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会 議 録 

１ 会議名 

  第６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） 

  ・行革推進計画の第 2四半期の進捗状況について 

  ・入札制度のあり方について 

  ・市の行政運営等に関する職員の現状認識について 

  その他（公開） 

  閉会（公開） 

 

３ 開催日時 

  平成１９年１０月１９日(金) 午後２時００分から 

 

４ 開催場所 

  上越市役所 ３０２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、田中係長、大島係長、福井主任 
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    栗本契約課長 

松川行革推進専門員 

 

８ 発言の内容(要旨) 

■次第２：議題 

【委員】 

入札制度についての審議に十分に時間をかけたい。審議の順番としては、（１）、（３）、（２）

としたいがどうか。 

（異議なし） 

 

（１）行革推進計画の第 2四半期の進捗状況について 

【事務局】（資料 1に基づき説明） 

内容は 9月末時点での取組状況をまとめたものである。評価に当たっては行革推進専門員か

ら指摘を受けている。ポイントとしては、「甘い評価により「○」となっていないか」「計画ど

おりの進捗ができたかどうかだけでなく、成果を検証した上での評価となっているか」「成果

は具体的な取組に基づいた結果、得られたものであるか」「成果の有無に関わらず、もっと良

い方法は無かったかを検証したか」という視点が必要ということであった。10 月 17 日に開催

された行政改革推進本部会議においてもそのような視点での評価を各部局長にお願いしたと

ころである。 

 

（以下、資料 1に基づき、計画どおり進捗しなかった取組、年度目標が達成できない見込みと

なった取組について説明） 

 

【行革推進専門員】 

計画どおり進んでいることで「○」と判断する意識のあり方が問題。職員提案制度の取組を

例に挙げると、制度を見直すことで「○」となるのではなく、意見が活発に交わされるように

なるとか、改善に向けた活動が起きる状態となって「○」となる。工程の進捗と実際に表れた

効果とは別に評価しなければならない。第 3四半期の評価においてはよりシビアな見方をする

よう、各部局に依頼していく。 

【委員】 
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土地開発公社の保有地の市の買戻し額 9億 2千万については、どのような土地を買い戻した

か。 

【事務局】 

行政財産として既に使用している土地を買い戻している。 

【委員】 

具体的にはどのような土地を買い戻したか。施設を建設するに当たり土地が必要なため買い

戻すということなら理解できるが、単に所有権を移しただけであれば、土地開発公社の借金を

肩代わりしているようなものではないか。 

【行革推進専門員】 

市による土地の買い戻しを進めなければ、公社は借入金を返済できず、利子が増えていくこ

とになる。そのため行革大綱では改革により市の買い戻しのための財源を生み出し、保有土地

の削減を進めていくこととしている。買い戻す土地が現状としてどう使われているかどうかに

よらず、買い戻しを進めていかなければならない。 

【委員】 

市は、実際は使用していない土地であっても買い戻しているということか。 

【事務局】 

現に公共の用に供している土地を買い戻している。市は公社に土地の先行取得をしてもらう

が、買い戻しが進まないため、市は公社名義のままその土地を使用している。ゆくゆくは市の

名義としなければならないため、順次買い戻しを進めているものである。具体的にどの土地を

買い戻したかについては今確認している。 

【委員】 

市と公社は一心同体である。あたかも別組織であるような表現は適切でない。 

【行革推進専門員】 

同一の組織であるからこそ行革大綱の大目標の一つとして掲げている。市として公社の保有

土地の削減を進めながら、財政調整基金残高の維持、市債残高 50 億円の削減を達成するもの

である。土地の売却損などを補った上での目標達成を目指すものであり、実際の負荷は目標上

の数値より重いものとなる。 

【委員】 

土地開発公社の借金を移すということはポケットを変えただけのこと。そのようなことを目

標としても、数字上の問題だけであって、行革とは言えないのではないか。 
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【委員】 

事務局側からは既に公共の用に供している土地であるが公社の名義となっているものを買

い戻したと説明されたが、行革推進専門員からは未使用の土地も買い戻しているという説明が

されている。そこを整理するため、この場の議論においては、買い戻した土地について、既に

使用している土地のみか、未使用の土地も含まれているのかを教えていただければよい。市が

公社名義のままの土地に建物を建てているとすれば、市は公社に貸借料を支払わなければなら

ないが、実態は同一の組織であることから考え方に混乱を生じている。ここでは、今年度買い

戻した土地が現状どのようになっているかを示してもらえばよいのではないか。 

【委員】 

重点取組の表現として公社保有地の「積極的な買い戻しと売却等」とある。売却は積極的に

進めるべきだが、買い戻しはポケットの移し変えであり、市の負担が大きくなるだけではない

のか。目標としてこのような設定をしてあれば、それに見合う結果となることは仕方ないこと

ではある。 

ただ、公社が取得した土地の中には、何十年も塩漬けになっているものがあることも確か。

そのような土地 1件ごとについて市民会議が詳細に調べる必要があるのかどうか。 

【委員】 

例えば来年度に何がしかの施設を建設するために取得するなど、使用目的が明らかな取得で

あれば問題ない。そうでなければ同じポケットから出し入れしているだけの話にすぎない。 

【事務局】 

今年度買い戻した土地の詳細は確認次第お知らせする。買い戻しについては新たに事業用地

を取得するということではなく、既に市が公共の用に供しているが、所有権が公社にある土地

について、予算を付けて代金を支払うものである。このことが行革大綱の大目標となっている

理由は、仮に公社が破綻した場合、その負債のすべてを市が一度に返済しなければならないが、

それが不可能なためである。 

このため、公社では経営改善計画を策定し、その中で市の買い戻し額を毎年度約 10 億円と

定め、年次計画による買い戻しと公社独自の売却を進めていくこととしている。 

【委員】 

要は、公社の経営改善は、赤字続きで銀行の融資が受けられないため、見かけ上の数字を良

くしようということではないか。 

【事務局】 
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見かけ上の数字を良くしておくという程度の甘い認識ではない。公社は既に破綻寸前であり、

市の確実な買い戻しが担保されなければ銀行の融資が受けられない状態である。毎年度借り換

えを行っている公社にとって、銀行の融資を受けられないことは破綻につながる。銀行の信用

を得るためには経営改善が必要であり、そのためには市が毎年の買い戻しを担保する必要があ

る。 

【委員】 

要は、市は特に使用目的のない土地であっても公社が買えば買い取るということか。 

【事務局】 

市が行政目的に供するための土地を公社に取得してもらっているものである。よって使用目

的がない土地を買い取ることはない。 

【委員】 

土地の買い戻しについては、行革の取組が始まる以前から問題として進めてきたものと理解

している。せめて公社の経営内容について銀行から認められるような状態にまで改善していか

なければならないという計画であると思う。 

【行革推進専門員】 

確かに市と公社のポケットは一つであると言える。約 285 億円の負債残高を抱えた中で、公

社単独では破綻状態だが、市と一体であるということでもっている。公社の負担を誰が背負う

かについて、もともと公社の土地取得は市の依頼によるものである。行革大綱においては、財

政調整基金残高の維持、市債残高 50 億円の削減に加えて、この公社へのツケを減らしていく

ことを目標としている。 

民間に土地を売却する場合、土地の価格は下がっていることから、公社は取得価格よりも安

く土地を売却することになり、それは決算において損となって表れる。その損金を市が補填し

ていく。このため、実質的には目標である市債 50 億円を削減できる以上の効果を上げる必要

がある。 

【委員】 

銀行側も市と公社の関係は承知しているはずである。公社の経営を良くするということであ

れば、285 億円の負債に対し毎年度 10 億円の買い戻しでは少なすぎないか。額をもっと大き

くすべき。 

【行革推進専門員】 

実質単年度収支の黒字化、貯金残高の維持、市債残高の削減という目標と合わせて達成する
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ことを目指している。そのバランスの上に立った額であることを理解いただきたい。 

