
－ 1 - 

 

平成 26年度第 3回北広島市行財政改革推進委員会 会議概要 

日  時 平成 27年 3月 9日（月）午後 6時 00分から午後 7時 50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 協議事項 

 （1）北広島市行財政改革大綱・実行計画（案）について（資料） 

 4 その他 

 5 閉会 

配付資料 ・北広島市行財政改革大綱・実行計画（案） 
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１．開会 

 

事務局：ただいまから平成 26年度第 3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：皆様お疲れ様です。本日は、ご多忙にもかかわらず出席いただきましてありがとうござ

います。平成 26 年度の北広島市行財政改革推進委員会は 5 月に始まり、8 月に行財政

改革大綱・実行計画（素案）を議論していただきました。当初の予定では、昨年末ぐ

らいに委員会を開催する予定でしたが、本日の開催となりました。半年ぐらい期間が

空きましたが、改めて大綱・実行計画を検討していただいたと思いますので、これか

ら議論していただきたいと思います。 

それでは、次第に沿って会議を進めていきたいと思います。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、会議録署名委員を内田副委員長にお願いし

たいと思います。内田副委員長、よろしくお願いします。 

 

《内田副委員長承諾》 

３．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（案）について、事務局

から説明を求めます。 

 

《資料に基づいて事務局から説明》 

 

議 長：ご説明ありがとうございました。 

それでは、行財政改革大綱・実行計画（案）について、確認したい事項ですとかご意

見を伺いたいと思いますが、15 項目の改革項目がありますので、順に進めていきたい

と思います。 

まず、基本目標 1 の「持続可能な財政運営の推進」ですが、1-1「健全な中長期財政運

営の確立」から議論を進めていきたいと思います。こちらにつきましては、素案とほ

■会議録 
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とんど変わっていないところですが、いかがでしょうか。 

基本目標 1 については、将来の負担に備えた財政基盤の強化や自主財源の確保という

観点で改革項目が設定されているところです。財政運営につきましては、国の政策に

大きく影響を受けるところがあり、効率的な財政運営を進めるというところが基本に

なりますので、計画のように平成 27年度から始めていくということです。 

Ｃ委員：国民健康保険の財政運営が北海道に移管されるということですが、北広島市としてはい

い方向に向かい、負担が少なくなると思ってよいのでしょうか。それとも、負担は変

わらないのでしょうか。平成 30 年度以降の話なので、まだ見えないところもあるので

しょうけれども。 

事務局：平成 30 年度以降も、国民健康保険の保険料又は保険税を賦課するのは今まで通り市町

村となります。北海道からは、市町村の所得状況や医療費の状況に応じて北広島市は

何％、こちらの市は何％というように標準保険料率が示されます。これに基づいて、

市町村が道に決められた額を支払うという制度になります。例えば、市の政策として

道から示された保険料率よりも低くするとした場合は、道が想定している金額まで達

しないことになり、その分は一般会計が補てんすることになってきます。国が道にど

のくらい財政支援するかというところも大きく変わってきますので、市の負担が大き

くなるか小さくなるかについては、はっきりわからない部分がありますけれども、こ

ういう理由だからこれだけの保険料をいただきます、ということをきちんと市民にご

説明をしていく必要があると考えています。 

Ｃ委員：市の負担は未知数ということですが、市民の負担も上がるか下がるかまだわからないと

いうことなので、平成 30年度以降注視していかなければならないですね。 

事務局：北広島市は、道内では保険料が低い方ですので、もしも、保険料が平準化されると上が

る可能性はあります。全体的にどのような負担割合になるかが決まっていないので今

のところはわからないですけれども、下がるというよりは上がるという可能性の方が

リスクとしてあると思っていただいたほうがいいのかなと考えています。 

議 長：ほかにご意見はいかがでしょうか。前に質問したかもしれませんが、財政調整基金の残

高が他市と比べて低い状況にありますが、どのようにお考えでしょうか。 

事務局：借金は少なく貯金は多いのが一番いいのですが、北広島市は、借金が少なく貯金も少な

いというのが財政上の特徴です。毎年、繰越金として次年度に繰り越す額が 3 億円か

ら 4 億円ぐらいあります。その中で、一定のルールなり目標を定めようとしています。

今までは、3 億、4 億を次年度に繰り越して、補正予算の財源として使っていたという

のが現状ですから、ある程度ルールを決めて基金に積み立てていくべきと考えていま

す。目標を標準財政規模に対する割合にするか金額にするかはこれから決めていきま

すが、いずれにしても、ある程度まで基金残高を増やしていくという考え方でいます。 

議 長：ほかにご意見はありますでしょうか。それでは、次に、1-2「補助金等の適正化」につ

いて進めていきたいと思います。ご意見はありますでしょうか。先ほど説明があった

ように、補助金の目的や達成度を精査していくということですから、有効活用できる

ような制度になれば、というところでしょうか。 

Ａ委員：補助金は、国や道から、ものによっては防衛省からも出るのですよね。 
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事務局：今お話しいただいたのは市が受ける補助金ですが、ここでは、市が各種事業に対して交

