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平成２１年度 第９回行財政改革推進委員会 会議録 

 

日 時 平成２１年１２月２２日（火）午後３時００分～午後５時１０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、中石 昭、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音順、敬称略） 

    市 

    馬渕人事室長、片山人事室事務主任、森行革推進室長、宮岡、藤井 

欠席者 千葉 眞由美、西川 利男（敬称略） 

 

事務局：それでは、定刻が参りましたので、始めて行きたいと思います。何か年の瀬を迎

えまして、また年末の整理、あるいは後片付け、それと迎春の準備ということで、何か

とお忙しいところ、また本日は開催時間の変更にもかかわりませずご出席頂きましてあ

りがとうございます。今回は、前回行財政改革推進委員会でのご提言、ご意見を確認し

て頂きましたので、それを基に当委員会の答申書をお願いしたいと思っております。い

ろいろなご意見とか、考え方があると思いますけれども、開催通知でお願いしておりま

すように、今日お示ししております、答申書案を叩き台として頂しまして、当委員会と

してのご意見、ご提言をまとめていただき、答申書の成案を頂ければと思っております

のでよろしくお願いしたいと思います。なお、今回も皆様方のご意見をまとめていくと

いうことで、市側につきましては、事務局だけとしておりますので、よろしくお願い致

します。それでは只今から第９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お願いします。 

 

野村会長：皆様、開催時間を変更さしていただきましたにもかかわらず、ご参集いただき

ましてありがとうございます。いよいよ年の瀬でございまして、今まで皆さんがお出し

頂いた各種のご意見を出来るだけ踏まえて、事務局の方で、叩き台をお作り頂いており

ます。今日はこれについて、総括的なご審議を頂き、できれば最終案に極めて近い形ま

でに練り上げていければと、いうふうに思っておりますので、ひとつ皆様のご協力をよ

ろしくお願いしたいと思います。それではよろしくお願い致します。 

  

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。 
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野村会長：それでは議事に入りたいと思います。その前に毎回でございますけども、取材

の方が見えた場合には、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。特段

秘密会を要する場合には、お申しください。それから本日、西川委員と千葉委員が欠席

ですが、中石委員は後ほどお見えになるとお聞きしております。現在のところ１２出席

ですので、この会の要綱第６条２項により定足数を充たしております。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、木藤委

員と田岡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、議

事に入らせて頂きます。お手元に予め答申書の案をお届けしているかと思いますので、

事務局の方から、その概要についてご説明をお願いしたいと思います。 

 

事務局：資料説明 

 

野村会長：ありがとうございます。事務局の皆様大変ご苦労頂いて今までの議論の集大成

としておまとめ頂きました。大変ご苦労さまでした。今日の議論ですけどもなるべく効

率性を図るために、まずですね抽象的といいましょうか全体の構成とか抽象的なスタン

スといいましょうか、全体的に見渡してどうかということを皆さんご意見があれば受け

賜わり、その後具体的な修文意見として各項目についてご意見をお出し頂ければと思い

ます。まず全体を見渡してみていいがでしょう。全体の構成とかスタンスとか何か気に

なるようなこと、もっと激しく言った方がいいんじゃないかとかね、この項目はいらな

いんじゃないかとか、色々お有りかと思いますが、全体を見渡してみていかがでしょう。

何かご意見ございましたら。はい中村委員どうぞ。なるべく恐縮です簡潔にお願い致し

ます。 

   

中村委員：この全体を見よりましてですね、大綱みて、その大綱に対する答申が出てます

ね。改めてまた委員会をして、この答申が出とると。それをそれぞれこう読みながら比

較してみると、今回はもう一歩踏み込んだという内容にはなっておるんですけども。ま

だまだこれでいいのかなと、現状の課題とかですね、それから現状と課題と委員の意見

で集約して羅列しておると、いう答申書になっとんじゃないかなと思うんですが、いか

がなもんでしょうか。これから、脱皮してですね、事務局よくまとめていただいとるん

ですけども、事務局の間でかなり委員が、発言した中身を精査して協議議論を重ね取る

かどうかね、この文書に対してね、かなり委員が激論したかなり厳しい中にも色々して

おりますけども、文書だけでずっと流れてしまうと、なんか知らんうわずった、ひとつ

の委員の言葉だけになっとるとわけですね、そこらの所はちょっと非常に気にかかりま

す。それとこれが次へどう繋ぐんか、ここえらが、前の答申が出てますけども、これに

あえてまた答申出たと、その間に推進計画の中でもされとるですけども、これももう尐

し評価というような分野で突っ込まないかんのでないんのかと、そういうようなそれで
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ないと書いた餅になってしまうどうこれが具現化して実行に移せるんか、そこえらの道

筊がちょっと見えるというんか、答申書として見たら、せめてですね、大変難しいこと

なんですが、今までの沢山言われた意見の中で、ほんならそれに対する、次への一歩の

対応、そういうものが出てくると、この答申書が引き締まるんでないかという気がする

んですが、それは、どこまで考えるのが答申書なんでしょうか。私もそこらを教えてほ

しいと思っております。 

 

野村会長：事務局の方にあんたら議論したかって聞いても意味はないと思うんです。 

皆さんのご意見をなるべく踏まえて、かなりご苦労して出しておられると思うんですよ

ね。それだけに総花的になっている。難しいところなんですね、だからこそ、これを叩

き台としてお示しし、ご議論頂きたいと思います。私ひとつ気になったのは、今の関連

で申し上げますと、議論の途中で数値とか別表などで示されましたね、財政的な人員的

な類似団体の資料とか、そういったような資料を後に付ける、ある程度概略の分るもの

を、財政的な資料とか、３３年度までどうかとかありましたけども、今まで出して頂い

たのを基本でいいと思いますけども、そういうのが付いていればね、本論と見渡しなが

ら、なるほどなと分り易くなると思うんですね。既に会議の席で出した資料について、

一般の方が見て分るように工夫して、付け加えたらどうかと。それから、スタンスが確

かに両方のご意見が出ている場合には、これでは右、左打ちだしにくいというものも、

中にございのすので、特に気になるところ、このところはこういうふうに打ちだすべき

だと、ご意見後ほどお出しいただければと思います。 

「はじめ」のところからずっと全体の流れをご覧頂くと、既存のものとの整合性、この

答申でどこを特色出していくかと、１ページの後段の部分ですね、下側の部分にお書き

頂いておりますので、具体的な表現ぶりとかは別にしまして、大体の主旨は網羅されて

いるのではなかろうかと、今のご指摘のようなところの懸念多尐あるかと思いますけど

も、大体ですね、ご苦労頂いて主旨が網羅されているんではなかろうかと私自身は感じ

ましたけど。その他の方ご意見。全体についてのご意見。 

  

三原委員：事務局の方ご苦労されてまとめられたとよく感じるんですが、全体の構成とい

うとこで、「はじめに」というところが問題点、注意するとこかなと思うんです。１の「行

財政改革の方向性について」目標というかどの程度に平成３３年度にどうしたらいいの

かというところが目標だと思うんです。それで３以降が行政組織について、定数管理に

ついてというのが、目標に向かって行くための、手段ていうんですか、こうすることに

よって目標に向かってこうしていこうということだと思うんですが、２の「財政健全化

について」っていうところの、ひと段落がちょっと何をいいたいのかなっていうのが位

置づけが今一読んでおって分りにくいなとすごく思いました。全体的に数値で表すべき

ところが、文書で書かれておって具体性に欠けるというか目標、問題点についても言葉
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で流れてしまってねちょっと分りにくいところがあるので、出来るだけ数値をおり込ん

だ形にして頂きたいと思います。特に目標年度については平成３３年度と書かれている

んですが、具体的な金額として問題点として減額されるということで、約４０億円程度

の地方交付税が減額されるということであるんだったらですね、平成３３年時点で年４

０億円以上の削減を目標にするとかいう形で具体的な金額と時期をもっとおり込んで、

いったらもうちょっと説得力のある答申書が出来るんでないかなと感じました。 

 

野村会長：財政的に見ますと地方交付税の算定特例措置が終了する、平成３３年度ですか、

この会の目標年次といいますか、その時の姿を睨んでどうしていったらいいかと、いう

ことを議論するのが基本だと思います。その点をもう尐し明確に書いていったらいいと、

今でも書いてますけども、そういった問題意識をもう尐し「はじめに」のところに言葉

として強調した方が、いいんじゃないかと、一般の方が見てそういう意識が中々明確に

しにくいんじゃないかと、私自身も思います。それから章立てですけども、１から２か

ら３という章立て考え方、これも色々議論のあるところだと思うんですね。１番で行財

政改革の方向性について、２番財政健全化と、どういう関係にたっているのか、総論と

各論になっているのかとかね、そこのところは、確かに読んでみると、あまり意識せず

に文章が連なっている感じがしますね。事務局の方いかがですか。その辺の考え方。 

 

