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平成 26年度第 1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 5月 26日（月）午後 6時 00分から午後 8時 05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 

傍 聴 者 1名 

会議次第 

 1 開会 

 2 会議録署名委員の選出 

 3 報告事項 

 （1）行財政構造改革大綱・実行計画総括報告書（中間報告）に 

    ついて（資料 1） 

 4 協議事項 

 （1）行財政構造改革大綱で残された課題について（資料 2） 

 5 その他 

 6 閉会 

配付資料 

・資料 1 行財政構造改革大綱・実行計画総括報告書（中間報告） 

・資料 2 行財政構造改革大綱（平成 17年度～平成 26年度）で残された

課題について 
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１．開会 

 

事務局：ただいまから平成 26年度第 1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、次第に沿って、会議を進めたいと思います。 

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

谷委員にお願いしたいと思います。瀧谷委員、よろしくお願いします。 

 

《瀧谷委員承諾》 

３．報告事項 

 

議 長：続きまして、報告事項に入ります。 

それでは、報告事項（1）行財政構造改革大綱・実行計画総括報告書（中間報告）につ

いて、事務局から説明を求めます。 

事務局：前回、策定スケジュールなどをお示ししましたが、新しい行財政改革大綱を今年度中に

作りたいと考えています。それで、その前に策定方針を決めなければならないのですが、

策定方針というのは行財政改革の必要性であるとか、基本的な考え方とか、大きな基本

目標から構成されています。これを今の計画ですと 6月末から 7月初めにかけて決定し

たいと考えています。今回の会議の目的ですが、これから担当のほうから現行財政構造

改革の総括の部分、そこから導き出された課題、そして一部具体的な改革項目について

説明します。委員の皆様にはそれぞれの立場から、それぞれの部分について忌憚のない

ご意見を出していただき、それを策定方針に反映させていきたいと考えています。 

 

《資料 1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、中間報告についていろいろなご意見ですとか、説

明を聞いて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。 

■会議録 
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議 長：意見がないようなので私の方から。27 ページですが、人件費は 7 年間で 11.5％削減さ

