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第 4回上越市行政改革推進本部会議議事録 

 

○開催日 

平成 20 年 1月 28 日（月） 9 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 19 年度第 3四半期の達成状況等について 

（２）平成 20 年度予算の編成状況について 

（３）公の施設の統廃合について 

（４）第三セクターに対する市の考え方について 

（５）指定管理者制度の運用について 

○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、産業観光部長、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、 

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】 

行政改革の推進について、19 年度のラストスパートの時期にある。 

第 3四半期までの進捗状況では、数値目標の達成という点では計画どおりに進んでいる。 

一方、行政運営の改善に向けた体制整備、即ち PDCA サイクルによる行政運営の確立につ

いては、職員の意識改革や組織機構の見直し等について、改革の推進力が欠けているよう

に感じられる。本当に市民から喜んでいただける行政運営は、前例踏襲の考え方では実現

しない。常に真に必要な事業を追求することが必要であり、事業の実施に当たっても、よ

り効率的な方法を探るという「改善の視点」を持って見直しをしてもらいたい。 

PDCA サイクルによる行政運営を確立することこそが市の行政改革の真髄であり、そのこ

とが結果として財政健全化をさらに推進すると考えている。 

この体制構築に向けたスピードを今まで以上に上げ、年度末までの取組はもとより、来

年度を視野に入れ、さらに強力に取り組んでいく必要がある。 

本日は、第 4 四半期の取組を確実に推進するため、第 3 四半期までの状況を的確に評価

し、粛々と取り組むべきこと、スピードを上げて取り組むべきこと、成果を高めるために

改善すべきことなどを把握し、体制の強化につなげてほしい。 
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2 審議 

(1)行政改革推進計画の平成 19 年度第 3四半期の進捗状況等について 

【事務局説明】 

（総括） 

今回は中目標以下の進捗状況についてまとめたものである。中目標 2・3・4 については

年度の数値目標を達成済み又は達成できる見込みとなっている。中目標 1 については定性

的な目標に対する評価となるが、事務局としては「前進するも達成できていない」と判断

している。 

 

（中目標 1について） 

昨年 10 月に実施した職員アンケートの 1次集計結果では、目標を設定すること自体の重

要性については大半の職員が理解しているが、実際に執行するに当たり、進捗管理システ

ムが定着しているとは言えないという結果となった。このことから、全職員が目標の達成

に充実感を覚えるような状態に至っていないと判断した。今後は、その原因をアンケート

集計結果の分析を基に検討していかなければならない。よって、中目標 1 については、前

進はしているものの、その歩みはまだまだ遅いと考えている。 

 

