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平成２１年度 第１０回行財政改革推進委員会 会議録 

日 時 平成２１年５月２７日(水) 午前１０時０５分～午後０時０５分 

場 所 三好市役所第１会議室 

出席者 委 員 

東 深幸、伊丹 一夫、川西 昭一、下大寺 歌子、高平 和代、谷 敏司、矢野 博正

（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 上野 誠、森本 諭、山本 佳代子 （敬称略） 

 

事務局：定刻を５分程過ぎたんですけども、始めていきたいと思います。まさに今、「目

には青葉 山ほととぎす 初鰹」というようなことわざがありますけれども、そのよう

なまさにすがすがしい初夏の気候となってきてまいりました。また、一方、新型インフ

ルエンザの流行も心配されていますので、皆様方には体調管理十分にお気をつけいただ

きたいと思っております。今日はまた市の行事でチャレンジデーと重なりまして、何か

とお忙しい中、ご出席をいただきました。今日、上野委員さん森本委員さん、山本委員

さんが欠席をされておりますけれども、7 名の委員さんのご出席をいただいております。

ありがとうございます。今日は三好市行財政改革大綱、それから行財政改革推進計画の

策定後、これまで、皆様方、第二次三好市行財政改革推進委員会を９回開催させていた

だきました。それで皆様方から、いろいろなご意見、ご提言をいただきました。それを

もとに市長への答申をつくる訳でございますが、まだまだ意見を言いたい、あるいは提

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

頄目について皆様方からご意見、ご助言、ご提言をいただきたいと思っております。そ

して次回第１１回目になるんですけれども、その時には、答申書案をご審議いただきま

して、市長に答申をするということにしたいと思っておりますので、よろしくお願いし

たいと思います。それでは、只今から第１０回三好市行財政改革推進委員会を開催いた

します。最初に伊丹会長からご挨拶を申し上げます。 

 

伊丹会長:改めましておはようございます。今お話ございましたように、大変しのぎよい好

季節になりまして、それだけに皆様方には、何かと大変、公私に渡りましてご多用の折、

お繰り合わせをいただきまして、第１０回行財政改革推進委員会にお運びをいただきま

したことを、厚くお礼申し上げたいと存じます。過去９回に渡りまして、皆様方ら貴重

なご提言、ご意見を頂戴をいたしまして、先般資料として提言・意見要約集を事務局の

方からお手元にお届けをさせていただきましたが、まだまだ市民の目線から見まして、

財政の健全化の問題、あるいは職員管理の問題、研修の問題、アウトソーシングの問題

とかいろいろな多面的な要約しなければならない、私ども市民の目線として、ご意見を
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申し上げなければならないことも多々あろうかと思いまして、今日はそういう意味で、

先般、お送り申し上げました、提言・意見要約集に基づきまして更に追加、補充をすべ

きところがあれば十分皆様方のご意見を要約してまいりたいと、あと１１回目で第二次

行革も、私どもの勤めも終わるようでございますので、最後の仕上げということで、ひ

とつよろしくお願い申し上げたいと存じます。大変午前中ということで、ご迷惑をおか

けをいたしたと思いますが、市ご当局のいろんな行事その他、本日は特にチャレンジデ

ーでございますので、私も朝、4200 メートルのウオーキングに参加しまして、午後１時

半からまた、体育館の方で、お世話をしなければならんことになっておりますが、市民

を挙げてチャレンジデー１日体を動かすということで、お力添えをいただいておるとこ

ろでございます。今日は１２時頃には、終わらなければならんと思っておりますが、よ

ろしくお願いしたいと存じます。なお、公務大変お忙しい中、お繰り合わせをいただき

まして、合田総務部長さん、南総務課長さんのご出席をいただきましたこと厚くお礼申

し上げたいと存じます。それでは、只今から会議を始めたいと存じます。よろしくお願

いいたします。 

 

事 務 局：ありがとうございました。今会長のご挨拶の中にありましたように、本日の市

側の出席者でございますが、ご意見とかご提言の取りまとめということでございますの

で、合田総務部長と南総務課長、それと事務局の行革推進室のみの出席としております。

また４月の定期異動によりまして、本課の西本に代わりまして宮岡が行革推進室に配属

になりました。よろしくお願いしたと思います。 

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。よろしくお願いします。 

 

伊丹会長:それでは、只今から議事を始めてまいりたいと思いますが、まだお見えになって

おりませんけれども、毎回のことでございますけれども、へそっこニュース等の取材が

まいりましたら、それを許可してよろしいかどうか、まずもってお諮りをしておきたい

と思いますが、どうでございましょうか。もし取材にまいりましたら許可してよろしゅ

うございましょうか。 

 

委 員:(意義なし) 

 

伊丹会長:それではお許しをいただきましたので、そういうことで、処理をしたいと存じま

す。それから毎回これもお願いをいたしているところでございますけれども、会議録を

作成する関係上、マイクを通してのひとつご発言をお願いしたいと存じます。まず本日

の会議でございますけれども、三好市行財政改革推進委員会要綱第６条第２頄によりま

して本日の会議が成立しておりますことをご報告申し上げておきたいと存じます。次に
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議事録署名者でございますが、私の方で勝手ではごさいますけれども、お願いをしてよ

ろしゅうございましょうか。 

 

委 員：（異議なし） 

 

伊丹会長：それでは本日の議事録署名者として、矢野委員さんと高平委員さんにお願いし

たいと存じます。どうぞお二方よろしくお願いしたいと存じます。それでは、只今から

議事に入りたいと存じますが、先般お送りを申し上げました、意見・堤言の要約集につ

きましての確認をさせていたただきますので、そのご説明を事務局の方から頂きまして、

それから皆様方のご意見、ご提言を頂戴したいと存じます。よろしくお願いいたします。 

 

(事務局説明) 

 

伊丹会長：それでは、意見・提言要約集のページを追いながら皆様方から、今お話ござい

ましたように、ご発言の意が十分反映されていない文言もあろうかと思っておりますし 

また、更にこういうようなことをと、いうことでまいりたいと思いますので、よろしく

お願いしたいと存じます。それでは、まず始めに行財政改革の方向性についてを議題と

して１ページにわたりまして皆様方のご意見、ご提言の内容を集約さしていただいたも

のが、記述されておると思いますので、お目通しをいただいておると思いますけれども、

ご発言を頂戴できたらと思っております。 

 

谷委員:その前にちょっと、確認なんですけれども。この提言ていうのが、我々が個々にし

ゃべったことが書かれとんと思いますけれども、矛盾することも中に入ってますよね。

それをまとめるうえで、どのようにまとめられるといいますか、ここでこの矛盾したこ

とについては、推進委員会では、こっちの方向ですよっていうことは話し合っとかなく

ていいんかなっていうのを、ちょっとお聞きしたいんですけど。 

 

事務局：前回の時は、元からつくるということで、両論併記という形だったんですけれど

も、今回の場合は、やはりある程度意思統一していただきまして反対意見があったらこ

ちらを優先するという話で、この場で決めていただいたらと思います。 

 

東委員:この提言ていうのは、内部だけなのか、それとも一般市民にもこういう提言がでま

したと公表されるのでしょうか。 

  

事務局：今まで会議録なり答申書等につきましては、市のホームページで公表しておりま

すけれども、基本的には、この委員会ていうのは、市長への答申と、市長から諮問を受
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けて審議しているということでございますので、市長への答申という形でお考えいただ

いたらと思います。 

 

下大寺委員:私もこれを見させていただきまして、市長に答申してお渡しするでしょ、この

提言とかこの報告集のようなものは、今後どのように活かされるかっていうのは、市長

さんのお考えにだけ委ねる訳ですか。 

 

事 務 局：文書としては市長に出しますけれども、その内容につきましては、次の委員さ

んですね、次回の第三次といいましょうか、次の委員会の方には、前会の委員からはこ

ういう頄目を引き継いでおりますという形で、伝達、引継ぎっておかしいんですけども、

ご連絡というか見せて次の計画なりの参考にしていただくというふうには考えておりま

すので、市長だけに止まるということはないです。 

 

 

伊丹会長：第一次行革でですね、行財政改革の大綱と集中改革プランについて集中的に審

議をしましてですね、答申をさせていただいた。それに基づいて第二次行革が、委員の

数も随分減りましたけれどもね、今回で１０回目を重ねた会議をいま開いておる訳です

が、十分尊重をされると思いますので、ご発言をいただいたらと思っております。いま

行財政改革の１ページの問題について、足らざる所、また加除、訂正をしなければなら

ないところがありましたらご指摘をいただけたらと思うんですが。 

結局、一次行革の時にはですね、両論併記のような形で、答申をさしていただいたんで

すが、今回はまだ三次行革へ引き継ぐための提言・意見要約集になりますので、出来ま

したら第二次行革としての意思統一をしていただいてですね、これで二次行革としては、

たとえば、行財政改革の方向性については、こういう考え方で将来進めてほしいという

ようなことに要約できれば大変ありがたいとこう思っとんですけれども。 

 

