
 1 

平成２１年度第５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１５日（木） １３：３０～ 
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 ○ 企画経済部長 佐々木隆哉 

   商工労働観光課長 武田 渉 

 
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、「商工業の振興と創業・起業の促進」「雇用・勤労者対策の推進」について、所

管の方からご説明願います。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 ～ 資料説明（平成２１年度施策評価シート「商工業の振興と創業・起業の促進」及び

「雇用・勤労者対策の推進」） ～ 
 
【菅野委員長】 
 まず「商工会議所運営支援事業」と「商工会運営支援事業」についてみなさんの意見を

伺いたいと思います。 
 
【徳田副委員長】 
 商工会の運営は、地域的なこと等を考えるといろいろな面でかなり難しいと思います。

成果指標の部分においても数値的に低い状況になっています。会員数の目標値は、ある程

度考えて出てきたものと思いますが、実績はかなり低くなっています。講習会参加につい

ても地域が離れていることや高年齢化していることもあると思うのですが、全般的に商工

会は厳しい状況になっていると思います。これについての原因や現状把握としてどのよう
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に考えておられるでしょうか。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 会員数が減っている原因は、単純に事業所が減っていることです。特に厚田、浜益方面

での日常的な消費行動が広域になっている実態があり、会員数の減少は避けられないと商

工会側もある程度イメージは持っているといます。 
我々としては会員数の減少はやむを得ないと思っていますが、残ったところを力強くし

ていきたいと考えています。その為には厚田・浜益ですから、観光との結びつきなどで残

る事業所の体力をつけていきたいと考えています。ただ商工会的に言いますと、会員の会

費収入で成り立っていますので、少数の力強い事業所が残ったとしても商工会としては非

常に辛いというのが現状です。具体的な話はまだ出ていませんが、将来的に商工会をどう

するかという議論はそのうち出てくるのかもしれないと思っています。 
 
【座主委員】 
 商工会をどうするかというのは、石狩の商工会議所と合併してしまうという考え方です

か。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 商工会議所と商工会は法律が違うので合併は出来ません。あるとするなら商工会が解散

して、その事業所が商工会議所に入る形があります。ただ現実的には経営改善普及事業の

記帳指導回数などは商工会は相当綿密に行いますが、会議所はどうしてもそこまでは出来

ないので、単純に商工会がなくなったから商工会議所に入るという割り切りも出来ない状

況です。この問題については合併時もありましたが、制度が違うのと会議所と商工会では

活動内容のレベルにも差があるということで、当面は会議所と商工会を並存していくしか

ないということで現在に至っております。 
 
【座主委員】 
 規模が小さいと、資金的な問題も含め、どうしてもやることも小さくならざるを得ませ

んよね。ある程度規模は大きい方が良いと思います。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 商工会同士で合併するという動きも、まだ石狩では具体的にはありませんが、他の市町

村ではあるみたいです。 
 
【座主委員】 
 施策評価の指標にある商業販売額の増加を図るには、石狩市の中で人員を抱えていてボ

リュームのある所は市役所だと思います。札幌から通っている人もいると思いますが、職

員が石狩市で出来るだけ買い物してもらえるとよいのではないでしょうか。  
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【佐々木企画経済部長】 
 夏と冬のボーナスの時期や忘年会時期は、我々企画経済部の方から全職員に出来るだけ

市内で宴会をして下さい等のお願いはしておりますので、意識はされていると思います。

ただ現実的な買い物行動を考えると、石狩で１００円の同じ物が札幌では９０円で売って

いるとなれば札幌で買ってしまうのは、職員だけではありませんが、否めない所だと思い

ます。 
 
【座主委員】 
 自分が札幌に勤めていたら札幌で買い物した方が便利だし安いと言うのはわかるのです

が、地場産業を発展させるには、１００円２００円でも良いから石狩市内で購入する意識

を持って、他の市民にもＰＲしていくのも大切ではないかと思います。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 商工会議所ではこれからプレミアム商品券を発行して、消費を市内に止めようという取

り組みをしますが、毎年出来る事でもないですから、イベント的な取り組みの中で石狩な

らではのものに目を向けて頂くことが大事なのかなと思っております。 
 
【菅野委員長】 
 商工会議所の運営事業は市民には具体的に解らないですね。会員の方々は日常活動の中

で商工会議所の姿勢や事業など存在価値を感じ取っていますか。 
  
【佐々木企画経済部長】 
 考え方や感じ方があると思いますが、記帳指導や融資斡旋をしてもらったなど具体的な

便益を受ければありがたいと思うと思うのですが、大多数の会員企業にとってみると便益

に比べ会費負担が重たいという見方があるのかもしれません。 
 
【菅野委員長】 
 商工会議所の会員にはなるけれども、本当に自分達が期待する活動をしているかどうか

というところですね。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 商工会議所も色々な努力はしております。特に最近は記帳指導や斡旋の他に、産業まつ

