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会 議 録 

１ 会議名 

  第１回上越市行革市民会議 

 

２ 議題（公開・非公開の別） 

  開会（公開） 

  委員委嘱（公開） 

  自己紹介（公開） 

  審議（公開） 

  ・会長、副会長の選任 

  ・資料説明 

  ・平成１９年度の市民会議の進め方について 

  ・平成１９年度に市民会議で集中審議いただくテーマについて 

  その他（公開） 

 

３ 開催日時 

  平成１９年５月１８日(金)午後３時００分から 

 

４ 開催場所 

  上越市役所 第３委員会室 

 

５ 傍聴人の数 

  ０人 

 

６ 非公開の理由 

  なし 

 

７ 出席した者(傍聴人を除く。)の氏名(敬称略) 

  ・委員 

    有沢栄一、浦壁澄子、竹田香苗、増田和昭、村椿正子、渡辺明美 
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  ・事務局 

    三上総務部長、岩野行革推進課長、小林副課長、田中係長、福井主任 

    松川行革推進専門員 

 

８ 発言の内容(要旨) 

●会長、副会長の選任 

・会長に有沢委員、副会長に浦壁委員が選任された。 

 

●総務部長挨拶 

行革市民会議は平成１７年度に立ち上げた会議である。 

当時、市は第２次行政改革大綱に基づく取組を進めていたが、１７年 1月の市町村合併な

ど、市を取り巻く環境が大きく変化した。 

これに対応するため、大綱を改定し第３次行政改革大綱及び行政改革推進計画を策定した。

これには当時の委員の方々から多くの意見をいただいた。 

大綱の策定に向けた議論において、まず市が取り組むべきことは財政の健全化であるとし

て、財政構造の改善を大きな目標としている。 

現在は大綱、推進計画の取組を進めており、平成１８年４月から行革推進専門員を採用し、

民間企業における経営の観点から指導いただいている。 

１９年度から新たな委員構成となった。市の行革のあり方やどのように取り組んでいくべ

きかについて意見をいただき、取組みを進めていきたい。 

夕張市の事例が度々挙げられるが、上越市も厳しい状況にある。一般会計における問題に

加え、土地開発公社等の課題も抱えている。議論を通じ、認識を深めていく中で市の行政の

あり方についてご意見をいただきたい。 

市の内部には行政改革推進本部がある。今日頂いたご意見をその場で提示しながら、庁内

一丸となって取り組みを進めていきたい。 

 

●市民会議の進め方について（資料 1、資料 1-2） 

【市の説明】 

・行革大綱で特にねらいとする財政健全化、効果的・効率的な行政運営の確立、ＰＤＣＡ

サイクルによる業務執行の定着については行革推進専門員の指導を受ける中で体制整備
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を進めることができると考えている。 

・行革市民会議においては推進計画の全体的な進捗状況評価については引き続き意見をい

ただきながら、特に個別具体の取組み項目について特に審議いただく項目を設定し、集中

的な議論をいただくというスタイルとしたい。 

・スケジュールは審議の進捗状況によって、開催回数や時期を変更する場合があるのでご

理解いただきたい。 

【市民会議の回答】 

・異議なし。 

 

●行革市民会議の集中審議テーマについて(資料 2及び資料 4) 

 【市の提案】 

 ・行政改革推進計画の 18 年度の取組み結果(資料 2)に基づき、集中審議テーマの案を資料 4

のとおりまとめた。この他にも案があれば挙げていただきたい。 

 【市民会議の回答】 

・集中審議テーマについては、行革市民会議からの意見(資料 3)の中から選ぶこととしたい。 

・特に組織機構の見直しは時間をかけて審議したいので、他の事案が終わってから審議する

こととしたい。 

・資料 3については、市側で市民会議からの意見の意図を確認する必要な項目があるとのこ

となので、各提案事項の内容の再確認とあわせてこの場で行うこととしたい。 

 

●行革市民会議からの意見の意図確認（資料 3） 

(1)各種審議会、委員会について 

 1-①議事録作成の簡素化について 

【提案の意図】 

・議事録の全録での作成は時間と労力がかかる。要点を簡潔にまとめたものにすべきとい

うことである。 

【市の回答】 

・全録は量は多いが発言を書き出すだけの容易な作業。要点録はまとめる能力が必要。ま

とめる能力がないと誤った議事録となる。話し言葉の要点を 1行にまとめる訓練はなされ

ておらず、時間が必要。 
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 1-②審議会委員への日当について 

