平成 21 年度第 1 回委員会議事録

平成２１年 ６月３０ 日
事務局

１５ 時３０分 ～ １７時１０ 分

２ ０１会議 室

（ 資料 １、 ２、 ３－ １、 ３－２ について説明
について説明）
説明 ）
資料１
資料 １ ・・・・・
・・・・・・
・・・・ 推進委員会スケジュール
推進委員会 スケジュール（
スケジュール（ 案 ）
資料２
資料 ２ ・・・・・
・・・・・・
・・・・ 財政状況
資料３
資料 ３ －１ ・・・大綱修正
・・・ 大綱修正（
大綱修正 （ 案 ）
資料３
資料 ３ －２ ・・・行財政改革
・・・ 行財政改革プラン
行財政改革 プラン修正
プラン 修正（
修正 （ 案 ）

委員

大綱の改 正はこ れでいい と思う 。プラ ン について 、現状 と課題を 削
除というこ とだが 、大綱と プランを 市民に どういうカ タチで示 すのか。
大綱とプ ランを分 けるの であれ ば、プ ラ ンを見て 全てがわ かる方 がい
いのでは ないか。 大綱と プラン と２冊 で 見るより 、プラン １冊で わか
る方がいい のではな いか。

委員

合冊に すればい いので はない かとい う 意見です が。事務 局にお 任せ
しますかね 。

事務局

わかりや すいよう にします 。

委員

確認で すが、税 収不足 と記載 されて い るが、現 状をどこ まで認 識し
て記載して いるのか 。

委員

期間は５ 年にしな いといけ ないのか 。今 年度は補正 があって いいが、
来年度は もっとひ どくな るだろ う。七 尾 市内でも 倒産して いる企 業が
ある。社 会情勢の 変化が 早い中 、推進 期 間は５年 でいいの か。絵 に描
いたモチ とならな いよう ２、３ 年で見 直 しができ るような 文言を 入れ
てはどうか 。
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委員

納税組 合が無く なって 収納率 がさら に 悪くなる のではな いかと 懸念
されるが、 どのよう に見込ま れている の か。

事務局

納税組合 が無く なったこ とで自 主納付 と なるが、 口座振 替納税を 進
めている。 新たな未 納を出さ ないよう に したい。

委員

プランでの 標記は削 除せず、 大綱、プ ラ ン両方記載 すればど うか。

委員

合冊にす るにし ても、見 る立場 の人が わ かりやす いもの としなけ れ
ばいけない 。何を目 指すかが 大事であ る 。

委員

今後社会 情勢が どうなる か分か らない と いうこと を踏ま えると、 財
政が厳し くなるこ とが予 想され る。借 金 を返して おいた方 がいい ので
はないかと 思うが。 将来、受 益者負担 が 増えるので はないか 。

委員

ガチガチ に記載 してしま うとど うにも な らないこ とにな ってしま わ
ないか。い ろいろ踏 まえて物 事の書き 方 があるので はないか 。

事務局

現状を楽 観視し ている訳 ではな い。事 業 実施と市 債残高 のバラン ス
を、どう 取ってい くかだ と思う 。現状 に 対する具 体的な対 応は、 総合
計画の実施 で対応し ていく。

事務局

総合計画 を実現し ていくた めに、不断の 行財政改革 はしっか りやる。
そのため に、どん なタマ がある か、と い うことを 皆さんに 議論し てい
ただく。
「 市が目指 す姿」これを少 しでも 肉付けする ために何 が切れる
のかどん なタマが あるの かを検 討して い く。その ためにこ の委員 会が
あるとご理 解してい ただける とありが た い。
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委員

経常収 支比率の 推移や 職員の 推移等 の グラフは 巻末に添 付とい うこ
とだが、 これに新 たな年 度を追 加して 載 せるのか 、これ移 行の５ 年の
みを載せ るのかお 聞きし たい。 合併の 成 果を載せ るのはわ かるが 、ど
の資料を見 せるかに よって、 プランの 趣 旨がわかる と思うが 。

事務局

過去の推 移を残し たまま添 付予定。

委員

合併し てからの 平成１ ６年以 降でい い のではな いか。こ れから 先が
どうなるの かという 姿を見せ るべきで は ないか。

事務局

（過去も これから も）読め るような も のにする。

委員

大綱の始 めに、七 尾市の将 来像が記 載 されている が、市民 憲章は、
大綱、プラ ンではど うなって いるのか 。

事務局

総合計画 が目指す 将来像を 示してい る 。

委員

総合計 画は最上 位の計 画であ る。そ の 中に含ま れるもの と考え られ
ないか。

委員

市民憲 章が上位 で変わ らない もの、 総 合計画が その下で １０年 ごと
に策定する ものでな いか。

委員

そのとおり かと思う 。

委員

今回のプ ランは 、市が目 指すも のを議 論 する。ど こを削 るという 議
論はしたく ない。
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事務局

第１次の 計画は 、財政改 革が中 心であ っ た。財政 の見通 しがたっ た
ので、本 来の行財 政改革 をする 。総合 計 画の実現 のため行 政のあ り方
を変えてい くという ことで、 ２次プラ ン の策定を行 う。

委員

プランの 最初に 現状と課 題を記 載し、 そ れを踏ま えて、 今までや っ
てきたこと をチェッ クして 、どう やってき たのか、現状・課題を 示し、
財革ではな く行革だ とした方 がわかり や すいと思う 。

