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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２２年２月９日（火）午後５時００分～午後７時００分 

場 所 三好市池田総合体育館会議室 

出席者 委 員 

    木藤 誠治、耕地 弘、田岡 義三、中村 忠久、西川 利男、野村 隆、     

藤井 修身、水野 正則、三原 芳裕、宮 隆英 

   （５０音項、敬称略） 

    市 

    合田総務部長、森行革推進室長、宮岡、藤井 

欠席者 坂本 公子、千葉 眞由美、中石 昭、中川 勝弘、西岡 和子、（敬称略） 

 

事務局：今日は、お仕事や家事でお疲れのところ、また足元のお悪い中、ご出席いただき

ましてありがとうございます。本日もよろしくお願いします。前回、それから前々回と

２回にわたりまして答申書（案）をご審議いただきまして、ご意見を頂戴いたしまし

た。その中で答申書も大分煮詰まってきたようにも思われます。そこで、今回配付して

おります答申書（案）２月２日現在をもとに、協議をお願いしたいと思っております。 

なお、今回も皆様方のご意見をまとめるということでございますので、こちら側は事務

局のみの出席とさせていただいております。よろしくお願いします。できる限り、本日

で成案できますようよろしくご協力をお願いしたいと思います。それでは、最初に野村

会長からごあいさつを申し上げます。 

 

野村会長：当初の予定ですと、前回満場一致で答申案を固めるつもりでおりましたけど

も、ご承知のとおりさまざまな建設的なご意見が交わされておりますので、追加して今

日お集まりいただき、でき得れば最後の調整ということにさせて頂きたいというふうに

希望しております。どうかひとつよろしくご審議、審議進捗についてご協力のほどをお

願いしたいと思います。 

 

事務局：ありがとうございました。それでは、議事に入りたいと思います。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。 

 

野村会長：それでは、ただいまより議事に入らせていただきます。最初に、毎回でござい

ますけどもマスコミの取材に関しては原則としてカメラ等の撮影も含めて公開というこ

とでさせていただきたいと思います。それから、定足数でございますけども、現在私を

含めて１０名の委員が出席しておりますので、会議は有効に成立しておりますことをご
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報告申し上げます。次に、議事録署名委員でございますけども、今回は中村委員と西川

委員にお願いをしたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは、議事の中身

に入らせていただきたいと思います。今回は、前回の議論を踏まえて皆様方に意見を出

していただき、それを資料としてほとんどすべて、若干漏れてるのもあります。ほとん

どすべて網羅して資料にしていただいております。項を追って、まず事務局の方からご

説明、全体についてのご説明をお願いしたいと思います。 

 

事務局：（事務局説明） 

 

野村会長：はい、ありがとうございます。前回からの修正点の主なところを今ざっと言っ

ていただきました。それで、まず全体についてご意見があれば承りたいんですけども。

全体の構成とか。今回箇条書きにしていただきましたので、その点ではねらいどおり。

大分見やすく把握しやすくなったんではないかというふうな気が私はしますけども、皆

さんのご印象はどうか。それから、全体の章立てとか、構成について何かご印象とか、

ご意見がもしあれば承ればと思います。いかがでございましょうか。細かい文言の問題

はちょっと後ほどやるにしまして、何かございますか。はい、どうぞ。宮委員どうぞ。 

 

宮委員：前よりか見やすく、分かり易くなったと思うんですけど、ちょっと私これもらい

まして、うちの家内とか他の人に見てもらいましたけど、やっぱりまだ一遍で理解しに

くいし、文章を何回か読み直さんとわからんわという感想だったんですよ。私もそう思

います。もうちょっと、簡潔にぱっと歯切れのいい文章にならんかなと思ったんで、私

も修正案もちょっと出させていただいたんです。 

 

野村会長：それは、このお出し頂いてるご意見に反映してるわけですか。 

 

宮委員：そうです、はい。こういうふうにしたらどうかという。 

 

野村会長：言葉的な言い回しとか、そういうことですか。分かり易いように整理をすると

いうこと。 

 

宮委員：そうです、はい。 

 

野村会長：わかりました。それは個別のところで、じゃ承ります。 

 

宮委員：はい。 
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野村会長：全体の章立てとか項番とか、そういうことについていかがでございましょう

か。大分、今まで議論してきましたので、それが反映してるかと思いますけど。よろし

ゅうございますか。あとは、文言のレベルの問題に入らせていただきますが。よろしゅ

うございますか。 

 

委員：（異議なし） 

 

野村会長：はい。それでは、皆さんお出しいただいてるご意見を中心に、１ページ目から

ずっと潰していきたいと。必要なところは調整していきたいと思います。それで、お願

いなんですけども、もう最終詰めの段階ですので、願わくば今の宮委員のように表現文

の問題は全体にしてわたった問題だろうかと思いますけども。どう考えても趣味とか好

みの問題であるとか、そういうどちらに書いても趣旨として余り違わないとかというも

のは余り、できれば皆さんのそれぞれのご趣味を全部反映するわけにいきませんので、

必要な限りで私の方にご一任を頂戴できればと、表現文についてですね、希望しており

ます。趣旨が違うところはもちろん議論をして、どういうふうに表現するかということ

を詰めていきたいと思います。それで、資料では今日の会議の資料の後の方です、７ペ

ージ以降にページごとにご意見が書いてあります。今日の会議の資料の７ページ以降で

す。１ページ目これこれ、２ページ目これこれというふうに書いてありますので、これ

に応じてどなたから出された意見かはその都度お聞きするにして、調整をしていきたい

と思います。１ページ目に関するご意見で、これは全部１、２、３、４つ目は表現文の

問題ですね。これは建設的な表現をブラッシュアップするというご意見と考えられます

ので、このとおりに、修正案のとおりよろしいですか。ちょっと、事務局の方。 

 

事務局：すみません。５行目の終了した平成３３年度はという表現を終了するに変えたら

というご意見ですけども、３３年度はもう終了しておりますので、終了するという文言

にしますと、平成３２年度という形になりますんで。 

 

野村会長：３２年度いっぱいで終了。 

 

事務局：はい。それを後ろの方も出てきますので、それを統一して平成３３年度というこ

とで。 

 

野村会長：終了以降の３３年度という意味合い。３２年度いっぱいが特例期間ですので。

まあ、そこはこの表現のほうが正確じゃないかと。終了するのは３２年度だということ

ですね。よろしいですか。テクニカルな問題だと思いますので。日本語としてはちょっ

と将来のことを過去形で言っているのが奇異に感じられたのかもしれませんけども。特
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例は３２年度いっぱいで交付税の特例は終了すると。それが終了した暁の翌３３年度は

という意味ですね。終了後のというか、はい。 

 

中村委員：終了したという意味ですね。 

 

野村会長：そうですね。それでいいんだと思います。終了後のというともっと分かり易い

んだと思います。いずれにしても、それはレトリカルなテクニカルな問題ですね。そう

いうふうに修正させていただきます。他の３点はよろしいですね、このとおり変えて。

いいでしょうか。問題は５つ目のご意見、３０行目のご意見。３０行目と言われると大

分あれなんですけども、「感動や労苦」などを入れるかどうかです。下から３行目で

す。下から３行目についてご意見が出ておりまして、「感動や労苦」など、取ったんだ

けどもあったほうがいいじゃないかと。これはどちらさまのご意見ですか。これもどう

でしょうね。趣味と言えば趣味なんだけども、あったほうが感じは出てるかも。 

 

田岡委員：市民本位だとか協働だとか、もう官僚言葉が一挙に出てくるんやけども、もう

尐しわかりやすく。 

 

野村会長：枕詞的ではありますが。 

 

田岡委員：うん、ちょっとやっぱりいろんな人に心響くような言葉というのはこれ必要で

すよね。ぜひ入れてほしい、何で削ったんかなと思う。前回あるのにわざわざ削っとる

から。 

 

野村会長：いい文句だったのに。 

 

田岡委員：いい文句を何で削るんかなと。ほんまようわからんわ。 

 

野村会長：ほかの皆さんいかがですか。あっていいんじゃないですかね。こういう表現を

入れたほうがより市民の方には親しみやすくなるかもしれません。 

 

田岡委員：当たり前だと思うんですよ。 

 

野村会長：これは復帰ということで。はい。 

 じゃ、１ページ目。そういうことでよろしゅうございますか。 

 

委員：（異議なし） 
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野村会長：ご意見を取り入れられるものはすべて反映して修正するということです。それ

から、２ページ目。７行目と２０行目。これはこのとおり修正していいんじゃないか

な。何か事務局ご意見ありますか。 

 

事務局：細かいことなんですけども、７行目の「市が自主努力して」を「市が努力して」

という形で、努力するのは当たり前なんですけども、自主努力という言葉を入れたほう

が自ら進んでやっているという表現になるかなという形だけですんで、趣旨的には変わ

りはないと思いますけども。 

 

野村会長：そうですね。自主財源確保に向けて自主努力していく。余り意味がないんです

ね。当然に自主的なんですけどね。自主財源と言ってるからあえて要らないんじゃない

かと。これ言いたいのは、恐らく気持ちは地方税プロパーの確保だと思うんですけど

ね。気持ちは、事務局の。余り言葉としては意味がないかもしれませんね。自主財源確

保と前に出てますから、日本語としては「市が努力」でいいんじゃないですかね。 

 

宮委員：市が努力でいいんじゃないですかね。 

 

