平成２３年度七尾市行財政改革推進委員会

日

時

平成２３年 １２月１ ９日（月 ）

場

所

七尾市役所

２階

議事録

午前 １ ０時００分 ～１２時 １０分

２０１会 議室

【七尾市行 財政改革 推進委員 】
福田委員長 、中村副 委員長、 飯田委員 、 稲田委員、 川村委員 、
熊谷委員、 鳥木委員 、中田委 員、永井 委 員、畠山委 員、宮川 委員、
山口委員
出席者

（※欠席 ：村田委 員、森山 委 員）

【事務局】
武元市長、 奥井総務 部長、田 中企画経 営 部長、橋本 健康福祉 部長、
南産業部 長、端建 設部長 、坂本 上下水 道 部長、三 室教育部 長、田 中議
会事務局長 、岡 野企画経 営部次長（財 政課 長）平田 行政改 革推進室 長、
仙田室員、 佐竹室員
委員会にお ける審議 事項（質 疑応答・ 意 見等）
１．七尾市 長あいさ つ（※あ いさつ後 に 退席）
２．委員長 、副委員 長選任
（委員長： 福田委員 、副委員 長：中村 委 員）
３．委員長 あいさつ
４．審議事 項

事務局

①「七尾市 の財政状 況」につ いての説 明

－ 質疑・
質疑 ・ 意見－
意見 －

委員

市の財政が 健全にな ってきた とのこと だ が、平成 23 年度 以降の見 込み
はどうなっ ているの か。市 町合併の 特例が 終わり、平成 27 年 度からは
交付税が減 っていく が。

委員

経常収支 比率は下 がって きてい るが、 財 政力指数 も下がっ ている 。税
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収が減少し たことの 影響もあ ると思う が 、要因は何 か。

事務局

昨年度は 交付税が 見込み よりも 多かっ た 。引き続 き経常経 費を抑 えた
財政運営 を行って いくが 、社会 保障費 な どは今後 増えてい くと考 えて
いる。今後 もこの 率を維持 できれば よいが 、現時点で は見込 みづらい。
目標年度（ 平成 25 年度）ま では、目 標値 である 97％を下 回るよう に
財政運営を 行ってい く。ご指 摘のよう に、交付税の合 併特例は 平成 26
年度で終 了する。 税など の収入 が減れ ば 財政力指 数にも影 響が出 る。
収入の減 少分を交 付税で 補填し てくれ れ ばよいが 、国の財 政も厳 しい
状況である 。財政 力指数が 下がるの は良い ことではな いと考え ており、
今後も支出 を抑えな がら収入 を増やす 努 力をしてい く。

委員

現状を踏ま えて、経 常収支比 率の平成 25 年度の目標 である 97.0％ を、
更なる健全 化に向け て修正す る考えは な いか。

委員

行革 2 次プラン の他の取 組みにお いても 、努力して 進捗した ものもあ
ると思う。 今後プラ ンの見直 しを行う 予 定はないか 。

事務局

経常収支 比率につ いては 、目標 を目指 し て毎年度 1％ずつ 減らし てい
くという ように具 体的に 示せる 指標で は ない。そ ういう意 味では 、他
の目標数 値とは性 質が異 なると 考えて い るため、 目標を見 直す考 えは
ない。ただ し、平成 25 年度の実 績を踏 ま えて、平成 30 年度の目 標を
設定する 際に、こ の委員 会の場 におい て 議論する 必要はあ ると考 えて
いる。

委員

石川県内に おいて七 尾市はど のような 状 況か。

事務局

県内 19 市町の経常収 支比率 の平均は 89.2％、県内の 市の中で 七尾市
は上から 5 番目であ る。
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事務局

②「行財政 改革 2 次プランの 進捗状況 」 についての 説明
－ 質疑・
質疑 ・ 意見－
意見 －

委員

下水道に ついて、 今後の 整備計 画はど う なってい るか。ま た、接 続率
によって収 入も変わ ってくる と思うが ど のように考 えている か。

事務局

下水道の 整備は、 七尾処 理区と 和倉処 理 区を除い た旧三町 につい ては
完了してい る。和倉 処理区に ついては約 89％が整備済 であり、接続率
は 70％となって いる。七 尾処理区 につい ては市街地 の整備は 終わって
おり、今 後は駅前 や矢田 郷地区 の整備 を 進めてい く。七尾 処理区 の接
続率は 67％であ り、個別処理 を含めた 市全 体の接続率 は約 80％とな っ
ている。 全体の整 備計画 は今後 の見直 し によって 変わって くるが 、現
時点工事の 予定箇所 について は、市の ホ ームページ で公表し ている。