（年度目標が達成できない見込みとなった具体的な取組項目に関する説明） 

職員提案制度について、これまで庁内検討委員会を立ち上げ検討を進め、政策調整官会

議で意見をいただき、副市長・市長との協議を行ってきたが、最終的な制度案の見直しに

は至っていない。 

目標達成見込みを「×」とした理由は、新制度の運用により職員の約 10％の提案を目標

としていたが、運用開始の遅れからこれが見込めないことによる。一方で、単純に件数を

増やすだけの制度でよいのかという議論もあった。職員の意欲向上という視点から言えば、

単純に職員提案制度だけで担保できるかといえばそうではない。制度は業務改善が日常的

に行われるようなものであってしかるべきであるし、制度がなくても改善は行われるべき

ではないかという意見もある中で、制度の見直しを進めている状況にある。 

ＰＤＣＡサイクルの定着について、20 年度予算編成の前段として部局・課の組織目標の

設定をしていただいた。それに基づき予算編成を進めたが、その設定した組織目標を当課

で確認している。その中で未だに禁句が使われているものが若干見受けられるということ

もあり、行革推進専門員からも目標設定の精度としてはまだまだとの指摘を受けている。

今後、目標の設定内容について修正の余地があると思われる部署には、話し合いなどをし

ながら、一番肝心な目標設定を充実させていきたい。 

ＰＤＣＡサイクルに関する研修の際、研修後に簡易テストを実施した。採点は研修の受

託者であるコンサルタントに採点を依頼したが、甘い評価であったこともあるので、目標

設定の精度を上げていく必要がある。 

本庁と総合事務所の機能のあり方について、方針を決定するという年度目標である。組

織のあり方については、本庁と総合事務所の関係はもちろんだが、職員数 1,950 人を目指

して、その体制でどのような組織となるかという検討をしなければならないが、それにつ
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いては本庁と総合事務所のあり方を含めて遅れている状況にある。 

受益者負担の設定については、受益者負担を設定すべき事務事業の基準が不明確であり、

必ずしも 1 件の漏れもなく該当する事務事業すべてに受益者負担が設定されている状況に

あるとは言えないことによる。 

第三セクターへの支出の削減について、これまで考え方の整理を進めてきたところだが、

結論に至っていない。本日の審議事項としているので後ほど議論いただきたい。 

市場化テストについて、今年度中の条例制定を目標に掲げていたが、国の動き、他市町

村の制度導入状況等を踏まえ、今年度は見送ることとした。現在、市場化テストそのもの

にどう対応していくかという方針案を作成している。 

 

【行革推進専門員】 

行政改革の大きなテーマはマネジメントシステムの定着。昨年のこの時期も、翌年度に

実施しようとする事務事業の目標設定については適切に行うということをこの場でも確認

し、スタートしたが、現実には 19 年度目標はそれほど明確になったとは言えない状態であ

る。第 1 四半期で目標の見直しを行っていただき、第 2 四半期でも少し直した。第 3 四半

期では相当適切に設定されるようになったということで、20 年度はきちんとした目標が設

定できる状態にしようという狙いがあったが、現在のところはそこまでいっておらず、半

分程度となっている。今回、総合計画と整合させるということで、20 年度予算編成に向け

た。目標を掲げて進む、という意識は持っていただいたものと感じている。それが実現し

たかどうかというところに今は問題があると考える。 

 

（２）平成 20 年度予算の編成状況について 

【財務部長】 

新年度予算の編成は、市長査定まで進んでいる段階である。20 年度予算の状況が行政改

革推進計画の目標に対しどのような状況であるか現時点ではお示しできないが、行政改革

を意識することはもちろんのこと、改定された第 5 次総合計画の実現に向けて、財政の健

全化を強く意識しながらの予算編成となっている。 

新年度予算は厳しい状況にある。将来を見据え、財政の健全化を進めているという現状

からすれば、短期的に財政状況が厳しくなることは当然の結果とも言える。また、総合計

画を実現していくということを踏まえていけば、将来に向け、この時期にできるだけの経

費削減を行っていかなければならない。このことが 20 年度予算編成を厳しくしている。 

歳入については見込めるものは可能な限り計上している。ただ、税源の涵養策が実を結

ぶにはまだまだ時間がかかる。広告事業で確保できる財源等も限界があるが、引き続きこ

のような努力を通じ、可能な限りの歳入確保を図っていく必要がある。 

歳出については、減額要素としては職員数の削減による人件費の削減、公債費発行の抑

制、物件費、特に維持補修費の削減がなされ、現状で考える中では大幅な削減ができた。

増加要素としては扶助費や特別会計への繰出金があり、また補助費についても相当の見直

しを行っているが、短期間で削減していくことは、補助を受けている市民などの関係者と

の調整に時間を要することもあり、20 年度から直ちに削減することは難しい。 
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これらの増加要素を受けて、普通建設事業費を抑制せざるを得ない状況にある。 

