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開会 午後１時０１分 

────────────────────────────────────────────────────── 

○中野委員長 それでは、総務常任委員会を開会させていただきます。本日は、おくれる等の連絡

はございません。 

１番、報告事項について、「旭川市行財政改革推進プログラム２０２０（案）」に対する意見提

出手続について、理事者から報告をお願いいたします。 

行政改革担当部長。 

○向井総務部行政改革担当部長 このたび、旭川市行財政改革推進プログラム２０２０（令和２年

度～令和５年度）の案を作成いたしましたので、内容について御報告をいたします。資料は１枚目

が意見提出手続の通知文となっておりまして、２枚目以降がプログラムの案となっております。 

現行の旭川市行財政改革推進プログラム２０１６では、第８次旭川市総合計画の策定にあわせて、

総合計画の施策の着実な推進と財政面での補完を目標に策定したもので、推進期間は総合計画基本

計画の見直しサイクルである４年間としております。今回の改訂は、基本計画の見直しにあわせて

改訂するもので、総合計画を支える第２期目のプログラムとなりますことから、目標や期間といっ

た骨格は現行のプログラムを踏まえたものとなっております。 

表紙をめくっていただきまして、プログラム案の目次のほうをごらんください。改訂に当たりま

しては、附属機関等からの意見も踏まえまして、章立てや項目を見直し、職員だけではなく市民の

方が見てもわかりやすいつくりとしております。 

プログラム案の２ページ目以降、現状と課題の分析につきましては、全体的にグラフを使用した

説明に努めたほか、新たに職員数の分析を９ページに加えております。職員数につきましては、中

核市へ移行後、ほぼ一貫して削減してきましたが、今後の行政需要の変化や定年延長に向けた動き

のほか、将来の労働力不足に対応するため、全体の削減目標は設定しておりませんが、ＩＣＴや民

間活力の活用などにより、業務の効率化を図るとともに、今後の行政需要や各部の人員状況を見き

わめながら、適正な人員配置を行ってまいります。 

財政収支見通しにつきましては、１１ページをごらんください。市税の減少や、老朽化した施設

の更新等による公共事業費の増加など、令和２年度当初予算をベースといたしまして、令和５年度

までを推計した結果、３年間の累計で５６億６千万円の収支不足を見込んでおります。この財源不

足を解消するための取り組みを１４ページに記載しております。個別の取り組みともリンクいたし

ますが、収入の確保で１２億２千万円、支出の抑制で３９億９千万円を確保し、なお不足する４億

５千万円を財政調整基金と減債基金の取り崩しによって対応することとしております。また、財政

調整基金の令和５年度末の残高目標は、現プログラムと同様の３０億円以上としております。 

個別の取り組み項目につきましては１５ページ以降に掲載しております。最初の項目に、ＩＣＴ

の利活用による取り組みを設定し、国においても推進するスマート自治体への転換を重要な柱とし

ております。そのほか、都市公園における新たな民間活力の導入や、観光振興に係る新たな財源の

検討、除雪における協働の推進、民間企業等との連携、協働、多様な働き方の検討など、新たな取

り組みと継続的な取り組みを合わせまして、全８０項目に整理をしております。 

本プログラムの推進に当たりましては、客観的な評価を行いながら、実効性のある取り組みとす

るほか、進行状況を毎年度公表し、よりわかりやすい内容となるよう努めてまいります。 
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最後に、今後のスケジュールでございますが、新型コロナウイルスへの対応により、流動的では

