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会 議 録 

１ 会議名 

  第９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） 

  行政改革推進計画の見直しについて 

  平成２０年度予算等について 

  報告事項（公開） 

  ＩＳＯ９００１定期サーベイランスの指摘事項について 

  閉会（公開） 

 

３ 開催日時 

  平成２０年２月１９日(火) 午後２時００分から 

 

４ 開催場所 

  上越市役所 第２庁舎会議室 

 

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、増田和昭、渡辺明美 

  ・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、大島係長、福井主任 
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松川行革推進専門員 

 

８ 発言の内容(要旨) 

 

（１）行政改革推進計画の見直しについて 

○見直しの全体概要 

【事務局】 

平成２０年度に向けた見直しである。見直しの主な理由は、歳入増加策などの取組を充実す

ることによる数値目標の変更と、取組が進んだこと又は、遅れたことによる作業工程の変更な

どであり、抜本的な見直しをするものではない。 

○具体的な見直し箇所について 

【事務局】 

一番目の見直しは、中目標１「行政運営の改善に向けた体制整備」に設定した指標２の変更。 

先般実施した職員アンケートの結果を踏まえ、より具体的な指標として「仕事に対して高い意

欲を持つ職員の割合」を設定するもの。そして、目標数値には、現在において仕事に対する意

欲が高いと回答した職員の割合７１．８％を、合併直前の時点において意欲が高いと回答した

職員の割合８４．５％程度にまで高くするという数値を設定した。 

【委員】 

特に意見等なし。 

【事務局】 

二番目の見直しは、重点取組１に設定した具体的な取組項目２「目標管理型の人事考課を管

理職以外の職員の処遇に反映します」という取組。 

当初計画では、２０年度から全職員の処遇に反映する予定だったが、現時点においても見直し

内容が確定してないことから、工程を先送りし、２１年度の本格実施を目指すもの。 

【委員】 

２０年度の工程が「検証継続」と簡単に変更されているが、１９年度にどのような検証をし

て、何がネックとなっているのかを明確にしないと、来年度も同じような結果になると思う。

できないならできないとはっきりすべきだし、ダラダラと試行検証を続けるのは意味がない。

今後の見通しを明確にすべき。 

【事務局】 
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人事考課見直し検討委員会を設置して検討している状況。 

この取組は、管理職のみ人事考課の結果を手当等に反映している状況から、全職員にまで反

映させようとするもの。 

現行制度は、職員が自ら目標を設定してその達成を目指すという「目標管理項目」と、通常

業務の結果を評価する「業績評価項目」と、企画力や折衝力などといった職員の能力等を評価

する「能力評価項目」の３つで構成している。 

この現行制度が、職員の仕事に対する意欲を刺激しているかということが課題と感じており、

制度自体に見直す余地があるのではないかと感じている。 

なお、労使の折り合いがつかなくて本格実施できないということではなく、検討のスピード

が遅いといったことなどが要因と思われる。 

【委員】 

製造や研究、営業といった職種であれば、成果が明確なのでやりやすいが、市役所のような

管理系の仕事が多い組織における人事考課制度は難しいと思う。 

管理系の職種については、成果の評価を追求するよりも、プロセスの評価に力を入れた方がよ

いと思う。 

先行している民間企業等のやり方を真似た方が早いのではないか。 

【総務部長】 

人事考課制度については、行革推進専門員の指導をいただきながら取り組んでいる。 

これまでの取組から見えてきた問題としては、評価の尺度がある。市では様々な仕事をして

おり、その全部を同じ尺度で評価できるかといえば、それは難しい。 

「目標管理項目」がしっかりと回るかどうかがポイント。今までは、手段と目標を取り違え

て設定し、「あれをやります」といったことを目標にするなど、目標自体が適切と言えない内

容だった可能性が高い。そこの改善を徹底しなければならない。 

現在は、組織目標について総合計画上の政策から展開することとしたので、目標設定の基本

的な考え方は統一されつつあると思う。 

なお、職員からは、自分の仕事の結果が「正しく」反映されるのであれば、人事考課制度に

賛同できるという意見が多いが、管理職が職員の仕事をしっかりと見ているかどうか。 

【委員】 

それは民間企業も同じ。企業では、直属の管理職が見るだけでなく、横の視点から別の管理

職級の社員が見るような仕組みも取り入れている。 
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【総務部長】 

