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第 2回上越市行政改革推進本部会議議事録 

 

○開催日 

・平成 19 年 7月 30 日（月） 10 時 30 分～12 時 00 分 

○会場 

・市役所本庁 401 会議室 

○審議事項 

（１）行政改革推進計画の平成 18 年度の達成状況について 

（２）行政改革推進計画の平成 19 年度第一四半期の進捗状況について 

（３）組織目標の精査状況について 

（４）行革市民会議での審議状況について 

○出席者 

市長、中川副市長、村山副市長、教育長、総務部長、財務部長、企画・地域振興部長、

市民生活部長、都市整備部長、農林水産部長、健康福祉部長、教育部長、 

ガス水道局長、国体局長、主税監、防災局長、観光局長、会計管理者 

※欠席：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 

○審議事項ごとの結果概要及び主な意見（※詳細な議事録は 3ページ以降に掲載） 

（行政改革推進計画の平成 18 年度の達成状況について） 

・第 1 回会議において大目標のひとつである「実質単年度収支の黒字化」について達

成見込みであるとしていたが、結果的には 2.7 億円の赤字となったことを報告した。

特に異議・質問等はなかった。 

（行政改革推進計画の平成 19 年度の第一四半期の進捗状況について） 

・第一四半期において計画どおり進んでいない取組について、取組を所管する部局長

から原因と今後の対応等の報告がなされた。進捗状況全体に対する意見はなかった。 

・行政改革推進計画の具体的な取組項目のひとつである第三セクターの見直しについ

て以下の意見があった。 

主な意見 事務局回答 

○施設を管理するためだけに設立された三セク

に競争を導入することの是非などを含め、見直し

については拙速に進めず、所管課や三セクから十

分に意見を聞くべき。 

○単に廃止自体を目的とした見直しではない。市

民にとって何が一番必要かという視点で見直し

ていく。 

○三セクの経営自立自体は必要であるが、公の施

設のあり方の見直しとは別の議論とすべき。 

○公の施設のあり方の方向性を示す必要がある。

関係課とともに考えながら見直しを進める。 

○横断的な課題であり行革推進課が中心となっ

て見直しの手法や期日を決めていくべき。 

○総体的なまとめ、基本的な方向性の作成は行革

推進課において、所管課と連携しながら進めてい

く。 
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・また、指定管理者制度について以下の意見があった 

