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第７回 北広島市行財政構造改革委員会会議録 

と き  平成１６年３月２３日（火）１４：００～ 

ところ  北広島市役所 本庁舎 ２階会議室 

 
 

出席者：横山委員長、谷本委員、安田委員、佐藤委員     《欠席者：小山委員》 

説明者：三上企画財政部理事、 

    ■政策評価推進チーム：高橋班長（企画調整課長）、浜田主査、徳村主査 

    ■市民参加・協働推進チーム：木村班長（まちづくり推進課長） 

                  桜井主査、折原主査 

    ■財政健全化推進チーム：児玉部会長（都市整備課長） 

    ■行政運営システムの改革推進チーム：広吉センター長 

    ■事務局：中村主査、花田主査 

 
委員長 

 それでは、これから７回目の委員会を開催したいと思います。今日は小山委員が大学の

事情でご欠席ということでございますので、４名で委員会をやらせていただきたいと思い

ます。 

 最初に、「予算案における行財政改革の主な取組」の報告、市民参加条例の問題で事務局

から報告をいただいてから、協議事項に入らせていただきたいと思います。それではよろ

しくお願いします。 

 

事務局 

 今年度の最後の行財政構造改革委員会ということで、この１年間ありがとうございまし

た。明年度も引き続き行財政構造改革を進める意味で、よろしくお願いをいたしたいと考

えております。 

 今、委員長からお話がありましたとおり、平成１６年度の予算案が１９日に議会の最終

日に可決されたところであります。議会の中でも行財政関係の質問が代表質問も含めて、

数多く出されてきています。地方自治体にとっても行財政構造改革はもう避けて通れない

状況下になっていることもありまして､最終日に議会に特別委員会が設置されました。私ど

もの通常業務の所管は総務常任委員会になっておりますけれども、行財政改革は総務常任

委員会の所管の範囲を超えているということで、各会派の９名で行財政対策委員会という

特別委員会が設置されました。４月以降、議会との関わりにつきましては、行財政対策委

員会で行財政全体の取り組みについて審議・報告等を行いながら、実施をしていくという

形になってございます。また、助役と収入役が任期満了で変わりまして、先般まで行財政
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本部の副本部長でした企画財政部長が、現在空席になっております。その他の人事につい

ては全く未定でございます。 

 今回お手元に「予算案における行財政改革の主な取組」の部分で、資料をお渡ししてお

ります。今回の予算編成方針では行財政改革の記述が数多くありましたけれども、その中

には、「取り組めるものは平成１６年度から直ちに取り組んでください。」というものが１

つ。また、「本格的には平成１６年度から検討に入りますので、その準備について滞りなく

実施してください。」という編成方針がございます。具体的には後ほど担当の主査からご説

明申し上げますけれども、いろんな取り組みをしてますが、これは財政が主導で取り組ん

だ部分ではありません。結局は、各部局がそれぞれ工夫する形で取り組んだものでござい

まして、私どもの行財政改革ついても一部局が引っ張りつづけるのではなく、全体的にそ

れぞれが工夫や知恵を出し合うという手法を今後も引き続きやっていきたいということで

考えております。平成１６年度もいろいろと取り組まざるを得ない状況下になりますので、

引き続きよろしくお願いいたしたいと思います。 

 それでは、事務局から資料の概要についてご説明を申し上げます。 

 

事務局 

 資料に基づきまして、簡単にご説明します。予算は議決されましたので、表題の「予算

案」は「予算」に変わるということで、訂正いただければと思います。各項目別に予算に

反映された内容ですが、まず扶助費としては３件の取り組みが予算に入っております。 

「生活保護世帯上下水道料金助成金」につきましては、この委員会でも１度議論があり

ました。水道料金が非常に高い時代の制度であったということと、生活保護費の中にこの

部分は入っていて二重支給ということになりますので、この部分は廃止になっております。

それから扶助費全般についてですが、今までの金銭的な給付からサービス給付に切り替え

ようという動きがあります。次の「特別児童手当」も市独自で手当の上乗せをしておりま

すけれども、この部分につきましては三ヵ年をかけまして、段階的に見直していきます。

その代わり障がいをもった子供に対するサービスは、それぞれ新たな部分も広がっており

ますので、切り替えていこうということであります。それから「療育相談・心身障害児通

園事業」というのは、市の福祉センターに通園されているお子さんなのですが、その通園

費の助成について一部自己負担を導入しようという内容です。平成１５年度から福祉セン

ターの事業は支援費制度に移行しました。本来ならば１０％の利用料ですが、市としては

利用料を免除している現状にあります。 

それから受益者負担は２件で、「介護予防・知識普及事業」で１回につき３００円の講座

参加料を創設する。「成人保健推進事業」は基本健康調査負担金で、現行１０００円のとこ

ろを２０００円にする。概ね、１回１万円程度の費用がかかりますので、その２０％程度

をいただこうという考えであります。 

補助金・交付金につきましては、この委員会でもご議論いただきまして、今回予算編成
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方針の中では、類似補助金の統合や補助金の使途について、公益性のあるものとそれ以外

の部分を明確に区分して経理してください、繰越金が多い部分については見直してくださ

い、補助基準がない補助金等もありましたので、その部分を設定するという部分を方針で

うたっております。それが後に、今回の取り組みで全体としては、平成１６年度は４億

６５００万円で、前年に比べて６５４万円減の補助金交付金としております。割合はマイ

ナス１．４％です。補助金の件数としては、１３６件であったものが、統合等によりまし

て１２０件に絞られた形になっております。 

以下、個別事項ですけれども廃止が７件。廃止というのは自動的に終了というものもご

ざいますので、それらを含めて７件。３９５万６０００円になります。それから統合した

補助金は教育委員会が中心です。補助金の交付先が同一で、いろいろ補助金の目的があっ

て種類として分かれていましたけれども、これらは統合した形になると思います。それか

ら縮小された補助金が３５件。主なものとして、団体にかかる部分は右側に、代表的なの

ものを掲げておりますけれども、それぞれ見直しがなされております。中ほどにあります、

新規のものが２件で３５万円。拡大とか増額はそれぞれ１０件、１２件。内容は右側に書

いてございます。補助金全般についての状況ですけれども、今年取り組めなかったけれど

も見直しを検討中の補助金が３６件あります。見直しできない補助金は４７件となってお

ります。 

３ページの各種協議会への負担金ですけれども、ここにつきましては全般的事項として

平成１６年度１億９０００万円ということで、前年より伸びています。これは広域ゴミ処

理の協議会に対する負担金が大きく伸びていまして、それを除きますと１億５７９２万円

で、前年に比べると７１４万円の減額で、率にしまして４．３％の減という形になります。

負担金としては、各種協議会からの脱会が７件。単年度限りの負担金ということで、終了

したものが６件。中身の見直し等で、減額になったものが２６件。新規に加盟するという

ことで２件出ております。増額ということで１１件。その中でも一番大きなものは「道央

地域ごみ処理広域化推進協議会負担金」で、前年度より３２６６万８０００円増というこ

とで、大きく増えたものもあります。それから負担金につきましても、縮減要請をしたも

のが６４件。その内、縮減を検討しているものが７件あります。縮減や脱会できないもの

が７１件という状況になっています。一部重複しますが、一部事務組合への負担金の状況

は、各組合に対する負担金は減額となっております。 

４ページに入りまして、事業や施策の選択・重点化を図ったものということで、実施計

画上、平成１６年度は第１次実施計画の最終年度ですけれども、実施計画で登載されてい

たけれども延期したという事業が１９事業。各部ごとの事業としては、以下にあるとおり

であります。それから、これは予算上の項目ですけれども、「目」の統合や事業の統合も進

めてくださいということで、企画財政部でそれぞれ取り組みがなされております。委託も

それぞれの公共施設の管理水準をもう一度見直してくださいということで、細かい部分も

含めまして、それぞれ見直しを行いました。清掃回数の減や面積の減とか部分的には止め
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るという取り組みがなされております。 

５ページに入りまして、その他の取り組みとしては連絡公用車を３台体制から２台体制

にするとか、ロードヒーティング一部停止路線を増やすとか、細かい取り組みもなされて

いる状況でございます。 

 以上が、平成１６年度予算で行財政改革の取り組んでいる範囲でございます。 

 

委員長 

 はい、どうもありがとうございました。一つ質問したいんですけれども、３ページに縮

減要請が６４件ありますよね。それで縮減検討中というのは、この縮減要請をした６４件

の中に入るんですか。 

 

事務局 

 縮減要請というのは、管内５市で、財政関係の部署で横の組織がありまして、足並みを

揃えて同じ協議会に入っております。協議会としても節約していただけるように共同行動

を取ったんですけれども、これにそれぞれの課から協力していただいて、要請したのが６

４件です。その内、明確に今年度はできませんが、縮減を来年度以降検討していきますと

いうところが７件。必ずしも完全に内数ではないと思いますけれども、予算要求の段階で

それぞれ負担金について、どのような状況になっているかを確かめまして、検討中という

ものが７件でございます。 

 

委員長 

 内数とは限らないということですね。分かりました。 

 今のご報告を受けまして、あとどうでしょうか。議会は相当もめたんですか。それとも、

割とすんなり通ったんでしょうか。 

 

事務局 

 もめたというよりは、議論はたくさんありました。負担を求める部分については、全会

一致ではなくて賛成多数の形で改正が行われてきました。全体的には行財政改革をしなけ

れば、自治体として生き残れないということと、真に必要な施策すらできなくなってしま

うのではないかという中での必要性は、委員のみなさんのおっしゃられた通りだと思って

おります。 

 

委員長 

 私のまちはそうなのですけれども、議会の中で、住民にどうしてもいろんな形で負担を

していただく。あるいは団体補助を打ち切るといった時に、もっとまちの職員が行革を。

まずはそちらが先ではないかという議論が必ずあるんです。その辺はどうでした。議会で
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はあまりそういう議論はしなかったですか。 

 

事務局 

 具体的な部分については出ておりません。私どもの行政運営システムの部会では、職員

定数はどうあるべき姿かということについては、もともと問題のテーマになっていますか

ら、その部分まで議論はいっておりませんけれども、特に議会からはそれに対してのご意

見や質問はありませんでした。 

 

委員長 

 どうでしょうか。今のご報告について、何かご質問ありましたら。 

 

委員 

 ２ページの下の補助金・交付金の「見直しできない」４７件で、大きなものはどういっ

たものがあるんですか。 

 

