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平成２１年度 第８回行財政改革推進委員会 会議録 

 

日 時 平成２１年１２月８日（火）午後５時００分～午後７時１５分 

場 所 三好市役所 第１会議室 

出席者 委 員 

    耕地 弘、坂本 公子、田岡 義三、中川 勝弘、中村 忠久、西岡 和子、野村 隆 

藤井 修身、水野 正則、三原 芳裕、宮 隆英 

   （５０音項、敬称略） 

    市 

    合田総務部長、南総務課長、森行革推進室長、宮岡、藤井 

欠席者 木藤 誠治、千葉 眞由美、中石 昭、西川 利男（敬称略） 

 

事務局：こんばんは、定刻が参りましたので、始めて行きたいと思います。今年も後１カ

月を切りまして、師走ということで何かと気忙しさを感じますけれども、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。今日はですね、今回まで行財政改革推進委

員会７回開催致しました。皆様方からご意見とかご提言を頂きまして、それを基に市長

への答申を作るということですけれども、まだまだ意見を言いたいとか、あるいは提案

をしたいということがあろうかと思います。今回はそういうことを踏まえまして、各頄

目について皆様からご意見、ご提言を頂きたいと思っております。そして次回になると

思いますけれども、第９回の折には、答申書案というものをご審議頂きまして、答申書

を作っていきたいなと思っておりますのでよろしくお願い致します。それでは只今から

第８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：皆さんこんばんは。今事務局の方からご説明がありましたように、今日はフリ

ートーキングで、今までのご議論のあったものを更に議論を深めたり、或いは足らざる

べき所を補ったりしまして、願わくは次回に答申の原案を事務局にたたき台として作成

を頂いて、それを我々が再審をして、今日のご議論勿論踏まえた上で、最終案に向けて

作業をしていきたいというふうに考えておりますので、是非議事の進行にご協力をお願

い致します。 

  

事務局：ありがとうございました。それでは議事に入ります。会議の議長は、三好市行財

政改革推進委員会要綱第６条第１頄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：それでは議事に入らせて頂きます。毎回でございますけども、報道の方まだお
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見えになっておりません。お見えになった時には、原則として取材自由という前提でご

了承をお願いします。それから毎回でございますけれども、ご発言はマイクを通して、

後ほどの原稿起こしの都合がございますので、ご発言をお願いしたいと思います。それ

から、本日の会議でございますが私含めて１１名出席しておりますので、定足数が充た

しております。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。議事録署名委

員ですけども、今回は、耕地委員と坂本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。それでは、お手元の今までのご意見、ご提言などを事務局の方で、要

約をして頂いた資料があります。急いで作って頂いたものですから、言葉足らずの部分

或いは、審議を反映していない部分、或いは抜けてる部分あろうかと思いますけれども、

ご容赦頂いた上で、更に補足議論などを賜りたいと思います。基本的に、全体をフリー

としたいと思うんですけども、ただ時間の都合とか段取りもございますので、一忚１頄

目ずつ、ご覧頂きながら進めて行きたいと思いますがよろしゅうございますか。私の方

で時間配分をさしていただきますので、よろしくご協力をお願いします。それでは最初

の総論部分ですね、行政改革の方向性について、それから見開きで、財政健全化につい

てございます、両者非常に関連と思いますので、総括的な部分の提言等でござますけど

も、何かご意見ございますでしょうか。ページ数で２ページ、３ページの見開きですね。

田岡委員どうぞ。 

 

田岡委員：これを読まして頂きましてね、中に１０年先、或いは、この行革推進委員会そ

のものが、どういう方向性をもってやっているのかと、一つビジョンを示してほしいと

いうようなことを書かれておられます。一つ具体的に、市民或いは市長に対しての答申

の中でですね、我々はどういう方向性をもってやってんのかと、言う方針は掲げないか

んと思うんですよね、その方針をどういうふうにするかやっぱり皆で検討せないかんと

思うんです。ただ私いつも思うですけどもね、方針は、格好良く文章は書けますけども、

具体性を持ったね数値目標というのもやっぱりある程度は、織り込んでいかんと、そう

せんと我々の検討が、具体性を持たないものになると、いうふうに思っとんですよね。

そこえら皆さんご検討頂いて、それと、やっぱり経費、財政健全化についてですけれど

も、いろんな経費の節減、それの財政効果っていうのをね、やっぱり５年間、或いは 10

年間を市民に示すべきで、図表化したものを作らないかんなあと、これは思うんですけ

ど。これもご検討をお願いしたいと思います。それからこれは私の提言ですけどね、他

の市のやっていることをちょっと見聞きしたんですが、いろんな行革をやりながら、市

民参加と言いながら、中々難しい面あるんですけども、市民の１日３役、部長体験てい

うのをやっているとこがあるらしいんですけどね、これまた面白いなあと思いましてね、

やっぱり話題性のあるきっかけを作るんじゃないかと思うんですよね。市民に。これは

私中々、面白いことやっている市があるなと思いましてね、そこえらも一つ検討願って

ね、一つどういう方向性をもってやるか一つご検討の中に加えて頂きたいとそういうふ
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うに思うんですけど。 

 

野村会長：今の１日３役とか部長とかいうのは、具体的に何処かご存じですか。もし何か

情報がありましたら事務局の方にお伝え頂いて、どんなもんかお調べ頂いたらと思いま

す。 

 

田岡委員：秋田県のね、鹿角市です。 

 

野村会長：秋田県の鹿角市っていうのは、割と面白いことをやってるとこなんですよね。 

 

田岡委員：職員数は、２７２しか居らんのですよ。ここの市より人口多いんですよ。面積

も大体ここと同じですよ。２７２人でようやってるなと思うんですけどね。だから三好

市よりね、人口多くて面積一緒で、だからあんまり面積のことは、言わないようにして

ほしいんです。 

 

野村会長：類似団体と比較した中に入ってましたね。参考になることは、他の頄目でもあ

るかもしれませんので、事務局の方でターゲットにしてお調べ頂いたらと思います。そ

れから先ほどの一番上に書いてある、全体の方向性なんですけども、今までの各議論の

中でいろんな方向性を前提にしたご議論が出ておりますので、取りあえず事務局の方で

ですね、総論的な方向性の叩き台案というものをお作り頂いて、それを拝見して議論し

ていってはいかがでしょうか。抽象的なことなもんですから表現はね、抽象的になりま

すから、時間が掛かり過ぎてもいけませんので、一忚今まで各種のご意見、それぞれの

頄目でも出ておりますので、それらを包括して、難しいんですけどね、ちょっと知恵を

絞って頂いて、原案、叩き台をお作り頂ければ幸いかと思います。それから財政の方向

性については、数値をきっちり示して、将来の姿というものをより具体的に分り易くし

ていただくということです。はい、三原委員。 

 

三原委員：今の数値を入れるということもさることながら、目標年次をはっきりとして頂

きたいなと思います。今回の議論ていうのは、１０年後を目標にしているのか、３年後

を目標にしているのか、そこらあたりぼやっとしていると多分にあったかと思いますが、

１０年後を最終ゴールにするなら、その途中段階で３年後はこの段階にしておくとかで

すね、中間的なものをちゃんと進捗状況が分る形でてせすね、目標管理といいますか、

そんなことが必要でないかというふうに思いました。それとですね、右側の財政健全化

ところの１番目のところで広報をきちんとということが書かれておる訳でございますが、

ここらあたりもですね、交付税の特例措置が平成２７年ですか切れて、その後５年後に

はなくなるというようなこともですね、より具体的な形でですね、それが無くなること
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によって、いったい自主財源が何割減るんだという所とかですね、後先ほど出ましたけ

ども図化するとか、目に見える形ですね、市民によく周知するような方法、機会をつく

って、ここで出た問題意識を市民みんなが共有できるようなことにして頂きたいという

ふうに思います。 

 

 野村会長：目標年次についてですけども、当然この提言とか計画とかいうものは時間的な

ターンを入れなきゃいけませんので、事柄によってちょっと漫然としている部分ありま

したけど、全体としては、この交付税特例の算定が切れる年次、２７年ですか、そっか

ら５年間下がっていきますので、２７年ないしその５年後を睨みながら目標年次って言

ったらいいんでしょうか、将来の普通の算定による交付税の姿の時点を睨みながらてい

うことになりますかね、それに向けてスリム化を図っていくというのが基本ではなかろ

うかと、従いまして平成３２年度になろうかと思います。一忚そういう理解で作業をで

すね、お願いをしたいというふうに思います。自主財源の将来像はですね、交付税に関

しては一忚、今の条件を前提にした算定予想数値は、前に表で出して頂いてますので、

市税の方はどうなるかは、これは経済状況によって違うんですけども、一定の前提条件

ではじいては頂いておりますので、はっきり言って５年先、１０年先の状況のことはあ

まり分らないものですから、どれだけ確度の高い予想になるかは別なんですけども、一

忚の財政計画的な数字はですね、ご議論の途中で表を出して頂いておりますので、あの

数字を前提に考えるんではなかろうかと思われます。その他の外的要因ていうのは、あ

るんですけども、特に予想されるのは、新政権化で各種の国庫補助金見直されまして、

再来年度予算ですね、平成２３年度予算から新政権の公約でいってますところの一括交

付金化を図るという作業を政府内でやっているそうです。そうすると現在の国庫補助金、

負担金使い道が非常に限定されているものと尐し違った姿になってくるんではなかろう

かと、予想がされますが、これはまだ実際の制度設計に時間かかりそうですので、我々

の時間帯も今年度というタームでは、具体の姿は出てこないと思います。自主財源では

ないんですけども特定財源ではあるんですけども、実際上はですねかなり使いやすくな

ると、市の当局でかなり使いやすくなる可能性が財源的にはございます。この点は引き

続き調査、情報収集していきたいと思います。他にいかがでございましょう。耕地委員

どうぞ。 

 

 耕地委員：行革の方向性ということになっていきますとですね、やはり人を減らすとか、

何々を減すとかいうんでなくて、もう尐しやっぱり、活性化と言いましょうか、産業の

育成、農林業の育成とか、或いは、企業誘致でもって市をですね、もう尐し活性化する

そういった方向もですね、付けておく必要があるんではないかなと、という気がしてお

ります。 
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野村会長：その点は、毎回、結構、両サイドのご意見が出る問題なんですけども、この会

のスタンスと言いますか、目的をどう捉えるか考えてみますと、市政全体の施策の姿を

この分野はこうやれ、この分野はこうやれ、そういうのを我々が仰せつかわっているの

では尐し違うと私は認識しているんですけどね。ネーミングも行革となってますので、

そういうことをやっていくために、如何に基本的な体力を着けていくか、いうのが主眼

なのではないかと、いうふうに私自身は思っております。 皆様方もご意見といいますか、

スタンスちょっと違う方がいらっしゃるかと思いますが。宮委員。 

 

