平成２２年度第１回七尾市行財政改革推進委員会
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【七尾市行 財政改革 推進委員 】
永井副委員 長、長田委 員、香川 委員、高 柳 委員、中田委 員、中村 委員、
福田委員、 藤井 (裕 ) 委員、藤 井 (靖 ) 委員、 森委員、森 山委員
【事務局】
出席者
武元市長、 尾田総務 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、奥井 教育部長 、
岡野企画経 営部次長 （財政課 長）、平 田税 務課長
三室行政改 革推進室 長、北川 次長、佐 竹 室員
委員会にお ける審議 事項（質 疑応答・ 意 見等）
１．副委員 長あいさ つ
２．七尾市 長あいさ つ（※あ いさつ後 に 退席）
３．協議事 項

事務局

①「行財政 改革１次 プラン」 の成果に つ いての説明

－ 質疑・
質疑 ・ 意見－
意見 －

委員

財政改革 のために 投資的 経費を かなり 削 減してき たとのこ とだが 、今
後はどう なってい くのか 。施設 の修繕 な ど、やら なければ ならな いこ
とをやらな いで財政 状況が良 くなった と いっても市 民は満足 しない。

事務局

施設修繕 など、こ れまで 財政の 立て直 し のために 我慢して いただ いた
ものも多く ある。平成 23 年度予算編 成に あたっては 、各施 設所管課 に
対して修 繕を要す る施設 の状況 確認を 行 い、今後 計画的に 修繕を 行っ
ていく予 算を組ん だとこ ろであ る。経 常 収支比率 は改善し てきて いる
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が、94％ を越えて おり決 して良 い状況 で はないと 認識して いる。 収入
規模に見合った支出の形を作っていくことが今後の課題と考えてい
る。

委員

健全化判断 比率のそ れぞれの 指標の意 味 を説明して ほしい。

事務局

「実質赤 字比率」 は、普 通会計 につい て の赤字の 状況を表 す指標 で、
「連結実質 赤字比率 」は、市 の全会計 を 対象とした ものであ る。
「実質公 債費比率 」は、 各年度 の公債 費 の割合を 示したも ので、 数値
は 3 ヵ 年平均で 表すこと になって おり、 財政の硬直 具合がわ かる指標
の一つであ る。
「 将来負担 比率 」は 、第三 セクターな どの状況 を含んで
市の財政 状況を全 体で把 握でき る指標 で ある。自 治体とい う中で は健
全であっ ても、夕 張市で 問題に なった 第 三セクタ ーの“隠 れ借金 ”で
破綻とい うことが ないよ うに、 この四 つ の指標で 自治体の 健全度 を示
すこととな った。

委員

将来負担比 率は、何 を何で割 った数字 か 。

事務局

①今後償 還すべき 地方債 、②特 別会計 で 発行した 地方債の うち一 般会
計の負担 見込み、 ③将来 負担す ること を 約束した 債務負担 行為、 ④市
の全職員 が退職し たと仮 定した 場合の 退 職手当支 給見込み 、⑤広 域圏
が償還す る地方債 のうち 市が負 担すべ き ものから 、基金や 財源見 込み
のあるも のを控除 した額 が、市 の財政 規 模に対し てどのく らいの 割合
になってい るかを示 したもの である。

委員

平成 21 年度に経常一 般財源歳 入が大 きく 伸びた理由 は何か。

事務局

歳入の増 加につい ては、 合併特 例債や 国 の補助金 を活用し た事業 を行
ったことや 、地方交 付税の増 額があっ た ことが主な 要因であ る。
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委員

平成 21 年度の人 件費が平 成 20 年度比で 140,000 千円増 えている が、
どういうこ とか。

事務局

人件費の 中には退 職手当 が含ま れてお り 、退職者 数が多か ったた め増
額となった 。

委員

市の財政 状況は良 くなっ たが、 市民が 我 慢してき たことも かなり あっ
たと思う 。経常収 支比率 は改善 してき て いるが、 県内の状 況を見 ても
上位にある わけでは ない。経 常収支比 率は 一般的に 80％が 健全とい わ
れている ようだが 、これ までご み袋の 値 上げや、 やるべき ことを 先送
りしてき たことな ど、い ろいろ と市民 が 我慢して きたこと を考え て、
今後はサービスの向上を主とした行財政改革に努力していただきた
い。