りやプレミアム商品券、去年の暮れから２回にわたっての大売出しや、市に対しての経済

施策についての要望を行うなど、会員企業そのものはあまり感じてないのかもしれません

が、巡り巡って会員企業の力になるような取り組みというのは、我々の目から見ると色々

行っています。 
 
【菅野委員長】 
 恐らく最大公約数の事業しか出来ないと思うのです。会員に押しなべてそれなりの恩恵

を被るような事業を展開するのは大変なことですから、どうしても基本的な部分とか全体
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的な部分で事業展開していくしかないと思います。 
  
【徳田副委員長】 
 商工会議所の運営に対して全額運営費用に出しているかわかりませんが、市が３千万円

近く経費を負担しています。運営経費のうちの何割ぐらい占めているのでしょうか。かな

り市の負担だと思いますが、運営するための経費は高いのでしょうか。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 市だけではなく道からも補助金が出ていて市と道を合わせて全体の運営経費の 50％くら
い、商工会では 70％くらいが市と道からの補助金となっています。 
 
【菅野委員長】 
 商工会議所というのは市から人的派遣はしているのですか。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 市からはしていません。ＯＢは行っています。 
 
【徳田副委員長】 
 ある程度経費を出しているから色々指導出来ると思いますが、商工会と商工会議所では

商工会を解散するしかないと思います。商工会議所に吸収した場合に、メリットとデメリ

ットがあると思うのですが、地域的な部分でデメリットが多いでしょうか。商工会議所の

支所的なものを厚田、浜益に置けば可能ではないでしょうか。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 もしかしたら市からの補助金は落とせるかもしれません。 
 
【徳田副委員長】 
 一般の中小企業にとってのメリットはありますか。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 石狩の中小企業にとってはあまり関係ないと思いますけれども、厚田、浜益の商工会に

してみると指導の密度が下がることは避けられない所です。ですからもしも解散したとす

れば、旧商工会の会員が全員、商工会議所に入るというのはまず無いという見込みはたて

られると思います。 
 
【座主委員】 
 会費の額は違うのですか。 
 
【武田商工労働観光課長】 
 さほどないと思います。 
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【菅野委員長】 
 将来的に考えると商工会は厳しい立場になりますね。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 間違いなく厳しくなります。 
 
【菅野委員長】 
 会員数がある程度減る前提で考えないとダメですからね。 
 今は 100名そこそこですから、目標が 150名としていますが、増えることはないでしょ
うね。 
 市が出している補助金の中に委託事業のものがあるのですか。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 委託事業的なものはないです。 
 
【徳田福委員長】 
 交付金という形で出しているわけですね。 
 
【菅野委員長】 
 イベント的な時も補助をだしているのですか。この交付金に含まれているのですか。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 特別な事業を行う時には別途支援することはあります。 
 
【菅野委員長】 
 一般財源の経費には見込まれているのかどうかわかりませんね。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 決算額なので恐らく入っています。 
 
【菅野委員長】 
 商工会議所はもう少し活発に事業展開が出来ないのか、国や道、市辺りから委託事業み

たいのは展開出来ないか、考えられないでしょうか。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 商工会議所の方としてはそれ程余分な人間を抱えていないですから、一時的なイベント

みたいのが入ってくると非常に業務がタイトになって大変だとはよく聞きます。 
 
【菅野委員長】 
 次に「中小企業特別融資」です。 
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部長の方からも見直しする項目という話がありました。市が特別融資制度を設けている

ということは、ある意味では一般市中銀行のほかに国や道などの特別融資を補完する事業

です。補完する事業となると国や道の新たな制度が出ると利用が少なくなってきます。制

度的には必要だとは思いますがどういう状況でしょうか。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 何らかの金融支援というのは商工業振興の中で役所がとり得る策として、ほとんど唯一

に近いのがこれまでのイメージですから、この事業を外す事は出来ないと思います。 
 現実として企業の方々に実際聞いてみると、利率が低いところから借り入れば良い、と

いう話ですから、他の融資商品との比較の中で今の石狩市の融資制度というのは魅力のな

いものになってきているというのは間違いないと思います。 
 
【菅野委員長】 
 融資額も少ないですからね。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 そうですね。１千万、２千万位ですから。 
 
【菅野委員長】 
 これは見直しするということになれば具体的に言うとどういうことになりますか。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 これから具体的な制度設計をしないとダメだと思うのですが、昔と違って今は保証協会

の保証付きでも、もし焦げ付いたら銀行が一割から二割負担しなければダメな仕組みにな

っていますから、結局市独自の何か制度を作ったとしても焦げ付いた時に市が全部負担す

る、と言わないと借り易さは変らないのです。そうなると後は金利負担をどれだけ軽減し

てあげるかという話になります。例えば今、国や道で色々と有利な融資制度をもっていま

す。それに市が乗っかるような形で進めていけば、市の財政負担も抑えながら、借入れ企

業にとっては非常に負担が小さくなるといったようなことが出来るのではないかなという

今のイメージです。 
 
【菅野委員長】 
 金融というのは課題がありますが、市町村として中小企業に関わる唯一の制度ですから、

そういう面では制度としてはやはり必要なものですね。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 何らかの制度は無ければならないと思います。 
 
