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平成 26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 8月 21日（木）午後 5時 00分から午後 7時 00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 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）北広島市行財政改革大綱策定方針について（資料 1） 

 4 協議事項 

 （1）北広島市行財政改革大綱・実行計画（素案）について（資料 2） 

 5 その他 

 6 閉会 

配付資料 
・資料 1 北広島市行財政改革大綱策定方針 

・資料 2 北広島市行財政改革大綱・実行計画（素案） 
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１．開会 

 

事務局：ただいまから平成 26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会議を始めていきたいと思います。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、会議録署名委員を松本委員にお願いしたいと思います。松本委員、よろし

くお願いします。 

 

《松本委員承諾》 

３．報告事項 

 

議 長：それでは報告事項から入っていきます。報告事項（１）北広島市行財政改革方針につい

て、事務局から説明を求めます。 

 

《資料 1に基づいて事務局から説明》 

 

議 長：ありがとうございました。それでは、意見などを伺いたいと思います。ご発言したい方、

いかがでしょうか。 

 

    《質問、意見なし》 

 

議 長：新たな目標の 3 点については、協議事項で具体的に進めていこうと思いますがいかがで

しょうか。協議事項でかぶってくるところがありますから、そこで具体的に議論に入り

たいと思います。 

 

■会議録 
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４．協議事項 

 

議 長：それでは、協議事項（1）北広島市行財政改革大綱・実行計画（素案）について、事務

局から説明を求めます。 

 

《資料 2に基づいて事務局から説明》 

 

議 長：ありがとうございます。それでは、本日の協議事項、北広島市行財政改革大綱・実行計

画（素案）について審議を進めていきたいと思います。先ほど報告事項のところで大綱

の方針について意見がありませんでしたので、そこを確認してから、具体的に、基本目

標 1、2、3とありますのでその順に進めていきたいと思います。 

まずは、先ほど説明がありましたように、総合計画において「希望都市」「交流都市」

「成長都市」を「めざす都市像」としたまちづくりを進めていくために、行財政改革に

おいて基本目標 1、2、3 というところを進めていくということです。まとめると、財政

の健全化と行政サービスの向上を目指していくというところでしょうか。 

それでは、具体的に議論していただきますので、この素案の 14 ページ、まず、基本目

標 1「持続可能な財政運営の推進」、次に、基本目標 2「機能的な行財政運営の推進」、

そして、3番目が「市民協働・官民連携の推進」という順に見ていきたいと思います。 

最初に、「持続可能な財政運営の推進」というところで改革項目が 1-1から 1-6まであ

りますので、こちらについて議論を進めていきたいと思います。それでは、こちらにつ

いてご意見がある方、いかがでしょうか。 

Ａ委員：この何年か職員の削減ということで計画を立てて、平成 17 年に 523 人、それを平成 25

年度 469人と減らしてきましたが、その辺をお聞きしたい。 

事務局：前回の行財政構造改革大綱の中で平成 27 年 4 月 1 日現在の職員数について 443 人、平

成 17年においては 523人でしたので、15％、約 80人の削減を考えるとしておりました。

平成 24 年に 469 人まで削減をしたところですけれども、平成 25 年、平成 26 年の人数

は変わらず 469人になっています。前回の計画で掲げた 443人については達成が難しい

状況にあります。これについては、行政サービスの多様化ですとか、地方分権の推進に

伴って業務が増えているところがあります。改革項目 2-1「行政組織の見直し」の中で

も触れさせていただきますが、現時点での方向性としては時間外勤務も増えている状況

にありますので、このまま大きく削減を続けていくことは難しいと考えております。た

だ、これからも市の役割はいろいろ増えていくと考えますので、そこに人を回すために

どうしたらよいかというところで、基本目標の 3 番目にある「市民協働・官民連携の推

進」で正職員が行っていることについても民間にお願いできるところについては検討す

る、専門的な業務が短期間に集中するという場合には任期付職員の任用で対応する、市

の職員について定年退職は 60 歳ですが、年金支給が 63 歳、64 歳と延びてきておりそ

れまで再任用制度というのがありますので、そういう制度を活用しながら、最も効果的、

効率的になるような人事管理をすることを考えています。 

Ａ委員：その中で専門職と事務職の割合がありますよね。専門職、技術職はあまり減らすと業務
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にだいぶ支障をきたすのではないかと思います。一般事務職は減らしてもそれなりにア