予算編成は来年度以降も短期的に見て一層厳しく、経費削減を行っていく必要がある。

長期的には、合併特例期間の終了に伴う地方交付税の減少に合わせた市の姿を意識しなけ

ればならない。まだ先のことであるように思えるが、今から事務事業の効率化・合理化を

図っていかなければならない。そのための義務的・経常的経費の削減を検討していく必要

がある。 

【行革推進専門員】 

「財政が厳しい」とはどのような概念だろうか。今の財政状態を健全化していく作業が

厳しいのか、それとも、今の財政状況そのものが厳しいのか。今よりも良い状態にしてい

こうとする作業が厳しいのは当然。今も厳しい状況にある。 

それは何と関係があるかというと、市民の皆さんのニーズがあって、それにすべて予算

を付けることができない。そこに厳しさがあるものと思う。市長と市民との約束ごとのレ

ベルにどう応えていくか。議員からもこうやったらどうかと議会でお話をいただく。それ

らをニーズという形でとらえればそのレベルであるし、日常業務において職員が窓口で市

民の皆さんからの声を聞いてそれに対応しようというレベルもある。 

そのようなことに対する上越市のスタンダードはどこにあるのだろうか。少なくとも類

似団体の自治体におけるインフラ整備や公共サービス、福祉の状況と比較し、上越市がど

ういう状態にいるのかという実態を把握した上で、遅れていることに応える、という方式

などがあるのではないか。 

いずれにしても、当市の現状がどの程度のレベルにあるのかさえ分からないで、ただ厳

しい厳しいといっているだけではないのか。そしてそれに対して市民の皆さんから納得し

ていただけるだけの客観的な説明ができないということに厳しさを感じているのではない

かと思う。 

総合計画も、そのような考え方で策定されるべきである。ただし、そのための基礎デー

タは、揃えようとしてもすぐには揃わない。そういった事情の中で今回の改定作業は終わ

った。今後は、上越市の様々なデータを把握し、市政要覧のような冊子にまとめることは

是非進めていただき、市長の予算査定等もそういった情報をベースにしていくことが望ま

しいと思う。 

20 年度の事務事業は 2,000 件程度ある。個々の事務事業が重なり合って一つの政策目標

が達成される。政策目標とは、現状と目指す姿とのギャップをどの程度解消するのかを明

確化するものであり、そのギャップを埋める手段が事務事業となる。その事務事業の費用

が見合っているかどうかということが「効果」であり「効率性」である。 

今のまま前例踏襲で作業を進めると、事務事業の数は減らずに、新たなものだけが乗っ

かっていく。そのような中で職員の皆さんは「忙しい、作業が増えてくる」と言う。これ

は当然のこと。 

組織の見直しに当たり、現状を把握してどうやっていくのが望ましいか検討しているが、

事務事業の数が増えていくという状況にあっては、組織の再編もままならない。 

20 年度の組織目標は、副市長と部局長の皆さんが 11 月から時間をかけて構築していただ

いたところだが、まだ、「広く市民の皆さんに周知を図る」といった「禁句」を用いて目標
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が設定されているものも散見される。 

事業の達成に向けて職員を適切に指導してほしいが、それがなされないのは、そもそも

目標が不明確だからであり、課長さんたちも職員たちも、あれをやろうかこれをやろうか

と悩んでしまい、直線的に目標の達成に向かえていないのではないかと思う。 

 

