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平成２１年度以降における財政収支改善案への意見
収支改善案の内容

項　　　　目 見　直　し　内　容 効果額 意　　　　見
百万円

◎歳出分野 306.4

①庁内経費

〇庁費 庁舎管理費等の総額を削減する 40.7 

庁舎修繕経費の縮減

その他庁費の見直し

〇人件費 職員採用の抑制、嘱託･臨時職員の配置見直し、 51.3 
職員住居手当及び時間外勤務手当の縮減を行う
職員採用の抑制

嘱託職員･臨時職員の配置見直し
　交通安全推進員、介護保険料徴収員、
　生涯学習推進員など
住居手当の縮減
　国家公務員に準じた取り扱い

　平成21年度において歳出・歳入分野で以下のとおり収支改善を行うこととします。

庁舎(ﾃﾞ･ｱｲを含む)清掃の回数削減

市長交際費等の30％削減
消耗品費(事務用品等)の30％圧縮
市有建築物の運営にかかる光熱水費の5％圧縮
日当の廃止等をはじめ旅費の30％圧縮

　平成21年度採用ゼロ

○職員の駐車料の徴収を冬期間だけでなく、年間
を通して行ってはどうか。（納内）
○交際費は市長自らの給料から支出すべき。（役
所）
○交際費については、市勢振興のために必要なら
十分に使ってほしい。（役所）
○市長専用車の必要性を検討すべき。（役所）
○市の公用車をゼロとし、どうしても必要な時に
は営業車やリースなど、公用車に関する経費削減
について検討すべき。（音江）

○職員給与の削減も検討してはどうか。（納内）
○管理職手当てを５０％削減してはどうか。（納
内）
○市職員の人件費・職員数の削り込みが少ない。
この部分を行わないで、一方的に他の部分を削る
のは納得できない。（役所）
○市長の給料を下げ、退職金は半分にするなど、
自身が身を削るべき。（役所）
○市長・部長の給料の何割かを減らしてほしい。
（役所）
○嘱託職員・臨時職員の数が多いと感じている。
事務改善に職員が緊張しながら行ってほしい。
（役所）
○市税と人件費がほぼ同額であり、人件費を削れ
ば他の削減が和らぐと感じる。（役所）
○市職員は地域に根付いており、持家の住居手当
は値上げをし、借家の住居手当は減額してもよい
のではないか。（役所）
○職員給は、国の賃金を基準とするのではなく、
地域の賃金を基準として決めるべき。（役所）
○嘱託・臨時職員の配置見直しや施設の委託料縮
減などは雇用に影響することから、雇用対策も必
要と考える。（懇談会）

○議員報酬２．５％カットについては、議員の痛
みが少ないと感じている。議員も厳しさを感じて
ほしい。（懇談会）
○議員報酬２．５％カットは市職員より低く納得
いかない。定数を減らすことも考えてほしい。議
員も痛みを分かち合うことが必要である。（懇談
会）
○議員の数はもう少し減らしてもいいと思う。
（中央）
○議員の政務調査費を半額とし、改選期以降はゼ
ロとする。市職員だけでなく、議員も痛みを感じ
てほしい。このことは強くやっていただきたい。
（懇談会）
○ハコモノを作って大変だと聞くが議員にも責任
がある。議員の経費削減についても財政収支改善
案の項目に含めてほしい。（多度志）
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項　　　　目 見　直　し　内　容 効果額 意　　　　見

支所職員体制のスリム化 3.8 

②施設の維持管理

〇生きがい文化ｾﾝﾀｰ ﾊﾟﾄﾘｱﾎｰﾙの休止及び清掃管理業務の効率化 10.8 

〇支所(納内･多度志)

○職員給与の削減も検討してはどうか。（納内）
○管理職手当てを５０％削減してはどうか。（納
内）
○市職員の人件費・職員数の削り込みが少ない。
この部分を行わないで、一方的に他の部分を削る
のは納得できない。（役所）
○市長の給料を下げ、退職金は半分にするなど、
自身が身を削るべき。（役所）
○市長・部長の給料の何割かを減らしてほしい。
（役所）
○嘱託職員・臨時職員の数が多いと感じている。
事務改善に職員が緊張しながら行ってほしい。
（役所）
○市税と人件費がほぼ同額であり、人件費を削れ
ば他の削減が和らぐと感じる。（役所）
○市職員は地域に根付いており、持家の住居手当
は値上げをし、借家の住居手当は減額してもよい
のではないか。（役所）
○職員給は、国の賃金を基準とするのではなく、
地域の賃金を基準として決めるべき。（役所）
○嘱託・臨時職員の配置見直しや施設の委託料縮
減などは雇用に影響することから、雇用対策も必
要と考える。（懇談会）