主な意見 事務局回答 

○直営でも人員配置や嘱託職員の採用等により

経費的なメリットは生まれる。経費の評価をしっ

かり行うべき。ガイドライン作成を機に全庁的な

議論が必要。 

○直営でもサービスの質に差がなく、経費的にも

メリットがあれば指定管理者にこだわる必要は

ないと考えている。 

○施設を直営または指定管理者とするかは市の

その施設に対する負担能力にもよる。市長の言う

「身の丈」に適しているかが判断基準となる。職

員が上越市の「身の丈」の位置を共通認識として

持っていることが必要。 

（組織目標の精査状況について） 

・組織目標の精査や設定にあたり、以下のような意見があった。 

主な意見 事務局回答 

・市長の目指すことと課に取り組んでもらいたい

こととの関連付けが難しく部の目標の設定に苦

慮する。 

・一回の訓練ですべて上手くいくものではない。

「本来の役割は何か」という目線を持ちながら仕

事をすることが大切。 

・現実に各課には既に定められた所管事項がある

ことから、予算編成方針に従い、部の目標と課の

目標と設定するという流れで目標が構築できる

のか。 

・長く続く組織では「本来の組織の役割は何か」

を振り返ることが必要。 

・部の目標を具体的にどう書き示すかは、今後工

夫していく。 

・また、組織目標の設定と人事考課制度との関連について以下のような意見があった。 

主な意見 事務局回答 

・評価結果として手当に差が生じることに対し職

員が「適切」と認識しているか、全体のシステム

として理解が進んでいるか確認するべき。 

・相対評価であることが本当に意欲向上につなが

るか。また、定型業務と企画業務というように職

員によって与えられる職務が異なる中で相対的

な評価ができるか。 

・指摘事項は現行制度の課題として、改善しなけ

ればならないものと認識している。 

・業務内容や難易度の判断基準について評価する

側の基準が一致していないという課題がある。 

（行革市民会議の審議状況について） 

・行革市民会議における今年度の審議内容として、５つの項目について会議としての

意見を市長に建議することが報告された。 

・最初の建議内容を「議員数の削減」とすること及び議員数の削減についての行革市

民会議の主な意見を報告した。 

・建議に対し特に意見はなかったが、行革市民会議が議員を削減できると判断した各

根拠については、別に議論が必要ではないかとの意見があった。 
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○議事録（全体） 

■本部長あいさつ 

【市長】 

・各部局においては行政改革推進計画の達成に向け、日々、課長等への指導を的確に行

っているものと思う。 

・第 5 次総合計画の改定にあたり、どの部局においても計画を裏付けるための事業費の

捻出に苦慮していると思うが、行政改革推進計画との両立を意識しながら検討を進め

てもらいたい。 

・最終的には「事業をやめる」という苦渋の選択をする場合もあることを認識し、逃げ

ることなく取り組むよう、部局長・課長が部下を指導して体制を作り上げていただき

たい。 

・総合計画への事業のエントリーや平成 20 年度予算編成に向け、事業の見直しの工程を

明確に位置づけ、実施してもらいたい。 

・見直しの視点としては、「既に目的が達成され廃止すべき事業はないか」、「成果が上が

らない事業を廃止したり、やり方を変えたり、目標を再設定したりする必要はないか」、

「緊急性が低く、休止や縮小できる事業はないか」ということがある。 

・これら事業の見直しの視点を踏まえて事業の実務担当者が自ら考え、部局長が十分に

ヒアリングをした上で、自信を持って事業を展開できる体制を作り上げてもらいたい。 

・特に行政改革についてはボトムアップが起きにくい分野である。個々の実務担当者が

必要性を感じながら共通認識を持って行政改革に切り込んでいかなければ成功しない

ことを意識していただきたい。心を鬼にして、市の財政状況全般を踏まえ事業を実施

していくことが必要。 

・一方で、市民や議会とのこれまでの約束との両立も図っていかなければならない。厳

しい選択をしていくこともある。組織として助け合っていく体制を構築してもらいた

い。 

・「効率的で効果的な行政運営の確立」に向け、明確かつ適切な組織目標の設定に取り組

んでいるが、平成 20 年度予算編成においては、設定する組織目標の水準をさらに高め

るとともに、組織目標が事務事業や個々の職員に確実に展開されていくような仕組み

を構築し、全庁的に同じレベルで定着するようにしなければならない。 

・各部局長においては、目標設定に対する理解と設定ノウハウを今後さらに充実させ、

組織目標の確実な進捗管理を行うとともに、課長等との綿密な面談を通して、課等を

適切にマネジメントし、行政改革推進計画や組織目標の達成に向け、強い意志で取り

組んでもらいたい。 

・今ががまんのしどころである。逃げることなく着実に進めてもらいたい。 

■審議 

（１）行政改革推進計画の平成 18 年度の達成状況について 

【事務局】 

・大目標のひとつである「実質的な単年度収支」の 18 年度目標達成見込みについて、第

1回行政改革推進本部会議では「達成の見込み」と報告したが、結果的には約 2億 7千
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万円の赤字となった。 

・19 年度については当初予算編成段階から財政調整基金を取り崩す予定としている上、

中越沖地震への対応による支出も見込まれることから、実質単年度収支の黒字化の達

成は極めて厳しい状況にある。 

・不用不急の歳出の抑制、組織目標の達成基準の明確化による事務事業の効率化等を通

じて、実質単年度収支の赤字額を限りなくゼロに近づけられるよう、部局内のマネジ

メントをお願いしたい。 

 