ございますが、３月２日から４月３日までの間で意見提出手続、パブリックコメントを行うととも

に、３月２４日から２９日にかけて市内５カ所で市民説明会を開催したいと考えております。その

後、これらにより寄せられた意見等を踏まえ、４月中には確定したいと考えております。以上、プ

ログラム２０２０について御報告を申し上げました。よろしくお願いいたします。 

○中野委員長 ただいま理事者のほうから報告がございました。委員の皆様から何か御発言はござ

いますでしょうか。 

石川委員。 

○石川委員 今、部長のほうから、行財政改革推進プログラム２０２０についての報告があったと

ころでありますが、まず最初に、この行革プログラム２０２０の特徴についてお示しいただきたい

と思います。 

○松田総務部行政改革課長 現在の行財政改革推進プログラム２０１６は、第８次旭川市総合計画

の施策の着実な推進と財政面の補完を目的としており、総合計画基本計画の見直しにあわせて、４

年に一度見直しを図ることとしております。今回のプログラム２０２０（案）は、その２期目とな

りますことから、目標や期間等の骨格はこれらの考え方を踏まえたものとしております。その特徴

でありますけども、現行のプログラムと比較いたしまして、市民が見てもわかりやすい内容や表現

を意識するとともに、現状や課題について、グラフや図を活用し、説明を充実させたほか、ＩＣＴ

の利活用による取り組みをふやしたことや、職員数の数値目標の設定をしていないことなどがあり

ます。 

○石川委員 職員数の数値目標を設定しないということは評価したいと思います。 

行革プログラム２０１６と比較しても、市民が見てわかりやすい内容になったということなんで

すけれども、具体的にどの辺がわかりやすくなったのか、お示しいただきたいと思います。 

○松田総務部行政改革課長 お配りしている資料のうち、例えば１ページ目に、はじめにというこ

とで、説明と、その下にこれまでの改訂経過を載せているところでございますけども、これまで、

例えば、はじめにという文章だけで１ページの長い文章ですとか、その経過についても細かい説明

を載せていたところでございます。また、もう１ページ開いていただいて２ページ目でございます

けれども、人口減少の部分、これまでこのような記載はなかったんですけれども、この辺につきま

してもグラフを用いて、よりわかりやすくなるようにしている部分、それから１３ページでござい

ます。プログラムの全体の考え方、基本的な考え方ですとか、市を取り巻く課題等について、一目

でぱっとわかるようにという形で、こういう図を載せていることなどを工夫して、今回、掲載して

ございます。 

○石川委員 図やグラフを取り入れて、わかりやすくしたということだと思うんですよね。 

プログラム２０１６では、一番トップに来ていたのが、アウトソーシングの推進だったんですよ

ね。今回、見てみますと、今ほど部長からも説明があったんですけれども、ＩＣＴ化の推進に関す

る基本方針の策定、ＩＣＴを利用した手続の拡大とサービス向上、ＩＣＴの利活用による業務改善

など、スマート自治体への転換、これがトップに来ておりますね。アウトソーシングの推進から、

スマート自治体への転換、これがトップに来たという理由についてお示しいただきたいと思います。 

○松田総務部行政改革課長 国におきましては、人口減少が深刻化しても、持続可能な形で行政サ
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ービスの水準を維持することや、職員を事務作業から解放し、職員でなければできない業務に注力