当市でも、直属の上司による一次評価に加え、副市長などによる二次評価を行っている。 

【委員】 

市民会議としては、人事考課の手法を検討するわけではなく、人事考課制度を本格実施する

つもりがあるのかどうかをはっきりとさせてほしいということ。本気になれば、他の事例も取

り入れてすぐに実施できるはず。やる気がないのではないか、という印象を受ける。一つのこ

とを考えるにしても、１年も２年も考えるのではなく、スピードを上げてほしい。その意識が

育っていないのではないか。 

【行革推進専門員】 

難しい点はあるが、人事考課制度をやらないという選択はない。やらないよりも上手にやっ

たほうが職員のモチベーションアップにつながる。 

【事務局】 

三番目の見直しは、重点取組２に設定した具体的な取組項目７「ＰＤＣＡサイクルに関する

研修をすべての職員に対して定期的に実施し、理解度などの成果を測定します」という取組。

当初計画では、２０年度においてもコンサルタントによる研修を予定していたが、今年度に実

施した研修で一定のノウハウを得たことから、２０年度は自前で実施するという見直しである。 

【委員】 

２０年度は係長級の研修という計画になっているが、１９年度の管理職の研修結果を踏まえ

ると、いま一度管理職を対象として研修すべきだと感じる。組織は、頭がしっかりしないと機

能しない。管理職については徹底的にすべき。そして例えば人事考課と連動し、しっかりとや

らない課長を副課長に降格させるなどをしないと、ぬるま湯の中では勉強さえしない。 

【行革推進専門員】 

現在、管理職の登用に関する制度については、必ずしもしっかりとしていないと思う。 

どの程度のマネジメント能力があるのか、少なくとも学問的にどの程度の知識があるのか、

管理職とはこのような気概とリーダーシップが必要なのだ、といった管理職像が明確になって

いるか、などがあいまい。登用試験のようなことが制度化されてなく、これまでの仕事ぶりや

在籍年数だけで管理職に登用しているのではないか。 

人事考課において、部長は、課長達が部下をきちんとカウンセリングしているかどうかを評

価しているかどうかも問題。 
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【委員】 

私の会社では、「管理職」という言葉自体を使ってない。上司は部下の能力を引き出し、良

い仕事をさせることが使命であり、「あれをしろ、これをしろ」といったような管理ではない

という考え。 

【行革推進専門員】 

「管理職」という言葉の語感。「あれをしろ、これをしろ」というイメージでとるかどうか。

本来は、目標があって、その目標からブレている人を正しい方向に導くように指導して、目標

を達成することが管理職の役割。その意味において委員の言われることと同じイメージ。 

【事務局】 

四番目の見直しは、重点取組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」について。 

これについては、２０年度予算の編成作業を今年度中に総括し、関係課との協議を踏まえて、

今後の予算編成のあり方を整理する予定としており、現時点で具体的な見直し案を提示できな

い。見直し方策を決めたら、速やかに改定したい。 

【意見】 

特に意見等なし 

【事務局】 

五番目の見直しは、重点取組４に設定した具体的な取組項目１０「新しい公会計手法で得ら

れる会計情報を活用し、人件費を含めたトータルコストや世代間の負担の状況について把握し

ます。あわせて予算編成などの内部意思決定にも活用します」という取組。 

これは、公会計の整備に関する総務省からの通知があったことを踏まえて、２１年度以降の

工程を明確にするもの。 

【意見】 

特に意見等なし 

【事務局】 

六番目の見直しは、重点取組５に設定した具体的な取組項目１１「本庁と総合事務所の機能

を見直します」という取組。 

これは、１９年度中に組織のあり方に関する方針決定に至らなかったことから、２０年度に

その方針を決定し、２１年度に組織機構を見直すもの。 
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【委員】 