委員

接続率はい つ時点の ものか。

事務局

毎年 10 月 に前年 度の率 が出る ことに な っており 、示した 数字は 平成
22 年度末時点の ものであ る。

委員

部長マニ フェスト におい て、御 祓川の 水 質浄化の ことが書 かれて いる
が、下水道 と深く関 係するの か。

事務局

下水道の 影響もあ るが、 測定す る時期 に も関係す る。昨年 は水の 採取
した時期が 御祓川の 工事と重 なったた め、一昨年より 数値が悪 化した。
今後、隣 接する大 手町の整 備が終わ ればか なり数値は 良くなる と思う。
測定につい ては石川 県が行っ ている。

委員

駅から食 祭市場ま での道 が立派 になっ た のに、御 祓川はい つまで 経っ
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てもきれ いになら ない。 何が原 因なの か をしっか りと調べ ていた だき
たいし、 測定につ いても 県だけ に任せ ず に市も独 自で実施 すべき であ
る。その 数値を現 場に掲 示すれ ば。市 民 に対して も接続の お願い がし
やすくなる と思う。

委員

水道の老 朽管の更 新のた めには 相当な 費 用がかか ると思う が、経 営の
見通しはど うなって いるか。

事務局

老朽管更 新事業の 一部は 国の補 助事業 で ある。七 尾地区に ついて は、
下水道工 事と同時 に順次 進めて いる。 田 鶴浜、中 島地区に ついて は昨
年調査を 行った。 大きな 管の漏 水はな か ったが、 個人の家 に引き 込ま
れている 小さな管 につい ては漏 水箇所 が あったの で、順次 工事を 進め
ていく。平成 28 年 度までに は、水 道事業 と簡易水道 事業を統 合する予
定であり 、それま でには できる だけ進 め ていきた いと考え ている 。経
営にあた っては、 経営計 画を策 定して お り、これ に基づい て運営 して
いく。

委員

経済が停滞 しており 、市税 について は今後 も滞納が増 えてくる と思う。
そのため、 企業や雇 用支援な どの対応 が 必要になっ てくる。

委員

滞納繰越と なるのは 、どのよ うな実態 が あるのか。

委員

市税、国民 健康保険 税の滞納 額が大き い 理由は何か 。

事務局

市税収入 が減って いる原 因につ いては 、 景気低迷 や震災な どの影 響で
法人関係 の落ち込 みが大 きい。 それに よ り、雇用 が減って いるた め個
人住民税 が減少し てきて いる。 また、 固 定資産の 評価額も 年々下 がっ
てきている 。滞納に ついては 、税は 5 年 の時効があ るが不納 欠損にす
るまで何 もしない という ことは ない。 差 押え件数 も年々増 えてお り、
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平成 22 年度には不動 産や預貯 金など 422 件の差押え を行って いる。滞
納額の約 半分は和 倉温泉 の関係 であり 、 景気の低 迷の影響 を受け 厳し
い状況であ るが、法 令に基づ く処分は 実 施している 。

委員

民間では 非常に厳 しく取 り立て をして い るが、市 の取り組 みには 甘さ
がないか 。厳しい 状況で も、一 生懸命 頑 張って納 めている 人もい るの
で、ゴネ得 というこ とがない ようにお 願 いしたい。

事務局

厳しい対 応で時折 トラブ ルにな ること も あるが、 市として もゴネ 得と
いうことが ないよう に今後も 取り組ん で いく。

委員

和倉温泉 は税金を 多く収 めてい るが、 滞 納も多い というの が現状 であ
る。和倉 温泉に滞 納が多 いとい うこと は 、業種や 地域性に おいて 少し
甘さも出 てしまう のでは ないか 。市と し ても和倉 には多く の投資 をし
ている。 まじめに 納めて いる人 から不 平 、不満が 出ないよ うにし ない
といけない 。具体的 にはどん な方法で 対 応している のか。

