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第 5回上越市行政改革推進本部会議議事録 

 

○開催日 

平成 20 年 2月 26 日（火） 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見直しについて 

（２）公の施設の統廃合計画案について 

（３）指定管理者制度に関する基本方針案について 

（４）行政運営等に対する職員の現状認識調査の結果等について 

○出席者 

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、産業観光部長、林業水産課長（農林水産部長代理）、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）行政改革推進計画の見直しについて 

【事務局説明】 

行革推進計画は平成 22 年度までの計画だが、適宜見直しを行うこととしている。今回、

平成 20 年度以降の取組の見直しについてお諮りする。 

本計画については、18 年度から 19 年度にかけて見直しをしているので今回で 2回目とな

る。 

今回の見直しの視点は、取組を充実することによる数値目標の変更と 19 年度の取組の進

捗状況に応じた 20 年度以降の工程の変更が主な内容となっている。 

 

（以下、資料 1のとおり説明） 

 

【企画・地域振興部長】 

本庁と総合事務所のあり方の見直し（具体的な取組項目 11）について、保健師や学校教

育関連等部分的に見直し議論が進んでいるものも含め、20 年度に予定されている見直し方

針の決定が早期に確実になされるものであるという確認をとりたい。 

市役所全体としてしっかりとした方針をもって臨まなければならない。職員の意欲が低

下しつつあるという実態を踏まえ、早急にあり方を示すことが必要。 

人事考課制度の見直し（具体的な取組項目 2）について、本格実施を 21 年度まで延ばす
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ことはよいが、20 年度の段階では詰めきれていないままのシステムで管理職が評価された

という事実を含め、システムとしての整合を図っていかなければならない。一般職員に本

格実施できない理由がありながら現実には管理職に対し実施している矛盾を整理すること

が必要である。 

【総務部長】 

組織の見直しについては、同じ認識である。総合事務所を含めた市全体の組織の見直し

について、現段階では上層部との協議等は行っていないが、いずれにせよ職員数の削減を

進める中で、組織のあり方と業務見直しのバランスがとれていないと、職員に負担がかか

ることになりかねない。20 年度の早い時期に方向性を定めたい。 

【企画・地域振興部長】 

1,950 人を目指しながら組織を段階的にその状態に近づけるという方式なのか、あるいは

20 年度や 21 年度で一気に 1,950 人体制の組織を作り上げ、その時点で 1,950 人を上回る数

の職員をどこか仮に置いておくという方式を採るか、といった方針が決まっていれば教え

ていただきたい。 

総合事務所ではこれ以上段階的に減らすことは難しい。20 年度中に 1,950 人体制におけ

る総合事務所のあり方が確定できれば、まずその姿にしてしまうというやり方もないとは

言えないと思っている。 

【総務部長】 

現時点では具体的なイメージを持っている段階ではない。1,950 人という目標が上越市に

とって最も適正な数字かどうかの見直しも必要になってくるかもしれない。1,950 人は、合

併後 21万人都市となる上越市と同規模の自治体において概ね必要とする職員の総枠の数で

ある。これに加え、行政改革や事務事業の見直し、アウトソーシングが進められていくと

すれば、考え方としてはさらに踏み込んだ削減が必要になるかもしれない。そこを見極め

ながら組織の見直しを進めていかなければならない。総合事務所だけでなく、本庁組織の

見直しも必要であり、人事・行革の観点でたたき台を作成するが、策定の過程においては

各部局で抱えている課題や組織のあり方に関する意見等をいただきながら進めていく。 

【産業観光部長】 

職員数の削減（具体的な取組項目 27）について、平成 24 年度での 1,950 人体制の構築に

向け、組織の見直しも並行して行われるべきものと思う。そのロードマップが行革推進計

画上では見えにくいが、行革推進課としてどのように考えているか。 

人を減らすときに現有組織のままでの削減は職員に負担がかかるので、組織の見直しも

同時でなければ定員管理はできないと思う。その組織の見直しの部分について、行革推進

計画ではどのようにとらえているかを教えてもらいたい。 

【行革推進課長】 

推進計画上は、組織の見直しに係る具体的な取組は「本庁と総合事務所の機能の見直し」

しか掲げていない。 

職員の意識調査においては、1,950 人で運営する組織が見えない中で各課から一律に減ら

すやり方では進まないという意見もある。現状の組織を固定して人数を減らすのは無理と

考えている。本庁と総合事務所の機能の見直しに合わせ、本庁内部の組織についても見直
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しを進めていく。今の段階で具体的な手法は見えていないが、並行して取り組んでいく。 