れている。また、29 ページですが、人口千人当たり一般行政職員数が北広島市は非常

に低いということですが、例えば、近隣の千歳市、恵庭市、札幌市、江別市も結構低い

というのは何か要因があるのでしょうか。 

事務局：人口規模とか人口集中によって大きく異なってくると思います。歌志内市、士別市、芦

別市、三笠市などは人口が数千人から 1 万人と少ないですけれども、業務の量は減りま

すが、業務の種類はそれほど変わりません。逆に、北広島市は海がありませんが、海岸

沿いのところは漁業や港湾などに関する事務が出てきます。一般的に人口規模が十数万

人程度のところは、効率よくできると言われています。千歳市、恵庭市、石狩市は 6 万

人から 10 万人程度で比較的効率がよいような行政の大きさになっているのかと思いま

す。ただ、江別市の人口は北広島市の 1.9 倍くらいになりますけれど、職員数平均でい

うと 1 人くらい少ないということがありますので、その秘訣は学ぶところがあるのかな

と思います。 

Ａ委員：今、北広島市の人口は 6 万人を切っているが、大曲地区の工業団地や、三井アウトレッ

トに外から買い物に来る人は増えている。私の会社の社員はなるべく北広島市に引っ越

して住むように勧めているが、大曲の家賃が札幌より高い。物件が少ないのと、近隣の

恵庭市や札幌市清田区は安いので、若い人は安い方に行ってしまう。今後工業団地がで

きて地元の方やフリーターの方を採用すれば、若い人の人口が増えて経済効果もある。

札幌に近く、まだ伸びる要素はあるので、いろいろ考えてもらって、何とか若い人に魅

力がある北広島を作ってほしい。北広島市は住みやすいと思う。私も二十数年住んでい

る。ただ、一番問題なのは水で、水道料金が高い。これはどこに行っても言われる。北

海道全体で人口が減っているが、苫小牧市は 18 万 7 千人から人口は減っていない。な

ぜかというと、トヨタなどが地元採用していますから。 

事務局：委員のおっしゃったことについて、市の方には総合計画がありまして、その中で「自然

と創造の調和した豊かな都市をめざして」というテーマがあり、企画財政部の方で市の

魅力を総合的に取りまとめ情報を発信しています。シティセールス推進事業とか、子育

て支援施策、定住人口増加に向けたまちづくりを現在進めています。一方、これまでい

ろいろなデータを示してきたのですけれど、縮小の時代に入ったという現実もあります

ので、進めるところは進める、締めるところは締めるという、2 つの形で行財政改革を

進めていきたいと考えています。この部分については、今後作る大綱の策定方針にも、

なぜ、行財政改革をやるのかということが出てきますので、いま申し上げた部分を含め

て明確に記述していきたいと思います。 

Ｃ委員：8 ページの民間の活力の導入、9 ページの指定管理者制度の導入状況について再確認し

たいのですけれど、計 245 施設に指定管理を導入しているということですが増えていな

いのですか。 

事務局：行財政改革の取り組みを進めて、出来るところはだいたいやっています。出来ていない

ところは、規模的に採算が取れないなど課題があるところです。 

Ｃ委員： おそらく北広島市の財政を考えると、できるだけコストを抑えて発注できればという視

点があると思いますが、受ける方の民間側からするとこの価格ではなかなか十分な給料
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が払えない、管理運営するにも正直魅力を感じない状況が見られるとしたら継続は難し