付する補助金を対象としています。 

Ａ委員：わかりました。 

議 長：こちらも素案とほとんど変わらないところですので、このまま進めていただきたいと思

います。 

議 長：次に、1-3 「債権管理の適正化」について、先ほどの説明では、税務課において担当者

を配置して実施するということでした。こちらについても、素案とほとんど変わって

いませんが、ご意見いかがでしょうか。 

 

《特に意見なし》 

 

議 長：ご意見が無いようですので、次に移りたいと思います。1-4 「使用料等の適正化」につ

いては、いかがでしょうか。こちらも、先ほど説明がありましたように、3 年ごとに見

直すということで、平成 22 年度、平成 25 年度と見直したが改定には至っていない。

平成 28 年度見通しでは、消費税の関係で上がることが見込まれるということですが、

ご意見ありますでしょうか。 

 

《特に意見なし》 

 

議 長：無いようですので、次に、1-5 「独自財源の確保」については、いかがでしょうか。総

合計画では、定住人口の増加を目指したまちづくりを進めているということですので、

市の魅力を発信することが重要であり、ふるさと納税の活用も有効だと思います。た

だ、3 月初めごろのニュースで、過度な競争が起きているということで自粛を求めると

いう話が出ていたのですが、こちらについては今後どのようにお考えでしょうか。 

事務局：ふるさと納税にあたって特産品を贈ることは、今のところ行っておりません。いただい

た寄附金は、全額寄付者のご意向に沿った事業に使うということを重視しております。

今後、法律が変わりふるさと納税の上限額が上がります。また、この会議でも、例え

ば、新庁舎の建設に当たって寄付を募るなど、市のストーリーに共感してもらえるよ

うな寄附金のあり方についてご意見をいただいておりますので、そちらの方向で検討

を進めていきたいと考えております。 

事務局：参考までに、ふるさと納税が集まったところとして九州の平戸市があります。市民税が

9 億 6 千万円に対し、寄附金が 13 億円集まるという状況になっています。市のスタン

スは、ただいま主査が申し上げた通りです。 

Ｃ委員：ふるさと納税と定住を促進させるような取り組みとして、物を差し上げなくても、こち

らに来ていただいて施設を利用できるだとか、ソフトの面で相乗効果があるようなも

のを研究してもよいかと思います。 

議 長：今後検討していただくということで、ほかにご意見が無ければ、次に行きたいと思いま

す。1-6 「公共施設等の老朽化対策」については、いかがでしょうか。素案と比べま

すと、実施項目 3 のところが変わっているようですが、新たに追加したものでしょう
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か。 