委員

国際情勢 をみると 、今後 原油が 高騰す る ことが予 想される 。国債 も 1
ランク下 がって、 今後は 金利が 上昇し て いくこと も考えら れる。 今後
地方銀行 もどうな ってい くのか わから な い状況で 、高金利 になっ た場
合市債の 引受先が ないと いう事 態も、 市 として考 えておく 必要が ある
と思う。

－「行財政 改革１次 プラン」 の成果に つ いての質疑 ・意見終 了－

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

－『市民と ともに歩 む、開か れた行政 運 営』
の取組みに ついての 質疑・意 見－

委員

今後はど のような 行財政 改革に 取り組 ん でいくの か。これ までは 財政
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状況が厳 しくやむ を得な かった と思う が 、今後も これまで のよう に削
減ばかり では市民 も職員 も苦し いと思 う 。内向き なことば かりで は、
七尾市が 暗くなっ てしま うので 、これ か らはこう いうまち づくり をし
ていくとい う具体的 な方針が 必要だと 思 う。

委員

現在策定 中である まちづ くり基 本条例 に も関係し てくるこ とだと 思う
が、現在は どのよう な状況な のか。

事務局

行革プラ ンとは、 市民の ため、 まちづ く りのため に予算を 投資し てい
くために はまず自 己改革 を行い 、内部 経 費を減ら して外に 広げて いく
取組みだ と考えて いる。 そのた め、ご 指 摘のとお り行革プ ランは 内向
きな取り 組みが多 くなっ ている 。まち づ くり基本 条例につ いては 、現
在論点整理 などを行 っている 状況であ り 、具体的に は、「理想 の市民 」
や「行政 のあり方 」など につい ての議 論 を行った ところで ある。 今後
それら実 現するた めに、 どうい うふう に 条例の中 に盛り込 んでい くの
かという ことを考 えてい く。今 後サー ビ ス向上の ために何 をして いく
のかという ことにな れば、まずは「 地域資 源の磨き上 げ」と、
「北陸新
幹線開業 に向けた 誘客の 促進」 という の がテーマ になって くると 考え
ている。 また、七 尾に愛 着の持 てる人 材 育成を行 い、将来 七尾に 戻っ
てくるよ うな人づ くりを 行って いかな け ればなら ない。そ して、 今住
んでいる 人たちの 安全安 心を確 保する と いうこと が重要で あると 考え
ている。究 極は総合 計画の実 現という こ とになるが 、平成 23 年度は 、
具体的にいえばこの三本柱を重点的に取り組んでいくこととしてい
る。

委員

行革の委 員会のほ かに、 七尾市 のビジ ョ ンの進捗 を審議す る組織 はあ
るのか。

事務局

現在のとこ ろ市のビ ジョンを 審議する 組 織はないが 、第 1 次総合 計画
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が七尾市 の目指す べき姿 である と認識 し ている。 総合計画 を実現 する
ために行財 政改革を 推進して いく必要 が あると考え ている。

事務局

行革プラン の取組み の中にも、
「 事 務事業 の見直しと 総合計画 の実施計
画策定」 というも のを明 記して おり、 総 合計画を 着実に推 進する ため
事業の検証 していく こととし ている。

委員

今後は高 齢化が進 んで地 域が大 変にな っ てくる。 まちづく り基本 条例
では、そ ういった 地域の 課題を 支えて い くことも 明記して いく必 要が
あると考 える。ま ちづく りを進 めるに は 、まず町 会組織が しっか りと
しないと いけない と思う し、そ の中心 で ある町会 長にはい ろいろ なノ
ウハウを 持ってい る市職 員の退 職者が 務 めて、積 極的に主 体とな って
いくべきだ と思う。

