
視察調査報告書 

平成 21 年 7 月 13日 

市民クラブ幹事長 

田口 章 

 

Ⅰ 視察先と調査項目 

 

１．札幌市 7/7(火) 14:45～17:00 

（１）区役所機能と本庁の役割分担 

（２）提案型公共サービス民間活用事業 

（３）音楽のまちづくり 

 

２．函館市 7/8(水) 13:20～15:30 

（１）函館国際水産・海洋都市構想（産学官連携事業） 

（２）雇用創出計画 

 

３．ニセコ町 7/9(木) 14:10～15:50 

情報共有と住民協働によるまちづくり 

*視察受入指定日での栃木県矢板市・岩手県奥州市・宮城県大衡村・長野県長和町との合同視察 

 

４．小樽市 7/10(金) 10:30～11:40 

インフルエンザ対策 

 



Ⅱ 報告事項 

 

１．札幌市 

 

【調査概要】 

（１）区役所機能と本庁の役割分担 

浜松市は 2 年前の政令市移行時、市民サービスやまちづくりはなるべく市民に近いと

ころで行うこととし、「大きな区役所、小さな市役所」をめざしてきた。 

しかし、2 年が経過し、さまざまな課題が指摘される中、今後、「大きな区役所、小さ

な市役所」像を見なおすこととしている。そこで、先進都市である札幌市において、区役

所の機能や本庁との役割分担を調査し、浜松市における区役所のあり方を考える上で

資することとした。 

 

札幌市は昭和47年(1972)政令指定都市へ移行。当時の人口は100万人、7区体

制でスタートした。以降、人口増に合わせ、平成元年(1989)に “分区” により 9区体制

に移行、さらに平成 9 年(1997)に 10 区体制となった。なお、分区は、人口 30 万人超

を目安に実施したとのことであった。 

現在の人口は約 190 万人で、区あたりの人口は、11 万 5 千人（清田区）～27 万 5

千人（北区）となっている。また面積は 1121 ㎢だが、中山間地を抱える最大の南区

（657㎢）を除けば、24㎢～75㎢と平均化している。 

札幌市は “大区役所制” をとっており、市民に身近なサービスは区役所でおこなっ

ている。区の組織は基本的に同一である。市民への窓口業務と保健福祉機能を充実さ

せており、近年は、出張所や連絡所を “まちづくりセンター”に改組するなど “まちづくり

支援” の推進を図っている。 

職員定数は市長部局で 7416 人。うち区職員が 3573 人（48.2％）となっており、“大

区役所”を象徴している。 

浜松で課題となっている “土木整備事務所” のような組織は無く、各区に “土木

部” を置き、庁舎外に “土木センター” を持っている。これを含め、役割分担や業務の

重複は、長い歴史もあり、問題ないように感じられた。一方、行革の視点で、各区にある

税務部門を 5つ程度に統合することを検討しているとのことであった。 

 

区役所には予算の要求権はなく、本庁の “市民まちづくり局” で予算管理している。

ただし、浜松の “がんばる地域応援事業” に近いカタチで、“元気なまちづくり支援事

業” として区あたり 4000万円の独自裁量予算を有している。なお、平成19年に「自治

基本条例」を策定し、市民参加と情報共有を進め、身近な地域のまちづくり支援に力を

入れている。 

本庁と区の連携については、「札幌市区における総合行政の推進に関する規則」で、

本庁の局長は、区長と緊密な連絡調整を行うこと、区長は「区行政連絡会議」を設置し、

区民要望や区の情報を収集すること、などを定めている。 

 

 



（２）提案型公共サービス民間活用事業 

浜松市は、平成 20 年 4 月、「市場化テスト導入に向けての基本指針」を策定し、以

降、事業仕分けや、窓口サービスでの導入検討を進めるなど、平成 23 年度以降の本

格導入に向けて検討を進めている。 

札幌市は、昨年度「提案型公共サービス民間活用事業」を実施し、市の行う事務事

業を公開し、改善案を募集する取り組みを進めていることから、今後の推進に資するた

め調査した。 

 