事務局：この章立てについては特にはですね、意識して書いたのでなく、この委員会の議

題の流れで章立てをしており、後は単純にと言いいますか特に意識していなかったんで

すけど。 

 

野村会長：推測によると、「はじめに」というところと１番の行財政改革の方向性、書いて

いることについては、同じレベルに思います。それから財政健全化とか行政組織の問題

とかは、ある程度各論的なテーマをある程度絞り込んで書いているという感じがします

ので、場合によってはですね、はじめにと、１番の行財政改革の方向性の両方の文章、

もう一遍よく再整理して、この部分を総論として、現在の２番以下を各論とするとか、

そういう工夫もあっていいと思うんですけども。三原委員どうですか、そこら辺、私も

難しいと思うんですけども。章立てについては、ある程度私の方に任せて頂ければ、事

務局と議論してもう一遍考えてみたいと思います。今のご指摘を踏まえてね。 

 

西岡委員：先ほどの会長の意見とか三原委員の意見と同じことなんですけど、私も文章を

見てて１．２は「はじめに」の総論的なところにはめるべきではないかと思います。実

際の各論は３から。課題っていうか、その辺り集約したところの本題は３以降ではない

かなと感じますけども。 
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野村会長：そうですね。２番に書いていること多尐各論的なこともあるんですけども、財

政のことについてトータルに捉えていくということは、むしろ「はじめに」というとこ

ろで、全般的な総論みたいなことですね。ですから現在のはじめにというところ１と２

を融合させて総論的を整理して書き方に直してみると、いうのでいかかでございましょ

うか。 

 

耕地委員：私もですね「行財政改革の方向性」というところと「はじめに」というところ

はひとつにまとめたらいいという気がします。１番の「行財政改革の方向性」について、

藤井さんの方からご提言があるようですけども、この６行目がなんかジグザクして前へ

いったり後ろへいったりして、もっとここら文言を整理していった方が、すっきりして

くるんでなかろうかと思います。或いは、ものによっては、箇条書きといいますか、一

つ二つ三つというように、分けていったほうが分り易いと思います。 

 

野村会長：ご指摘ございますが、私は「はじめに」と１、２の総論部分と各論部分とが、

分別しきれてないというかね、それが印象をある程度緩慢にしている原因だと思います

ので、その点を踏まえて案を書き直してみたいと思います。書いてある中身の主旨、こ

れ各論後ほど藤井委員のご意見もございますし、その他に全般の構成とか章立てとかに

ついていかがですか。 

 

田岡委員：私はちょっと反対なんですけどね、「はじめに」は、文章下半分がちょっと各論

を書きすぎなんですよね。だから「はじめに」をもっとインパクトあるね、文言をパッ

ト入れて簡潔にした方がいいですよ。それで後は、行財政改革の方向性、財政健全化に

ついてはね、僕各論でいいと思うんですよ。この方がインパクトありますもの。これま

とめる必要ないと思いますよ。「はじめに」は、もっとちょっと集約してインパクトがあ

るもの、これが大事なんですよ、あんまり、ひつこく書きすぎですわなこれ。必要性が

ないもんまで全部書いてますから。 

 

野村会長：確かに１ページの下の部分はかなり各論的になってますね。だから一番最初の

トップの総論の部分は、もう尐し理念的なスタンス、考え方を取りながら危機感をきっ

ちりと書いて、だから全体としてこうしていくべきだと、もう尐しむしろ簡潔に書いた

方がいいと。前提条件を書きすぎてて何を言いたいのか、よく分りにくいと。そういう

点はありますね。 

 

田岡委員：それでね行財政改革の方向性、財政健全化については、これ僕大事なことだと

思いますよ。これはこれで置いといていいんじゃないですか。インパクトこれもありま

すよ。大事なことです。 
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野村会長：総論の書きぶり次第ですね。ここら辺の表現はね。総論部分は、一般的に考え

てかなり抽象的といいますか、理念とか方向性とかこういうふうにしていくつもりだと

いうとこをもう尐し分り易く書いて、文章の長さとかそういうんじゃなくてね書くと。

それで、後各論の部分に落とすべきことは、今の「はじめに」で総花的に羅列してます

けども、かなりの部分は、各論部分に帰着させてもいいんじゃないかと、いうふうな気

もします。その関係で、今の１番と２番の中身をどう書くかと、むしろここに各論の部

分が移ってくるかもしれませんしね、そういことも含めてもう一度冒頭の２ページぐら

いの部分中心に、書きくだしをしてみますか。全体の章立ては今のような点を踏まえて、

もう一度ですね、文案については、恐縮ですが、最終確認は致しますけども、一旦ご一

任頂ければ、幸いでございます。私と事務局の方で相談致しまして、次回できたら最終

回ですね、お出ししたいと思います。それじゃあ後は各論的な修文意見、ここからは、

出来ればこの部分をどう変えろというふうな具体的な修文をおっしゃって頂きたいので

すが。まず、藤井委員の方からペーパーでですね、ご意見が出ております。答申案に対

するご意見。藤井委員さん概略ご説明頂ければありがたいのですが。 

 

藤井委員：私、尐し目が悪いので言いたいことが飛び飛びになったらいけませんので、ペ

ーパーで出させて頂きました。田岡委員さんいったように方向性っていうのは確かに大

事で、総論的には議論の中で出されていた意見で、この答申書内に付記として書かれて

いる意見、大変素晴らしい、よくまとまって全く整合されている。付記として書くんじ

ゃなくて、これを方向性の中へ文書として、きちんと入れてほしいというなことを思い

ます。それで、２ページの５行目以降に田岡さんが言った付記に書かれている内容を、

盛り込んでほしいということで、１番については、お願いをしたいというふうに思いま

す。尐し後段の部分文章は私なりに変えているんですけども、そういうな形の文書にで

きれば、検討してほしいということをお願いしたいと思います。それから次なんですけ

ども、財政健全化ついての項目の中で、３ページの８行目の「便益を受ける者からは、

それ相当の対価を頂戴」云々の部分が出てくるんですけども、これについては、応益負

担だけがここに書かれているようなんで、やっぱりお年寄りとか身体障害者とか、負担

能力のない、応能負担の考え方をきちっと入れてもらいたいというふうに思います。 

 

野村会長：ここでいっている、対価については税ではありませんので、使用料の部分につ

いて見直すべきだと言っている訳です。 

 

藤井委員：それから３ページの１０行目の財政状況が悪いから、その３行を次のように改

めたらたらとどうかなということです。「厳しい財政状況の一因として考えられるのは、

他の類似団体と比較して職員数が多いこと、それから債務が多いことなどが原因であり、

今後、三好市の行政運営にあった適正な人員配置や地方債発行の抑制などが課題である。」
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そういうふうなことで、財政上の課題としては、ただ人件費だけでなくて、やっぱり債

務の多さっていうのも、課題として上げられていますので、そういうふうにしたらどう

かなということで提案したいと思います。それから３番目に行政組織についてなんです

けども、３ページの下から１３行目に「総合支所の業務を縮小しても住民サービスの低

下にはならないと思われる」という文言が出てくるんですけども、この前も言ったんで

すけども、やはり東西祖谷とか、三野とか飛び地の問題もありますし、そこの記述とい

うのは、合併の僻地に住む住民にとっては、非常に納得のできない文言になってますの

で、たとえば、例として「発展により総合支所における住民サービスの在り方について

は業務の本庁集約を含め検討する課題である。しかし、交通弱者や災害による危機管理

などのことも考慮し地域住民の納得と合意の上で見直しを進める必要がある。」というふ

うな文言にして頂きたいというふうに提案したいと思います。それから同じく３ページ

の下から９行目、「認定子供園のような幼・保一元化の検討も早急に進める」を以下に訂

正してほしいということです。「現在、国が検討を進めている幼保一元化の動向も見極め

ながら検討をする必要がある。」というような文言ではどうだろかと。それから４点目の

定員管理の件についてなんですが、４ページの項目５行目から２２０人超過していると

いう数値目標が出ているんですけども、この２２０人ていうは、今までの議論の中でも、

平成３３年度の三好市の将来人口推計を含めたり、それから類似団体においても、この

項目においても２２０人の数値は、議論が出てきましたので、数値は不明確なことが多

分にあると思います。そういうことで、２２０人ていう数値については、相当数ていう

言葉にしたらなと、私は考えます。それから４ページの同じ項目の９行目の、その時点

の人口規模の職員数を類似団体の職員数等を参考にという文言が出てくるんですけども、

その文言の後に、かつ三好市の行政運営の在り方と整合性のある職員数に設定して行く

べきであるというふうにということで、その時の人口推計による市の規模による職員数

の事も大事なんですけども、やっぱりその時の行政運営の在り方との整合性がなければ、

ただ単に類似団体に合わせるものには問題があるというふうに思います。それと同じペ

ージの最終行なんですけども、臨時職員でカバーしていくことは、財政上は効果はある

がという記述が出てくるんですけども、これ野村会長さんが言われた文言ですけども、

この文言については、臨時職員の任用についても、地公法という法律の中で、きちんと

任用が明記されていますので、この財政上考え方で正規職員の分をカバーするというの

は、尐し矛盾が出てくるので、削除すべきでないかということを私は思います。送られ

て来てからざっと目を通して両論併記の分が沢山あるんですけども、私なりにこの答申

部分をこのような形で直してというか協議して頂きたいということを文書で提案させて

頂きましたのでどうぞよろしくお願いします。 

 

