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平成 30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 31年 3月 22日（金）午後 6時 00分から午後 8時 00分まで 

場  所 北広島市役所 3階会議室 3Ｃ 

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 
企画財政部 川村部長 

企画課 橋本課長、熊谷主査、村上主事 

傍 聴 者 0名 

会議次第 

 1 開会 

2 開会挨拶 

 3 会議録署名委員の選出 

 4 審議事項 

（1） 平成 30年北海道胆振東部地震北広島市災害状況について 

（2） ボールパーク構想の進捗状況について 

（3） 平成 30～31 年度 行財政改革実施項目に係る取組状況につい

て 

（4） 意識調査の結果について  

5 その他 

 6 閉会 

配付資料 報告事項に係る資料 1～5 
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1 開会 

事務局：出席委員が過半数を超えており、会議が成立していることを報告し、議長の青山委員長に

引き継ぐ 

 

2 開会挨拶 

《青山委員長から挨拶》 

 

3 会議録署名委員の選出 

議 長：瀧谷委員を指名 

《瀧谷委員承諾》 

 

4 審議事項 

 （1）平成 30年北海道胆振東部地震北広島市災害状況について 

《資料 1に基づいて事務局から説明》 

 

【平成 30年北海道胆振東部地震北広島市災害状況について】 

 質疑応答なし 

 

 

（2）ボールパーク構想の進捗状況について 

《資料 2に基づいて事務局から説明》 

 

【ボールパーク構想の進捗状況について】 

委員Ａ：建物自体は株式会社北海道ボールパークの所有となるか。 

事務局：平成 31 年の秋頃に新会社を立ち上げ予定であり、新会社が所有するものと想定している。 

委員Ａ：新会社に北広島市が出資することも考えているか。 

事務局：現在のところ市の出資は考えておらず、土地を提供するのみである。 

委員Ａ：施設のメンテナンスや維持管理に対する費用負担はないか。 

事務局：基本的に費用負担はないと想定している。また、行財政改革の観点から何十年も利用され

ていなかった総合運動公園予定地に市が入場料を徴収する野球場を建設するより、民間

が建設、管理を行い、市は一定の利用料を徴収するかたちとなっている。 

委員Ｂ:市は 20年ほど前から総合運動公園の絵を描いており、今回、日本ハムファイターズの移転

構想のタイミングと重なりこのような形となった。 

事務局：少ない利用料で維持管理を行っていくことはかなり厳しい点があるが、今回の日本ハムフ

ァイターズ移転により民間の力を最大限に活かすことで、市にとってもよりよい土地利

用を行える。 

委員Ｂ：民間に任せても、収益を生み出すことができれば市にも税金としての歳入が見込める。 

■会議録 
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委員Ａ：市で固定資産税等の減免措置を行う方向か。 

事務局：もとは公園を建設予定であったため、一部公園区域を残し、公園区域と公園外区域に分か

れるようになる。公園区域については、10 年間の固定資産税の減免措置を予定している

が、公園外区域の商業施設等については減免措置は実施しない。概算では、減免措置を

実施しても税の増収となり、減免期間が終了すれば更なる増収となる見込みである。た

だ、市として一定程度の道路等の施設整備が必要であるため、これらに対しての市民か

らの指摘もあるが、全体を見通しながら事業にあたっているところである。 

委員Ａ：新駅の建設に向けて、市から費用負担や駅舎の所有ということはありえるか。 

事務局：新駅建設の手法としては、駅舎を JR 北海道が所有するか、賃貸をするかの 2 種類がある。

稚内駅でいえば、公共の施設に JR 北海道が間借りしている形である。また、苗穂駅につ

いては、札幌市が移転を依頼している形である。北広島市の新駅についても様々なパタ

ーンを検討しているが、請願駅となるため、基本的には請願している側の建設費の負担

となる。請願している側としては、市やパートナー企業を含んだ球団とで負担すること

も検討している。また、民間企業を上手く取り入れながら駅舎の建設を行うことは、本

州で多数の実施例があり、今後どのように収益を上げていくかということも JR 北海道に

求められているところである。 

委員Ａ：JR以外の二次交通を検討しているか。 

事務局：二次交通を利用される方々にとって、新さっぽろ駅まで運ぶことが重要であると感じてい

る。また、新駅については、快速エアポートは止まらず、普通列車と臨時列車のみを想

定している。 

委員Ｂ：現駅からボールパークまでは、モノレール等は検討しているか。 

事務局：冬の対策を考えたとき、道路の上を走らせるため、無落雪への対応が必要であり、乗り物

全体を囲う造りにすれば、電車と変わらないことになるので難しいと感じている。 

委員Ｂ：現駅からボールパークまでは 1.5㎞ほどなので、モノレール等でピストン輸送が効果的で

ないか。 

事務局：現在、自動運転技術の情報を収集しているところであるが、2020 年東京オリンピック以

降にそのような自動運転技術が飛躍的に市場に出てくるのではないかと感じている。 

 

