
問１

N= 322

1 219 68%

2 厳しいと感じるが、将来に不安はない 62 19%

3 厳しいと感じないが、将来は不安だ 20 6%

4 厳しいと感じないし、将来も不安はない 1 0%

5 わからない 13 4%

■ 未回答 7 2%

問２

　　　 N= 322

1 多くの借金を抱えている 211 66%

2 単年度の収支が赤字 116 36%

3 土地開発公社の経営が厳しい 153 48%

4 どれも知らなかった 58 18%

■ 無回答 6

問３
市が財政の健全化に特化した行政改革に取り組んでいること自体をご存知でしたか。どちらかに○を付け
てください。

市の財政状況に対してどのように感じますか。当てはまるもの1つに○を付けてください。

厳しいと感じるし、将来が不安だ

市が多くの借金を抱えていること、財政収支が単年度は赤字だったということ、土地開発公社の経営が厳
しいことなどをご存知でしたか。ご存知だったことすべてに○を付けてください。

市の行政改革の取組に関する市政モニターへのアンケートの結果
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【問1の結果分析】

　74%にのぼる方々が市の将来的な財政状況に不安を感じています。
　財政状況が厳しいという課題認識を踏まえ「第3次上越市行政改革大綱」と「行政改革推進計画」を策
定したことが、おおむね理解されるものと考えます。
　しかしながら、平成18年度からスタートした第3次行政改革の取組の成果等が不十分であることによ
り、将来の財政に対する市政モニターの不安は払拭されていないということも言えます。

　財政は厳しい状況にありますが、すぐに破綻するというほど深刻な状況ではありません。今から先手
を打って対策を講じていけば改善・健全化は可能と考えています。
　ついては、第3次上越市行政改革大綱と行政改革推進計画の最終年度である平成22年度末時点までに、
そこに掲げた財政健全化の大目標を確実に達成するため、ＰＤＣＡサイクルによる管理システムの定着
を図りつつ、定期的な進捗点検と改善をしながら取組を着実に進めて行きます。そして、財政の状況や
行政改革の取組成果等を広報紙、ホームページ等で積極的に公表し、周知します。

【問2の結果分析】

　市の財政状況について広報紙で定期的に公表していますが、借金や土地開発公社の状況は比較的多く情
報を公表している一方、単年度の収支状況はこれまであまり的確な情報を出していなかったことが、アン
ケート結果に反映したと思われます。

　今後、市の財政状況に関する各種の情報は同じ程度の量を提供し、財政の状況が正確に伝わるような
表現に努めます。

資料４



N= 322

1 知っていた 128 40%

2 知らなかった 180 56%

■ 未回答 14 4%

問４

N= 128

1 目的を知っていた 79 62%

2 目標を知っていた 58 45%

3 取組内容を知っていた 52 41%

4 どれも知らなかった 13 10%

■ 無回答 1

問５

N= 128

1 広報じょうえつ 111 87%

2 市ホームページ 11 9%

3 新聞 34 27%

4 その他 17 13%

■ 未回答 6

問３で「知っていた」に○を付けた人におうかがいします。市の行政改革の目的、目標、取組内容等をご
存知でしたか。当てはまるものすべてに○を付けてください。

問３で「知っていた」に○を付けた人におうかがいします。何でお知りになりましたか。当てはまるもの
すべてに○を付けてください。
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【問3の結果分析】

　市が財政の健全化に特化した行政改革に取り組んでいること自体をご存知ない方が50％を超えていま
す。
行政改革のねらいや具体的な取組状況については、これまでホームページで公表しているだけであり、
広報紙等で十分にお伝えしていないことが要因と考えます。

　引き続きホームページで公表していくとともに、広報紙での定期的な公表に努めていきます。
あわせて、新聞からの情報提供を進めるため、記事として取り上げてもらえるよう、例えば、行政改革
に関するシンポジウムや市民フォーラムの実施なども検討します。

【問4、5の結果分析】

　財政の健全化に特化した行政改革に取り組んでいることをご存知だった人の大半が行政改革の目的・目
標・取組のいずれかを知っているという結果になりました。また、ホームページよりも広報紙や新聞で
お知りになられた方が圧倒的に多いということが分かりました。

　市の行政改革のねらいや取組について、単に「知っている」という程度から、さらに詳細で具体的な
状況まで知っていただくようにするため、そしてより多くの方から知っていただくため、引き続きホー
ムページと広報紙での公表を強化します。また、新聞から情報を得た方が27％いることから、今後も積
極的に報道機関へ情報を提供していきます。
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問６

