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会 議 録 

１ 会議名 

  第８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 3四半期の進捗状況について 

  報告事項（公開） 

  平成 20 年度予算の編成状況について 

  平成 20 年度の取組に関するフリートーク 

  閉会（公開） 

 

３ 開催日時 

  平成 20 年 1 月 30 日(水) 午後 2時 00 分から 

 

４ 開催場所 

  上越市役所 第 2委員会室 

 

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 

 

  ・事務局 
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    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 

松川行革推進専門員 

 

８ 発言の内容(要旨) 

 

（１）行革推進計画の第３四半期の進捗状況について 

【事務局】 

数値目標が明らかである中目標２・３・４については、達成又は達成見込みとなっている。 

中目標１については、先般の職員の現状認識調査の結果にもあるように、目標設定の大切さ

は大多数の職員は必要性を認めているが、実際に目標管理システムが定着しているように感じ

ていないのが実態。目標設定の仕方も完成度が低い。 

２０年度予算に当たっても部課等の組織目標を設定した。行革推進専門員からのチェックを

受けながら行革推進課で見ている。未だ「○○を図る」「○○を推進する」などの禁句表現も

多く、改善していく必要性がある。全体的には若干の前進はあるが、まだまだ目標に到達して

いないので×と評価したところである。 

 

（資料 1：2ページ） 

【委員】 

職員提案制度について、市民会議の意見としてはモチベーションアップの手段、動機付けの

一つと考えている。政策調整官会議の意見を聞きたい。 

【事務局】 

職員提案制度を、職員のモチベーションアップの手段というよりは改善がきちんと起こるた

めの仕組みとして位置付けるべきではないかということと、関連して、件数を増やすために副

賞を設けることはどうなのかという考えであった。改善活動が日常的に起こるような土壌作り

が必要であるが、それは職員提案制度に期待すべきでなく、人事考課などに期待すること。日

常の改善意欲の高まりの一助となるような制度であるべきという意見であった。 

【委員】 

報奨制度に問題があるという意見か。他に問題となっている部分はあるか。 

【事務局】 

今回の見直しは制度全般に渡るものであるが、制度が本来どうあるべきかということに対し
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ての意見であった。 

【委員】 

日常的に改善ができていないからこそ職員提案制度のような仕組みが必要。入り口論で否定

してはせっかくの検討も意味がない。今後の見通しはどうか。 

【事務局】 

制度見直しの最終案としては、金銭的な副賞は無しとして、市長から表彰してもらう方向で

検討している。 

日常的な改善ができないから制度が必要という考えについては、政策調整官としては、その

日常的に改善できる環境を作ることが先決であり、職員提案制度でそれを求めるべきではない

という意見である。 

【委員】 

市民会議が民間の視点から活性化のための方策を提案しているのに、官の考えで入り口で否

定することは、本来的に市民会議の意見を無視・黙殺しようとしているととられても仕方ない。 

提案のどの部分に問題があり、それをどうすればいいのかを議論してもらえればいいが、入

り口論で否定されると、何とか自分たちの領域を守ろうとしていると受け取れる。提案された

ものは中身をしっかり見た上で、どこが良くてどこが悪いか、悪いところをどう改善すれば提

案を受け入れられるかを整理してもらわなければならない。 

【委員】 

政策調整官会議の見解は制度をやらないための理屈付けに感じてしまう。人事考課制度で職

員の意識高揚を図ることはできない。日常の業務で改善が起きていないからこそやろうとする

制度であり、簡単にやらないでいいという意見は納得できない。 

【事務局】 

制度の見直し自体が止まっているわけではない。いままでの庁内検討委員会の検討結果と政

策調整官会議の審議結果を踏まえて市長と協議をしている。その結果で制度案をとりまとめ、

庁内検討委員会で最終案を諮り、市長決裁を受け制度を実施したい。 

市長との協議の中では金銭的な副賞については実施せず、匿名での提案については無責任に

なることに対する危惧があった。 

自部署の提案を可とするかどうかについては、提案制度によらなくとも日常的に自部署の改

善をしていかなければならないので、制度に基づく必要はないということで自部署の提案は認

めないこととした。 
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この３つが変更点となり、それ以外の今回の見直しは取り入れていくことで了承している。

