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平成２１年度第８回石狩市行政評価委員会議事録（要点筆記、委員長署名方式） 

 
日 時：平成２１年１０月３０日（金） ９：００～ 
場 所：石狩市役所３階庁議室 
出席者：次のとおり 
 

委  員 職  員 

役職 氏  名 出欠 所 属 氏  名 

委員長 菅野 勲 ○ （事務局）企画経済部長 佐々木 隆哉 

副委員長 徳田 昌生 ○ （事務局）企画調整課地域調整担当課長 岡林 位和 

委員 門馬冨士子 ○ （事務局）企画調整課企画調整担当主査 中西 章司 

委員 座主 寿夫 ○ （事務局）企画調整課企画調整担当主任 笠井 剛 

委員 堀 弘子 ○ 市長政策室長 加藤 龍幸 

   秘書広報課課長 吉田 宏和 
 
傍聴人：１名 
 
１ 開会 

 
２ 質疑 

【菅野委員長】 
 それでは、会議を進めます。 
 本日は、「国内・国際交流の推進」について、所管の方からご説明願います。 
 
【加藤市長政策室長】 
 ～ 資料説明（平成２１年度施策評価シート「国内・国際交流の推進」） ～ 
 
【菅野委員長】 
 石狩の場合はカナダ、ロシア、中国が姉妹都市ですね。 
 
【加藤市長政策室長】 
 カナダ・キャンベルリバーとロシア・ワニノ市と中国・彭州の３つの都市と姉妹都市交

流を行っております。 
 
【菅野委員長】 
 姉妹都市交流の具体的な計画は持っていますか。 
 
【吉田秘書広報課長】 
 長期計画は持っておりませんが、節目になるような年に事前に協議をして、交流事業等
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を行っています。 
 
【菅野委員長】 
 今の交流事業の基本的な考えは人的交流だと思いますが、その他の経済的な交流はあり

ますか。 
 
【加藤市長政策室長】 
 従前にキャンベルリバー・ワニノについては経済団体が経済交流を行おうとしたのです

が、中々お互いの意思が合致出来ず頓挫したという過去があります。その観点からいきま

すと現時点では経済的交流は進んでいないのが実状であります。 
 
【徳田副委員長】 
 新港地区の企業はある程度国外との経済活動を行っていると思いますが、その関連から

交流を行っていくという方向性はありませんか。 
 
【吉田秘書広報課長】 
 この件につきましては企業誘致室で新港地域を拠点として、サハリンやロシアと経済交

流をしていこうと計画を進めているところです。 
姉妹都市を結んでいるワニノ市もそこを拠点として交流するということは当然必要だと

思います。 
 
【座主委員】 
 石狩国際交流協会の会員数が年々減少傾向にありますが原因はわかっていますか。 
 
【加藤市長政策室長】 
 推測ではございますが、このような経済状況になれば法人会員・個人会員は少しでも支

出を切り詰める部分があるので右肩下がりになってしまうのかと捉えております 
 
【座主委員】 
 パブリックコメントにありますが、市民にとってのメリットが不明な部分もあるのでは

ないかと思いますが。 
 
【吉田秘書広報課長】 
 確かに目に見えるメリットはありませんが、国際交流の目的は、広い意味で異文化の相

互理解や国際協力に関する市民の意識を高めること等を目的としている部分がありますの

で、そうゆう観点で国際交流を進めているというところです。 
 
【座主委員】 
 委員としては理解出来ますが、この事業をやめたら市民にとってのデメリットはありま

すか。 
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【加藤市長政策室長】 
 例えばホームステイでは、全ての市民の方ではなく、ホームステイを受け入れた家庭が、

徐々に広がりをみせるという部分で、住民主体型の交流が広がっていくと捉えることがで

きます。６万１千人の市民への直接的メリットということではなくても、その輪が広がる

という考え方で捉ると、そういう意味では、まったくメリットがないとは私共としては言

い切れないと思います。 
 これがなくなったときにデメリットがというお話なのですが、例えば交流事業が１個人

だけではなくて学校にも広がるとか、親にも広がるという部分でのきっかけを失ってしま

うのではないかと思っています。 
 
【座主委員】 
 ホームステイの受入家庭を探すのに大変苦労していると聞いたのですが。 
 
【門馬委員】 
 市内の在住外国人が不詳になっていますが、外国人登録数はわかるのではありませんか。 
 国際交流とは市民と海外に居る人との交流が中心とおっしゃいましたが、単に海外との

交流だけじゃなくて、石狩市内の外国人との交流も必要だと思います。 
 
【加藤市長政策室長】 
 確かに外国人登録者数で確認できます。私共の不手際で申し訳ございせん。 
 
【門馬委員】 
 札幌では、大災害が起きた時外国人へ支援が問題になってきます。石狩はそれ程外国人

が多くないので問題はないのかと思いましたが、せっかく国際交流の事業等をあげている

のですから、地元での交流にも目を向けるべきと思います。 
 
【菅野委員長】 
 行政からすると国際交流の観点なのか、市民生活の観点なのか住み分けが必要ではない

でしょうか。 
国際交流は広い意味をもつものですが、ここではどちらかというと外国との直接交流や

JICAの受入についての事業です。それから石狩国際交流協会の活動も若干外向きのものだ
と思います。そういう面ではある程度、縦割り行政ということにもなってくるかもしれま

せんが、２つの捉え方ができるのではないでしょうか。 
 
【加藤市長政策室長】 
 確かに今の２つの件については、あらためて気づかされたのですが、国際交流とは国外

だけではなくて市内に居る人も該当なので、その辺は NPO国際交流協会とも議論をしたい
と思っています。どうしても我々は国外の方を対象にする傾向がありました。 
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【菅野委員長】 
 パブコメにもあるように一般市民はメリット・デメリットが知りたいので、この事業を

続けていくためには皆さんに納得してもらわないといけないと感じています。 
 
【門馬委員】 
 今までの交流の軸は姉妹都市から始まったと思いますが、今は世界中の国々と繋がらな

ければならない時代になってきています。姉妹都市だけに焦点を合わせていくのはズレて

いく気がして仕方がありません。 
それから先ほどの経済交流の件ですが、時期もありますがそう簡単なものではないと思

います。 
それと石狩市内にいる外国人も市民なので、市民に対するサービスという観点から税金

も使うべきではないかと思っています。 
 
【堀委員】 
 １次評価の統合・連携と市の関与についてどのように考えているのか教えてください。 
 あと会員減少の改善策を教えてください。 
 
【吉田秘書広報課長】 
 統合・連携については、やはり他の業務と国際交流の施策事業の連携は難しいのではな

いかという結果になりました。 
 市の関与については、元々市で行っていた事業を国際交流協会で行っている部分がりま

すので、出来る事業は民間で行っているという結果でした。 
 それから市民の方への周知ですが、広く発信するために会報を作って会員に配ったり、

ホームページで発信したりしていますが、ＰＲが少ないとも思っています。 
 
【加藤市長政策室長】 
 情報発信につきましては今委員がおっしゃった通りだと思います。より多くの市民に国

際交流事業やあり方について理解してもらうような努力はしていかなければならなかった

のですが、どうも我々は希薄だったので今後の反省として、早期に出来ることから積極的

に改善をしてＰＲしていきたいと思います。 
 
【堀委員】 
 情報発信についてはＮＰＯ法人側の努力が足りないと思います。ＮＰＯ法人が独立した

機関であるのならば、NPO法人が努力してやるべきことだと思いますので、そのことをき
ちんと意識付けしていく必要があると思います。 
 会員減少も、新しく会員になる人をどのように関わらせていくかが一つの課題になると

