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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２２年１月１９日（火）午後６時００分～午後８時１０分 

場 所 三好市役所 議会委員会室 

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、西川 利男、野村 隆、藤井 修身、水野 正則、三原 芳裕、宮 隆英 

   （５０音順、敬称略） 

    市 

    合田総務部長、森行革推進室長、宮岡、藤井 

欠席者 千葉 眞由美、（敬称略） 

 

事務局：新年を迎えまして１９日ほど経ちましたけども、改めまして、新年明けましてお

めでとうございます。本年もよろしくお願いしたいと思います。今日はまた夜分お仕事

や家事でお疲れの所、また寒い中ご出席頂きましてありがとうございます。前回はです

ね行財政改革推進委員会でのご提言、ご意見を取りまとめた答申案という叩き台をご審

議頂きまして、ご意見を頂戴致しました。今回はそのご意見を踏まえて訂正した分をお

配りしていますけども、それについて更にご審議を頂きたいと思っています。出来まし

たら本日答申書の成案という形で、お願いしたいと思います。今回お示ししております

答申案ですが、それぞれまた後ほどご説明致しますけども、前回からご指摘頂いた文言

なり項目を尐し変えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。今回ですけど

も答申書まとめるということでございますので、市側については、事務局のみの出席と

さして頂いております。それでは只今から第１０回行財政改革推進委員会を始めて行き

たいと思います。よろしくお願い致します。最初に野村会長からご挨拶をお願い致しま

す。 

 

野村会長：いよいよ大詰めに成ってまいりまして、原案の叩き台を通しで作って頂いて、

かつそれに対する様々なご意見を頂戴しておりますので、今日それらを審議して、なる

べく成案ないしそれに近いものに、より進めて行きたいと思っております。一つ審議の

進捗にご協力を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：それでは議事に入りたいと思います。会議の議長は行財政推進委員会要綱第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。よろしくお願いします。 

 

野村会長：それでは議事に入りたいと思います。毎度でございますけども報道陣の取材の

場合には原則として、カメラ等の撮影も含めてお認めすると、もしそうでない場合は申
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し出頂いて、議論をしたいと思います。それから毎回でございますが、会議録を後で作

成致しますので、マイクを通じてご発言をお願い致します。定足数でございますがご覧

のとおり私を含めて１４名現在出席しておりますので、会議が有効に成立しましたこと

をご報告申し上げます。議事録署名委員でございますが、まだお見えになってませんが、

千葉委員と中石委員にお願いしたいと思います。千葉委員がもしお見えにならなければ、

中川委員にお願いしたいと思います。それでは議事に入らして頂きます。早速でござい

ますが、すでにお配りいたしました原案、これと各ご意見、今日はペーパーで出て来て

おりますので、それらをまとめて事務局の方から、ご意見の概要とそれに対する原案の

修正の可否ですね、修正しない方がいいという考えか、またはどういう主旨で修正した

方が良いというふうなことを、整理できる限りで事務局の方からまず考えをご披露して

頂きたいと思います。 

 

事務局：前回と大きく変わった点でございますが、はじめにの部分でございます。それに

つきましては、前回皆様方にご指摘頂きましたように付記の文言ですね、それをはじめ

にに移しました。それと行財政改革の方向性あるいは、財政健全化の項目について、総

論部分については、「はじめに」の中に溶け込ませました。それから前回サブプライムロ

ーンの問題云々という文言がありましたけども、それについては削除しております。そ

して数値につきましては別添で参考資料をお配りしましたけども、その数値に合わせて

表記をしております。それと後大きく変わった点につきましては、１の行財政改革の方

向性というのは、この「はじめに」の総論にほとんど含まれると、その他の部分につい

ては財政健全化に関係あるということで、その部分削除をしております。項目から除け

ております。それと大きく変わった点と致しましては、補助金・負担金についても一つ

の項目がありましたけれども、内容的に財政健全化に関係すると文章量につきましても

非常に尐ないということで、これを１の財政健全化の中に含めております。それと人事

評価の制度でございますけども、これについても１項目あったんですけども、量的、あ

るいは関連性から言いまして定員管理に関係するだろうということで、３番目の定員管

理・人事評価制度という二つを一つの項目にしております。公共施設について前回項目

に入ってなかったと、これについてもある程度整理していく必要があるというご意見を

頂きましたので、これにつきましても大きく言えばアウトソーシングに関連するという

ことで、４のアウトソーシングの項目の中に含めています。大まかな点については以上

で、前回８項目ありましたものを整理統合致しまして、５項目と致しております。それ

と付記につきましては、特段ご意見がなかったので、別の項目についても入れておりま

せんので、付記は削除しております。（委員の皆様方からのご意見の確認） 

 

西岡委員：答申案の構成等について発言 
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野村会長：各論の部分はちょっと後ほどの議論にして、全体的なご意見が１ページ目でご

ざいますね。 

 

中村委員：答申案の文書表現について発言 

 

野村会長：そういうレトリカルな問題は、最終的にはちゃんと整理しなければいけないで

すけども、今それを個々にやってると収拾が恐らくつかないと思いますので、一応その

レトリカル処理はまずは事務局にまかせて、これを修正しなきゃいけませんから、修正

の過程で直して行けばいいと思うんですね。最終の最終でどうしても表現上の問題でで

すね、どうしても気になる所はまたその時ご指摘頂ければ、直すべきだと思います。 

 

耕地委員：文書で持ってですね、会長の方から言われてたんですけども、簡単だから文書

というのはせずに口頭ですけども、４ページのね上から１２行目にですね、情勢の閉塞

感を克服するためまちおこしや書いとるとこあるでしょ。ここの所に克服するためのと

「の」を入れた方が良いのと、活性化というのは何の活性化かはっきりしないから、地

域活性化というふうに地域を入れたらええんじゃないかと思いますし、１６行目の所に

ですね、自治会、地区住協、社会資本等とありますね、この中にですね社会福祉協議会

を入れてもらいたいのと、社会資本、資源が良いんじゃないかなと、資本というよりも

資源の方が適正じゃないかなと思います。 

 

野村会長：まちおこしの所このままでも読みにくいですね。 

 

中村委員：ちょっとそこの所でね、ちょっとお願いしたいんですけど、４ページのとこな

んですが、社会資源の次の３行目ぐらいの所で、行政経営感覚でよく言われるＰＤＣＡ

サイクルにという言葉がありますわね、これをもう尐しちょっと感覚でよく言われると

いう、言われるんで無しに、もう言よる訳ですよね、ですから例えばですね、行政経営

の根幹であるＰＤＣＡサイクルに沿ってで無しに、業務の実質的流れにそれぞれの事務

事業の検証の仕組みを明確にする必要がある。というそういう表現の仕方が如何でしょ

うかと思うんですが。 

 

野村会長：行政経営の観点から問題とされるという、表現ぶりは別にしてとにかく行経営

学の観点からはこのＰＤＣＡサイクルという概念でやって行かないかんというのは、か

なり確立したと言いますか、一般的な考え方ですね。もう尐しそこのＰＤＣＡでやって

行くんだと言うことをきっちりと言って行った方が良いと思います。言い切った方が。 

 

