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平成２１年度第４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６日（火） １４：００～ 
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 ○ 市民生活部長 唐澤 治夫 

   環境課長 有田 英之 

   国民健康保険課収納担当課長 渡辺 英敏 

   国民健康保険課国保運営担当主査 宮野 透 

   国民健康保険課国保賦課収納担当主査 開発 克久 

 
傍聴人：０名 
 
１ 開会 

 
２ 質疑 

【菅野委員長】 
 それでは会議を始めます。 
本日は「社会保障の充実」と「環境施策の充実」の施策について、所管の方からご説明

願います。 
 
【唐澤市民生活部長】 
～ 資料説明（平成 21年度施策評価シート「社会保障の充実」及び「環境施策の推進」） ～ 
 
【菅野委員長】 
 まず、「社会保障の充実」の事業について一括して質疑を行ないたいと思います。 
 始めに私の方から質問があるのですが、これまでは９０％程度の収納率を確保していた

ものの、後期高齢者医療制度に移行した結果、３％から４％くらい落ち込んだとのことで

すが、後期高齢者７５歳以上の方の収納率は９０％を超えていましたか。 
 
【唐澤市民生活部長】 
 ７５歳以上の方の収納率は９８％です。 
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【門馬委員】 
 天引きだからですね。 
 
【唐澤市民生活部長】 
 そうですね、年金生活者の方は、税的負担も軽く、きちんと納めて頂ける方が多いです。 
これは全国的な傾向だと思います。 

 
【菅野委員長】 
 国民健康保険の加入者の年代別構成で見た場合、割合はどうなっていますか。 
 
【唐澤市民生活部長】 
 高齢者の方が多いです。 
 
【菅野委員長】 
 年代別の収納率というのを概略的に説明して頂けますか。 
 
【唐澤市民生活部長】 
 高齢者については比較的収納率は高いのですが、年齢が下がるに従って収納率も下がり

ます。 
国民健康保険に加入しているということは、社会保険などに入っていない方々であり、

中小企業に勤めている方や臨時的職業の方々が国民健康保険の構造的中核を成しているこ

とから、制度上の大きな課題だと認識しております。 
 
【門馬委員】 
 収入に占める保険料についてですが、低所得者の保険料は高くなるのでしょうか。 
  
【唐澤市民生活部長】 
 社会保険などの場合ですと事業主が半分払います。国保の場合は世帯主に全て支払って

いただくという形になりますので、そういう意味では高額感があると思います。 
 
【門馬委員】 
 特に若者や定期的な収入がない人達にとっては非常に高額感があると思います。 
 そのようなことも収納率に影響しているのでしょうか。 
 
【唐澤市民生活部長】 
 払いたくても払えないという方も当然中にはいらっしゃると思います。 
 
【門馬委員】 
 比較的若い方は病気にならないことからも、必要ないと思っている方がいるのではない

でしょうか。 
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【唐澤市民生活部長】 
 高齢者に比べ若い方の収入が多い状況にありますので、収入に比例して保険税も高くな

り、中には、病気にならないのに保険税が高いというご意見もあります。 
 
【菅野委員長】 
 国保税の場合、収納率の目標値が９２％となっています。 
経済情勢もあるのでしょうが、その中でも口座振替率を見ると３０％あったのが、後期

高齢者制度に移行した為に２１％に落ちていますが、目標値への影響や今後の方向性など、

どのように考えていますか。 
 
【唐澤市民生活部長】 
 国民健康保険税の口座振替率は低いです。 
やはり高額感というものがあると思われます。自動的に引き落とされることへの影響と

いうこともあるかもしれません。 
ただ、健全化計画の中でも口座振替を行って頂くことを、収納率向上のための大きな柱

の一つにしています。 
 
【徳田副委員長】 
 平成２０年度の収納率について、後期高齢者に移行したことで収納率が減ったことは、

計算出来る訳ですが、後期高齢者へ移行したために低下したものなのか、又は、移行した

数値を加味しても、今後、更に低下していく状況にあるのか、どちらでしょうか。 
 
【渡辺収納担当課長】 
 全国的にも平成２０年度は７５歳以上が後期高齢者に移行したことによって、２％ない

し３％程度落ちている状況です。 
全道の市の平均でいきますと、前年度比２．６％の減となっていますので、石狩市の数

値は、さほど落ちてはいないのではないかなと思います。 
 
【徳田副委員長】 
 平成１８年度から１９年度に１％くらい収納率が減っている訳ですが、その傾向は平成

２０年度も続いていると考えられますか。 
後期高齢者への移行分を差し引いた上で比較するとどうでしょうか。 

 
【渡辺収納担当課長】 
後期高齢者に移行した部分を差し引きますと、前年並みの数値を確保している状況です。 
参考までに申し上げますと、今年度９月末の実績では、昨年より０．８％アップの状況

となっております。 
 また、今後の傾向についてですが、厚生労働省では、この平成２０年度の後期高齢者の

移行で、２％から３％程度の収納率が落ちるだろうという推測をしています。 
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【菅野委員長】 
 賦課したのを徴収するというのは、今の国民健康保険の実態では大変だということは理

解出来ます。しかし、国民健康保険の会計の仕組みからしても仕方がないということには

なりません。 
難しい問題ではありますが、先程の説明で徴収の関係は納税課との一元化という構想が

あるとおっしゃっていましたが、一元化するための検討の中には当然捉えていることと思

いますが、市民税と国民健康保険税の収納率や口座振替率はどのような状況になっていま

すか。 
 
【渡辺収納担当課長】 
 市民税、固定資産税の口座振替率は国民健康保険税に比べ数段高くなっています。 
強いて言えば、市民税、固定資産税には、特別徴収という制度がありますので、会社か

