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会 議 録 

１ 会議名 

  第５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） 

  ・入札制度のあり方について 

  ・市の補助金等の見直しについて 

  ・市政モニターへのアンケート結果について 

  ・職員提案制度の見直しについて 

  その他（公開） 

  閉会（公開） 

 

３ 開催日時 

  平成１９年９月１２日(水) 午後２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、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 

    栗本契約課長 

松川行革推進専門員 

 

８ 発言の内容(要旨) 

○議題 

（１）入札制度のあり方について 

【事務局】 

 （資料 1-1、1-2、1-3 について説明） 

【委員】 

入札制度の現状について、ポイントを説明していただきたい。 

【契約課長】 

競争性、透明性、公平性、公正性を担保しながら制度改革を進めているが、現状の入札制度

が１００％完成した制度であるとは考えていない。さらに落札率を下げるために、条件付一般

競争入札あるいは一般競争入札を中心とした入札制度へと工夫していく必要がある。 

現行の指名競争入札においても、競争性を高めるため、指名業者数を増やしたり指名業者名

を入札後に公表したりしている。 

【行革推進専門員】 

具体的にはどのような取組をしているか。 

【委員】 

現行制度の完成度を何割程度と見込んでいるか。 

【契約課長】 

制度の完成度がどの程度という認識はないが、理想としては条件付一般競争入札を中心とし

た制度へと移行していくことと考えている。 

【委員】 

資料にある入札監視委員会の記録にもあるとおり、市では「競争性が十分に働く制度となっ

ておらず、特に地域性の解消が課題となっている」と課題を認識している。課題として認識し

ていながら条件付一般競争入札等への移行が進まない理由は何か。地域性の課題の他にはどの

ようなことを認識されているかを含めて説明いただきたい。 
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【契約課長】 

基本は条件付一般競争入札への移行であり、取組は進めている。一般競争入札の対象が拡大

しない理由は手続の煩雑さにある。一般競争入札の事務量は指名競争入札と比べて 50～100％

増す。現状の体制では大きな負担であるが、少しずつ導入していくことで業者側と市側の双方

で制度に慣れ、事務量の負担増が軽減されていくと考えている。 

【委員】 

地域性の解消の必要性についてはどう考えているか。市外や県外業者を含めた入札としてい

くべきではないか。 

【契約課長】 

入札監視委員会の記録にある「地域性」とは、合併によって旧町村内の業者の指名に不利が

ないように配慮するよう議会や市民から要望があったことから、合併前の各区ごとに指名の枠

を設けていることを示している。段階的に解消を進め、最終的にはひとつの市という枠内での

競争が必要である。 

【委員】 

各区において抵抗があるということか。 

【契約課長】 

難度の高い工事を発注する場合、合併前の上越市内であれば施工能力のある業者は十分にお

り、競争できるが、各区では少ないため近隣の区等の業者が指名に含まれ、工事を行う区内の

業者が落札できないおそれがあるという理由から、合併後の 2年間は区内の業者を中心に指名

してきた。今年度からは近隣の区の業者を指名する数を増やしながら入札をしている。 

【委員】 

いずれ枠を解消するのであれば段階的に解消する意味はあまりない。段階的に解消していく

間にどのような手を打つかをあわせて説明しながら進めなければ理解は得られない。また、今

説明のあったような実態や問題点を市民に知らせなければならない。 

人手が足りないから改善ができないという説明は市民への説明にはならない。市民は「人事

部門と問題の共有が図られていないのではないか」と見る。入札制度改善の優先順位をどのよ

うに捉えているか。市民は最優先の課題と捉えているはずである。 

【委員】 

地域性を一気に解消した場合、経営を維持できない業者も現れてくる。仕方のないことでは

あるが、「仕方ない」で済ませることができるのか。そのような課題もあって一気の解消は難
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しいのではないか。 

