱいということで泊まれなかったん

で、日帰りにしたんですけど、もう話を聞かないで、もうノー、ノー、ノーで言って

て、アメリカの若い女性が困ってるんですよね、泊まれないから帰れって言われたらど

ないしょうと思うて。一生懸命電話で予約してるということを言ってるんやけど、言葉

が通じないもんで、もうノー、ノー、ノー、ノー、バツ印をして、もうすごく私も気に

なって、よっぽど出ていこうかと思うたんですけど、そうしてるうちに中の社長さんで

すかね、出てこられて、ちょっと英語を片言でしゃべられて、それでその方２人安心し

て泊まることができたんですけどね、何かそのあたりがすごく私も見てて、外国から来

た方ですごい言葉も不安定で、東祖谷の剣山登って、その帰りに泊まる予定で来たらし

いんやけど、もう不安いっぱいがもう言葉の身ぶり手ぶりでわかるんですよ。そのとき

でも、何か一方的にきょうは部屋がいっぱいってことで否定的な言動をしてたんがすご

く気になって、もう横で見てて、同じ市民として冷や冷やもんだったんです。それがち

ょっともう尐し社員教育っていうか、対応は本当大事ですよね、口コミで皆さん観光客

は集まってくるので、ああいうふうな対応をしてると、もう二度と来たくないとかね、

私でもやっぱり嫌やなと、泊まりたくないなって実感したんです。もう一点は、下のレ

ストランで食事をしたんです。下のレストランの職員の方も何かすごく事務的で、本当

我々市民ばっかりだったんですけど、いやあ、あんな対応するんだったら、もう皆に口

コミで、いいよ、いいよって言いたくないねえというような感じだったんで、もう尐し

祖谷ならではのいやしの温泉郷なんで、いやせるような職員さんの対応をちょっと接客

業についての勉強をしてほしいなって、しみじみ、本当ついこの間なんですよ、もうす
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ごくみんなでそれで話題が盛り上がって帰ってきました。だから、もう尐し、また行き

たいな、みんな行ってきいよって言えるような、いやせるような祖谷のね、人情味のあ

ふれてる、そういうふうなところをもっと出してほしいなあと、みんなもうかんかんで

帰ってきたんですよ、市民ながら。そのあたりもやっぱり赤字が改善されない一つの、

今話を聞いてて、要因になってるんじゃないかな。それで、市長の伝言、何かあるんで

すかね、インターネットで市長に提言できる、それにするとかせんとかね、私はしませ

んけど、ほかの仲間が言ってたぐらい腹が立って帰ってきました。つい最近こんなこと

があったので、ちょっとこの場で報告したいと思います。 

 

近泉財政課長：貴重な意見ありがとうございました。ちょっと前段の英会話の件は私ちょ

っとコメントはしにくいんですけどもね、全く中学というか、高校卒業して英語にさわ

ってない方がですね、もう結構３５歳にもなってですね、いきなり向こうの人って、日

本人勘違いしてますけども、日本人ゆっくり話せったら英語ゆっくり話します。ディ

ス・イズ・ア・ペンって話します。向こうの人はそんなこと絶対ない。ゆっくりと、デ

ィス・イズ・ア・ペン、ディスィズ・ア・ペンとしか言わんのですよね。言われたとき

に会話で、リエゾンっていいますけども、英語、リエゾンをして、学校で習ったような

英語の発音しません。で、そのときに何を言われてるとかわからなくて、恐らく多分そ

の方パニクったんだろうと思います。ただ、すべてそのレストランの部分についてもで

すね、例えば観光業の方で特に宿泊、サービス業の方に一番求められてるっていうのが

顧客満足ですよね。ですから、どうしても、ここの部分の会社の売りっていう一番コア

の部分っていうのはどうしても、顧客満足のことをＣＳっていう言い方しますけども、

そこの向上に向けて会社として取り組んでいただかないとですね、今お話をしていただ

いたような形で、風評ですごい悪評が立ちますと、いい評判というのはなかなか浸透し

ないですけども、悪い評判というのは一度立つと、もうこれ早いですし、消えるのにも

時間がかかりますので、そこら辺はそういう提言がございましたということを経営者の

方にしっかりとお伝えいたしておきます。 

 

