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平成 30 年度 第 2回南砺市行政改革推進委員会会議録【全文（一部意訳）】 

１．開催日時  平成 30 年 12 月 25 日（火） 午前 10 時から午前 12時 

２．開催場所  南砺市役所福野庁舎 講堂 

３．出 席 者  ○委員 16 名 

長尾治明委員（委員長）、 

松本久介委員（副委員長）、宮本佳子委員、安達行成委員、米倉宗嗣委員、 

三谷直樹委員、小林加津實委員、栗山芳雄委員、中山正次委員、 

石黒厚子委員、 

蟹谷康代委員、大西正起委員、 

沖田光弘委員、中野ミチ子委員、宮下直子委員、島田優平委員 

        ○行革推進本部 12 名 

        田中市長（本部長）、工藤副市長（副本部長）、高田教育長、 

        斉藤市長政策部長、川森市民協働部長、荒木市民協働部担当部長、 

米田ブランド戦略部長、荒井ふるさと整備部長、酒井教育部長、 

柴田議会事務局長、小森地域包括医療・ケア部長、 

叶山地域包括医療・ケア部担当部長 

        ○事務局 7名 

        上口市長政策部担当部長、井口財政課長、石崎行革・施設管理課長 

竹中財政係長、山下行革推進係長、森施設再編係長、荒井副主幹 

４．欠 席 者  武部範代委員、岡田雅美委員 

５．傍 聴 者  なし 

６．議  題  

   協議事項 

1）補助金のあり方に関するガイドライン（案）について 

2）第三セクター改革プラン（2016(H28)～2025(H37)）に係る 

  ①経営状況報告 および 改革実施計画進捗状況に係る 

点検・評価（平成 29 年度）について 

      ②2022(H34)年度以降の削減率の設定と第 2サイクル（2019(H31)～2021(H33)） 

       に係る改革実施計画の見直しについて 

      ③第三セクター等の経営健全化方針の策定について 

    3）施設利用に係る受益者負担の適正化基準の策定について 

   報告事項 

1）第 2次南砺市公共施設再編計画（2016(H28)～2020(H32)）の 

進捗状況 および 再編効果額について 

○開会 午前 10時 00 分 

【行革・施設管理課長】 

第 2回南砺市行政改革推進委員会を開催する。委員長からご挨拶をいただきたい。 
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【委員長】 

