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平成２１年度 第１１回行財政改革推進委員会 会議録 

日 時 平成２１年７月２日(木) 午後１時００分～午後３時２０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、上野 誠、川西 昭一、高平 和代、谷 敏司、矢野 博正 

（５０音項、敬称略） 

    市 

俵市長、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 下大寺 歌子、森本 諭、山本 佳代子 （敬称略） 

 

事務局：みなさん、こんにちは。定刻が参りましたので只今から、第 11回行財政改革推進

委員会を始めてまいりたいと思います。水不足も心配されておりましたけれども、よう

やく梅雤らしい天候ということで尐し緩和されるのかと思っております。また、これか

らまだまだ蒸し暑い日が続くと思いますけれどもお体には十分気をつけていただきたい

と思います。本日は、森本委員さん、それから下大寺委員さん、山本委員さんが欠席の

連絡をいただきまして、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。現委員さんの任期がですね、この７月の５日までということになりますので、

おそらく本日が最後の委員会になろうかと思っております。前回、行財政改革推進委員

会、この会の皆様方のご提言、ご意見を取りまとめました、提言・意見要約集をご確認

いただきまして、ご意見を頂戴いたしました。今回は前回のご意見を踏まえながら先日

資料として配布しております、答申書(案)を提示させていただきまして、それで案内文

でもお願いしておりますように、本日、答申書(案)の成案をお願いしたいと思っており

ます。なお、皆様方のご意見をまとめていただく、あるいは、答申書を作成していただ

くことですので、市側の出席者については、前回と同様合田総務部長、それから南総務

課長、それと事務局の行革推進室のみの出席とさせていただいております。また、本日

は皆様方のご熱心なご討議、ご審議のお礼を申し上げべく俵市長が出席しておりますの

で、後ほど、ご挨拶をいたします。れでは、只今から第１１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: 改めましてこんにちは。本日が、今お話ございましたように、私どもの第二次

行革の最後の集いだと思っておりますが、どうぞ最後までよろしくお願い申し上げたい

と存じます。本日は大変お忙しい中、私どもの会議にご丁重なご挨拶を頂戴できるとい

うことで、市長さんのご臨席を賜っておりますこと、厚くお礼申し上げたいと存じます。

ありがとうございます。すでに、前もって答申書(案)なるものをお送りをあげさしても

らいましたけれども、平成 18年に作成されました、大綱また集中改革プランに基づきま 

して、市長さんの方から諮問を受けまして、今日まで 11 回の集まりをいただきまして、



2 

 

皆様方から貴重な、ご意見やご提言を行政全般にわたりまして、頂戴をしてまいりまし

た。いよいよ終盤になってまいりまして、本日第二次行革としての、市長さんへの答申

書(案)なるものを、成文化するものを最終的にまとめあげてまいりたいと、思っておる

ところでございます。ご案内のように、私どもとしては、多岐にわたる市行政の全般に

亘りまして皆様方から貴重なご意見、ご提言を市民の目線の中から、頂戴をしてまいり

ました。その皆様方のご意見、ご提言が、答申書(案)の中に盛り込まれているだろうと

おりますけれども、なおご精読をいただきましたうえで、本日ご意見、ご提言をいただ

ければ、大変ありがたいと思っているところでございます。本日、市ご当局の方も３時

半過ぎから次の会議も入っているようでございますので、1時に開会させていただきまし

た。途中、休憩を入れたいと思っておりますが、３時半ごろには終盤を迎えたいと思い

ますので、最後までご協力を賜りまして、三好市の将来に向けての、すばらしい答申書

(案)なるものが成文化されるようご協力いただきますようお願いを申し上げまして開会

のご挨拶に代えたいと思います。どうぞ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。それでは続きまして、俵市長よりご挨拶を申し上げ

ます。 

 

俵市長：失礼をいたします。この度は、三好市行財政改革推進委員として、皆様方におか

れましては、積極的に市政推進、そして新しい三好市作りに精魂を込めてお取り組みを

いただいてますことを心から厚くお礼を申し上げる次第でございます。約２年前に発足

をいたしました、当推進委員会でございますが、それより前には、行財政改革大綱を策

定をしていただいたり、集中改革プランを策定するなど、様々な計画の事業に精力的に

お取り組みをいただきまして、そしてこの約２年間のあいだに、またそれらの進行管理

といいましょうか、推進をするためにお取り組みをいただた訳でございまして、伊丹会

長様のからお話ございましたように、１０回に亘りまして精力的にお取り組みをくださ

いましたことを、心から感謝を申し上げる次第でございます。皆様のこの様な姿勢が、

我が三好市の推進に大きな指針となり、またその原動力になっております。一つは、昨

年、市民協動基本方針という新しい市民と各行政団体との取り組み方のまちづくりの方

針を策定をしていだきまして、本年はいよいよそれに基づきます、自治基本条例に向け

て現在取り組んでいるところでございます。可能な限り２年間ほどの時間をかけて市民

の皆さんで自ら約束事をつくりあげてみたいとこのように考えているところでございま

す。さて、行財政改革の集中改革プランを推進をしていただく中で私たち行政の方も真

剣にこれらの問題には、取り組んでまいりまして、また後ほど、ご協議をいただくと思

いますが、それそれの分野にわたりまして、委員会や部会を設けまして推進をしてまい

ったところでございます。概ね 8 割強の計画通りの推進をみておりますが、いくらかそ

の目標を達成できない、推進途上のものもあるわけでございますが、これも引き続いて
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推進をしていくことといたしているとこでございます。また金額的に申し上げましても、