桧尾観光課長：貴重なご意見ありがとうございます。観光課の檜尾ですが、各施設そうい

う問題が特にあります。特に最近、近年外国の方が非常にいらっしゃってるということ

で、簡単な英会話はできなくても指差し会話っていうのができるシステムがありまし

て、そういう外国語の、英語なんですけれども、きょうはどういうご用件でいらっしゃ

いましたかって日本語で書いてて、そこにその下に英語が書いてある、そういう本を開

けてですね、指差しを会話するっていうふうなシステムがありまして、英語がしゃべれ

なくても、こういうことでお話はできますというふうなものもあるわけですね。そうい

うものもお届けはしてあるんですが、たまたまそれを利用していただけなかったという

ことであろうかと思います。今後それをですね、すぐに英語しゃべっていただくって、
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外国語をしゃべっていただくというのは難しいかもわかりませんが、そういうものも用

意していただいて、ちゃんとコンタクトがとれる、最低のコンタクトがとれるような方

策を指導していきたいというように思います。もう一つ、今観光課にそういう専門の職

員を臨時で採用しておりまして、特に複雑で分かりにくい場合においてはですね、そう

いう職員がおるので、電話をしていただけたら直接にその方と外国の方とお話をして、

そういう問題解決することもできますので、ぜひそういうのも利用してくださいという

ことでは申し上げてるんですが、そういうことも含めて、今後東祖谷いやしの温泉郷の

みならず、全体に指導っていうか、管理していきたいというふうに思っております。 

 

西川委員：西川です。最後だから木材について、第三セクターの山城もくもくと森林組合

に対しての収支、いろいろなご意見をいただきましたけど、当然いわゆる経営努力は否

めないところでございますんで、それは我々も当然それは耳にしながらいました。ちょ

うど今ご承知のとおり、非常な不景気の状態で、材木の低迷っていうかね、我々が想定

外の低迷が続いておるんで、それを努力するということは大変なかなか簡単にはいか

ん。先程など、もくもくの関係は、課長さんおっしゃったとおりでございますんで、い

ろんな面でいろいろしていかないかん部分はわかってますが、ただ木材の製品の加工の

販売ということに対してはですね、大手を相手にいわゆる競争っていう中にはなかなか

我々で目に見えない大変な部分部分が意外とありますし、これは我々の特徴ある努力っ

ていうかね、それは見出していかないかん。例えばこのもくもくさんについてもです

ね、今工場の永久認証っていうか、認証制度の中でそういうのを持ってますんで、工業

事業的なものがあればそれに入札に参加できる、公共的な努力でいけるいわゆる製品も

持ってますが、ただいわゆる大手との競争の中では難しかろうなという、そこを何とか

して特徴のものを持ったものを努力していかないかんという、努力は今十分していって

いますが、今ちょうどこういう時期ですので、どこの会社も相当厳しいですんで、そこ

を経営努力で何とか乗り切るということは順次、みんなで話し合っていっているところ

でございます。森林組合につきましてはですね、これもいろいろなかなか加工の部分は

大変なんですんで、そこの中に永久認証を持っとるんはですね、いわゆる含浸施設とい

う薬を注入していくもんは持ってますけど、これも年平均っていっても大変ですが、今

のちょうど、ここで言うてええかどうか知らんけど、教育次長さんおいでますけど、今

度東祖谷で統合の東祖谷の小・中学校の学校はですね、これは木造の校舎ということ

で、それぜひ森林組合ということで、今そういうことで話がいただいておって、相当材

料も要りますんで、それも地域材という指定していただきますんで、特に東祖谷を周辺

にしました木材を今集めて調査してますが、その中でもくもくも含めましていろいろ使

っていただく努力をして、さっきのいわゆる努力と一緒なんですが、よそからっていう

よりは地域でと、それはもう、それも努力せないかんですけど、その努力の中で今動い

とるとこでございますんでね。そういうことで、販売に対して、いわゆる材木に対して
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の理解を求めていかないかん部分はありますけれども、その辺をこれから努力をさせて