事務局

不動産の 差押えや 、月々 少しず つでも 納 めていた だけるよ うに分 納と
いうことも 行ってい る。

委員

和倉温泉 も努力し ている が、現 実は大 変 厳しい。 そのため 和倉の 町会
運営も苦 労してい ると聞 いてい る。た だ し、町会 を含め和 倉も努 力し
ているとい うことを 理解して ほしい。

委員

下水道の 使用料は 上水道 の使用 量に連 動 しており 、下水道 の接続 率が
上がれば使 用料収入 も増える 。和倉温 泉 の接続率は どれくら いか。

事務局

大口のと ころはほ とんど 接続し ている が 、4,5 件は 合併浄 化槽の まま
のところが ある。
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委員

合併浄化槽 を下水道 に切り替 えるとい う 対応はして いないの か。

事務局

下水道工事の終わったところについては順次接続のお願いをしてい
る。平成 22 年度に は 773 件訪問 した。 委員のみな さまにも 接続にご
協力いただ きたい。

委員

国民健康 保険税は 他の収 入と比 較して も 滞納の割 合が多い が、ど うい
う分析をし ているか 。

事務局

国民健康 保険税に ついて 細かな 分析は で きていな いが、市 税と同 様に
景気低迷 の影響を 受け、 加入世 帯の収 入 が減って きている ことが 要因
と考えて いる。介 護保険 料と保 育料に つ いても同 様の理由 と考え てい
る。特に 保育料に ついて は、こ こ数年 で 急激に滞 納が増え てきた 。徴
収につい ては職員 が一斉 徴収に 回るな ど 努力はし ている。 また、 今年
からは保 護者から の同意 をいた だき、 子 ども手当 てから滞 納分に 充当
している。 さらに、10 月からは 法人立 保 育園に徴収 を依頼し 、12 月
当初の時点で 100 万円弱 の収入が あった 。なお、保育料の滞 納額は現
在約 1,300 万円あるが 、法人立 保育園分 が約 1,200 万円と大半 を占め
ている。

委員

国民健康 保険は会 計が独 立して いる。 こ れだけ滞 納額が多 くても 会計
を運営して いけるも のなのか 。

事務局

国民健康 保険特別 会計に は財政 調整基 金 というも のがあり 、国の 通知
により療養 給付費の 3 ケ月分を 持つこと とされてお り、七尾市 の場合
その額は約 10 億円とい うことに なる。以 前は基金が 10 億円を越 えて
いたことが あり、平 成 21、22 年 度は国 民健康保険 税を減税 した。し
かし、景 気の悪化 や療養 給付費 の増加 の 影響で、 年々減少 し今年 度末
には 4 億円を切る見込 みであり、来年度 には底をつ くという 状況であ
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る。市とし ても徴収 の努力は していく が 、運営は厳 しい状況 である。

委員

納めるこ とが義務 という ことは わかる が 、納めた 人にメリ ットを 与え
るなど、市 民が納め たくなる ような仕 組 みを取り入 れられな いか。

委員

例えば民 間の自動 車保険 の場合 では、 保 険料を納 めている 人に対 して
補償があ る。国民 健康保 険税に ついて も 納めてい る人がサ ービス を受
けるのが 当然の話 だと思 う。し かし、 命 に関わる ことなの で未納 であ
ってもサ ービスを 止める という ことは 難 しいと思 うが、実 際には どの
ように対応 している のか。

事務局

納めた人 にメリッ トとい うのは ないが 、 国民健康 保険にお いて保 険を
利用され なかった 方に対 しては 、市内 の 温泉施設 や公衆浴 場の入 浴料
金の助成 を行って いる。 未納者 への対 応 は、納付 の相談に 応じて いた
だける場 合には短 期保険 証を発 行する が 、相談に も応じな い悪質 な場
合には、 法に基づ き保険 証を発 行しな い こととし ている。 ただし 、市
に申請すれば 3 割負担 を除いた 額を戻し ている。

委員

納付され た分だけ で運営 してい くとい う のは非常 に厳しい ので、 市と
しても工夫 を凝らし て滞納を 減らして い ってほしい 。

委員

フェイス ブックや ツイッ ターな どを活 用 して市民 の意見を 聴くと いう
ことは大 変良いこ とだが 、意見 を取捨 選 択しクレ ームに振 り回さ れな
いようにす る必要が ある、

