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平成２１年度 第７回行財政改革推進委員会 会議録 

 

日 時 平成２１年１１月２４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、耕地 弘、坂本 公子、田岡 義三、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 

渡辺産業観光部長、新居教育次長、中内福祉事務所長、高畑環境福祉部長、       

馬渕人事室長、片山人事室主任、森行革推進室長、宮岡、藤井 

欠席者 千葉 眞由美、中石 昭、中川 勝弘（敬称略） 

 

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

とお忙しいところご出席頂きましてありがとうございます。朝晩の冷え込みが日ごとに

厳しくなってきております。また小中学校では、新型インフルエンザが、流行っている

ようでございますし、またこれからは、季節性のインフルエンザも流行すると思われま

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、前回は補助金と負担金と第三セクターについてご説明申し上げ、ご意見を頂きまし

た。今回は先日ご通知申し上げましたように定員適正化計画、それと人事評価制度につ

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。それでは只今から第７

回三好市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頂きます。 

 

野村会長：皆様前回の会議は、大変失礼を致しました、会出席を誓ってたんでかすけども、

どうしも来れなくなりまして、大変ご迷惑をおかけいたしました。今事務局の方からお

話ございましたように、今日は、定員適正化計画と人事評価制度について、主にご議論

を賜り最終報告に向けた討議を頂戴し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たいと思います。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。会長よろしくお願いします。 

 

野村会長：それではよろしくお願いします。只今より議事に入らせて頂きます。毎回です

けども、マスコミの方取材にお見えになった時には、基本的に取材は自由にして頂くと

いうことで特に何らかの理由で秘密を要するようなことがある場合には、この会で議決
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をした上で取材についてですね、ケースバイケースで対応をするということでお願いし

たいと思います。それから毎回お願いしておりますが、後で筆をおこしますので、議事

についてマイクを通じてご発言をお願いしたいというふうに思います。本日の会議でご

ざいますが千葉委員と中川委員、中石委員ご欠席なんですか、その他の方私含めて１２

名出席されておりますので、会が有効に成立しておりますことをご報告申し上げます。

それから会議の議事録署名委員ですが、今回は、三原委員と宮委員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。それから事務局準備して頂いております、議題

の前に１枚書き、ちょっとお配りを私のつたない原稿で先週の土曜日の徳島新聞の夕刊

に掲載したもの、既に掲載済みでございます。それの原稿ですけども、先般ご紹介した

事業仕分けなどについて、報道でご案内の通り様々なことが進んでおります。今まだや

ってますが、その中で特に今回、非常に趣旨は結構なことなんですけども、地方交付税

の交付金についてまで入っているのはちょっと考え方がよく分らないと、まだまだ恐ら

く新政権もできたばっかりでいろんな議論が錯綜しているんだと思いますけども、どう

も事業仕分けそのもののですね、方向性をもう尐しちゃんと考えなきゃいけないんじゃ

ないかなという意味で問題点を指摘したつもりでございます。この会の今後の方向とか、

最終報告などについてもですね、考え方として非常に参考になる面があろうかと思いま

すので、詳しくは後ほどですね、ご議論を頂戴したいというふうに思います。お目通し

を頂いておけば幸いでございます。それじゃあ、この点は後ほどご議論をお願いしたい

と思いますが、まず事務局の方から定員適正化計画について、ご説明をお願い致します。 

 

馬渕人事室長：資料説明 

 

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。（将来推計人口の資料説明） 

 

野村会長：以上のご説明について何かご意見とかご質問とかございますでしょうか。      

 

田岡委員：この資料でね、類似団体のところですけど、美唄から水俣までずっと出てます

けども、この普通会計職員数の中に消防が入ってすね、三好市は入ってませんので、そ

れを除かないかんでしょ。 

 

野村会長：入ってないとこもあるでしょうね。 

 

田岡委員：だから入ってるところあるんですよ。 
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野村会長：組合でやってるとこもあるでしょうし。 

 

田岡委員：美唄が４６名とね、入っているところが６カ所ぐらいありますわ。それを除け

て平均すると人口１万人当たりで大体９６人ですわな、それに対してまだ三好市は１１

３というような数値になってますけども。これ注目すべきところは、北海道の紋別市で

すね、人口２万５千ちょっとですけども、面積がもの凄く広いですわな、三好市より広

い訳ですよ。１５パーセント以上。それでこんな２５１人でやっとるんですよ、今まで

散々市の幹部の方は、面積が広いから職員はいるんだ、いるんだとかね、減らせないと

か、そんなことばっかりだったんですよ。これみたらやれるんですよ。だから面積云々

はやめてほしいんですよ。 

 

野村会長：面積というのは語弊があって空間的な面積もののみを言うのではなく、例えば

山間僻地が多いであるとか、平野でズバッとしているとかいろいろ条件があると思いま

す。 

 

田岡委員：ええそれはあると思います。私、紋別に６年間いましたけれども、網走のちょ

っと近くですけども、冬場なんかはとてつもないですよ。これ。マイナス２０度ぐらい

になりますよ。そんなところでこんな人数でやっとるんですよ。だからあんまり面積広

い広い云々はですね、言わないで頂きたい。こういう事例があるんですよ。みな市の幹

部は面積が広いから職員数がいるいると、ねえ宮さん色々聞かされましたわな。面積が

広いからというて。そういうことはやめにしてほしい。認識をあらたにしてほしいと。

この資料でよく分ったんですよ。 

 

野村会長：単に空間面積が広いだけっていうのはですね、紋別の比較の適否は別にしまし

て、他の団体とある程度比較できる資料ではないかと思います。 

 

田岡委員：だから１万人当たりで９６人、それに対して三好市は１１３人という数字で、

これはね現在に当てはめると、三好市は３００人でいいんですよ。それが５２０何人お

るんでしょ。だから類似団体と比較した今３００人で丁度いいと。だから２００何人多

いんですよ。そのあたりの認識をして頂いてね、こういう紋別みたいなところもあるん

だと、いうことを認識あらたにしてほしいと。一度紋別行ってくださいよ。そんなに言

うなら。どんなとこか知らんでしょ。北海道。 

 

野村会長：恐らく類似団体と比較してみると、なお縮減の余地があるんでなかろうかとい

うことはいえると思います。 
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田岡委員：そういうとこをね認識をあらたにして頂きたいとこう言いたい訳です。 

 

野村会長：それから消防をやっているかいないか確かに違ってきますので、その点は比較

する場合には修正をしなければならないと。 

 

宮委員：先ほどの資料の中で職員数の推移って書いとんは、あくまでも通常に退職してい

ってこういうふうになりますよって、目標値ではないですね。いくらにせんといかんと

いうね。 

 

野村会長：これはそうですね。 

 

馬渕人事室長：はい６減１増です。  

 

宮委員：これでは将来、職員多すぎますよね。それに対して打つ手は考えてますか、市民

１００人以下の推移に対して、職員１人というぐらいにはせんといかんわね。最低。 

 

野村会長：この表の下に米印で書いてますけども、一定の勧奨退職者が出る前提での表だ

よと。 

 