委員

「部長マニ フェスト」を ホームペ ージで 読 ませていた だいたが、
“ 部長”
ということ に意味は あるのか 、市長 のマニ フェストと の関係性 は何か。
また、策定 ・公表に あたって は市長や 職 員が確認し ているの か。

事務局

「部長マ ニフェス ト」は 個人の もので は なく、組 織として のマニ フェ
ストであ り、今年 度に部 として やるべ き ことを優 先順位の 高いも のか
ら掲載し ている。 内容に ついて は市長 と ヒアリン グを行い 、それ ぞれ
確認して いる。名 称は「 部長マ ニフェ ス ト」とし ているが 、市と して
やるべきこ とを掲載 している ものであ る 。

委員

それぞれの “部の” マニフェ ストとい う 意味でよい か。

事務局

公表したものには各部長の写真も掲載しているが、仕事を行うのは
“人”で あり、い わゆる 「見え る化」 と いうこと を考えて 「部長 マニ
フェスト」 という名 称にして いる。
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委員

要するに 、各部が 行う仕 事を載 せてあ る のだと思 うが、言 葉を正 確に
使うという のも大切 なことだ と思う。

委員

事務局にお いては今 後検討を お願いし た い。

委員

「サービ スの向上 」を主 とした 改革と し ているが 、この意 味がよ くわ
からない 。今“新しい 公共 ”の実現 という ことがよく いわれて いるが、
「まちづ くり基本 条例を つくる 市民会 議 」のなか でも公共 的な課 題、
公の仕事 を受け持 つのは 市民な のか、 行 政なのか 、公民館 なのか 、町
会なのか 、また、 これを 進めや すくす る にはどう いう仕組 みが必 要な
のか、と いうこと を議論 し、条 例化し よ うとして いる。行 財政改 革で
は、行政 のなかで の仕事 の進め 方を考 え ていくの だと思う が、ま ちづ
くり基本 条例が制 定され れば、 当然行 政 側の仕事 の進め方 も変え る必
要がある 。これか らは、 それぞ れの主 体 で“今後 七尾のま ちづく りを
どのよう にしてい くのか ”とい う方向 性 を共有し ていくこ とが重 要で
ある。今 後も職員 が減っ ていく なかで 「 サービス の向上」 として いる
が、本当に 大丈夫な のか。今 後の行財 政 改革の方針 は何か。

事務局

まちづくり 基本条例 では、
“ 公共サー ビス を誰が担う のか”、
“行政と 市
民のそれ ぞれの役 割は何 なのか ”とい う ことなど を位置付 けよう とし
ている。 今後の行 財政改 革の方 針とし て は、財政 状況の悪 化には 歯止
めがかか ったが、 今後も 職員数 が減少 す るなかで 、どのよ うにサ ービ
スを維持 していく のかと いうこ とが課 題 である。 この課題 に対応 する
ためには効 率的で合 理的な組 織づくり が 重要である と考えて いる。

委員

行財政改 革のなか で、向 上させ たいの は 公共サー ビスであ るとい うこ
と、その 担い手と して行 政だけ ではな い 他の主体 と連携を してい くこ
とをベース においた 行革プラ ンでない と いけないと 思う。
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委員

“行政は ここまで やる”、“市民 はここ ま でやる” というこ とをは っき
りとさせて おくこと が重要で ある。

委員

市町合併 してから 数年経 過した が、ま ち づくりを 担う主体 が七尾 地区
と他の三地 区で違い がある 。七尾地 区では 公民館を中 心として いるし、
他の地区 では地域 づくり 協議会 を中心 に まちづく りに取り 組んで いる
が、これ がなぜ統 一され ないの か。そ の 他のこと でも、合 併前の 仕組
みが統一 されてい ないも のがあ るが、 な ぜ良い仕 組みの方 に合わ せて
いかないの かがわか らない。

