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会 議 録 

１ 会議名 

  第１０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） 

 ・職員提案制度の見直しについて 

 ・市の行政運営等に対する職員の現状認識調査の結果について 

  閉会（公開） 

 

３ 開催日時 

  平成 20 年 3 月 10 日(月) 午後 1時 30 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 

 

７ 出席した者(傍聴人を除く。)の氏名(敬称略) 

  ・委員 

    有沢栄一、武田香苗、増田和昭、渡辺明美 

  ・事務局 

    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 
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８ 発言の内容(要旨) 

○平成 20 年度当初予算編成における事務事業の見直し結果について 

【事務局】 

20 年度予算編成に伴う事務事業の見直し状況については、市長査定後の予算編成状況がデ

ータとして整理されていないため、今回示すことができなかった。まとまり次第お知らせする。 

 行革推進専門員からは総合計画の政策ごとの予算・決算の推移を比較できるデータの必要性

について指導をいただいている。財政課に確認したところ、現状では整理されたデータは無く、

整理する場合 1か月半程度の時間を要するとのことであった。また、経常収支比率が高く、予

算の大半を固定的な経費が占めている状況が続いており、経年で比較しても大きな差異は見ら

れないだろうということであった。 

今後は、行革推進課で予算編成過程における事務事業の見直し内容の把握及び事務事業の目

標の明確さの確認を行うとともに、財政課に対し総合計画の政策ごとの予算・決算を経年比較

できる資料の作成を求めていく。 

【行革推進専門員】 

政策ごとの推移を比較できる資料の必要性の認識がなかったことと経常経費が多くを占め

ることから差がないと認識していることは問題である。特に経常経費が大半を占めていること

は改革が進んでいないと自ら言っていることになる。 

【委員】 

 職員は総合計画に基づいて予算を編成しているのではなく、前年度の実績に若干のプラスマ

イナスを付けた形で予算編成をしているということになるのではないか。 

【委員】 

 経常収支比率が高く経年で比較しても差が見られないとの認識だが、経常収支比率自体の収

縮を目指すという方向性が見えているようでなければならない。いつまでもこの認識でとどま

っていてはいけない。 

【行革推進専門員】 

 財政課に再度申し入れをしていく。 

 

○職員提案制度の見直し案について 

【事務局】 

 今回の見直しは、職員のモチベーションアップの動機付けとすることを基本線として進めた
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い。 

 匿名提案については、規制となるようなことは可能な限り撤廃し、幅広く、職員が意欲を持

って臨むことができるようにするため、認めることで考えている。 

【委員】 

 記名提案の場合でも、提案者の氏名等の情報を所管課に渡すのか。所管課が提案者に圧力を

かけることが懸念される。所管課に提案者の氏名等の情報を提供する必要はない。このことは

「市民の声」の取り扱いについても言える。 

【行革推進専門員】 

 取扱いの方法を明確にしておく必要がある。「誰が提案したか」によって提案としての軽重

を判断するようなことがあってはならない。中身を見て検討することが大事。 

 手続の中で行革推進課は提案者のヒアリング等を通じ「提案を確定する」とあるが、これは

内容によっては提案を受付けないこともあるという意味合いか。 

【事務局】 

 提案内容が不明確な場合、その意図を確認し、内容を明らかにするという意味合いである。 

【行革推進専門員】 

 誤解を与えないよう、「ヒアリング等を行い、提案を受け付ける」というような表現にすべ

き。 

 「ヒヤリハット」は一般には安全性の向上に関する情報に使われる。例えば仕事上の失敗な

ども情報として集めようとするとき、この名称でよいか。 

【委員】 

仕事上のミスも取り扱うということであれば「ヒヤリハットしまった情報」というのはどう

か。行政では硬いネーミングのものが多い。ユニークで内容をイメージしやすい名称にするこ

とが大事。 

【事務局】 

 名称については検討する。 

【委員】 

 手続が多く複雑。決定までに時間がかかりすぎるように思う。提案審査委員会は必要だが簡

素な手続にならないものか。 

【事務局】 

 行革推進課では提案審査委員会の事務局として提案の取りまとめをするだけ。そのことに特
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段の時間はかからないと思う。 

