平成 21 年度第 3 回委員会議事録

平成２１年 １１月１ ７日（火 ）

１５ 時 ００分～１ ７時１５ 分

２０１会 議 室

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 ）
資料３
資料 ３ ・・・・・・第
・・・・・・ 第 ２ 回委員会の
回委員会 の 主 な 意見及び
意見及 び対応【
対応 【 今回配付資料】
今回配付資料 】
資料４
資料 ４ ・・・・・・高柳委員
・・・・・・ 高柳委員からの
高柳委員 からの質問事項
からの 質問事項【
質問事項 【今回配付資料】
今回配付資料 】

（ 資料 ３について説明
について 説明）
説明 ）
事務局

・前回の意 見に対す る対応及 び補足説 明
・国民健康 保険特別 会計及び 介護保険 特 別会計につ いて

（ 前回 の質問事項に
質問事項 に対 する回答
する 回答）
回答 ）
事務局

・長寿命化 計画につ いて
・中学校の 統廃合に ついて
・行政評価 について
・部長マニ フェスト について
・施策に対 する体制 の構築に ついて

（ 資料 ４について説明
について説明）
説明 ）
事務局

・欠席委員 からの質 問事項に ついて（ 人 事関係）

委員

歳出削減 を前面に 出さな い、数 値目標 は 掲げない とのこと だが、 市民
には財政 の立て直 しが達 成され たとい う 実感はな い。依然 厳しい 状況
ではない かと感じ ている 。経費 削減と い うことで はなく、 ケーブ ルテ
レビの加 入率や下 水道の 接続率 、税金 の 収納率の 向上など は数値 目標
を掲げるべ きではな いか。

委員

数値目標 を掲載す るメリ ットと デメリ ッ トの説明 は、まだ 聞いて いな
い。
1

委員

目標額が ないと委 員会で 何を議 論すれ ば よいのか がわから ない。 文章
ばかりでは 目標がわ かりにく い。

事務局

ケーブル テレビ事 業、下 水道事 業は経 営 計画を策 定すると いうこ とを
今回のプ ランに明 記させ ていた だきた い 。その内 容は来年 詳細に 説明
させてい ただく。 また、 数値目 標を掲 載 するメリ ットとデ メリッ トと
いうこと自 体にこだ わる必要 がないと 考 えている。

委員

進捗状況 や成果を 公表す るとの ことだ が 、どうい うものを 考えて いる
のか。

事務局

内容によ って示せ ること は違っ てくる が 、取組項 目一つ一 つの進 捗状
況を示して いきたい と考えて いる。

委員

計画期間全 体の歳入 、歳出は どう見込 ん でいるのか 。

事務局

プランのＰ ２２に「中期財 政計画の 策定」の項目で示 している ように、
平成２２ 年８月に 今後５ 年間の 中期財 政 見通しを 公表する 。８月 には
決算が出 るので、 前年度 との比 較や見 込 との差に ついては 、毎年 状況
を報告する 。

委員

市税等の収 入確保の 目標は示 さないの か 。

事務局

Ｐ３０， ３１のよ うに、 それぞ れの実 績 の推移を 委員会で 報告し てい
く予定で 、仮に滞 納整理 額が前 年度を 下 回った場 合には、 委員の みな
さまからご 検証いた だきたい と考えて い る。

委員

それはお かしいと 思う。 今年度 どのく ら いを目指 すのかと いうも のを
掲げるべき ではない かと思う が。
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委員

数字が示さ れていな いと、何 を目標に す るかという のがわか らない。
納入率が 年々低下 してい る理由 はいろ い ろあると 思うが、 目標は 示す
べきではな いか。

事務局

「市税そ の他の収 入確保 」の項 目につ い て、数値 目標を掲 載する かど
うかは今後 検討させ ていただ く。

委員

ケーブル テレビの 加入率 や下水 道の接 続 率なども 数値目標 が必要 では
ないか。

事務局

今後策定す る経営計 画の中で 示してい く 。

委員

経営計画と 行革プラ ンはどう いう関係 か 。

事務局

行革プラ ンでは、 経営計 画を策 定する と いうこと を明記さ せてい ただ
きたい。 計画の内 容につ いては 来年検 証 していた だきたい と考え てい
る。