【産業観光部長】 

数値目標として示すかどうかは別として、組織のあるべき姿を目標として定めることが

必要であるとの認識はあるか。そして、どのように取り組んでいくかについて、いま示せ

ないということであれば、いつまでに示すことができるか。 

【行革推進課長】 

いつまでに取り組むかなどは当該取組の主管課である人事課との調整が必要となる。目

標や期限が取組を進めていく上で必要という認識はあるが、この場で具体的にすることは

できない。 

【総務部長】 

基本的には 20 年度中に検討したい。職員の削減や組織の改変は単独でできるものではな

く、事務事業の見直しとセットで考えていかなければならない。 

【財務部長】 

財政の視点からすると、交付税の特例期間が合併 10 年目から 15 年目にかけて段階的に

下がり、平成 32 年には現状と比較して単純に 60 億円から 70 億円の財源が失われることに

なる。交付税の特例措置は、合併後 10 年間は合併前市町村の様々な事業や新市をつくるた

めの様々な事業を実施するため、効率化を多少先延ばした形で、財政的な措置をしたもの。

10 年以上経過した段階では、効率化が図られ、組織のスリム化等がなされているという前

提の財政措置である。上越市の場合、平成 26 年度までの総合計画の中で合併後 10 年間で

のやるべきことを定め、事業を実施しているが、組織についても合併の特例期間が終了す

る時点では、まったく新しい組織になっていないと財源に見合わない組織体制になってし

まう。 

組織の見直しと並行して、事務事業の見直しが必要。合併によって実施しなくてもよい

事務事業を峻別していく時期に来ており、これを進めながら平成 32 年度に向かい、市がど

のような事業を行っていくのか、そのためにどのような組織が必要かということを念頭に

おいた作業をしていかなければならない。 

人数では 1,950 人といっても、組織体制となると事務事業の量がどれくらいになってい

るかを議論していかなければならない。交付税算定において、目的別の財政需要額は計算

できるので、それに合わせた組織を一つの基準とすることで、特例が終了した後の組織の

イメージを作ることができるのではないか。財務部としても研究を進めるが、人事課だけ

でなく各部局が平成 32年度の組織体制と事務事業の量のイメージを固める議論を始めなけ

ればならない時期に来ている。 

中目標 1 の指標について、仕事に対する職員の意識の高さを「段階的に引き上げていく

こと」の意味は何か。職員の意欲を低下させる要因の分析は進めていると思うが、その中

身と具体的な取組項目と中目標の指標とどう関連しているのか。20 年度から 85％、できれ

ば 100％を掲げるべき。これは職員の意識の問題であって、市民の意識ではない。市民の意

識を上げるには総合的な取組で狙うべきだが、職員の意識であれば段階的に上げていくこ

とは理解し難いのではないか。 
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【行革推進専門員】 

人員削減と組織の問題は大きく関連しており、今の体制で削減をするには労働を強化す

るしかない。その結果ミスが増えるなど、市民に迷惑がかかることは明白である。 

組織のあり方について、本来ならこの場は 20 年度からどのような体制とするかを話し合

う場とすべきであったが、少なくとも来年度はいつまでにどこまで見直しを進めるかを明

らかにする必要がある。個人的には来年度 9月までに概ねの形を示し、9月から翌年 3月に

かけてマニュアルに基づくトレーニングを行い、21 年度を迎えるようにしたい。 

見直しに当たり、例えば、縦割り組織をどのように磨きをかけていくか、弊害をどのよ

うに解消していくか、また、どのようにラインとスタッフの関係を分けてトレーニングし

ていくかなど、職員が自分達の行政をどう運営していくのが一番よいか、どのような体制

が職員に一番馴染むかを見出していくことだろうと思っている。 

段階的に人数を減らしていくのか一気に削減するのかについて、基本的には段階的に減

らすべきでないと思う。あるべき形に当てはめてみること。そのときに余剰となった職員

の処遇をどうするかはまた別の観点である。 

上位目標と関連し、より多くの人が共通認識として持つことのできる目標の設定に向け

た考え方の整理が必要。それが機構改革や人員の適正レベルを見出していくことに関係し

ていく。 

数値としても目標が立てにいくい事業もある一方、数値だけでは実感しにくいものがあ

る。風速 10 メートル、15 メートルと数値で言われても実感できるだろうか。気象庁では風

力を表す指標として「傘が差しにくくなる」「風に向かって歩けなくなる」などの言い方を

している。上越市でも数値目標を生活への影響を実感できるような言葉とつないでいくこ

とが必要だと思う。 

職員の意識を段階的に上げることは、基本的にはないことと思う。このことについては

新しい方策を見つけ一気に上げるという、改革的に動く性質のものと考えている。 

 

