
□回収数 322 □回収率74%

1.性別 性別 人数 ％

男性 156 48%

女性 155 48%

未回答 11 3%

2.年代 年代 人数 ％

10,20代 29 9%

30代 44 14%

40代 37 11%

50代 58 18%

60代 76 24%

70代以上 72 22%

未回答 6 2%

3.地区 地区名 人数 ％ 地区名 人数 ％

高田 54 17% 安塚 6 2%

新道 10 3% 浦川原 7 2%

金谷 17 5% 大島 3 1%

諏訪 3 1% 牧 6 2%

和田 14 4% 柿崎 20 6%

津有 5 2% 大潟 14 4%

春日 31 10% 頸城 15 5%

三郷 3 1% 吉川 7 2%

高士 6 2% 中郷 4 1%

直江津 35 11% 板倉 12 4%

有田 12 4% 清里 7 2%

八千浦 6 2% 三和 7 2%

保倉 3 1% 名立 4 1%

北諏訪 1 0% 未回答 256 80%

谷浜 3 1%

桑取 0 0%

＊本資料は、17ページまでがアンケートの集計結果です。
　18ページから21ページにアンケート用紙を添付してあります。
　22ページ以降にアンケートの際の配布資料を添付してあります。

市政モニターアンケート調査の結果について

■調査方法

■調査期間

■調査対象者

平成19年7月13日（金）～平成19年7月25日（水）

平成19年度上越市市政モニター433人（＊当初登録者数440人-登録後辞退者数7人）

郵送によるアンケートの配布ならびに回収

■回答者の構成

■回収数・回収率

未回答
3%

女性
48%

男性
49%

資料３

10,20代
9%

未回答
2%

70代以
上
22%

40代
11%

50代
18%

30代
14%

60代
24%
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問１

1 219 68%
2 62 19%
3 20 6%
4 1 0%

5 13 4%
■ 7 2%

問２

　　　 N= 538

1 211 66%
2 116 36%
3 153 48%

4 58 18%
■ 6

問３

N= 322

1 128 40%

2 180 56%
■ 14 4%

問４

N= 202

1 79 62%
2 58 45%
3 52 41%

4 13 10%
■ 1

問５

N= 173

1 111 87%
2 11 9%
3 34 27%

4 17 13%
■ 6

市政モニターアンケート集計結果（速報）

無回答

その他

無回答

無回答

広報じょうえつ

新聞

問３で「知っていた」に○を付けた人におうかがいします。何でお知りになりましたか。当てはまるものすべ
てに○を付けてください。

目的を知っていた

目標を知っていた

市ホームページ

取組内容を知っていた

どれも知らなかった

わからない

無回答

知っていた

知らなかった

無回答

単年度の収支が赤字

多くの借金を抱えている

市の財政状況に対してどのように感じますか。当てはまるもの1つに○を付けてください。

市が多くの借金を抱えていること、財政収支が単年度は赤字だったということ、土地開発公社の経営が厳しい
ことなどをご存知でしたか。ご存知だったことすべてに○を付けてください。

市が財政の健全化に特化した行政改革に取り組んでいること自体をご存知でしたか。どちらかに○を付けてく
ださい。

問３で「知っていた」に○を付けた人におうかがいします。市の行政改革の目的、目標、取組内容等をご存知
でしたか。当てはまるものすべてに○を付けてください。

土地開発公社の経営が厳しい

どれも知らなかった

厳しいと感じるし、将来が不安だ

厳しいと感じるが、将来に不安はない

厳しいと感じないが、将来は不安だ

厳しいと感じないし、将来も不安はない
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問６

279 4 16 22

87% 1% 5% 7%

242 9 49 22

75% 3% 15% 7%

209 11 78 24
65% 3% 24% 7%

234 6 54 28

73% 2% 17% 9%

N= 321

279 4 16 22

87% 1% 5% 7%

性別 年齢 地区

男性 70代以上 吉川

70代以上 牧

男性 40代 春日

女性 70代以上 直江津

女性 70代以上 高田

男性 70代以上 柿崎

男性 70代以上 高田

女性 50代 春日

女性 70代以上 吉川

男性 70代以上 大潟

女性 50代 柿崎

男性 50代 板倉

男性 40代 大島

男性 60代 直江津

女性 70代以上 牧

女性 70代以上 高士

男性 60代 春日

男性 70代以上 金谷

女性 70代以上 名立

女性 50代 吉川

女性 70代以上 高田

男性 70代以上 名立

女性 60代 有田

男性 70代以上 高田

男性 50代 牧

男性 70代以上 諏訪

2.わるい 男性 60代 高田

3.わから
ない

女性 70代以上 和田

N= 322

【問6回答選択理由】

わからな
い 無回答

④
土地開発公社の経営を健全化す
る（公社が保有している土地
125億円分の削減）

よい わるい わからな
い

無回答

③ 通常分の借金を50億円減らす よい わるい

わるい わからな
い

無回答

②

黒字経営の実現:その年度の歳
入でその年度の歳出を賄えるよ
うにする（貯金を取り崩さず、
26億円以上で維持する）

よい わるい
わからな

い 無回答

①
ムダなお金をかけずに最適な事
業を実施できるような、効率的
で効果的な行政運営を確立する

よい

上越市の行政改革の大目標は次の４つです。この目標の考え方について、それぞれ１つに○を付けてくださ
い。

1.よい

職員議員の数を削減する。開発公社の件は計画性のなさ、ヨミの悪さ、能力の無
い職員のツケだと思う。さほど必要でない、施設の廃止。（正善寺にある建物など）

生ぬるい！事業をやらずに済むことまで考えよ

無駄なお金とはどのようなことなのか良くわからない

公立的な考えでなく、中小企業の危機感を持って、仕事をしてもらいたい

借金を減らすように努力している

運営の健全化は何事に於いても基本である

総合事務所長を特別職とするか、部長急にしないと、昨日果たせない

こどもたちに負担がかからぬよう、つとめていただきたい

普通の家庭を考えてみれば収入に見合った生活をします。お金がなければ洋服を
買わずに食費も安い素材でおいしいものを用意します。上越市も同じように考えた
らいいと思います。５年と言わず長い期間をかけて改革することが必要かと思われ
ます。

行政運営の基本原則だから

市の財政がどうこう言われておりますが、勉強不足で何を書いてよいかよくわかり
ません

借金はできるだけ無くすようにしないといけないと思います

重点取り組みを完全に実施すること

目指す行政運営をしてほしいから

正に合理的な運営と評価します

どれももっともなことだと思う。行政改革のルールはそんなに変わったことはない。
要は設定することでなくＰＤＣＡのＤが大切

住みよい市にと努力されております。効率的かつ効果的、大いに希望いたします。

何がムダで何がムダでないかむつかしい

目標はどれも正しいと思います

大合併のため、運営の詳細がよくわからない

合併により、行政自体が上からの押し付けに見え、その地区に合ってない部分も
あり、かえって効率が悪くなっているのでは？

第2、第3の夕張にならぬ様、議員定数の見直等、積極的に推進すべきである（削
減の方向）

今までの行政は、どこの市町村でも補助金（交付金）等国を頼りすぎた

①
ムダなお金をかけずに最適な事
業を実施できるような、効率的
で効果的な行政運営を確立する

よい わるい わからな
い

無回答

内容よくわかりません

無駄を省くことは良い（余分なお金が流出しないので）

当然な目標です。経費と効果を十分検討し、無駄は思い切りなくす

選択理由

民間会社では経費節減が一番の改革である

ムダを作らない努力
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242 9 49 22

75% 3% 15% 7%

性別 年齢 地区

男性 70代以上 吉川

女性 70代以上 直江津

女性 70代以上 高田

男性 70代以上 柿崎

女性 50代 春日

女性 70代以上 吉川

男性 70代以上 大潟

男性 50代 板倉

男性 40代 大島

男性 60代 直江津

女性 70代以上 牧

男性 60代 春日

女性 70代以上 名立

女性 50代 吉川

男性 70代以上 名立

女性 60代 有田

男性 70代以上 高田

男性 50代 牧

女性 70代以上 大潟

男性 60代 頸城

男性 60代 高田

男性 40代 春日

女性 70代以上 和田

男性 70代以上 高田

N= 322

209 11 78 24

65% 3% 24% 7%
性別 年齢 地区

女性 70代以上 高田

男性 70代以上 柿崎

女性 50代 春日

男性 50代 板倉

男性 30代 新道

男性 60代 直江津

男性 60代 春日

女性 50代 吉川

男性 70代以上 高田

男性 70代以上 名立

女性 60代 有田

男性 70代以上 高田

女性 70代以上 直江津

土地開発公社の在り方考え方を原点に立ち帰り基本的に見直す必要があるだろう
1.よい

選択理由
サービスの質を維持向上し、黒字を実現できればこの上なし

当然な目標です。経費と効果を十分検討し、無駄は思い切りなくす

市の体力は重要。各方面での見直しが必要だと思います。

わるい

財政健全化の第一歩でしょう

借金減額こそ財政健全化の一歩です

重点取り組みを完全に実施すること

行政改革は一夜にしてならず。市民に納得のできるよう辛抱強く取り組んでほしい

入ったものより出すほうが少ないのが一般商法の一つです

頑張ってほしい。唯、災害など想定外の支出には備えてほしい

2.わるい

3.わから
ない

1.よい

年度の歳入で年度の歳出に固執するのではなく、中には思い切った歳出も必要な
ものもあるのではないか

職員を早期に減らすしかない。質を上げて欲しい

時には必要な事業や使う場合もある

事業によっては健全的で将来性、相乗効果等を総合的に評価して進める。単年赤
字でも場合によっては可。その後の運営報告をするべし

考え方を変えて目標を見直す必要あり

物事を動かすのには多少はお金がかかる

黒字の実現…よくわからないが無理でしょう

選択理由
借金の負担を全国平均より下げる努力が必要だと思います。

重点取り組みを完全に実施すること

私たちは新築住宅を建てた場合は返済に向けてあらゆる節約をする

土地保有をただ削減するのではなく、将来有効利用できる様な土地は残してほし
い

普通の家庭を考えてみれば収入に見合った生活をします。お金がなければ洋服を
買わずに食費も安い素材でおいしいものを用意します。上越市も同じように考えた
らいいと思います。５年と言わず長い期間をかけて改革することが必要かと思われ
ます。
税負担にならないよう努力願いたい

市の職員が多い。人件費削減（給料下げ）がなぜないのか？

よい

借金は無いほうが良い

市民一人あたり54万とは大変。専門家がいるのでしょうか

期待している

一般会計の借金残高は約13％増となっており、もっと工夫の余地がある

わからな
い

健全化財政は「一朝一夕」には出来ないだろうが、孫子の代迄残さぬよう、真剣に
小さなことより改善を図ること

②

黒字経営の実現:その年度の歳
入でその年度の歳出を賄えるよ
うにする（貯金を取り崩さず、
26億円以上で維持する）

よい

黒字経営は企業としては当たり前のこと。企業としての考え方で頑張ってください

努力している姿が見える

普通の家庭を考えてみれば収入に見合った生活をします。お金がなければ洋服を
買わずに食費も安い素材でおいしいものを用意します。上越市も同じように考えた
らいいと思います。５年と言わず長い期間をかけて改革することが必要かと思われ
ます。

理想と現実を合わせる政治を

企業では当たり前のことであるが、行政の場合は努力すべきである

今後も大幅な歳入が増える見込みが無いように思われるため

申される事は大変立派です。努力と成功を望みます

市の財政がどうこう言われておりますが、勉強不足で何を書いてよいかよくわかり
ません

わからな
い 無回答

無回答③ 通常分の借金を50億円減らす わるい
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男性 10.20代 名立

男性 60代 高田

女性 70代以上 和田

女性 70代以上 吉川

男性 70代以上 大潟

女性 70代以上 牧

男性 70代以上 板倉

男性 50代 牧

N= 322

234 6 54 28

73% 2% 17% 9%

性別 年齢 地区

男性 70代以上 直江津

男性 70代以上 吉川

男性 40代 春日

女性 70代以上 直江津

女性 70代以上 高田

男性 70代以上 柿崎

女性 50代 春日

女性 70代以上 和田

男性 70代以上 大潟

男性 50代 板倉

男性 70代以上 高田

男性 50代 有田

男性 60代 直江津

男性 60代 頸城

女性 70代以上 牧

女性 70代以上 高士

男性 60代 春日

女性 50代 吉川

男性 70代以上 名立

男性 70代以上 八千浦

男性 70代以上 高田

男性 50代 牧

2.わるい 男性 60代 高田

女性 70代以上 吉川

男性 70代以上 板倉

重点取り組みを完全に実施すること

どのくらい目減りしているか気になる

企業の中国進出が国内設備投資に影響した。しかし今、その方法が将来安定して
日本のためになるか疑問視され始めている。
中国の急速な経済成長のツケが来ると予測しておりました。地産・地消が究極の
目標だと思います

広報じょうえつのみでなく、財政悪化の具体的情報開示を市政モニターに周知願
いたい

20.3億円損失のカラクリ、問題点を解明して改善するべし（運営が悪い）

3.わから
ない

3.わから
ない

2.わるい

1.よい

市の財政がどうこう言われておりますが、勉強不足で何を書いてよいかよくわかり
ません

普通の家庭を考えてみれば収入に見合った生活をします。お金がなければ洋服を
買わずに食費も安い素材でおいしいものを用意します。上越市も同じように考えた
らいいと思います。５年と言わず長い期間をかけて改革することが必要かと思われ
ます。

公社の保有土地はどこにどのようにあるのかわかりませんが削減できればよいの
ではないでしょうか

健全化など生ぬるい！保有地全てを売却を考えよ。

市が積極的に企業誘致し、土地売却をしたほうが良い

バブル経済がはじけ何処も土地価格の下落による不幸がおきている

公社を健全化することで、市の行政もよくなる

売却に努力している姿がうかがえる

どうしてこうなったのか知りたい。

健全化した方がよい

私欲を捨て理想に向かって進むことを願う

本来は市がすべきことを公社に任せたツケであると思う。
公社を解散して行政で管理すべきである

理想どおりに運ばないことがあるので解りません

土地開発公社は市の何のためにあるのかわかりません

通常の借金とはどんなことなのでしょうか

通常の借金、必要分があると思います。50億円減らしてもやっていけるならよいで
す

内容がよくわからない

選択理由
余りにも無計画、見通しが甘い、公社人事の刷新

健全化はよいが、そのために市の資金を持ち出すのは問題だ

公社自体の事業内容が一般の人はわからないので

目標はよいが土地開発公社の組織役員報酬を市民に知らせ、また、工場誘致、新
産業など上越市特有の土地の利用をすすめること

金額はわからない　海岸侵食を念頭に

市の財政がどうこう言われておりますが、勉強不足で何を書いてよいかよくわかり
ません

遊休土地の見直しは重要だと思います。

土地開発公社の経営に行政指導の強化を

目標でしょうか実現かご成功を望みます

公共事業が減ると企業の収入が減るし、市役所の職員の方々 も退職金が減るよ

具体的に！

④
土地開発公社の経営を健全化す
る（公社が保有している土地
125億円分の削減）

よい わるい
わからな

い 無回答
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問７

　　