いままでの制度からまったく見直しをしないでそのままいこうということではない。 

【委員】 

従来の制度はハードルが高かったため、問題点だけの提案や匿名を受け付けるという当初の

ねらいがあったと思う。匿名をやめ、最後まで責任を持たせるということでは結局従来の制度

と変わりなく、提案は増えないのではないか。 

【事務局】 

課題のみの提案は対象とする予定である。それにしても考えなしに提出されるようでは困る

ということで匿名を認めないという考え。 

【行革推進専門員】 

日常的に改善が起こるようにするための制度とするのであれば、匿名提案を受け付けないこ

とは制度の後退。上がってきた意見を一つのアイディアとして改善に生かせばよいことであっ

て、無責任かどうかということは問題ではない。ハードルを下げ、思いついたことでも提案し

ようとすることが日常的に起こることが今回の見直しの狙いのはず。 

【委員】 

入り口的な議論で取り上げないような力が働くような役所の中でどうやって提案が日常的

に行われていくのか。そこからして疑問。 

【行革推進専門員】 

入り口論では日常的に改善が起こるようにしていこうということで一致しているが、いざ仕

組みとしたときにハードルを作ってしまっている。それが問題。 

【総務部長】 

職員提案制度の上手くいかない部分のまず一つは匿名の問題。内部で提案するときに匿名は

基本的にはないということは職員同士では確認しなければならない。自分の名前を言わないで

提案するということはよほどの事情があることになる。それが妥当なものならよいが、やはり

諸刃の剣となる部分がある。ただし、本当に内容のある提案は匿名であろうがなかろうがきち

んと取り上げることが必要。 

提案したら改善策まですべて自分で責任を持つということであればハードルは高い。だから、

失敗事例にしても、ちょっと不便に感じたことについても、まずは提案をして、みんなで解決

策を探していこうとすることが大事。 

職員提案制度は職員のモチベーションを上げる効果があることは間違いない。ただ、その手
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法として表彰みたいなものが必要かどうか。私は提案を取り上げて実現に結び付けていくこと

をもって職員のモチベーションが上がっていくものと思う。このような制度がなくとも、それ

ぞれの職場の中で、上司や同僚との関係の中で日常的に行われていることが本来の姿。今はそ

れがうまくいっていない。そのようないろいろな議論があり、結果としてまとまってきたもの

にマイナスの意見があったりもするが、改めて整理をした上で案にしていきたい。 

【委員】 

提案制度のポイントは、仕事を人に認めてもらえること。そうであれば、自分の仕事の改善

に対しては堂々と名前を出して、他人に認められることがモチベーションアップにつながるも

のと思う。 

【委員】 

 良い提案をする人は堂々と名前を出すと思うが、ためらいを感じる人のために匿名という手

もある。とにかくアイディアを上げてもらうということが大切という前提が必要。 

【委員】 

 どこに重きを置いた制度にするかということを大事に進めてもらいたい。匿名や自部署への

提案等についての意見はこの会議でもいろんなケースを想定して議論しているので、説明をし

て理解をしてもらった上で、次にどのようにするかということになる。 

行政が何かを作ろうとするときには完璧なものを目指すことが多いが、所期の目的がどうい

うものでどんな制度にするかということを考えておいていただきたい。最終形はこの会議で示

してもらいたい。少なくとも市長との協議結果とそこで固まった制度案についての報告はお願

いしたい。それに対しこの会議が不満に思うか満足するかを言う場面は残っているものと思う。 

新しいメンバーになって市長と顔合わせをしようという話があったが未だに顔合わせがな

い。本当にこの会議の意見と市長の気持ちがつながっているのか。市長の気持ちを確認したい

し、気持ちが離れているのではないかと思っているので何か手立てをお願いしたい。 

【委員】 

 もう少し提案制度に対する意見を真剣に取り上げてもらいたいということでよいか。 

 

― 異議なし ― 

 

【委員】 

 人事考課制度について早急に検討を進める必要があるとしているが、何が問題で検討が進ま
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ないのか。 

【委員】 

 民間企業でも総務・経理部門は評価が難しい。行政ではどうか。7割程度は評価しにくい部

署ではないか。 

【総務部長】 

 その意味ではほぼ全部といえる。管理職への試行で技術の開発が必要と感じた。まず到達目

標と評価基準を数値で設定し、一定の評価ができるかどうかが非常に難しい。一人の人間がす

べての評価をするのであれば同じ物差しで評価できるが、それぞれの管理職が評価をするとな

るとバラツキが生じる。その水準合わせをどのようにしていくかが難しい。 

それと、職員一人ひとりの個人目標についても、ようやく組織目標を第 5次総合計画の政策

項目と関連して設定できたので、20 年度は同じ方向での設定に向けて進めていきたい。 

【委員】 

メーカーの場合、販売部門であれば販売目標、生産部門の場合は能率、技術部門では開発し

た技術の効果など目標も立てやすいが、経理・総務部門では評価に困る。その際は成果の評価

だけではなく、プロセスを重視した評価を含めておかないとならない。 

【総務部長】 

現状ではまだ「○○を図る」「○○に努める」という表現はあるが、客観的にどこまで進め

ば良しとするかを管理職や職員個人がイメージできていない。 

【行革推進専門員】 

 確かに難しいが何回も繰り返していくことで共通の言葉が見えてくる。今はまだ入り口の段

階。ポイントは属人性。一生懸命やったかどうかというようなことは評価の対象としないこと。 

【委員】 

 これまでの説明ではまだ満足できる結果になっていないということだが、満足できる結果に

ならないと次の段階に進めない。対策や決意を示す必要がある。全庁で取り組んでいくという

気持ちが見えず、ぬるま湯体質になりつつある。少なくとも管理職の認識度が 100％にならな

いのであれば、そうなるよう抜本的な対策を構築し直す必要があるのではないか。 

 

（資料 1：3ページ） 

【委員】 

 「20 年度予算要求時において全事務事業の目標が適切に設定された状態」とある。予算要
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求は済んでいると思うが、現段階では適切に設定された状態と比較してどうか。 