谷委員:今、これから細かいこの各頄目について矛盾しているところをあげて、一つに集約

していくっていうことですよね。 

 

伊丹会長：そういうことです。 

あの、私が発言するのは妙なんですが、この１ページのですね、市のトップ(理事者)は、

身近な政策課題の取り組み方や具体的な意思表示をもっと市民に説明すべきである。と

いうようなことで私感じるんですけども、やはり市民の目線で考えてみますとですね、

理事者の皆様方には、求められるのは、先見性と決断力なんですよね。そういう意味で、

やっぱり市民の皆様方に市の考え方が具体的に表現され、あるいは文書化され放送され

そういうようなことが更に必要なことでないかと、行政用語が随分こう使われるわけで
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すけれども、できるだけ市民の皆様方に分かりやすい言葉使いをしていただいてですね、

例えばアウトソーシングや言うたってですね、一般の市民の皆様方は、何のことやら分

からん人がほとんどでないかと思っておるんですが、あるいは、第三セクターや、よく

聞きなれた言葉ですけれども、いったいどういうことを意味しておるかっていうことに

ついても、分かりづらいものが、一般の方は多々あるんでないかと思いがするんで、そ

ういう面で市の行政の方から、市民の皆様方に広報活動なさる場合には、具体的な表現

方法をですね、一般的な言葉使いをしていただくことが、非常に大事なことではないか

とこう思っておるんですが。 

 

谷委員:この１ページでいま私ちょっと矛盾しとるって言わしてもらったのが、4 つ目なん

ですけども、公共工事が減ると地元で生活ができなくなるので、何かよい方法はないか

っていう部分ですよね。これと今まで財政について財政難ということで減らす方向でき

とったんで、この辺はどう提言をまとめていくんかっていうのは、ここで話合うとかな

いかんのじゃないんかなっていうのが１点と、もう１点、6行目に地域格差を助長し、弱

者を切り捨てる行政をしない、これもいまのことに、もうちょっと詰めとかないかんと

思うんですけども、どうでしょう。 

 

伊丹会長：今、谷委員さんのご発言のありました、公共事業の問題、これちょうど総務部

長さんもお越しいただいとんですが、国のいま財政措置ですね、これで随分と地方で自

由に使えるお金が交付金として出てくるようなお話をちまたで耳にするんですが、そう

いう面の運用、活用というか、そういう面も含めてのこの文言の表現が何か適切なもの

がないか、もうおそらく国会は通るだろうと思いますし、新聞報道、テレビ報道などを

見てみますと相当な額が三好市にもおりてくるようなお話を聞いておりますので、そこ

いら含めての何か表現、文言表現はないか。 

 

 

東委員:ひとつよろしいでしょうか。一番行財政改革っていうことの根本がここでもう一回

問われているっていうところやと思うんですよね。その財政さえ健全化したらそんでえ

えのかっていう、それで市民生活が破綻したら、福祉行政とかがサービスが全く行き届

かなくなってそれでお金だけが、残ったらそんでええんかってとかいうことが問題やと

思うんですね、やっぱり。そこを行革は進めて行って極力赤字を減らしていって健全な

財政に近づけるけれども、そのそれを弱者を切り捨てていく方法ではない方向性を探っ

てほしいとか、そういった表現に何かできないんでしょうか 

 

伊丹会長：確かに６ケ町村が合併したもんですから、それぞれの地域の伝統とか文化の継

承とか色々ございますんで、地域的な格差っていうのは、今も当然生まれておるように
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思うんですけども、そういうものがあってはならない訳でございますし、それから高齢

者、あるいは障害者の皆様方を切り捨てるような行政をしてはならない、これはもうあ

たり前のことでなんですが、福祉の面につきましても、大変こう市当局でもご配慮をい

ただいて、手厚い方向を保っていただいておりますことを大変こうありがたく思うんで

すが、そういう面で、やっぱり地域格差を助長したり弱者を切り捨てない行政をしてほ

しい、これはもう是非入れておかなければならんとこう思っております。財政につきま

しては、２ページにまた出てまいりますので、また矢野委員さんの方からも貴重なご意

見を頂戴できたらと思いますが、１ページの問題については、総括的に行財政改革の方

向性でございますんで、後でまた、まとめの中でお話ができると思いますので、次、進

めてもよろしゅうございましょうか。それでは、２ページのですね、これが大事な事な

んですが、市の財政が火の車になってはいきませんので、財政政策・歳入の確保につい

て６頄目程集約させていただいておりますので、これらに基づきまして、更にまた付加、

加徐すべきところがあれば是非ご発言いただければとこう思っております。 

 

谷委員:これはあくまで質問なんですけれども、この５頄目に、赤字補填のための合併特例

債は使わないでほしい。ていうのがあるんですけれども、ちょっとこれ私よく今まで説

明聞いたんですけれども、分ってなくて、合併特例債って期限ありますよね。使わない

で置いといてそのままずっと行っていいんかなっていうんが、これ読んでちょっと疑問

感じたんですけども。 

 

合田総務部長:合併特例債使える枠はあるんですけども、自主財源との兼合いの中ですね、

全部を使うっていうこと、有利な借金ですけどね。３割は払わないかんということで、

財政との兼合いがあるんですけど、全部使いきったらいいかというと、逆に財政運営が

将来的にしにくくなるというようなことになりますんで、全体的に市のあるべき姿で事

業をやっていくというようなことについては入れてもいいでしょうけど、借り入れる元

があるから借りていこうと、有利な３割払ろうたら１０割の事ができるということで、

借りすぎるといかんので、そこら辺は、余してもしようないんかなというふうには思っ

ておりますけども。いま、過疎債の方がこれも３割なんですけど内容的に過疎債の方が

有利なんで今の時点では過疎債の方を使ってやってますんで、その過疎債もこれ有利な

んですけど、年限がありまして時限立法になってますんで、それが切れた段階で、過疎

債が今後どういうふうになるかって、いま過疎債はずっと続けてほしいっていうような

運動は、全国的に展開しているとこですけれども。それがどういうふうになるかってい

うのは、まだ分からないですけど、どちらにしても有利な方を使っていくということで、

ご理解をしていただいたらと思います。 

 

矢野委員:今、谷さんから出たこの５頄目目ですね、これ私、申し上げたやつだと思うんで
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すが、ちょっとこの文書だけでは、私、言ってたあの趣旨っていうんか、何も伝わって

ないんでちょっと補足さしてもらいますけれど、この赤字補填のためにというのは、目

先の、今年、金が足らない、来年、金が足らない、目先の補填のためにこの特例債を使

わないでほしいっていうことで、当然、よく難しい言葉でプライマリーバランスていっ

てますけど、来年の収入と支出を比べて、特例債使わなくてもなんとかトントンでいけ

ますよという、そこを目標に計画を立てていただいて、合併特例債約２００億あるこの

頄目の金額については、１０年先がもっと大変になるってのは目に見えてる訳で、１０

年先三好市は生き残れる、そして地域での福祉もなんとかやっていける、そのための事

業は何が必要なのかなとそれを明確にして、そのために２００億を集中して使っていく

そういう使い方をしてもらいたいということで、明日１億足らないから特例債使ってい

こうと、これで切り崩していったら１０年で２００億すぐ消えます。という意味あいな

んで、もうちょっとこう文章を付け足してもらいたいなと思います。以上です。 

 

事務局:今の矢野委員さんのご意見ていうのは、ほとんどこの中の半分以上が矢野委員さん

が言われたご意見が含まれているんですけれども、今のご意見関連して、ここの中の３

番目の頄目ですね、これと関連させて文書化していきたいなというふうにはこちらは思

っております。投資的経費について、いろいろ検討重ねて将来的な市の財産、あるいは

子孫に残せるものをつくっていくということで従来から矢野委員さん言われていますん

でそういう方向で起債等も使うのがいいんでないか、いうふなことでまとめていきたい

と思っております。 

 

伊丹会長:他にございませんでしょうか。私の方からもですね、最後の６頄目の人件費の削

減が主なものでとこういうようなことがあるんですが、これは一番財政を切り詰めるう

えで、一番便利的なその手法が人件費の削減であろうとこう思うわけでありますが、そ

れ以外に行財政改革の中で市として行政としてこういうような面で努力して財政の健全

化に向けて頑張っているんだということがもうちょっと文言として入ってきた方が、人

件費というのは、あたり前のことであって、それ以外に更にこういうなところも、目配

りをしながら、頑張っているというやつが文言の中に入ってきた方がええんでないかと

思うんですが。いかがでしょうかね。 

 