【菅野委員長】 
中小企業の特別融資は見直しがあるということで、当分静観することになるでしょうか。 
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【菅野委員長】 
次に「優良事業所表彰」ですが、パブコメもありました。 
これは課長の評価としては中々厳しい評価になっていますが。 

 
【武田商工労働観光課長】 
 現状の事務的な部分を考えると市の表彰が別にありますから、それと一つに出来ないか

という視点が強いのですけれども、実際制度を作った元々の意味合いをふまえると厳しい

評価になっているのかなと思います。 
 我々が事業者に対して表彰という場を設けて、それをきっかけにまちづくりや商工業の

発展に寄与していただければと考えていますけれども、市民からも見ても優良であるかと

いう観点でパブコメを頂きましたので、要綱上の表彰の位置付けの部分と実際の役割は違

うのかなと少し考えさせられたところがあります。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 どうしても市の表彰ですと名をとげた方が対象になるのですけれども、この事業所・従

業員の現役バリバリの方をもっと頑張ってほしいという形の表彰の意味合いもありますの

で、直ちに市の表彰と統合というのは、少し乱暴だったかなという気はします。  
 
【菅野委員長】 
 この種の表彰規定というのは縦割りの表彰だと思いますが、市の中で他にあるのですか。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 教育委員会だけです。建設部関係ではありません。 
 市としてのルールを決めて行っているのは教育委員会とこれの２つだけと記憶していま

す。 
 
【菅野委員長】 
 北海道も表彰を従来の縦割りから横断的に統一していこうということで取り組んで２０

年くらい経つのですけれども、この規定ができた経緯があることでしょう。一般の人達は

何で商工関係だけ表彰があるのかという疑問もあることでしょう。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 昨年か一昨年に農協から農業職員とかはどうなのかと質問は受けたことはあります。 
 
【菅野委員長】 
 努力して、実績や功績を残した人達を表彰する必要性はあります。 
しかし、特定の者だけを表彰するというのは今の時代にはそぐわないかもしれませんね。 

 
【武田商工労働観光課長】 
 今回私が最初に評価した段階では、まず一つは市の表彰があるということと事業所や従
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業員という表彰の対象者が、だんだん少なくなってきていた部分もあったのですが、今年

は推薦等を募集したところ、新たな分野での表彰という形の推薦があったものですから、

この制度自体はそれなりに活きているので、今後も継続する意味は多少あるだろうと感じ

ました。 
 
【菅野委員長】 
 その辺も十分考えてやらなくてはならないかもしれませんね。 
 
【徳田副委員長】 
 パブリックコメントにあるように、表彰を受けた方にとっては意欲に繋がって周りの評

価も高くなるので、この制度自体は良いと思います。経費的にもそれほどかからないし良

いと思います。 
 ただ課長が当初考えられたような、統合して部門をまた一つ別に設けても良いわけです。

功労功績表彰というがあるのであれば、もう少し現役の人達を表彰するような枠があって

も良いと思います。表彰ということに関しては学会関係でも増やしているところが多くあ

ります。経歴にも書いたり出来るので経費をかけない状態で受けた方たちの力づけになる

部分があるので、これは拡大をしても良いのではないかと思います。 
分かれていて良いかどうかは別で、市の制度としては一本化した中に部門を設けて、例

えば農業部門とか水産業部門でもあったら良いのではないかなと思います。  
 
【佐々木企画経済部長】 
 変えるとすれば、今は商工業だけなので産業振興全体に拡大方向はあるかもしれないと

いう気はします。 
 
【菅野委員長】 
 別な視点から見ると少し公平性が欠けている部分あると思われるので、少しでも改善改

革する方向で検討するのが良いことではないでしょうか。 
 
【菅野委員長】 
「産業まつり開催事業」は 3年の期限で終了と考えている事業ですか。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 地域政策総合補助金という道の補助が３年間にわたって毎年 300 万円受けられますが、
３年で終了しますので、見直しが必要になると考えています。 

19 年度までは農業まつりが単体で行われていたものを商工業と合わせたおまつりにしま
した。 

 
【堀委員】 
 農業まつりが産業まつりになって、どういうふうに変わりましたか。個人的には農業ま

つりのほうが、人は多かったと思いますが。 
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【佐々木企画経済部長】 
 来場者数は、産業まつりのほうが格段に多くなっています。農業まつりは農業と消費者

を近づけようという視点で行っていましたが、合併して農業だけではなく、漁業や新港に

も様々な企業があるということまでも合わせて市民に知らしめようということで始まって

います。 
 
【堀委員】 
 まつりの実行委員も積極的にかかわっていて、3年間の補助金がなくなっても、実行委員
会が主体的にこのおまつりを継続していこうという方向に変わっていくと思いますか。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 補助金が無くなってできるかどうかは正直言ってわかりません。開催経費が 1,100 万円
位かかって、道と市の補助金が 400 万円は入っていますから、それが無くなるとどういう
イベントになるかは現状では想定できません。 
 