ら個人への支給時に天引きなどの徴収が可能です。国民健康保険税は働いていない人、高

齢者の方からの徴収になりますし、その方に口座を作って下さいというお願いをしても、

年に１０回の支払いになることや、国民健康保険税は全額自己負担で高いということもあ

り、中々、口座を作ってもらえないという状況にあります。 
また、口座を作っていただいも引き落としが出来なくて口座を閉鎖したという方も中に

は結構おります。 
全道的にも国民健康保険税での口座振替率は、３８％くらいとなっております。 
 先程の年齢別の関係ですが、平成２０年度９月の時点では、全体で１万７０世帯のうち、

６０代の構成比が３２％を占めています。その次に多いのが２６．１５％で７０代、５０

代で約１７％、５０代から７０代で７４％程度になります。 
また、６０代から７０代では５８％程度となり、３０代以下は１６％となっています。 

 
【菅野委員長】 
 そういう面から考えても、もう少し口座振替率が高くても良いような感じがしますが。 
 
【渡辺収納担当課長】 
 間違いなく徴収できるのが口座振替なので、私共も徴収の際には、口座振替のお願いを

しておりますが、中々良い返事をもらえないのが現状です。 
 
【菅野委員長】 
 後期高齢者の問題というのは鳩山政権になってから廃止という話が出ている中で、どの

ようになるのかわからないのですが、今後、国民健康保険との絡みが出てくるのではない

でしょうか。 
 
【渡辺収納担当課長】 
 国民健康保険の問題はあります。 
マニフェストの話が先行していますが、現段階で現行の制度部分に絡むマニフェストと

相対的にどう変るかという見解は示されていませんが、高齢者という枠で広域連合の中で
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出来ればというイメージもマニフェストの中にありますことから、色々な課題があるかと