野村会長：そう思いますね。ここの「自主」をとると。それから、２０行目。多いことが

という、「が」にするか「も」にするか。ほかにも原因はありますわね。 

 

事務局：ここの場合の「も」を除いて、「多いことが」という形にしたのは前のほうが職

員数の問題だけを言ってますので、多いことが原因ということにしてまして。 

 

野村会長：文の流れから。 

 

事務局：はい。「も」を入れますとほかの意味もあるかなということで、「も」を多分入

れられたんじゃないかなと思うんですけども、その辺をどちらにするか。 

 

野村会長：この流れからいうと「が」でいいのか。 

 

事務局：はい。 

 

藤井委員：人件費だけがという突出した書き方、やっぱり僕もそうですけど、やっぱり借

金をしとるということが、財政硬直化につながっているということも含めて「が」と

「も」では大分ニュアンスが違うと思って、この「も」にしていただきたいと思うので

提案したんですが。 
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耕地委員：これは職員数とかのことを書いとるんだろう。だから「多いことが」でも違和

感ないとは思うけど、どんなんだろう。これは前のことから考えると、「が」がええよ

うな気がするんやけど。 

 

三原委員：一因がということ。 

 

耕地委員：これもという。これが４７億だという意味と違いますか。 

 

野村会長：こういうことが原因の一つ。だから一因というのが前の行にあるから、やっぱ

り趣旨にしてみると、すべてのことだとは言ってないので。一因がこの点だという。じ

ゃ、原案どおり。 

 

藤井委員：原案どおりでいいです。 

 

野村会長：はい、それでは３ページ目。はい、どうぞ。 

 

田岡委員：提言してなかったんですけど緊急でいいですか。 

 

野村会長：結構ですよ。忘れずにその場所でおっしゃってくださいね。 

 

田岡委員：下から３行目。「しかし、福祉教育といった」ここですけど、このしかしは、

上の文章からすると、逆接語ですよね、これ。ちょっと、会長随分高級官僚で中央にお

られたから、どっちでもとれる文章になってないかなという感じがするんです。これで

いいのかどうか。しかしという逆接語が、これ適切かどうか。また、ここの３行が必要

でない、削ってもいいんじゃないかとか。ひとつ会長どうでしょうね。しかしはおかし

いんじゃないかなと。上の文章をちょっと否定するんじゃないけども、ちょっと違うん

じゃないかなと。表現方式ですね、これ。項接ならわかるけども逆接ですもんね、こ

れ。逆接語になっとるからね。 

 

野村会長：職員数の最適化が最大の課題であると言っておいて、しかし人はかかるんです

と言いたいのかな、ここは。３行。 

 

田岡委員：高級官僚、こういう表現しますわな。どっちでもとれるように。いつもごまか

しとるから。だから、会長ご経験やから、どうやろうなと思うて。いつも、なし崩し的

にいろんなことやっとるから。 
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野村会長：ここの３行は何が言いたいのかしら、何で入ってるのかしら。 

 

田岡委員：ねえ、どっちでもとれるようなけんね。高級官僚よくやりますわね、これ。 

 

事務局：これはこのときのご議論で。 

 

野村会長：修正重ねてますので、浮いちゃってんですね。 

 

田岡委員：何でこういう。 

 

事務局：このときのご議論で、職員数を減らすのはいいけども最低限のセーフティーネッ

トは確保してほしいというご意見がありましたので、ここに入ってると。ですので、場

所を変えてどっかに入れるというんでもいいんですけども。 

 

田岡委員：逆接語やけんね。ちょっとおかしいんじゃないかな。 

 

野村会長：要するにいろいろ今まで議論、経緯ありましたけど、職員数を最適化する、す

なわちいわば減らしていくことが最大の課題なんだけども、増やさなきゃいけない要素

もかなりありますよと、そういうご意見を踏まえてこの３行が入ってると、あるいは残

ってると。ですから。 

 

田岡委員：僕はそう思うんです。会長は元高級官僚ですから。残しといたらしなくてもい

いと。 

 

野村会長：一方でとか。 

 

田岡委員：両方にとれるんよ。職員数削減せんでもええんよ。高級官僚こういう両方使

う。 

 

野村会長：両方の要素もあるんだということが言いたいんですね、ここはどうもね。 

 

田岡委員：こういう表現を使ったら。 

 

野村会長：だから、何ていいますか、単に職員を減らすという観点だけでなくて、もっと

増えなきゃいけない要素も抱えてるから困ったもんだなと、そういうことが言いたいん

ですね、ここは。ここで入れるべきなのか。どっか他に入るとこがありますか、この趣
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旨は。ご指摘のとおり、ちょっとここ浮いてますね。いずれにしろこの３行は。ここの

趣旨、ちょっと研究を。全体を通じてちょっと再研究をさせていただいて。申し訳ない

んですけども、こういう趣旨のことはどっかに入れるということで、扱いはご一任ちょ

うだいできませんでしょうか。ちょっと事務局のほうにも研究していただいて、文章の

おさまりの問題がありますね。ありがとうございます。はい、それでは３ページ目に入

らせていただきます。３ページ目の事務局の方のご意見は。 

 

事務局：どちらでもいいと思います。 

 

野村会長：これはいいんじゃないですか。どちらでもいいんじゃないですか。そうです

ね。１０行目のご意見は。いいですよね。はい。１つ目、２つ目オーケーで。その次、

１７行目。 

 

事務局：この部分ですけども、最初の前のほうに戻っていただきまして、１ページの中ほ

どに、出していただいた方のご意見という形で、くれるものは消化しないと損という意

識ということで、文言ですけども、この記述は当委員会が補助団体を具体的に調査した

わけでもなく、うわさや思い込み等による具体性のない記述と思われるので、直してほ

しいというご意見なんですけども。これは議論の中で、委員さんのご意見としてこうい

う団体が見受けられるというふうなお話がありましたので、表現としてこれを入れた

と。ですから、これ委員会の委員さんのご意見という形で具体的な数字。 

 

野村会長：我々のある程度主観的な見解として盛り込んだらということですね、この表現

は。 

 

事務局：はい。 

 

野村会長：ということですが、いかがですかご意見。藤井委員。ちょっと言い過ぎかとい

う。 

 

藤井委員：確かに今室長言われたように、委員さんから出た意見ですから、最初はこの表

現でと思ったんですけども、ちょっとみんなに見てもらったら、やっぱり公的文書でこ

こに参加してる団体いろいろと老人会や婦人会の方もおられるんで。 

 

野村会長：表現がかたくなりますよ。 

 

藤井委員：例えば、この文をそういう見受けられるという具体性があるんなら、括弧書き
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してその団体名を挙げたらええぐらいというふうなことを言われたんです。だから、こ

ういう、言うたら思い込みやうわさの部分だけで公的文書にこのような表現は、やっぱ

り避けるべきじゃないかなというふうないろんな人から意見がありましたんで、この問

題について、前回私このことについて触れなんだんですけども、最後のこの答申書を読

ませていただいて、こういうような表現をどうかなということで。 

 

野村会長：分かりました。全体のバランスから見てもちょっとここは表現が砕け過ぎてる

というか、感じはしますね。ほかのところとのバランスとか見ても。分かり易いんです

けどね。分かり易いんではありますけども。どうしましょうかね。ここは直すとしたら

ご意見のように直す。ちょっとあれですね、ぴんとこないですね。分かり易さがね。 

 

藤井委員：そうじゃなしに、市が補助金を申請が上がって審査をして、それで決定してる

わけでしょう。それの中でこの表現が適当かどうかですね。ということは、行政がそれ

を見逃しとるということになりますよね。 

 

耕地委員：後の方がちょっと、なお分かり難いんとちがいますか。 

 

野村会長：そうです。 

 

田岡委員：訳の分からんことして。 

 

藤井委員：でも団体にとってみたら、これ読んだら、消化しないと損とか、くれるものじ

ゃという表現されたら、一生懸命頑張ってる団体がちょっと不信に思うんじゃないです

かね。 

 

宮委員：特定の団体を指しとるんでもないしね、確かにそういう意識はあると思います

よ。というのは、全部じゃないけど、一部か半分か。これ、最初の文章のほうが分かり

易くていいと思います。ほんで、これすべての団体、藤井さん言うように、すべての団

体に意識が残っているちゅうかな、一部の団体か何割かの団体ですよ。この文章のほう

が分かり易いですよ。その下のまだ団体補助金と基本方針に沿った云々ちゅうのは、こ

れは意味がわからない、１回読んで。そんなに表現することないと思います。 

 

野村会長：堅く言うと補助金に対する基本認識が誤っている団体、市民がまだいらっしゃ

ると、堅く言うと。 

 

宮委員：ですから、意味的には同じと違いますか。 
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野村会長：言いかえるとしたら、今私の申し上げたような感じの言い方だと思いますけど

ね。堅くなっちゃいますね。中村委員、どうぞ。 

 

中村委員：「残っているような団体、市民がいるように思われるので」というのをやめ

て、消化しないと損という意識が残っている中、さらなる見直しを検討していくべきで

あるという簡潔にされたらどうですか。ような団体とか市民とか思われるでなしに、意

識が残っている中、さらなる見直しを検討すべきであると。 

 

野村会長：団体とか市民というと何かこう名指ししているような感じで。 

 

中村委員：そうですね。これにまた余韻が残ってこういうようになるんじゃないかなと思

うんですけどね。 

 