【事務局】 

 20 年度予算編成については財政課で 1 件査定をしている。その際、予算要求書に記載され

た目的と目標について、すべての事業でチェックされている。不鮮明なものは予算を付けない

という方針を通している。ただ、行革推進課が査定に立ち会ったわけではないので行革推進課

から見てどうかという検証は不十分。それについては改めてチェックしなければならない。 

【委員】 

 市長や財政担当は公共施設等の建設現場を見に行くことがあるか。 

【事務局】 

 予算編成の段階では財政課と担当課とやり取りするので、現場に行ったということは聞いて

いないが、中にはいくつかを抽出して見に行っているものもあるかもしれない。確認する。 

【委員】 

鳥取県では道路や橋の建設要望があった場合、必ず職員 2 人で見に行くことになっている。

それにより予算編成が現実的になるということである。上越市は多くの工事があるのですべて

を見ることはできないが、重要なものや金額の大きい工事は見に行く必要があるのではないか。 

【総務部長】 

 市長においては、例えば「現場でトーク」の時に各地域から特に要望のあるものは現場を見

ている。しかし、道路のすべてを見るというようなことは無理。財政担当も見ていないと思う。

地域の要望としてあがってきたものは予算査定を無条件で通って予算が付くというようなこ

とはない。道路であれば道路の担当課が要望があった現場を見るなどして必要性の判断を逐一

して、必要なものを予算要求しているはずである。 

【行革推進専門員】 

本当に財政課の 1件査定で適切に目標をチェックされているのかどうか。 

【事務局】 

完璧に行われているとまではいえないが、現状の取組として説明した。 

【行革推進専門員】 

財政担当の目線と私達が目標をとらえる時の目線が一致しているか。目標は「適切に設定さ

れている状態」である。現状把握をしっかりとする必要がある。 

【総務部長】 

財政担当としては、例えば総合計画に位置付けられた政策について、どこに重点を置いてや
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らなければならないかという目線を持っている。その中で、例えば福祉や教育にテコ入れをし

ようという目線があって、個々の事業の各担当課の目的目標と一致しているかを見ていくこと

になる。少なくとも市長の方針を受けて当たっていることなので、そういった目線を持ってい

るものと思う。 

【委員】 

財政の役割とは何か。判定するためには知識が必要。 

【総務部長】 

この市をどのようにしていくかということを財政面から企画立案することが一番大きな役

割。そのために必要な財源をどう確保するかということになる。 

【委員】 

不適切な投資などのチェックも役割としてあると思うが。 

【総務部長】 

財務管理もある。 

【委員】 

「まちづくりの視点」は持てないと思う。 

【総務部長】 

他の自治体でも政策立案部門と財政部門が同一のところと別になっているところがある。そ

れぞれメリット・デメリットがある。ある意味では牽制作用が必要な部分もある。上越市では

別れている。政策を作る部署は企画政策課、必要な財源の手当てをするのが財政課。金額の査

定だけでなく政策の査定も必要。企画は企画担当部署で進めていくことと、財政面から見た裏

づけとまちづくりの比較という目を持って当たるべきと思う。 

【委員】 

民間の構造と大きく異なる。民間では財務部門は金銭的な手当てをするだけ。 

【委員】 

総合計画の中できちんと順序立てて計画を立て、なおかつ、市長の新しいマニフェストによ

って出てきたものをどうやってその中に入れるかということを考慮しながら、予算の手当てを

するのが財政の基本的な仕事。 

地域から見れば地域の要望はいつまでたっても実現しない。順序があり、予算枠により各部

署で削られていくことが現実問題としてある。その中で財政課が予算の割振りをするというこ

とは相当に厳しい目で見なければ難しいことである。 
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【委員】 

ＰＤＣＡサイクルによる業務管理の意義に対する職員の理解の促進について、「的確な実施

に向けて粘り強く職員に周知していく」ということだが、具体的にはどのような対策を考えて

いるか。 

【行革推進専門員】 

20 年度予算を構築する中で事務事業の目標が適切に設定されているかをチェックしていく。

適切でなければ指導をする。そのことによって 20 年度のサイクルが始まる。このことは 19

年度も実施した。19 年度では開始当初約半数の目標が適切とはいえなかったことから、第 1

四半期で見直しを指示するなどしてきた。第 3四半期まで進み、未だ完全とはいえない現状を

踏まえ、20 年度の目標設定に向かっていく。四半期ごとにチェックの目線を高くして見るこ

とと、しつこさを持つことが必要である。 

【委員】 

先ほど、行革推進課として改めてすべてをチェックするという回答もあった。チェックして

いく中で財政課の目線と合わない結果になることもあり得る。その場合「財政課のチェックは

通ったのに何故行革推進課のチェックでダメになるのか」と言われないよう、財政課と協議し

て、予算は既に構築されたものなのでそのままいくとして、説明や資料が満足できないものに

ついては再度提出させるようなことをすれば、職員の資質も上がっていく。去年よりも一段厳

しく見ていくほうがよいと思う。最終的に決まったものは、この会議にも見せていただきたい。 

【委員】 

組織運営の強みと弱み、職員の意欲の向上を抑制する要因を把握するとあるが、調査するま

でもなく明らかなことであると思うが。 

【行革推進専門員】 

先般のアンケートによって把握しているところである。これらについては 20 年度に向けて

どのような方策が考えられるかを検討する段階にある。まとまり次第お示しし、意見をいただ

く予定である。 

【委員】 

結果がまとまったら具体的な対策を示していただきたい。 

 

（資料 1：4ページ） 

【委員】 
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ＰＤＣＡの理解を促す取組の改善策では「管理職への研修」が管理方法の見直しとマニュア