中村委員：それから５ページのですね下から２行目、また初めて導入するため、不安な点
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があると思うがというのは、もう不要でないんでしょうか。そういうことも感じました

ですね。 

 

野村会長：これ要らんじゃないかと、こないだも同じご意見で一応議論した上でですね、

細かい事いらんじゃないかという方向だったと思います。 

 

中村委員：６ページの真ん中から類似団体という所の３行目の所、民営化・民間委託され

ているのが原因と考えられるにして、この市町村のこの１行というのは不要なんでない

んでしょうかね。市町村が直営で運営する必要があるのかどうかについても検討する必

要があるという言葉はもう除けても、意味が通ずるんでないかという気がするんですけ

ど、如何でしょうか。それともう一つですね６ページの最後から２行目の所なんですが、

不要なものについてはという不要という言葉は、良いんでしょうかね。活用不十分とか

そういう言葉の方がよろしいんでないんでしょうかね。不要という言葉ですね。 

 

野村会長：確かに不要というのは、ちょっとちがうでしょうね。 

 

中村委員：それから７ページの真ん中くらいに、経営責任の明確化及黒字化をするために

はの次に公営企業法全部適用を行うことが必要であるということは、これは読む人は分

かるんでしょうかね。 

 

野村会長：これね、皆さんはご存知のように病院事業は、財務規定等当然適用で、全部適

用は必ずしもしなくて良いと、任意だという制度なんですね。だから財務規定以外の規

定も任意で全部適用せよと、そういう意味なんですけどもここは、正しいといえば正し

いんですけど、一般の方にもっと分かりやすく書いた方が良いんじゃないかと。制度的

に病院事業だけですね、公営企業法に基づいて財務規定のみ当然に適用するようになっ

てますね。その他のものは任意だと、即ち任意になる部分というのは管理者を設けたり、

そういう類の組織管理的な事柄なんですね、それについては必ずしも義務的に適用しな

くても良いという制度なんですね。公営企業法はそういうようになっていまして、だか

らそれを前提にした書き方なんですけどね。この際、議論の中でも公営企業法全部適用

を、当然にして行くべきだというふうな議論を前提に我々もしてきましたのでね。主旨

としては良いと思うんですけどね。 

  

耕地委員：２ページのね、財政健全化についての所の上から８行目ですか、過疎化、高齢

化の深展とこうなされてるのは、深刻の深を使ってるんですけども、これ意識してこう

いうふうにしたんでしょうか。 
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野村会長：これは違うでしょう。これは進むでしょう。これはミスというか、意図的では

ないと思います。 

 

耕地委員：この深を使っているのが二か所あるんですが、もう一か所後ろの方に、意識し

て深刻の深を使ったんかなと思ったんだけど。 

 

野村会長：意味深ですけど、確かにね。違うでしょ、これ進の間違いです。 

 

耕地委員：それと１２行目のね手数料について、見直しや改定する必要があるとこうなっ

てるのを、見直しや改定をするなどとした方が良いのじゃないかなと、改定をする必要

というか、もうしなさいと、するというふうに、あるいは行うとかした方がどうかなと

思います。 

 

野村会長：どういうことですか、ご趣旨は、改定しない場合も勿論含んで書いとくべきだ

と、今のご指摘ですけども。 

 

耕地委員：見直しや改定するなど、便宜を受ける者からはと続けるか、改定を行いとする

かどちらか、必要があるというのはもう要らんのじゃないかと。また、後ろの方で必要

があると出て来る。 

 

野村会長：当然に必要があるんですね、だから書かなくて良いんじゃないかということで

すね。なるべく改定するというご趣旨は変わらないんですね。長年見直されてないもの

は、表現の仕方は別にしまして。 

 

耕地委員：それから５ページの下から２行目から、各種研修制度や民間会社の評価経験者

を活用する等となっとんですけど、評価経験など評価方法等参考にしの方が良いんじゃ

ないですか、評価経験者をここへ呼んで来て勉強するんですか。 

 

野村会長：そういう意味なんですこれね。民間の人事評価制度を携わった人のノウハウを

活用するために、例えばお越し頂いて研修でもするとかですね、場合によったら張り付

いてもらうとか、そういう主旨なんです。 

 

耕地委員：ただ、民間会社の評価基準とか、方法を参考にするなどという方が、どうかな

という気がしたもんですから、それだけ申し上げました。以上です。 

 

野村会長：原案の主旨は、人を呼んできてそのノウハウを承るという、そういうことです
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ね。原案の主旨は。それ以外のことも勿論あって良いんですけど、当然、民間会社にお

ける取組の状況を調べて、どうするかとそういう類のことも必要だと。そこら辺を等付

けてぼかしている訳ですね。まず、出るだけご意見を出して下さい。その上で考えまし

ょう。 

 

中村委員：７ページの第三セクター最後の方なんですが、職員の指導なり経営指導でなし

に、指導及び経営指導というのが良いんでないかということと、その次の行のですね、

経営に行き詰る様な状態でなしに、行き詰る状態で良いんでないですかね。この様なと

いうのはどうかと思います。それと、下から３行目なんですが、実質は株式会社で民間

企業であるがでなしに、民間企業でありというはっきりさした方が良いんかなと。 

 

野村会長：ここの文章の主旨は３セクというのは、株式会社なんだと、ただ株式会社で民

間企業であるにも係わらず、職員の意識が半官半民だということを言いたいんですね。 

 

中村委員：あるがで良いんですかね。 

 

野村会長：だから、事実として第３セクターなるものは、株式会社だから基本的に民間企

業な訳で、商事会社な訳ですね。ここは単に事実を言ってる訳です。前段はね。 

 

中村委員：それと最後の行ですね、これは検査を行い指導を行いでなしに、検査、指導を

行いというのでどうでしょうか。小さな事なんですけど。 

 

野村会長：行い行いが重なってるんですね。ちょっと文言的にレトリカルな観点から見て

もちょっとこなれてない面がありますね。ここはもうちょっと案を作り直してもらった

上で、もう一度練直すしかないですね。今の点ですけど、最後のどういうふうに指導す

るかどうかということなんですけど、私も今までご指摘しませんでしたけど、第３セク

ターというのは、市も出資している株式会社な訳ですね。ですから市は出資者としての

権限が商法上ある訳です。何十パーセントの、それを行使するのが普通法律的に全うな

ことですね。大株主、筆頭株主な筈ですね、第３セクターは、議会審議案件だと５０パ

ーセント出資ですから、商法上も過半数を制してる場合が多い、そうじゃない場合でも

１０パーセントでも２０パーセントでもおそらく筆頭株主の筈ですから。当然、市は出

資者の権限として大株主としてこういう指導をですね、この点も書くかどうかは別にし

て、ここで言いたいのは、第３セクターと別団体にしてしまった場合には、どうもそれ

が、株式会社的なマインドでなくて、せっかく民間会社にしたのに官、公的なマインド

しか持たれてない、そういうことを言いたいんですかね。それについてちゃんと指導な

り何なりすべきだと、そういうことですね。その主旨事態は、おそらく皆さん方ご了解
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じゃないかと思うんですね。そういうことが分かり易いように書くと。今までのご指摘