ルバイトとか短期雇用ができるかもしれませんが、その辺のバランスはどうなのですか。 

事務局：細かく他の市役所と比較したことはないのですが、現在、建設事業が増えてきています。

技術職は建築、設計、土木といろいろありますけれども、確かに特殊な勉強を含め専門

の学校を出てきた方が職員になっています。北広島市の場合は、私が入った昭和の時代

は非常に忙しかった。道路とか下水道を含めてインフラ整備を盛んにしていた時代です。

今は、インフラ整備は落ち着いているのですが、リニューアル事業とか長寿命化があり

ますので、採用を抑制した時期もありましたが、技術の継承ですとかいろいろなことが

あって、最近は技術職を計画的に採用しています。先ほど申し上げたように、我々の職

員人件費というのは大きな財政的ウエイトを占めているということがあって、歳出の部

分で言えば少しでも効率的に人員を減らしていこう、というのがこれまでの流れであり

ますので、その方向は変わりませんが、業務の支障にならないようなことも考え、計画

的にある程度事業の状況を見ながら、技術職だけ増やすとか事務職だけ減らすとかでは

なくて全体的に考えながらと思っております。 

Ａ委員：もうひとつ、私が一番感じますのが、年度替わりの人事異動で担当技術職が変わったた

めに、仕事の発注が遅くなったとか、継続したものがまた最初からやり直すとかそうい

う問題が出ると思います。ですから、できればあまり動かさない方が役所にもすごくメ

リットがあるのではないかと考えるのですが。専門職をしている方を事務職にもってい

ったら機能が停滞すると思います。人事異動があったために仕事の発注が遅くなるとい

うのは、どこの自治体にもあるのですが、北広島市はどうなのですか。 

事務局：本来的にはそのようなことがないように事務引継ぎをしています。人事異動はある意味

組織の活性化も含めて必要な部分です。長く同じところにいるというのは弊害もありま

す。それから年齢とともに責任の問題もありまして、ゆくゆくは管理職になっていくの

でそういうポジションになるためには、いつまでも建設部にいるわけにいかないという

こともあります。先ほど言いましたように発注業務はスタッフで行っておりますので、

人事異動によって遅れるというのは原則あってはならないですし、あまり無いと思って

おります。人が変われば引継ぎ等もあって若干そういった部分があるかもしれませんが、

なるべく無いようにしていると思います。人事はいろいろな配慮がありまして、単に長

くずっと置くというのがよいのかということもありますので、そこは総務などで考えて

いることと思います。 

Ａ委員：ありがとうございます。 

議 長：今の質問については、市民アンケートの結果でも市職員数の削減、市職員の給料の削減

というところで挙げられている事項ですので、北広島市の財政に占める人件費というの

は大きいのですけれど減らす方向で考えていく。ただ、前回までの課題のところで見ま

したように、人口千人当たりの職員数でいっても北広島市は北海道内で比較すると少な

いということですから、極端に減らすということになるか、退職を迎える方は多いとい

うことで、次の課題になりますけれどどう継承をするか、Ａ委員が言われたところが重

要なことですので、考えていただきたいと思います。 

議 長：それでは続きまして、「機能的な行政運営の推進」についてご意見がある方、いかがで
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しょうか。 