― 質問・意見等なし ― 

 

（２）行政改革推進計画の平成 19 年度第 1四半期の進捗状況について 

【事務局】 

（資料１に基づき説明） 

・各取組項目の１９年度目標がすべて達成できるよう、適切なマネジメントと課長等へ

の指導を改めてお願いしたい。あわせて、取組を進めるにあたっての課題や問題点を

組織内で共有できるよう、配慮いただきたい。 

・第一四半期において計画どおり進まなかった取組がある部局から報告をお願いしたい。 

【総務部長】 

・総務部では 5 件の取組を達成できなかった。いずれも市役所全体のとりまとめをする

という観点から作業が遅れたものと認識している。 

・取組項目ナンバー3について、一部の研修で実施時期が遅れており、また、自主研修の

応募者が予定人数に達していない。今後自主研修の支援や職員への意識付けを強化し

ていく。また、実施時期が遅れた研修については、実施時期を予定より延期して対応

する。 

・取組項目ナンバー7について、今年度実施した目標設定に係る研修後の簡易テストの結

果では半数以上の受講者が期待するレベルに到達していなかった。目標とはどのよう

なものかという理解が行きわたっていなかったことが原因と認識している。組織目標

の精査を通じたノウハウの習得を目指すとともに 20年度予算編成前に再度研修を実施

できないか検討している。 

・取組項目ナンバー25 については、担当する職員の体調不良等により予定した取組がで

きなかったが、工程を見直し、スピードを上げて計画どおり進めたい。 

・取組項目ナンバー26 については、指定管理者制度との兼ね合いから課題が発生してい

るが、所管部門と連携をしながら目標達成に向け取組を続ける。 

・取組項目ナンバー27 については、6 月までに指定管理者制度の導入と運用に関するガ

イドラインを策定する予定であったが間に合っていない。既に関係課等との協議には

入っており、今後遅れを挽回する。 

【都市整備部】 

・取組項目ナンバー18 について、公園に企業広告を掲載することの適切性に議論があっ

た。景観アドバイザーからの助言等を得ながら様々な方策を検討したが、最終的には
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公園内への広告設置については難しいものと考えている。 