思います。ただここでもNPO法人という所が独立していくような支援のあり方を考えてい
くべきではないかと思います。 
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【加藤市長政策室長】 
 ＮＰＯ法人がどうして行くべきかという点について、今後国際交流協会と充分議論をし

て、詰めていきたいと考えております。 
 
【菅野委員長】 
 「国際交流推進事業」は市が企画立案し、国際交流の全体的な方針を決め、その事業を

国際交流協会が実行部隊として、実質的に委託され運営しているという理解でよろしいで

すか。 
 
【吉田秘書広報課長】 
 姉妹都市交流などは拠出金を出して事業をやってもらっていますが、国際交流協会の独

自事業として、ワールドフェスティバルや日本語教室等なども行っています。 
 
【菅野委員長】 
 交換留学については歴史があって、ある程度はっきりした成果が表れていると思います。 
皆さんが理解するかどうかの問題なので、消極的にならないで宣伝してもいいと思いま

す。メリットがあると思いますし、そうすることによってこの事業が認知されるのではな

いかと思います。 
 
【徳田副委員長】  
 個人的には教育面における効果が１番強いのではないかと評価しています。交換留学が

文化と触れ合う１番いい方法と評価しています。一般的な交流事業実施に関してはパブリ

ックコメントにあるように、疑問の声も結構出てきています。教育面では是非これは続け

る必要があるのではないかと私は思っております。 
 
【菅野委員長】 
 国際交流の動きというのは、今から２０年くらい前から活発になりましたが、その後は

経済状況や自治体の財政的な問題もあって、これは日本ばかりではなく外国の方もそうい

う諸事情があるのでしょうか、そういう面で少し低調な雰囲気になってきているのが実態

だと思います。しかし国際交流は、先ほどいったメリット、デメリットというものを追求

すると、なかなか持続しないと思います。そういう財政的な厳しい状況下では、例えば記

念事業を３年に一回やるとか、なんとか工夫し地道な活動を進めるべきと私は思うのです

けれど、どう思いますか。 
 
【吉田秘書広報課長】 
 まさに、委員長のおっしゃられるとおりだと思います。最初の国際交流のあり方という

のは、確かに文化の相互理解とか、それぞれの交流が大きな目的ですので、地道な活動、

今言われております、例えば、ヤングアンバサダーといって少年少女が小さいころから、

海外にいって、異文化に触れ合うということは、これは何にも変えがたい経験であります。 
それと、交換留学生もそうです。それぞれお互いに、異文化を経験して、しかも、言葉
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を理解して、相手の日頃の生活、習慣を習得すると言う事は、非常に大切なことだとおも

います。１０年、２０年かけてやっていくことに、そういった成果があるのではなかと思

います。 
 
【加藤市長政策室長】 
 今、委員長も副委員長もおっしゃったように、教育における効果というのは確かにあり

ました。我々の課題というのは、色々な方から言われますが、一般的な交流事業、教育だ

けではない部分について、再度きっちりと、議論する必要があると思っております。教育

はある程度御理解は頂いたのかもしれませんが、通常の地道な交流事業の展開をどう構築

していくかという部分について、早急に議論を進めていきたいと考えております。 
 
【門馬委員】 
 事業課題として書かれている、留学生の希望者が年々減少傾向になっているのはどうし

てですか。 
  
【吉田秘書広報課長】 

 はっきりした調査は行っておりませんが、一つは石狩在住で石狩翔陽高校と石狩南高校

に通っている生徒に限定をしている部分があると思います。 

 もう一つはＰＲ不足が原因ではないかと思っていますが、今回ヤングアンバサダーにつ

いては説明会を開いて希望者を増やそうとしております。高校の交換留学についても今後

各学校に行って説明会などを開き、皆さんにお伝えしていこうということで国際交流協会

と協議をして、進めていこうと考えております。  

 

【門馬委員】 

 留学生交流事業の、希望者の減少など今までと状況が変わってきていますが、何か有効

な事業を考える計画はありますか。 

 

【吉田秘書広報課長】 

 今の所はとにかくＰＲをすることで希望者を増やしていきたいと思っております。 

 

【徳田副委員長】 

 石狩市の姉妹都市は３カ所ありますが、個人的にはもう少し拡大してもいいのではない

かと思います。これは経費をあまりかけることなく増やすことが可能だと思いますので。 

 

【座主委員】 

 国際交流協会会員が３５２人になっていますが、事務局など実際に動ける人数はどれく

らいいますか。 
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【加藤市長政策室長】 

 事務局には専務理事兼事務局長がいます。それから国際交流協会職員が２名いますので、

３名常駐しております。 

 

【吉田秘書広報課長】 

 会員は市民の方の登録数が３５２名いるということです。 

 

【座主委員】 

 上部団体みたいのはありますか。 

 

【吉田秘書広報課長】 

 ＮＰＯ法人自体は国や道の上部団体と関連があるかもしれませんが、国際交流協会自体

の上部団体はありません。 

 

【座主委員】 

 事業内容の手段のところに、通訳・翻訳・在道外国人の相談・支援事業等と大きく謳っ

ていますが、北海道にある組織に加盟していますか。 

 

【吉田秘書広報課長】 

 この中では石狩市在住という意味の外国人です。 

 

【徳田副委員長】 

 そういう場合の収益はどの程度ありますか。 

 

【吉田秘書広報課長】  

 行っている事業自体も多くないので微々たるものです。 

 

【菅野委員長】 

 国際交流協会の事業でワールドフェスティバルがありますが、毎年来場者に波がありま

すがどうしてですか。 

 

【吉田秘書広報課長】 

 平成２０年が極端に減っているのは、キャンベルリバー市との２５周年とワニノ市との

１５周年記念事業が９月実施に重なって、市と国際交流協会で連携して事業を行っていま

すが、その勢力を大多数つぎ込んでしまい、ワールドフェスティバルの人員不足につなが

ってしまいました。 

 