あった部分で、純粋にレトリカルな意味でもう尐し工夫した方が良いという点を含めて、

その点は事務局にもう一度、案として、全体を通して日本語としてのこなれ具合とかで

すね、そういうことも含めて書き直しをですねお願いしたいと思います。それで大きな

意見といいますか、ペーパーでお出しして頂いてる以外のご意見で、これだけは言って

おきたいという点ございましたらどうぞ。 

 

西川委員：２ページのね、財政健全化の所の中程にですね、過疎化、高齢化の進展の下で

すね、若者定住、雇用創出の事業っていうんですけど、僕としてはですね若者定住をす

るためには、住宅の建設をね、お願いしたいなという気持ちを持ってるんですけど、そ

こら辺も検討して頂きたい。結婚する前の方々が学校の周辺にね、その住宅に入っても

らうというような形のね。そういう形取る方が将来、過疎化とかいろんな面で子供のこ

とも含めてその辺もどうでしょうかと。お願いしたいと。 

 

野村会長：若者定住、ここの文脈では財政健全化のために税金を払う能力のある人をきっ

ちりと、いついてほしいという主旨なんですね。おっしゃる通り若者定住させるには住

宅もいるだろうし、確かにそうなんですね。ここでどう書くのかは、技術的に難しい、

若者定住事業をどう進めるかという議論でしたらおっしゃる通りなんですけどね。ここ

の所は、結果だけを摘み食いして、健全化のために、若者定住を進めると、そういう主

旨のことが出てきた、当然その背景にはある訳ですね。ここに住宅の事についても書き

込むかどうかは、尐し財政健全化という観点からは、ここのことに踏み込み過ぎかも知

れませんね。西川委員ご指摘の点はね、類似の他の所でもあるんですよね。何とかをす

べきだと言って、実はこれについては、こうこう進めるべきだということは、他にもい

っぱいあるんだと思いますね。ここは全体のバランスを取りながら考えて、書くか書か

ないかは、ご指摘のような考え方が背景にあることは、勿論確かですね。他に如何でご

ざいましょう。特にこれはペーパーでお出し頂いてる以外に言っておきたいと。それで

は、概略を各ご意見、事務局とあるいはご本人からご説明頂きましたけども、全体的な

構成にあたる部分はある程度議論して、決めるべきことは決めて、それからここの表現

についても、原案と大きく異なる考え方、あるいはご意見同士が多尐バッチングしてい

るなどがあればそれらを整理して、スタンスを決めた上で第２次案として、事務局中心

にですねもう一度作り直して頂いて、それで最終的に練り上げて行くという段取りが必

要ではないかと思います。それで全体の構成なんですけども、西岡委員のおっしゃって

るまずペーパーがございますね。総論１、２と各論１、２、３に分けるべきだという点

ですけども、それはどうなんでしょう、全体が１０も２０もあるんならその通りなんで

すけども、確かに１，２は総論的で３，４，５は各論的なんですね確かにね。その側面

は勿論あると、この手の場合にあえて総論として１、２を括る必要があるかというと、
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私はちょっと個人的な疑問なんですけども、５つぐらいなら並列で良いじゃないかと、

言って見ればほんとの意味の書き出しというかは、はじめにがございますので、ここは

リードの部分なんですね。それでその後で５項目が並んでる、ないし、後ほどの意見で

人事評価制度について位置づけを変えれば６項目となりますけども、それぐらいが並ん

でるというのは、そんなにおかしいことないんじゃないかと思いますけど。西岡委員如

何でございますか、この点。 

 

西岡委員：了承 

 

野村会長：全体の構成というか、章建てという意味ではだいたい今のラインを維持してい

くと、人事評価制度を分け書きにするかどうかなんですけど、この点は如何でしょう。 

 

田岡委員：これね、定員管理と人事評価制度ね、ほんとはリンクすれば一番良いんですけ

どね、今の状況から行くとどうも難しそうで、定員管理についてはちょっと時間を要す

ると、人事評価制度はやろうと思えば来年からでもできる分けですよ。だからこれ独立

してね分けるべきでしょうな。これ絶対重要な、非常に大事な項目ですよ人事評価制度

は、これ無くしてね、だから分けた方が良いんですよ。 

 

野村会長：人事評価についてはですね、早急に取り組んでするべきだというスタンスなん

ですね、だからこそ分けるべきだと。 

 

耕地委員：私もそういう感じがいたします。二つに分けるべきだと。 

 

野村会長：人事評価について独立した章にすべきだと、今の５、６項目建てのレベルで、

別建てにすべきだと。他の委員のみなさん如何ですか。そういう方向でよろしいですか。

分かりました。人事評価については別建てにすると、今の５項目に並ぶ１つの項目とし

て建てると、量的にはちょっと現在の既定では尐ないですけども、他に書くことがあれ

ば、早くやってくれという主旨なんですね。全職員について早くやってほしいと、我々

のスタンスとしてね、そういう議論でしたので。事務局もこれ大きな章で隠したいと思

っとられるみたいなんだけど。これ文章の主旨は、早急に全職員を対象に実施すべきで

あるというふうに、われわれの議論のとおりに言って頂いてますから、中味の主旨とし

ては、分量の問題は別にしまして、よろしいんでしょうね。章建てなどにつては、これ

だけですかね、他にご意見ございましたら。人事評価については宮委員も同じご意見で

すね。分かりました。それから箇条書きにするかどうか、各論の部分を小見出しを付け

るということですね。西岡委員のご意見は、この点は他の方々如何ですか。これは多尐

流儀の問題もあるんですが、確かに文章がずらっと並んでると、なかなか目に入りにく
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い、小見出しがあった方が印象に残り易いというのは、確かにありますわね。 

 

西岡委員：章建てにしたほうが分かりやすいし、書いてる方もきちっと書かざる負えない

と思うんですけど。 

 

野村会長：他の委員さん如何ですか。ご意見は３以降の話ですね。定員管理以降について

小見出しを付けるべきだということですね。どちらが良いですか。個人的には私も同意

見で、小見出しがあったほうが読みやすいんじゃないかという気がしてますけども事務

局如何ですか。それは内の趣味の問題とも言えるんですけども、確かに見出しを付ける

ことによって、中身の主旨もはっきりと過不足なく書いた方が良いなとは思います。１、

２はそれは出来ないのかしら、財政健全化と行政組織についてはどうなんでしょう。見

出しを工夫したら、付けれたら付けても良いんじゃないですか。見出しを付けれたら、

付けれるように工夫し直してみたら如何ですか。ちょっと付けにくい面はあるんですけ

どね。事務局の工夫にお任せしましょうか。見出しを付けるために尐し文章もいじくる

必要がでてきますね。尐なくとも３以降は小見出しを付けて頂くということで、この段

階ではよろしいですか。その上で２次案を拝見して行きましょうか。何かご意見があり

ましたら。それから途中で数字の問題とか、数字の根拠が分かりにくいじゃないかとか、

そういうご意見がありました。私もそれはその通りだと思いますので、極力数字の出処

を明示する注釈でも付けて、各章の後ぐらい、小見出しの段落の後ぐらいにですね。そ

れから類似団体の内容なんかは書いておかないと、本文でいきなり類似団体と出てきま

すよね。この答申は市町村に対する答申だから、行政内部どうしのものなんで、一応許

容はされるかと思うんですけども、やっぱりそのまま一般世間様にも公表される分けで

すから、類似団体と言われてご存知の方は、ほとんどいない、一般事務の方ではね、何

なんだそれはと言われますので、何とか書いとかないと。参考資料として、類似団体表

をまとめたものは付けると、そういうことだそうです。そうするといまの点はクリア出

来ますね。人口予想ですね３３年度まで含んだ。 

 

