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平成２２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２２年７月２６日（月） １０：００～ 
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）企画課長 松田  裕 

委員 門馬冨士子 ○ （事務局）企画課企画担当主査 中西 章司 

委員 堀 弘子 ○ （事務局）企画課企画担当 笠井  剛 

   企画経済部企業誘致室長 加藤 光治 

         企業誘致室参事 富木 浩司 

   建設水道部長 南  治彦 

   都市整備課長 本間 孝之 

   都市整備課土木担当主査 櫻井 正登 

   管理課管理担当主査 佐々木勇次 

 
傍聴人：0名 
 
１ 開会 

【事務局：松田課長】 

 それでは、平成22年度第5回行政評価委員会を開催したいと思います。 

本日は、「石狩湾新港地域の振興」と「道路網の整備」についてのヒアリングを行います。

それぞれ１時間程度を予定しております。それでは、この後の進行につきましては、委員

長にお願いいたします。 

 

２ 質疑 
【菅野委員長】  
 それでは、会議を進めます。 
 まず、「石狩湾新港地域の振興」に関連して、私の方から質問させていただきます。 
 昨年「物流推進会議」設置して、色々な動きがあったようですが、その状況と今後の方

向性について、どのように認識されていますでしょうか。 
 
【富木企業誘致室参事】 
 「物流推進会議」を設置する以前は、「サハリンプロジェクト」のLNG基地の中継拠点と

して、新港を活用できないかということで、後方支援基地の誘致を中心に平成９年から取

り組んで参りましたが、LNG基地も完成し商業ベースにのり始めたことから、今後は、東ア

ジア地域との貿易促進を図るために、「石狩湾新港地域貿易経済促進会」と衣替えをし、そ
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の活動目的も新たにしたところです。平成21年度については、ロシア、韓国、中国などの

貿易を拡大するために、定期コンテナ航路の誘致を中心に活動を行い、週１便であった韓

国航路が本年４月より週２便に増便されています。そのほか１社が、スペースを借りてサ

ービスを開始したことから、現在３社で週２便のサービスを行っております。 

 
【加藤企業誘致室長】 
 現在は、中国やインドなどの新興国の成長率が高いということで、サハリンから中国、

北東アジアの方に交流を図っていくことを目的に、昨年組織を改組しております。その中

で具体的に週１便のプサンとの定期コンテナ航路を増便しようということで、戦略会議で

様々なセールス活動を行い、今年から週２便に増便されることとなりました。リーマンシ

ョック以降、道内の取扱貨物量が減っている中で、コンテナ貨物量については石狩湾新港

だけが対前年比増加しています。昨年約 2万 8千 TEU ※1と約４千 TEU ※1増加していま
す。そういう意味では札幌圏の経済圏を支えている港と言えると思います。 
※1 ＴＥＵ（twenty-foot equivalent unit、20フィートコンテナ換算）とは、コンテナ船の積載能力や

コンテナターミナルの貨物取扱数などを示すために使われる、貨物の容量のおおよそを表す単位 

 
【菅野委員長】 
 物流が増えるということは、それだけ石狩湾新港の価値が向上した結果だと思います。

コンテナは韓国と結ばれていますが、韓国はハブ的要素を持っているということですか。 
 
【富木企業誘致室参事】 
 アメリカ、オセアニアなど全世界と結ばれています。 
 
【菅野委員長】 
 石狩湾新港は小樽港との関係も絡んでくると思いますが、北海道の玄関口として定着し

ていると理解していいのでしょうか。 
 
【富木企業誘致室参事】 
 首都圏で港のセールスをするときなどでも石狩湾新港が札幌の隣にあるということがま

だまだ認識されていないことを痛感します。未だに道北の吹雪の荒む中にある港というイ

メージをお持ちの方が多いようです。パンフレットなどで札幌の隣りだと説明すると、皆

さん大変驚かれます。それだけ札幌に近いのであればということで、荷主企業が増えてき

ています。日本でもそういう状況ですから、世界ではまだまだ認識されていない状況です。 
 
【徳田副委員長】 
 日本海側の物流センターは石狩湾新港だけと認識されているのでしょうか。 
 
【富木企業誘致室参事】 
 港湾背後の企業立地が可能な場所として考えると、石狩湾新港は、現在既に６００社が

立地しており、冷凍倉庫の集積度ですとか札幌市内への配送センターの集積度は圧倒的に

勝っていると思います。 
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【徳田副委員長】 
 元々石狩湾新港はこれだけ土地があるという条件から、物流センターも重要ですが、も