 今年一年の総決算ということで、報道等もいろいろとされているが、その中で今年を漢

字一文字で表すと「災」ということで、今年は災いに係る色々なこと、特に自然災害が特

に目立った年ではなかったかと思う。その中で先月、夕張市の職員の方から大学の方で、

夕張市の今、再建に向けてどのような状況かについて学生に向けてお話しをいただいた。

再建に向けて職員の数も少なくなり、いろんなサービスが滞る中で、一番力強く気持ちを

伝えられたのが、夕張高校の生徒たちが、夕張市の将来、20 年先、30 年先のことを自分た

ちで考えなければいけないという自覚、意識が出てきて、地域の中で真剣に自分の問題と

して考えるようになって、彼らが動き始めたことが市にとって非常に明るい材料であり、

大いに期待したいと。お金の面においては、新しいことをやる場合、国の許可が必要で、

市独自の考えでは出来ない。いわゆる一切新しいお金を使えない中で、そういう住民のア

イディアをいかに地域として、市の職員としてサポートしていくかということが大変重要

で、その中において若者が立ち上がってくれたことが、夕張市にとって今非常に大きな財

産であり、大きな力になっていくであろうとのことでした。高校生が今まで地元に対して

関心を持つということは無かったが、こういう事態を高校生なりにしっかりと受け止め、

自分たちでなにかをやろうと、住民の一人として自分たちで出来ることは何かということ

を高校生なりに考えたのではないかと思われる。これから人口減少が 50年、60年と続いて

いく見込みの中、各市町村は、このスピードをいかに緩めるかという対策を前提条件とし

て考えていかなければいけない。人口減少が進むと税収はどんどん減っていくことは誰し

もが予測できることで、今までのような支出構造はダメだということは住民の一人一人が

分かること。であるから今日も議論してもらうが補助金のガイドラインについて、一度水

準を高めたものを下げるというのはなかなか難しいが、時代に応じて、また財政の中身に

応じて、構造も変えていかなければ、従来の延長線上の支出構造である限り、どこかでう

まくいかなくなることは当然。そうならないために関係者が英知を出して大きな判断をし

ていかなければならない時ではないかと思う。そのために、ある基準を作り、基準の中で、

よく議論をして納得のいく、公平感をもった落ち着く先を考えていくことではないかと思

う。読売新聞から（正月）1日に載せる記事の取材を受けており、昭和の時代と平成の時代

で何がどう変わったかというような難しいテーマだが、一番言いたかったのは、昭和の時

代は環境的に伸びしろのあった時代、平成の時代というのは伸びしろよりも縮まり志向と

いうか安定志向の中で、どう舵を取っていくかということが問われたのではないか、それ

に関連して富山のいろんな事象を例に挙げながら取材に対応したので、目を通していただ

いて、またご意見をいただけると幸いかと思う。 

 いろいろな意味において、これから大きな変換を問われているわけで、この変換に対応

していくには、人間の経験と知恵、これしか無いと感じている。 

 今日も議題が数多くあるが、各委員の忌憚の無い意見を活発に出していただき、合意を

得て、決めるものは決めていきたいと考えているのでご協力をお願いしたい。 

【行革・施設管理課長】 

続いて、南砺市行政改革推進本部長の田中市長がご挨拶を申し上げる。 
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【市長】 

