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平成 18 年度 第 3回行政改革推進本部会議 議事録 

 

 

○開 催 日：平成 19 年 2月 14 日（水） 10 時～11 時 30 分 

○会 場：第 3委員会室 

○審議事項：行政改革大綱の 18 年度目標の達成見込みを踏まえた課題等について 

○報告事項：行革市民会議からの意見について 

○配布資料：全体的な総括資料…資料 1 

行政改革推進計画の進捗状況等に関する資料…資料 2-1～2-3、資料 3、参考資料 1 

財政状況に関する資料…資料 4、資料 5 

参考資料 2…第 6回行革市民会議での主な意見 

○出 席 者：市長、助役、会計課長（収入役の代理）、教育長、総務部長、財務部長、企画政策

課長（企画・地域振興部長の代理）、市民生活部長、都市整備部長、産業観光部長、

農業振興課長（農林水産部長の代理）、健康福祉部長、教育部長、ガス水道局長、

国体局長、主税監、観光局長、土地開発公社事務局長 

      ・オブザーバー：行革推進専門員  ・事務局：行革推進課 

 

 

１ 審議での確認事項（要点） 

事務局より資料 1及び 2-1 に基づき課題等の提起がなされ、審議の結果、下記事項が確認

されました。詳細は議事録をご覧ください。 

確認された事項 
 
・第 3 次行政改革大綱に掲げた財政健全化に関する大目標について、18 年度の決算見込

みでは、実質単年度収支が約 3億円の赤字となる。また、通常分の市債が 4.4 億円の削

減に止まり、削減目標額（10 億円）が達成できない見込みである。19 年度予算も厳し

い状況にある。 

・第 3次行政改革大綱に基づく取組みは、地域活性化に向けた政策を展開するための原資

を生み出すことが真のねらい。 

・現状よりも財政状況を悪化させると回復に大きなエネルギーを要することから、今が踏

ん張りどころ。 

・今後、事業の統廃合は避けて通れない。 

・これからの行政運営はＰＤＣＡサイクルを回すことが重要。 

・事業の見直しにあたっては、特に「評価」が重要。 

・「評価」は成果の度合いを測るものであり、甘い評価をしてはならない。 

・事業見直しにあたっては、早期に方針を決め、関係者等と協議に入ること。 

・予算の部局枠配分方式を改善する。 

・全職員が市の財政状況を理解し、行政改革の必要性を認識すること。 

・市民に対しては、不安だけを煽ることは避けるにしても、市の財政状況を正しく、分か

りやすく、しっかりと伝える。 

・全職員が人から指図されなくても自発的に動くようになることが、当面の目標。 
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２ 議事録 