○議員報酬２．５％カットについては、議員の痛
みが少ないと感じている。議員も厳しさを感じて
ほしい。（懇談会）
○議員報酬２．５％カットは市職員より低く納得
いかない。定数を減らすことも考えてほしい。議
員も痛みを分かち合うことが必要である。（懇談
会）
○議員の数はもう少し減らしてもいいと思う。
（中央）
○議員の政務調査費を半額とし、改選期以降はゼ
ロとする。市職員だけでなく、議員も痛みを感じ
てほしい。このことは強くやっていただきたい。
（懇談会）
○ハコモノを作って大変だと聞くが議員にも責任
がある。議員の経費削減についても財政収支改善
案の項目に含めてほしい。（多度志）

○施設については、即廃止、休止ではなく、利用
者による運営など、いろんな方法も検討してもら
いたい。（納内）
○遊休状態の施設もあり、これらの施設について
は、廃止や統合を検討すべき。（納内）

○パトリアホールを使わないのはもったいない。
（役所）
○パトリアホールを使っていたところは「み・ら
い」を使うときにパトリアホールと同じ料金にす
ることを考えてほしい。（中央）
○文化芸術祭を「み・らい」で開催する場合、施
設の機能上、同時・同一会場ではできなくなる。
（役所）
○文化芸術祭は他町に負けないほど発展してい
る。パトリアホールを閉鎖してしまうと文化がな
くなる。（中央）
○パトリアホールと「み・らい」では規模が全然
違い２００人規模の公演は「み・らい」では利用
しづらい。（中央）

○生きがい文化センターのピアノを経済センター
の３階に持っていくことで、公演が可能になる。
困窮した中でもアイデアはある。（中央）
○市内に合計８００人の文化団体関係者がいるの
でどうしたらやっていけるのか市民と考えてほし
い。（中央）
○生きがい文化センターの郷土資料館は、利用希
望があった時にだけ職員が開館したらよい。（懇
談会）
○３００人を超えるイベントが少なければ、パト
リアホールよりみらいを閉鎖したほうが効果が高
いのではないか。（中央）
○みらいのキャパは６００人と大きいので、パト
リアホールを使用していた団体によっては、不要
である。（中央）
○図書館の開館時間は１７時までとする。電気
代、冷暖房代、人件費が軽減できる。（懇談会）
○図書館の開館は、せめて１９時まで開館すべき
ではないか。利用者のことも考える必要がある。
（懇談会）
○生涯学習課が生きがい文化センターに移ったの
だから、課の中で人的配置を見直し、人件費の縮
減を図るべき。（懇談会）

○支所は毎日の開設でなく、週何日かの開設でも
よいのではないか。（懇談会）
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項　　　　目 見　直　し　内　容 効果額 意　　　　見

〇ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰと地域ﾎﾟｰﾀﾙ･ｵﾝﾗｲﾝﾓｰﾙの業務統合 9.5 

〇ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 維持管理経費の縮減 2.2 

〇勤労青少年ﾎｰﾑ 勤労青少年ﾎｰﾑの廃止 9.9 

○コミセンの見直しは、地域の人が集う所や機会
を削減することになる。（納内）
○コミセンの縮減が示されているが、公民館はど
うなのか。（音江）

○勤労青少年ホームが、廃止となれば、市内の冬
季の体育施設は総合体育館しかなくなる。利用者
がおり、廃止ではなく、体育館の単独使用など、
もう少し見直しや有効利用を考えてはどうか。
（納内）
○勤労青少年ホームは、現実に24,000人ほどの利
用がある。廃止について一考いただきたい。利用
料金を上げてもかまわない。（役所）
○勤労青少年ホームの廃止を再考願いたい。（多
度志）

○パトリアホールを使わないのはもったいない。
（役所）
○パトリアホールを使っていたところは「み・ら
い」を使うときにパトリアホールと同じ料金にす
ることを考えてほしい。（中央）
○文化芸術祭を「み・らい」で開催する場合、施
設の機能上、同時・同一会場ではできなくなる。
（役所）
○文化芸術祭は他町に負けないほど発展してい
る。パトリアホールを閉鎖してしまうと文化がな
くなる。（中央）
○パトリアホールと「み・らい」では規模が全然
違い２００人規模の公演は「み・らい」では利用
しづらい。（中央）