 

東委員:私、前に言ってないかもしれないんですけど。あらたにでもかまいませんか。言っ

たかどうか記憶にないんですけど、人件費なんですけども、できれば、こんな厳しい時

代にね、今、正社員とか非正社員ていう問題があるんですけども、究極的に同一労働と

同一賃金という形で、人件費が高いからっていってどんどん正職員を切っていって、臨

時ばっかり非正規の人ばっかり増やして安く使えたらそれでいいっていう方向性は私は
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とってほしくはないと思うのでできればその市の方から同一労働、同一賃金に近くなる

ようなそういう賃金体系っていうのか、そういう制度を変えていくというかそっちの方

もひとつ提言の中にもし入れていただけたら皆さんのご賛同が得られたら、入れていた

だけたらうれしいなと思うんですけども。 

 

伊丹会長:あのこの人件費の削減ていうのは、おそらく市がですね基本的に 6 人退職時で 1

人採用と、この職員の数の問題で表現しとんだろとこう思うんです。いわゆる賃金ベー

スでですね、表現しとんでは私はないと思っておりますので、いわゆるこの労働に見合

う賃金の支給というのは当然のことであってですね、おそらくこれは、6対 1のそれの面

ですね職員数の削減の問題で出てきておる言葉だと思って理解しておるんですが。 

 

東委員:おそらくそうだと思うんですけども、今現実にこの雇用対策として非正規の人を時

限的に雇い入れてっていう方法もあると思うんですね。もし、ほんとに必要な人員であ

ればきちんと正職員として、入れればいいと思うんですけども、そこが財政との兼ね合

いということが、おそらくあると思うんですよね。だからこう単純に賃金カットしてと

いう問題ではなくて、もっと全体的に見直すという方向性をこのこれからの行革という

ところにもっていっていただいたらどうだろうかという提言なんですけど、皆さんいか

がでしょうか。 

 

下大寺委員:正規の方っていうのは、毎年のように増やしていっとんですか。 

 

事務局:市の臨時職員ですけれども、事務職の職員ていうのは、ほとんど 10人とか 20人程

度で、あとがですね現場の方で、保育所、幼稚園等の臨時の方が多いと、いうことでそ

れが 100 人から 110 人、毎年そのぐらいおいでます。でこれにつきましても、必要であ

れば正職員化していくと、いうことで人事の方とも話しております。今現在ですね、先

程お話のあった臨時職員を景気対策で雇うという話があったんですけども、それについ

ては、今の今度の補正予算にですね政府と関連、連動いたしまして、今年度あるいは 3

年間限りの景気対策の雇用ということでの臨時職員が急激に増える可能性ありますけれ

ども、市の方針といたしましては、必要なところには正職員を置いていくということで

方針は示しておりますので臨時職員は極力抑えていくと、いう方向ではおります。 

 

谷委員:今の問題は、この次の 3ページの定員のところにも絡んでくると思うんですけども、

6減 1増の話と絡んでくると思うんですけども、これが私、合併協議会の委員させてもら

っていたんですけど、そのときに、今の職員さんの定数を他の同じような自治体に見合

うような人数にもっていかんといけませんよねって、いうことで多分半分ですよね今の

人数の半分に、10 年ぐらいを目途にせないかんていう話の中で、6 減 1 増っていうのが



- 9 - 

 

出てきて、でそれはそのまま引き継がれていっきょる話じゃと思うんですけども、ここ

にいくために、しかしながらそのいう行政のサービスが悪くなってはいかんていうとこ

ろで、臨時の職員さんを雇われとるっていう話だと思うんで、そこが例えば、それを正

規の職員さんとせないかんていう話しになってくると根底が崩れるような気もするんで

すけども、我々としてどう提言していくかっていうのは、ここはちょっときちんとしと

かないかんのじゃないかなと思うんですけども。 

 

東委員:私、正規の職員にしていった方がいいとかいうことを言ってるのではないんですよ。

その賃金体系としてその必要な仕事に対して、臨時の職員さんを雇うということである

にしても、同一労働、同一賃金ていうのを目指すうえで、そういう賃金の体系の見直し

も、これからの進めていく中に、入れていかれたらどうかという提言はどうでしょうか

ということなので。正社員に引き上げた方がいいのではないかという提言ではないんで

す。 

 

 

川西委員:6 減 1 増っていう、一番先に私が言うたのは、６減１増っていうのはそれは、最

初の合併協議の問題で、職員の生活の実態、それはいいでしょう。しかし、他の同規模

の自治体に合わしてって、市が発足した時に、市の業務に忚じた定数を割り出して、そ

れで各部長、課長こしらえて、今の様に、ようけ来た人が余ったために、別に部をこっ

しゃえて、部長いっぱいおるような市の体制事態が僕はおかしいということをいよるだ

けで。そこでその市の仕事に忚じた体制と人員をこしらえて、その余った部の人間は、

席から外して、土地の境界確認と市の財産部分とかゴミ収集の指導とかなんぼでも仕事

があるじゃのに、それを皆に分けおうて単なる今やっとるんは、ほんま厳しい言い方じ

ゃけど人数合わせですよね。それでは、財政の健全化はできん。ほんで行財政の改革の

何よりも一番先にやらないかんのは、一番仕事をきちっとせないかん、県でも一緒。県

の職員が勤務表から出勤簿から偽造して、この三好市でも早退者の記録、突発っていう

のないっていうの前に私いうたんじゃけど、チェックしよらんきん、ないんだろと思う

んよね。絶対こんだけおったら遅れて来る人もおるはずじゃし、まず一番最初に改革よ

り今ある規則に則ってきちっとした仕事をしてほしいとほんとに思う。6減 1増というの

は一番最初に発言したけんど、これはもう単なる人数合わせで発足と同時に、その自治

体に忚じた、議会もあるでしょうし、市長も委員さんもあるでしょうし、ほんとに厳し

いけれでも、こういうに割り振って仕事を始めないかん。部長、課長辞めたんで、丁度

10 年位埋め合わせる。そこらあたりみな、ここへ書いてある甘さって自分に甘い、しか

し自分で手足の手術できんように、なかなか自分の首を絞めるようなことはできんはず

です。我々が行財政改革を、よその他の同規模のやつをもってきて、それにあわせたの

をもってきてきちっとこれで定員何人て割り振って、これで仕事をして分類しなさいっ
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て大事なこと。大体 5分から 10分刻みで言うて、いまのだったら、部長さんから課長さ

んからみなが仲良く仕事を分け合ってやっているふうに私は思いよる。とてつもないと

んちんかんなことを言よるかもしれんけど、どうも我々の一般からの改革を感じる様子

から見たら、市のやり方っていうのは、ほんとに甘いなと仲良く仕事を分け合って楽し

く仲良く 10年先にはなんとかなるでしょうというような感じでないかと思うんですけど

も。まず一番最初に、皆さんもご承知と思いますけど、選挙区、選挙制度の改正にして

でも改正やら改革やら分からんように変につついたら必ず悪くなるのが早い、地方の切

捨てっていうけど、これは諸刃の剣、なんか節約しょうと思うたらどこかが犠牲になる。

皆さんの意見を聞いてあげよったら、井川町の場合でも、道がいると、僻地の人に道を

せないかんと、で結局それは何かって言うたら、その出来た道で引越しの荷物積んで出

て行ってしもてあとにはもうおりません。と言うてもあんまりその切捨てを援護しよっ

たらそういうふうになります。これ非常に難しい問題と思いますけれども。なんぼ頑張

って一生懸命言うたところで、合併協議がありますし、議会の承認もいるし、市長もお

るし、その中でやっぱりカリスマ性をもった、決断力のある神様に近い英断を持った人

の活躍を祈るだけで、これは非常に難しい問題で、まあええ線でまとめて後は、鋭意実

効してもらうの祈るだけです。なんぼええのしても実行してくれなんだらどうもならん。

我々国鉄で仲裁裁定でスト権を取り上げる代わりには、仲裁委員会で決めてこうしなさ

いよって言うても予算の都合で出来ませんでした。それで吉田茂さんに、もう行く度々、

仲裁裁定を踏みにじられたんですけんど、僕らはやはり吉田茂っていう人は偉い人だっ

たと、その時、仲裁裁定を実施して給料が幾分上がったらそのためインフレが助長して

かえって経済は悪うなって上げてもろたんよりもっとひどい結果の庶民が増えたと思う

んで、そこにはやはり切捨てっていうもんもあります。それから責任を実行しないって

いうのもありますけれども、実行せんていう勇気もこれ大変な英断であって吉田茂さん

も今すごく崇められるということは、今の総理のようにああ言われたらかわり、こう言

われたらかわりであまりにもここにつきるということもあるけれども、正しいことの前

には勇気をもって終戦の後の日本経済にしかり切捨てのときには非常に大事であると思

います。そこらを上手にまとめていただいたらと思います。以上です。 

 