委員

なぜいま示 せないの か。

事務局

経営計画 について は策定 するこ とを決 め たばかり で、現在 はでき てい
ない。

委員

経営計画 を今の 時点で 策定し ていない か ら、行革 プラン に掲載 できな
いという のはわか った。 しかし 、行政 で あっても スピード 感をも って
やっていか ないとい けないの ではない か 。民間では 考えられ ない。
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委員

行政は民 間の話を 出され ると辛 いと思 う 。１次プ ランの５ 年間で 世の
中は大きく 変わった 。合併し てまず財 政 の問題があ った。
これから は何が一 番大事 かとい うこと が はっきり していな い。職 員研
修のあり 方などの 話があ ったが 、職員 を 上から押 さえつけ るので はな
くて、市民 が採点で きるよう な仕組み が 必要ではな いか。
学校や保 育園など 施設の 適正配 置にし て も、誰が どういう 基準で 進め
るのか。 今後は、 環境や 、エネ ルギー を 大切にす るような 取組み が重
要になって くると思 う。
あと、プ ランの 中に「 さまざ まな」という ような形容 詞が多い と思う 。

委員

「中学校 再編整備 計画の 推進」 の項目 が 「財政の 健全化」 に区分 され
ているこ とに疑問 を感じ る。統 合は反 対 ではない が、現在 各地域 で議
論されて いる状況 なのに 、本当 にここ ま で具体的 にプラン に掲載 する
のか。また 、御祓と 朝日の統 合問題は ど うするのか 。
指定管理 者の導入 につい ては良 いこと だ と思うが 、民間を 活用し てサ
ービス向 上を図る ことを 目的と してい る のに、現 在指定管 理をし てい
る市の施 設は経費 削減の みに重 点を置 い ていない か。体育 施設に おい
ては、従 来から指 定管理 してい る七尾 地 区の施設 と、新た に指定 管理
した旧町 の施設で は人件 費など 基準が ぜ んぜん違 うが、見 直す考 えは
あるか。
職員互助 会に対し て職員 一人当 たりい く ら支出し ているの か。そ の額
は適正なの か。

事務局

中学校再 編整備計 画につ いては 、より 良 い教育環 境の整備 という こと
もあり掲 載するこ ととし た。掲 載して い る内容に ついては 、平成 ２０
年１１月 に教育委 員会議 で決定 したも の 。朝日中 と御祓中 の統合 につ
いては、平 成２６年 度以降と いうこと で 考えている 。
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委員

福田委員 の意見を 教育長 や市長 に伝え て 、次回対 応を報告 してい ただ
ければと思 う。

事務局

学校の問 題をプラ ンの素 案に載 せたこ と は配慮が 足りなか ったか もし
れないが 、最終的 に掲載 するか どうか は 議論して いただけ ればよ いと
考えてい る。今回 意見を いただ いたの で プランに 載せるべ きかど うか
は今後検討 させてい ただく。
指定管理 について は、問 題点（ 財団で の 運営）が あること は認識 して
いるが、現 在のと ころ解決 策はない 。施設 のサービス 向上につ いては、
プランＰ １４に指 定管理 施設の 管理状 況 の評価・ 公表する ことを 明記
している 。このこ とを実 施して いくな か で、どの ような解 決方法 があ
るのか検討 していく 。

委員

指定管理 団体を行 政が評 価する より先 に 、指定管 理をする という こと
は行政が 引き上げ るとい うマイ ナス面 が ある。そ れをどう プラス に変
えていくか という考 えはある か。

事務局

指定管理 者制度自 体がサ ービス 向上や 経 費節減に つながる という 制度
で、導入 後どのよ うに運 営して いるか と いうこと をまず評 価させ てい
ただきたい 。その状 況をふま えて解決 策 を検討して いきたい 。

