平成２４年度七尾市行財政改革推進委員会

日

時

平成２４年 ８月７日 （火）

場

所

七尾市役所

３階

議事録

午後１時 ３ ０分～３時 ４０分

議会全員 協議会室

【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、 井上委員
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、 村田委員 、山口委 員
出席者

（※ 欠 席：森山委 員）

【事務局】
武元市長、 奥井総務 部長、北 谷企画経 営 部長、岡野 健康福祉 部長、
小川産業部 長、室塚都市 建築課長 、坂 本上 下水道部長 、三 室教育部 長、
杉木議会事 務局次長 、白田財 政課長、 登 美行政改革 推進室長 、
仙田室員、 干場室員
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

委員長

七尾市の行 財政改革 について 、七尾 市職員 や私たち委 員が何を 提起し、
どう改革 を進めて いくの か、そ の中身 が 市民にと って本当 によか った
と思えるも のでなけ ればなら ない。プ ラ ンは 5 年間であ るが、そ れで
完結する ものでは なく、 日々改 善に向 け て取り組 む必要が ある。 委員
の皆さん におかれ ては、 進捗状 況等に つ いて忌憚 のない意 見をお 願い
し、有意義 な会議と したい。

４．審議事 項

委員長

それでは、 七尾市中 期財政計 画につい て 事務局より 説明願う 。
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事務局

資料により 説明

－ 質疑・
質疑 ・ 意見－
意見 －

委員

財政指標 がだんだ んよく なって きてい る とのこと だが、H23 年度 につ
いては、 策定時点 の予算 とのこ とであ り 、決算ベ ースでは どうか 、財
政調整基 金及び減 債基金 の残高 につい て 伺う。ま た、市債 の適正 な償
還 に つ い て 、 計 画 上 の 公 債 費 の 元 金 部 分 は い く ら か 。 あ わ せ て 、 H23
年度の経常 収支比率 はどうか 。

事務局

H23 年度の 経常収 支比率 は、確 定値で は ないが、 現時点の 速報値 で、
92.7％であ り、平成 22 年度の 90.9％よ り上がって いる。こ れは、交
付税におけ る臨時財 政対策債 の発行額が 4 億円減少してお り、2％程度
数値を押 し上げて いる。 H23 年 度末に お ける財政 調整基金 残高は 、24
億 3,100 万円であり 、減債基 金につい て は 21 億 4,900 万円である。

事務局

H24 年度は、公 債費 53 億円のう ち元金償 還は 45 億円であり 、H25 年度
は 43 億円、H26 年度は 44 億円 、H27 年 度 は 43 億円となってい る。H26
年度につ いては、 据置期 間の終 了に伴 う 元金償還 開始など により 一時
的に償還額 が増加し ている。

委員

中期財政計 画につい ては、計 画期間が H23 年度から H27 年度とな って
るが、総合 計画の目 標値とし ては、H30 年 度に 92％ とある。 中期財政
計画において H27 年 度の経常 収支比率 は どれだけか 。

事務局

中期財政計 画は当該 年度を含 む 5 年間の 計画であり 、その時 々の地方
財政対策 や、現在 国が進 めてい る「税 と 社会保障 の一体改 革」と いっ
た国の施策 、合併特 例債であ れば発行 期 限が H26 年度で あるとい うこ
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と、そう いったも のを反 映させ ながら 計 画をつく っている 。また 、経
常収支比率 について は決算数 値を基に 算 出しており 、予測 について は、
毎年度、 国の地方 財政対 策等に より変 動 するもの であり、 見込む のは
難しい。

委員

見込めない とのこと であるが 、それで は 総合計画で の H30 年度の 数値
の根拠は。

事務局

経常収支比 率につい ては、本来市で あれ ば 75％、町で あれば 70％と い
った健全 化の目安 がある が、七 尾市と し ては、総 合計画の 策定時 点に
おいて H30 年度の目 標値を 92％と 定め、その範囲内 で取組み を進めて
いくとした ものであ る。

委員

一般的に経 常収支比 率が 75％～85％と言 われている のは分か るが、総
合計画の目 標値が H30 年度で 92％ であり 、それに対し H27 年 度ではど
れくらいに あるべき かという ことだが 。

