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平成２４年度 第１回（第５次）行財政改革推進委員会 会議録 

 

日 時 平成２５年１月２５日（金）午後１時３０分～午後５時１５分 

場 所 三好市役所 第１会議室 

出席者 委 員 

    池本 義弘、石田 和之、小笠 利一、上西 朝子、川島 正浩、楠本 隆文、

田岡 義三、谷口 誠二、藤森 敬子、藤原 早月、堀江 亘、宮 隆英、 

   （５０音順、敬称略） 

    市 

    新居副市長、来見総務部長、岡行革推進室長、宮岡行革推進室補佐、 

 

協議事項 ① 議事録署名者選出、会長代理指名 

② 三好市行革推進体制及び推進委員会について 

     ③ 第２期行財政改革大綱及び集中改革プランについて 

     ④ 今後の協議テーマについて 

     ⑤ その他 

 

１、委嘱状交付 

 副市長から各委員に第５次行革推進委員の委嘱状が手渡された。 

 

２、副市長あいさつ 

 三好市もこの３月１日で合併８年目を迎える。財政構造も非常に脆弱で、自主財源も 

２０％に満たない約１６％という決算状況で、普通交付税の合併算定替１０年間は合併前 

の旧町村合算額が保障されており、今は着脹れした状態で、人口３万人ですが、約２５０ 

億の予算規模となっている。それだけに行財政改革を積極的にやらなければならない。 

１０年まで残り３年しかないので、いかに三好市の体力を付けていくか、併せて少子高齢 

化も急速に進んでいるので、そのための制度設計をどうして行くかという大きな課題もあ 

る。市民が幸せになる、三好市が生き続けられるまちづくり、そのための行財政改革だと 

思っている。委員の皆様方には今後ともご指導、ご協力をお願いしたい。 

 

３、自己紹介  

 行政、各委員自己紹介を行った。 

 

４、会長選任 

 委員の互選により石田委員が会長に選出された。 
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５、会長あいさつ 

 第５次ということで、この委員会もこれまで回数を重ねてきているということだが、 

私の方針としては、出来るだけ皆さんの思い、考えを自由にご発言頂きたいと思っている。 

遠慮なく自身の立場、考えから発言を頂きたい、単なる思いつきでもかまわない。 

その進行役が会長という立場だと考えている。そのような自由な思い、発言から良い計画 

が生まれる、良い将来像、提言が出来ると考えている。皆さんに思いを喋っていただきた 

い、そんなふうに考えている。 

 

６、協議事項 

① 議事録署名者選出、会長代理指名 

池本委員、小笠委員が議事録署名者に選出された。 

堀江委員が会長代理に指名された。 

 

② 三好市行革推進体制及び推進委員会について 

事務局：資料２～５により説明をおこなった。 

 

③ 第２期行財政改革大綱及び集中改革プランについて 

事務局：資料６～９により説明をおこなった。 

 

会長：我々の任務は二つあって、一つが集中改革プランの進行管理、併せて第三期の 

大綱をまとめて行くということであり、これまでこのようにやってきたことを事 

務局から説明をされたということだろうと思う。 

 

④ 今後のテーマについて 

会長：皆さんの思い、意見、質問など何でも構わない。 

 

委員：１年間かけて市長への答申書を作成するということでいいのか。 

 

事務局：定員管理、財政関係などある程度テーマをしぼって、各担当課に出席頂き、委 

員のみなさんに市の行財政内容を知って頂き、今後どのように推進して行くのか 

のご議論を答申にまとめていきたい。 

 

委員：答申書を出して、それに基づいて大綱、プランが出来上がって約１年かけて 

  チェックするということでいいのか。 
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事務局：現在の集中改革プランは４カ年の計画で、毎年の目標というのがあるので、 

その進捗状況を委員さんにチェック頂きたい。                 

 

会長：集中改革プランの進行管理は、既にある第２期集中改革プランの進行管理となる。 

我々の任期は来年の３月まで、そして、新たに第３期の大綱を作って行くための答 

申を行うことで、第３期のプランもできる、その進捗状況の管理は任期後になるの 

で、それはまた管理されて行くのだろうと思う。 

 

委員：進捗状況の管理は、資料７のプラン計画の管理か。 

 