のづくりですとか、色々な工業的な部分があればいいと思っています。施策評価シートの

「施策の目的」の中に「複合産業空間を目指す」ということが書かれています。また、「現

状」のところで「地域特性を活かした産業集積を推進する必要がある」と書かれています

この２つ部分は具体的にどういうイメージだったでしょうか。 
 
【加藤企業誘致室長】 
 石狩湾新港地域の開発が始まって 40年近く経ちましたが、全国的にはまだ若い港であり、
知名度も高くはありません。背後地域の産業集積については、石狩開発が分譲を開始して、

当初は札幌圏に供給する日用雑貨を扱う卸センター、次に機械金属協働組合関係が進出さ

れ、その後エネルギー関係の備蓄、リサイクル法の施行に伴い、平成 10年前後から廃棄物
のリサイクル企業が進出しています。ここ数年では大型の冷凍冷蔵庫の企業が進出し、つ

い最近の報道にもありましたとおり、冷涼な気候を活用したデータセンターを誘致してい

ます。当初、物流、エネルギー、リサイクルの３業種を重点業種として誘致を行っていま

したが、今年の２月からは８業種に対象業種を増やして誘致活動を行っています。 
 
【徳田副委員長】 
 地域特性のイメージとしては「寒いところ」という部分を意識されているということで

すが、その他の地域特性として考えているところはありますか。 
 
【加藤企業誘致室長】 
 前段にもお話しました日本海側の物流拠点として伸びていく可能性があると考えていま

すので、昨年物流戦略会議がウラジオストックの市場調査をしています。つい先日も道経

連が北海道の 1 次産業を中心とした「食クラスター」の総合特区などの構想を示されまし
たが、対中国、東南アジアのこれから経済を引っ張り、新興国との貿易経済交流の要とな

っていく拠点だと考えています。 
 
【門馬委員】 
「新港地域全体の活性化を図るため地元自治体として港湾振興策への関与は必須である」

とされていますが、市民の立場からすると直接的な効果が見えにくいので、わかりやすく

説明してもらうことはできないでしょうか。 
 
【富木企業誘致室参事】 
市税に占める石狩湾新港地域からの税収の割合は、平成20年度の固定資産税、都市計画

税、法人市民税の主3税で約41％を占めており、この地域が市にもたらす財政上の効果は

非常に大きいと認識しています。また、新たな定期航路の開設などを要因とする港湾のサ

ービス機能の向上により、港湾利用型企業の立地も促進されるなど、これらの相乗効果に

より企業活動の活性化に伴う税収の増大や雇用機会の確保が図られています。 
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【門馬委員】 
 そうした事実は意外と市民は知らないと思います。税収や雇用者数など具体的な数字を

市民に示す必要があるのではないでしょうか。現在の指標ではこれらのことがわかりませ

んので、指標の設定の工夫が必要だと思います。 
 
【加藤企業誘致室長】 
 只今参事が説明した直接的な効果もありますが、例えば、地元石狩を含めた札幌圏の暖

房用燃料は 4 割、建築資材は 7 割が石狩湾新港から供給されています。民生や産業面で物
流としては相当貢献しているのですが、そうした部分を評価の指標としてどう示すかとい