【委員】 

公社は、市が買い戻す約束で土地を購入しているのであれば、民間へ売却することはありえ

ないが、現実には民間への売却を進めている。これは、塩漬け状態で結局計画が頓挫したり、

計画が縮小されて余ったりしたような、市の買い戻しの目処が立たない土地も保有し続けなけ

ればならない状況が続いた中で、民間への売却や貸付けの可否について議論があって、始めら

れた取組と思う。民間へ売却できる土地、市が買い戻す土地、市の買戻しの目処がないが、公

社が保有し続けなければならない土地等あり、それらの土地を同一に議論の対象とすると分か

りにくくなる。 

【委員】 

聞いた話ではあるが、市では、土地を購入した時期、相手方、購入目的等の記録をとってい

ないということだが。 

【委員】 

契約書があるはず。その決裁も受けているはず。 

【行革推進専門員】 

その情報の出所を教えていただければ、調査する。 

【委員】 

本来であれば塩漬けになっている土地は購入の目的や当初計画の実施の見通し等を明らか

にして、市民に公表すべき。記録が残っていないというようなことがあるとすれば、大きな問

題。 

 

（具体的な取組項目の進捗状況に対する意見） 

（具体的な取組項目 7について） 

【委員】 

目標設定に対する認識や知識が深まりつつあるとは言えない。改善策として今後コンサルタ

ントと協議するとあるが、これまで改革を進めてきながら、なぜ進まないのかが疑問。目標設

定や管理に対する意識が高まらなければ、旗を振っても無駄である。行革推進専門員の意見を

お聞きしたい。 

【行革推進専門員】 

研修の成果について、受講者全員が「可」といえるレベルにまでは到達しなかったと感じて
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いる。まずまずの認識となった者が 6割、それ以下が 4割程度ではないか。研修を受けるとい

うことだけでは資質や知識が期待したレベルまで上がらなかったのが現状。今回お示しした半

期の評価についても甘いと指摘している。年度中に部局長級を中心に組織目標の研修会をもう

一度実施し、20 年度の予算構築に当たり、組織目標と合致した事業の目標を設定してもらう

ようにしたい。研修やテストという方法でレベルを上げようとすることについて疑問がないわ

けではないが、最低限の知識は必要であると考えている。 

【委員】 

ある部署では、業者等に委託している事業について、その業者に委託内容の評価や来年度の

目標を設定するよう指示している。本来は、業者から作業内容の結果報告を受けた職員が自分

で評価しなければならないはず。理解が進んでいないのではないかと危惧しているが、20 年

度予算編成に向け、取組を強化するのであればそれに期待したい。 

 

（具体的な取組項目 9について） 

【委員】 

総合計画改定の先送りに伴い、重点施策の決定ができないことから実施方法を変更したと報

告しているが、なぜ、この結果で進捗状況が「○」となるのか。その都度変更後の目標に合わ

せて評価していれば常に「○」になるのは当然。議会での合意が得られないことは可能性とし

てありながら工程を組んだはずである。この評価の考え方では甘い。 

【行革推進専門員】 

各課からの評価結果は「○」であったとしても、行革の視点から指導が必要。今後はそうし

ていく。 

【事務局】 

提出された報告をとりまとめるだけでは誰でもできる。報告内容についての行革的な視点か

らの指導が必要。所管課とのやりとりをしていくことも必要と考えている。 

 

（具体的な取組項目 11 について） 

【委員】 

この取組について主管は人事課であるが、本庁と総合事務所間の調整は地域振興課の役割の

はず。取組に関連しなくてよいか。 

また、本庁と総合事務所間の見直しだけでなく、組織全体の見直しも必要である。このこと
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についてはどのように進んでいるか。途中経過の報告をしていただきたい。見直しに当たって

の視点・考え方や進捗が甘いのではないかと感じている。総合事務所の職員にとっては本庁と

の仕事のあり方の整理は喫緊の課題であり、毎日のように思い悩んでいることである。何か月

もかけて進められるものではない。緊迫感を持って臨んでもらいたい。途中経過の報告にあわ

せ、「機能」をどう見直すのか「組織」をどう見直すのかという見直しの視点も示していただ

きたい。 

これらのことは地域振興課や企画政策課にも関連することであるが、総合的にまとめた方向

性を示していただきたい。 

 

（具体的な取組項目 19・20） 

【委員】 

遊休資産の売却や貸付けをするに当たって、その利用者となる市民に対してＰＲができてい

るか。 

単に結果の数字と進捗率を追うだけの議論では意味がない。行革として取り組むのであれば、

進捗にかかわらず、やり方に改善すべきところはないかという指摘や指導が必要。状況につい

て次回の会議で説明いただきたい。 

【事務局】 

まず、市の保有する土地のうち、売却等の対象となる土地は普通財産に分類されるものであ

る。普通財産である土地については、隣接する土地の所有者に購入の意向について伺っている。

すべての土地に対しＰＲを行っているわけではないが、住宅団地の土地等についてはＰＲを行

っている。 

行革の取組として進める以上は積極的なＰＲが必要との意見と思う。売れる土地をそのまま

にしておいたのでは行政の怠慢であり、改善していく。 

 

（具体的な取組項目 21） 

【委員】 

20 年度予算編成に向け、19 年度の事務事業の評価を行うよう通知したとあるが、事業が終

わったらその段階で評価をするべきである。例えば 6 月に完了した事業を 11 月に評価するの

ではなく、6月の時点で評価する。各課に向けて警告が必要。 
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【行革推進専門員】 

マネジメントシステムが適切に運用されているかを問われているご意見である。比較の仕方

としては昨年度の第２四半期末と今年度の第２四半期末でどの程度仕事の中身が違っている

かを計る方法もある。 

民間では決算後、必ず３か月以内に株主総会を開くし、それまでに税の申告もする。一方、

行政では決算議会まで６か月かかる。取組のスピードが遅い。そこで、昨年度から四半期ごと

の進捗管理を取り入れ、今年度も運用しているところである。第２四半期の進捗報告について、

昨年度は 11 月中であったが、今回は第 2四半期終了後 15 日で取組の進捗状況をまとめられた

ということだけでも進歩があったと考えている。 

 

（具体的な取組項目 22） 

【委員】 

補助金の見直しについては前回しっかりとした方針が示されたが、進捗状況の報告内容を見

る限りでは20年度と21年度で再構築が完了するか疑問を感じる。補助金の見直しについては、

相当の抵抗があると思われるが、この程度の取組の状態でよいのか。もっとダイナミックなア

クションやＰＲが必要。市民や関係団体に対し、見直しの予告をするようなことも必要。 

【委員】 

早めの告知が必要。今後市は一切の補助をしないわけではなく、「ゼロベースで見直す」と

しているのであれば、見直しの精査をすること、補助の結果や成果についてきちんと聞き取り

をすること、既得権化しているような補助を見直すことなどの「見直しの趣旨」を理解いただ

けるようなＰＲの仕方が必要。「市は一切の補助をしなくなる」という誤った認識だけが先行

してしまわないよう配慮すべき。 

【事務局】 

どのような補助金を残し、どのような補助金を廃止するかを明確に示すことができれば良い

が、難しい。前回の見直し方針については財政課長の理解も得ており、先の予算編成会議にお

いてもすべての課長等にゼロベースで見直した上で要求するよう指示している。 

これまでの枠配分方式では、枠内に収まってさえいればよく、その中の事務事業 1件ずつに

対する精査は弱かった。このため 20 年度予算編成においては、枠配分をやめ、財務部長や財

政課長が 1件査定する。補助金についても例外ではないため、ゼロベースの考え方で査定がな

され、説明のつかないものについては廃止するなどの見直しが行われるものと思う。 
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【行革推進専門員】 