西川委員：意見なんですけど、３ページの一番上にですね、経常収支比率の所で決算ベー

スで９６パーセントとなっているんですが、ここでだいたい全国平均が何ぼとかね、そ

こで比較するものがカッコ書きでしたら、どうでしょうかねと思う気持ちもあるんです

が、例えば全国平均９１．８パーセントとかね、そういう話が出て来ると思うんですけ

どね。９６というのが高いのか、低いのか分からんので。こないだ徳新みたら全国平均

９１．８パーセントと載っていますね。これが入っとれば、これ高いんじゃなと分かる

かなという感じがします。 

 

野村会長：そうですね、一般的には分かりにくいですね。８６．７ぐらいだと思うんです



10 

 

けど、類団の平均値はどうでしょう。いづれにしてもいきなり９６パーと言われてもそ

れが高いのか低いのか分かんないですね、確かにね。そこに何らかの比較できる平均値

をですね、全国市町村の平均値、あるいは、政令市等を除いた一般市町村の平均値、ま

たは、類似団体の平均値、本文ですらりと入れるものは、全国市町村の平均値何ぼとい

うふうに比較すればいいし、複雑であれば巻末資料、章で書いとくとかちょっと工夫を

して頂きたいと思います。ご趣旨は、ご指摘の通りだと思います。後、極力個々のご意

見に亘って、ある程度のスタンスを決めておきたいと思います。ご説明の順番で行きま

しょうか。まず三原委員のご意見の人件費比率の点ですね。これは注釈で説明しろと言

うことですね。数字の根拠を説明すべきだということですね。これはその通りで、分か

りやすいですね。それから、臨時職員についてのスタンスですけども、当然、正規職員

が本丸とはいえ、２の丸、３の丸の臨時職員についても極力縮減を図るべきだという前

提で書くべきだと思いますね。ここはちょっとそういう主旨を前提にして、もう一度文

章を練り直して頂けますか。それから、藤井委員のご意見で、使用料、手数料ですか、

この間のご議論ですね、応能原則を入れるべきだと、私もこの間、ちょっと意見を申し

上げたと思いますけど、使用料、手数料はどうなんでしょうね、もっとさめた概念で、

この部屋こんだけ借りたら幾らと、どなたが借りても幾らと、経済対価に応じて頂くべ

きだというのが基本じゃないかと、税金はそうじゃない、税金は一般財源として頂きま

すので、ある程度、ほんとは頂きたいんだけど、払えない方からは頂かない考え方、こ

れが応能原則だと思います。多尐応能原則が配慮されてる使用料、手数料は勿論あるん

ですけど、あえて書くかどうかですね。行財政改革の主旨から見ても、どなたがお使い

になっても同じ数字を頂くというのが、やっぱり基本なんでしょうね。政策の面でそう

いう方について、別途補助をするとかいうのは、勿論あると。必ずしも世の中の制度が

それ前提で割り切られてる分けではない。例えば高速道路の割引制度なんかはね、そう

ではない。基本は、青尐年が通っても、お年寄りが通っても料金同じですよね。身体障

害者の方について特典がある、例外的にね。基本的に応能的な考え方は、使用料、手数

料の類には、なるべく入れないというのが基本ではあるんです。如何でしょう。 

 

中村委員：藤井委員のね、応能負担を考慮しつつというお考え方は、十分理解出来るんで

すけど、この文章の流れからすると、入れる必要があるんかなという気はせんでもない

です。意味はよく分かります。 

 

野村会長：実際の使用料、手数料の体系を決める場合にね、一定の応能的な原則を入れる

べきだというのは、それはご意見として十分あるし、実際上もそうなってる場合もあり

ますのでね、この文章として中村委員のおっしゃったように、財政健全化の一環として

長年塩漬けにされている使用料、手数料が多いから、これを見直してちゃんと頂くべき

だと、そういう論旨な訳ですね。ですからここはどなたがお使いになっても基本的に頂
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くべきだと、まずは頂くべきだと、ここのものについてどうしても払えない方から取れ

ないものもそれあるだろうと。当然の前提なんです。この文章の流れとしては、如何で

しょうね。尐し論旨が外れてしまうんですけど。 

 

藤井委員：弱者も今会長が言うたようにこの文章は、答申としては目に留まる訳ですよね。

そしたら手数料や使用料については、確かに合併後いじってないから、見直しの必要性

があるということの文章にはなっとんですけど、その際にも弱者にも配慮した形で、そ

の分についてはやるべきだという項目を、私は入れてほしいなということで、前回お願

いしたんです。だからそういうふうなことで、確かに使用料、手数料に応能負担の分に

つてはあまり入れないということですけども、実質的にも庁舎の使用料に対しても例え

ば、身体障害者会とか、老人会とかそのような公の団体については、免除規定があった

りそういうふうな応能というかどうか分からんですけども、そういうふうな配慮がされ

ていることも踏まえて、やっぱり私なりには、全体が、みんなが読む、目に触れる答申

書だったら、その分も配慮するような文言も入れてほしいなと思います。 

 

野村会長：ご意見の主旨は分かります。例えば便益を受ける者からは、それ相当の対価を

頂くのが原則であるとか、そういう考え方を周知徹底して行く、ここは原則として頂く

んだということが言えれば良いんじゃないかと、藤井委員のご指摘もさることながらで

すね、我々が一番問題にしたいのは、払える人からちゃんと頂けてないじゃないかとい

うことを言ってる分けですね。使用料、手数料が長年に渡って上げることが検討されて

こない、５年、１０年、２０年とそのままになってる。もっと経済成長してるし、所得

水準も尐しは上がってるんだから、払える方々からちゃんと頂けてないという点を改善

したいのが、まず第一なんだと。それが言えれば後は、文章の流れからして頂くべきも

のをちゃんと頂くのが基本だということをやっぱり言わないとですね、この文章として

はですね。これ福祉政策を議論してるのではありませんので、使用料、手数料の水準そ

のものをここで決めようとかしてるんではありませんので。実際の使用料、手数料を決

めてく場合には、藤井委員ご指摘のような点はかなり考慮されて、かつこれ条例事項で

すからね、議会でもご議論されると。そういうふうになりますので、この部分でそのお

考え方を入れ込むのは、バランスを失してしまうというか、流れが尐し逆に入ってしま

うと。この項目はですね財政健全化をどうしたらいいのかを書こうとしてる訳ですから、

この項目に限って言いますとね、ですからもっと他の所にそういう主旨のことを書くべ

き所があれば良いんですけども、見渡したところそれは、行政全体を通じた考え方とし

て弱者の方に対するご配慮というのは当然にあるべき事ですわね。 

 