いただきたいと思います。ただ、追い風になっとる部分がありますね、木造にしても森

林組合そうですが、今ある失業者のいわゆる雇用の創出事業っていうんですけど、今の

政権かわる中にあってもですね、それはやっぱりＣＯ２のいわゆる吸収源、やっぱり森

林でやらないかんということになればですね、今以上に事業を起こしていこうというこ

とを言っていただいとんで、その中でも雇用の問題がありますんで、その事業をこしら

えて雇用をすることによってですね、我々もいろんな雇用をして、そして森林の整備の

関係も今から増えていくことですんで、もくもくさんも一部やっぱりそういう整備関係

の事業もしてますんで、その辺も努力の中に入ってくると思います。加工もしながらで

すね、それ分がちょっと努力してもなかなかいかん部分についてはですね、できるだけ

また整備のほうで努力すればやっていけるかなあという、今辛抱ができるかなあという

部分もありますんで、決して悲観する部分は僕はないと思うてます。それからですね、

木材、今見てのとおり単価が安いんですが、事業費とそれから売り上げ等、いわゆるバ

ランスがとれてないんですね。事業費のほうが高うなってマイナスの山がほとんどなん

ですが、そこへ補助金を流してもろうたりしますけれども、例えばですね、いわゆる計

算して山が高い、１００万円の山があるとして、それがとんとんになれば山はゼロとい

う話になりますけども、それは我々はですね、そこへ売れば、評価すればゼロなんです

けど、あるいはマイナスになってきますが、それよりもそこに事業を起こしていこう

と。例えばいろんないわゆる国の事業、県の事業、いろんなものを起こしていくことに

よって、そこで雇用が生まれてきますと。例えば１０ヘクタールで１０人雇えるとすれ

ば１０人の雇用が生まれて、そこにお金が落ちると、そういう観点で山もあちこち買う

たり事業を起こしていくことが大事になってくる。それはひとつ市のほうへも大分お願

いもし、指導もしていただきながらやっていっておりますが、何とかそういうことでし

のいでですね、やっぱり外材というよりは内地材にしていこうという方針がそう決まっ

てますし、内地材に対するいろんなお金もついていただいとる、こういう関係でね、今

から何とかしてそういうものを内地材でいけるようになればですね、そこに一つの事業

が生まれてくるし、雇用もできるし、いわゆる経営として成り立つんかなあと。今から

なんでしょうけどね、今特に世界的な不況の中で、家が建たんことにはどうしようもな

いですが、これから今相当そういうバランスがとれてませんので、やめられる方も個人

的におりますんで、そして今の材木も大分減ってきた関係で、多尐これからバランスの

とれたところまでは単価が上がってくるだろうと。そうなればですね、何とか経営に乗

っていけるんだろうなとそういうに考えてますんでね、ひとつよろしくお願いしたいと

思います。 

 

近泉財政課長：貴重なご意見ありがとうございました。せっかくの機会ですんでね、こち

らのほうからも若干お願いをしたいことがあります。西川委員さんおっしゃったよう
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に、今林業で市のほとんどが森林です。悲しいかな、今のところは眠れる資源になって