N=322 よい わるい わから
ない

未回答

280 4 16 22

87% 1% 5% 7%

242 9 49 22

75% 3% 15% 7%

209 11 78 24

65% 3% 24% 7%

234 6 54 28

73% 2% 17% 9%

N= 322

280 4 16 22

87% 1% 5% 7%

選択理由

行政運営の基本原則だから

内容よくわかりません

無駄を省くことは良い（余分なお金が流出しないので）

当然な目標です。経費と効果を十分検討し、無駄は思い切りなくす

目指す行政運営をしてほしいから

正に合理的な運営と評価します

どれももっともなことだと思う。行政改革のルールはそんなに変わったことはない。要は設定することでなくＰＤＣＡのＤが大切

普通の家庭を考えてみれば収入に見合った生活をします。お金がなければ洋服を買わずに食費も安い素材でおいしいものを
用意します。上越市も同じように考えたらいいと思います。５年と言わず長い期間をかけて改革することが必要かと思われま
す。

【問6回答選択理由】

①
ムダなお金をかけずに最適な事業
を実施できるような、効率的で効
果的な行政運営を確立する

よい わるい
わから
ない 未回答

③ 通常分の借金を50億円減
らす

④

土地開発公社の経営を健
全化する（公社が保有し
ている土地125億円分の削
減）

①

ムダなお金をかけずに最
適な事業を実施できるよ
うな、効率的で効果的な
行政運営を確立する

②

黒字経営の実現:その年度
の歳入でその年度の歳出
を賄えるようにする（貯
金を取り崩さず、26億円
以上で維持する）

上越市の行政改革の大目標は次の４つです。この目標の考え方について、それぞれ１つに○を付けてくだ
さい。
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【問6の結果分析】大目標１について

　87％の方々が、この目標の考え方は良いとしています。また、具体的には「基本原則である」「当然の
目標」とのご意見があり、最低限達成しなければならない目標と考えます。

　達成して当然の目標とはいえ、現状を踏まえると容易に達成できるといった楽観はできません。
「効率的で効果的な行政運営」を目指し、常に前進・改善し続けていくものと考え、市民の皆様から「市
役所がよくなった」と感じていただけるような成果を上げるよう取組を確実に進めていきます。
　特に、総合事務所のあり方や職員の意識改革に関するご意見が多かったことから、その点にも一層力を
注ぎ、目に見える成果を上げていきたいと考えます。

よい・わるい・わからない・無回答



2.わる
い

3.わか
らない

N= 322

242 9 49 22

75% 3% 15% 7%

わから
ない

未回答

選択理由

サービスの質を維持向上し、黒字を実現できればこの上なし

当然な目標です。経費と効果を十分検討し、無駄は思い切りなくす

市の体力は重要。各方面での見直しが必要だと思います。

財政健全化の第一歩でしょう

②

黒字経営の実現:その年度の歳入
でその年度の歳出を賄えるように
する（貯金を取り崩さず、26億円
以上で維持する）

よい わるい

総合事務所長を特別職とするか、部長急にしないと、昨日果たせない

こどもたちに負担がかからぬよう、つとめていただきたい

生ぬるい！事業をやらずに済むことまで考えよ

無駄なお金とはどのようなことなのか良くわからない

ムダを作らない努力

運営の健全化は何事に於いても基本である

公立的な考えでなく、中小企業の危機感を持って、仕事をしてもらいたい

借金を減らすように努力している

重点取り組みを完全に実施すること

職員議員の数を削減する。開発公社の件は計画性のなさ、ヨミの悪さ、能力の無い職員のツケだと思う。さほど必要でない、施
設の廃止。（正善寺にある建物など）

今までの行政は、どこの市町村でも補助金（交付金）等国を頼りすぎた

民間会社では経費節減が一番の改革である

合併により、行政自体が上からの押し付けに見え、その地区に合ってない部分もあり、かえって効率が悪くなっているのでは？

第2、第3の夕張にならぬ様、議員定数の見直等、積極的に推進すべきである（削減の方向）

市の財政がどうこう言われておりますが、勉強不足で何を書いてよいかよくわかりません

借金はできるだけ無くすようにしないといけないと思います

住みよい市にと努力されております。効率的かつ効果的、大いに希望いたします。

何がムダで何がムダでないかむつかしい

目標はどれも正しいと思います

大合併のため、運営の詳細がよくわからない

1.よい

　国が進める三位一体改革、高齢化や合併後のまちづくりに対応するための経費など、歳入と歳出の両
面から中期的な視点で見ると、容易に達成できるといった楽観はできません。
「ときには思い切った歳出も必要ではないか」とのご意見のように、思い切った歳出をしながら大目標
２を達成するためには、どこか他の分野の歳出を削ることが必要になります。
不可欠なサービスや本当に必要な投資的な事業には、今後も財源を充てていくため不用不急の事業の整
理、日常の節約、又は職員人件費の圧縮などを徹底していきます。