1 99 31%

2 94 29%

3 49 15%

4 85 26%

5 103 32%

6 104 32%

7 22 7%

8 63 20%

9 175 54%

10 156 48%

11 68 21%

12 62 19%

13 158 49%

14 141 44%

15 39 12%

16 151 47%

■ 7

職員の給与について、地域の経済情勢を反映して地域の実態に即した給与にしたり、
社会情勢などの現状を踏まえて各種手当を見直したりする取組
（2億2,100万円減らす）

広報じょうえつ、市ホームページや市の封筒、市の建物などに民間企業等の有料広告
を掲載することにより、広告収入などの自主財源を得る取組
（2,240万円の歳入増加）

市の不用な土地を売ったり貸したりして歳入を増やす取組
（6億8,300万円の歳入増加）

不用不急の事業や施設等を廃止・統合する取組
（15億円分の事業を廃止統合）

市では、次の１～16の取組について重点的に取り組んでいます。特に重要だと思う取組を5つ選び、番号に○
を付けてください。

各職場での業務改善活動、仕事の成果や取組み状況を評価して職員の昇格や昇給に反
映する制度、研修の充実などにより、職員の仕事に対する前向きな意欲、能力、資質
を高める取組

仕事のやり方や事業の内容を常に改善し、サービスのレベルを高めていくため、「計
画→実行→評価→改善」を繰り返す管理方法を定着させる取組

よりよいサービスを提供するため、重点的に取り組むべき政策を市全体の視点から議
論した上で、実際にサービスを提供する各部署に予算上限額を設定し、その範囲内で
各部署が事業を企画立案する取組

市の財政状況を市民が見て容易に分かるようにするため、民間企業の会計制度を活用
する取組

本庁と総合事務所の機能の見直し、課や係の統合（グループ化）などにより組織を簡
素化する取組

無回答

不用不急の予算を使わないことを促進したり、それぞれの課が独自に作った電子シス
テムを統合して運用経費を減らしたりするなど、業務執行の経費を減らす取組
（7億2,200万円の縮減）

第三セクターと市の関係を見直して第三セクターを自立させることで、市から第三セ
クターへの補助金を減らす取組
（削減額は未定）

職員数を5年間で282人削減して人件費を減らす取組
　（平成1７年度当初2,361人→平成22年度当初2,079人として、人件費を16億3,400万
円減らす）
　　＊平成24年度までに1,950人を目指すもの

土地開発公社が保有する土地を市が買い戻したり、民間に売却したりする取組
（125億円分の土地の処分）

これまで職員が携わってきた仕事の担い手を、市と民間企業等が競争して決める仕組
みをつくる取組（市場化テスト）
（削減額は未定）

滞納を未然に防ぐためのきめ細かな納入相談、滞納が発生した場合の差押えや公売な
ど、税と使用料の滞納分の徴収を強化する取組
（4億1,100万円の歳入増加）

施設の使用料見直しなど、市のサービスの受益者から応分の負担をいただく取組
（9,300万円の歳入増加）

6



問８　問７で示した取組のほかに、市が取り組むべきと考える行政改革の取組があれば、お書きください。

問８

問７以外の取り組み 性別 年齢 地区

1

政務調査費の更なる厳格な支給と運用を行うこと。国会、都道府県議会、市区町村議会を問わず議員に支給される政務調査費だ
が、とんでもない使い方が問題となりマスコミにも取り上げられている。市民オンブズマンも追求している。
元々 は税金であり、国民都道府県民、市区町村民の目も厳しくなっている上、財政も厳しくなっている中で、無駄遣いは厳に慎むべ
きだ。市議会が国会、都道府県議会に先駆けて最も厳しい基準と規定を制定し、使った議員には報告書(復命書)とともに細かく記載
した請求書、領収書、内訳書などの提出を求め公開することだ。宮城県では余った政務調査費を返還しているとも聞いている。
上越市議会が最も厳しい基準と規定を制定して運用することは、誇れることでもある。議員は公僕であり選良であることを忘れてはな
らない。

男性 50代 直江津

2
議員、市長をはじめとする特別職及び一般職の給与条例を改定し、減額すること。財政が厳しく、今後も税収不足が予想されてお
り、それは現市長が先年「当市が破綻するかも」という旨の発言を行い報道された。民間でも厳しい経営や生活を強いられている。財
政破綻を避けるために支出を抑制する必要があるのは当然で、減額した分が公庫に入るから財政確保に寄与することができる。

男性 50代 直江津

3

目的を果たしていない施設等を廃止する。見通しを持たずハコモノ行政をしてきた過去の市長と、それを許してきた議会に責任があ
るのだが、無駄な施設がまだある。負の遺産であり無駄遣いの象徴でもある。「直江津屋台会館」はその典型的な例で、単なる屋台
小屋と化しているのが現状で、キリコ会館のように観光客を集めていない。これらの建設費は金融機関からの借入金であるだろうか
ら、利子も膨大で返済も大変だ。維持管理費用も無視できない。最近できた五智歴史の里会館も集客を狙ったのだろうが、県内外か
らの観光客が期待できるのは夏場だけであり、冬場は閑古鳥が鳴く開店休業状態となるのは目に見えている。土産物の売り上げもそ
う多くはあるまい。

男性 50代 直江津

4 人件費の抑制(無い袖は振れぬ) 男性 70代以上 谷浜

8
市民へのお知らせなどの方法。高齢者宅はインターネットなどの利用はできない人が多いと思う。きめ細やかな市政の情報を高齢者
宅に理解させる取組みが必要。 男性 70代以上直江津

9 民間では考えられない手当がありすぎる

10 税金をもっと下げてほしい 女性 10.20代 春日

11 大変良い取組みだと思うが、絵に描いたモチにならないように 男性 40代 春日

12

旧市にも地域協議会を設置の方向性が示されているが、旧町村部も含めて本当に必要なものなのか。地域協議会委員は無償です
が、運営するための市職員の負担増等の経費を見積もると膨大な金額になると思います。各区の意見を行政に反映させるには、町
内会長連絡協議会やまちづくり振興会を活用し、本質的には市議会の充実を図るべきと思います。

男性 60代 板倉

13
・お花見の時、本町通りの商店街を人が歩いて公園に行くようにしたら本町通りもにぎわうのではないか。シャトルバスで素通りでは外
部の人は公園に行って花見をして帰るだけ、ゴミは上越市民の税金で持ち込みOKとは、何か良い方法はないのでしょうか。 女性 60代 高田

14
近年、注意欠陥多動性障害(ADHD)、アスペルガー症候群等々 、幼児児童の障害の多様化とその増加が目立ってきている。上越市
もその対応は行ってきているが、十分な取組みではない。施設設備や指導員相談員の不足から「順番待ち」と長期間放置されたり、
「言語障害児は軽度」と十分な指導が受けられないなどの実態がある。「中・軽度の療育」の充実を望む。

60代 大潟

15
・市民の安全についても力を入れるべき
・失業者対策
・老人が楽しく毎日を過ごせるような企画

男性 60代 柿崎

16
６の取組み(滞納を未然に防ぐなどの取組み)について提案します。滞納者の多くは、家賃等が高く市営住宅に申込時に滞納がある
から受付けないといわれるようですが、市営住宅との家賃の差額を徴収する方法をとったらいかがでしょうか。 男性 70代以上直江津

19

・夕張市のように赤字再建団体の改革を参考にして行革をしっかりと進める。
・市政は自由民主党的政治であってはならない。
・市の財政に関する条例集を有料で市民一人ひとりが財政を分かるようにする。

女性 70代以上直江津

21 組織が肥大化している。頭でっかちである。もっとスリム化を。 女性 40代 板倉

22
どれもが重要だと思われるが、住み良い市にしていただきたい。それに魅力があり、他県から移住したいと思わせるような市政をした
方が人口の増加から大企業の発展とつながるのではないか。 男性 30代 頸城

25

・本庁と総合事務所に勤務する職員の意識の差が大きすぎるため、自己啓発や研修などの場を設け、どの箇所でも同じ回答が得ら
れるようにしてほしい。
・職員の意識改革が必要。
・職員の削減にしても職歴だけ重ねて仕事ができない人がいたり、総合事務所には市民が出かけても窓口に出てくれなかったり、さ
らに制度を知らなかったり。そのような職員を残し、新採用の人数だけ減らしても改革にはならない。現職員の末端にまで目を向けて
必要な職員だけ残してほしいと思う。

女性 30代 春日

27
リサイクルを進めて、ゴミの処理費用を減らす取組みをしてほしいです。生ゴミ処理機を各家庭に設置したり、雨水タンク、ソーラーパ
ネル等、エコを推進してほしい。

女性 10.20代 高田

29
・定住人口を増やす。
・大型商業施設ばかり増やさないで、人口を増やすための大型工業施設の誘致などに力を注ぐべきである。 男性 30代 高田

32
特に現在以上のものを求めません。今後は職員個々 の能力向上が全体のスリム化になると思います。(上司がもっともっと部下職員
の意識改革を求める必要があると思います。) 男性 50代 直江津

33 職員数や議員数は合併前の数を引き続いているのではないか。思い切って適正数まで持っていくことに努力を。適材適所は必要。 男性 60代 有田

36
・もっと観光行政に力を入れてください。春日山城周辺、五智周辺も高田公園と同じように力を入れてほしい。駐車場、休憩施設、お
土産処などで収入を増やせそうなところを発展させ力を入れてほしい。また、ハスまつりは早朝開花のため宿泊所が必要です。市所
有の建物を有効活用してはどうでしょうか。

女性 60代 金谷

37
・上越各地のイベントの会場・時期の集約化による収益率の上昇、規模拡大の実現。ボランティアの活用。
・書類発行内容の簡素化・低コスト化。ISOのための改善でなく、「見える化」現象を使った結果の出し方。即効性をもたせる。
・高年収者への(老人を含む)増税。(市民税)

男性 40代 金谷

41
入札制度について全国各地で公共工事の談合が報じられています。これはほんの一部が指摘されたものです。上越市はどうでしょう
か。あまり表面化されていないのが返って根が深く談合されている証拠でしょう。見直しすれば必ず、市が見積もりした数字の70～
80％になるはずです。その浮いた費用(税金)はすごい金額になるはずです。今度心を鬼にして見直し願う。

男性 60代 直江津

42 ゴミの減量化にもっと力を入れてほしい。今の「有料ゴミ」をもって値上げすれば自ずと減るものはあるはず。→収入増にもつながる。 女性 50代 柿崎

43

昭和の頃のスキー客の賑わいも減少したようです。北海道ではオーストラリア人がスキーに訪れ別荘を持つと聞きました。新潟も呼び
込めないでしょうか。工業団地が増え家族の異動で人が増えないでしょうか。不便な田舎暮らしの楽しさをPRして人口を増やせない
でしょうか。病気になったときの対処が都会のように便利でホローされるなら田舎に暮らす人も多くなると思います。

女性 60代 中郷

個人情報
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問８

問７以外の取り組み 性別 年齢 地区

個人情報

44
合併のため、私も妙高市から5年目。まだよく板倉区も分からないうちに合併。これからもっと勉強していきたい。行政は大変と思うが
努力願いたい。 男性 50代 板倉

45

(問8、9について)
・本庁、総合事務所の機能の見直しや組織の簡素化の取組みは大いに行っていただきたいが、上越市民あっての市政なので、改
革により、不具合、不便が起きないようお願いします。
・問7の取組内容の1番2番は常識的なことでありこれを重点項目に掲げるなんて。重点項目に掲げなければならないほど職員の仕事
に対する意欲がないのかと不安になります。また、職員数を減らしてよりよいサービスができるのでしょうか。
・いまいち私も勉強不足、理解不足ですが、財政状況において赤字経営が続いていても貯金は40億円確保。このシステムが良く分
かりません。広報じょうえつなどで詳しく伝えてほしいです。
・観光開発により、集客力を上げる考えをしてほしいです。(上越には歴史、海、山などたくさんの資源があります。NHK大河ドラマでも
取り上げられています。)
私は上越が大好きです。いいまちにしましょう。頑張ってください。

男性 50代 高士

46 今回の地震では各々 区によって情報に大きなバラつきがあり、早急に情報提供の足並みをそろえてほしい。 男性 70代以上 柿崎

47
市議会議員の定数削減。上越市の財政難の折、新潟市や長岡市より議員の数が多いのは納得がいかない。市長や議員は本気で
行政改革に取り組む姿勢があるのか疑問である。来年4月の市議会議員の選挙から削減すべきである。 男性 60代 高田

48

市で発行する広報紙(議会、各種委員会も含む)が多すぎるのでは。それ以外に総合事務所発行の広報、地区協議会発行などもっと
簡素化できないでしょうか。現在大島区に住んでいますが、同じ市内でも、頸北、頸南、西頸城地区の情報よりも、身近な松代、松之
山の情報の方が生活に役立つ時もあります。全体よりもその地区に合った広報紙にして、不要なものを減らしてみてはどうでしょう
か。印刷代もばかにならないのではないでしょうか。

男性 40代 大島

49

金沢は前田家で持っているように、郷土の歴史や文化を大切にすることで発展してきたと思います。高田直江津には縄文以来数多く
の文化や歴史や遺跡があり偉人がいます。それらを一つ一つ掘り起こしたらすばらしい観光地となることができると思います。人が往
来しないところには発展はないと思います。先日潟町に樹下美術館ができました。碌山美術館のようなたたずまいに胸躍らせ、こんな
美術館や名所巡りができたら良いと思いました。板倉のゑしんの里も良かったです。

女性 70代以上 高田

50 佐渡への団体旅行をしてみたいですが、個人ではなかなか行けません。市で取り組んでみてはどうでしょうか。 女性 60代 和田

53
○を５つではなく、良いと思うことは全部断行すべきです。見過ごす余裕など上越にはありません。第二の夕張市に絶対ならぬよう、
市長始め、議会、行政が責任を持って行政してください。 男性 60代 柿崎