藤井委員：議事録としては、残りますので。 
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野村会長：議事録としては、ちゃんと残して頂いて。私としては表現の仕方で、何なにが

原則だからとかですね、そういうふうなことちょっと事務局で工夫して、ご主旨が読み

込めるようにですね、ご配慮頂きたいと思います。行財政改革委員会とはちょっと違う、

もう尐し市政全体に亘るね、後ろの手数料だけの問題だけじゃございませんのでね。弱

者の方に対してどういうふうな行政を組んで行くかというのは、この行財政改革委員会

とは、尐し違ったもっと大きな市政全体のコンセプトの問題に係る問題だと。そういう

ことで表現の工夫をして頂きたいと思います。 

 

水野委員：行革委員会の仕事ではないと思うんですが、我々は答申書を市長に出すまでが

仕事だと思っていますが、答申書を出してその内容について、市の方は第１次、第２次

の時に市民に公表したのかどうか、どういうふうにして公表したのか、その内容を市民

に知らせる配慮はしなかったのかどうか。しようとする考えはあるのか。 

 

野村会長：過去においてどうだったか、それから我々のこの成すべき答申について、出し

た後どう取り扱われるかということですね。分かってる範囲でお願いします。 

 

事務局：答申書につきましてですね、前回まではですね会長から市長に手渡しでして頂く

と、大まかな主旨というのは、中身を読めばわかるんですけど、大まかなこれ以外の主

旨をですね会長から市長に対して、こういう意見もありましたという形で伝えるという

ことはありました。この紙のペーパーの分ですね、これにつきましては、市報の方でこ

ういう答申書、概略を示してこういう答申書が出ましたというのは出しました。本文に

つきましては、市のホームページで公表はしております。インターネットの環境の無い

方については、連絡頂いたらお示しするんですけども、連絡ない方は見えないというこ

とになるんですけど、基本的には必要と言われたらお示しするようにしています。 

 

野村会長：全文を公開するということですね。ネットに。 

 

水野委員：インターネットで公表するということは、一般市民に知らせると、そういうこ

とは大いにやるべきだと。それからできるだけ分かり易く、例えばＰＤＣＡなどの文言

なんかは、分かり易くという観点が徳新の方が上じゃなと、そう思ったりします。 

 

野村会長：そうですね、アルファベットとかカタカナなどについて、あまり定着してない

文言は、注釈を付ける、あるいは資料の中に書いとくとかですね、一般の方が分かり易

い工夫をする必要があると思います。それで、今のご説明でネットでも公開するという

ことですから、出来ればネットを見れない方用にプリントをして、市の各出先に積んで

おくとかですね、持って行って頂けるように工夫をお願いしたいんですけど、いずれに
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しろ、この答申そのものは市長に対する、我々審議会と市長の間とのやり取りにすぎな

いんですけど、そのままの形で一般市民に公表するという前提で、文章を作って行かな

いといけないと思うんですね。だからこそ先程の西岡委員のご指摘のように章建てとい

いますか、小見出し建てでして行った方が見やすいだろうというような配慮も必要だし、

文言の意味などが分かりやすいように、注釈を加えるべきだろうと思いますので、ここ

は原案として工夫をお願いしたいと思います。 

 

藤井委員：一つ質問なんですけど、第１次の行革推進委員会は、議事録が公開されとんで

すけど、第３次は、今の所初回から議事録が公開されてないんですけど。 

 

事務局：議事録につきましてはですね、議事録署名者の署名が無いものは公表してないん

です。署名頂いた分については、順次公表してますので。 

 

野村会長：議事録署名人の署名後、公表するということですので、公表されてるそうです。 

     藤井委員の５ページの３ですね。 

 

藤井委員：この文章をそのまま読むと、地公法２２条で臨時職員の定めがあるものに対し

て、この文章そのままストレートに読むと、もう正職員の代りに臨時職員を雇いましょ

うというふうな内容で、それは逸脱した内容じゃないかなと気がします。だから、いけ

るとしたら臨時的という言葉を入れてでも回避しないと、極端にいえば、市長以下臨時

職員で対応するにしても、財政的に一番メリットがありますよというような極端な例に

なると、僕には感じる文章になりますので、ここは尐し工夫をお願いしたいと思います。 

 

野村会長：工夫は必要ですけど、おっしゃってるような主旨でも無いんですよね。どう書

きますかねここ。 

 

事務局：それでですね、文言的にも分かり難いということで、三原委員さんのご意見の文

章を参考に作って行きたいなと思っているんです。簡単に言いますと、正規職員を削減

して行ってもですね、必要最小限の範囲で臨時職員を雇用するというふうな文言ですね、

際限なく臨時職員を入れるというのではなく、そういうふうな縛りというか、文言を入

れて行きたいなと思います。それでですね、今ちょっと出て来たんですけども、全く三

原委員の文章を参考にそのまま写したような形なんですけど、正規職員と臨時職員の関

係については、削減された正規職員を臨時職員でカバーして行くことは、財政上の一定

の効果はあるものの行財政改革を実のあるものとするためには、臨時職員についても歯

止めが必要で、市として真に取り組むべき全体の業務量を見極めた上で、正規職員で不

足する場合など必要最小限とするべきであるというふうな、三原委員さんと、この文章
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丸写しみたいな形なんですけど、こういうふうに変えようかなと思っていますけども。 

 

野村会長：今の感じで如何ですか。誤解を招きますね。確かに、そこは工夫して。今お読

み頂いたような線で三原委員のご意見をベースにしてということでお願いしたいと思い

ます。それから宮委員のご意見で、これ説明したいところがあればどうぞ。 

 

宮委員：人件費比率の１６．８パーセントと書いとんですけど、三好市の場合はですね、

大型予算なんですよね、よその市と比べて、県内の、ですから分母の方が大きくなるの 

で当然この１６．８パーセントは尐なめと違いますか。高いと書いとんですけど、尐な

いでしょ。分母が大きくなるからね、だから私は高いと書くんでしたら。 

 

野村会長：そもそも必要以上に予算規模全体が大きいんじゃないかと、だから人件費比率

で書くと小さくなると。 

 

宮委員：１６．８という数字がね、高いとは思わないんですよ。 

 

野村会長：事務局の案は、恐らく怠惰な表現じゃないと思うんです、これはね。普通は比

率で見て行くのが普通なんですけども、確かにそういう点があるんであれば、額と両方

書いておくとかですね。書くこと自体やぶさかじゃないんじゃないですか、金額はね。

その背景にあるむしろ、市の実質規模に比べて、予算規模自体が大きすぎるんじゃない

かという、大変シビアな指摘で、そこは前の項目の問題です。ちなみに１６．８パーセ

ントという比率の位置づけは、どんなもんなんですかね。無茶苦茶高いということない

ね、宮委員は、その比率しか出さないことによって隠そうとしてるんじゃないかと、本

音を言えば、そうじゃないと思うんですけどね。 

 

宮委員：逆にいうたら平均的な数字か低めですからね、だからね、高いことが原因だとい

うのはおかしいなと、ただそういうことなんで、ですから私書きましたんですけど、人

件費が５０億もあると書いたら高いということが原因。 

 