【提案の意図】 

・委員への日当についてボランティアの気持ちで参加していることからも交通費のみでよ

いのではないか。報酬があるとしても 1,000 円から 2,000 円程度としてはどうか。 

【市の回答】 

・委員に一定の権限と責任を負っていただくため、役割に応じた報酬を支払うという意図

がある。 

・見直しには国等の制度で定められている部分、委員の合意形成が必要な部分がある。時

間をいただきたい。 

【意見】 

・自分たちのまちを自分たちで作るための委員会もある。報酬の有無によって参加の態度

が変わるものではないと考える。 

・委員会の数の多さが問題。機能しない委員会を精査していくことが必要。 

・全ての委員会において、委員の発言がきちんと市政に反映しているのか。開催した事実

だけを持って「市民の承認を得た」とする委員会は不要。 

・報酬等直接的な経費だけでなく、会を開催するにあたり、職員の準備時間、議事録の作

成等の費用も発生している。承認の儀式に過ぎない委員会があるとすれば大きな無駄。 

 

(2)補助金の見直し 

【提案の意図】 

・「ゼロベース」での見直しとは、一度全てを廃止することとし、必要なものは説明させ、

本当に必要であると判断できれば復活させるという方法をイメージしたものである。 

【意見】 

・国の制度による補助などはゼロにはできないのですぐに復活するがそれはそれでいい。 

・既得権意識を断ち切ることが必要。 

 

(3)組織の見直しについて 

3-①施策の企画と実施を別としている組織の統合について 

【提案の意図】 

・ひとつの施策に対し、企画と実施が分かれている組織は効率的に運営がなされていない
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のではないかということである。 

【意見】 

・実際にその現場にいる職員自身に考えてもらうことが大切。組織が分かれている理由、

組織を統一した場合の長所、短所を自己分析させ、自分たちでどのような姿が良いかを考

えてもらえれば答えが出るのではないか。 

・市民は総合事務所に自己決定権はないと感じている。このことについても実際に働いて

いる総合事務所の職員が、現状をどのように感じていて、どのような問題や不都合が発生

しているかを考えることで答えが出るのではないか。 

 

3-②副課長の配置について 

【意見】 

・職員の中に、「副課長がいることで意思決定の過程が多くなり、仕事がスムーズにいか

ないが、一方で職員数を減らしたくない」という思惑があるのではないか。 

 

3-④水族博物館、生涯学習推進課の所管について 

【提案の意図】 

・水族博物館は教育委員会だが観光施設として機能している。目的と所掌部署が異なるの

ではないかということ。生涯学習推進課についても教育なのか行政のひとつの施策なのか

に問題がある。 

【市の回答】 

・水族博物館について博物館法の関連もあり、教育委員会の所管となっている。 

・公の施設であるので本質としては市民の福祉のためのものだが、多くの観光客を呼び込

まなければ成り立たない観光施設であることも実態である。 

・いかに観光客を呼び込むかは大事な視点だが、教育施設のひとつとして運営したときに、

誘客が上手くいくのかという問題があるかもしれない。 

【意見】 

・サービスが的確で、ためになる施設であることが必要。水族博物館は多くの客を呼ぼう

とする施策を打ち出しているが、そのような施設がなぜ教育委員会の所管なのかという市

民の素朴な疑問がある。法令の関係で所管が決まっているとしても、施設の運営は別の部

署でできるのではないか。 
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【その他組織機構の見直しに関する意見】 

・組織の見直しが具体的な人員削減のスタートライン。これが完了できれば行革の目標の

半分は達成できる。 

・総合事務所と本庁の関係は大きな問題。意思決定に時間がかかり住民サービスを悪くし

ているというイメージにつながっている。機構改革だけでなく意思決定の順序を精査し、

簡潔にできるような体制が望まれる。総合事務所の権限を強化するということではなく、

広いエリアを運営していくに適したやり方を構築することが必要。 

【市の回答】 

・新設した組織が機能しているか、必要なのかを見直す時期にきている。 

・見直しは総合事務所と本庁の関係についても言える。本庁各課は区のことは総合事務所

にまかせきりにして、合併前の上越市に関することしか意識していないのではないかとい

う懸念もある。 

・指揮命令系統やお互いの連携のとり方についても少し問題があると感じている。 

・一方で、区への予算配当を増やし、総合事務所が判断できる部分を増やした。また、緊

急性のあるものは現場の判断でできることも役職によっては必要。今までは互いに遠慮し

ていた部分がある。 

・委員から見える組織の問題点と、市が感じている問題点を互いに示し、議論するのがよ

いと考えている。 

 

(4)議会について 

4-①時給換算した場合の議員報酬について 

【意見】 

・時給に換算する方法はひとつの目安であり、これのみをもって「高い」「低い」を意見

するつもりはないが、おおよそ要している額として議員にも承知してもらえればと思う。 

 

