
案件名 担当課 行政改革推進課

№1 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

№2 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

　第6次行政改革の方針や決意、課題については、それぞれ、8ページからの「目標」と「基本方策」で方
針を、1ページの「はじめに」で決意を、3ページからの「当市を取り巻く課題」で課題を記載しておりま
す。また、基本方策ごとの詳細については、14ページからの「Ⅵ取組一覧」でも「現状と課題」、「今後の
具体的な取組内容」を記載しています。
　また、本計画の策定後に、市民の皆様からご理解・ご協力いただくため、概要版の全戸配布に加え
て、直接ご説明する機会を設け、第6次行政改革の方針と決意を合わせてお伝えしてまいります。

基本方策　P.9

　9P　基本方策として1～5までの取り組みが記述してありますが、これらは目新しいものではなく日常
的・不断的に取り組んで努力してきたものです。その取り組みを継続するのは当たり前のことですが、
従来の取り組みにおける課題は何か、その課題解決のために今後どのような点に配意して取り組みを
進めていくのかという方針と決意の記述が必要と思います。市民に対して、方針と決意を明確に伝える
必要があると考えます。

記載済

パブリックコメントで寄せられたご意見と市の考え方

第6次上越市行政改革推進計画（案）

当市を取り巻く課題（外部環境）　P.3

　3Pに当市を取り巻く課題（外部環境）、5Pに市政運営の課題（内部環境）として当市を取り巻く環境と
課題が整理されており市民にわかりやすい内容となっています。市政運営の課題では「必要な取組」が
列挙されており分かりやすくなっています。一方、当市を取り巻く課題に関してもそれぞれに具体的な
課題と取り組みの方向が記述してありますので、「必要な取組」として列挙する必要があると考えます。
　3P（1）人口減少・少子高齢化の進行、に関しては4Pに「長期的な視点でまちの将来像を描き、その実
現に向けた取組を進めることが必要」と方向が記述してありますので「必要な取組」として整理してくだ
さい。
　4P（2）分権型社会や新たな制度等への対応、に関しては「市民サービスの向上や事務効率の改善に
つながる提案を積極的に行う必要がある」、「地方創世の取組を引き続き推進する」、「官民挙げての
働き方改革への取組や進化するAIを活用した業務の効率化にも適切に対応すること」、「これらの課題
へ的確に対応できる組織体制を構築することがより重要」と方向が記述してありますので「必要な取
組」として整理してください。

反映不可

　ご意見をいただきました当市を取り巻く課題（外部環境）に対する「必要な取組」につきましては、総合
計画など他の主要な計画に基づき取り組むもの、国や法令の要請に基づき取り組むもの、事務改善の
推進や職員提案制度など既存の仕組みの中で取り組むものなどもあり、本計画では、行政改革として
取り組むべきものを記載していることから、修正はしないこととします。
　なお、組織体制については、「5効果的・効率的な組織体制の推進」において取り組むこととしておりま
す。
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№3 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

№4 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

№5 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

　例えば、電子決済導入や提案制度の導入と活用、上司に説明するための簡潔な資料作成等の仕事
の仕方の見直しはどこに分類されるのでしょうか。

その他

　ご意見をいただきました内容につきましては、本計画では記載しておりませんが、事務改善の推進や
職員提案制度など既存の仕組みの中で取り組んでいるところであり、今後も継続してまいります。

行政運営手法の見直し　P.9

行政運営手法の見直し　P.9

　9P　持続可能な行政基盤の確立や事業の見直しのためには市民にも一定の役割を担ってもらうこと
が必要不可欠です。従来はこれを市民協働・新しい公共と位置づけていましたが、今回の計画には記
述がありません。行財政改革は行政だけでできるものではありませんので市民協働・新しい公共の考
えを明確に記述する必要があります。
 　市民協働のためにはしっかりと市民に説明すること、市民と対話すること、市民の人材を育成するこ
とが必要です。このことの記述も必要です。行政の常として、記述の無いことの優先順位は後回しで、
予算もなかなかつかないということがありますので、漏れのないように記述する必要があると考えま
す。