野村会長：補助金は当然にくれるもんだとか、消化しないと損だというような意識が残っ

ているような現状か。 

 

中村委員：残っているような現状の中でしょうか。 

 

野村会長：まあ、そんな感じですかね。そんな感じですか。 

 

宮委員：今のような感じが、分かり易いですね。 

 

野村会長：はい。じゃ、今のようなニュアンスでちょっとご一任いただけますか。表現に

ついては。基本的にこの括弧、かぎ書きの部分の表現は残すということで。はい、あり

がとうございます。それから次は、２４行目。一般市民とか市民と書けばいいんか。民

間人て市民に限らないのか。私のように外から来ている人も含むかどうか。 

 

事務局：それとか、あと企業とか法人関係です。 

 

野村会長：ああ、そういう意味か。 

 

事務局：そういう意味で言うたんですけども。 

 

野村会長：でも、市民というのは法人も含む場合のほうが多いんじゃないですか。法人を

含むという意味なら別に。 
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宮委員：市民でええんちゃうん。どっちかで。 

 

野村会長：市民でいいでしょうね。厳密な意味での市民は、住民票のある人という意味で

すけども。 

 

宮委員：そこまでは。 

 

野村会長：他の市で市民をやってる人も普通は含むんでしょうが。じゃ、そこは余り厳密

に考えなくていいんじゃないですか。はい。それでは、行政組織のほうの２行目です

か。時間距離の。ここは時間距離でいいんじゃないですか。 

 

耕地委員：時間的距離としたほうがいいんじゃないですか。 

 

野村会長：ああ、そういう意味なんです。 

 

耕地委員：時間的距離を使ったほうが。 

 

野村会長：そうですか。時間距離という言葉自体は時間的な距離のことですね。何分かか

るかという意味ですね、何時間かかるかと。これはこれでいいんじゃないですか。時間

的を入れたほうがいいかどうかは。ちょっとほかの文献を見てみますけど。いずれにし

ろ、意味はかかる時間という意味ですね。 

 

藤井委員：東祖谷への距離が縮まったという意味で書いたんかなと思って。だから、移動

時間と距離というふうなことの意味合いでこれを表現しとんかなと思うて書いただけ

で。どちらでも結構です。 

 

野村会長：ここは違うでしょう。 

 

耕地委員：距離は短縮してないけんな。ちっとは道路がよくなって。 

 

野村会長：道路を幾ら改良しても距離は改良しませんから。 

 

藤井委員：道路改良して、距離が短くなったことを示しとんかなと思った。 

 

宮委員：トンネル抜いたら距離のほうが短くなる。 
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野村会長：それはありますね。ありますけど。 

 

宮委員：そういうことを含めてね。 

 

野村会長：時間距離ないし時間的距離、どちらかちょっとお任せをください。それでは、

４ページ目。１８行で。はい、どうぞ。 

 

藤井委員：これ地区住協という言葉がまだ認知されてないと。行政的用語じゃないという

ことで、注釈が必要じゃないかなということを私入れたかったんです。そうしないと、

ただ単にこの地区住民福祉協議会というのが正式名称なようなんですけども、地区住協

という言葉だけ出てくると、この住民がまだ認知されてない用語ですから、何だろうな

ということになるんじゃなかろうかなと思って。 

 

野村会長：これ、地区住協について、まず注釈が必要だろうと。ご指摘ですね。それか

ら、社会資源についてもそうだというご意見ですね、ここのところは。地区住協のほう

は、おっしゃるとおり、まだ用語として成熟してない部分もあるし、一般的になじみの

ない言葉でもあるから、注釈をつけるということでよろしいかと思うんですが。ここの

社会資源等というのは、無理にぼかしてその他もろもろの社会的な団体であるとか、ボ

ランティア活動であるとか、もろもろ言いたいがための言葉なんで。だから、定義規定

で入れようにも、入れようがないと思うんです、ここのところは。表現がまずければ何

かほかの言い方を考えるんですけど。このかなり一般的な言い方です、社会資源という

のは。子供会とかいろんな団体組織がありますね。そういうものもろもろ言いたいがた

めに入れているんですね、ここは。何かいい解決法があれば。 

 

中村委員：社会資源で総括されとんですね。 

 

野村会長：そうですね。だから、そういう意味で入れたんですねこの言葉を。だから、そ

れに注釈をつけようがないと。今のような注釈なってしまうわけですよ。その他もろも

ろのものという注釈になってしまうもので、余りこれ意味がないです。社会福祉協議会

について入れるかどうかのご意見の差があるんですね。入れることについて何かあれは

あるんですか、差しさわりは。バランスの問題ですね。社協、社会福祉協議会、別に入

れて差しさわりがないんであれば。代表的な活動団体としてはありますよね。 

 

耕地委員：それは私が提案したんだけども。地区住協、社協として注釈つけても、いいん

じゃないですか。 
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中村委員：地区社協という言葉を長くしたらどうでしょうかね。 

 

中村委員：あれ、どないになるんですか。地域社会福祉協議会なんですか。地区社会福祉

協議会。 

 

耕地委員：地区住協というのは地区住民福祉協議会です。 

 

中村委員：地区住民福祉協議会というようにされたらどうですか。そうすると、注釈なし

で全体が表現される。 

 

宮委員：これは一般市民に出すんじゃなくて、市長に出すから市長はわかってると思いま

す。 

 

野村会長：地区住民社会福祉協議会。 

 

田岡委員：これ、市民も見るよ。 

 

野村会長：その議論は前回もしました。一応民間の一般の方も見られるという前提で表現

するということです。一般の方も見られるという前提で。 

 

宮委員：一般の人はね、インターネットで閲覧できても、わからんかったらそういう人

は、もう自分で調べますよ。 

 

野村会長：まあ、そうですが。なるべくわかりやすいように表現していくと。 

 

宮委員：それぐらいしてもらわないと。一般市民を中心にしたら、やっぱり市長にですの

でね。 

 

野村会長：中村委員。 

 

中村委員：地区住協というのは、いつも言ってますからね。 

 

宮委員：市長は分かると思います。市長に対する答申書だから。 

 

野村会長：中村委員、今どうしたらいいとおっしゃいましたっけ。 
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中村委員：今の地区住協はわかりにくいんであれば、地区住民社会福祉協議会。 

 

野村会長：地区住民。 

 

耕地委員：一般には地区住民福祉協議会ちゅうてもわからん人がようけおる。 

 

中村委員：ああ、それもわからん。地区住協も。 

 

耕地委員：地区住協の方がまだわかりやすい。 

 

中村委員：地区住協は普通一般に地区住協。 

 

野村会長：地区住協を括弧にしますか。括弧で正式名称を入れる。そういう場合にはわか

りやすい名称を書いて括弧書きしとくという手はありますね。そういう処理でしましょ

うか。括弧書きでつけ加える。ちょっと字数を使うけども、まあ分かり易くしたいです

から。そういう処理か、あるいは用語解説のほうで今の点を書いとくか、どちらかの処

理をしましょうか。使い馴れてる言い方と正式名称が違うときは、こういう問題はいつ

も起きるんですね。例えば、後で出てくる過疎債や辺地債なんかも正式名称ではありま

せんからね。そういう処理は一括してさせていただきますので。 

 

耕地委員：それから「の」と「と」と。「社会資源等の」でなしに「社会資源等と」。 

 

野村会長：等と住民との。と住民との。はい。Ａ、Ｂ、Ｃ等と住民との連携という構図で

すね。はい。それじゃそのように修正ないしは注釈をさせていただきます。それから。 

 

中村委員：４ページちょっとあるんですが。 

 

野村会長：はい、どうぞ。 

 

中村委員：すみません。今の言葉の次の次の２１行なんですけど、今後はそれぞれの職、

立場で責任の所在を明確に持ってというところです。責任の所在を明確にした仕組みや

業務を行っていくという言葉に、仕組みという言葉を入れたらどうでしょうかと思うん

ですが、業務だけでなしに。仕組みとか組織というんですか。 

 

野村会長：いずれにしろ今の表現ちょっと言葉足らずですね。 
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中村委員：仕組みや業務を行っていくという、いくようでなしに、いくという言葉で表現

したらどうかと思うんです。それが１つと。 

 

野村会長：責任明確化の意識改革が必要だという趣旨ですので、それが分かり易いように

表現して頂きます。 

 

中村委員：仕組みや業務という言葉を入れていただくということです。もう一つです。次

の行なんですが、これＰＤＣＡの問題なんですが、これはもう観点でよく言われるやと

いうことは、もう既に済んどんで、行政経営においてＰＤＣＡサイクルに沿ったと、こ

ういうように観点でよく言われるという言葉をのけて、行政経営においてＰＤＣＡサイ

クルに沿ったというような言葉がどうでしょうかと思うんですが。その２つをちょっと

提案します。 

 

野村会長：後の点はしかし、観点があっても別に論旨としてはいいんじゃないですか。行

政経営の観点以外からもＰＤＣＡのことはいろいろ行政民間経営とか言われてますの

で、あえて。 

 

中村委員：事業推進には常識的な問題となってますので。決まってますので。 

 

野村会長：まあ、そうなんですけども、この行政に関しては従来経営という観点すら余り

希薄だったもんですから、そこをあえて強調するために行政の経営という観点から、い

わゆる象徴的に言われているＰＤＣＡという、そういういきがかり上の表現なんです

ね。全体を通してちょっとニュアンスを見直してみます。 

 

