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                        第３回雲南市行政組織見直し検討委員会 資料Ｎｏ．３ 

平成２３年度雲南市市政懇談会［組織見直しに係る総合センターのあり方について］ 

 

木次町会場 

 

Ｑ１：総合センターについて、木次町の住民として木次総合センターだけが廃止予定ということが納得できな

い。行政サービスは低下させないという考えでの新庁舎建設ということだが、木次町だけ行政サービスを低下

させようとしているのではと考えざるを得ない。本来、本庁はあくまで雲南市全体をカバーする雲南市全体の

行政を担当しているところだ。総合センターは、それぞれの町の区域を範囲としているし、今後新庁舎が建っ

たときでもそのようになると思われる。今の説明でもそのように考えられるので、６つの町の公平性は保つべ

きだ。木次総合センターを今のところで存続してほしい。あの辺りは木次町の中心的な場所であり、あの場所

から総合センターがなくなるということは奥地の方などはさらに遠のくことにもなるし、不便が増すのではな

いか。また将来廃止ということがあったとしても、６町が同じ時期に一斉に廃止とすべきではないか。 

 

Ａ：総合センターのあり方については、色々厳しい指摘をいただいているが、合併協議会により現地解決型の

総合センターということで取り組んできたが、定員管理適正化の観点から職員を削減しながら類似団体に近い

定数にしていく必要がある。また交付税等も今後引き下げられる計画もあり、これらに対応していくために、

特に職員数を削減していくよう合併以来計画を作って取り組んできた。そうしたこともあり、総合センターの

職員を本庁に集約して本庁を主体とした取り組みが必要だというのが基本的な考え方。総合センターでは窓口

業務、地域振興、消防防災、公共施設管理、産業振興等、多岐にわたって業務を行っているが、今回の案では

窓口業務、保健福祉の一時的相談業務のみとし、４０名程度の職員数にするという考えを持っている。木次町

においては総合センターと暫定本庁舎があるので、新庁舎建設も平行して検討しているが、旧町１箇所に総合

センターないしは本庁、ということで今回提案している。基本的には木次町の場合は、総合センターの機能を

本庁の中に移していくという考え方であるが、場所が移るということでも色々とご指摘をいただいており、現

在新庁舎の候補地を里方地区ということで検討委員会で協議いただいているが、市政懇談会、議会、雲南市行

政組織見直し検討委員会でいただいた意見を勘案しながら最終的に方針を定めたい。 

また、総合センターを廃止するなら６町一斉に廃止せよということであるが、周辺部、特に掛合町、吉田町

となるとかなり離れるということもあり、一斉に廃止というのは困難であると考えている。（総務部長） 

 

 

Ｑ２：検討委員会の委員の設置について、庁舎建設と総合センターのあり方については各種団体からも選任さ

れているが、医療と保健の融合については異なる選任方法であるようだが、その理由について聞きたい。また

各検討委員会の委員は次回の市の広報誌にて公表されるよう要望する。 

総合センターのあり方について、なぜ木次と田井出張所だけを廃止して他の５箇所を残すのか理解に苦しむ。

窓口業務を残すとあるが、私の家から新庁舎予定地まで６km ある。加茂町の連たん地からは約５km、三刀屋

町の連たん地からは約３．５km である。どのような形で市民に身近な窓口業務を行っていくかという考えが

見えてこない。また、検討委員会に諮るときに結論的なことを出して、検討委員会で質問する目的はどこにあ

るのか。検討委員会に対して結論で導くように考えているのではないか。私は、総合センターを全て廃止する

という基本路線に立ち、その上で行政面でどのような支障が出るのかを検証して施策を取っていくべきと考え

る。 

これらの施策の最終結論は、将来的には市議会の場で出されると思うが、議員の皆さんがどのような結論を

出されるのか今後注意深く見守っていきたい。 

 