前回の会議で議論したとおりであり、特に意見等なし。 

【事務局】 

七番目の見直しは、中目標２「歳入の発掘と確保」に設定した数値目標の変更。 

関連する取組を充実することによる歳入発掘額の増加を受けて目標額を変更するもの。 

【委員】 

特に意見等なし。 

【事務局】 

八番目の見直しは、重点取組７に設定した具体的な取組項目１６「市が無料で提供している

サービスのうち、受益対象者が特定され、かつ、受益対象者の側で選択が可能なサービスにつ

いては、費用のうち適切な額を負担していただきます」という取組。 

これは、受益者負担に関する基準を改めて精査して一層明確化し、２１年度以降に改めて全

庁的な見直しを行うこととし、工程を変更するもの。 

【委員】 

先ほどの人事考課制度の取組と同様に、本当にやる気があるのかどうかということが問題。 

【事務局】 

実際は、２０年度予算編成においても新たに負担を設定するケースはある。この取組は、現

在無料で提供しているサービスについて、どのような場合にどの程度の負担を求めていくかと

いう基準を一層明確化するというもの。 

【委員】 

基準など設定できるのだろうか。難しいように感じるが、関係課を含めて検討すること。 

【事務局】 

九番目の見直しは、重点取組８に設定した具体的な取組項目１７「広報じょうえつ、市ホー

ムページなどの広報媒体や封筒などに民間企業等の有料広告を掲載します」及び「具体的な取

組項目１８「広報媒体となりえる資源等を発掘して積極的に活用し、収入増加を図ります」と

いう取組。 

それぞれ、関係課における取組の充実や追加による収入額の増加を受けて、数値目標を変更

するもの。 

【意見】 

特に意見等なし。 
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【事務局】 

十番目の見直しは、重点取組１０に設定した具体的な取組項目２３「公の施設について、利

用状況、配置状況、機能の重複状況などを踏まえ、統廃合を行います」という取組。 

これは、１９年度中に策定する「公の施設の統廃合計画」に基づく取組として、２０年度以

降の工程を明示するもの。 

【意見】 

特に意見等なし。 

【事務局】 

十一番目の見直しは、重点取組１１に設定した具体的な取組項目２５「市の情報システムを

見直し、導入及び維持・管理に係る業務執行経費を削減します」という取組。 

これは、１９年度までの取組の結果、新たな技術やサービスの現況を評価・分析することが

必要となったため、現況調査の実施を工程に追加するもの。また、市のセキュリティポリシー

について、ガイドラインに沿って、より現実的で有効なものに見直すため、セキュリティポリ

シー見直しの工程を追加するもの。さらに、情報システム導入のためのルールとなる導入標準

手順書や全体最適化計画書を策定し、それらに基づいた効率的で効果的な情報システムの導入

を図ることにより、業務改善とコスト削減に努めることとし、導入標準手順書策定、全体最適

化計画策定の工程を追加するもの。 

【委員】 

工程のスピードが遅い。また、各工程の結果は文書化されているか。 

【総務部長】 

市の電子システムは、個別の業務ごとに構築されている。その業務自体は効率化されたと思

うが、各システムで同じような情報を保有しているといったケースもあり、コストが余分にか

かっている可能性がある。そのコストを削減するために、保有情報の重複がなく汎用性の高い

共通仕様のシステムを導入しようとするのがこの取組。 

その過程でセキュリティに関する状況変化もあり、工程を変更するものだが、具体的な作業

としては、各システムの使用期限を踏まえ、順次、システムを切り替えていく予定としている。 

【事務局】 

十二番目の見直しは、重点取組１３に設定した具体的な取組項目２７「勧奨退職の継続及び

退職者の補充を可能な限り抑制しながら、事務事業の統合・廃止・休止・効率化・委託、組織

機構の簡素化などにより職員数を削減します」という取組。 
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この取組のうち、業務委託の推進に関する個別の取組である「学校給食調理業務の委託」及