中村委員：はい、提案だけです。 

 

野村会長：これが何か害があるということではないと思います。それから、ＰＤＣＡにつ

いては当然のことながら注釈につけさせていただいております。用語説明のところで

す。これ注釈用語は何かマークを入れたりできるんですか。最終的には何番とかです

ね。はい、それでは４ページについて、よろしゅうございますか。次の５ページです

ね。５ページに移ります。５ページについては、まず１１行目と１２行目の表現につい

てご意見がございまして、この２行半、３行の部分で、その効果額をの部分から将来の

ために使ってのこの部分をまず削除するかどうかですね、ご意見は。１１行目に関する

ご意見はそういうことですね。それから、その次は、１２行目の企業誘致等のところを

福祉向上等具体的に入れると。これは原案を入れた上での話ですね。２つ目のご意見

は。原案を入れた上で企業誘致等の等の部分をちょっと加えると。その２つのご意見が
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出ています。それで、その効果額を以下の部分を入れるかどうかは、いずれも判断のし

どころなんです、これ。いかがでございましょう。財政削減の効果の使い道について、

どの程度具体的に書き込むかということだろうかと思います、このご意見の違いは。そ

う考えてよろしいですか。何のために財政削減をするのかという積極的な削減効果の暁

の具体策をこういう形で書いておくか、あるいはそれは一般的なものとして流すかで

す。どう思われますか皆さん。ここは割と前から延々と議論してる、ちょっとニュアン

スの違いが委員の皆さん方にもあるわけです。皆さんの意見が織り込まれてますので、

どなたがどうのというんじゃなくなってきてますので。 

 

田岡委員：削除するということですか。 

 

野村会長：最初の１１行目。 

 

耕地委員：大きく反映されるだけを削除するということでしょ。 

 

野村会長：違いますよ。 

 

田岡委員：違うん。 

 

事務局：いや、財政効果に大きく反映されるで文章はあって、後の効果額をどう使うかと

いうのを除くという、削除するという。 

 

田岡委員：何で除けるんですか。 

 

宮委員：これ私が提案したやつなんですけども、これ６ページかな、書いてると思いま

す。これかな、５ページの。すみません、５ページですね。資料の５ページ。下の５ペ

ージ、１１行目、財政効果に大きく反映されるため云々とずっと書いてるけど、これは

もう以下削除。というのは、理由をちょっと書いとんですけど。ここで財源を何に使え

とか、あれに使えとかいうことはないと思うんですよ。 

 

野村会長：もっとニュートラルに。 

 

宮委員：これ定員適正化計画の策定だしね。 

 

野村会長：ニュートラルに表現すべきと。 
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宮委員：これもし書くんだったら、前のほうへ冒頭の文章に書いて。結局、行革して、浮

いた財政を何に使うかちゅうことなんで、そこまでここで問うことはないと思うんで

す。 

 

野村会長：はい、ご意見の趣旨わかります。皆さんもこの資料の今日の委員会の資料の５

ページの下のご意見です。要するに反映できると切って、下３行を削除するというこ

と。財政削減効果の結果、この浮いてくるであろう財源を何に使うかというのがここで

表現すべきことじゃないということですね。射程距離外といいますか、この定員管理の

部分の射程距離と違うんじゃないかと。お金に余裕はありませんから、１億円浮いたら

こんなもんができる、２億円浮いたらこんなもんができると。それ書き出したら切りが

ありませんからね。市の行政の発展のために使うんであって、ということですね。ご意

見の趣旨はそういうことです。いかがでしょう。何に使うかは、並行してあるいは後

で。 

 

宮委員：これは浮いた財源は何に使うかちゅうんは、前も言ったように総合計画の分野だ

と思うんです。うちの委員会で、このお金はああ使えこう使えまでは、そこまで言わな

くてもいいと思うんです。 

 

野村会長：そうですね。 

 

宮委員：それで、もし書くんでしたらね、この最初のほうの「初めに」ぐらいに入れたら

どうです。ここの定員のとこには、これちょっとなじまないと思うんですけど。 

 

野村会長：初めにのとこに書き込むということですね。はい。あれですわね、税金を取る

ときに一般、通常の一般税として取るか、あるいは特定目的税と取るかみたいな感じで

すねここ。浮いた分は総務財源になるわけですから。何かこの点についてご意見ありま

すか。はい。 

 

田岡委員：この問題、これ以前に討議したときに、何のためにやるんかということがもう

ひとつわからん人もおったし。だから、これ具体的にこういうことに活用できるんです

よということをこれ具体的に示したわけです。非常にわかりやすい。何のためにしたん

かわからないと、人員削減を。やっぱり、１００億ぐらい浮くという話も出て、使途は

こういうふうに、活性化のために市の活性化のためにできるんだと。これは本来の趣旨

ですからね。だから、こういう具体的なことも表現としてはあって僕は当然だと思うん

ですよ。表現として説得力がありますよ。説得力のない文章つくってもしょうがないか

らね。 
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野村会長：具体的に書いておいたほうがイメージも湧き易いということですね。 

 

田岡委員：説得力があります。市民にもよくわかる。市長だけわかってもしょうがない。

市民もよくわかるということで、僕はぜひ残しておいてほしいと思います。 

 

野村会長：職員の削減の裏返しとして、例えばこんなことができますよという例示をして

おくと。 

 

田岡委員：そうそう。一般市民が読んだってこれがあったほうがずっとわかりやすい、一

般市民はね。 

 

野村会長：あくまでも例示でしょうね。他のこともできるかもしれないし。 

 

田岡委員：そうそう。だって、何のためにやるんかわからん人が多いんですよ。ただ削減

するだけじゃ意味ないからね。 

 

野村会長：というご意見です。尐し、これ隔たりがあるんですがどうでしょう。 

 

宮委員：ほかの場所へ書き直したらどうでしょう。 

 

野村会長：どっかこの趣旨のことが。 

 

事務局：今言われたので、ちょっとみたんですけども、財政健全化についてのとこの補助

金の文言の前です。そこに同じような形で財政状況を好転させ、市を今後どうしていく

のかということでちょっと触れてますけども、そこに並列して書くというか、だったら

入る。 

 

野村会長：財政健全化の一環として書き込むというのは、おさまりがあるかもしれません

ね。田岡委員はいかがでしょうか。ここの定員管理のところ。 

 

田岡委員：職員を適正化する意味のやっぱり具体的なこれ検証ですよ。一番わかりやす

い、これは置いといてもらわんと意味ない。私はそう思いますよ。 

 

野村会長：とおっしゃいますので、どうでしょう。これ、どちらにしても趣旨としてはど

っかに入れるべき趣旨なもんですから。これぜひ置いといてと、強いご希望がございま

すので。 
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田岡委員：何のためにこれね、浮いた金を何に使うかというのを具体的に知らせないか

ん。 

 

野村会長：普通の報告書のバランスからすると、これはどっかに「初めに」のとこか財政

健全化のとこに書き込むか。積極的な削減の裏返しはね。それがバランスじゃないかと

思うんですけども。今のように思い入れが強くてここに入れるべきだという強いご意見

があるもんですから。 

 

中村委員：文章はできるだけ明確に行革は何をするのかということをはっきり、まず今の

宮委員さん言われとるように、反映できるというはっきりした言葉というのは必要だと

思います。それの折衷案みたいになるんですが、それに対する言いわけについては、そ

の中身に応じて書くということでどうでしょうか。どれでもこれでもでなしに、できる

だけその文章はスリムに何をするんですかという、行革はこれをしますということをは

っきりしといて、それについて、なおこれは言うべきことだということはつけ加えると

いう判断の仕方でつけ加えてもろうたらええと思うんですが。この場合に、これをつけ

加えるつけ加えんということは、ちょっと十分に言い切れんのですけど。必要なのかな

とも思うしね。 

 

野村会長：ご趣旨はわかりますが、具体的にじゃあどう処理しましょう。私は、これは単

なる例示といいますか、この他のこともあるだろうし、象徴的な例示じゃないかと思う

んです、入れるとすれば。委員のご趣旨も何かを入れとかんとわからんやないかという

ことでしょ。ここら辺宮委員いかがですか。いかがですか、この原案のような形で。こ

れ例示としてした上でですね。例えば、例えばこういうこともできるんですよと。 

 

田岡委員：何で削除する必要性があるんかなと。 

 

野村会長：削除の必要性は、理論的に言うと宮委員のおっしゃるとおりなんです。浮いた

財源で何をするかというのはフリーなもんですからね。 

 

宮委員：書く場所をここでなくて。 

 

野村会長：他のとこでもええやないかという。 

 

宮委員：書く場所をね。重要なことなんです。 

 

田岡委員：ここにあるから意味があるんです。 
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宮委員：いや、この財政を適正化して、みんなこれ合理化とか削減とかいろいろ、わざわ

ざここに書かなくても。 

 

野村会長：職員数削減との具体的な関連性というのは必ずしもここはないです、他のこ

と。 

 

宮委員：財政健全化の今言った事務局が言ったようなとこへ入れてもいいし、そうしたと

き、これ２番の長い文章でわざわざここに入れることはないとは思うんですけど。どん

なんでしょう。 

 

田岡委員：行財政改革の検討した中で、一番効果の大きいのは職員の削減でしょう。それ

しかないわけですよ。大きい財政的効果は。そうしたら、ここに入れていくべきでしょ

う。一番効果があるわけですからね。それを本来やらなね、そういうことでしょう。だ

から、それを強調するためにも言っているわけです。 

 

