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平成 25年度第 2回北広島市行財政改革推進委員会 会議概要 

日  時 平成 26年 1月 31日（金）午後 6時 00分から午後 7時 45分 

場  所 市役所本庁舎 2階会議室 

出 
 

席 
 

者 

委  員 

（5名） 
青山委員、内田委員、河上委員、瀧谷委員、松本委員 

事 務 局 髙橋企画財政部長、川口行政推進課長、杉山主査、宮村主任、髙木主事 

傍 聴 者 なし 

会議次第 

 1 開会 

 2 会議録署名委員の選出 

 3 議題 

 （1）行財政構造改革の総括について 

 （2）今後に向けた意見交換について 

 4 その他 

 5 閉会 

配付資料 
・行財政構造改革の総括について（資料 1～7ページ） 

・今後に向けた意見交換について（資料 8～19ページ） 
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１．開会 

 

事務局：ただいまから平成 25年度第 2回北広島市行財政改革推進委員会を開催いたします。 

本委員会の会議につきましては、出席委員が過半数を超えておりますので、北広島市行

財政改革推進委員会設置条例第 5条第 3項の規定により、会議が成立しますことを報告

いたします。 

それでは、条例第 5条第 2項の規定により、議長につきましては青山委員長にお願いし

たいと思います。青山委員長よろしくお願いいたします。 

２．会議録署名委員の選出 

 

議 長：それでは、第 2回北広島市行財政改革推進委員会を始めたいと思います。 

12 月末に第 1 回の会議が行われまして、事務局から、委員会の運営、そして、これま

での行財政改革についてご説明がありました。これを受けて、今回 2 回目の会議を進め

ていきたいと思います。 

はじめに、会議録署名委員の指名でございますが、今回は、会議録署名委員を河上委員

にお願いしたいと思います。河上委員、よろしくお願いします。 

 

《河上委員承諾》 

３．議題 

 

議 長：続きまして、議題に入ります。 

今回の議題は 2 つございまして、議題（1）が「行財政構造改革の総括について」、議

題（2）が「今後に向けた意見交換について」となっております。 

また、委員の皆様からは、第 1 回会議での事務局説明をふまえて、事前に、これまでの

行財政構造改革の取り組みや、市の財政状況、市を取り巻く状況、さらに今後の行財政

改革への取り組むべき事項に関して、事前にご質問・ご意見をいただいているところで

す。 

過去の取組を振り返っていくなかで今後に向けた方向性が見えてくるということもある

でしょうから、議題（1）と（2）を明確に分けて議論するよりも、事務局から一括して

ご説明いただき、その後、これまでの取り組みに対する意見と、今後の取り組みに向け

た意見という視点を持って議論を進めていくほうが、より内容のある議論ができるので

はないかと思いますが、皆様いかがでしょうか。 

 

《全委員承諾》 

■会議録 
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議 長：ありがとうございます。それでは、議題（1）「行財政改革の総括について」及び議題

（2）「今後に向けた意見交換について」事務局から説明を求めます。 

 

《資料に基づき、事務局から説明》 

 

議 長：ありがとうございました。それでは、先ほど申し上げた通り、これまでの取り組みに対

する意見と今後の取り組みに向けた意見という視点で、いろいろなご意見ですとか、説

明を聞いて新たに確認したい事項などがあれば、ご発言いただきたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