Ｑ３：木次町自治会長協議会の中で出た意見を基に、総合的に問題提起したい。 

総合センターの廃止計画案について、市の定員管理のこともわかるが、国の交付金も減額され、１０年後の

雲南市の人口も３万人くらいになり、高齢化も進むといった状況の中で、なぜ木次が矢面なのか。そういう時

期だからこそ一番末端の機関である総合センターが地区住民の窓口となり、何でも相談できるところだ。また

距離的にも、温泉からだと約２０km あるのに、三刀屋、加茂は何故残るのか。市民と行政の窓口、地域づく

りの窓口は総合センターだ。市長はいつも言っているが、市民と議会と行政三者がまちづくりの基本・根幹で
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あるはずなのに、何故か。建設ありきで始まるのか、廃止ありきで始まるのか、検討委員はその方向に向かっ

てただ議論して下さいということか。１０年後も雲南市民で良かったと言えるような市運営をしてほしい。安

心・安全なまちづくりという言葉が踊って歩かないように地に着いた行政運営をお願いしたい。 

 

Ｑ４：市は効率を目指して市役所へ職員を集中させ、総合センターは廃止、縮小の計画となっているが、我々

木次の市民は、市役所に行っても知らない職員が多い。６町村が合併して当たり前かもしれないが、木次の人

が尐ない。私が本庁に行っても木次の人はどこにも目につかない。我々が知らない職員ばかりではないが、本

庁では相談が気軽にできかねるという風潮がある。総合センターは木次出身の職員で気安く相談ができ、きめ

細やかなサービスが得られる。総合センターを中心とした木次地区の人口は約５０００人おり、市の１０何％

の人がいて、利用している。住民票や戸籍その他証明書等は、他地区の人には話せないこともある。木次の人

であれば話しやすく物事がスムーズに解決すると思うので、この総合センターの廃止に反対する。 

 

Ｑ５：総合センターの縮小と廃止について、市長が以前から言っている「市民が主役のまちづくり」を気に入

っていて、これが雲南ブランド化のひとつだろうなと思っていた。だから総合センターと一体化した地域委員

会が設置条例により設置されていて、地域自主組織を代表とした市民団体がいて、行政サービスの拠点であり、

市民活動の拠り所である総合センターがある。これを継続させるために、投資的事業として建設させれたのが

三刀屋総合センターだが、まだ４～５年しか経っていないが、これを縮小していく。将来的に距離的には木次

が廃止になるのであれば、三刀屋も廃止になるかもしれず、せっかく投資したところを廃止することは残念だ

し、最も残念に思うのは、市民が主役のまちづくりとして、雲南ブランド化として、地域委員会もあり、自主

組織を代表とした市民団体もあり、総合センターをまとめとするきめ細かな拠点サービスを充実していくとい

う、他市に誇れる状態が雲南市にある。それが、７５名の人員削減をしなければならない。穿った見方をすれ

ば、現在の６総合センターの職員を全部合わせれば大体１１０～１２０人位で、７５人引いたら４０人位残る

から、将来的には総合センターを廃止しようと、そんな簡単な算術はしていないと思うが、できればワークシ

ェアリングでもして、行財政改革推進もうるさいが、そこは知恵を絞って、総合センターを存続させるよう願

いたい。総合センターの役割を単なる窓口業務だけでなく、まちづくりの総合センターという形で残した方が、

将来的に雲南市の発展に繋がり、定住化も図れると思う。このままでは他所から人も呼べない。 

 

Ｑ６：総合センターについて、合併して６年が経過したとはいえ、合併時に主体となって地域住民の要望を汲

み上げて本庁との取り組みをするという非常に重要な機能を持つのが総合センターだと聞いた。また交流セン

ターが発足する段階で、雲南市と交流センターとの窓口を一本化し、効率的な住民活動を支援するということ

であった。ところが、交流センターが発足して１年が経過したが、私は当時公民館連絡協議会の場で、本当に

総合センターがそういったことができるのか、地域づくり、福祉、生涯学習、この幅広い３つを総合センター

の１職員で対応するのは無理だと言ってきたが、現に三本柱を一本化して効率的にやるという話だが、行政サ

イドの組織が今までと一緒だから、窓口ではなくそれぞれの課から交流センターに来ている。福祉に関しては

総合センターは蚊帳の外ではないか。総合センターの機能を縮小するのではなく、本来の姿に返すべきだ。 

 