うところは非常に苦慮しているところです。 
 
【門馬委員】 
 平成 21年度からセールス活動の予算を大きく増やしていますが、その効果の検証はなさ
れていますか。 
 
【富木企業誘致室参事】 
平成21年度の新たな取り組みとしては、企業誘致室東京分室の開設および札幌市との広

域連携による企業誘致推進事業を行っています。 

企業誘致室東京分室は、国及び民間のデータセンター等の誘致に向けた企業訪問や情報

収集を行うため、昨年 7月 1日に開設しており、家賃などの高熱水費や出張対応の職員旅

費などの費用がかかっています。結論から言うと、先ほど申しあげたとおり、これまで積

極的に誘致活動を進めてきた甲斐あって先日、大手民間データセンター事業者が進出を表

明しております。第1期目の工事として37億円、最終的には200億円の投資額となる予定

と聞いております。そういう意味では十分成果が出ているものと考えています。 

札幌市との広域連携による企業誘致推進事業では、市として初となる首都圏での企業誘

致フェアに合同出展したほか、合同で企業誘致ＰＲパンフレットを作成し、首都圏を中心

とする企業を対象に誘致活動を行っています。特に、本年度からは札幌市の東京事務所と

連携し、合同の企業訪問を首都圏で展開するなどさらなる連携強化を図っており、札幌市

の都市機能の活用と人材供給能力などの優位性を背景に石狩湾新港地域への立地を誘導し

ています。 
 
【門馬委員】 
 小樽市との関係では特に役割分担とかは考えていないのでしょうか。 
 
【加藤企業誘致室長】 
以前から小樽市、石狩市、石狩湾新港管理組合、石狩開発㈱の 4者により協議会を設立

し、企業誘致の連携を図ってきています。また、平成19年に企業誘致促進法という法律が

できた後に、北海道、小樽市、石狩市、石狩湾新港管理組合、石狩開発㈱の5者により「札

幌臨海小樽・石狩地域産業活性化協議会」を設立し、補助金をもらってセミナーを開催し

たり、ＰＲパンフレットの作成などを行うなど、小樽市とも連携しています。最近札幌市
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と連携したことが注目されているため、影に隠れてしまっていますが、小樽市とも昔から

連携して進めています。 
 
【堀委員】 
 マイナス 14メートル岸壁や大型クレーンの設置による効果はどの程度と認識されていま
すか。 
 
【富木企業誘致室参事】 
 マイナス14メートル岸壁については、利用されているのは江別にある王子製紙さんです。

以前は苫小牧港から遠距離運賃をかけてチップを運んでいましたが、荷揚げ港を石狩に変

更することで陸送距離を短くし、CO2削減など環境面でも効果をあげています。 

 クレーンについては、コンテナ専用のクレーンです。コンテナ船の荷役作業が遅れるこ

とによって航海スケジュールが全て狂ってしまうことになりますので、定時制を保つため

には非常に効果が大きいと考えています。 

 

【加藤企業誘致室長】 

 ニトリ家具さんはここの港を使っていただいていますが、ガントリークレーンの設置に

よるところが大きいと聞いています。 

 

【堀委員】 
 札幌に近いところだということが、国内でもあまり理解されていないということでした

が、以前から「札幌港」というような名前がつけられないのかという話しがあったかと思

います。どのような状況となっていますか。 
 
【富木企業誘致室参事】 
正式に「札幌港」と変更しようとすると「港湾法」や「港則法」を改正する必要がある

ために時間がかかります。そこで、まずは通称名で使おうということでしたが、一部の反

対もあり、その議論はストップしている状況にあります。札幌港としたほうが、経済的な

効果としてはあるものと荷主企業や船会社からも伺っています。 
 
【菅野委員長】 
 名前については、反対意見を含め、色々な意見があるかもしれませんが、港の機能を考

えると、札幌から切り離すことはできません。従って将来的には必要なことだと思います。 
 
【加藤企業誘致室長】 
昨年東京分室を作って相当数の企業訪問をしましたけれども、皆さん「石狩」という名

称は知っていますが、場所については知らないので「札幌の隣りです」というところから

説明していかなくてはならない状況です。 
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【徳田副委員長】 
私は「札幌」という名称は世界でよく知られていますから、何らかの形で使わない手は

ないと思っています。私共石狩市にとっては港がここにあることはわかっていますので、

「石狩」という名称がついても付かなくても、また「札幌」という名称が前面に出てきて

も全く問題ないと思っています。それよりも認知度が低いという点で何らかの方法を考え

るべきだと思います。 
 
【菅野委員長】 
札幌市も広域行政の意識が高くなってきているようですので、益々連携を強め、こうし

た部分にも対処していくべきだと思います。 

企業誘致もどこまでやるべきなのか、際限がないものですが、今まで消極的な部分があ

って、21年度に力を入れ始めたということなのでしょう。 

石狩湾新港は様々な企業が立地していますが、ある面では本当の核となるものが何なの

かわかりづらいと感じています。データセンターの進出によってイメージが変わってくる

ものと思いますが、民間のデータセンターというものはどういったものなのでしょうか。

以前にイメージしていたのは国のデータセンターだと思うのですが。 

 
【加藤企業誘致室長】 
 基本的にはどちらも同じものです。今回進出することになった「さくらインターネット」

は顧客件数的には個人客が中心の事業者ですが、売上は法人の方が多くなっています。業

界の中では安価なレンタルサーバーを貸し出している事業者です。本社は大阪で、大阪に 3
箇所、東京に 3 箇所のセンターを持っていますが、東京では環境確保条例というのが制定
されまして、各事業所から排出される二酸化炭素について制限をかけています。従って、