く、引き受け手が無くなることも予想されます。もちろん、北広島市の財政も大切です

が、その運営を担う方々の給料のベースアップや資材、燃料の高騰だとかも含めて適正

な運営をしていただきたい。ちなみに、今年から消費税が上がったとか、いろいろなコ

ストが上がっているのを含めて契約金額が見直されているのでしょうか。 

事務局：消費税は見直して契約をしています。 

Ａ委員：技術者の労賃が上がり、労務単価が上がることで設計変更している。東日本大震災の影

響で材料や燃料の高騰のマイナス要因はあるが、働く人、社員の給料が上がるようにし

てもらえば、経済効果が出てくると思います。 

Ｃ委員：札幌市や近郊では入札が不調だとか起きているが、北広島市はどうですか。 

Ａ委員：北広島市は今のところないのでは。 

事務局：何回かはあります。 

Ｄ委員：3 ページに政策評価の結果については、市のホームページで公開していますとあります

が、広報紙とかを使って公開しているのですか。 

事務局：広報紙ではしていないです。 

Ｄ委員：それは何か理由とかあるのですか。 

事務局：評価自体が 360 事業くらい評価していて数が多いことから、個々の評価はホームページ

で公開していますが、広報紙で政策評価をしていますとか、去年の評価に基づいてこう

いう事業を見直しましたということは、お知らせしていませんでした。行財政改革で 1

年間どんな取り組みをしていますということは広報をしています。総合計画や予算で政

策評価を基にこういう見直しをしている、ということの広報について考えてみなければ

と思います。 

Ｄ委員：政策評価をなさっているのに、もっと広報紙でアピールされたらよいのではないかと感

じました。次に、4 ページの情報の共有化で、政策立案の根拠となるデータとかという

ことが書かれていますが、北広島市は固定資産台帳を整えることについてどのような考

えがあるのかお伺いしたい。どの建物、設備がどの程度の値段で購入し、何年くらい使

われて、対象事業にどの程度投じられているのか、そういうことを明らかにできている

のか伺いたい。 

事務局：今の時点ではきちんとまとめて公表できる状況にありません。また、内部的にきちんと

把握されているかというと、されていないというところがあります。これについては、

改革項目と絡んできますけれども、21 ページの上から 4 番目の公共施設適正配置計画

の策定があります。公共施設につては老朽化が進んできている施設が多くなってきてい

ます。また、地域の特性の変化とか、少子高齢化等の部分がありまして、地域の特性に

合った公共施設をどうしていくか、例えば、統合するのか、建替えするのかの方向性を

出す公共施設適正配置計画を策定するようにしております。その前提となる部分で、先

ほどＤ委員がおっしゃっていましたように、今の資産の状況というのが、どういう状況

にあるのか、利用の状況ですとか、そういうところをこちらで整理してきちんと見てい

ただけるデータにして、それを基に分析をして、皆さんと議論して、この施設をこれか

ら維持していくとか、サービスを確保していくとか、ということを考えなければいけな



－ 5 - 

いと考えます。また、国の方でも総務大臣からこれらのことについて取り組むよう要請

を受けております。建物だけに限らず、道路、橋梁、水道、下水道とかいろいろな資産

がありますので、それを有効に活用していく必要があります。単に、壊れたから直すと

か、場当たり的な対処では今後立ち行かなくなるということがありますので、今の状況

がどうなっているかきちんと整理したうえで、データに基づいて今後の方向性を考えて

いく必要があると考えています。 

Ｄ委員：今お伺いしたように、貨幣的なデータも大事だと思いますし、住民の活用度とか利用度

を踏まえた貨幣的な尺度ではないデータの両方を合わせて整備していただければ、すぐ

に役立つのではないかと感じました。 

議 長：この中間報告は、次の協議事項にも絡むので、次に進みます。 

４．協議事項 

 

議 長：続きまして、協議事項に入ります。 

それでは、協議事項（１）行財政構造改革大綱で残された課題について、事務局から説

明を求めます。 

 

 《資料 2の 1ページから 5ページまで事務局から説明》 

 

議 長：今、事務局からご説明がありました 1ページから 5ページの「行財政構造改革大綱で残

された課題」について、審議の関係上「改革項目のイメージ」を説明いただいてから、

審議していただきたいので、「改革項目のイメージ」の説明の方をよろしくお願いいた

します。 

 

《資料 2の 6ページを事務局から説明》 

 

議 長：ありがとうございます。それでは、先ほど説明していただきました「行財政構造改革大

綱で残された課題」の中間報告に引き続いて、こちらに入っていきたいと思います。こ

ちらにつきましては、基本目標が 4 つ、その他を含めると 5 つありますが、基本目標 1

から進めていきたいと思います。「政策評価の推進」について何かご意見のある方はご

発言ください。 

議 長：財務の健全化というのが先ほどから重視されていて、ただそれだけではなくて行政サー

ビスの向上も必要であろうということがずっと報告の中で示されていて、それに際して

選択と集中によって事業を見直すなり、効率化を進めるということなのですが、全部客

観的に書かれています。具体的に時代の要請に合わないから変更したとか、目的を達成

したとか、そのような事例は何かあるのでしょうか。 

事務局：去年の例になりますけれども、スポーツ関係の補助を行っていたものがあります。ティ

ーボール大会という障がい者が札幌ドームで行っている大会に、市から補助を出してい

ました。これについては、民間から協賛をいただいて運営しているという状況にありま
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したので、市の補助の必要性を検討していただいたうえで縮小していくという見直しを