・直江津駅の北口に広告スペースを設ける取組については、具体的な手法が検討された

が、最終的に「行政財産の貸付」として実施することとした。本日その入札を行うが、

第一四半期の計画としては遅れている。 

・同じく駅階段の梁にも広告スペースをとったが、応募がなかった。今後ＰＲを進めて

いきたい。 

【ガス水道局】 

・集中改革プランに掲載した未収金残高の縮減のうち、簡易水道にかかる未収金の残高

が１８年度末より９万６千円増加しており、目標の達成ができていない。 

・原因は５月に積雪期間の水道使用料の精算のための検針をしており、この精算分の納

期が６月となるが、５月分の請求額と比べ２割ほど多くなる。このことから口座残高

が不足する需要家が多くなるためである。 

・この傾向は合併後毎年続いているが、１８年度も最終的には残高の縮減ができたこと

から、第二四半期以降取組を強化し、年度目標は達成できると考えている。 

【総務部長】 

・質問等があればお願いしたい。 

【産業観光部長】 

・三セクの見直しについて、例えば特別目的会社として、ある公の施設を管理するため

だけに設立した三セクに対し、指定管理者制度によって競争原理を採用することは、

「その三セクは不要である」という市の意思表示になりかねないのではないか。他の

企業が指定管理者となればその三セクは廃止することになる。拙速に進めることのな

いようお願いしたい。施設所管課の意見等も十分に斟酌し、また三セクの意見も聞き

ながら進めていただきたい。 

・三セクの経営の自立自体は必要。経営者とも議論を深め、まずは単年度黒字を目指す

ことで進めている。単純に競争原理を持ち込むことの是非は、現場の意見を聞きなが

ら検討していただきたい。 

【総務部長】 

・産業観光部における取組は承知している。三セクにはそれぞれ設立の経緯もある。単

に廃止すること自体を目的としているものではない。多額の税金を投じるねらいが、

三セクの存続自体を図るためなのか、市民が必要とするサービスを提供するためなの

かということを「市民にとって何が一番必要なのか」という視点で考えていかなくて

はならない。一方でその検討を進めるうえで現実的な課題があることも承知している。

困難な課題もあり、時間を要するが、解決に向けて検討を進めたい。 

【産業観光部長】 

・三セクを存続させるために税金を使おうとは思わない。まず、住民の福祉のための公

の施設があり、それを運営するためのお金を三セクに投じて管理してもらっているだ

けである。公の施設としての必要性を議論する必要はあるが、三セクの経営状況とは

別の視点で議論すべきである。 
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【総務部長】 

・公の施設のあり方の方向性を見いだす必要があると考えている。公の施設の見直しは

行政改革推進計画に掲載された取組であるが、行革推進課が一方的に決めるものでは

ない。所管課とともに考えながら見直しを進めていく。 

【企画・地域振興部長】 

・指定管理者制度のあり方についてであるが、例えば文化会館の場合、減免による指定

管理者への精算額や指定管理者制度を運用していくための事務に係る経費等を含める

と、指定管理者制度と直営では 200 万円から 300 万円の経費の差にとどまる。指定管

理者制度を否定するわけではないが、直営であっても人員の配置や嘱託職員の採用等

により経費的なメリットを生み出すことができる。制度導入の効果を評価する際は、

サービスのレベルが求められる水準を満たしているかどうかはもちろんだが、経費の

評価もしっかり行う必要がある。指定管理者制度の今後のあり方についてガイドライ

ンの作成を機に全庁的に議論するべきである。 

【総務部長】 

・指定管理者制度が運用されているが、あらゆる施設に対し指定管理者制度を適用しな

ければならないということではない。直営でもサービスの質が変わらず、経費的なメ

リットがあるということであれば指定管理者制度にこだわる必要はないと考えている。 

【行革推進専門員】 

・施設を直営または指定管理者で管理するかどうかは、市がその施設に対しどれくらい

負担できるのかということとの関連である。 

・市長はかねてより「身の丈行政」という言葉を掲げ、その視点から市を見直すとされ

ていた。行革を進めるにあたっても、その視点で見ていくべき。 

・組織や事業の目標を精査する中で自分の本来の役割を振り返るときにも、「身の丈にあ

っていること」がひとつの判断基準となるが、その前提として職員が「上越市の身の

丈」はどの位置にあるかを共通認識としていなければならない。各部局長の目線とし

てはどのあたりで共有されているか。 

・産業観光部長の話のとおり、経費を最小に抑えていくことと、そのサービスが必要か

否かは別の議論である。提供するサービスについて、市民がどの程度の必要性を感じ、

現状の経費でどの程度満足しているかが見えているかどうか。 

・直営と委託でどちらが経費をかけずに利用者が喜ぶサービスを提供できるか。その視

点は大事。それを判断する時は、市民へのサービスレベルが目標として設定してあり、

その目標が市民にどれくらいの値ごろ感で受け入れられているかを把握することが大

事である。 

・先を読み、借金をしてでも投資すべき部分、そのかわりに我慢する部分を明確にして、

財源を振り分けることができるかどうか。 

・上越市の財政状況は良くないといっても直ちに破綻するほどのものでもない。まった

く身動きが取れないわけではない。投資すべき部分を定め、その投資からリターンが

生まれる時期を待つような財政運営のやり方もあるのではないか。 

・市長の言う「身の丈」がどのレベルを示しているかを部局長で話し合うことで、概ね
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のところが見えてくるのでは。そのレベルが見えるようになることで、強力に進める