【菅野委員長】  

 これは屋内で行っているのですか。 
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【吉田秘書広報課長】 

 これは花川南コミュニティセンターで行っております。 

 

【堀委員】 

 国際交流協会の人件費ですが、事務局長を配置したことによって増えたと伺いました。

配置して半年が過ぎましたが、人件費をかけた分の効果はありますか。 

 

【吉田秘書広報課長】 

 かなり円滑に事業が進んでいると思っています。 

 

【堀委員】 

 平成２０年の段階で周年行事が沢山あることを平成１９年にわかっていたのに、その時

は事務局の体制強化は考えていなかったのですか。 

 

【吉田秘書広報課長】 

 従来の週３日勤務では非常に困難な部分があるということで、事業の遂行を円滑にする

ために、平成２１年度からフルに勤務出来るような体制をとりました。 

 

【堀委員】 

 今年は周年事業がないのに尚且この事務局をおくのは、円滑な事業を行わなければなら

ない状況に国際交流協会があるということで受け止めていいですか。 

 

【吉田秘書広報課長】 

 実は来年度に中国の彭州市との１０周年事業を予定しております。これに備える準備と

して配置しています。 

 

【門馬委員】 

 ２１年度は職員の人工は減るんですか。国際交流協会にひとり配置したので、職員の手

間は省けるという解釈でいいでしょうか。 

 

【吉田秘書広報課長】 

 必ずしも国際交流協会の体制が強化されれば市の事務量減るということではありません。 

 

【門馬委員】 

 数字でみる以上はそれだけじゃ説明が不十分だと思います。 

 つまり何をいいたいかといいますと、協会がなくても、市が０．５人工かけたら、市で

この事業が出来ないのかなと思ったのです。 
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【吉田秘書広報課長】 

 現に国際交流協会の３人体制で行っている部分については、市が吸収して０.５から１に

しても非常に厳しいと思います。協会は協会での役割の中で事業を行って頂いています。 

 

【門馬委員】 

 費用対効果と市民にとってのメリットとデメリットを含め、今の財政状況になってきた

ときに、他の施策とこの事業との見合いはどうかと考えてしまうこともありますのでお伺

いしました。ひとまず解りました。 

 

【菅野委員長】 

ＪＩＣＡを受け入れていますが、石狩市はどのような分野で来ていますか。 

 

【吉田秘書広報課長】 

 農業の視察や行財政の視察とか、幅広い分野で来られています。 

 

【菅野委員長】 

 地域文化等で周辺町村にも来る場合もありますよね。石狩には石狩らしい何かがあるの

でしょうか。 

 

【加藤市長政策室長】 

 石狩市の場合はなぜか公務員が多く、例年冬場に浜益区へ来て中学生等と交流をしてい

ます。 

 

【菅野委員長】 

 国際交流の一環ですよね。 

 

【加藤市長政策室長】 

 はい。 

 

【徳田副委員長】 

 これは札幌ＪＩＣＡ北海道センターに何人か滞在している中から希望をとって、その希

望者を受け入れているわけではないのですか。 

 

【吉田秘書広報課長】 

 聞いているところによりますと、１ヶ月くらいの日程の中で、道で１週間研修して、そ

の後１日石狩にきたり、何日か違う日に北広島にいったり、そういったようなかたちで行

っているようです。 
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【菅野委員長】 

 「国内・国際交流」関係のヒアリングは終わらせていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

 

～休 憩～ 

 

【菅野委員長】 

 再開します。これからは本日行いました「国内・国際交流」の事業評価と、第２回目の

上・下水道の整備の「下水道整備事業」に関わる部分と、第４回の国民健康保険関係の事

業について皆さんの意見を伺い、それから施策の評価に入ります。 

 

「１２－１」 

【菅野委員長】 

 「国内・国際交流」の事業評価に入りたいと思います。これについては積極的に取り組

まれていると言える状態ではないと思いましたが。 

 

【門馬委員】 

 国際交流は何のために何をやるのかという部分が明確でないような気がします。これは

その時代で変わってくるわけです。かつては姉妹都市交流というのが国際交流事業である

と、考えられた時代が、今から４０年前、それから長く続きましたけれども、グローバル

時代といって、姉妹都市だけに着目する、姉妹都市交流だけで国際交流はよいのだという

時代ではもうすでに終わったと思います。この世界情勢の中で、市として、税金を使って

国際交流をするというのは、一体何のために何をやるのかということを明確にしないと、

今までの延長上で国際交流をやっていますというだけでは、もはや済まないことではない

かという気がします。ですから、そのことについて、委員長が最初におっしゃった「積極

的にやっているとは思えない」という印象に繋がったのだという気がします。 

 

【徳田副委員長】 

 積極的に取り組んでほしい気持ちは私も同じです。姉妹都市の形態をベースにしてやる

かどうかとうのは意見の違うところで、私は姉妹都市を否定すべきじゃなくて、やはりそ

こにそうゆうベースとしてそういうものは、もってなければ、やはり何かをする場合もや

りづらいと思います。グローバル時代で何でもやれるけども、何でもきっかけがないとい

う、逆にそうゆう状況になることもあるので、姉妹都市の部分は必要だろう思います。た

だ積極的にやっているとは思えない部分もあります。評価する場合に問題があると評価し

た場合に、否定的にこうゆうやり方、否定的な考え方をベースで、問題ありとするのか、

或いはそうじゃなくて、積極性がたりなくて、もっとどんどんやるべきだと、現実ではそ

れをやっていないという部分での問題とするのか、多少ちょっと違う面がでてくるのかな

と思います。 
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【門馬委員】 

 私も姉妹都市交流を否定しているわけではありませんが、そこにとどまっていることが

問題ではないかと思っています。 

 

【徳田副委員長】 

 それは同じです。 

 

【菅野委員】 

 座主さんは何かありますか。 

 

【座主委員】 

 私は最初から否定的です。 

 担当の方もあまり積極的ではないので、やらなければならない事業なのかという印象を

受けました。 

 

【堀委員】   

 私は、国際交流協会を作っているということは国際交流協会が独自の活動として、もっ

と積極性を持つべきだろうと思っています。どういうわけか国際交流協会独自の積極性と

いうところは見られていないなと思います。だから市の関与が全く無くて構わないとは思

っていませんが、どうしても独自性と積極性では疑問に思うところと、今までのお話のよ

うに、姉妹都市交流だけにかかわらず、異文化への相互理解や教育的な分野での部分にな

ると、もっと幅広いものが必要だろうと思うのと、JICAのところも、合併前から浜益に来

ていると思っているので、規模が広がっているわけではないと思いますので、１次評価は

妥当なのか考えさせられます。 

 