宮委員：１年や２年前に一割や三割の退職者じゃなしに、私だったら民間で言う希望退職

者ね人数が４８から５５、５６歳まで、もう計画的に希望退職募ってね、もっと積極的

に減らしていかんといかんのじゃないですかね、そういう計画はどんなでしょう。勿論

すぐにできることじゃないんで組織改革もね並行してやらんといかんのですけど、そう

いう計画はないんですか。 

 

馬渕人事室長：こちらの方で積極的に希望退職を募るということはしたことはないですが、

いま現実的にも定年退職よりも希望退職の方が、来年度退職予定者を例に取ると、定年

退職１８人に対して希望退職が２０を超えるというような感じですので、退職に関する

情報提供というのは、常に私の方で職員にはだしております。 

 

野村会長：情報提供の徹底を図っているということですね。 

 

宮委員：今言ったね民間企業ですと、２年間で１割削減とか希望退職ですね、３年で二割

とか、もうこういう状況ですからね、目標設定をしてですね、そうしないと人件費非常

に高いですからね、１０人違ってもね、かなりの１億近い金額変わってきますからね、

どんどんやっていってほしいんですけど、勿論組織改革も計画的にね、スピードが遅い
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からどんどん。民間に習ってね。 

 

野村会長：勧奨退職について目標設定ということですかね。積極的に、そいうふうなご意

見ですかね。 

 

馬渕人事室長：確かに職員数が多いということですが、それはやっぱり６町村が合併した

んで、今のところは、６減１増という形で縮減しているんですけど、それでは手ぬるい

というご意見であると思うんです。ただ交付税の一本算定に向けてそういう縮小もして

いかなくてはいけませんし、なお且つ、住民サービスの低下を極力まねかないようにと

いうようなことも考慮しながら組織再編で、職員数の減に取り組んでいます。あと一点、

宮委員の方から人件費のことが出たと思うんですが、どうしても財政規模にも職員数が

からんできますので、さっきも言いましたので、三好市は現在まだ事業も沢山あるとい

うことで、２５０億ぐらいの一般会計ですし、お隣の美馬市でしたら１５０億だとか１

００億近い差があります。１８年と１９年でですね、一般会計の中で人件費の割合です

ね、大体どこも２５前後なんですが、２０をきっとるのは今現在三好市だけでございま

す。鋭意人件費につきましては、削減をしていますので、今後も削減していこうと思っ

ておりますが、中々急激に削減は出来ない状況でもあります。 

 

宮委員：平成２７年度ぐらいまではね、安定して地方交付税ありますよね。それから後５

年間ですよね、平成３２年から３３年にかけてはもう、その間に激減しますよね、です

ら平成３２年を目標に計画立てないと急にね、人減らせませんし組織改革急にできませ

んからね、今言ったように財政規模が２５０億ですか、平成２７年まではいけますけど

それが急に落ちてあと５年間でかなり落ちますよ、人件費比率がねうちは２０パーセン

ト切ってますっていうてもね、平成３２年になったらね、こんな計画だったらかなり人

件費比率高うなりますよ。 

 

馬渕人事室長：その時の人件費比率計算しておりませんが、当然財政計画におきましても、

交付税が減額するのを見込んでおりますし、それの元となる人件費というのもこの表の

職員数を元に人件費の額もだしているということです。 

 

野村会長：今のご指摘の中で、交付税の特例算定がきれはじめる、年度までそこまでにこ

の表でいう最後の目標値あたりはださないということですね。 

 

藤井委員：私、定員管理については、前回も意見あんまり言わなんだんですけども、この

資料配られてからも考えてみましたけども、宮委員さんとか田岡委員さんが、非常にこ

う平成３３年度までに２万５千人になるという、前提でものを言よる気がするんです。
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お二人は、三好市を将来平成３３年ごろにどうしたいんかっていうふうなことを、この

行革の委員会でも見据えて、平成３３年に２万４千にならんように、なんとか改革を進

めないかんていうことがなくて、もう行きつくとこが決まっとるから、それに対して職

員数を減らしたり、合理化を進めるという方向で議論をすると、これまったく暗い街に

なるというふうに思うんです。確かに人口統計は、何もせなんだらこういう風になるか

も分かりませんけども、それに向かって人口を増やす産業を育成する、そのことを含め

て財政計画を伸ばしたり、それから定員適正化計画だってこんなに下げんでも、十分に

もっと職員を雇用しながら町を活性化して行くという方向も、この行革委員会で模索し

ないと、もう二人の意見だけを聞いていると平成３３年には三好市というのは、こんな

町になるんかっていうことで、夢も希望もないような議論になってしまうような気がし

ます。だから他の委員さんのお声聞いてないんですけども、私はこの委員会で、確かに

実態はいろんな形の数字が出てきていますけど、こうならんようにどうしましょうとい

うふうな議論をここですべきじゃないかと思うんですが、いかかがでしょうか。 

 

田岡委員：ちょっとおかしいんじゃないの、言い方が。私前々から言ってますよね、職員

を減らして、無駄な金が１００億でるんですよ。１０年間で。それを市の将来のために、

観光事業あるいは企業誘致のために、市の発展のために使いましょうって言ってるんで

すよ、それを分かってないからこういう意見になるんですよ、そのために減らすんです

よ。どこから金が出で来るんですか。よく考えてくださいよ。何を言ってるのかさっぱ

り分からん。 

 

野村会長：今のご意見は、市政全体としては藤井委員のおっしゃることよく分かるんです

が、この委員会はですね、行財政改革委員会ですのでね、今、田岡委員おっしゃる通り、

スリム化を図りどっかで財源をひねり出しながら、積極的な施策に使うような余力をで

すね、どうやって生み出すかと、そういうことを我々は議論してる訳ですね。この会と

してはそういうことじゃないかと思います。 

  

田岡委員：私の言っていること分かりませんか。じゃあどうしたらいいんですか。このま

まで良いんですか。職員数は他の自治体みたら多いの分かってんでしょう。職員組合が

そんなことを言うから、おかしいことになるんですよ。人件費だってね、さっき人事室

長言いましたけど、全国１ですよ。人件費。分かってます。総務省が出してる人件費比

率。人口一人当たり三好市は１６万２千円、類似団体は９万７千円です。こういう統計

が出とんですよ。１３２団体中、三好市がトップですよ。人件費がかかっているのは。

一人当たりね。そういうのをもうちょっとね、減らせることは充分でしょ。減らせるん

ですよ、だから議論しとんでしょ。いかに余分な人員がいるか。だから職員組合がもう

ちょっと積極的に賛成せないかんでしょ。そんなことばっかり言ってたら発展性も何に
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もない。  

 

野村会長：この会の大前提だと思うんですけども、名称も行財政推進委員会、市長さんか

ら諮問されている内容っていうのは、いま田岡委員おっしゃいましたけど、いかに行政

内容をスリム化して、他のことにも使える財源をひねり出すかと、そういうことに主眼

をおいて提言するということだろうと思います。ですから、我々市政全体を議論してい

る訳ではないんですよね、今後の将来の積極的ないろんな施策にいかに財源を振向ける、

あるいは人材を投入することができるかいう、そこまでの話なんです。 

 