【委員】 

 提案の処理にかかる事務は必要なこと。それを実施する場所は、「制度の事務局」というよ

うな表現にすれば職員の提案に対する抵抗感も少なくなるのではないか。 

【委員】 

 職員は制度の運用について十分な訓練を受けているわけではないので、当面は詳細な手続が

必要ではないか。 

【委員】 

 必要な作業であると思う。あえて明文化してあるので長いように感じるのではないか。 

【行革推進専門員】 

 提案制度には事務局があって、それが現状では行革推進課に置かれているという位置付けに

してはどうか。将来的に別の部署に事務局が移ることも可能である。 

【委員】 

 民間企業では部門ごとに審査委員会を設けてそこで審査する。審査の結果はできる限り早く

提案者に返すようにしている。採用した提案は早急に実施できる体制が必要。そのためには手

続をもっと簡単にする必要があるのではないか。一次審査の段階で採否を決定できないのか。 

【行革推進専門員】 

 基本的には提案内容の担当部長が採否を判断すれば足りる。 

【委員】 

 案件によっては市長・副市長の判断を仰ぐ必要がある。逆に軽微な提案はすぐに採否を決定

して実施できるようにする必要がある。実施計画書を作成してから実施するということになる

と時間がかかり、制度を通さず口頭で直接担当部署に意見したほうが早い。 

【委員】 

 表彰件数について、最優秀賞を 1件と決めておく必要はない。 

【行革推進専門員】 

一定の基準を超えた内容の提案はすべて評価すべき。 

【委員】 

 提案の受付・検討・採否・実施の手順と表彰の手順とが混じっていて分かりづらい。表彰者

を選出するための要素が濃い。別にして考えるべき。 

 



 5 

【委員】 

 良い提案があった場合はこれを認めて、すぐに実施すること。このことを制度の核に考えた

ほうがよい。 

【委員】 

 実行に移し、成果があったことを確認するまでの段階が早くないと次の提案が出てこない。 

【委員】 

 提案を早く実行するために、例えば課長の裁量で執行できるような予備的な予算はないか。 

【行革推進専門員】 

 ポケットマネー的なものはないが、行政改革を推進して市長や副市長等がまちづくりのため

に自分の裁量で使えるような予算を生み出していくことができればと思う。しかし、市民から

は「市長の裁量を認めるべき」との声もあれば「使い道のはっきりしない予算は認めない」と

する声もある。 

【委員】 

 使った分についてはきちんと報告をすればよい。提案を素早く実行するために、少々の予算

の流用ができるような仕組みにすべきではないか。 

【委員】 

 職員提案に対応するための予算枠を設けておけばよい。課に予算を付け、課の責任で対応さ

せようとすると難しくなる。 

【事務局】 

 ご意見を踏まえ、スピードアップの方策等について検討する。 

【委員】 

集中月間の設定について、強制的に出させようとすると、制度の本来の目的と外れた実態と

なるおそれがある。具体的には、集中月間があるから他の時期には出さないようにしようとい

う意識が働くということである。それを避けるためには集中月間を「出させる」ためではなく

「考えてもらう」ために運用するようにしてはどうか。特に普段提案しにくいヒヤリハット関

連の情報を集中して提案してもらうようにしてはどうか。少なくとも上からの締め付けでやら

されているという意識にならないように注意する必要がある。 

【委員】 

 集中月間を 7月に設定しているのは次年度予算編成を意識したことだと思うが、新年度が始

まったばかりの時期に年度のまとめを行い、次年度に向けた提案をすることは難しい。時期を
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遅らせるか、年 2回実施するなどとしたほうがよいのではないか。年 1回では結局改善は遅れ

ていく。 

【委員】 

 いかにして提案を素早く処理できる体制にし、時期を逸さず対応できるようにするかという

ことである。予算が必要な提案は集中月間で集めようとする提案とは異なる。そのすみ分けを

していかなければならない。 

【事務局】 

 集中月間を設けた理由は、職場の中で議論する機会としたいからである。件数をノルマとし

て設定するというよりは、1年に 1回は職場で改善に向けた議論をする場があってもよいので

はないかということがねらいである。 

【委員】 

 そのねらいがあるとすれば、集中月間は年 2回とすべき。 

【委員】 

 期間を 1か月としなくとも、2週間として 2回実施するというような方法もある。 

【委員】 

 市民会議として統一した意見は得られないので、これらの意見を踏まえ事務局で調整してい

ただきたい。 

【行革推進専門員】 

 話し合いによる仕事の見直しは、毎月の進捗点検の中で行われることが望ましいが、それら

のサイクルと集中月間を設定するタイミングとは関連しているか。集中月間の前段として事務

局が日ごろからどのようにメッセージをしながら 7 月に見直しのピークが起きるように仕掛

けていくか。 

 また、提案審査委員会の役割として、提案が少ないときの対応をどう考えているか。 

【委員】 

 なぜ少ないのか検証する必要がある。案件がないから開催しなくてよいということではない。 

【行革推進専門員】 

 提案審査委員会は提案の数だけでなく質を問うような体質であることも求められる。 

【委員】 

 まずは件数の増加を目指すことが先決。開始当初から万全の体制で臨むよりは、まずやって

みて問題点を出しながら見直していくほうがよい。 
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【委員】 