事務局 

 補助金・交付金を全体で整理していますから、例えば利子補給事業の部分については、

もともと制度ですから見直しができないジャンルを含んでいますから、そのようなものが

かなりありますので、その部分が入るのかなと思います。 

 先ほども少し説明したところですが、財政課で見直し査定をしたものは１つもありませ

ん。具体的な予算編成の内容はそれぞれ各部によって違いますけれども、それぞれの事業

予測を立てて枠配分をしています。それが十分に施策をやれるだけの枠配分をお渡しする

ことができませんから、工夫をしなければならない状況の中で、行政改革の方針とか今ま

での議論、経過を含めた予算編成方針を用いて、それぞれ工夫をしたり、交渉していただ

いたという経過でございます。見直しできないものが単純集計で４７件あります。細かく

はまだ分析できないところです。 

 

委員 

 言っていることは分かりました。それは当面の余地がないものがほとんどなのか、それ

とも今年は見直しをしないというものも入っているのでしょうか。 

 

事務局 

 これは私の感覚というものもあるんですけれども、補助金・交付金については、甘いと

言われるかもしれませんが、よくここまで原局がやってくれたなというのが本音なのです。

と申しますのは、原局がそれぞれの団体と深く関わっている部分では､非常にやりにくい面

があります。激変緩和は別にしまして、こういう補助金は廃止してください、こういう補
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助金は統合してくださいというような明確な方針を出されるのを待たないと、原局ではな

かなかできないというのが本音としてありまして、私どもは今、行財政構造改革委員会で、

こういうことが検討されていて、こういうような方向で意見が出されているので、採用で

きるところはしてくださいという明確に一つの方向性を出していない中で、見直しできな

いとするケースもありうるのかなと思います。 

 

委員 

 あとは、負担金のところの広域ごみ処理はどうして極端に２８０万円から３０００万円

に増えたんですか。 

 

事務局 

 これは平成１６年度新たに広域協議会で、建設に向けてのごみ質調査や機種選定などの

事前調査が入ります。調査委託料が大きく膨らみまして、それぞれの構成団体の負担金が

増えている状況でございます。平成１５年度までは、単純な事務費だけだったんです。 

 

委員 

 単年度限りと言いますか、今回平成１６年度はかかるということですか。 

 

事務局 

 そうです。平成１６年度は調査ですけれども、この後建設に入りますと、建設費の負担

金になりますから、また１桁くらい大きくなると思います。 

 

事務局 

 今までごみ処理は市町村の仕事ですから、市町村ごとでごみ処理をやっているんです。

ダイオキシンの規制などがありまして、もう１自治体ではなくて広域連合で北広島市、恵

庭市、長沼町等の４市町くらいでごみを処理しましょうという動きがあります。事業規模

でいうと、公式には発表されていませんけれども、私どもの感覚ですが１００億円レベル

の事業でございます。とりあえず仮の場所の方向性が出されておりまして、今はそこへの

調査段階に入っています。今までは調査まで行かない事前のいろいろな協議段階で、これ

から具体的に調査・建設段階に入っていくと、最終的には、北広島市と恵庭市には何十億

円という負担が出てくるような事業内容です。 

 

委員 

 大まかに言ったら、人口比みたいな感じの負担金ですか。 
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事務局 

 ごみの量で決まります。リサイクルが徹底されているのか、分別も含めてごみ量がどの

程度なのかということによって、必ずしも人口とは比例しない部分があります。 

 

委員 

 別途の調査みたいなものもあるわけですか。 

 

事務局 

 ごみ質などの調査をします。 

 

委員長 

 例えば、「北海道市長会負担金」は、市長会で決めているということはないんですか。 

３０万円くらい減少していますよね。 

 

事務局 

 これは市長会で、特に今回要請をしたのは、石狩市と北広島市と他の市からも市長会の

負担金は大きいものですから、何とかお願いできませんかと。北広島市長も市長会の副会

長ですけれども、文書を出しまして結果的にはいろいろな見直しをして、負担金の減額を

していただいたということです。 

 

委員長 

 他の市も含めてということですか。 

 

事務局 

 そうです。全道の全部の市が減少しているわけです。 

 

委員長 

 結構、大きい額ですよね。４０万円近いでしょう。全道の市が相当減少すると、市長会

としても大変ではないでしょうか。 

 それから１ページですけれども、教育は１６件を５件に統合していますが減額はしてい

ないんですね。今ざっと計算してみたら、むしろ増えていますね。 

 

事務局 

 例えば、（資料の）一番下の部分は今年度太鼓の修理などもありますので、金額的には単

年度増えたということもあります。 
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委員長 

 あとはプラスマイナスゼロで収まっていますね。 

 

事務局 

 そうですね。 

 

委員長 

 するとこれは統合することによって、どういう意味が出てくるんですか。 

 

事務局 

 まずは事務の軽減ということがあります。執行上もある程度、柔軟性をもって執行でき

るのではないかと思います。補助金としてメニューとしてそれぞれの目的の部分を実施し

ますので。 

 

委員長 

 例えば、学校や文化連盟などいろいろ出ていますけれども、学校にとっても使いやすい

ということですか。 

 

事務局 

 そうです。まず一つは金額が減っていないのは、例えば、子どもたちが中体連の中で、

いろんな全道大会に行く時に父母の負担も結構あるものですから、やはり教育の視点で税

金が負担しなければいけない部分は負担をしましょうと。全体的に教育の補助金につきま

しては減ってはいます。ただ、先ほど担当者が言いましたけれども、受け皿がほとんど同

じなので、同じ子どもたちに関わる全体の中で、運営をしたほうがより弾力的、効果的に

実施できるということで統合する形に切り替えたということであります。 

 

委員 

 社会福祉施設協議会の補助金だけ１３９万円、極めて大きな金額ではないかと思うんで

すけれども、社会福祉施設協議会に全体に占める金額が大きいんですけれども、施設を造

る時に出していた補助金をもう止めたということですか。 

 

事務局 

 違います。まず社会福祉施設に対して、助成制度というものが別にあります。要するに

社会福祉団体は国の制度を活用している部分がかなりありますので、特にハード建設に介

護問題も含めて、特別養護施設やケアハウスとか国庫補助の該当になったら、市もハード

の部分については助成をしましょうという形で整備を行われてきておりまして、その制度
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を活用して整備をしている団体が多くなってきています。 

社会福祉施設協議会の補助金とはどのような補助金かといいますと、市内にある社会福

祉施設全部に対して行事を行う時に行事費を補助していたんです。例えば、地域で福祉の

事業をやりましょうとか、地域の人達が参加してお祭りをしましょうという時に、助成金

が出ていたんですが、お祭りなどいろんな福祉団体が行う福祉事業については我慢してい

ただこうということで全廃したいと、議会にお諮りをしました。 

 

委員長 

 施設はどのくらいありましたか。 

 

事務局 

 ６法人、１４施設です。 

 

委員長 

 １４施設ですね。そうすると、１法人平均すると１０万円くらいですかね。規模が大き

いものや小さいものがあるでしょうけれども 

 

委員 

 補助金・交付金、それから負担金・奨励金、名前はいろいろありますが、多分名前によ

って目的が違ってくるんだと思います。それで奨励金などの場合は、ある程度の目的が達

成されたら見直しはすぐできる内容のものなのか。それから、補助金についてですが､例え

ば、教育委員会関係で補助金ということは、研究会に対する補助。ということは、本当の

枠に対して一部補助しているわけですよね。そうすると本当の全体について負担している

のが、先生方なのか幼稚園なのか分からないんですけれども、そういうところの負担を一

つの受益者負担として、もう少し負担するとか、補助を減らすと同時に負担する側を増や

すというような取り組み方はできないんでしょうか。こういうことは制度的に無理ですか。

名前は補助金であったり、交付金であったりいろいろありますよね。利用の目的と合わせ

て違うと思うんですけれども。例えば、補助対象に集団資源回収奨励金がありますけれど

も、これはある程度集団資源回収が進んだら、奨励金は普通いらなくなるのかなと思いま

す。今まだ目的があってそのための奨励金をつけているんですか。 

 それから、補助対象の増によると書いてあるということは、補助対象が人数なのか団体

数なのかによって、これからどんどん団体が増えていくと補助金総額が増えてくると。ま

たは人が減っていったら補助が減るという動きがあるのではないかと思うんですけれども、

そういうことも含めて見直しをなさっていくのでしょうか。 
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事務局 

 実務的で申し訳ないんですけれども、まず補助金・交付金でくくっている理由は、地方

公共団体のお金の出し方として、節で必ずくくることになっています。負担金・交付金及

び交付金という１９節を全部通るんです。それで補助金と交付金は一つのくくりになって

いるんですが、実態から言いますと、補助金は委員がおっしゃられたように、あくまでも

補助対象事業がどれで、それに対する補助率が何％なのかということをベースにしていま

す。ただ実態はその辺の整理が甘くて、慣例でついている補助金があるのも事実ですから、

その部分についてはきちんと整理しなければならないと思っています。交付金については

事業事体に公益性があるという形で、相手がいくら負担をするから、この部分を補助、交

付をするということはないです。主に、教育委員会関係は補助金と書いてありますが、交

付金的性格が強くて、特に子どもたちに関わる部分については、本来は税金から負担すべ

き学校活動の一環として行うべきものは、交付金で出しているほうが多いわけです。ただ

例えば、北広島市教育研究会補助金とか先生方が関わってくるような部分については、先

生方の負担が相当数あります。これも、どこからどこまでが、先生方が負担すべきか税金

が負担すべきかの区分については、今までの経過の中で行われているのが実態です。先般

の教育委員会のお話などは、明らかにこれは公会計に含まれるのが不適当と思われるよう

な項目もいくつか入っています。典型的なのは慶弔費です。こういうものはもともと公金

が入らない部分ですから、明らかに公の部分と私事との部分について区分して、整理しな

ければならないと思っている項目の一つと考えています。 

 集団資源回収については、これを奨励金にしていつまで続くのかと言いますと、当分は

続くであろうと思っています。ごみの集団資源回収の制度が自治会、町内会、子ども会、

学校、ＰＴＡが古紙、瓶、ダンボールを集めてごみの減量化につなげることに対して、㎏

３円の助成金を出しています。極端なことをいますと、別にお金を払わなくても本当にご

みの分別収集が市民生活の中で定着することになれば、将来的にはなくなるのかもしれま

せんが、現状ではごみの減量化を進める中では、しばらく続くのではないか。３年ぐらい

前から始めたのですが、ごみの減量化が進んできていることと、自治会、町内会、子ども

会、学校、ＰＴＡの活動資金に充てられてきています。その点ではどちらかと言うと、今

後当分は奨励事業になるかと思っております。 

 

委員長 

 あとどうでしょうか。何かありますか。 

 