【課題提起…資料 1及び 2-1 に基づき事務局が説明】 

・18 年度決算見込みでは、大目標 2 の「実質単年度収支の黒字化と財政調整基金 25 億円以上

の維持」については、財政調整基金は約 37 億円を確保するものの、実質単年度収支は約 2.89

億円の赤字となる。 

・大目標 3 の「通常分の市債残高 50 億円の削減」は、単年度目標（10 億円の削減）に到達せ

ず、4.4 億円の削減に止まる。 

・18 年度の結果（見込み）は、第 3次行政改革大綱をスタートする前年（17 年度）の予算編成

の取組結果でもあるので、やむを得ない面があるかもしれない。 

・一方、第 3次行政改革大綱をスタートした今年度（18 年度）の取組成果は、19 年度予算に反

映される。したがって、19 年度の予算編成は 18 年度予算以上に厳しい状況にある。 

・本日の会議では、19 年度予算の編成作業を通じて各部局で感じたことをお話しいただき、第

3 次行政改革大綱の大目標達成に向けた課題、あるいは、予算編成上の課題などを浮き彫り

にして、今後の対策を見出したい。 
 

【財務部長】 

・行政改革の大目標達成に向けた課題等については、資料 1に記載したとおりであるが、特に

19 年度予算編成を通じて感じたことは、事業見直しを行う時間的な余裕がなかったこと。 

現行では 10 月から予算編成作業に入り、その時点で示す配分額の中で事業を見直すという流

れだが、それでは、事業を廃止するにしても関係者や受益者との協議を十分に行う時間がな

い。早い段階から各部局で平成 20 年度予算編成に向けた事業の見直しの議論を始めるべきと

感じている。 

【総務部長】 

・財政が危うい状況にあるという意識が庁内で共有されておらず、各課と財政部署に温度差が

ある。予算編成過程の情報を職員に示したほうが良いのでは。 

・「予算を要求しておかないと予算措置されないから、とりあえず要求する。後は財政部署が調

整する」という意識があるのではないか。 

・予算編成にあたり、大目標に対して現在の市がどの状況にあるかを示していくことも必要。 

【産業観光部長】 

・市民との危機意識の共有が難しいと実感している。例えば、関係団体に補助の見直しついて

理解を求めるための説明をすると、「市の厳しい財政状況は承知しているが、自団体への補助

は別物（確保したい）」という反応がある。 

・目標への達成に向けては、2 年後 3 年後に到達する姿を示し、その姿を全員が共有した上で

必要な取組を行うなど、ある程度中期的な視点と仕組みも必要。 

【行革推進専門員】 

・大目標を全て達成したときの市の財政状況がどのような状態と認識しているか。民間企業を

例にとれば、単年度の収入額と負債総額が同規模の企業は危ういと判断される。今の当市は

その状態。金利が上昇すればさらに経営が危うくなる。 

・18 年度の実質単年度収支は若干改善する見込みだが、例えば 20 年度には黒字化するなど、

将来的な展望を踏まえた計画（目標設定）が必要。 
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・事務事業に係る予算要求説明書や議会の委員会説明資料などは単一の様式から必要な情報を

