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第 3回上越市行政改革推進本部会議議事録 

 

○開催日 

平成 19 年 10 月 17 日（水） 15 時 00 分～16 時 15 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 19 年度第 2四半期の達成状況について 

（２）平成 19 年度組織目標の進捗状況の評価及び指導について 

（３）平成 20 年度予算の編成について 

（４）市の行政運営等に関する職員の現状認識について 

（５）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、

都市整備部長、直江津港振興課長（産業観光部長の代理）、林業水産課長（農林水産部

長の代理）、健康福祉部長、教育部長、ガス水道局次長（ガス水道局長の代理）、国体

局長、主税監、防災局長、観光局長、会計管理者、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 

 

○議事録 

1 本部長(市長)あいさつ 

【市長】 

依然として厳しい財政状況の中での予算編成となる。各部局長においては行政改革推

進計画の目標を達成できるよう、課長等への指導を改めてお願いしたい。 

議会の他、あらゆる場面において、行政改革に当たっては不退転の決意で臨むと約束

している。その約束が基本にあることを承知してもらいたい。 

仕事を進めるに当たり、ＰＤＣＡサイクルを運用しているが、特にチェックである事

業評価を徹底して行うことが必要である。事業の必要性・効率性のほか、発生している

課題の有無の把握を適切に行っていれば、次に考えるべきことは自ら分かるはずである。 

評価に当たっては、各部の中で事業の状況や結果を報告する職員とその報告を聞きな

がら評価する職員というように役割を分け、部内で活発な議論が行われるようにしても

らいたい。 

最初から「成果はない」「役に立たない」と思って始める事業はありえないが、「どの

程度役に立ったか」という物差しを共通して持つことが必要である。そのためには事業

評価を部内での議論を通じてしっかりと行い、評価する側の職員が「なるほど」と思え

るような物差しを各事業に設定することが求められている。そのことにより予算編成の

効果がさらに高まる。事業評価は、どうすれば現状を改善できるかのチェックであり、
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それが見直しを通じて次のプランにつながることを認識してもらいたい。 

事業の見直しに向けては、まず「既に目的を達成した事業はないか」という視点があ

る。各事業の担当者が事業を見直そうとしても、どの事業も大切であると思ってしまう。

客観的に判断できる職員によるチェックが必要。 

次に、「成果の上がっていない事業はないか」という視点である。成果が上がっていな

いとしても、担当者は気付かないこともあるが、周囲の目で見れば分かる。そのような

事業について、廃止や実施方法の見直し、目標の再設定などを検討してもらいたい。 

次に、「緊急性や有効性が低く、休止や縮小できる事業はないか」という視点がある。

それらの視点でもって、いかにして担当者が事業の今後の方向性を考えていく力を伸ば

していくかを考えることが大切である。そのためには部局内での議論を徹底して行って

もらいたい。 

行革大綱の大目標において、財政の健全化と共に掲げている「効率的で効果的な行政

運営の確立」の視点から、組織目標の設定をお願いしている。今まで以上に水準を高め

ていくことが必要である。また、組織目標が事務事業や個々の職員の役割へと確実に展

開されていくことが組織において極めて重要である。全庁的に同じレベルで定着するよ

うにしていかなければならない。 

目標の設定のノウハウをさらに充実させながら、設定した組織目標の確実な進捗管理

をお願いしたい。組織目標の適切な進捗管理のためには、大所高所に立つ部局長の指導

が必要となる。行政改革の目標や組織目標の達成に向けて強い意思で臨んでもらい、課

長や担当者等と綿密な協議等を行って、課等を適切にマネジメントしていただきたい。 

行革大綱の目標を達成するための体制が整いつつあるかを試される時期が近づいてい

る。目標達成のためにはＰＤＣＡサイクルをきちんと回すことが必要である。前年踏襲

型では課題が見えてこないので、徹底した事業評価が極めて重要となる。庁内での事業

評価に向けた体制がしっかりとしたものにならないようであれば、最終的には市民から

事業評価をしていただかざるを得ない。まずは、自分達でしっかりとした評価ができる

ような体制を目指してもらいたい。お互いに指摘し合いながら、苦しくともそれを乗り

越えることで一人ひとりの能力が高まっていくものと考えている。 

 

2 審議 

(1)行政改革推進計画の平成 19 年度第 2四半期の進捗状況について 

【事務局】 

今回の第 2 四半期の評価に当たっては、行革推進専門員から「甘すぎる」という指摘

を頂いている。 

指摘のポイントとしては、進捗状況が「○」であっても、正しい検証による結果なの

かどうかということ、成果の程度が明確になっているかどうかということ、目標達成に

向けて実施した取組の結果得られた成果であり、他の要因で得られたものではないかど

うかということ、もっと良い方法は無かったかなどを反省した上での評価なのかどうか

ということである。 

ご指摘の視点については当課の取組の評価においても不足していると認識している。
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各部局長からも、今一度そのような視点からの検証をお願いしたい。 