○生きがい文化センターのピアノを経済センター
の３階に持っていくことで、公演が可能になる。
困窮した中でもアイデアはある。（中央）
○市内に合計８００人の文化団体関係者がいるの
でどうしたらやっていけるのか市民と考えてほし
い。（中央）
○生きがい文化センターの郷土資料館は、利用希
望があった時にだけ職員が開館したらよい。（懇
談会）
○３００人を超えるイベントが少なければ、パト
リアホールよりみらいを閉鎖したほうが効果が高
いのではないか。（中央）
○みらいのキャパは６００人と大きいので、パト
リアホールを使用していた団体によっては、不要
である。（中央）
○図書館の開館時間は１７時までとする。電気
代、冷暖房代、人件費が軽減できる。（懇談会）
○図書館の開館は、せめて１９時まで開館すべき
ではないか。利用者のことも考える必要がある。
（懇談会）
○生涯学習課が生きがい文化センターに移ったの
だから、課の中で人的配置を見直し、人件費の縮
減を図るべき。（懇談会）
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項　　　　目 見　直　し　内　容 効果額 意　　　　見

〇都市農村交流ｾﾝﾀｰ｢まあぶ｣ 指定管理委託料の縮減 1.5 

〇ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場 指定管理委託料の縮減及びｲﾙﾑの滝管理費の削減 2.2 

〇道の駅 指定管理委託料の縮減及びﾃﾅﾝﾄ料の増額 2.4 

〇ｱｰﾄﾎｰﾙ東洲館 指定管理委託料の縮減 0.4 

〇文化交流ﾎｰﾙ｢み･らい｣ 管理・業務体制の効率化 14.0 

〇総合運動公園体育施設 指定管理委託料の縮減 2.7 

〇温水ﾌﾟｰﾙ｢ｱ･ｴｰﾙ｣ 25.0 

〇ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ場 さわやか広場ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ場･石狩緑地ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌｺｰｽ 6.8 
の休止

開館時間の短縮･ｻｳﾅ休止(浴室及び採暖用のうち
1ｶ所)等

○勤労青少年ホームが、廃止となれば、市内の冬
季の体育施設は総合体育館しかなくなる。利用者
がおり、廃止ではなく、体育館の単独使用など、
もう少し見直しや有効利用を考えてはどうか。
（納内）
○勤労青少年ホームは、現実に24,000人ほどの利
用がある。廃止について一考いただきたい。利用
料金を上げてもかまわない。（役所）
○勤労青少年ホームの廃止を再考願いたい。（多
度志）

○アートホールはもう見直さないのか。（納内）
○アートホール東洲館について、１回目は休止の
表示で今回は４０万円の削額。もっと大きい幅の
削減ではなかったのか。市民の中には理解できな
いと言っている人がいる。（懇談会）

○パークゴルフは市民の健康や経済面で効果があ
ると考える。（納内）
○さわやか広場を休止し桜山を残しても、遠くて
利用できない。（納内）
○年金生活者にとっては、入志別から総合体育館
や桜山に行くのは金銭面で大変であり、行きづら
い。（納内）
○桜山は山坂があり老人には辛い。（納内）
○パークゴルフ場の料金を減らすことで利用者が
増え、収入が増加する場合もあると思う。（中
央）
○深川市には無料のパークゴルフ場が多すぎる。
行政でやる部分が多く、残すところだけ残し、減
らすところは減らしてほしい。（中央）

○「み・らい」の削減内容は指定管理者として聞
いている内容ではない。パトリアホールが休止に
なり、「み・らい」に利用が流れてきてもこれだ
けの削減額では運営できない。（役所）

○プールを全面廃止にしてほしい。（中央）
○プールについて今回の改善案では効果は少な
い。（中央）
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項　　　　目 見　直　し　内　容 効果額 意　　　　見

〇観光施設等 彩りの丘、ｲﾙﾑｹｯﾌﾟｽｶｲﾗｲﾝ、鷹泊ふるさとの森、 0.9 
市民さくらまつり等にかかる経費の縮減

〇都市公園等 維持管理水準の見直し 10.0 

〇その他の施設 維持管理経費の縮減 7.8 
　向陽館
　ぬくもりの里交流促進施設
　総合福祉ｾﾝﾀｰ
　労働福祉会館
　林業ｾﾝﾀｰ
　経済ｾﾝﾀｰ
　ﾌﾟﾗｻﾞ深川
　文光児童館
　公民館　等

③補助･交付金

〇社会福祉協議会事業 事業費補助金の削減 0.6 

〇深川市高齢者事業団運営補助 道費補助期間終了に伴い、補助金を廃止 0.4 

〇深川農業ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ推進事業 3.0 

〇夏冬まつり 1.6 

事業費の圧縮(1,000千円)及び道地域再生ﾁｬﾚﾝｼﾞ
交付金充当(2,000千円)

前年度交付金の10％削減
　区分　　　　　　　H20交付金額
　しゃんしゃん祭り　10,000千円
　鷹泊湖水まつり　     355千円
　氷雪まつり　　　　 3,600千円
　その他　　　　　　 1,700千円