しております。それから、きたひろしま 30 ㎞ロードレースというのが来月末にありま

すけれども、これについても参加者からの参加料ですとか、スポンサー料で運営してい

けないかということで、今後については市の補助がない方向でという見直しをしている

ところです。 

    政策評価については平成 15 年度以降行っているのですが、実際のところ事務改善レベ

ルで止まっているのが正直な話です。ただ、今までお示ししたように、今後を考えたと

き本当に財源的に苦しくなった場合にどうするかというと、具体的には補助金の部分で、

例えばどこかの団体で 30 年史を作るといった場合に、果たしてこの部分が税金を使う

に適合しているのかなど、いろいろとまだ叩ける部分があると思います。あるいは、社

会教育系でいいますと、いろいろな事業をやっているのですけれども、例えばそこに職

員ないし非常勤が付いてアドバイスを与えるのは良いと思うのですが、ここの事業費の

部分まで果たしてお金を出すことが良いのか、そういった部分も評価では今後出てくる

可能があると思います。 

Ｃ委員：その評価ですが、評価自体、例えばその事業が必要ないとかは、職員の方のご意見なり

経験の中からされているのでしょうか。それとも何か評価委員会みたいなものがあって

されているのでしょうか。 

事務局：事務事業評価は、総合計画と一致させて今は 360 の事業について行っています。総合計

画とリンクしているので、総合計画における外部の委員に検討してもらっています。ま

た、個々の事業だけではなくて、施策の中で事業を横並びにして、今後拡大して行った

ものが良いとか、統合した方が良いとか、縮小した方が良いとかいうようなランク付け

も行っております。ただ、今までのところは財政的にもそれほどまだ悪くないというこ

ともあったので、ランクが悪くても現状維持という部分もありました。最終的に理事者

判断で評価とは違った判断が出てくるものもあると思うのですけれども、ここで書いて

あるのは、今後の状況によってはこの政策評価も活用していかなければならないという

意味合いで書いています。 

Ａ委員：税金を使うもので市民参加のものであれば、市が補助、後援してもだれも文句は言わな

いと思います。逆に、営利を目的としたものであれば問題になると思います。どこの自

治体も、例えば商工会が主体となっている事業に市が後援したり、先ほど出ていた市の

教育関係団体のきたひろ 30 ㎞ロードレースなどいろいろなことが考えられる。難しい

ところであるが、税金を無駄遣いするのでなく、市民が参加して行っているのであれば

皆さんも理解できると思います。 

Ｃ委員：こういう会議で補助金が必要であるか否かを聞かれても、正直言って私たちが現場を見

ているわけでもないので、私たちが外部評価をするのは難しいと思うし、行政の方もい

ろいろな日々の付き合いもあるだろうし、なかなかストレートに言うのは難しいという

ことも含め、長い年月がかかると思います。例えば、今年は補助金を集中して見直すた

めに、外部評価委員か監査委員かはわからないけれど、その方に集中的に見てもらって、

外部から見た視点ではこういう方向ですよ、将来的にはこういう形が望ましいですよ、

という意見をもらう方法で進めるのが良いと思います。そして、次の年は、防災だとか
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地域関係というように何年かごとにテーマを設けて行い、行政からの意見ではなく、外