東京都内で新しいデータセンターを建設することは難しくなってきており、かなりの電力

消費を抑えたり、二酸化炭素の排出を抑えるシステムを導入しなくてはなりません。デー

タセンターの場合、電力と通信インフラが重要となりますが、石狩湾新港の場合、域内に

変電所が 2 箇所あって、通信インフラについても札幌まで進んでいるのと、新港から海底
ケーブルも上がっています。こうした条件が合致したということでした。それと、冷涼な

気候を活用してサーバーを冷やすことで消費電力を抑えられるということでコスト削減に

もつながるということが石狩に決めたポイントとなっています。 
 
【菅野委員長】 
 背後地域については、6割程度が創業していますが、背後地の土地利用については、計画
したゾーニングに沿って創業されているのでしょうか。 
 
【富木企業誘致室参事】 
 基本的には計画どおりですが、ある程度柔軟に対応してきています。 
 
【徳田副委員長】 
 貨物の取扱量については、経済状況のために減ってきているのは仕方ないと思いますが、
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今年度の状況として、トータルの貨物量は今のところどのようになっていますか。 
 
【富木企業誘致室参事】 
 詳しい資料は持ち合わせておりませんが、前年同時期と比べると伸びている状況にはあ

ります。 
 
【加藤企業誘致室長】 
 ２年後には、北ガスの LNGも輸入されますので、本格的に動き出しますと、数十万トン
の取扱量となるものと思います。 
 
【菅野委員長】 
 他にございませんか。それでは、これで「石狩湾新港地域の振興」にかかわるヒアリン

グを終了させていただきます。有難うございました。 
 

～ 休憩 ～ 
 
【菅野委員長】 
 それでは、「道路網の整備」に関するヒアリングを始めます。 
 最初に私の方から何点か質問させていただきます。 
施策目的の中で「主要幹線道路や市道の整備」とかかれていますが、旧厚田、浜益を含

め、国道、道道の中で未整備というものはありますか。 
 
【南建設水道部長】 
 国道で厚田、浜益まで縦断していますが、防災対策が完全に完了したわけではなく、ト

ンネル等、老朽化している部分や危険な部分を徐々に整備しているところがあります。雄

冬は越波がかなり問題になっており、その修復に追われています。現在進めている新しい

送毛トンネルの完成後には、崖側に新たなトンネルを掘り、危険回避すると聞いています。 
 
【菅野委員長】 
 これからもそういう部分で関係機関と協議していくということになるのでしょう。一方

で市道の方についても、あまり未整備区間は残されていないと思いますが、いかがでしょ

うか。 
 
【南建設水道部長】 
 都市計画決定している計画道路については、ほぼ整備は終了しています。しかし準幹線

道路については、通学路で歩道のない路線について優先的に車道の改良及び歩道の整備を

進めており、ここ数年で完了する予定となっています。 
 
【菅野委員長】 
 市道の部分は未開設の部分はないとは言っても、道路としての機能が十分ではないとこ
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ろとか、かなり年数が経過している路線もありますので、劣化の著しいところもあると思

います。こうしたところの補修等も必要なところがあるのではないでしょうか。 
 
【南建設水道部長】 
 花川南地区の細街路につきましては、かなり劣化しているところがありまして、幹線、

準幹線の整備の目処がつきましたら、平成 25年度あたりから補修に取り掛かりたいと考え
ています。しかし、従来のような法に定められた基準断面で再整備を行うと 100 億円規模
の事業になりますので難しいものと考えています。従って、どのような整備断面がいいの