ところ、我慢するところはどこであるかを市民に説明できるようになる。 

・三セクは経営状況だけを見れば良い状態ではないが、慌てて潰す必要はなく、これま

で経営に携わった方々のノウハウを殺してしまう必要もない。どのようにして三セク

の力を引き出し、健全な方向へ導いていくか、そして市の財政負担をどの程度まで減

らしていくかという尺度をしっかりと示して進むべき。 

【村山副市長】 

・この場で見直しに向け、いつまでに誰が何をするかというロードマップを決めなくて

よいか。三セクの見直し、指定管理者制度をどう運用していくか、公の施設のあり方

をどう方向づけていくかを施設の所管部局にお願いするだけでは進まない。 

・施設の運営状況や三セクの経営状況は千差万別であり、様々な問題がある。その中で

最も低廉な経費で、サービスの質を落とさずに提供していく方法をどうやって導き出

すかを誰かが中心になって進めなければならない。 

【総務部長】 

・公の施設の見直しは、それぞれ設立の経緯、市内における配置状況等から見た整理が

必要であり大きな課題。 

・現在、行革推進課で施設の実態調査をかけている。あわせて今後どう見直しを進めて

いくかを検討している。 

・調査結果や今後の見直しの方向性を、公共施設管理検討委員会や庁内の政策調整官会

議等に諮り方針を詰めていく。庁内の方向性を統一したうえで、実行に移していく。 

【行革推進専門員】 

・誰かが中心となって進める必要がある。各部局に横断的に関連する仕事の進捗全体を

見ることは、おそらく行革推進課の仕事である。 

・行革の視点で横断的に見ながら、主要なポイントについてピックアップしながら、そ

のポイントについて各課に現状を問い合わせながら見直しを進める。 

・市長の意見に関連して、ボトムアップとトップダウンの関係において市ではどの状態

にあるかということが一つの視点。ボトムアップが少なければ否応なしにトップダウ

ンするしかない。 

・ボトムアップをしやすくなる、また、ボトムアップに対し迅速に答えを出せる仕組み

を作り上げる必要がある。現在、モラルを上げるための仕組みとして職員提案制度の

見直しが検討されているが、それだけで望むようなボトムアップの姿になるわけでは

ない。 

【総務部長】 

・市長からこれまでの審議を通じてご指示があればお願いしたい。 

【市長】 

・完璧な人間はいないので、私は常にボトムアップをお願いしつつ、私の性格から言っ

て見て見ぬ振りはできないので、気づいたことはその都度トップダウンで指示してき

た。それを続けていくしかないと考えている。しかし、最終的には組織が生き残って

いくためにはボトムアップがどの分野においてもできることが必要であり、それが組
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織力につながる。その組織力を収斂できる仕組みであることが、誰が市長になろうが

強い自治体であり続けることにつながる。 

・本部の構成員が、ある問題についてそれぞれ感じたことを発言し、互いに確かめ合う

ことが大事である。気づいた人間が気づいたことを発言し、組織としてそれにどう対

処していくのか、組織をどうととのえていくのかを積極的に議論をしていかなければ、

自分にとっての有利・不利で動いてしまう。 

・後で自分が不利にならないようにすることを意識してしまうことは、今まで公務員が

言われてきたウイークポイントである。２１世紀は是非そこを改善し、誰が市長にな

ろうが上越市が力強く生き残って、政策を推進していけるような体制とすることが極

めて重要である。 

・自主自立の組織体制とはどのようなものかを問われている。是非この行政改革推進本

部がその先駆けとなるような組織となってもらいたい。本日の会議ではその姿が少し

見え始めている。トップダウンやボトムアップをしながら、それぞれの守備位置を確

かめ合いながら守り、そして攻めることを繰り返していくことで進めてもらいたい。 

 

― 市長退席 ― 

 