 

（２）公の施設の統廃合計画案について 

【事務局説明】 

（資料 2に基づき説明） 

計画案は 3 月の総務常任委員会の所管事務調査で説明をする。今回の資料では具体的な

施設名は挙げていないが、どのような形で提案するかについて諮りたい。 

資料では統廃合の目的と基本的な作業の流れ、第 1 次統廃合実施施設について具体的に

提示する。 

今回、部局長や副市長との協議を経て廃止又は譲渡・貸付とした施設については、可能

な限り平成 21 年度の 4 月 1 日から実施したい。特別な事情があれば 22 年度以降に延期す

るが、これは若干残す程度としたい。年度区分については最終調整中であるが、原則、ほ

とんどの施設を 21 年度から実施するというのが基本的な考え方である。 

対象施設の詳細な情報については計画の中に個票として添付する。 

今後の流れとしては、パブリックコメントの実施、地域協議会への諮問、住民説明会な
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どを実施していく。 

譲渡・貸付予定施設としては将来的には譲渡を前提として 21 年度から貸付を行っていく

施設。貸付先が見つからない場合は再度見直しを行い、第 2次統廃合対象施設へ移行する。 

第1次統廃合の対象外となったものについては、20年度中に継続的に見直しをしていく。

基礎的サービスに分類されたグループに含まれる施設は適正配置の検討を進める。これに

ついては小中学校のように既存の検討委員会での検討はもとより行革推進課から各課への

ヒアリングの実施や具体的な統廃合の提案をしていきたい。 

対象施設を 115 に絞るに当たって設定した条件に該当しなかった施設については、条件

をより厳しく設定し、別の視点からの条件の追加等により、再度絞り込みを行っていく。

また、第 1次統廃合で廃止又は貸付けするもの以外の施設については、1年ないし 2年の期

間を区切って経費の縮減や利用者の増加の取組を行い、期限内に課題が解消できない場合

は、第 2次統廃合対象施設に加えていくという考えである。 

【企画・地域振興部長】 

資料の第 1 次統廃合実施施設に施設数が入っていないのは、前回の議論のとおり、市全

体のサービスを維持していく手法として、これから全体的にバランスの取れた行政サービ

スをしていくためには施設の廃止を一つの仕事としていくということで、47 施設という数

も見直してもいいのではないかという議論もあったが、その見直しが今なされているとい

う理解でよいか。 

新たに建設する施設は当然この統廃合方針に該当してはならないが、そのことが確認さ

れているか。行革担当部署としてしっかりとした方針を出すつもりがあるか。 

【行革推進課長】 

本日の資料には具体的な件数を示していないが、議会では具体的な数値を示すこととし

ている。件数については今回副市長まで協議したものを第 1 弾として実施するということ

で、増える要素は今のところないが、第 2次で増やしていきたい。 

新しい施設への対応については大事な視点であり、今回の計画は統廃合そのものの計画

となるが、行革的な取組として新たな施設への対応を整理していきたい。 

【行革推進専門員】 

既に 20 年度の予算は固まっている。財務部長の説明のとおり歳入の増加が見込めず、12

年後の平成 32 年度には 60 億から 70 億の歳入が減るという見方がある中で、新しい施設を

建設すれば当然にランニングコストが発生する。財政硬直化が進んでしまう。ここは、自

分たちの財政規模ではどの程度の施設規模が適切かということや、財源も無いのに多くの

サービスを実施することはオーバーサービスであるという概念を持つ必要がある。 

【財務部長】 

合併算定換えの終了に向け確実に事務事業を減らさなければならない中で、施設の統廃

合についても、これから 12 年先である平成 32 年度の状況を各所管課でイメージしてもら

わなければならない。 

12 年経てば多くの施設で耐用年数を超えることになる。そのときには「施設をなくす」

という前提で考えていかなければならない。新しいものを作ることは難しい時代である。

今あるものを「残す」というよりも、「なくなっていく」という前提で、スリム化した組織
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でどうしても必要な施設だけを絞り込んでいくという発想でなければならない。このまま