伊丹会長:今 2 ページの問題で、それぞれこれ関連がございますんで、3 ページには定員管

理、人材育成、人件費の問題も出てまいりますんで、そこえらある程度連動しておると

思いますんで、ただ、市に臨時職員の皆さん方がかなりな数おいでますけども、私の聞

く範囲では、臨時職員ていうのはですね、有資格者ですね、ある程度の何らかの資格を

持ってないとその事務、あるいはその遂行が出来ないという、パートに臨時職員を充て

ているというような話を、聞いておりますので、事務的な経費を執行する面の臨時職員

というのは、ほとんどいないということを聞いておりますが、そういう面での人材確保

ということを非常にこう将来的な大事なことでないかとこう思っております。定員管理、
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人材育成、人件費の問題それから後はちょっとこう支所、連絡所、アウトソーシングの

問題とかちょっとだいぶこう課題が変わってくるかと思いますんで、3ページの定員管理、

人材育成、人件費の問題も含めまして、ご発言をいただけたらと思います。今、川西委

員さんからご発言がありました内容は、3ページのですね、第 2頄に職員の削減は、6減

1増ということではなく市の業務量、事務量としてね、必要人員を策定してそれにあわし

た、定員管理をおこなっていくべきではないか。こういうような趣旨であろうとこう思

いますんで、これを更にですね、今、ご発言いただいた内容等も含めまして、文言をつ

くりあげてみたいと思っております。その定員管理、人材育成、人件費の最後のコンマ

がある、職員が市民に接する時に、笑顔の対忚や親切に対忚してくれるという事が、市

民が望んでいる事であるし、行政を身近に感じることでもあると思う。そういう市民か

らの評価を制度として取り入れていけないか。職員の市民に対する対忚というのは、非

常に大事なことでありまして、私がいま、三好病院の地域医療を支援する会のお世話を

させていただいておりますが、三好病院の各種、各層の職階にかかわらず、病院へ訪れ

るものへの対忚ですけど、そういうことを私は厳しく申し上げておるんですが、市民の

皆様方の評価は、三好病院はだいぶ変わったなあと、良くなったなあというような、お

話をこう耳にするんですが、やはり市役所もですね、やっぱり市民の特に第一線の市民

課の皆さん方、あるいは健康保険の関係とか、そういうところは、市民の接する機会が

非常に多かろうと思いますので、そういう面での対忚ていうのは、市の行政の内部研修

の中でしっかりとひとつ躾というか、対忚の仕方ていうのは、勉強の機会を是非もって

してほしいなと思っております。 

 

東委員:4 つ目は私が申し上げたことかなと思うんですけれども、私が申し上げた時は、ち

ょっと表現が間違っていたかもしれませんが、市民と職員の距離を近づけるためってい

うよりも、その自分たちの地域をもっとよくしてくために、もっと行きやすい場所にし

ていくように、市の職員さんていうのも市民の一人であって、すばらしい能力もってい

る方がたくさんいらっしゃる、その能力を単に行政の中の仕事という部分だけで使われ

るのでなくて、地域活動や、市民団体活動にも個人として、もっともっとかかわってく

ださったらこの地域がもっと活性化するんでないかと、その手段として行政として、そ

の後押し、その活動しやすいような、後押しをするような方法も考えていくことも、一

つの人材活用になっていくんではないかっていうふうな意味合いで申し上げたかったん

ですけども。いかがでしょうか。皆さんのご賛同がなかったら提言として入れるのに、

適当でないと思うので、ここはこちらの委員さんで、協議していただけれたらと思いま

すけども。 

 

下大寺委員:私もその意見に大賛成で、あの現実にやっぱり公務員の方は特にですね、地域

のリーダーにふさわしいような方が人材が沢山おいでるんです。それをその現役の方も、
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当然なんですけども、退職された後も、現実に私の地元の方でも一生懸命ボランティア

でも地域のリーダーとしてやってくださっている中に、元公務員の方っていうのもすご

い人材が沢山おいでるので、現役の方もいまおっしゃられたように、地域で働きやすい

ような、そういう評価も是非していただきたいなって思います。個人的にいろいろ好み

があって、オフの時は、絶対何処かに家族で遊びに行って、地域は寝るとこであって、

そういうことは関係ないよっていう方もおられるかも分かりませんけど、やっぱり地域

が厳しくなればなるほど、そういうもっとどうにかせないかんという人はどんどん生ま

れておりますし、私達もそういう人を現実に頼りにして一緒にやっておるっていう現実

もありますので、行政の市長さんの方もそういうのも評価していただけたらとってもあ

りがたいと思います。 

 

 

伊丹会長:東委員さんや下大寺委員さんのご発言は、全くそのとおりでございまして、私事

で申し訳ないんですが、私は箸蔵というところに住まいをもっとるんですが、箸蔵には

福祉村っていうのがあるんですがね、その中に地域住民が全部おる訳ですが、その中に

は市役所の職員の幹部職員の方もおいでますし、ほんとにこう汗を流してですね、ご一

緒していただいている訳で、そういう面、私も地域性もあろうと思いますし、それから

また、その人の人生観ですね、私はよく社会講話も出ますけれども、公務員とかですね、

そういうところの方々が、一旦退職しますね、６０歳とか６５歳で、そしたら地位感触

が忘れられない人がある訳ですね。特に、私が指摘するのは県庁職員が多いんですが、

県庁の部長とか理事をしておるとですね、かつて部下であったものが、立身出世して人

事課長とかいろいろ課長とか部長なりますわね、そしたらその私も県のいろいろな審議

会の委員も今しておりますが、だれそれ君とこう呼ぶんですよね、もうあなたそれはい

かんて、もう立派になってですね部長になっとる、かつてあなたの部下であったかもわ

からんけども、そういうことを発言するのは間違いだとよく言うんですけども、やっぱ

りこういうことが非常に大事なことなんですね、一旦退職したら地位感触を忘れてです

ね、一市民として、世の中っていうのは、このテーブルの面と一緒で１８０度展開しと

る訳ですね、でお互いが、例えば合田部長さんにしてもですね、市役所の幹部職員とし

て２０度か３０度の角度で立身出世してきとる訳ですね、で世の中っていうのは、１８

０度展開しとる訳ですから、一旦お引きになったら１８０度の舞台の中に身を沈めなけ

ればならん、身をおかなきゃならん、そういう面でね、やっぱり人の生き方、考え方と

いうの随分変わってきておりますけれども、やっぱり長年に渡って培われてきた財産を

地域社会のために、貢献する活動に身を呈してほしいと、これはもうお互いが望むこと

でありまして、やっばり現職の有能な方々も地域社会の中の一員として、汗を流してご

指導をいただけたら大変ありがたいと、これはもう是非私どもの第二次答申の中でです

ね、東委員さやご発言の意を十分表現させていただいたらとこう思っております。 
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川西委員:会長さんもおっしゃったように。僕もたまにしか行かんのですが、三好病院へい

って先生の態度も看護師さんもほんまにようかわっとる。それから市のほうも非常にこ

う窓口から何から皆親切でようなっとる。それから僕や知っとる人は、みんな休日も休

まんようにまいまいしよるのに、人間は我々の感覚から見たらこう整理ができとらん、

やっぱり人員配置が悪いんじゃないかと思うんじゃけど、そこらをもうちょっと頑張っ

てもろてもっとすんなりした働きやすくして、辞めたら息子を市に入れようかというよ

うな、もう息子だけは、市の職員はせんようにと先導せんように、皆さん頑張っている

と思うんです。それから他に、私の関係で知っとる人、みんな休みもなしに、仕事しよ

んで、我々も経験しとんじゃけんど、変わった時には、仕事したいんじゃけど、仕事が

あたらん。一生懸命仕事しよったらなんぼでもあっこへ持っていったらええわと思われ

るきん、それが落ち着くまでは大変なんですけども、もう３年が来るし、もう正常な運

営が出来てもええ時だと思います。厳しいといいましても、頑張ってほしいと、窓口の

その他みんな対忚も三好病院に負けんぐらい、市の窓口がようなっております。 

 

 

伊丹会長:開会して１時間がちょっと終わりましたが、今３ページの上段の定員管理、人材

育成、人件費の問題も含めて、ここえらが領域がほぼよく似かよった問題でございます

ので、ここえらまでですね、ひとつ閉めまして何か更にご発言をいただけることがあり

ましたら、頂戴をいただくと。まあ５分間位休憩して支所連絡の問題からアウトソーシ

ングの問題そういうところを詰めてまいりたいと思いますが、いかがでございましょう

か。 

 