（３）公の施設の統廃合について 

【事務局説明】 

（資料 2のとおり説明） 

公の施設の統廃合作業に向けての方針を昨年 9 月に策定した。これについては本部会議

でお諮りし、昨年の 9 月議会でも総務常任委員会の所管事務調査で説明させていただき、

総論としては理解いただいた。その方針に沿って作業を進めてきた。 

市には 998 の公の施設がある。それをサービスの提供内容によって 69 のグループに分け、

そのグループを現状維持と統廃合の検討対象に分類した結果、検討を要する施設として 471

件が絞り込まれた。その中から資料に記載した 5 つの条件のうち 1 つでも該当する施設を

拾い上げた結果、115 の施設に絞り込まれた。その後各部局において 115 の施設について廃

止等が可能かどうかを検討していただき、副市長との協議を経ていただいた結果、廃止又

は譲渡・貸付が可能な施設として 43 件に絞り込まれたというのがこれまでの作業の経過で

ある。 

第 2 次方向性の検討結果として、資料に記載のある 4 つの視点に照らし合わせ、継続す

べき合理的な理由があるもののみ統廃合不可能という位置付けとし、この理由について部

局長と副市長が協議し、当課でも 1 件 1 件精査し、それなりの理由があるという判断で 43

件を絞り込んだものである。 

廃止又は譲渡・貸付可能な 43 施設について経費比較をしたところ、43 施設について現在

の年間維持管理費用の合計が約 1億 3千万円程度となり、廃止可能施設を除却した場合、5

億 2 千 5 百万円程度の経費がかかる。廃止や譲渡・貸付に伴う補助金返還について試算し

たところ合計で約 3 億 5 千万円程度の費用がかかる。廃止又は譲渡・貸付可能とした施設

の売払い収入や貸付収入は完全な試算ができていないので除外してあるが、単年度で比較

すると 1 億 3 千万円の経費削減効果に対し除却・補助金返還で約 8 億 6 千万円の費用が発

生することになる。ただし、この度の試算では売払い収入や貸付収入を見込んでいないし、

中長期で見れば、いずれは削減効果のほうが上回ることになる。それらについて、いつ頃

から経費縮減効果が出るかを比較した統廃合計画を今後作成していきたい。 

統廃合計画に盛り込んでいく事項として、施設ごとに①から⑦までの情報を盛り込みた

いと考えているがご意見をいただきたい。特に⑦の「統廃合不可能とした理由」について

は、正当な理由があって継続と判断した 72 施設の具体的な理由も記載すべきと考えている

ので、そのことについても意見いただきたい。 

統廃合が不可能とした施設の注意点は、部局の皆さんから検討いただいた結果として、

特に耐震診断の結果、耐震基準を満たしていない施設、耐用年数の経過により老朽化した

施設を「統廃合不可能」と分類したことの取扱いである。 

これらの施設については、必要性という観点で見て、必要であるとの判断に至ったと解
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釈しているが、今後、改築や大規模修繕に経費をかけてでも維持していくという、絶対に

