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会 議 録 

１ 会議名 

  第７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） 

  ◎第 6回会議で質問・意見のあった事項について 

①策定に当たりコンサルタントを活用した基本構想・計画等について 

②市の元職員が再就職している第三セクター等について 

③時間外勤務の縮減状況について 

④民間企業と市の給与等の比較について 

⑤組織の見直しについて 

  ◎市の審議会・委員会等の見直しについて 

  報告事項（公開） 

  ◎財政健全化法に規定する４つの指標について 

  閉会（公開） 

 

３ 開催日時 

  平成１９年１２月２６日(水) 午後２時００分から 

 

４ 開催場所 

  上越市ガス水道局 ４０２会議室 

 

５ 傍聴人の数 

  ０人 

 

６ 非公開の理由 

  なし 
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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 

 

  ・事務局 

    三上総務部長、岩野行革推進課長、田中係長、福井主任 

松川行革推進専門員 

 

８ 発言の内容(要旨) 

（１）第 6 回会議で質問・意見のあった事項について 

①策定に当たりコンサルタントを活用した基本構想・計画等について 

【事務局説明】 

・資料は１７年度と１８年度の活用実績を示したものである。 

・職員が精密な案を短時間で仕上げることができれば最も良いが、ノウハウ等が十分ではない

ことなどからコンサルタントの活用について予算要求し、議会から認められたものについて予

算を執行したものと理解いただきたい。 

【意見】 

・委託内容に案の作成の他、ワークショップの開催やパブリックコメントの実施等も含まれて

いる。資料作成などの内部事務も含まれている。作業を丸投げしているのではないか。 

・コンサルタントの選定手続も重要。随意契約がなされているようであれば問題である。 

・２０年度予算編成に当たり、委託内容を精査し、自分たちでできることは自分たちでやると

する方向性を示すべきである。 

・職員数の削減の問題と合わせて検討すべき。単純に丸投げが不適切と言い切ることはできな

い。 

・必要な作業のうちどの部分をコンサルタントに委託するかを絞っていくことが必要。 

・担当課が計画策定に必要といえば無条件で必要な予算が付いてしまうのか。本当に緊急性や

必要性があって、コンサルタントを使わざるを得ない計画だけが委託されているのか。無駄が

あるように思える。チェックする機関は無いのか。 

【事務局】 

・策定される計画の内容については所管部署以外ではチェックのしようがないが、ある政策を
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決めていくための判断材料となるデータ収集、施設建設のための整備計画の策定など、それら