【問6の結果分析】大目標２について

　75％の方々がこの目標の考え方は良いとしています。大目標１と同じく、「当然の目標」「財政健全化
の第一歩」といったご意見をいただいていることから、財政健全化に向けて最低限達成しなければならな
い目標と考えます。



N= 322

209 11 78 24

65% 3% 24% 7%

わから
ない

未回答③ 通常分の借金を50億円減らす よい わるい

3.わか
らない

物事を動かすのには多少はお金がかかる

黒字の実現…よくわからないが無理でしょう

年度の歳入で年度の歳出に固執するのではなく、中には思い切った歳出も必要なものもあるのではないか

2.わる
い

時には必要な事業や使う場合もある

事業によっては健全的で将来性、相乗効果等を総合的に評価して進める。単年赤字でも場合によっては可。その後の運営報
告をするべし

考え方を変えて目標を見直す必要あり

頑張ってほしい。唯、災害など想定外の支出には備えてほしい

黒字経営は企業としては当たり前のこと。企業としての考え方で頑張ってください

努力している姿が見える

職員を早期に減らすしかない。質を上げて欲しい

市の財政がどうこう言われておりますが、勉強不足で何を書いてよいかよくわかりません

重点取り組みを完全に実施すること

行政改革は一夜にしてならず。市民に納得のできるよう辛抱強く取り組んでほしい

入ったものより出すほうが少ないのが一般商法の一つです

理想と現実を合わせる政治を

企業では当たり前のことであるが、行政の場合は努力すべきである

今後も大幅な歳入が増える見込みが無いように思われるため

土地開発公社の在り方考え方を原点に立ち帰り基本的に見直す必要があるだろう

1.よい

普通の家庭を考えてみれば収入に見合った生活をします。お金がなければ洋服を買わずに食費も安い素材でおいしいものを
用意します。上越市も同じように考えたらいいと思います。５年と言わず長い期間をかけて改革することが必要かと思われま
す。

申される事は大変立派です。努力と成功を望みます

　市の借金は、道路や公園といった施設等を造る場合に借りることができますが、そのような施設等の
建設にはたくさんのお金がかかります。それをその時の税収だけで賄おうとすると、他の行政サービ
スが提供できなくなるおそれがあり、その世代が著しく不利になります。また、そのような施設等は
資産として残り、将来も使い続けることから、将来の世代からも経費を負担いただくことが望ましい
ものです。
　そのような理由から、将来の世代が納める税金の一部を「借金の返済」に充てて、負担を公平にす
る「しくみ」として、市の借金が認められています。
　したがいまして、ご意見の中に「通常の借金、必要分があると思います。50億円減らしてもやって
いけるならよいです」とあったように、借金はゼロであればよいというものではなく、必要な借金は
あると考えます。
　ただし、借金が増え続けていくと、市の財源に占める返済額の割合が大きくなり、結果として他の
行政サービスを提供するための財源が少なくなります（財政の硬直化）。そのような財政状況では、
その時々で本当に必要な行政サービスがあっても十分に提供できなくなるおそれがあります。
このことから、まずは硬直した財政を改善することが重要と考えており、当面は、目標に掲げた50億
円削減の達成を目指します。
　

【問6の結果分析】大目標３について

65％の方々が大目標３の考え方は良いとしています。
いただいたご意見の中に「借金はないほうがよい」「子孫の代まで残さぬよう」といったものがある一
方、「公共事業が減ると企業の収入が減る」というご意見もあり、大目標３については、共感できない
方、わからないとした方が他の大目標と比べて若干多い結果です。