 事務局：現在２４年度の実績見込みを集約中であり、５月以降に実績が出てくるので、 

    それを評価して頂きたい。 

 

  会長：プランの進行管理がうまく行ってなければどうだとなるが、我々としては次の 

大綱に向けた答申に関わっているので、プランの進行を見て次の大綱に反映させ 

て行きたい。もし軌道修正させたいという所は、次の大綱に活かせるということ 

だと思う。 

  

  委員：プラン４８項目あるが、一部の項目、ポイントをしぼって会議を進めてほしい。 

     

  会長：時間が無限にあるわけでもないので、もちろんポイントをしぼって効率的にや 

りたい。どこが重要かというのは、これから皆さんのご意見を頂いて議論したい。 

金額には現れないものでも１０年後の三好市にとっては重要な施策というものが 

あれば、それは最初から排除されるものではないと思う。 

      

  委員：プラン目標も達成されているので、良いと思うが、１０年後の市の運営を考え 

ると若い人も税金を納める人も減ってくるし、県外の土地の安い所に引っ越しす 

る人も沢山出てくると思う。そうなった時に税収が減って、運営やまちづくりに 

支障をきたしてくると思うが、そうならないためにも若者が住みたいと思うよう 

な施策を進めてもらいたい。もっと若者の意見を積極的に聞く機会を設けるとか、 

意見の掘り起しをしてほしい。たぶんいろんなアイデアを持っている。隣の美馬 

市は大塚製薬を誘致したとか明るい話題が多い、三好市も四国の中心という地の 

利を生かして何かできたら良いと思う。 

 

  会長：まさにこの委員会が、若者の意見を吸い上げる場として頂ければと思う。 

    この委員会はバランスよく、いろんな分野、年齢層の委員会となっている。 
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過去からの継続もあるが、方向を新しく、こんな方向もあるというのもかまわな 

い。５年前には想定してなかった現状もあるかと思う、過去に捉われずに思いを 

述べてもらいたい。 

 

  委員：三野町が行政区の飛び地となっている、１０年、２０年先に向けて本当にこの 

ままで良いのか、地方行政がどうあるべきか検討するようなものはないのか。 

 

  会長：１０年後、１５年後このままで良いのかどうか、この場で結論が出るものでは 

ないと思うが、行政の在り方についてどこかで意識をしておく必要がある。 

 

  委員：行革の仕事は、市の事業についてチェックをして無駄はないか、どう改善する 

か、そういうことが我々の責務で、将来の話は総合計画の話だと思う。 

 

  会長：おっしゃる趣旨は十分承知している。進行係りとして、皆さんにいろんな意見 

を述べて頂きたい。今回の趣旨はできるだけ自由に意見を言えるような雰囲気を 

作りたいというのが今日の趣旨です。行革のテクニカルな制度的なことを考える 

より、まず、思いを述べる中でお互いに何を考えているのか、そして人柄も出て 

くるのかなとも思う。 

   

  委員：村おこし活動をしてますが、自分達でできることは市に頼らずに自分達でやろ 

うと、今年で活動は３年目になる。市も予算削減してる中で、市に頼らずに自分達 

で動く方が将来的に長続きすると思ってやっている。 

 

  会長：具体的に話が始まると、どこをどうするということになるが、初めてで分から 

ないのは当たり前の話で、ご自身の経験、思いとかをおっしゃって頂いて、それ 

を行政用語に置き換えて事務局に伝えて、答申の中にその思いを反映していきた 

い。その改革の制度仕組みが実現した時、そこに生活する人達は影響を受けるこ 

とになる、制度にはそれぞれ意味があり、魂がある、いかに我々の思いをそこに 

盛り込んで改革して行くかだと思う。コストを削るだけなら簡単で、行政サービ 

スを考えずに歳出削減というなら、夕張市でやっているようなことをやればすぐ 

できる。破たんしたので、財政再建を最優先してやっている。 

ただ、そうではないだろうとなると、我々にとって、三好市にとってはどういう 

改革が良いだろうということになる。そこに皆さんの思いが反映されるのだろう 

と思う。 
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  委員：行革プランにも優先順位があると思う。市民評価会議をもっと活用して、事務