宮委員：だから、財政効果が大きく反映される。 

 

田岡委員：流れはこういうことにできますよということを具体的に。 

 

野村会長：よろしいですか。職員数の削減については、この４行ほど、現在の４行ほどは

むしろ冒頭にこの３の冒頭に持ってきて、要するにおっしゃるとおり、何のためにする

んかということを３の①としてここに持ってきたらどうですか。それで、例えばこうい

うこともできるんだということを、この定員削減をしなきゃいかん趣旨がより強調され

ますわね。宮委員のおっしゃってるのは、ここに置いてあるのはちょっとおかしいじゃ

ないかという、バランス上。これ定員適正化計画の策定にくっついてるわけですね。中

途半端ですわね、考えてみたら。この４行の趣旨を独立させて。 

 

耕地委員：行革のねらいという。 

 

野村会長：はい、そのとおりです。３の①とか②とか。３の中の総論部分として。１頄を

抜き出して持ってきたらどうですか。そうすると、ここからはすっきり削除されます

し、この趣旨はもっと強調されて入りますし。それから、これはあくまでも例示だと。

例えば、こんなこともできるんだから頑張って定員適正化をしていかなきゃいかんとい

う趣旨におさまってきます。そういうふうなことお任せいただいてよろしいですか。ど

うですか。よろしいですか。 
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事務局：はい。そいじゃ、この３の定員管理についての中で、今言われたように１番にす

るか。別にして。 

 

野村会長：１番か２番か、そこは流れがありますけども。 

 

事務局：適正化の目的の趣旨という形でこれを入れると。この４行ですね。 

 

野村会長：それでいかがでございましょう。よろしいですか。 

 

委員：（異議なし） 

 

野村会長：じゃ、そういう前提で処理させていただきます。それから次は、③と④につい

てのご意見です。③についてのご意見。はい、どうぞ。 

 

水野委員：今議長さんが言われたように、もう一つ頄目を起こしてなさると。非常にいい

ことだと思うんです。それでもう一つ藤井さんがつけ加えてくれておるのに、企業誘致

の話等、その中に入るとは思うんですけど、藤井さんは福祉の向上というのを大きく入

れてくださる。これはええことだと思うんですが。 

 

野村会長：その点も含めて、これ１頄目にしますと、より詳しく書けますので。これは福

祉なども強調して書けるように。はい、わかりました。済みません、その点失念してま

した。１頄目にしますと、今よりちょっと書き込めますので。それでは、今の点は今申

し上げたような処理にしまして、③についてのご意見。４ページ済んでますが、どう

ぞ。 

 

中村委員：４ページじゃないです、５ページ。 

 

野村会長：今、５ページの③。 

 

中村委員：③に行ってる。 

 

野村会長：はい。よろしいですか。③のまずご意見がございますので。 

 

宮委員：③に対して私がここで書いたやつで、今日の資料見ていただいたらわかると思う

んですけど、きょうの資料の６ページに、５ページの１４行目、臨時職員数の配置。 
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野村会長：６ページの上のとこですね。 

 

宮委員：ですね。これ以下に変更。 

 

野村会長：文章を簡略化するということですか。 

 

宮委員：そうです。 

 

野村会長：はい、わかりました。 

 

宮委員：これ１回読んで理解できないという人が。 

 

野村会長：読みにくいですね、確かに。 

 

宮委員：ですから、参考ですけど、こういうふうに変えたらどうですかと。恐らくこうい

う意味やと思いますわ。 

 

野村会長：ここは次も同じですね。④についての文章を読みやすく整理して。 

 

宮委員：そうです。はい。 

 

野村会長：もとの文章がちょっと長過ぎる感じがしますね。 

 

宮委員：はい。 

 

野村会長：それじゃ、このご意見を参考にさせていただいて、原案をよりなるべく読みや

すいように、この文は変えさせていただきます。はい、藤井委員。 

 

藤井委員：簡潔にすることは確かにいいことですけど、宮委員さんのちょっと例文を読ま

せていただいたんですけども、これは座長に前も言うたんですけども、あくまでも正規

職員を削減して、それを代替えに臨時職員でカバーをするということだけはこれは法律

違反になりますので、書き方は十分注意をお願いしたいと思うんです。だから。 

 

野村会長：それは今回十分ご議論した点です。 

 

藤井委員：その文で、この宮委員さんの起案してくれとる文をそのまま読ませてもらう
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と、もう正規職員の部分を臨時で補ったら財政的に有利になりますよということに読め

ますので、よろしくお願いします。 

 

野村会長：これまでの議論を踏まえて、ご指摘の趣旨も加味して書き変えるようにいたし

ます。はい中村委員。 

 

中村委員：それと、臨時職員の配置の真ん中の行なんですが、臨時職員については歯どめ

が必要でというこの言葉です、これはその最後の必要最小限とすべきであるという言葉

が重なっとんですわね。そういうことで、臨時職員の配置にあってはという、さらっと

したらどうでしょうか。 

 

野村会長：その点も踏まえて、③のほうについてですね。はい。宮委員のご意見と今の点

は共通してます、ご意見として。 

 

宮委員：上へ歯どめって書いとったからね。 

 

野村会長：この趣旨が重複してますね。 

 

宮委員：重複してる。 

 

野村会長：それも含めて文章をより分かり易く。分かり易くかつすっきりとさせるように

原案をつくり直します。それでは、よろしいですか。今ご指摘のあった点を踏まえて、

この部分は修文をしたいと思いますので。次は。 

 

宮委員：ちょっといいですか。 

 

野村会長：はい、どうぞ。 

 

宮委員：すみません。今日の資料の６ページの５ページ、２０行の下の職員の採用です。

若い新卒者だけで、もう若いは要りませんね。新卒者は若いからね。若いを消すよう

に。 

 

野村会長：はい、わかりました。でも、年取って大学来る人もいるんです。再雇用につい

ては宮委員いかがですか。今のところの後のほうで、再雇用。ご意見案では再雇用と表

現を入れないんですね。 
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宮委員：これ、再雇用今もしてると思うんです、必要ならば。だから、あえてやってるこ

とをわざわざ書くことないと思うんです。例えば、優秀な人を収入役にしたりとか。 

 

野村会長：再雇用という意味じゃないわけですね。 

 

宮委員：どんなんですか、現状は。再雇用今しとんですか。 

 

事務局：再雇用されとる方は非常に尐ないです。技能労務職の中で、特殊な技能の方が何

人かおいでるぐらいで、ほぼ再雇用の方はいないというのが現状です。 

 

宮委員：必要ならば今もやってるちゅうことやね。僅かですけども。 

 

野村会長：余りないということです。事務局としては割と気持ち込めて書いてる。 

 

宮委員：これちょっとほかに。再雇用で特殊技能や知識が必要なものについて、そんな人

おるんだろかという話もあったんやけど。わざわざ、やっぱり新しい若い人をできるだ

け入れて、定年退職してもらうという意味で、余りこれ書かんでもええと思うんですけ

ど。 

 

野村会長：あえて退職者の再雇用を書いておかなくても。 

 

宮委員：あえてここで。大きい問題じゃないから。 

 

野村会長：広くノウハウのある人を。 

 

宮委員：それか、できるだけ若い人を入れて、これ再雇用するんだったら若い人入れて、

私の考えですけど、若い人を入れて、その人を教育して技能をつけさせていくシステム

がいいと思うんです。だからもうこれいつまでも年とって雇うというようなことは、ち

ょっと若い人が育たんので。ちょっとここ要らないと思うんですけど。 

 

野村会長：あえて個別に書かなくても、趣旨としては確かに含まれてますね。あえてこれ

だけ書かなくてもいいだろうと。他の世界で来られた民間企業ＯＢの方とか、それから

役場そのものを退職された方というのは同じ扱いだと考えれば、あえて書くことはない

ということでしょうね、考え方としては。そういう了解でよろしいですか。修文案につ

いては。よろしいですか。それから、じゃあ今５ページまで終了です。６ページについ

てはご意見はないのかな。６ページについては、ご意見なしと。はい、中村委員。 
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中村委員：これ人事考課です。これ最終的に能力と業績だけで物事を判断しようとする、

あると思うんです。行政というのは、能力、業績はもちろん、やっぱり人間性とかそう

いうものが加味する必要があるんじゃないかという気がするんですが。 

 

野村会長：そうなんですけども。 

 

中村委員：ただ能力、業績に偏重しますと。 

 

野村会長：制度的な人事評価というのは数値化しないといけませんから。 

 

中村委員：数値化せないかんですけども。 

 

野村会長：人間性のいい悪いは数値化できないですわね。 

 

中村委員：そこらを。そういう観点をどうしていくか。公僕でもあるし、そこらは、我々

のとこ実際にやってみよって、やっぱり。 

 

野村会長：確かにおっしゃるとおりなんですが。 

 

中村委員：能力とか効率とか効果とか合理性とかそういうことだけにしていくと、人の見

方というのは変わってくるんじゃないかと思うんです。 

 

野村会長：人事評価制度そのものは、もうまさに民間企業中心に業績、能力をどう評価す

るかという、いわゆるさめたものなわけです。それで、おっしゃってるような、もっと

ウエットな要素といいますか、人間的な要素とかそういうものはむしろ人事の張りつけ

とか、同じ部長クラスでも、どの部長にするかとか、そういう具体的な人事があります

わね。そういうところに、これは経営者のある程度主観的判断で人を右左できるわけで

すからね。そういうところに反映していくという前提で。 

 