 

（以下、資料 1 に基づき、計画どおり進まなかった取組及び年度目標が未達成の見込みと

なった取組について報告） 

 

【行革推進専門員】 

目標達成状況の評価において、取り組んだ内容と成果は別に考えるべきことである。

例えば職員提案制度の取組に関しては、見直しが進んでいることをもって年度目標の達

成見込みを「○」としているが、本質的には職員の資質や意欲の向上につながったかど

うかが評価の対象である。そのことに対するコメントがない。 

評価の方法が甘いというよりは、目標の構築の仕方に問題があるといえる。現状の意

欲や意識のレベルがどの程度で、それをどこまで高めるかという設定になっていなけれ

ば評価できない。 

職員の多くは、組織目標の設定や進捗管理によって事務量が増えたと感じているよう

であるが、逆に今まで組織目標もなく、進捗管理もせずに、仕事を選び、実施してきた

のかと問いたくなる。職員がこれらのことに対し、「仕事が増えた」という認識でいる間

は意識の高揚があったとは言えないのではないかと感じている。 

 

(2)平成 19 年度組織目標の進捗状況の評価及び指導について 

【事務局】（資料 2に基づき説明） 

10 月 10 日付けの通知に基づき、各部局長から課長及び総合事務所長等の自己評価内容

について評価・指導いただき、その指導により必要に応じて後期の目標を修正いただく

とともに、20 年度予算編成に先立ち設定いただく組織目標に反映させるという流れにな

っている。チェックからアクションを経て次のプランへと流れていく上でのポイントと

なることであり、確実な実施をお願いしたい。 

なお、評価及び指導のポイントとして、進捗点検において計画どおり進んでいると評

価されたものであっても、目標への到達度はどうかという視点でもチェックしていただ

きたい。予定どおりの進捗をしたかどうかにかかわらず、目標を上回ったのか、同程度

なのか、下回ったのかという視点は必要である。 

特に、予定どおり進捗し、予定どおり成果を上げた事業であっても評価自体の根拠が

弱くないか、適正な作業の結果によるものか、もっと高い効果が得られる可能性のある

方法はなかったかなどチェックしていただきたい。 

指導の考え方としては、目標の上方修正、目標に見合った実施方法の修正、現状の目

標のまま実施内容を縮小・休止、現行どおり継続、目標の下降修正などが考えられる。 

目標の明確性について、6月に目標の設定について研修を受けていただき、その結果を

踏まえた組織目標の見直しをしていただいたが、改めて目標が明確かどうかを課長等と

議論していただき、20 年度の目標設定に臨んでいただきたいことから、今一度確認をお

願いしたい。 

この場においては、この資料の内容について妥当かどうか、足りない視点がないかな
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どの意見をいただきたい。 