【堀委員】 
 農業まつりの時も市は 100 万円補助していたわけですから、道の補助金が無くなったら
市の補助金も無くなるというわけではないですよね。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 その時点で出さないということではありません。 
 
【武田商工労働観光課長】 
 実行委員会では３年で道の補助金は無くなるということはわかっていますので、そうな

った時も何とかできるよう考えながら取り組んでいます。 
 
【菅野委員長】 
 続いて「商店街等いきいき推進事業」です。 
この事業がマンネリ化して、インパクトがなくなっているような気がします。 

 
【武田商工労働観光課長】 
 最初の頃は注目を集めますが、続けるということはマンネリ化といわれるかもしれませ

んが、言い換えれば安定とも言えます。広い範囲で設置しているイルミネーションを一箇

所に集約して目立たせるとか、少し事業のやり方を変えさせてみたいとは思っています。 
 
【堀委員】 
 商店街の景観美化事業は「花いっぱい運動」とは違うのですか。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 それとは違います。 
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【徳田副委員長】 
 個人的には市民の心が豊かになってよいと思いますが、パブリックコメントにもあるよ

うに、市として税金を使う事業かどうかという疑問に頷けないわけではありません。これ

に対して部長はどうお考えですか。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 この意見をおっしゃっている方が、花いっぱい運動にどういう感覚を持っているのかな

と思います。町内会はよくて、商店街はだめなのか、どういう感覚か聞いて見たいという

ことは思いました。環境美化という側面で行けば、商店街でも町内会でも同じです。同じ

ような観点であれば両方に市が支援するということはあってもよいと思います。 
 
【座主委員】 
 商店街も町内会に入っているとすれば、2重投資ということにはなりませんか。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 ガーデニングは似ていますが、イルミネーションとかは違う内容だと思います。 
 
【菅野委員長】 
 次は「商店街等排雪事業」です。これは面白い事業ですね。ただ商店街としては一つだ

けですね。皆さんはどう思いますか。 
 
【武田商工労働観光課長】 
 商店街によってまとまりがあったり、なかったりします。従って、制度を使ってみたい

という希望はあっても実際は合意形成できないということがあります。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 商店街といっても店が密集している訳ではありませんので、店の間に民家があったりす

るために、一般の家庭にも費用を負担してもらわなければならないという問題があります。

商店街の密集度がどうしても壁になります。 
 
【堀委員】 
 消費者としては非常によいと思います。 
 
【菅野委員長】 
 次は「いしかり雇用サポートセンター運営事業」に入ります。 
 
【徳田副委員長】 
 ハローワークの誘致は難しいでしょうか。 
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【佐々木企画経済部長】 
 北海道労働局段階では何とか頑張るという姿勢ではいてくれています。 
 
【門馬委員】 
かつて市役所にあったハローワーク相談コーナーとは違うものですか。 

 
【佐々木企画経済部長】 
 それよりは充実したものとなると考えています。 
 
【菅野委員長】 
 アドバイザーは何か資格をお持ちの方でしょうか。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 今の方は、ハローワークの OBの方と大学の就職担当の OBの方です。 
 
【座主委員】 
 部長の説明の中で、女性に働きやすい環境づくりという話が出ていましたが、具体的に

はどのようなことをイメージされているのでしょうか。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 まず真っ先にやらなければならないのは保育所だと思います。今は保育所の定員が足り

ていないということもありますので、改善されれば子どものいる母親は相当働きやすくな

ると思います。あとは０歳、１歳の保育年齢を拡大することが求められると思います。 
 
【座主委員】 
 待機児童はかなりいるのですか。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 1年を通して一定ではなく、4月から徐々に増えていくのですが、現在は 100名近くいる
と記憶しています。 
 
【菅野委員長】 
 相談日数を増やせば、より成果は上がりますか。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 週 3 日の相談日を４日 5 日にするという方法もあると思いますが、日数を増やしたり、
よいアドバイスをしても、働き先が無ければ成果にはつながってこないと思います。 
 
【菅野委員長】 
 次は「季節労働者通年雇用促進事業」です。この事業は市ではどういう係わりを持って
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いるのですか。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 就業開拓員を 1 人置きまして、市内の企業を回って季節労働者を通年で雇ってもらえる
ところはないか探すというのが一つの柱です。あとは、季節労働者の方に無料で建設重機

の操作講習を行っています。今年は札幌市と連携して、本州企業とこちらの企業のお見合

いを行って、こちらの人が冬場に本州で働くことができるよう進めています。 
 
【堀委員】 
 通年雇用の成果としては、目標 15人に対し実績 103人となっていますが、季節労働の仕
事と違う仕事にはあまり就きたくないという人も通年雇用に就いたという結果が反映され

ているということですね。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 平成 19年度は新港企業を中心に開拓していたのですが、20年度は新港以外の地域を開拓
したところ、季節労働者を受け入れる企業がたくさんあったということなのですが、もう

開拓しつくした感がありますので今後は厳しいかもしれません。 
 
【菅野委員長】 
 次は「シルバー人材センター運営支援事業」です。今、市のほうで何かシルバー人材セ

ンターに委託している事業はありませんでしたか。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 リサイクルプラザと寿の家の管理運営があります。 
 