    意見が出ないので私から。最初の 1-1 の中で先ほど説明があったように財政の硬直化が

見られるというところ、それと気になったのが次の項目で、財政調整基金残高が隣接し

ている市町村にくらべて非常に低いというところです。北広島市は標準財政規模の

3.4％ということですから、この基金の増額なり、方向性を決めていかないとまずいと

思うのですが、どうなのですか。 

事務局：今おっしゃったとおり、財政調整基金については災害復旧とか年度中の財源不足とか非

常時に対応するために備えているものです。5 ページの上に「基金残高の推移」という

ことで基金の種類ごとに残高を載せています。財政調整基金は一番下のところにありま

すが、見ていただいてわかるとおりずっと 4.2 億円で利息の積立くらいしかしていない

状況にあります。地方財政法には毎年の決算で余ったお金、剰余金があれば半分は積立

するとか、借金の返済に充てるとかあるのですが、16 ページの現状と課題の中段に書

いていますが、当市では余ったお金を翌年度の予算を組むための原資として活用してい

るというのが現状です。それが無いとなかなか予算を組み立てられない。これについて

は本来、財政調整基金がいくらあるべきなのかということ、3.4％がよいのか悪いのか

ということも含めて、何かあったときのためにどれだけ積んでおくべきなのかというこ

とを押さえたうえで、毎年の繰越剰余金についてルールを定めて積み立てていくことを

17 ページの上から 2 番目の財政調整基金の確保というところで検討させていただきた

いと思います。ただ、予算が組めないのにどうやって積んでいくのかが根本的なところ

ですので、予算を組むときに優先順位をつけていかないとならないのでかなり大きな課

題だと思っております。実際どうしていくのかというのは、財政課も頭を悩ませている

ところですけれども、政策評価の活用や、公共施設の適正配置等を進めて縮減していき

ながら、貯めなければいけないものは貯めるという努力をしていきたいと思います。 

議 長：ほかにご意見はございますか。昨日いろいろ調べてみまして、そのときに北広島市のホ

ームページをみましたら、先ほど必要性の中で出ていましたファーストマイホーム制度

とかいったような項目がある中で、東洋経済新報社の住みやすさランキングで北広島市

が道内で 1 番だったという記事がありました。調べてみたところ、指標は安心度、利便

度、快適度、富裕度、住居水準充実度という項目があって、道内では１番だけど全国で

は 163 位でした。800 ぐらいの市がありますが、北広島市は利便度が非常に高い。利便

度というのは完全な資料がありませんので定義がよくわからないのですけれど、スーパ

ーがあるとかそんなところだと思うのですが、そこが 20 位というところで極端に順位

を上げた。逆に富裕度でいうと 398 位。偏差値が具体的にどのくらいにあるのかわかり

ませんけれど、安心度が 736 位とほとんど下位にある。前から議論に上がっている病院

がないといった要素がおそらくからんでいるのかと思います。先ほどの必要性の中でシ

ティセールスを北広島市で進めているということですので、こういったデータ、指標が

ありますので考えていただきたいと思います。 

事務局：利便度については、大曲のアウトレットモールでかなりの床面積がありますので、その

部分でかなり順位を上げています。安全度という部分については確かに病院とか指標は

あるのですけれども、北広島市の場合、結構アクセスがよく札幌の病院に行っています
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ので、データと実態が合っていないという状況もあります。それで、現実問題として、

北広島市の医療費は全道的にもかなり高いのですが、病院が無いため病院に行けなくて

健康悪化しているわけではないという事情もあります。それと、最初に申し上げておけ

ば良かったのですが、今回が実質的な最後の会議になると思いますので、内容に対する

質問ですとか、意見あるいは改革項目の部分をぜひ活発に発言していただきたいと思い

ます。そして最終的には 12 月に作るのですが参考にしていきたいので活発な議論をお

願いいたします。 

議 長：それでは、他にいかがですか。 

Ｄ委員：補助金のところなのですが、18 ページに補助金の交付基準はあるようなのですが、そ

の団体に対する使いみちの基準というのはあるのですか。こういうものには使ってよい

がこういうのには使ってはいけないとか。私の大学には研究費で使用基準があるのです

が。 

事務局：基準では、例えば食糧費ですとか、補助金と交付金で扱いが異なりますが団体職員の人

件費、団体構成員に対する報償費、また、補助金の決め方によるのですが備品購入で翌

年度以降財産になるようなものには、基本的には使えないとしています。 

Ｄ委員：補助金を何年間使えるのか、という基準はありますか。 

事務局：基本的に市の会計が単年度になっていますので、補助金についても単年度になっていま

して 4 月から 3 月のなかで使って事業をしていただくことになっています。2 年間の事

業をするといった場合、2 年目については、また改めて申請していただいて審査し交付

するかどうかを決めています。 

Ｄ委員：補助金に対しての報告の義務とか報告書とかの監査はされているのですか。 

事務局：報告について、お金の使途は領収書などで確認させていただいてチェックし、どのよう

な効果が出たかということも報告をいただいております。補助金を交付した課において

確認しておりますが、市の監査においても何年かに 1 回、財政援助団体監査ということ

で 5月に現地監査や団体に話を聞いて監査をしています。 

事務局：監査については法に基づいて適正に実施していますが、近年どこの市町村も同じなので

すが指摘が多い部分として繰越金があります。単年度補助なのですがお金が余ってしま

う、例えば補助金を 20万円もらっているのに 10万円翌年に繰り越してしまうとか、単

年度補助なのに 5 年後にイベントをするとか何か大きなものを買わないといけないとか

で基金に積み立ててしまっている例があります。また、歳入の取扱いについて、基本的

な考え方として、例えば、チケット収入があった場合は補助基本額からそれを控除して、

その残った額の 2 分の１が補助になるのですが、そのような手続きをしないために団体

の持ち出しがない中で補助金とチケット収入だけで事業が賄えているというような状況

があります。それで、このような部分をもう 1 回整理して適正な補助金行政を行うとい

うのがポイントです。 

議 長：こちらについては前の課題の中にもあったように、やはり適正な見直しが随時必要とい

うところで今回も出ています。 

Ｃ委員：19 ページの学校給食費の公会計化のところで、各学校が給食費を徴収していたのを市

が代わりに全部保育料のような形で徴収するということですか。保育料の過去の滞納額
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が累積で 3 千万円超あるようですが、学校給食費も同様に未回収のものがあって、それ