54

ソフト面で、市発行の「景観」があるが、「広報じょうえつ」と違い、一冊のコストが高いものだと思うし、内容は別とし、、専門的なものも
あり必要な人には有料化すべきではないだろうか。他同様な発行物について全体として見直す必要ありと思う。なお、我々 モニター
にもそれぞれの発行されている部数とか費用の面とかの参考資料を開示してほしい。

男性 60代 直江津

58
ゴミの有料化について思うが、地域から草木などが多い。これは近場で集めて焼却できると思う。地域特有のものである。地域ででき
るものは地域で行い、ゴミを減らす方向に持っていくと良い。燃えるゴミとして細分化して市が予算を採るできではないか。 男性 50代 大潟

59
県市行政は、縦割り主義が強すぎて、他部署との連携が取れていない。例えば、道路の干そう整備工事が終わってまもなく、水道工
事等で道路を掘り起こしたり経費の無駄が生じている。他部署との連携を改革して無駄遣いの排除を。 男性 60代 頸城

61 全てよい目標です。絵に描いた「モチ」にならに庸に完全実施してください。 男性 60代 春日

63

もう少し市民に分かりやすいようにしてください。このアンケートも分かりずらい。字が小さい。ごちゃごちゃしている。一般の市民にア
ンケートを実施しているが、このアンケートは行政改革にどう影響しているのでしょうか。大学の行政法、地方行政論じゃないんだか
ら、もっと字は大きく分かりやすく、専門用語にも解説等をつけてアンケートをしないと、市の職員は公務員試験の勉強したり実務で
やっているから当たり前の用語、言葉かもしれませんが、一般市民の方はわからんですよ。資料も同様。内部職員、市議会議員、市
長以外の外部の人の意見も取り入れているのでしょうか。(例えば、大学教授、行政書士等の専門家)もし取り入れているのならどんな
意見ですか。それは改革に生かされているのでしょうか。

男性 30代 春日

64
・職員の給与減。もらいすぎです。それなりの仕事をしているとは思えない。
・縦割り行政の改善。いろいろな課が別々 に訪れ同じ質問をしてきたりすることははっきり言って無駄である。 女性 30代 直江津

65 議員の削減 男性 50代 保倉

67 市の末端に居住する者にはまだ不便なことが多くあります。具体的には交通の不便さ。高齢者(特に現在は健康であっても)に対する
関心度。

女性 70代以上浦川原

69 市議会議員の定数は38人くらいが良いと思う。10人減にすると1年間に1億円が浮く。 男性 60代 三和

70

・16の重点取組は、取組まなければならない文字通り重要なものですが、年度ごとの目標が決められていると思いますのでそれを公
表し結果をチェックする。また、5年間で全部は実行できないでしょうから、各目標ごとに優先順位を決めたほうがよい。
・内容は素晴らしいもので、これが実行できるよう市民挙げて取組む必要があります。それには、この内容をもっと市民が理解できるよ
う、知ってもらえるよう広報していただく。それには、行政側として苦しいところでしょうが、具体的な計数を示して、進捗状況を公開す
べきです。達成した項目は大いに誇るべきです。

男性 60代 直江津

71 平成22年度まで行政改革推進計画を積極的に推進し実行することが先決です。 男性 60代 直江津

74
市民が参加する会議に説明等のために出席する職員が多すぎる。担当として説明する人は必要だが、ただ出席しているだけの職員
が多すぎる。厳選して必要な職員のみ出席する。説明者は事前に十分調査して説明会に臨むこと。 男性 70代以上 有田

75 縦の系列ではスムーズに動いて見えるが、横系列では全くダメである。旧態以前のまま。各部署の有機的な連携を期待する。 男性 70代以上 春日

78
私は公務員を偏見とみるのでしょうか。そのような点も多分にあると思いますが、私の主人は64歳になって勤めをしています。立場に
より午後7時、8時頃まで会社で働いています。見ていると危機感を感じています。全職員でないですが、一部の人間の怠慢が１年続
くと大変なことになります。そんな所を改革の第一に取組むことが望ましいです。

女性 50代 吉川

79
・高田公園外堀の美化(ハスの花の終わりの時期)
・通常分の借金の中に退職金が含まれているが、借金ではなく退職金積立資金制度などを作ってはどうか。 男性 70代以上 高田

80
防犯街灯管理について実態を調査し、改善点を解析する。例えば、電気料支払い数と申請設置件数との整合性の点検、昼間時及
び早期点灯しているものの把握、点灯時間帯のバラつき要因と対策等々 です。 男性 70代以上 高田

82
老人のための各種講座は無料にして(今は100円らしい)、一方で財政困難により年金暮らしから税金を上げ医療費を上げるなど介護
もしかり、ちょっとおかしいのでは。趣味によってお金はかかります。それだからこそ真剣になるのです。 女性 60代 高田

83
・他の都道府県で問題となった裏金問題、民間企業との談合といった不当な行為の根絶をしてほしい。
・質素倹約の精神で借金の削減に努めてほしい。 男性 10.20代 柿崎

84
是非職員の認識を高めるためにも、研修を重ね気を引き締めて改革に取組んでほしいと思います。

女性 60代 金谷

87 PDCAサイクルのもと、目標を持ち取組むことは最重要。しかしその中でも、時間の削減も行う。←コスト削減 女性 10.20代 有田
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問８

問７以外の取り組み 性別 年齢 地区

個人情報

89
どこの部署の役人の皆さんも熱意を持ってやっていると思いますが、個人の意識改革、心の持ち方がまず大事だと思います。(市民
の私たちを含めて) 女性 60代 直江津

92

議会のスリム化
・議員の削減と給与の見直し
・政務調査費の見直しと視察旅行の廃止

男性 60代 高田

95

問７の７について、以前市民プラザで会合したが、使用料が非常に安かった。これは２倍位にしても良いと思った。安すぎる。
施設等に出している補助金、或る温泉施設でのこと、赤字経営にしておくのだ…との、ある人の言。市のチェック体制、又、職員同士
のなれあい等々 常日頃の注意が必要だ。

男性 70代以上直江津

97 職員を削減しスリム化を図るとともに地域の実態に見合った給与及び年金給付水準の検討を行うべき。 男性 60代 柿崎

98

行政改革では、議会改革についてもぜひとも速やかに取り上げてください。
住民参画の推進。議会の政策形成能力強化。住民への情報公開と説明責任。議会討議の活性化（形骸化していないか）。議会活
動評価制度の導入などについて。

男性 70代以上 三和

100

（問8と9について）
現在の市の取り組みについて、行革市民会議なるものを開催しているようだが、数人の委員の意見集約でよいのか大変疑問である。
取り組みについて大変多くの項目があり上越市の人口から考えれば、もう少し多くの人数で行政改革について議論すべきではない
だろうか？
また、取り組みについて多額の金額を削減することや、むやみに職員の削減などをとりあげているが、職員のしわ寄せを各区の総合
事務所で帳尻あわせをするのはやめて頂きたい。
各区の総合事務所の事務作業や事業など、各区によって違うはず。一律でくくってほしくありません。また多額の借金の削減を目標
にしている反面、不要な事業を毎年平気で開催している。むしろ、そういった事業の見直しなどを市民の声を集めて検討していくべき
ではないでしょうか？
その中で、不要な事業、不要な人員、不要なお金を削っていくことを最優先してほしい。
現在、自治基本条例や第５次総合計画など、「市民参加のまちづくり元年」としているようだが、本当の市民参加にはなっていないよう
に感じている。早急に大勢の市民の手による行革市民会議を設立してほしい。

女性 40代 大潟

101

子供、親の成長に”人としての心の成長”が伴っていない！
1.家庭,家族,親子の自然な環境（家庭の時間）での”心”教育
1.第3セクターの運営は、プロ意識を持って成功へ！
1.介護施設に頼りすぎ傾向！（お年寄りに施設アンケートを。どういう老後を望んでいたのか？施設利用しないお年寄りは、何が生き
がいで何ができるか）お年寄りパワーを子供たちへ

男性 10.20代 和田

102 ゴミ処理など、市民にも出来ることをどんどん提示してほしい 女性 30代 高田

103

（観光について）
上越市は名所旧跡が多くあると思うが、整備がされていないと思う。春日山城に行っても、山があるだけで、城の面影すらない。又、
高田公園に行っても、桜が咲いている時期は良いが、終わってしまえば公園を歩くだけ。売店・食堂すらない。
上越市も長野県の商魂を見習ってほしい。

男性 50代 高田

104
高田公園のお花見、上杉謙信など、全国区的な観光財源があるが、信州など他県に比べ、有効活用されていない。
市民からの税収増ばかり考えるのではなく、観光収入を上げることも力を入れたほうがよいと思う。 女性 10.20代 板倉

108
補助金のばらまきがみられる、効率的な配分と削減をすべきです

男性 60代 新道

111

問７で示された内容はいずれもとても重要で必要と考えます。
職員教育は非常に重要です。その中でやる気のある創造性に富んだ職員の選抜を望みます。やる気のない職員に支払われる給料
がもったいない。

女性 40代 春日

112

ゴミの有料化
児童が登校した折、乳製品（牛乳・チーズ）等、配布しているテレビを見て、良いことと感じた
地震の対策

女性 70代以上 高田

115
職員の意識改革
不要な土地・施設の活用 男性 70代以上八千浦

117

行政の適正化を進め、地域格差の是正を図る
　1.安心・安全に子育てできるよう児童の路線バスの確保
　2.総合排水工事費の平等化
　　工事費の自己負担金の算出は、地域内の全ての工事が終了毎に決定する。工事が終了している世帯には、確定するまでの間、
暫定算出で徴収（納付）していく。

119
高田の花火をなくされたのは非常にショックでした。高田市民全員から意見・要望・賛否を確認していないですよね。上越まつり、全
然楽しみがなくなってしまいました。 女性 40代 高田

122
市の行政改革の姿勢はよく理解もし、支持もします。ただ棚の上のぼたもちに終わらない様に切に願います

男性 60代 板倉

124
事業の実施や施設の運営を完全に民間に移譲する

男性 50代 高田

125
ムダかどうかわかりませんが、「除雪費」の会計が難しそうに思います。
検討の余地ありのように思えます 女性 50代 高田

127

小学校の統合実践
合併前は旧村１校の割合で小学校が存在している。しかし統合により、学校数が異状に多い（例えば保倉地区は以前は２校だった
が、１校となっている。しかし三和地区は３校存在している。これにかかる管理運営費、人件費は莫大である）将来の事を考え、早急
に対応する必要があると思う。

男性 60代 保倉

129
職員の意識改革
聞くところによると予算確保のため、必要のない品を無駄に使っている。例、今年の少雪に塩カルを捨てるように使っているとか。 男性 50代 八千浦

130

・高田図書館の利用、展示、広報などの取組み方等、いつ訪ねてもシーンとしている小川未明会場、あれは何でしょう。もっと回転し
てもよいのではないか。
・老人福祉について、これからさらに老人社会になると思う。老人介護、夫婦間介護、もっと厳しい未来が待っているなか、少しでも心
のゆとりを持って生涯を歩いて行きたい。施設の増設を望む。

女性 50代 金谷
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問８

問７以外の取り組み 性別 年齢 地区

個人情報

131
今回の地震の経験を生かし幸い上越市の被害は少なかったとは言え、電気、水、食料への対処、予算は組織をもって計画しておく
必要がある。 女性 70代以上 高田

133民間企業に学ぶ自治体経営 男性 60代 高田

134
市役所内のゆったり、まったりした空気を何とかしてください。窓口で30分も市民を待たせて、テクテク歩いてこられると怒りたくなりま
す。静粛と沈着は同一ではありません。キビキビ動いていただきたい。 女性 40代 高田

135
取り組みについては確かに良いと思いますが、今現在、市民が不満や疑問に思っていることなど（例えば介護申請の認定にかなりの
時間がかかるのはなぜ？）等々 、今行っている行政に対して見直しが先に必要ではないか 女性 50代 高田

137

大型合併により、必要以上に立派で大きな建物があちこち出先機関として残っていますが、その維持経費、職員数も大変な出費かと
思います。
何か地域に還元できるような使用方法を確立し、ムダなお金が出費されないようにしてほしい

女性 50代 大潟

138

情報の開示―「外国籍市職員」の採用という件は、周知されていないようです。出来うる限り正確で公平な情報がなければ、判断のし
ようがありません。
災害（犯罪）対策－軟弱地番地域での液状化への対策
新興宗教（設立から200年未満（30年×7世代））による活動の監視（強姦、詐欺、マネーロンダリング、組織的な選挙活動や業務妨害
など）

男性 30代 柿崎

145

1.各職員の作業手順と職責とその範囲を明確にすると同時に、他の職員が即交代要員として複数の仕事を通常の時から行う事がで
きるようにする。
2.法律と条例に基づいて仕事を行うのですが、稀にそれらを逸脱した要求がされることが間々 ありますが（上司のエゴ、有力者、議員
の強引な物言い）等により、法律、条令のもとの平等、権利が阻害されたりします。
法律、条令、体制が事象に合わない時には、速やかに改正すべきで、いくらでも改正することに慣れてほしい。法令、手順はきちんと
遵守して行くこと。
3.市の行政改革のやり方を見ていますと、市側の見方が大半で、市民サイドの見方では無い、ニーズを的確に捉えていかなければ
その実現は難しいと思う。
例を挙げると今秋１０月から教育文化の各施設の利用料が改定されますが、その中で柿崎総合体育館の個人利用に関しては従来
より細分化されています。
同館はアリーナ、コミュニティ、フィールド、クライミング、ランニング、トレーニングルームと各種、各様の種目が同時に使用できます
が、今後個人利用者は複数種目の利用が現在よりも非常に使いづらくなります。又、受付作業も煩雑になります。
私の意見は団体利用は改正案でよいと思いますが、個人利用は定額にするべきと思います。なぜならば200円か300円で何でもでき
る。そんな利用が個人利用だと思います。
また受付も簡単になります。皆が利用しやすく、仕事がしやすいそれが最後にコストダウンに繋がると考えています。

男性 60代 柿崎

146
人的組織をフラットにすべきだ。副課長など必要なし。課長と一般職で十分であり、機動性に富む組織に作り直す必要がある。※若
い人を起用すべく、役職定年制が必要（課長以下55歳で役職を退く） 男性 50代 高田