中村委員：こういういろんな一つの。 

 

野村会長：ここに至る客観的な指標をなるべく出そうというのが人事評価制度なんです

ね。 

 

中村委員：人事評価は人事評価として、プラスこちらの方のいろんなことも検討していき

よる。これ能力、業績を重視し、重視するも人間性を加味した人事制度への転換という
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ようなことはおかしいですか。 

 

野村会長：いや、それを言い出すと。 

 

中村委員：言い出すといかんの。おかしい。 

 

田岡委員：実際、我々民間でやってきた。能力評価に入っとるでしょ。 

 

中村委員：それは入っとるんですね。そうですか。 

 

田岡委員：だから、人間性はちゃんと加味してます。それはちゃんとしてます。そんなこ

と言い出したら切りがない。 

 

野村会長：中村委員、おっしゃりたい趣旨はよくわかるんですけど、これだけで全部人事

すると言ってるんでもないんです。人事する前提としての客観評価をしようというのが

人事評価制度なんです。だから、具体的な人事そのものは、もっと首長があるいは幹部

が主観的に判断して、こいつは良い、こいつは悪いと、あいつは人間悪いとか言いなが

ら、思いながら人事するわけですから、それは民間企業でも役所でも同じなんです。 

 

中村委員：行政評価のかなりそういう部分は、テレビの影響受けてます。 

 

田岡委員：人間性もちゃんと入ってますから。 

 

野村会長：人に協調性とか人とケンカしないかとか。 

 

田岡委員：協調性とか。 

 

野村会長：はい、そういうのが一種の人間性が反映。人間性そのものじゃないけども、人

間性が反映してる頄目はあるんですね。特に協調性とかそういう社会性とかです。だか

ら、広い意味での人間性はじわっと反映してくるようにはなってるんですね。ただ、人

間が良いか悪いかを評価するのは無理ですから。 

 

田岡委員：人間が悪い人は昇進しませんから。 

 

野村会長：よろしいですか、そういう前提で。はい、三原委員、どうぞ。 
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三原委員：見出しのつけ方なんですけど、２の体制整備というところがあるんですけど、

ちょっと体制整備という見出しわかりにくいので、②のところですけど、あるんだった

ら導入次期とか早期導入とか、何か中身にふさわしいように、ちょっと改めたほうがよ

ろしいんじゃないですかと思います。 

 

野村会長：本文の趣旨から見てもそういうことですね。早期に実施すべきだと言ってるん

ですから。導入に向けてのスケジュールのことを言ってますね。例えば、導入時期とか

そういう言い方、表題を変えるということですね。よろしいですか、それで。そした

ら、６ページについてはよろしゅうございますか。次は、７ページ。 

 

宮委員：７ページの保育所について。３の保育所についてなんですけど、これは今日の資

料の５ページ、①保育所、これはちょっとインパクトがないので、ちょっと下に書いた

んですけど、理由は理由のとこに書いてるように、比較的大きい保育所もうこれ１０園

しかないから、十しかないから、１０カ所。わかると思うんで、もう名前を書けという

ことなんですよ。西井川の保育所については、これは市街地の中に入ってないんで、ち

ょっと私外したんですけれども、どんなんでしょうか、市の方向としては。 

 

野村会長：事務局いかがですか。 

 

事務局：その市街地なり街なか云々というお話は、こちらの検討部会では関係なしに、規

模の大小で検討はしてますけども、１つ心配されるのは、ここで具体名で挙げますと、

この委員会でどういう内容、調査してないです。それから、民営化あるいは指定管理に

この園を持っていけというご議論されてないわけなんです。それで、突然とここで固有

名詞が出てくると、非常に。 

 

野村会長：頭ごなしに。 

 

事務局：検討してないじゃないかということで。 

 

宮委員：はい、わかりました。もうこれ括弧の中の２つの保育所。 

 

野村会長：具体名はそうでしょうね。 

 

宮委員：具体的にはもう恐らくこれ進めるんだったら、この２つからやると思うんです。 

 

野村会長：おのずと。委員会の段階で具体的に書くのはおかしいような感じ。 
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宮委員：委員会の段階だったら、これもう割愛してください。それから、もう一つ下に書

いとんのは、直営で運営する必要性は低くと書いてるけど、具体的にちょっと大きな理

由を書いたんですけど。これです。１番、保育所について認可保育園と直営保育所の違

いです。運営コストが安いのは、これはもう出てますわね、数字で。それから、国や県

から運営の補助金が出ますね。国が５０％、県が２５％、あとの残りの２５％は保育料

と市の負担になりますわね。合田さん、そうでしょう。国が５０％、県が２５％、残り

の２５％は保育料と市の負担になるから、コストは市の出費が低くなりますわね。 

 

事務局：宮さん、一つ誤解があるんですけども、この補助金の算定基準です。これについ

ては、我々公営の保育所にも交付税の算定基準と同じ基準で来るんです。だから、民間

でやろうが公でやろうが同じ額が来るんです、額は。 

 

宮委員：ただ、三位一体で今もう一般財源化して、わからんでしょう。 

 

野村会長：いや。でもそれは算定基準がされてますから。基準財政需要額に積み上がる。 

 

宮委員：そしたら、それだったら今言った部分は省いてください。ただ、運営コストが安

いのは、もうこれ数字で出てますわね。 

 

事務局：確かに出てるんですけども、これ私、議事録を読み返してみたんですけども、こ

こでのご議論というのは、コストよりも職員を減尐させると、減らすという方向で、そ

れでは保育所自身をアウトソーシングして民営化なり指定管理に持っていったらどうか

というご議論だと思うんです。コストで保育所を民営化しろという話ではなかったんで

す、このときのご議論は。ですので、突然とコストの問題がここで出てくると、全然ご

議論してないのにこの答申書で出てるという話になりますので、その後皆さん方が一般

の方に聞かれたときに、どういうふうに答えるかなというご心配がありますので。 

 

宮委員：じゃあ、ちょっと。 

 

野村会長：議論してませんわね。 

 

宮委員：最初は原文で直営を導入する必要性を低くと書いてますわね。これは何で低い

か。保育所については、山間地は別として、中心地や街中で比較的保育所については直

営で運営する必要性は低くと書いてますわね。これちょっと説得力に欠けると思うんで

す、説明に。何でこれ運営する必要性は低い、なぜなんですかというふうになるでし

ょ。だから、その辺はちょっと具体的に説明があってもいいと思うんです。それで、ち
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ょっと私書いてみたんですけど。 

 

野村会長：財源の問題。 

 

宮委員：そうです。これ運営コストが安いというのは、間違いないと思います。担当者に

聞いてくださったら。低く、人件費が８８％ぐらい占めとんです、運営の。その中で、

結局人件費が安いから。そこまで書かなくてもいいんですけど。結局、運営コストが安

いということで、ちょっと書かせていただいたんですけど。 

 

野村会長：直営でないほうが効率的だという。 

 

宮委員：そうです。実際数字では持ってると思うんです、市のほうは。それで、そういう

ことで。 

 

野村会長：ここはちょっと議論すると、余り時間がかかり過ぎますので、具体名は入れな

いという前提で、事務局にもう一度ご趣旨をなるべく踏まえて書き直してもらいます

か。 

 

宮委員：はい。 

 

中村委員：今言われましたが、直営で運営する必要が低くというそこを検討した方がいい

ですね。 

 

野村会長：そこら辺なんですよ。おっしゃるとおり、そこら辺も含めてですね。 

 

中村委員：研究した方がいいですね。ちょっと何か直営がサッパリというようなので。 

 

野村会長：だから、もう尐し書き込まないと。 

 

宮委員：原文は直営で運営する必要性は低くと書いてるから、何で低いんかなと私考えた

んですけど。 

野村会長：おっしゃるとおりですね。よろしいですか。 

 

宮委員：恐らくこれちょっと、今言ったずばり人件費なんですよ。 

 

野村会長：問題点は出てますので、それを踏まえて、じゃあもう一度書き直させていただ



- 30 - 

きます。 

 

宮委員：それと、あと下にちょっと追加したんですけど、これやっぱり統廃合。これ推進

してほしいからちょっと書いたんですけど。 

 

野村会長：これはどうでしょうか。余りここまで具体的に明確に書きにくいでしょうね。

最後の３行は。この「また」以下は。ご趣旨はわかるんですけども、この我々のペーパ

ーでは具体的に言及しにくいかもしれません。方向性を出しておいて、具体的にはその

保育所の見直しの関係者の方々がご相談されるべきことになるでしょうから。じゃ、上

の数行について、現在のものと置換すると、入れ替えるということで。今ご指摘の論旨

を踏まえて書き直しさせていただきます。それから、８行目。７ページの。 

 

宮委員：後ですね、ごみ収集のとこで、ごみ収集の５行目ですか、民間委託されているの

が原因と考えられと書いてますけど、これもう原因というたら悪いという意味にとられ

る場合があるんで、民間委託されていると考えられにして、原因は省いたらどうです

か。 

 

野村会長：はい、原因というよりも理由ですよね。この団体比較をしてるわけでしょう。

だから、広域組合の場合と民営化の場合が要因があるんだということですね。ここは表

現は原因というのは別に、原因と言ったらいいのか理由と言ったらいいのか。趣旨とし

てはおっしゃるとおりです。 

 