事務局

基本的に 七尾地区 では、 公民館 を中心 に まちづく りの取り 組みを 行っ
ている。 地域コミ ュニテ ィとい う観点 で いえば、 他の地区 と比べ て弱
いと認識 している 。この ため七 尾地区 に おいては 、策定中 である まち
づくり基本 条例の内 容を考慮 しながら 、平 成 23 年度から試行と いう形
で公民館を 中心とし たまちづ くりの組 織 を作りたい と考えて いる。

委員

他の地域に ある地域 づくり協 議会と同 じ ようなもの になるの か。

事務局

七尾地区 は他の地 域と状 況が違 うため 、 どのよう な組織が よいの かと
いうことを 来年度し っかりと 考えてい く 。

委員

今後、公 民館に地 域づく りの職 員が派 遣 されると いう話も 聞くが 、公
民館と地 域づくり 協議会 ではど ちらが ま ちづくり の主体な のか。 こう
いうことを 明確にし ていくの が行財政 改 革プランで はないか と思う。

委員

市内には 様々な団 体があ るが、 市町合 併 してもな かなか一 つの輪 がで
きない。これらの 地域ごと の団体が 一つに なるには 10 年かかる という
人もいる 。簡単な ことで はない と思う が 、七尾市 として一 体感を 高め
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ていくた めに、今 後各団 体でよ く考え て いく必要 がある。 行政側 も協
議の場を設 けるなど 努力して いただき た い。

委員

公民館は 昔と違い 、地域 に根付 いて既 に コミュニ ティ化し ている 。現
在でもあ らゆる分 野でそ れぞれ 頑張っ て いると思 ので、別 組織を 作る
ことは、屋 上屋を架 すような ことにな る のではない か。

委員

公民館と 地域づく り協議 会の住 み分け に 少し矛盾 を感じて いるが 、地
域づくり 協議会は 各種団 体で構 成され て おり、幅 が広く地 域を網 羅し
た組織で あり、そ の中に は公民 館も含 ま れている 。今後は 地域づ くり
協議会に 予算が配 分され 、公民 館も協 議 会組織の 中で運営 してい くと
いうことも 行政では 検討して いるよう だ が、現時点では それぞれ が“や
りづらさ” を感じて いるのも 事実であ る 。

委員

田鶴浜地 区でも地 域づく り協議 会の中 に 、町会連 合会の役 員や公 民館
の館長に も入って いただ いてい る。た だ し、それ ぞれの団 体で役 割が
あり、地 域づくり 協議会 でその 役割を 決 めること はできな い。市 があ
るべき姿を 示した後 で、各団 体が徐々 に 歩み寄って いくべき である。

委員

町会連合 会につい ても、 旧七尾 市の連 合 会組織と 旧三町の 連合会 組織
があり、市 町合併 後 6 年 以上経過 してい るが、それ ぞれの別 々に運営
されている 状況であ る。

委員

能登島地 区の場合 は、規 模も小 さく、 地 域のこと はすべて 町会を 通じ
て行ってい るし、まとまり がある。今後さ らに職員が 減ったと きには、
町会連合 会や、地 域づく り協議 会がま ち づくりに 対して目 配りを して
いく必要 がある。 町会連 合会の 一本化 は 、地域ご とに様々 な実状 があ
るため必 ずしも良 いこと とは思 えない し 、逆にサ ービスの 低下に つな
がる恐れが あると思 う。
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事務局

まちづく り基本条 例の策 定にあ たって 重 要になる のは、地 域づく りに
ついて、 自分たち が何を すべき かを考 え ていく体 制や環境 づくり が必
要になっ てくる。 その中 では、 地域を ど ういう単 位で考え るかと いう
ことが重要 になって くる。既 存の 3 地区 の地域づく り協議会 は、それ
ぞれの市 民センタ ーが事 務局と なって 運 営されて いるが、 条例等 の根
拠は何も ない任意 団体と いうの が現状 で ある。ま た七尾地 区で進 める
にはどう いう単位 が良い かとい うこと を 検討した 結果、公 民館を 拠点
にすると いう方向 性を見 出した ところ で ある。他 の地区に ついて も、
既存のま ちづくり 協議会 との整 合性を 考 慮するな ど、各地 域の実 情に
あわせた形 になるよ うに、来 年度 1 年か けて検討し ていきた いと考え
ている。