【総務部長】 

・他にご意見があればお願いしたい。 

【産業観光部長】 

・見直しを進めていくにあたって、誰が期日や手法をマネジメントするかを明確にして

おく必要がある。行革推進課が中心となると思うが、三セクには多額の税金を投入し

ているもの、黒字となっているものとそれぞれの状況があるので、関係する部署の意

見を聞き、収斂してもらいたい。話が拡散しないよう、一本に収束するように行革推

進課で手法やスケジュールを設定してもらいたい。 

【総務部長】 

・総体的なまとめ、基本的な方向性を示すことは行革推進課で取り組むことになる。こ

れまで関係課との協議を経て課題の整理も進めている。三セクはそれぞれが異なる経

緯で設立され、経営状況も異なる。一律に見直しの枠をはめることができるかなど難

しい課題がある。所管課と行革推進課と連携しながら取組を進めたい。 

・三セクの見直しについては公の施設そのものをどうするのかという根本的な課題があ

る。この整理と一緒に進めたい。 

【村山副市長】 

・今回の公の施設の見直しは直営の施設も対象となっているか。 

【総務部長】 

・対象となっている。 

 

 

（３）組織目標の精査状況について 
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【事務局】 

（資料２に基づき説明） 

【企画・地域振興部長】 

・組織目標の設定の考え方を研修で学んだこともあり、課等が設定する到達基準は改善

していると実感している。 

・一方で、特に課との関連における部の目標のあり方に非常に苦慮した。市長が目指す

ことと部として課に取り組んでもらいたい事項とのつなげ方が非常に難しい。 

・目標設定を重要なこととしてマネジメントの基本とするのであれば、更に学習する機

会を与えていただきたい。 

・人事考課の結果として手当の額に差が生じることが「適正なやり方」として職員が承

知しているか、また、全体のシステムとして理解が進んでいるかを確認してほしい。 

・管理職を対象に先行実施しているが、一般職員にも適用するのであれば、管理職で実

施した成果を検証するべきである。 

【総務部長】 

・部における目標設定が困難であることは実感している。わかりやすいシステムにして

いくためにどのような改善が必要かを検討している。 

・人事考課との連携では、勤勉手当への反映を一般職員にも拡大する方向で進めている。

そのためには、目標に到達したか否かの評価をする側、評価をされる側の信頼関係の

確保が必要。 

・総合計画に位置づけられている目標に対し、各部がどのような役割を果たしていくか

ということとの関連付けができつつある。全体の姿もわかりやすくなると考えている。 

【行革推進専門員】 

・具体的にどのようなところで目標設定に苦慮しているか。 

【企画・地域振興部長】 

・部における目標の大きさをどの程度とするかということ。部から課へのブレイクダウ

ンにあたり部として設定した目標に基づき課が設定するという理屈はわかるが、現実

的には課の目標設定を見ながら部の目標を考えないと書きにくい。 

・予算編成方針に従って部や課の目標が設定されていくという流れが本当に可能なのか

どうか、個人的には疑問に思う。 

【行革推進専門員】 

・長きに渡る組織では今ある仕事が前提になりやすい。そのため、「本来の組織の役割は

何か」という振り返りが必要。義務的な費用であるというだけで見直しの範囲から外

していれば絶対に見直しは起きない。 

・課の所管事務が本来の役割となっているか。カバーするべき範囲をもれなく把握して

いるかという視点も必要。 

・組織目標の設定は現実的には難しく、一回の訓練ですべて上手くいくものではない。

目線を持ちながら動くことが大切。 

【企画・地域振興部長】 

・各課長と話し合いながら本来の役割を確認する意味はある。しかし、それを自分の部
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の役割として書き示すことが難しい。 