 

（3）平成 30年度～31年度 行尾財政改革実施項目に係る取組状況について 

《資料 3に基づいて事務局から説明》 

 

【ふるさと納税について】 

委員Ａ：寄附に関して使い道は選べるようになっているか。 

事務局：使い道は、寄附の際にご指定いただいており、現在のところ「特に指定しない」を選択さ

れる方が多い。また、平成 31 年 4 月 1 日から北海道ボールパーク基金創設に伴い、使い

道についてもボールパークに関することを選択できるようになることから、今後こちら

に対する寄附の増加を見込んでいる。 

委員Ｂ：ふるさと納税はどのような受付方法があるのか。 
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事務局：インターネット上でふるさと納税ポータルサイトを利用した申込みや市役所窓口での直接

申込みも受付けている。 

委員Ｃ：寄附件数、寄附額が増加しているがこの要因をどのように分析しているか。 

事務局：利用しているふるさと納税ポータルサイト数については変更はないが、道外イベントでの

周知やボールパーク建設に伴う市の知名度の向上が要因として考えられる。また、平成

29 年度から平成 30 年度にかけて大きく返礼品数を増加したわけではないが、寄附者から

ボールパーク構想に対する応援メッセージが増えているので、やはり知名度向上の効果

であると感じている。 

議 長 :ふるさと納税ポータルサイトを利用することで使用料は発生しているか。 

事務局：サイト利用料、返礼品調達料、寄附者への発送料等で寄附金額のおおよそ 5割程度が経費

としてかかっている。また、総務省から返礼品の調達料については、寄附金額の 3 割以

内に抑えるよう通知がされているところであり、市で 3 割を超えるものは扱っていない

状況である。 

 

【指定管理者制度について】 

委員Ａ：今後、指定管理者制度の導入を検討されている施設はあるか。 

事務局：広葉交流センターで指定管理者制度を導入する際に、市の斎場について公募をしたが、応

募がなかったところである。他の公共施設については、指定管理を進めているところで

あり、現在のところ導入を予定する施設はないのが現状である。 

 

 

【働き方改革の推進について】 

議 長：有給休暇の取得について、民間企業は就業規則等で定められるが、地方自治体については、

就業規則のような定めがあるか。 

事務局：休暇に関する条例や規則があるが、条例等に有給休暇の促進事項を盛り込むのではなく、

事務取扱のなかで取組みを進めていく。 

委員Ｂ：制度が導入されると取組みを実施しやすいのは官公庁であり、それに次いで大手民間企業

であると感じる。また、制度に伴い目に見えない残業が発生してしまえば、制度の意味

が失われてしまう可能性が懸念される。 

事務局：時間外労働についても縮減について言われている中で、災害等が発生した場合については

膨大な時間外業務が発生してしまうが、通常の時間外業務については、若い職員を中心

に少しずつではあるが改善されてきている。 

委員Ａ：育児休暇の休暇期間について、個人によって決めることができるものか。 

事務局：産前産後休暇については、おおむね 3 か月程度であり、育児休業が 1 年～3 年程度となっ

ている。過去、男性職員 1 名が育児休業を取得しており、現在も 1 名が取得中であるの

で、2名の取得実績となっている。 

委員Ａ：勤務時間を短くする運用方法もできるか。 

事務局：給与の減額もあるが、勤務時間を短くする運用方法も可能である。 

委員Ａ：多様な利用の選択方法があれば、利用促進に繋がると感じる。 
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事務局：少なからず周りの職員への影響はあるが、育児休業を取得しやすい職場の空気感も大切だ

と感じる。 

事務局：出産したら保育園や幼稚園に子どもを預ける必要があり、保育に関するニーズと受け皿の

バランスを上手くとることが行政の課題である。特に 0～2 歳児を預ける需要が高まって

おり、0～2 歳の子ども 1 人あたりに割り当てる保育士の人数も多く必要な中で、保育士

不足ということで預けることが難しくなっていることが現状である。 

委員Ｂ：昔とは女性の働く環境については、変わってきていると感じる。 

事務局：以前は、出産をしたら、退職せざるを得ない状況が多かったが、今はどうやって働くかと

いう意識に変わってきている。 

 