思います。 
 
【菅野委員長】 
 市町村の国民健康保険を運営するということは大変なことだと思いますので、広域性を

持つということも大切なことだと思います。 
 また、平成２２年度へ向け、市においても色々検討している様ですが、検討の中身はど

のようなものでしょうか。 
 
【渡辺収納担当課長】 
 今年の４月から専門の理事を置き、国保健全化に向けた方針の中で、収納率の向上や医

療費対策、単年度で収支均衡を図れる運営方法などを検討しています。 
国保の健全な運営については、９２％くらいの収納率が必要となり、現在赤字補填のた

め、一般会計から繰り入れをしているのが現状です。 
そこで、検討している一つとして、市税と国保の収納の一体化を検討しています。約４

割から５割程度、市税と国保の滞納者が重複している状況にありますので、国保は国保、

市税は市税で対応する現状を見直し、重複者を減らすことで国保の支出を押さえられるの

ではないかということと、例えばメタボリックの健診の受診率の目標を達成しなければ交

付金等が減るなどの課題がある時に保健福祉部との連携を図ることでクリア出来る課題が

あるのではないかなど、各部署を巻き込んで様々な検討を進めて参ります。 
 
【菅野委員長】 
 国保に交付金が入る場合は、収納率が何％以上など、ある程度条件が設定されている制

度なのでしょうか。 
 
【渡辺収納担当課長】 
そのとおりでございます。 
先程、申し上げた収納率９２％が境になっており、９０％を切ると交付額は減額されま

す。 
本市では、年間３，０００万円から４，０００万円くらいの減額となっており、９２％

をクリアすることによって、その額を見込めるという状況です。 
 
【菅野委員長】 
 滞納繰越分の次年度収納によって、収納率の向上への影響はありますか。 
 
【渡辺収納担当課長】 
 現行制度でいきますと、現年度を納めていただかないと保険証を出せない状況ですので、

滞納されている方は、現年度を払いながら、これまでの滞納分を計画的に払って頂くこと

になりますので、次年度への影響はさほど出ていません。 
 



 6 

【徳田副委員長】 
 市税収納担当との一体化について、具体的に実施するのは、いつ頃でしょうか。 
 
【渡辺収納担当課長】 
 平成２３年度を予定しております。 
 各システムが違うことと、市税では、滞納整理、差し押さえを前提とした滞納処分を行

なっていますが、国民健康保険税の場合は、保険証絡みで社会的な問題もあります。 
また、市税のような滞納処分が難しい状況にあるなどの各課題の解決にも時間を要する

ことから、平成２２年度での実施が難しいため、平成２３年度当初からの実施を予定して

おります。 
 
【菅野委員長】 
 収納率を上げるというのは、収支バランスをとるための絶対条件ですが、例えば、医療

費を抑制するなど、市の努力で改善は可能でしょうか。 
 
【渡辺収納担当課長】 
可能だと考えます。 
国民健康保険運営協議会の中でもお話しを頂いたのですが、例えば、現在ジェネリック

医薬品が出ていますが、それを使うことによって、個人負担を押さえられることや、現在

集団検診を保健センターで実施していますが、保健師を地域へ派遣し、集会所等で健康診

断を実施することで、早期発見による医療費の軽減なども考えられ、これらについては、

現在策定中の健全化計画の中にも含まれています。 
ただ、社会的な部分で浸透はしていますが、ジェネリック医薬品を使用できない場合な

ども見受けられますことから、病院がジェネリック医薬品をどう扱うかという側面もござ

います。 
 
【堀委員】 
 運営協議会は決算や予算の関係で、最低２回は開催されています。一般会計から２億円

の繰り入れがある中で、国保会計の健全化ということが、大事なことだと協議会の中でも

認識されていると思いますが、その中で脳ドック健診のことは何か話されていますか。 
 
【宮野国保運営担当主査】 
 例年、運営協議会の中で脳ドックにつきましては、実績を報告している程度となってい

ます。 
 
【堀委員】 
 確かにこの事業によって病気の予防に繋がる結果が出ているとは思いますが、これだけ、

国保の運営が厳しい中、この事業を継続していくことに関して、少し議論が必要ではない

のかと思うのですが、どうお考えですか。 
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【唐澤市民生活部長】 
 国民健康保険事業の健全化の趣旨から、脳ドックを含めた各種検診事業等については医

療費抑制の視点からは適正なものと考えています。 
収納率の問題を含め国保会計の運営が極めて厳しい状況下でありますが、ご自身の健康

管理として検診を受けて頂いて自らチェックを行い、日々健康に過ごして頂くというのが

保険制度自体の趣旨からしても必要な事業だと思っております。 
厳しい財政状況でありますが、そのことが将来的に医療費の軽減、会計の健全化に繋が

っていくと思います。 
現在、策定中の健全化計画においても、この検診事業はとても大きな位置付けと考えて

おります。 
 
【菅野委員長】 
 国保から後期高齢者の方が移行しましたが、国保事業の脳ドックやメタボリック健診は

後期高齢者の方は該当しないのでしょうか。 
 
【宮野国保運営担当主査】 
 脳ドック自体は国民健康保険の被保険者を対象に行っている事業です。 
７５歳の誕生日を迎えて後期高齢者医療制度に移行いたしますが、誕生日を迎える年度

中は人数の限定はしていますが、受診可能です。 
 
【唐澤市民生活部長】 
 市民の健康増進、維持を図る部分としては保健福祉部の中で各種検診の事業展開はして

おりますが、その中でも脳ドックは非常に関心があるようで、３１０人の定員に約１，０

００人近くの応募があります。 
 
【座主委員】 
 国保の各種事業の実施にあたって、補助金を受けられるのでしょうか。 
補助金については、国から交付されるのでしょうか。 
 
【宮野国保運営担当主査】 
 保険事業として国保会計で実施した場合、例えば受診率を上げるための施策を行った場

合、調整交付金や特別調整交付金などの国からの補助があります。 
 
【菅野委員長】 
 時間となりましたので、「環境施策の推進」に入ります。 
公害防止業務、自然保護推進事業、海浜植物保全事業の３点を一括して行いたいと思い

ます。私から一つ、公害防止業務で市として１番難しいと思うことは何でしょうか。 
 
【有田環境課長】 
 過去からのことで言えば、茨戸川の水質状態が環境基準の達成まで至っていないことと、 
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最近では工業団地に様々な企業が立地していますが、当初予定をしていなかった業種も立

地しており、廃棄物の問題がクローズアップされることに伴う動きが顕在化してきている

という点です。 
 
【菅野委員長】 
茨戸川の汚濁を解決するための新しい水が流れてこないという事もあると思いますが、

市としてはどのような考えをお持ちでしょうか。 
 
【有田環境課長】 
 抜本的な対策としては、委員長がおっしゃいましたように、水を動かして流れを作ると

いうことですが、昭和４０年代から豊平川、創成川への導流水により、対策を講じてきて

いますが、水量が毎秒１トンや１．５トンの量を必要とするなど解決には至っていません。 
ただ、国が今年度中に本流から、新たな導流水機能を持たせるための工事をしています。 
 これは、札幌大橋の横で水門を造って、来年３月に完成予定となっており、シミュレー

ションでは、上流から下流にかけて環境基準が達成できる予測結果が出ています。 
これが最終的な改善策だと思っています。 
  
【徳田副委員長】 
 環境基準に達していない割合が約半分ありますが、これは全て茨戸川でしょうか。 
 
【有田環境課長】 
 茨戸川と中小河川となります。 
茨戸川の基準点が３点ありますが、この３点とも達していない状況です。 

 
【徳田副委員長】 
 その他にも環境基準に達していないところもあるということですか。 
 
【有田環境課長】 
 石狩放水路などの中小河川は環境基準が設定されておりません。 
これについては市の環境基本計画の中で目標値を設定し、調査を実施していますが、石

狩放水路につきましては、性質的に茨戸川と同じなので、達成していない状況です。 
 
【菅野委員長】 
 放水路を開けたら、基準に達するのでは。 
 
【有田環境課長】 
 一時的に水質は良くなりますが、環境基準達成というのは、１年間を通じてのものとな

ります。 
統計的な方法で１２ヶ月間、１２個のデータを取り、順番に並べた時に下から７５％の

数字が目標値を達成しているかどうかという基準でありまして、単純平均値を充てている
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訳ではないので、厳しいものとなっています。 
 