札幌市は、平成 19 年 12 月、「行財政改革プラン」を策定し、民間活用を積極的に

推進する方針を定めた。これに基づき、20 年 4 月に、行政評価システムを使い、全

1500事務事業の事業項目と決算額を公開し、5月末までの間、事業者やNPO団体等

からの提案を募集した。 

募集事業については、事業仕分けの活用などにより事業の絞り込みを行ったわけでは

なく、たとえば扶助制度のように行政が行うべきものまで含めて公開した。なお、詳細の

問い合わせに対しては、1次評価の政策シートを公開したとのことであった。 

 

提案は40件あり、9月までに所管部門や庁内の検討会議を経て、6件を「採用」、15

件を「継続検討」、「不採用」12件、「実施済」7件とした。 

結果的に、上記のとおり門戸は広く開いたものの、比較的、提案は少なかった。 

これは、提案者に対するインセンティブを与えなかったことも要因のひとつではないか

とのこと。すなわち、提案事業については、あらためて公募し入札を行うことにしており、

「提案者に事業を委託する」などの仕組みをとっていないとのことであった。 

また、採用の可否については、第三者評価ではなく、所管部門の内部評価によるため、

民間開放に対しブレーキがかかったとも考えられる。 

 

今後については、2年続けて募集しても応募が少ないなどの事例もあることから、今年

度の募集は行わず、今年度は「継続検討」項目についてフォローアップを行うこととし、そ

のうちの一つをすでに実施したとのことであった。 

 

（３）音楽のまちづくり 

5月14日、札幌市と浜松市の間で「音楽文化都市交流宣言」の調印を行った。音楽

の都をめざす浜松市にとって、大変意義あることと考える。そこで、現在、札幌市がおこ

なっている音楽のまちづくりをうかがい、今後の浜松市の事業の参考にするとともに、両

市の交流に役立てるよう検討すべく調査した。 

 

札幌市の特徴的な音楽事業には、「PMF（パシフィック・ミュージック・フェスティバル）」、

「札幌シティジャズ」、「さっぽろアートステージ」等がある。 

「PMF」は 1990 年に始まった国際音楽教育祭事業で、若手音楽家の育成を通して

音楽の普及発展をめざす夏の札幌の風物詩。年間 120 人ほどの若手音楽家が集い、

すでに修了生は2400人を超えており、世界3大教育音楽祭に数えられている。昨年は

49回の公演を行い、来場者は 44000人に上っている。 



事業は企業の協賛を得て行われており、野村ホールディングス、パナソニック、JAL、

トヨタ自動車から約 6 億円、市が 2 億円を負担している。企業の支えによる事業であり、

景気の影響がやや不安視されている。 

「札幌シティジャズ」は、今年 3 年目を迎えるイベントで、7/12～8/9 まで、札幌市内

各所で開催、8～9 万人の参加を見込んでいる。会場の中には「市役所ロビー・駐車場」

もあり、こうした市の関わりも興味深い。 

「さっぽろアートステージ」は、学生やアマチュア団体も多数参加する美術や舞台芸術

なども含めた文化祭。1 ヵ月以上にわたって、まちを挙げての文化交流が行われる。 

 

【所感】 

（１）区役所について、基本的には、「本庁とのパイプ役で、市民のまちづくりを支援する

場」ということであった。区役所の課の業務分掌を明示し、区と本庁の連絡調整を密に

行うなど、歴史の中での工夫は随所に見られた。 

区の職員定数は、浜松市の市長部局3479人中1470人（42.2％）に対し高くなって

いるが、これは福祉や土木を充実することで積み重ねられたものである。また今後はまち

づくり支援の推進がカギと感じた。 

なお、札幌市の面積中、南区が市の 60％を占めており、他の区とは違っていることが

わかった。今回の調査項目には入れていなかったが、調査すれば、中山間地対策を含

め、天竜区の参考になる事例があるのではないか。 

浜松市で今年度中に検討を進める「役割分担」と「組織のあり方」については、業務分

掌の明確化と連携のための体制づくり、地域の力を活かしたまちづくりの進め方等が参

考にできると考える。 

 