○しゃんしゃん祭りの減額が１００万円では納得
できない。（役所）
○しゃんしゃん祭りは、半額にするくらいでもよ
い。（役所）
○しゃんしゃん祭りの必要性について、市民の判
断を仰いでもらいたい。（役所）
○しゃんしゃん祭りの１０％カットであるが、財
政が逼迫している中では、３～５年休止する考え
があってもよいのではないか。子育て支援などに
予算を回した方が良い。（懇談会）

○しゃんしゃん祭りのお金がどこに使われている
かがわからないが、１,０００万円のお金をどう
にかできないか。（多度志）
○しゃんしゃん祭りはいらないと思う。廃止して
独自の祭りを作ってほしい。（中央）
○しゃんしゃん祭りの９００万円は今後も交付さ
れるとしたら大胆な削減ができないか。交付金は
以前から交付しているので、削減して自立させて
はどうか。（中央）
○しゃんしゃん祭り振興会として抜本的に見直す
必要がある。会議所と行政で検討して見直してほ
しい。（中央）
○しゃんしゃん祭りの名称や中身を変えて存続さ
せるべきである。（中央）

○今後も深川農業ステップアップ推進事業を続け
てほしい。（多度志）
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項　　　　目 見　直　し　内　容 効果額 意　　　　見

〇特色ある教育活動推進交付金 0.4 

〇事業内職業訓練ｾﾝﾀｰ事業 補助事業の整理 1.9 

〇納税貯蓄組合補助金 補助金の廃止 0.7 

〇職員福利厚生会交付金 交付金の廃止 0.9 

〇その他団体や事業に対する 団体活動に対する補助金や各種事業補助交付金 9.7 
　補助交付金 の総合的見直し

　　見直しの基本的方針

等に対する比率により、次のとおり取り扱う。

ただし、国・道補助金の交付を受けて行うもの、

しているもの、既に交付先と合意済のもの、
特定基金を財源とするものなどについては対象

から除外する。

前年度交付金の10％削減

平成20年度における補助交付金の当該団体予算

　事業等規模に対する補助金の割合が30%を超
　えるもの5％削減
　事業等規模に対する補助金の割合が30%以下
　のもの10％削減

平成20年度において前年度比10％を超えて削減

○補助金、交付金については一度白紙に戻して活
動状況を把握、精査し、交付するべき。（納内）
○一律に何％カットでは、一所懸命やっている団
体の活動が停滞するおそれがある。（納内）
○深川消費者大会のような啓蒙・啓発は、復活す
ることを願っている。（懇談会）

○しゃんしゃん祭りの減額が１００万円では納得
できない。（役所）
○しゃんしゃん祭りは、半額にするくらいでもよ
い。（役所）
○しゃんしゃん祭りの必要性について、市民の判
断を仰いでもらいたい。（役所）
○しゃんしゃん祭りの１０％カットであるが、財
政が逼迫している中では、３～５年休止する考え
があってもよいのではないか。子育て支援などに
予算を回した方が良い。（懇談会）

○しゃんしゃん祭りのお金がどこに使われている
かがわからないが、１,０００万円のお金をどう
にかできないか。（多度志）
○しゃんしゃん祭りはいらないと思う。廃止して
独自の祭りを作ってほしい。（中央）
○しゃんしゃん祭りの９００万円は今後も交付さ
れるとしたら大胆な削減ができないか。交付金は
以前から交付しているので、削減して自立させて
はどうか。（中央）
○しゃんしゃん祭り振興会として抜本的に見直す
必要がある。会議所と行政で検討して見直してほ
しい。（中央）
○しゃんしゃん祭りの名称や中身を変えて存続さ
せるべきである。（中央）
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項　　　　目 見　直　し　内　容 効果額 意　　　　見

④その他行政経費

〇療育ｾﾝﾀｰ運営事業 3.2 

0.8 

〇障がい程度区分認定事務 0.6 

〇ひとり暮らし老人等安否 委託をやめて、職員による実施へ 0.9 
　確認ｻｰﾋﾞｽ

〇高齢者等移送ｻｰﾋﾞｽ事業等 対象者を市民税非課税世帯に限定し、助成基準 1.4 
の改定及び利用者負担の新設
重度障がい者ﾊｲﾔｰ利用

人工透析患者ﾊｲﾔｰ利用

移送サービス　燃料費の実費負担の新設

〇放課後児童特別対策事業 委託経費の縮減 0.3 

〇市道除排雪事業 歩道除雪路線の見直し及び排雪経費の縮減 21.5 

職員1名分に対する北空知5町の負担の新設(協議中)

〇深川市ほか5町介護認定事務 北空知1市5町の経費負担の見直し

北空知1市5町での共同認定事務に移行

　年間 5千円(居住地による加算あり)