か検討しているところです。現在路肩の部分には配水設備がなく、トラフで排水している

状況です。そういう部分についてどういう整備がいいのか、場合によっては現状のままト

ラフとせざるを得ない箇所もかなりの部分で出てくる可能性もあると思います。 
 
【菅野委員長】 
 道路整備計画というのは、専門家が作成すると思いますが、現在の公共事業の抑制とい

う状況の中で計画どおりの整備というのは難しいのではないでしょうか。 
 
【南建設水道部長】 
 従来の道路整備に係る補助制度が変わり、一括交付金というものになってきています。

今までは、河川、道路、港湾と別々に計画を作り、事業費を積み上げて道庁、国から補助

を受けていましたが、今は、下水、道路、河川、まちづくりの各種事業をミックスしたパ

ッケージとして一括して補助を受けるとう形になってきています。したがって、どういう

ふうに補助金の額が決まるのか見定めていかなければならない状況です。場合によっては、

事業の進捗が遅れることもあると考えています。 
 
【菅野委員長】 
 一般的に道路というのは地域住民の要望もあると思います。私は、「札幌と石狩のアクセ

ス道路が少ない」と市民は思っていると思います。例えば、花川北 6 条から緑苑台のイオ
ンに抜ける道路などは将来整備されるかどうかというのは市としてはどのように考えてい

ますか。 
 
【南建設水道部長】 
 市としても最終的には都市計画的な道路は必要だと思っています。しかし、地権者の問

題があることに加え、今の交通量が補助対象路線として認められるかどうか、都市計画決

定される道路として認められるかどうか、という点において現状では難しいと考えていま

す。 
 
【菅野委員長】 
 私は、札幌市の都市計画整備については感心しています。道路拡幅事業等を行う場合、

地権者の理解を得なければならないのは当然ですが、最初から弱腰でやるか強気でやるか

によって違うと思います。石狩の場合は少し弱気だと思いますがいかがでしょうか。 
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【南建設水道部長】 
 札幌市のように資金の豊富なところは可能だと思いますが、国と折衝する場合はある程

度事業の進捗状況も加味されますので、事業費の目処が想定でき、用地の確保がある程度

見えていないと難しいものと考えます。 
 付け加えておきますと、現在ある市道そのものがかなり老朽化してきおり、何とか応急

処置により延命を図っているところですが、今後は、修繕に必要な費用が膨らんでいくこ

とが確実なことから、必要性が高い道路については手を掛けるけれどもそれ以外について

は手をつけないというようなことも考え、効果的な道路を厳選して必要な部分のみ延命措

置を講じていかなくてはいけないと考えています。 
 
【菅野委員長】 
 道路整備が半年遅れたから問題だとは、市民は特に考えていないと思います。ある程度

安全や安心など既存の道路環境の改善を優先させるべきだと思います。市民の要望とは別

に、選択と集中の考え方が必要となってくると思います。 
 
【南建設水道部長】 
 特に現在は、橋が問題となっていまして、建設から 35年を越えた橋が、全部で 144箇所
ある橋のうち 67箇所となっています。これから 10年で約 7割に達します。通行量が少な
く、代替の橋が一定距離内にあるものについては通行止め、あるいは撤去ということも考

えていかなくてはならないと思っています。 
 
【徳田副委員長】 
 予防保全型で事業展開するということですが、具体的にどういうことか教えてください。 
 
【本間都市整備課長】 
 橋の架け替えには多額の費用がかかります。小さくても６から７億円程度かかります。

このあたりの橋だと 50年くらいは大丈夫ではないかと言われていますが、海岸線では塩害
により 30 年もたない場合もあります。何も手を掛けずに 8 億で架け替えるのではなく、5
年毎に 1千万かけて補修し、トータル 6千万円で 30年間延命を図ることで、30年で 8億
かかる費用を抑えるという考え方です。本市としても 144ある橋のうち暫定的に 18橋につ
いて点検を行い、長寿命化を図るためにはどのような手段があるかという調査を行ってい

ます。2から 3年後を目処に全橋の調査を行い、将来かかるコストをどれくらい削減するこ
とができるかということを調査する予定でいます。こうしたことが超寿命化の考え方です。 
 
【門馬委員】 
 新しい道路を作る計画はありますか。 
 
【本間都市整備課長】 
 札幌とのアクセス道路、新港とのアクセス道路の２路線については、都市計画道路でも 2
路線残っていますが、新たな道路というよりも既存の道路を整備するというものです。し
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かしながらこれは、発寒川を挟んで札幌市側と同時並行で整備をする必要があることから