事務局

以前は市 のホーム ページ におい て、誰 で も意見な どを書き 込める 掲示
板があっ たが、匿 名制で あった ために 誹 謗・中傷 が増え廃 止した 。ツ
イッター の運営を してい る他の 自治体 に おいても 、情報発 信は行 うが
意見につ いて返信 はしな いとし ている と ころもあ る。しか し、そ れで
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はＳＮＳ といわれ るこの 仕組み を導入 す る意義が 半分以下 になる と考
えており 、市とし ては、 双方向 でやり 取 りを行う ことを大 切にし てい
きたいと 考えてい る。フ ェイス ブック は 実名でや り取りす るのが 特徴
であるた め、建設 的で責 任のあ る発言 が 多い。我 々として は七尾 市を
ＰＲして いくうえ で有効 な手段 である と 考えてい るが、運 用に当 たっ
ては気を付 けていき たい。

委員

職員数は 削減して きてい るが、 合併前 の 旧七尾市 と比べる とどう なの
か。今後は市の 人口も 旧七尾市 と同じ 5 万人くらい になって いくと思
うが、職員 数はどこ まで減ら すのか。

委員

職員の定 員適正化 は市の 類似団 体を参 考 にしてい るという ことだ が、
市勢に見 合ったも のなの か。中 島市民 セ ンターで は、来庁 者に対 して
本庁では 複数の課 で分担 してい ること で も、一人 の職員が 親身に なっ
て対応し ている。 しかし 、来年 度は市 民 センター の職員を 減らす とい
う話も聞こ えてきて いる。

事務局

定員適正化 計画では 、平成 32 年度まで に 職員数はあ と 200 人ほ ど減
らしていく 予定であ る。類似団体 では、正規職員が 500 人以下の とこ
ろもある が、その ような ところ は臨時 職 員への切 り替えや 、民間 委託
の導入が 進んでい る。市 民セン ターの 職 員につい ては今後 減らし てい
くことを 考えてい る。サ ービス を維持 す るために 一人ひと りの意 識改
革、能力向 上を図っ ていく必 要がある 。

事務局

旧七尾市の 職員数は 470 人ほどで あった 。今後、どのように サービス
を維持・ 向上して いくか という ことや 、 数多い施 設をどう してい くの
かという ことを考 えなが ら定員 の適正 化 を進めて いく。サ ービス の向
上と職員 削減とは 相反す るとこ ろもあ る が、工夫 しながら 取り組 んで
いく。
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委員

人事評価 について 昨年は 能力評 価制度 を 導入した とのこと だが、 行革
プランにお いて平成 24 年度から 導入す るとしてい る業績評 価とはど
のような ものか。 民間で は成果 主義と い うことに 支障が出 てきて いる
が。

事務局

市として はこれま でも行 ってき た、目 標 に向かっ て努力す る「目 標達
成評価制 度」と、 昨年度 から導 入した 本 人に気付 きを与え る「能 力考
課制度」に より、や る気を芽 生えさせ て いきたいと 考えてい る。

委員

組織につい ては、平 成 23 年度の 取組み の中に防災 対策を強 化したと
あるが、 実際の災 害時に は本庁 の指示 が ないと対 応できな いとい う問
題があると いうこと を、今年 7 月の 中島地 区での豪雨 災害で実 感した。
また、本 庁が現地 の情報 を疑い ながら 対 応してい たという 現実も あっ
た。防災 対策のた め市民 センタ ーには 地 域がわか る人を配 置した うえ
で、権限 を委譲す るなど 、何が 起こっ て もすぐ対 応できる ような 組織
にするべき である 。財政の 健全化と 相反す る面もある かもしれ ないが、
もっと市民 センター をパワー アップさ せ てほしい。

事務局

災害発生 時には市 民セン ターに 配置さ れ た職員だ けでは対 応でき ない
ことは認識 している 。12 月から防 災体制 を強化する ため地域 防災対策
推進室を 設けたが 、今後 職員が 減って い く中で市 民との協 働を進 めて
いく中で は、地元 にお願 いする ことも 出 てくると 思ってい る。そ のた
めには、 行政と市 民の役 割分担 などを 定 めたルー ルが必要 と考え てい
る。