事務局：実施項目 3の公共事業コスト構造改善プログラムにつきましては、今までも実施してお

りましたが、計画の名称が変わっております。従来は、施設を建設するときに材料費

を減らすなど、直接的な経費を減らすことをメインに考えていましたが、新しい計画

では、工事の段階に限らず、例えば、構想段階において検討時間を短くすることや環

境に配慮した施設についても評価に加えるなど、単純に金額をいくら削減するという

ことだけでなく、様々な視点で評価していく方法に変えています。また、プログラム

の期間が 5 年間となっておりますので、平成 32 年度は実施を表す矢印ではなく点線で

記載しておりますが、取り組みをしないということではなく、平成 31 年度に見直しを

してバージョンアップを図っていく予定です。 

議 長：これは、もう実際に実施していくということですか。 

事務局：今年 1 月に計画を決めましたので、これに基づいて平成 27 年度から実施してまいりま

す。 

議 長：財政状況が厳しい中、公共施設というのは運営経費が大きな負担になりますので、長期

的な視点で考えていかなければいけないというところです。 

議 長：それでは、2 つ目の目標の「機能的な行政運営の推進」に入りまして、2-1 は「行政組

織の見直し」です。こちらにつきましては、素案の時には調整中となっていたところ

ですから、もう少し詳しく説明していただければと思います。 

事務局：まずは、現状と課題のところですが、行政組織の見直しにつきましては、前回の行財政

構造改革大綱でも位置づけていた項目です。職員数の削減、部や課のわかりやすいあ

り方への見直し、また、これらを行うために、指定管理や委託、事業の見直しに取り

組んだところです。前回もご説明した通り、職員数については平成 27 年 4 月 1 日時点

の目標人数が 443 人でしたが、平成 24 年度に 469 人に達してからは下がっていないと

いう状況にあります。職員の時間外勤務の増ですとか、地方分権の推進によって業務

が増えているということがあります。また、退職不補充とすると職員構造がいびつに

なってしまう、実際、市では 30 代の職員が少ない状況にあるという課題もあります。

今までの定員管理は、正職員のみの管理方針を立ててやってきましたけれども、臨時

職員、非常勤職員の依存率がだんだん高くなっていることや、退職した職員を再任用

として 3 年程度雇用していますが、そういう職員も 30 人ぐらいおります。いろんな任

用形態がありますので、全体を含めた定員管理をどうするかについて基本方針を策定

し、組織がどうあるべきかを検討していきたいと考えております。新庁舎建設や債

権・公共施設の一元管理、職員の大量退職、主査職の成り手不足、広葉交流センター

や中央公民館の指定管理など、行財政改革の項目に絡んでくる部分も多くありますの

で、そのあたりも総合的に勘案しながら、基本方針を定めていきたいと考えておりま

す。 

議 長：ご意見はいかがでしょうか。実施項目 4 の債権一元管理体制の構築や、5 の公共施設等

一元管理体制の構築は、基本目標 1 で挙げたものと同じということでよろしいでしょ

うか。 

事務局：はい。組織に関連する項目ですので、再掲として載せております。 
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議 長：ご意見がありませんので、次に移りたいと思います。2-2「職員育成の充実」について