1,000 に近い施設があると財政の面からは非常に厳しい状況になることが十分に予想され

るので精査が必要である。 

施設をどう評価するか。方針では利用者数や維持管理経費、耐震性の問題等を視点とし

て第 1 次の絞込みをしているが、そもそもその施設の目的と期待する利用状況など、施設

そのものの目標がない。目標が達成できたかどうかという評価があって、達成ができてい

ないものを廃止の対象とするといった視点で考えることが望ましい。今ある施設について

これからでも施設計画を作って目標を立てるという作業が望ましいと思うが、少なくとも

新設する施設については施設としての利用目標や目的を設定し、それを達成するように運

営することが前提となる。それにより「施設がその役割を終えるときがいつか」というこ

とがはっきりしてくると思うので、検討してもらいたい。 

【村山副市長】 

事務事業の見直しや施設の統廃合などの見直しに当たっては、必要性の観点から見た「廃

止」と、効率性の観点から見た「業務委託」という 2つの考え方がある。 

つまり、職員減少に対応する視点で委託する施設もあるし、純粋に施設の目的からして

不用不急ととらえる施設もあるということ。具体的には、ファミリーヘルプ保育園の委託

の事例であるが、これは、職員削減に対応するための委託である。本来であれば、まず、

当市における保育園のあるべき姿の議論をして、必要性に基づく適正配置の姿を整理して

おくべきもの。 

第 2 次の統廃合実施に向け、今後議論されることになっている学校や給食センター、保

育園等は、適正配置という観点から統廃合を検討することになると思うが、一方で業務委

託という効率化の観点も入ってくると思う。 

このような二重の基準を行革推進計画の中でどのようにマトリクスとして整理していく

か。難しいと思うが、どのようにとらえているか。 

【行革推進課長】 

その意味では現行計画がトータルなものの考え方に基づいているかどうか、これまでの

計画策定の経緯を改めて振り返ってみる必要があるが、一つの基準にしていくという努力

はしていかなければならない。その場合は計画の小手先の見直しではなく大規模の見直し

になると思うので、十分に検討したい。 

 

（３）指定管理者制度に関する基本方針案について 

【事務局説明】 

（資料 3に基づき説明） 

資料は前回の会議で、指定管理者制度の考え方についてお諮りした内容を方針案として

まとめたものである。なお、前回お諮りした内容と変更はない。 

主な内容としては、指定管理料の減免・修繕分の清算は行わない方向で制度を運用して

いくことや、第三セクターの募集については今後必要な検討を加えることとし、21 年度の

更新は暫定的に 2年間に限定し、現行と同様に公募はしないということなどである。 

【企画・地域振興部長】 
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指定管理者制度と人員削減の関連で、1,950 人という職員数が本当に適正かどうかは別と

して、まずは適正な状態を目指すべきと思うが、1,950 人に到達するまでの間、1,950 人を

超える部分があるとするならば、そのような状態でありながら指定管理者制度という「外

部に人材を求める制度」を導入していくことが論理的に矛盾していないのかどうかについ

ては、絶対に矛盾はないという方針を貫き通していただきたい。個人的には疑問を持って

いる部分であるものの、市の方針としていくということなので承知してきたが、これから

さらに職員を減らしていくことを方針として明確にすればするほどこのことは矛盾となっ

てくる。仮にその方針が早期に明確になるというのであれば、指定管理者制度については

再度検討していただきたい。 

方針を全部まとめていただいたことはありがたいので賛成するが、そこの部分だけ是非

お願いしたい。 

 