ルの整備と「並行して」実施する程度の扱いになっているが、これが一番大事。管理職への対

策を最初に取り組むべきである。 

【委員】 

マニュアル化等の対策の実施を行革推進課ですべて抱き込んでしまうと、庁内は行革推進課

が動かない限り動こうとしない体質となってしまう。定着していないのであればどこに問題が

あるか各課から言ってくるようでなければならない。そのような体質は職員提案制度にもつな

がる。行革推進課が言うからやる、様式がなければ書けないというような甘い認識は捨てなけ

ればならない。 

【委員】 

「各課において本当に最適な事務事業のみが企画立案されているとは言い切れない」とは具

体的にどういったことか。未だ前例主義にいるということか。 

【事務局】 

行革推進課として財政課とは別のチェックをしていないこともあるが、査定をした財政課に

聞くと、全庁的に要求の積算根拠が乏しいということが多く見られることからこのような表現

とした。 

【委員】 

意識改革がまだできていないということか。具体的にはどうか。 

【事務局】 

すべてに当てはまるかは別として、やはり前例主義的な考え方があって、今まで認められて

きた予算があって、受益者に引き続きサービスの提供することが必要だと考え、一度に事業を

切ることができないという思いがある。新たな視点で事業を再構築するというよりは、今まで

やったとおりにやろうとする意識が働いているのではないかと思う。 

 

 

（資料 1：5ページ） 

【委員】 

組織の見直しが具体的に進んでいるようには見えないが、どこまで進んでいて、今後どうす

る予定なのか。 

【総務部長】 
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組織を抜本的に見直すことも含め人事と行革で意見を出し合っている状況。そもそも市の組

織は何に軸足を置いて考えるかということになれば、市の政策をいかに効率的に実施できるよ

うにするかということになる。改定後の総合計画の政策を実施していくために一番良い組織の

あり方はどのようなものかというような視点で見直しをしている。例えば中央集権型の組織が

良いか、分権型の組織が良いか、これはその時々、また、トップの考え方に関係して、望まし

い姿になるものであるが、今の上越市ではどのような姿かということを模索している。 

現行の部制は合併当時の総合計画を実現するための組織としてあって、合併後に新たに増え

たり、状況が変わってきたりした中で見直しが必要なものがある。今回の見直しでは部制その

ものを大きく変える必要はないものと思っている。ただし、将来的にはどうかということにつ

いては検討を重ねていかなければならない。そういう中であっても職員数は大幅に減っていく

ので、少なくとも管理職は減らしていきたい。そのことは、課の数が今のままでいいかどうか

ということになる。組織のスリム化をしていきたい。 

総合事務所と本庁との関係になるが、総合事務所が今のままの形でずっと残ることが良いの

かどうか。いろいろ意見があるところだが、少なくとも地域自治区の事務所としての機能は必

要。ただし、市役所の出張所としての機能、窓口機能を残しつつも、ある程度の職員の塊で動

いたほうが効率性から言っても、対応の濃さから言っても良いと思われる部分については、そ

の方向に進めるべきではないかと思う。内部の検討としてはそのように考えている。総合事務

所については合併の経緯もあって地域の皆さんの理解を得なければならないなど、手続的に必

要なことはある。地域の皆さんにお諮りしながら進めていきたい。 

【委員】 

見直しは企画政策課や地域振興課との連携が必要ではないか。どのように進めていくか。総

合事務所の職員は区の住民と本庁職員との軋轢の中にいる。どのような方法が一番良いと感じ

ているかというようなことも聞き取っていかなければならない。 

【総務部長】 

総合事務所に権限が本当に付与されているかどうかということ。予算の金額ベースでは

95％の権限が付与されているということになっているが、本当に総合事務所ですべてのことが

完結するかというとまだそうではない部分がある。きちんと動くような仕組みにすることが重

要。 

本庁と総合事務所の役割分担や連携のあり方を整理していく。本庁は合併前上越市のことだ

けを扱って、区のことは総合事務所に丸投げしてる構造になっていないかということ。きちん
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とした整理が必要。 

【委員】 

20 年度に大きく手直しするところ、小さく手直しするところ、今後の方向性はどうなって

いるか、情報発信をどのようにするかを教えていただきたい。また、企画と振興が分かれてい

る課の見直しについてはどうなったか。 

【委員】 

同じ組織体制で職員数だけを削減することには無理があるが、難しいといっているだけでは

進まない。どこか期限を区切って実施することが必要ではないか。 

【総務部長】 

否応なく職員数は減っていく。組織の見直しはきちんとしなければならない。 

【委員】 

区では、職員減だけが先に示される。13 区は置いていかれるという印象を受ける。本庁は

具体的な姿を、筋道を立てて説明していかないと、区の住民は疑心暗鬼になる。 

【総務部長】 

総合事務所に行っても本庁に聞かなければ決定できないということで一度で用が足りない

ということが、細かい事案についても起きている。そういったこともあわせて解決していく。

仮に職員の数がさらに減ったとしても、そういった不便を市民の皆さんに感じさせることがな

ければ理解を得られるものと思う。 

【委員】 

その見直しをいつまでにやるのか明らかにできないか。 

【総務部長】 

今の組織をすべて否定して全く一から作り直すということは考えていない。 

【委員】 

「こうあるべき」というものを示して、それを目がけて期限を区切って進めるべきではないか。 

【総務部長】 

「こうあるべき」ということからすると、今の組織は総合計画の政策の柱に沿った形で縦割り

ではあるものの、部制を敷いているものである。その意味では、今回改定した総合計画も大き

く方向性が変わったものではない。 

【委員】 

総合計画が縛りとなっているということか。 
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【総務部長】 