ます。僕はここのとこが本来起きた資源で、林業家の方が本来自活していけるぐらいの

地場産材の付加価値を高めていただければですが、その健康と環境すべてが未来永劫続

くように、健全な生活を営みましょうと。で、これもまた幸いなことに、そういったと

ころにお金を使える方が端緒でずっとそういう施行が世界的に伸びてきてます、先進国

の中で。どういう現象が起きてるかというと、日本の中でも本来の木造だけを使って木

造建築に特化をするっていう設計士さん、たくさん出てきてます。その設計士さんが、

例えば都会に今お住みでない。なぜかっていうと、そこの木を切り出して、本来の日本

建築の木造建築に資材を加工するという製材所がもうありません、全国的に。ですか

ら、そこの製材所が近隣のあるところに来て、自分の設計書に基づいて材を加工できる

場所っていうのが非常に今貴重です。そういう意味からいいましてもですね、ぜひ私の

ほうからこれお願いになるんですけども、ことしの事業ありましたけども、来年もです

ね、市役所の中では各課のほうに話はおろしてるんですけども、県が国からいただいた

お金を基金として積み立てて、緊急雇用創出事業というようなことで今の雇用情勢にも

大挙しようという部分の基金があります。この部分が来年もあります。県下的にまだ相

当残ってます。ですから、こういうときこそですね、逆に森林組合さんなりもくもくさ

んなりで私は共同歩調をとっていただいて、例えば営業戦略で言いますけども、ランチ

ェスターの法則っていいますけども、さっき上げましたけども、そういう本来の木造を

使った木造建築に特化している、例えば設計士さんのところにもう絞り込んで重点的

に、ランチェスターの法則っていいますけども、営業構成をかける営業員をですね、逆

にそういう県の基金事業を活用してですね、将来的にも自分たちの会社のためになるよ

うなことをこの際積極的に考案をしていただいて、どんどんこちらのほうに提案をして

いただきたいなというふうに思ってますので、よろしくお願いをいたします。 

 

合田総務部長：済いません、林業の話ばっかりになるんですが、水野委員さんのほうから

お話しのあった、その大正町の森林組合ですけど、僕も仕事の関係でかなり前に行った

ことがあるんですけど、ここの森林組合はやっぱり四国でもトップレベルの森林組合で

して、まず作業道についてはもう山を痛めない作業道っていうのをやってますんで、非

常にもう考えた山に優しいやり方でずっとやってますんで、そこが何といっても四国で

はトップレベルだろうというふうに思ってます。また、森林組合、小さな町ながら森林

組合の職員が多いっていうのも、これは加工部門を持ってまして、この加工部門のレベ

ルがかなり高い。天下のコクヨと提携してやっておるようでして、そこでおるのが約３

０名近くの人間がそこでやってます。そこでの売り上げもかなりありまして、職員の質

も高いんですね。結局もうそういう形で企業自体がもうきちっとしてますんで、コクヨ

とでも提携できるというような製品が出ていると。原材料は全部大正町の中で出た材料

を使っていっているというようなことで、これ三好市がこれから目指さないかん一つの
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良い例なんですけど、特に指導者としてＴ専務さんというのがおられて、これもまたト