4-②議員からの問い合わせ事項の記録について 

【意見】 

・個人や地域への議員からの利益誘導を規制するためにも、議員との打ち合わせ事項を記

録しておくこととしてはどうか。 
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【市の回答】 

・全体を把握しているわけではないが、記録はとっていると思われる。また、実態として

は文書でやり取りする場合が多いのではないか。 

・なお、議員から個人への利益誘導につながるような話はない。地域からは、議員や自治

会を通じて要望として挙げられることはあり、それは文書で提出されるので記録が残る。 

【意見】 

・うやむやになったり、個人的な対応でとどまることのないよう記録を残すべき。 

 

(5)その他 

5-③観光事業の費用対効果について 

【意見】 

・事業を実施した経済効果をどのように考えているか。観光客は増えたのか。かかった費

用との兼ね合いはどうか検証していただきたい。 

 

5-⑤100ｋｍマラソンの見直しについて 

【意見】 

・100 キロマラソンについて、見直し状況を教えていただきたい。 

【市の回答】 

・所管課ではボランティアの負担感が大きいことは認識している。具体的な検討は今後行

われると思われる。 

【意見】 

・今年度、実行委員会への交付金 300 万円が予算措置されているが、必要性について疑問

である。 

 

5-⑥2 人の副市長の役割について 

【意見】 

・予算編成会議、政策検討会議等によって、政策分野を横通しに見通す機会は設けられて

いると言える。 

・副市長を複数にしたねらいをもっと明らかにすべきではないか。 

・役割分担はされているが事務方の手間が増えることを懸念する。副市長の専任事項が明
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らかであればよい。機能するよう配慮してもらいたい。 

・報告対象事項の分類が必要。事前に報告すべきこと、事後報告でよいこと、報告不要な

ことに分類する。 

 

5-⑦指定管理者制度導入の効果について 

【提案の意図】 

・直営時より費用が安くなっているかどうかをきちんと確認しているかどうかということ

である。 

 

5-⑨予算の執行残に対する考え方について 

【意見】 

・「不要な経費は使わないように」という指示はあるか。 

【市の回答】 

・年中指示されているわけではないが、年度末が近づくと執行残の状況の照会があり、そ

れにあわせて通知される。 

【意見】 

・「執行残は問題である」として厳しく指摘する議員がいる。いかに効率的に執行して執

行残を生み出したかではなく、なぜ残したのか、やるべき事業をしなかったのではないか、

というニュアンスの指摘をする。当初予算における見込みの甘さを指摘することはあると

思うが、効率的に執行したことを褒めてもいいのではないか。 

 

5-⑪大型プロジェクトの抑制について 

【提案の意図】 

・市民活動や生涯学習活動に対する補助等が市民に直接影響する事業、大型プロジェクト

事業は新幹線整備にかかる区画整理事業といったイメージである。 

・市民活動が活発になるということは、それだけ市が活性化するということ。大型プロジ

ェクトではごく一部しか活性化しない。市民や市全体が活性化するよう予算を配分してい

ただきたいということである。 
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5-⑫職員数の削減について 

【意見】 

・20 年度採用計画はどのような形になるか。 

【市の回答】 

・削減のペースは速めたいと考えている。近々方針を示すこととしている。事務事業の見

直しとセットで進めていかなくてはならない。 

【意見】 

・職員の実力が伴うのを待って削減を進めてはいつまでも終わらない。否応なしに厳しい

状況とすることで本気で取組むようになるのではないか。 

・人を減らせば、工夫するか事業を止めざるをえない。5年、10 年先の組織を見据えなが

ら見直す、というのは先延ばしの理屈にすぎない。 

・職員数だけでなく給料の見直しも必要。市民の給与の平均を算出して、市役所の給与水

準をそこにあわせるような考え方もあるのではないか。国準拠の考え方は時代遅れ。 

・企業では経営全体の中で人件費に充てることが可能な範囲を判断する。人件費を削減で

きなければ売り上げを伸ばすしかないが、税収は売り上げとは異なり伸びるものではない。

どの経費をどこまで絞り込むかを具体的にしなければ経営は成り立たない。 

・500 人削減のペースや、1,950 人で適正かどうかということも今後の議論として必要。 

・給料を下げることはモラルが大きく下がることにつながる。ボーナスを減らすなど年収

で削減するほうが受入れられやすいのではないか。 

・退職金が法外であるが、手付かずである。見直しが必要。 

 

5-⑭行政側の最高意思決定機関について 

【意見】 

・市長や部長の決定が正しく末端の職員にまで伝わっているか。決裁区分は明確に決めら

れているが、実際に意思統一がなされているか。 

【市の回答】 

・昨年のＩＳＯ９００１導入にあたり職員向けアンケートを実施した。市長の品質方針を

おおむね正しく理解している職員は 4分の 1程度にとどまるという状況であった。 

・マネジメントが上手くいっているところといっていないところはある。課によって濃淡

はある。 
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・個別の政策は市長から末端まで確実に伝わるが、市全体に伝わっているとは言えない。