 時間のない中ではあるが、協議事項がたくさんある。今年の 11 月に公共施設の再編に関

して一番大きな課題であった庁舎の再編について市議会全会一致で決めていただいた。こ

れは庁舎を一つにするということが目的ではなく、施設を再編して、行財政改革をして、

そこから生まれるものを、どう市民サービスに返していくか、市民サービスをいかに高め

ていくか、まちづくりをどうしていくべきか、こういうことに繋げていかなくてはならな

いし、もちろん時代に先駆けて、持続可能な、若い世代へのまちづくりの負担感を減らす、

こういうことが一番重要かと思う。当然痛みもあるわけだがトータルで判断していただけ

るような、少し時間がかかるかもしれないが、まちづくりであるとかいろいろなことを考

えながら取り組んでいくことが大事だと思う。委員長の話にもあったとおり、行政サービ

スとコストとの関係、そして受益者負担と市民サービスとの関係、そういうものを明確に、

分かるように見える化をしていくことも重要だと思っている。補助金のあり方については

「補助金を減らす、特にイベントの補助金を減らすということはどういうことだ」などお

叱りも受けているところだが、今まで中々この内容に深く突っ込んで精査をし、見える化

が出来なかった部分も中にはある。減るところもあれば増えるところもある。そういう意

味では、この補助金のあり方の議論によって公平がさらに保たれる、公正公平な制度の確

立ということが大変重要であると思っている。 

 また、第三セクターについても非常に厳しい計画を作っているが、現段階で次のステッ

プに入る前であるので、現状と今後の方向性をご確認いただきたいということ。またそれ

ぞれの経営健全化方針についても、総務省からの確認事項もあり、そういったことも進め

ながら取り組んでいかなければならない。 

 先程、受益者負担のことも話したが、今までは条例上、規約上、施設の中で料金体系等々

があまり触れられなかったということもあったかもしれないが、今後、第三セクターとか

指定管理者の制度ごとにしっかりと取り組んでいくと、当然その中には利用者の利用料と

いうものがリンクしてくるので、一緒に考えていかなければならない。現在取り組んでい

る中でも、今後さらに施設の再編や職員の定員適正化計画、事業の見直しをしっかりやっ

ていかなければならない。PDCA サイクルを回しながら効果が出るようにしっかりと取り組

んでいかなければならないということであり、もう少し先を見据えると、公共料金がどう

なるのか、例えば水道料金、下水道料金、ゴミの収集についても持続可能性が保てるのか

どうか、こういうことも同時に議論していかなければならないということである。どうか、

広い意味で地域の将来を見据えた中で、行財政改革を進めていかなければならないという

ことをご理解いただきながら皆さんと共に議論を深めていきたい。 

【行革・施設管理長】 

 それでは、協議事項に入るが、規定により、委員長に議長を務めていただくことになっ

ており、ここからの進行は委員長にお願いしたい。 

【議長（委員長）】 

 では、これから議事に入る。まず､協議事項 1の「補助金等のあり方に関するガイドライ

ン（案）」について事務局から説明をお願いする。それぞれの説明の後に意見交換の場を設

けるので、ご質問等はその時にお願いしたい。 
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〔事務局から説明〕  

【議長（委員長）】 

ただいま説明があった件について質問、意見があればお願いしたい。 

【Ａ委員】 

 P.23 経過措置の項目に小規模多機能自治の補助金について経過措置期間を設けてその後

見直しとある。小規模多機能自治について市から出るお金は補助金、負担金、交付金のど

れにあたるのか？そもそも地域のそれぞれの特性に応じて交付するものに補助は馴染まな

いのではないか？４月から小規模多機能自治を始めていくという矢先に、地域が自主的に

取り組んでいこうという気持ちを萎えさせるような扱い方で残念に思う。小規模多機能自

治に係る扱いはどうなっていくのか？ 

【財政課長】 

 小規模多機能自治について各地区に示している補助金の考え方は、直接このガイドライ

ンに沿ったものではなく、適用外のかたち、ガイドラインとは別のかたちで計画的・段階

的に減らしていくことにしている。これは 3～5年後に各地区に交付した額に基づく成果等

を見極めた上で、それ以降ガイドラインに沿ったかたちで制度の見直しを図っていく。当

面、3～4 年はガイドラインの適用外としている。また、見直しは削減・減額ありきの見直

しではなく、交付した補助金の効果をそこで一度検証するもの。 

【Ａ委員】 

 ガイドラインには、補助金はいずれ補助率を 1/2 にしていくとある。補助率 1/2 なら、

あと半分は自分で探して来いとなる。そうするとそれぞれの地区で自己財源となるのは住

民からの会費や、自主的な事業が出来ればその収益がそれになると思うが、1/2 の確保は非

常に大きな額だと思う。1/2 という縛りがあることで地域の課題に取り組めなくなると思う。

例えば 1/2 という枠を外して、市も財政的に厳しいということであれば、市からの交付金

を今までより 10％減らしたいとか、1/2 にするとか個別に補助率を協議するというかたち

にした方が、地区としても事業をやりやすいと思うがいかがか？ 

【市民協働部長】 

 （小規模多機能自治にかかる補助について）担当では、現段階ではガイドラインの外と

位置付け、性質上は交付金だと考えている。数字的なものも示しているが、項目ごとに 4

年をかけて切り込んでいく部分も確かにあるが、そのあとについてはご指摘の通り、金額

ということではなく、地域事情に応じたかたちで考え直すことも出てくると解釈している。 

【Ｂ委員】 

 行政センターでは団体の事務局をしないという方向性が出ている。行政センターのあり

方については計画的に人を減らすのか、段階的に経過を見ながら減らすのか、行政センタ

ーのあり方とイベント補助はリンクしている。補助金の削減だけが出てきて、行政センタ
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ーのあり方が後出しのようになっては噛み合わない。行政センター機能を縮小して団体の