野村会長：一番最後の点ですけども、私この主旨申し上げたんですけども、使われ方が尐

し違ってまして、申し上げた趣旨は、形式的にある年度だけの、人件費のみを見る場合



8 

 

にはですね、正規職員と臨時職員の場合は将来の拘束性が違いますので財政的に見てで

すねだから単純に数値だけでは見れないんだという主旨を申し上げたと思うんです。す

なわち臨時職員に振り替わる部分があれば、将来の退職金負担とか人件費負担の要素が

時間的にみてその要素もあるんだというふうなことじゃなかったかと思うんですけども。

表現を上手くですね制度と整合するように検討したいと思います。今のご意見について

ですね、いかがでございましょう。特にこれについてのご意見がございましたら。 

 

宮委員：「４定員管理について」の２２０人超過しているのを相当数に変更ということです

ね。これ相当数だったらあんまりにも、曖昧すぎて１０人や２０人か１００人のことや

ら２００人ことやら全然はっきり目標値が分からないんでこれはやはり、相当数やいう

言い回しはやめた方がいいです。はっきり人数を明記すべきと思います。 

 

野村会長：その点ですけども、私もなんか数字をださないと１０人とか１００人とか１５

０人の区別がつかないですから、表をむしろ付けてですね、類似団体の場合はこうだと、

類似団体の統計は全国の概念なので、それの単純平均と比べると２２０人という数字、

皆さんご覧いただいた表ですね。それから考えられるのは、類似団体の中でも本市と比

較的似ている２０団体との比較とかですね、具体的な表を出して、この場合にはこうだ

というのを書きこんだらどうでしょうでしょうか。数値を避けるのはこの会では避けた

いと思います。ここは曖昧にしない方がいいと思うんですよね。私も実はそう意見であ

りますが。 

 

宮委員：それから、３番目「行政組織について」下から１３行目、総合支所の業務を縮小

して云々と書いていますね、これは私ははっきり結局合併効果を出すためには、出来る

だけ早く本庁一本化して、総合支所っていうのは暫定的な措置であって、出来るだけ早

く支所方式にしてやるべきだということで、総合支所じゃなくてね。それから支所で住

民サービスが低下するっていうことは、避けなければならない、まずないと思います。

出来るだけしないようにね。ただ、これ健全化の阿南市でさえ支所方式にしてます。で

すから、そういう周りの状況見てもね、総合支所というのはやはり合併の主旨に反する

んで、合理化に反するので、やはり出来るだけ早く支所方式にもって行くべきやという

ふうにちょっと書いてほしいと思います。それとね、いま言った藤井さんが書かれてい

るね住民サービスの低下は出来るだけしないようにね、何が必要なかと住民のためにね、

それは支所方式で置いといたらいいと思います。ただし何でもかんでもね、総合にして

ね、納入業者も本庁行かなくても支所でいいとかね、いう話ではないです。一般の住民

サービスは低下ささんというふうな文言にしてほしいと思います。 

 

野村会長：総合支所については、合併の時のお約束もありますし、それから逆にここが合



9 

 

併効果を生み出しうる部分でもありますので、表現ちょっと難しいと思うんですけども、

基本的には行政サービスの水準を低下させない考え方で、ただその範囲の中で人員的な

ことで合理化といいますか効率化を図っていくっていうことを、結局職員の質の向上と

いいますか、より沢山のことを迅速にこなせるような人材を育成していく。それから情

報化手段なども、もっと戦略的に用いていくと、そういったような、ソフト的なカバー

でですね、基本的は行政サービスを低下させないようにその中で極力合理化を人件費の

中での合理化を図っていくというふうなことではないかと思うんですね。このコンセン

サスに近い方向というのは。表現ぶりはちょっと難しいと思いますね。ここは。 

 

宮委員：合併の時の約束ちゅうか、これまた、１０年後には本庁一本化ていうことで。ま

あ合併協議会で決まったことですからね、これ当面の計画であって、５年１０年先のこ

とはその時の首長さんが政治で決めることであってこれはなんも約束したことではない

と思います。当面の計画であって。ですからねよその合併したとことか、合併してない

とこともね、総合支所はちょっと、合併の本来の目的がちょっとずれとる、それと現実

的にね、もう４年ぐらい経ちましたけどね、もう支所にやはり人が多すぎますね。言い

方悪いけど余剰人員の受け皿になっているような感じがしますんでね、早急に２００人

そこそこのね、余剰人員受けるための課を置いとるというような感じがしますんでね、

やはりその辺はね早急に是正して、できるだけ尐ない人数で最大限の住民サービスをす

るという組織作りにしてほしいと思います。 

 

野村会長：ここは多尐ニアンスが違うご意見が、ありますけども。大体これまでも議論し

てきましたけども。どうでしょうね。事務局の方で文案を工夫して。 

 

田岡委員：この文面でね。この文面これちょっと見ててね、２行目その計画は、職員の定

年退職や勧奨退職を待ってのもので具体性に欠けるように見受けられる。ここですね。

これちょつとおかしな文面なんで。私の意見なんですけども、いいですかね、職員の定

年退職や勧奨対策でありその財政的効果は限定的であり財政健全化の観点からも、大幅

なる修正が必要であると考えられる。て私入れてほしいです。もっとはっきり。どうで

すかね。そしてねいま藤井委員が２００名はちょっとはっきりしすぎるという話ですけ

どね、それは時代の情勢からいって早くやっていかなければいけないんですよ。またそ

ういう曖昧なことをやるとね、何時までたっても出来ない。やる時はすっとやる、数値

もきっちり、はっきり明記する方がインパクト与えていいんですよ。今までどっちにす

るのかはっきり分らんような文章ばっかりでね、市民が見てもよう分らん。だから数値

ははっきりしてほしい。だからこれいいことですよ２２０人。それからさっき総合支所

がって言う話出ましたけどね。他の類似団体見てもね、この前言いましたけどね、東北

のある市がね、同じような面積のところ、みな支所で５人しか居ませんよ。やったら出
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来るんですよ。なんでそんなに躊躇するか。そんなんだったら行革出来ませんよ。だか

らそういうことをしっかり念頭に入れて、目先だけ見ずに、全国見たら分るんですよ。

ちゃんと見てくださいよ。うちより広いとこでもやっとんですよ。なんでそこが出来て

うちが出来んのか、そんなことばっかりやってたら行革全然出来んですよ。だからそう

いう意味でね僕はしっかり数値を入れてちゃんとやるべきことを明文化してほしいと思

いますよ。やっぱりトーンダウンするような文章は、やめてほしいね。言ってるほうで

もいやになるね。ひとつお願いします。 

 

野村会長：東北の鹿角市でしたね。鹿角市についてはよく調べて頂いて、割と本市と条件

は似ているというご指摘ですので、更にそれはちょっと勉強して、今のトーンをですね、

ご意見を参考にしてここも修文をですね、やりたいと思います。なるべく数字は明確に

しようということは、私も賛成で、だからこそ、それが分る資料を巻末に併記すべきだ

と思います。 

 

耕地委員：個別の方に入っているようなので、２ページ財政健全化の下の方のですね、藤

井さんの方からも出ておりましたけども、市民に多尐の辛抱・負担ていうのは、これは

ねやっぱりこういう書き方は、文言の修正をしたらいいんじゃないかと思います。応能

の負担とかそういうふうに変えないかんのでないかなと感じてます。 

 

野村会長：言葉としてあれですね。適切でないかもしれません。 

 

耕地委員：それからですね定員管理の中の、目標年度３３年度としたら、３３年まで引っ

張っていかれるような気がしてしょうがないんですが。 

 

野村会長：そうではなくて、その点は総論の部分で 

 

耕地委員：交付税の特例措置は、２８年以降は段階的に軽減されていくんでしょ。だから

そこらを考えながら、 

 

野村会長：言葉のあやでして、その点は総論とかはじめのところにきちっと書きこんで 

 

耕地委員：ここへ３３年とはっきり目標というよりも、むしろこれは否定したらいいんじ

ゃないですかね。３３年の目標でするのでなくもっと早い段階でやるべきであるとか。 

 