N= 322

234 6 54 28

73% 2% 17% 9%

わから
ない

未回答

選択理由

余りにも無計画、見通しが甘い、公社人事の刷新

健全化はよいが、そのために市の資金を持ち出すのは問題だ

公社自体の事業内容が一般の人はわからないので

目標はよいが土地開発公社の組織役員報酬を市民に知らせ、また、工場誘致、新産業など上越市特有の土地の利用をすす
めること

遊休土地の見直しは重要だと思います。

④
土地開発公社の経営を健全化する
（公社が保有している土地125億
円分の削減）

よい わるい

3.わか
らない

通常の借金とはどんなことなのでしょうか

目標でしょうか実現かご成功を望みます

金額はわからない　海岸侵食を念頭に

市の財政がどうこう言われておりますが、勉強不足で何を書いてよいかよくわかりません

通常の借金、必要分があると思います。50億円減らしてもやっていけるならよいです

内容がよくわからない

市民一人あたり54万とは大変。専門家がいるのでしょうか

期待している

2.わる
い

一般会計の借金残高は約13％増となっており、もっと工夫の余地がある

公共事業が減ると企業の収入が減るし、市役所の職員の方々 も退職金が減るよ

具体的に！

重点取り組みを完全に実施すること

私たちは新築住宅を建てた場合は返済に向けてあらゆる節約をする

土地保有をただ削減するのではなく、将来有効利用できる様な土地は残してほしい

借金は無いほうが良い

選択理由

1.よい

借金の負担を全国平均より下げる努力が必要だと思います。

借金減額こそ財政健全化の一歩です

普通の家庭を考えてみれば収入に見合った生活をします。お金がなければ洋服を買わずに食費も安い素材でおいしいものを
用意します。上越市も同じように考えたらいいと思います。５年と言わず長い期間をかけて改革することが必要かと思われま
す。

税負担にならないよう努力願いたい

市の職員が多い。人件費削減（給料下げ）がなぜないのか？

健全化財政は「一朝一夕」には出来ないだろうが、孫子の代迄残さぬよう、真剣に小さなことより改善を図ること

　市の買戻しを確実に実施しながら、可能な限り民間への売却を進めていきます。

【問６の結果分析】大目標４について

　73％の方々が大目標４の考え方は良いとしています。
　ご意見の中に「余りにも無計画、見通しが甘い」「本来は市がすべきことを公社に任せたツケ」「公社
を解散し市が管理すべき」「健全化など生ぬるい。保有地すべての売却を」といった厳しいご指摘が多
く、他の大目標と比べますと、過去の取組に対するご批判と今後の抜本的な改革を求める内容が多いと認
識します。



2.わる
い

問７

　　 N= 322

1 99 31%

2 94 29%

3 49 15%

4 85 26%

5 103 32%

6 104 32%

7 22 7%

8 63 20%

9 175 54%

10 156 48%

11 68 21%

12 62 19%
第三セクターと市の関係を見直して第三セクターを自立させることで、市から第三セク
ターへの補助金を減らす取組 （削減額は未定）

広報じょうえつ、市ホームページや市の封筒、市の建物などに民間企業等の有料広告を掲
載することにより、広告収入などの自主財源を得る取組  （2,240万円の歳入増加）

市の不用な土地を売ったり貸したりして歳入を増やす取組 （6億8,300万円の歳入増加）

不用不急の事業や施設等を廃止・統合する取組  （15億円分の事業を廃止統合）

不用不急の予算を使わないことを促進したり、それぞれの課が独自に作った電子システム
を統合して運用経費を減らしたりするなど、業務執行の経費を減らす取組 （7億2,200万円
の縮減）

市の財政状況を市民が見て容易に分かるようにするため、民間企業の会計制度を活用する
取組

本庁と総合事務所の機能の見直し、課や係の統合（グループ化）などにより組織を簡素化
する取組

滞納を未然に防ぐためのきめ細かな納入相談、滞納が発生した場合の差押えや公売など、
税と使用料の滞納分の徴収を強化する取組 （4億1,100万円の歳入増加）

施設の使用料見直しなど、市のサービスの受益者から応分の負担をいただく取組 （9,300
万円の歳入増加）

市では、次の１～16の取組について重点的に取り組んでいます。特に重要だと思う取組を5つ選び、番号に
○を付けてください。

各職場での業務改善活動、仕事の成果や取組み状況を評価して職員の昇格や昇給に反映す
る制度、研修の充実などにより、職員の仕事に対する前向きな意欲、能力、資質を高める
取組

仕事のやり方や事業の内容を常に改善し、サービスのレベルを高めていくため、「計画→
実行→評価→改善」を繰り返す管理方法を定着させる取組

よりよいサービスを提供するため、重点的に取り組むべき政策を市全体の視点から議論し
た上で、実際にサービスを提供する各部署に予算上限額を設定し、その範囲内で各部署が
事業を企画立案する取組