【菅野委員長】 

 皆さんの意見は、全体的に前向きに進められているかと言うとそれなりの事業で終わっ

ているという印象を受けました。全く事業を行っていないわけではないですし、ＮＰＯ法

人自体は自主独立して活動していくべき団体ですので、まだ検討する余地はあると思いま

す。 

 

【徳田副委員長】 

 「石狩国際交流協会運営支援事業」に関してはいくつか問題があるように思います。も

っと主体的に、積極的に活動してほしいと思います。市が援助して活動が成り立っている

わけですから、そういう意見は問題ありと出来ると思います。「国際交流推進事業」自体に

対して問題ありとするのか、必要性はあると思いますが、まだ足りないから評価を「問題

あり」にするのか、二つの事業を分けて考える必要はあると思います。 
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【菅野委員長】 

 二通りの考え方があるわけですが、経費的にはそんなにかけている事業ではありません

し、一定の仕事はしているので、積極的とは言いがたいですが、評価は「Ｂ」としたいと

思います。市民に理解してもらうよう広報活動を積極的に行う必要はありますね。 

 

「１２－２」 

【菅野委員長】 

 次は「石狩国際交流協会運営支援事業」です。 

具体的には市の考え方を受けて実施していますが、色々な課題を抱えている感じを受け

ました。ある程度人的配置をして、協会の体制を強化したという話もありました。それに

よって国際交流協会がある程度しっかりした体制になっているとは思います。何か皆さん

はありますか。 

 専務理事兼事務局長と女性２人という体制は、これはどう考えても団体としてはうまく

いかないと思いますね。ただ今回専務理事を非常勤から常勤にしましたから、昨年よりは

体制的には整ったと思います。 

 

【堀委員】  

 このような協会を作っていて、減ったといえでも３５２人、会員としてはいます。だか

らそこに人的配置がされているっていうことは、市の一般財源から費用負担していますけ

ど、会費も集めてこの協会は運営されているのですから、だとしたらその会員の意識もし

っかりしてなければいけないと思うのです。これを動かすのはそこに常勤している人たち

だけではなくて、会員もこの会を運営するためにいるのだと思うので、やはり、会員の意

識がどうなのかなと思います。 

 

【菅野委員長】  

 これは以前あった任意団体の２、３の団体が統合してＮＰＯ法人を立ち上げたのです。

ＮＰＯ法人というのは一つの条件がついています。非営利の法的団体として認知されてい

るものですから、それは全部企画から運営も自主的に行われるものだと私も認識していま

す。 

 石狩の場合はまだそこまでいっていませんが、例えば国際交流協会の施設でも設置した

場合、指定管理者を受け運営にあたるような団体でなければなりません。それぐらいきち

っとした団体であるべきなので、そういう団体というのは、活動は自主活動も含めて、ど

んどん積極的に活動できる場はあると思っています。今あまり踏み込んでいえませんが、

協会の活動をもっと活発に展開しなければならないと思います。 

 

【堀委員】 

 評価の理由のところの、留学生等の派遣・受入により相互交流が図られたという所しか、

評価の理由に上がっていないのです。だから具体的な事業内容とゆうところでは、数ある

中でここしか評価に上げられないようなものでしかないというところが、そんなもんかな

という印象を受けました。 
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【門馬委員】 

 国際化とか国際交流って指標として出すのは非常に難しいっていうのはわかるのです。

だから数字で出すのが難しくても、何か文言で書けなかったのかなと思います。 

 

【堀委員】 

 その理由などそういう部分はもっと書けるところだと思います。 

 

【徳田副委員長】 

 担当者も広報的な部分で欠けているということを説明で話されていますし、そういう意

味を含めて国際交流協会自身の活動をより積極的で活発な活動を期待したいというような、

意味合いを込めて「問題あり」という形にも出来るかもしれませんね。 

 

【門馬委員】  

 費用対効果を考えた時に、１,０００万円近く出すわけですから、かなりの成果を出して

もらわないと、市としてはまずいのではないかという気がしますね。 

 

【菅野委員長】 

 特出したものがあまり見えないということになりましょうか。みなさんの話を聞いてい

ますと、市側からある程度委託というか補助を受けている事業以外での自主事業があまり

見えないということになりますね。そういうことになりますと、協会のあり方の部分にな

ってきますよね。協会のあり方となるとどうなるのですか。市では指導という形になるの

ですかね。 

 

【徳田副委員長】 

 そうでしょうね。これだけ交付金を出していたら指導と言いますか、助言的なものは出

来るのではないかと思います。留学生関係の業務はルーティン的に毎年やっていることで

このまま継続的にやる必要があると思いますが、その他にも積極的に展開できることはな

いのかと思います。 

 この事務局長は任期的に２年位か長期でやれるのであればかなり責任を持ってやると思

いますが、２年位でどんどん交代していくのであれば、あんまり積極的にやらないで、仕

事の内容が半年位経ってようやくわかって、それからやりはじめて、すぐやめるのであれ

ば、円滑にいかないような気もいたします。 

 この建物の所有はＮＰＯ法人ですか。又は市が借りているのですか。 

 

【事務局：佐々木部長】 

 ＮＰＯ法人が借りています。 

 

【菅野委員長】 

 それほど経費をかけなくても、事業が出来ると思うのです。市内に住んでいる外国人の

方と一緒に何かに取り組むといったことや、JICAの件もこちらから積極的に働きかければ、
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事後研修などありますし、そういうときの受入をどうするかということになれば、経費に

しても話合いの中でJICAの方である程度持つといったことも出来るだろうし、そういう機

会を持ってやる気になれば、それほど経費をかけなくても出来ることもありますよね。そ

ういうことが出来ていないのが残念に思いますが、そういう機会をうまく利用すればいい

と思うのですが。 

 

【門馬委員】 

 私達の印象として、この協会の事業がルーティンになっていると思います。 

 

【菅野委員長】 

 ルーティンになりすぎるとマンネリになりますね。 

 

【門馬委員】 

 だから新しい事業がないからＰＲもうまくいかない。 

 

【徳田副委員長】 

 やろうと思えば先ほど言われたような、例えば環境問題、ドイツなどの方が札幌などに

来られる機会があると思いますので、そういう方々にこちらに来ていただいて、その方達

に話をしてもらって、お互いに話し合いをすることも国際交流の一環として出来ると思う

のです。色々考えたらありうると思います。 

  

【菅野委員長】 

 窓口は秘書広報課ですが、色々なセクションと関わることで、出来る可能性があると思

いますね。 

 

【門馬委員】 

 むしろそうやることで国際交流を広げることができますので、協会だけで完結しようと

しないということですね。 

 

【菅野委員長】 

 協会の実質的な活動が積極化されるような手立てを考えなければなりませんね。 

 