藤井委員：私初回にも言ったと思うんですけども、行政改革ってほんとに今会長が言うた

ように、スリム化ばっかり考えて元気のない町にするんかと、私は財政計画の中でもい

ったんですけども、この 3 年間を実績を比較しますと、人件費や物件費を減らして何に

持っていったかっていうたら、普通建設事業に持っていった訳でしょ。田岡さん言うの

はそんな感じで人件費減らした分を、普通建設事業や、小泉がやってきたような政策に

廻して何が豊かになったですか、格差が拡大して国っていうのが政権交代したっていう

とこまでいったんでしょ。それに対して行革の方向性についても、いま会長が言うたよ

うに減らすことばっかりじゃなしに、町が豊かになる住民が元気になるような方向で改

革を考えなんだらいかんのじゃないですか。 

 

野村会長：別に数として減らすことのみを議論しようって言ってるんじゃないんですね。

質の向上であるとか、人材のブラッシュアップとか色々あると思いますね。 

  

藤井委員：今職員ていうのは、一生懸命人口を増やしたり、産業を育成するために頑張っ

ているわけでしょ。だから確かに行革の中で、６町村が合併したわけですから、職員に

ついては、６減１増で縮尐していっきょる段階です。今残っとる職員はそのことに向か

って一生懸命頑張っとるんですけども、平成３３年に２万４千になるという前提のもと

に、職員数をこれまでにせないかん、財政こうなるからこうせないかんていう、そうい

うマイナス思考じゃなしに、それを現段階の人口に留めるとかもう尐し目標をあげると

か、そういうようなことの考えをこの行革委員会の中で議論しないと、もう平成３３年

にこうなるんじゃからこうしようという議論は、いかんのじゃないですかっていうこと

を私は言ったんです。 

 

宮委員：今言ったね、マイナス思考言うてますけどね、これマイナスでない、現実思考な

んですよ。皆さんね職員の方、今に限らず合併前から人口を増やしてね、という考えも

ってますけど、それ現実的でないんですよね。実際減ってるんですから。現実的には数

字が２万４千人とか２万５千人なんですよ。平成３３年で。やっぱり現実を見てね、夢
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みたいなことを言ってね、人口増えたらええって、またこの行財政改革推進委員会の中

でですね、将来どんなにしたらええかっていう議論は僕はもう別の会で、例えば総合計

画策定の会で言ってほしいですね、そうしないとまったく今言よる藤井さんが言ったこ

とはね、現実性がないですよ。そうしないと将来人口がどんどん増えてね、それ想定し

てね行革やっていたら、平成３３年には財政破綻しますよ。その見通しは我々が考えら

れん。そういう意見は。 

 

野村会長：人口推計は、宮委員おっしゃるように。政策の意図がここに入っとる訳じゃな

いんですよね。ニュートラルだと思うんです。日本全体としても人口は減尐に向かって

いるんで。その中で過疎化、都市化がどんだけ進むとかある程度専門的機関の合理的な

予測でだいたいこれぐらいと予測されてますよっていう資料なんですね。ですから我々

のあるいは、当市としての政策意図は何も入っていない。こうなりそうだと。だからそ

れに対応した行政の質と量はどれくらいかということを、第一次的に検討するのが第一

番目の使命だと。それを前提にしてもっとどういう発展の方向があるのかと、色々検討

することはあると思いますし、余力のある会議ですべきだと思いますし、基本はこの予

測される事態に備えてどうゆうふうに考えておかなければならないかと、職員数につい

てはですね、財政規模についてもそういうことじやないかと、一応私はそういうふうに

考えております。ご異論のある方いらっしゃると思いますが。西川委員。 

  

西川委員：いろいろ努力されることは分かっていると思っておるんですが。僕は中身の問

題と思うんですね。例えば余剰人員があるものについては、当然減らしていかないかん、

これはその通りですが、ただ僕は山林の森林の方から考えるとですね、この面積が多い

のはほとんど森林で８７パーセントが森林ですから、そうするとそこへいかに事業を興

していくかということを考えた場合にですね、だいぶ事業は興していけると。であれば

事業の中からですね、人員の経費が出てくると思うんであれば、こういう形でやってい

くのも一つの方法かなと思うてます。そこらちょっとお聞きしたいんですがどうでしょ

う。  

 

渡辺産業観光部長：只今の西川委員さんのご意見ですけども、まさにおっしゃる通りだと

思います。事業量に見合った適材適所の配置、これは当然のことですから、まさに今後

ともそうした方向に進んで行くと思います。それと、定数の適正化に関する全体的な話

ですけども、最初に田岡委員さんがおっしゃいました意見が多分市民の総論の意見だと

私は思います。まさにこれは、宮委員さんもおっしゃいましたけれども、総論としては

多分そういうことを一般の市民の方は言われると思うんですけど、先程人事室長から説

明のありましたように、定数の適正化を決めるのは面積だけでは駄目だと思うんですよ

ね。今の三好市が７２１㎢ありますけども、これが平坦部であれば、私はもっと定数を
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減らせると思っています。例えば普通会計ベースで言いましたら、一般行政職以外にも

教育委員会とかね、福祉関係、幼稚園の教員とか保母さんとか、ヘルパーさんとか看護

師とか介護士さんとか、いわゆる専門職の方もおられます。この方実は施設が減らない

以上は、減せないんですよね。６減１増では駄目なんです。１減１増でなければ駄目な

んですよね。そうした部署は、単純に６減１増で減せばいいという議論にはならないと

思うんです。それとやはり同じ面積でも山あり谷あり、三野町みたいに飛び地もありま

す。また東西祖谷のように辺地もあります。こうしたことから合併した旧町村時代から

そうしたとこは、非常に職員数も多かったんですね、割高になっとったんです。これ当

たり前なんですけどね。例えば池田町は、約１００名に１名ぐらいの職員数でありまし

た。ですけども西祖谷に行ったら人口比からすれば、２０名ぐらいに１名の職員数であ

る、これはどんな大きな町も小さな町でも、やってる地方自治はあまり変わらないんで

すよね、ですから小規模な自治体ほど職員数も多い、どうしても人件費も割高になる、

こういった実態が全国的にも見られます。ですから、私は今そうしたことから、三好市

の職員が、どんだけ適正なんかということにつきましては、単なる類団との比較じゃな

しにきちっとした積み上げが必要だと考えてます。それと、三好市の職員が多い一番の

要因につきましては、公共施設が圧倒的に多いということですね。先程言いましたよう

に、小学校も中学校も多いです。これは立地条件が関係しますね。池田町でありました

ら小学校だけで１４校あったんです。これは多くの山間地に小学校が点在してたと、こ

れを平坦部の１か所に集めれなかった。統合できなかった。これが、三野にもあります。

山城、井川、東西祖谷にも同じようにあります。小学校、幼稚園、保育所これも圧倒的

に類団の平坦部と比べて多いです。これ平坦部だったら中学校だったら東に１校、西に

１校あったらええわという話で、２校で良いかも分かりません。多くても３校あったら

大丈夫かと思うんですけど、今は旧町村各１校あります。小学校も大変多いです。簡単

に統廃合いいますけども、これは通学の安全を考えたら簡単には統合できない問題があ

ります。いくらスクールバスを走らせても、やはり冬季の問題ありますし、積雪の問題

があります。それと地域感情を考えたら、簡単には合併できない。そうした経過がこれ

までもずっとありましたし、これからもそうした傾向があるんだと思います。地元へ行

ったら必ず小学校残してくれと言います。保育所の統合の話を持ちかけたら、うちの地

域だけは保育所残してくれと言います。総合支所といったら従来どおりの総合窓口、相

談窓口を設けてほしい、人員を残してほしいと切々と話をされます。ですけども合併協

定書でいう１０年を目途とした本庁方式に移行するというのは、総合支所は無くなると

いう話なんです。ですけども私も高齢化が進む地域社会の中で、総合支所を無くしては

ならないという考え方を持ってます。合併協定では２７年度までに本庁方式に移行する

んだということですけども、やはり、旧町村ごとの市民サービスを考えたら総合支所は

必要だろう。ここで相談窓口を残すとすれば、最低でも５０人とかの人員が必要となり

ます。それだけでも類団と比較して５０名プラスでなければいけないんです。その上に
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公共施設が圧倒的に多い、これをどのように統廃合できるか、アウトソーシングするか