Ｑ７：総合センター縮小・廃止の原案について、これからのまちづくりのあり方を考え断固反対する。理由そ

の１として、新庁舎の建設問題と関わりがあるが、旧木次町は雲南の中心として栄えてきた歴史と誇りを持っ

ている。連たん地と言われる八日市、三日市、新市地区にとって総合センターが無くなることは、市の発展ど

ころかますます衰退しかねない危機的存亡だと思う。理由その２、合併後６年が経過し、状況も変化しつつあ

る。ますます高齢化していく中で、地域に密着した現地解決型の行政サービスは特に重要と考える。木次町だ

けが本庁に出かけなければならないのは納得がいかない。広域な雲南市の場合、市と住民が一体となったまち

づくりを推し進めていくには、総合センターをますます充実させていく発想の転換はできないものか。 

 

 

Ａ：健康づくり拠点整備の検討委員は、市民代表が入っていないとのことだが、医療と保健、福祉は、専門的

な方々を代表として入ってもらった。（新庁舎、組織見直しの各委員会は、）市民の代表、自治会長会、地域自

主組織、地域委員会連絡会など地域の代表の方に人選をお任せして選出された。委員は市の広報にて公表する。 

本庁舎の建設について、建設の是非、建設場所、建設時期、庁舎の規模といったことは、どこまで市が考え、

検討委員会でどこまで議論するのかいうことだが、庁舎建設基本計画案を部内の中で検討を重ね、基本的な考
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え方をまとめ、それを基にして検討委員会に諮り、検討いただくということ。今年度をかけて色々な角度から

検討いただく。また視察も考えており実際に見ていただき、検討いただくことにしており、私どもが部内で案

を作って、あとは議会と話をして決めていくというスタンスではない。特に合併して６年半経ち、この新庁舎

の問題、総合センターの見直しの問題、健康づくりの拠点整備の問題は極めて重要な政策課題、当面する課題

であり、広く検討委員会をもって、また市政懇談会でも、皆さんのいろいろな意見を聞きながら進めていく。 

総合センターについては、私も政策会議、部長会議などで、なぜ木次だけ廃止かと疑問を呈したが、木次に

は本庁があり、１～２キロ今より離れるが、同じ町内のことだから本庁でカバーしてもらえないかという意見

が出た。議会の一般質問でも答弁したが、木次以外の皆さんの多くはそのように思われており、木次は本庁が

ある、と言われる。ただ、私は、本庁と総合センターの役割は違うと思っており、身近な場所でいろんな相談

の窓口となるのが総合センターだ。当然このことについて意見もたくさんいただき、検討委員会でもそういう

意見が出ている。こうした意見を聞いて、最終的な方向を出させていただきたい。この方針により何としても

理解していただくということは決して考えていない。率直にそうした思いを語っていただきたい。庁舎を中心

に約２０ｋｍ、温泉の平田・北原位の距離であれば大体加茂もカバーでき、大東の薦沢までカバーできるので、

なぜ木次だけかということは、６つの町という区切りの中でということなのでご理解を願いたい。 

総合センターの縮小と廃止について、今の総合センターの大体１４０名を４０名程度にと考えている。基本

的な証明書発行や印鑑証明等、また福祉関係の一時的な相談を受け止めていこうと思っている。ただ、議論の

分かれるところだが、確かに総合センターを充実させて本庁減らしたらいいと、首長の方針でそうやっている

ところもあるが、類似団体を見ると約８０名くらい雲南市の方が多く、人件費、健全財政の確保のため縮小せ

ざるを得ない。代替機能としてどういう機能を持たせていくのか、いろいろな知恵があって、必ずしも正規の

職員がやる必要はないのでは。職員の減尐に対応した、繋ぐような人を置けばいいのでは、ということである。 

交流センターについては、総合センターを敢えて支所という言葉を使わずに総合センターとしたのは、現地

解決型ということ。支所も例えば課長級でいいという意見もあったが、部長級の所長を置いて一定の責任を持

たせるということになった。職員配置も適正ということであればこのままで置くことができるが、まず縮小し

なければならないという前提がある。それなら本庁を減らせ、総合センターを増やせばいいという意見もある

が、そこは総合センターが担うべき役割をどのように担保・維持するかというのがこれから議論になる。 

旧木次町は、雲南の中心・誇りということだが、雲南１０ヵ町村の中で木次町は県・国の出先があり、商業、

文化、経済の中心で発展してきた。そうした想いを持っておられる。これは最終的な固まったものでもないの

で、キャッチボールしながらいい方向に落ち着いていくよう、色んな意見をいただきたい。（副市長） 

 