宮委員：これはですね、行財政改革推進委員会なんで、結局合併して合理化して、今言っ

た耕地さん言うたようなね、将来いろいろお金がいると思いますわ、そのための合理化

してその財源をね確保しようと下手したらこのまま行ったら、夕張市に近くなっていく

ような感じになったら困りますからね、結局財源を確保しようということで、企業誘致

とか、その総合計画みたいなことをちょっとこの会では、必要ないと思うんですよ。趣

旨がまったく違うんで。いま耕地さんがおっしゃったけれども、企業誘致とか森林の開

発とかいうことはね、また別の会がありますんで、そっちの方で議論して頂いて、我々

の今の会は、やっぱり行財政改革一本に徹すると、いうふうにして頂きたいと思うんで

すけどね。 

 

野村会長：今、私が申し上げましたのと宮委員のご意見は、ほぼ同じですね。この会は市

政全般について、カバーしようとしているんでなくて、市が将来ですね、積極的な施策

をいろいろ打たんがために、基本的な体力をどうやってつけていったらいいか、体力を

保持して、スリムになっていったらいいからと、そのための工夫が、財政的にもあるい

は、組織人員管理面でもですね、工夫するべきところがあるんではないかということを

検討をしている、それがメインのですね、我々のこの会の使命ではないかと、だからそ

れ以外のところが勿論、検討すべきところ当然ある訳でですね、市政全体について、カ

バーしようとしているのではないということは、基本的な認識としてご理解頂いたほう

がよろしいんじゃないかと。藤井委員どうぞ。 

  

藤井委員：私は一貫して言よんですけども、ビジョンのない改革やいうのは、これはもう

議論してもいかんのではないかと思うんです。政策っていうのは一つこういう方向へ進

もうと思うたら、例えば定員管理一つ取ってみても、こういう町にしようというたら例

えば類似団体と違って、福祉を中心に三好市を発展しようと思うたら人はいるし、また

逆の立場を取れば、もっと類似団体より尐なくてすむしというふうなことで、方向性に

よってこの行革の進め方っていうのは、がらっと変わってくると思うんです。ビジョン

のない議論ていうのは、私は座長とか宮さん言ったような、この会でただ単に合理化だ

けの議論する場では、いけないというふうに私は一貫して最初から言よんですけども、
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そういう方向でよろしくお願いしたいと思うんです。 

 

野村会長：おっしゃりたい点は分りますけども、市としてですねどういう、例えば福祉で

あるとか行政分野に力点を置いてやっていくべきかというのは、政策としては勿論あっ

ていいんですけども、この行財政改革委員会という立て方には比較的私は馴染みにくい

んではないかなと、これ事態は非常に無色のもんじゃないかと政策という面ではね、私

はそう思ってお引き受けしているんですけども。すなわち次の将来の市がどうあるべき

かというのは、確かに必要ですけどもね、どうあるかのイメージが全くなしで、行財政

を論じないていうのも分るんですけども、そこに踏み込んでしまうと、この会そのもの

の成り立ちが非常に難しいものになると思うですね、私はそう思っているんですけども。

ですから、ビジョンのパターンとしてはこういうものもあり、こういうものもあり、と

いう選択肢を詰めれたら示すのはいいと思いますけども。いづれにせよ、何をやってい

くにしろ、財政的にも組織人員的にもどんな行政分野に力点を置いてやっていくか関わ

らず共通する論点問題が、あると思うんです。そこら辺を中心に詰めていく方がいいん

ではないかと思うんですが。田岡委員。 

 

田岡委員：今、提言がありましたけども、それはまあおっしゃることは分らんことはない

と思うんですよ。私もね。だけどこの行財政改革は何を力点に置いてやっていくかとい

うことを考えてみるとですね、やっぱり将来このままでは、財政破綻が来るよと、国も

県ももうお金がないんだと、そうした時に、皆さん将来この町をどうなるんかと。それ

を見据えて我々は議論やってる訳ですからね、そこをちょっと間違わないようにしても

らわないと、その健全財政を目指して行って、その時に金があれば、今言われた、藤井

委員言われた新しい市の将来に向けての新しい事業を私はやれると思うんですよ。その

ための布石なんですよ我々やっているのは。何のためにやっている。将来の布石を今打

っている訳ですよ。時間忙しい中を。そういう認識を皆持たないとですね、そういうち

ょっと変な意見を言われると、他の総合計画の方へ行かんとね、それちょっと話違って

くるんじゃないかと思いますよ。それとね文言は私ちょっと考えて来たんですけどね、

こう書いてくれますかな。行政ニーズに対忚する市民福祉の向上と個性的、活力ある街

づくりを図ると、ここえらを入れてもらえればね、藤井委員のおっしゃったことに答え

られるんじゃないかと思うんですよ。そのためには、やっぱり地方分権時代にふさわし

い財政基盤の強化、行政の体質改善と強化を図りということ、より簡素で効率的かつ創

造的な行政運営を進めるとここえらですね。創造的なという、今までなかった言葉です

けれども。行政運営を進めると、で感動とか苦労など様々なものをですね、市民と共に

共有できる市民本位の市政を目指すと。私の文言非常に気にいったんですけどね、他の

ちょっと参考にしたんですけど、ちょっと分り易いですね。今までの皆さん書いている

文言はちょっと堅いでね。こういうふうにちょっと入れてもらえればね、藤井さんちょ
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っと納得できるんじゃないかと思うんですけど。どうでしょうかね。そういうために我々

やっとんですからね。将来のためにそのために財源を捻出せないかんでしょ。 

 

野村会長：今のコピーさせて頂いてよろしいですか。もし差し支えがなければ。 

 

藤井委員：文言はもう田岡委員言われた通り、非常に素晴らしい文言であると思います。

そのために確かに市が自主財源をもって、三好市独自の活性化策を打ち出すためにも財

源は必要だと理解できるんですけども、私が一番最初に行った財政計画の財政の時に、

発言したんですけども、本当にほんとの行革推進委員会がその役割果たしとるかって言

うたら、第一行革の時に、ほんとに財政計画を組んで、１０年後、１５年後の一本算定

が終わる時期に向かって財政計画やっていこうというのに、この３年間振り返ってみた

ら、ただ単に物件費、人件費を減らしてそれを普通建設へそれ以上上乗せをしとるだけ

ですよっていうことは、指摘したと思うんです。だから田岡委員が言われたほんとにき

ちんとした、財政基盤を確立するんだったら、お互いにやっぱり、１５年後に向かって、

その辺りも見直さないと、ただ単に第三次行革が、今後３年間の集中改革プランが終わ

った時点で、再度同じようなことが繰り返されているんだったら、何ら財政の健全化っ

ていう方向から遠のいとるというふうに思うんです。だから考え方としては、私は田岡

委員の言われとる通り、やはり一本算定が終わる時期に財政がある程度ゆとりが持てる

ような合理化って言うのは、無駄を省きながらやっていかないかんていうことは、これ

は同感な意見です。そういうことで方向性としてやっぱり、財政健全化なら財政健全化

の方向で財政の分の使い道だってしっかりと、やっぱり、見据える形の議論をしてもら

わないと、この３年間振り返った段階で同じようなことがまた３年後に行なわれるんで

はなかろうかろかと危惧があるような気がします。 

  

野村会長：この交付税の特例が切れるまでに既に若干の時間が経過してますから、 フルに

１０年ないし１５年ない訳なんですね、ですから私のイメージというか考え方では、地

方交付税財源つていうのは地方自治体の全体の共有の財源ですので、各県各市町村で分

ける訳なんですけども、合併したことによって、１０年間の一忚ご猶予を頂いている訳

なんですね、本来の姿にするまでには、１５年の時間的猶予を全体として、今制度とし

てね、そういう状態ですから、１０年ないし最終的には１５年合併時点から１５年後ま

でに、あたかも一つの市であるかのような、あったかのような状態に財政的にはなる訳

なんですね。ですからその姿を見定めながら、今まで複数市町村に分れてたことによる、

非効率であるとかですね、正に合併効果の裏返しなんですけども、そういったような点

を単一の市の状態に早くしなきゃいけない、出来るだけ早くすればするほど、実質的に

余剰に使える財源が特例によって出てくる、隙間が出てくる訳ですからね、そういう状

態を踏まえて、如何に時間的に速く一つの市の状態になっていくかということを、メイ
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ンに我々は、それだけじゃないと思いますが、メインに我々は、検討すべきではないか

と、今までのご議論でも大半、そういう前提でなされているかと思いますけども。それ

によって藤井委員おっしゃっるところのいろんなところに、政策が打てる施策を講じれ

る。何をやるにしろ、お金と人は必要ですのでね。そういう政策的な余力が願わくば生

まれるように我々が努力すべきではないかというふうに思うんですけども。 

 

藤井委員：財政の非常な乱暴な議論なんですけども、私が財政の時に言うたように第一行

革の時のままで、財政を進めたら１９億の人件費と物件費が、実際は節約出来た訳です。

だからそれを普通建設に廻わさなんだら、田岡委員が言いよるように１９億の余剰の財

源が浮いてきたっていうところに、これをすべて普通建設事業に廻しとることが、行革

の進め方と違う訳じゃないですかっていうことを私は言いたいんです。これが私今議論

したところが、集中改革プラン終わった時に、同じようなスタイルになっとんだったら、

問題じゃないですかっていうことを言いたい訳です。  

 

野村会長：過去、そういう状態であるんであれば、それは我々はそれじゃいけないと思い

ますので、そこは私詳細承知してないんですけど。事務局の方いかがですか。 

 

事務局：今、藤井委員さん言われたですね、普通建設費に浮いたお金をつぎ込んでいると

いう話ですけども、たまたまですね、昨年、それから一昨年度ですね、ケーブルテレビ

の事業ですね、それから池田中学校の建設ということで普通建設事業費が増えたと、た

またまそういうふうに増えただけでありまして、それは当初から計画しております。で

すので行財政改革の削減された経費ですね、それはそちらの方に全額廻ったという訳で

はございませんので、その辺ご理解をお願いしたいと思います。 

 

田岡委員：私も詳細は把握しておりませんけども、全額そんな建設費にいったかどうかは

分かりませんけれども、当面浮いたお金どう使うかと言うたら、確かに観光が最重要施

策ですから観光事務に金を使う訳でしょ。それともう一つはね、耐震化工事を速くやら

ないかんでしょ。これが一番緊急の課題じゃないですか。市民として。市安全。橋もそ

うでしょ。道路もそうでしょ。それから小中学校の耐震化もせないかんでしょ。国は７

割か県が７割か補償してくれる訳なんでしょうけど、自己負担もある訳でしょ。国もね、

県もねちょっと延ばしますよこれ。金がないから。そしたら自己資金でやらないかん。

これが一番緊急の課題じゃないですか。藤井委員の一番嫌う、建設費にいきますけどね、

だけどこれは市民が望むことなんですよ。これを批判するようではちょっとおかしいん

ですよ。耐震工事早急にやらないかん訳ですから。それでもやったらいかんのですか。

建設工事を、そういうことになりますよ。浮いたお金をそっちに使わざるを得ませんよ

って当面。すぐ、それでも駄目なんですか。あんたのおっしゃるそんなことに使ったら
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いかんていうことでしょ。そんなんで市民が納得しますか。それはあんただけの意見だ