によって、私は適正規模というものをきちんと積み上げて議論すべきだと考えています。

ですけども一般市民の方が、田岡委員さんや宮委員さんのようなお考えを持ってるとい

うことを私どもも十分認識した上で、これからの適正化、サービスの向上ということも

考えてまいりたいと思いますし、どれだけの事業展開を図るかによって人件費も変わっ

てくると思います。先程人事室長から話がありましたように、類団でいいましたら１５

０億前後の事業量だと、三好市は２５０億の予算ベースですよね、これを２７年度以降

交付税一本算定の時に何百億にできるかによっても、適正な人員配置ということは考え

て行く必要があると思いますので、私は今後こうしたことを総合的に判断しながら、積

上方式で適正な人員確保を図って行きたいという考え方を持ってますので、ご理解のほ

どよろしくお願いします。 

 

宮委員：今総合支所の問題でましたけどね、私は支所方式でいいと思うんです。ていうの

は前も言いましたけどね、平坦路で井川の総合支所まで車で１０分なんですよ、それか

ら山城の総合支所、車で１８分ぐらいそれも平坦ですよ。類似団体ていうか、この前阿

南市行きましたけどね、阿南市はね、那賀川と羽ノ浦と阿南市と合併しましたけど、す

ぐに支所になっとんですよね、時間的に言うたら阿南の方が遠いんですよね、すぐ支所

になって、もう住民サービスがどうのこうの言うけどね、総合窓口で今インターネット

あるしね、テレビでリアルタイムで会議もできますしね、できるだけ支所方式にして、

総合窓口作っとったらね、別に住民サービスの低下になるとは、考えられませんし、ま

して何十人も総合支所に人を置くっていうのは、これはやはり無駄だと思うんです。ち

ょっとやりすぎたと。それから小学校、幼稚園、中学校言うてますけどね、旧町村の中

では東祖谷が面積広いですよね、山間部かなりの面積占めてますけども小学校でも一つ

に統合できるということでいけますので、いま渡辺さんが言いましたけど、確かに保育

所、幼稚園、小学校の数はですね、類似団体より多めにいりますけども、出きるだけ統

合できるとこは統合してやっていかないと、我々から見たらまだまだ組織改革できてな

いと思うんですがね。 

 

野村会長：総合支所の問題あるいは、小中学校の問題。合併後まだ間もないという特殊条

件下にあるから、今のところ多いというふうに認識しております。合併の特例っていの

はそのためにあると思いますので、２７年度、合併特例期間の内に、この問題を通常の

元から一つの市であったかなような状態にもっていかなくてはならない。その前提で職

員をどれだけ減らせるかということをやっぱり考えなくてはならないと私も思いますし、

ご議論聞いてますとそういうようなことだと思いますが。 

 

馬渕人事室長：総合支所のことについて、今お話してましたので、決定じゃなくてあくま
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でも予定ということでお聞きして頂きたいんですが、前回もご説明したと思うんですが、

合併当時は三野、井川、山城につきましては４つの課でスタートをしておりました。そ

れを順次、統廃合をして参りまして来年４月１日からは、総合支所という名称は残しま

すが、基本的には一部署ということで、一部署体制となった時に住民体制を低下させん

ような形で、どういう業務内容を総合支所に残して行けば、一々本庁まで来なくても総

合支所では多尐時間はかかるかも分かりませんけども、取次、連絡そのようなことが、

どういう業務が必要かということを今検討中でございまして、井川につきましてはご指

摘の通り近いということもありますので、水道部門につきましてはもうすでにいち早く

本庁方式にしております。そういう形で私どもも組織についてはできるだけ、尐ない職

員数でサービスを低下させない形は、どのような形かということを考えておりますので、 

今後もそういう形では進んで行きたいと思っております。 

 

野村会長：いろいろな工夫をされて、名前だけ残して中身をスリム化するとか、いろいろ

な工夫があるんじゃなかろうかと思います。 

 

中村委員：今日の議論はかなり激しい議論があるのが当たり前だなと思いまして、今日参

りました。基本的にですね、現場は、やはり企業ていう体質を私はきちっと踏まえない

といけないと。田岡委員や宮委員の言うのもご無理ご最もだとこのように考えます。そ

れでひとつみんなの委員のご意見を一つお聞きしたらいいんじゃないかと、こう思うん

です。行革の方向性っていう中で、最小の経費で最大の成果をあげるこういう狙いです

ね、ただもう一つは市民本位の市政の実現。これもございます。これをどのように整合

性をもってやっていくのかということです。ここの行革委員会はこれまで大綱も作りま

した。答申も出しました。答申に対して行革委員会が、どういう位置づけでどのように

今迄の意見を受け止めて次のまとめにもっていくのか、ここえらがしっかりと私最初に

ビジョンをお聞きしたんですが、ビジョンは総合計画のほうじゃと、取り合えず行革だ

と、こういうお話を聞きますと、基本的には私は現場は企業という目線で物事を考えて

いくことが妥当だと思います。ただ企業企業といいましても行政企業ですから、市民の

立場というのは、どういう声になるのかということもしっかり見極めないかん。その受

け止め方を事務局はどのように整理整頓して、我々の意見が総合的に最終まとめないか

ん、まとめる段階でどういうスタンスで答えが出て来るのか、非常にそれが気になって

いる所でございます。 

 

野村会長：事務局の方は、今皆さんの意見を踏まえながら、探っておられると。時間も余

りございませんので、おっしゃりたいことご自由にですね、この今議論している論点で、

ありましたらお願いします。 
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水野委員：中村委員さんがおっしゃったとおり、それをどういう形で答申書にまとめるか