－ 『市民ニーズに 対応でき る簡素で 効率 的な行政体 制』
の取組みに ついての 質疑・意 見－

委員

職員の接 客状況に ついて の市民 アンケ ー トで、9 割の人が 「満足 」と
評価したと あるが本 当か。

事務局

アンケー トは、税 務課、 料金業 務課、 ミ ナクルの 各課、そ して各 市民
センターで 実施した 。結果と して、 約 9 割が満足と いう内容 であった
が、クレー ム等の問 題点もあ ったため そ れぞれ対応 を行った 。

委員

人材育成 の取組み として 、新た な能力 考 課制度を 実施した とのこ とだ
が、内容に ついて詳 しく説明 してほし い 。

事務局

新人事考 課制度の 導入に あたっ ては、 ど のような 着眼点や 基準で 評価
するのか が重要に なって くる。 検討し た 結果、評 価の基準 は“仕 事の
できる人 ”や“高 い評価 を得て いる人 ” が、普段 から心が け実践 して
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いること などを基 準とし た。評 価は、 ま ず各自が 自己評価 を行い 、次
に上司に よる評価 を行っ た。そ の結果 で 、それぞ れの評価 に差異 があ
ったものに ついて面 談を行う 仕組みを 今 年度から取 り入れた 。

委員

今年度か らという ことは 、新た な人事 考 課制度自 体を評価 すると いう
ことは行っ ていない のか。

事務局

制度の評価 は、今後 行ってい くことと し ている。

事務局

もう一つ 、新人事 考課制 度での 新たな 仕 組みとし て、上司 のマネ ジメ
ント能力 向上のた めに、 部下が 上司で あ る課長を 評価する という 制度
も今年度か ら取り入 れた。

委員

目標管理と いう考え か。

事務局

目標達成 評価制度 は既に 実施し ており 、 今年度か らは新人 事考課 制度
と両方での 評価を行 っている 。目標達 成 評価制度に ついては 、5 年間
実施して きている が、問 題点や 課題を 整 理しより 良いもの とする ため
に、今年 度検討委 員会で 評価項 目等の 見 直しにつ いて協議 を行っ てお
り、来年度 から新た なものに していき た いと考えて いる。

委員

市のプロジ ェクトに ついての 評価（事 務 事業評価） は行わな いのか。

事務局

総合計画 の実施計 画は毎 年度評 価を行 っ ている。 それぞれ 達成目 標率
を決めて 取り組ん でおり 、達成 状況に 応 じてＡ～ Ｄのラン ク付け して
次年度の予 算編成に 役立てて いる。

委員

行革２次プ ランの取 組みの中 に、
「財 政状 況のわかり やすい公 表」が あ
るが、
「 市役所 の仕事の わかりや すい公表」というもの も必要だ と思う 。
10

事務局

「市役所 の仕事の わかり やすい 公表」 と いうのは 、現在の 行革プ ラン
にはないが、5 月に当 該年度に おける総 合 計画の実施 計画を、12 月に
前年度の達 成状況を それぞれ 公表して い る。

委員

行革プラ ンは随時 検証・ 見直し が行わ れ ることと 思うが、 プラン の取
組みとし て「仕事 の評価 を公表 する」 と いうこと を盛り込 んでい けば
よいと思う 。

委員

新たな人事 考課は何 に結びつ くのか。 賃 金に反映さ れるのか 。

事務局

新人事考 課制度は 、今年 度から 試行と い うことで 実施して おり給 与に
直接結び ついてい ない。 昇格・ 昇任・ 定 期昇給は 前年度実 施した 能力
評価で行っ ている。

委員

上司の評 価と自己 評価で 開きが あった 場 合は、誰 がどんな 権限で 評価
するのか 。上司の 良し悪 しによ って、 評 価結果は かなり変 わって くる
と思うが。