委員

施設管理 だけでは なくて 、ソフ ト事業 を 含めた指 定管理の 実施や 、指
定管理団体 にソフト 事業を委 託するよ う なことを検 討できな いのか。

事務局

体育施設 でのソフ ト事業 につい ては、 体 育協会が 一定の役 割を果 たす
べきでは ないかと いう意 見があ った。 そ のことも あり、指 定管理 者に
どのよう な事業を 任せる かとい う結論 は 出ていな かったと 思うが 、指
定管理者の 評価を通 じて検討 していき た いと考えて いる。
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事務局

七尾市に は互助会 はない が職員 組合が あ る。職員 一人当た り約 3,000
円強の支 出がある 。昨今 、職員 の福利 厚 生につい ては厳し い状況 にあ
るため、当 市でも減 額してい きたいと 考 えている。

委員

個人への個 別給付は あるのか 。

事務局

個別給付と いうもの は行って いない。

委員

教育の問 題を先送 りにし ている ような 感 じがする 。教育施 設の話 はさ
れている が、教育 内容の 話は議 論され て いないと 思う。人 間を育 てる
ということ をもっと 考えない といけな い 。
市の中に審 議会とい うものが 多すぎる 。整 理・統合が 必要で はないか 。

委員

教育施設 と教育内 容の話 はこの 委員会 の 中では詳 細に議論 するも ので
はないと思 う。

委員

個別の問 題はある が、こ の委員 会は部 分 最適では なく、全 体最適 を議
論する場で あると思 う。

委員

個別の詳 細につい ては議 論する 必要は な いと思う が、ある 程度の 話が
ないと議論 のしよう がないと いうこと も ある。

委員

小中学校 の統廃合 の委員 を務め ていた が 、そのな かでは行 財政改 革の
ために統 廃合が必 要とい う話は 一度も し たことは ない。子 どもた ちに
良い教育 環境を与 えるた めに統 廃合が 必 要なので あって、 この行 財政
改革プラン に載って いること に驚きを 感 じている。

委員

公共施設 の中の学 校施設 という ことで 掲 載したの だと思う が、最 終的
に掲載する かどうか は、事務 局側でも 検 討していた だきたい と思う。

6

委員

統廃合の 対象校の ことや 、生徒 数の適 正 規模など は、この 場で議 論す
べきこと ではない 。私た ちもそ のこと を 議論する ためにこ こに来 てい
るのでは ない。こ のプラ ンの中 では適 正 配置に努 めるとい う程度 でよ
いのではな いか。

委員

今は、何を 議論すべ きなのか がはっき り していない 。

委員

今までこ の委員会 で議論 を続け てきた の に、今更 この委員 会は何 のた
めにあるか というの はおかし いと思う 。

委員

今までは 財政改革 を主に やって きたが 、 今後は行 政改革を やって いく
というこ とで、行 政側も 新しい 考えを 示 してきて いるし、 そのよ うな
姿勢は評 価できる と思う 。そう いう意 味 では、私 たちもも のすご い議
論をして いるのだ と思う し、今 一度行 財 政改革と いうもの を考え なお
す時期にき ているの だと思う 。

事務局

審議会の 整理につ いては 、実態 を調査 し て取組項 目とする か検討 させ
ていただく 。

委員

まちづくり 基本条例 について 少し聞い て おきたい。

事務局

まちづく り条例は 、総合 計画で の「市 民 主体のま ちづくり 」とい う基
本方針を条 例で担保 するもの で、七尾市で は「（仮 称）まちづく り基本
条例」と している が、名 称につ いては 今 後議論・ 検討して いく。 イメ
ージとして は、ま ちづくり の主体の 定義を していきた いと考え ており、
先進自治 体では、 市民、 行政、 事業者 、 議会と明 記してい るとこ ろも
ある。
「 市民参画 と協働 」とい う柱立て で 、住民投 票とい うことに も踏
み込んで いる自治 体もあ る。地 域審議 会 等の運営 について は、ど のよ
うな形で市 民が参画 できるの かという こ ともある。また 、
「 市民の自 治」
というこ とでは、 地域づ くり協 議会と ま ちづくり 条例との 関係や 、コ
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ミュニテ ィ、生涯 学習等 の市民 の自治 体 的な活動 について の基本 的な
考えを明記 して、しっかり したもの を策定 していきた いと考え ている 。