必要な施設であるという理由が求められてくると思うので、具体的に再建計画とか工事計

画を明らかにし、それもセットで考えていかなければならないということもある。したが

って、今一度それらに該当する施設については、理由・根拠を明らかにしていただきたい。 

115 の施設については、維持管理に経費がかなりかかっていたり利用者が極めて少ないと

いう視点で抽出しているので、統廃合が不可能となってもそのままの状態で維持していく

わけにはいかないという考え方に立ち、経費の縮減や、利用者の増加についての方策も明

確にしていく必要がある。 

今後のスケジュールとして、公の施設の統廃合計画の策定を進めていくが、それらにつ

いて第三者機関である公共施設管理検討委員会を開催し、2月開催予定の行革推進本部会議

で内容を審議いただいた上で 3 月議会の総務常任委員会の所管事務調査で報告したい。そ

の後、市民とのコンセンサスを得る上での手続等を経て、平成 20 年の 12 月議会に関係条

例の改廃について提案したい。その後、施設利用者や地域住民などへの説明を経て、21 年

4月から計画に基づいた統廃合を実施していきたい。 

【企画・地域振興部長】 

耐震基準を満たしていない施設又は耐用年数が過ぎた施設のうち、統廃合が不可能とい

う考え方を明示して当該施設を残すということは、財政健全化のために見直しをしていく

ということと不整合を感じる。2点目の「そもそも」という書き出しで行革推進課の考え方

がここで止まってしまうことはいかがかと思う。せっかく 115 件まで対象を絞ったのだか

ら、その内訳である「廃止 31 施設」と「譲渡・貸付 12 施設」と「統廃合不可能 72 施設」

の振り分けを我々を含めてもう一度検討すべき。 

【行革推進課長】 

「そもそも」の考え方については、行革推進課としてもっと経費削減できるのではない

かと個別にお話をした経緯もあるが、体系的に分類して確実に実施していくことを担保す

る上では、もう一度我々としても考え方を整理して、確実にできるようなものを提案させ

てもらいたいと思っている。行革推進課から働きかけをする。 

【産業観光部長】 

統廃合によりいずれ初期投資を上回る経費削減効果が得られるのは分かるが、9億円に近

い初期投資を今の財政状況で負担できるかどうかをよく考えていただきたい。 

公の施設は必要性・必然性があって設置されたものであるはず。時代の経過によって必

要性が無くなったとか、コストパフォーマンスが悪くなったというところについて、行革

推進課として基準を作っていただきたい。ある施設はこの基準、違う施設では別の基準と

いうことではなく、例えばお金の面で切るだけではなく、公の施設の設置目標がどこにあ

るのかということなどをよく考えてもらいたい。我々も一緒にやる。その基準を見せてい

ただいて、方針から外れた約 300 の施設についてももう 1 回見直していく機会を作ってい

ただきたい。 

【財務部長】 

統廃合対象の絞り込みの条件設定で疑問があったのは、特に施設の利用状況という視点

で判断するときに、単純に「年間利用者数 500 人以下」となっていること。 
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上越市の場合はこれだけ広い市域があって、その施設ごとに想定利用人数があるはず。