147
合併したが、旧市中心の市政に感じる。原因は総合事務所職員のやる気のなさと、質の低下が不安に感じている。
所長、グループ長の質を上げないと、やる気のある若い職員の力が活かせない。今はマイナス状態。 男性 50代 牧

150

市職員も市民も財政についてもっと意識を高める努力が必要と思います。一般市民にはまだ過去の「要望すればなんでもやってもら
える、市議会議員を動かしてなんとかやってもらおう」と思っている人が多いように思います。もっと一人一人関心を持つことが大切。
そのような取り組みも必要と思う。
収入を上げる方法。例えば産業・観光など

女性 70代以上直江津

151市長の責任を明確にすべきでは 50代 直江津

152

市の組織を見直して効率の良いものにする。
仕事の見直し（効率的方法・廃止など）を行う。
全ての事業に関して市民の意見をきく
職員自らが業務の見直しのできる制度（提案制度、小集団活動）を導入する

男性 50代 直江津

153
少子化にあたり、子育て家庭に補償をして欲しい。
一部学校にガードマン等を配置するくらいなら、通学バスを設置や施設の老朽化についてたいさくしてほしい 女性 30代 直江津

155

※本庁からの分散化による非効率の改善
産業振興課が本町のまちなかサテライトへ、教育総務課が下門前の教育プラザに移転されていますが、行政改革に逆行するものと
思います。移転に当然費用がかかっているはずですし、業務上本庁への職員の往来にも費用がかかります。また同一庁舎にいる場
合より意思疎通が減り、スピーディーな対応ができなくなる可能性があります。現業的な業務であれば、それを実施する地域の近くが
効率よいのですが、企画立案・事務処理・他部署との意見調整が必要な業務は集中させておくべきと思います。

男性 40代 柿崎

156

問７の５項目について抜本的な改革をされたい。
現状の総合事務所については、合併後の体制をスムースに実行するために、基本部分はそれぞれの事務所に残在された。しかし現
時点にあっては総合事務所は名ばかりで、本庁の下請け的な要素で重要項目に関しては殆ど決定権がないため、ただ単にサービ
ス機関としての部分でしかない。したがってこれらを大幅に見直し、再編する必要がある。規模としては南・北出張所程度であれば良
いと思う。

男性 60代 大潟
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問９　現在の市の行政改革の取組に対する、提案・要望・意見などを自由にお書きください。

問9

自由欄 性別 年齢 地区

4 数値目標は必ず達成すること。もしも未達成の場合は責任の所在を明確にすること。 男性 70代以上 谷浜

5 市民からの提案や意見も色々 取り入れ多くの考えを参考にしてほしい。 女性 50代 吉川

6
80歳に手が届く老齢に加えて、新聞、雑誌、書籍等の活字による情報以外に接することのない生活をしていますので、昨今の(IT)に
触れる機会がありません。今回のアンケートへの応答を機に「広報じょうえつ」を読むようにしたいと思います。 70代以上 牧

7

合併前と後で何となく楽しみが減った感じがします。私は合併後に上越市に嫁いできたのですが、合併前は、別な市から来た人がい
ればお祝いをいただけたり、子どもが生まれたらお金じゃなくても何か記念品をもらっていた。という話を聞いたりしました。子どもを産
んでも新聞に名前が載るくらいであまり楽しみがありません。できれば子どもを産んでよかったとか思えるようにしてください。行政、財
産ももちろん大切ですが、子どもも大切だと思います。若い夫婦が子どもを産んで育てていきやすいようにしてください。よろしくお願
いします。

女性 10.20代 大島

11 サービス向上は良くなってきているが、一部の課(人)にはまだまだ頭の堅い人がいるようだ。 男性 40代 春日

12

・市が大きくなったせいか、縦割り行政の弊害が多くなっています。特に、住民と協働が行う事業については、行政側の部署が違って
も受けての住民は同じです。同じような事業については行政側で調整し統一したものとして行うようにしてほしい。(例として、安全・安
心なまちづくりは防犯と教育委員会)
・国体開催の意義は理解しているつもりですが、そのために何年も前から職員を多数配置し、関係団体を巻き込んだ今のような体制
づくりが必要なのでしょうか。(市で行うべきことは市が、住民団体に任せたい事項はそれぞれの団体にお金も含めて任せる等簡素化
を図るべきと思う。)

男性 60代 板倉

13
ワークパルでは、色々 な講座があるが、高田からワークパルまでは交通の便が良くないため足が遠のいている人もたくさんいると思い
ます。同等の年会費で、高田でも同じような講座を設けてほしい。 女性 60代 高田

14

・先般、「給食費の未納問題」が取り沙汰され、それに付随して各種納税も含めた「滞納者に対する差押さえ」を強化する自治体が増
えてきている。上越市も重点項目⑥に盛り込んであるがその対応は慎重に行う必要があると考える。確かに悪質な滞納者も多いが、
払えない人もいるのが実態である。例えば、各種納税は、前年度の収入が算定の基盤になっているが、失業や転職により大幅に収
入が減になった人や医療費の必要から対応せざるを得ない人たちなどである。(実際にこのような人の苦境を聞かされたことがある。)
・受益者負担全てに異を唱える者ではないが、合併により上越市民になった地区に人々 にとっての負担増感は計り知れないものが
ある。無料だったものが有料になった。負担額が上がったというものが少なくない。下水道負担金の問題も、市街地に比べ屋敷の広
い周辺部の人にとって面積割という負担は痛手そのものである。

60代 大潟

15 16全ての取組みは積極的に実施したい。早めにアクションを起こすべき。 男性 60代 柿崎

17

・大変良くなってきていることを実感しています。一例ですが、図書館など行く気にもなれなかったけど、大変良く整理され勤めている
人達の対応も心のこもったもので満足しています。また、オールシーズンプールも良くなったとの風評となっています。
・参考：昨年主人が「高田まちなみ歴史散策」まちの歩き方編をもとに孫達を連れて雁木と町家の勉強に出かけました。町家「いまい
家」が分からず随分探したと言っていました。ある議員を通じ遠くから見える看板設置をお願いしましたが、「染織いまい」の古いもの
と正面まで行くと布看町家が目につきますが、このたびもすーとはいきませんでした。看板はそんなに難しいものかと言っていました。

女性 70代以上 高田

18

このアンケートで初めて市の財政が厳しいことを知りました。毎日のんびりと暮らしていたのが恥ずかしい気持ちです。市のこのような
状態をもう少し市民にアピールしても良いのではないでしょうか。少しずつでも市民も協力していかなければならないと思います。施
設の利用料金を上げたり、各区の総合事務所も本庁へ行けば済むことも多いので、徐々 に無くしていく方向でも良いと思います。
なお、私は清里区ですが除雪は市になっても変わらず良くしていただいてありがたいと思っています。

女性 50代 清里

19
・確実な実行が必要です。
・合併による上越市として中山間地の農業経済をしっかり守り、あわせて行政サービスをよくし崩壊集落をつくらないように努めること。
・市の食料自給率はどうかわからないが市として食料自給都市として自立できるようにすること。

女性 70代以上直江津

20
市の名前を変えたほうが良いと思います。親しみが湧かない。あと何年かで、新幹線も通るので、新しい市名といっても、全国でどれ
だけ分かっているか。合併の時に変えてもらいたかったです。 女性 50代 北諏訪

22

とにかく１０、２０年先の市政及び生活が不安でしょうがない。消費税、大増税、景気の先行き不透明、その上収入の減額、･･･明るい
材料がない。一方、市政及び市が関係している補助金制度及び手当に目に余るものがある。市職員に対する手当(アパートの賃料
の補助)･･･一般会社員にはない。水道メーターもまだ使用できるのに料金かからずに交換できる･･･税金の無駄遣いにあたる。対人
関係を最優先に考え、人の道を考え、市政を運営してくださるよう願っています。
無駄遣いはもってのほか(デタラメ市政だと思う)
今回のアンケートは意味が無さ過ぎる。いったいどれ位の人が市が財政難なのか分からないし、市職員の方も分からないと思う。市
職員が分からないものを一般市民に問うこと自体おかしいと思います。まずは原因の追究をし、会議で議論した上で市民にこうありま
したがどう思いますか。と問いてもらったほうがアンケートになるのではないか。

男性 30代 頸城

23
財政状況がこんなに厳しいとは知りませんでした。将来のことを考えると非常に不安になります。一刻も早い業務内容の改善に努め
ていただきたいと思いますが、医療や介護などの公共サービスが手薄にならないようにバランスを考えて取組みを進めていただきた
い。

男性 30代 頸城

24 無理、無駄と活性化推進改善提案制度の活用(職員全員対象)を市民から募集し反映する。 男性 60代 清里

25 資料もそうですが、難しい言葉などが多く分かりずらい。取組内容もイメージしにくいので上手に回答できていないと思う。 女性 30代 春日

26 市民全体で市の現状をよく把握し、理解することが大切だと思う。今後市からの情報に関心を持ちたい。 女性 70代以上 高田

28
市の財政が厳しいことを踏まえ、「親方日の丸」という意識ではなく、職員一人ひとりが危機感を持って市民のサービスにあたってい
ただきたい。 男性 50代 高田

30
厳しい地方財政の健全化を乗り切るには行政改革のスピード化が必要である。ま、合理化対策としてなるべく少数精鋭主義、能力主
義でダイナミックな改革断行こそ急務である。 男性 70代以上 柿崎

31
一番の赤字の原因は人件費ではないでしょうか。パソコン時代の現代に必要な職員数なのでしょうか。退職金も結構な額なのではな
いですか。もっと違うところにお金をかけるべきです。
中国で問題になっている企業の業種を年齢問わず使ってもらえる施設を使ってもらいたいです。

女性 30代 板倉

32

・組織の簡素化に関連して、本庁舎、窓口対応職員は応対時に「専門の係に代わります」を繰り返し簡単な申出にもさえ、十分に答
えてくれる人が少ない。職員なのか、臨時、パートなのか分からないが、窓口要員が多すぎて無駄である。窓口に座るからには「自分
がエキスパート」としての使命と誇りを持ってほしい。申出の整理、誘導係ではない本当の窓口職員を配置し機能させることが職員の
スリム化、そして組織のスリム化につながると思う。民間から見たら「お前は何をしているんだ」と思われる窓口係が多すぎると思う。

男性 50代 直江津

34
・行政改革の取組みが上滑りしているように感じます。
・多くの無駄を感じます。
・夕張市で見られたように、市民とか支援団体のヤル気と職員の熱意との共同作業を上手に組み合わせることが必要です。

男性 70代以上 高田

個人情報
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35

・赤字、貯金を取り崩していると聞くと、家計を預かる者としては信じられない位恐ろしい状況です。まず、何にいくら使っているのか知
りたいです。
・借金額は市民一人当たり54万円とのこと。現在、そしてこれからの借金額がどのように推移するか、HPにリアルタイムで掲載した
いったら分かりやすいし、興味関心を持つ人も増えるかも。
・行政改革とはいうけれど、それほど切羽詰った印象がない。市民の無関心か、情報提供不足か。
・お金の問題も大事ですが、上越市を愛して、安全・健康にこれからも日々 暮らせるのがいいなと思います。その為に本当に必要なも
のを長い目で見て、欲張らずに選択していけばいいと思います。

女性 30代 直江津

36

・内部連絡用プリントの簡素化。民間では1枚で済みそうな連絡用のプリントを時には３～４枚位に分けて連絡している気がする。事
務の無駄、用紙の無駄等があるように思います。
・民間ではあらゆることに改善、改善の嵐思われる。市も最近は見直されてきていると思いますが、さらに進めてほしいと思います。
・施設使用料は安いので大変良いと思いますが、逆に安すぎるのではないかと思われる所もある気がします。障がいのある方や70歳
以上の方の使用料は良いとしても、市外の方の使用料が上越市民と同じ施設もあるようなので、再考の余地があると思います。
･以前は「学びの都市」と言われていましたが、大学の側に図書館等がほしいと思います。大学内に図書室がありますが、現在ある図
書館は大学からは遠いと思います。

女性 60代 金谷

37

・上越市のISO導入により、書類に絞られた内容が増えて実務上不便があるのではないかと思う。例は、ゴミ分別収集、少量でも定日
に収集している。一律でなくても、状況に応じた方法だと軽減率が高く出ると思うし、ゴミを出す住民も試行錯誤にもなりはしないかと
思う。
・行政改革の取組みで、一番の問題は経営責任がなく、無責任団体になっている所で、民間と比べて真剣さがどうしても薄くなってし
まう。1年または1ヶ月ごとに責任を問う人をはっきりさせ、その成果を評価していく方法でないといつまでも責任問題の先送り、なすり
合いが続き、破綻への向かってしまう。
・市民に夕張市が他人事ではないということを意識してもらわないと、役所の人だけがキリキリとしていても、いいアイディアは生まれて
こないので、市民一体となっていくムーブメントを起こしていただきたいです。
・もっとマスコミを利用して、上起をアピールしてき、人口の流入してきやすい地域性にしてほしい。文化都市になるように。)

男性 40代 金谷

38
・住民票の発行手数料が他市に比べ高すぎる。サービス低下につながる。市職員の給与やボーナスが世間の経済状況からかけ離
れ高すぎる。冬期手当なるものはまだあるのですか。一般企業はないです。 女性 50代 三郷

39 サービスを落とさず、市役所内部での取組みで改善をお願いします。民間を思うと改善できる箇所はたくさんあると思います。 女性 40代 名立

40
・合併後の総合事務所のあり方について、今後検討が必要と思います。
・活気がない。職員の各総合事務所と交流して(異動しては)本部（市役所）に頼りすぎではないかと思います。何か問い合わせても聞
いてみないと分からないとか、即答がない各総合事務所、職員の適材適所を考え配置が必要である。

男性 70代以上 清里

41

・目標は現状のサービス、質を落とさず定めること(数値化する。)
夕張市の財政破綻を教訓にして、市職員は以前の半減になったとのこと。残った職員も大変です。また市民も不都合を生じていま
す。しかし、それぞれの立場を理解し、立ち直りに向けて市民一体です。見習ってほしい。やればできる。やらなければ結果はない。
行動すること。
・上越市長、市議会、第3セクター、市職員はもっと危機意識をもって、それぞれの立場で財政再建を実行する気構えをもってもらい
たい。机上目標はだれでも作成できる。しかし、取組み姿勢、努力は各々 個人、管理者に頼わざるを得ない。
・広域合併で各市町村の議員は1～2人になっているのに、旧上越市議は特例法があるといっても、次回の改選まで定数変わらず、
ここら辺りの市議の意識が深い(自分の不都合、不利なことは法を盾に)。他他市町村では即新定数あり。
・目標完達するための責任体制をつくる。目標、進捗状況チェック、計画より遅れ、原因の排除、補完策、スピードアップ。