谷委員:ちょっと前の方に戻ってしまうんですけど、２ページの中の３段目、人件費以外で

削減できるものとしては、普通建設費いわゆる投資的経費と物件費があると思う、云々

のところなんですけど、これ矢野委員さんが発言されとる、前からずっと発言されとる

ことやと思うんですけども、ちょっと私この投資的費っていうのが、矢野委員さんが言

われた、確認なんですけど、矢野委員さんが意図されとったのは、このお金を削ること

だけが、行財政改革じゃないですよと、そのいう必要なところには、使わないかんので

すよ、ほんで使う部分ていうものを、どこへ使うたらええんかを研究してくださいって、

それの意味で投資的経費て言われとったんじゃないんかなというふうに私は思うんです

けど。どうですか矢野さん。 

 

矢野委員:一番最後のページ、その他にあるんですが、いま谷さんおっしゃっていただいた

とおり、私のいろいろ申しておりましたんと、今の最初の方だけ見たら違うんですけど、

これの 3 頄目目ですね、１０年先を見据えて、地場産業の育成、税収の問題等、いろん
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な問題含めて、もっと突っ込んだ深い調査研究してもらいたい。今までは、投資につい

て、その効果を検証してこなかった云々ですね、今後どういう投資をすれば１０年先の

ためになるのか、そういう調査研究の組織をつくって、方針を出してもらいたい、ここ

に行き着く訳なんですが、この委員会でのそれに対する、回答は住民も参加して、職員

あげて総合計画を作りましたんで、その実効をすることでこれはできるというふうな回

答をいただいてますけど、私が言ってたのは、総合計画は総花、福祉から何から全部を

網羅してこの計画を作って、作っとかないと国から補助金、交付金がもらえないから、

作るというような義務的な部分があるし、総花です。谷さんおっしゃったとおりで、単

なる財政の健全化のために、いろんな福祉を切り詰める、出資をどんどん減らすのが目

的じゃなくて、こういう田舎の自治体として、ほんとに今まで投資をしとったもの止め

てでも、何に投資していけば、切り変えていけば、田舎として、自治体として成り立つ

のか、そういうやつを調査研究してもらいたいというのは、はっきり言ってこれは、全

然進んでいませんわね、とういうことで、前に戻りまして２ページですか、ここでは投

資的経費っていうのは、ちらっと言うとる訳で、もっと具体的な問題で、物件費という

のは、ここで言ってます物件費のこれやはり５０億近くの金を使っているわけですけど、

相当無駄をしてるって内実、内容を、あの多分一般住民の人ほとんど分からないと思い

ますが、この中に相当切り詰めていける部分があるという前提で申しております。市の

職員の皆さんは、これ十分理解されていると思いますんでね、これもっと具体的な、実

行段階に詰めてもらいたいなというそういう頄目です。 

 

東委員:すみません、今のとこでひとつ質問いいですか。投資的経費っていうのは、建設費

いわゆるってこの、建設費だけに限らないということですよね。だからここをもしかし

たら、削って普通投資的経費と物件費があるがの方が、適切というかことでしょうか。 

 

矢野委員:ここで、投資的経費と物件費というふうに分けていますけど、最初にもらった財

政計画の中にですね、人件費とそれから物件費等そういう頄目、それと大きく投資的経

費という括りをしておりましたんでね、そういうかたちで出しております。設計費の中

に、いわゆる、建設事業費っていうんですか、道路造ったり橋造ったりこれだけじゃな

くて、いろんな投資、今度ケーブルテレビどんどん拡げていってますわね、これも投資

的経費だと思いますし、いまいよった、人件費でも物件費でも福祉関係でもない、それ

以外に大きく事業を進めていく全てを含んでるということで、これがなおざりにされて

いるというか、思いつきで今までどんどこどんどこ使われて、こっちの力の強い人が、

要望あればそれが実現化されたり、今の厳しい社会の中でそれが果たして、必要なんか

チェックもされずに来られている、投資的経費をどういうふうに調査してつかんでいく

か、これが一番であるしそれ以外に市庁内であれば、物件費が一番チェックが入ってな

い頄目であるですよという、そういう話です。 
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東委員:建設費っていうふうに固定しないでいいっていうことですよね。 

 

谷委員:今まで私自身が言いたかったことは、言葉、投資的経費はおいときまして、いま矢

野さんが言われた 7 ページの１０年先を見据えて云々のところ、これが当初の我々の答

申の中に入っとったんですけども、このチェックとしてこれは出来てませんよねって、

いうところで、今回の答申で引き継いでほしい頄目として、出来てないですよ、これは

やってくださいねって、ていうのを是非入れてほしいと思いますんで、お願い致します。 

 

事務局:投資的経費のですね、とらえ方で、今現在、投資的経費調査研究委員会っていうの

は、つくっております。それは、矢野さんの言われておる、投資的経費とは、違いまし

て、従来の箱物ですとか、道とかですね、一般建設費の調査研究組織はつくっておりま

すけれども、矢野さんのいわれている、トータル的な投資的経費という研究会はまだつ

くられてないということで、そういうようなのが出来てないよという話で、委員会は出

すということでよろしいでしょうか。 

 

下大寺委員:ここの２ページのところで、今のに関連しとんですが、いま物件費が５０億ぐ

らいって矢野委員さんがおっしゃったんですか、物件費っていう費用、いろんな事務的

な費用もここに入るんかなと思うんですが、その職員の方でちょっと以前には、今でも

やっているんかどうか分かりませんが、小グループで、テーマと期間を決めてその製造

のところから始まったことだと思うんですが、QC サークル活動みたいなんで、例えば小

さいことで、コピー用紙を減らすっていうような、何枚減らすってことを具体的な目標

を決めて、今こんだけいっとるけど、３か月の間にこんだけ減らして、それをこんだけ

効果が出ましたっていう発表大会みたいのするんが、ひと頃流行りましたけど、こうい

う事務所の場合でもそういうふうに具体的にその現場におる職員さんが、市長さんに言

うてそのこんな委員会ができて、いっぱい、いっぱい話合ってもう現実に現場におる職

員さんが、実はこういうふうなのがこんだけ目標定めたら、こんだけ効果が出たんです

っていう、庁舎の中でもいいんですけど、発表大会もして、みんなで切磋琢磨、もうや

っぱり競争するように、物件費も下げていくとかしたら、効果が上がるんでないんかな

って思いますけど。予算があるから、結構予算消化で、予算はつこうとかんと、来年減

らされるとか、昔よう予算消化のこういうところにありましたけれど、そういうこう職

員が実際に、行動するっていうのを取り入れてなかったら、取り入れてみてほしいなと

思います。 

 

矢野委員:ちょっとすみません。時間なくなんりょんですけど、今の物件費について、ここ

で言っております、大きなポイントはずれて捉えられていると、いわゆる、この普通の
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会社でも、鉛筆一本から、電気消しましょう、帳簿買う書類を、もう裏を使いましょう

とか、私言っている、そういう物件費でなくて具体的に申します。今まで一番無駄な使

い方をしたいうのが、合併を前に各役場の中にコンピューターがあります。それを全部

統合一本化しないと合併しても使えないなと、これについて約１０億、後の維持管理も

含め、１０億の予算を各６ケ町村の役場が出して、コンピューター統合しました。それ

を普通の入札すれば、１億も２億も減らせる実態があるのにかかわらず、これを一般入

札でなくて、いろんな名目付けながら、もう今まで使ってきた業者に任すっていうよう

な、変な形をとって、１億、２億減らせるものを、そこにいわゆるもう注文だしてしま

ったと、そういう経緯もあります。普通の土木建設であれば、入札やって喧嘩腰で取り

やいする相当ダウンしてます。いわゆる土木や建築の場合はね、ただこういうコンピュ

ーター関係とか焼却炉つくるとかそういう機械、メーカーを引っ張り込む時に、いわゆ

る市役所の中でも、専門家がいないんですねほとんど。だから業者の言いなりになる、

当然競争させれば、１０億のものが８億になる７億になるのは、通常の世界でそれを競

争ようさせもようせんで、コストもどんだけかも実態もつかめないために、８億、９億

で注文を出してしまう。そういうやつが物件費の中に、膨大にあるわけですよ。こうい

うやつを、ちゃんとチェックしていけば、職員の皆さんのそれこそ鉛筆１本どうこうい

うやつね、そんなもんにこだわる必要もないぐらいのお金が出てくるんじゃないか、も

っと頑張ってくださいよ。ということです。 

 