予算編成がまとまってから、「翌年度から補助を打ち切る」と説明しても理解を得られるは

ずもない。このため、補助金等の見直しに当たっては前倒しで関係機関との協議を始めておく

必要性があることを繰り返し説明している。その方向性で見直しは進められている。 

【委員】 

見直しは担当課任せであってはならない。見直しに当たり財務部局が賛成するのは当然だが、

実際に苦労するのは各課の担当者である。担当者の立場に立てば、市の施策として見直しをす

るという大前提があれば、それに従って説得をするという方法も採れるが、市の内部だけで「ゼ

ロベースで見直す」と謳っておいて、あとは担当任せにするのでは担当者の負担が大きすぎる。

見直しをするという大前提を市民に周知しておけば、それに従って担当者は話ができる。それ

くらいの配慮は必要。財務部署は直接市民と相対するわけではないので、見直しに賛成するの

は当然。補助金削減に関する市の考え方を広報に掲載することが必要。 

【事務局】 

広報への掲載については検討させていただく。 

【委員】 

今回の広報で示された決算の情報は家計に置き換えて考えることができ、分かりやすいと思

う。その情報とあわせて財政状況を含めた補助金の見直しについても周知していくべき。 

【委員】 

今後、12 月議会などにおいて、20 年度の予算編成に向けた市長の考えを問われる場面もあ

ると思う。そのような中で周知していくことも考えられるのではないか。 

【委員】 

市長による市の考え方の表明や広報によるＰＲの実施の是非については次回会議に考え方

を示していただきたい。 

 

（具体的な取組項目 26） 

【委員】 

市の関与のあり方の方針が策定できないということであるが、問題となっていることは何か。

それほどに複雑な問題なのか。 

【事務局】 

直面している問題は、経営改善をどうすすめていくかということ。これまで市は、言葉で「改
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善」を謳ってきたが、実際は改善に至っていない。抜本的に進めるにはどのような方策がある

かの考え方の整理が必要。 

もう一つの問題は、指定管理者となっている三セクについて、今後は競争の対象となること。

競争の対象になれば三セクが負けることもある。それぞれ設立の経緯がある中で、競争に負け

たから即解散というような単純な考え方でよいのかどうか。また、解散する場合、三セクが保

有している資産をすべて市が買い取らなければならない問題や、損失補償契約を交わしている

分の負債については市が補償しなければならないという問題がある。財政フレームの中で市が

どれだけのお金を出せるかということが課題。 

【委員】 

経営改善に関することについては、単に出資者の立場から意見を言えばよい。指定管理者制

度に関する問題とは分けて考えるべき。 

この取組については各施設所管課を関連課と位置付けているが、三セクの管理は一つの課で

行うべき。そのことについてどのように検討されているか、メリットとデメリットを含めて次

回会議で教えていただきたい。 

 

（具体的な取組項目 28） 

【委員】 

給与を地域の実態にあったレベルに見直すことについて、それだけでいいのか。民間の多く

の方が苦しんでいる中で、市は何らかの意思を示すべきではないか。市政モニターへのアンケ

ートでも給与が高すぎるという声も多かった。行政が自ら「何をするべきか」を考えるべき。

個人的な意見としては、本給は手を付ける必要はないが、賞与について、例えば「向こう 5

年間一律 3％削減する」などの具体的な見直しが必要。行革市民会議として、市長に姿勢を示

すことを求めていくべきではないか。 

【委員】 

まずは、どの程度高いのか把握した上で、それを何年かけて下げていくのかという議論が必

要ではないか。ただ「高い」というだけでは見直しはできない。賞与についても同じ。 

【委員】 

現状が高いか安いかではなく、今の財政状況から見て支払うことが困難である以上、不足す

る分は削減してもらいたいということである。市の財政状況を考慮して、職員自ら削減を提案

するくらいのことがあってもよいのではないか。 
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【委員】 

民間企業は赤字であればボーナスはない。何年も支給されていない会社もあることを考えれ

ば一律の削減があってもよいと思うが、「自主的に」となると、返す職員と返さない職員がい

て、難しい面もある。 

時間外勤務の削減について、サービス残業が多いことが度々問題になる。一概に判断するこ

とはできないが、削減分がサービス残業に転化していないか。 

【委員】 

サービス残業があるとすれば、解消できるように管理してもらわなければならないが、給与

の見直しはとは別に考えなくてはならない。 

【委員】 

中越沖地震の影響でノー残業ウィークが実施できなかったとあるが、通常の水曜日のノー残

業デーはどのように運用されているか。また、今回見送ったノー残業ウィークの次回実施時期

の目処は立っているか。これらの取組については、実質的に効果はあがっているのかを知りた

い。 

【委員】 

給与の見直しについては、行革の視点で見直すのであれば理論立てて進めるべき。職員の気

持ちで返させることはどうかと思う。給与を含め人件費を考え直す時期にあることをアピール

していくことが必要。 

【委員】 

気持ちで削減を求めることは通用しないのではないか。根拠を示した上で「何％の削減が必

要」と示すべき。財源がない中で高い水準の給料・賞与が必要かどうか。行革の立場からすれ

ば、やはり賞与よりも給料の見直しが必要である。 

【委員】 

ラスパイレス指数では 96 である。それだけでは高いとは言えない。水準での議論は難しい

ものになる。基本給の月額を見て判断しがちだが、給与の見直しは退職金を含め影響が様々な

ことに及ぶ。影響が少なく、理解が得られやすい方法は賞与の見直し。民間においても業績が

悪いことを理由に削減することは理解が得られる手法。 

【委員】 

給与はようやく一本化を成し得たところである。ここでさらに見直しを提案することは相当

慎重に進めなければならない。 
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【委員】 

給与を見直すことは退職金の額にも影響する。退職金も高いものであり、見直すべきと思う。

次回の会議でも審議が必要。 

【行革推進専門員】 

この問題は職員数と総人件費の関係を見る必要がある。個人個人の仕事の量や中身との関係。

財政状況の変動を考慮した場合、どのレベルで調整するのが望ましいかなどのトータルとして

の体系は人事課が着手しているところである。 

職員の意識においては、目標を持ち、そのために仕事の進み具合を追っていくことは当然で

あるのに、目標設定や進捗管理に対し「仕事が増えた」という認識を持つ職員が多いようであ

る。意識の問題として取り組んでいきたい。 

 

（具体的な取組項目 29） 

【委員】 

災害による残業と通常業務に伴う残業を同一に考えるべきではない。別に把握するべき。ま

た、休息時間の廃止による効果は時間外勤務の削減にどのように表れているかを示してほしい。 

 

（平成 19 年度に市が土地開発公社から買い戻した土地の情報について） 

【事務局】 

平成 19 年度に市が土地開発公社から買い戻した土地の詳細について報告させていただく。

すべて市が現に使用している土地となっている。高田駅周辺整備事業の用地、雁木通りプラザ

の敷地、市民プラザの敷地、パークアンドバスライドの用地、里のこどもの国整備事業の用地、

庁舎周辺地区整備事業の用地などであり、いわゆる塩漬けの土地は対象となっていない。 

 

（３）市の行政運営等に関する職員の現状認識について 

【事務局】 

（資料 3に基づき説明） 

今回の資料はアンケートの項目のうち、集約できた項目についてのみ速報値をお知らせする

ものであり、すべての項目を集約したものではないのでそのように理解いただきたい。 

効率性に対する認識としては、現在と昨年度を比べた場合、「どちらかといえば低い」又は

「相当低い」と感じている職員が増加している。 
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進捗管理システムを導入した効果について、目標設定の大切さは理解が深まっているものの、