委員 

 ４ページに「実施計画事業で延期したもの」がありますよね。これはやるけれども、今

年はずらすという意味なのですか。今後止めるかもしれないので、ずらしているという意

味なのですか。 
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事務局 

 この部分につきましては、北広島市の総合計画では１０年スパンになっておりますけれ

ども、その実施計画は３期に分けておりまして、今回の第１次は４ヵ年の実施計画になっ

ていまして、平成１６年度が最終年度になっております。今回は政策評価を導入したとい

うことで、財政的な状況を含めて評価を行いました。平成１６年度の予算の部分につきま

しては、いろいろな議論の結果やらないということで、次期の実施計画の中で改めて議論

する形なるということであります。 

 

委員 

 すでにやると決まっているわけではないんですか。 

 

事務局 

 そもそも実施計画の中で、平成１６年度実施ということで、大概は計画計上されていた

んです。先ほどから申し上げております通り、予算の関係、政策評価を含めていろいろや

った中で、平成１６年度やらない方向を出しました。ですから、今期の実施計画ではやら

ないで、次期の計画の中で改めてその部分については議論するということです。 

 

委員 

 やるかやらないかも含めてですか。 

 

事務局 

そうです。それから例えば、「稲穂通線道路改修」のように部分的に止めるというものも

あります。ただ、いずれにしても次期の実施計画が平成１６年度に策定なので、議論する

ことになっておりますので、やるかやらないかの方向付けについては、その中で再度出て

くると思います。 

 

委員長 

 総合計画は何年度からでしたか。 

 

事務局 

 平成１３年度からです。 

 

委員長 

 平成１３年度から平成２２年度までですね。そうすると、第１次実施計画が平成１３年

度から平成１６年度までですね。なるほど。次の３年間で今のものをやるかやらないかと。

それでもやらない場合は、第３次でまた検討していくということですね。 



12 

事務局 

 場合によっては、やらないということもあり得るということです。 

 

委員長 

 総合計画の中には全部入っているんだけれども、都合等でやらないというわけですよね。 

 

事務局 

 はい、そうです。それと先ほども申し上げましたが、事前評価でどの程度やることによ

って市民生活に効果がでてくるかということも概ねやっておりますので、その中で取り組

みをするかしないかという方向性をいったん出したということです。 

 

委員 

 平成１３年度の時は、全部必要だという判断ですか。 

 

事務局 

 平成１３年度は４ヵ年分全部、平成１３年度にやるもの、平成１４年度にやるもの、平

成１５年度にやるものということで、とにかく計画を作っています。もう一つこの中には、

今年度やるということで予算計上されていて、繰り延べになったものもあるんです。今回

の実計だけできたものも含めて、トータル的にどうするかという議論になって、最終的に

はこの部分は今期の実施計画の中ではやらないということになったわけです。 

 

委員長 

 ケアハウスは民間がやるんですか。 

 

事務局 

 そうです。 

 

委員長 

 そうですよね。これは民間が来ないということもあるんですか。 

 

事務局 

 いいえ。民間の中で、一応北広島市から補助を出して、ケアハウスについては民間から

いろんなお話があって議論がなされておりました。具体的に動いている部分はありました

が、市だけの補助金ではありません。当然、国の補助金と道の補助金があって、市の補助

金があるという３点セットですので、その辺との係わり合いの中では、平成１６年度は難

しかったということのようであります。 
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委員長 

 なるほど。そうするとケアハウスの部分は政策評価などでやった部分とは、少し違うと

考えていいんですね｡ 

 

事務局 

 予算と政策評価は一致していません｡最終的に予算とできるだけ合わせようと思ったん

ですが、予算はお金として当面の明確な判断として出ますので、それに評価を合わせると

評価が歪んでしまう。評価では必要であろう、実施すべきだろうという評価をして、実態

としては予算上では見送った事業もいくつかあります。 

 

委員長 

 この中で政策評価では必要だと出たんだけれども、国や道の予算がつかないので見送っ

たものと、政策評価ではむしろ必要ではないと出て見送ったものと両方出ている感じです

か。 

 

事務局 

 そうですね｡両方です。 

 

委員長 

 だいぶん、性格は違うんですよね｡ 

 

事務局 

 そうですね。必要だけれども、どうしても優先度から言うと、その次になってしまうと

いうことで見送ったものも何点かあります。 

 

委員長 

 それは整理できますか。 

 

事務局 

 例えば、ケアハウスの場合で言いますと、評価では「実施する」となっています。その

方向性としては、国・道・市が補助する形となるため、条件が揃えば推進する。だから、

国・道・市あと民間の４つが揃わない限り、きっとこの事業は推進できないと思います。 

 

委員長 

 整理して、出していただけると助かります。随分、性格が違いますよね｡政策評価でもう

いらないというものもあるでしょうし。 
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委員 

 例として聞きたいんですが、管理部の「児童生徒机・いす整備」で６８００万円という

のは、市だけの単独の事業なのですか。 

 

事務局 

 実はこれは子どもたちの体格が向上したということで、４、５年くらい前にＪＩＳ規格

が変わりました。新ＪＩＳ規格になることによって、机・いすが一回り大きくなるという

ことです。机・いすが傷んで困っているわけではなくて、切り替える部分になっています。

教育委員会も更新をしていきたいという形の中では、私どもも教育委員会もそうですが、

これは必要なことは必要だけれども、急がなくてもいいのではないかと。先送りされてい

るのが現状です。 

 

委員 

 分かりました。 

 

委員長 

 あと、どうでしょうか。何かありますか。よろしいですか。では、先ほど言ったような

点を整理して出していただくと、何かと政策評価の問題がきちんと理解できると思います

のでよろしくお願いします。 

 それでは、もう１つ報告事項がありまして、今日の委員会資料ですが２、３ページが市

民参加・協働に関すること、４、５ページが財政健全化に関することで、６、７、８ペー

ジが行政運営システムに関することになっています。今日、議論するのは財政健全化に関

すること、行政運営システムに関することについてであります。市民参加・協働に関する

部分については前回議論しております。ですから、今日は財政健全化と行政運営システム

に関することに絞って議論したいと思います。ただ、市民参加・協働に関することについ

ては議論が途中であったということが一つあります。なおかつ事務局から市民参加・協働

について、少し説明したいことがあるということなので。前回、我々が議論したんですけ

れども、特に委員は市民参加・協働について詳しいと思いますので、ちょっとご発言して

いただければと思います。では、よろしくお願いします。 

 

事務局 

 前回、市民参加に関する制度化ということで、今日推進チームで議論している内容を取

りまとめ終わったものをご報告申し上げたいということでしたが、私ども本部会議に推進

チームで取りまとめた内容を提案したところ１回の本部会議の中で決着を見ないで継続的

な審議となっています。年度末ということで再度本部会議を開催する時間もないので、新

年度に再度本部会議を開催して、最終的に方向的なものを整理して、その整理がつき次第
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改めてみなさん方に、ご報告申し上げてご議論いただきたいと思っております。 

 

委員長 

 はい。市民参加条例をめぐる問題につきまして、今のところはペンディング（保留）に

なっているということで、ご理解いただきたいと思います。前回、私たちで議論したんで

すが、どうでしょうか。市民参加・協働に関して委員から言いたいことがございましたら。 

 

委員 

 あちこちの自治体でＮＰＯへの施設運営委託とか、サービスの提供とか始まっています。

今、いろんなところで両方の情報共有がうまくいかないとか、手続き的な難しさとか、思

ったほどちゃんとしたサービスにならなかったとか、マイナス面が聞かれます。私も仕事

でいろいろ関わったりする中で感じているのは、お互いの良さをまだ活かしきれていない

ということと、ＮＰＯ自体が成熟段階ではなく生まれたばかりのよちよち歩きの制度、仕

組みというところがあります。その中で一番活かして欲しいのが、行政では取れない選べ

ない情報やノウハウをＮＰＯやボランティア団体、市民団体から引き出して欲しいという

ことです。行政が気づく前に先にいろんな活動を通して出ている情報や実態というのは、

すごく持っているんです。ただ、彼らもそれらをうまく事業に移せるわけではないので、

情報を持っているだけになります。実際に活動する時には、ＮＰＯは制度や手続き、継続

的にやっていくマネージメントの部分が弱いんです。それは逆に行政の中にいろんなサポ

ートできる部分があると思うんです。そこを補いながらすると、市民にとって身近できめ

細かいサービスを効率よく提供できるのではないかと思います。 

 例えば、政策評価にもありましたけれども、施設運営をみんな市民団体に委託するとい

っていますね。コミュニティセンターのようなところなどいろんなケースがありますが、

市民団体が運営することによって、その施設に来る市民が増える。行政の人が座っている

よりも市民がいるということで聞きやすいとか、知り合いだったり、活動仲間だという意

識があるので、利用数を増やすことができる。利用者のニーズに合わせて、ある程度使い

方を変えていくこともできる。その時に利用料金だったり、使用時間であったり条例を変

えなければならない部分を行政側で、どこまでができて、どこまでが制度上無理かという

話を最初にしておくほうがうまくいくのではないかという気がします。 

 それからサービスでは、今、いろんな子育て関係とか、高齢者福祉、介護の関係でＮＰ

Ｏを通して事業を行っていることがあります。その場合一番ネックになっているのは場所

です。活動拠点に大きな場所はいらないけれども、例えば子育てだったら子どもや育児サ

ークルの人達が集まって活動する場が欲しい。公共施設の中に開いている部分は、たくさ

んあると思うんですけれども、どこが開いているのか分からないことと、分かったとして

もどう手続きを踏んだら借りられるのかが分からない。そういうところは行政で情報提供

したり、バックアップすることによって、その人達は非常に安く使い勝手のいい場所を確
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保できたら、地域の中で住民の近いところで活動できることになると思います。ですから

１番は、情報とかノウハウのやり取りがきめ細かにできるような窓口が１本あるだけでも、

だいぶん違うと思います。 

前回、どのようなお話だったのか分かりませんが、私の周りと今までにお聞きした中で

感じたことです。 

 