Ａ：総合センターの廃止について、もう決定事項でありガス抜きで話を聞くだけか、ということは決してな

い。本庁が果たす役割、総合センターが果たす役割は自ずと違い、違う役割があるからこそ総合センターを充

実してきたが、今後の市政運営を考えたときに、総合センターのあり方について見直す必要がある。そのとき

には試案を持って出ていく必要がある。試案を持たずに「皆様方いかがいたしましょうか。」ということなら、

何のために市政を預からせていただいているのか。私たち執行部・雲南市はこういうふうに考えていますが、

市民の皆さんいかがでしょうか、と。総合センターのあり方について、雲南市と同じように５～６町が合併し

た自治体があるが、本庁を置くところには、総合センターに相当するものはない。雲南市は、合併当初から仮

の新庁舎があっても総合センターを木次町に置いてきたが、他所の類似自治体に倣って、本庁舎の充実を図る

ことに合せて、総合センターについては新庁舎が在る所はやめるという考えはどうか、と。そのときのメリッ

ト・デメリットはどうか、ということを色々協議しながら今の考えを持って（提案して）いるが、市民の皆さ

んの考えを聞き、検討委員会の考えも聞いた上で、議会とも相談しながら、今後総合センターのあり方をどう

するのか、最終的な考え方を決めていきたい。 

交流センター活動がスタートし、地域自主組織が交流センターを拠点として活動し始めて１年経った。その

間、交流センターの活動を支えたのが地域づくり担当職員であり、こういう総合センター機能は担保されなけ

ればならないとの意見をいただいた。これからも交流センターの活動が活発に行われるような地域づくり担当

職員の存在を担保していくことをお誓いする。地域力が落ちない市政運営に努めていきたいと思っており、今

後の支援にあたって皆様からのご意見・ご提言をいただきたい。（市長） 
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吉田町会場 

 

Ｑ８：総合センターのあり方について。財政事情や職員数の縮減計画等があり、今までのようにはいかないが、

総合センターに事業管理課が無くなることを心配している。水害などの突発案件や除雪への対応が不安だ。資

料では心配ないように説明されているが、具体的に説明して欲しい。 

 

Ａ：類似団体からみると、職員数はまだ多い。必要な施策展開をしていくためにも人員を本庁に集約していく

ことも必要。事業管理課がなくなることの観点のうち、水害と防災への対策について回答する。災害への対応

は、警戒態勢、警戒本部、災害対策本部の３段階を構えている。そのうえで職員数を割り付けている。各総合

センターには現地本部を置いたうえで、現地出身職員を配置するような基本的な考え方をもっている。（雲南市

組織見直し）検討委員会では平成２３年度に検討し、平成２４年度１年間かけて周知する。（総務部長） 

 

Ａ：除雪体制の基本は変わらない。地域担当職員とともに体制をとる。この冬は、約２ヵ月総合センターにお

世話になった。標高差が激しい雲南市では、本庁では分からないこともあり、総合センターで対応してもらっ

ている。（建設部長） 

 

 

Ｑ９：人員削減のことについては、地域のことをわかってもらっているかどうかという点が不安になる。 

 

Ａ：総合センターには地域が分かっている人を配置して欲しいという点については、基本的には地域が分かっ

ている人を配置し、限られた人員の中で他町の出身者の配置なども実施していく。（総務部長） 

 

 

Ｑ１０：総合センターのあり方の見直しについて。合併して７年経ち、メリットも色々とある中で総合センタ

ーの縮小もあり得るとは思う。地域自主組織側の業務へしわ寄せが発生している。地区担当制をとるというこ

とだが、総合センターの機能を縮小して地域自主組織に事業を寄せるのではなく、自治振興課がバックアップ

してくれるような、そうした点に配慮した職員配置を願いたい。地域内で活動できる人材は限られている。 

 