反映

　第6次総合計画では、全ての分野を横断する「市民が主役のまちづくり」分野を掲げ、新しい公共を推
進するための取組を進めていくこととしております。
　行政改革においても、人口減少や少子高齢化が進行する中で、共助の機能を維持しながら、持続可
能な地域社会の形成につなげていく「新しい公共」の理念も取り入れた取組を推進するものであること
から、ご意見を踏まえ、そのことを明確にするため記載を追加します。

【修正内容】
4ページ上から4行目
「このため、「新しい公共」の理念を踏まえ、市民やNPO、住民組織、民間企業も含めた地域の様々な
主体間での連携と協力を促進しながら、行政サービスの」

9ページ　「①行政評価の実施」の3行目
「事務改善等による事務の効率化や経費の節減、「新しい公共」の理念も取り入れた民間活力の活用
を推進」

行政運営手法の見直し　P.9

　9P　行政運営手法の見直しとして「事務事業の見直しに取り組みます。」とあり内容的には行政評価
の仕組みの再構築、事業等の見直し、事業改善等による事務の効率化や経費の節減、民間活力の活
用、とありますが市民からは具体的なイメージがもう一つ良く掴めません。具体的なイメージができるよ
うにもう少し具体的に分かりやすく記述してください。

記載済

　事務事業の見直しの具体的な取組内容につきましては、14ページの「Ⅵ取組一覧、１行政運営手法
の見直し、①行政評価の実施」に記載しております。
　なお、個別の事務事業の見直しについては、本計画と同時に公表を予定している「事務事業の見直
し案」によりお示しいたします。

2



№6 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

№7 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

№8 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

　業務の見直しは、本計画全般にわたり必要としている考えです。また、9ページの「Ⅲ基本方策、1行
政運営手法の見直し」において、事務事業の見直しに取り組むことを記載しております。

公共施設の適正管理の推進　P.10

　10P　公共施設の適正管理の推進に関して、以前「公共施設の適正配置計画」のようなものがあった
と思いますがこれとの関連はどのようになっているのでしょうか。補足的に必要な記述が必要だと思い
ます。

記載済

　19ページの「Ⅵ取組一覧、３公共施設の適正管理の推進、①施設の適正配置の推進及び維持管理
の最適化」において記載しております。

記載済

行政運営手法の見直し　P.9

　また、「民間活力の活用」とはどのようなものでしょうか。

その他

　民間活力の活用とは、事務事業評価において、必要性の観点で市が実施すべき事業であるか、ま
た、効率性の観点で事業の実施方法として民間活力等の活用が図れないかを評価し、必要に応じて
事業等の民間譲渡や民間委託、業務遂行における市民や市民団体等との協働等を進めていくことを
表しています。

行政運営手法の見直し　P.9

　「仕事の仕方を根本から見直す」という考えを記述してください。
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№9 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

№10 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

№11 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

推進手法　P.13

　内容について「広く市民に公表する。」としていますが、毎年公表することとしてください。

その他

　行政改革推進計画の取組結果につきましては、毎年、市議会、市ホームページ、市政情報コーナー
で公表しておりますので、これまでと同様に公表を行います。

－

　行財政改革に関しては市民からも意見を聞いていっしょに進めるということが必要だと考えます。市
政モニターから意見を聞くということもありますが、これらの人は上辺しか見ていませんのである程度市
政がわかる人を集めて意見を聞く仕組みが必要と考えます。以前には行革市民会議という名称で市民
が参加していましたが、廃止になってしまいました。市民からのどのような意見・提案にも答えて理解し
てもらうという自信を持って共に進めていくという覚悟が必要です。専門会議的な市民参画の仕組みを
取り入れてください。

反映不可

　行政改革の取組に実効性を持たせるためには、「やらされる」改革ではなく、主体的に「やる」改革と
していくことが必要であり、取組を実践する職員が本気になって考え、実行することが極めて重要で
す。
　したがいまして、職員自身が行政改革を考え、取り組んでいかなければ、真の改革に結びつかないも
のと考えます。
　このことから、第5次行政改革と同様に、専門会議的な市民参画の仕組みを取り入れることは想定し
ておりません。