を今後は市が代わりに過去の部分も徴収しなければならなくなると理解してよろしいの

でしょうか。 

事務局：そうです、あくまで市会計を通しますので。 

Ｃ委員：その過去の未回収額がどれくらいあるか、ある程度把握されているのですか。過去の未

回収額を回収したときは、市の収入として一般財源になるという財務規則もあるのでし

ょうか。 

事務局：今の会計の未納額がどうなるかについては把握していませんが、未納は 1,800 万円くら

いあります。 

Ｃ委員：累積だとかなり大きな金額になりますか。 

事務局：調定額が 2億 8千万円とか 3億円近くで 1,800万円くらい収入未済額がありますから、

その部分は現実問題として子どもたちへの給食の質が落ちたり量が減ったりすることに

なります。 

Ｃ委員：このページの下の収納方法の多様化にも関わりますが、おそらく保育料、市営住宅料な

どを含め学校給食費の回収もかなり頑張らなかったら、今言ったとおり他の生徒さんの

給食の質が落ちるだとか、いろいろ影響が出てくることが予想されますので頑張ってい

ただきたいと思います。 

事務局：資料を忘れてきましたが、公債権にもいろいろ種類があって、ものによっては税のよう

に差し押えできる債権もあれば、ある一定の限度しかできないものがあります。ただ、

給食費については、最近はお金がなくて支払わないのでなくて、払いたくなくて払わな

い人もいる。そういう人たちは保育料も払っていない。給食は教育委員会で集めるし、

別々で集めていますからなかなか一元化が進められなくて、税のように強制で差押えた

りするようにしていかないと、こういう滞納をする方はある一時期過ぎてしまえば払わ

なくていいという意識になるので、少しそこを整理しようというがここで言っているこ

とです。 

Ｂ委員：払わなくていいということですか。 

事務局：払わなくていいのではなくて、払いに来ないのです。 

Ｂ委員：義務教育の小中学校を終わって高校にあがったら、それはずっと未納になっちゃうので

すか。 

事務局：学校給食費が未納だから、その子に給食を与えないということはいかないので。 

Ｃ委員：たぶん、そういう家庭の多くの方々は所得があまり多くないから、児童手当を支給され

ているのが多いと思うのですが。 

事務局：確かに多いです。滞納している方はお金がなくて滞納しているのではありません。 

Ｃ委員：そこで将来マイナンバー制度ができたときに、給付と徴収しなければならないものをあ

る程度相殺することはできないものですか。 

事務局：先ほど申し上げましたように債権にはできるものとできないものがあって、督促をして

一定の期間になると債権を消滅させる場合もあります。その辺のところを整理しましょ

うということです。同じＡという人は保育料も給食費も未払だったら、その情報を一元

化して一緒に全部払ってくださいと督促をしようということです。 
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事務局：部長が申し上げたように所得の低い方については就学援助というのがありまして、給食