事務局

本人が評 価した内 容につ いて上 司も評 価 を行い、 それを基 に面談 を実
施して本人 に気付き を与える ことがこ の 制度の目的 である。

委員

民間なら ばお客様 評価と いうも のがあ り 、七尾市 でも接客 のアン ケー
トを実施 したよう だが、 窓口だ けでは な く今後は 仕事の中 身の評 価を
市民が行う 仕組みが できれば よいと思 う。行革プラン の中にも、
「民間
の経営手 法の活用 」の項 目があ るが、 具 体的な取 組みには 「指定 管理
者制度など の導入 」しかな い状況な ので、今後見直し が必要と 考える 。
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委員

指定管理 者制度に ついて 、同類 の施設 に 制度導入 する場合 は指定 管理
料などの 条件を同 じにす べきだ と思う 。 そのこと がサービ スの向 上と
安定した運 営につな がるもの と思う 。具体 的には、七尾地区 と田鶴 浜・
中島地区の スポーツ 施設では 条件が違 う。過去の経緯 はあると 思うが、
地域によ って条件 が異な るのは おかし い ので、今 後どちら が良い のか
ということ を見極め ていく必 要がある 。

事務局

七尾地区 のスポー ツ施設 は、七 尾市公 共 施設管理 公社が指 定管理 者と
なってお り、田鶴 浜地区 と中島 地区は 地 域のスポ ーツクラ ブが指 定管
理者とし て運営し ており 、それ ぞれに 経 緯がある 。市の新 たな取 組み
である、 交流人口 の拡大 のため にスポ ー ツ合宿を 誘致する にあた り、
どのような 施設運営 が良いの かという こ とを今後検 討してい く。

委員

何も議論 されない まま、 過去の 経緯だ け で決めて しまうこ とが問 題で
あると思 う。指定 管理料 にも大 きな開 き があるが 、条件が 違う理 由を
明確にすべ きである 。

委員

今後プラ ンの改定 につい ては、 どのよ う に考えて いるか。 また今 回の
意見が聞き っぱなし とはなら ないか。

事務局

行革プラ ンの中に も、随 時の検 証と見 直 しを明記 しており 、新た な取
組みを追加 すること も考えて いる。

事務局

今回は 12 月時 点までの 進捗状況 をお知 らせしたが 、新年度 になって
から 1 年間の状況を報 告する。

－『健全な 財政運営 』の取組 みについ て の質疑・意 見－
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委員

市税などの 滞納が非 常に多い 。もっと 収 納率を上げ る必要が ある。
滞納額が 10 億円を超え ているが 、何年間 で不納欠損 とするの か。

事務局

時効は 5 年間であるが、滞納処分 や分納 誓約を行う ことで時 効を停止
できる。 市として は最大 限の努 力は行 っ ており、 無闇に不 納欠損 処理
はしていな いので理 解願いた い。

委員

県が主体と なった徴 収業務の 広域組織 に 七尾市は入 っている のか。

事務局

滞納整理機 構につい ては、石 川県が平 成 23 年度中に市町 と諸課 題に
ついての協 議を行い 、早けれ ば平成 24 年度に設立と なる。

委員

ケーブル テレビに ついて は、加 入を推 進 していか ないと赤 字が続 き、
税金での 補填が増 えて大 変なこ とにな る 。金沢ケ ーブルテ レビで は、
局の設備 により地 デジ化 できる という 宣 伝広告を 見たが、 七尾市 でも
加入促進の ため同様 なことを できない の か。

事務局

当然、地 デジ化は 加入促 進の一 つのチ ャ ンスと捉 えており 、チュ ーナ
ーを買っ てケーブ ルテレ ビにつ なげば 、 既存のテ レビが使 えると いう
営業は昨年 からも続 けている ところで あ る。

委員

チューナー は必要な いと聞い ているの で 、ぜひ検討 してほし い。

－ 質疑・
質疑 ・ 意見終了
意見 終了－
終了 －

事務局

今日いた だいたご 意見を 、今後 の行財 政 改革に積 極的に反 映させ てい
ただくので 、今後と もよろし くお願い し たい。
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