それを達成しようとする姿勢につながっていない、また、システム自体が定着しておらず、効

果も低いと感じている職員が多いという速報結果となった。 

この件については単に数字の結果についてどうこう言うのではなく、今後さらに分析を進め、

改善の方策を見出していくので、詳細な分析結果と改善策をセットでご覧頂いた上で議論をい

ただきたい。次回までに資料を整えさせていただく。 

【委員】 

集計に当たってはクロス集計が必要。例えば効率が高まっていると感じていながら意識が高

まっていない人はどのように考えているかなどが分かるような分析が必要。 

【委員】 

アンケートの結果が良いものになっていくようにすることが、正に行革の目標といえる。今

年度中に改善の目安をつけたいので、早急に分析と対策を示していただきたい。 

【委員】 

進捗管理システムにより効率性が高まったと思わない職員が 6割を超えるということは、行

革のねらいが職員に伝わっていないのではないか。市民会議での議論が庁内には伝わっていな

いのではないか。 

 

（２）入札制度のあり方について 

【事務局】 

これまでの議論において、入札制度のあり方には両論がある。市民会議そのものは行財政改

革を進めていくに当たって市民の考え方をお聞きする場であるので、必ず全会一致を得る必要

はないものと考えている。両論ある場合はそのとおり市へ提出いただき、それを受けて市は、

最終決定をしたい。 

なお、契約課長については次の用務があるため、その時間までの出席とさせていただく。 

 

（以下、資料３のとおり説明） 

 

4 ページには行革推進専門員の私見をお示ししているが、これについては行革推進専門員か

ら説明いただく。 

【行革推進専門員】 
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文案は、これまでの議論で確認された意見を基に、それらを言葉にしたらどうなるかを考え

たもの。行政の姿勢として常に公正性を保つ制度を目指すことから、公正性を阻害する要素を

排除することを示している。これは暗に談合等を指している。 

「地域要件等を排除した新制度への移行方法は諸般の事情を勘案する」という文については、

地元業者の保護というねらいがあるにしても、競争により価格が下がればその分を他の事業に

充てることもできるというような考え方も含め、移行の時期や移行にかける時間、段階のとり

方などは検討が必要であることを表している。 

いずれにせよ、公正性を保つ制度を目指し、阻害する要素は可能な限り排除するという姿勢

を常に持ち続けることが重要ではないかと思いまとめたもの。保護と育成、支援、安い工事で

は質が落ちるなどの懸念は別の問題。検査をしっかりやることや行政側が知識やスキルを高め

るという質の確保は公正な競争とは別である。 

【委員】 

個人的には一般競争入札へ移行していくべきと考えている。談合をなくすためには市内に本

社等があることという要件を外さなければならない。市外・県外業者が落札した場合、市内に

落ちるお金が減り、市内の経済が衰退するという錯覚があるが、個人的に検証したところ、そ

のような心配はないことが分かったので説明したい。 

 

（以下は委員が用意した資料による説明） 

 

資料は、ある企業の発注事例を引用したものである。工事内容は建物の建設である。落札価

格は 2億 2千 5百万円で県外の大手ゼネコンが落札した。この企業では、入札に当たっては大

手ゼネコン数社と地元企業等による入札を行い、最も低い価格を提示した企業を落札者として

いる。 

工事を落札するためには、コストを下げる必要がある。このことからゼネコンではほとんど

の工事に地元業者を使わざるを得ないという実態がある。この事例では工事金額のうち 1億 2

千 5 百万円が材料費となり、工賃の合計は 1億円である。この事例では、材料費は付加価値を

生まず、工賃が付加価値を生むという考え方から、工賃についてのみ見ていく。 

工賃 1億円のうち、地元業者による工事分は 7千 5百万円となり、残り 2千 5百万は落札し

た県外業者が得る分となる。このことから工事の 75％は上越市内の業者を使わないと仕事が

取れないという実態があることがわかる。 
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見積額は大手ゼネコン間でも 5～10％の差があるが、地元業者の見積額と落札者の価格との

差は 10～15％程度ある。大手ゼネコンのほうが安くなっていることから、そちらに頼まざる

を得ない状況にある。 

市の税収への影響については、この事例では 60 万円の差にすぎないという試算となる。す

べて県外の業者が工事した場合、法人住民税は 21 万 8 千円となり、この額は市に入らないこ

とになる。しかし、実態としては 75％の工事は地元にお願いせざるを得ないため、17 万 6 千

円が上越市の税収となる。また、市内には工事の 75％に相当する雇用が発生するが、この労

働者の個人住民税も生じることになる。上越市民の平均年収を 400 万円、扶養家族 2人と仮定

すると、一人当たりの個人住民税は 91,200 円となる。この事例の工事では、市民 15.8 人が 1

年間働いてできる仕事の量と計算されるので、合計すると上越市に入る税収は約 144 万円とな

る。すべての工事が県外業者で行われた場合、個人住民税は約 200 万円となる。その差は 60

万円でしかない。 

結論としては、価格の安い県外の大手ゼネコン等が落札すれば税収が 60 万円減収となるが、

それを上回る経費の減が生じることになる。この差額は他の施策に充てることができる。 

地元業者の見積額は大手ゼネコンと比較して、概ね 10％～15％高いことが多いため、この

事例を当てはめると、2,200 万円～3,300 万円減少する可能性があり、メリットが多い。また、

施主側の工事管理コスト、完工後のメンテナンス費用を考慮すれば、地域限定発注制度には問

題もあるのではないかと考えられる。 

地元の業者であっても安い費用で請け負ってくれるところがある。その場合でも、現場管理

人の実力差があり、発注側の設計担当が現場に常駐して管理しなければならないことも多く、

そのコストを考慮すると工事価格が若干安くとも総コストで見ると高くなるという実態もあ

る。また、仕上がり程度や完成後のメンテナンスも考慮すると疑問があると思う。 

市は、地元の業者保護のために、価格が高くなることを承知で工事をさせているといえる。

この事例では県外の大手ゼネコンに依頼したほうが 2,500 万円程度安く発注できる。確かに代

金は県外のゼネコンの会計に入るが、市は安く発注することで経費が浮き、福祉等の他の施策

に充てることができ、上越市から逃げていくわけではない。極端に言うと建設業者に入るか一

般市民が使うかという選択肢である。 

【契約課長】 

具体的な数字を示した分かりやすい事例である。この事例の場合の税収の減額 60 万円が多

いか少ないかはそれぞれの考え方によると思うが、市では年間 1件の工事を発注しているわけ
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ではなく、この減額効果は何件も重なることになる。また、この効果が何年も続くことを考え

ると 60 万円で済む問題ではないと思う。 

地元企業優先の考え方は税収のみを考慮してのことではなく、この事例での差額 2,500 万円

分についても、やはり地元に還元して、市内における消費活動の拡大につなげるなどの経済効

果もねらっていくという考え方である。 

【委員】 

同じ価格で工事ができるのであれば地元を優先するだろうが、談合をしているから地元企業

は県外の業者と同じ価格で入札しないはず。 

【契約課長】 

「談合をしているから」と断言されるようなご意見に対しては回答が難しい。 

【委員】 

世間一般での風評を考慮すれば談合はある。地元企業が県外の大手ゼネコンと同じ価格で落

札できるのであれば、地元優先でよいという考えはある。ただ、わざわざ高いものを買うこと

はない。 

【契約課長】 

この事例で算出された税収の減額が 60 万円程度であることをもって地元企業優先の考え方

がどうかということは問えない。他にも効果がある。例えば、この事例では県外業者に入る

2,500 万円をも地元に入れることで地元での雇用や消費などの経済効果をねらうという考え

方もある。 

【委員】 

地元企業に落とすばかりでなく、浮いた分を施策として市民に還元することができる。 

【契約課長】 

浮いた分は県外業者に入るのではないか。 

【委員】 

安くなるということであり、市に残る。 

【契約課長】 

事例では「地元外業者工事分」とある。1億円の工事代金のうち 2,500 万円は県外業者に入

る。それをせず、地元に還元したいということである。 

【委員】 

安く買える分だけ上越市に残る。 
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【契約課長】 

県外業者工事分である 2,500 万円は県外へ出ることは変わりない。 

【委員】 

その代わり安く工事ができる。 

【行革推進専門員】 

材料費は新たな価値を生まないから、どこで調達しようが変わらないという前提での話であ

る。 

【委員】 

契約課長が危惧しているのは県外業者に入る 2,500 万円分のことである。その分は確かに市

外へ出るが、それに比例して安く買うことができれば、その分だけ市にお金が残ることになる。 

【契約課長】 

県外業者と比較して高い価格であっても、地元に入ることに変わりはない。他の施策で使う

かどうかということである。 

【委員】 

建設業者の収入になるか、市民に直接使われるかの差があることを考えるべき。 

【契約課長】 

どちらを選択すればどのような効果があるかを詳細に理解しているわけではないが、地元業

者の収入となれば、それに応じて地元で機械を購入するなどの別の消費が生まれる。地元への

効果がいくらかはあるといえる。 

【委員】 

効果はあるが、みすみす高い値段で地元の業者を使うことと安く買って税金を節約するのと

どちらがよいかということだと思う。 

 