び「保育園の管理運営のあり方の決定」について、これまでの経過を踏まえ、２０年度以降の

工程を変更するもの。 

【委員】 

２１年度における職員採用計画はどうなっているか。 

【総務部長】 

現時点で明確なことは決まってないが、「採用ゼロ」ということについては、考え直す必要

もあるのではと感じている。新しい人材は少数であっても一定数は確保していきたい。 

【委員】 

採用ゼロを続けた場合、将来の職員構成のバランスがくずれるかもしれない。 

【総務部長】 

職員の確保については、中途採用や派遣や委託といった様々な手法はあるので、そのような

方法を取り入れながら、基本的には正規職員は削減していくが、数年に渡って採用ゼロという

状態はどうかという思いはある。 

【委員】 

不採用による世代の空白が生じても中途採用で対応できるのではないか。 

今は「兵糧攻め」として削減しているのだから、ここで手を緩めてほしくないと感じる。 

【行革推進専門員】 

合併から５年が経っても職員数が２，０７９人では不十分だ、という考えは、以前から市民

会議ではあった。５年で１，９５０人というのが基本的な考え方だった。 

その手段として勧奨退職を行い、その先に採用抑制があった。 

実態として勧奨退職が当初の想定よりも多かっただろうから、事務局とすれば先行きに不安

があるのだろう。 

【総務部長】 

２０年度の採用ゼロを決めた時点で想定していた退職者数よりも多い人数が退職する見込

みとなり、事務事業の調整に苦慮しているし、今後も相当の退職者数が見込まれるが、そのよ

うな状況が続くと、数字の上では経費削減になるが、実態として適切な業務執行に支障を来し

てしまいかねない。また、ここ数年は勧奨退職だけではなく、若い職員や中堅の職員も退職し

ていくケースが増えている。そのような年代が辞めていくのは市としても損失であり、本当に

必要な人材は確保したい。民間企業においても最近は優秀な人材の囲い込みが起こっている。 
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高い年齢層の世代が持っているノウハウ等は、しっかりと次の世代に継承しなければならない

と思うが、そのときに継承すべき世代の職員が存在しないという状態になってはよくない。 

【委員】 

事務の合理化や組織の見直しが進まないと、職員削減による業務執行の滞りが起こるだろう。

しかし一方、１，９５０人が実現する平成２４年度の時点は、今よりも仕事が増えるわけでは

ないのだから、その気になれば今すぐにでも１，９５０人で仕事ができるという考えもあるし、

そもそも１，９５０人という人数自体が本当に適正なのかという問題もある。もっと少ない人

数でも運営できるという考え方もある。 

【総務部長】 

真のねらいは、職員数の削減ではなく人件費の抑制にある。単価の高い年齢層の退職が想定

以上に進めば人件費の削減も想定以上の大きさになるので、その想定以上の人件費に相当する

範囲内で新人職員を採用しても、人件費自体は抑制される。 

【委員】 

市役所において、技術の伝承が必要な専門性のある部署はそれほどないのではないか。 

【行革推進専門員】 

現行計画がいまだに７年間で１，９５０人にするとなっていることが問題。 

５年間で１，９５０人とする計画に変更し、さらには、１，９５０人という人数自体の正当

性を検証して一層の削減を目指すべき。 

【委員】 

人数を十分に削減すれば、給与単価に手をつける必要もなくなる。 

【委員】 

人件費が抑制されるのであれば、単価の高い人の退職を促進し、若い人を多く採用してよい

と思う。人件費ベースで考えるべき。 

【総務部長】 

短期的に見れば、単価の高い人の退職を促進すれば、若い人を多く採用しても人件費ベース

は減るが、長い目で見れば、その若い人たちもいずれは年齢が上がって単価も上がるわけだか

ら、やはり、職員数の総体は減らしていく方向。 

【事務局】 

十三番目の見直しは、重点取組１４に設定した具体的な取組項目２８「市職員の給与につい

て、地域の経済情勢を反映し、地域の実態に即したレベルとします」、具体的な取組項目３０
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「特殊勤務手当について、社会情勢や職場環境の変化等を踏まえて抜本的に見直します」、具