　年間10千円(居住地による加算あり)

○職員による実施となっているが、職員数を減ら
す中で職員の負担が増えることになる。ただ予算
を削るだけの観点に立った内容・結果である。
（音江）
○ひとり暮らし老人等安否確認サービスは職員で
実施するより民間に委託したほうが安いと考え
る。（中央）

○移送サービスは、急に料金をあげるのではな
く、ある程度状況を見極めてから実施してほし
い。（多度志）

○現在の市道の除排雪近隣の町と比べ質が高い。
質を落とすことは交通事故が心配である。せめて
雪山から子どもの頭が見える高さの除排雪をして
ほしい。（中央）
○市道の除排雪費の削減については反対である。
（中央）
○市道の排雪、歩道の除雪は問題がある。従来ど
おりとしてもらいたい。（中央）
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項　　　　目 見　直　し　内　容 効果額 意　　　　見
〇小･中学校スキー学習 ﾘﾌﾄ代などの保護者負担 2.8 

〇要保護・準要保護児童生徒 学用品等定額支給分の縮減 0.9 
　援助

〇生きがい文化ｾﾝﾀｰ ｿﾌﾄ事業 市民映画会の廃止など 2.7 

〇天体観測業務委託 天体観測室業務委託の休止 1.0 

〇その他の行政経費 事業の廃止･効率化など 21.6 

⑤一部事務組合負担金 市が構成団体となっている一部事務組合に対
する負担金の見直し

〇深川地区消防組合 庁内経費の圧縮、救急負担金の増額、職員採用 15.2 
の抑制など

〇北空知衛生ｾﾝﾀｰ組合 管理委託料及び設備修繕費等の縮減 11.0 

〇北空知葬斎組合 葬斎場使用料の改定 1.4 

※項目以外に対する意見
○大変な苦労をして、この案を作ったと思う。財
政収支改善のためには、大きな意味で賛成であ
る。（納内）
○案で示されたものは、思い切った取り組みで、
短期間に解決できるようにしてもらいたい。（納
内）
○施設の休止、廃止を行う中で、文西コミセンの
建設は中止するべきである。（納内）
○廃止・休止施設は地域合意の上で作ったものを
見直そうとしている。その観点で文西コミセンも
取り扱いをすべきでないか。（懇談会）
○北新小を他校と統合し、経費の削減を図っては
どうか。（役所）
○学校の児童･生徒の数が減っているが、統合な
どを考えていかないと思う。（多度志）

○ハコモノを作って大変だと聞いている。それぞ
れの地域の議員にも責任があり、議員についても
財政収支改善案の項目に含めてほしい。（多度
志）
○町内会の数が多すぎ、市との連携がとれづらい
と感じる。町内会の統合を進めるべきである。
（役所）
○行政と市民が敵対意識を持っていては行政改革
は解決しない。市民に対する説明や話し合いが不
足している。（役所）
○何％カットではなく、実際に必要なものを選択
して進めるべき。（役所）
○前市長の行ったものを切ってこそ、山下市長に
ついていく市民が増える。（役所）
○必要な時は思い切って実行しないといけない。
積極的に前向きに進めていただきたい。（懇談
会）
○エコバレーの赤字の関係が示されていない。市
民負担になることをなぜ示さないのか。（懇談
会）
○行財政改革はマイナスの部分のほか、プラスの
部分があってもよいのではないか。（懇談会）
○収支改善案を示す前に職員が行うべきことはた
くさんある。実施しているものがあれば、それを
示さないと市民は市が節約を行っていることが分
からず納得しない。（懇談会）
○削減するだけでなく、収入源を考えるべきであ
り、深川市をＰＲすることが必要。道内一と言わ
れている道の駅を活用して、訪れる方に深川市を
ＰＲし、市街地に誘導することを考えるべき。
（懇談会）
○小中学校、保育所などは家庭に対して負担が大
きい。お祭りとかではなく普段の生活を大事にで
きる予算を作ってほしい。（多度志）
○今回の見直し検討項目は子ども、お年寄りに不
親切な気がする。ある程度の経過措置をとりなが
らやってほしい。（多度志）
○お年寄りや子どもにかかわる部分は聖域であ
り、大切にしないといけない。１、２年収支の改
善が延びてもその部分は削ってはいけない。（中
央）
○すきやき隊の活動のほかに、子どもが安全に逃
げ込める場所を作ってほしい。（中央）