委員長 

 あと、どうでしょうか。よろしいでしょうか。一応、市民参加について事務局から言わ

れたように、市民参加条例に関してはペンディング（保留）ということがあります。そし

て前回だいぶん議論しましたし。委員からご意見がありましたので、これで打ち切らせて

いただきたいと思います。 

 今日は何とか限られた時間ですけれども、２つこなしてしまいたいと思います。まず、

財政健全化に関することということで、４、５ページに出てますように今までも委員会の

中でだいぶんやり取りをしています。主な意見ということで、丸印で１０個ほど載ってお

ります。検討事項としては「財政健全性を維持するために、どのような方策が必要なのか」、

「財源確保のための方策はどういうものがあるのか」、「受益と負担のあり方はどうしたら

いいか」、「各種団体や事務事業に関する補助金交付金のあり方」、「民間の資金やノウハウ

を活用するＰＦＩの導入」などを検討してみる必要があるのかといったところがあります。

委員会の発言などでいろいろありましたが、改めて今日ここの部分を議論していきたいと

思います。どうぞ遠慮なく出していただければと思います。 

 市町村の来年度予算はかなり厳しくなりました。特に、交付税に依存している町村が厳

しくなっています。いわゆる経済財政諮問会議の中で２００６年度までに、地財計画の中

の地方単独事業を大幅に削減するということで、計画目標の数字も挙げられています。実

は、来年度予算でその大方を達成してしまうというような状況なのです。ちょうど中央単

独事業分の地財計画上の減少が非常に大きいんです。それが交付税の大幅減額につながっ

ています。その面でいうと、２００６年度までの相当部分を達成しましたので、来年度以

降は極端な形で落ち込まないのかではないかなと思います。単独事業なのですが、経常経

費はほとんど落ちていないんです。地財計画上で見てみますと。いずれにしても、それ以

降もどのようになっていくかという問題。いろいろ景気の問題や政治的の絡みがいろんな

要素が入ってきますよね。交付税は不透明な部分がたくさんあるということは間違いあり

ません。そんなことも含める中で、財源確保と方策として何かあるのか。市債発行のあり

方など財政の健全性維持のための方策の検討とか、やはりいろいろと考えていかなければ

ならないと思いますけれども。 

 今までですと、国民年金保険の収納率を上げる余地があるとか、他の水道料金などの未

納者をもっと減らすべきだという議論もありましたし、法定外税をとる必要があるのでは

ないかという意見もありました。補助金の審査をしてどのようにしていくかとか、公募型
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補助金をどのように入れる必要があるのか。いろんな意見が出ておりますけれども、その

辺の意見をちょっと述べていただければと思います。 

 

委員 

 財政健全化というと、要は借金を減らして使える財源をたくさん確保するということな

のだろうと思います。難しいのはまず、収入をたくさん得て支出を減らす。言うことは簡

単なのですけれども、その前提になるものは、どこの市町村でも道でも同じなのですけれ

ども、財政に関する情報公開が極めて薄いんです。いろんな情報公開はやっているんです

が、財政に対する公開度のパーセンテージは少ないだろうと感じています。例えば、北広

島市の１０年くらいの中期財政計画を作って、これを公表しこのような状況になりますと

説明する。したがって、税金や交付税だけが減ってくるので、市民それぞれのところで痛

みを共有するというか、そういうことになるだろうと思うんです。その前提があって、収

入はどうするか。いろいろな交付金がありますけれども、例えば市民が痛みを感じる部分

では、使用料や手数料を増額する。前提である情報公開がきちんと理解されなければ不満

が残ります。それから歳出の方もそうですよね。いろいろな補助金など市民が共有すべき

ものが減ってしまう。そうすると、それはやはり前段の情報公開で理解をしていないと不

満が残るというようなことになると思うんです。 

 あと細かな話を一つずつしていくと、使用料・手数料の算定根拠に基づくだけきちんと

徴収されているだろうとか、受益者が公平な負担を担っているとかいろいろなことがある

と思うんです。ですから、財政状況の分かりやすい公開が大前提なのだろうと思います。 

 

委員長 

 どうしても財政は分かりにくい領域ではあると思うんです。私がびっくりしたのは、２

年ほど前に、財政の論文を書いた時に自治体学会というものがあって、年報自治体学とい

うものがあるんです。ほとんど自治体学会のメンバーのみなさんが読むのを途中で止めて

いるんです。普段、論客の人達がまちづくり条例は熱心に勉強されるんですが、財政にな

ると途中で論文を読むのを止めたという感じになるんですけれども。それくらい役所の中

でも財政課の人以外はなかなか分かりづらいというのがあると思うんですね。 

 

委員 

 今そういう意味では、世の中極めてフォローの風が吹いていて、いろんなところでマス

コミ等が取り上げてくれているから、随分分かりやすくなっているんだと思います。 

 

委員長 

 北海道新聞で３回ほど予算の見方というものが空知版にはあったんですが、あのような

分かりやすいものがあるといいんですけれども。シミュレーションはなかなか難しいです
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ね。交付税が１０年間でどうなるというのは、あまりにも不確定要素があり過ぎますね。 

 

委員 

 国の施策の方向が定まらないから、非常にそういうものを作るのは難しい時期だと思い

ます。これは市民に絶対痛みを伴うんです。今のままで行くと、道庁や他の市町村もそう

ですけれども、財政がパンクして、成り立たなくなります。ですから、そこのところを市

民に分からせる手法、努力が難しいんだけれども、まずやらなければならないんです。 

 

委員長 

 そうですね。実際には未納者を少し減らすとか、受益者負担を少し強化して使用料・手

数料を上げたと言っても、それで大きく財政が健全化するわけではなくて、おそらく歳出

にどう切り込むかということだと思うんです。 

 

委員 

 あと住民から見ると行政サービスはタダだというイメージがすごく強いんです。私も一

般の人に「行政サービス、公共サービスと聞いてどんなイメージが浮かびますか」と聞い

たことがあります。すると、「サービス」という言葉を使っているので、例えばハンバーガ

ーを買ったら、おまけに何かをサービスしますというように、「サービス＝タダ」というイ

メージがあるわけです。 

 まずはじめに必要なことは生活する上で水道を始め、いろんな行政サービスがなければ

暮らしていけないんですが、それにはみんなコストがかかっているんだということを分か

ってもらうこと。そして、その中でもう少し専門的な情報を提供しようとすると、国で決

められているサービス水準、基準財政需要額がありますよね。だから、このまちではもっ

と低くてもいいんだけれども、それを落とすことができないものと、まち独自でサービス

のレベルをある程度決められるものがありますという情報提供があります。まち独自で決

められるものについては、どのくらいのサービスがいいですかとなると、受益と負担のイ

メージが住民にも少しずつ伝わるかなと思うんです。こういうサービスはもっと高いほう

がいいんだったら、あなたはこれだけ負担しなければなりませんという説明は、今までほ

とんどされていません。そこから始まらなければならないのではないかと思います。 

 

委員長 

 私がよく言うのは、町村によってパークゴルフ場が無料だったり、体育館が無料だった

りすることがあるんです。そうした時に私は行政コスト論とは別にいつもパークゴルフ場

を利用している方がいて、これは無料です。同じ町民でも全然利用しない人もいるわけで

す。体育館もそうですよね。いつも体育館に行って、テニス、バトミントンをやっている。

これは無料である。全然やらない人はやらないですよね。 
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 ですから、そういう面で言えば、そこで受益と負担の問題が出てくると思うんです。無

料というのは逆の意味の不公平さを持つのではないのかなと。その時にその負担はどのく

らいがいいかということに関しては、これはまた検討しなければならないということだと

思うんです。 

 

委員 

 それから施設の使用料の検討の時に、コストの原価はどうしたらよいかということで、

施設の維持費など全部計算しますよね。電気代、水道代を入れたら、プールは１００円で

はなく、本当は５００円くらいもらわなくてはならない時に、高熱水費の計算を民間の計

算の仕方と比べてもらいたいというのがあります。多分、民間だったら今はデフレの時代

ですから、本当に電気代、水道代、清掃代を含めてどうやってコストを落としたらいいの

か。ものすごく努力しています。それと比べて、この管理費・維持費で果たして高いのか

安いのか。そこにも行政側としてはきちんと計算していただきたいと思います。 

 

委員 

 今年は使用料や手数料の値上げはしたんですか。 

 

事務局 

 今年は値上げをしておりません。一つだけ総合体育館を一部変えようかということが原

局からありましたが、やるのであれば、公共施設全体の洗い出し後に再整備をすることが

望ましいとして先送りさせたということはあります。 

 お話を聞いていて、いずれももっともで反論の余地が全くないんですけれども、去年市

政懇談会で各地区を私は初めて回りました。市長も出席しているところで、今市の置かれ

ている財政環境を説明して行政改革の必要性を説明しております。集まった方は町内会の

代表の方がほとんどでございます。最初は緊張して話したりして、２回目になると、多少

余裕を持って人の顔を見て話していますと、細かい点の話をしても誰も聞いていないんで

す。ただ、全体としてこうですよということになると、うなずいて聞いている人が結構多

かったりしたんです。やはりその辺の情報は、すでに公表していると思っているので、や

はり分かってもらう工夫が重要なのかなと思うんです。例えば、国が家計に例えているん

です。地方交付税は仕送りだといっているんです。では、地方はどうするか。親から支援

してもらっているとなると、地方はもともと自立していないことになってしまうんです。

要するに北海道は年間に子どもの学費だとか、食費などで１００抱えていますと。自分の

ところの収入は３０しかありません。７０は親から仕送りしてもらっているんですという

ことになりますと、最初から否定している話になってしまうと、それではなかなか分かり

づらいからその辺を生活実態に置き換えるのが一番いいと思います。これも不適切な発言

ですけれども、サラ金地獄に入ってしまったら、丸裸にならないと再建策は出てこないん
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です。ですから、サラ金地獄ではないですけれども、やはり行政側が知ってもらうために

いろんな工夫をすることが必要なのだなということが委員のおっしゃることで分かりまし

た。 

 委員からコストを計算的に民間との対比をやっていないと言われました。自分達が今、

建設事業をやる時にランニングコストを意識して、トータルコストで建設事業を着工して

くださいと言っていますけれども、結局は自分ではお金を払っていないといった感覚でい

ろいろやっててもできません。やはり市役所職員が本気になって変わらないと、市民に変

わってくれと言うのは変ではないかと思います。いろいろと貴重な意見としてお聞きして

いたんです｡ 

 将来推計をどこで公表しているかというと、ホームページと出張所の窓口です。それと、

バランスシートを作った時の５年間の財政を公表していますが、バランスシートの冊子を

作って当初は３０００冊作ったんですが、２５００冊くらい余りまして。翌年から１００

０冊にしたら、７００冊くらい余って、去年は３００冊くらい作って、１００冊くらい余

りました｡今、平成１４年度のバランスシートを印刷するのは止めようということになりま

した。パソコンでカラー原稿ができていますから、利用してくれるのであれば、自分達の

プリンターで増刷をしようという形に切り替わってきています。一番使われているのは図

書館に置いたものです｡北広島市の図書館に置いたものは全部さばけるので、そのような方

が図書館に行かれることが多いのかなと思います｡ 

ですから、情報の知ってもらう努力の工夫は重要だということは思っております。 

 