する環境をつくることなどを目的に、スマート自治体を推進することとしております。本市におき

ましても同様に、今後の人口減少を見据えると、特にＩＣＴの活用が重要であると認識しておりま

すし、また、新庁舎における窓口サービスのＩＣＴ化やＡＩですとか、いわゆるソフトウエアロボ

ットのＲＰＡの利用などにより、市民サービスの向上や業務の効率化、ペーパーレスの推進等を図

るため、今回のプログラム案の中でも取り組み項目の１番目に位置づけております。 

○石川委員 新庁舎での窓口サービスのＩＣＴ化やＡＩ、それにロボットのＲＰＡ、これは市長も

先ほど、市政方針でこういうことを言っていたと思うんですけれども、そういうことをやるのと同

時に、新庁舎では、この窓口の業務委託も実施する、そういった方向で検討しているということで

よろしいんでしょうか。 

○松田総務部行政改革課長 今回のプログラム案の１５ページの項目一覧でございますけれども、

項目の１４番目に、窓口業務の委託ということで、今後検討していくということで記載しておりま

す。これにつきましては、道内でも例えば千歳市などで今年度から導入し始めているような状況も

ございますので、他都市の状況を調べまして、その導入によるメリット、デメリット、そういうも

のを勘案しながら検討していきたいというふうに考えております。 

○石川委員 そうですね、１９ページを見てみても、業務委託の拡大のところで、窓口業務委託と

いう項目がありますね。そのほか、社会教育施設等に指定管理者制度を導入するですとか、東旭川

学校給食センターの調理業務の委託等を検討する、あるいは、次期清掃工場の整備におけるＰＦＩ

等の検討などといった民間活力の活用、こういったことも記されているんですけれども、その点に

ついては、別の機会に質問することにいたしまして、今回、アウトソーシングの推進ということを

トップに持ってこなかったことですとか、人件費の削減を具体的に出してないということは、これ

以上の取り組みが難しくなってきたという、そういった理解でよろしいのでしょうか。 

○松田総務部行政改革課長 アウトソーシングの推進や職員の削減につきましては、これまでも行

革プログラム等に基づき、各部と協議しながら取り組みを進めてきたところでございます。アウト

ソーシングにつきましては、他都市の事例ですとか、都市公園における新たな管理運営手法なども

参考にしながら、市民サービスの向上や業務の効率化、経費の削減等の視点を持って、今後も引き

続き検討を進めてまいりたいと考えております。 

職員数につきましては、資料９ページの下の表になるんですけれども、中核市の中での順位を示

しております。５４市中、２９番目ということで、標準的な数字になっているということでござい

ますし、今後の行政需要の変化ですとか多様化等を考慮し、今回のプログラム案において職員数の

削減の数値目標というのは設定しておりませんけれども、このような状況を見きわめながら、今後

とも適正な人員配置に努めてまいりたいというふうに考えてございます。 

○石川委員 行革プログラム２０１６は、ページ数が１０２ページあったわけなんです。今回は２

８ページと、大変スマートになったということなんですけれども、スマート自治体への転換を目指

しているからスマートにしたというわけではないと思うんですが、どういったところが削減された

のか、お示しください。 

○松田総務部行政改革課長 附属機関であります行財政改革推進委員会や過去の議会での議論を踏

まえまして、内容や項目等をよりわかりやすいように整理したところでございます。特に、プログ
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ラム案の１８ページ以降でございますけれども、個別項目を掲載している部分がございます。これ