事業が５００事業もあるので、年１回４事業では少ないと思う。目的は職員の意

識改革でもあるし、このメンバーで市民評価会議をやっても良いのではないか。 

    それから第３セクターの改善、定員管理、人事評価制度について担当課、担当者

と議論してみたい。 

 

  委員：去年までの行革の会議は何回ぐらい、今年度行革会議をどのように進めるのか。 

 

 事務局：第４次行革推進委員会はプランの進行管理ですが７回やっている。第３次が答

申作成の委員会ですが１１回やっている。１、２か月に１回程度進めていきたい。

内容については、どういう議題で進めていくかご意見を出して頂いて、それにつ

いて各担当部、課長の詳しい説明を受けながら、議論していきたい。 

 

  会長：今回は事務局で議題を決めるのではなく、まずみなさんのご意見をお伺いして

重点的に議論する項目を我々がここで決めたいと思う。先ほど市民評価会議の話

があった、若者の意見がなかなか取り入れられないという意見もあったが、そし

たら若者が市民評価会議の委員をやってみるのも良いかも分からない。そういう

ように後から形が出てくると思う。回数については例年どおりで進めることにな

るだろう。私も徳島県とか鳴門市等他所での経験もあるので、お話させて頂きな

がら、市民評価会議についてもここから提案して大綱に反映していけたらと思う。 

 

  委員：過去のプランでは福祉とか医療に関しては、あまり話がされなかったのかなと

いうのが感想だ。弱い立場の人への削減はどうかと、障害者の就労というのは難

しいという面があり、そういうことには関心があまり寄せられてないという印象

で、医療に関しても三野病院があるが、地元で病気になった時には頼らざるをえ

ない、職員数は確かに多いかも分からないが、他の自治体と比べて地域性や行政

が分散している、職員数をかなり減らす計画だが、市民サービスの面でいけるの

かという面でも検討してほしい、何かあった時に対応できるのかなと思う。 

 

  会長：改革を進めると誤作用の副産物として他へ影響する時があったりする。その時

に弱い立場の人が、より一層辛い立場に追いやることもある。改革を進めるにあ

たってそういうことへの配慮をするべきだと、重要な大切な意見だと思う。 

 

  委員：若い世代の方が三好市からどんどん流出して、企業、商店でも後継者がいない

という大きな問題があると思う。若い人たちがここで住みたいまちづくりを考え

ていかないと、これから１０年、１５年先の働き手がいったい何人くらいになる
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のだろうか、それによって税収がどれくらいになるのか想像ができない。 

 

会長：若い人たちがどんどんいなくなって、まちづくりとか地域の活性化ということ

になるかと思うが、集中改革プランでは地域協働の推進、１６番に自主防災組織

の育成がある、防災が主目的だが、地域でいろいろなことをやってる組織もあり、

それが結果として防災に役立つということもある。行政も施策を分けているが、

お互いに密接に関係をもっていて、みなさんに頂いた意見というものを大綱に反

映させ、改革に入れていくと、若い人達も地元で賑やかにやってる、それが防災

に繋がっていく、そして地域の共同も進んで、そして若者が帰ってくるようにな

る。実際に若者がどれくらい流出しているのか、児童数が将来どうなるのか資料

を出してもらえば、２回目以降具体的に話を進められると思う。 

 

委員：地震対策で学校関係は進んできたが、公営住宅や公共建築物の耐震診断等、ま

た避難所までの道の確保、予算的には厳しいが、そういう人命を守るような所に

お金を回すような改革をお願いしたい。 

 

委員：職員を減らすのも良いが、祖谷は交通も不便、幹線道路も２年続いて寸断、豪

雪地帯で生活の面でも困っているところもある、山で生活してる人たちの意見も

聞いて配置もしてほしい。小中学校の統合にかなりのお金を使ったが、まだ新し

い校舎もあったのに、なぜ使わなかったのか疑問にも思う。地域おこし協力隊の

活動等は、市報の中でこれしてる、あれしてるということしか見えない。 

 

会長：個人の意見は大歓迎であり、遠慮せずに生活の中で見えてきたものは、ぜひ話

頂ければと思う。 

 

委員：やはり人員を減らして行くとどこかに負担がかかる、集落支援員が各地域に配

置されているが過疎の地域にはかなり有効で、各地域の支援員を増やして行けば、

職員を減らしても差し支えがなく、住民の負担もないのであれば、改革の中で、

予算の中で検討してほしい。 

 