8億円余の削減が実現することができました。大きく市の財政に貢献をしていただいてお

るところでございます。これら、今後継続して進めていかなければなりませんので、本

日、答申(案)をご検討していただいた後、また新たな推進委員会を策定をすることにい

たしまして、この夏には、再発足をさせていただきたいとこのように考えておるところ

でございます。皆様におかれましては、それそれ知見にもとづいてのご提言やご意見を

いただいたところでございますが、今後とも格段のご指導とご協力をお願いを申し上げ

たいと思っております。どうかよろしくお願いをいたします。いずれにしましても厳し

い財政状況でございますが、ご案内のとおり国も昨年と本年にわたりまして精力的に地

方の経済でありますとか、雇用の問題でありますとか、行政を取り巻く環境に強力に支

援策を講じていただいておるところであります。予後しますとありすぎると、贅沢すぎ

るというような感もされる訳でございますが、私どもの地域にとりましては、これらの

施策も積極的に、活用することによって、厳しい取り巻く環境に、対応してまいりたい

と、このように考えているとこでもあります。どうか皆様におかれましては、各般にわ

たりまして、ご指導ご鞭撻を賜りますように心からお願いを申し上げまして、意を尽く

しておりませんが、お礼とお願いのご挨拶とさしていただきたいと思います。どうもあ

りがとうございます。 

 

事務局: ありがとうございました。それでは、議事に入ってまいりたいと思いますけども、

市長は、この後、公務がございますので、途中退席することになりますがよろしくお願

いいたします。会議の議長ですが、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。それでは会長よろしくお願いします。 

 

伊丹会長:それでは、例によりまして私の方で始めさせていただいたらと思いますが、毎回

お願いをしておりますけれども、会議録を作成する関係上ひとつマイクを通じましての

ご発言をお願いしたいと存じます。なお本日の会議でございますけれども欠席の委員さ

んもございますけれども７名のご出席をいただいておりますので、三好市行財政改革推

進委員会要綱第６条第２頄により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。それでは、会議を始める前に議事録署名お願いする方を、私の方でご

指名をさせていただいてよろしゅうございましょうか。 

 

委 員：（異議なし） 

 

伊丹会長：それでは本日の会議の議事録署名者として、上野委員さんと谷委員さんにお願

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、先般

お送りを申し上げました答申書案についてを議題として、事務局から御説明を頂いて、
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それから皆様方からいろいろと御意見を頂戴できたらとこう思っております。それでは、

よろしくお願いします。 

 

事務局：事務局説明。 

 

伊丹会長：ありがとうございました。ただいま事務局の方から答申書案の中身につきまし

て、御精読頂いておると思いますけれども、概要またそれぞれの頄目の中で表現あるい

はみなさん方から頂戴しました御意見の内容に沿っているのかどうか、また、追加した

い御意見などを出して頂いてですね、その後、全頄目全般について御審議を頂くと言う

ことで各頄目ごとにページを追いまして、進めていきたいと思うんですが如何でござい

ましょうか、それでよろしいでしょうか。どうぞ。 

 

谷委員：内容に入る前なんですけれども、ちょっと言回し的な所で気になる部分が多々あ

ったんですけれども、その辺はもう一回見直していただけるか、どんなですかね。みな

さん気になる所があるようだったら言ったほうがいいんか、それとももうそれはいいん

か、どうでしょう。 

 

伊丹会長：答申書素案で御座いますので、充分加除、訂正ができると思っておりますので、

本日が最終の委員会で御座いますので、中身の濃いですね、将来、市の行財政改革の推

進にあたって、お役に立てるような、またそれを取り上げて頂けるような中身の濃いも

のにして行きたいと思っております。充分御遠慮なしにですね、ご発言 

 を頂けたらありがたいと思っております。 

 

谷委員：言った方がいいですかね。脱字とそんな話なんですけども、今、もうそれはいい

ですよと、この会は中身にしましょうと言うんだったら、それはもうお任せしたらいい

し、どっちがいいですか。 

 

伊丹会長：それはもうすべて全部にわたりまして、全領域にわたって、ご発言を頂いてで 

すね加除、訂正をする委員会の責任がありますので、答申ですからね、お願いできたら 

と。 

 

谷委員：そしたら内容の前に、言回し的に私が気になる所、ちょっと挙げさしてもらいま

すんで、３ページの半ばの地域を活性化すると言う所で、ずっと読んでいきますと必要

があり、またずっと読んでいくと、またありで、ありありが重なっとんで。それから４

ページの歳出の面ではと言う所、ずっと読んでいくと最後の所で、思われるので検討す

る必要があると思われる、思われる思われるが重なっとるのが。それから今度５番の第
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３セクター及び病院事業についての所の第３セクター云々で、その２行目業務であるが 

 若者定住なんとかかんとかであるが、が、が、がが続くと言うのが気になります。それ

からその下、また現行の第３救急病院としても一般搬送しているが、なんとかかんとか

で搬送されるが、なんとかかんとかで、がと言うのが重なってますんで。最後、近年ヘ

リコプター云々かんぬん運行されるがで、またそれが、ができてますんで。それから次

５ページの行財政改革の方向性の真中の頃の段落、行財政改革進めて行く上で経費を節

減云々かんぬんで、ので、のでが重なってますんで。このページの下から 4行目の後ろ

の方意見を、をが抜けとると思います。５ページの下から４行目です。一番最後、意見

をです。それと最後のページ６ページの付記の前の所、議会のこう言う問題について意

見を出せる場、制度の創設して頂きたいと言うのがちょっと何か、制度を、でいいんか

そこがわからんのですけど、その辺お願いします。それから、付記の所の２行目で、社

会活動をするのではなく、をが、ぬけていると思います。言回しで気になった所は以上

です。 

 

伊丹会長：ありがとうございました。他の委員の皆さま方もそう言うような所、お気づき 

 の所があっただろうと、私も読まして頂きましてですね、ぼつぼつ見当たっておったん

ですが、ありがとうございました。成文化する上におきまして、そこいらは充分訂正を

さして頂いたらと思っております。それでは、各頄目ごとにですねはじめにの１ページ

からでございますけれど、ページを追いましてご意見ご提言を頂くような形で進めさし

て頂いてよろしゅうございましょうか。それでは、１ページでございますけども、これ

は冒頭の委員会としての総括的な意見を述べる前段の文章でございます。これはちょっ

と置いておきまして、２ページの民間委託いわゆるアウトソーシングを含めましてです

ね、その問題からみなさん方から沢山ご意見を頂いておった分けですが、みなさん方の

ご意見ご提言が、網羅されているのかどうかご確認を頂いて、なお追加、挿入しなけれ

ばならない所がありましたらご発言を頂けたらと思うんですが。 

 