までは、１ページに２項目を載せていたということだったんですけれども、これを一読して、一見

してわかるような形で項目をまとめたことによりまして、特にこの部分でページ数を削減している

ということでございます。 

○石川委員 次に、最後のページ、２８ページを見ますと、今後、４年間の市債の借入額、４５０

億円以内というふうにしておりますが、内訳としては、庁舎ですとか中間処理施設なんかが入って

くるのではないかと思うんですが、そのほかにどういったものが含まれてくるのか、４５０億円以

内の根拠を示していただきたいと思います。 

○小澤総務部財政課主幹 令和２年度から５年度までの４年間に実施を予定しております市債を活

用する主な事業でございますが、庁舎やごみ処理関連施設以外に、道路や公園、市営住宅、学校な

ど、毎年度、一定程度の整備を進めているもののほか、千代田小学校や豊岡小学校などの増改築、

旭川聖苑火葬炉の改修、カムイスキーリンクスの整備などについても、現時点で予定される事業費

を見込んでおります。 

○石川委員 今、ごみ処理関連施設というふうにおっしゃったと思うんですけれども、そうなると、

次期の清掃工場とか、最終処分場も含まれているということなんでしょうか。 

○小澤総務部財政課主幹 市債を活用する事業として申し上げましたので、このごみ処理関連施設

の中には、リサイクルプラザの更新にかかわる缶・びん等中間処理施設については含まれておりま

すけれども、清掃工場と廃棄物処分場につきましては、今回の市債を活用する事業には含まれてお

りません。 

○石川委員 次期清掃工場と最終処分場で３６０億円でしたかしら。それはプログラム２０２４以

降の市債借入額に出てくるということになると思うんですよね。 

次に、財政調整基金の残高は、行革プログラム２０１６での目標の３０億円を達成できたんです

けれども、これは私どもが指摘したとおり、国保の都道府県化によって国民健康保険事業特別会計

への繰出金１９億７千万円を抑制したから、３０億円が達成できたと思うんですよ。今回、行革プ

ログラム２０２０でも同じ３０億円なんですけれども、今後も３０億円を達成できるという見込み

はあるのでしょうか。 

○小澤総務部財政課主幹 財政調整基金は、年度間の財源調整や予期せぬ収入減、支出増に備え、

安定的な財政運営を行うために必要なものであるため、プログラム２０２０の財政健全化指標にお

いても、引き続き、令和５年度末で３０億円以上の残高を目標としたところでございます。財政調

整基金の残高は、現時点において、令和２年度末で３１億円になる見通しを持っておりまして、プ

ログラム２０２０では、財源対策として、既に令和３年度から令和５年度の差し引きで１億円の減

を予定し、また、各年度に見込まれる決算剰余金の２分の１となる財政調整基金編入分は、既に収

支見通しに計上しておりまして、決して余裕があるわけではございませんが、収入の確保と支出の

抑制といった財源確保の取り組みを着実に実施することにより、３０億円以上の残高を確保できる

と考えております。 

○石川委員 令和２年度末で、財調の残高は３１億円の見通しで、既に１億円取り崩すという予定

でしたら、本当にこの３０億円というのはぎりぎりの数字だというふうに思うんですよ。 

そこで、ちょっとページ戻りますけれども、１４ページの財源確保目標額、これは要するに、収
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支不足額になってくるんですけれども、この財源確保目標額が、令和５年度予算編成までに累計５

６億６千万円というふうになっておりますが、これは達成できる見込みなのでしょうか。 

○小澤総務部財政課主幹 財源確保目標額につきましては、令和３年度から令和５年度までの３年

間で、５６億６千万円の収支不足額に対応したものでございまして、財源確保の取り組みが目標額

に達しなければ、財政調整基金の取り崩しにつながりますことから、特に、目標額が大きい公共事

業等の抑制や事業補助金等の見直しなどは、今後の公共事業等調査や推進計画事業調査を通しまし

て、しっかり進めることによって、目標額を確保したいというふうに考えております。 

○石川委員 先ほど財調の取り崩しが１億円と言いましたね。５６億６千万円のうち、財源対策の

取り組みが４億５千万円なんですけれども、これは財調分が１億円だとして、残りの内訳を教えて

ください。 

○小澤総務部財政課主幹 ４億５千万円の内訳でございますけれども、財政調整基金から１億円、

そして、減債基金から３億５千万円の繰り入れを予定しているところでございます。 

○石川委員 減債基金から３億５千万円を取り崩すといったことですね。行革プログラム２０１６

では、たしか財源確保目標額が７３億４千万円で、そのうち財調取り崩し分１３億７千万円を引く

と、目標が５９億７千万円でした。それが、実際には９９億３千万円と、超過達成したんですよね。

収入は、目標２０億５千万円に対して１２億３千万円、支出の抑制が目標３９億２千万円に対して

８７億円と、何と４７億８千万円も超過達成したわけです。例えば、職員の給与制度の見直しでは、

目標６億８００万円に対して、７億９千５００万円と、８億円近い。やり過ぎではないかと私ども

の会派は批判してまいりました。行革プログラム２０２０では、財源確保目標額累計５６億６千万

円のうち、今、答弁がありました財調と減債基金の取り崩しを含めたこの４億５千万円を引くと、

残り５２億１千万円ということになってきますけれども、またやり過ぎるのではないかというふう

に危惧するんですが、その点についてはいかがでしょうか。 

○小澤総務部財政課主幹 ５６億６千万円の収支不足に対して、４億５千万円の財政調整基金と減

債基金からの繰り入れということで、差し引き５２億１千万円というふうになりますけれども、プ

ログラムに掲げた財源確保の取り組みについては、先ほど申し上げましたけれども、公共事業の抑

制だとか事業の見直し、補助金の見直し、そういったものが大きな要素となっておりますので、そ

ういったところを推進計画事業調査であるとか、公共事業等調査の中でしっかりと事業費の精査等

をしながら、何とか確保していきたいというふうに考えてございます。 

○石川委員 またやり過ぎないようにしていただきたいというふうに思います。 

また、最終ページの２８ページに戻るんですけれども、この基金総額の一番下の段の真ん中の達

成度、結果のところで、平成３０年度末残高が８６億円であったのが、令和５年度末残高は４０億

円以上ということで、４６億円も減っているんですけれども、これだけ減った理由をお示しいただ

きたいと思います。 

○小澤総務部財政課主幹 一般会計に属する基金の令和５年度末残高は、現時点で４０億８千万円

を見込んでおり、平成３０年度末残高の８６億円からは、４５億２千万円減少する見込みとなって

おります。その内訳といたしましては、新庁舎の整備に伴い、庁舎建設整備基金で２５億１千万円

の減、財政調整基金で１１億９千万円の減、庁舎建設整備基金以外の特定目的基金で８億８千万円

の減、減債基金で６千万円の増となってございます。 
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○石川委員 確かにそうですよね。庁舎建設整備基金はなくなるということで、２５億円ですか。