【行革推進専門員】 

・どのように書き示すかは今後工夫していく必要がある。 

【村山副市長】 

・人事考課では、インセンティブを高める手法として相対評価を採用している。本当に

それで良いのかという議論が必要ではないか。今後一般職員へ拡大したときに、成果

があってもそれ以上の成果を上げた職員がいれば相対的に評価は下がるという方法が、

意識啓発や意欲の向上に本当に役立つのかどうか。また、定型業務と企画業務など、

職員によって与えられる職務が異なることも考慮しなければならない。 

【行革推進専門員】 

・人事考課制度のねらいは「適材適所」「教育訓練」「意欲向上」など様々。現行制度は

手当と直結させて意欲を高めようとしているが、果たしてそれで足るのか。一般職員

にまで拡大することを合理的に説明できる制度にはなっていないように思う。 

【総務部長】 

・指摘のあった部分は制度の悩みどころであり、改善しなければならないところ。 

・現行制度は業務目標と能力評価に分かれており、業務目標は比較的容易に把握できる

が、その業務の難易度をどう判断するかについての評価する側のものさしが一致して

いない。そのブレを少なくするためにこれまで評価者研修等を行ってきたが、課題と

してまだ残っている。 

・能力評価については、正しく評価できているかを十分に検証する必要がある。 

・総合計画に掲げた政策目標に対してそれぞれの部や課が果たすべき役割とリンクさせ

ることで組織に期待される役割が明確になると思う。部や課の目標が総合計画を実現

するためのものになる。そうなると各職員が何をすべきかが明らかになる。その観点

での人事考課制度へと切り替えようとしている。 

【行革推進専門員】 

・絶対評価とするか相対評価とするかは、評価される職員のモラルにも直結する要素で

あるが、その前段として市が負担できる総人件費がいくらであるかが最大のテーマと

なる。一方で給与の分け方として、本当に職員が「意欲の高まる給与体系だ」と感じ

ているかどうか。この点をどうやってマッチさせるかがポイントとなる。 

【総務部長】 

・制度に内在する課題、問題点を指摘いただいた。事務局でまとめ、今後の改善につな

げたい。 

 

（４）行革市民会議の審議状況について 

【事務局】 

（資料３に基づき説明） 

・行革市民会議の所掌事項として定期の進捗管理に対する意見・提案のほか、行政改革

に関する建議を市長に提出することができる。今年度は市民会議から５つの事案に対

し市長に建議するべく案を調整中である。 
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・5 つの項目のうち、議員数の削減について 7 月の市民会議及び委員の任意の集まりによ

り建議案を検討している。 

・行革市民会議の認識としては、各区の地域協議会が十分に機能しているため、各区１

人以上の選出という枠は必要ないのではないかということ。議員は選出された区の地

域代表としてではなく、上越市全体を審議し検討することに専念するべきであること。

市の財政状況が厳しい中、議会としても歳出削減に積極的に取り組む必要があるので

はないかということ。上越市より人口が多い長岡市では今年 4 月から定数を 38 人とし

ており、上越市においても議員としての本来の役割を果たすためには、地方自治法に

規定する 38 人以下で十分であるということである。 

・実現の方法は議会に委ねるが、早期の定数削減を期待したいという内容である。 

・これらの内容をまとめた建議書を市長に手渡す予定。 

【企画・地域振興部長】 

・資料３で「主な意見」として記されている内容が建議書の具体的な内容となるか。 

・地域協議会が十分に機能しているかどうかということ、それにより区選出という枠が

不要であるということ、定数を現行より削減することという３つの視点があるが、そ

れぞれについてはそれぞれの議論が必要である。建議書は行革市民会議としてのまと

めなので、その内容について指摘するつもりはないが、この資料の内容がそのまま建

議書となるのかを確認したい。 

【事務局】 

・資料の意見はこれまでの行革市民会議において発言された議員定数のあり方に関する

意見をまとめたもの。建議書自体は現在作成中であり、資料内容がそのまま建議書に

なるものではない。 

【総務部長】 

・他にご質問等がなければ会を閉会したい。本日の会議でいただいた意見については今

後の改革の推進にいかしながら、皆さんとの意見交換を通じて改善を進めていく。 

 

― 閉 会 ― 

 