【契約課長】 

段階的に範囲を広めていく中で各業者に対応力をつけていただく必要がある。段階的な導入

はそのような意図もある。 

【委員】 

人員不足の問題については内部での調整はもちろん、人事配置の見直しによって解消するよ

う取り組んでもらいたい。 

入札において最も負担となる作業はどのようなことか。 

【契約課長】 

事務手続においては公告に伴う業務の負担が最も大きい。 

【委員】 

工事の種別ごとに様式化すれば必要な文言を変えるだけで対応できないか。 

【契約課長】 

適切でない業者や要件を満たさない業者が参加できるような公告の仕方であってはならな

いので、慎重にチェックを行っている。 

【委員】 

チェックは１件の入札ごとに行うのか。工事の種別ごとに様式を用意できないか。 

【契約課長】 

下水道など同じ種類の工事であれば同じ様式を使うこともできる。 

【委員】 

件数の多い同種の工事ではパターン化することで対応できる。 

【契約課長】 

条件付一般競争入札の対象となる工事では建築関連工事が多い。それぞれ異なる内容の工事

であり、ひとつのパターンにあてはまるものではない。 

【委員】 

上越市内に本社・支社等を置くという要件の設定が問題である。同じ顔ぶれでは談合は容易

に起こりうる。県外業者等を参加させるべき。簡潔でコストがかからず、絶対談合の起きない

システムを作ることはできないのか。 

【契約課長】 

談合が起き得ない仕組みはないかもしれないが、可能性を低くする措置としては一般競争入
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札が挙げられる。 

【委員】 

ゼロにすることは不可能ということか。「談合は起きるもの」という認識があるうちは絶対

になくならない。 

【総務部長】 

談合を無くすには参加者を増やし、さらに誰が参加しているかわからないようにすること。

現状で最善の方法は一般競争入札であるが、事務量の負担が伴う。参加者の施工能力の有無や

信用力の有無等を確認する作業の負担が大きい。全国的にも導入が進まない要因としても事務

量の問題があると考えている。 

一職員としては市内業者の利益を確保するという観点は必要ではないかと思う。ただし、契

約担当としてはそのことが必ずしも本当の意味で市民の利益を守り、地元企業を強くすること

につながるわけではないとも感じており、苦慮しているところである。 

【委員】 

資料の 1-1 を見る限りでは、市外・県外業者が入札に参加したほうが若干であるが落札率は

低い。市外あるいは県外業者が参加する比率について規定はあるか。 

【契約課長】 

比率は決まっていない。 

【委員】 

市外・県外業者を指名に加える場合、市内業者との割合をどのように決めているか。 

【契約課長】 

市外・県外業者を加える工事は舗装工事が大半を占める。舗装業者の数は限られており、市

内・市外を問わず市に登録されているすべての業者を指名している。このため、比率等を決め

て指名しているものではない。 

【委員】 

地域性の解消については徐々に行っていくものと思うが、市内に数社しかない業種の工事を

行うに当たりどのような市外業者を指名するかという基準の一つとして、市内業者と市外業者

の比率も含めていく必要があるのではないか。 

【契約課長】 

舗装、下水道等の工事のうち一定の規模のものでは基準を設け、市内業者だけでは競争にな

らなければ市外や県外で実績のある業者を参加させている。一般的な土木工事の中ではそのよ
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うな基準はないので、過去の事例等を参考にしながらあり方を考えてみたい。 