部評価的なものとして第三者の方に見ていただいた意見としてなら、市民にもご理解い

ただけると思います。 

事務局：事務事業評価は、平成 8 年に三重県の北川知事が始めました。当時できたときは、事務

事業評価をすると無駄な事業をバッタバッタと切れるような部分で始まったのです。け

れども、Ｃ委員がおっしゃったように現実問題は本当に厳しい。それで、第三者の意見

とかいろいろな意見を聞いているのですが、ただ、サービスを受けるだけではなくて先

に申し上げたように納税者もいるわけですから、果たして納税者はそれで満足している

かという視点がやはりいると思います。長年行っていて簡単ではないというのは十分わ

かっていますが、必要なポイントかなと考えます。 

Ｃ委員：私も税理士として税理士会を通していろいろな監査やいろいろな市町村で評価して、こ

の事業に対しては利用率が低いから廃止が望ましいとかコメントして、もちろん決定権

はないのですが、第三者の視点からということで運営している方に知ってもらうことは

必要であると思いました。 

議 長：時間の関係もありますので整理しますと、基本目標 1 については、先ほどＤ委員がおっ

しゃっていたようにきちんとした情報公開をお願いしたい。事業というのはデリケート

ですから政策の透明性と説明責任が重要になってくるかと思います。それでは、2 つ目

として「市民参加・協働の推進」というところに移りたいと思います。ご意見がある方

はよろしくお願いします。 

Ｂ委員：市民との情報共有は、広報やきたひろ TVを活用しているのですか。 

事務局：地域情報の発信を含めて、広報や市ホームページを使っていますし、先に申し上げまし

たように市政懇談会で市長が直に市民に説明するとか、出前講座とかがあります。ただ、

例えば、先ほどＤ委員がおっしゃいましたように、公共施設のデータとかが本当に市民

にわかりやすいように出ているのか、評価できるようなデータが出ているのかというと、

どうなのかという部分があるので、ここで言っているのはそのあたりを見直そうという

ことです。Ｄ委員からイメージをお願いします。 

Ｄ委員：建物なのですが、おそらく市は昔からの財産をもっているので今の金額では信じられな

いほど安い値段が付いている建物があるかもしれない。例えば、大正時代とかまで遡っ

ていく建物だと、帳簿上でかなり低い金額で残っている可能性がありますが、いまの貨

幣価値に直すとかそういうことをされているのか、ということですとか、利用率がどの

程度あるのか、老朽化はどのくらい進んでいるか、どの程度必要とされている建物なの

かというデータも必要であると思います。今は必要とされていないというのであれば売

却の方向も考えていけばよいですし、補修するのか建て直すべきかを考えるときにも、

そうしたデータが役立つと思うので、そのようなデータを整理しておく必要があると思

います。また、住民サービスの向上から考えますと、先ほど言った利用率ですとか満足

度、そういったデータも必要であると思います。 

Ｃ委員：別の視点から、市民参加の推進で最近よく思うのが、企業を市民としてとらえるという

ことも必要なのかなと。例えば、日本では仕事を中心に生活している方が多いというこ

とを考えると、例えば、企業のボランティア活動を推進するとか、職場、大学とかそう
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いうところを通して市民活動を推進することも必要ではないかと思います。個々の個人

をピックアップしようとしても、リーダーシップをもって率先する人は限られてしまう

ので、企業に対しても、企業の中にこういう人材がいますよとか、うちの会社にはいま

すよとかそういう視点もあってよいと思います。あと、今日、江別市の NPO の中間支援

組織に行ってきました。江別市はショッピングセンターの中に市民活動センターを設け

ていて、結構多くの方が市民活動に触れ合う機会となっています。そういうのも視点と

しては良いのではないかと思っていました。地方であれば、学校だとか公的施設だった

ものを使う事例があるのですが、それでは逆に限られた人しか行かないような施設にな

ってしまう。そうでしたら、ショッピングセンターの中とか、アウトレットモールの一

部を提供してもらい、人が参加するような場所を公共の場として使えたらいいと思いま

す。 

議 長：先ほど、公表方法で、ホームページとか広報紙とかあったのですけれども、普段学生と

接していると彼らはずっと携帯電話を使っていて、SNS とか新しいメディアを利用して

いる。例えば、PTA とかでしたら不審者情報といったものを流しているところもありま

すが、ホームページは住民が見てメリットになることがほとんど無いので見ていない。

今回こういう会議があってオープンで参加できるのに誰も来ないという現状もある。市

民にとって何かしら有益なメリット、例えば天気だとか、犯罪情報とか、高齢者の行方

不明、迷子とか、そんな情報を流していきながら市から情報発信することを定着させる

手法を考えるとか、先ほどＣ委員がおっしゃった皆さんの集まるようなところに出てい

かないと、なかなか伝わらないのではないかという感想をもちました。 

議 長：それでは次に進みます。基本目標 3 の「健全な財政運営の推進」について議論をお願い

します。  

議 長：意見が出ませんので私から。44 番のところの法定外税導入の検討というところで、他

の自治体を見ても税収を増やすというところでこれがよく出てくるのですが、調べてみ

ましたら目的税と普通税があって核燃料とか産業廃棄物とかに課税していますが、北広

島市で実際にこれを導入したからといって税収が極端に増えるというようなものではな

いと思うのです。私の通勤途中の大曲には、ごみ処理施設に反対する看板をよく目にし

ますので、あとから法律を作って規制するのはあまり賛成できませんけれども、導入す

るのでしたら、税収のみでなく意図を込める必要があると思います。法定外税について

は市としてどのように考えているのでしょうか。 

事務局：法定外税導入については、昨年に大阪府泉佐野市で空港連絡橋利用税というのを導入し

たのが最後です。全国的に見ても 30件から 40件程度です。ただ、ここで気になる動き

として、神奈川県で、臨時特例企業税を条例で賦課して何百億円もいろいろな会社から

徴収していたのですが、昨年、最高裁で違法判決が出て、徴収したものを全部返すとい

うことになったので、停滞しています。全国的に見てもこの判決が出て、地方分権とか

自治立法権とかイケイケだったのが、ストップがかかっているのが現状です。 

Ｃ委員：法定外税ではないですけれど、最近ふるさと納税で特産品がもらえる話で話題になって

いますが、そちらの方で北広島市は何かあるのかと言ってもなかなか思いつくものはあ

りません。例えば、施設をある程度利用できるとか、サービス面でそういう何か北広島
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市に来ていただいたときに、施設とか無形の利用的なものであればコストがかからない。