野村会長： 両方書いとけば良いじゃないですか。要するに高いんだということが言えれば

良いんでね。この文はね。それから他の点は。 

 

宮委員：職員の新規採用ストップも視野に入れた大幅な修正が必要であると、これは平成

３３年度までに、今でさえ５２０人もおるということなんで、６減１増でやったらとて

も追いつかないと、どんどん減していかないと。 
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野村会長：ご主旨は分かります。新規採用ストップという文言を象徴的に入れるかどうか

と、そういうことですかね。他の委員さん如何でございましょう。ちょっとスタンスに

関わることで、先程の事務局のご説明は、まったく０も勿論あり得るんでしょうけども

明示的には入れたくないということでしょうけど、実際には０も勿論あり得るんでしょ

うけど、他の委員さんはどういうお考えでしょうか。 

 

耕地委員：ストップしてしまうとゼネレーションギャップが、やっぱり生じて来るから、

実際には０の年もあるかも分かりませんけども、ストップと入れる必要は無いんじゃな

いかなという気がします。 

 

野村会長：その点は皆さん認識されてると思うんです。宮委員がおっしゃるのは、象徴的

にストップしなきゃいけないことがあるぐらい厳しいんですよということだろうと思い

ます。おっしゃりたいのは、スタンスとして、ここは対外的に印象論の問題だと思いま

す。如何でございますか。 

 

水野委員：宮委員さんの０にして行きなさいよというのは。 

 

野村会長：ご意見はそうじゃないです。ストップも視野に入れた、それ位の対応をすべき

だと言ってるんであってですね、毎年ずっと０にすべきだとおっしゃってるんじゃない。

そこの表現をどうするか、現在の文章は新規採用について基本的に言及してないですよ

ね。大幅な修正が必要だと、大幅な修正の中身として新規採用の抑制ぐらいどうでしょ

うかね。そういうちょっと文言の逃げがありますけど、確かにストップというのが独り

歩きで捉えられるとですね、０と１とえらい違いなもんですから、一人もある年代いな

い年次が続くというのは由々しき問題ですね。原案は、ずっと読んで頂くと６減１増は

大幅な修正が必要と言ってる訳ですね。この修正はですねちゃんと読めば、人件費を下

げる意味での修正でしょうから、逆は無いでしょうから、そうすると６人、７人やめた

場合でも０もあり得るということ、計算上はそうなるんですね。宮委員はそのこともち

ょっと書いとけと、シンボリックに書いとけとそういうご意見なんですね。ですから実

質の意見としてはそんなに皆さん違わない。言葉の印象論としてどう打ち出すべきかと、

６減１増をいつまでもこのまま、６人減らしたら１人採用できるという既得権みたいに

なっちゃってるから、それは見直すべきだということですね。今後削減して行くには、

新規採用の０か１かどうかは別にして、抑制も含めて６減１増にこだわらずにもっと下

げて行くべきだということですかね、皆さんのおっしゃってるのは、そういうことです

ね。全体のご主旨としては、完全に０が続くのはあかんよというご意見も分かりますし、

そういう線で書いてもらいたい。よろしいですかね。実質的ご意見はそんなに違わない

と思います。言葉の印象論とかそういう点では多尐捉え方が違うかも知れませんけど。
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６減１増の大幅な修正これはこれで良いと思いますね、だからその結果として新規採用

を極力抑制して行くということも含めてやると、見直してやると、結果的になると６減

１増を見直して行けば。 

 

中村委員：４ページの下から４行目の「定員管理を行う必要があるが」「あるが」を「必要

があり」というふうに、何なにのようなとかの表現はやめて、言い切る方がいいのでは

ないかと思います。 

 

野村会長：ここら辺箇条書きにして頂くんですから、尐し文言変えて頂くようになると思

います。ある程度断定出来るものは断定的に、それは全体を通じてそうかも知れません

ね。議論を整理した上で自信を持って書ききって頂くと、箇条書きにするのと、なるべ

く言い切れるものは言い切るということですね。それで、宮委員の次のご意見。 

 

宮委員：５ページの３行目、追加部分ですね、これも結局ね、書いとるようにこの辺はは

っきりしたほうがいいなと、２４０人の数字ですね、これ根拠はなにかといったら今の

類似団体と比較して、住民百人に対して職員１人ぐらいの割合で出てるんで２４０人と。 

 

野村会長：仮にですね、人口推計の通りで、平成３３年度に人口２万４千となった場合に、

現在の類似団体に引き直して見ると２４０人と推定すると、そういう意味ですか。この

点は事務局からも前、指摘あったんですけど、類似団体そのものは入れ替わって行きま

すので、その点でも類似団体がどうか分からない、だから比べようがない。 

 

宮委員：ですからちょっと程度という言葉を入れさしてもらったし、またその時になると

もっとね、他の類似団体も自治体も厳しくなってるので、ひょっとしてもっと尐ない数

字かも分かりませんけどね。 

 

野村会長：予想される平成３３年度の人口規模に合わせた職員数は、これを目標に設定す

べきだというご主旨ですね。他の委員さん如何ですか。この点は事務局の方は上手く避

けておられるんですね。この数字は、事務局の方はどうですか。 

 

事務局：最低のですね、今皆さん言われたような、人口何人に対して何人という基準を表

記するというのはいいと思うんですけども、何人というのは業務量、事務量をどこまで

絞って行くかは、まだ決まっていないものですから、それちょっと書きずらいかなと、

それだったら、対人口比何人の目標にしていくべきであるという話の方が分かり易いか

なと、きちっと人数を出すよりかですね、百に対して１人、あるいは９０に対して１人

の割合。 
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野村会長：人口比であれば数字は出せる。２万４千人だったら何人か出せるんですか。目

標数値は。 

 

事務局：目標数値は、百に対して１人ぐらい。 

 

宮委員：大体、そんなもんと違います。全国的な自治体見ても、あまい数字かも分かりま

せんよ。２４０人、２２０人かもっとそれ以下になるかも分かりませんけどね。それち

ょっと１０年経ってみないと分かりませんけどね。でもやっぱりその辺を目標にやって

いかないと、行財政はね。それと事務量が云々というのは、そんなのは分かりませんよ。

結局これだけの人数でやれと、これだけの人件費でやれというふうな目標を立てないと。 

 

野村会長：推計人口が２万４千になれば、だいたい目途としては２４０人、そういうご意

見ですね。 

 

宮委員：そうですね。 

 

耕地委員：推定人口２万４千人はですね、これ入れてもいいですけど、２４０人という数

字を入れるのは、ちょっとおかしい、今分からんのでないかと、これは交付税の３３年

度は三好市の人口が約２万４千人と予想され、その時点の人口規模の職員数をというふ

うに、そこだけでいえばですね、ここでその時の時点の類似団体と比較出来るようにな

ってるから、２４０人という数字は、独り歩きせんで、入れなくても良いのでないかと

いう気が致しますけども。 

 

野村会長：今のご意見は、推定人口２万４千人だと、自ずとそれに見合った適正な職員規

模というのは、その時点での類似団体と図られるということですね。事務局におけるご

懸念も類似団体そのものはフロートするから、その点なんですね、数字を出しちゃうと、

それが過度に独り歩きするおそれがある。 

 