【委員】 

一般競争入札を導入した場合、事務量の負担増となる最大の原因は何か。 

【総務部長】 

参加者の確認に伴う作業ではないか。 

【委員】 

信用調査会社等を使い、効率的に行うことはできないか。落札価格が下がることを考慮すれ

ば経費の負担は小さいと思うが。 

【総務部長】 

時間と経費をかければでき得る。 

【委員】 

毎回の入札に数十社の参加があるとも思えない。経費はかかるが時間はそれほどかけずにで

きるのではないか。 

【行革推進専門員】 

この問題では指名に対する行政の考え方が問われている。請負者に対するリスクは常に存在

するが、市では誰もが危ういと思っていた企業を施設の指定管理者とし、結局倒産した事例が

ある。 

相手がどのような手を使おうとも談合できない仕組みを構築しようとする意識が必要であ

る。 

安く上げることに加え、公正性や公平性の確保を図る。そのことに特化し、様々なプランを

練る必要がある。 

【委員】 

なぜ、地方自治体がその域内に本社等を持つ事業者を指名の条件としてはいけないのか。地

方自治体が行う工事であれば、ある程度そのような条件があってしかるべきと思う。すべてを

競争原理にさらし、安くあげることだけに集中してよいのか。地元の企業は世界を相手にする

ことを想定して経営しているところばかりではない。地方自治体の責務として、そこに「なり

わい」としてある企業や生活している人々の暮らしが成り立つように配慮していくことが基本

である。市内に事業所を持つ業者であれば税として市に還元されるというお金の流れも生じる。

入札率が高いままでいることを「よし」とする意見ではないが、地方自治体の買い物において

は、一般企業のような競争原理をそのまま適用できないと思う。 
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ただし、市民生活全体を保護していかなければならない地方自治体として、工事発注は厳格

に行わなければならない。落札率が下がれば入札事務に係る負担増を賄うことができるほどの

財源が生まれる可能性もある。部分的に対象範囲を広げていくなどしながら条件付一般競争入

札に移行していくべき。 

【委員】 

高く買って税金を余計に使うことは間違いと思う。県外業者へ発注しても下請けとして地元

の人を雇うので、6割から 7割は市内に還ってくる。また、落札価格が下がったことで余った

お金は他の政策に使うことができ、市民に還元される。その意味ではお金のまわりは同じであ

る。 

【委員】 

互いの考え方の違いはこの場では埋まらないので、まずは双方のメリットとデメリットを契

約担当において整理していただくことでどうか。 

別の質問として、入札では入札金額の内訳書を提出させているか。 

また、最低価格の設定について、他の事例では最低のほうの何社かの平均をもって最低価格

としているところがある。最低価格制度の廃止までの間、そのような方法をとることはできな

いか。 

また、ＪＶを組むときの条件について教えていただきたい。 

【契約課長】 

特別なことがない限り内訳書の提出は求めていない。 

【委員】 

内訳書を提出させたところ一般管理費の価格だけが異なり、あとの項目はすべて同じ価格で

あったという事例がある。談合を防ぐための方法として考えられるので検討していただきたい。 

【契約課長】 

談合の情報があったり、入札金額が規則的であったりするなど不審な点があるときは、内訳

書の提出を求める場合がある。 

【委員】 

この件について継続して審議するか、次回に延期するか伺いたい。 

【行革推進専門員】 

市では行政改革の一環としてマネジメントシステムを運用している。まずは市から昨年度ま

での実績を把握してもらい、問題点を顕在化させ、19 年度あるいは 20 年度に向けどのような
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プランニングをしていくかをとりまとめてもらうことでどうか。 