ということについて、中村委員さんのご意見がありましたが、もっともなことだと思っ

ています。私も同じようなことを考えながら先般から居ったんですけど、いろいろデー

タを頂いてそれを基にして討議を重ねて来たんですが、非常に何となく引っかかるのは、

第三セクターの話なんか、現場の人が自分たちの課題は、現在こういう課題があるんだ

というようなことを、現場の人から話を聞きたいなと、そしてその課題に向かってどう

いうふうに立ち向かっているかという、その意気込みも聞きたいなと。そうしないとデ

ータだけでいくと何か外側だけの答申書になってしまって、ほんとに我々の気持ちを込

めた答申書にならないのでないかなという心配をしております。それが一つです。それ

から先程、総合支所の話が出ておりましたが、私はご存知のように離れ小島に住んどる

訳です、そうすると離れ小島の市民の意識というのは、合併当時１０年間はこのままで

すよっていうことをしきりに説明して、その当時の町長さんが全部説明して回っとんで

す。現実は、名称は総合支所であるけど中身はだんだん縮小してますね。先程説明のよ

うに来年からこうすると、非常に配慮されてることがよく分かります。ようするに総合

窓口は残すと、水道のこととかその他緊急性を要すような部門については、配慮しなが

ら住民サービスを出来るだけ落さないようにしながら縮小して行きますという説明を頂

きましたが、これでいいだろうと私思うんです。各課、建設課、産業経済課いろいろ並

べなくてもいいんでないんかと、そうしないと職員を減す話は生まれてこない訳です。

大事なのは、中身を絶対に落としませんよと、サービスは落とさずにやりますよという

ことを市民の人達に言って、市報で言うて頂きたいと、ただ単にですね三野から池田ま

で走って３０分もあれば車で行けるんだという感覚ではいかんのです。走ってこれる人

はごく一部の人ですから。 

 

野村会長：悩ましい、難しい課題ですけども、おっしゃるとおりですね、ここは当局に頑

張って頂かなきゃいけないと思います。他に如何でございましょう。 

 

三原委員：この会、今回で７回目ですけど、この会議がそもそもスタートした経緯という

のは、何回も出てますように地方交付税の特別算定が１０年間で終わって、残り５年間

の猶予期間はあるけどもそれが終わると全く無くなってしまうと、それに備えるがため

にどうすればいいのかということを検討するということでスタートしたかと思います。

その中で今回の議題にありますように、職員数を退職者６名に対して１名採用というこ

とで、我々民間会社からみてもですね、かなり厳しいといいますか、スタンスで臨まれ

ておるかなと思います。その結果、平成３２年には２８５名になるということで、かな

り減ってはくるんですけど、類似団体からみるとまだまだというご意見もいろいろ出と

るかと思います。今は特例の制度があるんだけども、それは１０年経ったら無くなるん

ですよと、１５年後にはこうなるんですよということとかですね、それに対して市とし
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ても職員数の数を退職者６名に対して１名採用という形で非常に努力もされておるんで

すよ、結果まだまだ類似団体と比較すると、まだまだということもありますよとか、そ

ういったことをですね、広く市民の方にですねもっとピーアールといいますか、広く知

ってもらうことがまず第一かなと思うんです。その姿を十分知らないまま議論しますと、

やっぱり行政サービスの低下になるからいやだとか、誰しもそういう議論になると思う

んですが、その姿を分ってもらった上で、それだったら尐しぐらいは、行政サービスの

維持はすばらしい、いい事だとは思うんですが、やっぱり尐し我慢をしてもらうといっ

た部分も必要だし、そこまできちんと分っておれば、逆に我慢も理解してもらえるとい

う部分もあると思うので、今まで７回の会の中でいろいろ資料を提出して頂いて、将来

の三好市のためにこういったことを考えておられるということは、努力はそれなりにさ

れてることは評価するんですけど、それを知らしめてないというんですか、それをいう

と逆に執行部の方は、それを考えるのが仕事だと非難を浴びるということもあるのかも

分かりませんけど、その部分はものすごく大事だと思うんです。 

 

野村会長：一般市民の方への情報公開、情報提供、ご理解を得るための努力、これは積極

的にやって行かなければなりません。 

 

三原委員：それともう一点すいません。資料の職員数の推移の所で、２１年度末で４９２

名が３２年には２８５名とかなり減るという数字を示しておられる分けですが、この代

りというんですか、前にも議論出ましたように臨時職員の方がですね、１００名尐し超

えた所で推移していると話出てましたけど、例えば平成３２年の段階２８５名となった

時に、臨時職員の方の数が如何ほどになるのかという所あたりは、全く今の段階では白

紙ということでしょうか。 

 

馬渕人事室長：申し訳ございませんが、職員数についてもそうなんですが、組織の姿が分

かってなかったら、どうしても単なる数字だけになってしまって、現実的なものになっ

てこないので、職員数よりも組織をどうするかというのが先にこないと、なかなか臨時

職員につきましても結局、今ある外部職場をどうするかということによって、臨時職員

が必要になったり、要らなくなったりということになりますので、組織を組み上げれば、

実のあるというんですか、中身のある職員数になり、今はなかなか難しいというのが思

っている所です。組織の検討が、まだ将来のできておりませんので、臨時職員の数につ

いても申し訳ありませんが、把握はできておりません。 

 

野村会長：組織とか業務形態とかそういうことに関わりますわね。ですから５年先１０年

先の臨時職員について、何がしかこうきちんとした、コンクリートした議論はなかなか

難しいじゃないですかね。 
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三原委員：ざっくりで結構なんですけど、年齢によってかなり違うかと思うんですが、正

規の職員さんの人件費、一人当たりの年間の人件費とですね、臨時職員の方の人件費を

比率でいったら、片方１００とすればどれくらいのイメージですか。 

 

馬渕人事室長：だいたい、職員が額でいえば年間平均６００万ぐらいになるんじゃないか

と、臨時職員でしたら２３０から２５０とかそんなような数字ぐらいです。 

 

野村会長：３分の１ぐらい、年収ベース。 

 

馬渕人事室長：非常に大ざっぱですけど。 

 

野村会長：それでいうと、正規職員の方一人減らせれば、臨時職員として財源としては、

３倍分になると。ただ後年度の負担とかね、退職金の負担とかそういうのを全部考え合

わせると、もっと低く考えられますね。臨時職員の場合この負担がありませんから。 

 

宮委員：今６００万とおっしゃったけど、私はもう９００万ぐらいと思っとんですよ。人

件費から職員数を割ったらね。やっぱり給料とか賞与だけじゃなくてね、福利厚生費と

か退職金の積立とか、そういうふうなものをね、加味して評価しないといけないんで、

おそらく臨時職員は正職員の４分の１ぐらいだとみとんですけど、６００万だとちょっ

と低すぎると。 

 

馬渕人事室長：今のは給与費ですから、給与と職員手当、期末勤勉手当それの平均という

ことでございまして、ご指摘の共済費関係とか退職手当関係は、これには含まれており

ませんので。 

 

野村会長：それでは、時間もございませんので、申し訳ございません、手短にお願いした

いと思います。 

 

田岡委員：簡単にですけど、３２年度の定員数が出ておりますけどね、その前の段階で、

中間段階でこの間検討しました３１９人、これは位置づけはどうなるんかなと思ってい

るんですがね、３１９人はこの２、３年の内にやれるのかどうか、それから段階を経て

将来３２年度は２８５人がいいんか、２４０人がいいんかね、そこら辺りをきっちりし

ないといけないと思いますけどね。先程、渡辺部長がおっしゃったようにね、私、無理

やり言うとんじゃないんですよ。確かに保育所、小、中学校ものすごく多い、類似団体

から見たらね、これは将来的には統廃合していかないかんと思いますよ。というのは、

小、中学校でもね４，５人の数ではね、人格形成にものすごく大きな影響を与えるんで
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すよ、多い方がいいでしょう、サッカーできたり野球できたり、マンツーマンで過保護