東委員：すいません。内容と言うんではないんですけども、その１の民間委託等の推進の

まんなか辺、学校給食業務は小中学校の統廃合が進むについてって言う表現なんです。

これは進むにつれてですね。1つお尋ねしたいんです。この答申て言うのは一番最後み 

たら市長宛てに私たち委員が提出すると言う形になってるんですけども、実際には公開

と言うか、市民全員に公開されるものなんでしょうか。 

 

事務局：前回もお話ししたと思うんですけども、市長に出します。それと答申書という形

でホームぺージ上で公開はさして頂きます。ですんで閲覧希望と言う形で来られたら閲

覧して頂くと言う形にはなります。 
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東委員：ありがとうございます。 

 

伊丹会長：民間委託、アウトソーシング含めましてですね何か御意見ございませんですか。 

 はいどうぞ。 

 

谷委員：この一番最後の段落なんですけど、また小学校の統廃合に関しては云々かんぬん

の所が民間委託の推進て言うのとは、ちょっと内容が違うんじゃないんかなと思います。 

 後ろの事務事業についての所も関連するんですけれども、現役場の庁舎を有効活用する

って言う部分も、この事務事業についてとはちがう部分で提案が入っとんで、この二つ

の頄目は、別の頄目を設けて提案としてはこうしたらどうですかって言うふうに持って

行ったらどうでしょうかね。と私は思ったんですけど、みなさんのご意見を頂けたらと

思います。 

 

事務局：これ、まとめる時にここへさしてもらったのは、指定管理と言う形でそれで活用

した方が一番やり易いのかなと思いまして、ここへ入れさして頂いたと。施設の分でし

たらちょっとまた、別に頄目作ってやらんと先ほどの庁舎の問題もですね、別に頄目を

新たに設けて出したらそこでなるんですけど、今のこの尐ない６頄目の中、あるいは６

のけて 5頄目の中で言いますと、指定管理と言う形で、ここへさして頂いたと言うこと

にしております。別に頄目作ってと言う話でしたら、また別に作ってと。 

 

伊丹会長：別に頄目を立ち上げてですね、特色として強調するような文言を入れた方が、

返って私もいいのでないかと言う思いがしますので、別に頄目を増やすということが、 

 別に罪悪感もございませんので、受ける側もですねよく御理解を頂けるんじゃないかと、 

 こう思いますんで、どうでしょうか。それでは、そういうような方向でですね頄目を立

ち上げさして頂いて、今ご指摘のありました二点につきましてはですね、そう言う方向

にまとめさして頂いたらと思っております。他のアウトソーシング１の頄目につきまし

て、みなさま方のご提言、ご意見が集約されておられましょうか。もし追加、挿入しな

ければならないことがありましたら、ご発言を頂けたらと思いますが。それではもう時

間も何しますので、一応１の頄目の民間委託等の推進と言う所は、一応ピリオドを打た

して頂きまして、２の頄目事務事業についてを取り上げさして頂いて、御意見を頂戴し

たいと存じます。私が本庁方式を市当局の方で基本的に、こう考えられておると思いま

すので、やはり本庁方式の図式と言いましょうかね、一つの建物、箱ものの中に全部の

担当部署を集約する方向で行くのかどうか、現在のような分庁方式で前の高速道路の事

務所の跡地のように分庁舎がございますけども、そう言う方向で箱物を利用しながら                  

行くのか、そこえらについても基本的な将来的な本庁方式を進めるにあたっての、市の 

基本的な考え方、構想というものが、文言として出てきておく方がいいのでないかと。 
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 具体的にどうゆうふうにするという財政の問題もございますので、難しい問題もあろう

と思いますけれども、それは別頄目として立ち上げることになっておりますので、そこ

えらのご検討頂けたらと思っておるんですがね。 

 

谷委員：この本庁方式で進める上で今会長言われとった、分庁舎で進めるんか、本庁舎に

まとめるんかって言う部分で、この検討する必要があるって言うのはもう大賛成で、検

討はせないかんと思います。先程、森室長が言われとった中に新庁舎の建築も含めてっ

て言われてましたんで、私としては、住民のみなさんが不便だから、一つ新庁舎ごっつ

いの建てますよって言うのは、財政的にたぶん無理やと思うんですけれども、それは置

いといて市民のみなさんから理解は得られんのじゃないかと、私自身は思ってます。 

 検討は必要かもしれませんけれども、この会として答申書を出すにあたって、新庁舎建

設も含めて検討せえと言う答申は、私は反対です。だからその検討はせないかんけれど

も、無理に新庁舎を建てることも検討するんじゃなくて、有効活用するとかですね、そ

の辺の検討は必要という意味やったら話は分かるんですけれども、私の意見としてはそ

うです。 

 

伊丹会長：まさにその通りだと思います。現在の財政の中でですね、新しい庁舎を新築構

想することは、とても無理だと思っておりますので、ただ市民のみなさん方の利便性と

かですね、そういうようなもので、あるいは市役所の職員のみなさん方の心を通わせる

ような一つの場としてですね、そういうような本庁方式をとると言うことは、大変結構

なことなんですけど、建物を新しく増改築と言うことにつきましては、財政的にですね

これは至難の業でないかと思っておりますので、そこらの表現をどのような本庁方式を

進めるにあたってするのか、そこえらご検討頂けたらと。２の頄目の事務事業につきま

してのご意見はございませんでしょうか。それでは、次のですね３ページの定員管理、

人材育成及び人件費についてを議題として、ご意見、はいどうぞ。 

 

矢野委員：２ページにかえりまして、申し訳ありません。２ページ事務事業についての上

から２段目についてですね、行政の窓口として２行目の後半です。最低限の市民サービ

スは維持できるよう何らかの形で残す必要がある。いろいろ話これについては出とりま

すけど、総合支所、支所をどう言う形で残して行くかについての話で、最低限の市民サ

ービスを維持できる為だけに残すんであれば、非常にさびしい発想だなと思うんですが、 

 いろんな意見もそれに下に出てます、郵便局とか農協とか、これに公民館のいろんな地

区にあるのもそれと合流しながらとか、いろんな意見が出てます。最低限のものを残す

んじゃなくて、改めて今までとちがう新しい発想で、その地域が小さくても地域なりの

活動が出来るような、そう言う支所を残してもらいたいと言う主旨だったと思います。 

 言葉の上では、最低限の市民サービスを残すというのは、ちょっと変えてもらいたいと
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思います。 