― 次の用務のため契約課長退席 ― 

 

【行革推進専門員】 

これまでの議論はお金の使い道のことが主になっているが、ここでは現行制度は不正な競争

が起き得るものかどうか、起き得るとすればどうすればそれを防ぐことができるかという議論

が必要ではないか。 
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【委員】 

それは違う。 

【委員】 

談合があるのではないかという市民の疑念は本当に強い。金額的なことは、この事例で分か

るが、結局両方を議論すべきである。市民の合意を得られる内容にすべき。工事 1件では税収

の差が 60 万円しかなくとも、何件も積み重ねれば大きな数字になるとの意見であったが、落

札価格の差額も積み重なる。議論はそこでなく、計数の部分と市民感情のバランス。この限り

なく「ぶれ」が生じている部分、疑念を抱いている部分をなんとか折衷させるためにはどのよ

うな制度が一番いいのかを議論すべき。そして、本社を上越市に置いていることという規定が、

本当に重要な問題なのかを一番のポイントとすべきである。 

【委員】 

指名競争入札のため談合が起きやすいということだと思う。国土交通省や県・各市町村でも

指名競争入札を全廃する方向にシフトしている。原則すべてを一般競争入札とし、案件によっ

ては条件付きとすることを考慮すべきとの国の指示もある。 

地元企業の保護の必要性については、ある程度においてその枠を設けておくということは自

治体としての責務だと思うからである。市役所にお金が残ることと個人個人の収入となって消

費が促進されることは別の問題。 

指名競争入札を廃止することを方向性として、一般競争入札を主体としつつ、例えば予定価

格の大小によっては「地元に本社や営業所があること」というような条件を付けたり、その他、

地域に貢献していることを考慮したりすることはあってもいい。 

すべてを単純な、全国を対象とした一般競争入札とすることは行きすぎ。まずは、指名競争

入札をなくすという方向にすれば、談合は減るものと思う。 

【行革推進専門員】 

各区単位で業者の指名枠を設けていることと、市全体で動いている金額の大きいものとは議

論を別にすべき。かつての町村単位に枠を設けることは、これからも続けていかなくてはなら

ないものなのかどうか。同じ市であるから、市内はフラットにしようという議論はできると思

う。その次の段階として、例えば上越市内だけでなく県内ぐらいはフラットな競争にしてもよ

いのではないかという議論につながっていくかもしれない。 

【委員】 

単に、「指名」を廃止したらどうかということである。業者間でおおよその指名先は分かる
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だろうから、高止まりになってしまうことはあり得る。 

 

【行革推進専門員】 

民間ではおおよそ指名入札であり、具体的には見積りを依頼している時点で指名している。

発注者とそれぞれの業者には信頼関係があり、見積りを提出する側で手を組むことは許さない

ことを伝えている。市が指名するときも、指名業者同士のつながりを許さないことをどのよう

に伝えているかということだと思う。 

【委員】 

要点は、上越市に本社を置くという条件を外すか外さないかということ。完全に外すのでは

なく、ある程度のものを残しておくべきではないかというご意見であったと理解している。 

【委員】 

指名競争入札を残すということか。 

【委員】 

すべて一般競争入札として、「市内に本社があること」という現在の条件を外すということ

と理解してよいか。 

【委員】 

すべてをそのようにするのではなく、工事の内容や金額に応じて、設定する条件の内容も変

えていけばよいということ。それは現在でもやっていることではある。 

【委員】 

上越市に本社があることという条件が残ると、指名でも一般でも結局同じ業者が対象となっ

てしまう。どこまで条件を付けるかということ。例えば金額で決めるなど。 

【委員】 

別の視点では工事の継続性や特別に考慮すべき部分がある。継続性やメンテナンスの問題を

考えれば、すべてを一般競争入札にするのは無理。そのような継続性等を考慮する必要がある

場合などは指名の形を採る。 

原則としては一般競争入札が大前提にあるべき。しかし、条件を設定すべき部分はあると思

うので、一般競争入札としながら、案件によって必要な条件を設けていくべき。その条件は金

額のみで決まるものではないと思う。 

資料の数字の理解の仕方として、材料費は別としているが、地元で調達できる部分の材料は

含めていいと思う。それをどう見ていくか。材料を調達するときは材料の原価で仕入れるわけ
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ではなく、中間業者との関わりが生じる。それは付加価値を生まないではなく、別の業者に付

加価値を生んでいる。その辺を考慮すべき。 

【委員】 

実際に業者は材料を購入し、自分で運搬し、利益を乗せていると思うが、計算が難しくなる

ため、材料による利益も含めて、工賃の利益と含めて、税引前利益ということでカウントして

いる。実際にこの表でいくと、地元業者工事分に示された額はすべて市内業者に入る。 

【委員】 

それ以外の材料については、県外でなければ絶対調達できないものとして考えてよいか。 

【委員】 

便宜上県外業者に含めて示している。当然、地元業者でも材料を購入し、人件費と経費をか

けて利益を乗せていると思うがその分を別にしてはいない。トータルの売上げから材料の原価

を引いて工賃分、付加価値分として表示している。確かに地元で鉄骨を作って、マージンを乗

せて工事に使えば、その分地元に落ちる。ところが県外業者から買い入れた場合は地元に入ら

ない。ほとんどの材料は県外から調達している。 

論点を整理すると、上越市に本社がなければならないという条件があると談合が限りなく続

く。そこを改めなければならない。 

【行革推進専門員】 

本当に談合が起きているのか立証できるものか？ 

【委員】 

談合の有無が論点ではない。例えば個人が自分の家を建てる場合、安全で、かつ、安いほう

がよく、そこには業者が市内・市外であるかは関係ない。その捉え方からすれば、やはり、市

内に本社があるという条件が、どれほどの意味を持つのかを考えるべき。一般競争入札にすれ

ばすぐ倒産するような不適格な企業が請け負うかもしれないということは問題とは違う。おか

しな仕事をすれば企業生命に関わることは承知しているはず。また、発注者としても、貸借対

照表を取り寄せるなど、色々な角度で情報を調査すればいいことである。工事は市民の税金で

やることであり、みすみす高いものを承知で買ったり、市外の業者を枠外に置いたりすること

自体が今の時代に合っていない。 

様々な事情が絡んでいる案件については、その内容に応じて、例えば「市内に本社・営業所

のある企業とする」などの条件を付ければいい。「上越市に本社があること」という既定は、

いまはもう意味をなしていない。それほど大きな問題ではない。 
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【委員】 