と思いますよ。地震対策はよやらないかん訳ですから。 

 

野村会長：すいません、個別の対論は別にしまして。一般論ですけども、いろんな市町村

の状況をお伺いしてますとね、過去数年２、３年ですね国の政策絡みで、大型の補正予

算が組まれてますので、それによって各種の景気浮揚対策として、国庫補助金が流れて

きている部分があるんですね、それを活用して、各市町村で事業に取り組まれている部

分がありますので、それは区分け上、普通建設事業になる場合が多いんですね、いま耐

震のことおっしゃいましたけど、だから統計上ですね、通常べース以上の普通建設事業

が過去数年組まれていると、いうのが一般的な姿なんですよね。それの善し悪しについ

て正に政権で議論されましたし、同じハード的なものでも、中身もちょっと変わってき

てますし、前政権の末期ではですね、いろんな点を考えないと一慨には藤井委員おっし

ゃるような状況ではないんではないなんだろかと思いますけども。藤井委員どうぞ。 

 

藤井委員：田岡委員から、市民が望むことやったらいかんのかというような言い方された

んですが、そなんことじゃなしに、この行革を取り組む上で、池田中学校の統合とか、

ケーブルテレビとか耐震化いうのは、当初から財政計画の中へ盛り込んどる話、それを

３年間の内にころっと変えとることが、だから財政の時に私が一生懸命、市の方から出

された財政の資料を決算と財政計画と比較して私なりに資料作って提出をしましたわね、

あのように、すり替えされたらいけませんよっていうことだけ、確かにせなんだらいか

ん、市民が要望する緊急のものは、どんどんしていかないかんですけど、それは、当初

から財政計画の中へおり込みのはずなんです。それが、どして逆転するような事になる

んでかっていうことを、だからこれから３年間のうちは、私も財政計画っていうのは、

そうコロコロ実績に合して換えるんじゃなしに一旦組んだらそれを検証しながらそれを

踏襲しながら、財政っていうのは運営していかないかんのに、うちの財政計画は、その

年その年に、過去の計画を反故にするような形で実績で組み換えるってことが、問題で

すよって指摘はしたと思うんです。だからそういう方向で、行革は考えてもらわんと、

その都度その都度の実績を財政計画に組み換えたり財政計画からころっと違う方向へ使

ってみたりということになると、その財政健全化には遠退きますよっていうことを私は

言いたかったんです。 

  

合田部長：今の件について前に財政課長が来て説明したと思うんですけど、一つは会長さ

んが言いましたように経済対策で国が大型の補正予算を組んだと、それについては、自

主財源いわゆるうちの税金は使っていない部分が多くありまして、投資的経費、普通建

設がそこら辺で膨らんできとるっていうのが、数字上見えるんですけど、うちの財政上

はそこで、どれだけの負担があったかと言うと、その分については、あまりないと考え
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て頂いたらと思います。そこの説明はこの間、財政課長が来て説明したと思います。そ

れから森室長の方から話したんですけど、当初からある部分の計画されとるケーブルテ

レビであるとか、池田の中学校の建設、これは計画通りやってきたということでござい

ます。それでちょっと藤井委員さん、返すような話になるんですけども、その説明につ

いては財政課長の方から説明をしたと言うふうに考えております。緊急を要してぽっと

入ってきた火葬場の改築なんかもありましたけれども、これについても、非常に財源の

いい、合併補助金でやれたというようなことで、特にあまり自分のとこで負担が掛から

ない部分について、緊急性もあったしということでやったということです。他の普通建

設事業について、こっち余ったからこっちに使ったという認識はありません。 

 

野村会長：一般論で申し訳ないんですけども、国の経済対策、補正予算で組まれている事

業についてではですね、何らかの財源措置がされていますので、最悪起債を起こして後々

地方交付税でカバーする方式、特例債方式が最悪それが組まれておりますので、市の独

自の財政負担が余計に生じるということは基本的にはないんだと思います。ただ出づら

上は借金が増えたり、普通建設事業が増えている、その部分は、ご指摘の中でかなりあ

ると思うんですけど。ただ考え方としては財政計画をきちっと守って検証を常々しなが

らやっていかなければならない。それは、当然のことであります。時間もございません

ので、必要であるならば事務局の方で藤井委員にご納得いくように資料をお示しして、

ご説明させて頂くなり、さして頂ければいかがと思いますけれども。それでは、よろし

ければ次の頄目、４ページ５ページを対象にご議論頂ければと思います。これかなり上

手くまとめて頂いておりますので、 大体今までのご議論趣旨としては網羅されていると

思いますけども、まだ言い忘れたとかですね、或いは趣旨そのものが違うじゃないだと

か、なるべくドキュメントベースですので、ご議論頂ければ幸いでございます。いかが

でございましょう。中村委員。 

 

中村委員： 全体を見ましてですね、それぞれかなり意見が出つくしとるとこがあると思う

んです。今のお話の中にありますように、この委員会の狙いをきちんとした上で整理整

頓していけば、いけるんでないかと思うんですが。例えば先ほど田岡さんが言よったよ

うに、軸の言葉とかですね、こういうのも気がついたことは入れたらええんじゃなかろ

うかと気がしますけども、例えば３ページのところの、１.２.３のところですね受益者負

担ていう言葉なんかも必要でないんかなと思ったりするんです。 

 

野村会長： 受益者負担ていうのは特殊用語でありまして、下水道とかですね、農業改善事

業などで、当事者から頂くお金のことを受益者負担金と言っております。大きな意味で

は勿論利用者の負担という意味です。 
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中村委員：それから４番のですね、市民が参加してお互いにするってことを、ここ言われ

とるんですけども、これはですね行政の強力な指導力とかですね、主体性とかいう言葉

がこの中入ってええでないかと思うんですよね。もう尐し行政が指導力や主体性をもっ

て提言するとかですね、そういう言葉あっていいんでないかと思います。 

 

野村会長：今の４番の点は、一番最後の１３ページの私が申し上げた意見で、事務仕分け

の導入、これに繋がっていく感じですね。時間的に最後にもってきたもので。  

 

中村会長：それから４ページ、５ページのところでですね、またこう方向性が明確でない

分らんようになって発言して申し訳ないんですけども、職員をどんどん減らしていくっ

ていうこれも一つの方向なんですけども、ある一面ですね、どんどん高齢化していく、

それから生活そのものを支えていくということになると、かなり生活支援に職員もいる

ようになると思うんですよね、そういう部分がこの中で、盛り込まれる必要があるんで

ないかと気がするんですけどね。  

 

野村会長：５番の意見がそういうご趣旨なんじゃないですか。 

 

中村会長：そうですね。そこが生活支援にかなりな人の配置がいるようになってくること

を感じます。それでどこを減して、どこを増やすという問題、何をしたいんかっていう

ことですね、話がややこしくなってくるんですけども。それと改めてですね、２番の専

門官ていうことを話ししたかと思うんですけども、改めて強調しておきたいとこのよう

に思います。 

 

野村会長：２番ですね。これ２番のご意見はどういうご意見でしたっけ。内部でそういう

方を要請すべきだということですかね。或いは外部からそういった人を引っ張ってきた

らいいということですかね。両方あるかと思うんですがね。 

 

中村会長：福祉専門官がおるとかですね、たちまち過去と将来と今と、それらが全容が理

解できて、それが捌ける人がいるんでないかと、このように思います。どうしても２、

３年で変わっていくもんですから、市になれば専門官がいるんでないかなという気がし

ます。 

 

野村会長：同じことが地域的にも言えまして、アメリカの自治体などは、地域専門官と称

してですね、まさに自治体広いですから余計なんですけども、この地域だけを専門的に

住民のお世話をする方を戦略的に一つの市の中でですね、要請をしていったり、そうい

う事例が結構あるんですね、地域専門官ていうですけども、それを分野で考えるか、地
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域で考えるか、いろんなご意見あろうかと思いますけども、スリムな人数でサービスを

充実していくという工夫としては、充分考えなければならない問題であると思います。

藤井委員どうぞ。 

  

藤井委員：ここで一つだけ私お願いしたいことあるんですけども。行革の議論と逆行する

かも分りませんですけども、各総合支所縮小していく議論が、されていた気がするんで

すけども、やっぱりこのような広い地域の中で、委員さんの中には、面積的には住まい

しよるところは狭いって言い方ですけども、やっぱり祖谷とか三野とかそれぞれ三好市

においては、飛び地だったり遠かっりする地域があるんです。だからそこで住まいしよ

ることをやっぱり考えて頂いて、やっぱりそこの人が池田まで出てこなんだらいかんよ

うな、行政にならんようにお願いしたいとおもいます。私も障害をもっとって車に乗れ

んもんですから、山城からバスや汽車でしか通勤する方法ないんです、宮委員やは、山

城から１８分で来れますって言いますけれども、それは健常者で車を充分使えるような

人であって、老人とか車を運転できない方なんかは、バスや汽車を使って通勤とか用事

にこなんだらいかんのです。そいうことを東西祖谷や三野の人やのことも考えて、しっ

かりとして住民サービスが、そこの部分については低下をしないように行革の中でも尐

し、合併のデメリットの部分になるんかも分かりませんけども、充分配慮して、答申の

中へ文言を入れてほしいっていうふうに私は思います。 

 

野村会長：総合支所をどうするかは、両方のご意見もあると思いますね。宮委員。 

 

宮委員：総合支所とか支所とか、都会へいったら支所じゃなしに住民サービスセンターと

かね、いろいろ言い方ありますけど。住民サービスを低下しろと私は言ってません。結

局ね住民サービスの低下じゃなくて、もう今インフラも整備されていますのでね、類似

団体とか都会と比較しましてもね、ほんとに道も渋滞もなしにね便利になってきました

しね、必ずしも住民サービスの低下じゃなくて、更に向上さすような考え方ね、もうテ

レビ会議でも出来るんですからね、合理化してね、支所でも総合住民サービスセンター

でもいいです、そうしなければまだまだこれ合理化する余地があると思うんですよ、例

えば会長さんがいらっしゃるね、徳島市でも支所１４カ所ありますよね、市役所１つで

す。ほんでね、支所いうてもコミュニティーセンターでね、ほんなに人はいないし、そ

れで都会でもね、車で移動じゃなしに電車かバスなんですよ。３０分で行けるとこなん

か、１時間以上ね掛かるんですよ。ですからともかく合理化しないと人が多すぎるんで

すよ、総合支所にね。まだまだ出来ると思いますよ、これ見たら。よその自治体なんか

徳島市なんか国府町や忚神町や勝浦ですか、支所ありますけど市役所まで行くのかなり

時間かかりますしね、ほんでそんなに人置いてないと思いますよ。都会なんか行ったら

商業施設のね、一画にちょっことした窓口しか置いてませんからね、それでも別に問題
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ないと思います。以上です。 

 

野村会長：この点は、両論ありますのでですね、ちょっと扱いが難しいと思います。水野

委員。 

 