例えば各区の人口に対してどれくらいの利用があるかとか、例えば直江津地区の人口に照

らしてどれくらいの利用があるかとか、全市域で考えるべきものとか。 

そういった意味で施設ごとに想定している利用者数に対する現実の利用者数というもの

をもって判断するということが一番良いやり方ではないか。技術的に難しいという点もあ

り実現が困難なのかもしれないが、やはり中山間地域の施設と市街地の施設を同じ基準で

計ることは無理があると思う。 

なお、耐震や耐用年数という視点は、絞り込み条件の中で一番重要な要素ではないかと

考えている。例えば厚生南会館を廃止したが、利用者数も多く、施設としては重要と考え

ていたが、耐震性能の問題があり、建て替えにも巨額の経費がかかることから断腸の思い

で廃止をした施設である。そういったことを判断する上では一番重要ではないかと思う。 

年間の維持経費、補助金返還の額、除却に要する経費等を並べてみると、一時的に多額

の経費がかかることが分かるが、そのことがブレーキにならないかということを危惧する。 

除却については即座にやらなければならないものでもないし、補助金の返還についても

やむを得ないものと考えるが、売却や貸付による収入としてかなりの額が見込まれる施設

もあるかと思うので、それらをすべて整理した上で、今回のような情報を出さないと「施

設は廃止しない方がよいのではないか」という議論が起こってしまうと思う。 

【行革推進専門員】 

この作業に関わってきたが、今回の施設統廃合に当たり最初の基準として 5 つの条件を

示した。①から③までが利用状況という視点で設定した条件、④と⑤は耐震と耐用年数と

いう視点で設定した条件である。 

④と⑤については、耐用期限が来ることや大きな地震に耐えられるかどうかということ

であるが、施設の必要性とは別の問題。したがって、④や⑤に該当したとしても、その施

設が必要だというのであれば、必要な補修を行って維持していくことになるという考え方

が必要。 

①から③については、立地場所などの要因をどの程度反映させるかがポイントではあっ

たが、今回示した「年間 500 人以下」という数値はあまりにレベルが高い、ということか

どうか。年間 500 人という利用数を 1 日当たりに換算すれば、約 1.4 人の利用である。そ

の程度の利用であっても、「公の施設」として残しておくべきなのだろうか。実際に個々の

施設がどのような場所に立地していて、どのような方々がご利用になっているのか、とい

う細かいところまですべてを承知していないが、中山間地にあるといってもどうだろうか。 

今回は、先ほど企画・地域振興部長が言われたとおり、5つの条件のいずれかに該当した

施設数である 115 件がなぜ最終的に減ってしまうのかという思いはあったが、一方で、現

実を斟酌した結果としてお示しした件数にまで絞り込んだものである。 

今後、さらに統廃合を進めていくときは、皆さんが矢面に立って利用者等と折衝に当た

るわけであるが、そのときに、ここまで話があった様々な意見等をどのように共通認識と

して持てるかが重要となる。したがって皆さんの十分な議論をお願いしたい。 

【村山副市長】 

今回の情報が外に出て行くときに、どのような切り口で出て行くのか。「老朽化した施設
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や利用の少ない施設を不用にする」というだけの切り口なのか、それとも、「多少のサービ

ス低下になる」ということまで含めて伝えるという切り口なのか。「サービス低下になる」

ということを言わない場合、「それでは代替施設はどの程度あるのか」といった話になる。

市町村合併は、本質的に「余剰」を生む行為であり、その余剰をどうやって収斂して効率

を上げていくかという作業をしている。そのことをどうやって市民の皆さんからご理解い

ただくかが問題。 

今後の作業スケジュールを見ると、議会報告、地域協議会への諮問、そして答申を受け

ていくようであり、「ニーズ」をお聴きするということになるわけであるから、例えば区に

おいては合併したときの期待感からすると、相当の抵抗があると思う。 

したがって、理論をしっかりとして意思統一して出していかないと上手くいかず、結果

として提案はしたけれど何も変わらなかったということになりかねない。今の状態のまま

出せば、おそらく何も変わらないと思う。 

【行革推進専門員】 

998 から 115 まで絞り込んだ。これは最低のラインだと行革推進課で考えたこと。この認

識について議論し、結果を共有することが大切。 

この会議の場で、115 が最低ラインであるという行革推進課の認識に対して、反対意見が

あればいただき、それを議論して考え方を整理したい。 

【企画・地域振興部長】 

市として公の施設の統廃合をする、という考えでこれまで議論してきた結果として 31 の

施設が対象となったことが適切な結果なのかを議論すべきと投げかけられている。とはい

え、それを投げかけた行革推進課の側において 115 の施設が統廃合の対象だと言っている

ものの、資料の 3 ページで「そもそも施設維持管理の経費負担が大きい、利用者が極めて

少ない等の問題点があるから統廃合検討対象として抽出されたということを念頭に置き、

統廃合は不可能だとしても、それらの問題点を改善するための何らかの方策を明確にして

おかなければならない」という記述があり、ブレを感じる。 

ここで大事なことは、統一した基準・考え方をしっかりと整理し、共有すること。 

【事務局】 

いただいたご意見とご指摘を踏まえ、今後の取組みについて見直したい。 

【総務部長】 

当初に示した条件は、大きな基準として本部会議はもとより議会でも審議いただいたも

の。 

したがって、実際の個別の施設を深く見れば、基準どおりに統廃合できない、というこ

ともあり得るものであり、実際に皆さんが現場で話し合った結果として 31 件まで絞り込ま

れた。 

これから、そのような実際の事例を参考にして精緻な基準を構築していく必要があると

思う。すべてを行革推進課でつくってそれでやりなさい、ということは難しい。施設を所

管する部局長からは、これまでの作業を通じて感じたことを教えて欲しい。 

【村山副市長】 

行革の観点だけで各部局が出した統廃合案を現場で説明し説得していくことが、本当に
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最初から織り込み済みだったというのであれば、そのスタンスで臨むことになるが、果た