今の意見では一般競争入札とすべきとしておきながら条件を付けることを認めている。 

【委員】 

原則としては条件をつけないという意味。市内に本社があることという条件は、今ほとんど

意味はない。 

【委員】 

「市内に本社があること」という条件を外す一方で、別に救済策を設けるかどうかというこ

とではないか。 

【委員】 

「市内に本社があること」も、一般競争入札に条件をつける時の条件の一つであると思う。 

【委員】 

それでは、県外のゼネコンが参加できない。 

【委員】 

そういう条件を付ける工事と、付けない工事があるということを言っている。すべての工事

に条件を付けるわけではない。 

【委員】 

条件の一つの付け方に過ぎないと言っている。基本は一般競争入札であるが、条件を設定す

るときの一つの考え方として市内に本社があることも考えられる。その条件を採用する工事の

内容をどう線引きするか、ということである。 

【委員】 

上越市に本社を置くという条件があると県外の大手ゼネコンが入札に参加できない。メイン

コントラクターは本社が市内になければならないことになる。だから、上越市に本社がなけれ

ばならないという条件があると、県外からも県内他市からも入札に参加できず、上越市に本社

のあるいくつかの企業が話し合いで決めていくことになる。 

【委員】 

すべての入札に「市内に本社があること」という条件を付けるとは言っていない。金額なり、

工事内容なりで、どこで線引きするかが今後の問題であると言っている。 

【委員】 

原則、市内に本社があることという条件を外した上で、例外をどう設けるかということ。市

内に本社があることを原則とすれば、例外はできない。原則をどこに置くかということ。 
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【委員】 

そのことは一般競争入札の原則ではない。今ほど言ったように、上越市に本社があるという

ことは条件の一つに過ぎない。 

【委員】 

それは違う。 

【委員】 

条件は何も本社の所在地だけではない。地域への貢献度などもある。 

【行革推進専門員】 

新たに始める工事と継続の工事は同一に見ないほうがよい。当然、継続の場合は新たな図面

を引く必要もなく、安く入札できる。しかし、その場合でもフラットな競争をするとなれば、

継続の業者側も他社にとられないよう、経験を活かし、もっと安くしようとする。ここでは、

新規に発注するときの条件はどんなものかということに絞っていけばいいのではないかと思

う。 

次に、原則は条件をフラットにしつつ、工事等の内容によっては例えば「市内に本社がある

業者」を条件にするということだが、その条件を設定すべき工事等の内容をどう判断するかと

いうような段取りで固めていけばいい。 

【委員】 

どちらを例外規定にするかということ。一般競争入札は、県内や県外、韓国からでも入札で

きる。上越市に本社があることを条件としたらそれらの企業が参加できなくなる。 

【委員】 

地域要件をすべての入札に適用するわけではないと言っている。先ほどから言っているよう

に、一般競争入札の中の条件の位置付けをどのように設定するかということ。 

【委員】 

どちらに原則を置くかということである。 

【委員】 

それを議論すべきと言っている。原則を上越市に本社があることとすれば、誰も参加できな

い。 

【委員】 

繰り返しになるが、それは原則ではなく、条件の一つである。 

【委員】 
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原則的にどのような条件とするかである。上越市に本社があるかどうかは関係ないことが原

則で、例外としては本社があってもいいということではないか。 

【行革推進専門員】 

言葉の書き方の問題であり、結果としては同じ。市内に本社があることを原則として、一定

の条件に当てはまる案件に関しては、その条件を取り払うこととするか、基本的には条件を付

けない一般競争入札とし、一定の条件に当てはまる案件に関しては、市内に本社があることを

条件とするかどうかということ。もう一つの問題としては、少なくとも区ごとに設けている枠

は取り払ってよいのではないかということは議論としてあってもいい。 

【委員】 

どっちを原則にするかを決める際には、どちらが談合を防げるかということを考慮すべき。

談合を防ぐことが最大の目的で、それを防ぐベストの方法を考えなくてはならない。談合を誘

発するような「市内に本社があること」という条件には賛成できない。 

【行革推進専門員】 

繰り返しになるが、区ごとの枠は取り払って、少なくとも市内はフラットにしようというこ

とが議論になっていいと思う。その上で、基本的には市外も含め完全にフラットとし、案件ご

とに市内に本社があることという条件を付けるのか、あるいは、基本的には市内に本社のある

こととし、一定額以上についてはその条件を取り払うようにするかどうかを考えていくべき。 

【委員】 

基本的には「市内に本社があること」という条件は外し、工事等の内容により、例外として

設けることでよいのではないか。市外業者への発注は市内経済の衰退につながるという錯覚が

あるが、細かい工事一つ一つについては、請負者は職人をすべて地元で雇わなければならず、

わざわざ県外から連れて来るとは考えられない。材料については、元請けが下請けに経費を支

払って用意させるが、元請けは下請けへの限度額を示しているから、予算内に収まるよう上手

くできている。そのことは我々も認識を新たにしなければならない。そこまで認識が進めば、

次は「談合をなくすためにはどのようにするべきか」を考えることになるが、基本的には世の

中の趨勢にあわせ、フラットな競争を行えば談合の可能性は少なくなるということであれば、

その方向でまとめればよい。ただし、例外があるとすれば、それはそれで考えればよい。 

【委員】 

その例外の設け方も、金額にするのか、また、一つ一つの案件に対し個別に設定していくの

かどうか。 
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【委員】 

そこまでの細部については、市民会議がどうこう言うことではなく、基本的な方針としての

考え方を示しておけばよい。個々の例外規定の設け方については、個々の事情に応じて考えて

いくことでよいのではないか。 

【委員】 

相当見識のある方でも、県外業者に発注すると、市内に全くお金が落ちないと思っている。

市内に本社があるということを入札要件とする場合の条件の設定の仕方については、我々が決

めることではないが、結果として形だけの原則にならないようにしてもらいたい。 

【委員】 

市では対応できる工事の難度や持っている技術等によって業者ごとにランク付けをしてい

る。原則一般競争入札となり、すべての案件が県外の大手ゼネコン等に落札されるようになっ

たとすると、地元企業の工事実績がなくなっていく。実績はランク付けのポイントとなること

なので、何年も工事実績がないということになり、地元業者はいつまでもランクが上がらなく

なってしまう。ランク付けの評価方法を変える必要があると思う。 

【委員】 

そこまで行政がしてやる必要はない。企業努力や色々な方法で解決してもらうものであり、

行政側が考えていくことではないのではないか。 

【行革推進専門員】 

ランク付けの見方を改める必要がある。 

【委員】 

今までと違った視点での評価をすることが必要。例えば地域への貢献度など。 

【委員】 

業者自身からも「規模の大きな工事を請け負ったから自動的にランクが上がる」という意識

を変えてもらう必要がある。 

【委員】 

県外業者は地元業者を使う。元請けとしても、下請けの技術者のレベルアップが必要だから

教育を施す。地元企業にとっても独自に教育するよりは大手ゼネコンの下についた方が技術レ

ベルは上がる。 

【委員】 

直接工事を落札していなくても、レベルが上がったことを認め、ランクが上がっていくよう
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な制度にしていくことが必要ということ。そのような視点をみんなが持てばいい。 

【委員】 

市民会議の統一見解としては、原則、市内に本社があることという要件を外し、例外的な条

件とするということでよいか。 

【委員】 

この意見は市長の方針の転換を求めるものであることは認識しなければならない。 

【委員】 

それは市長がどう判断されるかによるということである。 

【委員】 

政策判断は右左で決められるものではない。行革推進専門員の文案のとおり、諸般の事情を

考慮するということでよいのではないか。 

【委員】 

曖昧さが残る表現である。市民会議の統一見解として、原則的に市内に本社があることとい

う要件は外すと明記すべき。 

【行革推進専門員】 

「市内に本社があるという条件を外すなど」とすべきである。 

【委員】 

原則として一般競争入札とすることでよいのではないか。 

【委員】 

それでいい。 

【委員】 

一般競争入札であっても「市内に本社があること」という条件を残しては意味がない。 

【委員】 

それは、繰り返しになるが条件を付けるときの一つの考え方であると言っている。ここでは

そこまで言う必要がない。 

【委員】 

条件を外さなければ市外の業者が参加できない。 

【委員】 

行革推進専門員の文案ではそのこときちんと述べている。 
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【行革推進専門員】 