Ａ：地域自主組織に投げ出そうとは思っていない。基本は市民と協働のまちづくりで、総合センターの縮小な

ども今後相談をしていきたい。地域振興補助金の今後の展開も相談していきたい。（政策企画部長） 

 

Ａ：総合センターの見直しについての不安の吐露であったと思う。地域の皆さんの取り組みを支える行政の仕

組みとして、地域づくり担当職員等の人的体制は継続されなければならない。（市長） 

 

 

Ｑ１１：総合センターのあり方について、木次総合センターの廃止を示されたが、三刀屋や加茂の総合センタ

ーの廃止について検討されたか？ 

 

Ａ：距離的なことも含め大規模な廃止については検討していない。（総務部長） 

 

再質問：地域住民の我慢も必要だが、限界がある。木次、三刀屋からは想像を絶する状況のこの地域だが、安

心・安全・新鮮などの取組は吉田のような所が担える。総合センターのサービスが下がらぬようにして欲しい。 

 

Ａ：雲南市のどこに住んでいても愛着と誇りを持てるように取り組んでいきたい。（市長） 
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加茂町会場 

 

Ｑ１２：新庁舎建設は、合併特例債の期限までに建設する必要がある。また、総合センターの縮小は、人件費

を抑制する観点からも必要と考える。それに伴い、一定のサービスの低下もやむを得ないと思われるが、代替

案をよく検討していただきたい。 

 

Ａ：代替案は今後お示ししますので、ご意見をいただきながら検討を進めたい。（総務部長） 

 

 

Ｑ１３：庁舎建設検討委員会で出された検討内容についての市民への周知方法及び組織見直し検討委員会の中

間報告を市民にされるか。周知方法は、インターネット利用できない高齢者もいることを考慮されたい。 

 

Ａ：庁舎建設検討委員会の議事録は、ホームページで公開する。また、執行部案として議会に提出する前にパ

ブリックコメントを実施し市民のみなさんの意見を求める考えです。組織見直し検討委員会の内容も、随時周

知したい。インターネットのほか、市報でも概要をお伝えする。会議の傍聴も可能。（総務部長） 

 

 

Ｑ１４：総合センターは、地域計画を推進する旗振り役を期待されている。縮小されれば尐なからず影響があ

る。人的配置に配慮願いたい。 

 

Ａ：地域のリーダーの人材育成を図る一方で地域づくり担当職員を配置し、行政として支援していく。（市長） 

 

 

三刀屋町会場 

 

Ｑ１５：行政は、人がいて初めて成り立つもので、人がいるからこその総合センターであり、８人しかいない

総合センターは納得できない。合併したら良いことがあると聞いていたが、何も良いことがないと言われてい

る。農協も合併して店舗も無くなり、不自由になった。組織縮小によってサービスが低下してはいけない。 

 

Ａ：定員管理計画では全国的に面積と人口規模が雲南市と同程度の自治体と比較して、現時点で７５名程度多

いことから、平成３２年までに減らしていく目標を掲げた。財政的にも、合併した自治体は、一定期間好条件

になり、合併後１０年間は合併しなかったこととして約１５０億円程度、地方交付税が交付される。本来です

と１１９億円なので、地方交付税の一本算定により、３１億円減ることになる。平成３２年からはこの尐ない

金額が適用となる。今後は支出をどうやって減らしていくかが大きな課題となる。平成３２年の段階で完成し

ていないと財政的に非常に大きな制約を受けることになる。この状況も踏まえ、類似団体と比較して人数が多

いこともあり、人件費を削減していくこと、物件費と公共施設数も減らしていくか、場合によっては地域で引

き受けていただく場合もあるし、必要が無ければ撤去も考えることになる。補助費なども全体的に減らしてい

くなど、いろいろな経費を縮小しながら、一方では新しい地域要望など施策的に考えていく事業もあるので、

節減した予算を経費に回していくことも必要になる。このように行政運営をやっていくことが重要で、総合セ

ンターの縮小も、今回の市政懇談会でのご意見や、市民参加をいただいている検討委員会でのご意見を踏まえ

て、再度検討し、今年度中に一定の目処を立て、２４年度に再度説明会を開催し、２５年から携わっていきた

いと考えている。５センター４０人体制は平成２７年からとなる。（総務部長） 

 