してそれで市民の納得を得られるか。部局長がその決意と覚悟を持っているのかを聞きた

い。 

【産業観光部長】 

所管する施設が多いが、地元の方々と話し合いを持ったりして、部長という責任の範囲

で廃止等が可能という施設を絞り込んだ。 

115 件から 31 件まで減った過程がよく見えない。我々が市民に説明する際に、当部の説

明と他部の説明の内容が違うということはおかしい。だからこそ、行革推進課としてのス

タンダードを明確にした上で進めるべきと考える。 

【行革推進専門員】 

どんなにお金がかかっても、また、利用者が少なくても、市として絶対に維持すべき施

設だ、という意志がどの程度あったのかは気になる。 

【都市整備部長】 

当部では、7 つの施設が統廃合対象の候補に上がったが、そのうち 2 つの施設について、

私の段階で廃止不可として差し戻した。 

例えば 1階部分が除雪車の格納庫となっていることから廃止できないと考えた施設など。 

部局間の温度差があるのではないか、という不安感があるので、基準の作り方はいろい

ろあると思うが、統一は必要と感じる。 

【教育部長】 

教育委員会では、例えば、廃校になった建物を利用した施設において教室部分が集会室

となっているケースがある。集会室は代替施設があるので廃止できると考えたが、体育館

の部分は地域での大きな行事で使うなど、ニーズがあると考えた。 

個々の施設の事情を把握し、それらを体系化して、正当な理由かどうかを精査してほし

いと感じた。 

【行革推進専門員】 

各部局の施設が全部同じ基準ということはあり得ない。観光施設としてはどうだろうか、

教育施設としてはどうだろうか、という分野ごとの基準を置いて検討していただいたもの

と考えており、部局からの回答を見るとそのことが読み取れたと思っている。 

したがって今回は第一弾としてこれでいくとして、次のステップに行く際に、基準はど

うあるべきかなどを十分に議論すべき。 

【事務局】 

いただいた意見を整理するので、機会を改めてもう一度ご意見をいただきたい。 

 

（４）第三セクターに対する市の考え方について 

【事務局】 

当市の第三セクターは 60 あるが、今回提案したのは、施設管理のために設置した第三セ

クター。 

今後、第三セクターが管理する施設であっても指定管理者の選定時は公募を原則とする

という考え方が市長から示されている。 
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そのことに関する課題を整理し、今後の方向性の案を検討した。具体的には、平成 23 年