会長：集落支援員制度は総務省ですか、いろんな方面から働き掛けがあり、新潟県の

震災復興を支援して行こうなど、まさに祖谷のような所でもし何かあった時に支

援員が居ればその後の復興も速いということで、この制度が作られた。 

 

委員：三好市の将来像として、非常に抽象的ですが全国に誇れるようなまちづくり、

高齢者と若い人が手を携えて行けるようなもの、たとえば元気なお年寄りがいら
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っしゃるが、何か地域でボランティアでもしたら生き生きと過ごせると思う。  

行政も考えてもらって何かできないか、そして三好市が日本一の長寿のまちにな

るとか。 

 

委員：福祉に力を入れたい、耐震化したい、道を抜きたい、工場を誘致したい、いろ

いろあるが、そのためには財源というものが必要、この行財政改革でできるだけ

無駄を無くして、その浮いた金を公共事業等に回せるように財源を作らないとい

けない。市の職員は類似団体と比べて２００人強多い、年間２０億無駄に使われ

るということなんで、もし２００人減らすことができたら２０億の財源が担保で

きる。ぜひともこの会でコスト削減の提案に力を入れて行きたい。 

  この会の目的はコスト削減、無駄な財源を削減して住民サービスに寄与するとい

うことで、有効に使える財源を増やしたい。 

 

会長：具体的なビジョン、イメージを持って、どこをどう削るということも具体的に

提案していきたい。これを削ってその時にはこういうまちになっていると、削る

のも削り方がいろいろある、そういう所まで議論できたらと思う。 

 

委員：前年度の提言、答申書を読ましてもらった。これらのことが実現したら相当量、

金額的にも変わってくるが、実際には行政サービスとの関連もある。効果は職員

の定数、人件費というのが一番大きいが、ここの項目に亘っていろいろと検討し

ながらやって行くしかない。最終的には前回の答申に出ていることに落ち着くの

かなと思う。 

 

部長：三好市は６人退職に対して１人採用するということで進めている。少し問題提

起したいが、３５歳以下の職員が１５％ぐらいしかいない、これを続けると将来

は３５歳以下の人が８％とかそういう状況となる。先ほど集落支援員を増やす話

もあったが、今行政の継承ができない状況が出ているので、そのことも含めて議

論して頂いたらと思う。 

 

委員：３０代以下の人が少ないのは、結局４０代、５０代が多いということだと思う。 

  ４０年先の三好市の人口は１万人を切ってかなり減ってる。職員は７０人か８０

人ぐらいの職員でいけると思う。４０年先を見据えたら若い職員が少ないのは当

然。必要な時に雇えば良い、逆に中高年の職員が多すぎるということ。合併時の

弊害もある、その辺りを検証しながら考えていきたいと思う。 
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会長：定員管理は関心の高いテーマで議論することになるんだろうと思う。答申書に

人口推移とか数値的データも併せて盛り込んでいくのもありかなと思う。人事評

価についても、正規職員、集落支援員等どういう人材を活用していくのかという

所、評価に関連して採用ということでイメージしながら提案ができたりするかも

わからない。職員の管理をどうするか、評価の仕方、こういう評価をしてほしい

とか、こういう能力を持った職員にいてほしいとか、そうすれば管理を通じて行

政サービスの質まで変えていく、こういうまち、市になっていくんですよという

ことになる。過去の経緯も踏まえながら議論をできればと思っている。 

 

委員：従業員３０人ぐらいで旅館をやっているが、確かに人件費は経費の中で大きな

部分ですが、あまり減らしすぎるとどうしてもサービスが悪くなるので、お客さ

んからクレームが物凄く多くなる。その辺が難しい点で、従業員を少なくして利

益を上げるか、利益を少なくして、お客さんにすばらしいサービスをして沢山の

方に来て頂くかいろいろ話をしている。市の財政を考えると人口に対して多いの

かなと思うが、いきなり２００人も減らすのはその人たちの生活もあるだろうし

難しい。東西祖谷に働いていない若い人もたくさんいる、家で遊んでいるとか、

家に閉じこもっているとか、自殺した後輩もいる、これではいけないということ

で、地元で阿波踊りをしたり、草刈りしたり、みんなの悩みを聞いたりする活動

をしている。若い人がいないと三好市自体が終わってしまうので、やはりここに

残ってもらえるまちづくりをしないといけないと思う。 

 