費も出ていてその部分が引かれているので、払えないというより払わないという方が多

い感じです。その辺本当に私債権、公債権を含めて大きく拾っていきたいという考えで

す。 

Ａ委員：今は父兄の考え方が私の小さい時の親の考え方と全然違います。昔は親が必ず弁当を作

って子どもに持たせていた。便利で良くなりすぎて、今のようなことが発生するので難

しいと思います。他の自治体でも新聞を見ていますと、生活保護の問題とかも難しいで

す。まして、個人情報やコンプライアンスの問題がかなり左右していると私は思います。 

議 長：収入が伸びないなかで、債権管理の適正化というのは非常に重要なところで、この項目

にあるように条例の制定、債権の一元管理を進めて少しでも財政に寄与できるよう努力

していただきたいと思います。それでは、その他の項目でも何かご意見はありますか。 

    意見がありませんので、私の方から 1-5 の「独自財源の確保」について。これは前回も

税外収入といったところでＣ委員から出ていました。ふるさと納税という話があって、

先ほど必要性の中でシティセールスは実際に進めているとのことですので、それも含め

てふるさと納税を活用したらどうでしょうか。市のホームページを見ますと、きたひろ

しまシティセールス事業というのがあり、前に篠崎教授が座長になっていたものを、い

まも進めているのかわかりませんけど、こちらを含めて進めていただきたい。また、先

ほど出たように組織がバラバラに動いているような気がしますので、横断的に組織で運

営していっていただきたいと感じます。ふるさと納税について、市のホームページを見

ても寄附した方の名前が列挙されていたりしていますけれども、こちらも宣伝材料にな

りますので、特典がどうなるかわかりませんが、工夫していただきたいと感じました。 

また、1-1「健全な中長期財政運営の確立」の最後のところで、指摘されていたように

国民健康保険などの支出が今後増えることが推測できますので、健康づくり、病院にか

からないような取り組みも必要ではないでしょうか。手をこまねいていたら、このまま

高齢化というところに進んでいきます。サイクリングロード、自然環境も非常に良いと

ころですので、そういった健康づくりの取り組みをして支出を減らすような何か手立て

はないのか要望とします。ほかに、基本目標 1のところで何かありますか。 

Ｃ委員：1のこの中でということですね。 

議 長：1-6 について、前回、一斉に施設が老朽化し費用が発生することが考えられるというと

ころで出ていた現状把握ですが、実際どういった施設があって、どれだけかかるのかと

いうところを、前回の課題にあったように明確に計上できるようにしていかなければな

りません。長期計画の策定が急務だと感じました。 

Ｃ委員：1-5 の 21 ページと関連するかわかりませんが、22 ページに公共施設の老朽化に伴って

整備しなければいけないということなのですが、最近マスコミでよく言われているのが

民間の家で持ち主もいなくて廃屋みたいになって危険だとか、治安も悪くなっているだ

とか、固定資産税を払っていないだとか、そういうものを逆に市の方で積極的に差押え

たり、購入したりして更地にして市有地として売却するとか。市の持ち物ではないけれ

ども、市内にある老朽化した個人資産の処分対策とか、何か考えられているのでしょう

か。 
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事務局：市有地に活用してということで土地を寄附してくれて、それを公園とかいろいろ活用し

ている例はあります。ただ、ここで書いているのはできるだけ公的な市有建築物を効率

的に今後活用していくため、将来的に不要になる、これとこれを 1 つにした方が使い勝

手が良いということを考えながら整理をする。分散している公共施設用地がそのことに

よって空くので、それをマンション用地として民間に売るなどをこの中では考えていま

す。空き家の問題は防犯上だとか、除雪の雪の問題だとか、私権の制限もあってなかな

か強制的に行政が踏み込めない面があります。全国、道内には条例を作って何とかでき

るようにしようという取り組みをしております。北広島市の議会でもそういう質問は出

ています。視点が違う部分もありますが、市街化区域の中のそういう未利用地とかを充

足させていかなければならないというのはコンパクトシティの考え方でありますから、

人口が減っていきますのでそういったものは扱っていかなければならないと思います。

その点ではまちづくりとの関係はあると思います。 

議 長：次に基本目標 2 の「機能的な行政運営の推進」について、何かご意見がありましたらお

願いします。 

    意見が出ませんので私の方から。2-2の中で、5年以内に 87人の退職者が出るというと

ころで 20％くらいの人数になると思いますけれども、先ほどＡ委員から言われていた

技術継承とかについてはどうなのですか。研修とか、引継ぎとか、目指す職員像とかを

含めた研修体制というのはどうなのでしょうか。 

事務局：職員研修は基本的には職場内研修と職場外研修ということで、法制事務の研修とか、コ

ンプライアンスの研修とかは、外部講師や市の担当者が研修を行っております。ただ、

それぞれの職場の研修については職場内研修ということで通常の業務の中に職員間で行

っている現状です。そこで知識伝承を明確に意識しているかというと技術職ではそうい

う面があると思いますが、事務職ではあまりないのではと感じております。 

Ｂ委員：新任職員のサポーター制度というのは、中堅職員とか何か研修会とかあるのですか。 

事務局：サポーターは同じ課に配置されている職員で、3 年目の職員でしたり主査職がなってい

ます。年に何回か集まって新人職員間で情報交換をしたり、サポーター間で職員の育成

を進めるためにどうするか話し合う機会を持ったり、サポーター職員が新任職員に対し

てどういうような職員像をめざすかですとか、仕事がうまくいかなかったときのフォロ

ーをしています。 

    この行政組織の見直しと職員育成の充実のポイントは、職員数と組織をどうするかとい

う部分です。昔と違ってなんでも職員ができるわけではないので、一番下にあるアウト

ソーシングでの業務委託とか、指定管理者の活用も行っていきます。そして、どこの市

町村でも定員適正化計画を作っていますが、昔は正職員だけだったのが今はその中に非

常勤職員とか再任用職員とか臨時職員を含めて、今後 5 年間、10 年間どうしていくか

という考え方を示したりしています。その中で、公共施設の老朽化でしたらＡ委員がお

っしゃったように、そこのポイントとなる建築職をどうするかとか、よく言われるのが

待機児童の問題で、北広島市のピークは平成 28、29 年なのですが、それまでは待機児

童がいるけれどもその後はぐっと下がるので、そのことを考慮して 5 年後、10 年後の

保育園をどうするかという問題を含め、定員適正化計画をどうするかが、この 2-1、2-
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2あたりの考え方です。 