Ｃ委員：改革に要する費用について、4 ページの 31 番で家庭ごみの減量化・有料化があります

が、当初よりも約 4 億円支出が増加しているということですが、主にどのような費用が

掛かっているのでしょうか。また、5 ページの 31 番は有料化による収入ということで、

当初は約 10 億 8 千万円の見込みだったのが約半分になっているように見えるのですが、

当初想定したことと異なることがあったのであれば教えていただきたいと思います。 

事務局：家庭ごみの減量化・有料化について、支出については、ごみ袋の作成、販売業者への手

数料などが掛かっております。また、収入については、当初想定していたごみ量につい

て手元に資料はありませんが、資源回収奨励金の増額、生ごみ等の分別の徹底により、

ごみの量が減っていることが要因です。単価については、当初から 1リットル 2円で算

定しています。 

Ｃ委員：収入は予定より減っていますが、ごみの量が少なくなったということは良かったと考え

てよいのでしょうか。 

Ａ委員：有料化になったからごみを出さないように、例えば、生ごみだったら自分のところで肥

料にするなどの工夫をしているということだと思います。 

事務局：効果額の計画欄については、平成 25年度、平成 26年度の数値も含まれていますので、

平成 24 年度までの収入の計画額は約 7 億円となります。分かりにくくなっており申し

訳ありません。 

議 長：ほかにご意見はございますか。それでは、前回事務局から説明のあった 108 の改革項目

の進行管理表などをもとに、皆さんからご意見をいただいておりますので、もう一度見

直していきたいと思います。 

これまでの取り組みに対する意見と今後の取り組みに向けた意見という視点、それから

この委員会で扱えることと、そうでないものもありますので、そのあたりも考慮しなが

ら進めていきたいと思います。 

それでは、ご意見いただいた委員から順次お話しいただくこととしましょう。 

最初の項目は、私の質問ですが、私は札幌市の厚別区に住んでおりまして、以前、家の

近くに清掃工場があったのですが、ダイオキシン等の問題で建て替えができず清掃工場

が移転したということがあったので、ごみは焼却処分しているというイメージがあった

のですが、北広島の場合は施設がありませんので、埋め立てに頼らざるを得ない。それ

で、収集等にガソリン代だとかがかかってくるなど外部要因によって有料化になったの
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か、という素朴な疑問でした。 

次は、市税の多様な払い方ということで、Ｂ委員お願いします。 

Ｂ委員：市税の納付方法については、銀行・郵便局に行こうにも仕事があって間に合わなかった

のがコンビニで払えるようになり、期限を守りやすく払いやすくなったと感じていまし

た。 

資料に、今後の取り組みとしてクレジット収納の情報収集という記載があり、ポイント

等のメリットがあれば、さらに払いやすくなると思ったので、質問しました。 

ただ、回答を頂いて、手数料が割高という事情が分かりました。また、市の収納率は少

しずつ下がっているということで、いったん便利になっても年数がたって慣れてくると、

払わなくなるのかと感じました。 

関連して、水道料金はクレジットで払えるのでしょうか。 

事務局：まだ、実施していません。 

Ｂ委員：ほかの地域ではあるのでしょうか。 

事務局：札幌市では導入しています。 

Ｂ委員：やはり手数料が割高になるので難しいのでしょうか。 

事務局：水道料金の手数料については確認していませんが、市税では税額の 1％ぐらいの手数料

となるようです。コンビニ収納では税額に関係なく納付書 1 枚当たり五十数円ですので、

例えば 10 万円の税金を納めていただくときに、五十数円ですむか千円かかるか、とい

うことで、市の負担が大きく変わってきます。 

しかし、軽自動車税については、年 1回 1,000円から 7,200円の税額で手数料はそれほ

ど差がない、また、車検に合わせて納める方がいるため収納率が低いということもあり、

軽自動車税のみクレジット払いが可能としている自治体もあります。当市はまだそこま

での検討は進めていませんが、デメリットが少なくメリットが多い税目については、考

えていかなければいけないと思います。 

Ａ委員：たしか、軽自動車税は高くなるのですよね。 

Ｂ委員：そうですね。 

Ａ委員：コンビニは払いやすいです。銀行に行ったら順番待ちがあり待たなくてはいけない。私

も電気料や水道料金などコンビニで払っています。できれば口座振替にしておけば一番

いいのだろうけど。 

Ｃ委員：コンビニは 24 時間営業していて便利だから、市民の方は手数料を払ってでもコンビニ

で払いたいと思うのか、手数料は市が負担するべきと思うのか、どうなのでしょうか。 

Ａ委員：買い物の時に一緒に払えるので、払いやすいという感覚はあると思いますね。 

議 長：こちらについては、税収に見合う費用ということで、ご検討いただきたいと思います。 

次に、未利用市有地の処分についてですけど、Ｂ委員いかがでしょうか。 

Ｂ委員：私の住んでいる地域にはパチンコ屋が多く、道道沿いにも新たにできるということで、

どういう風に土地利用が検討されているのかと思い、質問させていただきました。 

Ａ委員：いろいろ規制がありますよね。学校の何百メートル以内は立てられないなど。 

事務局：市有地についての考え方は資料のとおりですが、あの場所は市有地ではなく民有地にな

ります。ですから、市がパチンコ屋に土地を売ったということではありません。市とし
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ては都市計画で用途地域を定めており、あの場所は準工業地域にしています。例えば、