 

伊丹会長：最低限と言う表現でなくて、その地域住民のみなさん方の利便性を欠かすこと

の無いような支所の在り方と言うことでしょうか。 

 

矢野委員：具体的にこの文章を、こういうふうに訂正したらどうですかと言うのを提言い

たします。１行目結構です。１行目の最後総合支所の在り方として、地域住民と協議を

行いここまではいいと思います。それから１段とびまして、地元の郵便局、農協それか

ら公民館等々行政が、協議し地域と連携した方法を執ることによって、それで元に戻り

ます。行政の窓口と言うのは必要ないと思いますので、いままでとちがう新しい捉え方

で、地域が維持できるよう、なんらかの形で残す必要があると、そう言う意味合いで、 

 ご理解頂けましたでしょうか。あの、会長おっしゃったのでいかにも抽象的になります

んで、今の項番入れ替えるだけで、より具体的になろうかと思います。全部読んでみま

しょうか。総合支所の在り方として、地域住民と協議を行い、下へとびます。その地域

の郵便局、農協等々行政が協議し、地域と連帯した方法を執ることによって、今までと

違う新しい考え方、後の続き方がちょっと解りにくいんですが、新しい考え方で総合支

所が維持できるよう、一番のポイントは、最低限の市民サービスを残すんじゃなくて、

今と違う捉え方で、地域にそれぞれ田舎でも密着してる郵便局、農協、公民館、それか

らいろんな連携できる組織があると思います。山間部の地域が地域なりの捉え方で、そ

れと連携しながら、その地域の総合支所を運営して行く、総合支所の運営の仕方を変え

て下さいよと言う発想です。 

 

東委員：わたしも矢野委員のご意見にすごく大賛成なんです。最後こんなふうにじゃあ変

えたらどうでしょう。新しい考え方で、地域住民と協議を行い、その地域の地元の郵便

局や農協や公民館などと行政が協議し、地域と連携して今までとは違う新しい考え方の

形を作って行く必要があるとか言うふうに、作って行く必要があるって言うほうが、よ

りどうでしょう。今の所、新しい考え方に基づいて、新しい形を作って行くって言うふ

うに言った方が、いいんじゃないでしょうか。その方がいいんじゃないでしょうか。 

 

事務局：今、東さんが言われたように、それじゃあ、新しい考え方で、新しい形の何らか

のものを作ってほしいと言う話でよろしいですね。役所言葉ですいませんけど、総合支

所となると、ちょっとややこしくなるんですね。ですんで、名称は別にしていろいろな

活動なり、そういう拠点が出来るような、新しい形の何らかのものを、作ってほしいと

言う形でよろしいでしょうかね。総合支所という形で言いますと、ちょっとこっちがこ

う頭が固いもんですから、ちょっと違う形になりますんで、今言われたように、何らか

の形で地域が生き残れると言うか、地域の活動として利用できるような施設と言うか、
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体制と言うか、制度と言うか、そういうのを作ると言う形で、よろしいでしょうかね。 

 言葉にすれば、新しい考え方で、新しい形、総合支所と言う名前は別に入れなくて、新

しい形のものを作って下さいと言う話でよろしいでしょうか。一つの名前なり、その体

制の名前を入れないでよろしいでしょうか。入れるとまた固定されるような気がするん

で。 

 

谷委員：この文言の、総合支所の在り方としてって言うのは、残る分けですね。この文章

としては。 

 

事務局：最初の総合所の在り方としては、こう言うんじゃけども、最後に新しい形、何ら

かの方法を模索、検討してほしいと言うこととして。 

 

伊丹会長：補填を頂きましたことについて、事務局の方で十分検討、精査さして頂いて 

 ご意見に沿うような文言に作り替えてみたいと思っております。それでは、３ページに

入りまして、定員管理、人材育成及び人件費を議題として、ご意見を頂戴できたらと思

っております。 

 

東委員：中ほど何段目か、内容じゃないんですけど、文章がすごく長くなっているので、

ちょっとまるを入れたらどうかなと思うところが、歳出の面ではから始まって、投資的

経費と物件費とがあると考えられ、られる。にしちゃって一旦止めたほうが、永延と続

いていくので、特にの後にね、事務局さんが説明してくださった時は、ちゃんと物件費

の中にと言う言葉を入れられたんで、ここは、特に物件費の中にある業務委託のと言う、

矢野さんが、そう言うふうに説明してくださった思うんですけど、これが入っていた方

が、より分かり易いかなと思います。 

 

事務局：先ほど谷さんからも言われた、思われるのでって、ダブっていると言う形で、 

今の段の２行目ですね、委託を見直す余地があるので、検討する必要があると思われる

と言うふうに、前の思われると言うのを削除と言いますか、余地があるので検討する必

要がある。思われると言うのは除けましょうか、両方とも。 

 

東委員：すいません、もう一つ４ページの一番上の所、財産管理をしっかりする必要があ

るの所、財産管理とその情報の開示と言うのもどうでしょう。私、あんまりこう言うと

こ、詳しくないのであれなんですけど、詳しい人はしっかりご覧になって、意見を出し

て下さるんじゃないかと思います。 

 

事務局：財産管理についての情報開示と言うことですか。法律上特に問題ないんで、情報
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開示と言う言葉も入れて、管理と情報開示ですね。 

 

伊丹会長：平成２５年までに、地域医療支援病院の認定を受けるように、今頑張っている

訳ですね。だからそう言うような所に、一時救急として入って、リハビリに向かわなけ

ればならない方々については、三野病院に、こないだ、市長とも話をしたんですが、や

はり三野病院にリハビリの専門の病床と言うか、療養施設を整備してですね、その三好

病院から逆紹介をして、三野病院でリハビリに専念すると言うような、特異性を持った

病院経営に向かうようにしたらどうでしょうかと、私は話をしたんですが、市長もそう

言うような方向で、頑張ってみたいと言うようなことでございました。やはりあの 

 三野病院が独立した形で市立病院として、存続するのは、もう到底不可能だと思ってお

りますので、そう言う面で一つここの表現をですね、入れてほしいと。 

 