男性 60代 直江津

42

・財政赤字のために細かいことまで市が管理しすぎると思う。各総合事務所に任せる部分もあってほしい。災害のときのブルーシート
一枚でも、市に伺いをたて、返ってきた答えは「検討中」では、人命にかかわる場合もあるのだから。臨機応変にやらないと市民の不
満は募るばかり。
・有料ゴミの意味が分からず、家の敷地内で全部燃やしている家庭があちこちで見受けられます。プラスチック類は異臭がしたり。市
民一丸となって温暖化に取り組める対策に力を入れてください。

女性 50代 柿崎

43

今回のアンケートは資料を熱心に読まないと答えられません。行政に対して、貯金借金等全く無関心であることを知りました。女だか
らかと思いましたが、主人も全く関心がなかったとのことです。初めてホームページを開いてみました。このアンケートがなければ多分
見ることはなかったのではないかと思います。神奈川から越して3年目。やはり都会集中。地方に人口を増やさないと過疎化する一方
だと感じます。でも、除雪を見ていると雪国の活性化は難しいと思います。公務員は一度民間会社を経験してもらって民間の厳しさを
身体で感じてもらわないと、ずっと公務員からの発想では業務改革も生ぬるいのではと思います。(若い頃銀行を辞め電電公社のバ
イトをした時そのように感じました。)

女性 60代 中郷

46
改革というとすぐ人件費削減をするが、人材の大切さ、健全な仕事人を減らすべきではないと思う。多忙すぎては良い仕事ができる
はずはないと思う。 男性 70代以上 柿崎

48

今までは旧郡部から、旧市内への「移住」がありましたが、現在は同じ市内での「移住」ということになり、人口及び税収も大幅に増え
るということはまず考えられません。
市の歳出も、人口のより高齢化、2014年後の各交通機関(在来線、北越急行、各種路線バス、佐渡汽船)の負担金などの市の財政問
題が予想されますが、根本的に行政改革を行わないと財政破綻ということにもなりかねません。上越市の末端に住む者として、近い
将来おそらく切り捨てられると覚悟しています。「人の少ないところにはお金はかけない」市ばかりではなく国、県もはっきりとこのこと
は言っていますので、しょうがないなと思っています。改革には「痛み」は付きものですので頑張ってください。そのような時は、説明は
きれいごとやあいまいな言い方はしないではっきり言ってください。

男性 40代 大島

49

・上越市の施設は、市役所、文化会館、リージョン、ウイングセンター、テクノセンター、総合病院、総合体育館等々 、北部に偏ってい
ます。高田本町通は閑古鳥が鳴き、南本町、東城町1丁目あたりはゴーストタウンのようで買い物もままなりません。高田公園にあった
厚生南会館もプールも使用ができなくなったとか。もう少し南部にも目配りをしたまちづくりをお願いします。
・下越には新潟、中越には博物館、上越市も新潟県ですので是非立派な美術館(県立)をつくっていただくようお願いします。県展も
一箇所でまとめて見られるように広い施設をお願いします。

女性 70代以上 高田

51

・問6は当然行われていると思っていたことを「よい」「悪い」と聞かれショックです。無駄を省いたり、借金を増やさない、返すというのは
良し悪しではなく当然行うべきことであると考えます。今まで当然のこと、当たり前のことをする努力をしていなかったのかと思うと疑問
を感じました。税金は市民が一生懸命働いて納めているお金です。無駄にしないでほしいです。
・市職員の対応について、市役所に行くと100％の確率で不快な気持ちで帰ります。民間に置き換えると私たちはお客様です。私た
ちの納めているお金が職員の方の給料になっていると思えばもう少し親身に優しく接客できるのでは。職員教育の徹底をお願いしま
す。
・他市より、引越ししてきたのですが、以前住んでいた役所はもっと親切でした。周囲の人も「市役所」の声が多いですよ。給湯室やト
イレから職員の方々 が私語を長時間話しているのを何度も耳にしています。勤務時間中ですよね？その時間もお給料(税金)はらっ
ているんですか？

女性 30代 直江津

52
問7の6　滞納者(社)に対する督促はどのように行っているのか。民間での売掛回収は元より、発生前の信用調査を重要な仕事として
いる。公的機関として同様にできないとは思いますが、一人ひとりの職員が民間会社従業員と同じ立場で市を経営しているとの意識
の向上が必要。不要の公用車もあると思う。多数の課で共有し利用すればかなりの経費削減になると思います。

男性 50代 有田
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市の公共事業の「入札制度が変わっても効果が出てない」と新聞に書いてありましたが、市は本当に「効果的」「抜本的」な手法を
行っていないと思います。入札の範囲を旧上越市内だけで行っていますが、全国どこからでも応募できるようなシステムにすれば、す
ぐに全国レベルまで価格が下り、これまでの「甘え」の構造が明らかになると思います。問７にこの案が無いのがおかしいです。土地
開発公社の問題、存在を知らされていませんでした(合併直前まで)。旧上越市は卑怯な気がします。その経過、責任、これからの対
処方法等を広報じょうえつで明らかにしてください。私は、安くとも早く競売にかけて、土地の「再利用」「開発」を民間に任せるべきだ
と思います。

男性 60代 柿崎

54

・現行直江津港内(その殆どはテロ対策の名で立入禁止区が多い)が一部、日本海フェリーと漁港等一部で釣人が地元は勿論のこ
と、県外者が(特に長野方面が多い)通年いるのだが、港内にゴミ等が非常に多くなっている。そこで、「釣人税」なるものを徴収すべき
ではないか。具体的には市なのか港湾関係なのか。一市政モニターとしては理解を超える範ちゅうである。検討される余地があるの
ではと提案する。
・市職員の削減方向がなされている以上、政令市となった。市議員定数(削減の方向で)見直しを十分に検討し実施すべきと思うが、
市としての基本的考えを含め説明されたい。

男性 60代 直江津

55 女性 30代 直江津

56 多発する災害に備え、ゴミ減量化、不燃ゴミの埋立地確保。防災計画の見通し。ライフラインの耐震強度化が必要。 男性 50代 頸城

57

・第三セクターの見直しによる経費削減は当然と思う。収益を上げるためには従業員の指導・研修が大切である。従業員の言葉使
い、ユーモアのあるもてなし方、また、湯の温度、お茶のおいしさ等で入館数に大きな差があるように感じる。
・地震直後、無料入浴サービスがあったが風呂が壊れてしまったので、入浴に行った人が対象地区外と断られたケースもあると聞い
ている。受付で接客にあたる人はお客さんを信じてほしい。

女性 60代 吉川

58
問7の12項目にあるように補助金を減らす取組みで例えば、まちづくり大潟などでは、一定額(2,000円)を毎年区民から徴収している
が、額が減らない。収益が見込めないのかと思う。慈善事業なのかどうかとも思う。 男性 50代 大潟

59

職員の意識改革が第一と強く思います。
・職員の意識改革を強力に取り組むべく、外部の教育機関を活用する。
・年功序列制度を撤廃し、人事評価、実力主義を導入する。
・ムリ、ムダ、ムラ、サービス向上を推進すべく、市業務の改善提案制度を導入して、職員の問題意識の向上とコスト認識を持たせる。

男性 60代 頸城

60
行政ではどのような事業があるのか。例を挙げて何かの機会に具体的に示していただければそれに対する意見も出てくると思いま
す。
不要不急の事業や施設等を廃止したり、予算、運用経費を減らす。職員数を減らした後に、問9も必要な取組みだと思います。

男性 70代以上 板倉

61
施設の使用料見直しの件ですが、春日山荘の風呂の料金が70歳以上50円でしかも回数券も出ている。14市町村合併して他にこん
な安い施設があるのか。せめて「いこいの家」程度に料金を改善したらどうか。 男性 60代 春日

62
例えば10年前に比べれば、公僕としての心構えの向上、強化が感じ取れますが、親方、「市」という雰囲気も伺える。歯を食いしばっ
て前に進む。仕事をやっている（みる）という姿が十分ではないようである。 男性 60代 新道

64
人員削減。現場を知って行動してほしい。サービス業を見習って接客してほしい。私たちの税金を使っているという責任感をもっと
持ってもらいたい。 女性 30代 直江津

66

行政改革の大目標である効率的で効果的な行政運営とあるが、職員の休憩時間はどうなっているのか。公民館の前を通るといつも
タバコの臭いがする。細かいことだと思うが、意識改革が必要だと思う。
借金があって赤字でも、職員の給料は保証されているという、民間企業なら倒産である。汗水流して一生懸命働いている中小企業を
見習うべきである。一度公民館前を通ってみてください。

女性 60代

68

春日山荘の公衆浴場の廃止について、市が運営しているこの浴場は大勢の市民が公平にあまねく利用する施設でなければ意味が
ないと思う。現実は、ごくごく周辺住民の自家風呂化してくる人間は全く同じ顔ぶれである。利用率は市民全体の0.01％くらいと思う。
以前と異なり周辺の旧町村に500円の温泉施設ができ、かつて私も囲碁クラブで10年間通ったが、クラブ員はもちろん、老人会の総
会などで来荘する人達も風呂に入る人は殆どいない。一部の市民のための税金の無駄使いはやめてほしい。

男性 70代以上 金谷

71
最重点項目として、要員・給与の見直しを実施し、行政サービスの低下を最小限に考慮し、人件費の削減に努力する。また、職員の
人事交流、適材適所の配置を行い、明るい活力のある職場づくりに努める。特に窓口応対は民間レベルと比較すると差がありすぎ
る。(暗い)

男性 60代 直江津

72
小学校統合により我が名立区には区名の入らない小学校となってしまいましたが、今になって名立宝田小学校の名前にすればよ
かったと思います。変更はできないでしょうか。 女性 70代以上 名立

73
職員を減らすことは良くないと思う。特に各区の総合事務職員を減らすことにより住民サービスが行き届かなくなる。市の決定ばから
ではなく総合事務所での決定権も必要である。職員のやる気がなくなるし、区内の活気もなくなると思う。 女性 40代 安塚

74

・業務の改善を行い、仕事の成果を上司は正しく評価し適切な指導をする。ただ、評価の結果を昇格・昇給に反映させることには慎
重であってほしい。
・以前、役職に参事、部長、課長、補佐、副参事など細かくあり、役職が上がると給与が上がる仕組みになっていたと聞くが今はどうな
のか。室長の中でも課長待遇の人もいるとか、財務部長のほかに○○監がいると聞いた。

男性 70代以上 有田

75

財政削減の方向での取組みについては一定の評価をするが、金のかかるべきところへはもっと積極的な増加を図るべきである。例え
ば福祉施策。何をどのようにしようとするのか、具体的な姿が見えてこない。もう少し具体的に。視覚障害者への情報提供についてど
う考えているのか。等しく、知る権利を有する障害者にどれだけ情報を提供しようとしているのか。「広報」を部分的にカセットテープで
提供するだけではあまりにもお粗末ではないか。基本的な構えをしっかりと持つべきと考える。

男性 70代以上 春日

76
(問8、9について)
・夕張市のようにならないように無駄遣い正社員労働者の取組みをしっかりと。 男性 60代 八千浦

77

上越市の借金通常分で846億円。通常分以外で289億円。計1,135億円あり、市民一人当たり54万円。県の平均や全国の平均から
すると5から8万円程度多いと言う。他に土地開発公社の借金もあるわけであるから、新規の事業立案も必要と思うが、全体の借金を
減らす方向でお願いしたい。国には国債という多額な借金もあるのだから、資料にある「大目標」の①ムダなお金をかけずに最適な
事業を実施できるような、効率的で効果的な行政運営を確立する。②黒字経営の実現、その年度の歳入でその年度の歳出を賄うよ
うにするよう適切な行政をお願いする。

男性 60代 和田

78
・国中心の情報、世界の情報にすぐ反映するようなシステムづくり(対応が遅い)
・行政の中心の人達の大変さが分かりますが、全部を救うのではなく一部を救うことも大事だと思います。 女性 50代 吉川

80

・「広報じょうえつ」の発行に関して見直しを。(配布先のサバ読み解消化を図り発行部数の削減を検討する。また、編集内容について
は、市民の関心ある情報、市民の意識改革を促す記事等々 で親しみ魅力あるものにする)
・町内会との協力・協同関係について正常化を図る。(町内会長などの各種会議の過剰性を排し、自主・自治性を尊重する運営に努
める。)
・市道の認定に伴う所有権移転承諾作業について簡素化を図る。(所有権者が死亡されて一定期間を経過した方に関し、原則主義
の再見直しで事務の合理化を図ること。)

男性 70代以上 高田

上越地域消防事務組合では、休日手当、時間外手当等の削減に取り組んでいるが疑問に思う。そして、給与が高いとの声も聞くが
はたしてどうだろうか。命をかけて常時仕事をしている消防職員、災害ともなれば出動になる。給与の見直しを実施すれば、良いとは
言い切れない。今回の中越沖地震でも頑張っている消防職員がいる。不祥事が合った時もよく事案を検討した上で処分をしたほうが
良いと思う。年齢までは報道機関に公表する必要はないのでは。(最初は公表しないと言っておきながら、公表するとは・・・)
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81 行政改革といっても国と同じで何も改善されていない。目に見えない。目線を下に物事を考える。 男性 50代 新道

83 仕事上休日祝日にしか役場に行くことができない人が多いと思うので、役場の休日を毎週同じ平日にしてもらうことはできないか。 男性 10.20代 柿崎

84

職員の削減、人件費を減らす取組みについてと同じと思いますが、市民が平等とまではいかなくても、できるだけそれに近い状態に
と思います。なぜなら、有望な資格を持ちながらも働く場所がなくて、転職やパートを転々 とされる方もみられます。具体的に申します
と、保育士など資格があり子どもも育て上げ、家庭的にも落ち着いた方々 がさて自分のこれからこの仕事を活用できる職場は限られ
ています。ないのです。学校調理員のように1年～2年というように資格のある市民で有望な方々 にこれからの子ども達の保育に携
わってほしいと思います。秋田では教職が31歳が山と報道されていますが、何も若いから良いのではありません。全国的に見ても教
員は10年更新とか、そこまでいかなくてもせめて住民に少しでも活躍できる場を与えてほしいです。就職されれば定年までという考え
を少し改善しなければ、慢性化して能率性には遠ざかります。何人子どもを産もうが、何年育休を取ろうが、自分には何の不利にもな
らないのが、少子高齢化、少子支援制度の悪用につながっています。

