
行革市民会議からの意見とその対応

1.各種審議会、委員会について

意図確認し
対応検討

後日
資料用意 概要

①  各種審議会や委員会において、行政の事務局
は議事録の作成に多大な時間を労している。今
後はすべての部局において議事録は箇条書き
にするべく統一して、簡素化を図る必要がある。
（発言録にする必要性があるかどうか。）

●

意図確認内容
・一切の例外なく箇条書きに統一ということ?

② 　各種審議会や委員会の委員に対して日当が
払われているが基本的に交通実費のみのボラン
ティア（無償）で良いのではないか。日当を支払
うとしても日額１０００円～２０００円程度で良いと
思われるので基本的な見直しの必要がある。

●

意図確認内容
・市が就任を依頼する委員も無償というイメージ?
・無償でない場合の日当案（1,000円～2,000円）の考え方は?

③ 　 委員の硬直化による内容の形骸化が見られる
ので改善が必要である。
　ついては、審議会等の発足の経緯、委員の選
出経緯、メンバー構成と在籍年数、開催状況の
資料のとりまとめをお願いしたい。公募委員を含
め選任の公平性、透明性に懸念があります。

● ●

意図確認内容
・「委員の硬直化による内容の形骸化」とはどのような意味?
問題視しているのは「委員の硬直化」or「審議の形骸化」?
・「委員の選任の公平性、透明性に対する懸念」とは具体的に
何?

資料
・現時点で用意できる資料は、審議会等の設置要綱等（市ホー
ムページからも検索できます）。要綱等に設置目的や委員構成
が記載されている。
・委員の選出経緯、在籍年数、開催状況の資料は、各課に照会
しないと作成できない状況。

2.補助金、交付金、助成金、奨励金について

意図確認し
対応検討

後日
資料用意 概要

① 　目的や経緯が不明確のものがあり洗い出しが
必要である。
　ついては、これらの経緯、交付先、金額、目
的、根拠、の資料のとりまとめをお願いしたい。
この際一切をゼロベースに戻して再構築する必
要があるのではないか。 ● ●

意図確認内容
・「一切をゼロベースに戻して再構築」とあるが、ゼロベースの考
え方のイメージは?
→推進計画に取組を掲げており、目的達成の状態と終期を設
定させている状況（目的妥当性と達成状況の観点で見直しして
いる）。さらに違う切り口での見直しを行う、というイメージ?

資料
・補助金等の一覧データあり。データには、目的、交付先、金額
等が記述。
・「根拠」は、交付規則や要綱。市ホームページから検索可能。

3．組織の見直しについて

意図確認し
対応検討

後日
資料用意 概要

① 　観光企画課と観光振興課、環境企画課と生活
環境課、農政企画課と農業振興課などについて
は統合したほうが業務の効率上、機能上良いの
ではないかと思われる。統合について検討をお
願いしたい。ラインとスタッフの機能が働いてい
ないし、縦割り組織の弊害が散見される。

●

意図確認内容
・「○○企画課と○○振興課を統合した方が効率的・機能的」、
「ラインとスタッフが機能していない」、「縦割り組織の弊害が散
見」について、それぞれ具体的な根拠は?
・「○○企画課と○○振興課を統合した方が効率的・機能的」と
の意見は、企画部門と実施部門を統合した方がよい、という意
味?

② 　一課1係のところがいくつかあり、その課に副課
長も配置されている。一課1係のあり方及び副課
長の配置に疑問を感じる。一課2係程度までは
副課長は不要と考える。業務の効率化、意思決
定の迅速化、明確化の観点から見直しが必要と
考える。組織図と人員配置図を見せていただき
たい。

●

資料
・19年度の組織図及び人員配置図を作成次第配布する。

③ 　４月から２人副市長制になるのに合わせ、グ
ループ制の導入など組織改革、機構改革を検
討するべきだ。

－ －

・グループ制など組織機構の見直しは検討する。

提案事項
対応

提案事項
対応

対応
提案事項

提案事項
対応

推進計画に基
づき実施する

資料３



意図確認し
対応検討

後日
資料用意 概要

④ 　教育委員会の所管に生涯学習推進課や水族
博物館が入っているが違和感がある。目的と役
割の点から見直しが必要と考える。

●

意図確認内容
・「違和感」の具体的な内容は?