「地域条件等をなくした新制度への移行」という言葉に表れている。 

【委員】 

地域条件をなくすということは「市内に本社があること」という要件を外すことと理解して

いるが。 

【委員】 

行革推進専門員の文案はその意味でまとめられている。それでよいのではないか。入札制度

には複雑な事情が絡み合っている。行革推進専門員の文案のとおり、「地域条件をなくすなど」

という言葉のとおりである。方針はこのとおりでよい。 

（同意の声あり） 

【委員】 

明確な表現にすべき。市長が、その意見を採り上げるかどうかはともかく、市民会議として

ははっきりとさせておかなければならない。 

【委員】 

現状においてトップの方針があることを含めてここで方向性を示している。あとは考えても

らえればよいのではないか。事務方がトップにこのことを説明するときに、どのような考え方

でこの文案となったかをきちんと説明できて、それが伝わればそれでよい。 

【事務局】 

市民会議の意見は当然に市長に伝えるという流れがある。これまで入札制度に関する意見は

市民会議の中において 2通りあった。今回の会議で統一見解となるのか、2通りの意見がある

ことを配慮したまとめ方とすべきかをお聞きしたい。 

【委員】 

原則、市内に本社があることという要件を外すということで一致したと思うが。 

【委員】 

そこまでの明言はしない。指名競争入札をやめ、原則一般競争入札にするというだけで十分

であると言っている。市内本社要件をどうするかは様々な条件を考えていくときに検討すべき

一つの条件である。 

【委員】 

結論の先送りではないか。 
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【委員】 

先送りではないと思うが。 

【委員】 

物事ははっきりと決めるべきである。 

【委員】 

指名競争入札をやめるということだけでも大きな進歩である。ある程度の大規模工事は県外

業者をも含めた競争入札とするなどの方針ができたとすれば県外業者も参加できる。 

【委員】 

上越市に本社があるという条件がある以上は県外業者は参加できないと思うが。 

【委員】 

その条件は制度の原則に入っていない。工事の案件ごとに勘案すると先ほどのまとまったと

思うが。 

【委員】 

入札条件にあるから入れない。 

【委員】 

「市内に本社があること」という条件は制度の原則ではない。個人的には金額もその条件を

設定する場合の一つの基準と思うが、この会議では個別に勘案するとなっているところである。 

【委員】 

これまで両論あったものをどのようにまとめるか、という事務局の質問に答えなければなら

ないと思うが。 

【委員】 

これまでの議論で色々な意見があった。片方の意見だけを消してしまうことは適切ではない。

この場において議論されたことの内容として、すべての意見を説明し、その上で行革推進専門

員の文案にまとまったというつくりにしておけば、どのような議論を経て得られた結論か分か

りやすいのではないか。 

【委員】 

それで良い。 

【事務局】 

欠席された委員の意見についてはどのように取り扱うか。 
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【委員】 

欠席は「会議の決定に従う」という意思表示であると思う。仕方の無いことではないか。 

【事務局】 

そのように整理させていただく。 

【委員】 

実際、建議をするときには曖昧な表現ではなく、フラットな競争であることを明記すべき。

ここまで議論した意味がない。 

【委員】 

行革推進専門員の文案に説明書きとして具体的な方法案を示しておけばいいのではないか。 

【行革推進専門員】 

制度の出来上がりは同じことになるが、原則フラットとして、案件によって「市内に本社が

あること」という条件を付けるか、原則市内に本社があることを条件として、案件によってそ

の枠を取り外すかだけの問題である。条件の設定をしっかりとしておけばどちらでも同じ結果

となるはず。 

【委員】 

条件が付かなければ県外企業の参加ができない仕組みでは、わざと門を狭くして県外企業が

入れないようにするおそれがある。 

【行革推進専門員】 

それは基準をどのように設けるかということである。 

【委員】 

市民会議は何がなんでもフラットでなければならないと言っているわけではない。文案のと

おりでよいのではないか。 

 

■次第３：その他 

（委員提案：上越市の本当の収支の見方についての提案） 

【委員】 

以前から市の本当の収支はどのように表すべきかを議論してきたが、今回一つの考え方をま

とめてみた。お配りの資料は公表されている市の決算情報を基に作成したものである。以前か

ら市の職員に市の財政状況がいかに危機的かを分かってもらいたいと思っていた。今までの市

の決算ではバランスシートに含まれる項目と、損益計算書に含まれる項目とが混ざっている。
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資料は本当の収支を示すという意味で、市の資料を引用して作成したものである。 

資料は以前各委員に配付されているバランスシートを基に作成したもの。市の行政コスト計

算書において、冒頭の説明では行政コスト計算書は損益計算書であると書かれている。損益計

算書には、まず収入項目があり、費用項目が続き、不足は剰余金取崩しとなっている。それを

企業会計的に見ると、平成 17 年度において、収入は 710 億円であり、費用合計が 776 億円あ

る。費用合計の個々のうち人にかかるコスト、物にかかるコスト、移転支出的なコスト、これ

らはすべて行政コスト計算書の数字を転記したものである。行政コスト計算書では、単年度収

入から単年度費用を引くと欠損が 66 億 1,700 万円となると示している。市の資料では不足分

を剰余金で補填して収支が均衡しているという表現になっているが、単年度では収支が合わな

いので、借金をして、また貯めたお金を取り崩して、補填しているということになる。通常、

企業会計では脚注に「欠損金 66 億 1,700 万円については、剰余金を取り崩し、処理した」と

記す。この分は市民の純資産が減ったということになると言える。 

連結財務諸表での公表について、市では連結の貸借対照表の記載はあるが、連結の行政コス

ト計算書の記載はない。したがって、資料の中から最も影響が大きいと思われる土地開発公社

の貸借対照表から情報を取り上げ、次の予想を基に算出した。 

土地開発公社の長期借入金は 285 億 2,400 万円であり、年率 1.6％の金利負担であるという

こと。この金利負担については市に確認したところ 1.56％や 1.57％という数字が返ってきた

ので、それを丸めた数字とした。さらに、土地開発公社の投入人員は何人かということについ

て確認したところ、臨時職員の雇用を含めて 2 人であるとのことなので、年間の人件費を 1

人当たり 500 万円と見て、2人で 1,000 万円の人件費がかかるとしている。この 1,000 万円は

退職給付引当金等も含めた額である。この 2項目だけを連結して、人にかかるコストが 1,000

万円、その他のコストとして公社債費の利子が 4億 5,600 万円増加するということで、土地開

発公社を連結した場合には、さらに単年度収支の欠損が増加し、約 71 億円となると読み取れ

たものである。 

【行革推進専門員】 

この資料のつくりは間違っていないと思うが、この数字は一体何を示しているのか。 

【委員】 

市の財政状況に対し職員は安心しているが、土地開発公社を連結すれば、14 億円も借金が

あるということである。これをどうやって返済するのか、果たして新しい事業ができるのかと

いうことになる。欠損の額は確実に市の借金となって増えているわけである。 
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【行革推進専門員】 