キャバレー等は建てられませんが、細かい業種まで限定することはできません。 

事務局：資料の補足ですが、処分にあたっては市として基本方針を定め、将来行政財産として使

うから残しておく、利用の見込みがないので処分する、などのランク付けを行っていま

す。例えば、6 ページの効果額一覧では 45 番が未利用市有地の処分ですが、平成 22 年

に約 4千万円の効果額を計上しており、このうち、約 2千万円が南町にある教員住宅の

売却です。この土地は、市内部や各種行政機関に照会し利用の見込みがないとランク付

けをしまして、一般競争入札を実施し社会福祉法人に売却しております。 

議 長：市の未利用市有地については計画性を持って処分を進めているけれども、民有地につい

ては、なかなか規制ができない。私の住んでいる地区でも、整骨院、コンビニ、老人福

祉施設など同じような建物しか建たないのが実情かと思います。1990 年代は大店法で

郊外に出て行ったものが、今は立地法による都心回帰ということで法律が 180 度変わっ

たわけですが、ただ、駅前を見ても、都心に帰れと国が言ってもなかなか進まない、道

道沿いも大きな施設というよりは小規模な店舗が隣接して大きく見せているというのが

時代の流れかと思います。 

次に、PFI導入指針に基づく運用ということで、Ｃ委員いかがでしょうか。 

Ｃ委員：計画で PFI 以外の民間手法の活用を検討するとあったので、どのような手法があるのか

と思い質問しました。回答にあるように、PFI については 10 億円以上の建設を対象と

しているので近年予想されるのは市役所の建築だけ、また、これに関しては直営で行う

ということで理解しました。 

議 長：次に、児童センターの管理運営の委託等に関して、Ｂ委員いかがでしょうか。 

Ｂ委員：大曲地区には子どもたちが楽しめるところが多いように感じていますが、東部地区の子

どもたちは雨が降った時は体育館に行っているわけでもないしどこで遊んでいるのだろ

う、と思っていまして、児童センターが広葉小学校跡に新しくできると聞いて質問しま

した。団地地区は子どもが少なくなっていますが、メリットはあるのでしょうか。結構

利用するのでしょうか。 

事務局：団地地区は、住区ごとに小学校があったものが統合し 2 校になって、子どもの数は他地

区に比べると少ないですが、子どもたちの行き来は活発になっています。ただ、夏は外

で遊べますが、冬はどうするということもあり、小学校の跡施設の活用として児童セン

ターを開設しました。同じ施設には学童クラブもありますし、子どもたちにとっては行

きやすい場所と考えています。ただ、東部地区や西の里地区には、体育館や公民館はあ

りますが児童センターはありませんので、来年、再来年に開設というわけにはいきませ

んが、検討を進めているところです。 

Ｂ委員：大曲地区や輪厚地区は公園にも魅力的な遊具があるので、各地区にそのような公園があ

ってもよいのかと思います。新しい公園なのでトイレもきれいですよね。トイレだけで

も改善できたら、お母さんたちにとっても安心して使えると思います。 

議 長：青森市ですと 1990 年代からコンパクトシティの取り組みを行って行政費用を減らした

ことが話題になりましたけど、北広島は先ほど説明していただいたように 5 つの地区が

あり、それぞれ発展をしています。除雪の問題などもありますので、本来であればまと
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まって行くべきだとは思いますけれども、なかなか難しいところがあります。 