事務局はできないということなら、イベント団体は行政センターのサポートは無いと覚悟

の上で今後どうするか議論しなければならないが、行政センターのあり方について聞かせ

てほしい。 

【市民協働部担当部長】 

 行政センターの今後のあり方については、庁舎統合時に、市民窓口に特化し、職員数は 6

割程度に減らす。現在、各行政センターで数の大小はあるが、団体やイベントの事務局を

抱えているが、庁舎統合までに原則、各団体や実行委員会に渡していくように作業を進め

ているが、中には残るものもある。 

【Ｂ委員】 

 センター職員を 6 割程度に減らすことで団体事務局が出来ないという話なのか、そもそ

も職員がイベントや行事に関与するのは無駄とかナンセンスという考えによるものか、地

域のイベントに一生懸命になるのは当たり前という精神によるものか、はっきりしないし、

意味が分からない。各団体に事務局を渡すには、そこら辺の哲学が明確であるべき。減ら

すなら中途半端に残すべきではない。市内のあちこちでトラブルの元にならないか心配。 

【市民協働部担当部長】 

 行政センターは市民生活窓口に特化し、イベント事務は行わないが、関係する担当課は

それぞれあるので、今後は行政センターではなく、担当課の方で対応していく。ただ、基

本的に団体事務はその団体でお願いしていく方向であるが、すぐに移行できないものにつ

いては担当課である程度引き続きやっていくことになる。 

【市民協働部長】 

 現行政センターには、市民生活窓口と地域振興窓口がセクションとしてあり、今回の減

員については、職員数を 6 割に減らすというものでは無く、市民生活窓口はそのままに、

イベント等を担当してきた地域振興窓口の人員を減らして担当課に振り分けるようなイメ

ージであり、イベントのお手伝い等については担当課で各地域と絡んでいくということに

なる。 

【Ｂ委員】 

 現状、地域振興窓口が 4 割で市民窓口が 6 割という配置で間違いないのか？高齢者の福

祉の相談であるとかは、庁舎を統合したのであれば、一切中途半端な取り次ぎのようなこ

とはせず、担当課に直接行ってもらって詳しい手続きなり、相談事に対応すれば良いので、

行政センターでは小間使いをしないという考え方もある。6割も残してどんな仕事をするの

か？地域振興窓口を担当課にバラした時に、城端のむぎや祭りをやりますという時にどこ

に相談に行けばいいのか？ 

【市長政策部長】 

 庁舎統合後に行政センターで対応する主な業務は、各種証明書の発行、住民異動届の受
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付とそれに関連する手続き、子育て・福祉の申請書の受付で専門性の低い業務、市税や上