宮委員：民間委託されていると考えられるでいいんとちゃいます。 

 

野村会長：でも、これわからないんですよね。具体的に見てみないと断定できないもんで

すから。それが理由じゃないかなと言ってるんで。具体的に調べてみないとわかんない

です。要するにベースの比較を一緒にしなきゃいけないという考え方で書き込んでます

ので。確かに言葉の綾で原因というのは、あれかもしれませんね。それから、ご意見が

あるんですね。これ、どなたでしたっけ。８行目のご意見。はい、どうぞ。 

 

藤井委員：具体的文章の提案になってないんですけども、やっぱり学校給食私もＰＴＡの 

時代を含めて、やっぱり統廃合とかそれから直営でするかという問題は、保護者とかそ

れから特にこの三好市では地理的条件も含めて、まだ学校もまだ小規模校もたくさん残

ってますし、そのあたりも含めてこの文言ではちょっときつ過ぎるかなというふうに思

いましたんで、尐し学校給食についてのことについては、地理的条件とかそれから保護

者の意見も踏まえて考えてほしいという、内容を尐し検討していただきたいということ
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で提案をしましたのでよろしくお願いします。 

 

野村会長：給食調理場の問題ですね。 

 

藤井委員：そうです。 

 

野村会長：はい、わかりました。この点はいかがでしょうか。原案は統廃合を含め早急に

検討するという、いわば結論の部分だけを書いてるんですけども。今のご意見は、慎重

に保護者のご意見など聞いた上でという感じのことを入れるということですね。 

 

藤井委員：ちょっと何か配慮をしてほしいと。 

 

野村会長：はい。実際には統廃合する場合には、いろんな方のご意見を聞かなきゃいけな

いから当然するんでしょうけど。ニュアンスとして今のようなニュアンスを入れ込んで

いくかどうかです。 

 

中村委員：直営か委託かというのは議論の一つなんです。委託してしまって確かにその献

立がいいのか、それから直営をすることによって利用者中心にやるのかと、そういう問

題がありますので、今の意見はちょっとご検討されて踏まえていかれるとよろしいかと

思います。 

 

野村会長：奥の深い問題ですね。今のご意見は。藤井委員のようなニュアンスを入れたほ

うがいいということですか。 

 

中村委員：はい。 

 

野村会長：奥の深い問題ですから、いろんな方のご意見を承って、まさに統廃合も含めて

検討していくと。 

 

中村委員：そうするとこれ特にという言葉は必要なんかどうか。今の入れると。 

 

野村会長：特に。はい。学校給食調理場だけをねらい撃ちしたような感じに必要があると

いうことですか。これ事務局はどうですか。 

 

事務局：今の特にと入れた文、ごみ収集と学校給食両方できれば民営化、アウトソーシン

グしようというご意見です。それについては、直営でするかどうかをもう一回検討して
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ほしいということです。その中でも、この２つだけですが、その中でも学校給食につい

ては、統廃合も含めた見直しをやってくれと。ごみ収集については今民営化徐々にやっ

てますんで、ご意見はなかったんですけども、学校給食についてはそういうご意見があ

ったので、特にというふうに入れて表現しました。 

 

野村会長：この会の議論の過程を踏まえてるということですね。この辺はどうでしょう。 

 はい、宮委員、どうぞ。 

 

宮委員：学校給食についても、行革で言うたらやはり統廃合していって、合理化というか

やってますわね。お隣の東みよし町でも２カ所あったんが、もう加茂１カ所にしました

わね。そういうふうにして、やはり合理化して経費削減につなげるというのは非常に大

事なんで、その辺もちょっときちっと書いてください。それで、類似団体というか全国

的に見ても、やはり直営から民間でできることはもう民間でという流れなんで、その辺

も考えてやはりコスト削減ですわね。 

 

野村会長：まさに経営効率といいますか、効率化の観点から見直すべきだと。 

 

宮委員：そうです。なぜ全国的に官から民へこういうのは変えていってるかというのをち

ょっと考えていただいて、行革だったらそういう考えが重視されるとは思うんですけ

ど。 

 

野村会長：そのニュアンスについては、そんなに争いはないんですね。 

 

藤井委員：でも教育的配慮は十分行ってほしいという。 

 

野村会長：そりゃそうでしょうね。学校給食ですから。 

 

宮委員：教育的配慮ってどんなものですか、具体的に。 

 

野村会長：お米を食べるかとか。 

 

藤井委員：何というんですか、食育の関係とか、そんなことも言われてますし。 

 

野村会長：単に飯を食う要素だけではなくてという意味でしょう、おっしゃってるのは。 

 

藤井委員：特に学校給食については、そういうふうなことがよく議論されます。ただ単に
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腹を満たすだけじゃなしに、やっぱり教育的観点で食を考えるということで取り入れて

ほしいと。 

 

野村会長：その点はもう大都市部の給食でも同じようなことですので。 

 

田岡委員：栄養面でしょう。 

 

野村会長：いや、そうじゃなくて。 

 

宮委員：食育って、ちょっと何が。だから、それは直営だろうが民間だろうが関係ないと

は思うんですけど。ちゃんとそれ指示したら。 

 

野村会長：そうです。関係ないです。 

 

耕地委員：指示すればいいわけですから。 

 

宮委員：そう、そう。 

 

野村会長：嫌いなものをなくすとか偏食しないとか、そういうことでしょう。 

 

中村委員：これ全部一応なんですが、直営にするか委託にするかという福祉施設の場合、

今言われたように効率的、合理的、効果的にやるんですよということで業務委託しとる

とこ沢山あるんです。しかし、それがだんだんまた転換して直営に変わんりょんです。

ということは、今のように食育とか本当にその利用者に中心の給食ができとんですか

と。そしたらもう民間の場合は、やっぱりきちっと収益をかちっと上げないかんですか

ら。そういうところ、単価が例えば１，３００円の中でやれよとこういうなんがあるん

ですが、そしたら１，５００万ぐらいの中で人件費も給食も全部せえよという制度にな

っとんです。それを施設の場合はほとんどそれをいっぱい使ってやると。そしたら民間

の場合は、それをある程度もうけも除けないかんでしょう。そういうような場面もある

わけなんです。それで、今直営か委託かという問題を非常に議論をしよるところなんで

す。ですから、委託から直営に変わってきよるところもあるわけなんです。 

 

野村会長：だから、この原案は直営方式にするかどうか、まず検討する必要があると。そ

れから、直営といいますか役場がやるにしろ、統廃合を含めて検討する必要があると、

そう言ってるんですね。 
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中村委員：統廃合をね、そういうなのを。 

 

野村会長：ご意見はニュアンス違うけど、やろうとしているのはその範囲だと思うんで

す。皆さんのご意見は。 

 

宮委員：配慮した。 

 

中村委員：実は、実際論として、今回私のとこで三野の特養の委託を受けました。これは

委託業者を変えて直営でやるようにしております。そういう観点も一つありまして、直

営をさせてもらいました。ですから、そういう点で。 

 

野村会長：いずれにしろ、見直しを検討するという点では変わりないですね。 

 

中村委員：ことはあってええんではないかと思います。はい。 

 

野村会長：結果がどうなるかは。はい、どうぞ。 

 

宮委員：先ほどの長生園の話です。あれ三好市が運営するんじゃなくて指定管理者制度で

すか。博愛会が池田博愛会が運営するんだから、これ直営でないですよ。これやっぱ

り。 

 

中村委員：それぞれの全体の運営管理。 

 

宮委員：三好市が直営しないでしょう、長生園は。指定管理者制度にしたんだから。だか

ら池田博愛会の直営でしょう。池田博愛会がするんでしょ。 

 

中村委員：そうです。 

 

宮委員：ほな三好市の直営じゃないですね。 

 

中村委員：そういう意味では。 

 

宮委員：そうでしょう。 

 

野村会長：すみません。ちょっと議論拡散してますので。この④の表現については、今ご

指摘の趣旨を踏まえて尐しニュアンスを書き直したいと思います。それでは、８ペー
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ジ。８ページは②のほうです。②の３行目、４行目です。ただし書きをつけるというご

意見ですね。これは、ご意見を出された方はどなたですか。８ページについてのご意

見。藤井委員ですか。 

 

藤井委員：はい。 

 

野村会長：ご趣旨はどういう。 

 

藤井委員：これはもう、この場所でも議論した話ですけども、一応精査するんだったらこ

れ施設については補助金を投入して建てとる施設なんで、その補助金の精算の問題と

か、それから第三セクターを設置する際の設置目的等も十分考慮しないと、精算等は難

しいんじゃないですかという意味合いで書いたもんです。 

 

野村会長：一般論としてはこういうケースになるかどうかわからんですよね。おっしゃる

とおり補助金が出てれば返還を要したり、公の施設の条例を変えたりいろんな問題があ

るケースが多いでしょうけど、ここは一般論として言ってますので。必ずしもそういう

ケースだとは限らないわけです。 

 

宮委員：藤井さんが言ったのは、補助金を受けてる場合ですね、これは。 

 

野村会長：そうです、そうです。補助金適化法上、返還義務が生じるケースもあるという

ことですね。 

 

宮委員：これはこれで、そこまで書く必要があるんかどうか。 

 

野村会長：事務局。 

 