伊丹会長:ありがとうございました。いま矢野委員さんのご発言の内容は、４ページのです

ね、５頄目に業務委託する場合に委託料の見直し、特に、専門的で分かりづらいコンピ

ューター関係の保守料、点検料などについて、非常にルーズな、金額的にルーズに感じ

られるので、そこにメスを入れて下さい。とまあこういうようなものと、相連動すると

思いますので、そういう表現を是非事務局の方で考えていただきたいと、こう思います。

それから、もう時間ありませんが、定員管理、人材育成のところでですね、私さっき、

下大寺さんの発言の中にもありましたように、やっぱり職員の勤務意識を高めるために

もですね、特に業務対忚といいますか、成果の上がった職員を、表彰制度があるんだろ

うと思うんですけど、やっぱり褒めたたえることも大事でないかと思うんです。そうい

う意味で、人材育成に向けての報奨制度をですね職員の、そういったものも是非入れて

ほしいなあと思いがしておりますので、ご検討いただけたら大変ありがたいと思います。

それでは１時間２０分終わりましたので、まだまだご意見があろうと思いますが、３ペ

ージの支所、連絡所以降について、後残り時間集約させていただいて、５分間ほどちょ

っと一息入れさしていただきましょうか。そいじゃあ、あの時計で只今２０分でござい

ますので、２５分まで暫時休憩をさしていただきます。 

 

(5 分間休憩) 
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伊丹会長：会議を再開さして頂いたらと思います。それでは時間がですね１２時までで３

５分ほどでございますが、申し訳ございませんが支所連絡所３ページの最後からその他

のとこまで含めましてですね、各頄目ごとに時間を区切る訳にいきませんので、どの点

からでもひとつご発言を頂けるように、さして頂いてよろしゅうございましょうか。そ

れでは、時間を有効に使わせて頂きまして、よろしくお願いしたいと存じます。 

 

矢野委員：３ページ支所連絡所についての１行目ですね今の３０人、４０人体制であれば

という言葉、これは必要ないと思いますんで消してもらいたいと思います。これだけで

す。 

 

伊丹会長：他３ページ４ページも含めましてですね、４ページ５ページ６ページと、４ペ

ージの第４頄目目でしょうか、業務委託の場合、アウトソーシングの問題ですがこれは

さっき矢野委員さんのご発言でだいぶんこう集約できたように思っておりますが。市の

方としてはやはり本庁方式を目指しておるわけですか。 

 

合田総務部長：本庁方式を目指しております。本庁方式というのは、本庁だけということ

ではなくて、本庁支所方式みたいな形になります、内容的には。総合支所ではなくなり

ますので、本庁で決裁等はしますけど窓口的なものは残るというふうに理解していただ

ければと思います。 

 

伊丹会長：本庁方式一概にこう言いますけど今、合田部長さんのご発言のような方向性で

是非ひとつお願いをしたいと、やはり支所の窓口というのは直接住民の皆さん方との係

わりの深いものは、いろいろの問題もあろうと思いますけれども、ぜひ残していただけ

たらいいんでないかと思っておりますので。何かございませんでしょうか。 

 

高平委員：支所連絡所の二つ目の職員数が減ってスペースが余っているのでって言うので 

利用できる方向という話なんですけど、支所だけではなく今から先、特に学校とか公共

施設がたくさん余ってくると言うたら失礼な言い方なんですけど、今現在でも私、西祖

谷なんであれなんですけど教育委員会がね、全部本庁に移行したので、申請書等だけで

もはっきり言うてちょっとごたついてる状態で、すでに休校になっている学校なんかも

ほとんど一年中地元の人がなんかかんかで、使いたいけど手続きがすごく面倒で、もう

借りずに、他の集会所等で用を足したりすることが多いんで、ほんとになんて言うかな

学校がなくってもそこを中心にいろんな活動したいけど、いろんな手続き上とかそう言

うのも含めて面倒なことが多いので使えないんですっていう話も、他の会でちょっと聞

いたりしたんですよ。現実うちも下手をすると来年から小学校が統合っていうか、転校
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というかになって来るんで、今現在でもすごく使いにくい状態になってるのに、管理す

る人がいない所を利用するのは、すごくまた難しくなってくるんだろなと思うんですけ

どね。そういうのも含めてもっとこう簡単にする方法とか、もっと地元の人が使いやす

くする方法とかをちょっと今ある、いろんなのがある状態で考えていただけたらと思う

んですけど。 

 

事務局：旧の校舎ですね使用するのに使用手続きなり申請簡略化してすぐにでも使えるよ

うな体制にしてほしいということだと思うんですけども、教育委員会に聞いてみないと

分からないんですけども、学校を廃校した場合ですね教育委員会から手を離れまして、

普通財産という形で市長部局の方に移ります。そうなりますと今でしたら管財課なり総

合支所の市民課なりが使用許可を出すという形になると思うんですけども、その教育委

員会にまだ籍というかその学校がですね残っていれば教育委員会の方になると、教育委

員会が使用しにくいというのは、させないと言うのは耐震化の問題もあるんかなと思う

んで、その辺も整理してですね、委員さんの意見としてはそういう使いやすい環境を作

ってくれるということで出しますけども、こちらの方としては、教育委員会にそういう

のを確認してですねできるだけ使えるような形で、使いやすい形で環境を整えていきた

いなと思っています。 

 

伊丹会長：高平委員さんのご発言の内容は３ページのですね、一番下の方に検討課題とし

てですね、文言として表現をさしていただいておりますんで、なお使いやすさというか

将来的に配慮してほしいというような文言を是非入れさせていただいて、この頄を閉め

てみたいと思っております。 

 

東委員：ちょっと足していただけたら、もしご賛同頂けたらその学校とかの施設を利用す

るにあたっての公民館とかもそうなんですけども、たとえばこれからそのＮＰＯとか市

民活動をする団体とか、そういう所にもたとえば管理を任せるとか、アウトソーシング

にもかかってくると思うんですけども、そうしたことも検討をして行っていただけたら

と、すべてを市が管理して、市が許可を出すとかいう必要のない部分もおそらくあるん

じゃないんかなと、市民の力を活用する、住民の力を活用するっていう方向性をちょっ

とここの検討課題に入れていただけたらどうかなと思うんですけど。 

 

事務局：出来る限りですね、市の施設ですね、指定管理という方向で進めていきたいと思

っております。指定管理というのは市民のだれでも二人以上の組織であればできると、

ＮＰＯさんとかそれぞれの団体、制限はありませんので二人以上の団体でしたら市長の

許可というか、それがありましたらその方ができるということになりますんで、言われ

たことはそういう形でいいと思いますんで。 
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伊丹会長：私の方からですねアウトソーシングの第２頄ですね、５月、９月、１１月の連

休や年末年始のゴミの収集、このゴミの収集の問題についてね、今ゴミ収集が定型化さ

れとるわけですね。ゴミ収集車が回るところがですね。たとえば日本の国の祝祭日のや

つで月曜日がお休みの所がでてくるわけですね、年間何回か、だからそういう所は必ず

年間何回かもうゴミの山になってですね、大変な後始末に追われる訳で、ああいうよう

な所をですね輪番制というか、ああいう編成ができないものかどうか、そこいらも将来

的な課題として検討して行くべきでないかと、やはりあの月曜日、木曜日がゴミ収集の

日になっとるとすれば、月曜日がお休みの日が必ず年間何回かでてくる訳ですね。２週

間に一回ということになりますんで、そういう面の収集方法の検討も是非文言の中にで

すね、難しい問題だと思うけれども、是非その入れてほしいなとこう思っています。 

 

矢野委員：最後のページですね、下から 2 頄目目、議会について意見をどうこうってあり

ますけど、議会について意見をどういうルートで、どこへ持っていけばいいのかって議

会これ全般じゃなくて、私申しましたのは、来年度スタートします、議会の定員、それ

と議会の歳費そういうものについて、住民として意見を言う場合ということで、この議

会についてっていうやつを、議会の定員及び歳費についてというふうに、なおしてもら

いたいんですが。これは一部訂正です。それとちょっと全般になります、お伺いしたい

んですが。今、国を挙げて 100 年に 1 度の大事件いうことで、地方に対しても、大盤振

る舞い補正予算を含めて、相当の金がおりてきております。三好市でも山口衆議院の力

もあると思いますけど、三好市中心に相当の金がおりてきつつあるというか、来てると

いうか、ということで、私心配してますんが、行財政改革やっております、完全に気の

ゆるみ、もう何億も交付税増えたよ、自由に使える交付金も増えたよ、気のゆるみにな

っておりやせんかなって心配している訳です。また、これ 4、5年したら完全に元の、も

っと厳しい形の、財政の締め付け来るのも当たり前なんですよね。国が大借金しても行

け行けどんどんでやってます、そのぶり返しは絶対あります。ちょうど合併特例債終わ

る、平成 27 年ですか、合併して 10 年後、これからがほんとの、厳しさが来るよと、そ

の時にもう一回、国からの財政支援というのは、今まで以上に厳しくなるのは、目に見

えてる。そこをつかんでね、もう一回合併した時の、その厳しさ、緊張感、合併する前

の、谷さん合併委員会に入ってやられてよく分かると思うんですが、あの当時の緊張感、

希望も含めてね、あれ多分いま現在比較したら半分もないと思う、今は。もう一回、合

併前のあれに戻らないと、それこそ国が何とかしてくれるっていう形で、大変なことの

いわゆる、上塗りになってしまやせんかって思ってます。ということで、より具体的に

申しますと、我々住民代表として来さしてもらってますが、次回で終わりになります。

今後本当の意味の、チェックしていって、計画実行していく、その中心、チェックする

人はどこになるんですか。森室長のところ。総務部長、総務課長のところ。それとも市
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長単独。それちょっとお聞きしたときたいんです。 