下水道料等の収納、市税・上下水道料納付書の再発行などの業務。ただし、どうしても直

接担当課に行けないような場合や申請業務等の書類預かりなどは行政センターでも受け付

けて担当課につなぐというかたちにしたい。 

 担当課に統合した部分や地域包括ケアセンターなどへ直接訪れてもらう比率は多くなる

と思われるが、行政サービスとして対応すべき部分は、担当課が行政センターに出向くな

どの対応もすべきと考えているが、基本的には窓口業務である。 

 それから、行政センターの振興窓口はイベントだけでなく、簡易水道のメンテナンス等

の業務も全部担当していたので、そういったものもそれぞれの担当課に人員が一旦集約す

るかたちとなり、その中でイベントに関しては、イベントを補佐するような係を新設する

予定である。そういったかたちで実行委員会があくまでも事業主体であり、通帳等の管理

をしてもらいながら、行政もしっかりフォローしていくような体制づくりを考えている。 

【Ｂ委員】 

 先程、挙げられた業務が 6 割残さなければいけない業務とは思えない。2～3 人残せばそ

れで足りるのではないか？イベントに関して行政センターが手伝わないと書き込むのであ

れば、それだけの覚悟とスタンスを市民に分かりやすく説明すべき。「定員を削減するので

止むを得ません」では納得いかないし、相当な混乱を招くと思う。 

【議長（委員長）】 

 行政センターがどのような機能を果たしていくかについて問題提起がされているが、一

度、今までの機能がどこに統合されていくかを交通整理し、行政センターに残る業務と担

当課へ移行する地域振興係の職員がどういう仕事を役割として担っていくのか、市民窓口

はどのような窓口業務、今までと変わらないのであればその通り、機能の所管移行の絵図・

マップでも示してもらえれば分かりやすいのではないかと思う。実際にその人数でよいの

かどうかというのは動き出してみないと分からない部分もあるだろうし、機能の部分から

これだけのスタッフがいれば十分などの見通しも出来る部分があるかと思う。分掌把握の

ため分かるようにしてもらいたいが、いかがか？最終的には住民にも分かってもらわない

と行けない部分だと思うが 

【Ｂ委員】 

 P.5 のパブリックコメントで出てきた意見への当局回答部分、この通りだと思うが 15 年

放ってきた問題。それを今回、ガイドラインという問答無用の物差しで一気に解決しよう

としてその旨を明記しているわけで、現場ではいろんな意見が噴出し「総論賛成・各論反

対」になったら大変なことになると非常に心配している。本来であれば少しずつ少しずつ

時間をかけて是正して来なければいけなかったものを、突然このガイドラインで整理しよ

うという作戦を危惧している。 

【市長政策部担当部長】 

 委員長提案の行政センター業務の移管先等に係る資料については、移設等いろんな事務

とも絡んでくるが、市が担っているいろんな約 185 件の団体事務も含め、今後どうしてい
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くかについて、基準を定めて見直しを図ろうとしている。当然、補助金等々も絡んでくる