進んでいないという状況にあります。今ない道路を整備するというのはこの 5から 10年で
はありません。 
 
【徳田副委員長】 
 長期計画のようなものはあるのでしょうか。 
 
【本間都市整備課長】 
 総合計画に掲載されている事業で言うと花川通を延伸して新港を結ぶという計画があり

ます。私共としては、花川通は現在市道ですが、道道として整備していただきたいと思っ

ています。しかしここ最近は人口減少ということもあり、将来交通量の減少も予測されて

いることから、現在ないところに道路を作るというのは慎重にならざるを得ない状況とな

っています。 
 
【門馬委員】 
 その道路が有効性が高いか低いかというのはどのように判断するのでしょうか。 
 
【本間課長】 
 何もないところに道路をつくるというのは、そういったことも加味しなくてはなりませ

んが、今整備しているのは既存の道路の補修ではすまないような 2 次改築的な整備ですの
で幹線道路なのか、準幹線道路なのか、または生活道路なのかによって優先度を見定めて

います。 
 
【徳田委員長】 
 交通量調査は定期的に行われているのでしょうか。 
 
【本間都市整備課長】 
 ここ最近では平成 17年に実施しています。生活道路の場合、国道と違いそれほど増減は
ないので 17年、12年頃の調査に基づいて実施しています。 
 
【菅野委員長】 
 道路の整備というのは基準というのがあると思うのですが、地方の実情に合わせること

ができるような裁量はあるのですか。 
 
【本間都市整備課長】 
 基本的な技術指針というものがあり、基本となる部分はありますが、市町村の裁量であ

る程度事業費を度抑えて早く完成させるというような方法はとることができます。 
【堀委員】 
 橋について今年 18箇所点検するということでしたが、点検は専門家が行うのでしょうか。 
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【本間都市整備課長】 
 技術を持ったコンサルタントが行います。 
 
【堀委員】 
 144ある橋のうち、これは難しいというものも全て点検を行うのですか。 
 
【本間都市整備課長】 
 基本的には今ある橋の全体把握という意味もありますので、点検だけは全橋行いたいと

考えています。長寿命化を図る計画策定については全橋にはならないと思います。 
 
【堀委員】 
 全ての点検が終わらなくても計画は作成するのですか。 
 
【本間都市整備課長】 
 まず、18橋についての計画を作ります。 
 
【堀委員】 
 それでは今年度実施する 18橋については、ある程度距離が長いですとか、年数がある程
度経過しているというものが対象となっているということでしょうか。 
 
【本間都市整備課長】 
 過去に建設水道部の方で目視による点検を行ったことがあり、そこで把握した中で比較

的早目の対処が必要と思われるところを選定しています。 
 
【堀委員】 
 「道路環境保全事業」の中で、平成 20年度から「農地・水・環境保全向上対策事業」に
事業を移したことによって、この事業での事業面積が縮小したとのことですが、その理由

は何ですか。 
 
【佐々木主査】 
 もともとこの事業における市からの交付金は少ない額でしたので、国の補助金が入るこ

とで事業の受け皿となる団体が受け取る金額が大きい事業に変更したということです。 
 
【南建設水道部長】 
 具体的に言うと「道路環境保全事業」は、草刈程度の補助だけで、「農地・水・環境保全

対策事業」だとある程度整備に係る経費も補助されるということです。 
 
【門馬委員】 
 「道路環境保全」は特定の地域が対象で花川地区は対象になりませんね。花川地区の草

刈だとかは「道路維持補修事業」で行うということになりますよね。市の予算がないとす
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れば、市民ができる仕事があると思います。例えば、「ごみ拾い」だとか「草刈り」は市道