野村会長：いや書いてあるのもその主旨です。その次の行ご覧いただければ書いてありま

すので。 
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耕地委員：書いてあるんですけどね、ここへ最初に書いたら１０年先でええじゃないかと、

ということになってしまうんじゃないかなと気がしてしょうがないと。 

 

野村会長：平成３３度は、交付税が平年度しますので、究極の目標年次ということですね。

この文章ちゃんと読んで頂くと決して３３年度まで何もせずにとということではないん

ですね。きっちりと５年後、１０年後の目標年次立てて行くよと、究極の目標は３３年

度ということを言っていることです。だから前後ひっくり返すとか印象があれでしたら

ちょっと工夫します。 

 

耕地委員：工夫してほしいと思います。 

 

水野委員：前の前の会議で申し上げたんで、特に新しいことを申し上げる内容ではないん

ですが。総合支所って言う名称を単に支所という名称は、そんな話になってくるんかな

って思うんですが、例えば私が住んでいる三野町の場合考えてみて、平成２２年度は、

組織改革はこうやりますよって説明前にお聞したことがあるんですね、あの時に一番問

題は、水道課なんだろうなあと、他のところは、いわゆる市民課で全部のことを対応す

る。産業的な内容も住民課的な内容も、全てを対応していくと。市民課で対応をする。

問題は、水道課、これは検討していくと書いてある。突然こんなことが起こった場合は、

どうするんなていうことの対応ができればそれでいいことで、名称は、総合支所ってい

う前からの約束ですから、名前は残しとったらええんです。 

 

野村会長：私もそう思っております。名称は残すということでしょ。それでいいんじゃな

いかと。 

 

水野委員：前、説明した時に、総合支所という名称は残すと、それで私はいいと思うんで

す。 

 

野村会長：極論を言えば２、３人以上いれば総合支所と言ってもいいので、極論ですが。 

 

藤井委員：ちょっと蛇足ですけども、ここへ来る前に東祖谷の方とお会いしたんですが、

東祖谷では市民課の方へ、この間の雪で除雪を依頼してきたと、そんなところの三好市

というのは、このような地域もあるんで、やっぱりここで私書かしてもらった危機管理

も含めて、人口や地域性を考えてそういう時に対応できる職員を尐しは残しておかない

と、ただ単に池田だけでみるんじゃなくて、山間へき地のことも考えて頂きたいと提言

したいと思います。 
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宮委員：今、除雪の問題出ましたけどね、市民課で充分対応出来ると思います。市民課が

直接除雪するんじゃないんですよ、市民課がちゃんと業者に連絡して、民間業者地元に

おるんで何も支障がないと思います。全国見てください、職員数が尐ないだけでは理由

にならんと思います。 

 

野村会長：この議論永遠に続いていきますので、基本は、行政サービス水準、その中には、

危機管理対応を含めてその水準を落とさない、その範囲で極力合理化、効率化を図ると

いうふうなスタンスでいかがでしょうか。ちょっと私の方にお任せ頂ければと思います。

今までこれ随分議論してきましたし、お考えの違いもそれなりに分っております。それ

で藤井委員のご意見ですけども、ちょっと順繰りにある程度決めておきたいと思います

けども。まず最初のご意見ですね、これは現在本文の付記に書いてある、こういう趣旨

のことを総論部分、あるいは現在の行財政改革の方向性について総論的な部分に入れ込

んでみると、全体の文章の流れもございますんで、どういうふうに反映できるか分りま

せんが、こういう考えの主旨をコンタクトして文章を書き直してみると、それから使用

料手数料については、税とはちょっと違うんだと、使用料手数料は便益を受けた方から

手数料を頂く、住民票交付手数料を頂く、あれなんかは、応益負担の基本なんですよね。

「応益負担の原則に立ちつつ～」の表現が尐しどぎつすぎますかね。ここの言いたいの

は長年改訂されていない使用料手数料も経済成長率に伴った見直しが必要であるという

ことなので、なるべくこまめに見直していくと、だからここの主旨は、今まで見なおし

されていない使用料手数料を３、５年見なおしていない使用料、手数料を見直すので、

便益を受ける者からはと言う部分については、言葉のあやというものがありますので、

尐し工夫をしてみます。それから１０行目ですね、債務のことを入れる。ここは人件費

が高いことを言いたいということを指摘したいところなので、この部分に入れるかどう

かはちょっと工夫をしなければいけませんね。地方債の残高金利負担が財政状況の硬直

化の一因であることは確かなもんですから、何処かに入れると、どの場所にどういう流

れに入れていくかは、ちょっと工夫をしてみたいと思うんですけども。そういうことで

よろしゅうございますか。ここにあえてご意見のように入れるかは別ということで。ど

ういうふうに入れるかは一旦お任せ頂ければ幸いでございます。それから総合支所の点

については、今ご議論ありましたね。幼保一元化については、制度的な問題もございま

すので、確かに国が新政権でどうふう打ち出してくるか踏まえて考えていかなくてはい

けない問題なので確かだと思います。ここも表現ぶりは、ちょっとお任せ頂きたいとお

もいます。裏に入って２２０人の問題は先ほどご議論しました。これは別表を付けて数

字にどういう意味があるのか明示しながら数字も書くと、もう一度言いますけども、単

純平均から比較すると２２０人、それから抽出した類似団体と比較するともう尐し数字

が違ってくるんですね、そういう数字を書いていくスタンスでいきたいと思います。そ

れから９行目に関する意見についても当然ですね。整合性のある職員数。表現ぶりは現
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在も入っていると思いますので、特にこだわるべき部分ではないと、原案は類似団体形

式にきっちり合すべきだとは別に言ってないんですね、いろんな特殊要素もありますん

で、それらを踏まえて行財政の特質にも着目して水準を設定すべきだと言う考えと思う

んで、原案の考えもそうだと思うんですがね。今後参考にというところの部分で、あく

まで参考になんですよね。形式的に合わせようと言っているのではないので。実際市に

よって面積とか人口構成に違いがありますから、単純に合わせることはできないはずで

す、元々は。参考にと言う部分を詳しく言うと藤井委員のような、書き方になるんじゃ

ないかと思います。それから最終行は臨時職員の先ほど申し上げたとおりでして、ここ

は確かに財政的だけの観点からではないですね。正規職員と臨時職員の問題はね。そう

私も思っておりますので、尐し表現を工夫したいと思います。大体以上の方針で藤井委

員のご意見に関しては、極力ですね、尊重して修文したいと思いますので一旦お任せを

頂戴できませんでしょうか。それではその他の点についていかがでしょうか。なるべく

修文として意見を頂戴したらと思います。 

 

田岡委員：２ページの下から６行目に経常収支比率９５パーセント前後って書いてますよ

ね、数字はもっとシビアに。これ９９か９８ですよ。ちょっと間違ってますよ。１８年

と１９年はね、９８．２と９９．６よ。これ総務省から出てんだもん。だからあんまり

低く書かないで実態を書いてくださいよ。 

 

野村会長：それは実質の数値を書くべきところですね。これはお調べ頂いて、一番新しい

決算数値にすると。ここは統計上明確に出てますので、その数値をそのまま書くという

ことで。 

 

田岡委員：５番目の人事評価制度の件ですけど。人事評価制度を導入する理念とか目的を

はっきりしてくれということなので、そこをちょっと文面に入れたらどうですかね。と

いうのは、評価制度をやったその活用方法をどうするのかね、はっきりこれ分らないで

すわな。なんか私文面みてね中間に市で検討されている制度は、単なる人事評価、能力

評価ではなく、能力開発の動機づけ(気づき)を与えるものということで、導入の弊害も尐

ないように思われるのでって、導入の弊害も尐ないってどういうことなんかよく考えた

んですがね、ここえらの文面が私理解できないんですけどね、というのは、今考えられ

ている人事評価制度っていうのは昇給昇格にあんまり影響しない、ただ単なる動機づけ

(気づき)を与える人事評価制度ですか。そこえらがちょっと私はっきりせんのですけどね。 

 

馬渕人事室長：今現在考えておるのは、先ほども意見ありましたように、基本的には人材

開発、能力開発を主眼においております。制度構築は来年度に予定しておりまして、管

理職から始めて一般職に広めていきたいと思っております。制度構築は管理職の大量退
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職が予想されています平成２３年度を目標に、管理職の登用には人事評価制度は必要不

可欠であると思っておりまして、それを今何に反映さすかって言うのは、申し上げにく

いところです。 

 

野村会長：言葉の理解として人事評価というからには、何かに反映されるのが普通ですの

で、書くかどうかは分かりませんが当然特別昇給の割り振り、それから勤勉手当の成績

率のグレーディングそういったものに、給与面ですけどね、反映しないとおかしいと思

います。 

 