そういうことはない。総合計画では組織そのものを定めているわけではない。ただ、行革推

進専門員からは総合計画は政策目標とそれを実現するためのお金と組織と手段とが全部網羅

されているとはいえないと指導されている。 

【行革推進専門員】 

今回は大幅な見直しをしないということは現実的な判断である。混乱が生じる可能性もある

し、プランを策定していくにもそこそこのスタッフが必要。だが、現実的には総合事務所と本

庁の問題はある。銀行の本店には本社機能と本店の窓口にいらっしゃるお客様のための窓口機

能があり、また、すべての支店を統括する機能もある。市では例えば市民課の課長は 13 区の

窓口の課長であるとも言える。全市のことを意識しながらプランしているか。それらのことを

整理していくと、考え方の上では大幅な見直しにつながる要素がたくさんある。それがいつか

らスタートするかということになると、この 4月からでもよいと思っているが、そこまで検討

は進んでいない状況である。 

【委員】 

合併前上越市への地域協議会導入は一つのきっかけになる。遅れているようだが、その進展

を待つのではなく、本庁と区の役割のすみ分けのできるシステムを構築していくことを申し入

れたい。 

【委員】 

個人的には 21 年度から大幅に見直した組織での運営を始めてもらうことを希望したいが。 

【委員】 

そういうことに関しては、市長と協議する必要がある。要するに市長がどういう考えで地域

自治区とか、支店業務とか本社業務というものを考えているかということになる。それが施策

になる。それがあって、組織を考えていくもの。まずはそこを明確にする必要がある。 

【委員】 

地域自治区の導入に関して、その時期については揺れているが、導入自体は揺れていない。 

制度を導入したときに全体的に自治をどうするか、市の組織をどうするかについてはいくつ

か考え方があるが、方向性としては市の内部で話し合いがあって、その中で地域自治区の導入

も進められていくはず。それが具体的にどういう方向で何を考えて進めているのかが見えてい

ないので関係者は疑心暗鬼になっている。考え方の方向性を情報として出して共有し、みんな

で考えるようにしなければならない。「これで決まったのでこれでやる」というわけにはいか



 14 

ない。方向性を明確にした中で、この会議としてどう関与していくかということで、われわれ

の役割も出てくる。そのときに私たちの考えを出す。 

【委員】 

簡素で効率的な組織の構築がすべての改革の基本。そうすると、いまの組織はどうなのか、

ということから出発して、今の組織はどこに欠陥があるのか、効率的に、簡素に、市の仕事を

進めるにはどこに問題があるのかを認識することが出発点。 

【総務部長】 

これまで総合事務所との関係、本庁の中での課同士の関係など混乱がある部分について感じ

ていることの一端を申し上げたが、この会議からも外から見た目で組織として効率的でない、

又は上手くいっていないところをご指摘いただければ、それを集約して、解決するためにはど

うするかということを考えていくことも一つの手法。 

【行革推進専門員】 

退職者数の状況等を考えれば、今年の 4月から組織を改めることが必要。人件費の問題と職

員数の問題はその場その場で穴埋め的にやっていくのでは駄目。組織の改変でスリムにして、

その結果として頭数が減るという構造で進めるべき。行革大綱は 5か年計画だが、5年目に組

織の見直しをしても効果がない。1 年目、2 年目で見直しをすることで、結果として職員数と

人件費の削減につながり、5 年目の財政目標の達成となる。そのタイミングからすれば、20

年度の 4月から新体制とする必要があるはず。 

【委員】 

すぐにでも取り掛かるべき。組織の見直しはそれでやるとして、一方で他にできることを先

にやるべき。人員の適正配置がなされているか。大きな見直しの前に、今の組織の中でも適正

な配置になっているかどうか。 

【委員】 

取り掛かりの始まりとしていつにするか、ということ。 

【委員】 

20 年か 21 年の 4月のいずれかと思う。 

【総務部長】 

そこでお伺いしたいことは、大幅な見直しをする必要性。今の状況では何が問題で大幅な見

直しが必要なのかということについて意見をいただきたい。 

【委員】 
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同じような機能を持った課がいくつもあるということではないか。 