次に、私立保育園の民営化に関して、Ｃ委員お願いします。 

Ｃ委員：ご回答にあるように、年度当初には待機児童はいなかったが現在は 14 人ということで、

多いのか少ないのかはわかりませんけれども、仮に、待機児童がそれほど市民の不安要

素になっていないのであれば、北広島市は待機児童が少ないということを積極的にアピ

ールして、札幌などから若い世代の方が来ていただくように PR するのもよいかと思い

ました。 

また、多くの市町村で保育料などの未納率が増えているということを新聞で読んだので、

北広島市ではどうなのかと思いあわせて質問しました。前年度比で収納率がマイナス

1.77％ということで悪化している方向に進んでいるのであれば、仮にですけれども払え

るのに払わない方がいるとしたら、何らかの形で回収の強化を図るなどの方策が必要か

と思いました。 

議 長：同じく、私立保育園の民営化に関して、Ｂ委員お願いします。 

Ｂ委員：北広島市は保育園では病児保育をやっていませんが、ファミリーサポートセンターで実

施しているので、どのくらい利用している方がいるのかを確認したくて質問しました。 

うちの幼稚園では、お子さんが病気になった時に、親御さんがどうしても仕事を休めな

いけれども預け先がないというときには、長沼の小児科をご案内しています。午前 8 時

半ぐらいから午後 5 時ぐらいまでですが、800 円ぐらいでお昼ご飯もあって、もちろん

お医者さんもいるので、送迎ができるのであればこういう病院もありますよ、というこ

とを伝えています。北広島市にはそういう病院が無いので、保育園で預かりをしないの

かを伺いたかったのですが、アンケートを取ったり、子ども・子育て会議の中で審議し

ていく予定ということなので、将来変わっていくのかなと思いました。 

議 長：一般的イメ－ジとしては待機児童がいっぱいいると思っていましたが、北広島市はそう

いう状況ではないということなので、Ｃ委員がおっしゃったように、子どもが育てやす

い環境だとアピールできるのではないかと思います。また、子ども緊急サポートネット

ワーク事業については、件数が少なくて知られているのかという感じもしますので、積

極的に発信していかなければならないのかなと思います。今回の委員会も、第三者の方

が傍聴できるようになっていますが、ホームページに載せても市民の方はあまり参加し

ないというのが現状です。いい面はもっとアピールしていかなければいけないのではな

いかと思います。 

事務局：補足ですが、病気のお子さんについては、病児緊急預かり事業というのがあるのですが、

市民の方から協力会員を募ってお互い助け合うという事業を NPO 法人と連携して実施し

ています。現在の行財政改革の中では、市民参加・協働をうたっており、市としては、

行政だけでは網羅できない部分を NPO などとの協働によって進めていこうと考えていま

す。 

また、保育園の関係ですが、皆様ご承知の通り社会保障と税の一体改革が行われ、消費

税が上がると、自治体にも社会保障の充実ということでお金が来るのではないかと思っ

ています。子育て関係では質・量の拡充が図られることになります。現在、待機児童は

14 名ですが、このほかに、例えば、家から遠いとか不便ということで希望する保育園
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への入所を待っている方もいます。国は、小規模保育や家庭内保育にも公費を充てて拡