（２）「提案型…」は、市場化テストの手法としてはもっとも効果的と言われている。業務を

行政が指定（限定）して募集する手法もあるが、市民目線で幅広く事業を募集すべきと

考える。 

浜松市の今後の進め方として、全事業について第三者目線で事業仕分けを行い、民

間委託可能なものについて、広く情報公開し、民間の知恵を活かせるようすべきと考え

る。また提案の可否についても、所管部門だけの評価では、札幌市のように組織防衛の

意識が働くことが考えられるため、こちらも第三者の視点が重要だと考えられる。 

 

（３）音楽のまちづくりでは、浜松市と似たようなソフト事業を実施しているが、それぞれの

規模は札幌の方が大きいようである。また市の関与の在り方については詳しく聞かなか

ったが、市民参加、市民協働は札幌の方が進んでいるように感じた。 

浜松は「音楽の都」を標榜しているものの、札幌に比して、市民やまちづくりへの広がり

に欠けていると思われる。今後はソフト面の充実を考えるべきで、市の文化政策課や文

化振興財団の機能を検証し、メリハリをつけた政策を実施すべきである。 

 

 



２．函館市 

 

【調査概要】 

（１）函館国際水産・海洋都市構想（海を活かした 21世紀の函館づくり） 

産学官連携による地場産業の育成は、地域活性化の大きな課題であり、浜松市では

現在、ものづくり産業との連携を中心に進めている。一方、ものづくり産業は、今後、農業

や医学などさまざまな異業種との連携が必要となっており、発想を拡げていかないと将

来の発展は望めない。 

そこで、函館市における当事業の内容をうかがい、異業種をヒントに、浜松の産業振

興の参考にすべく調査した。 

 

函館市は平成 15年 3 月、「国際水産・海洋都市構想」を策定。8 月にマリンフロンテ

ィア科学技術研究特区の認定を受けるとともに、平成 16 年 6 月に “地域再生計画” 

の認定を受けた。 

これに基づき、「学術研究機関の集積」、「地域と研究機関の連携」、「観光と研究の

融合」、「水産・海洋と市民生活の調和」を柱とし、「集積」「連携」「融合」「調和」の４つ

をキーワードに取り組んできた。 

人口約 30 万人の函館市には、北海道大学大学院水産科学研究院を含め 4つの 4

年制大学があり、他に道立水産試験場や道立工業技術センターの研究機関や短大高

専など 400 人の研究者と 5500 人の学生の集積があり、同規模の都市としては大きな

地域資源となっており、水産工学系の連携だけでなく、販路拡大などのため商学系や人

文科学系の大学との連携もとっている。 

また「函館水産海洋都市を考える会」には地元企業 60 社が参加しており、これらが

産学官連携の中心となっている。 

施設として、「産学官交流プラザ」、「函館臨海研究所」を設置し、「研究所」には大学

ベンチャーなど 6社が入居し研究開発を行っている。 

今後、「函館どっく」の造船工場跡地に、トータルで 90 億円を投資して「研究センタ

ー」を建設予定。これには合併特例債 30 億円等を活用するということである。大きな投

資は大きな負担ではあるが、函館の将来をかけた取り組みと言える。 

また、人材育成や「知的クラスター創成事業」など国の補助事業を利用し積極的に

展開している。 

 

（２）労働政策と地域雇用創造推進事業 

北海道は恒常的に雇用問題を抱えており、函館の有効求人倍率も 0.31 と非常に厳

しい状況。視察では「雇用創出計画」を調査する予定であったが、加えて労働政策全般

の話を伺った。 

 

厳しい労働環境の中、函館市は「経済部」の中に「労働政策室」を設置、課は労働課

1 課であるが、「ジョブカフェ」、「高年齢者職業相談室（ハローワークと協働で市役所内

に設置）」、「職業訓練センター」、「勤労者総合福祉センター」を運営している。 

 



正規職員は 7 人だが、臨時職員 2 人の他、「出稼相談指導員」1 人、「通年雇用支

援員」2人の計 12人体制である。 

 