野球場が必要であれば、野球場のために皆に寄附をお願いし、寄附してくれた方は年間

1 枚の無料チケットをもらえるとか、そういう形で施設の目的とかプロジェクトのため

にとか、ある程度形の見えるものに対してふるさと納税的なものを使うだとか、または、

富士山登山に対して税金ではないですけれども払いましょうみたいな形になっているの

で、北広島市に何かそういう文化的な施設があるのか理解していないのですが、逆に来

てもらって施設を使うときに、ある程度気持ちの形で出していただけるような施設があ

ってもよいと思います。 

事務局：法定外税にこだわっていくよりも、Ｃ委員がおっしゃられたようなイメージも面白いの

かなと思います。 

Ｃ委員：市民参加的な意味合いでも、私たちが出したとか、私たちが関わった施設であるとかい

う市民の気持ちも入ってくるのかと思います。 

議 長：49 番の公共施設ストック計画の作成について。こちらは公共施設というと以前は建て

ることが主であった時期がありましたが、現在は、管理とか運営に財政負担がかかって

くることが認識されてきています。ただ、他の地域と同じように建物を建てている関係

で北広島市は一斉建替えという状況にあるのでしょうか。 

また、まだ作成していないということですが、保有する施設が経年によって老朽化して

いるので耐震工事とか修繕が必要であるということが組み込まれていますけど、この人

口が減って財政状況も厳しい中で公共施設の運営経費が大きくなって負担になってくる

と思うのですが、どのように考えているのかお尋ねします。 

事務局：公共施設の関係について現状を言えば、私どものまちは昭和 50 年代に急激に大きく人

口が増えています。ですから、道営北広島団地を筆頭に道路やいろいろな施設をいっぺ

んに同じ時期に作っており、寿命を考えるといっぺんに壊れていくというのが、北広島

市のリスクです。その中で、特に学校については耐震化も含めて多くの改修を進めてき

ております。それから、少し遅れていますけれども、道路についても相当舗装が傷んで

いますので補助金を活用しながら路線を決めて改修しています。公共下水道については、

ストック計画を作って、管ですのでなかなかわかりづらいのですが傷んで壊れる前に補

修しようという計画になっています。そういった意味では、まちの成り立ちによって歴

史があるところについては少しずつやってきています。北広島市の場合はどちらかとい

うと急激に大きくなったものですから、ある程度計画を作ってきちんとやっていかない

となりません。今後、庁舎も建て替えで大きなお金がかかりますけれども、それ以外の

公共施設も、適正配置計画を作る中で、先ほどから出ていますが本当に必要な施設なの

か、いつまで存続していかなければならない施設なのか、一旦全部整理整頓しなければ

ならないと思っております。残すべき施設と、場合によっては廃止していく施設という

ようなことを今後行っていく必要があると思っています。そのために、いま財政の話に

なってきますが結構なお金がかかります。道路でいえば、橋梁はストック計画で約 30

億円かかります。これはいっぺんにはできませんから、2～3 年に 1 橋ずつとかのペー

スを作って実施します。歳出の平準化を図りながら、1 年間で修繕はこのくらいという

ことで全体を見ながら決めていくことが必要であると考えています。 
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Ｃ委員：ここで議論できる話ではないのかもしれませんが、将来的にはこういうところにまた新