委員

市民から すれば、 そうい った年 度の目 標 値が分か った方が よいと 思わ
れる。

事務局

国の施策 や地方財 政対策 につい ては見 込 めないが 、それが 変わら ない
と仮定すれ ば、おお よその数 値は算出 で きる。

委員

総合計画 では数値 を示し ていて 、中期 財 政計画で は変動要 因があ るか
ら示せない というの は、少し 理解しが た い。

委員

ＬＰＧ交付 金が H24 年度に 3 億円減少 し、交付税が 2 億円増と なって、
差し引き 1 億円 が減少す るとのこ とだが 、これは毎 年度減少 していく
のか。
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事務局

制度見直し が行われ ており、 これまで は 5 年に 1 度の償 却資産の 見直
しであっ たが、H25 年度 からは 毎年度 見 直しが行 われ、そ れに応 じて
市税が減 少するこ ととな る。な お、現 在 の計画は 法改正前 に作成 した
ものであ り、H24 年度の み減少 を見込 ん でいる。 次の計画 におい て、
法改正を反 映させな ければな らない。

委員

人件費に ついて、 定員管 理及び 給与水 準 の適正化 に務める とある が、
不適切なと ころがあ るのか。

事務局

適正化と いう言葉 を用い ている が、七 尾 市と人口 や産業構 造が類 似し
た全国の 自治体と 比較し た場合 に、七 尾 市の職員 数はまだ 多い状 況で
あり、退 職や新規 採用を 含め、 計画的 に 職員数を 減らして いこう とい
うもので ある。給 与水準 につい ては、 ラ スパイレ ス指数と いうも のが
あり、国家 公務員 を 100 とした場 合にそ れぞれの自 治体がど の程度か
を示すもの であるが 、七尾 市において H23 年度は 91.6％で あり県内 11
市の平均は 94.1％という 状況であ る。

委員

退職手当に ついては H26 年度 、H27 年度と もに 9 億で推移して いるが、
H28 年度以降もこ のよう な高い水 準が続く のか。

事務局

早期退職等の関係により前後することは考えられるが、七尾市では
H26 年度がピーク と考え ている。

委員長

続いて行財 政改革 2 次プ ランの進 捗状況 について、 事務局よ り説明願
う。

事務局

資料により 説明
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－ 質疑・
質疑 ・ 意見－
意見 －

委員

市民まち づくり条 例が制 定され たが、 ま ちづくり の財源に ついて 、ど
のように 考えてい るのか 。市税 をある 程 度の割合 で充当し ている とい
う話も聞く が。

事務局

現在、市 民税 1％ 事業と して、 協働の ま ちづくり 推進事業 を行っ てい
る。また 、各地域 の地域 づくり 協議会 が 行う地域 活動支援 事業 を 1％
事業とは別 枠で実施 している 。

委員

1％とは市税 のどの部 分か。

事務局

個人市民税の 1％ である 。

委員

財源であ る市税 1％の市 全体で の割り 振 りはどの ようにな ってい るの
か。

事務局

協働のまち づくり推 進事業に ついては 、16 団体について助 成した 。1％
事業とは 別に、地 域活動 支援事 業では 各 地域づく り協議会 に対し 、田
鶴浜地区は 12 団 体、中島 地区は 11 団 体 、能登島地 区は 8 団体に 助成
を行った。

委員

旧七尾地域 について はどうか 。

事務局

協働のまち づくり推 進事業に おいて支 援 を行ってい る。

委員

旧三町と旧 七尾が別 々の形で 動いてい る ような感じ を受けて いるが。

事務局

旧三町には 以前から まちづく り協議会 が あったが 、旧七尾 について は、
無かったた め、昨年度 3 地区につ いて組織 した。た だし 、組織に 対し、
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地域活動支 援事業 の 100 万円の補 助はし ていない。 専属の人 員を市で
配置し、活 動を展開 していた だいてい る 。