【委員】 

企画と振興が分かれている課の効果の検証は以前からお願いしている。その結果はどうであ

ったか。もう一つは本庁と総合事務所の関係はどうかということ。他にもあるかもしれないが、

まずはこれらに手をつければ組織としてはスリムになる。その見直しが 1年待たなければでき

ないのか次の 4月からできるのか 9月からできるのか。早急に取り掛かる気持ちでやらないと

行革は進まないだろう。 

【委員】 

職員の現状認識アンケートでは、総合事務所の職員からの回答が少なかった。その意味で 4

月に見直すとしても、現実に総合事務所に勤務する職員の意見や課題も早急に聞き集めなけれ

ばならないのではないか。その上でそれらの意見等が地域特性によるものなのか、どの事務所

でも共通している課題なのかを整理していく。 

アンケートの回答率が低いこと自体が本庁に対する不信の表れではないかと思う。改めて調

査をしないと良いものはできない。 

【委員】 

まずは現場から意見を出させること。意見を聞かないで進めると必ず反対勢力が生まれる。

組織についてのアンケートも必要ではないか。それをやれば 4月からの組織改正にも間に合う。 

【行革推進専門員】 

100 近い課等があること自体がコストを生んでいる。それをシンプルにすることで機能的に

なる。一方、実際に執行する段階では単機能のほうが動きやすい。それが 3年 5年続くと今の

組織のような状態になる。これを整理して、「本来この姿で十分だった」というところに立ち

返ってもらう。 

現状は明らかにシンプルではない。その辺を抜本的に見直すと、否応無しに大幅な見直しに

ならざるを得ないと思う。 

それともう一つスケール感で見たときに、面積を基準にするのか、人口を基準にするのか。

東京都は 23 区あり、一つの区では約 50 万人の人口がいる、上越市では 13 区合わせても 10

万人いない。そこにこれだけの行政コストをかけて、事務所を構えておく必要はあるのかとい

う目線さえ、ある意味では必要かもしれない。距離の問題等もあるが、大幅な見直しといった

ときにそこまで考えるかどうか。合併直後という状況も考慮しなければならないかもしれない

が、将来的には視野に入れておこうとする意識は必要と思う。 
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【委員】 

北出張所や雁木通りプラザ等があり、本庁に来る必要性はなく、出張所で大抵のことは済む。

総合事務所の意味というものは何だろうか。もう少し厳格に考えていくと、やはり 13 もいら

ないのではないかと思う。いくつかの区で一つというような形で足りないのだろうか。生活と

か人々の動線とか、文化の違い、買い物の方向など、もう少し把握しながらということになる

が、集約できるのではないか。そのためにはもう少し先を見据えた中で、2・3 年先が妥当で

はないか。 

【行革推進専門員】 

そのようなことを視野に置きながら、どのくらい改革的な組織図にしていくのかを考えてい

くべきである。 

【委員】 

検討して作り上げていくことと実施のタイミングは別。 

【総務部長】 

総合事務所は合併の経緯や地域特性もあることから直ちに再編成とはいかないと思う。住民

の納得を得ながら進めていかなければならない。課の整理統合は進めるべきであり、今ある課

を温存するつもりはない。仕事の分担の見直しと課の機構改革は今回進めたい。 

【委員】 

どこの区でもそうだが、窓口として毎日必要とされる業務はある。そこと改革すべき部署と

はすみ分けをして、明らかにしなければならない。 

【総務部長】 

個人的には、生活に密着した窓口は残す。一方で保健師等について、これから職員が減少し

ていく中で、総合事務所に 1人ずつ必要かどうか検討していく。ブロックにまとめて、数人を

置いたほうが、むしろ力を発揮できると思う。そういったことをイメージしながらこれからの

整理を進める。 

【委員】 

組織図を見て思うのだが、たとえば文化振興係と地域振興係は別である必要があるのかどう

かなど見直していくポイントは多くある。組織図の鳥瞰図が必要ではないか。 

【委員】 

たとえば 21 年の春には計画を作り上げるというような明確な目標は示せないか。 

【行革推進専門員】 
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まずたたき台を年度内に仕上げる。20 年の 6 月には庁内での調整、9 月には計画案の決定。

その後は細かい調整をしていく。それによって 21 年の 4 月に新たな組織で動いていくという

ような段取りで進めていくべきではないか。 

【委員】 

行革推進専門員の提案のとおり組織の見直しを行っていただきたい。 

 

（資料 1：6ページ） 

【委員】 

相当な額の滞納整理がなされているが、滞納整理額に対し、どれくらいのコストがかかって

いるか。 

【事務局】 

整理して次回会議でお答えしたい。 

 

（資料 1：9ページ） 

【委員】 

次回の会議でよいが、不用・不急の事務事業の統合・廃止について 20 年度の予算編成に伴

い、どのような事業を見直したり廃止したりしたかをまとめたものを見せていただきたい。 

補助金の見直しについて、以前の会議で各補助金の区分ごとの 19 年度予算額を記載した資

料があったが、それが 20 年度予算編成によってどう変わったかも併せて見せていただきたい。

また、補助金の見直しについて特段取り組んだことや課題等があったらお聞かせ願いたい。 

【事務局】 

補助金の現状については市長査定が終わっていないため、具体的な金額等はお示しできない。

2 月中旬の予算発表までは明らかにできないのでご理解願いたい。いずれにしても補助金につ

いては合併後 3年を目処に見直すということで合併協議に基づいて進めているし、この会議か

らも意見をいただいた中でまとめた「20 年度予算編成に向けた補助金の考え方」も財政課に

伝えている。行革推進専門員からは財政課の査定とは別に行革推進課としてのチェックをする

よう指導いただいている。これまで見た限りでは廃止したものも何件かあるし、廃止までいか

ずとも金額を削減しているものもある。一定の成果は出ていると思う。具体的には補助金の見

直し・廃止リストを当初予算編成に合わせ作っているので、これをお示しできると思う。前段

の事務事業の見直しについても同様である。 
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【委員】 

金額の把握だけでなく、どういったものを削減できたか、期限をどのように設定したかなど

の見直しの中身が分かるようなものにしていただきたい。 

 