地域雇用創造実現事業は、簡単にいえば「雇用プラン」であり、3 年で 300 人の雇用

創出をめざしている。 

函館の雇用創出の重点分野は、「ものづくり」、「販売・サービス」、「観光」の３つ。それ

ぞれの分野の雇用に結びつけるため、経営者向けの研修や、ビジネススキルを身につけ

る人材育成研修、企業とのマッチングのための合同企業説明会やUI ターンフェアなどの

開催を計画している。 

 

【所感】 

（１）浜松では、光技術やものづくりを中心に産学官連携を推進しているが、函館は水産

業を発展させたカタチで事業を推進している。水産業を基盤として技術開発により、工

業製品化や商品化するだけでなく、海洋・水産資源研究や観光まで、幅広く事業連携し

ている。 

たとえば、技術開発や商品化に成功しても、その先にある販路拡大やビジネスマッチ

ングが課題となるが、函館では、文科系大学や地域連携により市民が一体となって進め

ているのを感じる。 

また小学生に水産資源に関心を持ってもらうところからスタートしているが、将来を担

う人材育成の面では不可欠である。 

 

浜松との違いのひとつは “わかりやすさ” の差である。イカやこんぶなど身近な食材

を資源に事業を進めることは、光・メカトロニクスなど専門性の高いモノを扱う浜松に比べ、

協働作業が進めやすいと感じた。浜松の将来を担う産学官連携事業も、わかりやすさ、

市民参画の工夫が必要と考えられる。 

また、一次産業にもっと目を向けるべきと感じた。ハイテクはわかりにくいが、森林資源

や農業資源はわかりやすい。浜松の “ものづくり” は決して二次産業だけではなく、豊富

な一次産業資源も活用すべきである。 

 

（２）浜松の労働政策は、急激に変化した現下の状況を反映できておらず、緊急に改善

が必要と感じる。 

5 月議会の代表質問で「雇用プランを検討する」との答弁をもらったが、早急な対応

が必要である。 

函館市の組織体制は上記のとおり。また一般会計の財政規模は浜松の半分程度だ

が、労働予算は 4.6 億円である。 

これまで浜松は、雇用労働政策について大きな問題を抱えていなかったため、少人

数体制で、かつ労働費も少なく済んできたが、現状を考えると、やはり至急強化すべき

である。 

産業政策課の中のグループ組織であることの是非もともかく、現状であれば、産業政

策担当グループからの人的応援をもらってでも、労働政策の強化、雇用プランの策定と

実効性ある雇用政策を進めなくてはならないと考える。 



３．ニセコ町 

  
【調査概要】 

○情報公開と住民参加によるまちづくり 

ニセコ町は人口4667人、面積197㎢、スキー場などの観光産業と農業が中心の小

さな町。前町長（現衆議院議員）が、小さな町が生き残っていくために、積極的な情報

公開を進め、自立したまちづくりを行っている。 

「まちづくり基本条例」（自治基本条例）を平成 12 年に策定し、まちづくりの二大原則

を「情報共有」と「住民参加」と定めた。また平成 17 年には「議会の役割と責務」も盛り

込み改正している（議会基本条例の要素）。 

 

①情報共有の仕組み 

まずはじめに「文書管理システム」を導入した。これは、まず、職員間で情報共有する

ための仕組みで、ややもすればありがちな「担当者がいないとわからない」という点を改

善したもの。書類探しの時間を原課であれば 30 秒以内、他部門でも 1～2 分に短縮し

たとのことで、業務効率のアップにもつながっている。 

町民との情報共有では、いち早く財政事情の公開を進めたことがあげられる。平成 16

年の合併協議に際し、今後 20 年間にわたる長期財政計画を全町民に提示し、現在も

それをベースとした持続可能な町政運営を行っている。 

毎年度の予算も「もっと知りたい今年の仕事」という冊子にして、全世帯に配布。事業

内容を町民にわかりやすく説明している（当然、款項目でなく事業分野別である）。 

また、職員による「町民講座」（出前講座）のほか、直接、町長と意見交換できる場も

設定している。 

 