【菅野委員長】 
 他の市にも大体シルバー人材センターはあると思ってよいのでしょうか。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 大体あると思います。 
 
【門馬委員】 
 新規就業分野の開拓ということでは、今後の方向性に書かれている、1次産業との連携が
一つの鍵と考えているということでしょうか。 
【佐々木企画経済部長】 
 今年、1つ実験的に事業を実施したのですが、上手くいきませんでした。というのは、浜
益で新しい作物を作るので人手がほしいということだったのですが、天候不順で収穫が思

うようにできず、人が余り必要なかったという結果になりました。しかし、人手不足感の

あるところもありますので、何とかシルバー人材センターと結びつけていきたいと考えて

います。 
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【菅野委員長】 
 これからの努力を期待しましょう。 
 では、次は「労働相談所運営支援事業」です。 
 
【徳田委員長】 
 課題にも書かれていますが、この相談所は一般にはあまり知られていないような気がし

ます。 
 
【武田商工労働観光課長】 
 メディアが飛びつくような相談に対応するようなことがないため、一般的な PRでは余り
広く知られるようにはならないと思います。 
 
【菅野委員長】 
 それでは全体をとおして何かありますでしょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 施策「商工業の振興と創業・起業の促進」の指標１で平成 20年度の実績値が未公表とな
っているのはどういうことでしょうか。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 1年遅れで公表されるので、まだ公表されていないということです。 
 
【徳田副委員長】 
 施策の目的の中で、「恵まれた地域資源」と書かれていますがどのようなものを考えてい

ますか。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 農業、漁業、工業を考えています。 
 
【徳田副委員長】 
 施策に定められている指標が適当ではないと書かれていますが、具体的にはどのような

ものが考えられますか。 
 
【佐々木企画経済部長】 
例えば数で言えば、金額よりも事業所の数のほうがより近いのかなという気がしていま

す。大企業 1 社に左右されるような、外的要素で大きく変わるということがないものがよ
いのではないかと思いますが、もう少し研究が必要だと思います。 
 
【菅野委員長】 
 統計指標は私たちの実感とは大きくかけ離れている感じがします。数字が示されても何
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を意味するかよくわからないですね。そういう意味では私たちがある程度実感できる指標

にしていただきたいと思います。 
 
【徳田副委員長】 
 数字的なもので言うと、現状のところに書かれている小売吸引率というのもはっきりし

なくて、実際どれだけ買ったのかというような数字がよいと思うのですが、そういう数字

は出るのですか。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 出る事は出ます。 
 
【徳田副委員長】 
 パブリックコメントで、起業に対してもっと力を入れるべきだというのがありましたが、

確かに私もそう思います。石狩市には何かそういった支援はあるのでしょうか。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 今現在はありませんが、17～19年にコミュニティビジネスの支援の中で、起業に向けた
講座を行ったことはありますが、今考えているのは、道や札幌でも同じようなことを行っ

ているので、あえて石狩でもやるのが効率的なのかどうかという気がしています。従って、

そういう機会にこちらから案内するというほうがよいのではないかと考えます。その後に

実際何かをしたいといったときに金銭的な支援ですとかは考えてもよいのかなと思ってい

ます。それはこれからニーズ等も含めて調査していかなければならないと思っています。 
 
【事務局：中西主査】 
 商工労働観光課の所管する事業としては、今日の２施策に関連するもの以外に環境関係

の施策に２つの事業がありますので、この２つの事業に関して何か質問等がありましたら

この場でお願いします。 
 
【菅野委員長】 
 「風力発電事業」に対して私たちはどういうスタンスをとればよいでしょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 私としては将来を考えて、個人で導入できるものではありませんので、国の施策として

CO2 の２５％削減を実行して行くなかで、国の将来にとっては必要なものではないでしょ
うか。 
 
【菅野委員長】 
 次は「雪氷利用研究事業」です。 
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【佐々木企画経済部長】 
 この事業は、市が事務局で、負担金は 1 万円ですが、研究事業自体には補助金が入って
います。 
 
【座主委員】 
 成果指標の市民 1人あたりの CO2削減量の実績値が未測定となっていますが、未測定で
よいのか、この指標を設定するのがよいのかという疑問があります。 
 
【菅野委員長】 
 指標はやはり身近でわかりやすいものがよいですね。 
 それでは本日のヒアリングはこれで終了します。 
 
 ～ 休憩 ～ 
 
「８－１」 
【菅野委員長】 
 今まで観点別評価を行ない、各事業の総合評価としてきました。 
 順序としてベターな方法と考えていますが、日程の関係もあり、各事業の総合評価の仮