【門馬委員】 

 そうなると評価はどうなりますか。 

 

【徳田副委員長】 

 期待を込めて「Ｃ」ということでどうでしょうか。 

 

【座主委員】 

 私は「Ｄ」だと思います。 
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【菅野委員長】 

 これに対しては積極性がみられず、良好とは言い難いということで、評価は「Ｃ」とし

ましょう。 

 

「１２－３」 

【菅野委員長】  

 「沖縄県恩納村交流事業」についてですが、参加する人の経費は本人負担が大きいとい

うことで、厳しい状況にあるということの話しがありました。今年も既に行っているよう

ですが、「やめるべき」という意見もありますが、この種のものは、特に沖縄と北海道の場

合は、国内異文化交流ということで、大変いいこととして、「引き続きやるべき」という意

見もあったと思います。トータルでどう評価するかということになりますがいかがでしょ

うか。 

 

【堀委員】  

 私は恩納村から来た子ども達の受入れ時のセレモニーなどを見たことがありますが、石

狩市の雪祭りを見たり、平和の話をしたりするのですが、沖縄の子ども達も戦争体験をし

ているわけではないですが、自分達の家族とかから伝え聞いていることを話すことで、石

狩の子どもたちにとっても、いい影響を与えているのではないのかなと思います。 

また、挨拶を聞いていても全然違うんですよね。沖縄の子ども達は、本を読む回数が多

く、自分たちが体験したことを伝えるのが上手など、そういうところで発表する発表力が

全然違い、石狩の子ども達のいい刺激になっているのではないのかなと思っていますので、

この事業を是非これからも続けていけたらいいかなと思っています。 

 

【門馬委員】 

 教育的効果が大きいですよね。 

 

【徳田副委員長】 

 同感です。 

 

【菅野委員長】 

 今回、恩納村に行った石狩の子ども達は行くだけで終わっているわけではないと思いま

すし、そういうところで感じるものは大きいですよね。また、沖縄の子ども達は北海道に

来て、雪など自分たちの経験をしたことのないことを経験することも、また大切なことで

すよね。 

この事業は、経費など色々な課題はあるとは思いますが、唯一の国内交流事業だと思い

ます。どうでしょうか、「極めて良い」という評価は、あまりにも良すぎますか。 

 

【徳田副委員長】  

 それでもいいと思いますが、担当者からは、継続していくのは難しいとの話しもあり、

中止をしたいということも言っていましたが、継続していくべき事業だと思います。 
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【菅野委員長】  

 課題は多いと思いますが、課題を一つ一つクリアしながら事業を進めていくということ

になりますか。 

 

【徳田副委員長】 

 進めてほしいという意味合いと、この事業がいいということであれば「Ａ」でいいと思

います。 

 

【菅野委員長】 

 「Ａ」評価としましょう。 

 

「２－５」 

【菅野委員長】 

 次に第２回でヒアリングを行なった「下水道整備事業」の評価に入ります。 

公共下水道認可地域として、旧石狩では花川北・花川南地区と花畔地区、それから八幡

地区があり、厚田地区の特定環境保全公共下水道事業と厚田地区の合併浄化槽の大きく３

つに分かれています。公共下水道認可地区内人口は５万５千人の利用人口になっています。 

また、下水道管については、道路に汚水管と雨水管が埋設されていまして、雨が降った

ら側溝から雨水管に流れ、最終的には川に流れていきます。雨水は処理場に行かないで、

汚水は処理場に行くわけです。処理場は、札幌市が運営している茨戸処理場と手稲処理場

があり、札幌市に委託しているとのことです。八幡地区は石狩市が直接行なっているとい

うことで、事業計画に基づいて、予算を勘案しながら整備を進めているというのが実態で

した。 

この事業については、ある程度の予算と計画を整理しながら、整備を進めているという

ことで、特別何かあるというものでもありませんので「Ｂ」評価にしたいと思います。 

 

「２－６」 

【菅野委員長】 

 次は「下水道水洗化推進事業」です。これについては、既に下水道管が入っているのに、

なかなか繋いでもらえないという問題がありますね。それが４４７件あるということです。

融資制度を活用しながら促進に努めているようですが、思う様にいっていないのが実態で

すね。 

 

【堀委員】 

 「事業の課題」にもありますが、「高齢者世帯での水洗化率が伸び悩んでいる。」となっ

ていますので、高齢者世帯だと何年それを使うのかなということを考えたときに、後期高

齢者医療問題などの負担が大きくなってきている中で、高齢者にとっては難しい問題であ

り、伸び悩むということも理解できるような気がしますね。 
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【座主委員】 

 水洗化地区になって３年以内は融資制度がありますが、それ以降はありませんからね。 

 

【菅野委員長】 

 企業会計ですからお客さんが増えないと収入が増えないことですね。 

 

【門馬委員】 

 それでも水洗化率は98.8％までいきましたよね。100％が理想ではありますが。 

 

【菅野委員長】 

 皆さんの意見をトータルすると「Ｂ」でしょうか。 

 

【門馬委員】 

 仕方がないという気はしますね。 

 

【菅野委員長】 

 「Ｂ」評価にしたいと思います。 

 

「２－７」 

【菅野委員長】 

 次に「下水道施設維持管理事業」です。これについては、ある程度決められた中で、行

なっている事業なので、良いも悪いもないということで、特にありませんね。「Ｂ」評価に

したいと思います。 

 

「２－８」 

【菅野委員長】 

 次に「下水道使用料賦課徴収事業」です。水道料については、企業会計で実質的な収納

率は97％くらいあるということでした。 

また、公共下水道事業というのは企業会計で、特定環境保全公共下水道事業は特別会計

という形で行なっているとのことでした。公共下水道で95.78％の収納率となっていて、特

定環境保全公共下水道は98％くらいとなり、個別排水処理事業は94％くらいとなっている

ということで、収納率は高い状況となっています。そういう面では、下水道の賦課徴収で

は、いい数値となっているのかなと理解していますが、長期大口滞納者のような、悪質と

見られる人がいるということは全体的な公平感を欠くという観点から、そのような滞納者

をある程度防ぐための努力をすべきだという考え方になっています。そういう面で、水道

の場合は評価を「Ｂ」としたのですが、同じような状況にある下水道は「Ａ」評価という

ことにはなりませんので、「Ｂ」評価ということになると思うのですが、大口滞納者に対す

る徴収について、「法的な措置も必要ではないか」ということも、触れておきたいのですが、

いかがでしょうか。 
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【門馬委員】 

いいと思います。 

 

