平成 21 年度第 2 回委員会議事録

平成２１年 １１月６ 日（金）
事務局

１６時 ０ ０分～１７ 時３０分

２０１会 議 室

（ 資料 １、 ２について説明
について 説明）
説明 ）
資料１
資料 １ ・・・・・
・・・・・・
・・・・ 行財政改革プラン
行財政改革 プランの
プラン の見直しについて
見直 しについて
資料２
資料 ２ ・・・・・
・・・・・・
・・・・ 七尾市の
七尾市 の行財政改革（
行財政改革 （素案）
素案 ）

委員

作成にあた っては担 当課と協 議したの か 。

事務局

プランの 項目は、 各課が 提出し たもの を 掲載した 。また職 員提案 の内
容も検討し 、プラン として取 組み可能 な ものは掲載 した。

委員

中学校の 統合の問 題は地 区の審 議会等 で もめてい る。プラ ンに掲 載し
て良いもの なのか。

事務局

公共施設 の適正配 置とい う項目 の一つ と して、行 革プラン の素案 とし
て掲載し たが、最 終的に 掲載す るかど う かは、委 員会で議 論して いた
だければい いと考え ている。

委員

財政改革 の目標額 を掲載 した場 合、し な い場合の メリット とデメ リッ
トは何か。

事務局

目標額を掲 載する必 要がない ほど財政 の 立て直しは 達成でき ている。
これまで は「いく ら削減 した」 という こ とに終始 してしま った。 今回
のプラン でも掲載 すると 、サー ビス向 上 と職員の 意識改革 の足か せに
なると考 えており 、目標 額を載 せるこ と はデメリ ットの方 が多く なる
と思う。 載せなく ても法 制化に より財 政 状況の数 字が明ら かにな り、
悪ければ健 全化計画 の策定が 義務化さ れ たため必要 はないと 考える。

委員

財政改革の 削減額８ 億２,００ ０千円の 内 訳は
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事務局

人件費がほ とんどだ が、指定 管理者制 度 や公用車の 削減など がある。

委員

公営住宅の 長寿命化 計画とは 何か。

事務局

施設の修 繕を早め に行っ た方が 、トー タ ルでコス ト削減が 図られ る場
合もあり、 そのこと をまとめ たもの。

委員

そういう ことは公 営住宅 だけで はなく 、 道路や橋 なども考 えられ るの
ではないか 。

事務局

次回１７日 の委員会 で回答す る。

委員

他の自治 体で行わ れてい る事業 仕分け の ようなも のは、プ ランに なく
てもいいの か。

事務局

行政評価制 度という ものがそ れに当た る ものと考え ている。

委員

行政評価 制度とい うと一 般市民 はわか り にくい。 もう少し ソフト なも
のにならな いのか。

事務局

事業仕分 けという と「削 減あり き」と い うイメー ジがあり 、実施 には
疑問を感じ ている。 詳しくは 次回説明 す る。

委員

資料２の ２４ペー ジの「 事務事 業の見 直 し」と「 まちづく り計画 の実
施計画策定 」を一緒 の項目に するのは お かしいので はないか 。

事務局

「まちづ くり計画 の実施 計画策 定」に つ いては、 総合計画 の実施 計画
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というも のを策定 してい るが、 プラン と して掲載 できる具 体的項 目は
まだない。

委員

やはり、中 学校再編 整備計画 は載せな い 方がいいの ではない か。

委員

大事なこと 、議論す べきもの は載せて お いた方がい いと思う 。
もう一つ は、職員 を育て 上げて いく「 根 本」のよ うなもの が今後 は必
要になって くると思 う。

委員

１次プラン は「財革」、２次 プランは「 行 革」ということ でいろい ろと
載せてあ るが、何 をしよ うとし ている の かがわか らない。 行政の 仕事
は最終的 には「ま ちづく り」で はない か と思うし 、それと どうや って
連動して いくのか が課題 だと思 う。行 革 プランに 掲載した ために 、必
ずそれを やらなけ ればな らない という こ とで、逆 に職員の 首が絞 まっ
てしまう心 配もある のではな いか。

委員

政権交代が あったこ とでも変 わってく る ものもある のではな いか。

事務局

前回のプ ランは目 標額を 掲げて 削減を し てきたが 、３０億 円の収 支不
足がなけ れば本来 は予算 編成の 過程で 行 っていた はず。政 権交代 によ
るものは 予算編成 で対応 してい くもの と 考えてい る。そう いうこ とも
あり、今回 のプラン は目標額 を掲載し な い予定であ る。

委員

財政の健 全化が達 成した からと いって 、 行財政改 革プラン という から
には、数値 目標を掲 げないの はおかし い と思う。
「庁舎内 案内看板 の見直 し」な どは行 政 改革では ないと思 うし、 プラ
ンに掲載す るのはど うかと思 う。
それに、次 回と２月 でまとめ てしまう の は少し乱暴 な感じが する。

委員

確かに、行 政の効率 化という ことはこ れ まで議論し てこなか った。
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基本的な 国保事業 や介護 事業を しっか り と運営し ながら、 そうい うこ
とを本当に していく のか。

事務局

これまで 一般会計 の健全 化に重 点を置 い てきたと いう反省 点と、 健全
化判断比 率の公表 が義務 化され たこと な どから、 次のプラ ンでは 特別
会計にお いても、 健全運 営を行 うため に それぞれ の会計で 目標を 掲げ
ている。 今後は健 全化判 断比率 のうち 将 来負担比 率が上が らない よう
にすれば、 危険な状 況になる ことはな い 。

委員

危険な状 況になら ないと のこと だが、 サ ービスの 良否はと もかく 、こ
れまで多く の市民サ ービスを 削減して き て、財政 状況が健 全化され た。
削減して いた職員 の給与 も元に 戻した 、 財政指標 も大丈夫 といっ ても
それでい いという もので はない と思う 。 ケーブル テレビの 赤字経 営や
低加入率 、下水道 が市街 地の接 続率が 低 いことな ど問題は 多くあ ると
思う。

事務局

不況によ る税収な どの減 少等の 問題も あ るため、 決して盤 石とは 考え
ていない 。ただ、 これま では削 減しす ぎ てきたと いうこと があっ たた
め、今回の プランで 削減とい うことか ら 脱却したい と考えて いる。

委員

最小限やら ないとい けないも のは、数値目 標を載せる べきでは ないか 。

事務局

財政改革 について は、人 件費を 中心に 約 ８億円を 見込んで いると 説明
した。

委員

人件費は自 然減であ り、私は 市が努力 し たとは考え ていない 。

事務局

職員数は適 正化する 必要があ るという ふ うに考えて いる。

委員

事務事業 の見直し とまち づくり 計画の 実 施計画の 項目は、 分けた 方が
4

いいと思う 。

委員

これは行 財政改革 プラン だが、 これか ら つくる総 合計画の 実施計 画と
も最終的 にどこか でつな がるも のでは な いかと思 う。そう いう意 味で
は、部長 マニフェ ストの 公表と 施策に 対 応する体 制の構築 には注 目し
ている。

事務局

このプラ ンの作成 過程に おいて も、サ ー ビス向上 や意識改 革は当 たり
前であっ て、その ことを 掲載し たプラ ン をつくる 必要性に 疑問を 感じ
たことも あったが 、掲載 したこ とがな さ れていな いのであ れば、 必要
であるとも 考えてい る。

委員

後日、次回 の進め方 について 事務局と 協 議させてい ただく。
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