【委員】 

行革市民会議として意見がまとまらない中、市側で今後の取組予定を立てられるか。さらに

議論を尽くせば結論はひとつにできると思うが。 

【委員】 

行革の視点から追求することは無駄を排除することである。究極は市内外を問わず入札対象

とすることに行き当たるかもしれないが、そのことは入札監視委員会で議論してもらうことで

あり、この会議では行革の視点から追求していくべき。 

【行革推進専門員】 

基本はどのような手を使おうとも不正が起きない制度を構築すること。それ自体は否定でき

ないと思うが。 

【委員】 

地元は高く市外なら安いという端的な前提と、地元が高い原因は談合があるからとの先入観

があっては議論にならないのでは。 

【委員】 

いかにすれば公明正大な入札制度を構築できるかということが肝要であり、地元企業を優先

することの是非とは直接関連しない。その整理をした上で再度審議すべき。 

【行革推進専門員】 

「あの工事はどこの業者がやる」という風聞が市民の間でも交わされ、実際にそのとおりに

なっている。風聞とはいえ、そのようなことが起きていること自体が問題であるから、それが

解消されるような制度とはどのようなものかをこの場で話し合っていけばよい。入札担当とし

ても、どうしたらそのような制度にできるかを常に考えていただく必要がある。「よいやり方

は必ずある」という前提で物事を進めていくことが基本。 

【委員】 

これまでの意見からある程度のものをまとめてもらい、次回示していただきたい。談合はな

いと信じているが、結果として見ると落札する業者がある程度決まっており、下請けも一連に

決まっている。そのシステム自体に問題がある。市内業者のみを対象としている限りは入札参

加者の絞り込みが可能なので、その意味で市外や県外業者が参加することに賛成する。原則は、

市民にどれだけのメリットを与えられるかという視点を整理したものが示されないと、端的に

一般競争入札で適正な競争をせよということになる。今後進めようとする市の方針があると思
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うが、その中では一方で地元業者を育成していくことも謳っているのであるから、それとどう

整理をつけていくかをまとめ、次回に提出していただきたい。それを基点に、談合の有無によ

ってどうするということではなく、行革の視点から見て、これからどうするかを会長からまと

めていただくことが筋ではないか。 

【委員】 

整理するに当たり、工事の質の低下を防ぐための検査の充実の考え方、入札監視委員会の対

象でない物品購入や指定管理者の選定においての適正さの確保についても考えていただきた

い。 

 

（２）市の補助金の見直しについて 

【事務局】 

（資料 2により説明） 

【委員】 

資料のような考え方に基づく見直しをいつから始めるか。また、各補助金の分類ごとにどの

程度の削減を見込んでいるか。 

また、実際の見直しに当たり相当の抵抗が想定されるが、猶予期間等を設ける考えはあるか。 

【事務局】 

見直しは 20 年度予算編成に向けて実施する。 

削減の度合いについては、相手方もいることであるが、配分される予算枠に収まるよう、各

団体等の運営状況等の分析によって削減に努めていく。削減・廃止を提案しても交付先団体の

理解が得られないことは事実としてある。今まで以上の交渉が必要となるが、どの程度削減で

きるかはその交渉次第と考えている。今回は交渉に当たっての考え方を整理できたので、これ

までよりは削減に向けた議論が具体的になると思う。その意味で前進はある。 

【委員】 

行革部署から各課に対し「ゼロベースで見直す」ことが基本的な考え方であるとして厳正に

対応していくとみてよいか。最初から削減の難しさを認めながら各課と対応すれば、各課はそ

の難しさをアピールすることに終始し、結局見直しが進まないことになりかねない。 

【委員】 

各部各課で対応が異なることのないように指導していただきたい。ある課では方針どおり厳

しく査定していながら別の課では心情的に配慮した査定をしたりすると、交付先団体の間で不
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満が起こるおそれがある。また、厳しい査定を受けた団体では「担当の職員が悪い」と思うよ