（４）行政運営等に対する職員の現状認識調査の結果等について 

【事務局説明】 

（資料４に基づき説明） 

アンケートは行政改革推進計画の重点取組の一つである「職員の意識と資質の向上」の

具体的な取組項目として実施した調査であり、中目標１の進捗状況を測定するために実施

した。 

調査対象は部長以下すべての正規職員。調査期間は 10 月 5日から 10 月 12 日。 

約半数の職員から回答があった。 

効率性についての認識は約 57％の職員が「相当高い」「どちらかと言えば高い」と答えて

いるが、「相当低い」「どちらかと言えば低い」との回答が増加傾向にある。 

アンケートは「現在」「前年度の同時期」「16 年度の同時期」の３つの時点で捉えている。

この間で効率性が低くなったと感じている職員が増えているということである。 

事務事業等の進捗管理システムに関する調査では、定着していると感じている職員は

30％程度にとどまっている。作業負担や精神的な負担も大きいという個別意見もあった。

ただし、目標を設定すること自体は 80％を超える職員が大切なことだと認識しているとい

う結果にとなっている。 

仕事に対する意欲の状況としては、「相当高い」「どちらかと言えば高い」と回答した職

員が約 7 割となった。ただし、「相当低い」「どちらかと言えば低い」と回答した職員の割

合が増加傾向にある。 

仕事において重視していること、満足していることについては、「重視しておりかつ満足

度も高い項目」としては、市役所の安定性・職場の連携・仕事のやりがいなどである。「重

視しているが満足度が低い項目」としては、業務執行の効率性、施設設備の充実、業務マ

ニュアルの設定などである。「満足度が著しく低い項目」は、市政全体の経営理念の明確性、

処遇の制度体系、組織の開放性などである。 

管理職を対象とした「組織をマネジメントするに当たり留意している事項の調査」につ

いて、組織マネジメントに当たり留意している上位項目は、職員の円滑な人間関係の構築、

仕事に関して必要な情報や権限を与えること、仕事の内容の理解を促すことである。管理
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職があまり留意していない項目は、マニュアルの整備、目標設定し業務を遂行させること

などである。 

総括すると、組織マネジメントに当たり、職員が気持ちよく働ける環境の整備には留意

しているが、目標の設定やその達成に向けた指導、結果の評価等にバランスよく留意して

いないという傾向が見られた。 

自由記載欄では、職員の意識改革の必要性に関する意見、職員数の削減に対する事務事

業や組織の見直しの重要性に関する意見等が多かった。 

調査結果に基づく次の手立てが必要である。行政運営システムの運用については、定着

度合いが低いことからシステムそのものの見直しを進めていくが、その他の全体として職

員の意識改革や意欲の向上にどのように対処していくかについては、分析結果を踏まえ、

関係課等との協議を経ながら対策案を作成し、提案したい。 

【行革推進専門員】 

組織改変や人事考課制度などの課題にどうやってこれらの意見を反映していくか。部局

長が今後仕事を進めるに当たり、各課長を通してどのようにマネジメントしていくべきか。

そのことに職員が求めているものが多く含まれている。 

制度的にどのような形にしていくことが望ましいか、今のところは見えていないが、「調

査結果は部局長さんや課長さんたちに対してこんな風であってほしいということを訴えて

いる」ということが分かるようなガイダンスみたいなものを必要としているのかどうか。 

なぜアウトソーシングが必要なのかという意見があった。これは素朴な疑問であり興味

深いところ。本来行政は市民の模範であって、市民ができないような良い仕事をすること

が行政の役割。それがなぜ指定管理者に任せなければならないのかということが一番の問

題である。指定管理者制度とは、直営では費用がかかり、サービスもあまりよくないとい

うことがあって国から勧められてきた制度。そのことに対して、市は施設の運営管理状況

がどのくらいのレベルにあるのかということを精査しないまま国の制度に乗って移行して

きたというのが事実。本来、磨きをかけて自分たちでもっと良いサービスを提供していこ

うということも考えるべき場面でもある。 

施設の統廃合について、第 1 弾では 115 施設が対象となった。経済的な指標の一つであ

る「年間 500 人の利用」などというところで基準に満たない施設がたくさんある。本当に

ニーズがあって造った施設なのか、ニーズはあるが使い勝手が悪く誰も利用しないのかな

ど、いろいろな要素があると思う。そういったことも含めながら、このアンケートにある

職員の現状認識状況を踏まえ、自分たちが、この市の目指す姿に近づけていく原動力にな

るという自覚を持っていただけるような気配りや、人事制度のあり方に向けて、大きく検

討を加えていかなければならない。 

【中川副市長】 

 非常に多様な意見が寄せられた結果となった。調査結果は市役所の現状として受け止め

なければならない。各部局長においては、これを前提に日々の業務管理に役立てていただ

きたい。 

 

― 閉 会 ― 