上野委員：じゃあもう、ここの文章をもうちょっとしっかりしたものにですね、基礎と言

うかとか、と言うかと言うのはですね、話し言葉になってしまってますので、基礎と体

制づくりをして行く必要があると言うか、確立できるできるような体制作りをしておく

必要があると、言いきったほうがいいんじゃないですか。思われるとか言うんじゃなく

て、と言うかって言うのは除けた方がいいかなと思います。 

 

事務局：今の分で、その市内と言う所を、特別に旧池田町と入れるか、それとも市内で。 

  

矢野委員：おっしゃったのは、立地場所ですよね、もし統合したりした場合の、これ東西

祖谷、山城の地域性も勘案して、市内にて言うのを市内西部にと言う入れ方は、どんな

んですか。言うてしもたら、池田町になりますわね。東部に持って行ったんでは、三野

病院あり、半田病院も近くにありと言うことで、やはり三好市としたら東西祖谷、山城

と言う医療施設の尐ない所を抱えてます。それも勘案して出来るだけ市内の西部にイコ

ール池田町にと言う。 

 

伊丹会長：県の構想はですね、３病院を全部一旦、白紙に返す訳ですね。そして新しく耐

震化を整備した病院を、３公立病院を統合したものを、新築構想を今、たてよる訳です。

いつになるか判りませんけれども、だから将来的には半田病院とか、三野病院、三好病

院も無くなって、新しい構想の中で徳島県立何々病院と言うのが出来る訳なんです。 

 

矢野委員：今おっしゃんりょったのは、三野病院、半田病院も含めて、三好病院と合併し

て一つになってしまう。それを前提としての話ですか。 

 

伊丹会長：そうなんです。 
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矢野委員：問題が大きすぎて理解しかねるんですけど。池田町にと言うのは、ちょっとど

ぎつ過ぎるし、旧三好郡全体もそうですけど、東西祖谷いわゆる山間地の特殊性も勘案

して、県東部じゃなくて、県西部にして下さいよと言う捉え方でいいと思うんですが、

それとここで確立と言う言葉を使っていますけど、立地場所としてのあれだったら確立

と言うのは、ちょっとおかしいかなと思うんですけど。 

 

伊丹会長：選定か設置か、そこちょっと文言を変えさして頂いて、いずれにしても池田と

言う固有名詞は出すところは、ちょっと難しいかと思いますが、いずれにしましてもそ

う言うような気持ちで、将来的な構えをして置かないと池田警察署の建て替えの問題も

そうだったんです。ちょうど私が助役の時だったんですが、三加茂へ誘致がされよった

んですね。池田の場合に、立地条件がありませんものですから、大変苦労したんですが、

金山所長の時でありました。池南の方々の所有地でありまして、非常に苦労して警察署

があるんと無いんと、交付税の交付額がまったくちがいますので、池田へ存続させて頂

いたんですが、あれも非常に難しい問題があった訳で、結局東部の方は土地があるもん

ですから、そう言う面でですね、容易く誘致される可能性がある訳です。やはり地域住

民のみなさん方の利便性とか、そう言うことを考えてみると、やはり交通の利便のよい

ところにと言うようなことを、考えておく必要があるんじゃないかと。こう思います。 

 早晩もそう言うことが具体的に出てきますからね。この文言確立と言う所だけなおして

いただいたら。 

 

事務局：山間地、交通の利便性を考えてと言う話で入れるかですね。東部、西部入れない

で、市内の交通の利便性等を考えて、市内に選定して頂きたい。そう言う検討をしても

らうと。 

 

伊丹会長：そう言う文言でよろしいでしょうね。 

東委員：文言だけの問題なんですけど、ここのとこだけちょっと、そう言う場合も想定し

てその場合にはと長いので、再編する可能性があるで一旦止めて、そう言う場合も想定

して立地場所はでも、すっきりと良いんではないでしょうか。可能性かありで続けてい

かないでね。 

 

伊丹会長：それでは、第５頄目、第３セクター及び病院事業については、それぐらいでよ

ろしゅうございましょうか。それでは最後に成りましょうか。頄目として６番目行財政

改革の方向性について、５ページでございますが、お願いしたいと存じます。 

 

矢野委員：５ページの一番下の段から６ページにかけて、ちょっと読んでみますね。 
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 さらにこれは、行政に対してではないがと言うことで、市会議員の報酬や定数について、

昨年議会で議決されたが、これ後点々と飛んで、一番最後の締めで、今後は議会のこう

言う問題について意見を出せる場、制度の創設して頂きたいとなってます。昨年議会で

も来年度の定数、それから、いわゆる歳費、報酬ですね。これはもう議会で決定された

ので、これはもうしょうがないなと言う捉え方ですね、この文章でしたら、と言うこと

で今後は、こう言う問題について意見を出せる場、制度を作ってもらいたい。今後だけ

に絞り込んでますけど、私お願いしたかったのは、昨年議会で議決は 1回してますけど 

 再度まだ９月議会、１２月議会、３月議会と３回あります。再度検討してもらいたい。 

 特に歳費については、まだ決定してませんわね。て言うのは、行政改革で市長もおっし

ゃってましたように人件費中心ですが、８億と言う結果を出していると、今後もっと厳

しい締め付けあろうと思います。その中で一番中心となる議会がね、歳費どうして行く

のかと言う、我々全然見えない訳ですよ。適当に決めてしまって後で、わあわあ騒ぐは

めに成るよりか、ぜひ早めに検討しなおしてもらいたいと言う、そう言う強い意向をこ

こに入れてもらえんだろかと思うんですが。定員は何名に決まったんですかね。法定で

は２６名、それを２名削って２４にしましょうと、歳費は決めてないですね、まだ、い

ままでの総枠で決めて行くんか、たぶんよく似た人口とかいう、よく似た近辺の市の実

例を見ながら決めていくんだろうと思いますが、近辺のまだ改革できてないのばっかり

ですわね、近辺市町村も改革できてない大まかかなやつの、それにくっ付けて、近づけ

てやったってなんの改革も、意味もないんで、ほんとに三好市独自のものを、行政もこ

んだけ頑張って、住民もこんだけ頑張って改革してますよ。議会はその先頭に立つと言

う象徴的な意味合いででも、定数については、もっと絞ってもらいたいと言う意向があ

りますし、歳費については、厳しい自己判断を再度見直してもらいたいと、そう言う要

望ですけどね。今後だけじゃなくて、まず今回ちゃんとして、今後も制度として、そう

言うもの言える、意見言える形を残してもらいたい。 

 