うになる。職員間の理解の水準を統一しておくべき。 

【行革推進専門員】 

施設の統合と廃止についても言える。これについても基準を示し、庁内に説明をしている。

まずはふるいにかけて、事情があるものは個々に状況を聞いていくという方針にしている。 

予算編成である以上、財政課の査定の視点が必要になってくる。財政課が統一した視点でヒ

アリング等をするようお願いしている。 

義務的なものが多いことや条例に決まりがあることを削減ができない理由に挙げている部

局長もいる。義務的であっても現在の時勢に合っていないものはあるし、また、条例は廃止す

ればよい。そのような見方をするということを説明しているので、今後は変わってくると期待

している。 

【委員】 

見直しの結果として、多くの団体が補助の廃止という状況になったとき、一方では市の施策

として、活動を奨励するような動きもメッセージとして必要。インターネットで調べると団体

の活動に必要な道具を送ってくれたり、補助金を出してくれたりする団体がある。ところが、

補助金を受けながら活動している関係者に聞くと、以前から継続して市から補助を受けてきた

ため、何もしなくても運営できると思い、調べたことすらないと言う。そのような団体は多い。

情報を提供し、地域全体で活動をサポートしていくという姿勢を示しながら、直接の補助は削

減していくというやり方をとらないと、ただ切り捨てられたと感じてしまうのではないか。 

【委員】 

そこまで行政はする必要ないのではないか。代替案を模索することは、その団体の危機意識

から自然に起きるもの。補助がなくなるという意識が高まるようにメッセージしていくことが

必要と思う。 

【行革推進専門員】 

直接に応対する職員の責任にされやすい案件である。見直しがなぜ必要で、市がどのような

状態にあるのかを説明し、相手と気軽に交渉ができるくらいになるように指導していく必要が

ある。代替案を示すことについては、そこまですることが行政の本当の姿であり、それができ

る職員となることが改革だと思う。 

【意見】 

まずはこの方針で見直しを進め、障害があるようであればその時にまた手を考えていくとい
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うことで進めたらどうか。 

【意見】 

区内の団体との交渉は総合事務所が行うのか。 

【事務局】 

それぞれのやり方であると思う。まず総合事務所で交渉を進め、必要があれば本庁担当課と

もやりとりをするという方法も考えられる。 

【委員】 

合併協議における条件となっているものもあるはず。整理をしておいていただきたい。 

【事務局】 

合併調整における見直しは概ね 3 から 5 年。また、補助金については平成 20 年度に見直し

をするということで予算編成時に通知してきたので、時宜は適していると思う。 

【委員】 

この件については、資料のとおり進めていただきたい。 

 

（３）市政モニターアンケート調査について 

【事務局】 

（資料 3及び資料 4により説明） 

【委員】 

このアンケート結果を、庁内向けにはどのように活用する予定か。 

【事務局】 

市民の直接の声であり、職員全体が知る必要がある。何らかの方法で周知したい。なお、ア

ンケート結果は庁議において報告され、出席した各部局長等から各課へ伝えられる。 

【委員】 

それらが本当に職員一人ひとりにきちんと伝わっているか検証しなければならない。「資料

にまとめてある」「イントラで見ることができる」ということだけでは見ない職員もいる。職

員の認知度を測るくらいまでやらないと本当の意味で周知したとは言えない。工夫をお願いし

たい。特に、問８と問９の自由記述での意見はすべての職員から全件を見てもらいたい。 

【委員】 

資料では挙げられた自由意見に対応する所管課はどこかという記載はないが、あえてこの形

としておくべき。所管課が振り分けられていると、自分の仕事に関連する意見以外は見なくな
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ってしまう。 