はいかがでしょうか。こちらについては、素案と比べますと、実施項目 4 の人事交流

の実施が増えていますが、先ほどおっしゃっていた北海道との交流ということでしょ

うか。 

事務局：そのほかに、国土交通省との職員の相互交流を行います。平成 27 年度から 2 年間、市

の若手職員を国土交通省に派遣いたしまして、向こうからは主査職の職員に来ていた

だきます。 

議 長：こちらは、地方分権に対応できる人材の育成といった観点から実施するものということ

ですね。ほかにご意見はございますか。 

Ａ委員：職員を急激に減らすことはできないですよね。今年は何人採用するのですか。 

事務局：職員数が変わらないように採用しております。 

Ａ委員：定年制が 60 歳から 65 歳くらいになっていますが、市では 60 歳で定年を迎えていると

思います。再任用として何年か嘱託で採用できるという形をとっていると思うのです

が、これだけ高齢化が進んで、国の方で 65 歳を 70 歳に引き上げようとしているとい

う話も出ていますし、厚生年金の支給年齢も 66 歳や 67 歳に延びるということになっ

てきているので、市としても定年を延長するという考え方は無いのでしょうか。 

事務局：平成 26年度で、定年後に再任用した職員が 31名おります。地方公務員の定年について

は、平成 27 年度中に国からある程度方針が示されることになっておりますので、注視

していきたいと思います。また、今は、年金が満額支給されるまで再任用するという

ことにはなっていません。 

Ａ委員：若い職員を育てることも必要ですが、ベテランの技術者が退職するというのは大変なこ

とで、民間でも問題になっていますが、自治体でも同じだと思います。市でも技術者

は 60 歳で定年になっても何年間かは嘱託で採用し、技術を若い人に教えてもらうこと

が絶対に必要かと思います。 

Ｃ委員：大量退職でベテランの方がいなくなるということですが、毎年、掛金を積み立てている

ので、財政的には退職金が多く出ることを心配しなくてもよいのでしょうか。それと

も、退職に伴って支出も多くなるのでしょうか。 

事務局：退職金については、先ほど財政推計のところで少し申しあげましたが、いろいろな市町

村が集まって退職手当組合を作っておりまして、ある程度積み立てておくことで一気

に負担が大きくなることの無いようにしておりますので、あまり心配はしておりませ

ん。逆に、今は若い職員が増えています。高齢層の職員は給料がほとんど上がらない

状態になっていますが、若い方はきちんと上げていかなければならないので、全体と

しては人件費が少しずつ上がっていくと思っています。 

Ａ委員：全国的に見れば、北海道の技術者の給料は安いのでいろいろ見直しがかかっているとこ

ろですが、その辺は難しいですよね。 

議 長：ほかにご意見はいかがでしょうか。それでは、2-3 の「人事評価制度の導入」について

は、いかがでしょうか。 

Ａ委員：評価はきちんとやっていかなければならないので、これでよろしいのではないでしょう

か。 



－ 7 - 

議 長：そうですね。評価は平成 28 年 4 月から実施するという説明がありましたが、内容は変

わっていませんので、このまま進めていただきたいと思います。 

議 長：次に、2-4「政策評価の推進」については、いかがでしょうか。素案と見比べますと、

現状と課題の部分で、市民意識調査の実施が 5 年に 1 回となっています。素案ではほ

ぼ 10年に 1回程度となっていたと思いますが、変更した理由はありますでしょうか。 

事務局：平成 26年に総合計画の中間見直しに向け調査を実施しました。その前は、平成 20年に

実施していましたので、10年に 1回程度を 5年に 1回程度に修正しました。 

議 長：前回の会議で、男女共同参画社会の推進という視点を盛り込んではというご意見があり

ましたけれども、ここには出ていないだけで、進めているということでよろしいでし

ょうか。 

事務局：2-2 の「職員育成の充実」に、実施項目として人材育成基本方針の見直しがあります。

平成 12 年に策定した時は、男女共同参画の視点が全く入っていませんでしたが、今回

は入ります。また、国会では、2 月に女性の活躍推進法案が提出され、審議されている

ところです。企業や市町村に女性の登用目標を作ることが義務付けられるという法律

になっていますので、当然、人材の育成や活用という点に反映されてくると考えてお

ります。 

Ｃ委員：市民満足度などの調査というのは、北広島市独自の項目なのでしょうか。それとも、行

政団体である程度共通のアンケート方法があるのでしょうか。というのも、過去との

比較も大切だと思いますけれども、市民がどんなことに関心や問題意識があるかなど

について、近隣や類似の市町村と比べられると、より活用できると思います。 

事務局：今時点では、市独自の調査となっておりまして、平成 20 年の調査と比較するようにし

ていますけれども、おっしゃっていただいたように、他の市町村と比べてどうかとい

うことも大変重要になってくるかと思います。直接関係するかどうかわかりませんが、

市民幸福度という指標がありまして、東京の区で取り組んでいるところがあり、そこ

が設立した会に市も参加していますので、他の市町村と同じような考え方で比較する

という視点も、少しは入ってくると考えております。 

Ｃ委員：民間の会社であれば外部評価という形で外部団体にお願いして、ある程度共通の評価基

準で比べてみて、おたくの会社はこういうところに問題があるなどと指摘してもらう

ということもありますが、場合によっては専門業者さんなどの視点を入れて、他の市

町村の状況なども参考にできればよいと思いました。 

事務局：政策評価が出始めたときに、全国の市町村で共通の指標があったら比較できて良いとい

う動きがあって、北広島市もある団体に加盟して、毎年指標などを送っていたのです

が、結局うまくいかなかったようで、団体が解散したということがありました。ただ、

その視点は大事だと思います。 

Ｃ委員：札幌近郊の市町村だけでも、共通項目と独自項目とを分けたうえで実施してもいいのか

なと思います。 

事務局：北広島市は福祉が進んでいると言われますが、客観的なデータが無いのです。比較もで

きないということで、総合計画の見直しと合わせて、客観的なデータで比較できるか、

ということを考えてみます。 
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Ｄ委員：調査には自由記述もあるのでしょうか。 

