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会 議 録 

１ 会議名 

  第２回上越市行革市民会議 

 

２ 議題（公開・非公開の別） 

  開会（公開） 

  議題（公開） 

  ・行政改革推進計画の１８年度達成状況と１９年度の方向性について 

  ・行革市民会議における集中審議の進め方について 

  ・行政改革の取組みに関する市政モニターへのアンケートについて 

  その他（公開） 

  閉会（公開） 

 

３ 開催日時 

  平成１９年６月２５日(月)午後３時００分から 

 

４ 開催場所 

  上越市役所 ４０１会議室 

 

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、渡辺明美 

  ・事務局 

    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 
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８ 発言の内容(要旨) 

 

（１）開会 

【事務局説明】 

 ・前回の会議では集中審議テーマを選定いただいた。今回の会議では実質的な審議に入る前

段として、各テーマについて審議の進め方を整理したい。 

 ・行政改革推進計画の１８年度の取組結果のとりまとめが完了したので、意見をいただきた

い。 

 ・市の行政改革の取組についての市政モニターへのアンケートについて、その案を用意した

ので内容を検討いただきたい。 

 

（２）議題 

○行政改革推進計画の１８年度達成状況と１９年度の方向性について 

【事務局説明】 

＊資料１及び資料２により、１８年度取組結果に対する評価、分析及び１９年度の取組みの

方向性等を説明。 

・土地開発公社の取組みに関して、５月２５日に中川副市長を委員長とする土地開発公社経

営改善検討委員会を立ち上げた。１１月までに市の財政支援措置を含めた経営改善計画を策

定する予定で審議を始めている。 

・１８年度の未達成項目は、行革推進課所管の取組みが多かったことから、１９年度は目標

の達成に向け、「平成１９年度における行革推進課の担当業務（議題１の追加資料）」のとお

り取組みを進めていく。 

・職員提案制度の見直しについて庁内検討委員会を立ち上げた。委員は公募により募集し、

公募に応じた５名と職員労働組合から推薦いただいた２名をあわせた７名となった。 

【委員意見】 

・市の財政状況については、連結決算など新たな財政指標で見た場合情報がない。市民とし

ても感心のあるところであるので、別途整理をして明らかにしていただきたい。 

・課ごとに目標設定のレベルにばらつきが生じることはやむをえないが、レベルが上がらな

い課等に対しては、例えば「重点管理課」と指定して特に指導をすることが必要ではないか。 

・レベルアップが必要な課等の事務事業評価表などをこの会議で検証するような方法もある
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ので検討いただきたい。 

・職員提案制度の見直しに関しては良い方向で進んでいる。方向性が決まったら市民会議に

も内容を見せていただきたい。 

・１９年度の行革推進課の担当業務では無いが、職員の勤務時間が実質的に３０分延長され

たことについて行革推進課としてどのように取組む予定か。議会答弁において、部長はある

程度の範囲で把握し、答えを出すとしているが、早めに答えを出し、庁内に周知する必要が

あるのではないか。 

 

【委員質問】 

・職員提案制度庁内検討委員会の委員は７人で妥当と考えているか。少なくはないか。 

【事務局回答】 

・主体的で積極的な発言を期待していることから、当課から委員就任の依頼は行わず、人数

枠を設定せずに委員を公募した。第１回会議では全ての委員から活発に意見が提案されてお

り、さらに追加募集をする必要性は低いと感じている。また、議事録等は職員向けに公表す

ることとしており、それを見た職員が自分も参加したいとなれば、途中から参加できるもの

と考えている。 

【委員質問】 

・職員提案制度見直しにより目指す方向は何か。 

【行革推進専門員回答】 

・提案制度は、直接的には経費削減やサービス向上をねらうものであるが、新しい制度は職

員にとって自分の提案が認められ実現することが喜びにつながり、仕事の励みになるような

制度になることに重みを置いたものにしたいと考えている。 

・ひとつの考え方として現行制度は課題と改善策をあわせて提案させているが、問題点を見

つけること自体が提案であり、その問題点を表に出すことで議論が生まれ改善が進むのでは

ないかと考えている。 

【委員意見】 

 ・民間企業の事例では提案者の上司やその上の上司はもちろん、社長や関係部署の管理者も

提案に対しコメントする。せっかくの提案であり大事に扱わなければならない。 

・提案を採用した場合、その評価をどうするかも大事。 

・金銭的な褒賞だけでなく、人に認めてもらうことが非常に重要である。人は良い仕事をし
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たいし、その仕事を認めてもらいたいと考えている。そこが提案制度のポイントになる。 