体的な取組項目３１「その他の手当について、支給のあり方や金額の算出方法などを見直し、

削減します」という取組。 

具体的な取組項目２８については、１８年度に実施された国の給与構造改革に合わせた工程

を明示するもの。 

具体的な取組項目３０については、１９年度中に完了を目指していた見直しが終わらず、引

き続き労使双方で協議を行うこととし、工程を変更するもの。 

具体的な取組項目３１については、人事院勧告や県の人事委員会の勧告を踏まえた対応をし

ていくこととし、それを明示するもの。 

【行革推進専門員】 

職員の給与の単価が高いか低いか、ということは、何と比較するのかによって相対的に変わ

るものであるし、そもそも市役所と比較することが適当な民間企業とは、どのような業務形態

なのかを精査しなければならない。現行の給与は、そのような細かい課題を個別に解消して決

めるのではなく、あくまでも民間企業の平均値をもとに、地域差などを考慮して決めている。 

なお、例えば市長の給与は年間１，５００万円程度だと思うが、実感として「それは安い」

と思うように、職員だけでなく特別職の給与までも含めて検討したいとは思うが、特別職の給

与は、それを検討する審議会が別にある。 

さらには、議員の給与はどうなのか、あるいは市の部長級の給与は民間企業における相当の

役職クラスと比較すると低いのではないか、といった様々な視点もある。 

【委員】 

給与等については、本給はかまわず、ボーナスを期ごとの成績や財政状況に応じて変動させ

るべき。 

【行革推進専門員】 

職員の給与そのものの妥当性を探ることと、ボーナスのあり方の見直しは別の視点の考えだ

と思う。 

職員一人当たりの単価は、平均値で出ているが、その平均値にしても、例えば単価の高い高

齢層の職員の割合の多寡でも変わってしまう。市民の皆さんが「公務員の給与は高い」という、

その給与は、具体的にどのような職階や年齢層の給与を指しているのだろうか。 

【委員】 

民間企業においても、個々の企業を見て、その企業の平均給料が高いか低いかということは
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誰にも分からない。しかし、具体的に携わっている仕事の内容、責任や権限をみれば妥当かど