をやるかやらないかの最終的な判断は市長がすることになる。それを議会に上程し、議会で審

議がなされて承認されれば予算となる。 

・細かい作業内容等については各所管課が自分たちが得たい成果が何かを把握しておかないと、

丸投げしてしまうということにもなりかねない。 

・仕組み上、どのような発注がされ、期待した成果が得られたかどうかは契約と検査というシ

ステムの中で担保される。ただし、施設の検査の場合は設計書等により仕様が指定されている

ので、成果物が設計書どおりになっているかが明らかになるが、計画策定に係る委託等では仕

様書では言い表せない部分もある。よって、本当に必要な成果が確保されたかどうかという判

断は非常に難しい。 

・成果は大手のコンサルタントに委託しても、担当する技術者の技量によって大きく変わる。

発注者側で途中のチェック等をできる目を持っていないと期待した成果が得られないおそれ

がある。 

・コンサルタントの選定に当たっては基本的に指名競争入札を実施している。結果としてほと

んど市外の業者が落札している。 

・コンサルタントへの委託が必要かどうかについては、まずは予算要求において各課・部にお

いてチェックされる。各課は一定の枠の中で優先順位を判断して事業を選択しているので必要

性の高い事業として実施されていると思う。 

・すべての計画が無駄であるということはないが、計画ごとの出来映えに優劣はあると思う。

何よりも発注者の側で細かい注文を付けられるような目が必要である。 

【意見】 

・まちづくり戦略プラン、にぎわい再生プランなど、中身が類似しているのに担当課が異なる

計画がある。地域プランを策定するに当たり、各課が個別に当たるという手法に問題がある。

横の連携をとりながら進めなければならない。 

・重複している地域プランの策定に関しても高額の委託費が支払われている。その費用と比較

して、地域が活性化しているようにはとても思えない。仮に委託費としての金額が妥当であっ

たとしても、そもそも必要な事業であったのかどうか検証すべき。 

・地域プランを示されたときに、地元の事をよく理解していない人が作ったことがよくわかる

内容のものがある。見栄えは綺麗だが、地域の実情が反映されていない。 

・委託の実施に当たり財政担当まで決裁が回ると思う。その時に内容を精査し、委託の必要性
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を説明させたり、不要と思われる作業までも委託させないようにチェックできないか。 

・すべてを委託するのではなく、自分たちでできる部分は自分たちで行い、委託費を下げるよ

うな努力が必要である。 

【事務局説明】 

・担当課を分けて策定されている経緯を承知していないが、同様の内容であるとすれば、非効

率である。 

・委託は仕様書発注になるので、その仕様を作成する段階で、自分たちでできる作業を盛り込

まずに純然にコンサルタントの知識を必要とする部分のみ委託するという対応が必要である。 

【市民会議の意見】 

・コンサルタントへの発注に当たり、委託する作業内容や金額等を細かく精査していくことが

必要である。 

 

②市の元職員が再就職している第三セクター等について 

【事務局説明】 

・再就職の状況について、再就職者の氏名等個人情報に関わる情報は必要な手続を経なければ

照会できないため、今回は再就職者の人数を調査したものである。 

【意見】 

・福祉関連の団体への再就職者が多い。それらの団体へ再就職しなければならない理由がある

のか。現実には不要な人材が再就職しているという状況もなくはない。受け入れ団体の意向も

聞きながらチェックしていかなければならない。 

・組織の活動を阻害するような要因となっていないかをチェックしなければならない。受け入

れの経緯を見ながら、アンケートをとるなどすることが必要ではないか。 

【事務局】 

・誰かが就かなければ組織が成り立たないということから職員が再就職している事情もあるか

もしれないが、それ以外は受け入れ団体が自らの意思で受け入れている。そのことは団体の主

体性によってなされていることなので、市が受け入れについてどう思うか等を聞くこと自体ど

うかと思う。 

【委員】 

・受け入れ側が望んで受け入れた人材によって第三セクターの経営が悪化した場合、そのとき

になって出資者として意見するということか。 
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【事務局】 

・再就職先は出資団体ばかりではない。市とまったく別人格の法人に対し、元職員がいるから

ということで調査をすることに違和感がある。 

【意見】 

・出資している団体や補助金等を交付している団体に対し、市の退職者が再就職しているとい

うことは疑問を持たれる要因になる。どうしても市の元職員でなければならないという理由が

あればよいが、そうでなければよいことではないと思われるので、しっかりと方向付けすべき。 

・受け入れ団体としても見返りを期待して退職者を受け入れているという疑惑を受けかねない。 

・退職者の再就職によって市民に不利益があろうがなかろうが、疑惑を持たれるような行為で

あり自粛すべきというのが一般市民の考え方として理解すべきである。 

・受け入れ側としても事務をスムースに進めることができるなど、適材適所としてきちんと活

用できているところもある。 

・市の関与が一切なくなると立ち行かなくなる組織もあるのではないか。 

 