 

Ｑ１６：合併後、サービスが非常に悪くなった。総合センターが縮小され、本庁舎まで行くとなると遠い。庁

舎を建て替えることは必要と考えるが、ソフトな面での充実を更に図って欲しい。 

 

Ａ：合併してサービスが悪くなったとのこと、大変申し訳なく思っている。総合センターの職員も尐なく、１

人何役もこなしているが、職員は市民の皆様に説明責任を果たさなければいけない。市民の皆様の立場にたっ

た行政をと改めて思うところだ。親切丁寧な接し方を職員が身につけ、対応するよう徹底する。市民の皆様の
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積極的な市政への参加が協働のまちづくりを進めていく。（市長） 

 

Ａ：市民バスでの運行も考えて、各施設に回れるような便も色んな角度から見て検討する。（政策企画部長） 

 

 

Ｑ１７：木次総合センター廃止に合わせて、三刀屋・加茂総合センターも廃止すべきだ。これから高齢化も進

み、高齢者サービスがより身近な交流センターでできないか。インターネット等も発達したので、従来の町村

区域の枠を大幅に超えた考えをして欲しい。すぐにはできないが、次のステップとして考えて欲しい。住んで

いる所の近くのセンターで手続きをすればいい。地域編成を考え直してみるのも良い。 

 

Ａ：合併した理由の一つに６町とも合併しなかったら平成２３年頃には先行きが怪しかった。行政圏域を越え

た生活圏域になっていて、インターネットも携帯電話もあり、道路（が改良され）自動車も普及し、隣町まで

十数分で行ける時代になった結果、行政圏域は余計なものとなった。しかし、６町合併して６通りのものがす

べて一緒になり、融和するには３０～４０年位かかる。昭和の大合併でも地域と地域が一体化するのに時間が

かかった。雲南市全体の融和が、地域内部に醸成されるように努力する。（市長） 

 

 

Ｑ１８：行政の経費節減のことで、事務事業の見直しと、機構改革は同じ意味と解釈していいか。 

 

Ａ：事務事業の見直しは、全ての事業で目標設定し、検証しながら予算を配分している。住民サービスにつな

がる事業かの精査をして、その中で外部委託、業者委託、施設の管理委託もある。見直しと委託は直ちに一致

しないが、行政の組織を見直しながら進めている。（政策企画部長） 

 

再質問：事務事業の見直しは一般市民に見えてこないことで、きちんと実施しているか。 

 

Ａ：事務事業については、旧町からのものや、６町で実施していたものをまとめたものなどあり、精査して実

施している。毎年試行錯誤しているが、精査したものを議会にも提出し、来年度の予算に反映させるようにし

ているので、事業統合したとか、無くなった事業などは皆様には見えてないところがある。（政策企画部長） 

 

Ａ：例えば保育所の業務委託では、三刀屋保育所は昨年から直営だったのを社会福祉協議会へ委託した。大東

町のかもめ保育園も民間の明育会に委託している。どちらも雲南市立保育所だが、それぞれの委託先が運営し

ている。今年の４月からは大東・木次・三刀屋の給食も民間へ業務を委託している。雲南市では保育所が９カ

所、幼稚園が１６カ所あり、保育所は定員いっぱいで、幼稚園は空きがたくさんある。保護者の方の就労形態

に合わせ、幼稚園でも２時以降預かり保育を実施している。幼保一体化事業も視野に入れながら実施している。

幼稚園も民間業務委託できないかなど考えたりして、サービスを向上していきたい。アメリカのある市では１

０万人の市民に対し、市役所職員は４人で、すべて外部に民間委託している。（市長） 

 

 