うかは概ねイメージできる。 

市においても、年代別の給与体系図があれば、それを民間企業と比較すれば妥当かどうか分

かるのではないか。 

【行革推進専門員】 

給与が高いか低いかを議論するというのであれば、具体的にどの階層のことを指すのかを決

め、かつ、数値で比較するなど科学的に分析する必要があり、単にイメージだけを先行して議

論すべきではない。 

給与体系は用意する。 

【委員】 

上越市の職員給与については、県内の民間企業における年齢や職階別の給料と比較して算出

している県の人事委員会の勧告をベースにして決めていると思うし、その結果をみれば、それ

ほどおかしいという印象はない。ただ、この場で考えるべきことは、財政状況が厳しい中にあ

って、ボーナスをもらったり給与が下がらなかったりすることはどうかということ。それは大

いに検討すべきと思う。 

【総務部長】 

なお、人事院や人事委員会の勧告を実施するかどうかは自治体の裁量。 

【委員】 

市民感覚で一番おかしいと思うのは、各種手当である。民間のような売上げがあるわけでも

ないのに「期末手当」があるとか、特殊勤務手当の存在など。 

給与以外の手当が多いというのが漠然とした印象。市民は、ファジーな印象をもって判断す

るので、手当の明確化が必要。 

【委員】 

特殊勤務手当は、額からみれば小さいとは思うが。 

２４種類の特殊勤務手当のうち１２種類を廃止したとのことだが、どのような手当を廃止し

たか。 

【事務局】 

税務手当、幼児保育手当、清掃施設等勤務手当、夜間特殊勤務手当、道路上作業手当、除雪

手当、公害調査手当、言語治療手当、特別幼児指導手当、勤務差手当、自動車運転手当、高所

作業手当である。 
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【委員】 

新設された手当があるようだが、それは何か。 

【事務局】 

災害応急作業等手当である。 

【委員】 

まだ残っている手当があるが、見直しに向けて頑張って欲しい。 

【委員】 

ボーナスについては、財政状況をかんがみて、期末の時点における収支の状況で変動させる

ような柔軟性を持たせるべき。 

【行革推進専門員】 

民間で景気が悪いときは、現物支給で対応することもあった。 

【委員】 

今はボーナスが出ない企業が多い。経営者もそれが当然だと思っている人がいるし、従業員

も給料がもらえればそれでよい、と思っている。 

【行革推進専門員】 

市の職員に対してそこまでのことを求めるかどうかがポイント。一方では、立派な仕事をし

てもらうためにもボーナスはしっかりと払うべきだ、という考えもある。 

【委員】 

民間企業においては倒産もあるかもしれないが、市は倒産してはならず、一定のサービスを

継続して提供していくことが求められる。そのような「継続していく」ことを確実に担保する

ためには、景気などの影響に左右されずに職務に専念することが重要だ、という考え方が根底

にあるわけで、そもそも市とは利益を追求しない団体であるわけだから、なおのこと景気が悪

いからボーナスを減らすといったようなことは馴染まないと思う。 

【委員】 

この会議は、具体的に給与やボーナスを減らすかどうかを検討するのではなく、先ほど述べ

たような給与システムの改善の仕組みを考えてください、と市に訴える場だと思う。 

【事務局】 

十四番目の見直しは、重点取組１５に設定した具体的な取組項目３２「市場化テストの実施

により、市が落札する業務の効率化、あるいは、民間企業等の落札により、コストを削減しま

す」という取組。 
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これは、１９年度に市場化テストに関する条例の制定等を行う予定で検討を続けたところだ

が、市場化テスト自体が制度として発展途上にあること、先行自治体でも試行錯誤を繰り返し

ている状況にあること、各自治体において制度設計に融通が利く分、当市において真に効果の

ある制度のあり方を見極めることが難しいことなどから、まずは、市場化テストに対する当市

の方針をまとめることとし、工程を変更するもの。 

【意見】 

特に意見等なし。 

【事務局】 

十五番目の見直しは、地方公営企業の集中改革プランに関すること。 

まず、ガス・上水道・簡易水道事業であるが、料金システムの統合について工程を変更する

もの。 

次に下水道事業であるが、２１年度に計画していた料金改定について、現時点においてその

ための特別な理由がなくなったことから、工程を変更するもの。 

次に産業団地であるが、１９年度までの実績を踏まえ、２０年度以降の工程を変更するもの。 

最後に電気事業であるが、説明文をより詳細にすることとし、修正するもの。 

【意見】 

産業団地事業に関連しての質問だが、先般新聞で報道された下門前の土地区画整理事業につ

いては、市では産業団地はもとより住宅団地であっても売れ残りがあるのに、なぜさらに実施

するのか。収益などはどのような見通しを持っているのか。 

【総務部長】 

あの事例は、地元の組合が行うものであり、技術的な指導等はあるが、市の主導ではない。

ただし、市からは区画整理後に区域内に生まれる道路や公園などの公共空間に要する費用とし

て、補助金を交付する。 

なお、産業団地は値下げをしても引き合いがないというのが現状。 

【委員】 

なんらかのお金が出ているのだから市は無関係とはいえない。 

【総務部長】 

事前の審査でチェックしている。 

【委員】 

産業団地事業については、販売見込み面積を見直したが、その根拠はチェックすべき。 
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【委員】 

電気事業について、「本事業の存続も含めて事業のあり方、方向性を検討します」とあるが、

今ごろ何を言っているのかという思い。赤字になるということは、本事業を開始するときに見

込めたはず。それを見込んでなお実施したということは、二酸化炭素削減や意識啓発といった

理由がある。その理由を無視していきなり「存続」のことを言われると何を言っているのかと

いう思いがする。 

【委員】 

環境保全のシンボルであり、単に赤字であるという理由だけで判断できない部分がある。案

の記述では、単にコスト面からの見直しだけが書かれている。 

本事業のねらいなども含めて全文を改定すること。 

 

（２）平成２０年度予算について 

【事務局】 

２０年度の予算規模は約１，０３３億円であり、１９年度予算と比較して約４億円の増加。 

歳入増額の要因は、個人市民税や固定資産税の増加、交付税の増加のほか、財政調整基金か

らの繰入れによるもの。 

歳出面では人件費や公債費を圧縮したが、扶助費などが増えている。 

行政改革の大目標の観点から２０年度予算案を見ると、まず、財政調整基金は２８億円程度

を確保できる見込み。 

通常分の市債については、４０億円程度を削減できる見込み。 

土地開発公社の経営健全化については、公社が保有する土地の市の買戻しと民間への売却に

より、２５億円程度の土地を削減できる見込み。 

いずれも予算編成段階ではあるが、行革の大目標を達成できる見込みである。 

 