会長：定員の話では、人件費という観点からだけだとコストトータルがいくらという

話になるが、トータル何人いてどこの係りに何人配置しているのか、三好市を今

後どうして行くのか、三好市ではこんな所に力を入れますよ、そこに人を充てて、

どういう仕事を何人にさせるか、いくら人件費が掛かるか、正規か臨時かという

ことになるんだと思う。そんな細かなことまで我々が決めるということにはなら

ないが、そういう所にまで繋がって行くんだということを頭にもって置きながら

議論すると、じゃあどうしようというのが出てくるのかと思う。 

 

委員：６減１増も苦肉の策、いくら詰めても余剰人員を辞めさすことはできない。そ

の人の生存権がある。 

 

委員：定数管理の人数ですね、以前の答申書の定員適正化計画の策定のところに書い

ているように、類似団体の資料、推計人口を参考に平成３３年職員数を２４０人

程度を目標とした。各課に何人づつとか、どこに配置するとか細かいことは当局

側に任せて、全体の数字、何年度までに何人の職員がいるかと出したら、それに
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向かってどうしたらいいか話したら良いと思う。全国他の自治体は、類似団体資

料の数字でやってるので、決して少なすぎたりはないと思う。 

 

委員：職員数の問題、以前から時間を掛けて全国の類似団体等を検討しながら、北海

道にも同じような市、物凄く面積もある、それでも２００人ぐらいでやっている。

ここは５００人でやってる、どこから見ても多い、年寄りが多いので年寄りはや

めてもらったら良い。なぜ出来ないか、組織、風土、制度の問題で、縦割りの制

度をチーム制にすれば良い、チーム全体で仕事をすれば１人２人ぐらい辞めても

らっても良いわけだ。組織、制度を変えるぐらい考えていかないと進まない、私

は提案していきたい。それから市の将来、地域の活性化等については、別の都市

計画の委員会でやっているから、そこでやれば良いことで、我々の目的は行政の

無駄をどう省くか、その金を将来のためにどう使うかということだと思う。議論

がどうも噛み合わない、前向きに議論を進めたい。 

   

会長：これまでの議論というのがあって、答申されているのにできていないという 

  ご意見だと思う。では、なぜできないのかも含めながら議論をして行きたい。 

 

委員：第２期の計画で定員４３５人体制にすると書いているが、何年後にこの体制に

なるのか。 

 

部長：平成２６年にこのまま６減１増を続けていくとこの数字になる。それは達成で

きる。推進委員会の平成３３年２４０人にはこのペースでは到底及ばない。 

 

委員：２６年までに１００人近く職員が減るのに、職員が本当に意識改革をしないと

仕事が回って行かない。それを並行してやっていかないとそのつけがどこかに出

てくる、住民か、地域か、そこも重ねて改革してほしい。 

 

委員：それは人事評価制度。だからそこも早く改革してほしいということ、そうすれ

ば意識改革に繋がる。 

 

委員：我々はそう言うんだが、実行する方はかなり厳しいものがある。 

 

委員：公務となっている以上は、「やめろ」と言われて「はい辞めます」とはならない、

正職員なので何もないのに辞めなさいということはできない。給料の面を考えな

がらやって行くことが大事。雇用の場というものも無いのだから。 
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委員：ただ単に辞めてもらうというのではない。退職勧奨制度というものを作らない

といけない、早期に辞めるわけですから。 

 

部長：もう５０歳になったら勧奨制度がある。 

 

委員：もっと率の良い勧奨制度をどう作るかだと思う。 

 

会長：テーマとして取り上げるということで、今後議論したい。意見を沢山頂いて話

ができる雰囲気ができたかなと思う。この調子で遠慮なく今後もよろしくお願い

したい。 

 

⑤ その他 

次回は４月以降に開催、基本的に木曜日の午後１時３０分からに決定。 

ただし第２木曜日以外となった。２週間前には案内をする。 

 

７、閉   会 

 

 

８、講   演  

 

 演題「地方税を通じて“制度”の意味を考える」 

  石田徳島大学大学院准教授 

 