推進手法　P.13

　13P　推進手法に関して、行政改革を推進するためには市民の理解を得ることが必要不可欠です。行
政の対象者は市民ですから行革を行政だけで進めてもうまく行きません。うまく行かないときの言い訳
を「市民の理解が得られなかった」というのは通りません。本当に上越市の将来を心配して計画を推進
するのなら上越市の現状と将来見込みを丁寧に市民に説明していっしょに考えてもらうことが必要で
す。市民をお客様にしてはいけませんし、市民もお任せ民主主義でいてはいけません。市民に説明し
理解してもらうこと、市民といっしょに考えて進めていく仕組みのことを記述してください。

反映

　行政改革を推進していくためには、分かりやすい情報提供のもとに丁寧な説明に努め、市民の皆様
からご理解とご協力をいただくことが必要不可欠であると考えます。
　このことから、本計画の策定に当たっては、市民説明会、市議会における所管事務調査、パブリック
コメント、市ホームページにおける策定状況の公表を行ってまいりました。
　策定後は、本計画の概要版の全戸配布に加えて、本計画に基づく具体的な取組について、市民や関
係者等への説明や協議を十分に行い進めてまいりますが、この趣旨を明確にするため、記載を修正し
ます。

【修正内容】
13ページの２推進手法
「また、上記内容については、市議会に報告するとともに、市ホームページに掲載するなど、広く市民に
公表します。
　また、具体的な取組に当たっては、市民や関係者等への説明や協議を十分に行い進めます。」
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№12 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

№13 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

反映

　行政改革を推進していくためには、分かりやすい情報提供のもとに丁寧な説明に努め、市民の皆様
からご理解とご協力をいただくことが必要不可欠であると考えます。
　このことから、本計画の策定に当たっては、市民説明会、市議会における所管事務調査、パブリック
コメント、市ホームページにおける策定状況の公表を行ってまいりました。
　策定後は、本計画の概要版の全戸配布に加えて、本計画に基づく具体的な取組について、市民や関
係者等への説明や協議を十分に行い進めてまいりますが、この趣旨を明確にするため、記載を修正し
ます。

【修正内容】
13ページの２推進手法
「また、上記内容については、市議会に報告するとともに、市ホームページに掲載するなど、広く市民に
公表します。
　また、具体的な取組に当たっては、市民や関係者等への説明や協議を十分に行い進めます。」

－

　これからの行革は市民にとって厳しいものになりますが、上越市の置かれている環境を理解しても
らって我慢すべきは我慢してもらい、協力してもらうべきは協力してもらうという姿勢で進めていくことが
必要です。このことは議会を通じてではなく直接的に市民に知らせてください。

その他

　当市を取り巻く状況は、人口減少や少子高齢化が進むとともに、財政収支の不均衡が顕在化し、さら
に公共施設等の老朽化、国の制度変更等に伴う地方負担の増大など、市政運営を取り巻く環境は、よ
り一層厳しさを増しており、今後の市政運営においては、歳入規模に見合った歳出構造への転換を図
り、持続可能な行財政基盤の確立に目途を付けなくてはなりません。
　市民の皆様と「まちの将来像」を共に考えながら、生活を支える基礎的な行政サービスを提供していく
ために、行政内部における業務の更なる効率化を図るとともに、必要性や優先度が低く、民間と重複し
たり、過剰となっている行政サービスを見直していかなければなりません。
　ご意見いただいたように、このことを市民の皆様からご理解・ご協力いただけるよう、本計画の策定後
には、本計画の概要版の全戸配布に加えて、市民の方への説明を丁寧に行ってまいります。

　市民参画、市民といっしょに考える、市民に知らせる・理解を得るという観点が不足しています。これ
らは自治基本条例の、自治の基本原則、市民の権利、市長の責務、評価等に該当するものですので
自治基本条例の精神を生かした内容及び市政運営とするよう要望します。

－
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№14 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