充していこうという考えがあり、北広島市でも、昨年の 4 月に子ども・子育て会議がで

きまして、何が必要なサービスかを検討していますので、消費税が上がった分を活用し

て保育の充実を図るという部分が出てくると考えています。 

議 長：次に行きまして、市営住宅管理の委託等について、Ｃ委員お願いします。 

Ｃ委員：保育料などの未納率と同じような話で、これから民間の方々に管理等を委託するという

ことなので、一つのポイントとして、収納率が、民間の方に託したことによって少しで

も改善する方向に行けばより効果が上がるのかなと思いました。平成 24 年度で

75.24％というのが他の市町村と比べて高いのか低いのかわからないのですが、100％と

はいわないまでも、サービスを受けている方々に対して払ってもらえるような努力を根

気強くやっていかなければならないと思いました。 

事務局：補足ですが、行財政改革の視点でいうと債権管理という考え方があります。例えば保育

料であれば、地方税の滞納処分の例により処分することができるとされていますが、福

祉の部署でやっていますので、十分な対応ができていないという部分もあり、次の行財

政改革では、検討する必要があると考えています。公共の事業なので、福祉の視点は当

然大切ですが、適切に納付していただいている方とそうでない方では公平性を欠くとい

う部分があり、住民監査請求が出るという事例もありますので、そういった部分がポイ

ントになるかなと思っています。 

Ｃ委員：たとえば債権管理担当のような部署があって、税金や保育料、住宅使用料など、全ての

個人の未納情報が集約されるようなシステムは可能なのでしょうか。 

事務局：船橋市では債権回収の担当課を作っています。税は分けていたかもしれませんが、その

他の収入については、一括して取り扱っているようです。また、例えばランク分けをし

て、回収困難なもののみを専門に行うところや、一定の時間が経過したら債権回収担当

部署に移管するといったところもあり、手法については市町村の工夫次第でいろいろな

形があると思います。回収のサポートをする民間事業者も増えており、三笠市では事業

者と契約しています。あなたの債権は今後民間事業者が回収します、ということを市民

に通知したら、それだけでかなりの反応があるということも伺っています。今は、担当

部署任せになっているのが現状ですので、効果的な手法を勉強していかなければならな

いと思っています。 

Ｃ委員：そういう方って、公共料金を含めいろいろなものが未納になっちゃって、生活的にも困

窮している方が多いのかと予想されるので、市としてもとりあえず相談に来てください、

返済計画を一緒に立てましょうという感じで、まとめてどれだけ未納があるのかを、市

民から言っていただくのか市のほうからこれだけありますと言えるのかわからないです

けど、優先しなければいけない支払いもあるのかもしれないですけど、相談を行いなが

ら、うまく中長期的に回収する仕組みがあるといいのかなと思いました。 

事務局：今ご説明したとおり、税金のように滞納処分ができるものと水道料金や市営住宅使用料

のようにそうでないものを仕分けして、例えば、税金について公権力の行使に当たる財

産調査や滞納処分は民間ではできないので行政が行うけれども、それ以外の部分につい

ては、国の方でも官民連携といっている部分があるので、弁護士や司法書士といった
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方々と連携したなかで少しでも回収率を上げる、という方策が必要であると思っていま

す。 

議 長：それでは次に、小中学校の適正配置等について、Ｂ委員お願いします。 

Ｂ委員：大曲緑ヶ丘地区のコスモ石油裏通りの通学路ですが、子どもたちの通学時間に国道 36

号から抜けてくる車が多く、冬場は、幼稚園のバスで通るたびに危ないと思っています。

子どもたちも歩き方が悪いからしょうがないというところもあるのでしょうけど、そう

いう状況を見ると、夏はいいけど冬は通学路が変わらないのか、通学路の見直しや除雪

体制はどうなっているのか聞いてみたくて、質問しました。学校がいろいろ要望してい

ると書いてあるので、学校側でもちゃんと分かっているのだなと思いました。 

議 長：こちらについては、回答にあるようにちゃんと考慮されているということですね。それ

では、同じく小中学校の適正配置等について、Ｃ委員お願いします。 

Ｃ委員：統合となった 2 校がどうなったのか関心があったので質問しました。回答いただいたな

かで、緑陽小学校跡地は社会福祉法人への無償貸与ということですけれども、無償でな

ければ借りてもらえないような物件なのでしょうか。社会福祉法人であったとしても、

サービスを提供し収入等を得ながら事業をやっているのであれば、多少でも家賃等をい

ただけるのではないでしょうか。それとも、やはり有償であればなかなかできないよう

な事業なのでしょうか。 

事務局：専門的になるかもしれませんが、学校は建築基準法等の規制が緩くなっています。例え

ば、消防法の基準ですとか、防火対策を含め、学校をたくさん作っていくという歴史的

要請があって通常の施設より緩くなっています。それを、民間の施設に用途を変えると、

基準に適合するために改修をしなければならないという問題があって、防火施設ですと

か窓ガラスなどの制限が、学校なら問題ないのですが介護施設になりますと基準が厳し

くなり、そのままで使用できないため改修が必要というリスクが生じます。なお、今回、

広葉小学校につきましては、市民施設としてリニューアルしましたが、5 億円くらい掛

かっております。そして、緑陽小学校につきましては、公募型で無償貸与といたしまし

た。というのも、改修の費用は事業者負担ですので改修の費用だけでも多額となり、そ

こに賃貸料も有償でとなりますと、借り手がつかないのではという考えからであります。

なお、札幌市厚別区の学校でも同様な例がありました。やはり、改修等の費用が掛かる

ため、行政でそのまま使用できるといいのですが、民活でとなりますと、なかなか借り

手がつかないという背景があります。 

議 長：次に市民参加の推進について、Ｃ委員お願いします。 

Ｃ委員：先ほどＢ委員から公園等の設備を充実していただきたいとあったのですが、例えば北広

島市の新庁舎建設ですとか公共的な設備を改修していく際に、市民の方も自分達の思い

出ですとか地域に何かの形で残ると良いという意見があり、資金的な形で参加したいと

思う方もおられると思います。ホームページ等で調べてみましたら、生徒の奨学金のた

めに多額の寄付をされた方もおられる様です。目的を明確にして、生徒の奨学金のため

に寄付をお願いしますとか、公園の施設のために寄付をお願いしますとか、市役所新庁

舎のこういった施設を充実させたいので皆さん一口お願いしますと言えば、市民や企業

の方の中には応援する方々もいてくれるかなと思います。税金が控除になるとか寄付に
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よる収入増が出るという要素以上に、市民が色々な形で参加してもらい、そういった施