17 年度では 66 億円の赤字が発生しているのであれば、18 年度も同じように赤字となってい

ると予想されるが、なぜ市は借入金残高を減らすことができているのかという疑問がある。そ

うなると、この資料の数字と、行革の目標として掲げている実質単年度収支による示し方と、

どう整合をとればいいのか。民間の企業会計の考え方で見たときに、きちんとマッチしている

かを検証していかなくてはならない。 

【委員】 

土地開発公社はもともと利益を生むための組織ではないので、ようやく最近になって、民間

への売却等を進める体質になったが、実質購入時より目減りした価値等が資料では見えていな

いのではないか。 

【委員】 

実際にはもっと赤字があるといえる。過去の累積欠損と評価損を含めればさらに赤字となる。 

【行革推進専門員】 

実質単年度収支、単年度収支など様々な指標がある。それらの関係をきちんと把握した上で

数字を把握できるような仕組みにしておかなければならない。 

【委員】 

財政調整基金を取り崩して収入が増えたというような見せ方は意味がない。 

【委員】 

実質単年度収支による把握が必要である。 

【行革推進専門員】 

実質単年度収支でさえ、本当に実質的な数値と言えるかどうかは分からない。そこを変えて

いく必要がある。 

【委員】 

資料は上越市の財政を一般の市民と同じ家計簿の視点で表したものと考えてもらいたい。 

【委員】 

いずれにしても行革推進専門員の意見のとおり、関係が分かりにくい数字である。その関係

をはっきりさせていくことが必要なのは確かである。 

【委員】 

下水道事業については特別会計としているが、かなりの借金があり、何度も問題になってい

る。特別会計として借金をせず、財源があるのであればそれを下水道事業に投入して、事業を
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できないのかと思うが、制度的にその会計で、下水道事業の名目で起債しなければならないと

いう決まりがあるということで、どうすることもできない。 

【委員】 

下水道事業にも多くの負債があるのか。また収支はどうか。 

【委員】 

具体的な額は分からないが、相当な額である。それでも起債を続けなければ事業ができない。 

【委員】 

そのあたりの危機感が職員にあるのかどうか。 

【委員】 

夕張市の事例にしても市長はじめ職員は給料がほとんどない中で運営しなければならない

状況になっていた。あの状態こそが、自治体が破綻することの最終的な姿であることを認識す

べきである。 

【委員】 

破綻当時はどこの自治体でも危機感を持ったが、それも薄れてきている。 

【委員】 

やはり「自分のところは大丈夫」と思い込んでいる人が多いのではないか。 

【委員】 

事務局はどのような認識か。夕張市のようにはならないだろうと思っていないか。 

【事務局】 

危機感はある。 

 

（その他の意見） 

【委員】 

前回の会議で天下り的な人事がなされている状況をリストにしていただくようお願いした。

早急にまとめていただきたい。 

各種審議会において、観光 5か年計画など市の様々な分野の基本計画が策定されている。し

かし、よく状況を聞いてみると、基本計画はコンサルタントに丸投げして作らせているという

ことである。コンサルタントを使わずに検討を進めているのは総合計画だけであるとも聞いて

いる。コンサルタントに作らせた案を市民の会議に持ち込み、その案を変えさせたくないため、

審議会で意見を聞きながらも実際は何も取り入れずにコンサルタントが作成した案のまま策
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定されるという実態がある。なぜ、自らの自治体の基本計画を自分で作らず、コンサルタント

に依頼するのか。コンサルタントの経費も安くはない。そこで、コンサルタントに依頼して策

定した計画にどのようなものがあって、その費用がいくらかを示していただきたい。 

もう一つは組織の問題。本庁と総合事務所の問題は説明があったが、それ以外の件について

以前から申し上げていることがあり、それらについてのメリットとデメリットを整理し、見直

しが必要か否かを説明していただかないと、来年度の体制につながらない。是非、漏れのない

ようにお願いしたい。 

【事務局】 

基本計画と組織の関連については資料の整理を考えたい。天下りの件については、市は俗に

天下りとされるような、退職者に他の職場を斡旋するという行為は一切していないのだが・・・ 

【委員】 

問題と考えていることは、斡旋行為ではなく、無言の了解のうちに然るべき役に就いている

こと。その人たちの給与水準について意見するつもりはないが、適材適所の人事になっていな

いのではないか。本来なら、民間から登用し、そのポストに充てたほうが活性化するにもかか

わらず、行政の関係者が充てられているということが活性化を阻害している。 

【委員】 

民間会社への再就職を問題にしているわけではないということか。 

【委員】 

民間ではない。民間であれば問題ない。 

【委員】 

出資法人や指定管理者となっている団体などのことか。 

【委員】 

そのとおり。 

【事務局】 

話が途中になったが、斡旋していないということから、人事課では退職者の再就職の状況を

把握していないということをお伝えしたい。よって調査が必要になるが、どのような団体を対

象に調査をかけるかを聞きたい。一般の民間企業は調査のしようがない。例えば市が出資して

いる法人や指定管理者などカテゴリを示してほしい。 

【委員】 

市の直営施設の長などは、嘱託職員などが「センター長」や「館長」として運営しているで
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あろうから、それらは対象外でよいのではないか。民間企業も対象外。やはり、指定管理者と

なっている団体や市が出資している三セクの職員が対象ではないか。 

【委員】 

そのとおり。 

【行革推進専門員】 

例えば、コンベンション協会の例がある。事務局長は市の退職者。これらをリストに入れる

べきかどうか。市民会議としては知りたいところと思う。 

【委員】 

そのとおり。 

【委員】 

民間企業以外のすべてとしてはどうか。 

【行革推進専門員】 

直営施設だから対象外としてよいかどうか。 

【委員】 

それらにも定年を迎えた職員の天下りもあるかもしれない。 

【委員】 

調査のねらいとしては、そのような視点で見て、判断していくことが必要ということ。商工

会やコンベンション協会など、市とタイアップしているところ、市に対して非常に影響力が強

いところに、市の幹部であった職員が再就職していることが果たして良いのかどうかをチェッ

クしたいし、是非皆さんにも考えていただきたい。 

【委員】 

有意義な指摘だと思う。事務局の対応をお願いしたい。 

【行革推進専門員】 

基本計画に関しての問題点はどのように捉えるべきか。 

【委員】 

コンサルタントに依頼して調査をさせ、その結果が成果物として、カラーの冊子で出来上が

ってくる。職員の手作りよりは出来栄えは良いと思うが経費がかかる。しかし、職員が手がけ

ると職員の仕事量が膨大になるし、ノウハウを蓄積していないから、余計に時間がかかってし

まうかもしれず、結果として人件費の削減にならないおそれもある。 

ただ、計画策定の当初からコンサルタントに丸投げして、そのコンサルタントが作った計画



 35 

を審議会に諮るということはいかがなものか。市民が様々なデータや意見を提供した上で、そ

れをまとめたものをコンサルタントが成果物として印刷してくる分については問題ないが、第

1 回の審議会からコンサルタントが出席して説明するような審議会も何度か経験しているが、

そのようなやり方はやめるべき。 

【行革推進専門員】 

トータルコストとして捉えた場合、職員が直接手がけるほうが、何倍も時間がかかり、出来

上がりもそれなりのものにしかならないという見方もあるが、いずれにせよ策定される計画の

目標が不明確なものが多い。今の状況や将来の姿の指標もなく、聞こえの良い言葉だけ並べて

あるという構築の仕方であるならば、どちらが手がけても同じ。それならば単に安いほうがい

いという考え方もあるが、それでは困るので、まずはここ 2年間で新たにどのような計画が策

定されたか、また、それらの目標値が明らかに設定されていて、それを達成するための手段が

計画として掲げられているのかということを精査して評価することと、経費の問題をセットで

考えてはどうか。ここ 2年間で新たにできた計画リストについて、それらの目的などの概要だ

けでもリストにしてはどうか。 

【委員】 

先日本町でイベントがあったが、商店主に聞いた限りでは人通りが多くなっただけでは売上

げに大した影響はないとのことだった。 

【行革推進専門員】 

人通りだけではだめ、商店側の努力も必要なのは当然。それが商売というものではないか。 

【委員】 

だから、入札の問題も、やはり上越市に限定するという条件についてもそういったことが考

えられる。本社要件の設定があると数値の上で 10 から 15％高いという資料が出ているが、傾

向として、主婦の感覚で分かる。買い物をするにしても高田の商店街には魅力もないし値段が

高いし、いいものもない。競争の原理もやはり入札とか商店街の問題についても、とにかく活

性化するにはフラットな競争をさせるという意識が必要な時代である。 

【委員】 

他に意見がなければ閉会としたい。 

 

― 閉 会 ― 
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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

.html 