取り出して作成できるようにすべき。現状では予算を要求する年度の情報しかなく、過去の

経緯が不明。 

・事務事業の目標を明確に定めることで、重複する事業の整理につながるものと考える。 

【土地開発公社事務局長】 

・利率の変動は経営に大きな影響がある。土地開発公社では土地の取得に係る借入金の利率が

翌年度以降上昇すると見込んでいる。1％の上昇が 2 億 3 億の負担増につながる。公社は 2

期連続の赤字であり、更に借入れることも困難になりつつある。市で買い取る土地、買い取

らない土地を整理し、今後の土地の先行取得のあり方についてもルール化し、一層の健全化

に取り組んでいく。 

【行革推進専門員】 

・義務的経費や経常的な経費はいかに効率化できるかが課題となるが、一方で観光や産業など

「前へ打って出る」事業も必要。行革の取組みは単に「ケチる」ということがねらいではな

く、今後、市として「前に打って出る」ような政策に集中して投資するための資金作りが真

のねらい。 

・市の財政状況の認識を市民と共有することについて、理解を得ることは困難であるが、むし 

ろ市民が「自分たちで出来ることはしよう」という意識に変わっていくような説明ができる

ようになればと思う。その意味において、広報の仕方が極めて重要。不安ばかりを煽っても

駄目だが、正しく情報を伝える必要がある。 

【健康福祉部長】 

・義務的な経費が多い部だが、政策的な事業を見直す際には、福祉だけの立場ではなく、上越

市をどのような姿にしていくかという市の政策全体についての説明を行う中で福祉行政の位

置付けを関係者に説明し、理解をいただいている。 

そうした意味からも、市の政策全体における方向性やその中における福祉行政の位置付けを

一層明確にしていく必要があり、現在作業中の総合計画の改定が重要と考えている。 

・予算の部局枠配分方式の中で配分された額に収めれば、自動的に行政改革の大目標が達成さ

れるという意識があった。財政状況の認識ついて財政当局との間で差はあったことは事実だ

が、予算編成の動向及び行革の目標達成についての進捗状況等が見えなかったのも事実であ

り、情報を共有できなかった。 

【都市整備部長】 

・19 年度予算については、当初枠配分された額が厳しく、政策事業を全部取り止めてもまだオ

ーバーしていたのが実態。 

・住民要望が多い部であることから、市民の要望に対して、どの職員が説明しても内容が異な

ることのないよう、要望処理の指針及び都市整備方針を定め、部内に徹底している。職員の

意識を変えることが大切と感じている。 

・予算の部局枠配分方式は有効な手段と感じているが、一方では、他の部局の動向が気になっ

てもよく分からなかったという課題もあった。 

・今から 20 年度の予算編成に向けた見直しに動き出す必要がある。「何となくやってきた」事

業があれば見直さなくてはならない。 
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【財務部長】 

・行政改革の大目標が達成された状態を、相撲に例えれば土俵の真ん中あたりと考える。この

位置を維持し続けなければならず、土俵際に追い込まれてから元の位置に戻るには多くのエ

ネルギーを必要とする。 

・「将来の世代へ負担を先送りしないように」という考え方があるが、既に私達は前の世代から

の借金の先送りを受けた世代である。今はこの借金を減らしていくことを同時に行わなけれ

ばならないため、財政として大変厳しい時期であると考えている。 

・市は今後数年間で大きな事業を実施しなくてはならない一方、財源は変わらないし、もっと

減るかもしれない。今のままの財政状況では立ち行かなくなるのは明らかであり、そのこと

を職員は自覚しなければならず、事業の統廃合は避けて通れない。そして、市民にどのよう

に伝えていくかを考えなければならない。 

・予算の部局枠配分方式は、現在の財政状況からすると「必要な機能」だとは思うが、「適切な

行動」が伴わないと有効に機能しない。 

まずは、各部局が納得のいく枠配分になるよう、困難ではあるがやっていかなくてはならな

い。そのためには各部局において事業の優先順位を明らかにしたうえで、配分額の議論をす

るようにしなければならないと考えている。 

・また、例えば厚生南会館の廃止に向けた動きのように、事業の見直しに関する作業を早い時

期からできるようにしなければならない。 

・さらには、配分額自体を一層圧縮し、調整財源を一定額用意しておくなどの対応も必要。 

【産業観光部長】 

・予算の配分枠が決定されるまでの仕組みや、部局で枠内に予算を納めてから正式に予算とし

て決まるまでの手順を明らかにすべき。 

・枠内に予算を収めたにも関わらず、行政改革の大目標が達成できなかった理由は何か。 

【財務部長】 

・19 年度予算の編成においては、部局への配分額を多くし、調整財源に余裕がなかった。その

ような中で枠外要求のあった事業に対応した結果、オーバーした。配分額の規模等について

は改善していく。その際は、各部局と議論する場が必要と考えている。 

【教育部長】 

・「一般財源＋市債」での枠配分では、例えば学校建設などの大事業を行うことができない。枠

内に収めるため、どうしても金額の大きい事業に対して見直しの目が向く。大規模なハード

事業については、別枠とするのも方策では。 

・市の財政状況に対する意識が低い職員はいる。意識改革の必要性を感じている。 

【総務部長】 

・18 年度の目標が達成できなかった要因及び 19 年度以降の目標達成に向けた課題を各部長が

自らの部署の問題として捉えていただきたい。「資料 1」で整理されている「要因」が全てを

示しているか、また「課題解消の方向性」について、目標が達成できるものとして共有でき

るものとなっているかについて意見をいただきたい。 

【行革推進専門員】 

・行政改革推進計画の進捗状況の評価が甘い。例えば、具体的な取組項目№12「行革推進専門

員を登用する」という取組の評価を見ると、「登用する」ことで「達成した」と判断している
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感がある。そうではなく「取組みの成果があったかどうか」を評価し、判断しなければなら

ない。 

・義務的な事務であれ政策的な事業であれ、見直しに聖域はない。 

・市の歳入増加に繋がるような各種産業振興等の分野における投資的事業にあっては、税収の

増加額などの成果を大雑把でもよいからイメージしなければならず、成果獲得の道筋が見え

ない事業は、「市民に娯楽を与える」だけの事業になってしまう。 

重点施策であるからといって予算措置されるのではなく、成果の期待できる事業かどうかを

見極めた上で判断しなくてはならない。 

・財政状況について、単に市民の不安をあおらず、しかし、真実は伝える必要がある。そのた

めにも、今後、バランスシートなどの指標を分かりやすくレベルアップし、財政状況を的確

に把握して伝えたい。 

 

 

３ 報告事項：行革市民会議からの意見等について 

・2 月 5 日に開催した行革市民会議から、当市の財政状況がどのような状況にあるのか市民に

しっかりと伝わっていないのではないか、といった意見のほか、第 2回の行革推進本部でも

報告した「職員の採用ゼロ」について、改めて検討すべきという意見があった。詳細は、「参

考資料 2」をご覧いただきたい。 

 

 

４ 市長の総括 

・これまで 60 年間に及ぶ市役所運営は、ＰＤＣＡサイクルのうち、プラン（Ｐ）と実施（Ｄ）

だけで回ってきた。これからは評価・チェック（Ｃ）と次への見直し（Ａ）が重要である。 

・実施した事業が本当に市民に喜んでいただけるものであったのか、本当のニーズを把握して

きたか。「実施しなければ市の赤字が減ったのに」と思われているような事業はないか。 

市民の本当のニーズを探らなければプランも実施も活きてこない。 

・事業評価は、その事業が何のために行う事業であって、実施により本当に市民に喜んでいた

だけるものであったかを振り返って課題等を把握し、「○」「×」を判断するもの。 

そのような評価をしっかりと行うことで、さらに効率的な方法やもっと良い方法はないかと

いう見直しにつながる。 

・職員数を削減し、市民でできることは市民で、民間企業でできることは民間企業に担ってい

ただくことで、納めていただいた税金が市民に還元され、地域の活性化にもつながっていく。 

・今は、福祉など基礎的分野は現状で我慢いただき、中期的な視点に立って、地域にお金が落

ち、地域が活性化する政策に重点を置いている。 

・行政改革は財政を緊縮させることが真の目的ではなく、産業や観光など地域にお金が落ちる

仕掛けを展開するための原資を生み出す取組み。 

・全職員が人から指図されることなく自発的に動くようになることが当面の目標であり、徹底

した意識改革と本部員同士の意識の共有が必要である。 

・仕組みを整え、数年のうちに行政改革の目標を達成したい。 

 