設を市民が大事に使ってもらうというような効果もあると思うので、色々な形で引き続

き市民の方々に呼びかけていけたら良いと思いました。 

議 長：続きまして、転入・転出の状況について、Ａ委員お願いします。 

Ａ委員：北広島市は若い人達が増えているなという所もあれば、高齢化が進んでいる所もあると

思ったので、全体的にどうなのか質問しました。地域ごとに細かい資料をいただき、自

分の認識も更に深まったと思います。私は、マイホームの建築や、子育て支援が充実す

る施策があれば、札幌などから若い世代が来る要素があると思います。企業に関しても、

新千歳空港だとかを含めて交通アクセスが良い場所だと思うので、本州の企業で電力が

高いとか色々出てきた時に、北海道に来てみたいという企業が増えると思うので、色々

な形で転入が今後増えるような施策を検討していただきたいと思います。 

議 長：次に、市になってからの年度別の人口について、Ａ委員お願いします。 

Ａ委員：市になってからの人口の推移は 6 万人を割ったのですが、私としては北広島に住んで二

十数年経って、こちらに来て良かったなと思っています。その理由は、札幌より土地代

が安い、ネックなのは水道代が高いだけで、後は仕事でどこへ行くにも、高速道路は使

えるし空港は近いです。物資の輸送も、苫小牧と石狩に港があってどちらも使えて良い

です。今回の輪厚工業団地ですが、私も地元として期待しています。私は大曲に住んで

いますが、二十数年前来た時と今とでは街の様子が 180 度以上変わったと思います。私

が北広島に来た時には、大曲にはまだ何も無かったのですが、今ではすぐに買い物に行

けるし、ほとんどが札幌に行かなくても買い物が出来る状況です。その代わり、本町の

方はシャッターが下りた状態で、若い人達が北広島で商売をするときに商工会で補助金

を出しているのですが、やはり札幌に押されて一年も経たないうちに店を閉めてしまう

ということがあります。北広島は魅力があるのですが、人口が減少している点が気にな

って、今回質問しました。高齢化が進んでいるとのことですが、若い人が魅力あるまち

づくりが必要かなと思います。例えば、私はスポーツが好きなので、市長に立派な野球

場を作らないのですかと質問したことがあります。昨年、総合体育館がリニューアルし、

全国大会や全道大会など色々な大会が開催されていますが、ノンプロのチームはあるの

に試合が出来る場所が無く、長沼などに行っている状況です。北広島は、札幌に近く、

土地も安く、住宅を建てるにしても何をするにしても条件が良いので、魅力のある目玉

になるようなものがあれば、もっと人口を増やせるのではないかと思います。道営住宅

は高齢化が進み若い人があまりおらず、団地全体でも人口が減っているということです

が、これから建て直しが行われるということですので、何か違う要素があれば、また 6

万人を越えることも可能と考えています。 

事務局：人口問題については、議会でもたびたび質問をいただいております。歴史を振り返ると、

昭和 45 年から 50 年ぐらいに道営北広島団地ができる前、昭和 40 年ごろは人口が 8 千

人ぐらいでした。当時、札幌に住みたいけど地価が高く土地が無いということで周辺の

江別、石狩、北広島に道の住宅政策として大きな団地を作りました。それで、子育て世

代が一挙に転入し人口が増えました。それから 30年から 40年が経ち、今は北広島団地

の人口が減ってきています。転入したときは親と子の世帯だったけれども、子どもが大
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きくなって進学や就職で北広島を離れて親のみになっているので、世帯の数はそれほど