ので、そういった資料を含めて１月以降に示しながら、補助金と同じように 2020 年 4 月か

らの運用を目指していこうと考えている中で、いろいろとご意見を賜りたく、近い内にお

示ししたい。 

【Ｃ委員】 

 このガイドラインに示された経費削減、半減していくという枠組みだが、最終的には結

局、地域なり各種団体で工夫してやっていかざるを得ないということだと思う。そう考え

るともう一つ大きな問題は、庁舎の問題とか、職員削減とか･･･人員の削減といっても最終

的には人件費が問題になると思うが、同じような考えで各種団体等の人件費もこれだけ削

減するという目標を立てて、どうすれば出来るかということを 3 年なり 5 年なりのスパン

で、一気にではなく計画立てて考えていくべき。イベント補助に係る職員や補助金の削減

については団体なり地域なりで対応を考えていくべきで、ガイドラインだけを読んでいる

と片手落ちの観があるように感じられる。 

【市長政策部担当部長】 

 目標を設けてというご意見について、このガイドライン策定の目的は、今あるデコボコ

をならし、同じレベルで補助金を支出していく「公正公平」性を整え、市民に見えるよう

にしていくこと。そして、それを確立してから目標を定めて、どう削減していくかという

こと。ガイドラインによっては上がるところと、下がるところがあると思われるが、まず

は「一律」を目指していって、次の段階で目標値を定めてやっていくべきかと考える。 

【Ｄ委員】 

 今ある補助金の中で交付要綱が制定されていないものはあるのか？続いて、ガイドライ

ンの対象外となると見ても良いのかなと思われるのが、P.13 にある「団体の設立後間もな

いなどの理由で財政基盤が弱く･･･」の項目と、先程から質問にある小規模多機能自治、そ

れと南砺幸せなまちづくり創生総合戦略などの中で認めたものは従前の例によるとあるが、

まず小規模多機能自治に関しては、交付金という考えでよろしいのか確認したい。それと、

南砺幸せなまちづくり創生総合戦略で従前の例によるとされる補助金は、どれくらいあっ

て主なものとしてどんなものがあるのか？ 

【財政課長】 

 まず、補助金交付要綱の有無については、約 33％が制定されていない。南砺幸せなまち

づくり創生総合戦略は 31 年度で終了するが、後年度の交付決定を 31 年度にしたものは該

当の期間まで従前の例で交付することになる。32年度から戦略そのものの事業については、

人口減少抑止に資するもの及び市の重要施策に通じるものについては、再度検討の上、継

続するかしないかの判断をしたい。 

【Ｄ委員】 

 小規模多機能自治については？ 
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【市民協働部長】 

 小規模多機能自治については、ガイドラインでは補助金「等」という表現になっている

が、基本的な意味合いとしては、事業への補助ではなく、住民自治と行政の自治で一緒に

この南砺市をやっていこうという意味で、補助金というより交付金というかたちで行政が

担っていくべきと認識している。 

【Ｄ委員】 

 「等」という言葉が目につく。大変便利な言葉だが、運用の面、公正公平を保つ面でも、

適正に的確に行っていかなければならない。性質上は交付金だが補助金という名前がつく

という話に聞こえたが、交付金なら交付金でよろしいのではないか？今すぐ回答をいただ

かなくても結構だが、検討いただきたい。 

【Ｂ委員】 

 先ほど行政センターとイベントの話をしたが、パブリックコメントの P.5 下段で｢協議が

整わない中で一方的に関与を打ち切ることはない｣、「市民奉仕の意識徹底について職員に

対し啓蒙する」と回答されているが、この意味が分からない。要するに「役場職員は地元

イベントへ積極的にボランティア参加し、土日であっても代替休日など言うな」と読み取

れるが、そんな啓蒙ができるのか？確かに城端では出身職員がむぎや祭りなどをよく手伝

ってくれているが、こういう回答が誤解と混乱を招く。行政センターの職員を減らしても

職員の熱意と創意で頑張れるのだという話になってしまい、意味が分かりにくくなってし

まう気がしてならない。 

【議長（委員長）】 

 これに関しては、かなり意見が出てきているが、ほかに何かないか？ 

【Ｅ委員】 

 まちづくり検討会議に参加し、地域ごとにものごとを考える中で、内容として不安なの

が、初期設定なり PDCA サイクルを回していく時に、地域がどういう体制で声を届けて、市

に判断してもらうのか。地域との関わり方について、これから小規模多機能自治の仕組み

が出来たときに、地域の声をどう拾い上げていくかということが、示されていると良いと

思う。また、これまであるものを無くしていくという目線の方が強いが、地域の社会ニー

ズ等にあわせて、新しく補助をもらいながら進んでいくことが必要になったときに、どう

いう条件を満たすと市の補助を活用できるかという前向きなガイドラインというか進め方

を示してもらいたい。公益性や公平性はガイドラインに沿っていれば公正公平ということ

だけでなく、地域性とかそういうものを取り込んでいくということも必要だと思う。これ

から若い人たちが新しいことを進めていくとなったときに、補助等を活用していかないと

いけない場合もあると思うので、そういう視点も PDCA を回していく中で加えていただきた

い。 

【議長（委員長）】 

 ありがとうございます。今後どういうものに取り組んでいくべきかという方向性が分か
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るような視点を示していただきたいというご意見をいただいた。まだまだあるかと思うが、