水野委員：今、宮委員さんなるほどおっしゃる通りだと思うんですけどね。前にも申し上

げたように、合併の時に約束した、あれは住民みんな知ってますからね、１０年間は総

合支所は、そのまま残りますっていうことを、前の時の町村長は、各地域へ行って全部

説明したんですよ。私も聞いております。ほれを１０年しないうちに、総合というとこ

ろを取って除けて支所にしたら、行政はまた嘘言うたんかって、いう気持ちになるのは

間違いありません。この点はよく考えとかないかんなと、ほれともう一つはね、中に市

民課から始まっていろんな課が今まであった訳ですよ、これを段々縮小して、ほしてい

ろんな機能を果たせるような、市民課に今なりつつある。私はそれでええと思うんです。

看板はそのまま残しといたほうがええですよ。総合的な窓口が出来ています。そして私

見ていて、そこで対忚している人達が、かつては産業課でおり建設でもおったことがあ

る、いろんなポストで仕事をしてきたようなベテランが市民課におります。それが育ち

つつある。デパートのようなことをこなせるような、それが生まれつつある。私はそれ

でいいと思うんです。ただ、若いしの中に経験年数浅いもんですから、例えば最近私が

経験したこと申し上げますよ。私、地区住民福祉協議会の世話をしよんですよ。三野町

にも河川敷がある、芝生を張ってあるわけです、そこで先般グランドゴルフやったんで

す、公園を借りるために届をせないかん、私がよく知っとんですよ、対忚しておる支所

の若いしの方が知らん訳です。様式があって去年もこう書いたんだよと、あれは建設課

の分野だから、建設課はもう市役所の方へ行ってしまったから、書類がないって言うん

ですよ。ほれだったらファックスですぐに送ってもらえって、私がここへ来て、また家

へ帰っておたくがうちへ電話してくれてまた私が出てきて、もう２回も３回も来るのは

大変やよと、今ファックスで送ってもらったらすぐ届くんでないかって言うて送っても

らって手続きしたんですけどね、だからやっぱり経験のある人が支所に配置されたらい

けると私は思います。 

 

野村会長：総合支所についていろいろご議論出てますけれども、基本はやっぱり合併効果

を一番上げれるところですので、尐なくとも、合併後１０年後の時点までには、かなり

のスリム化をしないと合併したことのそのものの意味っていいますか、効果が非常に薄

れてくるいうかなくなってくると問題です。ですからここを如何に水野委員おっしゃる

ように職員の質を上げる、そういう面を如何に活かしていくかということですね。 

 

田岡委員：水野委員おっしゃること分るんですけどね。他の類似団体で先ほども出ました
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けども、ほとんどね支所はあるんですけど、そこも５つあるんですけども全部支所はね

５人しかいないんです。それで十分やれるんですかって聞いたら充分やれるらしいです。

それは私それでいいんじゃないかと思いますよ。今何人おられると思います。井川総合

支所でも１６人居るんですよ。１６人もいりませんよ。見てごらんなさい仕事してませ

んよ。こういう話がいっぱいあるんですよ。井川の総合支所へ行った、税務問題分らん

から教えてくれと行った、全然分らん。そしたら池田にいかなしゃあないっていうこと

で、池田に行ったら、本庁へ来たら分ったと。こういう人が多いんじゃね総合支所は必

要ないでしょ。だったら初めから池田の本庁へ来て聞いた方が、すぐ終わる訳ですから。

そんな人がごろごろ居る訳ですよ。それからこの話も言うと皆さん、どう思われるか知

れませんけども、下を向いて一生懸命仕事しているから上から覗いたら、通販の雑誌見

とったとかね、もう市民いっぱいこういう批判ですよ。いらないんですよ。だから尐数

にすれば、精鋭になるって言うたでしょ。だからね是非ともね総合支所は５人ぐらいで

いいですよ。さっき宮さん言ったようにね、総合は外して支所で結構です。そうしたら

ね、サービスの低下なんてしませんて。私が保証しますよ。だってやってるとこあるん

ですもの全国で。全国そういうとこ見習ったらいいでしょ。なんでいいとこ見習わなん

でね、議論ばっかりするんですかね。そこえらはねやっぱり進歩的に前進した考えを持

ってもらわんと、井の中の蛙いわれてもしょうがないですよ。ひとつよろしくお願いし

ます。 

 

野村会長：分りました。中村委員。 

 

中村委員：今の話も大事な話なんですけども。現場の環境っていうのを理解をですね、や

っぱり現在の今の議論して行った中でもやっぱり企業的な視点て言うのが、明確に入っ

てこんといかんと思うんですね。例えば４ページの９ですね、横断的とか協調的とか柔

軟とか言葉が、当然必要と思うんですけども、やっぱりここにですね、効率とか効果と

か実績、業績とか分析とかこういうものが、含まれた文章化する必要があるんでないか

と言う気がしますね。 

 

野村会長：職員のマインドの問題ですね。 

 

中村委員：もう一つは、行政組織、事務分掌こういうものの中にやっぱり地域の中って言

うようなものや社会資源の活用とかですね、それからお互いに助け合う互助とかねこう

いう部分を含めた、組織体系せんと地域一つ取っても行政だけでは、できませんよ、こ

れ。地域だけでもできん、社会資源をもっと活用すると、お互いに助け合う互助とかそ

ういう言葉もどっかへ含めて頂いたらありがたいとこう思います。たちまちは今の話、

今の行政の環境っていうのは、行政企業って言うぐらいの企業的な視点でものごとを理
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解するとより適切な文章になってくるんでないかなという気はいたします。 

 

野村会長：ここは事務局の方でお願いをしましょうか。 

 

西岡委員：先ほどから色々お聴かせて頂いているんですけど、毎回職員の数になると皆さ

ん議論が沸騰して、いろんなご意見が出ると思うんですけど、よく聞くのが職員が多い

多いという言葉を聞くんですけど、何をもって多いんか、そのよそ県と比べてとか、そ

れはちょっとおかしいと思うんです。それは職員が多いかどうかの判断は、やはり前回

の議論でも出たんですけども、人事評価とかいうことも含めてなんですけども、今市の

ほうで業務量がどれだけあるかそこら辺の精査をしたことがあるのかどうか、で一人の

職員がするべき１年間、３６５日なんですけど、そん中で稼働となれば、２００日とか

休みも取りますので、休みを引いた中の実働の日数の中で、一人の方が精一杯頑張って、

どれだけの業務ができるか、業務量の算定が、すごく必要だと思います。その算定に忚

じて、職員が最低こんだけいるっていうところを、見極めをした上で、職員数を決めて

いくことが、一番大事なんではないかと思います。多い尐ないでは、具体的でなくて机

上論になってしまいますので、まず根拠を持ち出して、根拠に基づいた職員数を出して

いくべきではなかと思います。そうすることで皆さんも納得することもできますし、な

かなか一度雇った職員を首切る訳にもいきませんし、これからどれだけ増員していくか

で、そのあたりの職員数を減らすしかないですよね。今日から辞めてくださいっていう

ことはできないと思いますので、勿論５０歳過ぎたら自主退職みたいな、勧奨退職もで

きると思うんですけども、だから皆さん納得して解決する、職員数を決めるには、やっ

ぱりその業務量それから、仕事の事務事業どのようにするかとかによってくるかと思う

んです。先ほども色々ご意見ありましたけど、職員が多くて仕事してないですとかね姿

も目に付くようなんですけど、それもやはり業務の分担を一人の方が持ってるとやはり

空いた時間がロスになってきて、その方のいろんな行動に結びつくと思うんです。だか

ら複数で、担当して、その方がいなくてもその仕事がこなせるような、これも住民サー

ビスの低下に繋がらない解消法やと思うんですけど、電話掛けて聞いてもたらい廻しに

されて、担当でないんで分りませんとかね、そういうことよく聞くと思うんです。そう

いうことがないようにするためには、やはり課の中で皆さんが課でやってる仕事の内容

について、知っておくこと、担当者が居なくても答えられるような、中で全ての仕事を

こなすような、体制づくりが必要だと思うんです。先ほど中村さんの発言だったんです

けど専門官とかのご提言があったんですけども、やはりこのあたりは管理職の方が、担

うべきかなと、私的な考えなんですけども、今までは課長さん部長さんに偉くなると担

当業務をされてないのが普通でないかと思うんです、だけどやはり管理職であっても、

その方が担うべき仕事、事務事業を担当されて、そこで役割を果たして、専門官として

の資質も磨いて頂くし、それから部下の指導監督ですかね、この文章に載ってたんです
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けどそれだけが上司の仕事だけでないような、これからは職員の中で一致団結して、尐

数で大きな効果を上げるっていうな仕事の仕方をするんであれば、それが大事なんでは

ないかと思います。６減１増っていう基本方針がありましたけども、それも大事だと思

うんですけども、それもやはりある課で一人退職された場合、その時がチャンスと思う

んです、その方が減ったことでそこの部署でほんとに一人を増やさなければいけないよ

うな、事務事業量かどうか、見極めをしてそこにほんとに必要であれば補充する、後の

方でカバー出来るような事務事業であれば、そこでカバーして皆さんで協力して事務事

業をこなしていくというふうなやり方を取られるとどうかなと思います。 

 

野村会長：宮委員どうぞ。 

 

宮委員：今言った職員定数について、どういう数字が適正化っていうのはね、これ一番決

め易いのは類似団体が一番いいと思います。マクロ的に考えてね、例えば平成３２年で

ね人口が２万５千やと、類似団体と比べたら多尐面積も広いし、僻地もあるから１００

人に一人として２５０人が適当だと、そういうふうに考えるんです、というのはね、よ

そでちゃんと２５０人平均でやっているとこをね３００人も４００人もいるっていうん

はね、結局無駄だと私は考えるんです。ですから２５０人なら２５０人と決めて、それ

を各支所なり本庁にね割り振りして、仕事を。だから２５０人で最大限やれる仕事をや

ってもらったらいいと。それ以上のことはもうね、ちょっと住民も贅沢過ぎと思います。

それ以上のサービス望むんは。ですからやっぱり基本的には、総体的に何人と、これを

目標にして、結局人件費もかなり高いですからね、そうしないと仕事量をどうのこうの

言うはちょっと決めにくいと思います。そんなんでは、人員配置はできないと思います。

ですからそういうふうに決めて頂きたいと思います。 

 

野村会長：理論的には西岡委員のおっしゃるのが正論なんですよね。この点は。事業量全

部積算していけばいいんですが、実際上はかなり難しいと思います。どうしてかと言い

ますとこれ民間企業でも悩みなんですけども、ある一定の仕事を何時間掛けてするかは

人によって違いますのでね、極論すればわずかな仕事を１日掛けてすればいいんで、能

力が高い人がやったら２時間で出来るのを１日掛けてやる人もいますから、これ何とも

言えないんですね。だからこそ宮委員のおっしゃるように結局相場感をつかむというこ

とで条件の類似している団体で、１団体２団体では駄目で類似団体かなりの数あります

ので、何１０かぐらい前の表にありましたね、かなりサンプル数が多いですから、大体

の相場でこのあたりは、目標にすべきだろうという大掴みはできる訳なんですよね、お

出しした表にそうしたデータもありましたけれども。これだけの人数でやれないはずは

ないと、ある程度は言えるということなんですね、現に他でやっとるやないかと、いう

ことですので、最低限、類似団体の中でも条件の類似している団体が１０数団体ありま
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したけれどもね、そこら辺の平均値あたりを目標に、そこまでは人員的にも圧縮してい