変わらないけれども住んでいる人数が少なくなっています。そういう現状があるのと、

先日新聞にも出ましたけれども、札幌の中心部に人口が集中してきている、いわゆる都

心回帰という現象ですけれども、地価が下落しており都心でもマンションが買える時代

になった。そうするとやはり便利なところに住みたいという人が増えます。北広島は札

幌から JR で 16 分ですが、今売れているところは、地下鉄や JR の駅から 5 分以内とい

うところです。市では、若い人を呼ぶ政策を進めようとしており、これまでベッドタウ

ンとして発展してきて雇用の場が少なかったので、工業団地を作って地元で働けるよう

な環境を作ることと、子育て環境、教育環境の充実を総合計画の中に盛り込んでいます。

何とか人口減少に歯止めをかけたいということで取り組んでいます。日本全体で人口が

減っていますが、東南アジアで見たときには、日本と韓国だけが人口が減り、インドや

中国は増えると見込まれています。地球規模で考えれば人口増加が進み食糧難や環境破

壊が心配されるということで、対照的な状況になっています。いずれにしても色々な手

を打っていこうと考えております。 

Ｃ委員：高齢者が多くなった所を 1 つのモデル地域として、例えば、車の出入りをある程度制限

し、速度も 30 キロにして高齢者に優しい地域をつくれば、若い人が働ける福祉的なサ

ービスも出てくるだろうし、その地区ではショッピングストアや駅までバスで送迎する

というようにメリハリをつければ、無理に高齢化をストップさせなくても高齢者が安心

して住めるようになり、北広島には高齢者に優しい地区があるよね、あの地区に住めば

車が無くても便利だね、と感じてくれる方が来てくれるかもしれないし、5 年 10 年か

かるかもしれないけど色合いを明確にしていけばいいのかなと感じています。 

事務局：貴重なご意見だと思います。車に乗れない高齢者が歩いて買い物にいけないですとか、

近くに店が無いということが、現実として団地内でもあります。昔は純化した都市計画

を望んでいたものですから、食事するところや買い物するところと住むところは明確に

色分けして住環境を守ろうというのがはやりでした。今は、少し用途を緩めて、例えば

500m 以内にコンビニができるようにしてもいいのではないかという考えがありますし、

買い物不便者への対策も手を打っていかなければならないと思っています。 

Ａ委員：北広島は緑も多いしまだまだ魅力がありますし、計画次第では、また 6 万人に戻すこと

も出来ると思います。 

議 長：それでは続きまして、出資団体についてＣ委員お願いします。 

Ｃ委員：市のホームページを見ると、平成 18 年 3 月に北広島市出資団体見直しプランを作成し

ていて当時は問題が無いとなっていたのですが、それから 7 年ぐらいが経って再見直し

も必要なのではないかなと思って質問しました。基本的にはそれほど大きな財政的負担

にはなっておらず、今後の経営状況を注視していくということですので、よろしくお願

いしたいと思います。 

事務局：補足として、Ｃ委員がおっしゃったのは、お金の流れについて行財政改革の視点での把

握はどうなっているかということもあるのだと思いますが、前回の会議でお渡しした資

料の 22 ページに一般会計から特別会計への繰出金の推移を載せています。本来、特別

会計はその会計内での保険料などで賄うことが原則ですが、北広島の場合は、国民健康
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保険において、一般会計が負担すると法律で決められているもの以外の負担、いわゆる