評価を行ない、それに基づき観点別評価等全体の試案を示し、再度、評価する方法にした

いと思います。 
  
それではスタートは「商工業に対する支援」です。 
 商工業の支援というのはどうしても金融支援がメインにならざるを得ませんが、国や道

からみても目につく支援がありません。そのため事業を展開するための施策をより深める

ことは難しい状況にあるという話がありました。そのことを前提におきながら物事を判断

していきたいと思います。 
 初めに「商工会議所の運営支援事業」ですが、全体的にみてどう感じがしましたでしょ

うか。 
 
【徳田副委員長】 
 一般的な経済状況もありますので、この程度なのかなと私は感じます。 
 商工会議所に関しては絶対的に何かが不足しているとかは思いません。 
 
【菅野委員長】 
 商工会議所がもっと事業を運営できるくらいの人員配置などがあればよいのかもしれま

せんが、ある程度限られた予算と人員の中で運営をしなければならない実態を考えると大

きな望みも持てないのでしょう。 
 
【徳田副委員長】 
 3,000万円の補助金は決して少なくはないと思います。 
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【菅野委員長】 
 予算的には市の支援事業としては、少ない額ではないですよね。 
 
【座主委員】 
 実際に商工会議所がどれだけ役に立っているのかが漠然としているので、何て言ってよ

いのかわかりませんね。 
 
【門馬委員】 
 一市民の目から見ると、何をしているのかよくわかりませんね。 
 例えば札幌商工会議所だと新幹線を呼ぶ運動をやったり、緑の博覧会を誘致しようと市

に働きかけたりしていますが、石狩商工会議所だと何をしているのかよくわからないです。 
 
【堀委員】 
 軌道系の導入とかでしょうか。 
 
【菅野委員長】 
 石狩の将来のためには大切なことかもしれませんが、全体的にいうとまずまずというと

ころでしょうか。 
 
【堀委員】 
会員にとってどうなのかわかりませんが。 

 
【菅野委員長】 
 今の会員数は 950ぐらいですね。石狩の場合はあまり増減がないのですね。 
 それでは総合的には概ね良好「B」ということにしたいと思います。 
 
「８－２」 
【菅野委員長】 
 次に「商工会運営支援事業」です。 
これは会員が年々減少している状態で将来の見通しは厳しく、事業運営も難しい状況に

あるようです。 
 
【徳田副委員長】 
 地域的な部分でわからない訳ではないのですが、商工会の事業としては問題があると感

じます。 
 
【菅野委員長】 
 課長段階の評価で「観光産業の育成に向けた連携強化」などのとらえ方は、将来性とし

て妥当と思いますが、起爆剤になるかどうかは難しいのでしょう。それなりに観光部分で

努力はしていると思いますが。 
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【座主委員】 
 商工会議所の約１０分の１の会員数で、補助金が３分の１です。 
 
【菅野委員長】 
 細かい数字はわかりませんが、相当人件費に取られていると思いますが。 
 
【事務局：岡林課長】 
 細かい数字はわかりませんが、商工会の指導員や事務局職員の人件費は道の補助金が充

てられています 
 
【菅野委員長】 
 そうしましたら実際は補助金で７割くらいは負担されているのですね。 
 
【事務局：岡林課長】 
 商工会独自で会員費を集めて、その中から捻出して支払うということではないと思いま

す。 
 
【菅野委員長】 
 トータルして難しい問題を抱えていると思いますが、良好とは言い難いので「C」という
ことにします。 
 
「８－３」 
【菅野委員長】 
 次に「中小企業特別融資制度」です。 
これは国の融資制度が拡充されて、市の融資の利用度が減っているということは市とし

ては良いことか、悪いことか。実態として、このような制度はもたざるを得ないというこ

とでしょう。 
 
【徳田副委員長】 
 ただ融資実行額の目標値が平成２０年度で 5 億 6,000 万円ぐらいあって、実績には達成
率が１０％以下と非常に低い訳です。それだけ活用されていないのであれば活用出来る様

に改善すべきだと思います。 
 
【菅野委員長】 
 金融というのは難しいですね。国や道が大きな特別融資制度を設けるとそちらに流れま

すからね。逆になると、その時は市の方に流れますからね。ただ金融の場合はトータルし

て考えるべきと思います。目に見える数字だけで評価するのは危険ではないかと思います。 
 
【徳田副委員長】 
 中小企業特別融資制度の事業自体は必要だと思いますが、活用されているかというとこ
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ろから判断するとまあまあとも言い難いと思います。 
 厳しい状況の中で融資を望んでないのならいいのですが、融資希望があるのなら市が応

えるのが役目だと思います。その状況から判断すると今年度はどうかなという意味で、ま

あまあとは言えないと思います。 
 
【事務局：中西主査】 
 ２０年度の実績が落ち込んでいる理由は、国の緊急的な制度が出てきて、そちらにシフ

トしたためにだと思います。 
 
【徳田副委員長】 
 それが絶対的な要因ですか。 
 
【菅野委員長】 
 絶対的要因でしょう。 
 
【堀委員】 
 施策評価には抜本的見直しというふうに書かれていますが、この事業評価の方向性に書

かれていることは、抜本的見直しといえますか。 
  
【菅野委員長】 
 金融機関とのかかわりになりますので抜本的というのは難しいと思います。 
 
【堀委員】 
 運転資金の 1千万を増やすとかの見直しが必要ではないでしょうか。 
 
【菅野委員長】 
 この制度はメインの制度ではなく、あくまで補完する制度だと思いますが。 
 
【徳田副委員長】 
 活用しやすいような条件を少し考える必要があるのではないかと思います。 
 
【菅野委員長】 
 評価ではなく意見として、この制度を今後とも維持運営するためには活用しやすい制度

になるようにすべきということとします。 
 
【徳田副委員長】 
 私としては「Ｃ」です。 
 
【菅野委員長】 
 実行額が相当下がっていますが一時的な現象だと思っています。制度が悪いとは思いに
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くいと思います。 
 