 

（4）市民意識調査の結果について 

《資料 4、5に基づいて事務局から説明》 

 

【アンケートの調査項目について】 

委員Ｃ：住み良い、住みにくいと思う主な理由は、複数回答が可能か。 

事務局：複数回答が可能であり、上位 3つを選択するようになっている。 

委員Ｃ：交通の便についての回答は、地域ごとに偏りが出ると感じるが、地域ごとにクロス表等で

分析を行っているか。 

事務局：別途実施している。団地地区、東部地区は交通の便が良いという回答が多い一方で、西部、

大曲、西の里地区では交通の便が悪いという回答が多い傾向となっている。 

委員Ａ：年齢別でも集計可能か。 

事務局：地区ごと、年齢ごとでクロス表での分析を実施している。 

 

【公共交通について】 

委員Ｄ：今後、公共交通の利便性は向上していくのか。また、バスの便数等も減少していくのでは

ないか。 

事務局：現在、全国的にバス事業者では、運転手不足という問題を抱えており、当市で運行してい

るバス事業者においてもバスの台数や乗務員数を減らさなければならない状況であるが、

減らしながらも効率的で利便性が保たれる公共交通を目指すために、市内完結路線であ

る北広島団地線の再編を検討している。 

    また、JR 北広島駅と西部地区を結ぶ区間について、平成 30 年度に夜間運行の実証実験を

実施したが、1日平均 3.8人の利用と少なかった。 

議 長：過疎地等を例に挙げると高齢者の移動のために、将来的には相乗り等の手法も検討してい

く必要があるのではないか。 

事務局：以前、当市においても乗合タクシーの実証実験を一部地域で実施したが、対象者のうち

数％ほどの利用しかなかった。ただ、当時から 7～8 年経過しているため、置かれている

状況は変わってきているが、新たに加えるとなると再度検討も必要となってくる。 

    また、当市においては、運転免許自主返納者への助成制度について、平成 30 年度までは
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2 万円分のバス助成券を交付しているところであるが、バス路線が充実していない地区に

お住いの方々への運転免許自主返納の促進のため、平成 31 年度からタクシー料金につい

ても助成を実施するよう制度を見直す予定である。 

委員Ｄ：運転免許を持っていない方々への助成はないのか。 

事務局：すべての高齢者を対象にしてしまえば、毎年、数億円規模の予算が必要となってくるため、

実施するにあたっては、継続性も踏まえて判断をしていく必要がある。 

委員Ｂ：バスの車両自体を小型化することは効果的ではないか。 

事務局：市で運行している多くのバスは、市を跨いで運行しているものが多く、当市だけ小型化を

するというのはなかなか難しいところがある。また、一番の費用はバス乗務員の人件費

であるため、バスを小型化したとしても、支出が減少する効果は得られないという現状

である。 

【空き地・空き家対策について】 

委員Ｃ：空き地・空き家対策に対して満足度が低いと感じるが、今後増えていくと予想される空き

地・空き家対策についてどのように対応していくのか。 

事務局：市内にある不動産業者と連携して、空き地・空き家の情報を市ホームページにおいて情報

を提供しているが、空き地・空き家の登録数が少ないのが現状である。市では平成 28 年

度から空き家に対する解体の支援を実施しており、更地になることで新たに家を建て移

り住んでくるという流れが生まれてきている状況である。また、空き家について、平成

30 年度から市外から転入される方で、中古住宅を購入した際に、その費用の一部を助成

する制度を実施し、空き家対策に移住促進の要素を加えた施策を実施しているところで

ある。 

 

【団体意識調査について】 

議 長：団体意識調査の対象はどのような団体か。 

事務局：自治会、町内会、NPO法人等である。 

議 長：市民意識調査は 5年ごとで、団体意識調査は 10年ごとで実施しているのか。 

事務局：総合計画の策定にあたって市民・団体意識調査を実施しており、10 年前にあたる総合計

画策定の際も実施している。また、平成 27 年度が現総合計画の中間見直しの年であった

ため、その際に市民意識調査を実施したところである。 

 

議 長：審議事項について、これで終了してよいか。 

全委員：賛同 

 

5 その他 

 特になし 