○街づくりのビジョンが見えてこない。健康福
祉、子育てのサービスを低下させないでほしい。
（中央）
○いきなりカットにしなくても、地域と相談し実
施できることがあると考える。（中央）
○町内ごとに協力してもらえるものは協力しても
らうようにお願いをしてほしい。（中央）
○住民と手を取り合うような市を作ってほしい。
（中央）
○このままだと企業が減り、人口も減る。子育て
を支援したほうがいい。（中央）
○金額の小さなものは削減をしないで金額の大き
なものだけを削減してほしい。（中央）
○向陽の農道整備を先延ばしにしてはどうか。緊
急性はないと思う。（中央）
○改革はもっと時間をかけてやってほしい。Ｈ２
３年までは早期健全化団体にならないので余裕を
持って行うべき。（中央）
○改正案の将来性が見えてこない。なぜこうなっ
たか、止めることが出来なかったのか、その原因
と責任について改善案に記載すべき。（中央）

○現在の市道の除排雪近隣の町と比べ質が高い。
質を落とすことは交通事故が心配である。せめて
雪山から子どもの頭が見える高さの除排雪をして
ほしい。（中央）
○市道の除排雪費の削減については反対である。
（中央）
○市道の排雪、歩道の除雪は問題がある。従来ど
おりとしてもらいたい。（中央）
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項　　　　目 見　直　し　内　容 効果額 意　　　　見

○大変な苦労をして、この案を作ったと思う。財
政収支改善のためには、大きな意味で賛成であ
る。（納内）
○案で示されたものは、思い切った取り組みで、
短期間に解決できるようにしてもらいたい。（納
内）
○施設の休止、廃止を行う中で、文西コミセンの
建設は中止するべきである。（納内）
○廃止・休止施設は地域合意の上で作ったものを
見直そうとしている。その観点で文西コミセンも
取り扱いをすべきでないか。（懇談会）
○北新小を他校と統合し、経費の削減を図っては
どうか。（役所）
○学校の児童･生徒の数が減っているが、統合な
どを考えていかないと思う。（多度志）

○ハコモノを作って大変だと聞いている。それぞ
れの地域の議員にも責任があり、議員についても
財政収支改善案の項目に含めてほしい。（多度
志）
○町内会の数が多すぎ、市との連携がとれづらい
と感じる。町内会の統合を進めるべきである。
（役所）
○行政と市民が敵対意識を持っていては行政改革
は解決しない。市民に対する説明や話し合いが不
足している。（役所）
○何％カットではなく、実際に必要なものを選択
して進めるべき。（役所）
○前市長の行ったものを切ってこそ、山下市長に
ついていく市民が増える。（役所）
○必要な時は思い切って実行しないといけない。
積極的に前向きに進めていただきたい。（懇談
会）
○エコバレーの赤字の関係が示されていない。市
民負担になることをなぜ示さないのか。（懇談
会）
○行財政改革はマイナスの部分のほか、プラスの
部分があってもよいのではないか。（懇談会）
○収支改善案を示す前に職員が行うべきことはた
くさんある。実施しているものがあれば、それを
示さないと市民は市が節約を行っていることが分
からず納得しない。（懇談会）
○削減するだけでなく、収入源を考えるべきであ
り、深川市をＰＲすることが必要。道内一と言わ
れている道の駅を活用して、訪れる方に深川市を
ＰＲし、市街地に誘導することを考えるべき。
（懇談会）
○小中学校、保育所などは家庭に対して負担が大
きい。お祭りとかではなく普段の生活を大事にで
きる予算を作ってほしい。（多度志）
○今回の見直し検討項目は子ども、お年寄りに不
親切な気がする。ある程度の経過措置をとりなが
らやってほしい。（多度志）
○お年寄りや子どもにかかわる部分は聖域であ
り、大切にしないといけない。１、２年収支の改
善が延びてもその部分は削ってはいけない。（中
央）
○すきやき隊の活動のほかに、子どもが安全に逃
げ込める場所を作ってほしい。（中央）

○街づくりのビジョンが見えてこない。健康福
祉、子育てのサービスを低下させないでほしい。
（中央）
○いきなりカットにしなくても、地域と相談し実
施できることがあると考える。（中央）
○町内ごとに協力してもらえるものは協力しても
らうようにお願いをしてほしい。（中央）
○住民と手を取り合うような市を作ってほしい。
（中央）
○このままだと企業が減り、人口も減る。子育て
を支援したほうがいい。（中央）
○金額の小さなものは削減をしないで金額の大き
なものだけを削減してほしい。（中央）
○向陽の農道整備を先延ばしにしてはどうか。緊
急性はないと思う。（中央）
○改革はもっと時間をかけてやってほしい。Ｈ２
３年までは早期健全化団体にならないので余裕を
持って行うべき。（中央）
○改正案の将来性が見えてこない。なぜこうなっ
たか、止めることが出来なかったのか、その原因
と責任について改善案に記載すべき。（中央）
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項　　　　目 見　直　し　内　容 効果額 意　　　　見