全部とは言わずとも市民に任せてもいいのではないのでしょうか。特に人口密集地域では

それが可能だと思うのですが、可能性としてはいかがでしょうか。 
 
【本間都市整備課長】 
 クリーンアップ作戦の時は、町内会等にお願いして協力していただいています。その他

に市民との協働という視点では、花いっぱい運動でも植樹帯の維持にも協力いただいてい

ます。できるだけ日常の清掃等についても協働でできるのが理想かとは思いますが、道路

使用や事故の問題もあるかと思っています。 
  
【佐々木主査】 
 全国的には「道路の里親制度」というのも始まってきていまして、これは道路を養子に

見立てて町内会等に道路の美化をお願いするというものですが、そういったことも研究し

ているところです。 
 
【門馬委員】 
 特にこれから花川地区は 60歳以上が増えていきますので、そういう人たちの協力が得ら
れるのではないかと思います。 
 
【徳田副委員長】 
 私も市民がある程度責任を持ってやってもいいと思います。ただそのための気持ちを掻

き立てる仕掛け、例えば今の「里親制度」のお話もありましたが、この部分については市

民の皆さんが責任を持ってやってくださいと市が何か仕掛けをして呼びかけるとある程度

皆さん前向きに取り組んでいただけると思います。 
 
【菅野委員長】 
 道路愛護組合は歴史があると思いますが、ここ最近で新たに組合を作って活動するとい

うことはないと思いますがいかがでしょうか。 
 
【佐々木管理課主査】 
 今は新しい団体というのはなかなかありません。 
 
【菅野委員長】 
 市道に加え、自分の周辺まで環境整備をしていると思いますので、精神としては崇高だ

と思いますが、事業としてはいかがなものかと思っています。 
 
【徳田副委員長】 
 この事業は、見直しの検討が進められているようですが、もう少し補助額を手厚くしよ

うという方向で考えられているのでしょうか。 
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【佐々木管理課主査】 
 元々１㎡あたり 5 円の補助を行っていましたが、本市の財政再建計画の中で１㎡あたり
3.24円に引き下げを行いましたので、復元することができないか検討しています。 
 
【菅野委員長】 
 この事業を廃止するという考え方はできませんか。 
 
【南建設水道部長】 
 そうすると、今から市が維持管理するということにはできませんので、草が伸びた状態

で放置することになってしまいます。 
 
【菅野委員長】 
 この事業は昭和 35 年から行われている事業です。この事業がいいか悪いかは別として、
長年継続して行われている事業については、何らかの見直しを行う必要があると思います。 
 
【佐々木管理課主査】 
 その中でも先ほどの「里親制度」などを確立できれば市街地での維持管理も行っていけ

るのではないかと考えています。 
 
【徳田副委員長】 
 交付されたお金はどのように使われるのですか。 
 
【南建設水道部長】 
 ほとんどが、草刈機の燃料代ですとか、刃の取替えの費用となります。その費用にも足

りていないのでもう少し補助金の額を上げて欲しいと言われています。 
 
【本間都市整備課長】 
 市がこの地域の市道の維持管理を行うと、10倍も 20倍も費用がかかりますので、費用対
効果は高い事業だと考えています。 
 
【徳田副委員長】 
 委員長がおっしゃったように、この事業に限らず、長年続けている事業をそのまま延々

と続けていいのか考えるべき事業の一つであるということですね。 
 
【菅野委員長】 
 それでは、「道路網の整備」のヒアリングを終了いたします。ありがとうございました。 
 これで全てのヒアリングが終わりました。そこで、今後の進め方についてですが、まず

各自担当する施策について、お手元に用意しました評価表に基づき、自分なりに評価をし

ていただきたいと思います。その評価について説明していただき、その内容について皆さ

んと議論していきたいと考えています。 
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【堀委員】 
 皆さん色々な意見があると思いますが、あくまでも自分の意見として書いてしまってい

いのでしょうか。 
 
【菅野委員長】 
 皆さんの意見が最終意見ということではありませんので、それはかまいません。 
 
【堀委員】 
 「達成度」「必要性」「有効性」「効率性」とありますが、これらの評価と、その評価した

理由を書くということでよろしいですか。 
 
【菅野委員長】 
 行政として特別いいという訳ではないが悪いわけでもないというものが「Ｂ」と考えて

います。そういう場合まで特に理由を書く必要はないと思います。 
 
【堀委員】 
 それほど特筆すべきものがないという場合は、何も書かなくてもいいということですね。 
 
【菅野委員長】 
 「Ｂ」だと「特記事項なし」ということでいいと思いますが、やはり「Ａ」「Ｃ」はその

理由を書く必要があると思います。総合評価については、「Ｂ+」「Ｂ－」といった標記も必
要かもしれません。また、指摘すべき事項、廃止すべき、より充実させるべきなど、記載

していただくとよいのではないでしょうか。 
 各事業の評価が終わりましたら、施策の評価につきましても文言で解り易いように各担

当者に素案を作っていただきたいと思います。 
 次回８月３日は「農林業の振興」と「道路網の整備」「石狩湾新港地域の振興」、１１日

は「子育て支援の充実」と「芸術・文化の振興」「消防・防災体制の充実」について議論し

たいと思います。よろしくお願いいたします。 
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