【菅野委員長】 
 そういう面では市の主体性をもって解決に向かうというのは大変難しいですね。 
 
【有田環境課長】 
 茨戸川については札幌北部の影響がかなりあります。 
流入水源の６割ぐらいは下水処理場の処理水になります。 

 
【菅野委員長】 
 それからもう１点、石狩湾新港の大気汚染と水質汚濁の話をされていましたが、当初想

定していなかった業種とは何でしょうか。 
  
【有田環境課長】 
 リサイクル関係の業種です。 
臭い等の規制が中々難しく、道内でも１、２番の大手リサイクル施設が現在２社ありま

すが、扱うものが食品残渣で、腐敗時の臭いが問題となっています。 
 
【門馬委員】 
 食品残渣というのは、いわゆる残飯ということですか。 
 
【有田環境課長】 
 普通の家庭から出るような生ゴミで、食品会社の野菜クズとなっています。２社の工場

には一般家庭ゴミは行きません。 
 一般ゴミの中に家庭ゴミと事業系ゴミというのがあります。その事業系の一般ゴミが一

部工場に入ってきています。 
 
【菅野委員長】 
 規制はできないのですか。 
 
【有田環境課長】 
 法的な規制はないです。 
新港地域が悪臭規制のない地域となっています。 
市と公害防止協定を結んで、その中で指導していく状況です。 

 
【菅野委員長】 
 公害防止の為の規制というのは色々あると思うのですが、協定内容としては、例えば一

定の土壌汚染などの規制となるのでしょうか。 
【有田環境課長】 
 主に一般的な公害に関することと、臭いの条項を盛りこんで文書で協定を取り交わして
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います。 
 ただ、法的な規制ではないですから、行政指導となります。行政指導といってもこれだ

けの大きな事業所になりますと、ほとんど法に近いような拘束力があります。 
 
【菅野委員長】 
 これは道も関わることになるのですか。 
 
【有田環境課長】 
 施設の届出としては関わりがあります。 
例えば産業廃棄物のリサイクルであれば、廃棄物処理法の許可施設に該当することもあ

ります。 
法律上の解釈が難しいのですが、産廃だけを行うのであれば、許可施設には該当しませ

んが、２社の施設は事業系の一般ゴミも扱っているので、これは一般ゴミとしての許可施

設に該当します。 
 
【徳田副委員長】 
 自然保護推進事業についてですが、ボランティア団体と協働しながら、取り進めようと

いう方針ですが、関連するボランティア団体はいくつありますか。 
 
【有田環境課長】 
 今、市と積極的に協働で推進しているのについては、３つから４つの団体です。私達が

把握していない団体については、わかりかねます。 
 
【門馬委員】 
 自然には、保護しなければならない側面と市民生活から観て困った自然があると思うの

ですが、例えば、熊が出るとかカラスがうるさいといった問題などで、せめぎ合いはない

のですか。 
 
【有田環境課長】 
 あります。 

基本的には野生の動植物については、こちらから積極的に駆除することはないです。 

カラスの場合は駆除鳥獣となっています。例えば農作物を荒らす場合には、鹿も含めて、

ＪＡが中心になって駆除しています。 

ただ、熊については余程のことがない限り、駆除はしません。 

また、駆除といっても射殺以外の方法で追い払うことになります。これは地元の猟友会

と年間契約を結び行なっておりますが、厚田と浜益が編入され、従来よりも出動頻度が増

えておりますし、出没情報も多く寄せられている状況です。 

 

【菅野委員長】 

 自然保護というと海浜植物保全の方が身近に感じておりますが、はまなすの丘公園は保
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全地区ですか。 

 

【有田環境課長】 

 はまなすの丘公園と海浜植物の両方が保護地区の指定となっております。 

また、海水浴場から新港までの間については海岸保全区域になっていますが、植生等の

保全地域ではありません。 

  

【菅野委員長】 

 最近はハマボウフの問題をあまり聞きませんが。 

 

【有田環境課長】 

 はまなすの丘は禁止区域ですが、旬のシーズンになると採りに来る方はいます。監視員

を配備しておりますので、月に何件か指導しているという報告はあります。 

ただ、新港地域については根絶しない程度で、自由に採っても構わないことになってお

ります。 

 

【菅野委員長】 

 それでは、次に「地球温暖化対策推進事業」に入ります。 

 この数字の基準は専門的で難しいのですが、国が掲げるＣＯ2 ２５％削減など色々な施

策を展開しなければいけない中、市として、非常に大きく、難しいテーマになりますね。 

 

【有田環境課長】 

 難しい問題となっています。 

マイナス６％という２０１２年迄の目標値ですが、２０２０年までに２５％マイナスと

いうことで、従来の施策をただ延長するだけでは、当然達成は出来ないと思っております。 

ただ、国が今後どのような施策を出してくるのか、様子をみているところです。 

従来の施策としては、家庭では省エネ化、企業に対しては省エネと併せて支援設備の導

入を進めています。 

 

【菅野委員長】 

 手段の中で、「地球温暖化対策等推進事業」の「環境マネジメントの認証」とありますが、

今後も認証していく方向ですか。 

 

【有田環境課長】 

 市ではＩＳＯ１４０００をとって６年間実施し、ほぼ目的を達成したということで、自

主管理に移行していますが、民間については大手の企業の取得はかなり進みましたが、中

小では、まだまだ普及されていないと思っています。 

 

【菅野委員長】 

 取得する事業所において、地球温暖化対策のウエイトというのは大きなものなのですか。 
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【有田環境課長】 