○大変な苦労をして、この案を作ったと思う。財
政収支改善のためには、大きな意味で賛成であ
る。（納内）
○案で示されたものは、思い切った取り組みで、
短期間に解決できるようにしてもらいたい。（納
内）
○施設の休止、廃止を行う中で、文西コミセンの
建設は中止するべきである。（納内）
○廃止・休止施設は地域合意の上で作ったものを
見直そうとしている。その観点で文西コミセンも
取り扱いをすべきでないか。（懇談会）
○北新小を他校と統合し、経費の削減を図っては
どうか。（役所）
○学校の児童･生徒の数が減っているが、統合な
どを考えていかないと思う。（多度志）

○ハコモノを作って大変だと聞いている。それぞ
れの地域の議員にも責任があり、議員についても
財政収支改善案の項目に含めてほしい。（多度
志）
○町内会の数が多すぎ、市との連携がとれづらい
と感じる。町内会の統合を進めるべきである。
（役所）
○行政と市民が敵対意識を持っていては行政改革
は解決しない。市民に対する説明や話し合いが不
足している。（役所）
○何％カットではなく、実際に必要なものを選択
して進めるべき。（役所）
○前市長の行ったものを切ってこそ、山下市長に
ついていく市民が増える。（役所）
○必要な時は思い切って実行しないといけない。
積極的に前向きに進めていただきたい。（懇談
会）
○エコバレーの赤字の関係が示されていない。市
民負担になることをなぜ示さないのか。（懇談
会）
○行財政改革はマイナスの部分のほか、プラスの
部分があってもよいのではないか。（懇談会）
○収支改善案を示す前に職員が行うべきことはた
くさんある。実施しているものがあれば、それを
示さないと市民は市が節約を行っていることが分
からず納得しない。（懇談会）
○削減するだけでなく、収入源を考えるべきであ
り、深川市をＰＲすることが必要。道内一と言わ
れている道の駅を活用して、訪れる方に深川市を
ＰＲし、市街地に誘導することを考えるべき。
（懇談会）
○小中学校、保育所などは家庭に対して負担が大
きい。お祭りとかではなく普段の生活を大事にで
きる予算を作ってほしい。（多度志）
○今回の見直し検討項目は子ども、お年寄りに不
親切な気がする。ある程度の経過措置をとりなが
らやってほしい。（多度志）
○お年寄りや子どもにかかわる部分は聖域であ
り、大切にしないといけない。１、２年収支の改
善が延びてもその部分は削ってはいけない。（中
央）
○すきやき隊の活動のほかに、子どもが安全に逃
げ込める場所を作ってほしい。（中央）

○街づくりのビジョンが見えてこない。健康福
祉、子育てのサービスを低下させないでほしい。
（中央）
○いきなりカットにしなくても、地域と相談し実
施できることがあると考える。（中央）
○町内ごとに協力してもらえるものは協力しても
らうようにお願いをしてほしい。（中央）
○住民と手を取り合うような市を作ってほしい。
（中央）
○このままだと企業が減り、人口も減る。子育て
を支援したほうがいい。（中央）
○金額の小さなものは削減をしないで金額の大き
なものだけを削減してほしい。（中央）
○向陽の農道整備を先延ばしにしてはどうか。緊
急性はないと思う。（中央）
○改革はもっと時間をかけてやってほしい。Ｈ２
３年までは早期健全化団体にならないので余裕を
持って行うべき。（中央）
○改正案の将来性が見えてこない。なぜこうなっ
たか、止めることが出来なかったのか、その原因
と責任について改善案に記載すべき。（中央）
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項　　　　目 見　直　し　内　容 効果額 意　　　　見
◎歳入分野 114.9 

〇財産収入等 遊休土地等の売却促進 10.0 

〇市税等の収納対策 2.6 

〇使用料 都市農村交流ｾﾝﾀｰ｢まあぶ｣入館料等の改定 3.4 

ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場利用料の改定 1.2 

総合体育館個人使用料の改定 0.4 

温水ﾌﾟｰﾙ利用料の改定 7.2 

〇予防接種自己負担金 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種の自己負担金の改定 2.0 

〇がん検診自己負担金 各種がん検診自己負担金の改定 2.0 

〇学校災害共済掛金 0.1 

現年収納率の0.1％改善

入館料　　　　　500円→ 　600円
ｺﾃｰｼﾞ利用料　13,000円→15,000円

(ｺﾃｰｼﾞ利用料　12,000円→14,000円
　　　　　　　16,000円→17,000円)

小中学生　無料→ 50円
高校生　　70円→100円
一般　　 110円→150円

小中学生　 無料→200円　　
高校生　　250円→500円
一般　　　500円→800円
65歳以上　250円→500円

(1,000円→1,500円)