事務局：自由に書いていただく欄もありますが、基本的には、ある取り組みについて重要だと思

うか、十分だと思うかを、選択肢の中から選んでもらう方式になっています。 

事務局：ただ、満足度調査も実際難しい部分があって、満足度が低く予算も少ない項目について、

データをどう読み取るかというときに、低いからやめようという意見と、低いから頑

張ろうという意見がありますので運用が難しいのですが、そのあたりも含めて考えて

いきます。 

Ｂ委員：前回の調査と比べて、市民協働とか市民の参加度について、ここが良くなったという項

目はあるでしょうか。 

事務局：今回の調査は、まだ結果が出ておりません。今月中に結果が出るように委託業者の方で

取り組んでいます。この大綱・実行計画の後ろに掲載している市民意識調査は行財政

改革の検討のため独自で行った調査です。前回の調査とは項目が異なっていますので

単純な比較はできないですけれども、今回の調査では、市民協働に関心を持っていた

だいている方、市民活動に参加したい、参加できないけれども応援したいという方が

あわせて約 75％でしたので、かなり多いと考えています。 

議 長：ほかにご意見はいかがでしょうか。それでは、2-5 の「ICT 化の推進」については、い

かがでしょうか。素案では、現状と課題の中に、電子申請サービスの利用度が低いと

いうことが書かれていましたが、今回記述が無くなっていますが、別の項目に移った

ということでしょうか。 

事務局：これまで、北海道と市町村で立ち上げた第三セクターが開発した電子申請システムを利

用していました。住民票や印鑑証明について、請求は電子申請ができるようになって

いますが、受け取るときには窓口に取りに行く必要があるので、ほとんど利用されて

おらず、年に 1～2 件あればいい方という状況でした。システムの利用料についても、

年間 2 百万円以上かかっていましたので、今月をもって利用を取りやめることにしま

した。実施項目 1 のマイナンバー制度の活用で、市の独自業務について利便性の向上

を図ることや、マイナンバーを使って何かできないか検討を進めていくとしています

が、市民の方々が求めていることなのか、また、求めていることでもどこまで便利に

なるのか、これまでの例のように、申請はできるけれども受け取りに行かなければい

けない、というのであれば意味がありませんので、きちんとニーズと費用とどんなメ

リットがあるかを検討しながら進めていきたいと考えております。 

議 長：マルチペイメントネットワークについて、払う手段の多様化を図るということで、以前

の会議で質問が出ていて、費用対効果を考えながら検討するということでしたけれど

も、2年間検討して実施するということでしょうか。 

事務局：債権管理の適正化の項目として、税務課に職員を 1人配置し関係課で会議を持ちながら

クレジットカードの利用などの検討を進めていきます。また、この中には、市が受け

入れたお金をどう処理していくかも含まれております。今は、銀行から市の会計課に

納付書が送られてくるので OCR で読み込んで収納システムにデータを取り込む、とい

うことをやっていますが、いろいろな納め方があっても業者が収納システムに取り込

むデータを一括して作成し、市はデータをもらうということにすれば、紙で管理して
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いたものが無くなり事務の効率化につながりますので、あわせて検討していきたいと

思います。 

Ｃ委員：マイナンバーは、平成 28年ぐらいから実施されるのでしょうか。 

事務局：平成 27 年 10 月に番号通知が始まって、カードの交付は平成 28 年 1 月から、番号を使

って情報をやり取りするのは平成 29年からになります。 

Ｃ委員：行政の効率化も大切だと思うのですけれども、市民にとってどんなメリットがあるのか

について、もっと行政側から周知する必要があると思います。市民にとって、番号を

もらうと何が変わるのかということを、国がやるべき政策なのかもしれませんし、PR

なのか説明会なのかはわかりませんが、進めていただければと思います。 

事務局：メリットとしては、児童手当、健康保険、年金などの申請の際に所得証明書などの添付

書類が必要なくなることが考えられますが、年に何回あることなのかという部分はあ

ります。国や市町村のシステム側にとっては、かなりメリットがあると思います。例

えば、所得情報は 1 月 1 日に住んでいる市町村が保有しています。転入があった場合、

保険料などを算定する際に所得情報が必要になりますが、本人から証明書をいただか

なくてもシステムで照会できるので、保険証の発行が早くできることになると思いま

す。ただ、市民の生活がどう変わるのかということについては、それほど大きく変わ

るわけではなく、逆に、裏でどのように情報がやり取りされているかわからない、と

いう不安の声もありますので、委員からおっしゃっていただいた点については、国も

そうですけれども市でもきちんとご説明をして、多額のお金をかけてやる事業ですの

で無駄になることが無いように、気を付けなければいけないと思います。 

議 長：ほかにご意見はいかがでしょうか。それでは、次に行きまして、2-6 の「下水道事業の

公営企業会計化」については、いかがでしょうか。 

Ａ委員：新聞に出ていましたけれど、第三セクターに移行するという話が出ていますよね。全部

ではないだろうけれども、事業の一部を新年度からやると見たような感じがするので

すが。 

事務局：下水道事業については、今のところは、第三セクターではなく市の直営ですることを考

えています。ただ、今は単式簿記の会計制度になっていますので、上水道と同じよう

に複式簿記に切り替え、かかっている費用を明確にすることや他の市町村との比較を

通じて、適正な料金、適正な運営になっているかを見ていただけることが大きなメリ

ットと思っております。 

議 長：質問ですが、先ほど 4月にプロポーザル方式による委託を行うと説明がありましたが、

どういう内容でしょうか。 

事務局：市の職員が単独で公営企業会計化を行うのは難しい部分があります。今持っている資産

についても、市がすべて作ったわけではなく民間業者が開発したものを引き継いでい

るものがありますので、ノウハウを持った業者さんにサポートしていただくため、資

産の調査や評価、勘定科目や条例の作成支援、職員研修などを委託で実施します。業

者の選定にあたっては、4 月にプロポーザル方式で公募し、いろいろご提案をいただい

たうえで 6 月から 7 月に決定したいと考えております。委託は 3 年間かけて実施する

ものとして新年度の予算に計上しており、現在、議会でご審議いただいているところ
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です。 