 環境マネジメントシステム自体が一般家庭でいう省エネになりますので、ＣＯ2の削減へ

向け、新規設備を導入する際にはＣＯ2対策に考慮した設備の導入を検討して頂くことで対

策になりますし、例えば、運送車両を導入する際にはＣＯ2対策の進んだガソリンディーゼ

ル車から天然ガス車に切り替えると、差額については国等の補助がありますので、このよ

うな補助を活用しながら、ＣＯ2対策を進めていければ、ウエイトとしては大きくないと思

いますが、２５％削減についてはこれで達成できるものとは思いません。 

 

【菅野委員長】 

 現在、市ではこの種の事業を推進している訳ですが、予算的にもそれほど大きな額を確

保していないようですし、粛々と行なっている感じを受けるのですが。 

 

【有田環境課長】 

 市町村レベルで都道府県や国並みの施策というのは無理だと思いますので、国が２５％

削減に向けて、どのような施策を打ってくるのか様子をみている状況であります。 

ただ、地域で言えば自然エネルギーを活用した低炭素型社会への移行というのは必須に

なってくると思います。 

 

【菅野委員長】 

 環境施策を進める上では、各々環境審議会などで議論されていると思いますが、その審

議の中でこのような問題に対して、市の考え方や進める方向は議論されていますか。 

 

【有田環境課長】 

 今年と来年の２ヵ年をかけて環境基本計画の見直しに入っているところでありまして、

先日も審議会が開催され、現環境基本計画の現状と今後２０年位を見据えた新環境基本計

画見直しに向けた考え方をご説明し、今月の下旬から市民協議会を立ち上げ、市民の皆さ

んとたたき台の作成に向けた作業を進めているところであり、その中で色々な議論がされ

ることとなります。 

 

【徳田副委員長】 

 抜本的な対策が難しい中、色々なものの積み重ねが大切だと思うのですが、風力発電、

太陽光発電などの設置について、国では補助金を出していますが、札幌市やほかの市町村

では国プラス市からの補助金を出しているものがあります。 

財政が厳しい中で出来るかどうかわかりませんが、補助金を出すことによって設置者が

増えるのではないかと思うのですが、補助金などの検討はしていますか。 

 

【有田環境課長】 

 今年から太陽光設備の導入に対して、実験枠として１０件の枠を設け、補助を行ってお

ります。 
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【徳田副委員長】 

 １ｋＷどのくらいですか。 

 

【有田環境課長】 

 １ｋＷ４万円で上限が３ｋＷの１２万円となります。 

 

【徳田副委員長】 

 来年度も実施するのでしょうか。 

 

【有田環境課長】 

 来年度については、予算の問題もありますが、所管としては引き続き実施していくこと

で考えております。 

 

【徳田副委員長】 

 市町村或いは各家庭レベルでもそれなりの努力をしなければ、２５％削減というのは非

常に難しいとは思っています。 

 

【有田環境課長】 

 そうですね。 

普通の削減では２５％削減は無理だと思っています。９０年比で２５％、現状は９０年

から既に７％程超えていますので、３０％以上を今から削減することになります。 

今の生活に７掛けで生活してもらうことになりますので、痛みを伴わないというのはあ

りえないと思います。 

ただ、現政権のマニフェストでは、環境税のようなものを考えており、それが実施され

れば、化石燃料の使用自体は抑制されると思います。 

 

【菅野委員長】 

 色々な施策がこれから進められていますが、太陽光発電については、日照、自然環境の

問題など積雪地域での設置が難しいのではないでしょうか。 

 

【有田環境課長】 

 以前は、積雪地域での太陽光設置は難しいとのことでしたが、現在では、ある程度の傾

斜があれば設置が可能となっています。 

 

【菅野委員長】 

 新築は設置が簡単だと思うのですが、既存住宅での設置は難しいのではないでしょうか。 

 

【有田環境課長】 

 １０軒の枠が直ぐにうまったのですが、新築が１軒で、９件が既存住宅となっています。 
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【堀委員】 

 太陽光についてですが、現在、化学物質過敏症に関するグループの方々が学校施設な

どを中心に影響等についての検証を進めており、暮らす地域が狭められていくことを問題

視しています。 

太陽光発電を進めていくことが良いことかどうかも、ある程度検証する必要があるのか

と思います。 

 

【有田環境課長】 

 それについては初耳なのですが、屋外にあっても影響があるということでしょうか。 

 

【堀委員】 

 そうです。 

 

【徳田副委員長】 

 私も初めて聞きました。どういうところで影響がでてくるのでしょうか。  

 

【堀委員】 

 電磁波の問題だと思います。 

化学物質過敏症の人達はパソコンでも影響があるとのことで、学校施設に太陽光発電装

置をつける場所が屋根ではなく地面などに設置した場合、電磁波の影響があるとのことで

す。自然エネルギーが駄目だという訳ではないのですが、検証していく必要があるのでは

ないかと思います。 

 

【堀委員】 

 「公害防止業務」の「改革・改善の方向性」についてですが、「茨戸川全域の環境基準達

成に向けて、関係行政機関及び事業者、市民の協働の仕組みづくりを行う」とありますが、

基準達成に向けて仕組みづくりを行うというのはどのようなことですか。 

 

【有田環境課長】 

 今までは行政が主体で対策を行ってきましたが、これからはハード事業だけではなく、

ソフト事業も必要だということです。 

今は河川のゴミ拾い等を行っていますが、ゴミ拾いだけではなく、例えば、冬のわかさ

ぎ釣りの場所に行って、ゴミの持ち帰りなどの啓発も必要だと考えており、これら取組に

関する何らかのシステムづくりが必要ではないかと考えています。 

 