「２－９」 

【菅野委員長】 

 次は「下水道受益者負担金・分担金賦課徴収事業」です。これは下水道が埋設されます

と、その地域が埋設されることによって地価が上がるという意味で、住民に対して、負担

金をもらうという制度です。その３８３件が該当者となっていますが、収納率は料金の収

入とまた違う部分があるのかもしれませんから、若干の変動っていうのは致し方ないのか

もしれません。 

しかし、80％というのは、企業会計の立場から低いように感じますが、いかがでしょう

か。 

 

【堀委員】 

 厳しいですよね。円滑な運営を図っていくためにもこの数字は低すぎると思います。 

 

【菅野委員長】 

 そういう認識をもっているということから「Ｂ」にしたいと思います。 

 

「２－１０」 

【菅野委員長】 

 次に「個別排水処理施設事業」はどうでしょうか。水道事業という観点から考えれば、

この事業というのは、最も妥当性に欠く事業だと思いますが、皆さんはどう思いますか。

水道事業というのは基本的に経費は受益者が負担することになっていますから、収支バラ

ンスがとれているのが絶対条件だと思います。この個別排水事業は、設置の時には、ある

程度の補助はありますが、ランニングコストを考えると全然採算が合わないですね。将来

とも収支が取れないということです。個別排水事業のエリアというのは、基本的に公共下

水道のないところは全部エリアになっているということです。 

しかし、生振あたりは下水道がないのですが、この合併浄化層の制度は適用にならない

ということで、今の厚田、浜益地区だけがエリアになっているということです。生振もこ

の事業の適用を受けられるようにはならないのかとの質問では、今の所は入りませんが、

将来はわかりませんという説明でしたよね。そこについては、拡大すれば拡大するほど赤

字は膨らむと思うのですね。そういう観点からしても、この事業は本来いかがなものかと

思いました。根本的な問題ですね。収支バランスがとれるという問題ではないと思います。

いくら料金改定しても、収支バランスはとれませんよね。 

 

【門馬委員】 

 収支バランスが取れるくらいまでの改定を行なうとすると、ものすごい負担になります

よね。 
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【徳田副委員長】 

 ただ、これを放置してしまうと、汚水の垂れ流しがずっと続くということですかね。 

 

【菅野委員長】  

 特定環境保全公共下水道事業の方で包含するか、下水道の中で全体的に包含するか、ど

こかで負担をして、個別排水の負担を薄めてしまうこともできるのでしょうが、一般の市

民は理解しないことでしょう。やはり全体的に影響します。 

 

【徳田副委員長】 

 田口水道室長のお話しでは、この事業は廃止したいということでしたね。 

 

【菅野委員長】 

 今の制度の枠内だけで評価すべきか、事業の全体的に収支バランスに着目して評価すべ

きなのか。 

 参考までに申し上げますと、個別排水事業というのは、年間の収入が 520万円くらいで

す。134戸で単純にいくと1戸あたり年間3万5千円くらいになりますね。 

 

【徳田副委員長】 

 これからさらに整備を進めていくと１件整備するごとに 3万くらいは赤字となってくる

ということですか。 

 

【菅野委員長】  

 ランニングコストなどの問題、制度そのものも含めての評価ということで「Ｄ」評価に

したいと思います。 

また、合併浄化槽の設置にあたっては、全てを自己負担で設置する方もいれば、補助を

受けている方もいるなど、公平性の問題がありますね。 

 評価意見の中には、公平性の部分を含めた表現にしたいと思います。 

 

「７－２」 

【菅野委員長】 

 次は第４回目でヒアリングを行ないました「国保運営協議会運営事業」に入ります。国

民健康保険法に基づいて、国保運営協議会が設置されるというものです。これは保険事業

運営の全般に関わる協議会です。開催については、平成 18年は1回、平成 19年は 4回、

平成20年は3回と案件が無ければ開催する必要がないのですが、国保全体を取り巻く環境

からすると案件は沢山ありそうですが、開催が少ないような感じを受けましたが。 

 

【徳田副委員長】 

 諮問しなければ開催しないのですね。 
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【菅野委員長】 

 開催については、市側からの諮問案件や報告案件だけとなっているのでしょう。色々な

問題があるわけですから、協議会の場を活用し意見を求めるといった、そういう方向で進

めるようにしてもいいと思います。 

経費は、委員に対する審議会報酬、設置義務のある協議会で、特別なこともないような

ので、「Ｂ」評価にしたいと思います。 

 

「７－３」 

【菅野委員長】 

 次の「国保医療費適性事業」です。これはレセプト22万件の審査、点検ですね。専門の

非常勤職員を雇って、全件チェックしているということです。返納を命じた金額が平成 20

年度で3,800万円、22万件のうち、大体4,000件くらいということですが、これは人数を

かけたから増えるという問題ではないんでしょうね。市側の考えとしては概ね適切に処理

が出来ているとなっていますが、いかがでしょうか。 

 

【徳田副委員長】 

 事業費が 1,000万円くらいで、返納金額が 3,800万円くらいなので、そういう意味では

効果があったのだろうと思いますね。 

 

【堀委員】 

 この作業がないともっと過誤レセプトが増えている可能性がありますよね。 

 

【菅野委員長】 

 「Ｂ」評価にしたいと思います。 

 

「７－４」 

【菅野委員長】 

 次に「国保訪問指導事業」です。 

これは保健師が国民健康保険被保険者の重複、多受診者に対し、訪問指導を行なう事業

ですね。 

 

【堀委員】 

 勉強会の中で、この場合の保健師は非常勤の保健師ということでしたよね。 

 

【菅野委員長】 

 市の職員として３人の保健師がいましたが、この方達が行なっている一般保健事業の保

健指導との連携はあるのでしょうか。 
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【事務局：佐々木部長】 

 連携はしていると思いますが、ここで出てくる予算はこの事業のために雇用している保

健師の予算だと思います。 

 

【菅野委員長】  

 保健師の連携によって、幅広く取組めるのかと思いました。 

 

【堀委員】 

 その辺の連携はとっていると思います。 

 

【徳田副委員長】 

 そこは所管としても認識されているのではないかと思います。「改革・改善の方向性」で

「関係課と連携して事業を進める。」ということをコメントされていますので。 

 

【菅野委員長】 

 これはどのように理解しましたか。 

 

【徳田副委員長】  

 所管部長の説明の中でも健康推進室と連携をとりながら、それぞれで訪問指導などを行

なわないなどの認識を持っていると思います。 

 

【菅野委員長】 

 例えば、福祉関係のセクションで保健師が活躍する場が色々あるわけで、その保健師が

国保の対応もしているのかと思ったわけです。 

佐々木部長のお話では、国保については非常勤の保健師を置いて対応しているとのこと

でした。皆さんはこの事業について、どう思いますか。 

 

【座主委員】 

 市民感覚として、なぜ福祉関係の一般健診と分けるのか、一般保健事業の保健指導と包

括できないものかと思います。 

 