健全化など生ぬるい！保有地全てを売却を考えよ。

3.わか
らない

理想どおりに運ばないことがあるので解りません

土地開発公社は市の何のためにあるのかわかりません

バブル経済がはじけ何処も土地価格の下落による不幸がおきている

公社を健全化することで、市の行政もよくなる

売却に努力している姿がうかがえる

どうしてこうなったのか知りたい。

市の財政がどうこう言われておりますが、勉強不足で何を書いてよいかよくわかりません

健全化した方がよい

重点取り組みを完全に実施すること

市が積極的に企業誘致し、土地売却をしたほうが良い

どのくらい目減りしているか気になる

企業の中国進出が国内設備投資に影響した。しかし今、その方法が将来安定して日本のためになるか疑問視され始めてい
る。
中国の急速な経済成長のツケが来ると予測しておりました。地産・地消が究極の目標だと思います

広報じょうえつのみでなく、財政悪化の具体的情報開示を市政モニターに周知願いたい

20.3億円損失のカラクリ、問題点を解明して改善するべし（運営が悪い）

普通の家庭を考えてみれば収入に見合った生活をします。お金がなければ洋服を買わずに食費も安い素材でおいしいものを
用意します。上越市も同じように考えたらいいと思います。５年と言わず長い期間をかけて改革することが必要かと思われま
す。

公社の保有土地はどこにどのようにあるのかわかりませんが削減できればよいのではないでしょうか

私欲を捨て理想に向かって進むことを願う

本来は市がすべきことを公社に任せたツケであると思う。
公社を解散して行政で管理すべきである

1.よい

土地開発公社の経営に行政指導の強化を
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問８

土地開発公社が保有する土地を市が買い戻したり、民間に売却したりする取組
（125億円分の土地の処分）

未回答

問７で示した取組のほかに、市が取り組むべきと考える行政改革の取組があれば、お書きください。

職員数を5年間で282人削減して人件費を減らす取組　（平成1７年度当初2,361人→平成22
年度当初2,079人として、人件費を16億3,400万円減らす） 　　＊平成24年度までに1,950
人を目指すもの

職員の給与について、地域の経済情勢を反映して地域の実態に即した給与にしたり、社会
情勢などの現状を踏まえて各種手当を見直したりする取組    （2億2,100万円減らす）

これまで職員が携わってきた仕事の担い手を、市と民間企業等が競争して決める仕組みを
つくる取組（市場化テスト）    （削減額は未定）

　すべての取組を確実に進め、まずは目標達成を目指します。そして、職員数の削減など現行計画を上回
るペースで進んでいる取組もありますので、計画の前倒しを視野に入れて取り組んでいきます。
　なお、受益者負担の適正化に関する取組については、「特に重要」とするご意見は少なかったですが、
単に歳入増加を目指すだけでなく、公平性を高めるというねらいがありますので、歳出の見直しと並行し
て実施していきます。
　

【問７の結果分析】

　約半数の方が「特に重要」とした取組は、次の5つでした。
・市の不用な土地を売ったり貸したりして歳入を増やす取組
・不用不急の事業や施設等を廃止・統合する取組
・職員を5年間で282人削減して人件費を減らす取組
・職員の給与について、地域情勢を反映して地域の実態に即した給与にしたり、社会情勢の現状を踏まえ
て各種手当を見直したりする取組
・土地開発公社が保有する土地を市が買い戻したり、民間に売却したりする取組
　上記以外の取組も概ね20％から30％の範囲で「特に重要」としており、全体的に見ると、突出して「特
に重要」とした取組はありませんでした。
　ただし、「施設使用料の見直しなど、市のサービスの受益者から応分の負担をいただく取組」について
は、7％と低くなりました。これは、市民に負担増加を求める前に市が自らコスト削減をするべき、とい
う思いが反映された結果ではないかと考えます。すなわち、市民から見て、現在の市には削減できるコス
トがたくさんある、という認識なのだと考えます。
　具体的にいただいたご意見でも、職員人件費の削減（人数、給与）を進めるべきというものが多かった
です。