Ｑ１９：市役所ができて、機構改革されて、行財政改革の為に市長を先頭に市職員が身を削って努力している

ことは大いに評価する。心配なのは、三刀屋総合センターに８人程度残られるとのことで、実現する３～４年

後に、窓口に残った職員が何をするのか、どういう役職の方が残ってやるのかだ。総合センターへ行っても、

本庁での対応と言われて電話で聞かないと分からないということが起きるのではないか。住民票の発行などは、

出雲市ではデパートでもやっている。その程度の仕事なら、課長や部長がおられる必要はない。業務委託もで

きるような簡単な仕事であるなら尚更だ。総合センターにどういう機能を残すか、人がいるだけで明確なルー

ルがないのではないか。本庁舎にいる職員にかかっているのではないか。広島県安芸高田市に視察にいったが、

「すぐやる課」みたいな課があって、支所での対応が早い仕組みがあったが、そのような構想があるか伺う。 

 

Ａ：（総合センターに）残る職員は、窓口業務の証明発行や一時的な福祉相談業務をする。業務委託など色々考

え方はあるが、一番心配なのは災害時や大雪対応などで、地域担当職員の派遣や、場合によっては総合センタ

ーに職員を張りつけて対応する。災害対策本部となると、本庁に残る職員と、総合センターで対応する職員を
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分けて、現在と同じようにやる。出身町の職員で対応し、除雪についても前日から職員配置して、瞬時に対応

できるシステムを作りたい。安芸高田市の件は聞いてるが、総合センターには１課のみ残すことしている。し

かし、掛合・吉田など本庁舎から遠いセンターには検討委員会で検討いただいて、変わることもある。市民の

皆様の指摘も踏まえて、具体的に２７年度までの体制づくりに取り組む。（総務部長） 

 

Ａ：８人体制で検討して見直しが必要な場合は柔軟に対応する。定着するまで試行錯誤しながら行政改革を行

っていく。（市長） 

 

 

大東町会場 

 

Ｑ１４：庁舎建設について、庁舎が古くて危険だから、新しく建てて国道の脇に出たいと言われた。しかし新

庁舎をつくっても雲南市が良くなり、人が来やすいということはない。田舎にあっても庁舎は十分活用できる。

総合センターの廃止されることもあるが、各部署を総合センターに設けて、交流を図ればもっと活性化する。 

 

関連質問：市民が来やすい庁舎を目指すとあるが、新庁舎の位置で市民が来やすい位置かどうか。うんなんブ

ランド化について全国発信しておられる事業の展開はすばらしいと思うし、市民として誇らしいと思う。その

反面、１人１人の基盤である総合センターの縮小化などが市民にとって生活しやすくなるのか。雲南市に住ん

で良かったということになるのか、慎重に考えて欲しい。また、新庁舎建設に係り、参考にされた近隣の３市

の規模を聞きたい。平成２２年度は、財政が収支均衡になったが、選挙の投票所も各地区１か所にされ、意思

表示の機会を財政の問題で縮小された。考えて提案して欲しい。 

 

Ａ：庁舎は分散型が良いと言われたが、総合センターでどういう建物が残っているか。総合センターは、建築

年が古いものが多い。いずれ早い段階で立て直さねばならない。合併特例債を使わないということになると、

全額一般財源で対応しなければならないが、大きな財政負担となる。また、分散型は効率的でない。１か所で

の行政運営が基本的な考え方である。暫定庁舎も昭和４５年建設で、コンクリートの耐用年数が一般的に５０

年と言われているので残り数年しかない。これを改修するとかなりの経費になり、将来的には二重投資になる

可能性がある。合併特例債は有利な財源なので、平成２６年までに活用して建てて行く必要がある。仮に平成

２７年以降、同じ庁舎を建てると更に１５億円の持ち出しが必要である。 

総合センターの縮小は、行政の効率的な執行を目指していくものである。全体的に職員を削減して行かねば

ならない使命がある。人口・面積が類似している１８団体を抽出した比較では７５名程度多い。一気に減らす

ことはできないので平成３２年、１０年先へ向っての計画となる。本庁だけでこの人数を減らせるのか、総合

センター含めた中で考えて行かねばならないのか。一方では業務を減らす、委託することも必要。合併以来平

成１７年４月から８８名減らしている。減らしているのは、総合センター・給食センター・保育園・学校関係。

本庁は逆に１５名程度増えている。何故かというと新たな政策課題は、本庁で対応せざるを得ないということ

で、総合センターで住民生活に直結した問題を現地解決型でやっているが、職員を減らすとなると本庁に集め

て業務の効率化を図ってやらざるを得ない。しかし不便をおかけするので、福祉の一次的窓口や証明の発行等

最低限のものは総合センターに残すこととしている。 

庁舎建設の参考とした３市は人口規模と合併後庁舎を建てたということで参考にし、これをベースに計画案

を策定した。（総務部長） 

 