くと、いうのを目標に掲げてそれで進めていくとが一番現実的なんですね。その上でセ

クション割り振りとかそういうのは上手く図る方法があれば業務量の忙しさというのを

図りながら、色々工夫をしていくとそういうことは、必要であろうと思いますけども。

今の点は民間企業でも成し得てない点なんですね。後はもう一つ財政的なアマウントで

捉える人件費という面で、財政的に捉えると同じ人間が行っても人件費違いますのでね、

そういう方面からもアプローチ、人件費も単年度あたりだけで見て行くんでなくて、将

来の退職金負担とかですね、ロングタイムでの人件費負担を分析していって、いかに将

来の負担を減らしていくかっていうふうな工夫もですね、色々必要だろうと思うんです

ね。そこら辺を総合的に踏まえて将来の人員組織体制というものをですね出していけな

くてはならないというふうに思っております。はい耕地委員どうぞ。 

 

耕地委員：定員管理というところに入っているようなので、先ほどから色々ご議論がある

ようでございますけども、結局製造業であればですね、ある所ところの部署によってで

すね、なんぼっていうのがすぐ出てくると思うんですけども、こういったサービス業と

いいましょうか、事務量からというのは非常に難しいと思いますし、先ほど言われたよ

うにですね、やっぱり類似団体を参考にっていうことになってくるんだろうと思うんで

すが、いずれにしても三好市２００人近く余剰がある訳でしょ。１０年先で今の類似団

体に合わそうというんでなくて、もっとそれはスピードアップしないといけないんでは

ないかと、ただそこで問題が起こってくるのがリストラが出来ないというところが一つ

問題あるのとですね、そのあたりをどのようにしていったらいいのかというのがあるん

ですけども、やはりそうなってくると自然減と言うよりも、やっぱり勧奨退職といいま

すが、そこらをですねもう尐し、低くまで下げていく必要があるのと、それとですね、

職員が減って臨時が増えたんでは、また意味がありませんので、臨時も１１０何名居る

訳ですから、５年後にはそれの半減するぐらいのやっぱり目標とやっぱり年数と言いま

しょうか５年後にここまでもっていくような１０年後というよりもう尐しですね、スピ

ードアップしていく必要があるんでないかなというふうに思っている訳ですけども。 

 

野村会長：類似団体と比較して目標を定めるにしろ時間的問題も勿論ございますね、５年

後なのか１０年後なのかっていうのは違ってきますから、それは必ず意識して考えなけ

ればいけないと思います。それから今のご指摘の中で、正規職員を減らして臨時職員を

増やす意味ないやとおっしゃいますけど、これは必ずしもそうじゃないんですね、財政

的に見ると非常に意味があるんですね、将来の負担要素が違いますのでね、ですから一

人の常勤職員を減らせるんであれば、何人かの臨時職員増やしても財政的には充分ペイ

するですよね。そういう点は一つございますので。必ずしも見かけ上の人数だけじゃな

いと言うことですね。実質的にはね。田岡委員どうぞ。 
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田岡委員：定員管理のところへきたんで申し上げますけども、先ほど色々非常に多い人数

をどうやって減らすかって大変な課題ですけどね、耕地委員おっしゃったように退職、

勧奨だけではちょっと難しいと思うんですよね。だから民間企業でもやってように、他

の自治体でもやってますけども、優遇退職勧奨制度、優遇っていうのはやっぱりつけな

んだらいかんでしょうね、だから割り増しをいつく付けるかかっていうことをね、一つ

検討していかないと、それ辞めないですよ。だから優遇制度を作るんですよ。民間だっ

たらね、１千万、２千万上乗せするんですかね、そういう検討頂いて私の会社なんかは

１億人がざわざわ出ましたけどね、１億っていうのはこれやり過ぎですけどもね、そう

いう意味でもね、やっぱり退職してもええなっていう優遇的なものを作らないと、辞め

ませんよね、部長。分りますよ。だからそこへらを検討して頂くと。いうことでお願い

したいと思うんですが。それとね先ほど言った類似団体の比較でね、確かに２００人ぐ

らい多いんですけども、計画としては１０年先じゃなくて、私は２３年度、当面２３年

度の目標、それから５年後の２８年度、それから最終的な３３年度と３段階に分けてね、

目標を設定してですね、それにやっぱり付随した対策を打って頂きたいと、だから３段

階ぐらいにしないと１０年先出しても１０先どうなるか分りませんよね、実際経済情勢

その他で、だから３段階ぐらいで一つ目標設定して頂いて、それに対してどう対忚して

いくかというふうな指標を付けてもらわないと、絵に描いた餅に終わるような私気がし

てならないんですよ。１０年後私おるかおらんか分らんですけどね。そういうようなこ

とでね、目先も入れて頂くと、さっき耕地委員がおっしゃったように、目先もちゃんと

目標に入れて頂いて、３段階ぐらいして頂いたら、この前、渡辺部長からもありました

わね、段階的にやってくれということもありましたんでね、これは職員の方もそういう

希望あると思いますよ。いっぺんにやるんじゃなくてね。そういうふうに考えて頂いて

どういう数値出てくるか私楽しみにしとんですけどね。だからやっぱり合理化をしてい

かないかん、私見とってねゴミ収集なんかそうですわね、他の団体見たらゴミ収集なん

か民間委託してますわね、それから給食センターでてきました、３５人居りますけども、

これも全部民間委託しとんですよ他のところは。それから保育所も幼稚園もね一元化せ

えいうのは、他の自治体みなやってますよ、一元化。そしたら人数減りますよね。そう

いうことをね段階的にいつやるかっていうことによって、人員削減できるはずですから、

そういうことも考えてね、一つ策定して頂いたら、無理のないやっぱり計画出てくると

思うんですよ。ひとつそういうことでさっき窓口の市民課も多いって申し上げましたけ

ど、その人員も大分削減できるはずですしね。あと、衛生、民生関係とかそういう人数

も結構おりますよね。ひとつそういうとこも考えてお願いしたいと思います。 

 

野村会長：今のご指摘の中で目標年次ですけども、組織定員人員のみならず、財政的な問

題もそうなんですけども、全体としては交付税の査定切れの年次ですね、そこを睨みな

がらも、やはり来年度どうするか、再来年度どうするか、短期的といいますかね、当面
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どうするんだと、いうことをが非常に大事だと思いますので、それがちゃんとこなせな

いとその先の年次というのは、それこそ空理空論に終わっちゃう恐れがありますので、

今すぐどういう手を打つんだと、特に来年度、再来年度に向けてそういうことをしっか

りとですね、なるべく具体的にお出し頂くというのが必要だと思います。事務局の方で

ひとついろいろご検討をよろしくお願いしたいと思います。中村委員どうぞ。 

 

中村委員：どの頄目にもですね、職員が多いって出てくる訳ですね、職員数っていうか定

員管理っていうんですか、集中的にまとめあげてもらうと、明確にはっきりするんでな

いかと、この例えば６、７ページでも飛び飛びで職員の問題出てくるでしょ、大半職員

の問題ばっかりで。 

 

野村会長：ペーパーベースではですね、一忚区分けしているだけであるものなので。 

 

中村委員：ここへらを整理整頓して職員ていうものが、すぐに分るような感じにしてくれ

たらと思います。 

 

野村会長：それは文章化していけば、そうなると思いますので。現在１１ページにも定員

適正化計画についてもまとめていますし、このペーパーベースでは体系的にまだ整理は

されていませんので。中川委員どうぞ。 

 

中川委員：先ほど、保育所と幼稚園の一元化っていう話が出たんですけども、池田町の保

育所の人数なんですけど、私立の大泉保育園なんかは、定員を２０名程オーバーしてい

るというような、２０年度の三好市の教育改革プランの中に載ってました。第一保育所

であり、かめの子保育園あり、尾本保育園に関しては認可でありませんので、人数が出

てなかったんですけども、ほぼ８０パーセントの入所率であります。第２保育所であっ

たり、尐し離れていくと子供たちもやっぱり尐なくなっていくんですけど、池田町内に

おいては、保育所に関してはまずほぼ満床であり、オーバーしているような現状であり

ますので、それを保育所と幼稚園を一元化して定員を尐なくするって言うんであれば、U

ターン組にあったり、そういう方に帰ってきてほしい２０代、３０代の間っていうのは、

やっぱり家庭があり子供がありますので、そういう部分も受け皿をきちっとしていかな

いと、帰ってこれない状態でないんかなと思います。やっぱり小学校、幼稚園であり人

数の尐ないとこっていうのは、やっぱり合併、統合していく必要性はあるかと思うんで

すけども、やっぱり人数の多いとこを一緒たくにしてしまって幼稚園と保育所っていう

のは、幼稚園教育と保育所っていうのは保育であるのと、教育が違うんじゃないんじゃ

ないかというのはあります。今、日本で幼稚園と保育所の一元化のしているのは、徳島

県内でも２カ所しかない、阿南市であり、あんまり数えても尐なくて現状ではうまくい
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ってないような状況でお聞きしてます。やっぱりそういう部分を考えて頂いて、人数を

外部的な施設の見えるとこじゃなくて、内部的に部分でも職員数の配置をしていくべき

ではないのかなと思います。 

 

野村会長：宮委員どうぞ。 

 

宮委員：今の池田町の保育所ですね、私が言うたこと書いとると思うんですけども。大泉

保育園は、募集人員基本は６０人なんですよ。それで近くに第一保育所ってこれは直営

のね、市立の保育所があります、これ９０人。それと一カ所かめの子さん、それと無認

可のね尾本さんがありますけども、大泉保育園はね、うちの子も行かしてましたけどね、

１２５パーセントかね今なっとんですよ、あとは断っていると、これはね保育所の枠が

小さいだけであって人気があるんで、各地から三好市全域から来てますので、断ってい

ると、かたや直営のね公立は、人気が悪いって言うたら言い方悪いけどね、９０人あっ

てもね、６０、７０人ですか、大分余っとんです。余裕がある。結局ね、そこがね民間

と公務員がやるね、営業している保育所の違いなんですよ。どっちがサービスがええか

って言うたら、サービスのええ方へ、皆さん来ますから、結局、方やお断りで、方やは

余ってると、それから第二保育所かな、中西にある、あそこもね、４０人の枠で２５人

ぐらいかな、大分余っとんですよ。ですから全体的にね、枠充分ありますから、そうい

う心配はないです。それでいくらでも増やせますよと、言うことなんで。定員の方は心

配ないと。それからね幼稚園なんですけどね、これは直営になったらひどいんじゃけど、

うちの子も行かしてましたけどね、当時はね、６クラスあったんですよ。年長４クラス

と年尐２クラス、今１クラスずつで人数も尐ないです。ということは保育所の方に人気

があって、もう幼稚園人気ないんですよ。だから凄く減ってます。園児の数が。詳しい

こといよったらあんまりじゃきんね、ともかくね、自由教育でなしに、放任教育だった

んですよ、今のそういう感じじゃけどね、全然違います、民間とやるのと、市がやるん

と。私の子供も行かしてましたからね。幼稚園の私、ＰＴＡの副会長もやりました。も

うストライキするとかね、役員会しても先生は出てこんとね、小学校の校長が園長でね、

全然話にならんとかね、ともかくそれがまだ今もそういう感じ残ってます。生徒にビラ

配ったりとかね、原発反対じゃ、消費税反対っていうてね、子供にビラ配るようなね、

とこなんで、ですから人気ないですから尐ないです。それだけはっきり言うときます。

ですから私はね、もうはよ民営化しろと、民間に委託しろということなんです。 

 