③時間外勤務の縮減状況について 

【事務局説明】 

・前回、時間外勤務について通常分と災害対応分を分けて管理すべきということと、休息時間

の廃止による時間外勤務時間への影響についての質問があったので、そのことについて報告し

たい。 

・時間外勤務については行革推進計画では前年度 5％削減を目指している、市の努力目標とし

て 10％減を掲げているところである。 

・19 年度前期の執行実績は目標時間に対し 49.2％である。目標時間は 10％減で設定している

ため、概ねこの目標達成に向かって進んでいる。 

・休息時間の廃止に伴う効果としては、前年度との比較等が難しく、具体的に何時間の減とな

ったかを明確にできないが、前述のとおり上半期の目標を達成できる状況にあることから、推

測ではあるが、一定の効果はあったものと考えている。 

【意見】 

・職員数の削減と時間外勤務の削減のバランスは取れているのか整理する必要がある。 

・観光イベントの交通整理等について、職員が従事したほうがよいのか、民間企業等を活用し

た方がよいのかを検討する必要がある。 
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・時間外勤務と嘱託職員等の活用には密接な関係がある。これを整理していく必要がある。 

【事務局】 

・職員数の減との関連について、「合併後の市の規模から言って職員数は 500 人削減できる」

という当時の試算から言って、仕事のやり方を変えるだけで職員数は削減できるはずであるが、

実感として今現在職員数が余っている状況ではない。それは、効率的な組織への収束を図るに

はそれなりに時間がかかる中で、段階的に減らしていく途中であるからと思う。 

・仕事の効率化だけでなく、そもそも市としての必要性を見直して、仕事そのものを見直して

いかなければ時間外勤務の削減は難しい。課によっては恒常的に時間外勤務が発生している部

署もある。 

・仕事と職員数のバランスなどの検証が必要。仕事のスクラップをせず、新しい仕事をどんど

ん作り出してしまっている。 

・直営と委託、どちらが良いかは常に検証していく必要がある。対応の一つとして臨時・嘱託

職員の活用、民間への委託があるので、どのような手法を選択することが有利であるかを検証

していく。 

【意見】 

・臨時・嘱託職員等の賃金は各部に配分される額に含まれているか。 

【事務局】 

・臨時・嘱託職員等の賃金は物件費となり、これは各部に配分されている。別枠でプールして、

足りなくなったらそこから出すというようなやり方はしていない。 

【意見】 

・賃金の物件費としての管理は、本当の人件費を見えづらくしていないか。 

【事務局】 

・これまで、人件費は各課にとってあまり興味のない部分であった。臨時職員を 1箇所で管理

することで業務の状況によって臨機応変に人員を配分できるため、人事課で管理していた時期

もあったが、各課にとっては自分の負担にならないことなので、意識がルーズになってしまっ

た経緯がある。このため、現在は臨時職員の賃金も配分し、職員の意識付けが進むようにして

いる。 

【意見】 

・サービス残業は本当にないのか。市庁舎は夜遅くまで明るく、資料の数字でまかなえている

ようには思えない。 
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【事務局】 

・サービス残業はない。このことは職員組合からも指摘がある。組合との取り決めの中で、組

合は残業の状況を巡視しているし、その対策も考えている。 

・各課で残業が発生する場合、必ず管理職が残ることと、事前命令すること、命令した時間に

なったら残業を終わりにするなどを徹底している。 

 