（資料 1：10 ページ） 

【委員】 

職員数の削減について、「職員削減による経費圧縮の成果を上げる一方で、職員の負担が過

度に増加し」とあるが、この見方は適切か。職員の削減が進めにくい理由として扱われるよう

になる。職員の削減は行革の一つの目標だが、裏にあるのは仕事の見直し。職員削減のために

仕事を見直し、廃止し、縮小していこうとするものであり、そのことが意識されていなければ

ならないが、この記述では誤解を招きかねない。このことは時間外勤務の取組にも通じる。 

【事務局】 

書き方としては不適切であった。何もしなければ単純に人数が減り、負担が増えるだけなの

で、仕事の見直しやそれに連動した組織の見直し、時間外勤務の見直しといった取組を伴わな

ければならず、そのことをしっかり取り組んでいくべきだという意味合いだが、その部分だけ

落ちてしまった。 

【委員】 

考え方の 3行目から 5行目の文章を削除し、組織の見直しの必要性を述べた文章の後に「住

民サービスの質の維持」とか「職員の過重労働の問題」を入れてはどうか。 

【委員】 

仕事の見直しは具体的にはどうやって進めるのか。課長が部下の仕事内容をすべてチェック

して、やらないでいい仕事をやめさせるといったようなことが起きているのか。本人が自主的

にやるのか、上司が部下を見て、指導しているのかなど。 

【事務局】 

基本的には上司の指導によるものだが、実際には進んでいる部署もあれば進んでいない部署

もある。 

【委員】 

上司が部下の仕事内容をチェックし、「しないでもいいのではないか」というような指導は

起きていないということか。 
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【行革推進専門員】 

あまり見受けられない。 

【事務局】 

「しないでいい」という指導をしているものは少ない。やり方として、成果の状況を見ながら

「そこまでやらなくてもよいのではないか」というような話し合いであれば、日常的に起きて

いる。 

【委員】 

それも見直しだが、「これは必要ない」というようなやり方でないと本当の見直しにはなら

ない。 

【事務局】 

本当にやる必要がなければそういった話になる。やっていることが無駄なことであれば、そ

れはやめていくことになる。 

【行革推進専門員】 

補助金の見直しと同じ。今までは 10 年間補助を続けたのに成果がなくとも続いてきたが、

今回は少し厳しい目を向けるようになったと思ってもらいたい。 

100 近い課等がある現状においては、ある仕事について尋ねたときに、「あの課でやってる

はずです」と返ってくる。お互いが強い信頼で結ばれているとも言えるが、それは信頼感と言

ってよいものかどうか。「やっているはず」と答えれば「本当にそうか」ということが今後は

問われていく。 

【委員】 

第三セクターによる指定管理について、更新に伴う公募の問題に触れているが、公募に対す

る基本的なスタンスをどうとるかということが明確になっていなければ対応策が出てこない。

公募がいいのか、今までのやり方がいいのかどうかがわからない状態のままでは改革にならな

い。 

第三セクターに委託をして、黒字になっているところが増えつつある。その成果を踏まえな

がら「結論に至っていない」ではなく、それが一つの方向であると位置付け、どう取り組むか

を打ち出さないと目標を達成できないまま終わると思う。 

【事務局】 

公募については行財政改革の視点としては必要。一般の入札と同じ競争である。現状では、

公募をしていくという方針は示されている。一方で第三セクターが競争に負けた場合に、第三
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セクターは地域の人たちが地域ぐるみでバックアップしながら設立した団体でもあり、現実に

協力会社や仕入先として地域と何らかの利害関係があるが、そういったものが一切排除される

ことになり、果たして地元の理解を得られるかという問題がある。感情論が一番ネックになっ

ている。行財政改革と地域の感情論とをどうバランスをとっていくかということが問題である。 

【行革推進専門員】 

第三セクターの問題は公の施設の廃止・統合の取組とも関連する。まずは必要な施設である

との前提が得られたものが、たとえば第三セクター等に管理を任せることになる。そのために

誕生したというのが第三セクターの経緯。公の施設は公益性・公共性を重視しながらも経費の

問題もある。そうしたときに、指定管理者制度というものがあって、市場性の中でもっと上手

に運営できて、市民サービスを担保できるような団体から手を挙げてもらって競争が起きる。

競争が起きると地元の人たちが「大事な施設だからどうしても自分たちで運営したい」と思っ

ても、負けるかもしれない。 

原則では公募だが、公募とは言いながらその施設のために設立した第三セクターをどうする

のか、という問題がある。それらを合わせて考えてしまうと前に進まなくなるので、一応は整

理をして、もし負けたらその第三セクターをどうしていくかということは今後の検討課題。 

【委員】 

応募要件として、地域にどれほど貢献してきたかなどの要素を織り込んでいくことで、必然

的にそこが落とせるようなこともあると思う。 

【行革推進専門員】 

おそらく今の状態が最もうまく運営している状態だと思う。他の企業が参入することは相当

なリスクを伴う。第三セクターは地域の人に支えられた、ボランティアがあっての存在。一方

で外部の企業は何をするにしても費用を支払う必要がある。入札で勝つことは難しいのではな

いかと感じている。 

 

（資料 1：11 ページ） 

【委員】 

観桜会の動員による時間外勤務が 1,100 時間あるということだが、職員の時間給が約 2,000

円とすると、たとえばシルバー人材センター等に頼めば 700 円で済むことと比較してどうか。

職員が勤務時間中に従事すれば費用は発生しないという考えもあるようだが、勤務時間中に応

援に従事したことによって、その日やるべき仕事を時間外にしているとすれば、決して褒めら
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れるものではない。職員で対応できてよかったというような話を聞くが、そんな単純なもので