ップレベルの方ですけど、そういった方が引っ張っていって、そういうものをつくられ

たというふうに記憶しています。それでもう一つ、もくもくの場合は３層パネルという

んで、一応柱材でなくて、使うのは天井とか床材とか内壁とか、こういったものに限ら

れてまして、特化しとるのはもう３層パネルという３層に張ったパネルになってますん

で、その辺はいわゆる公共事業をやってもある部分的なところで使うというような形に

なります。それから、高知のほうは香南のほうへ行ったら結構ヒノキ材が良いヒノキ材

があるようで、この辺はヒノキよりも杉が多い。もくもくでもパネルはヒノキ材でもで

きますけど、主にもう杉材でいってます。そんな関係でですね、特定されたところにし

か使えないというようなところがあります。それと、もくもくのことで言いますと、パ

ネル自体を使う家を建てるという場合、かなりレベルの高い家でないと使えないといい

ますか、普通に建て売り住宅みたいな形のところではちょっと単価が高過ぎて使えない

状況で、特に先ほど財政課長のほうが言いましたけど、今後の販売路線をやっぱりやる

のには、業者は工務店とか設計関係、業界へ行くんでも、やっぱりそれぞれ国産材にこ

だわったところに特化してやっていくというような、ここでやる量は知れてますから、

そういったそういう業者をずっと全国、西日本あたりでずっときちっととっていけば、

３層パネルについての流れができるんじゃないかなということで、これまでも３層パネ

ルでかなりつくっていこうということでやっとったんですけど、経営が苦しいために３

層に張る前の単層、１枚物ですね、１枚の単層に張る前の１枚で売ってその場をしのい

だというふうなこともありまして、まだまだ販路が尐のうございますので、そこら辺ま

だこれからじっくり販路を、３層を売れる販路をきちっと取り組んでいただきたい。い

ずれにしましても、森林整備の部分もありますんで、森林整備については世の中環境問

題、ＣＯ２の関係からありまして、事業的には今後まだまだ展開は明るい展開があるの

じゃないかなというふうには考えてます。とにかくそこら辺をきちっと目標を見定め

て、三セクとして戦略を立ててやっていくっていうのが重要なんじゃないかなというふ

うには考えております。 

 

三原会長代理：お時間の関係もあるんで、あと１、２問にしたいんですが、どうぞ。 

 

木藤委員：木藤です。三セクの概念みたいというか、第三セクターに関する見解で、赤字

補てんを目的とした公的支援を行うべきでないということで、現在行ってないと思うん

ですけど、この三セクって指定管理者で名前が出てきた会社やと思うんですけど、指定

管理料っていうのは多分金額として発生しとって、その金額が今計上されておるこの費

用の科目の差し引きになっとんのかどうかっていうことだけをちょっとお聞きしたいと

思います。 
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近泉財政課長：指定管理料をお渡ししてるという部分ですけども、山城振興さん、ここの

部分が道の駅で、あそこが西の入り口で観光情報館という機能を持っていただいてます

ので、その部分で８００万ぐらいですかね、指定管理料をお渡しをしてます。それと、

もう一つは夢企画さん、ここの部分が井川町にありますふるさと交流センター、ちょっ

と公民館と図書館を足して２で割ったような施設ですけども、そこの指定管理に入って

いただいてます。そこの部分が、２１年度で言うと２，２２０万程度入ってます。ふる

さと夢企画さんについてはですね、それ以外にここ収益事業っていうのがありませんか

ら、スキー場の運営の委託で２，３００万程度、それと旧井川町の公園ですとか、ゾー

ブってありますよね、あそこの部分に一部人が行ってますので、その部分を合わせて３

２１万３，０００円を、これ指定管理料ではないですけども、市からの委託料というこ

とでお渡しをしてます。あと東祖谷のいやしの湯ですけども、ここの分については９８

０万程度でしたかね、施設の保守点検等の部分を指定管理料としてお渡しをしてます。

それ以外で指定管理料をお渡しをしているとこはないです。 

 

三原会長代理：ほかにはご意見、ご質問等はございませんか。 

 

中石委員：済いません、もう時間もあれなんで、尐しだけ。結局宮さんが言ったように、

やめればいいっていう話なんですけど、それもできないということで、最終三好市の市

が大株主で権限を持ってます。市民が持ってますけれども、何をするかっていうたら、

やめることもできないし、続けなければいけないんで、もう結局さっき西岡さんが言う

たように、一般の意見というか、これ赤字ほとんどもう観光に関する分なんですけれど

も、そういう意見を例えば市から代表の人に言ってということでしょうけれども、多分

それでは成り行かないというか、社員教育ができないとこもあるんじゃないか。総会を

多分年に１回かしてると思うんで、そういうとこに例えばこういう委員会の、本当は株

主さんが行くはずなんですけれども、こういう一般の委員会の人も入れて意見を総会で

言うっていう方向はどうかなと思うんです。 

 

近泉財政課長：私もそれ非常に貴重な意見だろうと思います。ただ、商法上ですね、株主

が行かないといけないということで、ただ株主が三好市になってますので、三好市の構

成委員である市民の皆様が行って意見を言うというのは法律の枠を超えて私は正当性が

あるんだろうと思います。ただ、むやみやたらに出てめいめいの意見というような形に

なりますと、恐らく経営者の方のほうも、例えば極端な意見が出た場合ですね、賛否両

論どちらのほうに組みすればいいのかっていう判断もあろうかと思いますので、何らか

の形ではですね、そういう市民の方々の意見を経営者の方に聞いていただく場っていう

のは僕は必要だろうというふうに思ってます。あくまで建前上ですけども公益になって

ますから、公益を担う市の出資会社ですから、当然市民の皆様の意見に対しては耳を傾
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けて、真摯にそこのところを拝聴するのが本来の趣旨だろうというふうには思うてま