にやっとったら人格形成よくならない。そういう説得も保護者にして頂いて、統廃合し

たらいいんですよ。そうせんといつまで経ってもできない。そういうことを進めて行っ

たらできると思いますよ。人格形成から言ったらいいんですよ、それはもう子供のため

に一番いいんですよ、そういうことを一つ念頭に置いてね、やって頂きたいと思います。

よろしくお願いします。 

 

野村会長：３１９人については。 

 

馬渕人事室長：３１９人というのは、前回でた類似団体の数字ですよね。今の所は類似団

体に持って行くには、先程言いましたような形で、面積とかいろいろな理由がありまし

たけど、なかなか３１９人というのは、非常に困難性が高いと、支所とか保育所とかい

ろいろ類団に比べまして、支所があるので総務部門が多い、保育所の数が多いので保育

所が多いとか、そういう事情がありましてなかなか難しい。 

 

田岡委員：分かってます全部。だけどね、何のために検討して、３１９を出したんかね。

これなんらかの答申の中に出さないかんのじゃないですか。３１９という数字は。だか

らそう近づけるということで、これ何のために検討したんかね。だから数年の後にはこ

の数字に近づけるというのが第一目標と違いますかね。 

 

野村会長：ご議論のために平均値をだして頂いて、どの程度多いのか尐ないのか、一応把

握して頂いてということだと。 

 

田岡委員：何のためにやったということになるんですよ。これを基準にしてさっき渡辺部

長が言われたように積重方式でやるんなら、何ぼプラスするのかとか、そういう議論し

ないと何にもならんわね。今日なんのためにやっとるのか、よう分からんけども、３１

９を基本にして積重方式でやるんだったら、３年後には５０人プラスしょうとか、６０

人プラスしょうとか、一つ目標を立てなきゃ意味ないんじゃないですか。これだけやっ

とっても。だからそういう数字をね、渡辺部長や他の部長さんから出して頂いて、５０

人プラスするのか、６０人プラスするのか分かりませんけどね。 

 

野村会長：類似団体の平均的、理念的な値だろうと、本市の場合は１０人くらい加えるべ

きだとか、５人減らすべきだとか、そういう意味でのことですね。 

 

田岡委員：一つこれやって頂けませんでしょうか、次の時でも。渡辺部長がいうように積

重方式よく解るんですよ。だから一挙にやれとは言うてません、プラス何人が必要なの
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か、そこを早く出してもらわないと、市長も困るでしょう。答申もらってもね、何時や

るのか、何人が妥当なのか分からんでしょ。だから次回の時は出して下さいよ。 

 

事務局：今ですね田岡委員さん言われた３１９ですね、この数字は今年の類似団体の平均

数値ですね。これを三好市は、ある程度目標としなければならないけども、この数字を

固定的にこの数字の前後を目標にという形では、先程、人事室長言ったようにこの目標

にしてないんですよ。今日の資料のこの表が、取りあえず今の目標であって、３１９と

いうのはただ単に類似団体の数字ですから、これ毎年変動しますので。 

 

田岡委員：だからね、そんな甘い考えでは、如何と言うとんですよ、何のために我々行革

やっとんですか、３１９を基準にしてプラス５０人がいいのか、６０人がいいのかね、

早く作ってほしいと言うとるんです。 

 

野村会長：何らかのですね、比較する指標は必要ですね。この３１９を取るかどうかは別

にしまして。説得力のあるものにするには、他との比較をしてその分析が適正かどうか。 

 

事務局：今言われたのことは分かります。それでですね、渡辺部長言ったようにですね、

積上方式で三好市の規模として、どのくらいが適正な人数かというのを、これから出し

ます。それが３１９にはならないと、目標数値と言うのはこれから試算して行くんです

けども、ですから言われた数字ですね、極端にいえば４００になるかも分からないんで

すね。これはご議論の中にもあったんですけども、総合支所を例に挙げてですねご議論

あったんですけど、本来職員数を言われる時ですね、その業務、事務、どれを重点的に

やって行くかということで職員数が変わってきますよね。先程から出てますように総合

支所にどこまでおくか、小・中学校どこまでするか、保育所をどうするか、それから施

策として高齢者が多いので、高齢福祉をどこまでやるか、それを市民の方のご意見を頂

いて、市としてはどこに重点を置くかという形のものがあればですね、積上方式もやり

易いということですんで、そういう面のご議論も頂きたいと思います。 

 

田岡委員：先程から市民サービスとおっしゃっていますけど、どの部分が実際の市民サー

ビスなんですかね。一度出して頂けますかね。というのはね市民サービスおっしゃるけ

ど、殆どの市民はそんなにサービスしてもらってないよと言ってるよ。具体的にどいう

サービスを実際やっておられるのか、日々ね、それ一度出して頂けますか、具体的に、

というのはね、市民皆さんみなそう思ってますよ、どんなサービス受けとんだろか、た

いして受けてないよと、皆さんは市民サービス、サービスとおっしゃるけど。 

 

野村会長：それは、言葉の綾と言いますかね。相談窓口を設けたり、そういう市民サービ



17 

 

スを主張するものには、さまざまありますのでね。 

 

田岡委員：だから何人が適正なのか、出してくださいよ。 

 

野村会長：事務局の方に作業を頂いてですね、最終報告のたたき台として、今までのご議

論踏まえた上でですね、どれぐらいの線がだせるかというのは、検討を進めて頂きたい

と。事務局の方でまず頑張って頂いて、それを踏まえてその点は更に議論をして行きた

いと思います。それでは時間もあまりございませんので、もう一点、人事考課制度につ

いて、お手元の資料に基づいて事務局の方からご説明をお願いします。 

 

片山人事室主任：人事考課制度について説明 

 

田岡委員：一般論を説明頂きましたけども、この評価結果の活用をどういう活用される予

定ですかね。というのは、人材育成だけですかね。やっぱり選抜の論理もありますわな。

昇任、昇格、給料、あるいは分限処分もありますわな、そういうとこまで踏み込んだ活

用されるのかどうか、ただ単なる文書なら何にもならんわね。だからどういう踏み込ん

だ活用をされるのかちょっとお願いします。 

 

馬渕人事室長：中身につきましては、今から検討して行くというふうになっていまして、

今の所人材育成について求めると言うことは大きな目標でして、掲げておりますが、そ

れをどのような形で具体的なものは、今ここでちょっと。 

 

田岡委員：全国の先進的な市は１０年前からやっとんですよ。どっかモデル考えておられ

ますか。 

 

馬渕人事室長：これにつきまして、早く取り組まなければということで、２０年度当初か

ら県内では、鳴門が平成１１年に始めとんで、鳴門、もう一カ所四国内で観音寺など今

の状況など見さして頂きました。先行する鳴門市につきましても、評価の利用につきま

しては、人事異動の参考にする程度で、なかなか後のそれをどう活用するかというとこ

まで行けてないということが状況でして、こちらとしてもいろいろ研究してたんですが、

中途半端と言いますか、きちっとした議論を踏まずにこの制度を導入すれば、逆に組織

間にさざ波を立てると言いましょうか、職員間どうしの不協和音を生み出す恐れもある

ということで、これは慎重に行かないかんなということで、言い訳けみたいになりまし

たけど、そういうことで現在に至っております。 

 