女性 60代 金谷

85
目標を掲げることは誰でもできる。心身を削って着実に実行に移せるか否かにかかっている。自分の給料を２／３にできますか。でき
る人のみ実行可能な有望な将来市を建て直せる人だと信じています。 男性 60代 和田

86

・市町村で造った公園などについて一部管理が行き届いていないように感じます。地域の方と協力して管理する方針はとらないので
しょうか。
・市町村職員は挨拶ができていない方が多くいらっしゃるように感じます。昔の役所かんかんは直したほうが良いのではないか。
・市町村で行うイベントについて市民がもっと興味が持てるものを目指したほうがよいのではないか。
・市民は税金を納税しています。納税義務はありますが、増税時にはもっと説明が必要なのでは。
最近、テレビでも取り上げられていますが、生活弱者に対する援助に問題があるようです。生活保護については上越市は大丈夫で
しょうか。

男性 10.20代 安塚

87
目標を掲げて一人ひとり頑張っていらっしゃるのは良く分かりました。しかし、このアンケートがなければ知ることがなかったと思いま
す。もっと市民に分かる活動を。そして、もっと上手にアピールを。 女性 10.20代 有田

88

洪水ハザードマップを見ましたが、果たして高齢の方がこれを見てどれだけ理解できるのでしょうか。他地域の場所まで目が行くので
しょうか。地図も非常にみにくいです。いざという時に役に立つ内容のものとは思えません。この一冊を作るのにかなり費用もかかると
思いますが、これこそムダだと思います。誰が見ても分かりやすくて、緊急時に先ず必要な内容のものにしていただきたいです。この
洪水ハザードマップの内容からして、必要な物であったかどうか市役所内でアンケートをとってみたらいかがでしょうか。私も友達に聞
いてみたら一人の人は捨てたと言っていました。もう一人はどこへやったかわからないということでした。

女性 50代 金谷

89
市地域協議会について、旧市内地では町内会長さん達その他の皆さんがいろいろ頑張っています。新たに設けるのは、年齢層も
偏ったり固定化したグループの代表の方々 などがなったりするのでは。とあまり必要を感じません。市議会議員たちも地域代表として
もっと頑張っていただかないとその方々 と区別がつかなくなるのではないでしょうか。

女性 60代 直江津

90 借金を減らすことばかり考えていないで将来につながる事業を。 女性 70代以上 高田

91
土地開発公社が大きな赤字ですが、どういう仕事をしているのか良くわかりません。
金額が大きいので、良い方向に動いてほしいと思います。 女性 50代 春日

92

お金をかけずに最適な事業を実施”言うは易く、行うは難し”でありますが、宮崎県の東国原知事が良い例でしょう。トップセールスに
よる、企業経営の感覚が最も必要であります。株式会社上越市のセールスポイントを探し、売り込む。全市的な地域において、地域
協議会なる組織ができるようですが、屋上屋を重ねる事になるような気がします。町内会長の組織が有って、議員が居て、その上に
必要があるのだろうか？もっとも議員はあんまり機能していないが。

男性 60代 高田

93
土地開発公社の借金は新潟県で一番の借金をしている。１０年２０年と古い塩漬けの土地の処分がなぜ出来ないのか。年々 損失
（赤字）を出すのであれば持っていても赤字売っても赤字であれば早く処分すべきと思う。これから先特別に予定（開発）がない土地
は上がらないと思われる。県も遊休地処分は赤字を出しても処分する方向で進んでいる様に思われる。

男性 60代 新道

94

仕事上、こんなサービス必要なのかと思うこと、高齢者福祉バス及びタクシー利用のチケット、対象の80歳以上とあるが、全対象者に
配る必要はない。せめて非課税所得者にしてほしい。もしくは申し出制にしてほしい。
また、NPOの名の団体への補助金も全部に出す必要があるとは思えない。お金ほしさに団体を作ることもあるときくことや、例もある。
市職員の給与はよしとしても、借金財政の中でのボーナスは民間との差を縮めてほしい。出ないところも沢山あるし４０歳くらいで８０
万円、１００万円なんて聞いただけでも腹が立つ。

女性 50代 谷浜

95
ごみ収集の件で。近くの独身寮でのこと。ごみの分別ができていないとかの苦情をきく。これは、彼らは会社勤めの人たちであるの
で、市でも各事業所に対して社員の啓蒙をお願いしてはどうか？ 男性 70代以上直江津

96

・免許証の書き換えの件で是非市からのお力添えを戴きたくお願い申し上げます。
講習は柿崎自動車学校で済みます。
他の検査並びに免許証の交付は、上越警察署にてなされるようになりました。
今迄通りに近くの警察署で免許証の公布をして戴きたく心よりお願い申します。
・農協合併前・後について
農協合併以前は、食料その他生活物資等は農協のマイクロバスバスで送迎をしておりました。
合併後は農協は区に統合しました。
車の使用できない者は（老人）どう生き延びたらよろしいでしょうか？
僻地バスの通っているところもございますが、バスの通らない集落に僻地用の買い物、医者がよい等々 、どうぞ困っている人々 に救
いの手をお願い申し上げます。

女性 70代以上 吉川

98

効果見込み額の多い順に緊急に力を込めて取り組むようにし、速やかな効果を挙げてください。
行政改革は複雑な側面を含む課題なので、官民はもとより、学や業,男・女,靑・壮・老年などの各界各層の考えや知恵を傾注して取
り組み、結論が一面的にならぬよう、多角多様な検討を行ってください。
行政改革の取り組みの具体的計画に当たっては、市民の収入をいかに増加させるかの観点から常に多角的に点検すべきものを考
えます。

男性 70代以上 三和

99

市の進んでいる細部の方向については不勉強で知らないことが多かったので提案できる段階ではなかった。
（私の疑問）
公共下水道などの指定業者のやった仕事は何年間の補償というものがあるのですか。例として１０年間とするならその間に不具合は
その指定業者の責任に於いて修理するとかその業者が閉店した場合は指定した市当局の責任になるのですか

男性 70代以上 大潟

101

上越市の行政改革は、選ばれた方々 、市職員の方々 にお任せするしかありません。目的、大目標を実施進めて結果がきちんと出る
ことを望みます。
上越市が合併して市民が平等で平均的生活向上ができて、市民一人一人が税の意識、知識を持てることを望みます。
子供の頃から資源ごみ分別を学び、税への意識をもち、今、一番足りない家族時間、家族の心を育むことが出来るよう望んでいま
す。
（お願い）
食の安全も大切ですが上越市の水道はどうなのでしょうか？水道管、接続部分～自宅飲料水となるのですが、末端の水質はどんな
ものでしょうか？
衛生的なことは当然ですが、安全面は調べて結果を知ることが出来るのでしょうか？
水質検査はどこで（場所・採取）して、年何回か教えてください。

男性 10.20代 和田

14
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102
「大目標」をきちんと達成できるように市の取り組みを市民へ周知徹底するべきだと思う。
町内会などの声にも、耳を傾けてほしい 女性 30代 高田

103

（公共事業）
市内各所で、工事がさかんにやっていますが、大手町等は何年も工事をやっており、見ているとやっと終わり、舗装も終了したと思っ
たら、又、同じような場所を掘り返し、又、別の工事を始める…という様な状態がよく見られるが、我々 には税金の無駄遣いとしか思え
ない。もっと、効率の良い工事が出来ないか。

男性 50代 高田

104
職員数の削減に取り組むのは良いことだが、むやみにパートさんの数を増やすのはどうでしょうか。知識の薄い戦力にならないおば
さん達が多数いらっしゃる様に感じられます。縁故関係の方など社会的にふさわしくないと思います。見た目的な人数の削減より、内
容重視で取り組んでほしいものです。

女性 10.20代 板倉

105
職員数は以前から多すぎるような気がしていて、もっと減らすことは出来ないかと思っていた。その分、福祉や乳幼児の支援の費用に
役立てるべきだと思う。 女性 30代 春日

106 もし可能であれば、行政改革の進捗状況を単年度に於ける中間報告という形で、市民に情報公開願えればと思う。 男性 50代 金谷

107

できるだけ広報じょうえつ,新聞,ＴＶを見るようにしていますが、市行政の細部はわかってないので意見を述べることはできません。
私の住んでいるところは山間地で現在区内を巡回バスが通っていますので有難く思っています。何しろ高齢で病院通いも多いので
大きな病院へ行くときは、ほくほく線を利用しています。私は「大池いこいの森駅」を利用しています。自宅から巡回バスで駅まで行く
のですが、直江津行午前7：41は間に合わないし、8：48はバスが少し遅れると待ち合わせ時間がないため乗り遅れることもありますの
でもう少し待ち時間があればよいなと思います。
若い人達なら駅の階段を駆け上がることもできますが、老人にはムリですので一寸でいいですから検討していただきたいと思います。

女性 70代以上 頸城

108

旧上越市に自治区協議会設立の動きがありますが、議員定数削減とセットで進めるべきです。
安全、安心まちづくりに4台のパトロール車で防犯啓発警戒に市内全域に巡回しておりますが、費用対効果があるのか疑問です
現在市に○○審議会と数多く有りますが、私の知る限りほとんど委員長は大学教授です。一般市民から選出できないのか疑問で
す。

男性 60代 新道

109

国政,県政,市政等どれをみても人口密度の高いところを重点に行われております。山間地は若者が都市部にあこがれて転出し、過
疎に悩みながらも都市部で発生させたCO２を黙って浄化したり、水道水源を供給したりしてます。その山林も田・畑も荒れ放題で悲
鳴をあげています。
補助金をほしいと言うのではなくて、材木・蓄肉・米や野菜など皆が希望と意欲が持てるような施策がほしいのです。
局地集中ではなく、国土全般に亘り人々 が希望を持って住めることが望ましいと思います。

男性 70代以上 名立

110

私は柿崎区の町内ですが、近くには大潟・吉川の総合事務所があります。その3区の事務所を一つにするというわけにはいかないで
しょうか？
大きい建物の中に、何人かの職員しか居ないのが現状です。
いろいろ手続きに行く場合、遠いかもしれませんが、こんなに広い中でもったいないといつも思っています。

女性 60代 柿崎

111

市役所を見ると、17時過ぎに退所する職員もいれば、夜中まで仕事をされている方も･･･
仕事の分担、効率化など、もっと考えないと忙しいところではクリエイティブな発想も仕事もできず、専門・専従でなくともできるところは
もっともっと民営化していく方向を望みます。

女性 40代 春日

112

共存･共栄で活かせる社会を望みたい
大型店への援助が多いのでは？
駅前のもう少し有効な利用は？

女性 70代以上 高田

113市役所へ行くことは少ないですが、何度か行ったとき思ったことですが、職員数が多いのか、手を休めているいる方がすごく目立った 女性 60代 高田

114
本町商店街は市の行政改革に頼らず商店主の家族がドン・キホーテにならう
お客様に喜ばれる存在になろう 男性 70代以上 高田

115
大局に見て不要物の売却
無駄な費用は使わない 男性 70代以上八千浦

116

余談でありますが、渓流釣に出かけていつも思います。
何百年何千年と生きてきたブナ林を切り開いて杉の木を植える為に林道を造り、その林道が毎年雪の為に崩れてそれをまた税金を
投入して直す。上越市の水源地です。ゴミを捨てる大バカ者も居ます。
全てが悪循環です。あの豪雪地に杉など育つわけがない。殆どが折れています。それも補助金でと聞いております。
行政改革も本当に大事だと思いますがこういう馬鹿げた事業は絶対にやらないで欲しいと思います。

男性 60代 春日

118

上越市は高田・直江津だけではないということをよく考えるべきだ。各句の意見をよく聞き、旧上越市の独断で物事をすすめないこ
と。
財政の健全化のために、弱者（各区）の切捨ては、あってはならない。
上越市は観光資源が沢山あると思う。新幹線も開業することから、観光面に対しても、力を入れて欲しい

男性 10.20代 柿崎

119

経費の節約、ムダを省く、借金を減らし黒字を目指すことはとても大切なことだと思います。が、メリハリのある時にはパーッと行事を実
行し、削るところは削る。
市役所の入り口にウロウロ警備員のような人は必要か？市の職員にとってのムダと市民にとってのムダが違うような気がします。

女性 40代 高田

120 しっかりと計画を持って大切な税金を使ってください 男性 10.20代 名立

121

市では本当に行政改革を行う気があるのでしょうか？例えば、職員の手当など民間では考えられない様な項目がありました（以前、
広報に載った）。全て税金です。それも容赦ない取り立てに似た納入をさせられています。こんな大事なお金を天から降ってくるかの
様に使わないで下さい。赤字の会社ではボーナスなど支払わないところもあるのに、職員の方々 はどうお考えですか。要・不要を見
極めてください。

男性 50代 金谷

122

親方日の丸。つまり何かあるごとに市がという。然り一般我々 住民に他ならないと思います。市の説明では「6月の住民税」所得税下
がっているので負担は同じと言ってますが、実際には定率減税が上乗せになり、増税となり年金者にしては苦しいの一言です。美し
い日本「上越」どころか、お先真っ暗という表現しかいえません。県の予算でも中・下越の中心の予算ではなく、上越にもっときてほし
い

男性 60代 板倉

123
さきの中越沖地震では大揺れで危険を感じましたが、幸い当地（合併前上越）では大した被害も無くほっといたしましたが、一方、柏
崎は大変な被害で特に高齢者の犠牲が多く出ています。被害時の弱者救済が如何にあるべきかこれからの課題と思います。 男性 60代 春日

124

市が自ら行政改革と言っても、親方日の丸的体質から脱出できるわけ無いのでうまくいかない。今、市が行っていることをいかに民間
に任せるかが鍵になっていると思われる。
それを規制（安全・公正さの維持）と緩和（参入しやすさ）によって統率していくのが市の役目では？

男性 50代 高田

125

民間・市・個人・事業所等の連結・配分をもっと蜜にできないものかと思います。そのための援助・補助をもう少し充実できたらお金を
回転させることができたら･･･甘いですね。
都会で結婚して生活している子供の出産・育児に対し他の都道府県と連結して自由に保育園、ヘルプセンターなど、住民票等なし
でも利用できるようにし、その料金を請求できるようなシステムをネット等で作ったり、私・公の保育園等でできないものかと･･･
働きながらの子育て、少子化対策に繋げていけないものだろうかと…