委員 

 広報には概要版は載せていないんですか。 

 

事務局 

 条例で大部分の情報公開は、年にこのような形でしなさいというものがあるんです。広

報の２ページ、３ページで、全部で３５６くらいのものの森を見せていくことになると、

いろいろな問題点は一本一本の木の部分や葉の部分が多いんです｡森の部分の全体構成は

国の制度からすると、どこの自治体でも同じですから、３ページ、４ページで見せるとい

うのは困難です。違う手法でいろいろと考えているんですけれども、まだまだ工夫が足り

ないのかなと思います｡やはり市民は、よほどでないと貸借対照表や損益計算書が生活実感

に入っていないのだろうと思うんです｡それと公共は収益事業でありませんから、圧倒的に

資産超過であり、債務超過ではないんです｡ですから、そういった部分がまだマッチングし

ないこともあって、どの部分の事業にどういうお金が入っているのかとか、こういう事業

をやるのに利用者がいくら払っているという、逆に密着した部分が必要なのかなというこ

とは感じているんです｡ 
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委員長 

 ただバランスシートは自治体の中で導入することの是非とか、導入するとしても研究・

検討課題がたくさんありますから、そこに至る前にまず事務局がおっしゃったように、財

政のいろは的なものをちゃんと説明を簡単な資料でできるような工夫が大事だと思います。

おそらく地方交付税一つ取っても、説明は非常に難しいと思います。 

 

委員 

 細かく言うと、本当に分からなくなってしまうんです｡だから、もっとマンガ的な感じで

やらなくてはいけないと思います｡要は「こんなに困っているのか。それじゃあ我々も少し

我慢しよう。」というところに行き着かなければならないんです。 

 

委員 

 先ほど事務局が言われた、国の説明がありましたよね。それを応用するというか、それ

を活用する方法はないんですか。一人あたり、いくら借金があるのかなどを広報に出すと

か。あと収入はこれしかなくて、この内国や道からこれだけもらっていますとか。市の税

収で賄っているのはこれしかありません。これで、これだけ使ってくださいというのを専

門的な計算書で説明しないで、やればいいのではないでしょうか｡一番見るのは広報だと思

うんですけれども、そうでもないですか。 

 

事務局 

 できるだけそういう方向でしたいと思っています｡６月頃から市民説明を行ないます。今

回、中間での取りまとめでは大きな流れの部分の話が多いです。それをベースにして例え

ば、受益者負担につきましても、この部分にはどのようなコストがかかっているのか。建

設の時にはこのくらいかかっていて、維持・管理費にこのような形でかかっている。今タ

ダなのは、全部それぞれの払っている税金で負担してもらっているという話も含めて、説

明に歩こうとは思っています｡そこでは、一方的に説明するのではなくて、意見交換をして

そこで即答できるものはしますけれども、それ以外は受け止めて帰ってくる方式で、各地

区に資料等を持っていきます。冒頭にありました財政状況は、比較的北広島市は良いほう

の部類に入ってしまうものですから、その辺の危機感があまりやり過ぎるとあおり先導行

為になってしまうので、事実だけをきちんとお知らせをしたいという形でやろうと思って

います。委員がおっしゃられた、収入支出の財政全部の見直しをしないと、ここだけが病

巣だから、そこだけを手術すれば治るという地方財政の状況ではありません。聖域なき見

直しをする部分では、何でも受け止めてやれるような形でできたらと考えております｡ 

 

委員長 

 一度、行政コストに関する勉強会をやった時に、例えば音楽ホールや文化ホールが土日
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しか使われていない。月曜日から金曜日までは、よほどのことがない限り空いている。７

日の内２日しか使われないのは、おかしいのではないかという市民がいたんです。私はそ

うではなく、７日間毎日使っていたら使いたい時に使えない。むしろ、土日しっかり使わ

れたら、意味があるのではないか。もちろんホールは維持費が赤字になるかもしれない。

赤字になっても自治体の中で必要なものだという認識で住民の声ができていれば、その赤

字がものすごく膨らめば問題だけれども、そうでないならば維持費で少し赤字が出るとし

ても、それは問題ないのではないかというような話をしたことがあったんです。だから、

今度は市民の誤解を解く必要もあるんです。 

 

委員 

 情報提供を財政だけではなくて、行政改革の必要性の情報提供について、どこでも苦労

しています｡広報を使って、特集を何回も組んでいたり、それを中学生でも分かる言葉に換

えていったり、インターネットを使ったりしても、なかなか伝わらない。 

 私は時々、実際に広報を作る場に市民委員会とか作って入れたらどうですかという話を

しているんです。「この言葉だと分からない。」というような意見を入れて作っていくとい

うのも一つの方法ではないかと思うんです。 

 

委員長 

 ニセコ町は財政の説明をしていますが、うまく説明できているんですか。 

 

委員 

 絵を入れたりするんですが、中身はやはり難しいです。 

 

事務局 

 北広島市もニセコ町と同じようにできないかと、何度も話し合いました。 

 

委員 

 このような冊子ですからお金がかかっていますよ。それもちょっとという気がしますけ

れども。 

 

委員長 

 そうですね。 

 

事務局 

 自治体としてはよほど早くやって確定していればいいでしょうけれども、正直言いまし

て、マンガ的にできても、図面入れの家の前の歩道をつけますという具体的なところまで
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は、実態として難しいのかなと。本当はそれが分かれば一番いいんでしょうけれども。 

 

委員長 

 ニセコ町の場合は人口も少ないですから。 

 

委員 

 そうですね。５０００ないでしょう。 

 

委員長 

 ５０００ないですよね。 

 またあまり、厚いと見ないですしね。 

 

委員 

 せいぜい２、３枚ですね｡ 

 

事務局 

 国はいろんなパンフレットをマンガ的に作ってきていますよね｡ 

 

委員 

 それは見たことがないんですけれども、その応用のような感じで、２、３ページにまと

められないですか。 

 

事務局 

 正直言いまして、国の部分はああそうか程度しか分からないんです｡普通に国も８０兆円

の予算規模がこのような形で市民におきかえるとこうですといって、８０兆円あるけれど

も、８０兆円の内３０何兆円は借入金であると。借入金でやって子どもに仕送りをし、自

分で使えるのはこれだけしかないんだというストーリーを味わっているんです｡そういう

風になってくると、「兆」というお金が私達の感覚的に桁が何桁かピンと来ないのと同じよ

うに、「億」というお金がピンと来ないのを説明するとしたら。本当の姿が見えて身近に行

くとしたら、どうやって行ったらいいのかということは毎回悩んでいるんです。見てもら

う本当の努力をしているのかというと、自信を持ってしていると言えない気がするんです｡ 

 

委員 

 一人あたりのバランスシートはあちこちでやっています。一家庭に数字を置き換えれば、

少し分かりやすいと思うんですけれども、バランスシートはもともと複式簿記で、この辺

のことは出てきてませんので。 
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事務局 

 本格的なバランスシートは最初の時に、北広島市でやっておりましたけれども。北広島

市は前回のものと併せて、１０００億ぐらいが集まってきているんです。１０００億の帳

簿上というか名目上です。それは何かと言ったら、現金が出たものしか試算になっていな

いんです。ところがそれに匹敵するぐらいもらっているんです｡例えば、道営北広島団地で

も道路や公園とか下水とか北海道が作り、それをもらっているものが多いんです。もらっ

ているのは北広島市なのです。もらっているものはタダでもらっておりますから、現金が

出ていないから、下水道の資産台帳にあったとしても、帳簿には何も載っていません｡他団

体との対比ができる部分では、非常にいい部分かも分かりません。 

 

委員長 

 あと、どうでしょうか。そういう面での情報公開が必要です｡それも単なる公開ではなく

て、情報を共有できるようなやさしい開設を入れていかなければならないと思うんです｡ 

 

委員 

 もっと各論に入っていきますと、先ほど言った使用料・手数料の見直し、一斉値上げは

いつ頃ですか。 

 

事務局 

 いつというのは今の段階では明言できないんですが、事務局でありながら希望を言うの

は変ですが、こういう方向をもって全部を新年度までに見直しすることができるかといっ

たら、それには今度違うファクターが入りますが、ただ平成１６年度の１２月までくらい

には、使用料・手数料の見直しについても整理をしたいと考えております｡ 

 

委員 

 これを機会に早くやったほうがいいと思います。それじゃないと緊迫感が伝わらないで

すよね。従来と同じ使用料では、こんなに赤字になりますと言っても、住民にはなかなか

分かりづらい。こんな風になるんだから、みんなも値上げを我慢してというようにならな

いといけないと思うんです。たとえ値上げしても、歳入総額に対するウエイトはたいした

ことはないですけれども、今は１億、２億を確保しなければならないことですから、やは

りこの機会を逃さないほうがいいなと思います。 

 

委員長 

 どういうものが相当値上げしてもよい、どういうものがなかなか値上げしづらいなどい

ろいろあると思うんです。そこは住民合意との関係ですよね。一律値上げというわけにも

もちろんいかないでしょうし。そういう面で言うと受益者負担が大事だと思うんです。そ
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の時にどういう金額まで上げるか。場合によっては、施設によって今までは高いので金額

を下げましょうというものがあってもいいんです。それも私達は分かりませんから｡個々の

問題で一つひとつ越えていって欲しいと思いますけれども｡事務局は事務局として、そうい

う案を出していってもいいと思うんです｡市長は選挙があるだろうし、議員もいろいろある。

そういった政治的ファクターはあると思うんですけれども、やはり事務局は事務局として、

一つの今の財政状況が悪いから行政改革に向かって行くという流れの中で、考えておくこ

とはいいことだと思います。 

 

委員 

 長い間置くと、例年幅が大きくなって大変なのです。例えば、道の場合は状況判断をし

て、４年に一度必ず上げます。 

 

事務局 

 ただ実態として最近は、北広島市も、どんどん物価が上がった時には見直しをして上が

ったんです。停滞期に入ると、いろいろなコストが上がらないという中では、値上げの要

因として人件費は積算されませんし、従来の方式から算出できません｡ですから、そういっ

た部分での見直しではなくて、どの程度利用者や受益者が負担をするべきかという視点を

変える部分でエネルギーを使わなくてはならないと思います。少なくともその後の事務局

としては、完全に玉は一回投げたい。もちろん議会もありますけれども市民合意をする時

に、はい。わかりました。と、ちょっと、待ってくださいよという部分があるでしょうか

ら、当然、実施時期や提案時期は変わるかも分かりません｡玉はできるだけ早い段階に投げ

たいと思っておりますけれども。 

 