馬渕人事室長：どのような形にしていくかっていうのは今からなんですけども、ただ今先

進で実施している他の市町村でみてもいまだに昇給、ボーナスにも適用しているところ

は県内でもないと思いますし、絶対評価で導入するといってもなかなか難しい問題で自

己評価して管理職にどう反映させていくか、評価者の判断基準が一律で評価していかな

ければいけませんので、その辺りをどう捉えるか、評価基準をどうするのか、今のとこ

ろは言えません。 

 

野村会長：その点については、最初にあがってきた事務局のサイドでは、管理職からとい

うことでしたが、この会の我々の意見で一般職も含めて導入すべきだとそういうスタン

スでこの会の意見としてお願いしたかと思うんですよね。その先どういうやり方でどう

いう位置付けをしていくのかということについては、あまり詳しくは議論してこなかっ

たんですけれども、どうでしょうね、事務局の方でも中々ご準備が、この会でそこまで

言われると思ってなかったと思いますので、むしろ出来てないと思うんですよね。だか

ら先進的な取り組みをしている団体とか、県内とかをもう尐し御調べ頂いて、最終案ま

でに具体的なスタンスをどういうふうにやって、どういう使い方をするんかっていうこ

とをお示し頂きたいと思います。今の書き方は及び腰なのでもう尐しお調べ頂いて、こ

こは事務局に奮闘して頂いてもう尐し、確かに今の書き方だとおよび腰なんですね。本

来やりたくなかったんですからね。 

 

馬渕人事室長：今までのご意見を参考に、今から制度構築に向けて立ち上げていきますの

で、私の方から結論を出してしまうのも立場上どうかなと、曖昧な返答しかできません

けども、当然ご趣旨は分っておりますれども、これから制度立ち上げ委員会を設置する

前に私の方から市長と協議してまいりたいと思います。 

 

耕地委員：一番最後のところのね民間会社の評価経験者を採用する方法も検討する必要が

ある。とこれはむしろ意見を参考にするとか、あるいは講習うければいいんで、別にこ

れ採用する必要はないんじゃないという気がしますし、経験を活用するとか、勉強会を
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すればいい訳なんでね、それから管理者だけでなくて一般の職員も出来るだけ早く、一

緒にやったらどうてすかっていう意見が出たんですから、それも含めてできんのでしょ

うかね。 

 

馬渕人事室長：管理職を先やるというのは、当然自分も評価される立場でありますし、評

価する立場でもあります、ということで、まず評価するところをきっちりやっていかな

んだら後の制度というものは、非常に曖昧なものになってきますので、そういう意味で

管理職から先やるということです。当然その後は一般職員にも適用を広げていく方向で

す。 

 

耕地委員：そうするとですね、管理職について先行導入を考えられているようであるが、

一般職員についても、ここの文章変えないかんのでないですか。管理職の導入というこ

とと一般職についても早期に導入する方がより効果がでるのででなしに。 

 

野村会長：我々は、管理職員でやれるんなら一般職もやれるのでないかと、西岡委員もお

っしゃいましたね、私もそう思うんですが、一般職も含めて出来るだけ早く早期に同時

にやってほしていと言うのがこの会の意見としては、それを目標として事務局の調査な

り制度構築を進めていただきたいと主旨でお願いをしたいと思います。この点に関して

は。 

 それでですね、人事評価の基本的な考え方ですけども、市長さんと議員さんは選挙で選

ばれていますから４年に１回住民から評価されちゃう訳ですね、その他の方はこれしか

ないですから、これしか他の方々から評価される道はない訳なんですね。それそのもの

が役所のぬるま湯体質を生んでいるというのが我々のほぼ共通した認識ですので、出来

るだけ早期に民間企業で取り組んでいるのを、それから他団体で取り組んでるのを参考

にして早期に制度構築をして出来るだけ早期に始めて頂きたいということじゃないかな

と。 

 

西岡委員：会長さんの言葉に付け加えたいんですが、給料に反映するとか、いろんな評価

もあると思うんですけども、市の職員であれば住民の評価が加わってくると思うんです。

いい仕事をしていれば住民の方から評価が、あがってきますので、その辺も評価にはめ

ていただいたらと思います。 

 

野村会長：住民の意見をこれどう反映するかっていうのは、かなり難しいとこですね。い

くつか取り組んでいるとこもあるんですね。ただ、変なたれ込みばっかりあって、一般

市民の評価は色々弊害がありますので、これちょっと研究せないかんですね。まさに評

価をする委員会とかで評価する方法もありますが、個々の意見を個別に取ると、どこど
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この職員は変な外車に乗ってるとか、収集がつかない、考え方は分かりますが、難しい

点があります。 

 

馬渕人事室長：今のご意見なんですけども、直接市民の方から評価して頂く、色々難しい

点もあると思うんですが、今、人事評価制度を導入に当たりまして、既に先行導入して

おります、事務そのものが適正に執行できているかどうかの行政評価制度をやっており

ますのでその事務が効率的に有効に実施されているか、住民の満足度の向上に役立って

いるかということで行っております。人事評価制度と行政評価制度をどうやって結びつ

けていくか、今のご意見を参考に積極的に取り組んで行きたいと思います。 

 

野村会長：行政評価制度と共通しているものかなりありますので、基本はうまい形で住民

の意見が反映するような、仕組みというのを念頭において制度設計を進めていって頂き

たいと思います。その旨書き込んで文章を修正したいと思います。今の書き方はほんと

はやりたくなかったんだけれども、しゃーないやらなければいけませんかねっていう感

じが出てますのでね、ちょっと尐し発想を変えて一旦頭の中をさらにして、書き直して

頂いたほうがいいと思うんですよね。お気持ちは分かりますけどね。ある程度書いてく

れてんですけど、もう尐しきちっとしてですね、もう尐しポジィティブに書き込んでほ

しいとこですね。今の尐しネガティブな感じがしますので。よく事務局の法で工夫を。 

 

田岡委員：ある市では、評価制度を早期に導入しろと職員組合から突き上げがあったと、

ここはないんかな。年功序列でね、年は一緒なら給料は一緒って、それはおかしいんじ

ないの。職員組合からやっぱり声が上がってこないんかな、おとなしいんやね。 

 

馬渕人事室長：職員の意識としては人事評価の必要性は認識していますが、そこまで、昇

給、昇格まで反映させることは認識していないようで、頑張る職員は・特別昇給に反映

されていますので、今のご意見のような声は出てきてはおりません。 

 

田岡委員：目的と理念はね、もうはっきり文章に書いてもらったほうがと思いますけどね。

ちょっと私言いますけどね。新しい人事制度への転換ということで、長年に亘る年功序

列的な人事管理から能力業績を重視した人事制度への転換を目的とするとこういう文章

を僕は入れてほしいと思うんですよね。そうせんとやりたくないっていうのよう分るん

ですよ。やってもらわな困るということ。一つ文章を考えてほしいと思います。ひとつ

お願いします。 

 

野村会長：今ご指摘の中で年功序列である点、それから完全に悪平等といいましょうか、

仕事を一生懸命しても成果を上げても上げなくても一緒だというところの非効率性がで
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すね一番指摘されているとこなんですね。それを修正打破するために、この評価制度が

あるんだと、そういうことでしょ。主旨としてはね。それを書いてほしいということで

すね。それは私も同意見です。何かこれについて藤井委員どうぞ。 

 

藤井委員：この委員会から公になる文書ですから、やっぱりちょっと尐し書き方を変えて、

早急に制度設計して、導入するとか。 

 

野村会長：早期に本格導入をしてほしいということじゃないかと思います。この文章だけ

本音が出す過ぎてんですね。他のとこはそうでも無いんですけど、この点が役所のみな

さんの執務体質を変える一番の基本になるポイントだと思うんですね。これをしっかり

とやって頂きたいし、そういうことを外部からお勧めするために、我々も要るんではな

いかと思いますので。委員会ではこんなふうに言うとったとか言って頂いて、どんどん

進めて頂きたいですね。これは非常に将来の効果が大きいし、住民に対しても評価され

るような職員集団にならなきゃいけませからね、その第一歩だと思うんですこれは。 

 

中石委員：出来る上司から下の者を見て、こいつ出来んなというのと、出来る部下からこ

の上司支えんなというのが今あると思うんですよ。実際に、僕、埼玉で民間とか、建設

会社にいたんですけど、年間１００億位なんですけど、その中で人事評価あったんです

よね、人事評価っていうのは、同じ課の課長が私を評価して頂いて、課長は部長、部長

は社長とかという感じだったと思うんですよ。それ何にでるかというと給料とか、ボー

ナスに返ってきよったんですね。仕事出来なければ一般の会社なので、多分役所とかの、

建設会社なので対役所なんですね、公共工事が８割占めましたんで、そうするとあの担

当を変えてくれんかという話になると思うんですよ。一般のとこではね、さっき言った

ように役所というのは、一般の住民からすぐ見えるとこには、文句が言えると思うんで

す。ただ、組織の中で何とか、財政課とか言う所は、一般の人が見ないのでその人を評

価するというのは、すごく難しいと思うんですよね。見えるとこは、第三セクターとか

で、あの人使えんわというのはよく見えると思うんですけど、ただ評価は、最終的に部

長、管理職、一般も含めて早期に入って給料に反映しないと、出来る部下も、出来る上

司も納得いかないと思うんですよね。 

 