 提案審査委員会は提案に対する「優・良・可」というような評価をせずに最終決定者に上げ

るのか。提案審査委員会の案として「優・良・可」を付け、その考え方とともに最終決定者に

上げるべき。 

【委員】 

市長は提案審査委員会の採否を承認することを役割としてはどうか。提案審査委員会が「優

秀」とした提案を市長がだめと言うわけがない。 

【行革推進専門員】 

 提案の採否と表彰と混同してはいけない。市長等の役割について、表彰に関しては承認する

ことであるし、採否に関しては実施に当たって予算を要したり組織の見直しが必要になったり

するものであれば決める必要があるが、それ以外の部分は事務局で対応できるのではないか。 

【委員】 

 口頭や書面で伝えれば済むものや予算や新たな組織が必要なものというランク付けをして、

そのランクに応じて対応を決めておけばよいのではないか。 

【委員】 

 仕組みとしてきちんと定めておくことが必要。 

【委員】 

 一次審査という言葉を削除し、市長等は提案審査委員会の審査結果を「承認する」というこ

とにしてはどうか。 

【委員】 

 表彰制度について、あらかじめ件数を定めておく必要はないと思う。 

【委員】 

 これまでの説明では件数はあくまでも目安とするとのことだったが、今回の資料ではその文

言が落ちている。 

【委員】 

 最優秀賞に該当がない場合もあるし、中程度に評価できるものが複数ある場合もある。 

【委員】 

 提案の区分から表彰対象を選ぶのはよいが、件数をあらかじめ定めておく必要はない。 

【委員】 

 最優秀提案という区分を設けたければ、まず優秀提案を選出し、その中から特に優れたもの
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を対象とすればよい。 

【委員】 

 これまでの意見を踏まえ、案の再調整をお願いしたい。 

 