 ・職員提案制度の有効性や職員意識の問題は部課長の指導にかかっている。末端の職員は政

策の検討や外部との調整などに忙殺されており、日々の業務のやり方や市役所の仕組みなど

に疑問を感じることがあっても、それを整理した上で提案することは難しい。 

 ・職員が他の職場に異動すると課題と思っていたことが伝わらないままになる。仕事を引き

継ぐときに課題と感じていることを出し、それが評価され、今後の提案として活かされるよ

うな仕組みが必要ではないか。 

 ・特に若い職員は、勤務時間内は外部との調整・協議をして時間外にその内容をまとめてい

るなど負担が大きい。「あれもやれ、これもやれ」と言うだけでは難しい。 

 

【委員質問】 

 ・行政改革推進計画の１８年度目標の達成率が低い一番の原因は何か。 

【事務局回答】 

 ・行革推進課所管の取組項目が上手く進まなかったことが原因と考えている。そのため、 

１９年度は「議題 1の追加資料」で示したとおり取組みを進めていく。 

【委員質問】 

 ・１９年度取組むべき項目の中で、１８年度の改革が進まかった一番の原因は何と考えてい

るか。 

【事務局回答】 

 ・組織目標の内容が不十分であり、目標達成を判断できる設定の仕方になっていなかったこ

とと考える。 

【行革推進専門員意見】 

 ・現在、第一四半期の進捗状況点検に向け、組織目標を精査している。職員宛ての通知では

目標設定の意義などを再度説明している。どの程度改善されるか経過を見たい。 

 ・行革推進課の指導不足、しつこいと感じる程の指導ができなかったことも原因ではないか。 

【委員意見】 

 ・達成率が低い一番の原因は職員の意識の低さにあるのではないか。行政改革は意識改革か

ら始まると言われている。その意味では、職員提案制度の見直しよりも職員の意識に関する

現状調査を先に行うべき。 

 ・職員に危機意識を持たせるには財政状況を認識させることが第一。土地開発公社の経営状



 5 

況と市の財政は別物であるかのような認識があるのではないか。連結決算として「公社の赤

字は市の赤字」という認識を全員が持つべき。 

【行革推進専門員意見】 

 ・職員のモラルアップの前段として、部局長や課長等がリーダーシップを発揮できるよう、

明確な組織目標の設定が必要となる。まずは、自分たちが目指すところを明確にメッセージ

できるようになることを期待している。 

 ・目標を設定することは、達成することで喜びを感じるという意識が全職員に広がっていき、

目標達成に向けた意欲が向上し、職員同士の競争が起きるような組織風土となることをねら

う側面もある。 

 ・公社の問題については市の財政状況と連結して把握すべきである。 

【委員意見】 

 ・人事考課に成果主義の考え方を取り入れることで危機感が生まれ、モラルが高まるのでは

ないか。時間をかけず、効果的に人を動かす方法はないかどうか検討するべき。 

・行政は民間企業のように売上や生産数といった明確な成果指標を設定しにくいのではない

か。 

 

○行革市民会議における集中審議の進め方について 

【事務局説明】 

＊資料３により説明。 

【委員意見】 

・市民会議は市長の諮問機関であることから議会の見直しは優先順位③という案になってる。

ただし、２０年度に改選されることを考慮すれば緊急性が高まるので優先順位①となるかも

しれない。 

・議会の見直しになるべく触れたくないという行政側の意思を感じるが、優先度は高く、今

回議論すべき。ただし、諮問機関として他の案件とともにまとめてから市長に建議するので

は遅い。議会の見直しは先に建議し、議会で議論していただくような体制が必要。 

・市民にわかる行政改革のために最初にやるべきことは議員数のあり方と議員がどれだけの

仕事をしているかということを明らかにすること。行政全体を司る市長や議会が上越市の財

政をどのように考えているかについて、自ら範を示す必要があることを市民会議から提言し

なければならない。 
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【行革推進専門員意見】 

・ご指摘のとおり、市民が本当に望んでいることは何か、という視点から審議の順を決める

べきである。 

【市民会議の結論】 

・議会の見直しを審議する優先順位第一とし、その他の項目については順序を定めず並行し

て審議する。 

 