②住民参加 

さまざまな事業で住民参加が進んでいる。「学習交流センター」「堆肥センター」「一般

廃棄物最終処分場」など町施設の整備も町民が参加して行われ、有償無償ボランティ

アが運営したり、町民全体でごみの減量に取り組む等の成果をあげている。街路整備事

業も住民参加で行い、都市景観大賞など多数を受賞している。 

 

③情報共有と住民参加をともに実現する一石二鳥の仕組み 

情報共有と住民参加を両立する仕組みの一つに「まちづくり委員会」がある。市政モ

ニターのようなものだが、「まちづくりサポート事業」（住民協働助成補助金）の審査も行っ

ている。 

また未成年者の町政参加を保障するために「小学生・中学生まちづくり委員会」、「子

ども議会」を平成 13 年度からスタートしている。当初は親の意向をくむ子どもが多かった

とのことだが、今はしっかり根付き、子ども独自の視点で議論、提言をしているとのこと。 

 

 

 

 



【所感】 

小さな町にこそ行財政改革のネタは多い。生き残るための取り組みこそ地方自治の

原点である。ニセコ町でもそれを実感させられた。 

「文書管理システム（ファイリングシステム）」は、浜松市においても市民クラブが提案

しているが未導入である。その成果は明らかであり推進を求めていきたい。 

情報共有では、“わかりやすい” 広報がなされていると感じた。小学生や中学生でも

わかるような市政（町政）情報を提供すれば、政治への関心は高まる。それによって住

民参画が増えるという好循環を、ニセコ町は実践している。 

浜松においても「市民協働」がキーワードとなっているが、お任せ民主主義から脱却し

「市民協働」を進めるためには、場の設置やキーマンの育成、そしてなにより情報公開が

必要である。 

人口 5 千人弱、年間予算 42 億円の町と、80 万人、4500 億円の政令市を同列に

論じることはできないが、姿勢や考え方など学ぶことは多い。 

とりわけ「情報共有」や「住民参加」を支えているのは、「自ら考え行動できる職員」の

育成ということであったが、まさに職員の意識を変えることが必要である。 

 

 



４．小樽市 

○新型インフルエンザ対策 

 

【調査概要】 

小樽市は H5N1（鳥インフルエンザ）に備えて、行政と市民の対策をいち早く整備した

都市。この取り組みを進めた保健所長は、残念ながらすでに退職したが、危機管理体

制を含めた、さまざまな取り組みは参考になった。 

「行政内部の行動計画」は平成 17 年に策定し、平成 20 年 12 月に改訂 5 版をつく

っている。企業においても BCP（事業継続計画）の策定が進んでいるが、小樽市のこの

危機管理対策は浜松市においても参考にできる。 

「市民向けのガイドライン」は、フリーペーパーなどのように、書店で配布しているとのこ

と。学問的な解説部分はややわかりにくいが、学校や観光施設（小樽は観光都市）での

対応や、要介護者への対応など、さまざまな対策を例示している。 

また、「感染症危機対策ネットワーク」をつくり、医療機関や観光施設、学校、保育所

幼稚園など 300 施設と連携を取り、情報共有化やいざという時の対策の推進体制を構

築している。 

また「市中の医療機関」では対応できないような患者が発生した場合、市立病院の病

床を使って、主治医が患者の治療にあたる仕組みを持っているとのことであった。 

 

最近の新型インフルエンザへの対応は、まだ患者の発生はないものの、対策本部を

設置しており、HP を利用した情報提供を行っている他、すでに患者発生に備え「自宅療

養ガイドブック」を作成している。また「せきエチケット」など予防のための資料を配布して

いる。 

 

【所感】 

対策先進都市として、いくつかの参考資料をいただいた。浜松市の危機管理体制に

ついては、先の議会でも質問が出されていたが、今回の調査資料は、議会で使うという

よりも当局の参考資料として、早期の BCP 策定に使っていただくべきかもしれない。 

 

以上 