委員

専属の人 員配置を 市で行 ってい るとの こ とだが、 財源は先 ほどの 市税
1％と同じか 。

事務局

取組みを 行う中で 、出て きたも のであ り 、同じで はない。 今後整 理し
ていかなけ ればなら ない。

委員

今後、地 域づくり に関して は公民館 を主体 として行う という話 も聞く。
旧三町地 域には専 門員が 配置さ れてお り 、旧七尾 地域は公 民館主 事を
主体として 行ってい るようだ が、統一 は 図れないか 。

事務局

旧七尾地 域につい ては、 地元の 公民館 を 拠点とし て、地域 づくり を展
開していこ うという 考え方で 、現在、 矢 田郷、徳田 、南大呑 の 3 地区
をモデル 地区とし て試行 的に取 り組ん で いるとこ ろである 。やり 方に
ついては、 状況を踏 まえて検 討してい き たい。

委員

現在の 3 地区以外に も地域づ くり協議 会 の設置を検 討してい くのか。

事務局

モデル事業 として 3 公民 館を主体 として 取り組んで おり、そ れぞれの
公民館の やり方も あるが 、公民 館主事 と は別の専 門員の配 置を市 で行
っている 。委員ご 指摘の ように 、徳田 公 民館のよ うに専任 の人員 配置
をしない で、取り 組んだ ところ もある 。 今後は旧 三町での 取り組 みも
参考に七 尾地域の 地域づ くり協 議会に つ いて検討 していく 。予算 につ
いても、 旧三町と 旧七尾 で運営 形態が ち がうため 、異なっ ている が、
将来的には 統一する 考えで、 より良い 方 向にもって いきたい 。
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委員

要望であ るが、同 じ大き な目標 に向か っ て進んで いくとい うこと の確
認と、予算 について も、同じ 枠から出 す ようにして もらいた い。

委員

定員管理 の適正化 につい て、順 調に職 員 数は減っ ているが 、七尾 市単
独であっ た時の職 員数が どれだ けであ っ たのか。 また、こ れだけ 職員
が減ってく ると、それぞれ 個々の職 員の能 力が求めら れると思 われる。
庁内公募制 度では 2 名の 応募があ ったと のことだが 、中期財 政計画で
は、収入 が減る、 支出も 減らさ なけれ ば ならない といった マイナ スの
状況につ いて説明 があり 、庁内 公募制 度 のような 活性化に 取り組 むこ
とがこれか らの地域 のために もっと必 要 ではないか 。

事務局

職員数につ いて、合 併前の旧 七尾市で は 、H16 年 4 月では教育長 を含
んで、468 人で あった。 合併後の H17 年 は 835 人、現在は 630 人 であ
る。庁内 公募制度 につい ては、 2 月は じ めころに 自己申告 書によ り異
動希望を 調査して いるが 、それ 以降に 変 更があっ たものに ついて 、募
集したも のである 。職員 の活性 化につ い ては、人 材育成基 本方針 を定
め、積極的 な研修機 関への派 遣や参加 促 進を図って いる。

委員

全国的に みて七尾 市が特 別悪い という 状 況ではな いと思う が、特 徴的
な独自の 取組みを 行って いる自 治体も あ る。モン トレージ ャズや 万葉
マラソン 、和倉温 泉の事 業等に ついて そ れぞれの 事業が単 発でか み合
っていな い感じが ある。 何年か 後に成 果 を出し、 七尾を差 別化し てい
けるような 、取り組 みがあれ ばと思う が 。

事務局

現在、産 業振興プ ランを 策定し ている 。 雇用拡大 が最大の 課題だ と認
識してい る。皆さ んもご 察しの とおり 、 残念なが ら、人口 は確実 に減
り、経済 は縮小し ていく 。収入 が減り 、 支出が増 える。し かし、 その
速度をゆ るめるこ とが行 政の仕 事だと 認 識してい る。全て の企業 を元
気にする ことは、 どんな にお金 を費や し てもでき ることで はない と考
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えている 。可能性 のある元 気な企業 を支援 していくこ とが大事 であり、
そこで、委 員が言 われる独 自色を出 してい ければと考 えている 。また、
事業展開 がバラバ ラなの ではな いかと の ご指摘に ついて、 現在、 能登
島では交 流市場の 改装、 ガラス 工房の 改 築、旧能 登島中学 校で人 口芝
のサッカー場 2 面を 整備する 。2 年間で 約 10 億円を投資し、能登島の
活性化を 図ろうと してい る。し かし、 そ れがバラ バラに動 いてい ては
いけない し、これ らの事 業をつ なげ能 登 島をコー ディネー トして いか
なければ ならない 。サッ カーに ついて も 観光客だ けではな く、交 流と
いう形で 合宿を増 やして いく等 の取組 み を通じ、 独自色を 出して いけ
ればと思う 。