たに施設を作るだとか、集中的に整備していくとか、ある程度の方向性を出すことは難

しいのですか。例えば、申し訳ないけれど、こちらの方はあまり手をかけませんよとか、

ある程度メリハリをつけて、出来るだけコンパクトにする。高齢者とかに集中して来て

もらうというとか、人の移動も含めた方向性を出すとか。これから 20 年、30 年かかる

かわからないですけれども。道路とか水道とかもう 1 回すべて元に戻すような整備をす

ることは面積的に大変だと思います。そういうことが書けるのか否か。公表できるのか

わからないですけれども、やはり必要なのではないかと思います。 

事務局：そういう部分は非常に大切な話です。北広島市だけではなくて日本全体で人口が減りま

す。極端にいうと平成から昭和に戻る。2020 年には団塊の世代が後期高齢者にいく。

こういう厳しい状況の中で、どこの自治体もコンパクトシティーという考え方の中にあ

ります。人口が減る中で今までのように外へ向かって大きくするということでなくて、

中心市街地をきちんと作りながらやっていく。そうすると公共施設も昔は、公民館、集

会所、とバラバラで作っていたのが本当にいいのだろうか。まとめて使い勝手の良いコ

ンパクトな部分を作っていくといった、賢いまちづくり、いわゆるスマートシュリンク

といわれるようなまちづくりをしていかなければならないのかな、というのはベースに

あります。ですから、今申し上げた視点も含めてお金をかけるだけでなくて、必要なも

のとそうでないものという棲み分けをしていかなければならないと思っています。 

議 長：ほかに意見がないようでしたら次の項目、基本目標 4「行財政運営システムの改革の推

進」について議論をお願いします。 

Ｃ委員：学童クラブの運営方法の見直しについて、いまはどういう状況なのですか。 

事務局：いまは直営で、非常勤職員の方にしてもらっています。 

Ｂ委員：北広島市は、ここ数年学童はどこもいっぱいですよね。いま、待機児童はいるのですか。 

事務局：北の台小区域に１つ増やしており、学童クラブの待機はありません。 

議 長：その他の行政サービスの向上の部分で、社会保障・税番号制度導入の状況というのがあ

ります。どういった制度にするか議論されているかと思います。例えば、市民と実際に

接する職員の方のコンプライアンスですが、個人情報が全部リンクできてしまうような

状況で非常に危惧されるところだと思いますので、このコンプライアンスということを

徹底していただきたいと思います。この実施状況はどうなのでしょうか。 

事務局：報告書の資料 1、25ページ上から 3番目にコンプライアンス体制の充実ということが書

いてあります。職員の教育はもちろんなのですけれども、平成 24 年度から職員等から

の公益通報に関する要綱を整備し、こういうことがあった場合には内部からの通報を行

うようにしております。 

議 長：もう一点なのですが、職員数は近隣にくらべても削減できていて、給与制度も見直しを

されているということですが、人事評価については、管理者の方にしかしていなかった

ものが、法律改正によって、すべての職員に対し努力と実績に応じた人事管理が必要に

なってくる。男女共同参画社会から考えると、女性職員の管理職への登用ということも

必要かと思いますが、能力重視ということをある程度示しておいた方がよいと思います。

あとは、実際に人数が少ないという中で回さなければならないというところで、ベテラ
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ンからの技術の伝承も念頭に置いた計画的な人材育成というところが必要になってくる