委員長 

 道の財政再建プランで、先般、道の財政課長から２時間くらい説明したいということで、

私は説明を受けました。道の財政再建プランについて、地方を回ると町村長が非常に言う

には、投資単独事業を４割削減する。そうすると雇用も相当減る。２万２０００人の減と

いうことですから｡あとは、いろいろな見直しをかけてますよね。結局、国は道に対してし

わ寄せをしてきている。今度道は市町村にしわ寄せをしてきていると。やはりそれだけ市

町村に対して、痛みを伴うような財政再建プランを出すならば、道も市町村側から見える

ような財政再建プランを出して欲しい。それはどういうことかと言うと、道職員の削減と

か道職員の給与をカットするというようなことがないと、やはりなかなか納得いかないと

いうのが町村長の多くです。北広島市の場合でもいろいろやっていけば、恐らく住民の中

からもそういった声が出てくる可能性がありますよね。 
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事務局 

 実はそこも聖域化していないで、職員の定数とか給与制度などを含めて、いろいろな関

わりがあるでしょうけれども、聖域がない形で取り組みをしていこうということで、あえ、

言っていないのは議員定数ぐらいです。議会でも対策委員会はできましたし、４年毎の任

期ですからそれなりに問題意識を持っている議員もたくさんいらっしゃるようです｡ 

 

委員 

 それでこの間、資料をいただいたんですが、例えば恵庭市と比較するとか。北広島市の

場合は石狩市と随分、いろいろな比較対照をしてきました。人口比率から言っても千歳市

もそうですし、江別市もそうですよけれども、議員定数は多いですよね｡ 

 

委員長 

 石狩市は何人なのですか。 

 

事務局 

 石狩市は２６人、恵庭市は２４人です。 

 

委員長 

 議員報酬は石狩市と大体同じくらいなのですか。 

 

委員 

 石狩市のほうが高いんでしょう｡ 

 

事務局 

 議員報酬につきましては、北広島市の方が高いです。北広島市３４万７０００円、石狩

市が３３万６０００円です。議長は石狩市の方が高いです。北広島市４３万１０００円、

石狩市４３万９０００円です。 

 

委員 

 江別市はどうですか。 

 

事務局 

 江別市は議員が３９万円、議長が４７万円江別市は高いです。恵庭市も議員が３５万５

０００円、議長４５万円。北広島市より高いです。 
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委員長 

 あと、どうですか。何かありますか。 

 

委員 

 歳入は減免とか基準を合わせて見直しをされたほうがいいと思います。それとやはり滞

納整理ですね。これも少し知恵を出したり、人を使ったりしたほうがいいと思います。 

 

委員長 

 保育料の滞納は多いですよね｡ 

 

委員 

 得るべき歳入が入ってこない。それぞれ個々の事情がたくさんあるんですけれども。こ

こはもっと努力の余地があるんだろうなと思います。 

 

委員長 

 ただ保育料や給食費はそうですけれども、例えばずっと保育料を納めないからといって、

保育所に来るなとは言えないんです。裁判をやったらどうなるんですか。今の制度の中で

は、非常に厳しいのではないかと思うんです。だから給食費や保育料もそうですけれども、

結局払わないで卒園してしまうというのが多いですよね。結構、いい所得の人もそういう

ことをするんです。 

 

委員 

 条例がどのように書いてあるかですね。 

 

事務局 

 保育料は高い人は傾斜負担となっています。今がんばって、親に来てもらったり、現場

の保育園長の力を借りて、いろいろやっていています。少しずつ収納率が上がってきてい

ますけれども、１００％には程遠いです。 

 

委員長 

 首都圏のある市に行った時、やはり影響しているんです。単独上乗せしている分、影響

が出ているんです。北広島市は国の基準保育料にあわせて、単独ではやっていないでしょ

う。国の基準保育料に合わせていない自治体だと、上乗せしているわけです。その分だけ

下がってしまうんです。 
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事務局 

 ですから保育園をトータルで見て、保育園のかかるコストがいくらで、利用者と国から

の配分の中で、個別に解析して独立採算の原則を貫くと、やはりそのような話になると思

います。 

 

委員長 

 首都圏などで話を聞いたら、保育料を払わないで卒園してそれから２、３年後にしっか

りマイホームを建てている家庭とかあるんです。 

 

委員 

 いますよ。高級車で通ってきている人もいますから。 

保育料は見直しの中では、保育所をもう市の直営にしないで民間に任せるという話には

ならなかったんですか。 

 

委員長 

 保育所はまだおそらく三鷹市くらいなのです。株式会社参入がみとめられたのは、最近

ですから。社会福祉法人はもちろんありますけれども。三鷹市はベネッセに委託したんで

す。 

 

事務局 

 保育所は公立４園、私立２園ですから。 

 

委員 

 保育所を公立にしないで、幼稚園に絞ればいいんです。簡単に言うと、１３時からやれ

ばいいんです。いろいろ困難が伴いますけれども。 

 

事務局 

 北広島市としては、今は新たに保育園を建てるという考えは基本的に全く持っていない

のではないのかなと。 

 

委員長 

 子どもが増えていないですからね。 

 

事務局 

 というのは、新たに保育園や幼稚園の需要があれば、社会福祉法人や学校法人なりがや

っていただきたいと。用地の提供とかに力を置いていますから。だから、今の４つの園は、
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昔からある保育園だけです。 

 

委員 

 私立の幼稚園でも、保育とかがだいぶできるようになってきていますよね。そのように

移管するとか考える余地はあるんですか。 

 

事務局 

 制度が幼保一元化の中では、次世代育成支援とかどんどん制度が変わっていますから、

幼稚園と保育園の垣根がだいぶなくなりつつあります。明らかに違うのは、乳児を預かる

か預からないかの位の差で、やっていることは延長保育も幼稚園がやっていますから、そ

ういったことでは、ほとんど垣根がなくなってきている中で、規制が緩和されれば必然的

にどこまで行政がやって、民間の法人がやるかということは変わってくると思うんです。

北広島市内で幼稚園は特区の指定を受けていまして、３年保育から４年保育が可能になり

ました。 

 

委員 

 保育園の移管は、今後の検討課題にはなると思います。 

 

委員長 

 最終的には国の制度は変わらないと。国も特区で様子を見るというのもあるんですよね。 

 

委員 

 長期的な問題なのかもしれませんけれども、人が北広島市に入ってくるような環境づく

りとか、企業が入ってくる環境づくりとかはだいぶ考えられているんですか。企業誘致は

もう土地が満杯とか言っていましたけれども。最終的には税金とか所得税とか法人税とか

財源確保になるんですよね。 

 

事務局 

 まず、人が入ってくるまちの魅力づくりの部分の視点では、いろんな形の施策は考えて

いますが、結果的に北海道も含めてこれから人口は減ってくるだろうという中では、一方

的に市街化区域の拡大は事実上できませんから、必然的に住居圏は限られてくるでしょう

し、工業系については他のまちの活性化、職住近接、税収面などいろんな形の中では、新

工業団地を造るべくいろいろと調査をしている段階です。ですから、実現可能となるとも

う少し時間がかかるだろうと思います。 
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委員長 

 造るとしたら、大曲ではないですか。 

 

事務局 

 そういうことになるのではないのかなと思います。場所的に国道３６号沿線の札幌市か

ら千歳市の間が１０年位前にゴールデンベルト地帯と言われていました。しかし最近はそ

うではなくなってきているようですけれども、やはり需要は多いようです。 

 

委員長 

 水については大丈夫なのですか。 

 

事務局 

 今、シューパロダムで新たな水源を確保するということで、今は６万人の水源を２万４

０００トンとして確保しています。市の総合計画上は９万人ということですから、まだ３

万人の水源を確保しています。石狩東部広域水道企業団がシューパロダムから受水をして、

その上乗せ分を配水する仕組みになっております。今、委員から前提に出ました少子高齢

化ということで、お年寄り世代になりますと水をあまり使わないんです。子どもがいる世

帯は洗濯などで水をたくさん使うんです。昔の厚生省の基準で行くと一日一人あたり、４

００～４４０リットルが想定されていた数字です。北広島市の実績としては、今一人あた

り２５０リットルに行くか行かないかくらいです。実際、水は将来長いスパンで考えなけ

ればならないんですが、ただ少子高齢化と今の市街化区域不拡大などいろんな要素を集め

ますと、どういう判断が最も適切なのか。特に私どものまちは北広島団地ができるという

ことで、急激に人口増加を背景にして、６万人分の２万４０００トンを一気に確保したま

ちです。 

水道事業は函館市あたりから見ますと、１００年くらいギャップがあるようなまちです

ので、昔に資本投資されていた古い都市はいわゆる投資単価は、もうすでに償却されてい

ます。北広島市のような新しいまちは、急激に資本投下した部分を回収していかなければ

ならない。または、資産消化をしていかなくてはならないということになりますと、１ト

ンあたりの水道にかかる負荷、いわゆる市民からいただかなければならない水道料金が一

時期は全国、全道でベスト３といわれている時期を経ております。それがシューパロダム

からの受水を踏まえた時に、どのあたりに判断の材料を置くべきなのか。例えば、水道料

金の問題もありますし、水の必要量の問題もあります。人口増等の見合いの問題とか、非

常に難しい判断を今、求められている段階になっています。 

 

委員長 

 企業をどんどん誘致する、新しい団地を造るとした時に、水をたくさん使う企業が来た
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ということになれば、また違ってくるんですよね。だから、どのような判断をするのでし

ょうか。 

 

事務局 

 水道水を前提とした工場ということは、採算的には無理という感じになると思います。

ほとんど水を使う企業については、地下水対応がほとんどですから。北広島市の工業団地

は製造系ということで、水を使う企業については誘致しないという考え方でずっと来てい

ます。 

 

委員長 

 来ているんですか。これからもそうなるんですか。 

 

事務局 

 これからもそうなると思います。 

 

委員長 

 それでは時間の関係もありますので、次の行政運営システムに関することということで、

今の財政健全化の中でも、人件費の扱いが出てきているんですけれども、ここのところで

また、「行政の守備範囲」とか「簡素で効率的な行政組織の検討」とか「職員定数の適正化

や人事制度」とか「各種事務・手続きなど、行政サービス向上方策の検討」、「人材の育成

不手法の検討」などが、ここの検討事項になります。以下、いくつかこれまでの委員会で

の主な意見が出ております。ここのところは、どうでしょうか。先ほどの議論の中でも、

かなり出てきた問題も改めてここで、また出てまいりますけれども。 

 