田岡委員：総合計画ではね、来年から実施の予定でしたね。これ２、３年延びる理由はそ
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ういうことでしょうね。なかなか難しい、信頼性のない制度設計では意味がないという

ことでしょうね。私もそれはよく分かるんですが、基本的にはさっきの人員削減と同じ

で、頑張った職員は頑張ったなりのね、良かったというような処遇をせんとね、何にも

ならんわね、いわゆるモチベーションもないしインセンティブルも何にもない、そした

らこれ何のためにやるのかなと、私はそれを聞きたかったです。意見としてね、参考意

見として聞いて欲しいんですけど、先進的な６市がこれ出しとんですよ。すばらしい、

参考にしてほしいのは、いわゆる岐阜の多治見市、あそこは１０何年やってますけど、

試行錯誤しながら、先進的なシンプルで解り易い、そういう評価の仕方良いんじゃない

ですかね。今部門間が非常にやり難いと、ここは部だけでやっとんですよ、部だけの評

価、最終的にはそれが一番解り易いんですよ。部を跨ぐと解り難いわね。統一的な評価

基準と言うのは解らんでしょ。だから部門だけで、部長が最終評価者になってね、第１

次は課長がやるんですけど、これ解り易いですね。だからこういう所から入って行った

らどうですか。そうせんとね何時まで経ってもできん。 

 

馬渕人事室長：とにかく来年度から制度設計に掛かるというのは、決定事項でございます

ので、やって行こうかと思うんですが、この評価制度につきましては、その市その市独

特の手法があると思いますので、ご紹介頂きました多治見市等も参考にしまして、三好

市にとっては何が良いのかということを調査、研究して行きたいと思います。 

 

野村会長：今、多治見市の例出ましたけれど、全国に経験のあるとこありますから、よく

調査頂くのがいいんじゃないですかね。 

 

田岡委員：取寄せたらどうですか。６市ね、先進的な１０年以上やってるところある、試

行錯誤を重ねて最終的にたどり着いた良い、細かい評価項目いっぱい書いとる、これは

本当に良い、非常にやり易い、そこから入ったらどうですか。だから早くやって欲しい

のよ、人員削減も一緒にやらないと意味がないんよ、そういうことです。 

 

野村会長：この点重要なご指摘で、評価するのはともかくとして、それをどう使うのかが

最初から解ってないと、何のために評価するのかということになりますので、これ私実

はある県で大分議論して、県ベースでおそらく最初ぐらいに始めたんじゃないかと思い

ますけど、結局同じ議論でですね、議論してますと例えば特別昇給の枠などは、平準化

して、いわゆる悪平等なんですね、これ県庁も市役所も皆そうだと思いますけど、一定

の年限がきたら一定の特別昇給が掛かるように、長年の慣習でですね、期末勤勉の内の

勤勉手当には成績率じゃない面があって、それ設けれるんだけど、基本的には一律にし

てるのが実態だと思いますね。そうすると例えば商社に行った連中の話を聞いてみると、

そんな馬鹿なことはあるかいとおっしゃるんですね。自分たちは入社直後の最初の６月
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の賞与から、例えば５０人入れば５０人同じ賞与の人はいないと、全部１００円づつ差

が付いてるというんですね。それがまたひっくり返ったりすると、一生懸命頑張れば、

次の期は順番が３０何番が１５番になってるとか、最初から１００円差を付けてると、

そこまでやる必要は公務員の業務の場合同一的ですから、無いかもしれませんけども、

商社のように業績とか売上で図れる訳ではありませんからね。でも一つ参考になるべき

事柄だと思いますね、やっぱりみなさんにやる気を持って仕事をして頂くのが、結局仮

に人員を削減して行っても、サービスを低下させない、より向上して行く決め手だろう

と思いますから、如何にお金とかそういう制度だけで釣るのは、どうかとは思いますけ

ども、やっぱりビジネスですからね、職員の方にとってもビジネスですから、ある程度

そういう要素を加味していかないと、評価を単にするだけだと、それ自体角をためて牛

を殺すことになりかねないですから、そこは事務局の方で調査、研究頂いてですね、私

どもの希望としてはなるべく早く、準備が整ったら導入して頂きたいですけども。 

 

三原委員：三好市の職員さんが２１年度末で４９２名、５００名弱おいでると思うんです、

その内で今回試行とはいいながら管理職の方対象にということなんですが、どれほどの

人数がいらっしゃるのかどうか。 

 

事務局：約９０名ぐらいです。 

 

野村会長：まず管理職でやって、その後管理職以外にも広げるということです。 

 

田岡委員：一般職から管理職というのもあるけどね、当初は管理職からですか、どっちも

あるのよ、これ見たらね。気づきを与える、動機づけを与えると書いてあるから、評価

して本人に通知する訳ですか。 

 

馬渕人事室長：先程言いましたように今からなんですが、個人的に思っているのは、出発

点は自己評価から入って行った方が良いかなと、その方が職員にとっても考えるきっか

けづくりにもなりますので、そういう制度になればとは個人的には思っています。 

 

田岡委員：これ全国見てもね、全部やってますそれ、自己評価と上からの評価と両方です

り合わせやるんですわな、本人納得しますわね、自分の欠点とか気付きますわな。気づ

きができますから自己啓発につながる、それは良い事ですわ、そうせんと意味ないです

ね。僕らが管理職でやったのはね、本人に何も知らせてなかった。今はやっとんじゃな

いかと思いますけどね。 

 

馬渕人事室長：それをやれば、職員と管理職とのコミュニケーションの場も保てるという
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ことで、そうなればいいかなとは思っておりますけど。 

 

田岡委員：そのとおり、おっしゃるとおり、それをやって欲しいですわ。今やっぱり大分

進んできましたね。自己評価とすり合わせをやるというのは、そしたら、気づきができ

ますからね。 

 

野村会長：この分野などは、おそらく民間企業における取組をかなり参考にして、それに

公務員独特の問題もありますけども、いかに近づけて行くかと、目標値が割りとはっき

りしてますので、調査研究をして頂きたいと思います。 

 

中村委員：人事考課のことなんですけど、これはかなりですね実態は難しいと思います。

それから弊害もあります。ここらもよく見極めて頂くということが一つと、職務行動考

課これがですね非常に大事で、言い替えれば職務基準ということで、何をしておるんで

すかと、何をしとることが評価になりますという、それぞれのですね職域の業務が整理

整頓きちっとできる。そうすると当然先程から議論されてます人員の問題にも波及して

行くと、こういうことで非常に職務がはっきりしてくるんじゃないかということが言え

ます。行政でもどこでもそうなんですけど、民間では特にＰＤＣＡということで、特に

Ｃを大事にしとる分けですけど、Ｃがおろそかになるのが行政や我々の福祉でないかと

思うんです。ここがきちっとできるというのが、人事考課でないかなと、ただ人事考課

をするにあたってはですね、体制とか仕組みとかこういう部分にも充分目を向けてです

ね取り組んで頂くと良いのではないかと、最終的にはお金に影響するということの厳し

さを、きちっとした人事考課への最後の到達点とすることが大事でないかなと、そのよ

うに思います。 

 

野村会長：今ご指摘のように、いろいろかなり試行錯誤を経て行かないといけないでしょ

うね。 

 