議 長：こちらについて、ほかにご意見はいかがでしょうか。では、次に、基本目標 3の「市民

協働・官民連携の推進」のうち、3-1「市民参加の推進」に入ります。ご意見はいかが

でしょうか。先ほどの説明では、実施項目 1 の新たな市民参加手法の実施のところで、

1,000 人を抽出して 4 月中旬に市民会議を開催するということでしたが、先ほどあった

市民満足度調査との位置づけはどうなのでしょうか。 

事務局：平成 27 年度に総合計画の中間見直しを行うため、これまでの 5 年間でどこまで目標が

達成されているか、新たな課題はどのようなものがあるか、市民の皆様はどのように

感じているか、ということを市民満足度調査で伺っていますが、市民の皆様が直接意

見を出し合って議論していただく機会を設けたいということで、市民 1,000 人を無作

為に選び市民会議のご案内をお送りします。石狩や千歳でも無作為抽出による市民会

議を実施しておりまして、参加していただける方はだいたい 3％程度ということです。

市民満足度調査で市民会議について伺ったところ、2 割ぐらいの方が、条件が合えば参

加したいとおっしゃっていただいておりますが、実際の日程が決まると都合が合わな

い方がいて 3％程度の参加率になるということですので、希望者が多ければ地区や年齢

構成が偏らないように選定させていただき、30 人程度で議論していただくことを考え

ています。 

事務局：今まではやりたい人ということで、手挙げ方式、公募をしていましたが、どうしても声

の大きい人の意見が通るということもあるので、無作為に声をかけて、その中から 30

人に絞るというやり方です。 

Ａ委員：アンケートだと、回答していただかないと意味が無いですしね。 

事務局：平成 25 年に行財政改革のアンケートをしましたが、アンケートが来て初めて市はこん

なことをやっていることが分かった、というご感想を書いていただいた方もいらっし

ゃいました。自ら手をあげるのはなかなかハードルが高いと思いますが、こういう手

法をとることで少しでも参加しやすくなっていただければいいなと感じています。 

議 長：ほかにご意見はいかがでしょうか。それでは、次に、3-2 の「市民協働の推進」につい

ては、Ｃ委員が寄付金控除の制度について講師を行ったとのことですが、いかがでし

ょうか。 

Ｃ委員：実際に申請されるかどうかはわかりませんが、関心のある方は多くいらっしゃったのか

なと思います。北広島市の条例指定を受けるだけでなく、所得税の控除も受けられる

認定 NPO になることで寄付税制の効果が出ると思うので、その辺も含めた支援が必要

だと思いました。また、NPO の方々に対する説明も必要なのですが、それ以上に、こう

いう NPO が市内にあって市民のためにこんな活動をしているので応援しましょう、と

いうことを一般の市民に対し広報することが必要かと思いますので、あわせて頑張っ

てもらえればと思います。 

議 長：北広島市では NPO法人の収入に占める寄附金の割合が 0.98％ですが全国平均は 5.3％で

すので、Ｃ委員がおっしゃったように、やはり広報が必要ではないかと思います。ほ

かにご意見はいかがでしょうか。 

Ｄ委員：北広島市には道都大学がありますよね。市民協働といって働きかけてもなかなか人が集



－ 11 - 

まらなかったりするかと思いますけれども、例えば、北海道情報大学では、大麻の商

店街を学生が活性化させようとする動きがあります。市でも、道都大学の学生さんた

ちと連携して、将来的なことを考えることもできるのではないかと思います。学生の

パワーを使えば学生も愛着がわきますので、将来的に住んでいただける可能性もでて

くるかもしれないので、そういうふうに若い力を使うというか、ターゲットを絞ると

いうのも必要なのかなと感じました。 

Ｂ委員：今年、道都大学と一緒に何かやっていましたよね。 

事務局：道都大学とは平成 25 年 4 月に包括連携協定を結んでいます。例えば、ふるさと祭りに

おいて、学生にボランティアとして参加していただき総合司会をやっていただくです

とか、その他にも、地域でもいろいろな活動をしていただいておりますので、今後も

おっしゃっていただいた観点で広げていきたいと考えております。 

議 長：広葉交流センターで開催された北広島団地活性化セミナーで、金沢市と大学との連携の

取り組みについて発表されていましたが、そこで、道都大学の社会福祉学部の取り組

みを紹介しました。また、市のほうで学生のアイデアに対し 10 万円の補助を出す制度

ができましたので、これを活用して、年明けから留学生を中心に市内の食べ歩きマッ

プを作っています。ほかに、男女共同参画社会のセミナー等に学生が参加しています。

広葉交流センターには大学のブースがあるのですが、まだ体制が整っていないので、

新年度から活用できるよう検討しているところです。 

議 長：ほかにご意見はいかがでしょうか。それでは、次に、3-3 の「アウトソーシングの推進」

については、いかがでしょうか。こちらについては、これまでの改革項目といろいろ