【門馬委員】 

 この事業の主としては、重複、多受診の方に対して、指導を行なうことで、国民健康保

険の健全な財政運営を目指すことですね。 

 

【座主委員】 

 脳ドックで言えば、一般健診を受けた後に異常が見つかって、今年から指導を受けるこ

とになったということもありえますよね。これは別の要因ということになり、重複、多受

診ではないですね。 
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【菅野委員長】 

 重複、多受診というのは、一つの病気に対して同時に違う病院にかかっているなどの状

況だと思うのですが、同時にいくつもの病気を抱えている方はかなりいると思います。 

 なので、特に問題のある方に対しての指導など、一般的な指導の他に脳ドックもやって

いますというような表現にしたかったのではないのかなと思いますね。 

 

【門馬委員】 

 国保の事業の中に「脳ドック助成」がありますよね。それで載せることにしたと思いま

すね。 

 

【菅野委員長】 

 一般的な保健指導の他にこのような保健指導も行なっているということを表現している

のですね。 

 

【事務局：佐々木部長】 

 そういうことです。 

 

【菅野委員長】 

 効果は見えにくいのですが、関係課との連携によって、より効率的な保健指導が行なえ

ると思います。 

 

【門馬委員】 

 そういう意味では、活動指標の実績値として、平成１８年度から平成２０年度にかけて、

重複、多受診者数は減ってきています。保健指導の効果が出ているのではないでしょうか。 

 

【堀委員】 

 平成２２年度はもっと減ります。 

 後期高齢者医療制度と重なったことと、介護保険料の改定などもあったので負担額が多

くなっていることから、重複、多受診者はさらに減ってくると思います。それでもこの訪

問指導そのものは活きてくることは確かですね。 

 

【門馬委員】 

 無いよりはあった方がいいですね。 

 

【堀委員】  

 本人のためにもあった方がいいと思います。 

 

【菅野委員長】 

 今おっしゃった、後期高齢者医療制度の方々は、この保健指導の対象ではないですよね。 
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【堀委員】 

 ７５歳以上の方達は対象になりませんね。 

 

【菅野委員長】 

 成果指標の「重複・頻回・多受診対象者への保健指導実施」の対象者が減ってきている

のも、後期高齢者医療制度の関係なのでしょうね。 

まだ、色々な課題も残っているのではないかと思いますが、評価としましては、「Ｂ」に

したいと思います。 

 

「１１－５」 

【菅野委員長】 

 次に「脳ドック助成事業」です。 

皆さんこの事業はどうでしょうか。 

 

【徳田副委員長】 

 効果を検証するのは難しいと思いますが、脳ドックを受けたことで脳血管疾患が見つか

ったという方はいると思いますので、これは必要な事業だと思いますね。 

 

【菅野委員長】   

 しかし、脳ドック受診には枠がありますね。 

 

【徳田副委員長】  

 枠はあります。 

 

【門馬委員】 

 対象とならない方はいますね。 

 

【堀委員】 

 ３１０人います。 

 受けない人が何人かいます。 

 

【菅野委員長】 

 この事業は平成１２年度から行なわれているとありますが、新しい事業ではないですね。 

 

【堀委員】 

 以前からやっています。最初は、これ程人数は多くなかったと思いますが。 

 

【事務局：佐々木部長】 

 平成１２年度からやっています。当初の希望者はもっと少ないです。 
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【菅野委員長】 

 これも病気の事前予防の観点で行なっているものですね。 

これはいい事業ですね。ただ、対象は４０歳以上で１１,５００人、その内の３００人が

対象となっています。 

例えば、評価意見として、「良い事業なので今後とも継続していただくとともに、枠の拡

大を検討していただく」などということは踏み込みすぎですか。 

 

【堀委員】  

 国保会計の赤字額を考えると、枠の拡大までは言い切れないのではないかと思います。 

 

【菅野委員長】 

 「枠の拡大」については触れないで、評価は「Ａ」にしたいと思います。 

 

【菅野委員長】  

 次は「国保税賦課徴収事業」です。 

収納率を見た場合に平成１８年度は９０．１３%、平成１９年度で８９．０５％、平成２

０年度で８６．８４％、なぜ収納率が落ちているかといのは、収納率の高い後期高齢者が

抜けたために落ちたという説明がありましたね。 

それと滞納者に対して、徴収方法、資格証明書の発行などへの強制力はあるのですが、

一般のマスコミ等の方はそれに対して、すごくシビアに見ており、弱い者いじめのような

見方もされてしまうなど、徴収業務に積極的に動けないなどの問題もあるのかもしれませ

ん。 

しかし、そこは保険制度ですので、保険というのはみなさんの保険税で成り立っている

ものですよね。払わない人がいていいということにはならないのですね。そういう観点か

らしても、やはり収納率アップに大きく力を注ぐべきだと思います。 

みなさんはどう思いますか。まじめに納めている人との公平感を欠いていると考えるべ

きだと思いますが。 

 

【堀委員】 

 石狩市の場合は結構相談にはこまめに対応してくれるまちだと思っていますので、払え

ない状況というのは、払いたくても本当に困っている人なのか、払えるのに払わないのか

など色々な状況があるとは思いますが、それでも保険というのは皆さんが支払うことによ

って成り立つわけなので、担当課としても払うのが当然だと思わなければいけないのかな

と思いますね。 

 

【菅野委員長】  

 負担というのは一律負担しているわけではないですから、所得に応じた負担割合がある

のだから、相応の負担をされていると思います。窓口としては色々な問題もあるのでしょ

うが、そういう面では払えないから仕方がないということではいけないと思いますね。 
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【堀委員】  

 こいう場合は窓口に相談にも来ない滞納者だと思いますね。 

 

【門馬委員】 

 払う意思がない方たちですね。 

 

【菅野委員長】 

 今年から市では経営健全化計画を策定して、収納対策の強化を図るということでしたね。 

 

【事務局：佐々木部長】 

 徴収体制の強化ということもありますが、この計画の最大の眼目は、市税の徴収部門と

の一元化による組織的強化を図っていくということにありまして、資格証明書については、

滞納者の中でも、相談にも来ないなど特に悪質な方に限り、出していると聞いています。 

 

【菅野委員長】 

 今回、政権が変わったことによって、今の資格証明書の問題などニュアンスの違った動

きが出てくると思いますが、それはそれとして、市としては、国保で税方式をとっていま

すので、他の税の収納関係と一括して処理できるか検討しているとのことですし、また、

こういう面で国保経営の健全化に向けた方法をとらなければいけないのだろうと思います

ね。 

もう少し市は積極的にやるべきだという考えで、この事業の評価はどうでしょうか。 

私は厳しい評価になるかと思いますが。 

 