女性 50代 高田

126今後とも継続を。怯むことなく自信を持って御精神に反することなくお励みくださいますよう、お願い致します。 女性 50代 清里

128市民の皆様が住みよい街になるよう頑張ってほしいと思います。 女性 10.20代 清里
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130高田郵便局の駐車場への車の出入りが大変であり、時間帯によっては混雑している。どうしてあのような駐車場の型になったのか。 女性 50代 金谷

131
ホームページを活用する人は多くなっていくと思う。柏崎の地震のように停電になれば実際にはダメだが、それまでの予備対策コー
ナーはあったほうが良いのではないか。
毎日の生活上、環境問題、地震問題は大事の前に学習を積み上げていかなければならない。

女性 70代以上 高田

132

重点項目について
１．職員の自己評価も必要。
３．各部署のバランスシートが必要。
４．テレビや新聞によると、民間企業の会計制度(バランスシート)を使用していないことは、日本政府を含めて、西洋(ヨーロッパ)国々
より100年は遅れていると伝えています。
６．零細農家、低所得者、年金生活者の生活保障が必要である。
16．バブル期の資産と思います。土地を貸すことで借地料が入ると思います。建物ができれば固定資産税が入ると思います。

男性 70代以上 高田

134

・ゴミの減量化、分別化は浸透しているが、現在本当にゴミは減っていますか。広報などでも現状を告知してもらえたらと思います。
・車社会の中で道路は整備されていて便利もよく、車に乗っていても快適ですが、たまに自転車に乗ると、路肩部分の整備が非常に
おざなりになっています。歩道のあるところは良いとしても、自転車・歩行者はとても安全安心して通ることができるとは言えません。な
にか対策があればと思います。
・山麓線、富岡線木田周辺は賑わいの中心となっており、大型店が次々 と建てられていますが、駅周辺(どの駅も)や昔からの個人商
店街などなんだか活気がありません。市外、県外に拠点を置く大型店・チェーン店などができて、本当に市は潤っているのでしょか。
人が集まりにぎわっていてもその利益が外へ流れ出ているようにも思います。会社企業が儲かっていてもそこに住む人が儲かってい
ないと本物の活気にはならないような気がします。

女性 40代 高田

135

滞納者の対応をもっと早く行い、金額が重まないうちに相談に取り組む
職員の給料は一般の会社であれば赤字経営になればかなりの削減になる。もっと見直しても良いと思います。
これからは土地・建物は買わない、造らない

女性 50代 高田

136
第3セクターと市の関係を見直して第3セクターを自立させることで、第3セクターへの補助金を減らす取り組みを早急に実行して欲し
いと思います。削減額が未定でも、できる事から始めてください。 女性 60代 大潟

137
「大目標」をきちんと達成できるように市の取り組みを市民へ周知徹底するべきだと思う。
町内会などの声にも、耳を傾けてほしい 女性 50代 大潟

138

｢どのような」社会を「誰の為に」つくるのかを明確にしてから、具体論を詰めたほうが良いように思います。自称「弱者」や市外（国外）
からの組織的な脅迫、かく乱、教唆のために善良な市民が犠牲になってはならない
税金の用途を指定（寄付）する方法はないでしょうか。
一例として
・市債購入者に対して市税の減免,優遇
・第3セクター（等）を財団法人化して、出資を納税とみなす
・（上記）高額納税者に対して、市長からの表彰　など
公共事業には、地元の業者を優先させるべき。参加枠を事前に明示することによって、談合判断を封じる。ただし、手抜きや水増しを
防ぐために、第３者による評価と報告は必須

男性 30代 柿崎

139
もう今以上に施設などを造らないでほしい。必要ありません！
施設を建ててしまうと、維持管理にもお金がかかってしまうので、今のままで十分です。 女性 10.20代 新道

140

当然、金銭面等については、これまで異状に取り組んでいただきたいが、その前に、その取り組みを実行する市職員の方々 の意識
改革,これもお願いしたい。以前に書類の提出のため、市役所を訪れたとき、これは何階のどこどこへ行ってくださいと受付で言われ
たのでそこへ行くと、今度は何回のどこどこへ行ってこの書類をもらってきてください、たりませんから。と、なんと3箇所も回ることに
…。同じ建物の中だから、頼んで届けてもらうことは出来ないのでしょうか？また、それなら初めに書類を渡した時点で、これとこれとこ
れの書類をどこの係に貰ってきて、揃えて提出してくださいって言ってくれればいいのに…
もしスーパーや飲食店へ行って注文をしようとしたら”私ではなく、あの人に頼んでくれ”って言われたりしたらどうですか？飲み物は
あの人に頼んで、ご飯物は別の人に、デザートはまた別の人に頼んでくださいなんていわれたらどうですか？飲食店はお金を払って
いるからサービスに努めなければいけないのですか？市の職員さんに対しても、私たちは税金と言う名のお金を払っていますがどう
ですか？職員さんの意識が変わり、上越市のみんなが、自分達の市のためにと思い始めたとき、そこで初めて本当の行政改革がで
きると思う。今のままでは、本当は誰の為にやっているのか不安でたまらない

女性 30代 高田

141
問とは違うかもしれませんが、ゴミの問題で、全市でゴミ袋が統一されることになりましたが、今、板倉区のゴミ袋は大変使いにくいで
す。ゴミを入れても結びにくいです。どんな袋の形になるのか・・・？スーパーの袋のような容にしてほしいです。 女性 50代 板倉

142経費削減は重要課題ではあるが、観光資源の有効活用と整備も必要だと思う（海水浴場、春日山等） 男性 50代 春日

143

民間の事業所では経営がとても厳しく、朝の掃除、トイレ掃除、外の草取りなど、従業員で行っています。市では外注しているので
しょうか！30分朝全職員で行えば、経費削減できると思います。民間でもいやでも行っています。
また、賞与が年3回特別…という目的で出ていると聞きましたが、民間では倒産数も多く、とても賞与まで満足の金額が支払えませ
ん。あまりに、格差が大きすぎます。民間では考えられません。利益が出ての賞与だと思いますが…
また、市の施設の職員、窓口の人達、暇すぎませんか。用件があって、カルチャーセンター、市民プラザなど行くととても暇をもてあま
し、ムリに仕事を探しているように思います。それで5時を過ぎるとパートのおじさんに（カルチャーセンター）かわる。変だと思いません
か。実際見ていると、仕事を多くしている人は臨時のおじさんたちとパートの人！そんな人達に賞与3回とても考えられません！怒
文化会館や施設の人達は、多くいるのでしょうか。もう少し仕事内容チェックしてください。
また、市営住宅の生活保護世帯の人達、よくチェックしていますか！本当に、保護してもらいたい人達も居る中、ずるくやっている人
がいると聞きます。皆の血税です。大切に使ってください。お願いします。

女性 40代 有田

144

PDCAを職場に取り入れるにあたり、市の職員だけでなく、市行政にかかわる人達の問題意識の向上が先ず大切だと思う。
上司からの指示があったからやるのでは何にもならない。先ず心構えからの徹底を共有して取り組んでほしい
（今回の中越沖地震のTV報道を見て、ある市町村の役職員の意識のズレに唖然とした）

男性 60代 春日

145

私はシルバー人材より施設管理に派遣されています。
市の広報なりチラシが施設に配布されてきますが、その多くは各家庭にも配布されています。
施設では、職員が来訪者に閲覧できるようにしていますが、一箇所の施設に20～30部位配達されます。誰が見るのでしょうか。市の
施設は何箇所あるかわかりませんが、全市で誰も見ないでそのままゴミとして大量に処分されています。各施設の必要部数だけ配布
にしてください。
2.消耗品の購入は各職場、各セクトで定点管理を行う。その目的は職員のコスト意識を高めることに有ります。定点管理とは最大在
庫数と発注点を決めて職員自ら管理する方法です。又、小集団活動も取り入れてみたらいかがでしょうか。
3.私達民間人は失われた15年をどうにか生き延びてきました。各企業の中で一人一人がコスト削減に懸命に立ち向かったのです。
行政改革は避けてはいけません。自らの職場と市民のために一層の奮励努力を期待します。

男性 60代 柿崎
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146

土地開発公社を早急に解散し、市の直接業務とし、財務内容の透明性を明確にすべきである
職員の給与・退職金はあまりにも高すぎる。更にその退職金を賄うために特別債を発行するなど論外。地域に合わせた賃金体系に
すべきだ。
人員を減らすために、職員の採用をやめるのではなく、給与・退職金を見直し、ワーキングシェアを行いながら少しでも採用を継続
し、人件の削減を図るべきである。
PDCAサイクルのチェックは外部にまかすべきだ。内部チェックでは根本的な改善はムリである。

男性 50代 高田

147
町村時代になあなあで雇用された職員の再試験の導入が必要。せめて公務員の初中級くらいのレベルが必要。
市議は各区に一人は必要だと思う。そうしないと地域がまとまらないと思う。広すぎるから。

男性 50代 牧

148

財政の面（予算）などを重要視し優先すると、サービスや質の低下に繋がるのではないか心配です。予算の削減などは仕方ありませ
んが、それを補えるような取り組みが必要だと思います。地域によって格差が生じるようでは困ります。本庁と総合事務所の機能の見
直しも必要ですが、本庁に皆業務が集中し、そこへ行かなければ用が足らないようではサービスの低下になると思います。
基本的なことですが、無駄を省き、目先のことだけに捉われない行政改革をしてほしいです。そのためには市民にも興味を持っても
らう（情報を周知することも必要）ことも必要だと思います。

30代 安塚

149福祉関係のサービスで本当に困っている人を助けてやってほしい 女性 40代 谷浜

150

市職員の方々 には、もっと徹底的に経営感覚を持って仕事して欲しい。各課で次年度予算を出すときなど、昨年並みに要求するの
ではなく、どのような事業をするのでどれだけのお金が必要かを充分検討し、「ドンブリ勘定」ではなく、無駄のない要求を出して欲し
い。
2月頃になって予算が残りそうだからな度と、まだ使えるものも破棄して、新しいもの、必要の無いものを買わせる。そんなことのないよ
うに、チェック機能の充実も！
平成18年度の結果（大目標の到達状況　大目標①に対して、市職員には一生懸命の方々 も多いと思いますが、中には古い習慣に
とらわれている人、新しいことにまどついている人もいるのではないかと思う。もっと危機感をもって、仕事をしてほしい。
今は益々 厳しくなると予測される財政について、私たちは大変不安に思っています。「他の市も借金を抱えているのだから」当市の借
金も人並みだとの考え方は良くないと思う。
先ず実践あるのみ。到達できない課は厳しく管理されるべきです。できればチェック段階は市民に任せてほしい。

女性 70代以上直江津

151職員の皆様も民間並に考え、リストラもある事を意識するべし 50代 直江津

152

副課長を廃止する
審議会や委員会の活性化を図る（今は行政の思うがままの内容になっている）
各種団体への補助金を廃止する

男性 50代 直江津

153

もう少し観光事業について見直し、せっかくの名所を利用して欲しい。春日山や高田の城跡、二の丸などは無残に土が流れ、まさに
残骸のようです。せめて今年の謙信公祭では、ガクト効果だけでなく、もっと永く続くようにいろいろな整備をしてほしい。
花見のときのように案内バスやボランティアを活用、パンフレット等で案内するほか、市としてももう少し柔らかく役人的でないサービス
も考えて欲しい。

女性 30代 直江津

154
大目標：無駄なお金をかけず、実施できる行政運営もよいですが更正会館もなくなり、各種団体、又、サークル活動の会場がなく大
変苦労しています。あるようでない現状です。（駐車場の問題含む）会場としては旧高田市内が希望です。 女性 60代 春日

155

①合併のメリットを活かし、サービスレベルを向上させる取り組み
合併により、旧周辺町村部では、サービスレベルの低下を半ば諦めている人がいます。しかし、合併によって、より業務が集約化・効
率化されれば、むしろサービスレベルは向上されるものと思います。それがなされないようであれば、単に時流に乗った合併で、また
同じ道筋を歩んでしまうと思います。
②新幹線開通に伴う在来線の問題
市議会の一会派が廃止を唱え物議をかもしました。しかし、将来的な財政負担を考え、慎重な対応を取ってほしいと思います。病
院、ライフラインと言ったものは生命の維持に不可欠ですが、代替対応のできるものは、コスト、将来性を考え、次世代に大きなツケを
残さないようにしたいと思います。
③親鸞聖人上陸800年記念事業に860万円について
他宗からのクレームは上がってきませんでしょうか？上越には浄土真宗の寺、檀家が多く、異論を唱える人がいないのかもしれませ
んが、デリケートな部分も含んでいるので本来は計上すべきではないと思います。（私自身は浄土真宗の仏壇で、お坊さんに毎月お
経を上げていただいています）
④行政改革の取り組みの一部として、赤字のPRをする
例えとして、亭主が月給30万円なのに毎月20万円借金し、家へ50万入れていたとします。奥さん子供はそれを知らずにそれなりの生
活をして、家を建て、家具を買い、車を買いました。それが数十年後、借金だらけだったとしたら…
もっと赤字部分をPRし、身近な問題として捉えられるようにしてほしいと思います。広報じょうえつの表表紙の下段に、現在の赤字残
額総額○○円、一人当たり○○○円でも良いと思います。若い世代には将来の不安をあおる感じを与えるかもしれませんが、後で知
るより、今からの対応が将来的には得策と思います。現役世代は逃げきりを考えるより、次世代のために少しでも多く減らすことが責
任と思います。

男性 40代 柿崎

156

合併という大事業後の対応については、一定の時間を要すると考える。したがって市が進める行政改革の取り組みについては「是」と
するもので、徹底して実行されたい。
昨今下水道関係事業についてのトラブル等が全国的に話題となっているが、現状上越市にあっても下水道事業の工事が各地で実
施されており、今後も当分の間工事が継続される方向にある。
こうした中で、大潟区にも過日汚水処理場が完成し、稼動を開始したが、聞くところによると、すでに数年に稼動した柿崎区の処理場
の稼動率も極端に少ないとのことである。これは計画時の予測と実態とが乖離しているからである。したがってこの際（合併を機に）事
業全般について見直す必要が有ると考える。
例えば下水道幹線を上越・大潟・柿崎とパイプを直結し、処理場の稼動を調整することも一策ではないかと思う。是非新生上越市とし
て下水道計画をこの際抜本的に見直し、検討されたい。
（少子化＝人口減，便器の節水型の普及　等々 ）