№15 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

№16 ご意見の該当箇所：

ご意見

対応状況

市の考え方

その他

　第三セクター等は、社会経済情勢や利用者ニーズの変化などに伴い、売上が減少し、累積欠損金を
抱えたり債務超過に陥るなど、経営状況が著しく悪化している法人等も存在しています。また、J- ホー
ルディングス株式会社においても、直近の決算において、事業会社7社のうち、4社が赤字を計上し、1
社が債務超過となっております。
　以上のような厳しい状況を踏まえ、第三セクター等の存続意義や事業継続の是非、事業手法の選択
について、第三セクター等の存廃を含めて検証する抜本的改革に取り組むほか、存続させる第三セク
ター等の有効活用と売上の向上や経費の縮減などの経営健全化に取り組んでまいります。

３市政運営の課題　（２）資産管理上の課題　P5

②　公共施設の適正管理の推進について
合併以来、これまでの「公の施設の再配置計画」によって、約1,000の施設を747施設にまで、減らした
（平成30年4月1日現在　25.3％減）とのことですが、旧市以外の13区のそれぞれでは、苦汁の思いで、
諮問に応じた施設もあります。向後、更に再配置対象になる施設については、地域に取って、「無くて
はならない施設」であるものもあり、厳しい判断を迫られることは、必至であります。次期の計画（案）が
まとまった時点で、維持管理に必要なコストも示していただき、地域協議会、或いは地域内の関係団体
等で、十分に検討する時間的猶予を与えるよう、配慮していただきたいと思います。

その他

　公の施設の再配置の取組については、これまで、市民の皆様からご理解・ご協力をいただきながら全
市で進めてまいりました。次期計画となる個別施設計画は、平成32年度末までの策定を予定しており
ますが、策定過程においては、市民や関係団体等と、将来に向けて真に必要な施設や機能を十分に
協議しながら進めることとしております。

３市政運営の課題　（２）資産管理上の課題　P5

③　第三セクター等の経営健全化の推進について
温浴施設のある区として、持株会社化（Jホールディングス）によって、大幅な経営改善効果と持続可能
性を期待しましたが、今一つ、目を見張るものが無いように思います。一つには、地域住民への浸透
度、地域住民との関わりが、薄いように思えるところもあり、また、７社間の各種取組み（例えば、宣伝
の仕方、サービス）に格差、温度差があるように思えてなりません。商工会、観光協会（組合）と連携し
た取組みも、住民の目には見えていないように思います。地域にとっては、「無くてはならない施設」で
はありますが、独立採算性等も視野に入れた、厳しい対応も必要かと思います。2020に向けて、「ホス
トタウン」としての絶好のチャンスを、生かすよう指導すべきです。

　人口減少社会の下での少子化・高齢化への対応を始め、生活環境の変化により一層複雑・多様化す
る行政需要に対応していくためには、施策の実効性と組織的な対応力を高めていくことが不可欠と考
えております。
　こうした趣旨の下、平成27年2月に「第3次定員適正化計画」を策定し、同計画に基づく計画的な定員
適正化に取り組んでいるところであり、毎年度、各課等の業務内容や業務量等を把握・分析して必要な
職種及び配置数を見極めております。
　また、人材育成については、事務処理能力や政策形成能力を始め、土木・建築等に係る技術的な能
力等を強化する実践的な研修を行うなど、職員能力の開発促進に資する取組を進めております。
　今年度は、第6次総合計画後期計画や第6次行政改革推進計画の策定に合わせて、「第3次定員適
正化計画」を改定することとしており、複雑・多様化する行政需要に対応していくため、引き続き効率
的・効果的な任用・配置と行政運営に必要とされる人材の確保・育成に努めてまいります。

３市政運営の課題　（３）定員管理上の課題　P7

①　定員管理上の課題に関して
合併時の約束ごとである「適正な職員数」の配置については、数値目標に沿って進められていることと
思いますが、少子化、高齢化と同時進行する人口減少下にあって、自治体の社会インフラ全般の老朽
化が急速に進んでおり、一方で、対応できる「技術職員」の不足が心配されております。更には、近い
将来、社会全般で「IT人材」の不足も懸念されております。適正な職員の配置を進めるにあたって、一
般職と「技術職」のバランスを欠くことのないよう、配慮願うと共に、IT人材の確保、養成にも、怠りのな
いようお願いします。

その他
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