野村会長：中川委員どうぞ。 

 

中川委員：民間の大泉保育園の保育内容云々ってことなんですけども、やっぱり職員の方

のモチベーションとか気持ちを上げていって、やっぱり保育所であり、同じような、そ
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れは聞ける部分であると思うんですよ。やっぱり私立の方がいい教育をやっているとか

というふうなことは、噂で聞いたりしますので、公立であっても、やっぱりそこらへん

の内容を高いところに持っていけば、やっぱり行く子供さんも多くなるんかなと思いま

すし、それで先ほど言われよった幼稚園のことなんですけど、現状ではそういうことは

ないと思いますし、池田町は分らんのですけども、それに関しては先生も出てきたり、

保護者と一緒になっていま現状に子供たちがどういうことをしているのかとか、保護者

が読み聞かせに来たりして、内容的にも良くなってると思うんです。それは確かに民間

がいいよって当時は思われたと思うんですけど、やっぱり民間にいいところは、凄くあ

ると思います。その部分をやっぱり公立の施設であり教職員の方たちにも、そういう部

分も取り入れて頂いて、その先生方にしても今現状５０代以上の方がすごく多いので、

やっぱり年齢的にも若い方も取り入れて頂いて２０代の方、５０代の方、先生二人って

いうんよりかは、やっぱり２０代３０代の方を入れて頂いて交流っていうか、そういう

ところも、配置の部分で考えていって頂ければよいんじゃないかなと思うんですけども。 

 

野村会長：この点については、かなり様々な意見お有りだろうと思いますので、なかなか

まとめ上げにくいんですが、尐なくとも行政改革という趣旨から捉えると、幼保一元化

の問題はですね、制度的な再検討とか、社会的な要素がありますけれども、例えば保育

園だけに限って見てみてもですね、公営としてやっていくのがいいのかどうか、もう一

度再検討して場合によっては、統廃合とか或いは、宮委員おっしゃるように民営化、こ

れ民間に売払えということですかね。引き取るとこがあれば。施設ごと移動する場合と

公設民営のようなやり方もねありうると思うんですよね。 

 

宮委員：ですから徳島市も、県全体ででもですね、類似団体見ても、保育所いうのはもう

民間中心だと思います。傾向としてはね。ですからもう民間が出来るところは民間に任

したらいいと思うんですよ。行財政改革もね、根本は民間が出来ることは民間に任せる

ということで、いま沢山言ったゴミの収集、給食センター全部そうですからね。もう公

がすることないと思います。 

 

野村会長：極力民間の活力といいますか、民営化を図れるところは図っていく、保育所の

全部とは言いませんが、一部もそういう状況にあると思いますね。それを民間で運営で

きるノウハウがあればなんですが。 

 

中川委員：今、公設民営の言葉が出たんですけども、井川の方で、放課後児童クラブの方

が、この昨年度の行革プランの中でありまして、２１年度から保護者運営いうふうな形

で、今年度運営をしております。今、坂本委員さんとかにも来て頂いたりしとんですけ

ども、資格の持っている方に来て頂いて、後、パートタイマーで来て頂くと、費用とし
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ては、まず職員さんの尐ない人数の費用で対忚できて、今現状７名来て頂いとんですけ

ども、実人数としては３名の方を勤務して頂いとるというような状況で、コスト的には

凄く下がって、午後から夕方６時頃までなんですけども、半日でも来て頂けるって方が

他に勤められとるとかいう方で、地域の方に来て頂いて、支えて頂いている部分もあり

ます。先月ぐらいの徳島新聞なんですけども、徳島市の給食センターを民間委託をした

場合に、食材が県外から９０パーセント仕入されとるというふうなことが、出てたんで

すけども、そしたら地元の食材でなくて、安い方を買ってしまうので、そしたら池消地

産であるっていう部分は、謳ってるんですけどもほぼ県外から購入ってことになれば、

地元の産業っていうのが、下がってくるんじゃないかなっていう部分もあるとは思うん

です。徳島市は条件を付けてるんですけども付けてる条件なんですけども、それはあく

までも約束、契約書には巻けない。 

 

野村会長：民間化にも欠陥があるというご趣旨ですね。それは確かにあるんだと思います

ね。それはまた別の次元の議論かもしれませんね。確かに給食センターなんかはね、１

円でも安い方から仕入れてくる。それこそ食料自給率の問題も関係する話ですわね。で

すからちょっとそれは別の次元かもしれませんね、ただ、民営化万能ではないのは確か

で民営化するにしてもいろんな工夫を図っていかないとですね、それから営利の民営と

も限らないですのでね。今おっしゃった例のやつ。 

 

宮委員：今のね中川委員さん言われるのよく分ります。あと私もね、ある大きな病院じゃ

けど給食センター、民間委託ってちゅうかね、大手の業者に任したんですけどね、今言

った食材はね、条件出してね、これを使ってくださいって言うたらね、地元の業者指定

して、これできます。それは。問題ございません。それとね地元の業者ね、生鮮なんか

は地元で仕入れてますけどね、坂出の市場で仕入れとんですよ。なんでかってちゅうた

らね、値段が安くて品物がいいんですよ。ですから当然ね、品物よくて値段が安い方が

いいから、そっち使うということで。地元の業者さえ、坂出の方へ行ってね、仕入れて

ます。どうしても地元のもんいうたらね、指定したらできますから問題ないと思います。

ですからね、今のはちょっとね。ちょっと聞いたんですけど、大きな病院の事務長にね、

やっぱりねコストが安くなるとメリット、デメリットお聞きしたらね、デメリット一切

ないとメリットだけですと、労務管理も楽なもんでね、任しといたらええんじゃと、そ

れとね市の給食センターなんですけどね、結局ね、所長いうんが居りますけど２、３年

で交代するんですよ、プロがやってない経営をね。素人言うたら失礼なけど、単なる事

務屋の素人さんが、ですから商品知識もなにもないし、料理やったこともないしに、こ

れはもう全然違います。民間と。民間の大手でしたらね、やはり詳しいこと知ってます。

そういうことなんです。 
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野村会長：先ほどの４ページの専門官の議論と通じる話ですね。人事異動の戦略性と言い

ますか、より精通した人をきっちりと育てなきゃいけない、そういう戦略で人事配置を

すべきだということに繋がっていくんじゃないかと思いますが。役所の場合、公平性の

方を重んじて、そういうこと関係なしにフラットに人事が廻っちゃうっていう傾向が昔

からございますね。特定のセクションにノウハウが固まっちゃう、というデメリットも

若干あるものですから、不正を呼び易かったりですね、そういうデメリットもあるもん

ですから、そこは上手いこと調整をしていかなくてはいけない点でしょうね。他にいか

がでございましょう。時間もあまりございませんので、今民営化の議論が中心にシフト

してきましたが、８ページ、９ページあたりも対象にしながらですね、お願い致します。 

 

田岡委員：補助金の件なんですけどね。こないだも一覧表を頂いて随分議論しましたけど、

くれるもんだからという感じは、やっぱり持ってますよね。私あるクラブでおったんで

すけどね、老人クラブの会長が来られてね、こんなにようけ補助金のある会はないんよ

と、ぜひ入れと、そんなこと言われてねそれが頭にこびり付いとんですよ。事業仕分け

でね全部一度見直したらと思うんですよ。というのはね、報酬も一部活動の中に入って

ますよ、一部ね、ほとんどは違うんですよ、だったらね自立さして自分の金でやれと、

一遍期限を切ってね、終期をはっきり設定したらどうですか。５年したらないんよと、

それ位の覚悟で一遍やらしたらと思うんですよ。他の自治体はこれやっとんですよね。

終期を決めとんですよ、そうすると自立するしね。それでダメなら駄目な団体は、消滅

したらいいんですよ。それでもやるというんならやってもろたら良いんですよ。それ位

の覚悟でやらんとね、これなかなかできませんよ。だから事業仕分けを全面的にやって

頂くと。それともう一つね、審議委員会というのを市側で１０人でやってられますね、

副市長以下部長さん入って、その中に民間の人がはいったらダメなんですか。我々が入

って意見を言うとか、これはどうかとかね、身内で議論してもね適当というたら悪いで

すけどそこそこで終わってしまうんじゃないかと、それが現状じゃないですか。だから

この１０人プラス民間の人ね、何人か入っていっしょに検討すると、これ年一回やっと

んでしょ。 

 

事務局：当初予算の前に最低定例会をやります。その後、新規の補助金等が出ました時に

随時やるという話です。 

 

田岡委員：ぜひ市民参加を提案したいんですよ。 

 

野村会長：メンバーはどんなんですか。 

 

事務局：各部長と総務課長それから財政課長です。 



24 

 

田岡委員：部長さんもでておられるんですか。どんな会ですか。 

 

合田部長：実績が出てきますので、それを見て分かりますので、一通りのカットというの

は最初にやってますので、その中で繰越金がようけあるとか、全部見えますので、事務

的なこれをこうするとか、これまでかなりやってますので、新しいのが出てきてもどう

するかというのも、新しいのは尐ないですけど、そんな状況です。 

 

田岡委員：マンネリ化しているのは、事実ですね。市民参加をね、ぜひこれ加えて頂きた

いと。 

野村会長：予算編成過程への市民参加というのは、重要な頄目として捉えたいと思います

ので。その具体的な手法として、事業仕分けのようなものを参考にして行きたい。最終

決定する場合に、民間のお役所内部以外の方の意見を入れる仕組みを、考えるべきじゃ

ないかと、そういうようなことを。 

 

藤井委員：補助金の件なんですけども、活性化のために尐額でも呼び水というのは必要だ

と思うんです。起爆剤、確かにこの三年間廃止された事業とか、団体がどうなってます

かという検証も必要ですと言う話もしたと思うんですが、新規の提案型の事業について

は、補助金を付けて行くという考え方も示されたんですが、市が合併していろんな小さ

なイベントが消えているということも含めて、呼び水といった起爆剤的な発想もこの補

助金には必要じゃないかと思います。確かにマンネリ化という弊害もありますけども、

この三年間を見てみますと、いろんな地域でのイベントが消えていっきょるというよう

な感じがあるんです。確かに補助金があるから云々というんじゃなしに、自立して行か

ないかんというのは、分かるんですけど、補助金が付けばそれを励みとして活性化した

り、それを続けて行こうという１つの部分が、出て来るんじゃなかろうかと思うんで、

その辺りは締め付けをきつくせずに、行革に反することになるんですけども、やはり活

性化するための起爆剤としての補助金の考え方というのも残してもらいたいなと思いま

す。 

 