それと、財調もここに出てくる数字は平成３０年度末の数字なので、このときは４２億円あったわ

けですよね。それが減ってくると。その部分を除くと、基本総額というのが、財政調整基金が３０

億円ですから、それを含めて４０億円、それ以外のところが１０億円ということだと思うんですけ

れども、大変厳しい目標となっていると思うんです。この点についての見解をお示しください。 

○小澤総務部財政課主幹 基金につきましては、個人であるとか、団体であるとか、そういったと

ころからいただいた寄附等が積み上がったものでございますので、基金の目的に合致した事業に、

適切に使わせていただきたいというふうに考えておりまして、基金の残高につきましては、枯渇さ

せないように、その辺は注意しながら運用していきたいというふうに考えております。 

○石川委員 私どもの会派では、常日ごろ、この財調の残高はやっぱり４０億円は必要ではないか

ということで指摘していますので、本当にこれから先、厳しくなってくるのかなということは感じ

ております。 

そこで、先ほど部長からも報告があったんですけれども、改めて、今後のスケジュールをお示し

いただきたいと思います。 

○松田総務部行政改革課長 今の段階でのスケジュールでございますけども、３月２日から４月３

日までパブリックコメントを行うとともに、３月２４日から２９日にかけて、市内５カ所で市民説

明会を実施する予定としております。その後、これらにより寄せられた意見等を踏まえまして、４

月中には確定したいと考えてございます。 

○石川委員 前回、行革プログラム２０１６が配付されたのが、たしか５月だったんですよ。予算

審議に間に合わず、羅針盤を持たずに航海するようなものではないかと、能登谷議員が指摘したの

ですが、今回もやはり４月ぐらいに確定ということなので、同じような時期になると。これについ

て、前回の反省があったのかなかったのか、お答えいただきたいと思います。 

○松田総務部行政改革課長 行革プログラムの策定のスケジュールでございますけれども、このプ

ログラムの中で非常に大きい要素を占めている部分が、財政収支の部分でございます。この財政収

支が幾らあって、それをどのように確保していくか、対策していくかということが、このプログラ

ムの一番大事なところでございまして、今回のプログラム策定に当たりましても、どういうスケジ

ュールがいいかというのは、いろいろと内部で検討させていただいたんですけれども、やはり、新

年度予算、令和２年度予算を確定して、財政収支見通しをしっかり確定した後に、市民の皆さん、

また議会の皆さんに説明しながら、意見もいただきながら、進めていきたいというふうに考えたと

ころでございます。前回と違いまして、まだ案でございますけれども、パブリックコメントもこの

時期に実施するということで、議会の皆さん、市民の皆さんにも、中身を知っていただくというこ

とができるのかなというふうに考えております。 

○石川委員 前回、行革プログラム２０１６に寄せられたパブリックコメントは、確か７８人、２

３５件だったと思うんですよね。その後、少しふえたのかもしれませんけれども、この手のものに

しては、すごく多くの意見が寄せられたと思うんです。それにもかかわらず、一言一句として反映

されることはなかった。今回はそのようなことはないとは思うのですが、いかがでしょうか。 

○向井総務部行政改革担当部長 今回につきましては、まだ今、コロナウイルスの状況があります

ので、流動的ではございますけれども、直接、市民説明会を実施したいと考えておりまして、私た
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ちのほうから直接市民の方に市の現状を御説明するような機会を設けたいというふうに考えており

ます。そういった中でのパブリックコメント、市民説明会等での意見をしっかり受けとめた中で、

今後，案を確定していきたいというふうに考えております。 

○石川委員 行政の皆さんも大変だと思うんですよ。地方交付税は年々減少していく中で、４年に

１回、こういった計画をつくらなければならない。本当に乾いた雑巾を絞るようなまねをしなけれ

ばならないということで、大変だとは思うんですけれども、余り抑制をし過ぎて、市民生活に影響

が出ないようにしていただきたいということを申し述べまして、私の質疑を終わらせていただきま

す。 

○中野委員長 ほかに、委員の皆様から御発言はございますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○中野委員長 それでは、以上で総務常任委員会を散会させていただきます。 

────────────────────────────────────────────────────── 

散会 午後１時３２分 

 

 