【座主委員】 

 「地球温暖化対策等推進事業」の成果指標「地球環境保全の行動をする世帯の割合」と

ありますが、環境保全の行動をするというのはどういう基準でしょうか。 
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【有田環境課長】 

 例えば、今年実施しているもので、家庭の消費量がリアルに分るようなモニターの貸し

出しや環境家計簿と言われているものを実践して頂いている世帯となります。 

 

【座主委員】 

 役所がやることに対して、協力している世帯しか把握できないということですか。 

 

【有田環境課長】 

 市から提案しているものと、この他に自主的に何か行動している世帯を含めての数字と

なります。これについては、環境に関するアンケートにより、把握することになります。 

 

【菅野委員長】 

 それでは、時間となりましたので、これでヒアリングを終了いたします。ありがとうご

ざいました。 

  

～ 休憩 ～ 

 

「１－１」 

【菅野委員長】 

 それでは、評価に入りたいと思います。 

 本日の評価については、第２回でヒアリングを行ないました「除排雪対策の充実」と「上・

下水道の整備」について行ないたいと思います。 

 

 まず、「除排雪対策の充実」です。 

個々に見ていくと課題等もあるかと思いますが、除排雪対策全体として見たときに皆さ

んはどう思いましたか。 

 

【徳田副委員長】 

 私はまずまずだと思います。 

 

【門馬委員】 

 私もまずまずだと思います。 

 

【菅野委員長】 

 成果指標での「除排雪が以前よりも良くなったと感じる市民の割合」も年々良くなって

います。 

また、「除排雪の苦情件数」については、降雪量によって、大きく影響を受けることとな

り、苦情件数もこれに比例してくるものなので、これを評価の参考とするのは中々難しい

ものと思いますので、この度の評価としては「市民割合」で判断していくことでいかがで

しょうか。 
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【徳田副委員長】 

 「除排雪の苦情件数」も、ある程度考慮してもいいかと思うのですが。 

 

【菅野委員長】 

 ただ、平成２０年度だけを見るといい結果となっていますが、やはり難しい判断となり

ますので、市民割合でみていきましょう。 

 そうしますと、「除排雪事業」については、達成度「Ａ」、必要性、有効性は雪の多い石

狩において、必須条件なので「Ａ」としましょう。 

効率性については難しいですね。皆さんいかがでしょうか。 

 

【徳田副委員長】 

難しいですね。４億６千万円という事業費が妥当かどうか判断しにくいですね。 

 

【菅野委員長】 

高齢化に向けて、これまでの除排雪の在り方では、対応できなくなってくるのではない

かと思います。一般的な除雪から具体的な中身の見直しを検討していかなくてはならない

などの問題はありますが、現段階で無駄があるという訳ではありませんので、高いという

評価で「Ｂ」でいかがでしょうか。 

したがって、総合評価は「Ａ」となりまして、成果指標については、市民意識の点から

も「◎」といたします。 

 また、「Ａ」評価となりましたが、高齢化に向けた除雪方法など色々あるかと思いますが、

評価意見「具体的事項」につきまして、何かございますか。 

 

【座主委員】 

 「事業の課題」にて「地域事業者の所有する排雪ダンプ数が減少している等、安定した

除雪体制の維持が難しくなっている。」とありますが、業者との複数年契約や市で車両を購

入し、貸与するなどの対策を考えていかないと、これは大きな問題だと思いますが。 

 

【菅野委員長】 

 除雪経費なども含め、確かにそのような問題があるかと思います。 

実態としてどうなっていますか。 

 

【事務局：佐々木部長】 

 金額的な抑えはありませんが、除雪業者のお話しによりますと、夏場の公共事業が減っ

てきていますので、除雪車両の維持が非常に大変だと聞いております。 

 ただ、経費が掛かっても除雪をしない訳にはいかないので、何らかの対策を講じなけれ

ばならないということは認識しております。 

 

【菅野委員長】 

 今のお話しからも、見えない課題などがあり、意見として触れることは難しいと思いま
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す。ここでは、細かい課題への意見というよりは、大きく捉えた意見ということで、先程

の高齢化などの視点で意見を入れてみましょう。 

 

「１－２」 

【菅野委員長】 

 次に「パートナーシップ排雪事業」ですが、町内会との合意形成について、難しい課題

を抱えているようですが、これは、２回目の排雪ですね。 

 これについてですが、達成度の評価に関して、指標はこの事業において馴染まないと思

うのですがいかがでしょうか。 

 

【徳田副委員長】 

 指標自体がこのパートナーシップ排雪事業に合っているかどうか疑問ではありますね。 

 

【菅野委員長】 

 達成度については、評価しないということにします。 

 制度としては、必要性ですよね。 

 

【堀委員】 

 必要としているから、申請がある訳ですよね。 

 

【菅野委員長】 

 私も必要性は高いと思いますし、必要としている町内会があるという点で必要性、有効

性は「Ｂ」ということにします。 

 効率性については、必要な制度ではありますが、絶対にしなければならないというもの

でもありませんので、「Ｂ」でよろしいですか。 

 そうしますと、総合評価は「Ｂ」とし、成果指標については、指標として問題があるか

と思いますが。 

 

【徳田副委員長】  

 「△」が妥当かと思います。 

 