（３）ＩＳＯ９００１定期サーベイランスの指摘事項について 

【事務局】 

ＩＳＯ９００１は、品質マネジメントシステムの国際規格。当市では、市民課、高齢者福祉

課及び道路管理課の雪対策室を対象として認証を取得している。 

計画・実行・評価・見直しというＰＤＣＡサイクルを回すためのシステムと言われている。 

高齢者福祉課では、例えば相談業務等があるが、市民が相談に来られたとき、その対応に満
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足したかを検証・記録し、問題点があった場合にそれを改善するというＰＤＣＡサイクルが回

るシステムを維持するもの。 

市民課では、例えば証明書等の交付業務があるが、高齢者福祉課と同様に証明書等を取りに

来られた方の満足度を検証・記録し、問題点があれば改善するというもの。 

雪対策室では、除雪のやり方などに対する市民の満足度を検証・記録し､問題点があれば改

善するというもの。 

定期サーベイランスとは、このシステムが有効に機能しているか否かを外部の審査員から毎

年度審査いただくものである。 

今回の定期サーベイランスで審査員から指摘いただいた事項として、「市の政策として重点

的に取り組むような目標と、単なる業務改善のような目標が混在している」、「目標に見合った

手段かどうかが不明確なものがある」「認証を取得している部署での活動成果を全庁に展開す

ること」の３つ。 

【委員】 

審査員の指摘事項からすると、ＰＤＣＡサイクルがうまく回っているとは思えない。 

水準に達していないことが外部の人に証明されたようなもの。 

【総務部長】 

取得後の最初のサーベイランスであるので、指摘事項はたくさんある。その指摘にしっかり

と対応して改善していくことが大切なことと思っている。 

ＩＳＯでは、「○○をやりなさい」という求められ方はされておらず、自らがやるべきこと

を宣言し、それをしっかりとやったかどうかを審査されるもの。 

 

（４）その他 

【委員】 

２０年度予算編成の中で、これまで市民会議で審議してきた補助金の見直しなどはどのよう

な結果になったか次回の会議で示してほしい、併せて、補助金以外の事務事業についても廃止

したものの一覧表を次回の会議で示してほしい。 

２０年度の組織見直しの進捗状況を教えてほしい。 

職員提案制度の見直し状況を教えてほしい。 

自治基本条例が制定されれば、今後は審議会等の委員について就任根拠を明確にすることに

なるが、その全体的な主導体制を明確にしておいてほしい。 
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【総務部長】 

組織見直しについては、課や室、係やグループの数を減らすことになる。２１年度の見直し

に向け、できることから着手したいと考えている。 

【事務局】 

職員提案制度については、これまでの検討経過を整理しきれておらず市長決裁に至ってない。 

ただし、市民会議でいただいた意見は反映できると考えており、見直しを完了して新年度か

ら運用したいと考えている。 

審議会については、公募の実施が原則となるが、重複委員のあり方などを含め、全体的な整

理をしたいと考えており、しかるべきときに報告させていただく。 

【委員】 

市の補助金の使われ方がまったく審査されず、交付先の団体の自由になっているように感じ

る。 

業者の利益にかなりの額が回っているのではないかという声も聞こえている。 

【総務部長】 

補助金は、相手の出来高に対して支出する、という仕組みではなく、あらかじめ見積もった

経費のうち補助対象となる経費分のみ交付している。また、補助金は経費の一部が対象なので、

交付先の団体が自前で調達する財源もある。 

そのような枠組みであるので、交付先の団体における利益分配のようなことがあるとは承知

していない。 

【事務局】 

前回の会議で質問のあった「納入促進員」について報告する。 

納入促進員は、１３人雇用しており、一人当たり約１２万円の給料で、毎月２５７万円程度

の滞納を解消している状況。一定の効果は出ていると考える。 

【委員】 

効果はあるとしても、人件費がかかっていることは事実。市の管理職が時間外でもなんでも

よいから出向いて滞納を整理すべき。経費削減の工夫の余地はまだあるので現状に満足しない

こと。 

 

 

－ 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 