事務局：そのときのご議論ですね。うちの財政課長がご説明したと思うんですが、過疎債

を充当して三セクを立ち上げてるということで、その償還が終わらないと、潰した場

合、ちょっと非常にまた繰上償還なりそういう財源の問題が出てくるということで、急

にその会社の体制が悪くなっても、すぐには潰せませんよということで、皆さんにご了

解を得たと思います。それと、あと施設のほうは説明してなかったんですけども、補助

金をいただいた施設ですね、それについては今現在国のほうもいろいろと手当てをして

いただいてまして、当面１０年をめどに設置、終わったとこです、それはまだ補助金の

年限数があっても使用目的外の目的外使用を認めるという流れになってきておりますの

で、それについては、多尐ゆるくなってきてるかなということになりますんで、わざわ
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ざここでそういう文言を入れる必要があるかなというのが私の見解です。 

 

野村会長：ケース・バイ・ケースで当面の対応とか配慮は必要なんですね、もちろん。物

によって。むしろ。 

 

藤井委員：このような働く場所がないところで、第三セクターの設置目的というのも考慮

する必要があるんかなという気がするんです。例えば、東祖谷なんかで今温泉施設で働

いてる者も、ただ単に赤字だから清算をしていくという方向性も尐し考慮せなんだらい

かんかなという気がするんです。 

 

野村会長：そうでしょうね。もともとそういう。役所じゃないんだという点です。そこさ

え出てればいいと思うんですが。株式会社として最低限度の条件を出さないと、継続的

な公的とはいえ、株式会社事業にならないということです。そこは表現文にもちょっと

お任せをいただけませんでしょうか。ご趣旨を踏まえて書いてみたいと思います。清算

のみというニュアンスじゃなくて、いろんな要素考えて検討していくと。いいでしょう

か。それから、見出し、番号の振り方ですが。これは本来複雑にある場合には、標準的

にはご指摘のとおりローマ数字のⅠ、Ⅱから算用数字の１、２、（１）、（２）の①、

②、これはルールなんですけども出版物などでは。この報告書は２段階しかありません

ので、今のほうがわかりやすいと私は思うんですけど、皆さんいかがでしょう。この標

準ですとローマ数字のⅠ、Ⅱと最初なるんですか。簡略化して２番目と４番目をとって

るわけですね。よろしいんじゃないですか、２段階なもんですから。番号などの振り方

の問題です。これどなたのご意見かな。ご意見はこのとおりですけど。３、４段階あれ

ばおっしゃるとおりですけど、２段階しかないですから、普通の人にもなじみがあった

ほうがいいですから。普通数字の１、２から書きません、普通は、日常的には。そうい

う意味なんです。 

 

耕地委員：そういう意味であれば、それで。 

 

野村会長：見にくければ直しますけど。よろしいんじゃないかと思いますが。いいです

か。それでは、一応ご意見を網羅して議論したつもりですが、漏れた分はありますか。

あるいは、お出しいただいてなくても、いや、よう見てみたらこうだというご意見があ

ればおっしゃっていただければ。表現文については、ご一任いただいた上で事務局とこ

れよく検討して書き直したいと思います。その上で最終案をお示しをしたいと思います

けども。それについてはレトリックな間違いとか、もちろん技術的な修正はおっしゃっ

ていただければと思います。章立てとか趣旨とかそういうものについては、ほぼ今日の

会議で固めさせていただきたいと思います。あとは、恐縮ですが委員長、会長としての
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私の判断にご一任を頂戴できればと思います。よろしゅうございますか。 

 

委員：（異議なし） 

 

野村会長：それじゃ、内容的にはそういうことで作業を進めてください。あと、この会と

しては、もう今日の会合で最終的に十分ご議論いただいて、方針も頂戴しましたので、

作業できますけども、一番最後この案を完全に固めて実際に市長さんに答申するセレモ

ニーをいつ頃にしたらいいか。これ市長さんのご予定がまだわかりませんので、何とも

言えませんけども、大体のめどをご意見があれば承っておきたいという点と。それか

ら、これは個人ベースでしょうけども、いつもこういう会議でお茶だけですので、最後

答申をしたときにお集まりになれる方は集まって、尐し簡単な食事でも基本会費制で、

そんな高くないもんで懇談をさせていただければと思ってますけども、いかがでござい

ましょう。 

 

委員：（異議なし） 

 

野村会長：じゃあ、そういう前提で華美にあたらない簡単な食事を頂戴できればと。それ

で、今のご指摘を踏まえて事務局に書き直していただいて、最終案をご提示していただ

いて、それで細かい文言修正を含めて月内をめどに完全に固めたいと思います、文言的

にも。それで、関係書類をつくっていただいて３月の２週目、８日の週ですね。３月の

２週目、私の事情で恐縮なんですが、この週はフルにこちらに他の遠隔の出張がない予

定なもんですから、時期的にもこの辺りがよろしいですか。 

 

事務局：議会中なんですけども、常任委員会がありますけども、その委員会は総務委員会

でありませんので、大丈夫です。ただ、市長のほうが。 

 

野村会長：市長さんが。我々が渡して、それでちょっとお話を、ご感触なんかもいただき

まして、あるいは皆さんから何かおっしゃることとか。そんなに時間はとりませんよ

ね。そのものは何時間もとりませんので。各日程をちょっと押さえていただいて、それ

でできればそれを夕方の時間帯にしていただければ、４時台とか。すると、それが終わ

ってから若干簡単な懇談ができると、午後集まるとすると。時間のイメージとしては４

時台に市長さんにお会いして、５時台から簡単な懇談をするというぐらいな感じがどう

かと思うんですが。お昼に挟むと、ちょっと私がなかなか出てくるのが時間的に大変な

もんですから、できればそのようなセッティングで。大変恐縮ですけども。じゃ、この

点は事務局と相談させていただいて、それからかつ市長さんのご予定次第で。でき得れ

ば今のとこは８日の週のどこかの曜日で組めれば組むという方向で調整をしてみていた
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だきたいと思います。それで、答申案についてはでき次第、おおむね１週間、１０日前

後かけて皆さんに、できれば来週の末ぐらいまでにお配りし、修正後のものを配りまし

て、その次の１週間で細かい文言修正には応じますので、ご意見としておっしゃってく

ださい。あとはもうこの情報流通、ファクスとかメールとか電話とか情報流通で処理し

たいと思います。 

 

宮委員：原則として修正なしと。 

 

野村会長：そうですね、できればそうお願いしたい。ただ、ご一任いただいて書き直す分

もありますので、一度お目通しをちょうだいしたいと思います。印刷のゴーサインは月

末にはかけたいと思います。 

 

宮委員：一応調整だけ。 

 

野村会長：はい。じゃあ、よろしゅうございますか。はい、どうぞ。 

 

中村委員：終了しましたんで、ちょっととぼけたことでつぶやきというぐらいで聞いても

らえたらと思うんですけども、この委員会としてそれぞれもう１１回も重ねてやってき

たわけなんですが、その間実態の問題、それから意識の問題、スリム化する問題で非常

にマイナスの面をずっと整理してきて、もうそのことによって行政の健全化になりまし

たよと、こういうことの整理整頓になったかと思うんです。そこで、要望というわけで

はないんですが、この取り扱いがどうなるかという問題もこれ委員の方、気にかかると

思うんです。それで、この答申の実現に対する決意の問題とか、それから三好市のこれ

をほんならもう一つ繰り返していけば、振り返っていけばどのように市民に対して夢と

希望が持てるようになって、これをこの行政改革がどのようになっていくのか、尐しそ

ういう三好市に対する三好市が夢と希望を持てるような部分を本当は私７番に要望とい

うんで入れてもええんかなという気がしたんです。これずっと話し合いをした結果、こ

ういう結果になってしまったと、これなんかどうでしょうか。 

 

野村会長：そういうことはこれに色をつけてですね。この会として、あるいは会長名で市

長に申し入れる答申の趣旨としてそういうことをちょっと練り上げて書かせていただき

たいと思いますので。これはこの手の物には大体かがみをつけるでしょう、単なる事務

的なかがみじゃなくて、今のような三好市をどうやってこれからこの考え方に基づいて

やっていくんかと、この答申の趣旨を尊重して早期に実現して、よりいい行政を展開し

てもらいたいというふうな我々の希望を共通頄とおぼしき表現をさせていただければと

思いますので、これは私の名前になるんかな。それも含めて、そのかがみも含めて案を
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お示しをさせていただきたいというふうに思いますので。そのときにもっとそれ厳しく

書き込むとか言っていただければ考えますので。かがみの部分で考えるということで。 

 

西川委員：すみません、僕一言も今日ここへ来てご意見出さずに、済みましたので申しわ

けないと思いますが、もうご意見言おうと思ったけど、皆の意見のほうがすばらしいも

んもありまして、ご意見そのとおりでしたんで。ただ、僕組合として今までずっとご意

見なりいろんな意見なりを聞かせていただいて、もう今出していただいとるものが、う

ちの組合に全部やっぱり反映していかないかん問題ばっかりで、言おうと思うても言う

より先にそっちのほうが先になりまして、ああこれはこうせないかんああせないかん

と、いわゆる我々は改革というより改善の部類になりますが、そういうことも反映させ

てもらうもんで、非常にここに出席させていただいてありがとうございましたというこ

とを言いたかったんです。どうもすみません、ありがとうございました。 

 

野村会長：それでは、以上で終了させていただきます。どうもご協力ありがとうございま

した。 
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