【門馬委員】 

 厳しい評価でいいと思います。 

 

【徳田副委員長】 

 事業として「良い」とは言えませんね。 

 

【菅野委員長】 

 良好とは言い難いので「Ｃ」評価にしたいと思います。 

 

【菅野委員長】 

 前回に試案を皆さんの方にお示ししていましたが、みなさんとの考えと違っているもの

もあると思いますが、あくまで私の段階での参考評価ということで見て下さい。 

最終的にみなさんの意見を組みながら、観点別評価を行ない、次回の委員会でみなさん

に提示したいと思います。本当であれば、みなさんの意見を聞きながらできればいいので

すが日程的なこともありますので。座主さんについては、座主さんなりに評価したものを

いただきましたので、それも含めて提示したいと思います。観点別評価の中身に入ってい

けば、若干修正することもあるかと思います。 



 26 

「１０－１」 

【菅野委員長】 

それでは「公害防止業務」に入ります。 

 これは茨戸川の汚濁度が進んでいることから、開発局の事業により、新たな導流水機能

を持たせるための工事を行なっているとのことでしたね。 

 この河川環境の問題は自治体だけで行うのは限度があるかもしれませんし、自主的に行

なっているものというのは河川の環境調査などの法令で決められたものだけだと思います

ね。特に積極的なものを感じませんので、評価は「Ｂ」にしたいと思います。 

 

「１０－２」 

【菅野委員長】 

 次に「自然保護推進事業」です。 

これについては、事業内容を見ても市として何をやりたいのかわかりませんでした。 

例えば、市と市民のボランティアにより、収集・把握して植生データを作成したことや、

このデータを活用したパンフレットの作成などがありますが、これが「自然保護推進事業」

といえるのだろうかと思ったのです。自然の保護への取組みとして、ボランティア清掃以

外にも、もっと具体的な取組みがあればわかりやすいのかなと思いました。 

事業の内容が不明確だと思い試案では「Ｃ」評価にしたのですが、皆さんはどう思いま

すか。 

 

【徳田副委員長】 

 それは十分じゃないといいますか、「もう少しやるべきだ」という意味での「Ｃ」ですか。 

 

【菅野委員長】  

 そうです。具体的にはこれから考えていかなければなりませんが厳しいですか。 

 

【門馬委員】 

 施策のタイトルがあまりにも大きすぎると思います。「自然環境の把握と保全の推進」、

「石狩市の自然環境の把握と保護」、このタイトルが問題なのかなという気がいたします。

一自治体の一つのセクションで出来るのかということです。ですから委員長がおっしゃっ

たように、例えば、今年は花川南地区の防風林の保護活動を行なうだとか、具体的なもの

がないとわけがわからなくなってくると思いますね。 

 

【菅野委員長】 

 例えば、次の「海浜植物保全事業」での具体的な取組みがあって、はっきりしたものだ

といいのですが、自然保護の考え方が曖昧な感じがしますね。 

ということで「Ｃ」評価にしたいと思います。 
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「１０－３」 

【菅野委員長】 

それでは次に「海浜植物保全事業」です。 

石狩浜には保護センターがありますね。保全という面では、市民も実感できる事業だと

思います。 

 

【門馬委員】 

 しかもこれは石狩らしい事業ですよね。 

 

【菅野委員長】 

 活発な活動を展開していると理解しているのですが。 

 

【堀委員】 

 ボランティアの活動参加者数も多いですね。 

 

【菅野委員長】 

 石狩市だけの問題ではないと思うのです。札幌圏、道央圏あたりの近郊の人が多く訪れ

るわけで、中にはバギー車の乗り入れなどもあり、保全するためには情報発信というのは

大事だと思います。保全への取組みやボランティア参加者数から見ても評価は「Ａ」でよ

ろしいでしょうか。 

  

「１０－４」 

【菅野委員長】 

次に「地球温暖化対策等推進事業」です。 

これも標題が大きいのかもしれませんね。 

 

【徳田副委員長】  

 これはテーマが大きいですが、やっている個々の事業は小さい。そういう意味でも、も

う少し活発な取り組みを色々やってほしいと思いますね。 

 

【菅野委員長】 

 やっている事業は、ベースになるような部分があり、大事なものだと思いますが、これ

をやっているから温暖化対策事業をしていると、捉えることが出来るのかということです。

したがって、試案としては「Ｃ」という評価にしました。これは「まだまだやるべき」と

いう期待を込めての評価としています。 

 

【徳田副委員長】  

 私もまだまだやるべきだと思います。 
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【堀委員】 

 それと今やっている事業そのものの追跡調査が出来ているのかどうかということも一つ

ありますし、環境家計ノートも配布冊数としてはありますが、データとして書いてきてい

る部分というのは、とても少ないので、そういう部分からも「Ｃ」評価でいいのではない

かと思います。 

 

【菅野委員長】 

 それでは「Ｃ」評価にしたいと思います。 

 

「１０－５」 

【菅野委員長】 

 次に「風力発電事業」です。 

 この事業について、試案では「Ａ」評価にしたのですが、これは市の事業に見えますが、

実態として自治体枠での申込でＮＰＯ法人が行なっている事業なので、予算も市を経由し

ているにすぎないということでした。しかし、これからの地球温暖化環境保全の取組みと

して、企業として風力発電に取組む姿勢に対して評価を「Ａ」にしたいと思ったのですが

皆さんよろしいでしょうか。 

 

【徳田副委員長】 

 結構だと思います。 

 

【菅野委員長】 

 「Ａ」評価にしたいと思います。 

 

「１０－６」 

【菅野委員長】  

 次に「雪氷利用研究事業」です。 

これについては、研究会での研究ということで、どう評価すればいいのか悩みました。

各企業などが集まって研究をする団体ですし、今、サンビレッジで冷熱エネルギーの実証

試験を行なっているところだと言っていました。そういう面では「Ｂ」でよろしいのでは

ないかと思いますがいかがでしょうか。 

 

【門馬委員】 

 「Ｂ」でいいと思います。 

 

【菅野委員長】 

 「Ｂ」評価にしたいと思います。 
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【菅野委員長】 

 これで事業の評価は終わりましたので、これまでの各事業について、観点別評価及び評

価意見を入れて次回までに皆さんにお渡しできるようにいたしますので、全体的に議論し

た上で、施策評価に入っていきたいと思います。 

 施策評価については、これまでの皆さんからの意見を踏まえて、事務局に素案を作って

いただき、それを基にまとめていくことにします。 

 最終的には報告書を作成して提出することにしたいと思います。 

 次回は１１月５日１３時３０分からとなります。お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

平成２１年１１月 ９日 議事録確定 

石狩市行政評価委員会 委員長  菅 野  勲 