東委員：今の所、今後はじゃなしに早急にって言うふうに変えてもらったら如何でしょう。 

 

事務局：答申書としては、こう言う形が、精一杯と言うか、だと思うんです。それで、ど

うしてもこう強くその議会側に、こう言う意見を通したいと言う、みなさんの委員会と

してのご意思があるんでしたら、委員会として議長に別にこう言う意見がありますと言

う話で、出すという方法もあるかなと思うんです。答申じゃなくて、答申は答申で良い

んですけど、でなくてもっと先ほど矢野委員さんが言われたように、もっと強い立場で

議会に申し入れたいということであれば、この委員会として諮問を受けてないけども、

議会に対してこう言うことが、やってほしいと委員会としての意見と、答申とかじゃな

くて、意見としてこういうことをしてほしいという話で、出せたら直接いけるかなと言

う形。答申書と言えば、ちょっと変な形ていうか、議会としてもこんな答申、諮問して
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ないぞと言う話になりますんで、意見書と言うか、形で議会に出さして頂く、みなさん

のご了解を得たらそれで、委員会の名前で出さして頂くと。構成メンバーとしては、名

前が入るんですけども、委員会の総意としてこう言う意見がございましたと、答申と言

うんでなくて、意見としてありましたと言う話で、議会に出すと言うことでないと仕方

ないかと思うんですけど。 

 

矢野委員：ちょっと逆らうようですけど、聖域なき改革、行財政改革と言うことで当初に 

 市長から受けております。行財政改革の中に議会関係は、入らないという捉え方ですか。 

  

谷委員：今のその直接言ようとするから、今会長言われたような手続きがいるんじゃと思

うんですよ。我々が今言うとんのは、市長から諮問されて、その答申書の中に議会に対

するものを入れたいと、だから市長はたんに答申書を受け取ってみたら、議会に対する

要望が入っとったんで回しますよて言うのは、なんら市長の意見を入れずに回すのは、

筋的にもおかしくないし、それは出来るんじゃないかと思うんですけど、それやったら

問題ないんじゃないでしょうか。 

 

矢野委員：２つの方法、市長通していこかと、直接議会へいこかと２つ話でて、こんがら

っとんですが、要はどう言うやり方でも結構です。私言ったやつが、今言よったように

来年の３月までにこうして下さいと言う現在進行形の部分と、今後は制度作って下さい

って言う将来のこと、この２つを明確にこの文章を分けて頂いて、答申に入れて市長通

して議会に渡るんか、それとも別用紙で議長宛てに直接行くんか、どう言う形でも結構

です、それはよく検討して頂いて、どちらにしても両方とも抹消しましたと言うことが

ないように、お願いしたいと言うことです。 

 

上野委員：このはじめにということ自体ではないんです。この中に含まれとります、尐子

高齢化や人口減による過疎化に歯止めがかかっておらず、と言うふうなことが書いてあ

るわけですが、前回いただいた提言意見要約集にはですね、人口減尐対策と言う頄目が 

別れて、別頄目で入ってる訳ですが、今回の答申書には、人口減尐対策と言うふうな一

つの大きな頄目は、入ってない訳なんですよね。私たち市民の立場で今一番心配をし、

また、将来を憂いているのは、この人口減と言うのが予想されたように 2030年度、2030

年には、2万 2千人になるのではないか、と言う人口推移の予想が、以前出てますけれど

も、実際に予想どおりにその時点になって、2030 年に近づいてですね、やっぱりそうな

ったなと言うんでは、三好市がですねほんとにこう再生不可能、そんなに人口が減って

しまったんではですね、再生不可能な状況になり、また、それこそいろいろなサービス

面についても、低下してしまうと言うふうに思うんですが、やはりここはですね人口減

尐対策については、強く取り上げてですね若者定住の対策であるとか、就労の場の確保
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であるとか、あるいは子育て支援、行政改革推進計画、集中改革プランの中の 55番目等

にも載っとりますけれども、人口減尐対策については、この行革の大きな頄目としてで

すね、ぜひ取り上げて頂きたなと思っております。ほんとにこの我々商業者に取っては

ですね、人口の減尐というのは、非常に将来を憂いてる問題であり、ほんとに人口が減

ってしまうと若者が、まったく夢の無い地域になるし、また、2030 年には私も当然高齢

者と言うか、老齢者の中に入る訳ですが、そう言うようなお年寄りに対する、サービス

も低下するだろうと思うんですよね。税収も減り、いろいろな場面で困難な状況が生ま

れると言うことが、予想されますので、ぜひ町の将来、お考え、持続可能な三好市を作

るためにも、そう言うふうな頄目をぜひ入れて頂きたいと考えております。 

 

伊丹会長：ありがとうございました。 

 

事務局：前回の時も入れとったんですけど、今回特に外したと言うわけではなかったんで

すけども、前回と同じような文言に近いので、ちょっと入れるのどうかなと思ったんで

すけども、今上野委員さん言われたように、若者定住、尐子高齢化、雇用対策、子育て

支援ですね言うような言葉、文言の羅列になるんですけども、それを含めて文章を作っ

て、持続可能な社会と言うか、持続可能な三好市を作っていくと言うふうにまとめてい

きたいなと、入れるとこにつきましては、行政改革の方向性６番の中に、そう言う対策、

施策を盛り込んでくれと、人口減尐対策についての事業を入れていくべきである、と言

うふうな形で６番の中に一つの段落を設けてですね、入れていきたいなと思うんですけ

ど、別に人口減尐対策だけで１頄目作ると言うのは、ちょっと難しいかなと思うんです

けど、どうでしょうか。 

 

上野委員：６番の中に今新しい産業の創設、地場産業の育成等々書いてありますがね、そ

こらの所へですね、一つはっきりと判るような表現で、人口減尐対策を盛り込んでほし

いと言うふうに思います。 

 