事務局

災害発生 時は、旧 三町の 職員は 基本的 に 各市民セ ンターに 集合す るこ
とになって いる。7 月の 中島地区 での豪 雨のような 場合には 、まず市
民センタ ーの職員 が状況 把握を 行い、 併 せて本庁 の職員も すぐに 駆け
つけるとい う体制を もう少し きめ細か く すべきであ った。
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委員

まちづく り基本条 例にも あるが 、今後 町 会をまち づくりの 活動組 織と
していく ならば、 町会に 対して 行政の 一 翼を担っ ていける ような 教育
をしていた だきたい 。

事務局

町会に対 しては教 育とい うより も、行 政 と一緒に なってま ちづく りに
取り組んで いくとい うことが 重要と考 え ている。

事務局

町会につ いては、 行政の 考え方 を伝え る 機会を設 けていか なけれ ばな
らないと 思ってい る。各 地域に は自主 防 災組織結 成のお願 いもし てい
るところ であり、 まちづ くりと 併せて 町 会の方々 と話し合 いの場 を設
けていきた い。

委員

我々としても町会のあり方を考え直す時期にきているのかもしれな
い。中島 地域は市 内で一 番の過 疎地域 で あり、現 在住んで いる人 たち
の高齢化 も進んで いる。 そうい うこと も あり、今 後は市民 センタ ーの
重要度が一 段と高ま ってくる のではな い かと考えて いる。

委員

地域づくり協議会は各地域において組織的なものはできてきている
が、具体 的に進め ていく と地域 差も出 て くると思 う。まち づくり を進
めていく には、地 域に何 が必要 かを考 え ていくこ とが大切 であり 、行
政はもっ とそのこ とを啓 発して いくべ き である。 そういう 意味で 多く
のノウハ ウを持っ た市の 退職者 や、現 役 職員を含 めた実働 的な組 織が
いるのでは ないか。

委員

経常収支比 率が改善 されてき た。平成 25 年度の目標 97％ というの は
見直さない のか。90％ぐ らいを目 標にし てもいいの ではない か。

事務局

経常収支比 率の目標 値は総合 計画での 目 標値である 。平成 25 年 度の
数値を踏ま えて平成 30 年度の目 標を変 更するとい うことは ありえる
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と思うが、 現時点で 平成 25 年度の目標値 の変更はし ない。

委員

そういうと ころが民 間の感覚 とはずれ が あると思う 。

事務局

他の数値 目標と性 質が違 うとい うこと で 理解願い たい。目 標値は 平成
25 年度を迎えたとき に評価 したい。

委員

現 状 の 経 常 収 支 比 率 90.9％ を 踏 ま え た う え で 、 平 成 25 年 度 の 率 は
97％が適当と考 えている のか。

事務局

経常収支比 率の分母 である経 常一般財 源 の内訳は、市税、地方交付 税、
譲与税な どである 。分子 である 経常経 費 充当一般 財源は、 人件費 、社
会保障費 、道路 などの維 持管理費 、公 債費 である。このう ち市税で は、
来年度ＬＰ Ｇ関係の 交付金が約 3 億円の 減収となる 。また 、固 定資産
の評価替え や景気低 迷などの 影響で、分 母は約 6 億円減少する 見込み
である。分子に ついては、職 員数の減 によ り人件費は約 1.5～2 億円 減
少する見 込みだが 、社会 保障費 は今後 も 右肩上が りで上昇 してい く。
国の動向 を注視し ていく 必要は あるが 、 これらの 要因から 今後経 常収
支比率は 上昇して いくと 予想し ている 。 市として も、分子 である 支出
を減らし ながら、 分母の 収入を 増やす 努 力をして いく必要 がある と考
えている 。みなさ まには 、収入 は年々 減 少してい くという ことを ご理
解願いたい 。

委員

行財政改革 プラン 25 ペ ージには 、進捗 状況や効果 を検証す ることと
計画の見直 しについ て書かれ ている 。経常 収支比率の 目標の見 直しは、
今後の状 況を考え ても難 しいと いうこ と のようだ が、その ことを 踏ま
えて、ど ういう工 夫をし ていけ ばよい か を議論す るのがこ の委員 会で
あると思う 。
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委員