残されている議題がたくさんあるので先に進めさせていただきたいと思う。 

今出ている中で小規模多機能自治に関して補助金か交付金かというところと、今後どう

いうかたちで運営していくかというところで不明確な部分があるので、再度検討してもら

い、皆さんに分かりやすい表記にしてもらえればと思う。小規模多機能自治はこれからの

南砺市のキーワードになる言葉。これに関しても地元から積極的な企画とかそう言うもの

が沢山出てくると思うので、どのような内容のものがこれに該当してくるかと言う部分、

ガイドラインの中に詳細に記載することは難しいと思うが、質問等があった場合に答えて、

周知していくというのも大事な機能、意味を持つものと思うので、さらにこれに関しては、

冒頭に質問があったように分かりやすい説明をいただけるようにお願いしたい。 

まだまだ質問等があるかと思うが、事務局の方へメールなりファックスで問い合わせ願

いたい。時間の関係もあるので、申し訳ないが次の議題の方へ移らせてもらう。 

では、協議事項 2 の第三セクター改革プランに係る資料について事務局から説明をお願

いする。 

〔事務局から説明〕  

【議長（委員長）】 

ただいまの説明に対して質問、意見があればお願いしたい。 

《質問・意見なし》 

【議長（委員長）】 

では、お気づきの点あれば、後ほどで結構なので、時間の関係もあることから前の方に

進めさせていただく。次の協議事項「施設利用に係る受益者負担の適正化基準の策定につ

いて」事務局から説明をお願いする。 

〔事務局から説明〕  

【議長（委員長）】 

では、質問、意見をお願いしたい。 

【Ａ委員】 

 対象施設の中に公民館が 3つ入っているが、一般的に地区公民館は 31あると思うが、そ

の中のいくつかが対象になっているのか？また、体育館の中には地区公民館併設のものが

含まれるのか？ 

【行革・施設管理課長】 

 公民館については、平の春光荘のような公民館でありながら貸室があるような施設。そ

れから体育施設については福野地域にある公民館併設の体育館はこの中に入っている。 
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【Ａ委員】 