東委員：すいません。一番前のページじゃないんですけど、最後の付記の所、６ページの

付記なんですけど、こだわってすいませんけども、今の社会情勢で言えば、行政にすべ

てを頼って、手取り足取りまちづくりや社会活動をするのではなくって言うこの文言は、 

 特に入れない、私としてはあまり入れてほしくないな、と言う気がすんですけど、みな

さんは如何でしょう。 

 

伊丹会長：この件については、今、東委員さんのご発言のように、前段がなくっても住民

と行政の協働による、新しい公共空間と言う所からスタートしてでも別に問題がないよ

うに思うんですけどね。どうでしょうか。前段がなくっても十分意を通じると、削除す
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ることで、よろしいでしょうか。それじゃあ、削除さして頂いて、住民と行政の協働に

よると言う所からスタートさして頂いて、まとめさして頂いたらと思います。1ページの

所で上野委員さんから人口減尐対策、若者定住の問題のご発言がありまして、第６頄目

の中に挿入をさして頂くことでさして頂きますが、他に何かご発言、ご意見ございませ

んでしょうか。それでは、1ページには特にないようでございますので、総括的にフィー

ドバックして結構でございますので、全体的な答申書案の随分と手直し、加除、訂正を

しなければならん所が出てまいりましたが、おおよそ委員のみなさま方のご意見、ご意

思を戴しながら、成文化できると思っておりますが、何か補足、ご意見等ございました

らご発言を頂けたらと思います。 

 

谷委員：提言書とは全然関係なくて、東委員さんのご意見についてなんですけれども、前

回もたぶん言われとったと思うんですけど、臨時の職員さんの件で、職員さんの数を減

らそうとした時に、職員さんを雇うんじゃなくて、臨時の職員さんを雇うと、それはど

うなんだと言うようなご意見を持たれとると思うんですけれども、私自身の考えとして、 

 雇用の創設って言うのは切り離して、たとえば矢野委員さんの言われとる投資的経費の

中にある、新しい産業を創設しましょうねとか言う、そっちの方で雇用については考え

ていったらいいんじゃないかと、職員さんについては、減るって言うのはもうしゃあな

いことで進めないかんことで、当然正規の職員さんを雇うと、財政的に苦しいんだから 

 臨時の職員さんてなるのも、それはしょうがないんじゃないんだろうかと、言う考えを

私は持ってます。みなさんのご意見を聞かしてもらったらと思うんですけれども。 

 

伊丹会長：私が臨時職員の雇用につきましてはね、事務職員と言うことで無しにですね、 

 有資格者でなければ出来ない領域がある訳ですね。保健師であるとか、助産師であると

かですね、そう言う方々の臨時雇用として正規職員でどうしても無資格の場合対応が出

来ないというような場合に臨時職員として雇用しているのが、何人かおいでると、何人

どころでないと思いますけれども、そういうような考え方で臨時職員の雇用をなさって

いるようにお聞きはしてはおるんですが、そこらの実態は私も充分分かりませんけども、 

出来ればですね現在の社会情勢では、有資格者でないとできない職業部門が数多くある

訳ですね、だから市役所の公務をこなして行く上においてもそう言う有資格者でないと

対応ができない。住民サービスができないというような領域が非常に多いと思うんです

ね。そういう所に臨時職員を対応させているというお話を聞いておるんですが。 

 

合田総務部長：基本的には、会長さんが言われたような話なんですけど、ただ最近緊急雇 

 用対策ということで、新しい事業を作って２年間の期限なんですけど、それは直接行政

がやる場合、今までやれてない部分で整理をする事業とか、新たな事業、調査ものの事

業とかそう言うような事業に別口で、今、川西委員さんが言われたですけど実際の所は、
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事務関係の所は、絞ってまして臨時関係は無いんですけど、今回緊急雇用で２年限りで

すから、これは恒常化するような形にはならんと思いますけど、そう言った形で国の事

業がありますんで、それに則って臨時が増えているという状況はあります。これは２年

間の期限付きになります。それから、先ほど谷委員さんが言われた話なんですが、三好

市の三セクの形でやられとる所でもですね、新たな事業を展開するために、今回の緊急

雇用で雇ってですね、経費は国で看ていただけるですが、それで事業活動をやって売上

を伸ばすとか、販売の方へ持って行って売上を伸ばすとか言うような形になればですね、

それで自分で回せるんであれば、２年以降もそれが恒常化できると言うことがあるんで

す。そう言った面では、財政課の方からも予算を組む段階で、事業課の方へもそう言っ

た中で臨時を雇って事務をするだけの緊急雇用だけでなくて、そういう企業、団体とか

観光関係もありますし、産業関係もありますし、そう言った所で受けてですね、２年間

やって事業展開を広げていくと、それがそこで回せるんであればですね、そこへ定着し

た雇用ができる。そう言ったことで事業化の方へも話をしながら取り組んではおります。 

 ただ、基本的には事務方の臨時を増やすというのは、今の所はやってません。ご理解を

お願いしたいと思います。ちょっと見たらかなり事務の関係で緊急雇用の形での事業で

臨時が入ってくることはありますけど、これは、ずっと続けてやっていくことは財政的

許されませんので、２年間で終わりますよ、行けるとすれば先ほど言った自分で儲けれ

る部分については、行政だけでなく他で雇用が生まれればですね、一つの呼び水になっ

てですね、今回の緊急雇用がずっと続けれる体制がとれればと言うようなことは、思っ

ているんですが。 

 

伊丹会長：ありがとうございました。谷委員さんよろしゅうございますか。時間がだいぶ

んとたけてまいりましたが、総括的にさらにご意見ございましたらご発言を頂けたらと

思います。ございませんようでしたらね。私どもの任期が７月５日、あと３日で第２次

行革の委員としての責任を果たさして頂く訳でございますが、本日最終的にご提言、ご

意見を頂戴しましたことを成文化させて頂いて、市長に答申をしなければならない訳で

すが、その方法としてですね、みなさま方にもご一緒さして頂いて、みなさま方の前で

私の方から答申書をお渡しするようにしましょうか、それとも私がみなさんに代わりま

して、僭越でございますけれども市長室で市長に答申をさして頂くということで、何れ

かの方法だと思うんですが、どのようにさして頂きましょうか。答申書の成案につきま

してはですね、出来上がりましたものは、委員の皆様方にお送りを申しあげまして、こ

のような内容で答申をさして頂きましたと、十分に皆様方のご意見、ご提言が反映され

ているような努力はしてみたいと思っていますが、その答申の方法について御意見を頂

戴できたらと思うんですが。第１次行革のですね、みなさん方に御足労いただくのは、

大変恐縮だということで、成案をまたお送りさして頂きますので、私の方で一任さして

頂いて、不束でございますけれども答申をさして頂いたんですが、今回もそのような形
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で、まことにお役に立つかどうかわかりませんけども、させて頂いてよろしゅうござい