○集中審議テーマ「合併協議での取決め事項に関すること（議会に関することを含む）」の審

議の進め方について 

【委員意見】 

・平成２０年４月の市議会議員選挙を見直し後の定数で行うためには１２月議会で条例を変

える必要があるのではないか。議会内で十分に議論していただく時間が必要であり、早めに

「石を投げる」べき。 

・論点は議員数が多いこと、１区から複数名が選出され、後々しこりを残すおそれがあるこ

と、上越市の財政状況から見て現状のままで良いのかということで絞られる。 

・議員定数と新市建設計画の見直しが一体の審議事項として扱われているが、新市建設計画

の見直しについては、もとより５年後に見直すこととなっている。議員定数の見直しと同一

テーマとして挙げないほうが良いのではないか。 

・行革市民会議はあくまで石を投げる役割。具体的にどのようにするかについては、議会は

もちろん市民やその集まりからも考えていただくことができればよいのではないか。市民会

議が最終的にどのような形にするかまで決めることは適切ではないと考える。 

・行政から具体的にどうするかを提案することは難しいが、課題を示し、議会内で検討いた

だきたいと言うことはできるのではないか。 

【行革推進専門員意見】 

・次回選挙で上越市全体を１区にする方法は無理が生じることから、中規模のブロック制と

するなど、この会議として考える妥当な線を見出し、提案してもらえればよいのではないか。 

・市長への提言は７月中には行う必要があるのではないか。次の会議で具体的で、ほぼ成案

に近いプランが示され、字句修正や文言整理をできる必要がある。 

【市民会議の結論】 

・７月中に市長に建議できるよう、審議する。 



 7 

【委員意見】 

・「合併協議での約束事である」との意見に対抗できる理由があるか。 

【行革推進専門員意見】 

・そもそも、現行定数が適切でなかったと説明することでよいのではないか。 

・新市建設計画における財政計画についても初年度において既に計画から外れており守られ

ていない。 

【事務局意見】 

・審議の順は市民会議の総意により定めていただければよい。ただし市長が諮問機関の建議

を受け止め、議会に対し、市長の立場でどのように伝えるかについては市長の判断による。

議会へ直接提案いただいく方法もあるが、提出方法について意見をいただきたい。 

【市民会議の結論】 

・市民会議が議会に直接提言できるかどうかによる。事務局で調べていただきたい。 

・どの方法であっても、議会内で議論が起こるような提案の仕方が必要。 

【事務局回答】 

・次回会議までに市長の考えを確認しておく。 

【委員意見】 

・議会に対し市民会議として直接提案することが問題であれば、有志や個人連名で提案して

もよいのではないか。 

【事務局意見】 

・市長の意思を確認する中で、市長にとりあげる意思がなければ市民会議から直接議会に提

案する方法も検討されていることも含め、確認する。 

【委員意見】 

・事務局からは他市の議員定数の状況や、当市の財政に与える影響など、考えられる資料の

提供をお願いしたい。 

・比較資料については、類似都市だけでなく、市独自の見せ方で、財政状況を強調し、健全

化のために避けては通れないことの説得力があるような資料を提出していただきたい。 

【事務局回答】 

・必要と思われる資料を提供させていただく。 
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○「合併協議での取決め事項に関すること（議会に関することを含む）」以外の集中審議テー

マの審議方法について 

【委員意見】 

・各テーマについて固まった案を一気に作ることは無理。それぞれの案件について気づいた

ことを随時事務局に提出し、事務局から担当課へ伝えていただき、答えをいただくという並

行作業で良いのではないか。 

 

【行革推進専門員意見】 

・目標設定のレベル、進捗管理の進め方、また職員提案制度の審議の進捗状況なども次回以

降報告できるものと考えている。同時進行で審議していくことが可能と考えている。 

 

○集中審議テーマ「補助金等に関すること」について 

【委員意見】 

・補助金のひとつひとつの額は小さいが、件数が多く、恒例になっているものもある。補助

金の見直しは市民の反発も大きいことが予想されるので、難しい課題である。 

・ゼロベースで見直して必要なものは支給するとしても、何を以って「必要」と判断するか

という基準の設定が困難ではないか。 

・国や県における補助金を市が窓口となって支給しているものもある。また、国県が支給す

ることとした場合、半分を市が負担するような補助金もある。 

【市民会議の結論】 

・補助金の性格を精査することが先決。既に以前の会議で配布された資料により、次回の市

民会議までに各自研究する。 

【行革推進専門員意見】 

・「継続されてきた制度だから引き続き支給される」という考え方は改めてもらわなければ

ならないことを、２０年度予算編成に向け、各部局に理解してもらう必要がある。 

 