④民間企業と市の給与等の比較について 

【事務局】 

・市独自で民間の給与ベースとの比較をした資料がないため、県の資料を引用して推測した。 

・県の試算によると県職員の給与月額は県内の民間企業の平均より低い。さらに、県職員と市

職員の給与比較では、ラスパイレス指数において上越市は県より低いため、市も県内の民間企

業よりも低いと推測できる。 

【意見】 

・調査対象を 50 人以上の企業としているが、地方ではほとんどない。この試算だけで民間よ

り低いとすることは実態と合っていないのではないか。 

・民間と公務員で大きく違う部分は退職金と賞与。年収で比較するべき。また、対象企業の規

模ももっと小さくすべき。 

【行革推進専門員】 

・どの規模の企業と比較することが適正であるか、ということになる。 

・年齢の問題がある。小さい企業では年齢が上がっても収入は増えない。50 人以上の企業で

はまだ年功序列のところもあるので、そのような意味でのギャップはある。 

【意見】 

・少なくとも 2000 人の企業と比較することはできない。実際に給与が高いという声が上がる

のは 2000 人の企業からではない。 

・給与の抜本的な見直しについて、明らかにする必要があるのではないか。 

【事務局】 

・可能であれば水準を計るための調査をする必要があるかもしれない。いままで国に準拠して

きたが、最近は地域の実情を反映するということで、大都市を含んだ平均ではなく、地域の実

情に応じた額にするという流れになっている。上越市内の企業だけでサンプルをとることが果

たして妥当なものとなるかどうかということもあるし、調査のための経費も必要である。いず
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れにしても一定のまとまりを持った地域の中での指数を見ながら給与の状況を見る参考とし

ていく。 

【意見】 

・当面は市独自の調査をしないということか。それをしないと議論が進まない。 

・さらに財政が危機的な状況にならなければ動かないのではないか。意識が乏しいのでは。 

・若い人材を採らず削減を続けるよりも、給与を下げて若い人を採用し、育てていくことが必

要ではないか。 

【事務局】 

・給与ベースを下げて若い優秀な人材を確保できるかという問題もある。 

・妥当な水準を見極めることと、財政状況に応じて給与をカットすることは別問題としてとら

えるべきと思う。 

【意見】 

・給与を下げることには抵抗も大きい。賞与を下げるべきではないか。 

・賞与は給与によって決まる。給与の見直しから始めるべき。市内の実態は 50 人以下の企業

がほとんど。その水準に近づけるべき。 

・給与の見直しは職員の意欲を減退させる。企業の業績は賞与になって表れる。財政状況が厳

しければ賞与を見直すべき。 

【行革推進専門員】 

・どのような企業と比較することが適切か決めてもらえれば、それとの比較を示すことができ

る。 

【意見】 

・比較すべき企業を決めることは簡単ではない。例えば対象企業の業績が下がったからといっ

て市職員も給与を下げるわけにはいかない。違う論理構成が必要。 

・比較指標に給与を合わせるのではなく、設定した給与が比較指標に対しどのようになったか

を示すようなやり方が適切である。 

 

⑤組織の見直しについて 

【事務局】 

・今の組織は市長部局で８部局あり、教育委員会やガス水道局を加えると１０部局、課では 

７７課、その他出先機関・総合事務所がある。 
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・組織の構築に当たり最も意識することは、総合計画に掲げた各政策が計画期間内に効率的に