す。 

 

宮委員：今、中石さんがおっしゃったこと、これね、ちょっと当てはまる第三セクターが

あるんですよ。２番目の四国中央観光株式会社、これは出資比率が４７％で、あと残り

が普通の民間人の個人の方なんですけども、結局株主が百四、五十人おると思います。

それで、総会も何十人か出席されて、そりゃあもう今財政課長が言いましたけど、ほん

ま極端な意見も出るし、すごいらしいですわ。しかしですね、やはりもちろん株主だか

ら総会に出席してますけど、そういう良い面が出て、今結局５分の１に減資して、それ

から社長でももう給料ゼロで、今はボランティアで動いてます。わずかなこれ売り上げ

で、委託料なんですけどね、これ、公園かな。でもわずかな利益出してますけどね、も

うそれだけやはり努力してます、やはりこれ民間の株主さんが多いということで。あ

と、池田ケーブルネットも出資比率が４０％なんでね、これもやっぱり民間主導なんで

すけど、あとはこれ９８％とか９５％、それから９９％なんかのこれはもうちょっとこ

れもう、ただ市がね、これ結局市長が株主っていうことになるんですかね、１番目の。

市ですね。これちょっと民間会社でないんですよね、出資比率からしたら。ほんまに官

の企業という。ですから、先ほどおっしゃった英語が話せないから、わかんないから対

応が悪いっておっしゃったけどね、私が見たらそうでないんですよね。日本人が行った

って同じなんですよ、対応悪いんですよ、もうそれがもとなんですよ。英語が話せると

かわからないとかというのはまた次の問題で、結局経営者の問題なんですよ。結局従業

員教育も何にもできていない。ですから、そこが問題なんで、結局官の方と民の方のも

うそこが考えの違いやと思うんですけど、やはりそこはできるだけ民間の有能な人を支

配人にするとか、そういうことをしてね、それから経営者もできるだけマネジメント

の、民間のマネジメントの分かる人に替えていただいて、改善してほしいと思います。

以上です。 

 

三原会長代理：他にはございませんか。 

 

田岡委員：時間も大分過ぎましたんで、ちょっと最後にちょっとだけ質問しますけども、

今いろいろ意見出ましたけど、市の責任って非常に重いと思うんですよね。今まで年１

回の株主総会で書類見て、それで数字だけの指導をされとったんじゃないかと私はそう

思うんですよね。さっき聞いとったいろいろ細かい点の指導っていうのは、何もされて

ないと。結局それが観光事業、最重要課題としている市として、今後寂しい限りですよ

ね、これ。悪評ばっかり流れてね、観光資源がもう台なしになりますよね。だから、そ

ういう指導を的確にほんま市はできるんかどうか、そこをちょっと聞きたいんですけど

ね。また、１年過ぎたときに言うんか、もう即こういう情報が流れたらすぐ指導できる
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のか、そこえら株主としてどうなんですか。 

 

近泉財政課長：苦言ですとか意見が来たときはですね、ある程度随時向こうにお話をして

ます。年に１回の株主総会時だけの決算書でもって指導はしてないです。定期的にお邪

魔もしてますし、例えば仕入れ値を幾らまでに下げてくださいとか、人件費比率が高い

ですと、もう尐し人件費を圧縮してくださいですとか、例えば電気代についてもデマン

ド値をどうかして下げるように内部で努力をしてくださいとかっていう話も随分しては

おります。ただ、場所的に遠くに離れてますんで、野球の監督じゃないですけども、向

こうがゲームをやってる間ですね、こっちが行って見てるというわけにはいきませんの

で、そこの後追いの、現認ができてない分の後追いが若干弱いかなというところはあり

ます。 

 