と思います。 

Ｄ委員：51 番に戻るのですが、窓口業務時間の延長とあるのですが、これについては今後拡大

傾向と考えているのか、市民の需要があるのかどうかも含めて教えていだければと思い

ます。 

事務局：資料 1 の、20 ページ下から 4 番目に窓口業務時間の延長があります。平成 18 年度から

北広島駅のところにエルフィンパーク市民サービスコーナーが出来まして、土、日、祝

日の 9時から 17時まで開館時間を広げています。平成 17年度まで 6,500件くらいだっ

た証明書の交付が 9,000 件弱になり 2,500 件くらい増えました。それ以降は、平成 24

年度まで 8,000 件台で推移して増えも減りもしない状況で定着しています。その他の市

の窓口や出張所については、土、日、祝日は行っていません。これについて、ニーズが

あるかどうかということですが、それほど大きなニーズがあるものではないと捉えてい

ます。ただ、きちんとしたデータや統計をとってニーズがあるかどうかは把握できてい

ない現状です。 

Ｄ委員：江別市はコンビニで証明書の発行とかを 4 月から始めていると思います。ただ、コンビ

ニでできると便利だとは思うのですが、委託料とかも発生し費用対効果ですごく難しい

側面があると思うので、引き続き需要とか費用とかの側面で検討いただければと思いま

す。 

Ｃ委員：57 番の電子入札・契約システムの構築は、費用対効果の面から導入していないという

ことですけれども、こういうシステムは、例えば地方自治体と共同で使えるとか、共同

で開発、利用できる要素はあまりないのですか。その他のところで留萌管内 7 町村で共

同化というようなことがでていますが、どうなのでしょうか。 

事務局：電子入札・契約システムについては、北海道と石狩市が同じシステムを使っています。

道内の市町村や道で出資した第 3 セクターがシステムを開発しています。岩見沢市はそ

れでは機能的に不十分ということで独自に構築しています。先ほど申し上げた石狩市の

例では共同でも 3 百何十万円かかっています。利用する市町村がもっと沢山あるとスケ

ールメリットが出ると思いますが、現時点ではそうではない状況です。単独で行ってい

る岩見沢市は一桁くらい多くなっています。ただ、独自に行っているので、例えば支払

システムと連動させるなど工夫をしています。例えば、全道に一斉に導入するとかでき

ればもうちょっと安くできるかもしれませんが、入札業者にもある程度負担なり設備投

資をお願いすることになるので、一斉にというのはなかなか難しいと考えています。 

議 長：いかがでしょうか。ご意見がないようですので最後にその他の課題、または、これまで

のところでご意見がありましたらいただきたいと思います。 

議 長：それでは、ご意見がないようですので、課題についてはこれまでとしまして、次の 6 ペ

ージの改革項目のイメージについてご意見をいただきたいと思います。こちらも先に詳

しく説明していただいておりますが。 

Ａ委員：なかなかコメントするのも難しいですよね。 

Ｃ委員：この会議で議論する話ではないのかもしれませんが、こういうように並列的に並べると

いうよりは、例えば、今年度はここに重点を置くだとか、もっと大きい話でいうと北広
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島市はこういうことを重視しますといったもの、例えば、スポーツ都市宣言というもの

があり日本一スポーツを愛する市にするだとか、環境だとか、子育てだとか、北広島市

はこんな特徴があるという視点、キャッチフレーズ的なもの、北広島市のイメージ戦略

的なものがあると、それに対してお金をかけるとかここは見直した方がいいとか、考え

るかなと思うのですが。 

Ａ委員：全部あるのですよね。 

事務局：今の部分についてですが、いきなり改革項目のイメージでの議論は難しいと思います。

ただＣ委員がおっしゃった部分については、6 月末の段階で、総合計画のように子育て

やスポーツ振興という形ではないですけれども、基本方針の中で 3つか 4つにテーマを

絞ってこの方向で行財政改革を進めますという部分を、今まで議論いただいたことを参

考にしてお示ししていきたいと思います。それと、改革項目のイメージをここで 15 か

20 挙げたのですけれども、前回は 110 項目と細かくあげてしまったので、今回は委員

のおっしゃったように、目標を 3つくらいあげてその下にそれぞれ 5個か 6個の改革項

目を集中的に行うという形で作ってみたいと思います。そして、例えば債権管理の問題

は具体的にどうかという議論は、その時にしていただきたいと思います。 

議 長：何かしら北広島市の特徴を活かしてということで進めていただければと思います。今後

の日程ですけど 6月ごろになりますか。 

事務局：今後 6 月末を目途に策定方針というのを立てる予定です。それについては課長の川口が

説明しましたように、市の方で今回行財政改革を進めるにあたって向かうべきテーマと

いうか方向性を再度お示ししたうえで、それを基に今度は具体的に何をしていただくか

詰めていく作業を 9 月くらいまでに行っていきたいと思います。今回、具体的な課題だ

とかを部分を切り取って見せてしまったような形で、全体的に大きいイメージをお示し

しないまま話をしていただきました。方針を作る中でまたご議論いただいて、ここにい

ま出なかった部分とかも今後出て来るかも知れませんので、作りながらお互いに意見交

換をしていただいてより良いものを作っていきたいと思っておりますので、よろしくお

願いします。 

議 長：いまので策定の流れが示されましたので、それを基に計画案を作成していただいて、こ

れから今後ご議論をいただくというところで協議事項については終了したいと思います。 

５．その他 

 

議 長：その他、事務局から次回会議開催時期などに関して委員の皆さんにお伝えすることはあ

りますか。 

事務局：次回については、後日、日程調整をさせていただければと思います。その時には先ほど

申し上げました方向性をある程度示せると思っております。 
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６．閉会 

 

議 長：以上で本日の会議を終了いたします。皆様大変お疲れ様でした。 

 