実行できる組織を目指していくことが必要であり、そのような観点で検討している。 

・合併して約３年が経過するが、今後も職員が年々減少していく中で課が期待どおり機能して

いるかどうかを検証する必要がある。課の数が今のままでは管理職の数が変わらない一方で一

般職だけが減っていき、組織としての力を発揮できないおそれがある。そういったことを睨み

ながら組織の見直しを検討していく。 

・現在、人事課の考え方と行革的な考え方とのすり合わせをしながら組織の見直しを進めてい

る。 

・個別の話の中では、今現在一つの課に一つの係しかない課も存在する。これが本当に機能し

ているのかどうかの問題、総合事務所は地域自治区としての事務局の機能は確保しなければな

らないが、職員数が削減していく中で、支所としての機能を十分に確保していけるのかどうか

の問題などがある。 

・来年の４月からすぐに実施できることと、時間をかけるべきこととがあるが、まずはあるべ

き姿を押さえ、その上で時間をかけてやるべきことについては次の段階に進めていく。 

【行革推進専門員】 

・合併した状況そのままであれば、町村長がいなくなり、議員がいなくなる。そのことが既に

合併効果といえばそれきりだが、そうではなく、各区・各地域が合併の効果をどのようにして

組織的に機能的にしていこうとするのか。合併とは、隣り合っていた町村で一つあれば間に合

うような施設を今後どう見直していくかという経済的な効果や便利さの効果の見直しをどう

組織的にやっていくかということである。 

【事務局】 

・権限のあり方の問題となる。今、市長の権限は各課・総合事務所にそのほとんどを委譲して

いるが、部と課の関係、部と部の関係、部課と総合事務所の関係などは合併直後から混乱して

いる部分であり、本当に与えられた権限のとおり機能を発揮しているか問題である。この交通

整理が必要。現場に一番近いところで権限が発揮できるような見直しが必要である。 

【意見】 

・組織改正の時期はいつごろになるか。 

【事務局】 

・予算の所管の組替えも必要になることもあるので、場合によっては３月議会で示すが、記者

会見等で市長が予算を発表するときには、組織も並行して仕上がっていなければならない。 
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・第５次総合計画が改定され、具体的な事業もそれにぶら下がっているが、総合計画が大きく

変わるわけではないので、組織もそう大きく変わるわけではない。しかし、組織のフラット化・

グループ制の導入など部・課のありようは計画の見直しによる組織の改正と少し違うので、そ

れはそれでやりようがあるかもしれない。 

・総合事務所との関連が組織が複雑になっている要因の一つ。課と区の関連の問題。 

・さらに合併前上越市に地域自治区が置かれると、地域自治区としての意義そのものは変わり

ないが、予算的な仕組み、地域事業費の仕組みが違う形になる。その整理をどうするのか。総

合事務所の機能のあり方をどうするかなど今後の課題として残っている。それはそれとして１

３区の総合事務所では区のことはすべて解決できるように一通りの機能は付与されているが、

極端な言い方をすると本庁の課と同じ機能のものが各区にあって、その指揮命令系統やお互い

の連携がうやむやになってしまっている。そこを仕組みとして、職員の意識として整理し、権

限と財源を付与して、区のことは区で責任を持ってできるように考えていきたい。 

【行革推進専門員】 

・地域振興課は組織としてまだ置いておかなければならない性格のものか。 

【事務局】 

・地域振興課の役割は外からはなかなか見えないかもしれない。本庁には合併前上越市の出張

所がない。本庁イコール合併前上越市の所管というイメージがあって、それは違うと指摘を受

けてきたが、本庁として合併前上越市のことを見ながら１３区のことを見ていくことは本庁の

役割としてやってもらう。 

 

（２）市の審議会・委員会等の見直しについて 

【事務局】 

・全庁を対象に審議会等の調査を行った。全体として１３１の審議会等があった。今回の調査

では、開催頻度、委員発言の状況、市政への反映状況、有効に機能しているかどうか、廃止し

た場合の支障の有無などを各課で判断した結果をまとめたものである。 

・この結果を行革の視点で見たときに、例えば特定の委員の発言に固定化しているということ

であれば、わざわざ委員会を組織しなくても、その分野の方から意見をお聴きするだけで足り

るかもしれないし、パブリックコメントによって、広く意見をいただくことで、わざわざ委員

会を開催する必要がないかもしれないと考えることができる。 

・実質的な審議というよりは設置すること自体に意義を見出しているものや、具体的な成果が
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不明確なものは廃止してもよいと思っている。中には選考委員会もあるが、これはきちんと基