野村会長：当然そうでしょうね、全部を切れとかそういう話ではありませんので、必要な

ものは、むしろ積極的に予算化して行かなきゃいけないということでしょう。判断を誰

がするかと、その一部に民間一般の方のご意見が入るようにしたらどうかというのが、

この討議としてはある訳で。 

 

水野委員：二つほど申し上げたいんですが、１つは今こちらから補助金の話が出てきてお

りましたから、事業を各団体が行って、あと実績報告書というのが市役所に来ておると

思います。恐らく私が今から申し上げることのチェックは、なさっておいでるだろうと
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思いますが、一般的に昔からの習慣としてよく後で反省会をやらんかと、その反省会と

いうのが、要するに慰労会でアルコールの入るようなやつを、これ昔から伝統的にある、

今も全員の言葉でないけれども、やはり何人かからはそういう意識がそこにあるような

発言が出るような実態だと思います。そのあたりきちっとチェックして私は思うのは、

飲み食いは自分の銭でせんかと。市からもらった補助金とか賛助金からは、それには一

切手を付けるなという考えです。おそらくそういう視点から、チェックをされていると

思うんですが、その辺りよろしくお願いしたいなと、これが一つです。もう１つ申し上

げます。もう１つはこの８ページの方に市立三野病院のことが書かれていますが、二つ

ほど申し上げたいのは、三野病院改革プランというのをよく読んでみると、年一回評価

委員会を開いて、その中に住民の代表も入って、ほぼ１０月に行うということが入って

いましたけど、必要に忚じて公表するという文章も入っておりましたが、ぜひ積極的に

公表して頂きたいなと思います。それと三野病院について５番目から９番目まで書かれ

ていますが、尐々私は違った意見を持っとんですけども、何かの科に特化せよと、専門

化せえと書いとんですけど、医療については私は素人です。実際に月一回見て頂いてる

立場から、三野病院の患者の立場から見ておりますと、やはり今内科が中心なんです。

かつては、外科もありまして、例の研修医制度のおかげで、まいってしまいました。外

科の先生は週に１回となってしまいました。内科と外科というのは医療の基本だと思う

んです。これはぜひ続けてほしいなと、そうしないと病院の価値は無くなると思います

んで、特化ということについては、私は違った意見を持っておるところです。 

 

野村会長：患者さんとしてのお立場からすると、おっしゃる通りだと思うんです。これ全

国的な問題で研修医制度のシステムが、変わったのが背景にございました。研修医段階

で選択が出来るわけです、そうするとなかなか資格のある方が集まらないという事情、

これ全国各地域で抱えておりまして、医療行政独自の分野での非常に難しい問題が関わ

ってる話ですので、なかなか市町村の側からですねハンドリングしにくい、分かってて

も如何ともしがたい部分もあるだろうと思います。そこら辺も踏まえながら、病院の経

営という観点からみると、いろんなご議論があったように、リハビリ科に特化すべきと

か、いろんなご意見がでてますね。尐なくとも自治体病医院の経営という観点からは、

ある程度の提言をこの会としてはしなきゃいけないと、医療行政そのものについてまで

は、なかなか範疇に含めにくい問題もございますので、ここら辺は事務局の方でよくご

検討を頂きたいと思います。 

 

宮委員：先程、補助金問題で水野さん言われたとおりでね、アルコールの入ったような会

をするようなね、組織にはね、一切補助金は私は出すべきでないと思います。そういう

会は、自分らで金を出してやったら良いんですよ。私が入ってるある会でもね、年会費

一万二千円でやってますけどね、もちろん飲み会、親睦会あります。でも、補助金一切
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もらってないから、何の気兼ねもなしにねやってます。飲み食いするような、アルコー

ルの入るような会は、一切補助金無しでやってほしいと思います。それと補助金もらっ

てる団体、これ沢山ありますわね、これ一回この資料では分かりませんので、事業仕分

けをやって頂いて、そこそこ詳しい資料で組織か委員会を作って、事業仕分けをしてね

やはり藤井さんが言ったようにね、将来育てて行くようなね補助金が要るだろうしね、

きちっと事業仕分けにかけてほしいと思います。 

 

野村会長：まさに事業仕分けの必要性があるんじゃないかと。 

 

宮委員：それと三野病院なんですけど、これも事業仕分けをやってほしいと思うんです。

民営化か市立でいくかを含めてね。事業仕分けする必要があると思うんです。というの

は、今のとこは上手くいってると思いますけど、将来やはりよその自治体見てもね、赤

字出してね、よく売却の話とか、民間とかいう話も、財政の足を引っ張るような状態に

なったらいかんので、ここはやはりきちっとね、事業仕分けかけてほしいと思うんです

よ。それとさっき水野さん言われた特化ですか、勿論内科も外科も要ると、それをベー

スにねリハビリもほしいと、今からの時代ということなんで、リハビリだけじゃないと

いう意味なんでそこをご理解、これ私が言うたことだと思いますんで。そういうことで、

是非とも今流行りの事業仕分けをやってほしいなと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 

野村会長：あと残り時間もあまりございませんので、１０ページ以下最後までを対象に頂

きたいと思います。 

 

田岡委員：三野病院のことで、ちょっと一言いいたかったんですけど、水野さんおっしゃ

るようにね、大変私も三野病院はね、総合病院になってほしいと思うんですよ。いろい

ろ医者にも意見を聞きますとね、歳行くと皮膚科とか外科とか必要な科目なんですけど

ね、医者がいないんですよ、一人雇うとしたら２千万から２千５百万掛かるんですよ。

これじゃちょっと難しいでしょ。だから当面はやっぱりリハビリテーションに特化する

というのがね、というのは割合リハビリテーション科している病院が尐ないんですよね、

そこに非常に反映する余地があるということで、こないだ、市長がはっきり言うとった

な、三野病院はリハビリテーションをやると、最近言うてましたけどね、早速取り掛か

るらしいんですけど、それで良いんじゃないんですか。それをしながら、今度徳大も入

学定員を増やしますよね、地域に将来派遣できるような人数を確保するという面があり

ますからね。何年か後には人員も確保できるわね。そこまで待って頂くと、我慢して頂

くとそういう考えでおられたらどうですか。そういうことで私は思ってますけどね。 
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水野委員：私思うんですけど、病院というのは命に関わる福祉事業ですから、行政として

もこれは、しっかりと守ってほしいと思います。例えば三好市の中でも西に行ったら、

医者のまったくいない地域というのは、現実にあるんですよ。無医地域、三野病院から

そっちに何曜日にはそこに行くと。 

 

野村会長：よく分かりますけど、この会は個別の病院のあれについてですね、議論するの

は時間もないし、できたらしたいんですけども、自治体病院としての公営で行くんであ

れば、自治体病院としての経営の観点を考えないといけないし、あるいは民営化を検討

せよという意見もありと、この枠の中でどうするかと、外的な要因としてお医者さんの

調達ができなければ診療開けませんのでね。外的な要因もあるんだと、思うに任せない

ということもあるんだということ。 

 

水野委員：中身をね、アウトソーシングをしっかりやって、黒字化するというのは、やら

ないかんと思うんです。 

 

野村会長：ご指摘の主旨を踏まえて、ちょっと事務局でたたき台をお願いしたいと思いま

す。 

 

中村委員：関連して、三野病院の定数とかですね、病院の経営というのは、とてもどれや

っても苦戦すると思います。悪戦苦闘だと思います。我々の議論じゃなしに専門的な診

断の上に立って、ものごとを進めて行かれてはいかがでしょうか。 

 

野村会長：かなり専門的な立場から、これ検討しないといけない問題だろうと思います。

他に如何でございましょう。最後までを対象にして、ご意見頂戴できればと思います。 

 

田岡委員：最後の人事評価制度ね。これね２３年度から施行するとなっとったね、計画で

は、この前みなさんと検討した時は、至急導入してほしいという意見が大半でしたから

ね。この辺りねどう考えておられるのか、今日聞きたかったんですけど。是非ともこれ

を早く導入して欲しい、というのは完璧な人事評価というものは無いんですよ。早く導

入して試行錯誤を重ねながら、完璧に近いものに持って行くというのが、私ら２３年や

ってましたからね。それをね是非言うてほしいんですよ。いつまでたっても、難しいな、

難しいなばっかり言っとったらね導入できないと思いますよ。そこえら一つ事務局の方

から強く言ってほしい。来年からでも導入してほしい。 

 

事務局：この間ですね、多治見市の例ですね、ああいうふうなのも参考にしてですね人事

室の方も研究してますので、出来るだけ早く導入したいというふうな話をしてますので。 
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野村会長：管理職だけじゃなくて、職員全部を対象にしてすべきだと、そういうご意見で

した。是非その方向で検討をお願いしたいと思います。その他に如何でしょう。 

 

水野委員：文章の中にだいたい私申し上げること、書かれているとおもうんですが、１０

ページのところの第３セクターの話ですけども、東祖谷の一番奥の温泉、西祖谷の温泉、

山城の集成材関係のもくもく辺りが、毎年相当な赤字が出ておりますね、林業の関係そ

の他いろんなことがあろうかと思うんですが、精一杯赤字を尐なくするように努力して

ほしい。それとこれ毎年大方１千万近い赤字が、出ておるところが多いんですが、これ

赤字、実際のとこどないしとんですかね。赤字のままで、いろんな仕入れやその他従業

員の報酬や払えているんですかね。 

 

野村会長：資産減になってる訳でしょ、株式会社ですからね。いずれ破綻するということ

ですね。そのままほっとけば。独立した株式会社ですから、しっかりと経営して行かな

ければいけない。当然のことですね。市から一般会計で負担しなきゃいけないような事

態になってくれば、危機的状態だということですね。 

 

田岡委員：第３セクターの問題をね、この前もお話したと思うんですけど、市がほとんど

９０何％の大株主ですよね。大株主であればね、最高意思決定機関なんですからね、チ

ェックも出来るだろうし、役員の選任もできるだろうし、報酬も決められるだろうし、

何でも出来るはずですよ。それを今までやってきてないんですよ。だからこういう放漫

経営になってるんですよね。だから株主としての意識を持って、チェック体制もしっか

りする、市民も参加したらいいんですよ。市民が大株主なんですから、ただ市長が代行

しているだけの話ですからね。だから市民参加のチェック体制というものを、きっちり

うたってほしいんですよ。是非ともこれお願いしたいです。そうせんといつまで経って

も赤字体質治りません。どうやって行くか、市民の視点もね入れて体質改善も図るよう

にお願いしたいと思います。 

 