【堀委員】 
 抜本的な見直しの中で借りやすいような方向に変わっていくならまた違いますが、この

ことを補完する別のことがあるのなら、必要なのかどうかという疑問も一つあったのです

よね。 
 
【菅野委員長】 
 早い話が自治体で金融政策をするのは無理なことだと思っているのですよ。 
 
【堀委員】 
 事業所としてこれがあることによって経営が成り立っているようになるのだとしたら、

必要な事業だと思うのですよね。そこをどう受け止めたらいいのか。 
 
【菅野委員長】 
 他の制度を使わないで市の制度だけを使っている人がいるかもしれませんね。石狩市に

あるそういう小規模の事業者もいるはずなのです。こういう制度自体はある程度必要だと

は思います。 
 
【座主委員】 
 最終的には利用し易い制度に変えることを期待しての「Ｂ」というのはどうでしょう。 
 
【菅野委員長】 
 私としては「Ｂ」ということで利用しやすくなるよう要綱の見直しの方向で進めていた

だくということにしたいと思います。 
 
「８－４」 
【菅野委員長】 
 次は「優良事業所表彰事業」です。 
これは議論の中でも、表彰規定の部門統合ということを検討したいということでしたが、

こういうことは絶対必要ですよね。 
今の表彰規定がよいわけではなく、評価は「Ｃ」ということでよろしいですか。 

 
【堀委員】 
 統合するんだとしたら、色々な部門があるので、統合していくので議論は必要かなとは

思います。私は表彰そのものが必要なのだろうかと思っていまして、石狩市としてどうし

ていくかをしっかり話し合う必要はあると思います。 
 
【菅野委員長】  
 これに関連して表彰規定というのは全庁的な見直しが課題になっているのではないかと
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いうことで、問題点を市に投げかけるというのはどうでしょうか。 
 全体の表彰のあり方を見直すべきということを触れておきましょう。 
 
「８－５」 
【菅野委員長】 
 次は「産業まつり開催事業」です。 
これは農業まつりから変って３年間の道の補助金を利用した事業です。まちをあげての

イベントは石狩市ではあまりないのではないでしょうか。道の補助金がなくなったら運営

は厳しいとは思いますけれども、大変良い、極めて良好では評価としては甘すぎるでしょ

うか。 
 
【座主委員】 
 地場産業の育成とか活性化というのは人が動かないことにはどうしようもないので、こ

のようなお祭を幾つかやる方が思いますけどね。 
 
【堀委員】 
 お祭に参加する人達の意識だと思うのですが、地場産業を全く取り扱わない出店が見受

けられ、どうしても主旨に合わないことが出てきてしまっています。市内の地場産材を市

内外に広く告知するという目的の一つとしてあるわけですから、出店者に伝えていくこと

をしないといけないと思います。 
 
【菅野委員長】 
 前回も言ったように人が動かなければならないのでしょうね。私は「Ａ」の評価でいい

のではないかと思いますが甘すぎますでしょうか。 
 
【堀委員】 
 私は「Ａ」だと甘いと思います。 
 
【菅野委員長】 
それでは「Ｂ」ということにしましょう。 
 
「８－６」 
【菅野委員長】 
 次に「商店街等いきいき推進事業」です。 
ハイスタンプ販売額が成果指標ですが、この数字で評価するのはなかなか難しいですね。 

 
【堀委員】 
 販売促進事業としては「いきいき促進事業」に入るということですよね。 
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【菅野委員長】 
 これは販売促進の一環に本当になるのですか。 
 
【座主委員】 
 私の経験から言うと、ハイスタンプがもらえる店で買おうという気になるので、販売促

進に繋がると思います。 
 
【菅野委員長】 
 この事業に水を差すつもりは無いですが、そんなに魅力のある事業ではないのではない

でしょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 ハイスタンプだけだとそうですが、その他に市民と商店会との交流拡大を図る目的から

すると、ハイスタンプも一つですし景観事業も一つあるわけですね。 
 
【菅野委員長】 
 よくやっている事業と評価するには疑問です。しかしそう言ってしまうとガーデニング

も普通に町内会でもやっていますし。 
 
【堀委員】 
 町内会でやっているのは「花いっぱい運動」でこの事業とは違いますよね。 
 
【菅野委員長】 
 私は事業とするならば何かを期待されていると思うのです。 
 
【門馬委員】 
 私自身も委員長と同じ意見ですが、具体案を出してみなさいと言われると難しいです。 
 
【菅野委員長】 
 事業内容の見直しが必要ですね。 
 
【堀委員】 
 冬のイルミネーションが始まった時、豪華なお宅に比べると淋しい気はしますが、イル

ミネーションを見て、もうそういう時期なんだと思います。 
 
【菅野委員長】 
 課題として景観美化事業が及ぼす地域の効果が希薄と課長は捉えています。やはり中々

厳しい見方ですね。今の状態を可とはしていませんね。 
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【徳田副委員長】 
 事業としては花いっぱい運動の花を活用したら出来る可能性はあるし、イルミネーショ