議 長：札幌市とか近隣市町村とかで共同でされる研修会とかあるのでしょうか。 

事務局：札幌市と共同の研修は行っています。札幌市はリフレサッポロに研修施設があって、研

修案内をいただいておりますので、職員課が募集をかけて研修を受けています。 

Ｃ委員：人がだんだん少なくなって大変な状況だと思うのですが、いま世間的には女性職員を登

用しましょうとか、子育てとかで退職した女性を復帰させましょうとか、いろいろなチ

ャンスや機会を提供しましょうとか言われる時代になってきているのですけれど、北広

島市に関しては何かそこのところの言葉やキーワードが少ないように思えたのですが、

数値目標になるのか、目指す職員像にも入るかもしれませんが、女性活用について考慮

されているのですか。 

事務局：行政推進課が施策として男女共同参画を担当しておりまして、数値目標、女性の任用と

かの部分を設けています。ただ、行財政改革の中に入れるかということは検討してみた

いと思います。 

Ｄ委員：2-3「人事評価制度の導入」ということで、評価のしかたについてはいま考えていると

思うのですが、評価が悪かったときにそれをどう改善するとか、そこら辺も考えておら

れるのですか。それがまた、その先の研修計画とかになるかと思うのですが、そこら辺

のフィードバックとかはどのように考えているのですか。 

事務局：先ほど主査から説明があったように、地方公務員法が改正になって、正式な形で地方自

治体も人事評価制度を入れることになり、平成 27年度試行、平成 28年 4月から本格運

用するということで、任用、昇格、昇給、手当、免職、降格、すべての部分でこういっ

た客観的な評価を基に対応するという趣旨です。Ｄ委員がおっしゃったように管理職と

部下とのコミュニケーションとか、その悪かった点での指摘とかという部分については

当然システム的に入っています。いま市町村の中で 30％くらいがこの人事評価制度を

入れているのですが、その中でアンケートをとると人材育成とか、職員の士気高揚につ

ながったとか、最初いやだったけどコミュニケーションが高まったとか、そういったメ

リット等もあるので、委員が言われたようなフィードバック等を含めてシステム構築し

て行いたいと考えています。 

Ｃ委員：2-6「下水道事業の公営企業化」ということで、いま公会計というか公営企業化してい

る組織、部局は水道だけですか。 

事務局：そうです。 

Ｃ委員：札幌市は病院事業の企業会計はしていますが、北広島市は病院を市で持っていないので、

当面は下水道だけが対象ということですか。 

事務局：はい。 

Ｃ委員：わかりました。根本的なことで前にも議論されたかもしれませんが、結局、庁舎の改築

計画はどういうことになっているのでしょうか。 

事務局：現在、基本設計案ができて次は実施設計という段階です。新聞等に出ましたけれど、こ

の場所に 5 階建ての建物を作ります。今年度に実施設計をして、来年度から工事です。

基金は 12億円しかないですが、いまのところ総事業費 50億円くらいを想定しています。 

Ｂ委員：また借金ですか。 
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事務局：借金になります。 

Ｂ委員：では、貯金が貯まらないですね。 

事務局：貯金が少ないことでマイナスに捉えられる部分もあるのですが、逆に言うと前にも説明

しましたように、北広島市は借金が少ないです。極端に少ない。貯金の多いところはど

ちらかというと借金が多い。それをどう見るかという部分があって、例えば地方交付税

の不交付団体、泊村とか原発をもっているところですとか、豊田市のような企業城下町

で、トヨタのようなすごい企業があってその税収だけでやっていけるのはごくわずかな

ところだけです。昔、北広島駅の東口で百数十億円くらいの事業をして、その時にたく

さん借金をしたのですが、それを返してきて平成 26 年で終わりました。それで減った

のですが、庁舎を作りますから借金は増えます。北広島市としては、公債費、借金を返

す年額、比率を平準化していこう、かつ、貯金も増やしていこうという考え方です。確

かに大きなお金ですけれども、自前の財源だけでできる市町村は少ないです。 

    北広島市は平成 8年に市になったのですが、大体一般会計が 200億円くらいの規模で、

建設事業費は平成 8 年が 61 億円、平成 9 年が 73 億円で、それがずっと下がって今は

20 億円とか 30 億円です。イケイケの時代は 60億円とか 70億円を建設事業で使ってい

て、その時は起債発行額も高かったのです。ただ、今後どうするかという議論をしまし

ょうということです。 

Ｂ委員：北広島市は公共施設だけではなく、意外と商店街や、役所前のビルも老朽化しています。

市に限らず町とかによっては、駅前通をすごくきれいな街並みにしている。そういうの

を一般企業の人たちとか、商店街の人たちとか、そこの土地の持ち主とかに相談ではな

いですが、そういうことを市として出来ないのでしょうか。そういうのだけでも、この

まちに住みたいと思うのでは。北広島市はすごく好きなのですが、先ほど言ったように

利便性が良いから出てしまう、買い物も出てしまうところがある。公共施設とかも老朽