野村会長：株式会社になってるんですから、株式会社らしい経営をして行かなきゃいけな

いと、かりに過半数以上の出資があってもね、株式会社にはちがいがないわけですから。 

 他に如何でございましょう。 

 

宮委員：先程、職員の適正化ということで、職員数をね減らすことばっかり目標値立てて、

いうてましたけど、それと並行してですね、アウトソーシングを始めとしてね、民間委

託してねする、例えば保育所にしろ、給食センターにしろ、ごみ収集、その他いろいろ

あると思うんですけど、それもね時間とね、それと人数、これだけ何時いつまでにここ

変えますよという計画をね、打ち出してほしいと思うんです。そうしないとね人員削減



29 

 

ばっかりいうたって、これ並行してやることですからね、そっちの方も大事ですからね、

それもいっしょに計画に、答申書にきちっと数字と時間とお願いいたします。 

 

野村会長：全体を対象にしてまだ言い足りない点ありましたら、お願い致します。 

 

田岡委員：つい最近新聞に載ってたんですが、定住自立圏ていうのは、総務省が打ち出し

て、随分有利な条件でこれ各市検討してるらしいんですけど、三好市検討してますか。

今治市が今度手を上げとんですけど、中心市街地活性化法案より、こっちの方が三好市

には合ってますね。特別交付金で４千万づつ毎年来るらしいですけどね、それから有利

な起債もできるということで、中心と合併した周辺の町村も活性化を図ると言うね、お

もしろい提案ですけどね。この方が私三好市に合っていると思いますけどね。これご存

じですか。 

 

合田総務部長：こないだ今治の方へ、まちづくり推進課が行ってましたが、その件でない

かと思います。総務省の方でそういう話が出とるようですね。 

 

田岡委員：是非ともこれ検討した方がいいですね。つい最近出て来年から発足するらしい

ね。これは有利ですね。中心市街地活性化の方は、まだ進んでませんもんね、あれはち

ょっと難しいですもんね。 

 

野村会長：今の点ですね、具体的な財政特例措置がどう組まれるか、まだ検討中だろうと

思うんですね。 

 

田岡委員：はっきりは書いてますよ。毎年特別交付金４千万円。それと有利な起債ができ

ると。 

 

野村会長：従来ですね、それに類似した政策は、旧国土庁時代から類似のものがあるんで

すね。それを再構成して今新政権下で政策が打ち出されようとしてるんだろうと思いま

す。 

 

田岡委員：合併するとね、どうしても周辺がね、ほったらかしになる。だから池田町だけ

が繁栄するけども、他は全部没落するというような危惧をみな持ってるわけです。それ

がないのは、これですよね。周辺も活性化すると、一つご検討願って是非とも入れてほ

しいと思います。 

 

野村会長：有利なものであれば使って、今の中で地方債の部分は、合併特例債もあります



30 

 

し、格段にそれによって有利になるかどうかは、分からないんですけど。特別交付税の

分は明らかに取れれば、問題ないと思いますので。そこはよくお調べ頂いて、活用でき

るものは活用して行くと。他に如何でございましょう。 

 

中村委員：だいたい話が詰まって来て、タイムリミットですね。大綱をみて、答申が出て、

今度行革委員会で、それぞれの現場の行革に対する整理整頓や考え方が出たと思うんで

すよね。これを踏まえて取りあえずこれで、作業が終わりましたと、こういうような話

になりましたという答えになるんですか。それともそれを踏まえて何か、市はどこへ向

いて行くんですか、どうなるんですかとかそういうふうな話は、次の段階になるんです

か。この資料は、資料としてどう積み重ねになるんですか。方向性を教えてください。 

 

野村会長：今日の位置づけはですね、今までお出し頂いた意見をある程度まとめてですね、

それぞれ足らざるを補って、ご意見を自由に出して頂くと、今日までの結果を踏まえて、

次回に答申案としてのたたき台を、事務局の方で中心に作業のお願いをしてます。結局、

どういう流れで、どういう考え方で、こういう線を打ち出すというのは、次回のたたき

台答申案ですね、それをご覧頂く必要があると思うんです。今日はその為の下議論をし

てると、お出し頂いた意見の中で同方向のものは、そういう方向で打ち出して頂きます

し、必ずしもそうじゃないもの、意見の分かれている部分もありますので、その場合ど

う処理するかは、両論併記するか、あるいは、メジャーな方のご意見の線で行くか、こ

こら辺は事務局の方は、難しい点なんですけど、勿論たたき台については更にご議論頂

く機会を次回設けたいと思います。その上でご検討頂いたらと思います。今日のものは、

これ自体何がしかの方向とかですね、議論が付いてるものではございませんで、今まで

のご意見をアトランダムにまとめて見やすくしたと、そういう位置づけでございます。 

 

藤井委員：中村さんの補足になると思うんですけどね。第一次行革推進委員会の時には、

１５名のメンバーでこういうふうな議論をして、答申をこしらえて、それで大綱に基づ

いて集中改革プランを行政側の推進本部がこしらえて、それを実行してきたという経過

があるんですけど、それをチェックするための、第２次の行革推進委員会というのは、

第１次のメンバーをころっと入れ替えて、中に残った人もいるんですけど、入れ替えて

チェック体制をこしらえた経過があるんです。今回答申を出して、大綱に基づいて第２

次の集中改革プランが作られると思うんですが、その計画をチェックしたりその進捗状

況を審議する次の行革委員会というのは、どういうふうな形になるんですか。 

 

野村会長：それは、私も聞いてませんで、市の方の考えもまとまっているかも承知してま

せん。これからの議論ですね。この点は市の幹部のお考えを伺って行かないといけませ

んね。現在は、諮問に忚じて答申を出すというようなことをやってると、その後どうす
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るかは、答申の中でこうすべきだという意見を入れ込んでも良いと思いますね。なんら

かのフォローアップは、当然必要ですのでね。 

 

藤井委員：第１次の時にも経験なんですけども、これば喧々諤々と議論した委員がごろっ

と変わって、例えば会長も含めて変わって、この審議したことをチェックする人が、ま

ったく新しい人になってしまうというのは、これは非常に時間のロスだろうと思います。

だから出来るだけ多くの方が、次の第４次の推進委員会に入ってその議論したことをチ

ェックをしながら推進して行くということを取らないと、前任者がどんな議論をしたか

というのは、今日配られとる提言集と答申書しか、次の委員さんというのは参考資料が

ないわけですから、そういうふうなことを、市の方には意見反映として、出来るだけ多

くのこのメンバーが入りながら、チェックをして行く体制というのをお願いしたいと思

います。 

 

野村会長：その点は自分たちが土俵の中にいながら、次の土俵とか、隣の土俵のことを議

論していることになりますので、一定の限界があるんですけど、我々の答申の中にこの

内容のフォローアップをこういう体制ですべきだと、いうふうなことはですね、言って

いっていいんでしょうし、それを市のご当局が勘案して、次の手をお考えになるという

ことだろう思います。 

 

事務局：今、１次行革の委員さんが、第２次行革で入れ替わったというお話でしたけど、

ほぼ８割方１次行革の委員さんに残って頂きました。一部の方がですねご都合により交

代されるということで、やはり各委員さんですね、自分が答申書出したと、プランはど

うなるんだと、大綱はどうなるんだと気になると、いうことで続けて検証したいという

方がおいでたんで、ある程度そういういご意見が多かったんで、８割程度の方に残って

頂いて２次委員会として、進行管理なり評価をして頂いた、ということになっておりま

す。次回ですね今の委員さんについてもですね、出来ましたら残って頂いて、検証して

頂きたいと思いますが、たまたま今回市長が改選時期でありまして、答申書は誰がなら

れても引き継ぎますけども、市長の考えもございますし、我々の考えもございます。で

すので出来たら残って頂きたいんですけど、答申書の後についてはですね、また後ほど

協議して、皆さんにご連絡したいというふうに思ってますので、ご了解頂きたいと思い

ます。 

 

野村会長：市長という最高経営責任者が、春に何方になるか如何によりますね。ただ、現

市長の段階で我々答申を出すわけですから、それは当然に答申として、引き継いで頂く

必要は勿論あります。現時点ではそういうことではないんでしょうか。 
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宮委員：野村会長の意見とかいうのがね、もう１つ分からないんで、取りまとめ役の立場

でね、はっきりしたこと言われてないんかも分かりませんけど、最後にね、野村会長の

この市でこういう行財政改革をしたらええと、今日でなくてもいいんです、次回でもね

はっきりした意見とか提案をね、ちょっと聞きたいと思いますので、経歴をみたらね自

治省入られて、一番良く、プロですわね。次回でもいいんで、お願いしたいと思います。 

 

野村会長：光栄でございますが、唯一事業仕分けをやるべきだぐらいの意見しか、私言っ

てないかと思いますが、なるべく固有の意見は、やっぱり皆様方のご意見を取りまとめ

るのが私の基本的な役割だと思っておりますので、今まではそうさして頂きました。最

終案を事務局で作って頂く訳ですけど、その過程で今のご議論をですね、フリートーク

もしながら、答申案に向けて検討したいと思います。 

 

西岡委員：藤井さんの言ったことを聞いてて、市当局の方のお答えを聞いて、私も疑問に

感じたんですけど、市長さんが変わったからとか、そういうふうな感じで方向が変わる

んであれば、議論したことが無意味になると思うんです。いくら変わっても引き継ぎ事

頄、懸案事頄で是非つなげて頂きたいと思うんですけど。 

 

野村会長：これは、非常に非政治的なものですので、どなたが市長になられても共通して

る問題だと思うんです。ただ、個別の政策の中身とか、方向性については、市長さんが

もし変われば、次の方向が出されるかも分かりませんけど、どういう方向に進まれるに

しろ、ある程度共通してる問題点は、我々基本的にそこを主にして議論してるんだと思

うんですね。必ずしもそればっかりではありませんけども。 

 

中村委員：これかなり時間と労力を掛けてですね、かなりな提言が出とると思うんです。

是非ですね具現化する土俵をきちっと、方向性を明確にしてほしいと思います。 

 

野村会長：いかにこれを実施して行くかというのが、最大の問題ですから、その点につい

て遺漏なきよう期されたいということは、はっきりと答申の中に含めるべきだし、実際

もそうして行くべきだと思いますね。市長さんが何方になろうが、問題は同じだと思い

ますので。 

 

宮委員：今、西岡委員さん言われたようにね、市長が変わっても心配ないと思います。引

き続いて、官僚政治と同じなんですよ、当局側のね、有能な人がしゃんとしてますから、

市長が誰になろうがね、きちっとやってくれますよ。ですから我々市長に言うんじゃな

くて、当局側にねこうしてくというのを、意見とか提言しますからね、きちっとやって

くださいね。 
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野村会長：幸か不幸か、市長さんは選挙で選ばれますけど、それ以外の方は基本的に違い

ますのでね。その点は次回たたき台を議論しながら、今後どうするかも含めてですね、

より議論をして行くべきだと思いますし、事務局のお考えも聞きながら進めて行けたら

と思います。特に他になければ、議論を以上で閉じさせて頂きたいと思います。 
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