○市の行政運営等に対する職員の現状認識調査の結果について 

【委員】 

 職員を対象としたアンケートであるにもかかわらず、回答率が 5割を超えなかったのはなぜ

か。 

【事務局】 

 アンケートはパソコンで回答する仕組みであるが、保育園などパソコンが一人一台となって

いない職場での回答率が低かったことが影響している。集計の手間を考えなければ紙による調

査のほうが確実である。 

【委員】 

 このようなアンケートが実施されていることはどのようにして伝えられるか。 

【事務局】 

 パソコン上で確認できる。庁内への通知文書はイントラネット上に掲載され、職員はそれを

確認する義務がある。 

【行革推進専門員】 

 義務があったとしてもそれが確実に守られているか。パソコンが一人に一台ずつ与えられて

いない職場であっても正しい情報が伝わるような手立てが必要だったのではないか。 

【委員】 

 職員は自分に関係のありそうな情報しか確認していない。その実態を認識するべき。各課長

から「アンケートがあるから回答するように」といったような指示もなされていない。イント

ラネットに掲載されているから伝わっているはずだ、という認識はどうかと思う。 

【行革推進専門員】 

 対象者のうち、直接パソコン上で通知を確認できる人数を把握しておいたほうがよい。 

【事務局】 

 資料に職階別の回答者数を示してあるが、保育士と単純労務職の回答率が著しく低い状況に

あるという結果になった。 
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【委員】 

 部長・課長級の職員も高いとは言えない。今回はこの回答状況でどうしようもないが、次回

以降は工夫が必要。「見なければならないので見ているはずだ」という認識は改めるべき。 

【委員】 

行政改革の目標としてマネジメントシステムの定着率 100％を目指しているのであれば、そ

の裏付けとしてこのようなことが改善されなければならない。 

【委員】 

 自由回答で多くの不平不満が出されているが、これらは普段どこへ言ったらよいか分からず

職員の内に秘められていたもの。このようなことを多く導き出して改善をしていく仕組みを継

続していくことが必要。 

【委員】 

 自由回答では上司に関する意見もあるが、このような管理職は 1人でもいてはならない。ア

ンケートで意見として上げられたものはほんの一部だとすると、実際はもっと多くの管理職に

問題があると想像される。そうなると人事のあり方に疑問を投げかけざるを得ない。 

【委員】 

 この結果を受け、どのような手を打つかという段階にきている。まずは管理職の教育が必要。

しかし、行政は長らく民間と異なる土壌で仕事をしており、考え方は簡単には変わらない。今

から教育を始めても管理職の意識に変化が生じるのは 10 年先かもしれない。 

【委員】 

 課長としての適性を問うテスト等を実施し、一定の基準を満たさないものは副課長に降格さ

せるというようなことをすればよい。これまでの成果から言って研修程度では意識改革は進ま

ないように思う。 

【行革推進専門員】 

 それでもまずは研修をする必要がある。問題はその中身をどのようなものにするかというこ

と。そして人事考課等でどう適正に評価するかということ。 

【委員】 

 そのためには行政改革部門を市長の直属にして、権限を持つ場所にしなければならない。 

【行革推進専門員】 

 アンケートの結果は既に職員に公表している。次の手として、この結果を基に職員に期待す

ることを文書にして出してはどうかと思い指導をしている。その後の状況はどうか。 
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【事務局】 

 結果に基づきどのような手を打つかについては、すぐに見出せるものではない。人事・財政・

企画部門等との調整が必要。このような調査は毎年実施していくので、その度に少しずつでも

状況が改善されるような方策を採っていかなくてはならない。 

【委員】 

 資料によれば部長一人当たりが管理する課長は 5人程度ということになる。たった 5人の課

長にきちんとした仕事をさせられないことは問題。 

【委員】 

 それが組織の形態。上が締まっていれば下も締まる。上が緩んでいれば下も緩む。 

【委員】 

 この結果を受けてどのような対策を採るかを行革担当だけで考えるのは大変なこと。各部長

に対し、アンケートの結果を見て何が問題で、どうすべきと思うかを回答させたらどうか。 

【委員】 

行革推進課が主となって担当するべきは進捗管理の部分だけ。その他の意欲に関する部分は

すべて人事課が責任を持って担当すべき。その指示を行革推進課が出すためには、やはり今の

位置付けではできない。 

【委員】 

 部長等に対し行革推進課からアンケート結果に基づく対策を出すよう指示することは困難。

各部長にこの会議に出席してもらい、直接意見交換するようなことはできないか。 

【委員】 

 後日、予算編成の状況に関する情報もいただけると思うが、それについてもヒアリングをし

たい。 

【委員】 

 なぜ、たった 5人の課長を活かすことができないのかについても聞きたい。 

【委員】 

 本来、そのようなことは人事課が考えるべきこと。アンケートでは「適職を与えられていな

い」と感じている職員も多く、人事課が適切に機能しているか疑問である。 

【委員】 

 全員が適職に当たることはできないだろうが、大きな視点を持った人事を行っているのかど

うかが問題である。 
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【委員】 

 適職でない仕事に携わっていることが意欲が上がらない大きな理由だとすれば、人事課は仕

事というものを職員にどう認識させているのかと問いたくなる。 

【委員】 

 「適職でない」というような声も、課長が普段から部下とのコミュニケーションをとってい

れば上がってくるはず。その声を聞いたときに課長がどのように説得するかがポイントとなる。

全員が自分の好きな仕事だけをしていられるわけがない。 

【委員】 

 人事課長の見解を聞いてみたい。 

【委員】 

 これだけの組織で人事部がないことはおかしいと思う。 

【委員】 

 新聞等ではやる気のない部分だけが強調されている面もあると思う。７割の職員が意欲が高

いのに、意欲の低い 3割だけをとらえて記事にしている。 

【委員】 

 肝心なメッセージを伝えるためにはマスコミを通すだけでは駄目。 

【行革推進専門員】 

 自由意見をカテゴリ分けした時の分析を踏まえてリターンを可能な限り早くすること。 

【事務局】 

 この件に関して人事課の考えがまったく見えないという状況はよくないと思う。推進計画に

基づき行革推進課で意欲の状況の把握を行ったが、結果は人事課で受けてもらい、対策を考え

てもらう必要がある。人事課にすべてを任せるということではないが、主体は人事課にシフト

していく必要がある。 

【委員】 

 効率性に関する調査では効率性が低いと認識している職員が増えている。これまでの行政改

革の成果はなかったということになる。自由回答にも「仕事量が増え職員が削減されているこ

とはおかしい」とする意見があるが、これも行政改革の考え方が職員に浸透していないことの

現れではないか。仕事を自分達で見直そうとせず、上が減らしてくれることを期待している。

そうではなくて、自分たちで考えて減らしたり、やり方を変えたりしなくてはならない。 

【委員】 
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 効率性を上げるということは、同じ仕事を少ない人数でできるようになるか、同じ人数でよ