田岡委員：僕ね、抜き打ち的にたまにはぱっと行って、見なきゃだめでしょう、やっぱ

り。そんな書類だけ見てね、そりゃあまあいろんな指導されてると思いますけど、やっ

ぱりそれぐらいの努力はせにゃいかんと思いますよ。民間はそれぐらいやっとるです

よ。だから、今までのやり方はやっぱり抜本的に変えて、やっぱりそういうことをして

指導を徹底的にやらないと、やっぱり観光立市としての三好市は成り立たんと思います

よ。そこいらひとつ、私もいろいろ情報を聞いてます。大阪から親戚来て、ちょっと行

きましたけど、料理は悪いわ、接客態度は悪いわ、もう絶対来んと、もうこういう話し

しか来ないんですよ。だから、もうちょっとそこいらを改善するようにしなきゃあ、特

に観光課長、よろしく頼みますよ。観光がやっぱり指導せなきゃいかんでしょう、こん

なもんはね。だから、そういう分ができてんのかどうか。たまに書類だけ見て、ああ、

そうかそうかっていうのは話にならん。行かなきゃだめですよ、抜き打ち的に。そりゃ

民間だったら全部やってますよ。だから、皆立派な収益上げる会社になってきとるわけ

ですよ。ひとつそこいら心構えを変えてですな、ひとつやっていただきたいと、最後で

すけど、お願いします。 

 

桧尾観光課長：貴重なご意見ありがとうございました。おっしゃるとおりでございまし

て、いろいろな苦言等、いろんなクレーム等は直接観光課に入ってくるわけでございま

して、その都度、先ほど申し上げましたように、その施設には内容を十分に検討して改

善するようにはお話しとります。そういったできるだけ施設へお邪魔してですね、こう

いう、どうしてそこに原因があるんかというのはよく話す機会があるんですけれども、

やはり先ほどおっしゃったように、やはり経営者の従業員教育っていうのをきちっとや

っぱり根本的にやっていただくっていうことをいつも申し上げるわけです。やはりそれ

に必要な研修、人とかですね、それを社員教育の費用は惜しまずに支出していただい

て、グレードアップを図っていただくということが基本だろうと思いますので、今後も
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そういうふうな指導をしてまいりたいというふうに思っております。 

 

新居教育次長：済いません、確かにそのとおりで、もう本当に今日は我々としてもこれは

どうにかしなきゃならないと思いますけども、一つの手だてとしてね、お客様の声って

いうて、最近楽天トラベルとか、いろんなインターネットでは、申し込みして宿泊施設

へ申し込んだら、泊まったら後、お客様の声で自分でこうだった、ああだったっていう

入ってますよね、皆さんも言ってますわね。ああいう仕組みをとれば、一発でお客さん

来なくなるか、そこはうまく改善してやっていくかということができると思うんです。

それを日常茶飯事にやっていくということは大切なんじゃないかと、そういう仕組みを

入れとんだろうと思いますけどね。だから、そういう意味では、西川委員さん、そのと

きにすぐにやっぱりそういうお客様の声を直接届けると一番きくんですよね、はい。市

長さんには行かんのですよ、直接そこの経営者、従業員にいかに届けるかっていうこと

が一番必要なんじゃないかと、そういうことでやっぱり繰り返し繰り返し訓練されてい

くんだろうと思います。お客さんの前では仕事だからっていう気持ちじゃなくて、本当

にどうサービスしていくかっていうのは常にお客さんがいなくてもしてなかったらいか

んわけですから、やっぱり常にその声は絶えずどっかからでも入っていくようなシステ

ムをつくっていかないかんと。厳しいですけどね、これも。 

 

三原会長代理：済いません、そしたらとりあえず本日予定しておった議題はこれで審議を

終えたいと思います。それでは、次回第７回委員会の開催日程についてお諮りしたいと

思います。事務局に案がありましたら説明をお願いいたします。 

 