 福野ばかりでなく、井波にも地区に 3つの体育館があるが？ 

【行革・施設管理課長】 

 井波の体育館については、条例上は公民館という位置付けになっており、この 19 の中に

は入っていない。同じように扱うということになれば含めていくべきだが、現在のところ

は入っていない。 

【Ａ委員】 

 将来的にはどうか？公平性という話もあるが？ 

【行革・施設管理課長】 

 当然、公平性という観点から、同じ扱いをしてもらうということになれば同じ扱いにす

る必要がある。 

【Ｆ委員】 

 P.2 の適正化基準の内容②の「サービスの性質による受益者負担割合の設定」とあるが、

例えば対象施設として挙がっている施設の種類や機能は違うと思うが、この「サービスの

性質による」という考え方は、施設の種類によるものなのか、それとも対象となる施設の

需要とかそういうものを考えてのものか、どのようなものなのか？ 

【行革・施設管理課長】 

 サービスの性質について、温水プールを例に説明すると、公共施設として 3 つあるが、

市内には民間が運営しているプールもある。ということは行政が必ず運営しなければいけ

ない施設ということではなく、民間も運営できるということ。また、射撃場は、ごく限ら

れた利用者が使う施設となる。そういう意味でサービス提供を行政で 100％見なければいけ

ないのか 50％見なければいけないのかというようなサービスの内容によって負担割合を決

めるというもの。例えば社会福祉施設の中に高齢者向けのサービスがあるとすれば、それ

は 50％ではなく、さらに行政の負担する割合がもう少し高くてもいいのではないかなど、

サービスの内容によって考えていく。公益性とか需要性などをあわせて考えていきたいと

思っている。 

【Ｆ委員】 

 明確な基準を作られるということでよろしいか？ 

【行革・施設管理課長】 

 イメージとして、公共性が高ければ行政が負担しなければならない割合が高くなり、民

間でやっているものなら行政の負担割合は低くなる。また一定の方しか使われないもので

あれば行政の関与、費用負担は下げていき、利用者の負担を上げていくということを考え

ている。 
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【議長（委員長）】 

 ほか、いかがでしょうか？ 

 《質問・意見なし》 

 意見・質問が無いようなので次に移りたい。次第 4 の報告事項「第 2 次南砺市公共施設

再編計画の進捗状況および再編効果額について」事務局から説明願いたい。 

〔事務局から説明〕  

【議長（委員長）】 

では、質問、意見をお願いしたい。 

 《質問・意見なし》 

【議長（委員長）】 

 皆さんの協力もあり、予定どおり終了時刻に近づいているが、全体を通じて、さきほど

質問の無かった事項もあるが、意見・質問があればお願いしたい。 

 《質問・意見なし》 

では、本日の協議事項 3つ、報告事項 1つについては以上で終了させていただく。 

補助金のあり方に関するガイドラインについては、委員からの質問、課題として出され

た部分があるので、事務局の方で次回までに説明できるようお願いしたい。 

ある程度の方向性、ルールを決めるのは難しい部分もあるが、全体的に歳入減というこ

ともあり、そういう方向の中で活性化、健全化を片方の軸ではしっかり考えていかなけれ

ばならないので、厳しく見る所は見て、しっかりと取捨選択しながら、これからの自治体

運営というものを、企業のマネジメントと同じように考えていくべきだと思う。以上で終

了させていただく。 

【行革・施設管理課長】 

委員の皆様方から、本日いただいた意見・提案をもとに次回、まだ日程は未定であるが、

改めて調整の上、決まり次第、連絡させていただく。 

それでは、閉会にあたり、市長がご挨拶申し上げる。 

【市長】 

 長時間にわたり、いろいろとご意見ご指導をいただき感謝する。二、三気になることが

あったので私の方からお話しさせていただく。 

まず、小規模多機能自治がこれから進む中で、ガイドラインにこういうふうに入れてい

くのはどうかという議論からスタートしなければならない。経過措置として本腰を上げて

やるという意味で載せたものが、見方によっては 3 年後に 1/2 になるかのように書かれて

いるが、これは住民自治と団体自治の信頼関係の中で、真の協働のまちづくりを進める中
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で交付すべきものは交付する。その中には公民館とか自治振興会の運営に関するものもあ

るが、それらは当然交付しなければならないし、地区社協についての補助金も同様。中身

を見ると今までいろんな設定がされているが、そういうことを明確に分かるように説明し

ながら進めていかなければならない。3年経った時点でサンセット方式による見直しを行う。

見直しの中で減らすべきところがあれば減らし、逆に足りないところがあれば、これを増

やしていくという選択肢も中には出てくるということであり、そういうことを含めてご理

解いただきたい。 

 また、行政センターのあり方について人員が 4 割減るということだが、いままでの各行

政センターの窓口業務についてはそのまま残すという原点で、人数的なことを進めてきて

いる。地域振興係で、今まで道路管理とかイベントを含めていろいろと事務的なことをや

っている地域もあるし、やっていない地域もある。出来る限り行政の人間と地域の皆さん

と一緒に地域づくりを考えていくというのは、私自身そのとおりだと思うが、会計とかを

行政が持っているといろいろと問題があるということなど、そのあたりを統一しながら、

出来るだけ実行委員会の中に、行政としてのどの役割をどう担っていかなくてはならない

かということも含めて、これからの協議の内容になってくると思うので、ご理解いただき

たい。 

 あともう一つ、新しい補助事業の選定とか、これから地域がどんどん変わっていく中で

そういった場合にどうなるのか。従来のものに関してはこの中に入れることはできるが、

今後地方創生とかいろんなことが出てきたときに、そのあたりも含めて、この中にガイド

ラインとして入れれば良いのか検討し、明確にしておかなければならないと思っている。 

何度も申し上げるが、公共施設の再編についても第三セクターについても縮小していく

というイメージを持っている方が多いと思うが、民間でやれることと公共が今までどおり

やらなければならないことがどういうバランスになっていくのか、時代が変わってきたか

らこれからの議論がもっと深くなるのだというふうに理解していただきたいということと、

今回、急に 15 年間何もできなかったものが今になってやるということは、公共施設の再編

をやる時に公共施設担当が住民と相談をし、またイベントの整理をする時の議論がどんど

ん広がっていく中で、よくよく考えたら一番大事なことをやっていないと、そういう部分

が見えてきて、その見えてきたものを何とかしていかなければならないということで、こ

れまで避けて通ったわけではないが、縦割りのところもあり中々調整が出来て来なかった。

それを財政課が中心となって補助金の見える化と一本化をしていかなければならないし、

公共施設料金や団体事務の見直しは行革が中心となってやっていくということで、皆さん

のご意見を間違いなくいただきながら、直接の実行委員会の皆さん、住民の皆さんと話を

詰めながら、理解してもらいながら進めていかなければならない。今年度中にもう一度や

らなければ前へ進めない部分が今日の会議であったかと思うので、また日程調整し、皆さ

んのご理解をいただきながら前へ進んでいくということにしたいので、ご理解のほどよろ

しくお願いしたい。 

【行革・施設管理課長】 

以上で、第 2回 南砺市行政改革推進委員会を閉会する。 

○閉会 午前 12時 01 分 