委員

公用車の 削減につ いて、 職員数 に応じ て 台数を減 らすのは 理解で きる
が、緊急 時に必要 なこと もある と思わ れ る。必要 台数は最 低限確 保さ
れているか 。ま た、公 の施設 の利用促 進に ついて、プラン において は、
サンライフ プラザに ついては 、5 年 間で 15％増として いるが、 現状は
難しいの ではない か。子 どもた ちの催 し 等で施設 を借りる ことが ある
が、冷暖房 費を別 途請求さ れる等、利用料 が高いと感 じること がある。
サンライ フの茶室 の利用 は一度 も見た こ とがない 。また、 能登演 劇堂
について は、観覧 に行っ た際、 駐車場 の 雑草が手 入れされ ていな い状
況が見ら れた。プ ール施 設では 水がす ご く汚れて いる。も っと利 用者
を増やす取 組みや工 夫が必要 ではない か 。

事務局

公用車に ついては 各部ご とに管 理し、 古 いものか ら順次削 減を進 めて
いる。こ れまでも 、台数 が足り ないと い う状況は あったが 、近い 距離
であれば 、自転車 等での 対応を してい る 。今後の 削減計画 につい ては
状況を見 て検討し ていく 。施設 の利用 料 について は、減免 制度が ある
が、施設 の維持管 理もあ り、合 併後、 財 政上の理 由から利 用者に は応
分の負担 というこ とでご 理解を 求めて き たところ である。 しかし なが
ら、利用 促進の観 点から 、利用 料につ い て施設の 指定管理 者とも 協議
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し検討して いきたい 。

委員

市税その 他の収入 確保に ついて 、収入 確 保に努め 、自主財 源の確 保を
図るとある が、自 主財源の 確保とは どうい うことか。住民税 について、
県が市に 変わって 徴収す ること につい て 、七尾市 も連携を 図って いる
と聞いた がその効 果はど うか。 滞納整 理 について 、県が組 織化し たと
聞いたが 、七尾市 は加入 してい るのか 。 加入して いるとす ればそ の効
果はどう か。国民 健康保 険税、 介護保 険 料につい て値上げ されて いる
が、県内 でも 1、2 を 競う高い 設定とな っ ている。どのよ うな検討 をし
てきたのか 。

事務局

自主財源 の確保に ついて は、滞 納整理 を 確実に進 めること で、市 税等
の自主財源 の確保を 図るとい うもので あ る。滞納 整理機構 について は、
県内では 金沢の県 税事務 所内に ある。 県 は事務所 単位での 設置を 各市
町に対し 説明し呼 びかけ した。 七尾市 は 賛同した が、この エリア の他
の自治体 が賛同し なかっ たため 設置に は いたって いない。 設置に あた
っては、 各市町か ら職員 を派遣 する必 要 があり、 各自治体 はその 点で
対応でき なかった 可能性 もある 。設置 さ れた地域 では効果 が上が って
いると聞い ており 、七尾市 としては 今年度 も設置に向 け検討し ていく。
また、県 とは地方 税法 48 条に基づ く徴収 引継につい て連携を 図ってお
り、県に おいても 、市県 民税の 滞納整 理 を行って いる。そ のほか 、県
と人事交 流を行い 、互い に職員 を派遣 し 、税収確 保等につ いての 研修
を行ってい る。