保護者負担を42.4％から50％に改定
(390円→460円)

○遊休土地だけではなく、広場や公園も整理して
はどうか。（納内）

○まあぶの入館料を上げるのは、収入が減り、逆
効果ではないか。料金を下げた方が、客が増える
と思う。（納内）
○まあぶ入館料を上げると近隣の温泉施設に客が
流れ、まあぶが利用されなくなる。（役所）
○まあぶの入館料を上げると客が減ると思う。現
状のままでよいのではないか。（懇談会）
○まあぶの値上げは５００円が適当な金額だと思
う。（中央）
○プールや体育館の使用料について、受益者負担
と収支改善は理解する。ただし、小中学生に料金
を課すことは反対である。（役所）
○料金を上げるとその利用者が減り、思うように
収入が上がらないのではないか。（音江）
○温水プールの高齢者料金を上げることによっ
て、健康のために利用している人が減り、健康管
理ができなくなった場合どうなるのか考えてほし
い。（多度志）
○温水プールの料金改定は、まあぶの改定と比べ
値段の格差が激しい。（中央）

○収納対策はしっかりと行ってほしい。（懇談
会）
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項　　　　目 見　直　し　内　容 効果額 意　　　　見

〇保育所保育料 国の徴収基準から軽減している保育料の改定 15.0 

　保育料を軽減している空知管内他市の状況

〇固定資産税 63.5 
　標準税率を超えて課税している道内市の状況

〇軽自動車税 7.5 
引上げ
　標準税率を超えて課税している道内市の状況

※項目以外に対する意見

歳出削減及び歳入確保の総額 421.3 

軽減率　25％→12.5％
(第2子及び第3子以降にかかる軽減措置は従前
のとおり)

　　夕張市　　6～50%
　　岩見沢市　14.45%
　　芦別市　　17%
　　滝川市　　6.1%
その他5市　軽減措置は講じられていない

税率の改正　1.4％(標準税率)→1.5％

　　夕張市　1.45%　　三笠市　1.75%
　　美唄市　1.45%　　滝川市　1.50%
　　芦別市　1.45%　　砂川市　1.50%
　　赤平市　1.50%　　歌志内市1.70%

税率の改正　税率を現行(標準税率)の1.2倍に

　　夕張市　1.5倍　　歌志内市1.5倍
　　赤平市　1.5倍　　函館市　1.1倍
　　滝川市　1.2倍　　根室市　1.2倍
　　砂川市　1.2倍

○施設を趣味のために利用している人や特定の利
用者には、公平性の原則から、応分の受益者負担
をもらうべき。（納内）
○受益者負担が原則である。（納内）
○コミセンなどの部屋や備品などの使用料につい
て、他の施設を利用する人との不公平が生じない
ように見直す時期にきている。（懇談会）
○観光など収入を上げる方法を考えるべき。（中
央）

○保育料の引き上げは子育て世代には厳しいもの
がある。実施すべきでない。（役所）
○保育料を上げると親が保育園に子供を預けなく
なり、保育園自体が成り立たなくなる。（役所）
○いきなり１２．５％の軽減率にされると家計が
苦しくなる。段階的な改定を望む。（音江）
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項　　　　目 見　直　し　内　容 効果額 意　　　　見

百万円

〇人件費等 (13.0) 

〇文光児童館 (4.0) 

〇街路灯設置事業 設置費補助及び維持費補助の補助率の改定 (1.9) 

〇ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ管理運営の抜本的見直し －

〇事業内職業訓練ｾﾝﾀｰ事業 補助事業の整理 (0.2) 

〇手数料 ごみ処理手数料の改定 (6.0) 

〇使用料 総合体育館及び総合運動公園体育施設に係る －

専用使用料等の改定

見込み額の合計 (25.1) 

【参加者】 【凡例】

日時　　　　　　　　　場所　　　　　　　 男　 女　 計 納内　：納内ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

役所　：深川市役所

音江　：音江公民館

多度志：多度志ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

中央　：中央公民館

懇談会：行財政改革推進市民懇談会

平成22年度に向けて検討を行う収支改善の項目は次のとおりです。

H22職員採用数の抑制等

文光児童館の閉館(H22年3月)

(ﾅﾄﾘｳﾑ灯への切替　等)

11月25日(火)18：00～　納内ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ　　 36　 12　 48

11月26日(水)18：00～　深川市役所　　　　 73　 25　 98

11月27日(木)18：00～　音江公民館　　　　 17　  3　 20

10月28日(金)18：00～　多度志ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ　 28　  6　 34

10月29日(土)18：00～　中央公民館　　　　 86   24  110

合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　240   70  310
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