関わってくるということです。 

Ｃ委員：指定管理者制度などで公募する際に、手を挙げてくれる団体や業者は比較的多いと思っ

てよいのでしょうか。それとも業者を探すのが大変になりつつあるのでしょうか。イ

メージとして外部に出したいと思っても、受ける団体が地元に無いだとか、地元のこ

とをあまり理解していない業者が来てしまう、ということもあるようにも思うのです

が、受け入れ側の問題は今のところなさそうでしょうか。 

事務局：いろいろな施設で指定管理を行っていますけれども、新たな業者が参入してくるという

状況にはありません。今回考えている中央公民館であれば、すぐ隣に指定管理を行っ

ている東記念館がありますので、一体的な運営を図ることで手を挙げやすくなるとは

考えております。ただ、業者さんの努力でコストを削った場合に、次の契約の際には

その額をベースにするということになれば、せっかく頑張っていただいているのに工

夫をしていく余地がどんどん少なくなっていく、ということも考えられます。指定管

理は、市の財政のためだけにやるのではなく、市民の方が施設をより有効活用してい

ただくためにやっていますので、今おっしゃっていただいたお話をふまえながら検討

を進めていく必要があると考えています。 

議 長：ほかにご意見はいかがでしょうか。今回は、実行計画のうち、主に改革項目、実施項目

の内容、実施時期について見ていただいたのですが、全体を通じて何かご意見はあり

ますでしょうか。 
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《特に意見なし》 

 

議 長：それでは次に、中期財政の見通しについて、ご意見をいただければと思います。無いよ

うですので、私の方から質問いたします。歳入については、市税と交付税が全体の半

分以上を占めるところですが、今後、大幅な増加は見込めないと思います。歳出を見

ますと、扶助費が増えており、新庁舎の建設や公共施設の改修にも費用が見込まれる

ということで、このままいくと歳出超過になると思います。日本においては、本格的

な人口減少がおきて少子高齢化がますます進行する中で、一般論としては歳入規模に

合った歳出構造にする必要があると思いますが、見通しとしてはどのようにお考えで

しょうか。 

事務局：専門的な話になってしまいますが、歳入の部分でいうと、人口が減っていきますので税

収も落ちていきます。ただ、北広島市の場合、大きな企業が１つくると税収が大きく

上がります。三井アウトレットパークができたおかげで、億単位で税収が変わりまし

た。また、地元雇用の確保のため輪厚工業団地を造り、おかげさまで企業も進出して

きますから、2 年後ぐらいには税収が上がってくるだろうと思いますが、税収が増える

と比例して地方交付税が減ります。こういうことから考えますと、独自財源の確保と

はいいながらも、歳入が大きく増えるかというと厳しい状況にあります。 

そうなってくると歳出を抑制しようということになるのですが、来年から平成 30 年度

までは新庁舎建設や学校の耐震化、改修事業があります。平成 27 年度で学校の耐震化

が 100％になりますが、建築から 30 年、40 年経過しており耐震化とは別にリニューア

ル事業も必要になるので、建設事業費が膨らんでいく時期になります。ただ、毎年右

肩上がりで行くと歳出超過になりますが、平成 8 年から平成 12 年にかけて北広島駅東

口の大規模なまちづくり事業をやりました。その時に抱えた借金の返済が進んできて

います。借金の総額はだいたい同じ水準で行こうという考え方があるものですから、

単年度でみると借金も増え、場合によっては基金も取り崩すというやりくりをしてい

きますが、トータル的に長い目で見ると、平成 8 年から平成 12 年に、百何十億という

大きなまちづくりをやってきた分の借金がやっと返し終わる時期になり、今後新たな

借金をするので借金の繰り返しにはなりますけれども、極端に上がるわけではないで

す。 

一番の問題は、消費税が 5％から 8％になりました。平成 29 年度には 10％になります。

国は、増税分は社会保障制度に使うと言っているので地方交付税として市町村に来る

はずですが、政治的な部分というか国の予算の影響があって、なかなか 100％来ていな

いという状況があって、地方自治体がどんどん厳しい状態になっているというのも事

実ですから、国に対してちゃんと財源を確保してください、ということをやっていか

ないと地方がつぶれるということもあります。 

もう一つ大きなものとしては、地方法人課税の配分です。大きな企業は東京に集中し

ていて、本店のあるところで税収が上がっているという不平等な部分を、いったん国

税にして企業の無いところにも再配分しようという税制改正がありましたが、実際に

どうなるかが見えない状況です。 
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いろいろ申し上げましたが、非常に厳しいことは間違いないのですが、平成 8 年から