【菅野委員長】 

 では「△」とします。 

 評価意見の具体的事項については、１８の町内会に参加してもらうことを目標としてい

る中、参加が１１の町内会となっていますので、行政としても参加へ向けた努力をしなく

てはいけないと思いますので、そういう部分での意見を考えることにします。 

 

「１－３」 

【菅野委員長】 

 次に「消融雪機器設置費貸付事業」ですが、これについては、活動指標の平成１８年度
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実績から見て、貸付件数は減少していますが、融雪機器の設置者が減っている訳ではない

と思います。この事業を活用しないで設置しているのだと思いますが。 

  

【門馬委員】 

 勉強会でもお話しが出ていましたが、個人で排雪を頼む方が増えてきているなどの影響

もあると思います。 

 

【菅野委員長】 

 借りてまで設置する時代ではないのかもしれませんね。 

 

【堀委員】 

 「事業の課題」として、「高齢により、対象年齢から除外され本事業を利用できない市民

が想定される。」とあり、「改革・改善の方向性」で「金融機関と対象年齢の拡大について

協議する。」とありますが、果たして、金融機関が絡む問題で、これができるのかとも思い

ます。 

 

【菅野委員長】 

 必要性が薄れているということになりますか。 

 

【堀委員】 

 そう思いますね。 

個人のものについて、市として行なう必要があるでしょうか。 

 

【菅野委員長】 

 そういうところからも、総合評価は「Ｃ」とした中で、必要性も薄れているので「Ｃ」

ということで。制度としても必要性が薄れていると考え、有効性、効率性についても「Ｃ」

として、成果指標は「△」で、指摘については「廃止方向」ということにしたいと思いま

す。 

 

【菅野委員長】 

 次に「上水道の整備」に入ります。 

 まずは全体を通してみてみますと、札幌に比べ料金が高いという意見も耳にしますが、

各自治体で行なわれている事業であり、料金を他の市町村と比較するものではないと考え

ます。 

また、全体的に見たときに当別ダムへ水源を求めることや、第三者委託へ移行するなど、

将来を見通した水道事業の運営努力をしているものと思います。 

 ただ、課題はあると思います。 

例えば、収納率の問題があるかと思います。 

現実は難しいことではありますが、あくまで目標は１００％ですよね。この辺も含めて

皆さんいかがでしょうか。 
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【堀委員】  

 水道事業は施設の老朽化など、お金がかかる事業だと思うのですが、事業の安定化とい

うところでは、使用料を払って頂くということは、最低限のことだと思いますし、今後、

施設の充実をしていくためには、料金の見直しも検討していき、安定供給に努めることが

大切だと思いますね。 

 

【菅野委員長】 

 下水道は今年の１０月から上がりますよね。 

水道料金も将来的なことを考えると上げざるを得ないと思うのですが、高齢世帯になる

とあまり水を使わないなどの問題もありますね。 

  

「２－１」 

【菅野委員長】 

 それでは、「水道施設整備事業」ですが、目標と実績が同じ数値となっていますが、これ

はどのような数値設定でしたか。 

 

【事務局：中西主査】 

 計画通り実施されたということになります。 

 逆にこの数値を達成しなかった時が問題だということです。 

 

【徳田副委員長】 

 これは、毎年５％ずつ、整備を計画的に進めていくというものですね。 

 

【菅野委員長】 

 達成度、必要性、有効性、効率性、これはオール「Ａ」になるのかと思うのですが、皆

さんはいかがでしょうか。 

  

【徳田副委員長】 

 必要性は高いと思いますので「Ｂ」でしょうか。 

有効性については、判断が難しいのですが、課長評価の有効性においては、「一部達成し

ている」となっていることからも、「Ａ」という評価よりは「Ｂ」でしょうか。 

 

【菅野委員長】 

 効率性はどうでしょうか。 

 

【徳田副委員長】 

 これも「Ｂ」ではないでしょうか。 

 

【菅野委員長】  

 総合評価も「Ｂ」としましょう。 
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 成果指標は概ね適正の「○」ということにします。 

 

「２－２」 

【菅野委員長】 

 次に「給・排水設備維持管理業務」に入ります。 

 上水道有効率ですが、目標の９４％対して９４．５％となっており、簡易水道有効率は

達成していませんが、目標値に近い数値となってはいますので、達成度は「Ａ」とします。 

 必要性について、評価の理由で「積極的な漏水調査を行い、簡易水道有効率を大幅に向

上できた。」とあり、ある面では施設整備も伴っているのでしょうから、この事業を進める

ことにより、必要性、有効性は高いということになりますか。 

 

【徳田副委員長】 

 高いと思います。 

 

【門馬委員】 

 必要性については「Ｂ」でいいのでは。 

 

【菅野委員長】 

 必要性は「Ｂ」、有効性「Ａ」、効率性「Ａ」、総合評価は「Ａ」とし、成果指標は「○」

とします。 

 

「２－３」 

【菅野委員長】 

 次に「浄水場の維持管理業務」に入ります。 

 これについては、昨年から第三者委託により、コスト削減を図ったものですね。 

 成果指標を見ると全て基準を達成しているので、適正に管理されているということから、

達成度は「Ａ」と判断したいと思います。 

 ある面では、時代のニーズに対応した維持管理を行なっているということからも、必要

性は「Ａ」でしょうか。 

 

【徳田副委員長】 

 必要性において、「行政が実施すべきものか」という点では、管理業務は委託ですが、行

政にしかできないものなので、「Ａ」でいいと思います。 

 