田岡委員：２４０人まだ多いですよ、これだいたい、類団はね９．６ですからね、２２０

人か２３０人。まだあまいんですまだ。今ね、おっしゃったあれだけども、こういう答

申書を出すなら、もっと数値を入れてね、説得力のあるものにせなだめなんですよ。こ

れ数値入れた方が良いですよ、はっきり分かるし、説得力があるし、誰が見ても分かる

んですね、文章ばっかりではね、曖昧でよく分からん。だから是非ともこの数値を入れ

てほしい。その時になったらね、また状況変わったら、変わりますよ。だけど今はこう

いう目標で行くんだと示さなあかんですよ。その為に我々やっとんだから。 
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野村会長：仮に入れるとしたら何人を、推計人口２万４千、その場合は２３０人前後とか。 

 

田岡委員：２４０人で良いんですよ。僕はまだ２２０人ぐらいで良いと思とるんです。こ

れはちゃんと打ち出しとくべきです。 

 

野村会長：それじゃあれですね、３３年度の推計人口、この場合の今の水準で予想される

職員数２４０人プラマイ何十人程度と入れるか、約と入れるか。 

 

木藤委員：３３年の純減の６減１増でいったら、３３年に丁度この表で言うたら約２４０

にはなると違うかなと思います。 

 

野村会長：逆に２４０を入れると、あまり目標、頑張ってくれた効果が、薄れちゃうとい

う面もありますね。下手に数字を入れると。数字を入れるべきだというのは賛成なんで

すけど、入れる数字結構難しいんですここはね。２００人から２４０人程度と、結構し

かしね、根拠があまりないんですよね。ですからどうですか推計人口が約２万４千人だ

と、いまのとこ一番合理的な推計なんですね、それに見合った職員数を目標とすると基

本的に主旨は同じなんですね。現在の主旨もそういうことなんですね。その先々の類団

の平均値も今のとは違ってくるはずなんです。 

 

耕地委員：地方分権で、職員も増えるかも分からん。 

 

野村会長：あまい見積もりかも知れませんが、人口推計的には平成３３年度で約２万４千

人、それに見合う職員数は、約２００人強ぐらいと書いとくか、カッコ書きでも入れと

きますかその後に、基本的には現在の文章の主旨で、それを例示するかどうかでしょう

ここは。目標年次時点での適正な数にするんだと言ってますから。２百数十名ぐらいし

かいえないかも。仮に現在の推計どおり人口が２万４千人であれば、その場合は約２４

０人とか、過程条件付きでカッコ書きでもして、何か数字を入れるとすれば。カッコ書

きで良いんじゃないですかね。人数を入れないと説得力が無いということは、別に必ず

しもそうではないと思いますね、文章をきっちり読めばね。 

 

田岡委員：あまりにも曖昧な文章ばっかりだから、誰が見ても分かりやすい、なるほどこ

れはすばらしい文章だなと、それが無いとね、文章言いっぱなしの、曖昧な表現ばっか

りだと意味がないんですよ。 

 

野村会長：この部分に限って言いますとね、５ページの上の方の段落ですよね、ごまかそ

うとはしてないです。３３年度目標年度、市の人口規模に見合ったものにすべきだと言
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っている分けですね。ごまかそうという意思は無いんです。問題はね、数字入れるとし

たら根拠ある数字としてちゃんと入れれるかどうか。入れた方が分かりやすい場合には

当然入れるべきなんですよね。推計人口２万４千人の場合には、約２４０人程度とかい

うことですね。カッコ書きででも入れときますか、どうでしょう。 

 

中村委員：私もね、やっぱり数字は入れるべきでないかと思いますね。というのは、現時

点で話し合いしとることの、現時点の考え方というのは数値とかそういうものは、明確

にしとくべき、文章もすべて明確にしておく必要があると思うんです。それで、ここの

所目標ですから２４０人程度まで削減するという言葉でなしにですね、２４０人を目標

に削減する必要があると、こういうようにするとどうでしょうかね。削減しなきゃなら

ないというのでなしに、２４０を目標に削減する必要がある、そういうことにすると数

字を入れても一つの目標値というのがはっきりしてきますのでね。 

 

野村会長：目標値だと、それは現在でもそうなんです。あくまでも目標値です。努力目標

ですね。現在の推計値をやっぱり入れときますか、推計と予想値をですね、それと目標

数値、現在の推計ではこういうふうになると、２万４千人で約２４０人程度と。それが

目標になりますので、数字を設定して目標に掲げて取り組んで行くんだと。それでよろ

しいですか、数値を明記すると、目標値として明記すると。それから田岡委員の過疎化

と人口減尐ね、過疎という言葉の中には人口減尐を含んでいるんですけども、ダメです

か。 

 

田岡委員：人口減尐を入れないと意味がないんじゃないかなと私は思っとんですけどね。

過疎化、尐子高齢化とちょっとやっぱり意味が違うんじゃないですかね。 

 

野村会長：例えば過疎法上の過疎の概念は、大幅な人口減尐が基本条件ですからね、過疎

というのは人口減尐を含んでる。 

 

田岡委員：そうでしょうけどね、一般的に皆分かるのは人口減尐が一番分かり易いでしょ

うな。確かに人口減尐してる分けですから、一番インパクトあるのはこれでしょう。人

口減尐でしょう、答申にとっても。一般の人が見て尐子高齢化と過疎化で、人口減尐す

ぐ分かりますかね。やっぱり人口減尐がぱっと来るべきじゃないですかな。 

 

野村会長：他の方どうですか、私は元役人やってたせいかも知れませんけど、過疎とは当

然に人口減尐が基本条件なもんですからね。 

 

田岡委員：そうでしょうけどね。人口減尐がきて、過疎化でしょうからね。みなそうなっ
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てますよ、新聞でも。 

 

野村会長：一般の方の印象としては、そうですか。これは、一種のレトリカルな趣味的な

問題なんですけども、印象の問題なんですけど。人口減尐による過疎の進行なんですね。 

 

田岡委員：人口減尐によりですわな、より過疎化、尐子高齢化とこういうことで良いんじ

ゃないですか。 

 

野村会長：そうですね。ここはそんなに真剣に議論する問題じゃなくて、入れるように工

夫頂きましょう。過疎というものが枕詞みたいになっちゃってる。 

 

中村委員：過疎化や尐子高齢化に伴う人口減尐、地場産業こういう言葉の入れ方がね、人

口減尐という言葉というのは大事だと思いますね。 

 

野村会長：概念的にね、重なっちゃうもんですからね、事務局の先程のご説明も過疎とい

うもの自体に人口減尐という概念を含んでいるだという説明でした。私もそう思うんで

すね。そしたら過疎化は言わずに、人口減尐と尐子高齢化といったらどうかとか、すっ

きりするかも知れませんね。どっちが原因とか結果か議論しなくていいですからね。こ

こはご一任頂けませんか、表現ぶりの方。それでは３項目ですか。 

 

田岡委員：類似団体と比較してみても２２０人超過しているのでという所、超過しており、

かつ１３２団体中、人件費負担が一番高く平均値より６６％も多いというように。これ

総務省発行の資料がありますので。 

 