野村会長：役所の場合フロントに立つ、窓口業務などに立つ方は全体の一部ですのでね。

住民の意見を直接聞いた方が良いというのも、なかなか言いにくいのもそこら辺なんで

すね。住民の意見を何だかの形で上手く、間接的にでも反映するようにしたいと。それ

からやるんであれば、給料はじめ処遇に影響する、それが無いとですね意味がないと思

いますね。ですから再三申し上げているように、一定の割合で特別昇給をかけれますか

ら、これ一生引きずります、退職まで、定期昇給を排除しませんので、一ランク特昇で
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上がった人は、それをベースに定期昇給して行きますから、最終的には退職金にも跳ね

かえると言う、そういう点があります。それから、各期、各期の勤勉手当は率を変えれ

る制度になってる筈ですので、そういうものを駆使して給料、処遇に反映すると、それ

から中長期的には人事的配置にも、勿論反映するということが必要じゃないかと思いま

す。評価の仕方を確立して行く過程で、それは必要だと思います。他に如何でございま

しょう。 

 

宮委員：４番「定員管理について」４ページですね。下から４行目、５行目ですか早期勧

奨退職者に対する優遇措置として、退職金に現行より多く上乗せする、退職優遇制度も

検討して行くべきである。私、民間企業で希望退職募ってるというんで、上乗せ入った

と思うんですけど、現行は上乗せしてるんでしょ。どんなでしょう、実態は。 

 

馬渕人事室長：現行の勧奨の優遇制度としましては、１年早くやめるごとに退職金の３％

上乗せ、５年でしたら１５％上乗せというのが、今の現行制度でございます。国家公務

員は２％なんですけど、徳島県だけそういう今の状況を踏まえて、特例措置として平成

１８年から始めて、引き続き継続しようということで、ただこれ以外のことをやれば、

国の基準と違うということがありますので、非常に上からの指導がきついというのが現

状でございます。 

 

宮委員：と言うと私が言うたのと、民間で言う希望退職ですね、期間限定、人数も限定し

て何時いつまでに応募したら、通常よりか何百万とかね、1 年あたり百万とか１２０万と

か上乗せすると、早く退職したら、そういうふうなのは出来ないということですか。現

行の制度で。 

 

馬渕人事室長：出来んことはないと思いますけど、たぶんそれをすれば、県なり国からの

指導が来るんじゃないかと。今の１年３％というのが。 

 

野村会長：補足しますと、給与の水準とか退職金の水準も含めてですね、全国的にあまり

変な水準にならないように、国ないし県がですね、きびしく指導してるんですね。です

から今おっしゃった水準以上にやるこはできるんだれども、自主財源の乏しい本市です

から、言われちゃう分けですね。不適切だと、あまりに厚遇をするとですね、所謂給与

指導の一環でそういうことをやってますので、逆に言いますと一定の程度までは、特別

交付税がついてる措置がありますね。その範囲でやられるのが財政的には一番良いとい

うことなんでしょうか。 

 

馬渕人事室長：それともう一点は、退職金につきましては、徳島と小松島以外の市町村で、
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そういう退手組合を作ってまして、そこの中で一括して運用してるということもありま

して、中々三好市独自でというのは、その辺りも困難性もあるかなと思います。徳島市

と小松島市とは独自でそういう退職手当出しておりますけど。 

 

野村会長：本市だけじゃ決めれないケース。一部事務組合で担当してるからと。 

 

宮委員：となればですね。もうこの４ページの下から４、５行目ですか、退職金を現行よ

りも上乗せする退職優遇制度、これもう割愛。今の状況でしたらできないですよね。独

自に、これ書かん方がいいと思うんですけど。 

 

野村会長：今まで以上に何がしか、優遇をかさ上げする余地があるんであれば、書いても

良いけども、そういうことじゃなさそうですね。これ削除を。 

 

田岡委員：僕もはっきりは知らないですけど、耳のしたとこによると退職手当債、特別に

起債できるんじゃないですか。いうたらできるんじゃないですか。 

 

野村会長：起債だからフリーということじゃない。条件の範囲の、財源が足りない時は、

起債を充てれますけど。財源をどこから持ってくるかは別の問題で、一般財源がなけれ

ば起債で充てれば良い。制度的にですね、組合でやってるという点と、一定の水準以上

の優遇措置をすると給与指導を受けますよね。 

 

田岡委員：プラス上乗せするんならね、退職手当債を起債してやってもいいんじゃないか

という。 

 

野村会長：そういうもののために退職手当債は付かないでしょうね。財源が限定されてい

ますので。 

 

馬渕人事室長：先程、宮委員からご質問ありました、１年に３％の上乗せ分、これは市の

負担になっとります。特別負担金という形で。そこの組合からじゃなくて市の負担金と

なっとります。これが払えん場合には、そういう退職手当債をここへ当て込んでという

ことで、余分に出すという意味ではないと思います。 

 

田岡委員：全国そういう起債してやってる所あるはずですよ。 

 

野村会長：それはですね。退職者っていうのは、年次ごとに変動したりしますね。突出し

たりいろいろしますので、その財源の変動を補うために、足りない場合には退職手当債
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で充てれるというだけのことでして、退職手当債という制度があるから余分に積んでも

良いということではありません。 

 

田岡委員：それだったら、勧奨制度しかないわね。 

 

野村会長：唯一あるのが国が制度的にですね、ここまで組んだ場合に交付税措置、特別交

付税措置つけるよといった場合には、それ組んじゃえばいいんですね。それ超えちゃう

と自己負担分が増えますので、かなり苦しいことになります。 

 

田岡委員：そしたらね、勧奨退職制度活用しかないでしょ。そしたらこんだけ余剰人員が

おって一挙に退職をお願いすると言う場合、退職優遇制度がなかったらね、あんまり退

職を希望する人が出てこないわね、これ意味がないんじゃない。 

 

馬渕人事室長：その優遇制度と言うのが、先程言いました１年３％、５年１５％、今まで

は、２％。 

 

田岡委員：それでも余り出てこないでしょ。退職希望者が。 

 

馬渕人事室長：現実はですね、来年２２年３月３１日で退職者数が４２名おるんですけど、

内１８名が定年です。残りはもう勧奨、５５歳位からそいうふうになってまして。 

 

田岡委員：そういうことは、４５歳とかその辺りの人はいない分けですね。 

 

馬渕人事室長：そうですね、まだ４５っていうたら、実際ね、子育ての最中ですから。 

 

田岡委員：民間なんかね４０歳か４５歳からね、希望退職出るわけですよ。ということは

優遇措置がでるからね。余計優遇措置をやってるから、だけど市の場合これだったら出

んわね。だからあんまり意味無いなと。 

 

野村会長：既存の優遇措置にこれを倍にしたりですね、抜本的に上げれば別かも知れませ

んが、ちょっと率をいじくるくらいでは、あまり変わらないでしょうね。 

 

田岡委員：検討するくらいは、書いておいてほしいな。もう尐しどうするかは。 

 

野村会長：今のままであれば削っておこうと、何がしか工夫をして退職者を優遇する手法

がもしあるんであれば、検討してもいいですけど、あるんですかね。これ難しい問題で
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すね。 

 

田岡委員：サンプルして下さいよ。あるはずですよ。市町村。 

 

宮委員：それとですね、合併協議会の時に一応当面協議したと思うんですけど、６減１増

と言われとんですよね。まだ６減１増でやる必要はないですね。採用ストップと、今言

った話だと希望退職、あまり効果がないということなんで、思い切って採用ストップ、

新規採用ストップということもね、やっぱり念頭に入れて実行しても良いと思うんです

よ。そうしないと削減できませんわね。例えば横浜市ですね、中田市長の時、人口は増

えてるけどあそこも人員削減、新規採用ストップ５年ぐらいやりましたわね。そういう

事例もありますので、出来るはずなんで、新規採用ストップやと６減１増じゃなくて、

そういう柔軟性をもったことも必要だと思うんですけど、どんなですか。 

 

馬渕人事室長：詳細の数字、今日評価制度ということで持ってないんですが、合併協の時

に６減１増で、全体計画で見ました数字があるんですけど、来年４月 1 日ではそれより

下回った形で職員数と言うのは、推移しておりますので、今のところは、合併協で検討

した定年前の退職者数は、合併協で推計したよりも早いスピードで勧奨退職者がおると

いうのが現実でございます。 

 