⑤ 　3セクや指定管理者管理の施設、その他の公
的施設の管理は所管課ごとに行われているが、
管理の考え方等の統一が難しい上に、同じよう
なことをいくつかの課で行っていることの非効率
さが伺える。早急に見直す必要がある。
　組織の見直しは仕事の仕方の見直しそのもの
であるので全体的に再度検証する必要がある。

●

意図確認内容
・「管理の考え方等の統一が難しい」」とは具体的に何?
・「同じようなことをいくつかの課で行っている」の具体的な例は?

・組織機構の見直し自体は検討する。

4.議会について

意図確認し
対応検討

後日
資料用意 概要

① 　議員の時給はどのくらいか。（かかっている費
用を一度すべて洗い出してみてください。費用
の見直しを視野に入れて。） ●

早急に把握して資料を提示する。

② 　 議員の利益誘導行動を規制する上で、議員
からの問い合わせ等について職員はすべてを
記録して報告する体制が必要と考える。
　議会前の事前の質問内容確認等についても
見直す必要がある。

●

意図確認内容
・「議会前の事前の質問内容確認等についても見直す必要があ
る」とあるが、具体的に問題視している点は?

③ 　議員提案の条例等の立法の実績はどのくらい
か。

－ －

議員発議は、18年度4件。
うち、条例に関する発議は「議会委員会条例の改正」の1件。
残りは、「新産業創出対策特別委員会の設置について」、「廃棄
物処分場対策特別委員会の設置について」、「アメリカ合衆国と
英国共同の臨界前核実験に抗議し、核兵器廃絶を求める決
議」の3件。

④ 　議会基本条例を制定する時期に来ているので
はないかと考えます。
【内容】市長や職員の反対質問権の付与、議員
相互の自由討議の推進、政務調査費の透明性
の確保、議員の政治倫理を明記、請願、提案を
市民からの政策提案として位置づけ、重要議案
に対する議員の賛否を公表、など。

－ －

意図確認内容
・条例制定については、理事者側の対応が困難な分野だが、理
事者側に期待することは?

5.その他

意図確認し
対応検討

後日
資料用意 概要

① 　２０年度の予算作成に向けて、見直し予定のも
のについては今から関係者に意見を聞いて根
回し（市民参画）をする必要がある。また、事業
評価は予算編成時ではなくその事業が終わった
時点で行うこと。

－ －

実施する。

② 　特殊勤務手当の見直しについて職員組合に
提案したと聞きましたが結果はどうなっている
か。また、手当てとして残したものは何か。交渉
が進まないのであれば行革市民会議として職員
組合への申し入れを考えていきたい。

－ －

・組合への提案内容は以下のとおり。
【廃止：19手当】
税務手当、滞納処分手当、社会福祉業務手当、言語治療手
当、幼児保育手当、特別幼児指導手当、清掃施設等勤務手
当、感染症防疫手当、勤務差手当、動物飼育手当、自動車運
転手当、技術職調整手当、道路上作業手当、除雪手当、公害
調査手当、用地交渉手当、高所作業手当、潜水手当、夜間特
殊勤務手当
【支給基準の見直し：2手当】
行旅死病人取扱手当（死亡人取扱い業務のみ対象）、清掃手
当（動物の死体収集のみ対象）
【現行どおり据え置く手当：3手当】
医師手当、診療手当、医療業績手当
【新設】
災害応急作業等に対する手当

・組合交渉を3月中旬に終了する予定。

意図確認し
対応検討

後日
資料用意 概要

提案事項
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提案事項
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対応
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③ 　観光企画課の事業について、期待する効果と
成果は何か。成果を測る仕組みをどのように考
えているか。測る方法が難しいと言って、手をこ
まねいていたのでは垂れ流しに等しい。成果の
検証をした上での事業推進が必要である。過去
の予算と成果実績について資料の提供をお願
いしたい。

●

資料
・観光企画課に資料作成を依頼し、作成次第提出する。

④ 　国際交流課の事業について、どのように見直し
たのかの報告をお願いしたい。

－ －

・国際交流課の評価で「廃止・休止」とした「日ロ沿岸市長会」「ミ
クロネシア交流事業」「中高生海外留学支援事業」のうち、「ミク
ロネシア交流事業」「中高生海外留学支援事業」が廃止・休止
の予定。
・上記の事業以外に行革推進課が廃止・休止と意見した「環日
本海圏有効都市研修生受入れ事業」「上越国際交流協会等補
助金」「国際交流員活動」のうち、「環日本海圏有効都市研修生
受入れ事業」及び「上越国際交流協会等補助金」が縮小、「国
際交流員活動」が廃止の予定。

⑤ 　100キロマラソンについて、どのように見直した
のかの報告をお願いしたい。

－ －

20年度の実施に向け、19年度予算は準備費を要求。実施内容
等は19年度に検討するが、現時点では、ボランティアで参加い
ただく人の負担に考慮したいと考えている。

⑥ 　政策分野を横通しに見通すことが必要と考える
が、そのことはどこで、どのように行っているの
か。また、２人の副市長の役割をどのように考え
ているのか。

－ －

意図確認内容
・「政策分野を横通しに見通すことが必要」とあるが、「見通す」と
は具体的に政策分野の「何」を見通すイメージ?