○集中審議テーマ「各種審議会に関すること」について 

【市民会議の結論】 

・概要については以前の会議で一覧が配布されているので、各自確認することとし、資料に

記載のない開催回数や会議の成果についての資料が整い次第、審議する。 
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・公募委員はどの程度含まれているかについても調査していただきたい。 

・市民会議として関心のあるテーマであることを庁内で認識していただければと思う。 

【行革推進専門員意見】 

・例えば過去５年の期間で、新規に立ちあがった委員会、廃止された委員会を洗い出してい

くことも必要と考える。 

【委員意見】 

・審議会は各課が任意で立ち上げることができながらも、実効性をチェックする機関は無か

った。各課に開催状況等を照会することで、その審議会の成果や必要性を各課が明確にする

ことができるかというテストにもなる。 

・時々の政策課題に応じて設置されるもの、法律の定めで継続して設置しなければならない

ものなどある。これらを色分けする必要がある。 

・一つの審議事項が終わり審議会を廃止しても、名称が変わってほぼ同じ内容で存続してい

るものなどもあるのではないか。とにかく審議会が多いという印象がある。 

・審議会を立ち上げ、「市民の声を聞いた」という実績が残れば、事業が実施しやすくなる

というねらいがあるのではないか。実効性があるか、機能しているかどうかの検証は誰もし

ていないので、数だけが多くなる。 

【事務局意見】 

・どのような資料を用意すべきか検討する。全庁照会が必要なので、時間をいただきたい。 

【委員意見】 

・審議会の報酬は引き下げるべき。日当をもらうほどの審議をするということは大変なこと。

委員になるということはボランティアの精神を示すということ。交通費の支給で十分。 

【行革推進専門員意見】 

・報償費の情報も一覧にする必要がある。 

【委員意見】 

・報償額の水準と、実効性のない審議会があるとすれば、そのために職員が時間を費やして

いることが問題。この２点を審議するための資料を用意していただきたい。 

 

○集中審議テーマ「入札制度の見直し」について 

【行革推進専門員意見】 

・審議の進め方として、談合の疑いがあった案件のうち、入札監視委員会が「異常なし」と
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したものについて、その判断根拠などを説明してもらってはどうか。 

・談合が絶対に起きない入札制度のイメージと、現行の入札制度を説明してもらうことで、

現行制度における談合の発生する余地の有無も議論できるのではないか。 

・契約担当課長や職員から市民会議に出席いただくことが必要。 

【市民会議の結論】 

・実際の事例において、入札監視委員会で「異常なし」と判断した理由や現行制度そのもの

の談合の抑止力をどのように考えているかなどを説明いただきたい。 

【委員意見】 

・入札時の地元企業優先は見直すべきと考える。 

・地元企業優先は市長の政策であり、それを以って市民から選ばれている。職員に対しその

是非について意見をぶつけるだけでは合理的な根拠を提示できないのではないか。 

 

○第３回行革市民会議における審議について 

【市民会議の結論】 

・次回は議会関連の審議を行い、時間があれば審議会と補助金の議論を行う。入札関連は次

回以降の会議での議題とする。 

 

○行政改革の取組に関する市政モニターへのアンケートについて 

【事務局説明】 

＊資料４により説明 

【委員意見】 

・「はじめにお読みください」の内容は文字の大きさが同じで読みにくい。 

・借金残高は経年で示すことができないか。また、数値は１７年度の決算だが、１８年度見

込み数値では示せないものか。 

・問６及び問７は必要な質問項目か再検討いただきたい。 

・問８は説明を具体的にしたほうがよい。 

・問９と問１０は記載できる枠を大きくしたほうがよい。 

・２ページで述べている市の赤字額の説明には、土地開発公社の赤字額を含めるか、併記す

るかなどして示さなければならない。 
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【事務局回答】 

 ・財政状況に関する情報をさらに詳細に掲載する。 

【行革推進専門員意見】 

・財政状況を説明する資料を別に用意する必要がある。公債費比率などの指標や財政の健全

化に特化して取り組まなければならない理由を加え、財政状況を示しながら市の行政改革の

方向性を示すメッセージを伝えることができるように見直す。 

 

―閉 会― 

 

９ 問い合わせ先 

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 