自分が実施しようとする事業に他の部署の事業や決まりごとがどう関わってくるか、市全

体が向かう方向に照らして自分の位置づけはどうかという認識があるかどうかは問題。 

・４月からＩＳＯ９００１の考え方の全庁展開に向けた取り組みを始めているが、職員の

意識への定着度合いについては、繰り返し研修を行っても、各人の感性の差もあって、ば

らつきがある。 

 

5-⑮広報体制の現状に対する認識について 

【提案の意図】 

・所管課が現状の広報のやり方や内容で満足してしまっているのではないかということを

聞きたい。 

・市民に伝わるような工夫をしているか。広聴の仕組みが伴っているか。将来的にはどの

ようにしたいのかビジョンを持っているかを問いたいということである。 

 

5-⑯公務員として社会・地域に対する義務について 

【意見】 

・地域社会に関わってはいけないのではと思っている職員がいる。一方で、市民としても

関わることで行政上の秘密が漏れる可能性があるのではないかとしてためらっている部

分がある。職員も当然地域の人間なので、しっかりと地域活動に入ろうというメッセージ

がないと、「市の職員は地域での活動に何もしない」との印象が持たれ、地域活動の足を

引っ張ることになりかねない。 

 

●集中審議テーマの設定について 

※集中審議テーマは以下の 6項目が提案された。 

①合併協議による取決め事項の見直し 

 【意見】 

  ・合併前の取決め事項について、現状の進み具合、今後の方向性を見た上で、適正かどう

かの判断が必要。 

  ・「約束事だから守る」を見直していかなければならない。施設整備について必要性が疑

わしいまま整備が進もうとしているものもある。 
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②各種審議会の見直し 

【意見】 

 ・資料 3で提案したとおり見直しを検討したい。 

 

③補助金の見直し 

【意見】 

・当初の補助金の考え方を再度見直す必要がある。 

 

④組織機構の見直し（職員の削減） 

【意見】 

  ・単に「見直す」というだけではなく。本来あるべき姿・基準を示し、現状との差異を見

直すことが必要。そのためには、まず、市は基準を示さなければならない。 

 

⑤議会関連の見直し 

【意見】 

 ・議員定数が現状のままでよいか。長岡市と比較しても多い。見直すべき。 

 ・区から選出された議員は「区のために」という意識が強く働いてしまう。 
・議員は、特定の区域の利益を代表するのではなく、市全体の利益を考えるべきではない

か。 
・上越市全体のためという意識を持っていただくため、選挙区を見直すべきではないか。 
・小選挙区制と大選挙区制が混在している状態。 

 

⑥入札制度の見直し 

 【意見】 

 ・市民会議として入札制度について勉強しなければならない。担当課から教示いただきた

い。 

 ・市が実施している入札制度を詳細にアピールし、市民が本当に安心できる形態で執行さ

れていると感じることができるようにすべき。 

【市の回答】 

 ・入札制度の説明については担当課で対応可能である。 
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●その他 

○職員提案制度の見直しについて 

【意見】 

・組織を活性化させるには良い仕組み。早いうちに手がけてほしい。 

・組織の風通しが悪いことは最前線にいる職員は感じている。その職員たちの意見を拾え

るような仕組みをつくれば、おのずから組織のあり方は見えてくる。 

【市の回答】 

・制度の見直しに向け庁内の検討委員会を立ち上げ、議論してもらう予定である。全職員

を対象に委員を募集する。 

 

○市政モニターの活用について 

【意見】 

・具体的にはどのように活用するのか。 

【市の回答】 

・アンケートにより意見を聞く機会がある。どのようなことを聞くかについては、具体的

には決まっていないが、意見があればいただき、取り入れたい。 

 

○公募委員への応募結果の通知について 

【意見】 

・各種審議会の公募委員の選定には透明性が求められる。特に利害の絡む審議会において

は神経を使うべき。 

・以前、入札関連の審議会の委員募集に応じた。結果は不採用であったが、通知文書は結

果だけを示した通り一遍の文書であった。別の審議会においては、論文の採点の視点と評

価、地域性や男女比などの要因を総合的に勘案した全体における順位等の結果がきちんと

示されていた。情報開示、公平性を求められる時代であり、市民に疑念を抱かれないよう、

結果の通知の仕方にも一考が必要である。 

【市の回答】 

・結果とともにどのような基準で選考したかを明確に示す必要がある。 

 

― 閉 会 ― 
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９ 問合せ先 

総務部行革推進課 ℡025-526-5111（内線 1458・1459） 

E-mail：gyoukaku@city.joetsu.lg.jp 

１０ その他 

別添の会議資料もあわせてご覧ください。会議資料は市のホームページでも公開していま

すので、ご覧になりたい場合は次の URL を参照してください。 

○ホームページのアドレス 

http://www.city.joetsu.niigata.jp/contents/town-planning/gyokaku_taikou/3rd/index.h

tml 