【行革推進専門員】 

行革の取組も 2年目となったが、これまでの活動が市民にどの程度理解されているかを調べ、

その結果をどう今後の施策に反映させていくかを考える時期にある。その調査の結果と分析、

今後の対応策をまとめたものが今回の資料となっている。この結果を基に、今後予算編成をす

るときに、頭書きとして「市民の感覚はこういうものである」ということをどうやって謳い込

んでいくかというところにある。今後の対応策についてもご意見をいただきたい。 

昨年の決算議会後の広報では、本当のところは赤字なのに黒字であるかのごとく紹介してい

た。例えば、大見出しでは 50 億円の借金を減らしたと書き、一方で小さく赤字であったと書

いておくような手法。借金を減らしたと見出しにあれば、それを見た大概の人は単年度も黒字

であったと思い込む。そういうことをさせてはいけない。 

【委員】 

財政調整基金を取り崩して収支を黒字とすることは、まやかしでしかないが、毎年やってい

ること。仕組みの分かる人は貯金を取り崩した分を除いて考えることができるが、そうでない

人はそのまま受け取ってしまう。 

【委員】 

市政モニターからの意見の中に、行政改革に関する単年度の活動や成果を中間報告としてで

も公表できればというものがある。この会議としてはどのようなことができるか考えていく必

要があるのではないか。 

【行革推進専門員】 

市の取組を示しながら市の現状をお知らせし、市民が「自分たちでできることはやっていこ

う」という意識になっていただくこともねらいである。そのようなねらいから、広報で毎号１

ページは行革のページにしたいと個人的には思っている。 

【委員】 

意見としてせっかく寄せていただいたものなので、何らかの対応をしていきたい。 

【委員】 

市民会議の人数を増やすべきという意見もあるが、人数の問題ではなく、いかに異なるバッ

クグラウンドを持つ人が集まっているかが肝要であると思う。 

【行革推進専門員】 

まずはこちらから活動内容をお知らせしていくことであり、それにより「考え方が偏ってい
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る」という意見が多く集まれば、会議の運営やメンバーについて見直しを検討する必要が生じ

るかもしれない。現状は活動状況をどう伝えていくかということであり、それに対するリアク

ションに応えていくようにしたい。 

【委員】 

市が各種の施策について市民向けの説明会を開催することがあるが、なかなか行きにくい。

出前講座のような制度もあるので、その活用も一つの手法である。 

【委員】 

出前講座など要望があればそれに応じているというメッセージが必要。 

フォーラムの開催は、市民がひとつのテーマについて話し合うことで異なる意見がぶつかり、

市民のレベルが上がる。その中であまりにも極端な意見は淘汰される。タイミングを見ながら

開催について検討していただきたい。 

資料４についても市政モニターに送付するか。 

【事務局】 

送付する。 

【委員】 

個別の施策に対する意見については事務局側で所管課を決めて対応を書かせるのではなく、

すべての意見を全課に配布し、それぞれが自分の仕事から見てどう捉え、どう分析してどう対

応していくと結論付けたかをとりまとめていく仕組みを考えているか。 

【事務局】 

アンケートの所管課である広報対話課では各意見に対応する課を特定する作業を進めてい

る。今回の結果は全職員に配布するが、各課にも配布する。 

【委員】 

振り分けられた各課では意見に対する回答や対応方針を検討されると思うが、その結果を市

民会議にも見せていただきたい。 

シンポジウムやフォーラムの開催について具体的に検討されていることはあるか。 

【事務局】 

１９年度においては大規模なフォーラム等の開催は考えていない。実施するとすれば経費を

かけないやり方を検討していくことになる。２０年度に予算が付けられるようであれば実施し

たい。 

【委員】 



 14 

アンケートに対する市の回答は市民への公約となる。これに基づき厳しい目で見られること

になると思うので、市でしっかりと対応してもらいたい。 

 

（４）職員提案制度の見直しについて 

【事務局】 

（資料５に基づき説明） 

【委員】 

現行制度においては自らの職場に関する改善は提案できないこととしているが、これはどの

ような理由か。 

【事務局】 

自らの職場での問題点は自分たちで改善すればよいとの考え方による。新たな制度において

はその改善の結果を報告できるようにすることで、他の課等の改善の参考になるなど、改善に

広がりが生まれることを期待している。 

【委員】 

「やって当たり前」という見方では改善は起きない。「よくやった」と言ってやることが意

欲の向上につながる。 

この制度は市がまったくのオリジナルとして作ったものか。 

【事務局】 

現行制度はオリジナルである。そのことで様々な問題もあったことから今回の見直しとなっ

ている。 

【委員】 

提案審査委員会での審議を効率的にしなければ件数が多いと時間がかかってしまうおそれ

がある。簡素化が必要。 

【委員】 

市民の窓口での苦情、意見、提案をメモに書きとり、提案として挙げるような仕組みがある

とよい。外部の指摘には職員が気付かないこともある。その意見をどう取り扱うかは今後検討

していくとしても、そのまま窓口で聞き置かれるだけではもったいない。 

【事務局】 

1 階の課ではお客様の苦情があった場合は必ず「ほう・れん・そう」をすることになってお

り、その日のうちに課長等へ報告が届くようになっている。その他、窓口でお聞きする市民の
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声や郵送・ホームページ・メール等で寄せられたご意見などを受け取った場合は「市民の声デ