り多くの仕事を処理できるようになること。仕事量が増えたかどうかは効率性とは関係ない。

効率性という言葉の使い方が間違っている。 

【委員】 

 職員の意欲について、「管理職の意欲は維持する」とあるが、管理職は自分の部下を活かす

ことを最大の仕事として考えてもらう必要がある。 

【委員】 

 「市政全体の経営理念の明確性」については著しく満足度の低い項目となっている。民間の

会社であれば職員は半期の利益や売上げの状況などを知っているが、市の職員は市の赤字黒字

の状況などを意識していない。イントラ等で市の状況が瞬時に伝わるような仕掛けが必要では

ないか。 

【委員】 

 広報紙でも市の財政状況を家計に置き換えて説明するようになった。見せ方に課題はあるが、

良いことだと思う。 

【行革推進専門員】 

 実感の持てる示し方にしていく必要がある。さらに、支出の傾向がどこに向いているかを併

せて示していく必要がある。例えば「医療費が増大している」というような分析が必要。 

【委員】 

 家計に例えて見せるときに市はどのような家庭を想定しているのかが分かるようにしても

らいたい。医療費に重点を置いた家庭なのか、教育に重点を置いた家庭なのかなど、何を喫緊

の課題としている家庭なのかに置き換えれば生きた情報になる。 

【委員】 

 経営理念について明確にしてもらう必要がある。 

【委員】 

 「仕事の見直しと適切な人員配置を求める意見が多い」とあるが、これは事業の見直しを組

織としてやっていないことが問題。これに対応するためには、やはり行革推進課が市長の直属

部署になって厳しい通知を出すくらいのことが必要。 

【委員】 

 「管理職が組織マネジメントに当たり留意している事項」を見れば組織運営が上手くいって

いない理由がわかる。人間関係は最も意識しなければならない項目ではないと思う。 
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【委員】 

 適職よりも人間関係に心を砕いている管理職が多いとの分析結果だが、そんなに人間関係が

難しい職場なのか。管理職の本当の仕事とは思えない。一方で職員は適職を与えられていない

ことを不満としておりギャップが生じている。 

【委員】 

全体として分析はよくできていると思う。 

【委員】 

「正しく評価されることや人から認められることの欲求が弱い傾向にある」との分析がある。

それらは一般的には刺激すれば意欲が上がる分野とされているのに、その志向性が弱いという

ことを見て、職員の提案制度に対するインセンティブは何かと改めて思う。 

【委員】 

 一概には言えない。システムとして整備されていないから諦めている部分もあると思う。組

織が硬直化していることも問題。柔軟性があって、火をつければ燃え上がるような仕組みを作

らなければならない。 

【委員】 

 1 年運用して、評価されることや認められることが他の集団と同じように意欲を刺激する一

つの要因となっているという傾向が現れるとよいのだが。 

【委員】 

 同じ学歴で同じ年齢で採用された 2人の職員がいたとして、どちらが先に管理職になるかは

どこで決まるのか。 

【事務局】 

 人事考課の結果などを基に人事課で決める。 

【委員】 

 人事考課は課長が評価している。実質的には課長が決めていることになる。 

【委員】 

 いずれにしても人事制度は抜本的に見直しをしなければならない。いつまでも能力のない職

員が管理職に就くことになってしまう。組織改革と人事制度改革ができれば、黙っていても行

政改革はできるようになる。 

【委員】 

 人事制度抜きにして行政改革は達成できない。 
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【委員】 

 まずは人事課長に会議に出席いただき、我々の考えや懸念を伝える必要がある。また、次回

の会議では行革推進課の位置付けについても議論したい。 

 目的・目標の適切な設定について繰り返し言っているにもかかわらず、パブリックコメント

にかけられた各種計画等を見る限り全くそのことが守られていない。計画策定を業者に丸投げ

しているのではないか。特に今回示された第 2次環境基本計画は市民が読んでもまったく分か

らないし、言葉使いも職員が作ったものとは思えない。目的・目標を適切に設定する意識があ

って、PDCA サイクルがまわる仕組みとなっているかをチェックしていかなければならない。 

 

― 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。 

○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 