準を決めて偏りがないようにすればなくてもよいかもしれない。 

・ほかの委員会等に統合して一括して審議することができるものもある。開催実績が０という

ものは、何らかの代替手段を講じていると思われるので廃止できるのではないか。委員数が多

いものは本当にその人数が必要か。委員数についても見ていく必要がある。このような視点で

整理しながら、個別にヒアリングをして、廃止の可能性を探っていく。既にこの表で廃止予定

が７件ある。少なくとも１割から２割の整理ができればと思っている。 

【委員】 

・そもそもこの件が提案されたのは、本当にその審議会が活性化しているのかという視点でチ

ェックが必要ということ。 

・公募委員が少ないことが問題。いろんな審議会の審議内容は生活に密接している。なぜ公募

委員が少ないのか。入らないなら入らないでその理由が必要。いままでそのような観点からチ

ェックしてないので、これからは必要。 

・委員を同じ人が長くやっていることが問題。物の見方が固定化する。多選禁止などの措置が

必要。 

・同じ人がいくつもの審議会の委員になっていることが問題。本当に市民の意見を聴いている

ことにはならない。これについても掛け持ち禁止などの措置が必要。専門委員についても掛け

持ちを禁ずるなどの見直しが必要。 

・計画や条例の策定に係る市民参加型の審議会等は廃止ではなく、上手に使う手段を考えても

らいたい。 

・審議会を立ち上げるときに必要だからと簡単に作るのではなく、委員構成、男女比、各階層

の市民がきちんと入っているかなどをどこかできちんとチェックしなければならない。 

【事務局】 

・自治基本条例では、市の意思形成段階から市民の意見をいただくという項目があり、原則と

して公募市民を登用するとある。ごく専門的な審議会等であれば公募は難しいが、原則は公募

を実施していくことになる。多選・掛け持ち、一定の基準による委員選任、報酬のあり方等に

ついては個々の審議会でどうするかというよりも全体でどうするかということになるので、そ

れは行革推進課が中心となって考え方を整理していく。 

 

【意見】 
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・発言のすべてを記録している審議会が多い。職員には大きな負担のはず。議事録公開の原則

があるのである程度の情報は必要だが、すべてを記録する必要があるかどうかは検討の余地が

あるのではないか。 

【市民会議の意見】 

・今日の議論で方向性は示された。事務局で見直しのたたき台を作っていただきたい。 

 

（３）財政健全化法に規定する４つの指標について 

【事務局】 

・各指標の算式等については今後政令等で明らかにされるので、各指標についての市の状況は

それ以降お知らせしていきたい。 

【意見】 

・法の目的は何か。 

【事務局】 

・これまでは財政状況が悪くなったという結果が生じてからどうするかを定めた事後的なもの

であったが、今回のものは事前の予防措置として対応することが基本となっている。 

・今後は他会計等との連結が必須となる。他の会計への繰出金については、借金返済のために

繰り出さなければならないものなど義務的に増やさなければならないものもある。名目は繰出

金であっても実際は公債費と同じ性格である。そういったものが明らかになる。 

【委員】 

・借入金を収入とみなすような会計のあり方の見直しはないのか。 

【事務局】 

・会計手法の根本的な見直しまでは及んでいない。 

 

（４）その他 

【委員】 

・２０年度予算における補助金等の見直し状況はどうか。 

【事務局】 

・財政部署によるヒアリングが終わっている段階であり、まだ最終確定に至っていない。最終

的な状況が確定したらお知らせしたい。 
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【委員】 

・補助金の見直しに向けた関係団体との協議は進んでいるか。 

・理解を得るために広報紙等に見直しに向けた市の考え方を掲載したらどうかという意見があ

ったと思うが、どのような対応となっているか。 

【事務局】 

・提案をいただいた時期が予算編成の締め切り直前であったため、広報等への掲載はできなか

った。ただ、財政部署では当課で整理した補助金見直しの考え方に基づきすべてチェックした。 

【委員】 

・広報の仕方として予算編成までには間に合わなくとも、「執行の段階では減額される可能性

がある」ことをアピールしておけばいいのではないか。 

【事務局】 

・広報に掲載する意図として、実際に見直しに当たる担当職員まかせにならないよう、市とし

ての姿勢を示すことがあったと思う。 

【委員】 

・予算の概要を広報で紹介するときに費目ごとにどのような視点で見直したかを伝えればよい

のではないか。その中で結果的に補助金の額が削減されることを書いておけばよい。 

 

【委員】 

・職員提案制度の見直しはどの程度進んだか 

【事務局】 

・最終案として市長に提案するまでには至っていない。政策調整官会議に諮ったところ様々な

意見があり、再度見直しをしているところである。 

・年明けに市長・副市長と協議する予定である。 

 

－ 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 
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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 