宮委員：合併協で推計した数字というのは、どんなんか分かりませんけど、前資料頂いた

３１９人というあれですか。３１９人が適正だと言う数字ですかそれは。合併協で決っ

たというのは、当面の計画だけだって、もう４年も経ったらその時その時の判断でね、

変更して行く必要があると思うんですよ。今５百何十人もおる中でね、どんどん減らし

て行くには、採用ストップも考えんといかんと思うんですけど、そうしないとね勧奨退

職だけじゃ追いつかんと思いますけどね。人員の適正化というのは。 

 

野村会長：尐なくとも６減１増は、最低でも６減１増以上にはしないと、もっと効率化で

きれば効率化して行くというスタンスに表現をすべきなんじゃないですか。６人減らし

たら１人増やせるという既得権みたいなものは別に無いんじゃないですか。恐らく。こ

この表現は工夫しないと大分意見が出てますので。 

 

宮委員：三野病院のとこですね。７番６ページ第三セクター、市立三野病院について、こ

れね下から１２行目、総合病院化することは必要であるがと書いてますけど、総合病院

するのは必要であるというふうになりましたか、言うてないと思うんですけど。 

 

野村会長：ご意見も出たんですね。水野委員のご意見のあったとこですね。そのご意見に
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配慮した表現なんですね。効率の良い診療科に特化すべきか、総合的にすべきか、ちょ

っとこれ意見の割れてる部分なんですね。 

 

水野委員：内科と外科が無いような総合病院というのは、考えられない。ということで、

内科と外科は要りますよということは申し上げた。 

 

野村会長：ここはちょっとご意見割れてますので、尐し表現を工夫しないといけませんね。

一般的経営論からいうとですね、本市のような条件の所で、大きな総合病院化して行く

のはなかなか経営的には難しいんですね。ですから経営効率化のために、言わば銭の入

る科目になるべくシフトして行っていんじゃないかと、いう意見が多かったような気が

するんですが、水野委員のような違う意見もございます。 

 

宮委員：ですからね、私、水野さんと同じなんです。総合病院というたら私の感覚では、

三好病院とか半田病院、あれ位の規模のね診療科目の多いのが総合病院であって、水野

さんが言うような内科と外科、リハビリテーション科みたいなのは、総合病院で無いん

ですよ、ちょっとこの総合病院化っていうのは、割愛してもらって、専門性を重視した

方向というふうな言い方にしてほしいんですよね。規模からいうてとても総合病院じゃ

ないです。外科置いても、ちょっとその辺、一般的な病院の形態を考えて頂いて。総合

病院じゃないと思います。 

 

野村会長：水野委員のおっしゃっているのも、都会にあるような大きな総合病院を作れと、

そういうご趣旨ではないんですよね。必要なものはちゃんとやってほしいということで

しょう。 

 

水野委員：これは何回か前の会議の時に、私がしきりに申し上げた内容なんですが、皆さ

ん方もお読みになったと思いますが、広報の１２月号ここに市立三野病院の医院長さん

が、２ページに渡って書いて、結論は、品格という言葉も中西先生使われてますが、三

野病院で２１年、平成元年からだったと思うんです。最近表彰を受けたと、社団法人全

国自治体病院協議会会長さんから表彰されたというのを書いてありますが、偶然ですけ

ど、全国自治体病院協議会会長この方、私たちの三野町出身の方が今会長さんなさって

おいでる。よく私も知っておるんですが、故郷の病院で頑張ってくれておる人を表彰し

て、会長自身も嬉しかっただろうなと思うんですが、昔から内科と外科はずっと有った

わけです、研修医制度の影響を受けて外科が無くなったんです。こういう状況ですんで

この二つは絶対いると、総合という言葉、宮さんいろいろ解釈されておりますが、そう

いうことにはこだわりません。 
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野村委員：言葉のあや的な面がありますよね。地域の医療、需要を踏まえてなるべく診療

科目が多い方が勿論良いですので、その範囲で経営の方向性をあるところに専門化する

形で打ち出して行くということじゃないかと思います。 

 

田岡委員：こういうように書いたらどうですか、いわゆる総合病院化することは必要であ

るがというとこをね、削除して、医師確保により診療科目の充実を図ると、こういうよ

うにしたらどうですか、そういうふうに書いた方がすんなり行くと思います。そういう

ふうに書いて頂いたら。 

 

野村会長：総合病院化というよりも、診療科目を極力充実して行くという考え方は必要だ

し、実際もやってほしいでしょうね。 

 

田岡委員：それとねこの文言の中に大事な点が抜けとんですよね。ずっと赤字経営が続い

とんですけど、赤字体質が続いているが、黒字経営を目指すべきであるという文言を入

れてほしいんですよ。いつまで経っても赤字じゃ困るんですよね。だから黒字経営を目

指すべきであるという文言を入れてほしいと。半田病院も三好病院もみな黒字化になっ

たんですよ。努力すれば黒字化になるんです。赤字で良いという、始めからそれでは困

るんですよね。 

 

野村会長：公営企業法全部適用に向かうんですから、当然理論的にはその点も入ってるん

ですけどもね。 

 

田岡委員：だけど、書かないかんです。ぜひ書いてください。 

 

野村会長：黒字化という言葉を文言としても入れると。 

 

田岡委員：今でも一般会計から２、４千万毎年振り込んでいるわけでしょ。 

 

野村会長：一般会計繰出を基準外繰出が出ないようにしていくということですね。 

 

中村委員：今の関連になるんですけど、前にも申し上げましたように、これだけの定員数

じゃとても、何をやってもそう簡単に黒字化するとか、そういうことは、あり得んと思

うんです。ですから極端な例ですけど、クリニック化するとか在宅診療に特化するとか、

例えば三野、三加茂等は田中病院とか病院がかなり充実しとるんですわね。そうすると

三野病院はどのような特色や個性をもった病院にするのか、診療科目を何をするのか、

そういうものをもう尐しきちっと見る必要があるんじゃないかと。 



24 

 

野村会長：病院がどういうふうな方向に向かうべきかというのは、もっと専門的な観点か

ら系統的にですね、この会とは別の仕組みで検討すべきだと思いますね。だから我々と

しては、経営責任を明確化するために公営企業法全部適用をして、全体として黒字化を

目指して行ってほしいというスタンスまでしか言えないんじゃないでしょうかね。また、

それを言えば十分じゃないですかね。基本はそういうことだと思います。病院行政の中

身にまで、この会として注文を付けるのは尐し我々に専門知識が足りなすぎますし、そ

もそもその前提で議論してきてませんしね、これはもっと専門的にですね、体制を整え

て全部適用される過程でいろんなご意見でると思いますので、そこで検討をして頂くべ

き問題じゃないかと思います。 

 

藤井委員：定員管理のことで、ちょっと宮さんが採用ストップして調整してもいいんじゃ

ないかという意見があったんですけど、それについては尐し、職員構成上の問題も含め

て考慮してほしいと思うんです。私らも山城町時代に経験したんですけど、一時期に退

職して若い者ばっかりが入るような時期、全然若い者がおらんという構成があってはな

らないと思います。徐々に後継者を作って行くということで、職員構成上の問題も配慮

して、削減を行って頂きたいという文言になるような。 

 

野村会長：４の冒頭の部分ですけども、これに対する意見の最大公約数的な部分は、６増

１減というのは何なんだと、これ別にオーソライズされた権利みたいなもんでもないだ

ろうと、６人やめたら 1 人採用できるという意味ではないだろうということですね、で

すから新規採用に対するスタンスは、幅があって良いと、全体の状況しだいで０もあり

うるし、１、２人もあり得るし、５、１０人もあり得ると、そういうことじゃないかと

思うんですね。ですから、それを前提にちょっとここは、もう一度書き直して頂けませ

んでしょうか、退職者数と新規採用の関係ですね。新規採用の中には、新人を採用した

方が良いのか、必ずしもそうでないのか、両方のご意見がお有りだと思いますね。いろ

いろな案を考えながら、採用数というのも決めて行くというスタンスじゃなかろうかと

思います。だから０にせえとか、必ず６人減ったら１人採用するとか、どちらでもない

分けですね。我々の意見もそうだし、ここで言いたいことも、そもそもそうでないかと

思うんですけど、それが上手く言葉として表現されてない、ですから藤井委員のおっし

ゃる観点も勿論あると思うんですね。新人を１０年取らなきゃ一番若い層が１０年いな

くなる分けですからね。これが果たして良いのかどうかよいうことは、非常に将来に影

響する問題だし、かといって容易に採用してしまうと後々引っ張りますのでね。いろん

なことを考えないといけない、採用については、そういうことを踏まえて書き直して行

きたいと思いますので、最終案の段階ではもう一度ご意見あったら頂戴したいと思いま

す。 
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宮委員：１ページの「はじめに」というとこですね。細かい事ですけど、金額的なことな