 

事務局:今、組織再編も検討しておりまして、行革室は残ると思いますけども、事務局とし

ては、行革推進室が担当すると思います。ただ方針については、行革の本部があります

ので、本部長、市長ですけども、そこで管理なり決定をしていく、それと市民のご意見

等につきましては、この推進委員会、三次といいますか、7月以降ですね、また新たな委

員さんでお願いをするということで、進行管理なり、市民の意見については、推進委員

会にお願いして、その反映をさすのは、行革の本部で今までどおりやっていこうと思っ

ております。 

 

東委員:多分時間がなくなると思うので、後ろの方のことを、先、気になることを申し上げ

させてよろしいですか。1つは全く関係ないんですが。6ページの第三セクターの二つ目

のね、参入しずらいは、つに点々ですよね、そこは、間違いかなと。それと私、気にな

ったのは 7 ページのその他の、一番上の行なんですけども、これには私自身は賛成しづ

らいと、こういう文言は入れてほしくないというふうに私は感じるんですけど。他の委

員さんはいかがでしょうか。真っ向から反対して申し訳ないんですが、私はどこが一番

賛同できないかというと、行政には本来助けてもらうものではないという部分、行政と

いうのは、市民生活を助けるためにあると思うんです。そのために一人では出来ないと

ころを、皆が助けるために税金を払って、力のある人は自分でも出来るんですよね、で

も出来ない、しんどい人も一緒に暮らしていけるような、そういうような町っていうか、

そういう社会を、ということのために、政府とか行政とかいうものがあるんだろうと私

は思うので、本来助けてもらうためにないんだったら、いらんやないのっていう話にな

っちゃうかなと、これは、ちょっと私は賛同できないと思うんです。他の皆さんはどう

でしょうか。 

 

谷委員:私これに似たようなことを言ったかもしれないんですけど、東委員さんおっしゃら

れとること私、賛成なんですけども、多分文言変えて、行政におんぶにだっこではいけ

ないよっていう意味やったと思うんで、そのように文言変えてもらったら、それで東委

員さんいいですよね。それだったら私いいと思います。 

 

東委員:市民が一人一人自覚をもってとかいうのは、全然オッケーなんですよ。だけど自分

のことは自分でしろとかね、本来行政には助けてもらうなとかいうのでは、ちょっと本

来の行政という意味ではないと思います。 

 

高平委員:多分私も、今いわれたことよく分かるんですけど、全く逆のことっていうか、急

になったんですけどね、西祖谷みたいな小さなところは、行政が先頭に立って行事ごと
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を、やってたんで、三好市になってぱっと離されたんですよ。自分らの行事なんじゃき

ん自分らでしてって言われてるんですけど、昔は多分、自分らでいろんな活動してたの

を、行政があるんじゃきん、行政がっていうんで、行政におんぶにだっこでやってたも

のを急に、ぱっと離されたら、ほんとに今切実なのは、敬老会なんですけど、大きな建

物できたんで、西祖谷の人はみんな全部一箇所に集めてしましょうって、今、三好市に

なったら、その準備も出来ないので、じゃあ各地域に戻しますって言われてる状態なん

ですよ。もう完全にそっちに移行しているのに、自分らのことなんじゃきん、自分らで

せえってポーンと放られて、今まで私が嫁に来たときに、やってたことを、いうたら行

政に召集されて、もう全然あれを変えてしまったのに、また戻されても、昔の様には、

戻らないんですよね。全てにおいて、そういうふうにされても、していかなくてはいけ

ないのは、分かるんですけど、初めをどうにか元へ戻せるように、ていうかこういうふ

うにしたらうまくいくんじゃないですかっていうような感じの、仕方というか、出来て

ないのに、自分のことは、自分でしなさいっていう状態になってきているのが、今すご

く大変なことなんで、地域においても、先ほど地域のことを、いろんな職員さんも出て

もらってしてくださっていう話もあったんですけど、そういう人らがこられたら、つい

今まで通りで、こういうことは行政が出来んのとかいうてほんとにおんぶにだっこ、楽

な方法をとろうとしてるんで、ほんとに参加してくれるのはありがたいんですけど、一

市民で参加しているんですよっていう表明とかも必要だろうし、初っ端の立ち上がりを

どうにかしてもらわないというふうに、すでにそこがおんぶにだっこなんですけど、現

状ほんとにポーンと託されると、もうこれでは私たち無理ですねっていうのが、先にた

ってしまって、出来るとこだけやりますかっていうのが、結構多くなってきてるような

気がするんで、出来るだけ、ほんとに敬老会みたいのは、全地域で、お祝いをしてあげ

たいところなんで、ここは出来るけど、ここは出来ないっていうことがないように、多

尐のバックアップ等は、その地域に忚じてお願いはしたいなと思います。 

 

東委員:すいません。どんどん時間がなくなっていくから、まとめていかなと思うんですが。

私としては、一行目はやめてもらって、別な表現としてね、市民の力をもっともっと引

き出す、活かすように、行政はそれを手助けをすると、行政は何が助けることが出来ま

すか、市民はこうしてほしいんですって言うてきた時に、じゃあ行政は何ができますか

って、何がお手伝いできますかっていう形で、主体が市民になって行政はそれを、市民

の力ではできないところを行政が補っていくというような方向性を入れてもらうほうが、

ベターではないかと思うんですが。 

 

合田総務部長:多分この 1 行目の部分は、今やってます、協同のまちづくりっていうんで、

行政と市民が一緒になって、行くべき道を考えながら、お互いに力を出し合っていくっ

ていうところがここのいいたいところと思うんですが。行政にしなさいよっていうんじ
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ゃなくて、協働でやって何を担えるかっていうところの表現だろうと思うんで、そこら

辺の表現の仕方に事務局の方で、考えていくというようなことで。 

 

東委員:尐なくても自己責任とかね、そういう表現は、やめてほしいと思います。ていうの

は、市民活動だけではなくて、実際にしんどい思いをしている人達とかいると思うんで

すね。そういう人に自己責任やらから自分らで、いま苦しいのはあんたの責任よって、

行政はそこまでできんよっていっているような、冷たい感じがするんで、三好市はそう

なってほしくはないなと思います。 

 

矢野委員:先ほどの明確な返答もらってないんで、繰り返します。というは、今後のチェッ

ク、推進の中心、森室長おっしゃったのは、推進の本部があると、そこが中心になるは

ずだと、本部っていうのは、いわゆる臨時の会ですわね、常設しているようだけど、本

来、市長は市長業務、総務部長は、総務部長の本来の業務しながら、あっ今日そういう

会があるなあ、そこで初めて頭が、意識がね、やっと行革に向かうというぐらいのもん

じゃないですか。と思いますんでね、常設で３６５日、こういうことを考えるのが、森

さんのとこの部署やと思います。行革推進室、今は総務部の配下に入っとんですか。そ

したら総務部長を含めた、ということで、これは、是非お願いしたいんですけどね、今

までですと、単なる事務局、さっき森さんちらっと言いましたよね、こういう会がある

よ、本部の会があるよ、それを取り仕切る事務局の役目で、止まっとりませんか。はっ

きり言いますけど、改革推進については、これまで練り上げてきた方針が出てます。今

後は会の事務局必要ないんですよ。どう実行できよんか、どういう結果が出たんか、こ

の部分は全然動いてないな、具体的にはさっき言いました、投資的経費の調査研究それ

について、１０年先睨んで、方針出してくれと、これをやらないかんなっていうことを、

絶えず口にできるのは、森さんの部門なんですよね。それを是非単なる事務局じゃなく

て、これを強烈に推進していく、その中心になってもらいたいと思います。総務部長は、

それを補佐する立場でしかないと思いますんでね、以上お願いです。 

 

事務局:ありがとうございます。表現上、事務局って使わしてもらったんですけども、推進

については、私の部署の方で、各課あるいは、各部長にですね、こうしてください、あ

あしてくださいという形で、指示を出していってますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

 

伊丹会長:時間がだいぶせまってまいりましたが。はいどうぞ。 

 