【総務部長】 

組織目標の設定に当たっては、課等の目標の設定水準の統一が困難であることや、業

務内容によっては複数の組織目標を設定できない課等があるなどの課題がある。各部に

おいて感じている問題や意見等はないか。 

【行革推進専門員】 

目標は現状における課題を認識し、それを改善した先の姿である。その姿をいかに客

観的な数値や言葉として表現して、イメージでき、共有できるものにするかということ

である。 

この目標と現状との差を埋めるために取り組むことが事務事業であり具体的な作業と

なるが、今のままではその作業を予定どおり実施したかどうかという評価にとどまって

いる。期待した成果が得られたのかという評価が必要である。 

予定どおり取り組んだが期待した成果が得られなかった場合、目標の設定が間違って

いるか、目標を達成するための作業内容になっていないか、やり方に工夫が足りないと

いったようなことが考えられる。進捗管理は、それらを把握し、反省して、年度末まで

に目標を達成できるような道筋をつけるための材料であったもらいたいことから、今回

指導のポイントとして資料にまとめた。個人的には、そのことを的確に伝えるためには、

資料の内容をさらに詳細にする必要があると考えている。 

よく「管理を強化すれば目標を達成できる」と言われるが、「管理を強化する」という

意味は、作業工程をより詳細に示すことで、そのとおり取り組めば目標を達成できるよ

うにするという意味と、見直しのサイクルを速く回すという二つの意味があると考えて

いる。そのような考え方で指導に当たっていただきたい。 

【市長】 

資料で示された指導のポイントは抽象的であるが、これを基に部局長と所属課長等が

共に議論をしながら指導を進めてもらいたい。 

【企画・地域振興部長】 

総合事務所の組織管理上のあり方や業務におけるラインのあり方の関係から、総合事

務所長の人事考課における評価がしにくいと感じている。 

それぞれの業務においては区で完結するものがある一方、多くはラインとして各部局

につながっており、実際は各部局長の指示の中で動いている。所長が設定した組織目標

に対し、外の目から見てどうであったかは評価できるが、私と所長、所長とそれぞれの

業務においてつながっている各部局長との関係がある中で、総合事務所の組織目標の評

価をするということが厳しいと感じている。人事考課の考え方を含め、所長や部局長の

位置付けをもう一度見直す必要があるのではないかと感じている。 

【事務局】 

ご意見については行政改革推進計画においても本庁と総合事務所の関係の整理に向け

た取組があることから、関係部署で協議を進めさせていただく。 

課長等への指導については、この資料を基に、個別の事情を斟酌しながら進めていた

だきたい。 
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(3)平成 20 年度予算の編成について 

【事務局】 

行革大綱の大目標が確実に達成できる予算編成となるよう、再確認の意味で本議題を

設けた。 

具体的には、予算編成に当たっての留意点を財務部長、企画・地域振興部長、総務部

長からそれぞれお願いしたい。 

【財務部長】 

20 年度予算編成においては、総合計画の計画事業を確実に実行できるようにするため、

過去の枠配分の反省点を踏まえながら、これまでの部局枠配分方法を見直した。 

見直しの結果、経常的経費については部局ごとに要求上限額を設け、政策的経費につ

いては経常的経費の整理後に財務部の査定を経て最終的には部局長会議において検討を

重ねていくという整理をした。 

予算規模は総合計画の財政フレームをベースに 994 億円としている。行革大綱の大目

標との関連については、当初予算においては財政調整基金の取崩しは想定していないこ

とから、予算どおりの執行ができれば実質単年度収支の黒字化については達成できるも

のと考えている。 

財政調整基金残高 26億円の維持については、現時点では具体的な額は明らかでないが、

19 年度予算を執行する中で、入札差金の確保などを含めた可能な限りの歳出抑制を行い、

決算剰余金の 2分の 1の額を基金に積み立てるというルールに従い、達成したい。 

市債の 50 億円以上の削減については、予定している 994 億円の予算規模において市債

の発行額が償還額よりも 11 億 3千万円少なくなるので、方針どおりの執行ができれば達

成できる。 

土地開発公社からの土地の買戻しについては 10 億 8千万円を義務的経費として含めて

いるため、達成できる見込み。 

平成 20 年度決算から地方財政健全化法で規定される 4つの再生基準を財政の土俵際と

すれば、当市の行革の目標はかなり手前で押し止めようとするものである。これを達成

することは相当早い段階から健全化に向けて舵を切り始めているといえる。 

土地開発公社の問題については行革大綱の大目標にも掲げられているが、公社は非常

に大きな不安要素であり、万一破綻した場合、負担が一気に市にのしかかり、共倒れと

なる危険性がある。行革大綱における保有額 125 億円削減の目標だけでなく、経営改善

計画の策定とそれに基づく市の財政支援についても検討中である。公社の健全化には長

い時間を要するが、その間は慎重かつ堅実な財政運営が必要である。 

18 年度決算においては経常収支比率・実質公債費比率が高止まりしている状態である。

国も財政健全化を進めていることから今後も交付税の削減等が予想される。 

そのような状況の中で行政サービスを維持しながら充実させていくためには、今後も

財政健全化に向けた継続的な取組が必要である。行革大綱の目標は数字で示され、分か

りやすくなっているが、財政健全化に向けた取組は数字を達成すればよいというだけの

ものではない。20 年度予算編成においては、政策的経費については部局長の責任におい

て検討することになっているが、政策的経費か経常的経費かにとらわれず、一つ一つの
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事業を徹底的に見直し、必要性や適正規模について抜本的な見直しをしながら、要求段