委員

大綱には 目指す ところ、 現状・ 課題を 記 載してあ りこれ でいいが 、
プランでは 削除する とのこと ばかりで 、何 が残るのか よくわか らない 。

事務局

（ 資料 ４について説明
について 説明 ）
資料４
資料 ４ ・・・・・・第
・・・・・・ 第 ２ 次行財政改革プラン
次行財政改革 プランの
プランの 策定（
策定 （ 案 ）

Ｐ２ ～ 七尾市の
七尾市 の現状を
現状 を説明
情報 の 提供 と 開 かれた行政運営
かれた行政運営について
行政運営 について、
について 、職員数ほか
職員数 ほか

委員

今の説明 で総合計 画の実現 、経済危 機 の克服等に つながる のか。

事務局

現状を お示して 、次回 のプラ ンに反 映 させる。 今回はご 意見を 伺う
という趣旨 である。 対策・決 算につい て は、次回提 示する。

委員

この会 の目指す ものは 何か。 七尾市 の 目指すも のは何か を捉え て、
何をすべき か考える ことが大 事という こ とでご意見 を聴きた い。

委員

ま ち づ く り に つ いて 、 大 綱 修 正 案の ３ペ ー ジ に 、 (旧 )鹿北 ３ 町 の 協
議会を設 置と記載 されて いるが 、七尾 市 全体につ いてはど うなっ てい
るのか。総 合計画の 中で、協 働の位置 付 けはどうな っている のか。
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事務局

(旧)七 尾 地 区 には 、 未 だ 設 置 はさ れ てい な い が 、 Ｈ ２ １ 年度 か ら 順
次設置して いきたい と考えて いる。
総合計画 とまち づくり協 議会の 関係で す が、重点 プロジ ェクトの 中
に、
「市民 が主人公 」とい うものを 進めて いくという 行政の手 法を示し
ており、協 議会等は それを担 う役割を し ていただき たい。

事務局

協働につい ては、総 合計画の ３７ペー ジ に記載され ている。

事務局

市民参画 を進める ために協 議会は必 要 だと思って いる。

委員

地域づ くり協議 会が、 七尾市 全体で 必 要という ことだが 、いま の状
況で総合 計画に記 載して あると おりで き るのか。 地域づく り協議 会の
３人がこの 委員会に 入る必要 があった の か、見えな い。

事務局

旧七尾地 区では 、協議会 は設置 されて い ないが、 公民館 などがそ れ
にあたるの ではない か。旧七 尾地域と 旧 ３町を分け る考えは ない。
協働のカ タチとし て、協 議会・ 公民館 ・ コミュニ ティセン ターと いろ
いろあり 、同じカ タチに 拘らな くても い いのでは ないか。 現況に あっ
た地域づく りを推進 したい。

委員

(旧 )七 尾 地 区 か ら 地 域 づ く り 協 議 会 関 連 の 委 員 が 出 て い な い 。 (旧 )
鹿北３町 からの３ 人がこ の委員 会に入 る ことが必 要なのか 、責任 が重
い気がする 。

委員

大綱やプ ランに 目指すべ き姿が 描けて い ない。ど ういう 風に作り 上
げていく か、何を やろう として いるの か 。各論に 入ってい ない。 行革
まで突っ込 んでいな い。
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委員

総合計画 にはエリ アが記載 されてい な い。総花し か載って いない。
実施計画に 載せてい くべきで ないか。

委員

七尾市全 体のプ ランをつ くると き、５ Ｗ ２Ｈが大 事。そ のうち行 革
プランでは Ｈｏｗ 、Ｈｏｗ Ｍｕｃｈ の部分 を担ってい るのでは ないか 。
地域づくり 協議会な どは、
「 何を･い つまで に･誰がやる のか」の部分を
担当してい るのでは 。
職員が減 ってき たが仕事 は変わ らない と いうので あれば 、職員一 人
ひとりの パフォー マンス をあげ なけれ ば ならない 。職員の 仕事の 効率
性を上げ るという のを、 行革の 項目に 入 れるべき 。他にも 意見が ある
が、次の機 会とする 。

委員

職員は減っ て、税の収納 率も減っ たでは何 をしている かわから ない 。

委員

どんな知恵 があるか 。行革の イメージ が 大事である 。

委員

今は断片的 な思いを 発言して いるが 、全体 的な現状・課題を 抽出し、
素案を示し てもらっ て議論す ればどう か 。

委員

中田委 員の言う とおり である が、一 方 、皆さん からのご 意見を 聴き
たいという 思いもあ る。

委員

委員も自 らの思 いがまと まって いない 。 委員が言 い合い ながらま と
めていくも のだと思 う。

委員

総合計画 を実現 するため に、行 革の委 員 会でいい 知恵を 出してと い
うこと。項 目をペー パーで出 すという の もいいと思 う。
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事務局

プランの 実施で 職員が、 １５０ 人減っ た というこ とは、 その分行 政
サービス が低下し ている という こと。 こ れからは 大きな課 題を抱 えて
いるが、 まちづく りをす るとき 。総合 計 画を実現 していく 際、今 まで
と同じ仕 事の仕方 ではい けない 。どう 行 政を変え るのか、 どう改 革す
るのかが 大事であ り。工 夫が必 要であ る 。問題意 識が高い 委員の 方々
の協力を得 ながら進 めていき たい。
次回は素案 を少し示 したいと 思う。
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