ますか。 

 

委員：異議なし 

 

伊丹会長：それでは、市長の日程等も調整をしながらですね、私の方で事務当局にセッテ 

 ィングさして頂きまして、答申をさして頂いたらと、おそらく答申の時の状況について

はケーブルテレビでですね、また流されると思いますので、答申書の内容については、

お送りをさせて頂きますので、また御精読を頂けて、第３次行革がまたスタートするよ

うでございますので、その時にそれが十分に反映でき、実現できるような方向で行政事

務当局にご努力を頂けたらと思っております。それでは、最後にお礼を申し上げたいと

思いますが、約２年間に亘りまして皆様方には、第２次行財政改革の委員として、ご就

任を頂きまして、大変貴重なご提言、ご意見を、三好市将来のために頂きましたことを

厚くお礼を申し上げたいと存じます。その間、私会長ということで不束なものでござい

ますので、皆様方のご意見、ご提言を十分集約、まとめもすることができませず今日を

迎えましたこと、深くお詫びを申し上げたと存じます。幸い行革推進室はじめ総務部長

のご指導も頂きながら、事務当局がすばらしい才能を発揮して頂きまして、十分に皆さ

ん方のご意見、ご提言をまとめて頂きましたことの御苦労につきましても、感謝を申し

上げる次第でございます。どうぞ一つ願わくば私どもの貴重なご提言、ご意見が、集約

された答申書の内容が、一刻も早く実現できるような、前向きな姿で市当局がお取組み

を頂けることが、私どもの労に報いる道筋でないかという思いを致しております。どう

ぞ一つこの答申書の内容、またお送りさして頂きますので、御精読頂きまして第３次行

革委員が、どのような形になるのか私も分かりませんけれども、その時にさらにそれが

具現化されるようなご意見、ご提言を頂戴できれば大変有難いと思っている所です。大

変不束な議事運営を終始重ねて参りましたことを、深くお詫びを申し上げます。どうぞ

一つ皆様方、時候不項の折りでございますので、ご健康に御留意頂きまして、三好市将

来のために一つすばらしいお知恵とか、お力をさらに三好市のために頂戴できれば、大

変ありがたいと思っているところでございます。ほんとうに長年に亘りまして、お勤め

頂きましたことを感謝を申し上げ、閉会のご挨拶に代えたいと存じます。ありがとうご

ざいました。 

 

事務局：市当局の方からですね、皆様方に、ご熱心な御審議、御討議頂きました委員の皆

様に対しまして、総務部長よりお礼のご挨拶を申し上げます。 

 

合田総務部長：２年前の７月に俵市長から諮問を受けた、第２次の行革推進委員会、つご

う１１回の会議ということで、非常に委員の皆様方ご熱心に、いろいろなご意見を頂き
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ました、また提言を頂いております。私もずっと会に出てますので、生の声を聴いてお

りますので、感覚が文章にしたものとは違うものがございます。今、三好市は、全体的

に言いますと合併以降、国の方の財政的な面での緩みといいますか、最初合併前の平成

１５年頃に言われたような、財政的な締め付けと言うのは無くてですね、ちょっと緩ん

だ感じがございまして、その中で三好市、こういった推進委員会皆様方のご意見を頂き

ながら進んで来ておる訳でございますけれども、やはり若干気持ち的にはですね、当初

言われていた程ではなくて、職員の中にも気持ち的に緩んでいる所があるんじゃないか

と言うふうなとこは、ここの場でも言われましたけれどもあるかと思います。しかしな

がら、今の国の財政状況からいいまして、今回このような臨時的な経済対策をやってま

すけど、これの後、財政的な話が出てくるかと思います。そういった点で、財政が厳し

くなるよと、国の財政イコール、我々この地域は交付税で生きてますので、交付税が絞

られるという状況が出てきます。ですから、これまでやってきたここでの論議がですね、

ますます三好市には必要なことであろうかと言うふうに考えております。まだまだ、言

われましたように、やれてない部分て言うのが、ほんとに行革の中での根本的な部分、

人件費のカットはやってますけど、ほんとに汗をかいてやっいる部分というのが、まだ

見えてませんので、そこら辺、今後も職員の側といたしましても、いろいろな検討を重

ねながら着実にやっていかなくては、継続的な三好市の行政運営ができなくなると言う

ふうな認識を持っております。委員の皆様方には非常に鋭いご意見、ご提言を頂きまし

て、我々職員側としましても、ここで聴いておる部分について、やはり職員の中へ広げ

ていきながらですね、継続できる三好市を作っていきたいというふうに考えております。 

 最後になりますが、委員の皆様方には、２年間非常に熱心に御審議、また御提言を頂き

まして、大変ありがとうございました。厚くお礼を申し上げまして、私の御挨拶とさせ

ていただきます。どうもありがとうございました。 

 

事務局：大変２年間お世話になりました。ありがとうございました。この委員の任期は５

日で終わりますけども、まだまだ皆様方には、ご意見を頂きたいと思いますので、また、

行政各般にわたりまして、いろいろお気づきの点がございましたら、我々の方にメール

なり、電話なり、ファクスなりで結構ですので、御意見、御提言を頂けたらなと思って

いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。それから先ほど、会長さんの御挨

拶にありましたように、これから、まだまだ天候不項といいますか、暑さが厳しくなり

ますので、お体には十分お気をつけになりまして、いろいろな方面でご活躍をされるこ

とをご祈念申し上げたいと思います。それでは、本当に長い間どうもありがとうござい

ました。 
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