赤字補填的なものが毎年 2億 5千万円ぐらいあり、一般会計を圧迫しているという現実

があります。当然、高齢者などが多くいらっしゃいますので、単純に保険料ですべてを

賄うことにして赤字補填を全額カットするということにはなりませんが、このようなデ

ータや情報はなかなか市民の皆さんに伝わっていない部分もありますので、行財政改革

の中ではお金の流れや特別会計の適正化といった部分が論点となってくると考えていま

す。 

議 長：それでは続きまして、公共施設の老朽化について、Ｄ委員お願いします。 

Ｄ委員：私は、公共施設の老朽化について質問させていただきました。背景としましては、東日

本大震災の後から耐震化というのが社会問題になっているように感じていましたので、

お伺いした次第です。回答を拝見しまして、総合計画の中で 10 年程度の予算の見通し

について把握しているということで理解いたしました。一言申し添えますと、短期的で

はなく長期的な観点で見ていただければと感じました。 

事務局：ここには詳しくは書いていませんけれども、全国的に道路や橋梁、学校の老朽化が激し

い状況にあります。このうち、学校については、北広島市は比較的対策が進んでおり、

耐震化率が 90％を超えています。残り 2校の体育館を行えば 100％になります。非構造

部材の耐震化というのが新たに出てきていますけれども、これについても計画的に進め

ていきます。橋梁についても長寿命化計画を策定しておりまして、毎年少しずつ点検を

して修繕をしていき長寿命化していこうということで、ある程度お金はかかりますけれ

ども、そういった部分がやっと進んできたという状況です。 

議 長：それでは次の質問について、Ｄ委員お願いします。 

Ｄ委員：老朽化した公共施設については、改修、建て直し、売却などの案が考えられると思いま

すが、意思決定プロセスはどうなっていますか、という質問ですけれども、先ほど未利

用市有地についてはランク付けされているということでしたけれども、公共施設につい

てもランク付けはなされているのでしょうか。 

事務局：橋梁や道路については長寿命化計画などで将来的な計画を作っているのですが、建物、

例えば集会所、公民館、保育園や新たに作る児童館を将来的にどうするのかという部分

について、今後再配置計画を検討し、その中で残すもの、直すもの、無くすものといっ

た部分の振り分けをしていきたいと考えています。 

Ｄ委員：今後は、データといいますかそういうものに基づいて後からその判断が正しかったのか

どうかを評価できるような仕組みづくりもしていただければと思います。 

事務局：施設の老朽化はどの市町村も大変な問題ですが、国のほうも 20 年、30 年後は大変だよ

ということで、昨年から、地方公共団体の固定資産台帳の整備に向けて動き出していま

す。今後、老朽化したインフラの計画的な更新をきちんとするように、という意味です

けれども、そういった国の方針も出ているので、Ｄ委員がおっしゃるように、施設の老

朽化対策に向けてのデータ整備については、全庁的にしていかなければならないかなと

思っています。 

Ｃ委員：関連するのかわからないですけれども、災害マップみたいな、例えば、活断層がここに

あって危ないだとか、河川が氾濫して洪水が起きたらこの施設が危ないですとか、災害
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に関連して優先的に整備しなければいけないという施設は把握されているのでしょうか。 

事務局：防災マップ自体は既に作成しておりまして、ここは内陸ですから津波は想定していませ

んが、大雨や地震について地区別の想定をしておりまして、避難計画もございます。ま

た、地震につきましては、札幌周辺の活断層の位置がある程度分かってきておりまして、

そういった部分も盛り込んでおります。今後、再配置計画を検討する際は、防災の観点

も意識しつつ、施設の経過年数やリニューアルにかかる費用など総合的に考えたうえで

整理していかなければならないと考えております。 

Ｄ委員：そのときの理由ですとか、根拠、プロセスを、より可視化して見えるような形で残して

いただけると市民も分かりやすいと思います。 

議 長：次に、財源確保の取組みについて、こちらは前回の委員会で説明いただいた中で、歳入

については市税が大きな割合を占めているということで、私が質問したものですが、ご

回答や今までご議論いただいたことがすべて重なってくると理解しました。次も、歳出

の中で社会保障関係費が増加傾向にあるということで私が質問したものですが、消費税

の増税分については、今後どのように使われるかが議論されていくという回答をいただ

きましたので理解しました。では、最後に社会福祉についてということで、Ａ委員お願

いします。 

Ａ委員：各市町村で社会福祉の取り組みに違いがあると思うのですが、高齢化が進めばいろいろ

な課題があると思うので、今後、変更、追加していく取り組みがあるのかということを

質問させていただきました。 

議 長：一通りご回答いただきましたが、理解したと考えてよろしいでしょうか。あとは、5 人

の委員ですので、偏った意見というか一部の部分にしか触れていないと思いますので、

もう一度、最初から見ていかなければいけないのかなと思います。 

Ａ委員：回答していただいたものを各委員でもう一度目を通していただいて、何かあれば次回に

意見を出せばよろしいのではないか思います。 

議 長：結構同じようなところで質問されていますので、再度見直していきたいと思います。活

発なご議論をいただきありがとうございました。今後、上野市長をトップとする行財政

改革本部会議や事務局で、これまでの総括や今後の大綱等の策定方針の作成作業を進め

ていくことと思いますので、本日の議論をふまえたうえで検討をお願いしたいと思いま

す。 

４．その他 

 

議 長：事務局から、次回の会議開催時期などに関して委員の皆様にお伝えすることはあります

でしょうか。 

事務局：さきほど総括の説明でも申し上げた通り、不十分な点があったということで申し訳あり

ませんでした。そのあたりも補強したうえで 2月末から 3月末までに本部会議の開催を

予定しておりますので、その状況につきましては皆様にお伝えしたいと思います。次回

の会議の開催につきましては、それらの進行状況を見ながら再度調整させていただけれ

ばと思いますので、よろしくお願いいたします。 



－ 13 - 

事務局：総括の部分で補足ですが、前回と今回の会議で資料をお渡ししています。これが合体し

た形で一つの報告書になって、今後の議論のベースにしていくということですのでよろ

しくお願いいたします。 

議 長：委員の皆様からは、何かありますでしょうか。 

 

《特に無し》 

５．閉会 

 

議 長：それでは、本日の会議はこれで終了といたします。皆さん、大変お疲れ様でした。 

 