事務局

七尾市の第 5 期の介護 保険料は 、平均で 5,790 円であり 、県内 で最も
高い。最も 安いのは 川北町の 4,000 円で あり、県内 平均は 5,546 円で
ある。こ れは介護 保険施 設等が 充実し て いること と、要支 援、要 介護
認定者の 認定割合 が県内 平均と 比べて 高 いことが 要因であ る。今 後、
認定者数 の割合を 減らし ていく ため、 介 護予防事 業を充実 させて きて
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おり、徐 々にでは あるが 効果が 出てき て いると認 識してい る。国 民健
康保険税に ついて も H24 年度から 値上げ をしている 。これま では、右
肩上がり の医療給 付によ る赤字 運営に 対 し、国保 財政調整 基金を 取り
崩して対 応してい たが、 基金を 最低限 度 確保しな ければな らない こと
から、被保 険者の方 から 1 億 5 千 万円を これまで以 上にご負 担いただ
くこととし た。こ れまで一 般会計から 500 万円の繰出 しをして いたが、
3,000 万円 程度追 加して 特別会 計に繰 入 れしてい る。また 、基金 から
も 1 億 5 千万円繰入れしてい る。

委員

世界農業 遺産につ いて、 認定さ れたこ と により、 何かこの 地域に とっ
て活性化 に向けら れない か。例 えば助 成 金といっ たものが あるの か。
現状は全 く見えて こない 。田畑 を管理 し ていくも のからす れば、 高齢
化等もあり 困難を感 じている 。何か明 確 なものはな いか。

事務局

世界農業 遺産とは 、しっ かりと 保全し て いくこと だと認識 してい る。
保全を飛び越えて活用に行くのは筋が違うのではないかと考えてい
る。そう はいって も認定 された のだか ら 活用しな い手はな いとい うこ
とで、先 般、七尾 市で実 行委員 会を設 置 した。こ れは、現 状とし て 4
市 4 町 で珠洲市 長をトッ プとした 協議会 があり、県 には県主 体の実行
委員会が あるが、 七尾市 が主体 的に世 界 農業遺産 の維持保 全や活 用策
について 考えてい くため 設置し たもの で ある。実 行委員会 では市 民の
皆さんか ら取組み を募集 し、市 民の皆 さ んと共に 考えてい くこと から
始めたいと 考えてい る。

委員長

プランの取 組み及び 追加につ いて、事 務 局より説明 願う。

事務局

資料により 説明

－ 質疑・
質疑 ・ 意見－
意見 －
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委員

職員提案制 度につい て、どれ くらい提 案 が提出され ているか 。

事務局

現在、1 課 2 提 案以上と いうかた ちで提案 を募集して おり、60 件程度
の提案が提 出されて いる。

委員

課単位で は個人の 発想が 吸い上 げにく い のではな いか。あ まり課 単位
での取組み は聞いた ことがな いが。

事務局

今回は課 単位で実 施した が、そ の結果 を 含めて、 実施方法 につい ては
検討してい きたい 。以前は 個人単位 で実施 していたと いう経緯 もある 。

委員

報償はある のか。

事務局

今回はない 。

委員

サンビー ム日和ヶ 丘の指 定管理 者制度 導 入につい て、図書 館も含 める
のか。また 、音響や 映画関係 はどうな っ ていくのか 。

事務局

サンビー ム日和ヶ 丘の指 定管理 者制度 導 入につい ては、今 年度中 に指
定を行っ ていく予 定であ る。映 画等に つ いては引 き続き事 業を継 続す
ることと し、指定 管理に 含める 考えで あ る。図書 館につい ては、 中島
や能登島 等ほかの 図書館 との関 係もあ り 、今後仕 様書等を 作成し てい
く中で検討 していく 。

委員

サンビー ムの周囲 の公園 につい て、管 理 が行き届 いてなく 、地域 のボ
ランティ ア団体や 職員が 行って いる状 況 であるが 、公園部 分につ いて
は指定管理 に含める のか。
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事務局

一体として 指定管理 すること を考えて い る。

－ 審議終了－
審議終了 －

事務局

本日いた だいた貴 重なご 意見を 踏まえ 、 今後プラ ンの内容 等につ いて
検討してい きたい。

副委員長

明日の七 尾にとっ ての活 性化や 振興に つ ながって いくよう なもの が必
要であり 、有効な ものに 重点的 に財源 を 充当して いく必要 がある 。メ
ディア等 で再建団 体につ いての 話を聞 く ことがあ るが、そ のよう なこ
とにならな いよう、 しっかり と舵取り し てもらいた い。

－ 会議終了－
会議終了 －
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