化しているけれども、北広島市はいろいろなところに地区が点々としています。例えば

輪厚地区にそれがなくなったら、大曲地区まで行かなければならない。でも、交通の便

がよくなくて車がないと絶対行けないとかあるので、そういうことも市としては考えて

ほしいです。 

事務局：例えば、公共施設について、将来人口が減るから再配置する、もっと言うと少し減らす

ことも考えた計画をどこの市町村も作っています。北広島市も作ろうとしているのです

が、委員のおっしゃるように地域が散らばっているから、そこの議論というのは本当に

市民参加とかいろいろな手法を使って進めるという、かなりハードルの高い仕事だと認

識しています。まちの活性化等については、行財政改革とは別に総合計画の方で活性化

策ということで空き店舗の対策だとか、コミュニティビジネスの対策とか、シティセー

ルスとかいろいろしています。特にシティセールスについては今年から企画財政部政策

調整課で一元的に進めているので、何らかの形は出てくると考えています。 

Ｃ委員：2-5 の行政事務の効率化とか ICT 化で、庁舎が新しくなることに際して、現場の方々に

いろいろ意見をいただいて、もしかしたらスペースが効率的に使えるようになったり、

不要なスペースがなくなったりするとコストも落ちるかもしれない。それも含めて庁内

一丸となって進めてもらいたいと思います。 
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議 長：こちらについては、前回の課題、政策評価の推進というところの課題にありますように、

評価を何とか活用していただきたいと思います。前回はあまり活用できていないという

ことでしたので、この PDCA サイクルを活用して政策の透明性と説明責任を図る。また、

先ほどアンケートの中で、市民の方が市は何をしているのかよくわからないという意見

がありましたので、こちらを活用していただきたいと思っています。 

    それでは、最後に 3 の「市民協働・官民連携の推進」も含めて議論していただきたいと

思います。 

Ｄ委員：市民意識調査の結果は、どのような形で市民に公表されるのでしょうか。 

事務局：この計画の中に概要はありますが、その他にきちんとした報告書を作ります。一部は今

回の広報 7月 1日号の中でも周知をいたしました。 

Ｄ委員：公共施設の老朽化対策に関して、その施設を売却していくのか使用していくのか、使用

していくのでしたら改修するのか建て直しをしていくのか、そういう判断を「見える化」

した方がよいのではないかという意見を以前申し上げたと思うのですが、その時点でど

ういう判断をしたのかというのが、職員数がこれから減っていく中で、将来の職員に対

してもあの時こういう判断をしたとわかるようにすることが継承にもつながっていく気

がします。もちろん市民にもわかりやすく、この庁舎を新しく建て直すにしてもどのよ

うな判断でそれに至ったとか、よくわからないというような市民アンケートもあったの

で、その説明を「見える化」していけば市民にもそうですし、将来、職員に対しても、

判断というか検討しやすくなると思いますので、その辺の判断の「見える化」というか

記録を残してデータ化し、コストとかベネフィットを勘案した結果、このような判断に

至ったというのが、将来的にわかるような形で残していくということがやはり大切なの

ではないか改めて思いました。 

事務局：それにつきましては、3-1 の「市民参加の推進」の 3 番目の行政情報の共有化のところ

に十分ではないかもしれませんが少し触れております。いまおっしゃっていただいたと

おり、他の職員が後で振り返ったときにどうなのかということがよくわからないという

ことがありえますので、きちんと行っていきたいと思います。 

Ｃ委員：29 ページの公益活動団体の活動拠点の整備で、公益活動センター（仮称）を整備する

ということで、いろいろアンケートをとったという話を聞いて、市民の方はそれほど思

ったよりも積極的な要望をされているのは少なかったと思うのですが、個人的には交流

拠点はあった方がよいと思います。予算的なこととして、拠点は作ったけれども運営し

たりする予算がないとハコモノだけできて終わりになってしまうので、出来た後のソフ

ト面、場だけの整備ではなくて、人の育成とかも並行していただけたらよりよい施設に

なると思いますのでご考慮いただければと思います。いま、場所はまだ具体的に決まっ

ていない、これから検討していくということでよろしいですか。 

事務局：はい。 

議 長：同じ 3-2 の市民協働の推進というところで、NPO 法人への寄附金が他の市町村に比べて

北広島市が 1.1％に留まっていることなのですが、これは先ほど言ったような理由、客

観的に書かれているのでよくわからないのですが、公益活動団体の活動の活性化は思わ

しくないように見えます。活性化についての案というのは、他の市町村の例でもよいの
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ですが何かあるのでしょうか。市民協働で先ほどからで出ているアウトソーシングとか