男性 60代 大潟
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問１　市の財政状況に対してどのように感じますか。当てはまるもの1つに○を付けてください。

　

問２　市が多くの借金を抱えていること、財政収支が単年度は赤字だったということ、土地開発公社の経営が厳しい

　　　ことなどをご存知でしたか。ご存知だったことすべてに○を付けてください。
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問３　市が財政の健全化に特化した行政改革に取り組んでいること自体をご存知でしたか。

１．厳しいと感じるし、
　　　将来が不安だ

２．厳しいと感じるが、
　　　将来に不安はない

３．厳しいと感じないが、
　　　将来は不安だ

５．わからない

テーマ　【行政改革】

【回答していただくにあたっての留意事項】

　　　　　○　回答は、ボールペンや濃い鉛筆などで、この調査票に直接ご記入ください。

　　　　　○　「回答は自由です」とある問いについては、回答したくない場合は未記入で結構です。

平成19年度第1回市政モニターアンケート

４．どれも知らなかった３．土地開発公社の
　　　　経営が厳しい

１．多くの借金を
　　　　　抱えている ２．単年度の収支が赤字

４．厳しいと感じないし、
　　　将来も不安はない

《「行政改革」アンケートの目的》
　
　上越市では、市民の皆様が地域に愛着と誇りを持ち、安心していきいきと元気
に暮らせるまちをつくり上げていきたいと考えています。
　そのために、必要なときに最適なサービス等をしっかりと提供できる行政運営
をしなければならないと考えていますが、その基盤となる財政は厳しい状況にあ
ります。
　このことから、市では、財政の健全化に特化した第3次上越市行政改革大綱と推
進計画を平成17年度末に策定し、行政改革に取り組んでいます。
　行政改革は地方自治体の永遠のテーマとして取り組んでいくべきものであり、
現在の取組や成果に満足してはならず、常に改善と向上を目指さなければならな
いと考えております。
　この度、市政モニターの皆様から市の行政改革の取り組みについてご意見をお
聞かせいただき、今後の取組に反映してまいります。

　行政改革についてのご質問は… 行革推進課　　担当：田中、福井

電話：０２５－５２６－５１１１（内線１４５９）
ＦＡＸ：０２５－５２６－６１８３

E-mail：gyoukaku@city.joetsu.lg.jp



　　　どちらかに○を付けてください。

　　　　＊「知っていた」に○を付けた人は問４にお進みください。

   「知らなかった」に○を付けた人は問６にお進みください。

問４　問３で「知っていた」に○を付けた人におうかがいします。

　　　　市の行政改革の目的、目標、取組内容等をご存知でしたか。当てはまるものすべてに○を付けてください。

問５　問３で「知っていた」に○を付けた人におうかがいします。

　　　　何でお知りになりましたか。当てはまるものすべてに○を付けてください。

その理由について、自由にお書きください。
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③

③通常分の借金を50億円減らす １．よい

２．わるい

②

①

３．わからない

３．わからない

３．わからない

３．わからない

４．どれも知らなかった

４．その他

２．わるい

問７　市では、次の１～16の取組について重点的に取り組んでいます。特に重要だと思う取組を5つ選び、番号に
　　○を付けてください。

１．広報じょうえつ ２．市ホームページ

１．目的を知っていた

３．新聞

３．取組内容を知っていた

②黒字経営の実現:その年度の歳入でその年度の歳出を
　賄えるようにする（貯金を取り崩さず、26億円以上で維持する）

④土地開発公社の経営を健全化する
　（公社が保有している土地125億円分の削減）

２．わるい１．よい

１．よい

④

２．わるい①ムダなお金をかけずに最適な事業を実施できるような、
　効率的で効果的な行政運営を確立する

１．よい

問６　上越市の行政改革の大目標は次の４つです。この目標の考え方について、それぞれ１つに○を付けてください。

１．知っていた ２．知らなかった

２．目標を知っていた

＊4.その他を選んだ方は具体的にお書きください。
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　
＊以下、資料の３ページ４ページをお読みいただいてからご回答ください。



＊取組欄にある金額は、5年間の効果見込み額の計です。

20

問８　問７で示した取組のほかに、市が取り組むべきと考える行政改革の取組があれば、お書きください。

16 土地開発公社が保有する土地を市が買い戻したり、民間に売却したりする取組
（125億円分の土地の処分）

【取組内容】【○】

14
職員の給与について、地域の経済情勢を反映して地域の実態に即した給与にしたり、社会情勢などの
現状を踏まえて各種手当を見直したりする取組
（2億2,100万円減らす）

15
これまで職員が携わってきた仕事の担い手を、市と民間企業等が競争して決める仕組みをつくる取組
（市場化テスト）
（削減額は未定）

12
第三セクターと市の関係を見直して第三セクターを自立させることで、市から第三セクターへの補助
金を減らす取組
（削減額は未定）

13
職員数を5年間で282人削減して人件費を減らす取組
　（平成1７年度当初2,361人→平成22年度当初2,079人として、人件費を16億3,400万円減らす）
　　＊平成24年度までに1,950人を目指すもの

10 不用不急の事業や施設等を廃止・統合する取組
（15億円分の事業を廃止統合）

11
不用不急の予算を使わないことを促進したり、それぞれの課が独自に作った電子システムを統合して
運用経費を減らしたりするなど、業務執行の経費を減らす取組
（7億2,200万円の縮減）

8
広報じょうえつ、市ホームページや市の封筒、市の建物などに民間企業等の有料広告を掲載すること
により、広告収入などの自主財源を得る取組
（2,240万円の歳入増加）

9 市の不用な土地を売ったり貸したりして歳入を増やす取組
（6億8,300万円の歳入増加）

6
滞納を未然に防ぐためのきめ細かな納入相談、滞納が発生した場合の差押えや公売など、税と使用料
の滞納分の徴収を強化する取組
（4億1,100万円の歳入増加）

7 施設の使用料見直しなど、市のサービスの受益者から応分の負担をいただく取組
（9,300万円の歳入増加）

よりよいサービスを提供するため、重点的に取り組むべき政策を市全体の視点から議論した上で、実
際にサービスを提供する各部署に予算上限額を設定し、その範囲内で各部署が事業を企画立案する取
組

4 市の財政状況を市民が見て容易に分かるようにするため、民間企業の会計制度を活用する取組

5 本庁と総合事務所の機能の見直し、課や係の統合（グループ化）などにより組織を簡素化する取組

3

各職場での業務改善活動、仕事の成果や取組み状況を評価して職員の昇格や昇給に反映する制度、研
修の充実などにより、職員の仕事に対する前向きな意欲、能力、資質を高める取組1

2 仕事のやり方や事業の内容を常に改善し、サービスのレベルを高めていくため、「計画→実行→評価
→改善」を繰り返す管理方法を定着させる取組



問９　現在の市の行政改革の取組に対する、提案・要望・意見などを自由にお書きください。
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1.行政改革に取り組む背景

【実質的な単年度収支の状況】  

【貯金の状況】
　　　

【借金の状況】

22

  平成17年度に大きく減ったが、18年度で
はやや回復する見込み。

上越市の行政改革の概要

＊通常分の借金とは、道路や建物を建設すると
きに起こす借金、職員の退職金に充てる借金な
どです。

通常分の借金は減っている。ただし、通常
分以外の借金を含めた一般会計全体では
借金は増えている。

＊通常分以外の借金とは、本来であれば国から
市に入るべき歳入（地方交付税）が国の財源不
足で入らず、その代わりに起こす借金、地域振
興のための基金創設に充てる借金などです。
＊借金残高を市民1人あたりに換算すると約54
万円です。この額は、全国市町村の平均や県
内市町村の平均と比較すると約5万円～8万円
程度多い状況です。

赤字経営が続いているものの、改善傾向
にある

＊税収・国や県からの収入・借金などの歳入額
と、事業費などの歳出額の差です。

【背景の総括】　厳しい財政状況

・単年度でみると赤字経営となっている……貯金を取り崩して事業費を捻出している。
・借金残高が多い……全国の自治体と同じく借金の残高が多い。
・市の政策を推進するための原資が少ない……生活保護法・児童福祉法・老人福祉法な
どの法令に基づいて支出する扶助費、職員人件費、借金の返済費など、支出が義務付け
られる経費が多く、政策に使える自由なお金が少ない。
・土地開発公社の経営が苦しい……保有土地が膨大。3年連続で損失発生。公社の経営が
破綻すると、公社の債務を市が全額負担することになる。

27.35

18.22

2.73

0

5

10

15

20

25

30

平成16年度 平成17年度 平成18年度（見込み）

赤字額

貯金額

61.81

35.17
40

0

10
20
30

40
50

60
70

平成16年度 平成17年度 平成18年度（見込み）

貯金額

923 872 846

222 249 289

0

250

500

750

1,000

1,250

1,500

平成16年度 平成18年度（見込み）

通常分の借金 通常分以外の借金

1,145 1,121 1,135

（億円）

（億円）

（億円）



【土地開発公社の経営状況】
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＊実質公債費比率とは、借金
の元利償還金額が自治体のレ
ベル内にあるかどうかを測るも
の。実質的な借金の返済に充
てる一般財源の割合。　18％以
上になると借金を起こす際に国
の許可が必要になり、25％以
上になると借金を起こすこと自
体が一部制限されます。

＊経常収支比率とは、人件費・
扶助費・公債費などの義務的
性格の経常経費に、税収や地
方交付税など毎年連続して経
常的に入ってくる財源がどの程
度充てられているか示す指標。
一般的には市は80％を超える
と硬直化が進んでいると言われ
ています。

【財政指標による他の自治体と上越市の比較（17年度決算）】
＊グラフ中の上に位置するほど良い状況となります。

平成16年度以降、3年連続で損失（赤
字）が発生。

＊保有土地は約225億円分。借金は約264億円
あり。
＊平成16年度と17年度は経常損失の額です。
＊平成18年度は、約1.5億円の経常利益を上げ
たものの、経理基準の見直しに伴い、帳簿価格
から時価価格に減額した結果、特別損失を約
21.8億円計上したことから、差し引きで約20.3億
円の損失となりました。

財政構造の弾力性
［上越市の経常収支比率　　91.5％］

歳出に占める借金返済額の割合の健全度
［上越市の実質公債費比率　　15.8％］
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2.行政改革の目的、目標、手段

＊注：主に道路や建物を建設する際の借金、職員の退職金に充てる借金などです。

＊PDCAサイクル: 仕事の成果を高めていくための「改善」を継続的に進める業務管理システムの一つ。
   1. Plan （計画）：実績や予測などをもとにして、事業目標や実施内容などを計画する。

  2. Do　 （実施･実行）：計画に沿って業務を行う。

  3. Check（点検･評価）：業務の実施状況や結果を点検・評価し、課題や問題点を抽出する。

  4. Action　（処置･改善）：点検と評価の結果を踏まえて改善する。
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全体概要図

　真に必要な行政サービスが求められたときにしっかりと提供するための原資（財源）
を生み出すとともに、行政サービスの質を確保できる行政運営を目指し、次の構成で
第3次上越市行政改革大綱と行政改革推進計画を策定し、平成18年度からスタートしま
した（計画期間は平成18年度から平成22年度までの5年間）。

大目標
①ムダなお金をかけずに最適な事業を実施できるような、効率的で効果的な行政
運営を確立する
②黒字経営の実現：その年度の歳入でその年度の歳出を賄うようにする
（貯金を取り崩さず、26億円以上で維持する）
③通常分の借金＊注を50億円減らす
④土地開発公社の経営を健全化する（公社が保有している土地125億円分の削減）

1　職員の意識高揚と資質向上
2　ＰＤＣＡサイクルに基づく業務執行の定着

4　新しい公会計手法の活用

3　予算編成時における部局ごとの事業費と人件費
の枠配分方式の実施

1　行政運営の
改善に向けた体
制整備

5　簡素で機能的な組織機構の構築

6　税と使用料の滞納分の徴収促進
7　受益者負担の適正化

8　市の様々な資源等を用いた歳入増加
9　市の固定資産の売却及び貸し付けによる歳入増

2　歳入の発掘
と確保

10　事務事業の再編と整理、廃止と統合
11　業務執行経費の縮減
12　第三セクターの見直しによる経費削減
13　職員数の削減による人件費削減
14　給与等の見直しによる人件費削減

15　市場化テストの実施によるコストの縮減

4  土地開発公
社の保有土地の
削減

重点取組中目標

34
の
具
体
的
な
取
組
項
目

行政改革の目的
★自主自立の財政基盤の確立
★最小の経費で最大の効果を上げる行政運営の実現

16　土地開発公社が保有する土地の積極的な買戻し
と売却等

3　新たな行政
需要に応え得
る財政構造の
確立に向けた
歳出の見直し



3.平成18年度の結果（大目標への到達状況）
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【大目標①：ムダなお金をかけずに最適な事業を実施できるような、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　効率的で効果的な行政運営を確立する】

　・サービスの品質を保証する経営システム「ＩＳＯ9001」の認証を一部の課等で取
    得したり、「計画→実行→点検・評価→改善」という仕事の仕方を全庁統一の
　　ルールで実施したりしました。
　・しかしながら市役所全体でみますと、運営の仕組み、あるいは仕事のやり方など
　　にまだ改善の余地があることから、「効率的で効果的な行政運営の確立」に至っ
　　たとは考えていません。

【大目標②：黒字経営の実現：その年度の歳入でその年度の歳出を賄うようにする
　　　　　　　　　　　　　　　　　（貯金を取り崩さず26億円以上で維持する）】

　・18年度は、その年度の歳入でその年度の歳出を賄いきれず、決算では約2.73億円
　　の赤字となりました（税収・使用料などの収入・国や県からの収入・借金などの
　　歳入と、事業費などの歳出との差）。
　・貯金は約40億円を確保しました。

【大目標③：通常分の借金を50億円減らす】

　・通常分の借金は平成17年度から約26.3億円削減し、残高が約845.9億円となりま
　　した。
　・なお、通常分以外の借金を含めた市の一般会計の借金残高は約1,135億円となっ
　　ており、市民一人あたりに換算すると約54万円となります。

【大目標④：土地開発公社の経営を健全化する
　　　　　　　　　　　　　（公社が保有している土地125億円分の削減）】

　・公社が保有する土地は、市による買戻しや民間への売却で約21億円を削減するな
　　どの取組みにより、約225億円分となりました。

　・しかしながら、公社は3年連続で損失（赤字）が発生し、今後も赤字経営が継続
　　する見込みであるなど、厳しい状況が続きます。