委員 

 行政組織の検討はどこでも言われていますが、検討する時に行政同士を比較しても、今

までの延長線で考えてはダメであるということ。組織についても今までの延長線で考えた

ら、本当の改革はできないのではないかなという気がします。サービスを先に考えて、そ

れに合う組織を考えるというような逆の発想で行かなければなりません。民間の会社だと

全く違う事業を作ってみたり、課ごとが会社のようになって、独立させたりとか、大胆な

改革をやります。どうしても制度上できないことは、もちろん自治法などいろいろあるん

ですけれども、それも将来的には変わる可能性があるということを視野に入れると、一番

気になるのが、行政は課などの組織を作っていき、人数を決めていきます。そして事務分

掌で縛られて、この係はこの仕事、この係はこの仕事と決まっています。例えば一年間の

時期によっては、ものすごくある課に人が取られるといった時に、民間ならさっと配置を

動かしたりできるんです。でも行政の中では縛られている分、なかなかできないと思うん
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です。そこのところを何とか突破できるような方法・工夫が必要なのではないかと前から

感じているんですけれども。そういうのはどうでしょうか。今までの議論であったんです

か。 

 

委員長 

 やはり各担当部署の横の連携の部分ですよね。どうしても国の縦割り行政で、福祉の人

は道の保健福祉部、そして厚生労働省というラインで仕事をしますし、建設の人はまさに

国土交通省のラインで仕事をする。国は縦割りだけれども、市役所はもう少し横割でやれ

ないか。そのような機構改革ができるかどうかということなのですよね。 

 

委員 

 段々、そのようにはなってきていますよね。 

 

事務局 

 そういうことを期待して今、北広島市の組織はそうしている部分があります。というの

は現在係制ではなくスタッフ制です。課長や部長がいますが係長はいません。主査と言っ

ています。すごく業務によっては弾力性を持たせるという部分では、うまくいっている部

署と制度を作ってもなかなか魂入らずで、従前と同じような形でやっている部署もあって、

今ちょうど過渡期なのかなと感じています。 

 

事務局 

 それと、一時期忙しいという部分があります。そういう仕事というのが、人工には入っ

ていません。３人でやっているところを一時期ボリュームが多くなるので、６人とか８人

でやって短期間で仕上げますという仕事が、逆に全部電算処理で人工外の仕事はどんどん

減ってきています。または非常勤や臨時の方を短期間補充して対応しています。結局本当

に人工が必要な部分は、判断業務で必要なのです。例えば家を建てた時に評価をしなけれ

ばならない。秋口に集中しますから、人工が欲しいわけです。３人でやっているところを

６人くらい欲しいわけですけれども、他から来てもらっても困るわけです。判断がまちま

ちになりますし、基礎的な知識もないということで邪魔なだけですから。 

 

委員 

 難しいですね。 

 

委員 

 専門職も必要なのです。だけどあとはパーセンテージの問題で、行政職であればいろん

な横の平行移動の中で担っていけると思うんですけれども。 
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 私が気になっているのは、ここの人員が多いとは思いませんけれども、消防職員をどう

かできないかなと思っているんです。もちろん火災・消防・災害・防犯。防犯はだいぶん

やっているんでしょうか。その代わり交通安全といった分野をもっと負荷できないのかな

と。そうすると行政職員の負担がもっと軽くなるのではないかと思います。かなりのウエ

イトを占めているんです。 

 

事務局 

基準は９０人くらいです。おっしゃる通りでして、ただいつ災害が起きるか分からない。

命と財産を守っている面からいうと、常にフル稼働ができる体制でいることからいうと専

任だと思います。今一部に１市１消防署でなくてもよいのではないかというような話が出

ています。 

恵庭市、北広島市、江別市にそれぞれにはしご車があって、北広島市の前のはしご車は

更新するまでの１０何年間に公式出動は１回もありません。ですからそれぞれの部分、自

分の分野ではそれが必要なのかどうか。一部事務組合といった部分も、将来的には考える

必要があるのではないかなと思います。 

 

委員 

 だからその壁を崩す方法はないのか。決して遊んでいると言っているのではありません。

それぞれのいろいろな研修をしたり、準備をしたりしていると思うんですが、総定数の中

に占めている消防の割合が高いと思うんです。もっとこれを有効活用できないのかと。消

防の本来業務をやりながら、今言った交通安全までできるかどうかは分かりませんが、防

犯くらいはできるだろうと。 

 

委員 

 消防をボランティアでやっていたところがアメリカではありましたけれども。 

 

委員 

 このことは難しいことは承知しているんですけれども、この機会に何かないかなと。 

 

委員 

 一人暮らしのお年寄りに対する防火活動がありますよね。防火活動などはボランティア

がしたほうが、効果が上がるという結果がアメリカでは出ています。何故かというと、結

局昔の消防団に近いような働き方だと思うんです。分かりやすいということと、声をかけ

やすい、話が伝わる。本当の消火活動とか救助活動はプロの人達がするというものがあり

ます。 

先ほど先生がおっしゃっていましたが、お金は縦で降りてくるかもしれませんけれども、
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基礎自治体に至ったら本当に需要密着型なので、もっと横の連携でサービスのレベルは上

げられるところはたくさんあると思うんですよね。 

 

委員 

 消防職員が福祉除雪ボランティアをやっているのは知っています。自衛隊が雪像を作っ

ているんですから、もっとやることがあるのではないかと。 

 

事務局 

 職員一人、使用者負担を入れると、中堅どころで 1,000 万円かかります。もらっている

のは 700 万円か 650 万円かもしれませんが、1,000 万円の単費を使うと何ができるかと考え

ていくと、人的配置の費用対効果とか、いわゆる直接経費的な部分の費用対効果と考えて

いくと、やはりいろんなことを考えられる組織とか人件費と素材だと思うんです。 

 ですから、今までの発想をどうやって切り替えられるかということになってくると、先

ほど委員が言われたように、サービスを視点に課があって、そこの課で何をサービスする

かではなくて、サービスを視点にどういう組織でやると一番いいのかと視点を変えるだけ

で、だいぶ変わってくると思います。ただ、全体のピラミッドの構築をなかなか打破でき

ないのも現実です。 

今回の行財政構造改革は、専門にそれだけ担当している職員は誰もいません。私も含め

ここの３人は担当なのですけれども、ほとんどが他の仕事を持ちながら兼務でやっていま

す。いろいろとお叱りを私達も受けるけれども、それなりに一生懸命にやっているのは、

事の重大さを認識しつつ、やっていただいているんだなという部分では、モチベーション

しっかり持ってもらって、情報の開示や共有が大事なのかなと。一方的に締め付けとか切

り捨てだけで組織は変わらないのかなという気はしないわけではないです。 

 

委員長 

 なかなか難しい部分もたくさんあるでしょうけれども、さらにいろんな工夫をしてもら

いたいと思います。確かに私の大学を見ても縦割りなのです。全然融通が利かないところ

がありまして、小さな大学でもそうですから役所は補助金行政で来てますから、余計大変

だということが分かるんですけれども。いろいろ努力されているみたいなので、更に国は

縦割りで役所は横割でという仕組みをもう少しがんばってもらえればと思います。 

 サービスを基点に考えることは、逆にそれで職員の数が少し減ってもサービスが落ちな

いということにつながるわけです。そこは大事かもしれません。やはりこれからの時代、

職員が増えるわけがないですから。サービスを落とさないようにするには、どうすればよ

いかということですよね。やはりサービスを基点に考えていき、それで職員配置をしてい

くという視点なのだろうという気がします。あと、どうでしょうか。 

委託は難しい問題があって、委託を進めていっても結局、委託料を払っていたら、直営
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の時とあまり変わらないというのであれば問題があるんです。それからもう一つは委託を

して、確かにすごく安くなったんだけれども、サービスが落ちてしまったというのでは、

困るんですよね。だから、委託をしてサービスはむしろ向上して、経費も削減が少しでき

るようになったというのが一番いいわけです。経費削減効果もあまりなくて、サービスも

すごく落ちてしまったということになれば、委託は逆効果になるかと思います。そこら辺

が難しい問題ですよね。 

 

事務局 

 難しいですけれども、職員が（意識改革で）変わるということと、決定的に違うのは採

算を取ろうとするのかしないのかという感覚を行政側は、別に黒字を出したからといって、

褒美をくれるわけではありませんし、赤字を出したからといってもペナルティーを受ける

わけではないという思いが常にありましたから、そういった部分では、やはり民に委ねた

ほうが同じコストがかかったとすれば、ものによりますが、サービスは向上すると思いま

す。ただコストを下げて民間に委託するものですから、トータルとして向上するか、マイ

ナスになるかという視点は変わるでしょうけれども。やはり我々にない民の経営感性があ

る部分をどんどん採用すべきではないのかということは重要なことなのかと思います。 

 

委員長 

 留萌市が体育館をＮＰＯ法人に委託しています。これはＮＰＯ法人に委託して、むしろ

非常にうまくいって利用度も高まっています。ただ、その場合のＮＰＯ法人というのは、

割と役所の退職者とかが多いんです。それで委託料が相当高いんです。賃金的に言うと役

所の職員の４分の３くらい出しています。だから、やる気もあるんだと思うんです。 

 

委員 

 そのようなケースは結構多いです。ただ、給与表が財団法人ではないので、議会などに

縛られないということがあります。ＮＰＯ法人の中の人件費計算でやればいいので。 

 

委員長 

 実質的に言えば、財団法人に近いくらいの金額を出しているんです。 

 

委員 

 そうです。そのようなケースが全国的にも多いです。 

 

委員長 

 だからまだうまく行くんです。 
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委員 

 大体そういうところはＮＰＯの事務局長が退職者で、最初の軌道に乗るまで１、２年運

営していたりしています。 

 

事務局 

 財団とかはやはり、一昔前の話なのでしょうか。 

 

委員長 

 いや、多くは財団ですよ。 

 

事務局 

 その財団も昔から財団のところが多いのでしょうか。 

 

委員長 

 そうです。 

 

委員 

 財団ですと、利用料金とか利用時間とかを全部議会にかけないと、変えられない部分が

ありますよね。それと法律が変わりましたよね。 

 

事務局 

管理者制度に変わりました。 

 

委員長 

 いろんな委託のケースがありますよね。私はテニスをよくやるんですけれども、札幌市

の上野幌という地域に私の友人がいて、一緒にテニスコートの申込みをするのですが、そ

こは町内会に委託しているんですよ。それで、その委託を受けている管理人さんが、４月

の段階でみんなを集めて、１年間の日程を何曜日の何時という感じで決めて、そこを取れ

るようになるわけです。ところがそれを全部うまく伝えていないものですから、抽選の日

にこれない人は１年間使えないんです。ちゃんと責任を持って情報を流さなければ、結局

そういうことになってしまうんです。やはり知っている友達にみんな声をかけているわけ

です。そうすると、非常に不公平が逆に生まれてしまうんです。そういう問題もまたある

んです。 

 