度に一斉に指定の更新を行うこととし、その時から公募とするもの。それまでの間におけ

る指定の更新は、暫定措置として随意契約とし、その間に第三セクターの合併を推進する

という案。 

なお、第三セクターの合併は机上の話であり、実際は困難が伴うと認識しているが、方

向性として示すもの。 

【行革推進専門員】 

この事案については、「その施設が必要だ」という前提に立っている。 

【産業観光部長】 

公募の問題は、18 年の 9月議会後に当部から提案していたことであり理解する。 

第三セクターの経営改善が必要だという認識を強く持って臨んでおり、単年度黒字化す

る企業も見えてきている。 

確認したいのだが、随意契約の期間を 2 年間としたのは混乱を避けるためかどうか。ま

た、経営改善に当たって、我々は株主として参画しているわけであるが、例えば、経営層

に人を送り込むといったドラスティックなことを想定しているかどうか。 

法人の窓口という立場からのお願いであるが、本部会議というオープンの場で「第三セ

クターの合併」ということを突然示されたが、このような出し方は止めていただきたい。 

オープンの場での議論はもう少し待っていただきたい。 

改めての確認であるが、施設管理の第三セクターは、当然であるが「施設管理」が設立

目的になっており、多くの出資がされている。競争の原理を入れたとき、競争に耐えられ

ないような第三セクターはその設立目的がなくなってしまうということを前提として公募

という方針が出されているのか。 

【事務局】 

随意契約の 2年間とは、平成 23 年度に一斉に指定を更新するまでの暫定措置という考え。

現在指定管理者となっている第三セクターの指定期間が 3年又は 5年であり、5年の指定期

間となっている第三セクターの指定更新時である平成 23年度に足並みを揃えるという意図。

そして、その間に、例えば合併などの手段で経営改善を進めるという提案である。この提

案は、あくまでも方向性の提案。 

競争の原理を導入することについて、いきなりの公募では、第三セクター以外の企業が

選定されることもあり得ることから、公募によって切り捨てられないよう力を付けてから

公募に臨むという考え。その方策の一つとして合併を提案するものであり、これは、今あ

る第三セクターを一つに合併し、事業部制のような体制で各施設を管理するというイメー

ジ。 

【産業観光部長】 

競争に敗れたら第三セクターがなくなる、ということを設立者が判断することは難しい

と思うので、時間をかけて議論しようと提案してきた。 

なお、先ほどの説明を聞く限りでは、新たに「施設管理公社」のような団体を設立する、

という提案に感じたが、そういうイメージか。そうであれば議論はもっとしっかりすべき。 

【事務局】 
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合併後の会社の形態は、施設管理公社のようなパターンや持ち株会社のようなパターン

があると思う。 

【産業観光部長】 

法人として第三セクターはそれぞれ独立しているので、そのことを踏まえた議論の場を

考えて欲しい。あまりオープンな場所での議論は早い。慎重に進めてほしい。独立した法

人が独立した企業経営をしているということを十分に認識しておいてほしい。 

【行革推進専門員】 

市は株主として意見を言う立場にすぎないという限界がある。一方、第三セクターに対

して委託料や補助金を支出している立場もあり、その立場からどの程度の発言があり得る

かを考える必要がある。そのような支出を通して第三セクターに関与していくこともでき

るのではないか。合併という提案もその延長線上から出たものであるが、それを実際に提

案できるのか、又は市の腹案として持つ程度なのかがポイント。今後検討していく。 

【村山副市長】 

同じような施設を市直営でやっている場合があるが、それは「行政の効率化」という視

点で別途検討しているのか。 

【事務局】 

指定管理者制度を導入すること自体を改めて整理したいと考えている。 

具体的には、これまで積極的な導入を進めてきたが、実際にメリットがあったのかなど

を精査した上で、導入の効果ありと判断されるものに絞っていくということ。したがって

極端にいえば、現在指定管理者制度を導入している施設であっても、効果がなければ直営

に戻すということもあり得るというイメージ。 

積極的な導入という姿勢を仕切り直していきたい。 

【行革推進専門員】 

いかにも行革推進課が進めているように見えるかもしれないが、あくまでも行革推進課

は「視点」を提案しているものと考えてほしい。 

 

（５）指定管理者制度の運用について 

【事務局】 

指定期間、利用料金制の活用の方法、指定管理料の清算の考え方、指定管理者の募集要

件、選定委員会のあり方、選定基準、実績の評価のあり方、導入効果の検証方法など、指

定管理者制度の運用を通じて見えてきた課題等を踏まえ、制度全体を網羅した基本方針の

たたき台を提案するもの。 

本日の審議を踏まえてたたき台を精査し、次回の本部会議で提案したい。 

【企画・地域振興部長】 

減免や清算の考え方について整理されており、これでよいと思う。 

指定管理者制度の導入そのものについては、合併直後で職員がたくさんいる中で、「人を

外に求める」という仕組みである指定管理者制度の運用が適切かどうかという話はあった

が、長期的な方針のもとで指定管理者制度を運用していくということを改めて整理して方

針をつくるということは理解した。ただし、第三セクターとの関連については十分に注意
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してほしい。 

【産業観光部長】 

「修繕料について原則清算なし」とあるが、施設を預かる者としては、突発的な修繕が

多いことから見込みと合わないことがあるので、何らかの形で清算した方がよいのではな

いか。意見交換させていただきたい。 

【企画・地域振興部長】 

「修繕」の判断の問題だと思う。指定管理者の権限の下で修繕をしていくという整理に

ついて承知したという考え。 

【行革推進専門員】 

部局に予算を預けて任せるという概念さえ必要だと思っている。 

 

― 閉 会 ― 

 