ータベース」に登録し、現状を分析した上で責任者と協議しながら対応を決めていくこととな

っている。ただし、口頭での苦情等については情報の登録に漏れがあってはならないので、デ

ータベースの管理課である広報対話課と協議し、漏れがないように進めている。 

 

○その他 

（１）その他の質問事項について 

【委員】 

国民健康保険に関する不正事件が話題になっているが、上越市での該当の有無について市民

にメッセージしたほうがよい。 

市民への説明に当たって「予算がない」と言う職員が多い。そのような対応が市民の不信の

元となっている。他の自治体の例では禁句集を定めているところもある。上越市でも取り入れ

ていくべきではないか。 

職員の資質は向上しているか。市民に対し係長である自分の指示に従うよう説明した職員が

いると聞いた。行政職員としての基本的心構えや市民との接し方など、基本といえることがで

きていないのではないか。基本をきちんと認識してもらう仕組みが必要。例えば係長以上では

筆記試験を行うなど。そのような仕組みがないと意識改革と言いながらも資質が向上しない。 

組織の見直しの進み具合はどうか。方向性はどうか。まとめをお願いしたい。 

【事務局】 

前段の 3件については検討させていただく。 

組織の見直しについては総務部長と人事課で考え方の整理を進めている。詳細な状況を把握

していないが、市民会議からも意見としていただいている「企画部門と実施部門が別の課であ

ることの効果」「副課長級の職員を置くことの是非」等について検討していると聞いている。

方向性が明らかになった段階で詳細を説明させていただきたい。 

【行革推進専門員】 

具体的には職階制の問題と局・室の増加による縦割り弊害がさらに強まるのではないかとい

う懸念がある。そういったことを洗い出している段階にある。見直しの視点としてどのような

ものがあるかは行革市民会議の議論の対象となると思うが、人事制度の見直しをあわせて進め

なければならないこともあり、難航しているのが現状。 
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【委員】 

すべての職員が何らかの肩書きを持っていることもおかしい。肩書きに付随して手当がある

とすれば、給料を上げるために肩書きがあるようなものではないか。 

【行革推進専門員】 

分析の方法として１０年前、５年前と比較した職階の数、部・局・課の数の比較、また、横

断的に見たときにはどれくらいの組織が関わっているかを調べている。 

現状の組織形態になるには何らかの必然性があったと考えられる。職員のポストがないから

作る、という考えがあったかもしれない。その理由を行政に直接聞いても「仕事に責任を持た

せるため」と答えるだけかもしれないが回答を用意してもらう。その上で本音ではどうかを議

論していただく。 

【委員】 

市の外郭団体における重要なポストに、その役割を果たすことができるかどうか疑問を感じ

るような市の職員が天下りしている。そのポストの就任について市とルートができているとい

うことを世間話の範囲であるが聞いている。何らかの対応が必要ではないか。具体的には観光

コンベンション協会の事務局長は市の退職者である。全国では、そのような重要ポストには職

員を公募する事例もある。活性化が求められるポストに行政職員であった者が就けば、活性化

は難しくなる。 

【委員】 

市の施設等でも教員を含めた行政の退職者が雇用されているところがある。 

【行革推進専門員】 

市の外郭団体の一覧はあるか。なければ作成する必要がある。さらに各団体と市の退職者と

の関わりがあるかどうか。充て職として市の退職者を雇用しているかどうかなど。 

 