委員

まちが活 性化する ために は、ま ちづく り の単位は 町会が一 番良い と思
う。各町会 が活性 化しない と、いろ いろな ことにつな がってい かない。
今後は、 町会にど れだけ 力をつ けさせ る かが課題 だと思う 。地域 づく
り協議会な どでは単 位として は大きす ぎ ると思う。

委員

条例を策定 していく 中で、個 別に議論 す ることでは ないかと 思う。

委員

情報公開 の項目が いくつ かある が、ケ ー ブルテレ ビやホー ムペー ジを
見ることが できる人 の割合は 、どのく ら いか把握し ているの か。

事務局

ケーブルテ レビの加 入率は現 在３３.４ ％ 。ホー ムページ について は閲
覧数のデ ータがあ り、０ ８年１ 月から ０ ９年８月 までの２ ０ヶ月 間で
３９万７ 千件のア クセス がある 。県内 は ２６万２ 千件、県 外は１ ３万
５千件とい う内訳と なってい る。

委員

ホームペ ージにつ いては 、市民 がどれ だ け見てい るかとい うデー タは
無いよう だが、市 には情 報公開 のため に あらゆる 努力をし てほし いと
思う。

委員

まちづく りに必要 な職員 の意識 改革と い うのは少 しおかし な感じ がす
る。市民の 意識改革 というこ とも必要 な のではない か。

委員

納税意識 の啓発を 小中学 生以外 にも対 象 を拡げて 実施する とのこ とだ
が、小中 学生は税 を納め ている のか。 実 施しやす いから子 どもた ちだ
けにやっ てきたの ではな いか。 そうい う ことも意 識改革し ていく 必要
があると思 う。

8

委員

庁内看板 の見直し の項目 につい ては載 せ る必要が ないと思 うし、 各項
目につい ては完成 とする 前に、 もう一 度 事務局側 で整理し てみて ほし
い。

委員

市営住宅の 駐車場ま で料金を 徴収する の か。

事務局

市営住宅 の駐車場 は現在 無料で あるが 、 県営住宅 や雇用促 進住宅 は有
料となっ ておりア ンバラ ンスな 状況で あ る。料金 について は、土 地の
単価や面積 を考慮し 、不公平 が生じな い ようにして いきたい 。

委員

１次プラ ンの実施 により 財政の 立て直 し が達成さ れたとの ことだ が、
経常収支 比率を見 るとま だまだ 健全化 し たとはい えないと 思う。 ２次
プランと していろ いろな 項目が 出され て いるが、 全体的に はこれ でい
いのでは ないかと 思う。 しかし 、学校 や 第三セク ター、指 定管理 など
の項目に固 有名詞を 載せるこ とについ て は疑問を感 じる。
庁内看板 の見直し の話が あった が、旧 七 尾市の人 たちは庁 舎内の こと
がわかる と思うが 、旧３ 町の人 たち、 特 にお年寄 りには本 庁とか ミナ
クルとか いわれて も非常 にわか りにく い と思う。 合併し、 旧３町 の職
員は本庁 に集約し てきて いる。 中島町 は 旧七尾市 と同等の 面積が ある
が、現在 の市民セ ンター の少な い職員 で 支障をき たさずに 運営で きる
のか。他 の旧庁舎 内もか なり空 いてい る 状況だが 、有効活 用のた めに
ももう少し 必要な人 員を配置 すべきで は ないか。

委員

分庁方式 は、どこ の自治 体でも 都合が 悪 いという ことで集 約して きて
いる状況で 、また元 に戻すと いう話は し ないほうが 良いと思 う。

委員

合併した 以上、合 理化の ために やらな い といけな いことも あると 思う
が、今後 さらに合 理的に 行政運 営して い くために は、ミナ クルや 市民
センターな どを引き 続き整理 していく 必 要があると 思う。
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委員

道路や通 信などの インフ ラ整備 が進ん だ ことによ り、小さ い単位 で行
政運営す ることで 生じる ムダが 、市民 負 担につな がるとい うこと もあ
り、それ ぞれが合 併した 。今後 も人口 規 模などに 応じて合 理的な 行政
運営を考え ていく必 要がある と思う。