参考
・重点政策については、予算編成時に市長、助役、部局長で協
議（予算編成会議）。
・年間の進捗は、部局長が部局全体を見通し、助役と市長が市
全体を見通す。
・副市長の役割：市長の基本方針に基づき、政策や企画をつか
さどるとともに、内部部局を指揮監督し、必要な政策判断を自ら
の権限と責任において行うこと。

⑦ 　指定管理者制度について、制度は機能してい
るのか、費用面から見た効果はどのようになって
いるのか、総合的に見ると実質費用増になって
いないか、その施設の職員はその後どうなって
いるのか。（人件費削減の効果を明確にして欲し
い。）

● ●

意図確認内容
・「総合的に見ると実費負担増になっていないか」とあるが、「総
合的」とは、費用のほかサービスの質までも含んでいるイメージ?

資料
費用面の情報等を整理し、資料を提示。

⑧ 　3セク以外の受託団体や連絡協議会への職員
のかかわりがどうなっているか、事務等の肩代わ
りはないか。

● ●
事務等の肩代りについて状況調査を行う。

⑨ 　予算の未消化残高について、いまだに消化の
思想が残っていることが伺われる。年度末を控
え、予算消化主義の解消の徹底をお願いした
い。 ● －

意図確認内容
・「消化の思想が残っている」とあるが、具体的な例は?

参考：市では年度末（12月頃から）、不用経費をむやみに執行
しないよう通知している。

⑩ 　佐渡汽船への出資について検証する必要があ
ると考える。検証の過程があれば見せて欲しい。
（赤字予算なのに、そのような余裕は無いはずと
考える。）

－ －

3月議会で審議中。

⑪ 　多数の市民に直接影響する事業を削減するよ
り、大型プロジェクト的な事業を控えたらどうか。

－ －

意図確認内容
・「多数の市民に直接影響する事業」とあるが「直接影響」とはど
のような事業?
・意見のように考える理由は?

⑫ 　職員数の削減は５年で１９５０人にし、更に削減
を目指す必要がある。（人件費） － －

業務の特殊性や専門性などに対応できる技術を持つ職員等は
必要数の採用をしながらも、可能な限り前倒しして削減を進めた
い。

⑬ 　予算編成は枠配分方式であるが、主要政策の
予算編成過程にプライオリティーはどの段階で
付けられているのか。課長、部局長に始まって
最終的には市長だが。 － －

枠配分する前段で、市政全体の重点施策を市長、助役、部局
長で協議。
枠配分後における予算編成時は、部局の中で部局長が優先順
位を付ける。
その後、助役と市長の査定を経て決まる。

意図確認し
対応検討

後日
資料用意

概要
提案事項

対応



⑭ 　行政側の最高決議機関は、どのような会議体
か。又、どのような会議体で諸案件が決定され、
周知が図られているのか。

－ －

・「行政側の最高決議機関」は市長。

議会の議決を受けた予算の執行に関する決議という意味である
なら、事務決裁規程で、内容に応じて課長、部長、助役、市長
等の決裁区分を設定している。

⑮ 　市民への広報活動の体制は現状で満足して
いるのか。 ●

意図確認内容
・「広報活動の体制」とあるが、それは組織機構のこと?

⑯ 　職員のモラルアップを、どのような方法で図っ
ているか。
　ノーブレスオブリッジという言葉があるが、公務
員としての身分に伴って社会･地域に大きな義
務があるのではないか。 － －

意図確認内容
・「職員のモラルアップ」、「ノーブレス・オブリージュ」について
は、何を対象としてイメージしている?（仕事が対象なのか、社
会・地域での活動が対象なのか）
・「公務員としての身分に伴って社会・地域に大きな義務がある」
とあるが、「義務」とは具体的にどのようなイメージ?
また義務があるとすれば、行政改革の取組として具体的な方策
は?