委員 

 委託しているところが、ちゃんとしたサービスを提供しているかどうかをチェックする
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のは行政側がやらないといけませんよね。 

 

委員長 

 このケースはただ丸投げです。 

 

委員 

 ＮＰＯのいろいろな事業を評価しようというような動きも出て来ていますんで。 

 

委員長 

 南幌町にもテニスコートがあるんですけれども、あれは有料で結構高いんですけれども、

その代わり職員１人配置しているんです。パークゴルフ場をもその職員が管理しているの

ですけれども。有料でも、いつでも申しこめば利用できるほうが返っていいのかなと思っ

たりもすることがあるんですけれども。 

 

事務局 

 ＮＰＯでよく善も悪も含めて新聞でいろいろと出てきておりますよね。特に、ちょっと

おかしいのではないのかという部分は、全く民の純粋な部分で、何かが問題を起こすよう

なＮＰＯになってしまうんでしょう。何なのでしょうかね。 

 

委員長 

 つくりやすいからですよ。誰でもできるからです。 

 

委員 

 極端な話、暴力団系のＮＰＯもあるんです。そこをどうやってちゃんと見極めるのかと

いうところも今、内部では問題になってきています。 

 

委員長 

 社団とか財団とかは簡単には取れないですよね。それから即廃止もなかなかできない。

それから株式会社は非常に難しい。となると、ＮＰＯ法人なのです。いつでも簡単に取れ

ます。もうフリーパスですよ。 

 

委員 

 ですから今、決算書類を３年間出していないと、どうのこうのという。 

 

委員長 

 でも、決算書類を出していないところが結構あるんです。 
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委員 

 出ていましたよね。 

 

委員長 

１５％は出していないです。何をやっているか分からない。 

 

事務局 

 当初のＮＰＯの雰囲気から少しずつ変わっていますね。ＮＰＯといえば、全部ではない

でしょうけれども社会活動とか、地域活動の部分が少しずつ流行ってきてますよね 

 

委員長 

 スタートした時点はやる気はたくさんあって、スタートはみんないいんです。がんばっ

て法を作ってきたわけですから。何年か経ちますと、やはりいろんなものが出てくるんで

す。 

 

事務局 

 この策定方針の中にＮＰＯとかボランティアとの協働とあって、ＮＰＯが「善」という

視点で、最初から捉えているんです。もうそのような時代ではなくなったということがあ

るんですね。 

 

委員長 

 それは現場のＮＰＯが一番知ってますよ。あのＮＰＯは何なのだ。迷惑だとＮＰＯの連

中がいっているわけですから。性善説時代は終わったんです。 

 

委員 

 そうですね。例えば、ＮＰＯにブースを貸すとかということで応募をして、選定する委

員会に入っていたことがあるんです。いろんな人が来て、発表して審査するんですけれど

も、ちょっと明らかに違うなというものがありましたね。ボランティア団体ＮＰＯといっ

ているんだけれども、全く違う個人のマルチ商法とは言わないですけれども、そういう部

分があったり、宗教活動が入っていたりとかいろんなものがありました。 

 公募型補助金なのですが、たぶん民営化とかアウトソーシングしていく時にも、公募の

方法を使ったりするんですけれども、その中に民間企業だけではなくて、ＮＰＯも入れた

りとかありますよね。その時の審査はやはり公正である必要もあるし、審査基準とかきち

んとしたものが必要だと思います。 

 

 



39 

委員長 

 本当にそうですね。見極められるような人が審査員ならないと、ＮＰＯだったらいいよ

と出せばいいものではないですから。逆に見極められるような人を審査員にしないと、お

そらくうまくいかないでしょう。 

 それから公募型補助金をやるんであれば、情報を徹底して流さなければダメです。特定

の人達にしか分からないのでは不公平ですから。 

 

委員 

 あと、最後に一つだけ。ここにも書いてあるんですけれども、多分これは委員（小山委

員）がおっしゃっていたのではないかなと思うんですけれども。効率化とスリム化をどん

どん進めていくと、行政だからこそできている部分もあると思うんです。例えば、高齢者

の方が来たら１時間でも相手をしてくれるというような、民間だったら例えば、一人３分

とか効率化の中に入れていくと思うんですけれども、やはり地域で安心して楽しく暮らす

ために、親切な応対とか、市民側に立った対応とかを逆に残して欲しいです。 

 

委員長 

 そこはやはり行政はマーケットメカニズムが違うということだと思うんですよね。 

 あと皆さんのほうで何かございませんか。 

 

委員 

 組織に関わること一つだけお聞きします。今、大曲や西の里には出張所がありますよね。

出張所で受けられるサービスは、基本的にかなり限定されるんですか。それとも、ほとん

どのサービスは受けられるんですか。 

 

事務局 

 出張所ではセクションを問わないで、例えば教育委員会の学校の転入学手続きですとか、

手続きで済むものであれば、出張所で受けてその場で書類に許可を出す形もありますし、

本庁に送って後日、自宅に郵送する形などいろんなパターンがありますが、市役所業務の

７、８割は出張所で済ませることができると思います。 

 

委員 

 通常の市民生活をやっている上で、できないのは戸籍だけですよね。あとは、全部でき

ますよね。 

 

事務局 

戸籍の騰抄本も今ファクシミリで取り寄せできますけれども、戸籍の届出がダメなので
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す。本庁に来なければできません。 

 

委員 

 大曲や西の里地区のいろいろな情報がはいってくることについて、迅速に決定するとか

そういう権限とかは特にないですか。 

 

委員長 

 窓口業務だけですか。 

 

事務局 

 窓口業務だけです。 

 

委員 

 先ほど委員（安田委員）が言われた、組織のいろいろな形ですけれども、企業なら分社

化とかエリア性があります。そういう可能性はいろんな壁があって、もしかしたら１つの

地区エリアでいろんな決定権をある程度、権限委譲することができるのかどうか。 

 

委員長 

 出張所の職員は２、３名と少ないですよね。 

 

事務局 

 大曲が１万６０００人の背景人口で、職員が４名です。 

 

委員 

 ちょっとイメージが違うので。企業だったら支店というイメージがあって、そうなると

かなりの決定権があるので、いろいろできる代わりに情報をつかむというんでしょうか。

そういうことは無理ですか。 

 

委員長 

 西の里出張所は２名でしたよね。窓口業務だけであれば、それくらいでもいいかもしれ

ませんね。 

 

事務局 

 現実問題、そこにそれだけの職員を配置して、今言われた業務をやることが、本当に合

理的なのかという部分で、やはり本庁で集約的にやったほうがずっと効率的で経費も安く

済むということだと思います。ただ、日常的な市民サービスは近いところにあった方がい
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いですから、いろんな申請とかは日常生活の困らない範囲まで出張所に降りています。 

 

委員 

 逆に情報収集の面もその地区のいろいろな問題とかがきめ細かに吸い上げられているん

ですか。 

 

事務局 

 公式には月に１回、３役含めて部長職が全員集まって部長会議をやっております。そこ

に出張所長が参加して、大曲地区はどのような状況であるとか、西の里地区はこういう状

況ですとかという地域の状況報告がなされています。市長の前で話すのは、そのくらいし

かないのかも分かりませんけれども、その他については各出張所長とかが本庁に来る時に、

いろんな情報交換は結構していますけれども。 

 

事務局 

 現実問題、出張所には情報は集まらないと思います。やはり本庁にみんな来るんです。

大きな情報は本庁の課長や部長のところに持ってきますから、町内会レベルの役員の動き

とかは、多少捕まえておりますけれども。大きな動きと言いますか基本的に行政を左右さ

せる情報は、出張所には市民の方は持ち込まないと思います。 

 

委員長 

 市町村合併はまさにそれです。南幌町は合併したら出張所になってしまうのではないか

と思います。西の里でどのくらいの人口がいますか。 

 

事務局 

 ５３００人です。 

 

委員長 

 そうでしょう。南幌町の中心部がそれくらいですから。栗山町と合併したら出張所にな

りますよ。最初のうちは支所になるかもしれませんが、いずれは出張所になって窓口業務

になってしまうかもしれませんね。支所レベルでは金と権限はないですからね。 

 

委員 

 今の法律だとそうですね。 

 

委員長 

 金と権限は大きいですよ。支所では、情報はなかなか来ませんよ。 
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委員 

 それが民間企業とは違うんですよね。 

 

委員長 

 あとどうでしょうか。一応ここで終わりにしたいと思います。一応全部審議しました。

それで、事務局の今後の話をしていただけますか。 

 

事務局 

 前回と今回でいろんなご意見をいただきまして、事務局で今回と同じような形で全体意

見としてまとめて整理をして、委員長にご相談をして、私どもの押さえとして捉えていき

たいと思います。 

今度は専任の課長職と主査職が行政構造改革担当で配置されます。組織はそういう形に

なりますので、兼務ではないことになります。かといって、誰がなるかはまだ決まってお

りませんので、若干の時間的余裕が必要でしょうけれども、できるだけ早急に具体案の取

りまとめ、次のステップについて行動を起こしていって、先ほどもご説明いたしましたよ

うに１２月くらいをメドに一定の最終的な改革案の形になるかどうかは分かりませんけれ

ども、このような方向で改革をしていきたいという形でこの委員会にお諮りをしていきた

いと考えております。 

また、地域の説明会とかいろんな工夫をしなければいけない部分がございますので、こ

の改革委員会も基本的にはオープンになっているんですけれども、市民合意の部分でもち

ろん委員会のどこかでご相談の上で、市民との対話する機会を設けるとかいろんな工夫を

して、何とか最悪の事態にならないようにいろんな改革を進めていきたいと考えておりま

す。具体的にはまだ明確に申し上げられませんけれども、早急に新年度に入っても、引き

続き実施をしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

委員長 

 みなさんも人事異動であって、できるだけ変わらないでいただきたいんだけれども、こ

ればっかりはそううまくはいかないんですけれども。いずれにしましても、来年度もいろ

んな形でということでよろしくお願いしたいと思います。 

委員のみなさんには、７回ということで、私の拙い司会で非常に申し訳なかったと思い

ます。時間がかかりすぎているとかあったと思いますけれども、委員のみなさんご協力あ

りがとうございました。今後もよろしくお願いします。 

どうもありがとうございました。 

＜１７：００質疑終了＞ 