んですけど、現在より４０億円の減額が予想されているというんですけど、１０年以上

先のことですね。 

 

野村会長：現在の水準で試算してという意味です。 

 

宮委員：これを上回るね、大幅な減額も視野に入れておかなくてはならない、というよう

なちょっと今の経済情勢からいってね。 

 

野村会長：交付税に関しては、しかし現在の水準で試算してみるしかしょうがないですよ

ね。１０数年後の経済情勢分かりませんし、交付税制度そのものもわかりませんので、

現在の水準で試算すると約４０億のダウンになるということを、事実として書いといた

らどうかなと思うんですね。 

 

宮委員：現在の水準においてというふうに。それと一番上の昨年度サブプライムローン云々

と書いてますけど、サブプライムローン破綻と書いてますけど、これ破綻じゃなしにま

だ生きてますんでね、サブプライムローン問題。 

 

野村会長：ここら辺は、序言葉みたいなもので、最初の数行、行きがかり上書いてますけ

ど、特に書かなくてよろしんじゃないですかね。あえて書くとすれば、地方財政をめぐ

る状況は大変厳しいという一般事情を、世界情勢とか戦争とかあまりここで議論しても

しょうがないから。始めのところは、全体的に書き直して頂きますので。 

 

宮委員：先程言った約４０億円というのは、現在の水準で試算したと、推計したとちょっ

と入れといてください。 

 

馬渕人事室長：先程、藤井委員さんから、採用のとこ０にせずに年齢構成も考えてという

こともあったんですけど、当然今までの採用につきましても、退職者、年度、年度によ

ってばらつきがありますが、基本的には、平準化して同じ人数を採用して行くような形

で進めております。それと６減１増ということがでましたが、私もこれを決めた中には

おりませんでしたので、詳しい事は違っているかもわかりませんが、６減１増がでてき

た背景というのは、先程言いました平成３３年度の合併算定替、一本化の時に三好市の

財政はどうなっとると、そこの中で人件費はこれでせないかんと、それにするには、職

員数をどうやってそこへ落していかないかんという結果が、６減１増となったんだろう

と思います。将来の見通し平成３３年の財政が、その当時と変わってくれば、当然６減

１増も変わってくると認識はしております。 
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野村会長：中村委員どうぞ。 

 

中村委員：今の職員の問題なんですが、５ページのですね、行政経験者は勿論、民間企業

での経験者の登用というのがあるんですが、臨時職員でカバーして行くことというのも、

退職者の活用という言葉も中に含めて考えとく必要があるんかなという気がします。そ

れと４ページの２行目の所ですね、自治会、地区住協等のところ、もう１つ社会資源と

いう言葉も入れてほしいなと思います。特に福祉に係わる関係の係わりが、地区住協も

踏まえまして、あるかと思うんで。 

 

野村会長：福祉ボランティア団体とかを含めて読めるようにとか、そういう意味ですか。 

 

中村委員：ボランティア団体とか福祉施設なんかも、地域に向けての活動もしております

ので、そういうのもお願いしたいと思います。 

 

野村会長：今現在、等の中に一応そういうのは含まれているということですが。 

 

中村委員：それとですね１の行財政改革の方向性についてというところで、第１回目の答

申書の中に議会のことが出ておるんですね。議会の改革というのは、どうなるのか。報

酬はどうなのかというのは、ここまでは踏み込まんもんなんですか。最初の答申で出て

ますね。 

 

野村会長：議会のことについては、原案も出てないし、我々も議論してきてませんので、

これは、別時限でしょうね。そこまで入れると、これからもう半年くらいやらないとで

すね、まとまらないと思います。 

 

中村委員：それと細かい事なんですけど、必要である、べきである、思われる、特にべき

であるという言葉が非常に多いですね。これ第一答申では、頂きたい、もらいたいとい

う言葉尻になってます。ここえらは、それぞれの文章の流れによってちがうかと思うん

ですが。 

 

野村会長：普通はこういう場合、諮問を頂いて答申してるんですから、なになにされたい

とかですね、検討されたいとか、実施されたいとかいうのが普通ですね。なるべく我々

としても言い切りたいとこですよね。とにかくこうやってほしいという意思を表明する

ということはまちがいないですからね。一旦そこの表現はおまかせ下さい。 

 

水野委員：ちょっと一言だけ申し上げたいと思います。答申書の１から８までの中に、実
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は入らない話なんですがね、この機会に水野が独り言をいよったというつもりで、お聞

き頂きたいと思うんですが、第３回か４回の時だったと思うんですが、三好市が所有し

ておるいろんな施設、東祖谷から三野まで全部一覧表頂いた、この中でなるほど三好市

の施設だけれど、現在まったく使われてない、寝ておるような施設が私は１つか２つく

らいしか知りませんけど、そういうのがありそうな気がする。今後使われないことが十

分考えられるような、これはもう処分した方が良いんでないかというようなのが、あれ

ばそれも十分検討をして頂きたいし、或いは状況によったらこれ使わないかんのじゃけ

ど、実際はそれを使う人間が、組織が十分無いがために施設が寝ておると言う場合は、

そういう人たちのお尻を叩いて使うてもらうように、市が持って行くべきであるとか、

いろんなことが考えられると思うんですが、１０年も前ですかね上勝に行った時に、小

学校が廃校になった所を一階をいろんな会社に全部貸して、２階は若者定住住宅にして

活用を始めたところが、文部省から怒られたと、国の補助がいっぱい入っている所をな

んならと怒られたが、次の年になったら今度は、文部省があんたの所表彰します、活用

が非常にすばらしいというんで、国の方も悩んで、悩んで、結局最後は褒めてくれまし

たという話を１０年も前に聞きましたがね、現地で、そういうような休んでおる施設を

有効利用というのを考えたらどうかなと思います。 

 

野村会長：現在の文章では、どこも具体的に読めないんですけども、考え方としてはそれ

非常に大事だと思いますので、公有財産の適切な管理とか活用とか、もし不要なものが

あれば売ったり、買ったりすべきだし、役所というのはそういうコスト概念がなくて困

るというのが、一般的ですので、遊休地であれば売るなり、貸すなりしたほうが良いし、

施設であれば民間に貸す方法もあれば、売ってしまうこともあるし、財産というものを

維持管理、コストを考えながら管理し活用してもらいたいというふうな主旨のことを、

どこかで、財政健全化の一環かも知れませんね。今ある中では、その主旨のことが入る

ようにですねちょっと原案を作り変えたいと思います。今日のご意見を踏まえてほぼ最

終案になるものを作って行きたいと思いますが、特に言い足りないと言いますか、主旨

が異なることがあればおっしゃって下さい。 

 

宮委員：これ最初の方の文章でもいいんですけど、この行財政改革なんですけど、三好市

の場合は県の中でも一番人口の減尐率が激しいんですよ、全国的にも減尐率が高いと思

うんで、他の自治体よりか、一層突っ込んだというか、進んだ行財政改革をね、やる必

要があるというふうな文言をね、よそと違ってそれ以上に厳しい人員の適正化というの

が必要なということをね、ちょっと文言に入れてほしいと思います。 

 

野村会長：現に比較的恵まれてる地域でも無いし、本市をめぐる情勢が非常に厳しいから、

それを踏まえて、やって行くべきだということですね。それこそ一番最初の所あたりに
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書く事柄でしょうね。それを踏まえて書き変えて頂きたいと思います。それではですね、

時間も大分超過しておりますので、次回ですね段取りですけども、１９日が最終回とな

るかと思います。お願いできればと思います。それでですね、今日出たご意見を踏まえ

て私に一任頂いた点も踏まえながら、事務局と相談しながら最終案をですね、年をまた

いで作って行きたいと思います。事務局の方にはなるべく、我々の議論は年内に済ませ

て、年明け早々、最初の週くらいに作り上げて頂いて、皆さんにお届けをして頂きたい

んですね、今度は普段より尐し早くですね、みなさんよくご覧頂いて、オーケーならオ

ーケー、或いは意見ありなら意見ありで、もし可能であれば、今日の藤井委員のように

メモ書きでも、手書きでも結構ですので、作って頂ければそれを踏まえて、会合までに

修正出来る点があれば事務局と相談して修正いたしますので、原案を修正ありと、あり

得ると、ご意見の種類によってはね、その判断も私にご一任頂戴出来れば有りがたいん

ですけども、ここはどうしても変えてくれということは、早めにおっしゃって頂いた方

が対応しやすいもんですから、それを踏まえてできれば１９日には完全に固めたいと。

事務局の方それでよろしゅうございますか、作業を進めて頂いて、それでは年明けそう

そうに今日のご意見を踏まえた、最終案に向けての最終叩き台みたいなものをですね、

皆さんにお届け出来るようにさして頂きたいというふうに思います。本日は大変ご協力

ありがとうございました。皆さん良いお年をお迎えくださいませ。 
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