 

Ｑ２１：新庁舎に人を集約していくとのことだが、財政に伴う効率化は大切と思うが、総合センターを縮小し

て本庁に人を集めて指令を出すことが、市民にとって雲南市に住んで良かったということになるのか。効率化

とお金のことが大前提だが、人を大切にすることを考えて運営してほしい。また、職員も大切な市民、働くこ

とも大切なのでそのあたりも考えてほしい。市の行政、協働のまちづくりも具体的な提案をしてほしい。 

 

Ａ：今の時点でそういう考え方をされるのは理解できるが、何故合併しないといけなかったのか振り返った時、

このまま単独ではかつての夕張市のようになる。これを避けるために合併して同じ事務などは１か所で行い、

合併効果を出して財政を立て直すことが大きな理由だった。合併した後、様々な理由で庁舎は建てないといけ
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ないとなったが、場所については市になって４年位して決まった。新庁舎建設について、建設後の総合センタ

ーのあり方についてずっと検討して今に至っている。 

新庁舎の建設をどうするか検討委員会を立ち上げて具体的な建設計画を練っている。しかし、合併協の時か

ら（新庁舎の建設は）決定している、場所も決定しているので市民に説明する必要がないという訳ではなく、

建設の経緯や必要性など質問され、説明する中で共通理解を深めることに、市政懇談会の意義があった。 

人を大切にする市民と行政の協働のまちづくりを進める上での新庁舎建設であり、総合センターから人を尐

なくして行財政改革ができたが、住民サービスは合併前の方が良かったということでは何のために合併したか

わからない。住民サービスを低下させない方策を様々な角度から考え、新庁舎建設、総合センターのあり方を

模索している最中であることを共通認識としていただきご意見を伺いたい。（市長） 

 

 

掛合町会場 

 

Ｑ２３：組織の見直しについて、総合センターは現在の人数でも用を成さず、予算を持たないのに、８人とい

うことではますます市民と行政が離れてしまう。８人や１０人では無いに等しい。回覧やインターネットを使

えと言うが、ネットができる人がどれだけいるのか。災害が起きたときに総合センターで対応ができるのか。 

 

Ａ：現在ご指摘をいただいているところであるが、雲南市自体がそうした問題に取り組んでいくということで、

雲南市と同規模の団体を全国から１８団体拾い出し、その平均を参考に雲南市の定員管理計画を定めている。 

地方交付税の問題がある。現在は合併特例が効いているが、１０年後は３１億円減ることになる。３１億円

を削減されることから、職員を減らしている。本庁へ職員を集約し、最低限、福祉関係の業務を残していく。 

災害時に瞬時に対応できるしくみは構築していく。警戒態勢、警戒本部、災害対策本部等４つの段階を踏む

ことになっている。総合センターへ職員を配置して支障がないように取り組んでいく。（総務部長） 

 

 

Ｑ２４：総合センターの縮小で、住民へのサービス低下は免れないが、必要最小限での検討だと思う。５つの

総合センターへ４０名配置ということで、単純に割ると８名になる。人口の尐ない所でも最低限確保できるの

か。出向いて行くにはハンディがあるので考えて欲しい。電話が市外局番通話なので均等にしてほしい。 

 

Ａ：人数について、現在のところ５センターで４０人となっている。他の市政懇談会、検討委員会の中で、８

人平均が本当に良いのか。センターの位置、庁舎の距離等を見て、ある程度充実すべき総合センターもあるの

ではないかとの指摘も受けている。まだ、今後も十分に検討をしていきたい。距離的なハンディについても検

討をさせていただく。市外局番については手続き的に複雑であるが調査をしたいと思う。（総務部長） 

 

 

 