委員

１次プラ ンの実施 期間で 、これ だけ多 く の職員数 を削減で きたこ とは
非常に評 価できる と思う 。引き 続き適 正 化をして いくとの ことだ が、
適正化のた めのはっ きりした 数字を出 す べきではな いかと思 う。

事務局

正規職員 について は、類 似団体 と比較 し てもまだ ２００人 ほど多 い状
況である 。しかし 、多い という のはあ く まで正規 職員数で あって 、類
似団体を みても臨 時職員 等で補 ってい る 状況であ る。今後 、正規 職員
について は計画ど おりに 削減し ていき た いと考え ているが 、サー ビス
の低下を招 かないよ うな体制 とするこ と が重要と考 えている 。

委員

年齢構成 のグラフ を見る と、５ ０代半 ば と３０代 半ばが多 い状況 とな
っている 。今後の 職員採 用をし っかり し ていかな いと、後 で大変 なこ
とになる と思う。 そのた めには 、２０ 年 、３０年 先のこと を考え て計
画をたてる 必要があ ると思う 。

委員

Ｐ３３に公 営企業の 資金不足 比率が載 っ ており、
「 －」は 資金不足 がな
いことを示 すという 注釈があ るが 、Ｐ３０ ,３１に記載 されてい る料金
の滞納額 がありな がら、 資金不 足にな ら ない理由 を説明し てほし い。
そのこと によって 税負担 などが 増え、 住 民サービ スの低下 を招い てい
ないのか。

事務局

必要な資 金は起債 などで 対応し ており 、 資金不足 という状 況にな って
いないため、
「－ 」と 標記して いる 。収納 状況につい てはＰ３ １のとお
りだが、不 公平を生 じないよ うに徴収 事 務を行って いる。
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委員

未収金が これだけ あるの に資金 不足に な らないの は、どこ かで操 作を
している のではな いかと 感じて しまう 。 そのこと で市民負 担が増 えて
いるので はないか という ことを 聞いて い る。そも そも料金 設定が 高い
のではない か。

委員

資金不足比 率につい ては後日 事務局か ら 回答をいた だきたい 。

委員

「広域行 政の見直 し」に ついて は、あ り 方を見直 すとのこ とだが 、中
能登町に 配慮が足 りない と思う 。少し 傲 慢ではな いか。地 方自治 とい
う意味では 、中能登 町の意思 を尊重し な いといけな いのでは ないか。

事務局

合併して １市１町 になり 、今後 効率的 な 運営をす るうえで 現在の 広域
圏組織が 必要かと いう根 本的な 課題が あ る。その ことは中 能登町 も認
識してお り、現在 の広域 圏の業 務を担 っ たらどう なるのか という 視点
から見直し たいと考 えている 。

委員

広域地方 分権とい うもの があり 、他の 自 治体でも 広域行政 組織が ある
ものをなぜ 見直すの か。

事務局

広域圏の 事務自体 が減っ てきて いる状 況 下におい て、その 事務を 基礎
自治体が担 ってもい いのでは ないかと い うことを考 えている 。

委員

今後委員会 をどう進 めるかと いうこと が 課題だが。

委員

今日出た 意見に対 して、 事務局 から今 日 の最初に 説明のあ ったよ うな
回答をい ただきた いと思 う。そ れによ っ てプラン をどう書 き替え るか
というも のを示し てほし い。今 日これ だ け多くの 意見がで たので 、そ
れを全て 委員長一 任とい うわけ にはい か ないと思 う。出た 意見で 修正
するだけ ならいい が、事 務局が 意見を 持 ち帰って 検討する 項目が いく
つかあっ た。事務 局で検 討して 決定し た 対応策を 確認する ために 、も
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う一度委員 会を開催 していた だきたい と 思う。

委員

今日出た意 見を事務 局側で検 討してい た だきたいと 思う。

事務局

今日の委 員のみな さまの 意見を 内部で 検 討を進め させてい ただき 、次
回示させて いただき たい。
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