【問８の結果分析】大目標４について

　行政改革に資する新たな取組のアイディアをいただく設問でした。91人の方から107件のご意見をいただ
きました。
現行の推進計画に掲げていない新たな取組としていただいたご意見は次のとおりです。
①議会に関すること（6件）　②入札制度に関すること（2件）　③事業見直しの方法に関すること（1件）
④減税に関すること（1件）　⑤増税に関すること（1件）
①と②については、現行の推進計画に掲げていないものの、市が設置しております「行革市民会議」にお
いて特に集中的に審議すべき事項として審議されています。
③は、事業の新設、廃止、縮小、実施方法見直し等の際に市民の意見を聴くというご提案ですが、これに
ついては、現在、自治基本条例の制定に向けた議論の中で取り上げられています。
④と⑤はまったく相反するご意見ですが、歳入の根幹に関わる税についてのご提案です。
　上記以外のご意見は、すでに推進計画に掲げている取組に関すること、市政全般に関すること、個別具
体的な行政サービスに関することなどでした。



問９ 現在の市の行政改革の取組に対する、提案・要望・意見などを自由にお書きください。

　①については、行革市民会議から市長に対し、「議員定数を削減すべき」との建議があり、議長に
お伝えをしたところです。
　②については、行革市民会議においても市政モニターのご意見と同様に課題としてとらえ、審議し
ているところです。現時点では結論に至っておりませんが、今後審議を重ね、何らかの方向性を見出
す予定としております。
　③については、自治基本条例の制定に向けた議論の経過を踏まえ、適切な時期に検討したいと考え
ます。
　④と⑤についてですが、減税は、当市の財政状況を踏まえますと現実的には困難ですし、全国自治
体と比較しても突出して高いわけではないことから、当面は困難と考えます。
　増税は、市民の総意として納得された上で行われるべきものと考えますが、何よりも、まずは歳出
の見直しや税収以外の歳入増加策に取り組み、可能な限り財源を生み出すことを最優先すべきと考え
ます。
　なお、産業振興などによる税収増加を、とのご意見が複数ありましたが、これにつきましては、市
政運営に当たり事務事業の進捗管理システムを全庁で運用していく中で産業振興施策の成果を上げる
よう取り組んでいきます。

【問９の結果分析】大目標４について

　市の行政改革の取組に関するご意見を自由にいただく設問でした。127人の方から多くのご意見をいただ
きました。
　このうち、行政改革に関するご意見として多かったのは、「職員の意識改革に関すること」「職員数に
関すること」「職員の給与や手当に関すること」「財政状況や行政改革の取組に関する情報提供に関する
こと」というものでした。
特に職員の意識改革が重要とのご意見がもっとも多く、現行の行政改革の取組を進める際の心構えはもち
ろんのこと、日々の業務執行時や接客時などサービス提供時における職員の対応に関するご指摘でした。
　職員数に関するご意見の多くは「削減すべき」というものでしたが、逆に「サービスの低下」や「大切
な人材がいなくなること」への危惧から「削減は望ましくない」とのご意見も複数ありました。
　職員の給与や手当に関するご意見はすべて「高すぎる」というものでした。
　財政状況や行政改革の情報提供に関するご意見では、もっと市民に伝えるべき、というものでした。
　上記以外にも、受益者負担の適正化、民間委託の推進、土地開発公社の健全化など、行政改革の取組に
関するご意見をいただきました。
　なお、この度のアンケートにおいて、個別の行政サービスに対するご要望も数多くいただきました。個
別の行政サービスに対して「○○をしてほしい」「○○施設を造ってほしい」など、サービス向上に関す
る要望が多かったことは、市政モニターの皆様が納税者の視点で現在の行政サービスを見たときに、その
量や質に不足を感じたり、逆に無駄と感じたりしていることの現れではないかと推測します。

　問９  ⇒ いただいたご意見の大半は市としても同じ考えであり、行政改革の取組として掲げている
ことから、今後も計画的に進めてまいります。
　なお、職員の削減については、「サービスの低下」や「大切な人材がいなくなること」への危惧から
削減すべきではない、とのご意見がありましたが、削減に当たっては、不用不急の事業を廃止したり、
同じような成果が期待できる事業をより効率的に実施したり、誰が従事してもサービスの質が変わらな
いようノウハウを蓄積したりすることで、可能な限りサービスの低下を来たさないよう留意します。
　市では、厳しい財政状況の中、限られた歳入を最大限有効に活用するため、市民の皆様のニーズやご
意見を把握しながら市全体の状況を総合的に勘案し、「あれもこれも」から「あれかこれか」という視
点で事業を取捨選択していくこととし、目的を達成した事業や成果の上がらない事業を廃止し、成果が
期待でき真に必要と考える新規事業を実施するという「スクラップ・アンド・ビルド」を進めてまいり
ます。そのような取組を進めることで、税金で提供する行政サービスの費用対効果が高まり、結果とし
て、市民の皆様の満足度が高まるものと考えております。