野村会長：１３２団体というのは、類似団体総数ですね、この類型の。今の点は事実であ

れば入れると、統計的にチェックして、ご意見としては。 

 

田岡委員：入れると説得力があるんですね。 

 

野村会長：この手の統計は年次の問題がありまして、何年の統計によるとどうのというの

が、違ってくるかもしれません。 

 

田岡委員：１９年度ですわ。 

 

事務局：すいません。２０年は改善されてるんですが。 
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田岡委員：ああいう資料は、出てない。 

 

事務局：これ自体の数字というのは、２０年度の決算を見てやってるんで、突然１９年度

を使うと整合性が無くなると。 

 

野村会長：２０年度類団はまだ出てない。ですからどうしても書くと１９年度決算値だと

こうなると注釈しとかないといけないですね。どちらにしろ、人件費が非常に高いんだ

ということの統計的な例証になるということですね。それは間違いのない表現を入れる

と、統計の事実としてね。ここはじゃあそういうことで。調べた上で書き込んで下さい。 

 

田岡委員：７ページ下から６行目、市は、そういうことを自覚し職員の指導なり経営指導

を行っていくべきであり、年１回の決算発表だけでなく中間決算も公表する必要がある

と。下から２行目の民間企業であるという意識、感覚が見受けられないので、民間企業

経験者も参加してというふうにしてほしい。 

 

野村会長：後段は、そういうことも含んでということですね。民間企業経営者のノウハウ

も活かしてとか。中間決算を義務付けるのは、これは制度的にはどうなんでしたっけ、

勿論出来るでしょうけど、これは何で決まるんでしたか。 

 

田岡委員：僕は、年１回ではあまり効果がないと思いますよ。 

 

事務局：今は年１回しかやってないです。 

 

田岡委員：年１回しかやってないの、だけどそれはやらなきゃいかんよ。 

 

野村会長：でもそれは、商法上は選択出来るんですよ。決算期はですね。 

 

田岡委員：やらんと、当たり前ですよ。やらさないかん。 

 

野村会長：普通の株式会社だと。やらさないかんのかどうか、総務省が指導してるという

のは本当ですか。年度の問題ですね。私存じなくて恐縮なんですけど、総務省なり県な

りが、指導してるんですか、中間決算を、そこはどうですか。もう役所を離れて１０年

以上経ちまして知らないんですが。私の知る限りでは、株式会社の場合、ある程度選択

出来るんですね、どういうタームで決算するかというのは、だから許されないことでは

ないと思うんですけども、国とか県が指導してるんであれば、それに極力従って、議会

の報告は制度上年１回で良いんでしょうけども、株式会社たる第三セクターに市の方か
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らの指導なり株主の意見として言うべきだと、そういうことですね。要するに民間企業

なんだから、民間企業なみにやってくれということでしょ。 

 

田岡委員：当たり前のことを当たり前にやってない。 

 

野村会長：決算の問題に限らずにね、中間決算の導入等でも入れといて、その他も株式会

社としてたちいくようにですね、ご指導を強めてくれと、そういうことですね。そうい

う主旨でここも書きこんでもらうと。やっぱり間延びしてしまうとね、経営的な発想も

どんどん薄れてしまいますからね。 

 

宮委員：民間では、第三セクターを売りなさいというのは当たり前なんですよ。会計処理

なんかで、１億規模がどうの、１千万すぐ出ますから瞬時に毎日の決算でも出ますから

ね。 

 

合田部長：毎月でも決算出ますけどね、それを公表という形になると総会も毎月総会すん

ですかと。 

 

野村会長：今の主旨は、民間企業が四半期ごとに記者会見してやってるのは、予測数値で

すわね、当社はこういうふうになりそうですと、民間企業はそれで良いんですよね。確

定数値は年１回議会報告あると思いますけど。今の点に限らず民間企業として常識的な

経営をやっていけるようにして頂きたいと、こういう主旨ですね。役所の延長とちがう

んだと。 

 

宮委員：だからね、半期ごとの決算をね、出来ないというその感覚自体、やっぱりね、私

は役人だと思います。我々民間企業だからね、かじ取りは自己責任でやっぱり情報公開、

当然のことなんですが感覚のずれがね。 

 

野村会長：株式会社とする限りはそうだと思いますね。そこが財団とか特別な法人と違い

ます。株式会社として普通のことをやってくれと、そういうことになりますね。あと西

岡委員の各論の部分ですね。ちょっと細かいですけど、どう処理しましょう。あの表現

ぶりの問題とかそういうのは事務局で。今までのご議論とバッティングするような点は

あるんでしょうか、ご主旨として、現状の問題では無くてですね。西岡委員如何でしょ

う全体として議論しておく点はございますか。事務局の方でこれを参考にさして頂いて、

表現を工夫さして頂くということでよろしいですか。先程の田岡委員の１３２団体中こ

の表現をどういうようにするか、何か確定されたことありますか。 
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事務局：これまだ詳しく見てないんですけど、この円グラフの表ありますよね。あれで見

ますとですね、分析の内容が多尐違うかも分かりませんけども、人件費、物件費等の適

正度という形で悪いのは悪いんですけども、１３２団体中１２９位とかいう形で、田岡

委員さんの言われる最下位という話ではなくなるということで、その辺の数値のすり合

わせということをやらないと、この答申書に最下位と書いてしまうとですね、間違った

数値を使った場合にはちょっと。最下位というのはどこで分かりますでしょうか。 

 

野村会長：この数字は人件費ですよね。人件費の決算額という意味ですよね。ちょっと統

計をよく調べて頂いて、直すべき点を指摘出来るんであれば、入れた方が良いと思いま

すね。統計の客観的なものですからね。極力そういうふうにして頂くようにお願いしま

す。２月９日でもう一度お集まり頂かないといけないんですけど、如何でございましょ

う。そこではもう今日の議論を全部盛り込んだ案をですねお出し頂いて、本当の未修正

以外は全部決着してしまう。今日で大体本旨的には、ほぼ合意しているかと思いますが、

細かいどういう数字を入れるのかとかですね、そこはまだございますので、２月９日、

火曜日、一応１７時を前提によろしいですか。概ね１週間ほど前に第２次原案、今日の

踏まえた修正案ができ次第、皆さんにお届けするようにですね、事務局の方にお願いし

たいと思います。それで、ご意見はなるべく早い段階で、文章で今日のようなメモで、

なかなか当日それを全部こなしてというのは、難しいかも分かりませんので、今度のは、

かなりの決定版になると思いますので、ご意見のある場合には、ほぼ即座にですね事務

局の方にお寄せ頂きたいと思います。そうするとこの場に集まるときには、簡単な修正

ならかけておいて頂いて、２次原案の更に修正案をこれで議論できますので、極力次回

は１００パーセント固めれるように、作業を進めたいと思いますので、ぜひご協力をお

願いしたいと思います。次回の予定は２月９日の１７時を前提に調整をお願いしたいと

思います。他に何かございますでしょうか。よろしゅうございますか。それではご議論

どうもありがとうございます。本日はこれで終了致します。 
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