私たち委 員の立場 とすれ ば、こ こまで 財 政状況が 改善して きたの で、
もう少し 踏み込ん でほし いとの 思いも あ るという ことを行 政側に はわ
かってほし い。

委員

中学校の統 合につい てどのよ うな現状 か 。

事務局

平成 20 年 3 月に七尾市立小中学 校の教 育環境づく り検討委 員会にお
いて、中 学校の再 編整備 計画が 策定さ れ た。これ まで計画 に基づ き再
編を進めて きて、平成 22 年度には東 部、北嶺、涛南を、平成 24 年度
から香島 中と能登 島中が 統合と なる。 西 エリアは 現在こう 着状態 であ
るが、先 日、中島 地区の 町会連 合会や 地 域づくり 協議会か ら、中 島地
区での単独 校建設の 要望書が 地区の 8 割の署名と併 せて提出 され、現
在はその対 応を庁内 で協議し ていると こ ろである。

委員

今後はその 要望が出 た状況を 踏まえて 、ど のように対 応してい くのか 。

事務局

要望書の 回答につ いて市 長の決 裁を受 け た後で、 中島地区 へ示し たい
と思ってい る。

委員

提出された 要望書の 回答をい ただいて か ら見解を示 す。

委員

部活動は 統合しな いと運 営が難 しくな る 。子ども たちが多 くの中 から
やりたい ことを選 べるよ うにす るため に も、統合 は進める べきで ある
と思う。

委員

住民は不 安を感じ ている 。教育 委員会 に おいては しっかり と考え て順
次対応して いただき たい。

委員

今年の 2 月の委員会で も議論が あったが 、まちづくりの 主体が 町会な
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のか、地 域づくり 協議会 なのか 、公民 館 なのかと いうこと が整理 され
ていない 。各地区 がそれ ぞれ違 った形 で 動いてい るので、 これを 一本
化すべき ではない か。ま た、今 年度は 七 尾地区に おいてモ デル地 域を
選定し取 り組んで いくと いう話 であっ た が、その 進捗はど のよう な状
況か。市 としてま ちづく りにつ いては 、 今後どう いう方向 性を示 して
いくのか。

事務局

地域づく り協議会 につい ては、 策定中 の まちづく り基本条 例の中 で規
定するこ とを市民 会議に 示した が、議 論 した結果 、条例に 明記す るこ
とは時期 尚早であ るとい うこと で、条 文 案から外 すことに なった 。現
在、まち づくりの 手法が 各地区 でバラ バ ラである というこ とから 、こ
れから取 り掛かる ところ は、ど れを手 本 としてい けばいい かわか らな
いというこ とはご指 摘のとお りである 。 今年度から 取り組ん でいる 3
地域におい ても手法 はそれぞ れ異なっ て いる。我々 として は、
「自 分た
ちの地域 のことは 自分た ちで考 えてい く 」という 意識醸成 を図り なが
ら、
“行政 からのや らされ感 ”とい うのを 払拭してい くという ことが最
大のポイ ントであ ると考 えてい る。そ う いう意味 で手法に ついて は、
一定の幅 の中で自 分たち のやり たいよ う にやって いただく という ふう
に最終的 にはもっ ていき たい。 市民の み なさまか らの発議 により 、地
域を良く していく という 気運を もって い ただきた いという のが、 まち
づくり基本 条例の主 旨である 。

委員

行財政改革 推進委員 会のあり 方につい て はどのよう に考えて いるか。
今年度は 今回限り かと思 うが、 ＰＤＣ Ａ のサイク ルを築い ていく には
年 1 回の開催では少な いと思う 。

事務局

今年度に ついては 今回限 りだが 、来年 度 は春頃に 年度の取 組内容 を示
し、秋頃 に取組み の進捗 状況と 併せて 決 算の状況 を示すこ とを考 えて
いる。
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委員

今後も市 の様々な 取組み につい て情報 共 有をしな がら、時 代と地 域に
あった行政 改革を進 めていた だきたい 。

事務局

みなさま からのご 意見を 踏まえ 、今後 も 行財政改 革を推進 してい くの
で、今後と もよろし くお願い したい。

－ 終了－
終了 －
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