事務局：今日の日程の資料ですね、その２枚目にいつもどおりカレンダーをつけておりま

すけども、毎週火曜日ということで、１１月については１７、２４と、それから１２月

については１、８、１５、２２ということになっております。野村先生から、きょうの

会議欠席するということで連絡いただいた中ではですね、再来週２４の火曜日午後５時

でお願いしたいというふうなご意見でした。３時でも可能ですという話ですけども、そ

の辺についてはちょっとまだ流動的になります。それで日時はお願いしたいということ

です。それと、議題といいますか、議事についてですけども、市の状況ですね、それぞ

れの状況については大体今日である程度はご報告させていただいたと思っております。

その中で、今まで申し上げた中でさらに深めたいものがございましたらお願いしたい

と。なければ、資料というのは言われたものはつくりますけども、フリートーキングで

お願いできたらというふうに思いますけども、何かもう一回掘り下げてご協議したいと

いうふうなテーマございましたら、お願いしたいと思いますんで。 

 

宮委員：行財政改革推進委員としては、やはり一番金額の大きい人件費ですね、５０億あ
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る、それが一番重点的なテーマだと私は思うんですけども、その資料でやはりこれ合併

特例の交付金ですね、出てますね。これもあと６年かな、で節目を迎えて、あと１１年

目、平成３３年でしたか、にもそれ終わりますね。ですから、その平成３３年の人員、

その時点の人員削減の計画の資料ですね、幾らにするかと、人員削減。この間出とった

んは現時点の人員の削減、適正化の人数ですね、その辺ちょっと人口も大分減ってると

思いますんで、類似団体と比較して幾らの人員になるかという、そういうその資料をち

ょっと出してほしいと思います。ですから、１０年先の計画ですね、幾らにするかと人

件費を、あと人数と。わかると思います、もう人口も幾らっていう数字も出てると思い

ますんで、その辺の資料を出してほしいと。それと、テーマにつきましては、今言った

やはり一番大きい金額、人件費ですね、それについてちょっとやってほしいと思いま

す。以上です。 

 

田岡委員：前から懸案になってます人事評価制度、これについてちょっと検討したいと思

うんですよ。何かいつやるかわからなくなったんですね。来年からの予定だったのが中

止ということに何かなってるらしいんで、やっぱり人員削減するだけではいかんので

ね、やっぱり評価制度をきっちりしてやる気を出してもらわんといかんということです

から、これはもう表裏一体だと思いますんで、人事評価制度をぜひ、いつ導入して、ど

ういう形で導入するか。真剣にこれ検討せんとね、人員減らしただけではいかんと思い

ますんでね。やる気を持ってやってもらわんといかんわけですから、ひとつよろしくお

願いします。 

 

三原会長代理：今ご意見の中で人件費の深堀りという意見、それから検討、人事評価制度

についての２点意見がありましたけど、それでよろしいでしょうか。 

 

事務局：それじゃあ、担当課と協議してですね、できるだけ皆さんの意見に沿うような資

料をつくろうと思いますけども、まず職員数ですね、それについては前回のときも申し

上げたとおり、人口に比例しての職員数っていう形じゃなくてですね、市としてどこま

での業務をするかという形での職員数になってきますので、その辺が固まってるかどう

か、ちょっと確認はできてないんですけども、そのとこでどこまで担当課絞ってるかと

いうのをちょっとまだ把握してません。それと、人事評価制度についても今検討中とい

いますか、大体方向性は決まってきたんですけども、またこれという形のものですね、

それについてはまだ決まってないので、とりあえず今の案の形のものをお示しするとい

う形で資料を提供したいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

三原会長代理：それでは、本会これで閉会したいと思います。次回、先ほど説明ありまし

たように、１１月２４日火曜日１７時からということで、よろしくお願いします。 
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事務局：１２月ですね、今までの皆さんのご意見とかをこちらでまとめたものをお示しし

てですね、答申書にどれを盛り込むかという形で１２月はお願いできたらと思います。

大体１０回で答申書をお願いしたいということです。 
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