階においてもしっかりとした精査をお願いしたい。 

【企画・地域振興部長】 

本来であれば第 5 次総合計画の改定が終わり、来年度予算の編成に向けた政策の優先

順位等が明らかとなっているべきであるが、作業が遅れていることについて改めてお詫

びしたい。 

これまでの予算と同様、重要な政策の選定の中で予算が編成されていくものと考えて

いるが、今回の総合計画の中で示した重要な点は、今般の財政状況において、当面の方

策として、普通建設事業費を 2 割削減することで対応するが、普通建設事業費の重要性

に鑑み、他の経費の見直しを行って、普通建設事業費に充当していくということを明ら

かにしていることである。その見直しの方針についても総務・財務部長等との協議が十

分でなく、未だ示せていないこともあわせてお詫びするが、基本的な考え方として、例

えば扶助費についても法定の制度以外は政策的経費とするという新しい予算編成方針に

も見られるように、全面的に各分野において見直しをするという方針は明らかになって

いるところである。いずれにしても早急に協議を進め、早めに情報を伝えることができ

るよう努力していく。 

【総務部長】 

政策目標の再確認をしていただきたい。総合計画の改定作業が並行して進められてい

るが、その中で位置付けられている政策に照らして、現在予算化されている事業が今の

時代に合っているかどうかや、本当に市民のニーズに応えているものであるかどうかと

いう観点で見直していただきたい。 

予算編成だけでなく、新たな政策、施策又は事業を立案する際、予算を伴う場合は事

前に財務部との協議をするということで、財務部から通知されているが、各種政策の総

合的な取りまとめを行う企画・地域振興部、行革や人事管理に関連する総務部において

も情報の共有がなされていないと政策の実現に支障を来したり、問題が発生したりする

おそれがある。情報共有について配慮願いたい。 

【行革推進専門員】 

予算規模 994 億円という枠が示されている。この方針どおり進むことで、4つの大目標

を掲げる行革大綱の目標達成に向けて動き出すということであるので、ご協力をお願い

したい。 

【村山副市長】 

事務事業の量が非常に多くなり、トップの決断を受ける時間的余裕がない中で、今回

の 9 月議会においても議会答弁で政策決定をせざるを得ない場面があった。正規の予算

編成や庁内での議論を経た決定ではなく、議会での質問に答えていく中で政策決定がさ

れやすい状況にある。公に約束することについては、きちんと足元を見ながらしていく

ことが、次の予算編成や新しい財政運営や行革の目標達成につながる。時間をかけ、き

ちんとした議論と資料に基づきながら、市長から判断していただけるようにすることが

実態に合った予算編成や市の運営につながると考えるので、互いにその癖をつけながら

進めることが大切である。時間をかけてもきちんと議論したものであれば、公になった
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ときに理解を得られるものであろうし、そのようにしていかなければならない。 

【行革推進専門員】 

次年度の予算規模から見れば、予算編成に当たり事業の取捨選択は今まで以上に鋭角

的に行わなければならず、今までのサービスは今までのとおり実施することができなく

なるはずである。財政フレームにあわせ、残す事業、やめる事業のメニューをつくって

いただき、市長にその中から選択していだだくというようなプランのあり方が必要であ

る。それが、市長が度々言われている「ボトムアップ」となるのではないか。「上が何も

言ってこないから決められない」と言っているのをよく耳にするが、そのような体質か

ら変わって、自分の良心と正義感と少しの勇気をもってプランをしていただきたい。 

 

(4)市の行政運営等に関する職員の現状認識について 

【事務局】（資料 3に基づき説明） 

 部長級以下すべての職員を対象に 10 月 5 日から 12 日までの間、アンケートを実施し

た。内容は資料のとおり。 

現在、集約中であり、分析等も行われていないが、速報ということで、一部の集約で

きた部分についてお示するものである。後日、全体の集約と分析結果を報告する。 

 業務執行の効率性の質問では、現在・昨年度・合併前のそれぞれの時点でどう感じて

いたかを振り返って回答してもらった。例えば現状と昨年度を比較すると、「どちらかと

言えば低い」と感じている職員が増えている状況にある。 

 進捗管理システムの導入の効果に関する質問では、目標設定の重要性についてはある

程度理解は深まったが、目標を達成しようとする意欲は高まっておらず、また、システ

ムの効率性や定着度もまだまだ低いという認識が強い傾向にあると言える。いずれにし

ても詳細な分析を行い、今後の取組に反映していく。 

【市長】 

調査結果は年齢構成等で分けて分析できるようになっているか。 

【事務局】 

5 歳刻みで年齢分布を分析可能である。その他の分析要素としては、本庁と総合事務所

なども想定している。 

 

(5)市の行政改革の取組に関する市政モニターのアンケートの結果について 

【事務局】（資料 4に基づき説明） 

市政モニターの 93％が市の財政状況について「厳しい」又は「不安である」と感じて

いる。行革大綱や推進計画の周知により、ある程度の財政健全化の必要性を認識いただ

いたものと思うが、単年度収支が赤字であることや、市が財政健全化に向けた取組をし

ていることを知らなかったという回答も多く、周知が十分でない面もある。今後、財政

状況のお知らせとあわせて行革の取組についても機会をとらえて周知していく必要があ

る。 

具体的な取組項目のうち重要なものとして回答が多かったものは、土地等の売却又は

貸付けによる収入の増加、不用不急の事務事業や施設の統廃合、職員数の削減等による
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人件費の削減、地域の実態に即した給与の見直し、土地開発公社の土地の買戻しと売却

である。 

どちらかと言うと住民に負担を求めるより、まずは職員自ら給与を下げるなどの取組

を進めるべきであるとのご意見が多いと感じている。 

 

（質問・意見なし） 

 

― 閉 会 ― 

 

 