平成 12 年の百何十億という借金を返し終わるときに、新庁舎建設や学校の改修が始ま

るということで、決して楽ではありませんが、そういった部分を見ながらやっていか

なければならないというのは間違いないところです。そのためには、少しずつ貯金を

していかなければならないというのが、現実的な対応です。 

Ｃ委員：庁舎を建て替える時の借り入れは、どういう形になるのですか。 

事務局：基金が 12億円あります。庁舎の事業費は、1年前は 50億と言っていましたが、建設コ

ストが 2割ぐらい上がったため、59億円になります。基金を引いた残り 47億円を一般

財源で出すことはできませんので、借り入れをすることになります。3 年後から返済を

始めますので、あとからボディーブローのように効いてきますけれども、先ほど申し

上げたように、市の借金のうち大きな部分が返し終わるので、そこと同じレベルにし

ます。 

Ｃ委員：借金は国からするものなのか、それとも独自に金融機関から借りるのでしょうか。 

事務局：いろいろな種類があります。 

Ｃ委員：ふるさと納税ではないですけれども、市民から小口で借りることは、面倒なものなので

しょうか。銀行に預けても 0.0 何％の利子であれば、1％でもいいから市のためになる

のであれば貸してもいいですよという方がいて 1 億や 5 億ぐらい集まるのではないで

しょうか。さらに、大変失礼かもしれませんけども亡くなった時には、多少寄贈いた

だけるということもあるのではないでしょうか。 

事務局：エルフィン債というものを、市民との協働という位置づけで 2年前までやっていました。

今は、低金利なものですから、金利と手間と手数料を考えると、決して得では無くな

りました。札幌市では今もやっていますが、財政を預かる立場からいえば、市中銀行

から借りたほうが安く借りられます。アイデアはありますが、手間ひまと損か得かで

いうと、今はあまりメリットが無い状況です。 

また、くどいようですが、今後大変な時代になります。特に扶助費については、少子

高齢化でお年寄りがどんどん増えますから、医療や介護保険の負担が増えます。そこ

は、北広島市だけの問題ではないですので、国策としてきちっとやっていただかない

と、地方自治体は維持できなくなります。 

議 長：ほかにご意見はいかがでしょうか。 

Ａ委員：なかなか難しいですね。 

事務局：北広島市の財政は、貯金は少ないですけど借金も少ないので、健全度でいえば上位にあ

ります。 

Ａ委員：そうですね。 

事務局：ただし、上位だからといって身の丈に合わない歳出をいつまでも続けていると、急激に

悪化しますので、そういうことを意識しながら財政運営をしていかなければいけない

というのが見通しです。 

議 長：ほかにご意見はありませんでしょうか。これまで、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(1)北広島市行財政改革大綱・実行計画（案）

については、原案のとおり承認するということでよろしいでしょうか。 



－ 14 - 

 

《委員全員了承》 

 

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（案）については、原案の

とおり承認いたします。 

４．その他 

 

議 長：その他、事務局から、今後の予定や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：それでは、今後の予定をお伝えします。47 ページに今後の予定を載せていますけれど

も、本日、大綱・実行計画（案）をご承認いただきましたので、3 月 12 日（木）に市

議会総務常任委員会において大綱・実行計画（案）をご報告いたします。ここでもご

意見をいただきまして、必要に応じて修正を行い、3 月中に大綱・実行計画を決定し、

4 月から改革を進めてまいりたいと考えております。決定後の大綱・実行計画について

は、委員の皆様に個別にお送りさせていただきます。 

それから、先ほども申しあげましたけれども、組織の改編がございます。また、3 月下

旬には人事異動もございますので、これらについても合わせてご連絡いたします。行

政推進課で担当しておりました行財政改革については、4 月から企画課という新しい課

が担当になります。担当職員についても、私が動くのか残るのかわかりませんけれど

も、ご連絡させていただきます。 

最後に、次回の開催についてですけれども、4 月以降、計画に基づき改革を進めていき

ますが、夏ぐらいまでに新しい体制でどのくらい進んだかをお示しできればと思って

おりますので、7 月から 9 月にかけて、新体制のご報告と、実施予定がどのくらい進ん

でいるか、また、実施したものについてはどうなっているかということをご報告させ

ていただければと思います。 

議 長：今説明がありましたように、7 月から 9 月ぐらいに、計画の進捗を見直していくという

ことです。 

５．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。 

 