下大寺委員:第三セクターのことでよろしいか。第三セクターってすごい厳しいところ多い

んですが、整理統合していくことも必要なんですが、民間参入しづらい部門ですが、民
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間も入っていろんな改善策を、市が大株主なので、提案をして、その提案を受け入れて

もらって、会社自体も公費を使わないで資本金もあるわけですから、資本金取り崩して

でも費用とかは、三セクで対忚していって、整理統合っていうだけでなくて、すごい改

革をするのに、今までの人でなくて、民間の人も。実は、ラピスのことに触れますと、

ラピスはいうたら、堕ちるとこまで堕ちたっていうか、入館者がぐうっと減ってきてお

りまして、過去最大ぐらいまで減ってきとんですけども、地元の人がええそんなんで、

そんなに悪いって知らなんだっていう人ばっかりで、ほんなことではいかんのでないん

ていうことで、民間の人が、大株主さんに提案する提案書をつくろうって言うて、今提

案する手前なんですけども、ほんとに 1回の会議が 3時間も 4時間も 5時間もかかって、

こんなしたらどうか、こんなんしたらどうかって、お金のことはまず考えないで、小手

先の改革でなくて、こんなに変えようっていうんで、すごい一生懸命、民間の人が、や

ってる最中なんですけども、地元に出来た立派な施設なんで、整理統合っていうことだ

けでなくて、やっぱり地域の人が寄って、立て直すっていうところに、民間が参入しや

すいように、出来ればいいなと思います。 

 

東委員:もう一ついいですか。一番最後のその他の 7 ページのところで、2 行目の私が出し

た意見かなと思うんですけど、2つ目の 2行目、この事については、こっちの方に興味が

あるとか、これちょっと多分文書にするとすごく冗漫なんで、ここは削ってしまったほ

うが、すとんと読みやすいかなと、すごく言いまわしが、だらけてるので、もうちょっ

と締めた、文書にしてもらったほうがいいと思います。 

 

伊丹会長:他にございませんでしょうか。はいどうぞ。 

 

谷委員:前半の部分なんですけど、ちょっと後帰りして申し訳ないです。特にこれっていう

んじゃなくて、前半の部分で、職員さんの意識っていう部分の話が色々出とったと思う

んですけども、下大寺委員さんから、経費の削減の時の、QC 活動っていう言葉で出てま

したし、伊丹会長からは、報奨金の制度っていうのが出てまして、一般の企業としては、

当然やっとることやと思います。で前回のこの提案書の中に提案制度っていうことも盛

り込ましていました。これ私が提案した訳じゃなくて、誰か委員さんが言われたことな

んですけども、それを受けて私が提言させてもらったのが、民間企業でもそうですけれ

ども、提案制度なんていうの、ノルマとか報奨のほうでもいいんですけども、アメかム

チがなかったら、絶対に名ばかりのものになりますよっていうことを言わしていただき

ました。前々会の報告を受けたときに、提案が数件だったんですかね、ほぼない状態だ

ったんで、もしその辺、意識改革をやるんだったら、文言はあれなんですけども、何か

そういった報奨でもいいですし、ノルマでもいいんですけども、その辺がないと改革は

進まないと思ってますんで、その辺を盛り込んでいただけたらと、もう一回改めて思い
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ます。 

 

東委員:この前、プロフェッショナルっていうテレビを見てて、その中で、役場からね国の

ほうに引き抜かれたという方がいらしたって、そういう方をまた今度は地方が講師とい

うかね、先生として呼んで、職員の意識改革にあたるっていうようなことをされていた

ので、ああいうのも来ていただけるんだったら、来ていただいて、どんどん活用して、

意識改革にいかしていったら、いいんではないでしょうかね。上勝町の方とかね、いろ

いろ、ほんとに役場にいらっしゃる方ってすごく力ある方って絶対いっぱいいらっしゃ

ると思うんですよ。三好市の中でも。中々、出し渋っているというか、あんまり抑えら

れているのかもしれないし、分からないんですけど、皆さんが持っていらっしゃる力を

活用できるような、仕組みを市としてつくっていかんと、中々地域って活性していかな

い、三好市をリードするのは、勿論一般市民だけども、その一般の中の職員さんも、一

般市民で力もっているっていうことを是非職員の皆様の力をもっともっと活かしてほし

いなっていうふうに思います。  

 

下大寺委員:1 ページの先に言ったらよかったんですが、公共工事に依存している市民が多

いので、これ以上公共事業が減ると、地元で生活が出来なくなるので、何かよい方法は

ないかって、この表現て、あの行革の委員さんがね、ないですかって言うて、市長さん

に言うのもなんか、変なことなので、表現をちょっと変えていただいて、検討していた

だきたいと、転業とかね、そういう指導するとかそういうふうな表現に変えてほしいな

と思います。 

 

 

伊丹会長:ありがとうございました。まさにそのとおりでございまして。他に時間がもうま

いりましたが。なければですね、私ひとつ 6ページでですね、病院事業について、4頄目

ございますが、将来的にはですね、半田病院と三野病院と三好病院が耐震化の問題もあ

ってですね、立地場所を変えなければならん状況にある訳です。是非、最後の頄目で、

市内に立地できるように、頑張ってほしいというのは、この委員会としての希望として

入っておるわけですが、これはそれでええと思うんですが、もうひとつですね、広域連

合で救急車がですね、三次救急病院として、いま三好病院へ第一事的に搬送しているわ

けですね。医療圏域の拡大に向けて、行政のほうで更に検討をしてほしいと、是非入れ

てほしい。というのはですね、四国中央病院であるとか三豊病院であるとか、あるいは

善通寺の国立病院であるとか、三次救急病院ていうのは、この周辺には沢山あるわけで

あって、やはりその病状、病身にあったところで対忚できるような、広域連合としての

救急搬送の医療圏域の拡大ですね、これも是非検討してほしいと思うんです。今のとこ

ろであったら、三次救急病院として、三好病院へ第一時的に行く訳で、更に高度な診療
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治療がいる場合には、徳大とか日赤とか県中とか、そういうところへ搬送されるわけで

すけれども、そういう面で、是非ひとつお願いしたいと、それから県の防災ヘリを使っ

てドクターヘリを運行しとんですが、これは、日赤以外は使わせないんですけども、三

好地域の中ですでに二回出動しております。そういう面ですね、そういう手続きとか、

県の防災ヘリをドクターヘリを要請する場合の手続きとかですね、そういものも市民に、

知っていただくことが必要でないかと、いざどこにどなにして手続きをしていいのか分

からんようではですね、具合が悪い訳で、例えば AED の設置状況のマップにしても、同

じものであって、いざという時にですね、どこに何があるのやら、さっぱり分からんで

は、具合が悪い訳で、やっぱり是非 4 番目にですね、広域連合の救急搬送の場合に圏域

拡大に向けて検討してほしいと、これは、香川県、愛媛県の防災関係等との協議もいる

と思いますけども、今のところは三好病院の以外は、第一搬送はしない訳で、特にかか

りつけ医の紹介で、要請した場合には、徳大とか県中とか日赤のほうに搬送しますけど

も、一時的には、三好病院以外には搬送しませんので、そういう面も、是非ひとつ、山

城の方の人だったら、川之江の方へ走ったほうが速いわけで、そういうこともひとつ、

将来的にですね、課題として検討してほしいとお願いしておきたいと思います。12 時が

ちょっと回りましたけれども何かございましょうか。行政の方で、特にございませんか。

まだまだ、ご意見があろうと思いますが、本日限られた時間でございますけれども、貴

重なご意見、ご提言をいただきましたことを事務当局の方で十分、吟味をしていただい

て、次の第 11回、最終になろうと思いますが、答申案作成に向けての、協議の場に臨み

たいと思っております。いろいろとまた、素案ができましたら、皆様方のところにお送

りできるかと思っておりますので、ご検討いただきましてですね、十分、ご指導、ご助

言をいただけたらと思っております。それでは、次の会合は、また事務局の方にお願い

をしまして、何月になるか分かりませんけれども、出来るだけ早い機会に打ち上げをし

たと思っておりますので、その節はどうぞよろしくお願い申し上げたいと存じます。本

日は、冒頭申し上げましたように、大変しのぎやすい時期に、大変ご多用の中をお繰り

合わせをいただきまして、ご出席をいただきまして厚くお礼申し上げたいと存じます。

ほんとに時間がたらないぐらい、緊張した中で、貴重なご意見、ご提言賜りましたこと

を、十分事務局の方で、咀嚼、吟味をしながら成案をつくりあげてみたいと思っており

ますので、今後ともご指導、ご助言を賜わりますようにお願い申し上げたいと存じます。

それでは、本日の会議をこれで終わりたいと思います。本日はありがとうございました。 
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