西岡委員：私も中村委員さんと同じ意見なんですが、先程から人員のことでいろいろご意

見がでてたと思うんですけど、やはりこの制度を使うことで、人員の数だけでなくて、

本当にそれだけの人員でするべき事業があるかとか、業務量とかその辺りが整理出きる

と思います。ここには管理職から試行となってますけど、できれば一般職も同時に並行

してやって頂いた方が良いんではないかと思います。そうする中で管理職としての問題

点も出てきますし、一般職としてやったことによる問題点も整理できると思いますので、

ぜひ管理職だけに留まらないでやって頂くことで、ほんと職員の皆さんの意識の高揚に

もなると思いますし、仕事に取り組む姿勢なんかも評価されるとなると、真剣になって

くると思います。そこで余剰人員とかもはっきりしてくるんでないかなと思いますので、
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ぜひお願いしたいと思います。 

 

野村会長：管理職とそれ以外を区別せずに、一括して準備して導入したらどうかというご

意見ですね。これ、私も個人的にはそう思います。あえて分けて恐る恐るやる必要もあ

まり無いんじゃないかと。他の方いかがでしょう。 

 

宮委員：私もね民間企業、某会社に就職して人事考課いろいろしてたんですけど、これも

う何十年も前でもやってましたしね、当たり前に思とったんですよね。今の時代になっ

てこういうこともしてないんか、例えばね１０数年前でもスーパーのパートさんの従業

員さんでも、時給５円ごとに人事考課してね、チェックリストがあって面接して、自己

評価と店長の評価と、こういうことであなたはこの点数やということでね、ボーナス前

に年２回かならず査定して、面接してそれで決めてましたわね。我々も入ったら２年経

ったら昇級試験がありますし、その関門突破したらまた３年５年と昇級試験もあるしね。

何十年も昔ですけどね。それをね、難しいように考えるからいけないんと違います。例

えばね、例を出すと我々小学生の時にね、担任の先生が通信簿をあなたは「声が小さい」

とかね、「コミュニケーションがもうひとつ」とかいろいろ評価されてましたわね。それ

はもう点数化しただけで、チェック項目作ってね評価したらいいんですよ、管理職が一

般職員を、あんまり難しく最初から考えたらできませんよ。ですから、いろいろ問題は

最初出て来るかも分かりませんけども、それ改善しながらやったらいいんですよ。やっ

ぱり管理職の人も経験したことないし、その反対の人も経験されたことないと思うんで

すよ。この市役所の中では、ですから６減１増でね、人を雇うんでしたら、どっかの民

間会社の人事部長経験されたとかね、人をヘットハンティングして人事課へ入れてもい

いんです。そうしないと僕はできないと思うんですよ。経験者がいないんだから、それ

も一つの考えですけど。 

 

野村会長：ご提案としては、そういう方法もありますよということですね。 

 

耕地委員：人事評価の件なんですが、勿論、目標管理も併せて実施するようになるんだろ

うと思いますが、当然自分が目標を立ててですね、そして自己評価もする、上司の評価

が入ってくるのと先程言われたように、活用方法というのをかっちりしとく必要がある

んじゃないかなと、評価段階を５段階評価するのか、何段階で評価するのかその辺りも

当初からはっきりして進めて行く方がベターであるし、その方が分かり易いんじゃない

かと。もう一つ管理職だけと、おそらく管理職が９０何名とさっきおっしゃったんです

が、制度的にどうなっとんですかね。係長以上ということですかね。 

 

馬渕人事室長：管理職が先行して、その後随時全職員に広げて行くという予定です。 
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耕地委員：そうすると課長は、部長が評価する形になるんですね。部長、副市長というこ

とになるんかも分かりませんけど、やっぱり一般職もね続けてやられるということなん

でしょうが、並行してやった方が、私は良いんじゃないかなという気がするんですけど

ね。 

 

野村会長：これ始めて何年か経たないと皆さん慣れてこないと思うんですよね。職員の方

の意識改革のため。 

 

耕地委員：それとやっぱりどうしても面接、一般企業では上期、下期で面接があったり、

上司との面接というのも入って来てですね、目標に対してどこに問題があったかという

ようなこともアドバイスしながら、進めて行ってるというのが現状でありますので、そ

のあたりも充分研究しながら進めていかれたらなと思っています。 

 

野村会長：私の経験では今おっしゃってるのは、ヒヤリングをしたり、いろいろ上司と部

下の間でしてますと、普段の仕事ぶりに影響するようですね。改めて上司と部下の関係

を見直さざるおえないし、様々な面でですね、基本的にはより効率的な業務組織になっ

て行く方向での意識改革が、定着するんじゃないかと、弊害も勿論ありますし一概に言

えないんですけど、全体とした流れはそうじゃないかなと、私の経験ではそういう気が

致します。他にいかがでございましょう。 

 

宮委員：今弊害の話なんですけども、逆にですね人事考課しないと、これもまた弊害があ

るんですよね、私、若手の市の職員から聞いた話ですけど、大学出て入ったけども仕事

せんのが多いとか、人がおるとか、あんまりできない人がおるとか、上司でも管理能力

がもう一つないとかね、そういう愚痴を聞いたことがあるんですよ。ですから結局本人

もね何年か経って、自分もやる気無くしてしまうんですよね。だって評価しないから、

もう自分が一生懸命仕事したり、やってもね、頑張っても給与や賞与に反映しないとい

うふうになりますから、やはりそういうことありますから、民間企業でもそうなると思

いますよ、それしてないと。きちっと評価してそれで賞与でも、上限２０％下限マイナ

ス２０％ぐらいのね差を付けてやるように、それと昇給のスピードも違うと。やはり一

生懸命働いている人は、給料も増やして上げて、反対の人は水準より下げるというふう

に、昇給スピードも変えて行くというふうにしないと、これ今弊害が起こってますよ市

役所の中で、これ私、複数の職員に聞いたんです。特に若い人は言うてますね。そうい

うことなんです。評価しない弊害もあるということです。 

 

田岡委員：いろいろ意見出たんですけど、おっしゃるとおりだと私も本を読みながら自分

の経験を踏まえてね、いろいろ弊害もあるんですよ、不信感を抱くようでは具合悪いで
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すわな、上司と部下が、あんな点数付けやがってとか、何を考えとんかなと、僕らでも

自分で思う時ありましたから、後から分かるんですよ。そこえらは払しょくをきちっと

して頂くという意味では、さっきおっしゃった自己評価とフィードバック必要でしょう

ね。これを踏まえて必ずそれをして頂きたい。 

 

宮委員：目標数にしてもね何時いつまでに何人にするという目標、日時と数字をきちっと

入れてほしい。そうしないとね、こうしますというだけでは駄目ですからね。それが一

番、タイムスケジュールをきちっと、数字を入れてほしいです。 

 

野村会長：何年までにするとか。 

 

宮委員：何人にするとか目標値をきちっと。 

 

野村会長：時間セティングをすると。他にいかがでございましょう。それではご協力頂い

て７時までに終了いたしました。ありがとうございます。今後まだ論点を総ざらいして、

本格的な議論をさらに続けて頂ければと思います。よろしくお願いいたします。本日は

どうもご苦労様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  




	平成２１年度第７回行財政改革推進委員会.pdf
	7.pdf