【菅野委員長】  

 ほかにいかがでしょうか。 

 

【徳田副委員長】  

 効率性については、コストの面ですよね。 

課長評価の「改革・改善の方向性」をみるとまだ、さらにコスト縮減を図ると言ったこ
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とが書かれていますので、まだ、コスト削減を図れるということからも「Ｂ」でしょうか。 

 

【堀委員】  

 ただ、あまりに低コストへ走るというのはいかがなものでしょうか。 

今回の委託への切り替えで３名の職員を減らし、２，０００万円程度のコスト削減とな

っていますが、さらなる縮減となった時に今後、どこでコスト縮減を図れるのか。 

いまの状況の中で、さらに低コストで維持管理をしていくとなった時に安全な水道水を

供給していけるのか不安に思います。 

 

【菅野委員長】 

 もちろん、低コストといっても、決められた基準の中で供給してくことから、質を下げ

るということにはならないと思います。 

 

【堀委員】 

 ただ、「手段」の中で、「浄水場等の維持管理（運転管理、水質検査、配水管洗管作業）

を行なう。」という部分が維持管理にあり、委託費を下げることで、この水質検査などの業

務へ影響があるのではないかという懸念がありましたので。 

 

【座主委員】  

 堀委員がおっしゃったように、何でもかんでも入札を実施し、低コストを進めていくこ

とで、委託先としては最低限の業務しか行なわなくなるのではないでしょうか。 

 例えば、夜間の警備に２名配置するところをコストが合わないなどの理由で１名減らし

たことで、緊急時に対応できないなどの問題も出てくるのではと思うのですが。 

 

【菅野委員長】 

 この事業の入札については、プロポーザル方式を取っていまして、一定の資格や技術的

な基準などを含めた入札となっており、誰でも入札に参加できるようなものではないので、

そういった問題はないかと思います。 

 

【徳田副委員長】 

 コストを下げることで、水質に影響が出るなどの問題がないように、市としては当然チ

ェックできる体制にあると思いますし、成果指標にも「水道水水質基準遵守率」があり、

基準をクリアしているのですが、市独自で検査を行なう場合のコストと、委託業者がいく

つもの自治体で受託し、一体で検査をすることでコストを抑えられるといった場合の比較

を行なった上で、質を落とさずに実施できるという判断で委託業務の拡大ということだと

思うのですが、そういう点でコスト縮減を図る分にはいいのかなと思います。 

 

【菅野委員長】 

 コスト削減が結果的に水質を下げるといったことになるようでは問題ではありますが。 
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【堀委員】 

 委託することにより、低コストで実施できるという考え方もどうなのかなと思います。 

 そこには働く人がいて、適正な人件費が必要な訳ですから、委託イコールコスト縮減と

いう考え方がどうなのかなと。 

 

【菅野委員長】 

 委託にしたからといって、市の職員がいらなくなるということにもなりませんし、そこ

には計画に基づいたものもあるでしょうし、ある意味、色々な捉え方があって難しいとこ

ろなのかもしれませんが、効率性は「Ａ」とし、有効性は「Ｂ」で総合評価を「Ａ」とし

ます。成果指標については「○」とします。 

 

「２－４」 

【菅野委員長】 

 本日は、上水道の整備についての評価までにしましょう。下水道の整備については後日

評価を行ないます。 

それでは、最後の「水道料金賦課徴収事業」についてです。 

企業会計の関係上、収納率が８３．１％となっておりますが、お手元の資料を見ますと

実質的には、９７％となっていますので、達成度としては「Ａ」とします。 

 口座振替率も７６％となっており、所管の説明の中でも改善が可能だとも言っていた部

分と、大口滞納者の対応について、強制権を発揮できないとの説明もあったのですが、何

らかの対策が必要ではないでしょうか。 

 この事業に関しては、必要性、有効性、効率性はオール「Ｂ」となりますか。  

また、成果指標は「◎」とします。 

 

【徳田副委員長】 

 給水停止はできるが、差し押さえができないとのことでしたよね。 

 

【堀委員】 

 水は命に関わることだから、勝手に出してしまう方もいると。 

 

【菅野委員長】 

 悪意を持って滞納している方には、毅然とした対応が必要なのではないかと思うので、

意見として触れておきたいと思います。 

 

【堀委員】  

 評価の理由で「円滑な運営が図られている。」とあり、課題で「事業の健全化のためには、

一層の収納率向上を図る必要がある。」とのことですが、水道事業というのは、皆さんから

の使用料で運営される訳ですから、この表現が適切ではないということは以前にも申し上

げたのですが、やはり、１００％が健全であると思いますが。 
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【菅野委員長】  

 ただ、現在、トータルして収支バランスは取れている状況ではありますが。 

 

【徳田副委員長】  

 担当課長として、１００％ではないのに円滑な運営が図られていると満足してもらって

は困るということですよね。 

 

【堀委員】 

 そうです。私はそう思いました。 

 

【菅野委員長】 

 ただ、ここでは、あまり課長評価に影響された評価とならないように進めたいと思って

いますので。 

 

【堀委員】 

 わかりました。 

ただ、ここの評価については、パブリックコメントで市民に出しているので、どうなの

かと思っていましたので。 

 

【菅野委員長】 

 確かにそれもありますが、ここではあまり左右されないような評価ということで進めま

しょう。 

それでは、本日はこれで終了いたします。 

次回は１０月１５日（木）１３：３０からとなります。お疲れ様でした。 
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