はないはずだ。 

 

（資料 1：12 ページ） 

【委員】 

倉敷市では車両の維持管理について官民競争入札を実施したということだが、上越市ではど

うか。直営か。外部委託か。 

【総務部長】 

公用車について、上越市の場合は合併して持ち寄った車両が相当ある。それを使える間は使

うというのが基本的な考え方。また、現在運転手の職を置いているが、数年後に退職するが補

充をしていないためいずれはいなくなる。それらの職員が少なくなっていく代替としてタクシ

ーと同様に使った時間に応じて料金を支払う方法で民間の専門会社に委託している。 

 

（２）平成２０年度予算編成状況について 

【事務局】 

先般の行政改革推進本部会議での 20 年度予算についての財務部長説明を紹介する。 

編成作業としては先週から市長査定を実施中。査定中であるため行革推進計画の各目標に対

する状況は断言できないが、行革目標、改定後の総合計画に掲げられた政策の実現に向け、財

政健全化を強く意識しながら編成を進めている。将来のため財政健全化を進める途中にあって

は短期的には厳しい財政状況が続くことはやむを得ない。将来的に総合計画の目標を達成する

ためには、この時期に可能な限りの経費、特に経常経費を削減していかなければならず、その

ことが予算編成をより厳しいものにしている。 

 歳入の状況としては、できる限りの要素を見込んでいるが、税源涵養策が実を結ぶにはまだ

まだ時間が必要である。広告収入等で財源を確保することにも限界はあるが、可能な限り歳入

確保の取組を進めていくべき。 

 歳出の状況として、その減少要素としては職員数の削減による人件費の縮減、公債費の発行

の抑制に加え、物件費の抑制について各部局が要求段階において相当精査し、特に維持補修費

については大幅に削減できた。増加要素としては、短期的な削減が厳しい扶助費と特別会計へ

の繰出金が増加する傾向にある。また、補助費についても見直しを進めているが、関係者等と

の調整が整わず、20 年度から直ちに削減することが難しいものも多い。歳出の増加要素の影
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響を受け、普通建設事業を抑制せざるを得ない状況にある。 

 21 年度以降の見通しとして、依然として厳しい財政状況が続き、一層の経費削減を続けて

いく必要がある。長期的には総合計画の計画期間が終了する平成 27 年度以降は地方交付税の

特例期間の終了により交付税が減少するため、それに対応できるような市の姿を意識していか

なければならない。先のことのように思えるが、今から事務事業の効率化・合理化を進めなけ

ればならず、そのための義務的経費・経常的経費の削減に可能な限り着手する必要がある。 

 

 行革推進課としては大綱に定める大目標については必ず達成できる予算編成にしてほしい

ということは財政当局に伝えているし、市長以下もそれは基本原則であると認識している。現

段階は編成途中ではあるが、そういった意識で取り組んでいる。 

【総務部長】 

行革推進専門員からは少なくとも行革で掲げた目標をクリアした予算編成になるよう、ある

いは事務事業の見直しの目線をきちんと持って、財政、市長、要求する側の各部局長に対して

も意見をいただいている。そのことがきちんと反映され、少しでもいいものになっていくもの

と思っている。 

【委員】 

期末に余った予算を使っていると思っている市民が多い。実際はそんなことはないが、そう

思っている市民が多いということは、正確な情報が市民に伝わっていないということ。予算編

成の発表時等に今年度の執行残の状況を知らせるなどの工夫が必要。意識が変わりつつあるこ

とを知らせるべき。 

【委員】 

マスコミでは公務員は無駄遣いをする前提でものを見ているので、しっかり見てもらえるよ

うにインパクトのある見せ方をするべき。 

市が目指す姿を予算編成のときに示して、どういうまちを想定してやっていくのかを示すべ

き。総花的に予算を組んだような言い方をするが、それでは倹約したとか切り詰めたとかは言

えないはず。特色ある部分を積極的にＰＲして、市が選択したまちの姿を納得してもらえるよ

うな見せ方をしていただくと、今後の運営にプラスになると思う。 

【行革推進専門員】 

市民からきちんと納得を得られるような内容にするには、生活の問題や福祉の問題などをデ

ータとして示すことが良い。全国平均、新潟県の平均、類似団体との比較として上越市がどの
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辺の位置にいるかを知らせることが大事。その上で、劣っているところ、十分になされている

ところを見せれば、例えば「今年度は劣っているところに予算を充てる」という提示の仕方が

できる。総合計画も本来はそこから始めるべきであったと思っている。 

 

（３）平成２０年度の取組に関するフリートーク 

※（１）の「行政改革推進計画の第 3四半期の進捗状況について」で十分に議論が行われた

として、フリートークは省略となった。 

 

― 閉  会 ― 

 

９ 問い合わせ先 

総務部行革推進課 ℡025-526-5111（内線 1458・1459） 

E-mail：gyoukaku@city.joetsu.lg.jp 

１０ その他 

別添の会議資料もあわせてご覧ください。会議資料は市のホームページでも公開していま

すので、ご覧になりたい場合は次の URL を参照してください。 

○ホームページのアドレス 

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

.html 