（２）第 4 回会議での未回答事項について 

【事務局】 

先の会議で報告した行革推進計画の第一四半期取組状況の解説の中で、人事課の研修目標を

達成できなかった原因についての指摘があった。これは人事課において年間目標に対してどう

であったかという視点で評価したため、未達成となったもの。 

同じく指摘のあった、高田公園に自動販売機を設置することの根拠については、都市公園法

に基づき申請をして公園管理者が許可をすれば設置できることによる。公園管理者は市長。許
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可している理由については、利用者の利便性を考慮している。特に小さいお子さんを連れてこ

られる利用者においては自動販売機の設置により利便性が高まるのではないかということで

設置を許可している。具体的な販売本数等は業者へ確認しなければならないが、公園の管理人

が施設巡回をする中で、附属のごみ箱を確認する限りでは相当の利用があると認識している。 

【委員】 

設置する場所は木の根元を避けるなど、是非考慮していただきたい。公園の景観を守る視点

から自動販売機の置ける場所は決まってくるはず。現状の配置状況では考慮されているように

思えないが、許可を与える際に場所を確認するなどしてほしい。また、売上高を報告させるべ

き。業者は 1台ごとの売上げを把握しているはず。 

【委員】 

自動販売機が設置されている事業所では、設置料や売上げに応じて電気代などを受け取って

いる。それと比較すると管理がおろそかではないか。 

【事務局】 

都市公園法では設置する土地の㎡当たりの評価額を年額の使用料として徴収することとな

っており、売上げに応じて決まるものではないため、把握していない。 

【委員】 

算定の方法が民間と異なるのであればそれは理解するが、自動販売機の設置に関して公園管

理を担当する課に意見があったことは伝えていただきたい。利用者のためにどこに何を置くか

を考えることは管理者の仕事。きちんと把握しておくこと。 

 

（３）平成１８年度の財政状況について 

【事務局】 

１８年度決算が明らかになったため、一般会計について１７年度と１８年度及び１９年度予

算の歳入歳出について項目ごとの金額の資料、収支の考え方について説明した資料、自治体の

会計制度について示した資料、各種財政指標の説明資料を用意した。 

【委員】 

市の本当の収支を示すには、歳入では繰入金、繰越金、市債、歳出では公債費、投資及び出

資金・貸付金を除き、土地開発公社の赤字を加えればよいのではないか。 

【行革推進専門員】 

それだけでは表せない。償却費などが織り込まれていない。現行制度は公会計が始まって以
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来伝統的に続いているものであり、最近になって総務省が複式簿記型の公会計の研究を始めて

いたところ。個人的にはその結果を待たず「上越市方式」を構築する必要があると思い、行革

推進計画にも掲げたところである。検討は進めているが、減価償却の考え方については検討が

必要。例えば今年度施設を調達した場合、その経費には国からの補助分、市の負担分があり、

その場合の市が得た資産の価値をいくらと評価するかということを約束事として決めていか

なければならない。もう一つは、施設が不要となったときに償却が済んでいない分は国へ還さ

なければならない。そのときに会計上どう処理するか。そのような問題を一つ一つ拾い上げて

いる段階。簡単に計算できるのであれば国で研究するまでもないし、それだけ困難なことであ

る。 

【委員】 

職員は、市はいつまでも安泰と思っている。早く本当の収支を見極めなければならない。 

【行革推進専門員】 

経常収支比率が 92％を超える状態で 3 年以上も経っている。何とかしなければならない。

議会からは要望ばかりでなく事業の廃止についての提案があってもよいと思うのだが。 

【委員】 

委員会等を傍聴していると総論としては理解されているようである。ただ、議論が個別の事

業に及ぶと「合併協議での約束事だから」というようにそれぞれ理由があって廃止が進まない。 

【行革推進専門員】 

やらなければならないことについて議論はするが、それを行うために財源が足りないことに

どう対応していくかという議論が起きていないこともおかしい。 

 

― 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。 
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○ホームページのアドレス 

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

.html 