ンはできないかもしれませんけれども、この事業自体に効果があるかどうかには問題があ

ると思います。「Ｃ」でよいと思います。 
 
【菅野委員長】 
 事業の効果的展開にして期待しておきましょう。では「Ｃ」ということで。 
 
「８－７」 
【菅野委員長】 
 次に「商店街除排雪事業」です。 
これは１商店会だけに実施しとなっていますがこれで、よいのでしょうか。トータルす

ると住民の交通安全の一環の要素もあるという見方ができます。そういう人達の安全確保

もひとつの要素ということも考えれば。特定相手にだけに補助を行うと何となく優遇して

いるのではないかという見方もできますが。 
 
【徳田副委員長】 
 名乗りをあげないので助成できない訳ですね。モデル地区としてあると考えたらよいか

もしれないですね。 
 
【菅野委員長】 
 では「Ｂ」ということでよろしいでしょうか。交通安全にも役立っているということも

踏まえて評価しましょう。 
 
「９－１」 
【菅野委員長】 
 次に「いしかり雇用サポートセンター運営事業」です。これはアドバイザーが２人いて、

効果が現れています。「Ａ」でよろしいでしょうか。「Ａ」まで踏み込むのはちょっと勇気

がいりますね。 
 
【門馬委員】 
 ハローワークの設置に向けて努力をしなくてはならない課題があるので、「Ａ」とはいか

ない気がします。 
 
【菅野委員長】 
 では「B」としましょう。ハローワークのことにも触れておきますか。 
 
【門馬委員】 
 雇用サポート事業としてはハローワークがあった方がベターですよね。 
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【菅野委員長】 
ハローワークの誘致活動に努めるということを触れておきましょう。 
 
「９－２」 
【菅野委員長】 
次の「季節労働者通年雇用促進事業」は成果指標をみると効果が現れていますが、経費

的な負担はないのですね。 
これは新しい事業で、協議会を設けて就業開拓員を配置しています。通年雇用化を図る

理念はいいのですが、実態としてはどうなんでしょうか。 
 
【門馬委員】 
ただ地元の会社と本州の会社とお見合いしているという話でした。だから新しい展開な

のではないですか。事業名が古めかしくて実態とはあっていないのかなとは思います。 
 
【菅野委員長】  
 主旨は悪くないと思います。比較的新しい事業ですが、１９年度から２０年度にはそれ

なりの実績もあることですし、概ね良好ということでよろしいでしょうか。 
 
「９－３」 
【菅野委員長】 
 次に「シルバー人材センター運営支援事業」です。運営自体は窮屈になっていると言い

ながらも、こういう時代の中でやっていますからね。「Ａ」でもなく「Ｃ」でもなく「Ｂ」

ということでよろしいでしょうか。 
 
「９－４」 
【菅野委員長】 
 次に「労働相談所運営支援事業」です。市としては古い時代から制度を変えながらよく

やっていると感じるのですが、これも「Ｂ」でよろしいですか。 
 
 皆さんの意見を踏まえてこのような形で整理してみたいと思います。おそらく総合評価

を変えることはないと思いますけども、観点別の評価と表現をある程度任せていただきた

いと思います。 
 
「１０－５」 
【菅野委員長】 
 次に「風力発電事業」です。 
コストについては売電収入と同額であり、実質市の負担は無い事業です。「Ａ」評価でい

きましょう。 
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「１０－６」 
【菅野委員長】 
「雪氷利用研究事業」に移ります。 
研究を継続中の事業なので「Ｂ」でよろしいでしょうか。 

 
【徳田副委員長】 
 研究事業であれば「Ａ」でもいいのではないですか。 
 
【菅野委員長】 
 皆さんはいかがでしょうか。 
 
【堀委員】 
 １８年度から事業が続いていて食料の安定供給と備蓄に関する研究と啓発になっていま

すが、そちらはまだ手がつけられていないのですか。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 それは雪氷利用研究会が別な団体に入っていまして、今は樽川地区のところで雪を積ん

で冷熱で米を貯蔵する事業を行っています。 
 
【菅野委員長】 
 これからの研究をどの程度拡大して企業展開までもっていくかという辺りからすると、

今のところ「Ａ」評価まではどうかと思いますので、「Ｂ」としましょう。 
  
本日はこれで終了いたします。次回は２２日９：００からとなります。お疲れ様でした。 
 
  
 
 

 

 

平成２１年１１月 ５日 議事録確定 

石狩市行政評価委員会 委員長  菅 野  勲 