いろいろ問題がありますので、地域の NPO 法人などを育てていかないとならないと思い

ます。 

事務局：NPO 法人数の数で言えば 28 法人ということで、全道でも人口当たりの数では 5 本の指

に入っています。社会貢献、課題解決に向けて、わざわざ法人格をとって立ち上げてい

ることで意識は高いと思うのですが、その半分以上が福祉系で、どうしても横の連携と

いうよりは自己完結してしまう。福祉のサービス事業所、高齢者のサービス事業所、障

がいのサービス事業所ということで、そういう部分で若干活性化に乏しく感じるように

見えると思います。一方、他市町村については福祉系が少ないのですが、国際交流とか

生涯学習とかそういったまちづくり関係の NPO が多いところでは、そういう団体が公益

活動団体の活動拠点の管理をしています。行政主導でなくてもそういったところが中心

になって、いろいろな NPO を集めて横のつながりをとると活性化できると考えます。北

広島市の売りの福祉系は強いけれども、別の視点で見ると市民協働とかまちづくりにな

ると若干弱いところがあると思います。Ｃ委員がおっしゃったように活動拠点を作るに

しても、単純なハコモノになるのを一番恐れているので、人材育成も含めて NPO との連

携等を考えなければならないと思っております。 

Ｂ委員：29ページの個人市民税の寄附金控除の対象となる制度とは何ですか。 

事務局：市の指定 NPO 法人に個人が寄附した場合に市民税が少し安くなる制度です。寄附した額

から 2 千円を引いてそのうちの 6％が減税されます。また、認定 NPO になると、市民の

方が NPO法人に 2万円寄附したとすると、税額控除で 9千円くらい戻ります。根本的な

考えとして、NPO というのは市の補助ではなくて市民が育てるという意識がありますの

で、その流れに乗ってこういった施策をあげています。 

Ｃ委員：先ほどのふるさと納税、この NPOの寄附金も含めて、指定 NPO法人になったときは市の

ホームページから紹介して、市民が市に寄附しようとか NPO に寄附しようとかいった選

択肢を用意することで、寄附が全体的に増えていったら良いと思います。また、前にも

言ったのですがせっかく庁舎ができるので、庁舎の建設にも 1口 1万円の寄附的なもの

とか、ふるさと納税とかを通して市民に参加してもらって、財政的に裕福ではないので

少しでも応援してもらえればと個人的には思います。 

議 長：2-5 のマイナンバー制度の活用で、今後これを活用していくというのは政府の方で考え

ているのですが、個人情報が多く扱われてきますので研修では法令順守を徹底してほし

いということです。 

それでは、ひととおり見ましたけれど、最後に、もう一度この基本目標、3 つあります

が何かご不明な点についての説明とかご意見がありましたらお願いします。 

Ｃ委員：第 5次総合計画において、希望都市、交流都市、成長都市と 3つのキーワードがありま                    

    す。交流都市は市民の交流というイメージでよろしいですか。国際交流だとかでなく市

民が交流できるようなまちを目指すということと理解してよろしいですか。 

事務局：市内だけではなく、いろいろな交流という広い意味です。ただ、委員のおっしゃるよう

に、国際交流については、石狩市、千歳市、恵庭市、江別市と違い姉妹都市が無い状況

です。 
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Ｃ委員：個人的には市民団体とか、先ほどの交流拠点を通じて多世代、学生と高齢者の交流だと

か、異業種の方の交流だとかを活性化してもらえば、ひとつの目標である交流都市に見

合うようになりますし、公益活動拠点とかの充実につながると思います。 

議 長：他にご意見はないでしょうか。それでは意見がありませんので、今回の基本方針を基に

これから作成していただくということにいたします。財政の健全化を図りながらサービ

スの向上も取り組むというところでいろいろ難しい問題があると思いますが、3 つの目

標、希望都市、交流都市、成長都市とありますので、これを目指して進めていっていた

だきたいと思います。 

    活発な議論をいただきましてありがとうございました。それでは協議事項について終了

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したいこと

はありますか。 

事務局：今後の大まかな予定をお知らせいたします。この素案につきましては、今月市の内部で

決定させていただいて、その後市議会の説明ですとか、10 月にはパブリックコメント

を行います。それでいただいた意見を基に、予定では 11 月ごろに再度最終案に近いも

のをお示ししましてご議論いただきたいと思います。最終的には 12 月に大綱・実行計

画を決定させていただいて、平成 27 年度予算の方に反映させたうえで実施していきた

いと考えております。次の会議の日程については、改めて調整をさせていただきます。 

 

６．閉会 

 

議 長：委員の皆さまから何かほかにご意見はございますか。それでは、以上で本日の会議を終

了したいと思います。皆様お疲れ様でした。 

 


